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We have developed a system which can take your memorial photo with KINECT at any famous places 

in the world in virtual space of Google Earth. The system was used at an Open campus and many people, 

mainly high school students, enjoyed the photography. We present the system configuration and the use 

case at the open campus in this paper. 
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1．はじめに 

OpenGL合成技術[1]は，3次元の没入間空間を接続する

テレ･イマーシブ・カンファレンスシステム開発[2]生ま

れた技術で，任意のOpenGLプログラムの3次元出力を１

つの空間に合成することを可能にする．そのカンファレ

ンスシステムでは，3次元計測または背景差分によるビデ

オアバタ[3]れたが，近年登場したKINECTは，ビデオア

バタの生成を手軽で容易にする．そこで，KINECTと

OpenGL合成技術を使い，KINECTにより生成したビデオ

アバタとGoogleEarthの合成を動的に行うシステムを開

発した．従来のマルチカメラからのビデオアバタや計測

用距離カメラを使ったビデオアバタに比べてKINECTに

よるアバタは低価格で，教育用途やエンターテイメント

への応用が期待できる．本稿では，そのシステム構成と

オープンキャンパスにおける利用例を述べる． 

 

２．OpenGL合成技術 

図１にOpenGL合成技術の概念を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ OpenGL合成技術の概要 

ティーポットを表示するプログラム tepot.exe と正12

面体を表示するプログラム  dodec.exe がある場合，

OpenGL合成技術（OpenGL fusion）は，その２つの表示

を取り出し，別の画面内にティーポットと正12面体を合

成して表示する．動的な3次元表示の抜き出しはGL DLL 

Replacementと呼ばれる技術[4]で行う．これは，動的にリ

ンクされるOpenGL DLLよりも優先されるパスに擬似

DLLを配置し，その擬似DLLがオリジナルのDLLと同様

にターゲットとなるOpenGL表示プロセスにOpenGLコマ

ンドを送信すると同時に，そのコピーを別プログラムに

送信するものである．この技術は，立体視やタイルディ

スプレイへ表示のように１つのシーンを分配するために

用いられたが，OpenGL合成技術では，この技術を１つの

ウインドウに合成するために利用する．利用事例[5]とし

て，津波のシミュレーション結果と3次元地図の合成例を

図２に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 津波シミュレーションと3次元地図の合成（デー

タ提供は，九州大学浅井氏） 
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３．ビデオアバタ 

ビデオアバタは，ビデオ映像を用いてバーチャル

空間に臨場感の高い人物を表現する方法である(図

３)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ビデオアバタの例（小木ら[3]） 

 

(1)マルチカメラによる3次元のアバタ 

3次元の全身ビデオアバタは，例えば，人間を囲

むように配置したマルチカメラで撮影した画像か

ら視体積交差法でボリュームを取り出し，そこへ撮

影画像を貼り付けることで作成できる．しかし，そ

れには多数のカメラや高性能な計算機が必要であ

る． 

(2)距離カメラによる2.5次元アバタ 

完全な3次元形状を復元しない方法としては距離

カメラによる2.5次元ビデオアバタがある．これは

距離カメラさえ購入すれば簡単にビデオアバタを

生成できるが，従来は高価なものであった． 

(3)USBカメラによる2次元アバタ 

安価なシステムとしてWebカメラ（1万円以内）

と背景差分による2次元アバタの生成法である．背

景にグリーンスクリーンなどを配置すると色情報

により，比較的容易に人物の抜き出しができるが，

スタジオを作る必要があり，日常の環境で使えない．

背景にスクリーンを配置しない方法として背景差

分による方法もあるが，影ができないように照明の

工夫などが必要となる(図４)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 背景差分によるビデオアバタ 

 

KINECTを用いたビデオアバタは，原理的には(2)の距

離カメラを用いたビデオアバタと同じである．しかし，

コストが圧倒的に安くなるため，我々は，オープンキャ

ンパスなどのエンターテイメントにも利用できると考え

た． 

 

４．KINECTによるビデオアバタ 

KINECTによるビデオアバタは図５のように生成され

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ KINECTによるビデオアバタ 

 

KINECTは，計測点から扇状に画像撮影をし，同時に

計測点から撮影対象までの距離を計測する．厳密には，

距離カメラと画像撮影カメラは同じ場所に無いのでキャ

リブレーションが必要となるが，ここでは完全なキャリ

プレーションが行われるものとして議論を進める．これ

により，日常の場所にKINECTを設置し，そこから一定

の範囲内に居る人物を背景から抜き出すことが可能とな

るこれは2.5次元のアバタを生成できるか，今回は記念写

真撮影が目的なので2次元アバタとした． 

 

５．システム構成 

オープンキャンパス用に用いたシステム構成を図６に

示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ オープンキャンパス用システム構成 

 

メ イ ン シ ス テ ム は Windows の PC で ， こ こ に

KINECT(KINECT for Windows)を接続した．KINECTアバ

タプログラムは，KINECTからの画像や距離情報を
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KINECTドライバ経由でKINECT for Windows SDKを通

して受け取り，図５に示すように設定範囲内の画素を残

し，範囲外の画素は透明にする．そこにOpenGL合成技術

を使うSDK(FusionSDK)を用いてGoogle Earthからの3次

元画像を取り込み，KINECTアバタと合成した映像を大

型モニタに表示する．PCは２つの画像出力ポートを持ち，

１つはコンソール用として，Google Earthの操作に用い，

もう１つを被撮影者が見ることのできる大型TVに使っ

た． 

 

６．撮影事例と課題 

６．１ 予備試験 

このシステムを用いた撮影事例を図７に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ピラミッドの前で記念撮影 

 

これは3名がモニタを見ながらポーズをとり，エジプト

のピラミッドの前で記念撮影をした例である．これはオ

ープンッキャンパスの数日前の試験における1ショット

であるが，いくつかの課題が発生した． 

(1) 本当に現地へ行ったようにするにはGoogle 

Earthのマクロを使って正確なカメラ位置を決定

する必要がある．しかし，完全にカメラを固定

してしまうと3次元表示を合成している面白さ

が無い．（2次元合成ならば，Googleのストリー

トビューのモードでの合成が簡単にできる） 

(2) 足元には床があり，範囲内の床は図５の方法で

は抜くことができない． 

(3) キャリブレーションが不完全で人と背景の間に

少し隙間ができる． 

課題(1)は，Google Earthの操作スキルをあげるしかな

いが，それには日数が必要なので，基本はマクロで指定

した場所へ飛ぶようにして，多少のカメラ調整だけを手

動で行うことにした． 

課題(2)は，KINECTが鏡のような反射性の高い表面を

持つものを計測できないことを利用して，床にシルバー

シートを敷くことにした． 

課題(3)は正確なキャリブレーションや画像処理によ

り境界に平滑化処理をかける方法もあるが，時間の関係

で，対策なしとした． 

６．２ オープンキャンパス 

 オープンキャンパスは，図８のように廊下でシステム

を動作させた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ オープンキャンパスの様子（本番前） 

 

このシステムを用いて，高校生をはじめ多数の見学者

に記念撮影をしてもらい，アンケートに協力いただいた．

アンケート結果は，比較的好意的であったが，1回の調査

だけでは結論を述べることができないので割愛する．し

かし，予備試験と本番ではいくつかの点で違いがあった． 

(1) 廊下は幅が狭い．全身像を入れるためには

KINECTから距離をとる必要があるが，縦と横は

同じ距離が入ってくるので，計測範囲に廊下の

壁が入ってしまった． 

(2) 記念撮影は複数で撮るのが普通なので，そのた

めにも広い場所が必要となることが判った． 

(3) 廊下には広い窓があり，外部からの光の影響か，

予備試験（研究室内の室内照明下）に比べて，

人間の抜けが悪かった． 

(4) 図８の大型TVを使っても，自分のポーズや顔の

写りを確認することは困難だった．（通常の写

真も撮影後にしか，自分の映り具合を見ること

はできないが） 

 

６．結論 

KINECTを用いた2次元アバタとOpenGL合成技術を使

い，Google Earth内の世界各所で記念撮影ができるシステ

ムを構築した．それをオープンキャンパスで利用し，エ

ンターテイメントとしての実用性について検証を行った．

今回の試みは興味深いシステムと思われるが，まだ多く

の改善点があることがわかった．今後は改善点を克服し

て，魅力的なシステムにし，オープンキャンパスなどの



 

人が集まる場所で，楽しみを与えることができるシステ

ムにしたいと考えている． 
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