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GPU を用いたインタラクティブフォトモザイク
Interactive Photomosaic Using GPU
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Abstract A photomosaic is a type of decorative art made up from various other photographs. We present a
method for quickly generating photomosaics and propose an interactive recursive photomosaic system. Users can
operate the system by using a wall display with a touch input function, which allows them to alter the appearance
of the image dynamically.
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1. ま え が き
ユーザへの情報提示として用いられるディスプレイは，
フルハイビジョンなどに対応した高解像度化が進んでおり，
今後，4k やスーパーハイビジョンへとさらなる高精細化が
勧められると考えられ，そのためのコンテンツも高解像度
を生かしたものが必要である．本研究では，高解像度を生
かしたコンテンツとしてフォトモザイクに注目し，高解像
度のフォトモザイクを GPU を用いた並列化によりリアル
タイムに生成する手法を提案する．さらに，タッチパネル

図 1 再帰的なフォトモザイクによるズーム処理
Scaling up by the recursive photomosaic.

機能付きのウォールディスプレイを用いたインタラクティ
ブフォトモザイクを提案する．
フォトモザイクは，写真を要素としたモザイク画の一種
である．元の画像をタイルと呼ばれる小さな領域で分割し，

2. 関 連 研 究
グリッド状にタイルを配置するフォトモザイクの生成手

そこにデータベースに格納された多くの写真 (タイル画像)

法として，Tran5) はタイルとそれを配置するグリッドの全

を元の画像の色情報に基づき当てはめることで新しい画像

ピクセルの色を比較し，差が最小のものを検索することで

を生成する．高解像度ディスプレイであれば，フォトモザ

元の画像に類似したフォトモザイクを生成した．しかし，こ

イクを表示したときに一つ一つのタイル画像もある程度判

の手法では，タイルの全ピクセルを参照する必要があり，リ

別可能であり，インタラクティブフォトモザイクではそれ

アルタイムでの計算には不向きである．より高速なフォト

を拡大して見ることができるようにする．さらに，絵の中

モザイクの生成のために，Di Blasi ら 2) はタイル画像を 9

にさらなる絵が隠されているというフォトモザイクの再帰

分割 (3×3) し，各分割領域の平均色を計算することで得ら

性を拡張し，タイルを構成する画像もまたフォトモザイク

れる各画像の特徴を表す 27 次元のベクトルを用いた．ま

であるという特徴を持たせる．これにより，例えば，写真

た，フォトモザイクを他のアプリケーションに応用する研

間の接続関係を利用し，人と人，人と物，物と物との関係

究としては，動画ナビゲーション 3) や動画のフォトモザイ

性などを表現することも可能となる．

ク 4) などがあげられる．

3. フォトモザイク
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本研究で用いるフォトモザイクは，元の画像 (サイズ

wo × ho ) を格子状に分割し，各格子 (タイル) 領域 (サ
イズ wt × ht ) の色特徴ベクトルから類似画像を検索し，
あてはめていくことで合成される．色特徴ベクトルには
(1) 1

生成された画像を GPU に転送するのではなく，GPU 内で
モザイク画を合成することで，データを CPU から毎回転
送する必要性がなくなり，かつ，直接描画用テクスチャと
して使用することで拡大処理もスムーズに行える．

GPU のピクセルシェーダを用いてフォトモザイク生成を
行う．シェーダは複数存在し (NVIDIA GeForce GTX285
で最大 240 個)，描画画面上の各ピクセルごとに並列に処理

図 2 フォトモザイク合成
Synthesis of photomosaic.

タイルを d2 分割 (d×d) したときの各分割領域の平均色

Trij , Tgij , Tbij (i, j = 0, ..., d) からなる 3d2 次元ベクトルを
用いる．

することができる．そして，メインメモリーに格納された
マッチング結果を n × m の大きさのテクスチャデータとし
て転送することで，ピクセルシェーダに値を渡す．マッチ
ング結果は [1, N ] の自然数であるため，OpenGL 拡張であ

フォトモザイク生成手順は，1) 前処理として，データベー
スに登録された画像の色特徴ベクトルを計算，さらに，タ
イルの大きさがあらかじめ決まっている場合，画像をタイ
ルの大きさにリサイズ，2) 元画像を読み込み，各グリッド
の色特徴ベクトルを計算し，前処理で構築されたツリーを
用いて，最近傍探索により類似画像を取得，3)GPU を用い
た並列処理によりフォトモザイク画像を合成，である．

3. 1 前処理

る GL_EXT_texture_integer を用いて，整数値を変換な
しに直接転送する．リサイズされたタイル画像群を格納し
たテクスチャは，前処理の段階で GPU に転送しているた
め，モザイク生成ステップではマッチング結果のみを受け
取る．マッチング結果は分割数と同じピクセル数の画像と
して転送されるため，その転送コストは画像そのものを転
送するのに比べて非常に小さい．
図２にピクセルシェーダを用いたフォトモザイク画像の

タイルとして用いる画像群に対して，4 分割した各領域
ij

の平均色からなる色特徴ベクトル (Trij , Tgij , Tb

合成手法を示す．ピクセルシェーダはピクセルごとに処理さ

(i, j =

れるため，モザイクを行う元の画像と同じ大きさのビュー

0, ..., d)) を計算する．そして，色特徴ベクトルの値は近傍探
索のために，Approximate Nearest Neighbor(ANN) KD

ポートを設定し，矩形ポリゴンを描画することで対応する

木 1) に格納する．フォトモザイクでは類似画像の完全性は
必要でないことから，近似的なアルゴリズムではあるが，高

(i, j) をタイル座標 (tx , ty ) = (floor(i/wt ), floor(j/ht )) に
変換し，マッチング結果を格納したテクスチャの (tx , ty ) の

次元においても高速に処理可能な近傍探索手法である ANN

値を参照することで対応する画像の番号を取得する．ここ

を用いた．また，画像をタイルの大きさ (wt , ht ) にリサイ

で，floor は小数点以下切り捨てを表す．また，タイル内の

ズし，各リサイズ画像を 1 次元配列に再配置することで，

ローカルピクセル位置 (ti , tj ) = (i − tx wt , j − ty ht ) から

テクスチャ座標から元画像上のピクセル位置 (i, j) を得る．

データベース内のすべての画像を 1 枚の 2 次元テクスチャ

タイル画像格納テクスチャの x 座標値を計算し，最終的な

として GPU に転送する，

ピクセル色を得る．

3. 2 マッチング画像探索
タイル画像の色特徴ベクトル場から元画像とのマッチン

4. 再帰的なフォトモザイク

グを行う．ここで，元画像はタイルサイズに対して縦横と

高解像度フォトモザイクをナビゲーションなどに応用す

もに整数倍の大きさであるとする．読み込まれた元画像を

るために，再帰的なフォトモザイクアプリケーションを提

n × m に分割し，各分割領域における色特徴ベクトルを計
算し，3. 1 節で述べた ANN を用いて類似画像を探索する．
ANN のようなツリー型探索は，GPU 上での実行に適して
いないため，画像マッチングは CPU 上で行う．ANN を用
いた場合，CPU 上でもインタラクティブに実行するための

案する．このアプリケーションでは，高解像度ディスプレ

充分な速度が得られる．また，なるべく多くの種類の画像

し，画像を最大化する．このとき，ズームするようなエフェ

をモザイクに用いたいため，最近傍の一つだけでなく近傍

クトをかけることで，ユーザはあたかもすべてのタイル画

N 個の画像を探索し，その中からランダムに画像を決定す
る．4 章で述べるようにタイルをユーザが選択できるよう

像がフォトモザイクで構成されている感覚を得る．このと

にするために，マッチング結果は保持しておく．

イクを生成しておくことで，拡大時の不自然さを軽減する．

イに表示されたフォトモザイクから，ユーザが任意の画像
を選択する．高解像度ディスプレイにより各タイル画像を
ユーザはある程度判別することが可能である．選択された
画像を元に，新たにフォトモザイクをダイナミックに生成

き，拡大するときに周囲 1 周りの画像も含めてフォトモザ

3. 3 GPU によるモザイク画像生成

そして，ウォール型ディスプレイにより直感的なタッチ操

マッチング結果とリサイズされたタイル画像からフォト

作を提供する．

モザイクを生成する．CPU 側でフォトモザイクを生成す
ると，表示のために GPU に転送する必要があり，特に高
解像度の場合，転送時間がボトルネックとなる．そのため，
2 (2)

5. 結 果
インタラクティブフォトモザイクを実装し，ウォールディ
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表 1 画像選択から拡大までの処理時間 (秒)
Photomosaic generation times.
解像度
CPU
GPU

640×480
0.16
0.15

1280×1024
0.55
0.37

1920×1080
0.86
0.54

3840×2160
2.27
0.55

図 3 ウォールディスプレイを用いた画像選択
Picking up the tile image using wall display.

スプレイとしてタッチパネル機能を持つ 250 インチのディ
スプレイ (3 台のプロジェクタを使用) を用いて実験した．
実験では 2800×1050 の解像度の表示領域にハイビジョン
解像度 (1920×1080) の画像を描画した．図３はインタラク
ティブなフォトモザイクの操作の様子を示している．フォト

図 4 分割数 d の違いによるクオリティの変化 (左上:d = 1,
右上:d = 2, 左下:d = 3, 右下:d = 4)
Diﬀerence in quality by d.

モザイク中のタイルを触ることにより，そのタイルが拡大
され，再帰的にフォトモザイクが描画される．フォトモザイ
クからフォトモザイクへの拡大処理の間のフレームを図１
に示す．図３の実験では被験者にインタラクティブフォト
モザイクを体験してもらったが，このとき，処理時間が数
秒程度かかると選択されているか不安になり，何度もタッ
チするシーンが見られた．このことから処理時間は少なく
とも 1 秒程度以下にするべきである．

CPU と GPU による計算時間の比較結果を表１に示す．
CPU に Intel Core 2 Duo 3.16GHz, GPU として NVIDIA
GeForce GTX 285 (ビデオメモリー 1GB) を搭載した PC

レイを用いたインタラクティブフォトモザイクを提案した．
高解像度ディスプレイにおける視聴距離に対して，印象が
変化するコンテンツとしてフォトモザイクに注目し，GPU
を用いることで高解像度のフォトモザイクを高速に生成す
る手法を開発した．しかしながら，周囲画像まで含めてリ
アルタイムで生成するためには，さらなる高速化が必要で
ある．今後の研究としては，フォトモザイクの写真間の接続
関係を利用し，画像間の関係性の表現や観光ナビゲーショ
ンなどに応用するなどがあげられる．
〔文

上で実行した．画像を選択してから拡大を始めるまでの処
理時間を 10 回計測し，その平均を表１に示した．この処理
時間には ANN によるマッチングも含まれている．拡大す
るときに周囲の画像も含めてフォトモザイクを生成するた
め，合計 9 枚のマッチング，モザイク画像生成にかかった時
間である．解像度が低い場合は，計算時間に対する画像の
読込み時間の割合が大きく GPU 処理のアドバンテージは
小さい．しかし，HD を超える解像度になると画像のテク
スチャへの転送時間の割合が大きくなり，転送すべき情報
が少なくすむ GPU 処理と CPU 処理の差が大きくなって
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いる．また，GPU で 1920×1080 以上の画像の処理速度が
ほとんど変わらないのは，スレッド数が増えたことで，メ
モリーレイテンシが小さくなったためと考えられる．
また，色特徴ベクトル算出におけるタイルの分割数 d は，
生成されるフォトモザイク画の元の画像に対する再現度と
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6. む す び
本研究では，タッチパネル機能付きのウォールディスプ
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