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あらまし  本研究では，感性的質感認知に基づくテクスチャ生成を目的とし，その最初の試みとして，DNN

を用いた BTF 予測手法を提案する．はじめに，計測装置による対象素材の BTF 計測を行う．次に，取得した

BTF を基に独自のデータセットを作成し，BTF 予測モデルの構築を行った．その結果，高い予測精度が得られ

たことから，本手法の有効性を確認した． 
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1. はじめに  

素材の表面性状（以下テクスチャ）から喚起され

る印象は感性的質感と呼ばれ，物の良し悪しを評

価・判断する上で重要な意味を持つと考えられてい

る．そのため，近年プロダクトデザインにおいて感

性的質感を理解・制御する技術が必要とされている．

このような質感認知に関わる物理的要因の一つとし

て物体の表面反射特性が挙げられる．従来，物体表

面の反射特性は Bidirectional Reflectance Distribution 

Function（以下 BRDF）や Bidirectional Texture Function

（以下 BTF）で記述され [1,2]，その正確さ故，質感

表現で広く用いられている．しかしながら，BRDF

や BTF を測定するには時間だけでなくデータ量も

要するといった問題がある．そのため，BRDF や BTF

を予測・補間する研究が積極的に行われている [3,4]． 

一方で，近年急速に発展している深層学習関連の

研究の内，Generative Adversarial Networks（GAN）

をはじめとした画像生成に関する手法は，画像の高

解像度化や画風変換など多様な用途に活用されてい

る [5,6]．さらに，これらの手法はその表現力や生成

精度の高さから，質感表現においても注目されてい

る [7]．  

そこで本研究では，感性的質感認知に基づくテク

スチャ生成を目的とし，その最初の試みとして，

Deep Neural Network（以下 DNN）を用いた BTF 予

測手法を提案する．更に，精度検証実験を行い，提

案手法の有効性を明らかにする．  

 

2. 先行研究  

近年，心理物理学・工学・脳生理学などの学際的

な質感研究が行われている [8,9]．その一環として，

布を対象とした BTF を用いたレンダリング手法に

関する研究事例がある [10,11]．しかしながら，これ

らの研究では計測機器による BTF 計測を行ってお

り，その計測に膨大な時間を要している．本研究で

は BTF を予測，補間することで，測定時間の短縮を

試みる．  

一方，画像生成が深層学習関連の研究において盛

んに行われており，最新の研究で驚くべき成果を挙

げている [12]．近年では，GAN を用いた質感生成に

関する研究が報告されているが [13]，時系列データ

を利用した研究はまだ報告されていない．しかしな

が ら ， 時 系 列 デ ー タ の 学 習 モ デ ル で あ る

Predictive-coding ベースの DNN（以下 PredNet[14]）

は脳の知覚処理の 1 つである錯視を予測できたこと

が報告されている [15]．そのため，当該モデルを応

用することで，脳の認知処理である質感を予測でき

る可能性がある．そこで本研究では，PredNet の枠

組みを利用した，視点の角度変化による質感変化の

予測を試みる．その際，学習データに視点の角度が

連続的に変化する BTF データセットを使用する．  

 

3. BTF の計測  

3.1. 対象とする素材  

BTF の計測対象として，拡散反射特性と不規則な

模様を有するコルク（以下 A 材），拡散反射特性と

規則的な模様を有する布（以下 B 材），鏡面反射特

性を有する表面加工した木材（以下 C 材）を扱う．

計測に用いた各素材を図 1 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 計測対象試料 
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3.2. 計測条件  

デジタルファッション社製の OGM-CCD カメラ測

定装置を用い BTF を計測する．OGM-CCD は，サン

プル台，メタルハライド光源，CCD カメラから構成

され，光軸が 2 軸，試料台が 2 軸，合計 4 軸の変角

測定が可能である．本研究では当該装置で撮影した

画像群を BTF とする．本装置による計測条件を表 1

に示す．視点の仰角は 1°毎に，視点と光源の方位

角は 90°毎に，光源の仰角は 5°毎で計測した． 

 

 

 

 

 

3.3. 計測結果  

各素材 11396 枚の BTF をそれぞれ取得した．各素

材の計測結果の一部を図 2，表 2 に示す．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BTF 予測モデル  

4.1. 基本設計  

提案手法の概要を図 3 に示す．はじめに，計測装

置による対象素材の BTF 計測を行う．次に，計測し

た BTF を使用してデータセットを作成し，時系列デ

ータを入力可能な DNN である PredNet による BTF

予測モデルを構築する．最後に，提案手法の精度検

証実験を行い，有効性を明らかにする．  

提案手法で使用する PredNet は，系列画像群を入

力データとし，将来フレームの予測を行う．PredNet

の構造を図 4 に示す．ネットワークに入力する系列

画像群は前章で計測した BTF を用いる．ネットワー

ク構造は，層数は 4，畳み込み構造のフィルターサ

イズは 3×3，フィルター数は下位層から順に 3, 48, 

96, 192 とした．モデルの最適化アルゴリズムは

Adam を用いた．学習に関するハイパーパラメータ

は先行研究 [14]に基づき設定した．  

4.2. データセットの作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 計測条件 

 

 

図 2 各素材の計測結果の例 

表 2 図 2 の計測条件 

 

 

図 3 提案手法の概念図 

 

図 4 PredNet の構造 [14] 

 

図 5 データセット作成の様子 
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計測した BTF をもとに学習・検証用のデータセッ

トを作成した．各素材において視点仰角の変化が連  

続となるように 2°間隔でサンプリングを行い，10 

枚を 1 セットとした（図 5）．本研究では，学習用に

16584 セット，検証用に 2073 セット，各素材のテス

ト用に 691 セット使用した．データセットの分割は

ランダムに行った．  

 

5. 精度評価実験  

提案手法の有効性を検証するために，各素材にお

ける BTF 予測の精度評価を行った．A 材において  

は拡散反射特性及び模様の予測に関する，B 材にお

いては拡散反射特性及び規則的な織布の予測に関す

る，C 材おいては鏡面反射特性の予測に関する検証

を行う．  

5.1. 方法  

テ ス ト デ ー タ に お け る 予 測 結 果 の 評 価 に

SSIM[16]を用いる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 結果  

BTF の予測結果を図 6 に示す．その際の角度条件

を表 3 に示す．前節で述べた各素材のテストデータ

における SSIM の平均を行い（表 4），各素材で共通

とした．  

5.3. 考察  

A 材と B 材の SSIM が 0.98 を超えているため，提

案手法は拡散反射特性と不規則・規則的な模様を有

する BTF の予測に有効であると考えられる．  

一方で，C 材の予測結果からは，鏡面反射が出現し

始めたと視認できる角度である仰角が 55°におい

て，その光沢領域を予測できていないことが確認で

きる（図 7）．その際の SSIM は 0.928 であり，テス

トデータ内の平均値と比較すると低いことが確認さ

れた．この結果から，PredNet の特性上，鏡面反射

が出現するような急峻な変化を予測することが困難

であると考えられる．そのため，角度変化による急

峻な変化においても高い予測精度を示す，新たなモ  

表 4 テストデータにおける SSIM の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 予測結果（上から A 材，B 材，C 材） 

表 3 予測角度条件
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デルの検討が必要である．   

 

6. まとめと今後の課題  

本研究では，感性的質感認知に基づいたテクスチ

ャ生成を目的とし，BTF 予測モデルの構築を行った．

予測には，PredNet を用い，独自に作成した角度が

連続的に変化する系列処理がされた BTF データセ

ットを学習することでモデル構築を試みた．光学特

性の異なる 3 種の素材において，予測画像の SSIM

を算出することで，提案手法の有効性を確認した．

その結果，提案手法は拡散反射の光学特性及び不規

則な模様，規則的な模様の予測に対して有効である

ことを確認した．  

今後は，角度変化による急峻な質感の変化におい

ても高い予測精度を示す，新たなモデルの検討を行

う．  
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図 7 視点仰角 55°の計測画像と

予測画像 
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