透明感操作のための cGANs による集光模様の実時間生成
岡本 拓朗*1
浦西 友樹*1
Photchara Ratsamee*1

間下 以大*1
竹村 治雄*1

Abstract – This paper introduces a novel method for generating caustic images casted by an object having
assumed IOR in real-time using conditional Generative Advertised Networks (cGANs). First, training images are rendered using photon mapping, and cGANs learn the correspondences between the depth images,
caustic images and IOR. After the learning phase, a caustic image is generated from a depth image by the
cGANs generator. In addition, by inputting an arbitrary IOR for the transparent object at display time, it is
possible to control the caustic function and resulting shadow. This research method can be used in a variety
of creative arts, such as scenes used for stage video production, illusionist shows, and interactive art.
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はじめに

ガラスのような透明物体の特徴として，質感や光沢
だけでなく，光の透過・屈折によって背景に集光模様
が現れる点が挙げられる．人工溶錬水晶玉および発泡
スチロールの球体に光を当てたときの様子を図 1 に示
す．物体の形状は等しいが，図 1(b) に示したように，

(a)

(b)

水晶玉が置かれている床には集光模様が現れている．
光を透過・屈折する透明物体の質感を活かしたインテ
リアやアート作品は，サンキャッチャーや水晶玉，ガ

図 1 (a) 不透明物体の影 (b) 透明物体の影
Fig. 1 (a) The shadow of an opaque object (b) The
shadow of a transparent object

ラス細工のように幅広く存在している．透明物体の質
感を不透明物体に付与できれば，鑑賞者の興味を引き，

必要とする．この問題に対し，ある入力が与えられた

強い印象を与える効果が期待できる．

ときに特定のパターンに従ってデータを出力する手法

天野 [1] はプロジェクタとカメラを同軸光学系とし

のひとつにニューラルネットワークを用いる手法が存

て構築し，カメラで撮影した操作対象の画像に処理を

在する．我々は以前に，透明物体の材質に関するパラ

加えて投影することで，物体表面の色彩やコントラス

メータを固定することで集光模様の生成を可能にする

トの操作，透明感や光沢感の実時間操作を可能にして

深層ニューラルネットワークを構築した [5]．

いる．一方で，実際の透明物体は，環境中に存在する

本研究では質感付与のための理想的な集光模様の

光源から発せられた光によって集光模様を床や壁に生

レンダリング手法として，敵対的生成ネットワーク

じさせるものの，この手法は物体表面以外の光学現象

（Generative Adversarial Network; GAN）[6] を用いた

については対象にしていない．Kán ら [2] は透明物体

手法を提案する．GAN にはクラス分類など，入力に

のような光沢をもつ物体の CG を，カメラで撮影した

条件を与えることで出力を制御する手法 [7] や，潜在

実空間に重ねて表示した際に，光沢によって生じるエ

変数に出力がもつある特徴を学習させる手法 [8] が存

フェクトの有無によってどのような印象を鑑賞者に与

在する．出力される集光模様を制御するために，提案

えるか検証した結果，集光模様には全体的な印象を向

手法では条件変数として屈折率（Index Of Refraction;

上する効果があったと述べている．

IOR）を設定した．提案手法はメディアアートのよう

これまでのところ，既存のレンダリング手法で集光

なインタラクティブ性を要するシステムのように，高

模様を描画するには多くの光線計算が必要になる．例

速な出力と屈折率の変動を要するシステムでの使用に

えば，大域照明を計算する一般的なアルゴリズムであ

適している．

る経路追跡法 [3] やフォトンマッピング法 [4] ではノ
イズを除去し高品質な結果を得るために多大な計算を
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データセットの生成

深度画像を入力して集光模様画像を出力する学習済

D e p th s e n s o r

みモデルを作成するために，CG レンダリングソフト

IOR

を用いてデータセットを生成する．まず，CG 空間に
Depth & IOR

実環境と同様の背景および光源を再現し，質感操作対

G

Op a q u e o b j e c t

象となる物体のモデルを配置する．同時に，その物体

Se mi -tra n s p a re n t
s c re e n

がある屈折率を持った透明物体と仮定し，その屈折率
の値，仮想深度センサから取得される深度画像および

Caustics
(Output)

背景に生成される集光模様画像を記録する．一連の処

Mi rro r

理を様々な形状の物体で位置や姿勢を変えながら実行

P ro j e c to r

し，深度画像，集光模様画像および屈折率の組み合わ

(a)

(b)

図 2 (a) システム概要図 (b) 試作デバイス
Fig. 2 (a) An configuation of sysem (b) The prototype device

2
2.1

提案手法

概要

透明物体を通過する光によって現れる集光模様は，

せを大量に出力し，それらをデータセットとして扱う．

2.4

ネットワーク構造

深度センサと光源を同一軸上に設置したとき，カメ
ラに写る物体の位置と投影される集光模様の位置が一
致する．この位置関係の一致を利用するために，提案
手法では cGANs[9] のネットワーク構造を採用する．

cGANs はエッジ画像やセグメンテーション画像を別
の画像に変換することに適している．提案手法では，

屈折率や透過率，色などの物体に関するパラメータと，

屈折率を条件変数として新たな入力として与え，集光

物体，背景および光源との位置関係により決定される．

模様の形状を操作できるよう，新たな層と損失関数を

ここで，物体に関するパラメータおよび背景，光源の

cGANs に追加した．

位置を固定すると，集光模様は物体の位置および形状

ネットワークの概要図を図 3 に示す．図中の G は入

によって決定される．本研究では，位置および形状の

力画像を変換する Generator を示している．本提案手法

情報を深度画像として取得し，物体が透明であると仮

では，深度画像と屈折率を入力し，出力した集光模様

定したときの集光模様との関係性をニューラルネット

画像を最終的に鑑賞者に提示する画像として扱う．図

ワークに学習させることで，集光模様を実時間で生成

中の D は Generator が出力した画像が真 (入力画像と対

することを目指す．また，以前の手法 [5] との差分と

応した正しい形状の集光模様画像) か偽 (人工的に作ら

して，材質のパラメータの一つである屈折率を操作す

れた集光模様画像) かどうかを判定する Discriminator

ることで出力される集光模様を制御可能にすることを

を示している．その機能に加え，Discriminator には出

目指す．

力された集光模様画像から想定される屈折率と入力に

2.2

システム構成

本提案手法では，実空間に光源と実物体を設置し，

与えた屈折率が適切な値かどうかを判定する層を追加
する．

実物体が透明物体であると仮定したときに，光源に

Generator のネットワーク構造を図 4(a) に示す．入

よって背景に投影されるであろう集光模様を付与する

力画像の各ピクセル値は，最大値が 1，最小値が −1 に

システムでの使用を想定している．私たちが実装した

なるよう正規化される．Generator に与えられる屈折率

システムの概要図を図 2(a) に，試作デバイスを図 2(b)

の範囲は，データセット生成時に記録した屈折率の範

に示す．物体の影が投影されるよう，光源と背景とな

囲内に制限し，最大値が 1，最小値が −1 になるように

るスクリーンの間に集光模様を付与したい不透明物体

正規化する．その後，正規化した画素値を (1, H,W ) の

を設置する．その物体の位置や形状を光源と同一軸上

3 次元配列に変換する．ここで，H と W はそれぞれ入

に設置した深度センサから深度画像として取得する．

力画像の縦と横のサイズを表している．この 3 次元配

その深度画像と，透明物体であると仮定した際の屈折

列に，正規化後の屈折率の値を (1, H,W ) の 3 次元配列

率を学習済みモデルに入力し，スクリーンに投影され

の各要素に格納した 3 次元配列を結合し，Generator に

るであろう集光模様画像を出力する．得られた集光模

入力する．各畳み込み層および逆畳み込み層にはバッ

様画像をスクリーンの該当位置に投影することで，集

チノーマライゼーション [10] を適用する．逆畳み込み

光模様の付与を実現する．

層では，スキップコネクション層 [11] によって i 番目
のレイヤーを n − i 番目のレイヤーに結合させる．n は

Generator のレイヤーの数を表す．出力層を除いた各
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リングソフトウェアの POV-Ray (Ver.3.6)[13] を用いて
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作成した．集光模様のレンダリングにはフォトンマッ
ピング法 [4] を採用した．解像度は深度画像，集光模
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様画像とともに 256 × 256 に設定した．学習対象の物
D

IOR

体として 5 種類の異なる形状の物体を選択し，その物
体がテーブルの上に置かれ，白色光を発する点光源が

G
Depth & IOR

テーブルの中心より 1.0 m 離れた位置に設置されてい
る環境を想定した．透明物体の材質は無色透明を想定

Caustics
(Output)

し，分光は生じないものとした．また，屈折率の範囲
図 3 提案手法のネットワーク構造
Fig. 3 Network construction in the proposed
method

を 1.1〜1.5 までとし，0.1 刻みで変更できるものとし
た．学習に使用するデータセット（以下，訓練用デー
タセット）は 99,225 組（1 形状につき 19,845 組）選

畳み込み層の活性化関数には leaky Rectified Liner Unit

択し，物体の位置や回転，屈折率を規則的に変化させ

（leaky ReLU）関数を適応させ，各逆畳み込み層の活

ながら深度画像，集光模様画像をレンダリングし，屈

性化関数には関数 Rectified Liner Unit （ReLU）関数

折率の値を記録した．このうち，ランダムに選択した

を適応させる．Discriminator のネットワーク構造を図

8 割の 79,380 組をネットワークの訓練に使用する訓練

4(b) に示す．Discriminator の各層にはドロップアウト

用データセット，残りの 2 割の 19,845 組を評価に使

層は使用しない．出力層を除いた各畳み込み層の活性

用するテスト用データセットに分割した．学習の際に

化関数には ReLU 関数を使用する．勾配の更新アルゴ

は，節 2.5 で述べた学習率 λ には 100 を設定した．

リズムには Adam[12] を採用した．

3.2

2.5 損失関数
pix2pix[9] の目的関数 G∗ は，次式で表される．

集光模様の再現度を評価するために，本手法で生成
した集光模様と POV-Ray で出力した目標出力との類
似度および処理時間を計測した．計測に使用した計算

LcGAN (G, D) = Ex,y [log(D(x, y))] +

機の仕様を表 1 に示す．評価用のテスト用データセッ

Ex,z [log(1 − D(x, G(x, z)))]

トの中からランダムに 100 組選択し，深度画像と屈折

LL1 (G) = Ex,y,z [∥y − G(x, z)∥1 ]
G∗ = arg min max LcGAN (G, D) + λ LL1 (G)
D

G

結果

率を学習モデルに入力した．対応する目標出力と本手

(1)

ここで，x は入力画像，y は目標出力，z はドロップア
ウト層で与えられるノイズを表す．λ は学習率を表す.

法で出力した集光模様画像との平均二乗誤差（Mean

Square Error; MSE）を計測した．ここで，Y を出力，
Y ∗ を目標出力としたとき， fMSE (Y ) の式は下記のよう
に表される．

cGANs の損失関数である LcGAN , LL1 に加え，新たな
損失関数 Lior を追加する．
)
(
1
(Dior (x, G(x, z)) − yior )2
Lior = − log √ −
2
2π

fMSE (Y ) =
(2)

1 m n
∑ ∑ (yi j − y∗i j )2
mn i=1
j=1

(4)

fMSE (Y ) の値が小さいほど目標出力との誤差が小さく，

ここで，Dior (x, G(x, z)) は図 4(b) 中に示した Discrimi-

再現度が高いものとみなす．ランダムに選択した 100

nator の全結合層の出力を表している．ここで，各層の

組の画像に対して計算した fMSE (Y ) の平均と標準偏差

重みパラメータは，(Dior (x, G(x, z)) − yior )2 の値を減

を表 2 に示す．同時に，学習モデル入力を与えてから

らすために計算される．言い換えると，Generator の

画像が出力されるまでの処理時間を計測した．画像 1

出力画像は適切な屈折率である透明物体によって投影

枚あたりの処理時間の平均および標準偏差を表 3 に

された集光模様の形状により近づくように変化してい

示す．POV-Ray の仕様により，画像 1 枚あたりの処

く．本手法の Generator の目的関数 G∗ は LcGAN , LL1

理時間が計測できなかったため標準偏差を計測できな

および Lior の和で表される．

かった．

G∗ = LcGAN + LL1 + Lior
3

(3)

実験と考察

3.1 実験設定
本手法を評価するために，節 2.3 で述べた手法に従
い，深度画像と集光模様画像のデータセットをレンダ

屈折率による制御が成功しているかどうかを検証
するために，屈折率を 1.1 から 1.5 まで 0.01 毎に増
加させながら深度画像に入力し，得られた出力に対し
て fMSE (Y ) を計測した．IOR と fMSE (Y ) の関係性を図

5(a) に示し，出力と目標出力の例を図 6 に示す．
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図 4 (a) Generator ネットワーク構造 (b) Discriminator ネットワーク構造
Fig. 4 (a) Generator network architecture (b) Discriminator network architecture
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図 5 (a) 各形状ごとのテスト用データセットを用いて計測した，屈折率と fMSE (Y )
の関係． (b) 円柱型の物体を用いたデータセットのみを学習させた場合の屈
折率と fMSE (Y ) の値の関係．
Fig. 5 (a) The value of fMSE (Y ) for each shape while changing the IOR. (b) The value
of fMSE (Y ) for learned model with cylinder dataset while changing the IOR.
“Various shapes” means that the model was trained on objects of multiple shapes.
表 1 計算機の仕様
Table 1 Specification of computer
項目
OS
CPU
メモリ
GPU

詳細
Windows 10 Enterprise 64-bit
Intel Core i7-6700K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs)
32.0GB
NVIDIA GeForce GTX 1080

表 2 fMSE (Y ) 平均および標準偏差
Table 2 Average and standard deviation of
fMSE (Y )
データセット
訓練用
テスト用

平均
78.07
53.87

標準偏差
81.75
55.28

表 3 処理時間の平均および標準偏差
Table 3 Average and standard deviation of processing time
手法
処理時間 (sec)

提案手法
0.02110

POV-Ray
0.8963

標準偏差

0.007452

-

の間の屈折率の結果も補完していることが図 5(a) より
読み取れる．
集光模様には主に屈折光が集光することによって物
体の影になる部分に現れるものと，主に反射光が集光
することによって物体の影になる部分以外に現れるも
のの 2 種類に分類できる．本手法では深度画像を入力

3.3

考察

表 2 および図 6 より，訓練用データセットに使用し
た形状の物体に対して高い再現度を得られることが確

としているため，物体以外の情報が与えられない．そ
のため，図 7 の枠中に示すように，影の外に生じる集
光模様はうまく生成できなかった．

認された．また，表 3 より，拡張現実感を与えるシス

また，本実験では節 2.3 で述べた通り，複数の形状

テムで使用できるような処理時間で実行できることを

の物体をデータセットに組み込んだが，単一の形状の

確認した．さらにデータセットには屈折率を 0.1 毎に

物体のみを学習させたときに fMSE (Y ) がどう変化する

変化させたものしか与えていないにもかかわらず，そ

か検証した．円柱型のデータセットのみを訓練データ
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図 6 出力結果の一例
Fig. 6 Examples of output images
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図 7 (a) 出力 (b) 目標出力
Fig. 7 (a) Output (b) Target output

に使用した際の，屈折率と MSE(Y ) の関係を図 5(b) に
示す．図 5(b) より，単一の形状の物体のみを学習させ
た場合のほうが高い類似度を記録することを確認した．

4

おわりに

本研究では，cGANs のネットワーク構造を利用して
屈折率を操作できる集光模様の生成手法を提案した．
本手法はネットワークの学習時に屈折率を条件変数と
して与えることで，屈折率を連続的に変化させること
が可能になる．また，データセットに含まれる物体の
形状を特定の形状に限定することによって再現度を向
上させられるため，本手法は質感操作の対象の形状が
既知である状況で有効に利用することが可能である．
本研究では物体の位置，回転および屈折率以外のパラ
メータを固定する必要がある．今後の課題として，こ
れらの制約，例えば光源の移動ができない，透明度や
色といった材質が持つ他のパラメータを操作できない
といった点が挙げられる．また，物体の影となる位置
以外に現れる集光模様の再現が低くなる場合が多いの
で，その対策が必要であると考える．
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