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有形文化財の3次元物体モデリングと視触覚提示 

 

 

(a) メンバー 

【事業推進担当者】田中弘美 

【招聘教員】坂口嘉之・才脇直樹 

【客員研究員】橋本勝 

 

(b) 研究目的 

 コンピュータグラフィクス(CG)・コンピュ

ータビジョン(CV)研究による 3次元視覚情報処

理技術の進展により、貴重な文化財や文化遺産

のデジタル記録・保存、デジタルアーカイブ化・

コンテンツ化の研究が精力的に進められている．

博物館等の所蔵する資料や文化財には，能装束

や衣装等の様な織物が存在し、これらの織物の

表面は、多様な色や素材の糸が複雑に交差し、

微細な 3 次元幾何構造を持つため、照明方向や

視方向の違いによって、その光沢や質感が大き

く変化する。このような織物の微細な 3 次元幾

何構造や、複雑で微妙な色、光沢や質感を、観

測画像データから抽出し高精度にモデリングす

ることや、それらを実世界に忠実に再現しフォ

トリアリスティックなレンダリングを実現する

ことは、依然として、CV および CG 研究分野

における重要な課題である。 

本プロジェクトでは、21 世紀ＣＯＥプロジェ

クトに引き続き、能面・能装束や版木などの精

緻で複雑な 3 次元表面形状、光沢や質感をもつ

有形文化財を対象とし、まず、1)被写体表面の

色や反射特性，微細構造（テクスチャ）を正確

に記録し、画像の観察環境を考慮したうえで、

観察環境に合わせて忠実にディスプレイ上もし

くは印刷物として提示する方法の確立を目指す。

さらに、2)多視点においてあるいは多方向から

の照明下において観察した多視点距離画像およ

び多方向照明画像を、微分幾何学および(光線と

反射面の幾何関係を用いる)幾何光学モデルに

基づいて解析し、対象物体表面の微視的 3 次元

幾何構造や異方性反射特性を表現する双方向反

射率分布関数 BRDF および 双方向テクスチャ

関数 BTF を自動復元する方法とその結果を用

いて、物体表面や照明の色の変化による光沢や

質感の変化を実世界に忠実にシミュレーション

し、フォトリアリスティックでエリアシングの

発生を最小限におさえる異方性反射レンダリン

グを実現する方法を実現する。 同時に、3）新

たに触感呈示デバイスを開発し、織物の質感を

リアリスティックに提示する触覚レンダリング

を実現する。 

 

(c) 本年度の成果 

【1】マルチバンドカメラを用いる超高精細画

像計測 

本年は京都・祇園祭で使用されている様々な

懸装品（2.5 次元上の織物）を対象とし、これ

らを１億画素以上の高解像度、かつマルチバン

ド(分光)撮影を行うことで, これまでにない非

常に正確な「記録」が可能であることの検証を

行った。画像の高解像度化では織物の専門家の

意見を参考に目標を 0.01mm/pixel とした。ま

た、マルチバンド撮影技術であるが、本撮影技

術自体は他研究機関でその原理的確認を目的と

した実験が進められている。しかし、本プロジ

ェクトにおける取組の様な実際の文化財に対し



て超高解像度で行った事例はおそらくない。今

回は一般市場で入手可能な超高精細デジタルカ

メラ（デジタル・スキャニングバック＋大判カ

メラ）と分光撮影用のフィルタ（特注品）を用

いての 2 ショット型 6 バンド撮影を実施した。

図１に撮影システムの外観図と分光撮影用フィ

ルタとカメラの分光特性を示す。 

撮影は 7 月の祇園祭の最中の船鉾町における町

屋,および祇園祭終了後の 9 月に立命館大学ア

ートリサーチセンタの２回に分けて実施した。

撮影した被写体は合計で 24 点、最大のもので

縦約 1m幅約 4mを約 4億画素で撮影を行った。

また古い衣装の端切れに関しては A4 サイズ程

度を 1.5 億画素で撮影し、0.02mm /pixel 程度

の解像度が得られることを確認した。今回は撮

影時間や準備できた機材による制限があったが、

十分な作業時間とカメラレンズを適切に選択す

れば、目標の 0.01mm/pixel も十分に実現可能

である.なお今回使用した超高精細デジタルカ

メラ（デジタル・スキャニングバック）は一般

のデジタルカメラの様に RGB のフィルタが空

間上に離散的に配置されている（ベイヤ配列）

のではなく、RGB 各色独立のセンサーを有して

いることが単にカメラから出力される画素数で

はなく真の意味での解像度向上につながってい

る。以上の研究の成果を、国内シンポジウム等

に発表し,また国際会議に投稿した。 

次に、上記で撮影した超高精細画像を大型イ

ンクジェットプリンタにて、ほぼ実寸大で出力

した。今回は試験的に既存のカラーマネージメ

ントツールを利用してプリンタの特性を計測し

プロファイルデータ（ICC プロファイル）を作

成し、これを利用して ICC プロファイル対応の

カラーマネージメントソフトウェア（市販品）

を利用して出力した。諸事情により実物との比

較は実現しなかったが、大型モニタに表示した

画像（撮影時に実物と比較し良好な結果が得ら

れていることを確認済み）と色はほぼ一致して

いた．また出力結果から展示用のパネルを製作

し展示したところ、見学者からは「一瞬実物か

と思った」ともコメントが聞かれた。以上の研

究の成果は、2010 年 1 月上旬に京都文化博物

館において展示・デモを行い新聞にも取り上げ

られた。 

 

【2】織物の可視化 

まず、光沢のある織物を対象とし、繊維の断

面形状と織構造の違いにより織物の光沢感に相

違が現れることに着眼した、少数視点画像の反

射光解析に基づく効率的な BRDF の自動生成法

を提案した。生成された BRDF を用いて、同素材

の任意に彩色されたドレス着装シミュレーショ

ンにより、フォトリアリスティックな異方性反

射レンダリングを実現する方法を検討した。 

以上の研究の成果を、学術論文誌、国際会議、

国内シンポジウム等に発表した。 

次に、少数視点画像の反射光解析に基づき、

Cook-Torrance 反射モデルに織物表面の影・遮

蔽モデルを考慮し、織物の糸の 3 次元凹凸形状

と、たて糸とよこ糸の交差の比率や深さを表す

織物表面の微視的 3 次元幾何構造を復元する方

法を提案した。 

さらに、金襴とよばれる地色を表す絹糸と金

箔が貼られた平金糸のそれぞれ反射特性の異な

るたて糸とよこ糸を織り込んだ伝統織物を対象

とし、露光時間を変化させて獲得した多方向照

明 HDR(High Dynamic Range)画像の反射光解析

により、多重解像度異方性 BTF を自動生成する

方法を提案した。その結果を用いて、フォトリ

アリスティックな質感を再現しかつ視距離の変



化に対してエイリアシングの発生を最小限にと

どめる、多重解像度 BTF レンダリングを実現す

る方法を述べた。  

 

・多方向照明画像を用いる触覚情報抽出 

触覚情報は、実物の表面に触れなければ計測

することは困難である。しかし、文化財は基本

的には触れることはできない。そこで、多方向

から照明し反射光の変化を撮影した画像集合か

ら表面の法線と反射特性(BRDF)を推定し、反

射特性に応じた触覚情報を推定した。一般に、

ハイライトが現れるような部分は表面が滑らか

で、触れればつるつるしていると感じる部分で

ある。また、等方向に拡散反射が起きている部

分は、ざらざらしている部分である。これらの

抽出した触覚情報を視覚情報に加えて提示し視

触覚提示した。 

 

・VCM(Voice Coil Motor)を用いる織物の触覚

提示 

スティックスリップ理論による振動，法線方

向の変化分による振動、法線方向の変化分の基

本周波数による振動、のそれぞれで評価実験を

行い、法線方向の変化分による振動が最もよい

結果が得られた。本触覚提示システムでは、マ

ウスの移動速度に応じて、指先のVCMで提示す

る振動の周波数が変動するように改良を行った。 

 

・Falcon を用いる懸想品の視触覚提示 

船鉾懸装品全体を部分領域に分割し、各部分

を精密に３D 計測した距離画像列を統合し全体

の表面凹凸を表す大規模距離画像を生成した。

また、多方向照明で撮影した同船鉾懸装品の画

像列から法線情報を抽出した。さらに、それぞ

れ異なる撮影系で撮影した懸装品画像を高精細

マルチバンド画像と一致するようにモーフィン

グ処理を行い、変形処理を施した後に、Falcon

触覚提示システムに適用した。その結果、より

リアルな触覚情報を提示できるようになった。 

 

・版画の塗料の解析 

顔料を様々な濃度で和紙に塗り、分光反射特

性を計測し、濃度による分光反射率の変化をガ

ウス分布で近似し、分光反射特性を算出する数

学モデルを作成した。これにより、浮世絵の塗

料の濃度が予測できるようになる。 
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図１ 撮影システムの外観と分光特性 



・モアレ画像の生成と解析 

能装束の中には粗いメッシュでできているもの

があり、時にはモワレが発生することがある。

モワレには、実際に目で見ることができる実モ

ワレと、撮影してデジタル化することにより発

生する擬似モワレがある。ここでは、GPU を

用いて、布の拡大画像を能装束にマッピングす

ることにより、実モワレを算出した。また、デ

ィスプレィのブラックマスクをレンダリング画

像にかけることで、ディスプレィの表示特性に

よって発生する擬似モワレを計算で発生させる

ことに成功した。これにより、擬似モワレが発

生することが予測できるようになるので、擬似

モワレが発生しないようにする対策を取ること

ができるようになる。これにより、デジタル化

による擬似モワレは除去し、実際に目で見える

実モワレは除去しないようにすることができる

ようになる。 

 

・織物の質感提示 

織物を拡大レンズを使って多方向照明で

HDR 画像(High Dynamic Image)を撮影し，織

物の質感提示のための表面及び内部の反射特性

の解析を行った。まず光源色成分と物体色成分

に分離した。さらに等方性成分と異方性成分と

に分離しその結果、質感提示では異方性内部鏡

面反射成分が支配的であることがわかった。こ

の成分は、入射光が糸の表面下で反射すること

で発生するものである。考察の結果、単糸を透

過した内部反射光が織物の質感を表現する重要

な要因であることを確かめた。 

 

【3】超音波アクチュエータを用いた触感呈示

システム 

今年度は、従来方式にとらわれない新しいよ

りリアルな触感呈示デバイスの開発を進めた。

この新規開発に用いたのは、定在波型・縦屈曲

多重振動子を用いた共振超音波アクチュエータ

である。長方形電セラミック素子に 40～80ＫＨ

z 程度の高周波電圧を加えて素子を伸縮・屈曲

させ，振動に変換する。この超音波アクチュエ

ータを用いて開発された触感呈示装置を下に示

す（図 2）。 

 

図2 超音波アクチュエータ型触感呈示装置 

 

 PC で呈示させたい触感波形を生成し、その

波形を D/A ボード，モータドライバを通してこ

の超音波アクチュエータに与え、その摺動部を

振動させる。その結果、超音波アクチュエータ

の上に取り付けられたタッチパネル（刺激提示

部）にその振動が伝わって、タッチパネル上に

置いた指先に触感を伝える。 

例えば、5Hz と 20Hz の正弦波の重ね合わせ

である下記のような波形を与えることで、柔ら

かい触感を得ることができる。  
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こうした触感のサンプルを数種類作成して，超

音波アクチュエータを用いて呈示される触感が

どのように感じられるか、被験者である 20 才



前半の女子大生 5 名に対して 6 種類の触感パタ

ーン（仮想的なボタンの押し込み感覚）を呈示

し評価した。 

その結果、例えば 80Hz と 90Hz の正弦波を

重ね合わせて呈示した場合に押し込み感覚が得

られた。但し、押し込んだときの硬さの感覚に

ついては被験者の評価にばらつきがみられたが，

押し終わった後の押し戻し感覚を付与して通常

のボタンを押した時と同様のフィードバックを

再現できていたことが高評価の理由であると考

えられた。 

このように、触感をよりリアルに呈示するた

めには、時間的なスペクトル制御が必要不可欠

であることがわかった。今後は文化財の表面素

材の材質感再現に向けて取り組みを進めたい。 

 

(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 

〈招待講演〉 

2008 年 7 月 1-2 日 北京 

The Microsoft Research Asia e-Heritage 

Workshop 

"The Digital Humanities Center for Japanese 

Atrts andCultures -3D Object Modeling and 

Visualization of Cultural Heritageｓ-" 

〈雑誌取材〉 

AERA：未来へのおくりもの vol.10 

「画面を見るだけでなく、触れて感じられる仮

想現実」（09,3/22 発刊予定）

 

 

(e) 業績一覧 

〈論文〉 

【査読付き】武田祐樹, 坂口嘉之, 田中弘美「少数視点画像の反射光解析に基づくシルクライク織物の異

方性反射」 芸術科学会論文誌, Vol. 7, No. 4, pp.132-144, 2008 年 12 月 

【査読付き】武田祐樹，田中弘美「多方向照明 HDR 画像を用いた金襴の多重解像度異方性 BTF モデリ

ング」 電子情報通信学会論文誌 D, Vol. J91-D, No. 12, pp.2729-2738, 2008 年 12 月 

【査読付き】Xin Yin, Tetsu Eto, Ryo Akama, Kazuaki Nagai, and Hiromi T. Tanaka. Virtual Printing 

and Representing Appearance of Hanpon．情報処理学会『画像の認識・理解シンポジウム(MIRU'08)』

論文集, pp.1288-1293, 2008 年 7 月 

【査読付】亀井啓子, 武田祐樹, 中村友哉, 田中弘美「多視点ハイダイナミックレンジ画像を用いた織布

の反射特性の抽出」情報処理学会画像の認識・理解シンポジウム(MIRU'08)論文集, pp.753-759, 2008

年 7 月 

【査読付】武田祐樹, 田中弘美「多方向照明 HDR 画像を襴の多重解像度異方性 BTF モデリング」情報

処理学会 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU'08)論文集, pp.1516-1523, 2008 年 7 月． 

【査読付】亀井啓子, 武田祐樹, 中村友哉, 田中弘美「局所カラーヒストグラム解析に基づいた織布の色

ベクトル推定法」第 11 回画像の認識・理解シンポジウム(MIRU'08)ダイジェスト, pp.440, 2008 年 7

月 

【審査付き】尹新, 野村和義, 田中弘美「仮想文化財の皮膚触覚提示」人文科学とコンピュータシンポジ

ウム（じんもんこん 2008）論文集, IPSJ Symposium Series Vol.2008, No.15, pp.373-378, 筑波大学，



2008 年 12 月 

【査読なし】野村和義, 尹新, 田中弘美「音と振動による文化財鑑賞システムの研究」第 13 回日本バー

チャルリアリティ学会大会論文集, pp666-669, 2008 年 8 月 

【査読なし】野村和義, 尹新, 田中弘美「物体表面微細構造に基づく皮膚刺激信号パラメータの抽出」日

本情報処理学会第 71 回全国大会論文集, 立命館大学, 2009 年 3 月 

【査読なし】尹新, 衛藤徹, 赤間亮, 永井 一彰, 田中弘美「印刷文化財のモデリングとレンダリング」

文化遺産のデジタルドキュメンテーションと利活用に関するワークショップ予稿集, pp.70-75, 奈良文

化財研究所, 2008 年 3 月 

【査読なし】尹新, 衛藤徹, 赤間亮, 永井 一彰, 田中弘美「三次元デジタル板木を用いて版本の仮想印刷

とレンダリング」第４回デジタルコンテンツシンポジウム講演予稿集, 5-3, 千葉, 2008 年 6 月 

【査読付き】Xin Yin, Tetsu Eto, Ryo Akama, Kazuaki Nagai, and Hiromi T. Tanaka, Digital 

Woodcut Measurement and Ancient Hanpon Rendering. 2008 ASIAGRAPH 論文集, Vol.2, No.1, 

pp.31-36, Shanghai, China, June 2008 

【査読付き】Xin Yin, Tadahiro Fujimoto, Norishige Chiba, and Hiromi T. Tanaka, Automatic 

Modeling Naural Object Based on Colony Optimization. 2008 ASIAGRAPH 論文集．Vol.2, No.1, 

pp.328, Shanghai, China, June 2008 

【査読付き】Xin Yin, Kazuyoshi Nomura and Hiromi T. Tanaka, ‘Cutaneous Tactile Synthesis for 

Cultural Heritage Exhibition’ in the 9th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology 

and Intelligen Cultural Heritage, VAST 2008, pp.63-69, Braga, Portugal, 2008 

【査読付き】Xin, Yin, Kazuyoshi, Nomura, Hiromi T. Tanaka ‘Vibration Signal Synthesis for 

Representing Cutaneous Tactile’ 「ICAT 2008」 論文集, pp.323-326, December 2008 

【査読付き】Xin Yin, and Hiromi T.Tanaka, ‘Developing Next-generation Virtual Museum of 
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