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サーバレンダリングを用いた立体映像生成手法に関する検討
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あらまし 複雑な 3次元仮想環境をネットワーク経由で扱う機会が増えてきており，その中でも，仮想環境の提示が

クライアント側のスペックに依存しないサーバレンダリングが注目を集めている．また，3次元仮想環境をユーザに

立体映像として表示する手法も多様化しており，両眼の視差を利用した両眼視差ディスプレイをはじめ，輝度比の差

を利用して奥行きを知覚させるDFD(Depth Fused 3-D)ディスプレイなどがある．しかし，これらのディスプレイを

利用する際には，それぞれの方式に応じた画像を用意する必要がある．そこで本稿では，サーバレンダリングを用い

ることで，様々な立体映像表示装置の違いを吸収可能な立体映像生成手法を提案する．この手法は，サーバ側で 3次

元仮想環境を制御し，クライアント側の方式に応じた描画エンジンの切り替えを行うことで，様々な立体映像表示装

置に対応した映像出力と，インタラクションを可能にする．
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Abstract According to the recent advances of high-speed network, networked 3D virtual environments, especially

using server rendering technology which does not depend on client’s machine power, are considered to be remark-

able nowadays. On the other hand, many types of 3D displays has been developed, for example, binocular disparity

display or DFD(Depth Fused 3-D) display. Therefore users need to choose the rendering engine which is suitable

for generatineg appropriate 3D images. In this paper, we propose a novel technique which overcome the differences

between 3D displays by using a server rendering approach that builds 3D virtual environment and renders suitable

images for user’s display on server side.
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1. は じ め に

サーバ・クライアントモデルを用いた多人数でデータ共有が

容易な 3次元仮想環境を扱う機会が増えている．その手法の多

くは，サーバからインターネット経由で取得した 3次元データ

をクライアント側でレンダリングするものであり [1]～[3], [6]，

仮想環境の構築やインタラクションがクライアント側のマシン

スペックに大きく依存してしまうという問題がある．また，特

殊なプラグイン等をインストールする必要がある場合が多く，

OSや内部プラグインのバージョンの差異などの問題や，利用

者の PCスキルによっては管理が困難になるという問題もある．

一方で，一般的に処理速度が非常に遅い携帯電話用のWebサ

イトの画像生成にサーバレンダリングという手法がよく用いら

れている．この手法は，クライアントに提供する 3画像をサー

バ側でレンダリングするものであり，仮想環境の構築にこの手

法を用いることで，クライアント側のマシンスペックに依存す

ることなく仮想環境を利用・閲覧できる．そのため，仮想環境

とのインタラクションに伴うクライアント側の処理を大幅に軽

減することが可能である．また，サーバ側の描画エンジンを必

要に応じて切り替えることで，クライアント側の表示形式に適



した画像を提供できるという利点もある．

　また一方で，立体映像表示装置に関する研究が数多くなされ

ており，アミューズメント施設，パソコンのディスプレイや携

帯電話などの様々な場面での利用が期待されている．しかし，

立体映像を提示するための手法として，右眼，左眼用の画像を

それぞれ利用者の右眼，左眼に提示する両眼視差方式や，輝度

比を変化させた 2 枚の画像を前後に重ねて提示し，利用者に

奥行きを知覚させる奥行き融合型 3次元（DFD:Depth Fused

3-D）効果を用いたものなどがあり，多種多様である．そのた

め，使用している立体映像表示装置の方式に対応した画像を用

意する必要がある．

　そこで本稿では，サーバレンダリングを用いることで，様々

な立体映像表示装置の違いを吸収可能な立体映像生成手法を提

案する．これは，サーバ側で 3次元仮想環境を管理し，クライ

アントの表示装置に応じた立体映像をレンダリングすること

で，様々な立体映像表示装置に対応した映像出力と，インタラ

クションを可能にする．また，end-to-endの遅延を測定し，提

案手法を評価する．

2. 関 連 研 究

2. 1 ネットワーク経由の 3次元仮想環境

ネットワーク経由で 3 次元仮想環境を構築する上でボトル

ネックとなる通信負荷を軽減するために，様々な手法が提案さ

れている．Geometry Replication は最もよく用いられている

手法であり，クライアント側で 3Dデータの保持と仮想環境の

レンダリングを行う．3D データを保持する手法として，ネッ

トワークゲームなど [1]でよく用いられるクライアント側に全

て保持する手法や，VRML や X3D [2] などのように必要なと

きにサーバからダウンロードする手法がある．Hoppeらが提案

した Progressive Meshes は，サーバ側でポリゴンデータを簡

単化し，それをクライアント側で詳細化することで，通信負荷

を軽減する手法である [3], [4]．この詳細化には多くの通信デー

タ量が必要となるため，Pajarola らは，頂点数が 50%増加す

る単位でグルーピングした上で詳細化し通信データ量を削減し

ている [5]．また，Impostorsは，サーバ側であらかじめレンダ

リングした 3Dオブジェクトの画像を，クライアント側で構築

した単純な 3Dオブジェクトにテクスチャとして貼り付けるこ

とで，複雑な 3次元仮想環境を構築する手法である [6], [7]．こ

の手法では，オブジェクトの様々な角度からの画像が必要とな

り，広大で緻密な仮想環境を表現するためには多くの画像デー

タが必要となる．そこで Jeschkeらは，視野内の環境構築に必

要なテクスチャだけを送信することでリアルタイム性を実現し

ている [8]．このように，3Dデータ通信負荷を軽減するために

様々な手法が提案されているが，これらはクライアント側でレ

ンダリングを行うため，そのレンダリングスピードはクライア

ントの性能に依存し，全てのクライアントへ同品質の仮想環境

を提供することを保証できない．

　一方で，商業ベースで提供されているサービスには，通信負

荷だけでなく，クライアントのスペックの違いも考慮に入れ，

Web ブラウザ上で仮想環境を実現しているものがある．株式

会社ヤッパの開発した YAPPA 3D [9]は，描画エンジンやライ

ブラリ等を Javaアプレットで提供することで，特別なプラグ

インを必要とせずに 3Dオブジェクトを表示することが可能で

ある．しかし，送信データ量がオブジェクトの数に応じて増加

するため，広大で複雑な仮想環境の構築には不向きである．ま

た，株式会社キャドセンターと株式会社サイバーマップ・ジャ

パンにより開発された Mapion3D Map [10]は，専用のソフト

ウェアやプラグインを用いることなくリアルタイムに 2次元地

図と連動した 3次元地図画像を表示することができる．そして，

HTMLと Javascriptにより視点情報を制御することで，仮想

環境内をウォークスルーすることができる．このように，Web

ブラウザ上で仮想環境を提供する手法は，クライアントに依存

しない仮想環境を提供することができるが，仮想環境が複雑に

なると通信負荷がボトルネックとなったり，また，リアルタイ

ム性を維持するためにインタラクションが制限されるという問

題がある．

2. 2 立体映像表示装置

両眼視差を用いた立体映像表示装置としては，HMD(Head

Mounted Display)，CAVE [11]や，IllusionHole [12]などが挙

げられる．HMD は，頭部搭載式の立体映像表示装置であり，

左右眼用の画像を独立に提示することで両眼視差を実現してい

る．また，利用者の視点を追従し，左右眼用の画像を変化させ

ることで運動視差の提示も可能である．また，CAVEは立方体

で構成され，一般的に 4面 (前面，左右面，後面)のスクリーン

を用いることで利用者に臨場感を与えることができる．ここで，

両眼視差は，フィルタ眼鏡方式を用い，利用者の視点移動に伴

い，4面の画像を変化させることで提示する．IllusionHoleは多

人数で共有可能な立体映像表示装置であり，両眼視差はフィル

タ眼鏡方式を用いる．そして，多人数の利用者の視点をトラッ

カで追従し，各利用者の視点位置に応じた画像を提示すること

で，運動視差の提示と，多人数での同時観察を可能にしている．

　奥行き標本化式のディスプレイには，Perspecta [13]やTrans-

post [14]が挙げられる．この方式は，物体の各位置における 2

次元切断面の画像を結像系の移動に同期させて高速度で切り替

えて表示し，残像現象を利用して空間に像を再生するものであ

る．Perspecta は，直径 20 インチのガラス半球内にある直径

10インチの円形スクリーンとプロジェクタが一体となって高速

に回転 (720rpm)することで，残像現象により立体映像を提示

する．Transpostは，360度どこからでも見ることができる立

体映像表示装置である．まず，24視点位置からの映像を，底面

のプロジェクタから天井の鏡に向けて投射する．この際，24分

割された映像が円形に並んで映し出される．そして，この映像

は下部にある 24枚の鏡に反射し，さらに，その映像が中心の

回転スクリーン (1800rpm) に映し出されることで残像現象に

より立体感を提示する．

　また，DFDディスプレイは，3次元錯視効果の奥行き融合型

3次元 (DFD:Depth Fused 3-D)効果により立体視を実現する．

立体視には 1視点につき，視点位置の奥行き値に応じて輝度比

を変化させた前面用と後面用の 2枚の画像を必要とする．知覚

される奥行き位置は，前後面の画像の輝度比によって決まり，



図 1 システム構成図

輝度の割合が高い面に近い位置に知覚される．そのため，前後

面画像の輝度比を変化させることで，奥行き位置を 2面間の輝

度比で内分された位置に制御することができる．このように，

立体映像を提示する手法は多様化し，それぞれの方式で必要と

なる画像の枚数や，生成に必要な情報，求められる周波数など

が異なっているため，同一の手法を異なる立体映像表示装置間

で用いることができない．

3. サーバレンダリングを用いた
立体映像生成手法

本章では，図 1 に示すようにサーバレンダリングを用いて，

様々な立体映像装置の方式の違いを吸収することが可能な手法

を提案する．仮想環境の構築と，視点画像のレンダリングを

サーバ側で行い，クライアント側では視点位置や使用する映像

表示装置の形式等のレンダリング条件の入力と，受信した出力

画像の配置を行うことで，クライアントに仮想環境構築の負荷

をかけることなく，使用している立体映像表示装置に適した画

像を提供することができる．また，この手法では，サーバ側で

構築した仮想環境を，アクセスしたクライアントが各々任意の

視点から観察するため，サーバ・クライアント間だけでなく，

アクセスした複数クライアント間でも仮想環境の整合性を維持

することができる．次節では，本手法を適用した実装システム

の詳細について述べる．

3. 1 サ ー バ

サーバの主な機能は，クライアントから指定された視点位置

などのパラメータに応じて仮想環境をレンダリングすること，

生成した画像をキャッシュに蓄積し，同一のレンダリング条件が

与えられたときに，レンダリングを行わず蓄積した画像をクラ

イアントに提供することの 3つである．これら機能をモジュー

ルとして実装し，サーバの処理量の増加による負荷分散やシス

テム構成の拡張，変更を容易に行える構成とした．

• Webモジュール

　Webモジュールは，様々なクライアントに対応可能なよう

にWebAPI を用いて，クライアントからのレンダリング条件

の受信と，クライアントへの画像の送信を行う．Webモジュー

ルは，クライアントからのレンダリング条件を受け取ると，そ

の条件と同一の条件でレンダリングされた画像が既に画像蓄積

図 2 画像生成モジュールの構成

モジュールに保存されているかを問い合わせる．保存されてい

る場合は，その画像を画像蓄積モジュールから受け取り，保存

されていない場合，画像生成モジュールにその条件でのレンダ

リング要求を出す．そして，画像生成モジュールからレンダリ

ングされた画像を受け取り，画像をクライアントへ送信する．

• 画像蓄積モジュール

　画像蓄積モジュールは，サーバ側のキャッシュの役割を果た

す部分であり，過去に生成した画像を保存する．また，レンダ

リング条件と画像のファイル名を格納したデータベースを保持

し，再度同じレンダリング条件での要求があった場合に，キャッ

シュの画像をWeb モジュールへ渡す．ファイル名は，画像の

レンダリング条件によるハッシュ値で管理する．

• 画像生成モジュール

　画像生成モジュールは，図 2に示すように画像生成を行う部

分（画像レンダリング部）と入力されたレンダリング条件を制

御する部分（条件制御部）から構成されており，仮想環境の構

築と要求画像のレンダリングを行う．画像レンダリング部は，

あらかじめディスク内の VRデータから，メモリ上に仮想環境

を構築しておく．VRデータは XML形式であり，仮想環境の

どの位置にどのようなオブジェクトを配置するかが記述されて

いる．そして，条件制御部からレンダリング条件が渡されると，

その条件に応じた画像をレンダリングする．出力画像は，通信

負荷の軽減を考慮し JPEG形式でWebモジュールへ渡す．

　実装システムでは，立体映像表示装置用の出力として条件制

御部からの要求により描画エンジンを切り替えることで，両眼

視差ディスプレイと DFDディスプレイ用の画像を生成するこ

とができる．両眼視差ディスプレイ用の画像をレンダリングす

る際は，左右眼の位置をレンダリング条件として，左右眼用の

画像をレンダリングする．DFDディスプレイ用の画像には前

面用画像と後面用画像があり，前面画像は，奥行き値の小さい

画素ほど輝度値が高く，大きい画素ほど輝度値が低い．逆に，

後面画像は，奥行き値の小さい画素ほど輝度値が低く，大きい

画素ほど輝度値が高い．そのため，画像レンダリング部では，

レンダリング条件である視点位置での奥行き値を算出し，正規

化する．そして，各画素に 1から正規化された奥行き値を引い

たものをかけることで前面画像を，また，各画素に正規化した



奥行き値をかけることで後面画像を生成する．

3. 2 クライアント

クライアントの機能は，利用者の視点位置を取得する視点制

御，サーバにレンダリング条件を送信し，サーバからの出力を

受信する通信制御，受信した画像をキャッシュに蓄積し，同一

レンダリング条件が与えられたときにクライアントのローカル

から画像を呼び出す画像キャッシュシング，及び受信した出力

画像を使用する映像表示装置に対応した配置にする出力制御の

4つに大別される．以降では，それらの機能について詳しく述

べる．

• 視点制御

　利用者が指定可能な視点条件は，視点位置と画角である．仮

想環境内での視点位置を X-Y-Z座標系で指定し，画角は単位

を度として指定する．これら 2つは，仮想環境内でのOpenGL

ベースのカメラパラメータであり，視点位置で指定した座標か

ら画角で指定したカメラでの画像がクライアントへの出力とし

てレンダリングされる．

• 通信制御

　視点条件を受け取ると，それらと，画像のサイズ（幅と高

さ），画像形式および使用する映像表示装置の形式とを用いて

レンダリング条件を生成し，そのレンダリング条件での画像が

キャッシュに存在するかを問い合わせる．キャッシュに該当画

像が存在しない場合は，その際にレンダリング条件をサーバへ

送信し，出力画像をサーバから受信する．

• 画像キャッシュ

　クライアント側のキャッシュは，通信負荷軽減を目的として

設置されている．このキャッシュには，サーバから受信した出

力画像を保存しておき，再度同じレンダリング条件での画像が

要求されたときに，キャッシュ画像を再利用することで，サー

バとの通信を省いて要求画像を出力することが可能となる．

• 出力制御

　得られた出力画像は，使用する立体映像装置の方式にあわせ

て配置される．両眼視差ディスプレイは，リアプロジェクショ

ン方式のディスプレイと，NuVision社製の液晶シャッター装置

を用いて，時分割方式を実現している．この液晶シャッター装置

は単一の画像領域を上下に 2等分し，これらを高速で切り替え

て表示する．そして，その映像の切り替え周期と同期させた液

晶シャッター眼鏡を通して観察することで左右の眼に別々の画

像を提示することができる．そこで，左右眼用の画像を上下に

配置したものを，両眼視差ディスプレイ用の出力とする．DFD

ディスプレイは，2枚の LCDを重ねて配置した構造になって

おり，それぞれの入力はデュアルディスプレイのプライマリと

セカンダリの関係となっている．そのためデュアルディスプレ

イの各ディスプレイに前面用および後面用画像を出力する

3. 3 実 行 例

サーバを，CPU：Pentium 4 3GHz，メモリ：1 GB，nVidia

GeForce 6600GT チップセットを搭載した PC 上で構築した．

OSはWindows XPで，Apache HTTP Server 2.2.4および，

PHP 5.2.4を動作させている．クライアントとの通信は，1Gbps

のネットワークで行っている．

図 3 通常ディスプレイ用画像

(a) 右眼画像 (b) 左眼画像

図 4 両眼視差ディスプレイ用右眼，左眼画像

(a) 前面画像 (b) 後面画像

図 5 DFD ディスプレイ用前面，後面画像

　本手法を用いたシステムにより生成された通常ディスプレイ

用の出力画像を図 3，両眼視差ディスプレイ用の右眼，左眼画

像を図 4に，DFDディスプレイ用の前面，後面画像を図 5に

示す．これらを対応する立体映像表装置に適用したところ正し

く立体視できることを確認した．

4. レスポンス速度の測定と検討

提案手法の評価として，end-to-endの遅延を測定した．実験

環境として 3.3 節で述べたサーバとネットワーク環境を用い，

出力画像のサイズを 640 pixel× 480 pixelの JPEG形式とし

た．クライアントが 1つの要求を出してから，出力画像を表示

するまでを 1試行とし，画像生成，転送，表示のそれぞれにつ

いて 100 試行の応答時間の平均 (Ave.) と標準偏差 (SD) を測

定する．画像生成時間は，クライアントが要求を出してから，

サーバで画像生成が完了するまでの時間とし，転送時間は，該

当画像をサーバからダウンロードしファイルとしてクライアン

トのキャッシュに保存するまでの時間，また，表示時間は該当

画像を読み込んで映像表示装置に出力するまでの時間である．

そして，これら 3つを合計したものを遅延時間とする．測定条

件として，サーバにもクライアントのキャッシュにも要求画像

がない場合 (条件 1)，サーバのキャッシュに要求画像が存在す

る場合 (条件 2)，クライアントのキャッシュに要求画像が存在

する場合 (条件 3)とした．また，それぞれについて出力形式を

通常ディスプレイ，両眼視差ディスプレイ，DFDディスプレイ



表 1 計測結果 (msec)

条件 1:サーバキャッシュなし，クライアントキャッシュなし

画像生成 転送 表示 合計 (遅延)

出力形式 Ave. SD Ave. SD Ave. SD Ave. SD

通常 736.7 23.3 23.7 9.1 47.6 1.5 808.0 28.0

両眼視差 1480.4 72.8 43.7 3.7 96.6 3.7 1620.7 75.1

DFD 1734.1 108.1 45.4 9.8 95.6 2.5 1875.1 110.4

条件 2:サーバキャッシュあり，クライアントキャッシュなし

画像生成 転送 表示 合計 (遅延)

出力形式 Ave. SD Ave. SD Ave. SD Ave. SD

通常 13.9 9.4 10.4 1.1 32.2 2.4 56.5 11.0

両眼視差 21.8 13.2 24.8 3.9 80.9 16.2 127.4 24.6

DFD 16.2 12.1 21.4 2.5 64.7 2.1 102.1 13.6

条件 3:クライアントキャッシュあり

画像生成 転送 表示 合計 (遅延)

出力形式 Ave. SD Ave. SD Ave. SD Ave. SD

通常 5.5 0.6 0 0 31.4 1.1 36.9 1.2

両眼視差 9.7 2.5 0 0 63.4 3.2 73.1 4.1

DFD 5.8 2.4 0 0 62.1 1.9 67.9 3.1

とした場合で実験を行った．

　測定結果を表 1に示す．まず，条件別に検討すると，条件 1

は画像を新たにレンダリングするため画像生成時間が多くかか

り，条件 2 の場合はサーバのキャッシュ検索だけであるため，

条件 1 の遅延時間に対して 92～95%程度短くなっていること

が分かる．また，条件 3の場合は，通信を行わずクライアント

のローカルからファイルを読み込むため，さらに遅延時間が短

くなっている．したがって，画像要求の度に画像を生成するの

ではなく，サーバとクライアントの双方にキャッシュを設置し，

画像を再利用する手法は応答時間の短縮に有効であることが分

かる．次に，出力方式別に見ると，DFDディスプレイが最も

遅延時間が長い．次に両眼視差ディスプレイ，そして通常ディ

スプレイが最も遅延時間が短く，2つの立体映像表示装置に比

べて 50%程度短くなっている．これは，出力画像の枚数や，立

体映像表示方式ごとの特殊な画像処理などの要因から生ずる差

であり，これらの要因が遅延時間に大きな影響を与えることが

分かる．

　遅延時間を短縮するためには，描画速度を向上させること，

必要画像数を削減することと，キャッシュのヒット率を向上さ

せることが重要である．描画速度の向上については，構築する

仮想環境に LOD（Level Of Detail）を導入する手法を検討し

ている．この手法は，始点位置からの距離によってオブジェク

トの詳細度を変更する手法であり，視点位置から近いオブジェ

クトは詳細に，遠いオブジェクトは簡略に表示されるため，視

点移動に伴う描画速度が向上すると考えられる．

　また，必要画像数の削減については，立体視モードと単眼視

モードを設け，状況によりそれらを切り替えること手法を検討

している．立体視モードでは，出力を使用するディスプレイの

形式に対応した画像とし，単眼視モードでは，出力を一般ディ

スプレイ用の画像とする．これにより，利用者が 3次元仮想環

境をブラウジングしている際には単眼視モードで出力し，好み

の視点で立体視する際には，立体視モードで出力することで，

ブラウジング作業が素早く行えるようになり，遅延時間の短縮

に繋がると考えられる．

　キャッシュヒット率の向上は，視点位置の予測を行うことで

実現できると考えられる．利用者が要求する視点位置をサーバ

側で予測し，その位置での画像をあらかじめ生成することで

キャッシュのヒット率を上昇させることができる．先行研究で

も，利用者の移動可能な範囲を制限することで現在の視点位置

から，次に要求される視点位置を予測する手法 [17]や，3次元

仮想環境内で，最も多くの情報量を持つ視点を得る手法 [18]な

どが提案されているが，利用者の自由な視点要求，前処理の高

速化，また，最良視点の算出など，解決すべき問題点も多く，

今後の課題である．

5. お わ り に

本稿では，サーバレンダリングを用いることで，立体映像表

示装置の違いを吸収することが可能な手法を提案した．また実

際に本手法を適用したシステムを構築し，レスポンスの評価を

行った．

　本手法を用いることで，サーバ側で仮想環境の制御と視点画

像のレンダリングを行うため，クライアント側のスペックに依

存しない広大で緻密な仮想環境の提供が可能となる．また，ア

クセスした全てのクライアントがサーバ上で構築した仮想環境

を任意の視点から閲覧するため，サーバ・クライアント間と，

アクセスしたクライアント間での環境の整合性を維持すること

もできる．さらに，サーバ側の描画エンジンを切り替えること

で映像表示装置の違いに応じた出力を可能とした．

　今後の予定は，より多彩な映像表示装置への対応と，実際の

ネットワーク網での実験，また，LOD の導入，立体視モード

と単眼視モードの切り替えや，要求視点の予測などの負荷軽減

手法の検討を行う予定である．
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