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研究背景

• GISからSpatial-ITへ・・・・

抽象的・２次元表記である「地図」に加えて

具象的・３次元情報である「映像」（写真/動画）
とのマネージメント

-　よりrichな空間情報の提示と流通



デジタル写真の時空間的編集

• 写真＝時空間情報記録/伝達メディア
- 一般ユーザーへのデジタルカメラの急速な普及

　 - 印象的な視界・瞬間のみの選別（サンプリング）静止画
　　　・・・・ムービー（連続・動画）との違い

　　-　再度、ユーザーが複数の写真の空間的・時間的関係性
　　　を編集する



写真の編集技法

[時間的編集] ムービー

　-ベクタームービー、ノンリニアムービー

[空間的編集] バーチャルリアリティー（的なもの）

- 3Dモデルにフォトテクスチャーマッピング
　- 3Dモデルを使わない「Image Based Rendering」
　



Image Based Renderingの研究例

• QuickTime VR ©apple

• Image Based Non Rendering ©大阪大学　塚本グループ

• Town Digitizing with Omni-Directional Camera 
©和歌山大学　石黒研究室　　

• Photo Field ©東京大学　有川研究室　（藤田・有川）



擬似３次元フォトコラージュツール“STAMP”
の紹介

Spatio-Temporal Association 
with Multiple Photographs



美術におけるフォトコラージュ手法を拡張した、
写真の時空間的編集

　　　　　　　　　　　　　　　秋に撮影した写真

冬に撮影した写真



デモコンテンツ

• 龍安寺/高台寺　（京都）

• コンテンツ製作者
-藤田秀之、池本英樹、中野理恵、田中浩也
-2001年11月
-雑誌「建築文化」誌
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全体構造＋フロー

コンテンツの表示
*ShockWave形式で
WEBブラウザにも対応

コンテンツの製作

ソフトウェアの実装はすべて、
Macromedia Director　＋　自作エクストラ



空間ハイパーリンク

• ２枚の写真に映っている「共通部分(2次元領域、同一オブジェクト)」を
アンカーとしたハイパーリンク構造

写真データ

リンクデータ



どちらかの画像を歪めて合成×２
-2次元的処理のみで、錯覚的に３次元に見せる-

合成２

補完Animation

　　Morphing
　　　　+
　透明度操作

合成１



STAMP空間が３次元的に認識される理由
～アフォーダンスの分野より

• 人間は「キメの勾配」と「像の変形」により空間を認知してい
る （J.J.ギブスン「生態学的視覚論」）

• 「テクスチャー」と「外枠の変形」という２次元的操作で、人間
は経験的知識と照合して３次元空間を「錯覚的に」想起する

• 「外枠の変形」が視点のみでなく、身体移動の表現を強化
する（ムービーとの差異、情報量が疎であることを逆に利用）

• さらに「透明度の操作」を加えて、連続的な移動(注視視界
の変化）を想起させることができる



時間ナビゲーション　～別の日に撮った写真を合成

- 現在の写真を基準として、
　　過去の写真はセピア色、未来の写真は青（ブループリント

or 「将来の青写真を描く」からの連想による）というように、
色を用いて時間移動表現を行うインターフェイスも開発

- 空間ナビゲーション＋時間ナビゲーション



（主題）
擬似３次元フォトコラージュツール“STAMP”

を用いた実験とコンテンツ分析

“写真の関係性から

「略地図」を生成する“



デジタル認知空間?

同じ場所に関して異なるユーザーにSTAMPコンテンツを作っ
てもらった場合、その空間そのものが、ユーザーの認知的
特性の外化とも読める。

また、共通点が見られた場合、それは、その場所的(建築的）
特性を実証していることにはならないか?

個人の認知的特性　＋ 　建築の空間的特性

ユーザーによる差異　　 ユーザーによっても共通



　分析方法

[1] 構造的分析　
　　（写真データとハイパーリンクデータを使って）

[2] 映像的分析　
　　（コンテンツ鑑賞の側からの技法）



　[1] 構造的分析

• インターネット空間の視覚化と定量的評価
• http://www.cybergeography.org/



ツリーでの視覚化　（インターネットの構造と比較）

道

建物

建物



ムービー（ベクタームービー、ノンリニアビデオ）、との比較

過去（一枚前）とだけ接続
過去（一枚前）と未来（一枚後）と接続
未来（一枚後）とだけ接続

回遊性を持った空間（体験）

２：時間のトポロジー



３：略地図　　空間トポロジー＋曖昧なジオメトリ情報推定

空間ハイパーリンクの画像内位置（方向）＋
画像の歪み（回転）＋
面積差（奥行き移動）

空間ハイパーリンクの画像内位置（方向）＋
画像の歪み（回転）＋
面積差（奥行き移動）

写真の相対的な位置関係



高台寺での実験結果



略地図を相補的に利用した道案内への応用
映像(3D,通常視点)+地図(2D,俯瞰視点)

直進

右へ進む

右へ進む

右へ進む

左へ進む



略地図の利用方法

• [1] 道案内として利用　
　　　（鑑賞者に対する応用）

• [2] メンタルマップ・イメージマップとして利用
　　　（製作者の認知構造の分析）

　　　



STAMP空間の定量的分析と評価(準備)

• [参考] インターネットサイトの定量的分析と評価
• 溝口（東京理科大）らによる６項目評価の研究事例

• [1] Structure
　　(深い階層ほど多くのノードがあるという末広がり型になっているかどうか）
• [2] Links
　　 (1ページあたりに張られたリンク数とリンク相対数が適切なバランスかどうか）
• [3] Media
　　(サイトの規模に対して、画像や音声ファイルの数は適切か）
• [4] Portal
　　 (外部サイトとの相互リンクが張られているかどうか）
• [5] Scale　
　　 (サイトの規模、つまりノード数）
• [6] Update
　　 (総ページ数に対して更新比率はバランスがとれているかどうか）



STAMP空間の定量的分析と評価

STAMP空間の定量的評価・・・
建築空間とネットワーク空間の特徴を併せ持つ評価項目？

• [1] Scale （サイトの規模、つまりノード数）
• [2] Links (写真１枚あたりのリンク数/リンク総数）

• [3] Branches (リンク[道]の枝分かれの数）

• [4] Portals (多くのリンクが張られている「空間的中心」はあるか）

• [4] Reverse motions (前後を両方向いている位置はあるか）

• [5] Ends (行き止まりはいくつあるか）

• [6] Loops (ループはいくつあるか）

• [7] Times (時間的に連続している写真は何枚あるか）

• [8] Density (略地図空間スケールに対する写真の領域の割合）



４人分を合わせた高台寺コンテンツの実験結果

• [1] Scale        245
• [2] Links        367 (一枚あたり1.49)
• [3] Branches  165
• [4] Portals      9
• [5] Ends   23 
• [6] Loops 29
• [7] Times 146   (0.59%連続)
• [8] Density  21%



高台寺におけるポータル写真の自動検出(1)

時間的に「後にとった写真」と

リンクが集中している場所

• 移動中心
　（動線の合流地）



高台寺におけるポータル写真の自動検出(2)

時間的に「前にとった写真」か
らリンクが集中している場所

（ズームインしてここへ来る）

• 視線中心
　　（ランドマーク）



４人分を合わせた龍安寺コンテンツの実験結果

• [1] Scale        134
• [2] Links        178 (一枚あたり1.32)
• [3] Branches  16  
• [4] Portals      3
• [5] Ends   18 
• [6] Loops 56
• [7] Times  91 (0.67%連続)
• [8] Density  41%

回遊性高い
特定のランドマークなし（庭全体？）



ユーザーによる差異(1)

ユーザー４人による差異(1)時間トポロジー



実験とコンテンツ分析への応用

ユーザー４人による差異(２)空間トポロジー



実験とコンテンツ分析への応用

ユーザー４人による差異(3)略地図



　[2] 映像的分析　

ー編集の際に「共通領域」として入力した箇所と
写真間の動きを関連付けてー

• 「演出知識」の応用

• 水平軸（床）を基調とした重ね合わせ
　[空間の俯瞰的視線?]　　空間の中心性を表現？

• 垂直軸（壁）を基調とした重ね合わせ
　[空間の主観的視線?]



「壁抜け」問題

• 現実には通れないところをコラージュ
• 実際には見えていない風景をコラージュ

• バーチャルな表現に寄ってくると
　 現実空間と対応した定量的分析は不可能？

・　実験方法の再考



まとめ
• 写真の重ね合わせを行ってSTAMP空間を作成す
ることにより、間接的に略地図を作成することがで
きる。

• 略地図は、トポロジー的連続性に、若干のジオメト
リ的位置を推定・付加したものである。

• 略地図、空間トポロジー、時間トポロジーの定量的
解析から、認知空間の特性と、建築空間の特性を
関連づけて、“ある程度”分析することが可能

• さまざまな映像的編集技法を許容するツール



謝辞
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Thanx a lot!　ご清聴ありがとうございました。

• ご質問・お問い合わせは
tanaka@csis.u-tokyo.ac.jp

　ソフトのダウンロードサイトは

　http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/~tanaka/stamp/stamp.html

　　へお願いいたします。
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