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このプレビューで説明する新しい Photosynth テクノロジは、滑らかで立体的なパノラマ写真に、
移動プラットフォームから撮影したビデオのような空間的な動きを組み合わせます。滑らかな映像
空間を眺めながら、特定の地点まで素早く移動することができます。どの写真のどのピクセルでも
このような方法で利用できます。ぜひ http://photosynth.net/preview で体験してみてください。

クイック スタート
新しい Photosynth テクノロジで Synth (合成写真) を作るときの注意点は、次のとおりです:









撮影するシーンの中のそれぞれの地点が、 少なくとも 3 枚の写真に写っている必要がありま
す。何枚も重ね撮りしてください。これが、Photosynth を使用するうえで最も重要な経験則
です。
最大で 200 枚の写真を撮影できますが、通常は 20～50 枚で十分です。
すべての写真のズーム レベルを同じにしてください。広角撮影が最適です。
縦向きモードより横向きモードの画像の方が適しています。どちらを選ぶにしても、いったん
始めたら途中で変えないでください。
アップロードする写真の解像度は少なくとも 1.5 メガピクセルが必要です。解像度が高いほど、
表示品質が良くなります。
写真をトリミングしたり、画質調整したりしないでください。Photosynth がスムーズに機能し
なくなります。
一連の写真が合成されて、次に示すシンプルな 4 つの形状、Spin (スピン)、Panorama (パノ
ラマ)、Wall (ウォール)、Walk (ウォーク) のいずれかになります。
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Spin (スピン)
大きな (または小さな) 1 つの被写体の周りを
囲むようにして写真を撮っていきます。360°
全体を撮ることができます。
写真の枚数は 20～30 枚です。

Panorama (パノラマ)
腕を伸ばした位置でカメラを保ち、その場で回
転しながら周囲の写真を撮っていきます。
写真の枚数は 25～40 枚です。

Wall (ウォール)
横に移動しながらシーンを撮っていきます。
200 枚まで可能です。

Walk (ウォーク)
前に進みながらシーンを撮っていきます。
200 枚まで可能です。

エキスパート向けのヒント
基本的な 4 つの Synth 形状
撮影を始める前に、Spin (スピン)、Panorama (パノラマ)、Wall (ウォール)、Walk (ウォーク) の
うちどの形状でシーンを撮るか考えて、無関係な写真をアップロードしないよう注意してください。
スムーズな軌道で写真を撮っていくことを意識してください。



撮影方向に対して撮影者が基本的に前に動いていく場合は、Walk (ウォーク) で撮っているこ
とになります。
撮影方向に対して横に動いていく場合は、少し複雑になります。
 撮影者の軌道が曲線を描き、何らかの中心点を常に向いている場合には、Spin (スピン) で
撮っていることになります (この中心点が多少あいまいでも差し支えありません)。
 撮影者の軌道が曲線を描き、背後の何らかの中心点から外側に向かって撮影していく場合に
は、Panorama (パノラマ) で撮っていることになります。
 いずれの場合も当てはまらない場合は、Wall (ウォール) で撮っていることになります。
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写真の枚数
Photosynth で 1 つの Synth を作成するには、少なくとも 3 枚の写真が必要です。現在のところ
各 Synth につき最大で 200 枚が可能です。より多くの写真を使用するほど、閲覧時の画像の乱れ
が少なくなります。ただし、一連の写真画像の間にわずかな違いしかないのに多数の写真を撮るの
は、非効率的です (例えば 100 枚の写真からなる Spin (スピン) など)。写真の数が多すぎると、
閲覧時のパフォーマンスが低下します。3 ビュー オーバーラップで空間を隙間なく覆うために多数
の写真を必要とする場合にのみ、Walk (ウォーク) または Wall (ウォール) で最大 200 枚までの
写真を使用してください。
Spin (スピン) と Panorama (パノラマ) の場合は、60 枚を超えないようにしてください。

ループ
Spin (スピン) と Panorama (パノラマ) では、写真をつなげて完全な 360 度のループ (輪) にす
ることができます。しかし Walk (ウォーク) や、場合によっては Wall (ウォール) でも、撮影空
間の形状に従ってループを作ることが可能な場合があります。ループの撮影を予定している場合に
は、スタート地点の地面の上に印を付けて、そこに正確に戻って来るようにしてください。この場
所に戻らないと、ループは外側または内側ずれた渦巻状になる可能性があります。その場合、最後
の画像から最初の画像に移る時点で不自然なずれが生じることになります。

固定物と 3 ビュー オーバーラップ
Photosynth は、別々の地点から撮られた 3 枚以上の写真に写っている地物 (通常は、特徴的な点)
を認識することにより、3D モデルを構築します。これを 3 ビュー オーバーラップといいますが、
これがないと Photosynth はうまく機能しません。
シーンの中を動くさまざまなパーツを処理するのが、Photosynth の能力の見せ所です。この「3D
マジック」を行なうには、たくさんの固定物 (撮影中に同じ地点に留まって動かない物) が必要で
す。このほかの、シーンの中を動くパーツ (水、風に揺れる葉など) あるいは特徴の少ない物体
(例えば白い大きな壁) は、3D 再現にあまり役立ちません。ただし、それらの物体もシーンに入れ
ることができ、3 ビュー オーバーラップ用に十分な数の固定物が得られる限り、Photosynth は Sy
nth を構築できます。

撮影の順序
Photosynth は写真の EXIF 内の「撮影日」フィールドを検知して、現在の写真に写っている地物を、
その直前および直後に撮られた写真の地物と常にマッチさせようとします。撮影軌道の一部をスキ
ップして後で撮り直そう、とは考えないでください。そうしてしまうと、部分的な結果しか得られ
ません。

被写界深度
被写界深度を非常に狭くした奥行きのあるシーンを撮らないでください。平らな壁を撮るのでない
限り、絞り値 F4.0 以上を保つようにしてください。この点を除いて、シーンの中を動いていくと
きに絞り値を一定に保つ必要はありません。
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Spin (スピン) のヒント
すべての画像の中で大まかな中心とする 1 つの点を選びます。この点は、はっきりと目に見える地
点でも、思い描くことのできる地点でもかまいません。それを Spin (スピン) の「重心」と考えて、
撮影時にカメラが常にそこを向くようにしてください。
横向きモードで、焦点距離を広くして撮影します。画像が十分に重なり合うことを確認しながら、
少なくとも 20～30 枚の写真を撮ります。多数の穴がある物体を撮ろうとしている場合は、3D 画質
の乱れを減らすために、被写体の周囲を回りながら 40 枚以上の写真を撮ってください。
被写体を完全に一周する場合は、ループが外側または内側ずれた渦巻になってしまわないよう注意
します。きれいなループを描く最も簡単な方法は、最初の画像を撮る地点に何か印になるものを置
いて、正確にその同じ場所に戻って最後の画像を撮ることです。

回転型撮影 回転型にするときの秘訣は、回転しないすべての物体を消すことです。つまり、現実的
に言うと、回転しない背景をできるだけ特徴のないものにする必要があります。

Wall (ウォール) のヒント
カメラの移動方向に対して約 90°の角度で Wall (ウォール) を撮っていきます。横向きモードで、
焦点距離を広くして撮影します。シーンの中で必要とされる場合はその角度を変えますが、 (たと
え徐々に撮影角度を変えるときでも) 45°を超えて角度を変えないでください。写真が互いに十分
に重なり合うことを確認しながら、たくさんの写真を撮ります。最大で 200 枚まで可能です。Wall
(ウォール) 撮影の両端 (通常の 3 ビュー オーバーラップの範囲外) では、写真を 2、3 枚余分に
撮ります。

Walk (ウォーク) のヒント
Walk (ウォーク) は、カメラの移動方向に向けて撮影します。カメラの向きを変えることはできま
すが、急な角度にすればするほど、閲覧者にとって方向が分かりづらくなります。立ち止まって向
きを変えるのではなく、前に進みながら徐々に向きを変えてください。

Panorama (パノラマ) のヒント
1 つの地点に立ったまま、カメラと一緒に回転します。写真が互いに十分に重なり合うことを確認
してください。横向きモードで、焦点距離を広くして撮影します。
新しい Photosynth エンジンはステッチャーではありません。このため、このプレビューで説明し
ている新しい Photosynth テクノロジでは、ステッチ (継ぎ合わせ) に適した画像をアップロード
できますが、ステッチによる広角表示ではなく写真単位の視点を体験できます。新しいテクノロジ
が引き出す実に見事な Panorama (パノラマ) の魅力は、正しい場所で正しく撮影すれば視差を利用
できることです。
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視差を利用する Synth を作るにはどのように撮影すればよいのでしょうか。
1. 前景となる被写体、および背景となる被写体が辺り一帯に広がっている場所を撮影地として
選んでください。
2. 画像と画像の間で視差を取り入れます。そうするための最も簡単な方法は、腕を伸ばした距離
でカメラを保って、自分が回転しながら撮影していくことです。こうすると、画像間で少なく
とも数 cm の水平視差が生じます。
3. 3 ビュー オーバーラップの規則を思い出してください。ステッチ機能で Panorama (パノラマ)
を作成するときのように、連続する画像の約 20% を重ね合わせるのではなく、70% を重ね合
わせる必要があります。撮影する写真の数は多くなりますが、とても素晴らしい結果が得られ
ます。
現時点では、Photosynth で処理・作成できる Panorama (パノラマ) の種類をユーザーが制御する
ことはできません。すべての画像で視差が検出された場合、Photosynth は視差 Panorama (パノラ
マ) の作成を試みます。そうでない場合は、フラットな Panorama (パノラマ) が作成されます。将
来的には、ユーザーによる制御を拡張していく予定です。

現時点での制限事項
現在、この新しい Photosynth テクノロジには次のような制限があります:




Go-Pros を除く魚眼レンズには対応していません。
自己交差する連続写真は、期待どおりに機能しません。1 つの単純な連続軌道としてすべて
扱われ、ループが閉じる場所は連続軌道の開始点と終了点だけです。
新しい Photosynth には、左右だけでなく上下にも視点を移すことのできる完全な球形 Pan
orama (パノラマ) と同等の機能はまだありません。このアプリをこのままご使用いただく
か、天井を撮りたい場合には Microsoft ICE をお使いください。

他の形態の Photosynth との比較
2008 年に発表された最初の Synth テクノロジは、全く体系化されていない写真を重ねて合成する
機能でした。さまざまに異なる場所、異なるズーム レベルで撮られた写真が Synth の作成に使わ
れることもありました。得られる結果はパワフルでしたが、ほとんどの場合、画像の切り替わりは
快適とは言えず、全く訳が分からないことさえありました。
2010 年に球形 Panorama (パノラマ) が追加されました。これによって撮影方法がいくらか体系化
され、閲覧も少し容易になりました。球形 Panorama (パノラマ) の特性として、すべての写真が 3
D 空間内の正確に同じ 1 つの位置から撮られます (または、撮られると想定されます)。1 つの写
真と別の写真の相違点は、カメラの向きが違うことだけです。見通しの良い単純な場所 (例えば部
屋の真ん中) ではこの機能がおおいに発揮されましたが、すべての空間に適したソリューションで
はありません。
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最新の Photosynth テクノロジは、これまでとは異なる補完的な方法で写真を体系化します。この
新しいテクノロジでは、1 つの分かりやすい軌道を動きながら眺める視点を実現するように、写真
が撮られていきます。こうして閲覧者は完全に動きを予想できるため、快適で心地よい感覚が得ら
れます。もちろん、このような意図的な体系化によって最初の Photosynth よりも制約がかなり多
くなりましたから、最初のテクノロジの方がより適したソリューションだと言える状況がまだまだ
あります。その主な例として、ズームが絶対に必要だというケースがあります。例えばグランド キ
ャニオンの縁 (ふち) から周囲をぐるりと眺めるのと同時に、数マイル先の岩場の造りにズームイ
ンしたいという場合です。

あなたの Synth の将来
地図の上に Synth を配置する機能はまだ登場していませんが、近い将来にこれが実現すると期待さ
れます。ですから、将来、地図上に表示させたいと思う Synth の写真から GPS データを取り除か
ないでください。

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

6

