
ユーザー⼊⼒に基づいて調整された��3D��コンテンツを合成することは困
難です。モデルのトレーニングでは、ペアになったユーザー⼊⼒と⽬的の��3D��
出⼒を含む⼤規模なデータセットを取得するのはコストがかかります。ユーザ
ーはさまざまな視点から��2D��インターフェースを使⽤して��3D��オブジェクトの
詳細を指定する場合があるため、テスト時に��3D��コンテンツの作成にはマルチ
ビュー��ユーザー⼊⼒が必要になることがよくあります。ただし、これらの⼊⼒
は��3D��の⼀貫性がない場合があり、��3D��コンテンツの作成に競合するシグナ
ルを提供します。

セグメンテーションやエッジ��マップなどの��2D��ラベル��マップが与えられると、
モデルはさまざまな視点から対応する画像を合成することを学習します。明⽰
的な��3D��ユーザー��コントロールを有効にするために、ニューラル��ラディアンス
フィールドを使⽤して条件付き⽣成モデルを拡張します。広く利⽤可能な単眼
画像とラベル��マップのペアが与えられると、私たちのモデルは、⾊と密度に加
えて、すべての��3D��ポイントにラベルを割り当てることを学習します。これによ
り、画像とピクセル整列のラベル��マップを同時にレンダリングできます。

特に、画像から画像への変換⽅法[25,50,79]により、ユーザーは2D��⼊⼒ラベ
ル��マップを指定して⾼解像度画像を対話的に作成および操作できます。残念
ながら、既存の画像から画像への変換⽅法は、コンテンツの根底にある��3D��構
造を明⽰的に推論することなく、純粋に��2D��で動作します。図��1��に⽰すように、
条件付き画像合成を��3D��対応にすることを⽬指しており、��3D��コンテンツの
⽣成だけでなく、��3D��での視点操作や属性編集��(⾞の形状など)��も可能にな
ります。

ジェネレーティブ��モデルを使⽤したコンテンツ作成は、近年驚異的な進
歩を遂げており、⾼品質、

図��1.��セグメンテーションやエッジ��マップなどの��2D��ラベル��マップを⼊⼒として与えると、モデルは⾼品質の��3D��ラベル、ジオメトリ、および外観を予測することを学習しま
す。これにより、さまざまな視点からラベルと��RGB��画像の両⽅をレンダリングできます。さらに、推定された��3D��ラベルにより、任意の視点からラベル��マップをインタラク
ティブに編集できます。

最後に、ユーザーが任意の視点からラベル��マップを編集し、それに
応じて出⼒を⽣成できるインタラクティブなシステムを構築します。

制御可能な写実的な画像合成のための3D��認識条件付き⽣成モデ
ルpix2pix3Dを提案します。
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1.はじめに

3D��対応の条件付き画像合成

上記の課題に対処するために、条件付き⽣成モデルを��3D��
ニューラル��シーン表現で拡張します。に
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3D��対応の画像合成。初期の研究では、ボクセル[19,��81]、ボクセル化
された��3D��フィーチャ[43]、および��3D��モーフィング可能なモデル
[65,71]を含むさまざまな幾何学的表現を使⽤して、3D��構造を画像
⽣成パイプラインに統合することが調査されました。しかし、それら
の多くは外部の��3D��データに依存しています[65,71,81]。最近、ニュ
ーラルシーン表現がGANに統合され、3D対応の画像合成が可能にな
りました[8、9、18、45‒47、58、70�]�。興味深いことに、これらの��3D��認識
GAN��は、3D��監視なしで��3D��構造を学習できます。

2.��関連作品

3.��⽅法

さまざまなデザインの選択の影響をさらに軽減し、クロスビュー編集やセマ
ンティクスとスタイルに対する明⽰的なユーザー制御など、この⽅法のアプリ
ケーションを⽰します。

ニューラル暗黙表現。��DeepSDF��や��NeRF��[40、48�]��などのニューラル暗黙
フィールドは、ニューラル��ネットワークによってパラメータ化された暗黙的に
定義された連続��3D��表現を使⽤して、オブジェクトやシーンの外観をモデル
化します。それらは、そのコンパクトさと表現⼒のおかげで、3D��再構成[61,��
83]および新しいビュー合成アプリケーション[34,��37,��38,��42,��74]に重要な
結果をもたらしました。��NeRF��とその⼦孫は、複数の視点からの何百もの画
像を考慮して、個 の々シーンに合わせてネットワークを最適化することを⽬指
しています。最近の研究では、ネットワークの初期化の学習[13,64,72]、補助
監督の活⽤[15,26]、または正則化項の適⽤[44]��によって、トレーニング��ビュ
ーの数をさらに削減しています。最近、放射輝度場の明⽰的またはハイブリッ
ド表現[12、42、55�]も、品質と速度に関して有望な結果を⽰しています。

セグメンテーションやエッジマップなどの2D��ラベル��マップIsが与えら
れると、��pix2pix3D��は、任意の視点からレンダリングできるジオメトリ、外
観、およびラベルの3D��ボリューム表現を⽣成します。図2に概要を⽰します。
最初に、セクション��3.1��で��3D��認識画像合成のための3D��条件付き⽣成モデ
ルの定式化を紹介します。次に、セクション3.2��で、ポーズ��P��に関連付けられ
たカラーマップとラベル��マップのペア{Ic,��Is}からモデルを学習する⽅法に
ついて説明します。

私たちの⽅法は、��Pix2NeRF��バリアント[6]、SofGAN��[11]、��SEAN��[82]な
ど、いくつかの��2D��および��3D��ベースラインよりも優れています。

私たちの仕事は3つの点で異なります。まず、クロスビュー編集を可能にする
2D��ビューだけでなく、完全な��3D��ラベル、ジオメトリ、および外観を予測でき
ます。第⼆に、私たちの⽅法は、��Huangら[22]よりもはるかに広いベースラ
インを持つ画像を合成できます。最後に、学習アルゴリズムは同じシーンの
グラウンド��トゥルース��マルチビュー画像を必要としません。

FENeRF��[63]と��3DSGAN��[73]の��2��つの最近の研究も、��3D認識��GAN��
のトレーニングにセマンティック��ラベルを利⽤していますが、条件付き⼊⼒
をサポートしておらず、ユーザーが編集できるようにするために追加の作業��
(GAN��反転など)��が必要です。��IDE-3D��[62]と��NeRFFaceEditing��[27]の2��
つの同時作業は、セマンティックラベル��コントロールを使⽤した��3D��対応の
⼈間のポートレートの合成に焦点を当てています。ただし、IDE-3D��では固定
ビューでしか編集できず、NeRFaceEditing��は⽣成ではなく実際の画像編
集に重点を置いています。両⽅とも、他のオブジェクト��カテゴリと⼊⼒モダリ
ティの結果は含まれません。対照的に、さまざまなデータセットと⼊⼒コント
ロールに適した汎⽤的な⽅法を紹介します。

私たちの仕事に密接に関連している、Huang��et��al。��[22]セマンティッ
ク��マップを条件とする新しいビューの合成を提案しています。

CelebAMask-HQ��[33]、��AFHQ-cat��[14]、および��shapenet��car��[10]デ
ータセットでの��3D��対応のセマンティック��イメージ合成に焦点を当てていま
す。私たちの⽅法は、セグメンテーション��マップやエッジ��マップなど、さまざ
まな��2D��ユーザー⼊⼒に対してうまく機能します。

ユーザーガイドによる画像合成および編集アプリケーション[23,��24,��33,��
35,��49,��50,��56,��68,��79,��82]�.

最近の研究��Pix2NeRF��[6]は、単⼀の画像を神経放射輝度場に変換すること
を⽬的としており、これにより単⼀画像の斬新なビュー合成が可能になりま
す。対照的に、3D��対応のユーザー制御コンテンツ⽣成に焦点を当てていま
す。

クロスビュー編集を有効にすると、セマンティック情報が��3D��でさらにエンコ
ードされ、さまざまな視点から��2D��ラベル��マップとしてレンダリングできる
ようになります。画像再構成と敵対的損失の形で2D��監視のみを使⽤して、前
述の��3D��表現を学習します。再構成損失により、��2Dユーザー⼊⼒と対応す
る��3D��コンテンツとの間の位置合わせが保証されますが、ピクセル位置合わ
せされた条件付き弁別器は、新しい視点にレンダリングされたときにピクセ
ル位置合わせを維持しながら、外観とラベルがもっともらしいように⾒える
ようにします。また、潜在的なコードが異なる視点から⼀貫していることを強
制するために、クロスビューの⼀貫性の損失を提案します。

私たちの仕事では、ユーザーの⼊⼒と出⼒の両⽅を��3D��でモデル化するため
にハイブリッド表現を使⽤し、既存のシーンを再構築するのではなく、新しい
画像を合成することに重点を置いています。

条件付き��GAN。敵対的⽣成ネットワーク(GAN)��は、⽣成された画像と実際の
画像を強制的に区別できないようにすることで、⾃然画像の分布を学習しま
す。彼らは、��2D��画像の合成と操作で⾼品質の結果を⽰しました[1,��3,��5,��
17,��29‒31,��53,��59,��66,��77,��78]。

たとえば、StyleNeRF��[18]と��EG3D��[8]��は、潜在的なスタイル��ベクトルを使
⽤して��NeRF��または明⽰的な表現を変調することにより、3D��表現を⽣成す
ることを学習します。これにより、⾼解像度のビューと⼀貫性のある画像をレ
ンダリングできます。上記の⽅法とは異なり、ランダム��サンプリングではな
く、条件合成とインタラクティブな編集に焦点を当てています。当社のウェブサイトをご覧くださいより多くの結果とコードが必要です。

いくつかの⽅法では、画像条件付き��GAN��[25、41�]を採⽤しています。

対照的に、ビューの⼀貫性のある
画像をレンダリングし、インタラクティブな��3D��編集を可能にする2D��ユーザ
ー⼊⼒を条件とする��3D��対応の⽣成モデルを提案します。最近、SoFGAN��[11]
は��3D��セマンティックマップ��ジェネレーターと��2D��セマンティックからイメー
ジへのジェネレーターを使⽤して��3D��を意識した⽣成を可能にしていますが、
2D��ジェネレーターを使⽤しても3D��の⼀貫性は保証されません。
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三つ

3

siとφiは⾊、

特に、(4)��ラベルs��∈��R��c��Isはセグメン

テーション��マップであり、それ以外の場合はエッジ��ラベルの場合は��1��です。の⽣成をスタイル��

ベクトル��w+��で変調することにより、フィールドを条件付きにします。また、

l×256

64

三つ

3

.次に、ボリュメトリック��レンダリングと��2D��アップサンプリングを実⾏して⾼解像度を取得します。グラウンド��トゥ
ルース��ポーズからレンダリングされたものについては、それらをグラウンド��トゥルース��ラベルおよび画像と⽐較します。

ここで、��l��=��13��は変調されるレイヤーの数です。

条件付き��3D��表現。私たちの��3D��表現は、トライプレーンとそれに続く2��
層��MLP��によってパラメータ化され、4��を返します。EG3D��[8]��と同様に、シーンの密度と外観にハイブリッド表現を採⽤

し、スタイル��ベクトルを使⽤して��3D��⽣成を調整します。��2D��ラベル��
マップ⼊⼒の��3D��表現を調整するために、��2D��ラベル��マップを潜在的
なスタイル��ベクトルにマップする条件付きエンコーダーを導⼊します。
さらに、��pix2pix3D��は、任意の視点からレンダリングできる3D��ラベル
を⽣成し、クロスビューのユーザー編集を可能にします。

ボリューム��レンダリングとアップサンプリング。ボリュームレンダリン
グを適⽤して、カラー画像を合成します[28,��40]。さらに、クロスビュー編
集��(セクション4.4)を有効にし、レンダリング品質(表1)��を向上させるた
めに重要なラベル��マップをレンダリングします。シーンの原点を⾒る視
点P^が与えられると、ピクセル位置から発せられる光線に沿ってN個の
点をサンプリングし、3D��表現から密度、⾊、ラベル、および特徴情報を照
会します。��xiを光線��r��に沿ったi��番⽬のサンプル点とします。みましょう
ci

,��(2)��密度σ��∈��R��+,��(3)

3

c�.

l c

s

（バツ））。

スタイルベクトルw+��∈��R

w+��=��E(Is,��z),

具体的には、��Is��をシーンのグローバルな幾何学的情報を表す最初
の7��つのスタイル��ベクトルにエンコードします。次に、ランダムな潜
在コードz��をマルチレイヤー��パーセプトロン��(MLP)��マッピング��ネッ
トワークにフィードして、外観を制御する残りのスタイル��ベクトルを
取得します。

、

f��[8]、これは空間点x��∈��Rを取ります

[8,��18]に続く
⾊のトライプレーンF��ビュー依存性。正式には、

特徴φ��∈��R

条件付きエンコーダ。��2D��ラベル��マップ⼊⼒Isと、球⾯ガウス空間z��
��N��(0,��I)��からサンプリングされたランダム潜在コードが与えられ

ると、条件付きエンコーダーEはリストを出⼒します
(c,��s,��σ,��φ)��=��f(F

出⼒の種類:��(1)��2D��アップサンプリン
グの⽬的でc��∈��R��の⾊、ほとんどの場合、��cはク

ラスの数です。

P^図��2.全体的なパイプライン。��2D��ラベル��マップ��(セグメンテーション��マップなど)、ランダム潜在コードz、およびカメラ��ポーズを⼊⼒として指定すると、ジェネレ
ーターはラベル��マップと視点P^��からの画像をレンダリングします。直感的に、⼊⼒ラベル��マップは幾何学的構造を指定し、潜在コードは髪の⾊などの外観をキャ
プチャします。⼊⼒ラベル��マップと潜在コードの両⽅をスタイル��ベクトルw+にエンコードするエンコーダから始めます。次に、��w+を使⽤して3D��表現を変調しま
す。これは、空間点xを取り、(1)��⾊c��∈��R��(2)��密度σ、(3)��特徴φ��∈��R�� I��+および��RGB��画像 I��+ラベル��マップLPIPS��損失を出⼒します。およびラベル再構築の損
失。⼩説とオリジナルの両⽅の視点からレンダリングされたラベルと画像にGAN損失を適⽤します。(4)��ラベルs��∈��R
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P
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図��3.クロスビューの⼀貫性の喪失。⼊⼒ラベル��マップIsとそれに関連付けら
れたポーズP��が与えられると、まずジオメトリ��潜在コードwg��を推論しま
す。��wgから、同じポーズ��P��からラベル��マップ Isを⽣成し、ランダムなポ
ーズPから Iを⽣成できます。次に、新しいビュー I��を推論し、それを元のポーズPに戻して I��sを取得します。最後に、再構成損失を追加します:��LCVC��=��λCVCLs(^I��s�,^Is)。

g
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ラベル、およびxiの機能。��[63]と同様に、⾊、ラベル��マップ、および特徴
イメージは、クエリされた値の重み付けされた組み合わせとして計算さ
れます。

以前の研究[8,18,46]��と同様に、式1を2D��アップサンプラーUで近似し
て、計算コストを削減します。⾼解像度の512��×��512画像を��2��つのパス
でレンダリングします。最初のパスでは、低解像度の64��×��64画像
Ic, Is, Iφ��をレンダリングします。次に、��CNN��アップサンプラ

ー��U��を適⽤して⾼解像度画像を取得します。

クロスビューの⼀貫性の喪失。異なる視点から同じオブジェクトのラベ
ル��マップを⼊⼒すると、異なる��3D��形状になることがあります。したが
って、図��3��に⽰すように、トレーニングを正則化するためにクロスビュー
の⼀貫性損失を追加します。⼊⼒ラベル��マップIsとそれに関連付けら
れたポーズP��が与えられると、異なる視点��Pからラベル��マップを⽣成
し、ラベル��マップをポーズにレンダリングします。��̂ Iを⼊⼒として使⽤する

P。��̂ I��と��^Is��の間に再構成損失を追加します:��LCVC��=��λCVCLs(^I

具体的には、��RGB��画像とラベル��マップにそれぞれ��2��つのディスクリ
ミネータDcとDsがあります。��Dc��は、実際の画像と偽の画像を⼊⼒とし
て受け取る、広く使⽤されている��GAN��損失です。⼀⽅、ピクセル��アライ
ンされた条件付き弁別器Ds��は、カラー��イメージとラベル��マップを⼊⼒
として連結し、カラーイメージとラベル��マップ間のピクセル��アラインメ
ントを促進します。いいえ、��Ds��では、カラー画像のグラデーションを
停⽌します。

ここで、Ls��はラベル空間での再構成損失を表し、��λCVCは損失項を重
み付けします。この損失は、クロスビュー編集中のエラーの蓄積を減ら
すために重要です。

次に、この⽅法をセクション4.2��のベースラインと⽐較します。最後に、
クロスビュー編集と

ピクセル整列の条件付き弁別器。再構成損失だけでは、新しい視点か
ら詳細な結果を合成することはできません。したがって、敵対的損失
[17]を使⽤して、レンダリングがランダムな視点から現実的に⾒えるよ
うに強制します。

再建の損失。カラー��マップとラベル��マップ{Ic,��Is}に関連付けられたグ
ラウンド��トゥルース��ビューポイントPが与えられると、��Pからカラー��
マップとラベル��マップをレンダリングし、⾼解像度出⼒と低解像度出
⼒の両⽅の再構成損失を計算します。��LPIPS��[75]を使⽤して、カラー
画像の画像再構成損失Lcを計算します。ラベル再構成損失Ls��について
は、セグメンテーション��マップにはバランス��クロス��エントロピー損失、
またはエッジ��マップには��L2��損失を使⽤します。

まず、データセットと評価指標を紹介します。

潜在的な品質の低下を防ぎます。また、レンダリングされた低解像度画
像をフィードして、アップサンプラーが低解像度出⼒と⽭盾する詳細を
幻視するのを防ぎます。敵対的損失は次のように記述できます。

単眼画像から条件付き��3D��表現を学習することは、制約が少ないた
め困難です。
関連する画像、ラベル��マップ、既製のモデルによって予測されたカメラ��
ポーズのトレーニング��データが与えられた場合、再構成、敵対的、およ
びクロスビューの⼀貫性の損失を含む学習⽬標を完全に構築します。こ
れらの⽬的について以下に説明する。

ここ これ

exp��(−σj��δj�)(1��−��exp��(−σiδi))。

^��I��+

ティフィ、

戻る

Lrecon��=��λcLc(Ic,��{^Ic,^I��+�})��+��λsLs(Is,��{^Is,^I��+�}),

、�� Iφ(r)��=

グラウンド��トゥルース��ポーズには再構成損失と��GAN��損失を使⽤しま
すが、ランダム��ポーズには��GAN損失のみを使⽤します。ハイパーパラメー
タを提供し、実装の詳細については付録Bを参照してください。

最適化。私たちの最終的な学習⽬標は次のように書かれています。

,��̂ Is(r)��=

私

^Ic(r)��=

(1)
ここで、透過率τi��は、i��番⽬の間隔δiの⻑さが与えられたときに、光⼦がカメ
ラの中⼼と��i��番⽬の点の間を通過する確率として計算されます。

ここで、��λcとλs��は2��つの項のバランスをとります。

LGAN��=��λDcLDc��(^I��+�,^Ic)��+��λDsLDs��(^I��+�,^Ic,^I��+�,^Is)。
^I��+��=��U(^Is,^Iφ)。=��U(^Ic,^Iφ),

τi��= から

4.実験

s

N

c

c

N N

私

c

s

s

、は）、s

c

s

i=1

Ltotal��=��Lrecon��+��LGAN��+��LCVC。

s

j=1

i=1

s

i=1

s、

ここで、��λDcとλDs��は2��つの項のバランスをとっています。��GANトレーニング
を安定させるために、R1��正則化損失[39]��を採⽤します。

反復ごとに、グラウンド��トゥルース��ポーズを使⽤するか、��p��=��0.5��の
確率でランダムなポーズをサンプリングするかを決定します。

、

PP

s

ポーズからのP0
レンダリングポーズ

からの⼊⼒

レンダリング

ポーズから

レンダリング

セグマップのマルチビュー⽣成

ポーズから

3.2.学習⽬標
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⼊⼒セグメント��マップ 3D��ラベルなし私たちのもの 私たちのもの⼊⼒セグメント��マップ3D��ラベルなし

ノベルビュー
GT��ビュー

⼊⼒エッジ��マップ

図��7.��edge2car��での定性的な⽐較。��pix2pix3D��(弊社)��と��Pix2NeRF��[6]は��
shapenet-car��[10]��でトレーニングされており、��pix2pix3DはPix2NeRF��より
も優れた品質とアライメントを実現しています。

CelebA��[36]からの��30,000��枚の⾼解像度顔画像が含まれており、各画像
には顔パーツ��セグメンテーション��マスクと予測されたポーズが含まれて
います。セグメンテーション��マスクには、肌、眉⽑、⽿、⼝、唇などを含む��19��
のクラスが含まれています。各画像セグメンテーションに関連付けられた
ポーズは、��HopeNet��[54]��によって予測されます。��CelebAMask-HQ��デ
ータセットを次のように分割します。

レンダリングされた��RGB��画像とエッジ��マップ
ノベルビューGT��ビュー⼊⼒エッジ��マップ

図��5.��seg2face��と��seg2cat��の質的アブレーション。ラベル��マップ��(3D��ラベルなし)��をレンダリングするブランチを削除することで、メソッドを削除します。結果は、⼊⼒ラベル��(ヘア
ラインや猫の⽿など)��とより⼀致します。

図��4.��seg2face��タスクの��CelebAMask��データセットでの��Pix2NeRF��[6]、SoFGAN��[11]、および��SEAN��[82]との定性的な⽐較。��SEAN��はマルチビュー合成に失敗しますが、SoFGAN��
はマルチビューの不⼀致��(視点間での顔のアイデンティティの変化など)��に悩まされます。私たちの⽅法は、マルチビューの⼀貫性を維持しながら⾼品質の画像をレンダリングします。
当社のウェブサイトをチェックしてくださいより多くの例をご覧ください。

図��6.��edge2cat��での結果。私たちのモデルは、有益な描画��[7]��によって抽出されたエッ
ジを使⽤して、��AFHQ��cat��[14]でトレーニングされています。

セクション��4.4��の⽅法によって可能になるマルチモーダル合成アプリケ
ーション。

データセット。実験では、��seg2face、seg2cat、edge2cat、および��
edge2car��の��4��つのタスクを検討します。��seg2face��については、��
CelebAMask-HQ��[33]を評価に使⽤します。��CelebAMask-HQ

⼊⼒セグメント��マップ Pix2NeRF私たちのもの ソフガン ショーン

Pix2NeRF

私たちのもの

Machine Translated by Google

http://cs.cmu.edu/~pix2pix3D


⼊⼒セグメント��マップ ⽣成されたセマンティック��メッシュ

表��3.��Seg2cat��の評価。��AFHQ-cat��データセット��[14]��を使⽤した��Seg2Cat��上
のPix2NeRF��[6]と、��DINO��機能のクラスタリングによって得られたセグメンテ
ーション[�2]を使⽤して、この⽅法を⽐較します。表1��と同様に、画質とアライメン
トを評価します。私たちのパフォーマンスは、すべての指標で優れています。

SoFGAN��は、アライメントは良好ですが、3D��の⼀貫性は劣る傾向にあります。
また、3D��ラベルとクロス��ビューの⼀貫性��(CVC)��の損失に関して、この⽅法を削除
します。当社の��3D��ラベルは位置合わせに不可⽋ですが、CVC��損失によりマルチ
ビューの⼀貫性が向上します。��EG3D��(†)��から事前にトレーニングされたモデ
ルを使⽤すると、パフォーマンスも向上します。

表��2.��Edge2car��の評価。��shapenet-car��[10]データセットを使⽤して、
edge2car��でこの⽅法を��Pix2NeRF��[6]と⽐較します。

図��8.セマンティック��メッシュ。��3D��ラベルで⾊付けされたマーチング��キューブ
から⼈間と猫の顔のセマンティック��メッシュを⽰します。

表��1��と同様に、FID、KID、および��SG��ダイバーシティの画質を評価します。また、
AP��を使⽤して⼊⼒エッジ��マップとのアライメントを評価します。同様に、⽣成さ
れた画像に対して有益な描画[7]を実⾏してエッジ��マップ��(括弧内の数字)��を取
得するか、⽣成されたエッジ��マップを直接使⽤してメトリックを計算することが
できます。��Pix2NeRFよりも優れた画質とアライメントを実現しています。また、
3D��ラベルとクロスビューの⼀貫性の喪失を使⽤すると、��FID��および��AP��メトリ
ックに関して役⽴つこともわかりました。

品質指標。以前の研究[18,��51]��に従って、��clean-fidライブラリ[52]を
使⽤して、Frechet��Inception��Distance��(FID)��[20]と��Kernel��
Inception��Distance��(KID)��[4]を計算し、合成結果と実際の画像。また、
LPIPSメトリックを計算することにより、単⼀世代の多様性（SG多様
性）を評価します

元の作業��[33]��に従って、��24,183��のトレーニング��セット、2,993��の検
証セット、および��2,824��のテストセット。��seg2cat��と��edge2cat��に
は、��512��倍の解像度で��5,065��枚の画像を含むAFHQ-cat��[14]を使⽤
します。��unsup3d��[69]��を使⽤して視点を推定します。有益な描画[7]
を使⽤してエッジを抽出し、DINO��をクラスタリングしてセグメンテーシ
ョンを取得します。

AP↑

3Dラベルなし10.41��0.004

0.27

0.13

SG

0.58
32.74��0.018��
23.34��0.012

0.30

0.85��
0.89

0.29

FID��↓��KID��↓��SG��ダイバーシティ��↑

0.63��(0.59)

FVV

0.66��(0.63)��0.76��(0.73)��0.66��
(0.62)��0.78��(0.73)

10.73��0.005

0.27

CVCなし
該当なし��(0.49)��該当なし��(0.69)

0.42

9.42��0.004

Seg2Face

0.29��
0.33

0.30

0.28

acc��↑��アイデンティティ��↓

8.62��0.003

0.36

AFHQ-CAT��[30]��FID��↓��KID��↓��SG��多様性��↑��mIoU��↑

ショーン[82] なし��
0.58

該当なし��(0.43)��該当なし��(0.81)��0.38��
0.50��(0.50)��0.87��(0.85)��0.51��(0.52)��
0.90��(0.88)��0.36��0.51��(�0.50�)��0.90��
(�0.87�)��0.36

23.42��0.014

8.31��0.004

ソフガン[11]

3Dラベルなし

Edge2Car

9.64��0.004
54.23��0.042

11.54��0.003

0.15

0.65

3Dラベルなし

0.13

0.26

0.06

PIX2NERF��[6]

ACC��↑

PIX2NERF��[6]

12.96��0.005��
11.62��0.004CVCなし

0.16

PIX2NERF��[6]

11.13��0.003

0.12

Seg2Cat

セレブマスク[33]��FID��↓��KID��↓��多様性��↑��mIoU��↑

0.52��
0.53

0.28

0.45��(0.42)��
0.61��(0.59)

0.26

43.92��0.081

0.44

CVCなし

品質 アライメント

私たちのもの

フルモデル

品質 アライメント

品質

PI��X2P��I��X3D��(当社)

フルモデル

フルモデル

PI��X2P��I��X3D��(当社)

アライメント

フルモデル†

表��1.��Seg2face��の評価。当社のメトリクスには、画質(FID、KID、SG��多様性)、アラ
イメント��(mIoU��および��GT��ラベル��マップに対する��acc)、およびマルチビュー
の⼀貫性��(FVV��アイデンティティ)��が含まれます。単⼀世代ダイバーシティ��(SG��
ダイバーシティ)��は、単⼀の条件付き⼊⼒を指定して、ランダムに⽣成されたペ
ア間の��LPIPS��メトリックを計算することによって得られます。アライメントを評
価するために、⽣成されたラベル��マップを��mIoU��とピクセル精度��(acc)の観点
からグラウンド��トゥルースと⽐較します。あるいは、⽣成された画像が与えられ
た場合、顔パーサーを介してラベル��マップを推定し、それらをグラウンド��トゥル
ース��(括弧内の数字)��と⽐較することができます。��SEAN��[82]と��SoFGAN��[11]
をベースラインとして含め、条件付き⼊⼒を取るようにPix2NeRF��[6]を変更しま
す。私たちの⽅法は、最⾼の品質、アライメントACC、および��FVV��アイデンティテ
ィを実現しながら、SG��の多様性で競争⼒を発揮します。

4.1.評価指標

実⾏時間。モデルを512��倍の解像度でトレーニングするには、��8��つの��RTX��3090��
GPU��で約��3��⽇かかります。しかし、モデルの⼀部をEG3Dの事前トレーニング済み
の重みで初期化すると、トレーニング時間を��4��時間に⼤幅に短縮できます[8]。推論
中、私たちのモデルはスタイル��ベクトルを取得するのに��10��ミリ秒かかり、単⼀の��
RTX��A5000��で最終的な画像とラベル��マップをレンダリングするのにさらに��30��ミリ
秒かかります。低遅延(25��FPS)��により、インタラクティブなユーザー編集が可能にな
ります。

モデルを次の��2��つの側⾯から評価します:��1)忠実度と多様性に関する画質、およ
び��2)��⼊⼒ラベル��マップと⽣成された出⼒の間の配置。

[2]��を6��つのクラスに分類します。��edge2car��では、��shapenet-car��[10]の3D��モ
デルを使⽤し、トレーニング⽤に128��倍の解像度で��500,000��枚の画像をレンダリン
グし、評価⽤に��30,000��枚の画像をレンダリングします。有益な描画を使⽤してエッ
ジを抽出します[7]。��edge2car��タスクの��128��倍を除いて、モデルを512��倍の解像
度でトレーニングします。

´
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アブレーション研究。完全な⽅法をいくつかの変形と⽐較します。具
体的には、(1)��W/O��3D��LABELS、メソッドからラベル��マップのレンダ
リングのブランチを削除し、(2)

4.3.分析
4.2.ベースライン⽐較

以前の研究[11,��80]に従って単⼀の⼊⼒が与えられたランダムに⽣成さ
れたペアの間。��FID��と��KID��の場合、ランダムにサンプリングされたzを
使⽤して、テスト��セットのラベル��マップごとに��10��個の画像を⽣成しま
す。⽣成された画像を、トレーニング画像とテスト画像を含むデータセッ
ト全体と⽐較します。

私たちの⽅法は、SG��多様性の��2D��ベースラインと競合しながら、最⾼の
品質、アライメント��acc、および��FVV��アイデンティティを達成します。図5
は、seg2face��と��seg2catの質的アブレーションを⽰しています。表5は、
seg2cat��のメトリックを⽰しています。

CVCなしで、クロスビューの⼀貫性の損失を取り除きます。表1、表2、およ
び図5から、ラベル��マップのレンダリングは⼊⼒との位置合わせに不可
⽋です。外観、形状、およびラベル情報ポーズの共同学習は、

seg2face��については、��dlib��顔認識アルゴリズムを使⽤して距離を
計算することにより、さまざまな視点��(FVV��Identity)��からの顔のアイデン
ティティの保存を評価します*。

ラベル��マップを出⼒としてレンダリングするモデルについては、それら
をグラウンド��トゥルース��ラベルと直接⽐較します。それ以外の場合は、ま
ず既製のネットワーク[33,60]を使⽤して出⼒��RGB��画像からラベル��マッ
プを予測し、次に予測をグラウンド��トゥルースと⽐較します。このような
予測されたセマンティック��マップに関するメトリックは、表1および表2��の
括弧内に報告されています。

*https://github.com/ageitgey/face_recognition

図��10.��Edge2Car��のクロス��ビュー編集。当社の��3D��編集システムにより、ユーザーは⼊⼒ビューだけでなく、任意の視点からラベル��マップを編集できます。重要なのは、フィードフォワー
ド��スタイル��エンコーダーにより、GAN��反転なしで潜在的なスタイル��コードを⾼速に推論できることです。通常、��1��つの��RTX��A5000��でレンダリングの��1��回のフォワード��パスにかかる時
間はわずか��40��ミリ秒であり、インタラクティブな編集が可能です。当社のウェブサイトでデモビデオをご覧ください。

アライメント指標。既存の作業[51、57�]に従ったセグメンテーション��マッ
プの平均��Intersection-over-Union��(mIoU)��とピクセル精度��(acc)、お
よびエッジ��マップの平均精度��(AP)��を使⽤して、テスト��セットでモデル
を評価します。

ベースライン:��SEAN��[82]および��SoFGAN��[11]。��SEAN��[82]のような��
2D��ベースラインは、設計上マルチビュー画像を⽣成できません��(FVV��ア
イデンティティの場合は��N/A)��が、SoFGAN��[11]��は2D��ジェネレータの前
に無条件の��3D��セマンティック��マップ��ジェネレータを使⽤するため、
FVV��アイデンティティを評価できます。

図6��は、edge2cat��の結果の例を⽰しています。図7は��edge2car��の定性
的な⽐較を⽰し、表2は指標を報告しています。私たちの⽅法は、最⾼の
画質と位置合わせを実現します。付録Aでさらに評価結果を提供します。

結果。図4は��seg2face��の定性的な⽐較を⽰し、表1は評価結果を報告し
ています。��SoF��GAN��[11]は、2D��RGB��ジェネレーターのアライメントが
わずかに優れていますが、3D��の⼀貫性が低い結果を⽣成する傾向があ
ります。

ベースライン。条件付きの3D��認識画像合成に関する先⾏研究がないた
め、��Pix2NeRF��[6]に最⼩限の変更を加えて、画像ではなくラベル��マッ
プを条件付きにします。徹底的に⽐較するために、いくつか紹介します

図��9.トレーニング中のランダム��ポーズ��サンプリング確率pの効果を調べます。ランダム��ポーズがない場合(p��=��0)、モデルは⼊⼒セマンティック��マップとの最適な位
置合わせを実現しますが、画質は低下します。対照的に、ランダム��ポーズ(p��=��1)��のみを使⽤すると最⾼の画質が得られますが、結果は⼊⼒マップと⼀致しません。私
たちの完全な⽅法��(p��=��0.5)��は、画質と⼊⼒位置合わせのバランスをとっています。
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図��11.マルチモーダル合成。⼀番左の列は⼊⼒セグメンテーション��マッ
プです。各⾏に同じセグメンテーション��マップを使⽤します。各列の外観
スタイルをランダムにサンプリングすることにより、マルチモーダルな結
果を⽣成します。

図��12.補間。各5��×��5グリッドで、左上と右下の画像は、隣の⼊⼒マップか
ら⽣成されます。各⾏はラベル空間で��2��つの画像を補間し、各列は外観を
補間します。カメラのポーズの場合、⾏に沿ってピッチを補間し、列に沿っ
てヨーを補間します。

4.4.アプリケーション

重要なのは、フィードフォワード条件付きエンコーダーにより、GAN��反転
なしで、潜在的なスタイル��コードの⾼速な推論が可能になることです
[78]。通常、完全なモデルの��1��回のフォワード��パスは、1��台の��RTX��
A5000��で��40��ミリ秒しかかからないため、インタラクティブな編集が可
能です。

ポーズのランダムサンプリングに関する分析。トレーニング中にランダ
ムなポーズをサンプリングするさまざまな確率の影響を調べます。結果
を図9に⽰します。ランダムなポーズをサンプリングしない場合(p��=��0)、
モデルは⼊⼒ラベル��マップとの最適な位置合わせを実現しますが、画
質は最適ではありません。逆に、ランダム��ポーズ(p��=��1)のみをサンプリ
ングすると、最⾼の画質が得られますが、⼊⼒ラベル��マップとの⼤きな
ずれが⽣じます。私たちの⽅法(p��=��0.5)は、画質と⼊⼒との位置合わせの
バランスを実現します。

2D��ラベル��マップが与えられると、私たちのモデルはユーザーがレンダリングできるようにします

制御可能な画像合成のための��3D��認識条件付き⽣成モデルである
pix2pix3Dを導⼊しました。

ジオメトリ

ジオメトリ

図8は、マーチング��キューブによって抽出され、学習した��3Dラベルによって⾊
付けされた、⼈間と猫の顔のセマンティック��メッシュを⽰しています。

クロスビュー編集。図10に⽰すように、当社の��3D��編集システムにより、
ユーザーは任意の視点からラベル��マップを⽣成および編集できます。
ユーザーは、⼊⼒ビューだけでなく、任意の視点で編集を⾏うことがで
きます。編集されたラベル��マップはさらに条件付きエンコーダーに供
給され、3D��表現が更新されます。

⼊⼒ラベルマップと��3D��表現との間の対応に関する強い制約。したが
って、この⽅法は、⼊⼒とピクセルが整列した画像を合成できます。ま
た、CVC��の損失が、さまざまな視点から顔のアイデンティティを維持す
るのに役⽴つこともわかりました。

マルチモーダル合成と補間。他のスタイルベースの⽣成モデル[8,��
18,��30,��32]��と同様に、私たちの⽅法はジオメトリと外観の情報を解
きほぐすことができます。具体的には、⼊⼒ラベル��マップがジオメト
リ情報をキャプチャし、ランダムにサンプリングされた潜在コードが
外観を制御します。スタイル操作の結果を図11に⽰します。ジオメト
リ��スタイルと外観スタイルの両⽅を補間することもできます��(図
12�)。これらの結果は、3D��表現のもつれが明確に解消されていること
を⽰しています。

外観外観

5.��ディスカッション
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制限。現在の⽅法には��2��つの⼤きな制限があります。
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まず、主に単⼀のオブジェクト��カテゴリの外観とジオメトリのモデリン
グに焦点を当てています。複数のオブジェクトを含むより複雑なシーン��
データセットにメソッドを拡張することは有望な次のステップですが、
⼀般的なシーンの正規のポーズを定義することは⾃明ではありません。
第��2��に、モデルのトレーニングでは各トレーニング画像に関連付けられ
たカメラ��ポーズが必要ですが、この⽅法では推論時にポーズは必要あり
ません。ポーズ情報が不要になることで、適⽤範囲がさらに広がります。

任意の視点を与えられた画像。私たちのモデルは、3D��ラベルで神経場を
増強し、すべての��3D��ポイントにラベル、⾊、および密度を割り当て、画像
とピクセル整列ラベル��マップの同時レンダリングを可能にします。学習
した��3Dラベルにより、インタラクティブな��3D��クロスビュー編集がさら
に可能になります。
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条件なしD��12.02��0.004��0.37��(0.47)��0.82��(0.80)

FID↓KID↓mIoU↑
タイプマスク

SHAPNET-CAR��FID��↓��KID��↓��SG��ダイバーシティ��↑��mIoU��↑��acc��↑

表��5.��Seg2car��の評価。この⽅法をPix2NeRF��[6]��と⽐較します。私たちのものは、すべ
ての指標でより優れたパフォーマンスを発揮します。

0.58��0.880.14

0.24��0.590.08

Seg2Car

9.35��0.004

ACC��↑

画像Dなし

ピクセルアラインなしD��11.94��0.003��0.41��(0.40)��0.82��(0.81)

11.54��0.003��0.51��(0.52)��0.90��(0.88)��15.32��

0.006��0.51��(0.52)��0.89��(0.85)

PIX2NERF��25.86��0.018
追加の実験結果、実装の詳細、および私たちの仕事の社会的影

響を含めます。ホームページもご覧くださいインタラクティブな編
集のデモ��ビデオと追加の視覚効果については、こちらをご覧くだ
さい。

弁別器の設計の有効性を検証するために、表��4��に��3��つのアブレー
ション実験を紹介します。画像弁別器が画質の向上に役⽴つこと
がわかりますが、ピクセル整列条件付き弁別器は整列に重要です。

+E[f(−D( Ic))��+��λ||∇D( Ic)||2�],

exp(xn,c)

ここで、��xn,cはI��+��sの位置nにおけるクラスcのセマンティック��ロジット、��yn,c
は Isの位置nにおけるクラスcのグラウンド��トゥルース確率、��wcは各クラス��c��の重みです。

LGAN(G,��D)��=E[f(D(G(z,^Is))]

トイレログ

正則化。本⽂で述べたように、��[18,��32]に続くGANトレーニングには、⾮飽和損
失[17]と��R1��正則化[39]を使⽤します。具体的には、

クラス��c��のピクセルの数��#��すべて

のピクセルの数
.

弁別器設計に関するアブレーション研究。本書では、RGB��画像とラベル��マップ
を⼊⼒として連結する��Pixel-aligned��Conditional��Discrimina��tor��を紹介し
ます。

トイレ=

より広い影響。私たちの仕事は、初⼼者ユーザーがより簡単に��3D��コンテンツを
作成できるようにします。��3D��出⼒は、写真編集ソフトウェアだけでなく、仮想
現実や拡張現実のアプリケーションでも直接使⽤できます。

クラスバランスクロスエントロピー。本⽂のセクション��3.2��では、2D��セグメンテ
ーション��マップの再構築にクラス��バランス��クロス��エントロピー損失を使⽤す
ることについて⾔及しました。具体的には、

)��=で−

ハイパーパラメータ。エッジ��マップの場合はλc��=��1、��λs��=��5、セグメンテーショ
ン��マップの場合はλs��=��1、��λDc��=��1、��λDs��=��0.1、およびλCVC��=��0.1。��32��のバ
ッチ��サイズを使⽤します。

ここで、��Gはジェネレータ、��Dはディスクリミネータ、��f(u)��=��−��log(1��+��
exp(−u))、λ��=��0.5��です。

exp(xn,i)

アライメント品質

私たちのもの

品質 アライメント

私たちのもの

表��4.ディスクリミネーターの設計に関するアブレーション研究。弁別器の設
計の有効性を検証するために、3��つのアブレーション実験を紹介します。��(2)
条件Dがない場合、条件付き弁別⼦を削除し、画像弁別⼦のみを保持しま
す。��(3)��PIXEL-ALIGN��D��を使⽤しない場合、両⽅の弁別⼦を保持しますが、
条件付き弁別⼦は⼊⼒の⼀部としてカラー画像を連結しなくなりました。当
社の画像弁別器は画質を向上させ、ピクセル整列条件付き弁別器は整列を
保証します。

そのため、トレーニング��セット内のクラスの逆頻度に基づいてwcを計算しま
す。

図15��は、マルチビューの⼀貫性を評価するSoFGAN��[�11]と我 の々⽅法を
⽐較しています。また、図��16��に、ユーザー⼊⼒のエラーを修正するメソッドの
機能も⽰します。

私たちの場合、⽪膚と髪が他のクラスよりも多くの領域をカバーしているた
め、2D��セグメンテーション��マップのバランスが崩れています。

Seg2catのクロスビュー編集。メイン��ペーパーのedge2car��編集例に加えて、
図13でセグメンテーション��マップの編集可能性を紹介します。編集されたセグ
メンテーション��マップは、⼊⼒セグメンテーション��マップと同じ視点からのも
のである必要はありません。

データ駆動型の��2D��および��3D��顔合成に関する最近の研究と同様に、基礎

となるデータセットの偏りに悩まされています。

A.��追加の実験

B.��実装の詳細

付録

C.��ディスカッションSeg2Car��での評価。��DatasetGAN��[76]��からセグメンテーション��モデ
ルを取得する追加の⾮顔データセット��Seg2Carでメソッドを評価しま
す。図14と表5に視覚的な結果と評価結果を⽰します。

C��
i=1

Ls(�^Is,��I��+ で、c。

C

c=1
s
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既存資産の使⽤。��CelebAMask-HQ��データセット[33]��を使⽤します。��
CelebA��データセットは、⾮営利の研究⽬的でのみ利⽤できます。��CelebA��
データセットのすべての画像は、インターネットから取得されます。顔のア
イデンティティは、研究⽬的でのみ要求に応じて公開されます。��CelebAの
ウェブサイトを⾒る詳細については。また、AFHQ��Cat��データセット[14]��も
使⽤します。このデータセットはクリエイティブ��コモンズ��ライセンスの下に
あります。私たちの仕事も

図��15.マルチビューの⼀貫性。マルチビューの⼀貫性に関して、我 の々⽅法
をSoFGAN��[11]と⽐較します。��SoF��GAN��はさまざまな視点から画像を⽣
成できますが、その⽅法は視点間で顔のアイデンティティをシフトします。
対照的に、私たちの⽅法はアイデンティティをよりよく保持します。

GT��ビュー ノベルビュー

⼊⼒セグメント��マップ

⼊⼒

99.97%。

ない 完了

出⼒セグメントマップ出⼒イメージ

⽬と眉⽑ ⽬と眉⽑

⼊⼒セグメント��マップ

いくつかのコードベースに触発されました。��StyleNeRF��コードベース[18]��は、��
Creative��Common��ライセンスの下にあります。��StyleGAN2��コードベース[32]は、
Nvidia��ソース��コード��ライセンスの下にあります。��EG3D��コードベース[8]は、Nvidia��
ソース��コード��ライセンスの下にあります。

私たちのモデルは、条件付き⼊⼒として使⽤できるセグメンテーション��
マスクを提供するため、CelebAMask-HQ��データセットでトレーニング
されています。データセットの偏りを減らすために、将来の⽅向性の��1��
つは、事前にトレーニングされた顔パーサーを使⽤して、より多様なデ
ータセットでモデルを実⾏することです。私たちの作業では、制御可能
な��3D��コンテンツの⽣成が可能ですが、⽣成されたコンテンツが誤⽤さ
れる可能性があります。実際の写真から⽣成されたコンテンツを識別す
る試みとして、⽣成された結果に対してフォレンジック検出器[67]を実
⾏し、⽣成された画像を89.77%の精度で検出できることを発⾒しまし
た。

出⼒セグメント�� マップ

出⼒画像

私たちのもの

ソフガン

マルチビュー⽣成

RGB��&��Seg��マップの

編集済みセグメント��マップ⼊⼒セグメント��マップ

顔のピクセル

RGB��&��Seg��マップの

⼀部消去

マルチビュー⽣成

図��13.��Seg2cat��のクロスビュー編集。��3D��表現は、⼊⼒セグ��マップとは異なる視点から編集できます。

図��16.��モデルはユーザー⼊⼒を学習した多様体に射影します。ユーザー⼊⼒に
エラーが含まれていても、私たちのモデルはそれらを修正できます。たとえば、
⽋けている⽬や眉を完成させることができます。

図��14.��Seg2Car��の視覚的な結果。
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