
5．空間表現メディアの研究

2018年12月、世界に先駆けて8Kスーパーハイビジョン（SHV）の本放送が開始された。8K SHVは、
ハイビジョンの16倍の画素数を有する超高精細な映像に加えて、高ダイナミックレンジ、広色域再現
などを特徴とする究極のテレビである。テレビは２次元映像によるサービスの「高品質化」と「高機
能化」の方向で進化してきた。高品質化は、白黒からカラー、ハイビジョン、8K SHVへの進化であ
り、高機能化は、文字多重放送から、データ放送、ハイブリッドキャストへの進化である。しかしな
がら、スマートフォンやタブレットなどさまざまな電子デバイスの進展の状況をみると、番組やコン
テンツの楽しみ方も多様化していくと考えられる。そこで、これまでの「高品質化」、「高機能化」と
いう進化に「表現空間の拡張」という新しい進化の方向性を加えて、３次元（3D）テレビやAR（拡
張現実）、VR（バーチャルリアリティー）などの空間表現メディアによる多様なコンテンツやサービ
スの実現を目指す研究を進めた。

3D映像の研究は1960年代から立体視等の基礎研究を中心に進めてきた。1980年代には立体ハイビ
ジョン（ハイビジョンをベースにした２眼立体方式）の研究開発、1990年代には、将来の放送への利
用を目指す3Dテレビとして空間像再生方式の3D映像の研究を開始し、現在に至っている。空間像再
生方式は、空間に光学像を再生することで、特別なめがねが不要で、見る位置に応じた自然な3D映
像を観視可能にする方式である。当初は、基本原理の検証を中心に研究していたが、2010年度以降、
実現に向けた研究フェーズに入り、認知科学の観点から3D映像観視時の視覚機能への影響や3D映像
表示の効用・奥行き圧縮表現技術などの研究、3D映像の撮像、表示の高品質化や3D映像の符号化の
研究、3D映像に特化した表示デバイスの研究開発を実施した。

AR/VR技術はヘッドマウントディスプレーと組み合わせることで、広視野映像表示や、実空間と
仮想物体との合成表示など新たな視聴体験を提供できる。ゲームやシミュレーターなどの分野では多
くの活用実績があるが、放送での活用事例はほとんどない。このため、放送への適用を目指して、
2018年度からAR/VRの研究に着手し、これまでのテレビでは体験できない高い没入感と臨場感を兼
ね備えた視聴体験を提供するサービスイメージの検討を進めた。

〔三科　智之〕

5.1 ３次元映像認知
5.1.1 ３次元映像観視時の視覚認知特性

空間像再生方式の一つであるインテグラル方式によっ
て再現される３次元映像の品質について検討し、眼球の
輻輳・焦点調節応答、および３次元映像の解像度に関す
る実験を行った。また、インテグラル表示の品質に影響
するシステムパラメーターを３次元映像の自然さの観点
から導出する研究を進めた。

（１）輻輳・調節
２眼立体方式では、両眼の輻輳位置（対象物を注視し

たときに 両眼の視線が交わる点）は３次元映像の提示
位置に一致するものの、眼球の焦点調節（以下、調節）
位置はディスプレー面付近に固定されるため、３次元映
像の提示位置とは異なる。この輻輳と調節に生じる矛盾
が、人間の視覚機能に負担を与えると考えられる。一方、
インテグラル方式は被写体からの光線を再現することで
被写体と等価な３次元映像を空中に結像させる方式であ
る。この方式で再生された３次元映像を観察した時、眼

球の調節距離は、原理上、実物を観察した場合と同じよ
うに３次元映像の提示位置に一致すると言われている。
そのため、人間の視覚機能に負担をかけない３次元表示
方式として期待されている。

この原理的な特徴を検証するために、2012年度はイン
テグラル方式による３次元映像を観察した時の主観的な
奥行き知覚の評価実験、および眼球の調節応答の測定実
験を行った。その結果、主観的な奥行き知覚および眼球
の調節応答が３次元映像の奥行き位置に追従することを
示唆するデータが得られた（1）。一方、モノを注視した
時に、視線が注視点に向くように左右の眼球が動くこと
により調節位置も注視点に誘導されることが知られてい
る。この要因を排除するため、2013年度は、インテグラ
ル方式による再生映像を単眼で観察した場合の調節応答
を測定し、単眼視においても奥行き位置の変化に対して
調節が追従する傾向を確認した（2）。さらに、2014年度は、
調節応答と輻輳応答を同時に測定し、実物を観察した場
合と比較した（図5.1）。その結果、インテグラル方式で
は、調節位置と輻輳位置が３次元映像の提示位置に追従
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することを確認するとともに、２眼立体方式に比べて、
実物を観察した場合の調節および輻輳位置に近くなるこ
とを示した（3） 。

また、２次元高精細映像を観察した時の主観的な立体
感と調節位置との関係について研究を進めた。85インチ
8K液晶ディスプレーを表示装置とし、8K映像を観視し
た際の観視者の主観的立体感を連続主観評価により定量
化した。その結果、立体感の強いシーンの特徴として運
動視差などが含まれている事が明らかになり、一部の観
視者では立体感の強いシーンを見ているときに調節反応
が誘導されることを確認した（4）。

この研究は、日浦人誌、矢野澄男、江本正喜、三科智
之、洗井 淳、久富健介、岩舘祐一、小峯一晃が主に担
当した。

（２）システムパラメーター
2015年度からインテグラル表示システムのシステムパ

ラメーター導出に関する研究を行った。インテグラル表
示の品質（３次元映像の奥行再現範囲、解像度、視域）
に影響するシステムパラメーターは、要素画像を表示す
るディスプレーの画素間隔、レンズアレーを構成する微
小レンズの間隔と焦点距離である。本研究では、主観品
質の確保に必要なインテグラル表示のシステムパラメー
ター値の導出を行った。

実験装置として、２眼立体表示と視点位置計測からな
るインテグラル表示シミュレーターを開発した（5）。さ
らに、多様な画面サイズにおいても十分なシミュレー
ション精度（レンダリング速度やぼやけの忠実度）を確
保できるよう、装置の改修を進めたことにより、実際に
インテグラル表示装置を製作することなく、さまざまな
システムパラメーター値による像再生を模擬し、各種条
件下での評価実験を効率的に実施することを可能とした。

３次元映像の評価は、観視環境による影響が予想され

たため、小・中・大画面サイズ（12、55、200インチ）
からなる複数の環境で実施した。特に、タブレットデバ
イス相当となる小画面サイズは、個人視聴が想定できる
ため、個人の視点位置に最適な像再生が可能となる。視
点位置追跡を組み合わせた動的奥行き圧縮技術（6-8）を
導入したことで、視点位置によって観視者が感じる品質
劣化を抑えながら、システムパラメーター値への要求条
件の緩和を可能とした。すべての観視環境において、画
面の縦横比は16：9、視距離は画面高の約1.5倍、最大空
間解像度は30cpdの条件で提示した。視域は、実用的な
利用環境に合わせて、複数人視聴を想定した中・大画面
環境では100°、個人視聴を想定した小画面環境では、
12.8°（観視者の両眼を十分カバーする範囲）とした。

システムパラメーター値の導出は、奥行き表現および
ぼやけ表現に関する評価実験を行い、その結果から必要
な表示性能を実現するための値を算出するという手続き
で行った。すなわち、被写体や空間のひずみなどの奥行
き表現の不自然さが許容される奥行き範囲を測定すると
ともに、その範囲内でシーンを表示したときに、許容さ
れるぼやけ量を測定し、最終的にそのぼやけ量を実現す
るシステムパラメーター値を算出した。中・大画面環境
では、要求される画素間隔が1µm程度と非常に狭くなる
ため、３次元映像の再生方法が微小レンズを用いるイン
テグラル方式の基本原理に従う限り、要求される表示品
質の実現が事実上困難であることが示され、光線制御デ
バイス（5.3.2を参照）や複数プロジェクターによる多
重表示（5.2.2（３ ）を参照）など、別の原理に基づく技
術の導入が必要であることが示唆された。小画面環境に
おいては、視点位置追跡技術の導入によって、必要とさ
れる画素間隔が、実現可能な範囲に収まることを示した。

この研究は、澤畠康仁、宮下山斗、森田寿哉、片山美
和、三科智之、小峯一晃が主に担当した。

〔小峯　一晃、澤畠　康仁〕

5.1.2 ３次元映像の奥行き圧縮技術
インテグラル3D表示やライトフィールドディスプ

レーに代表される空間像再生型3Dディスプレーでは、
特別なメガネを用いることなく、物体がその場にあるか
のような３次元映像の再生が可能である。しかしながら、
装置の光学的制約により、表示可能なシーンの種類には
限りがある。具体的には、品質を損なわずに像を再生で
きる奥行き範囲（奥行き再現範囲）に制限があるため、
風景など深い奥行きのあるシーンを表示すると、ディス
プレー面から手前・奥に離れた位置の再生像がぼやけて
見えてしまう。この奥行き再現範囲は、最新の狭画素間
隔を有する表示デバイスを用いても、最大でも数十cm
程度に限られる。

※ホットミラー：赤外領域の光を反射し、可視光領域を透過するミラー
図5.1　視標観察時の輻輳・調節を測定する実験装置
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そこで、奥行き再現範囲の制約があっても、奥行きの
あるシーンの高品質な像再生を実現する「奥行き圧縮表
現技術」を提案した。本手法は、３次元モデルのジオメ
トリ情報が既知のシーンを想定し、表示シーンの形状を
奥行方向に変形（圧縮）してシーン全体を奥行き再現範
囲内に収める技術であり、ぼやけの少ない高品質な像再
生を実現するものである（図5.2）。この際、人の奥行き
知覚特性を考慮した圧縮を適用することで、自然な像再
生と高い立体感を保った表示が可能である。

シーンの奥行きを圧縮する際、見た目の自然さを保っ
たまま、どの程度にまで圧縮することができるかを調べ
ることを目的とした、主観評価実験を行った。近景から
遠景を含む多様なシーンに対し、観察位置から見てシー
ン前方は低い圧縮率、遠方は高い圧縮率とする、非線形
奥行き圧縮を適用した。その結果元の奥行き範囲が
100mを超えるような３次元空間を、約１mの奥行き範
囲内に圧縮して表現しても、観視者が感じる不自然さは
許容されることが分かった（7）。

さらに高効率な奥行き圧縮の実現を目指し、視点位置
追従型の動的奥行き圧縮を開発した。動的奥行き圧縮は、
観視者の視点位置を追跡し、その位置からディスプレー
を観察したときに、変形が目立たなくなるように、常に
視点位置を中心として、リアルタイムに奥行きを圧縮す
る方式である。本方式を用いて前記と同様の実験を行っ
たところ、約10cmの奥行き再現ができれば、観視者の
感じる不自然さが許容されることが分かった（8）。本方
式は、視点位置追従を伴うため、多人数の観視者に対応
することは難しいが、タブレット型のような小型3D表
示デバイスを想定したときに有効であることを示した。

これらの研究から得られた知見を活用し、複数のスラ
イダーを備えたユーザーインターフェースにより、制作
者の意図に合わせて奥行き圧縮方法の調整が可能な、奥
行き表現調整システムを試作した（図5.3）（9）。奥行き
圧縮における “奥行き表現の調整” は、ディスプレーの

限られた奥行き資源（奥行き再現範囲）を、表示対象
シーンのどの奥行き位置に、どう配分するかを決定する
ことに他ならない。例えば、この調整は、主要な被写体
の奥行きを強調し、背景などの主要でない被写体には奥
行きを配分せずに板状で表示するような、シーンの提示
手法とみなせる。特に、被写体が奥行き方向に大きく移
動するような場合には、本システムのようなシーン（コ
ンテンツ）に応じて、奥行き表現を調整することが、映
像制作の意図を反映するうえで不可欠なものとなる。被
写体の位置に応じたリアルタイムな奥行き調整により、
常時主要な被写体に奥行きを割り当て続けることが可能

図5.3　奥行き表現調整システムの概念図

奥行き再現範囲が限られる 手前・奥の像のぼやけ

奥行き再現範囲にシーンを圧縮 高画質・自然な像再生
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表示

奥 手前

図5.2　奥行き圧縮によるぼやけの画質の改善
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であることを確認した。
この研究は、澤畠康仁、宮下山斗、森田寿哉、小峯一

晃、片山美和が主に担当した。
〔澤畠　康仁〕

5.1.3 ３次元映像の効用評価技術
３次元表示の効果が高い映像サービスを実現するため、

多様な観視環境において３次元表示が効果的となる映像
の特徴を明らかにする研究を2018年度から進めた。その
一環として、据え置き型表示装置とヘッドマウントディ
スプレー（HMD）を用いて３次元映像の視聴によって
生じる印象を評価し、これと映像特徴との関係を検討し
た。

印象の評価にはセマンティックディファレンシャル法
（Semantic Differential Scaling；SD法）を用いた。SD法
は統計的手法により複数の印象評価得点をまとめること
で、評価者のもつ潜在的な印象を抽出する手法である。
例えば「重い」「軽い」のような反対の意味をもつ形容
詞の対を複数用意し、これらに対する評価結果に因子分
析を適用することで映像ごとの潜在的な印象因子の強さ
を推定することができる。映像刺激には３次元モデルを
レンダリングしたCGシーンを用いた（図5.4）。

55インチの据え置き型ディスプレーにおいて、両眼視
差の有無、カメラや被写体の動きの有無が映像の印象に
どのような影響を与えるかについて調べた。その結果、
カメラや被写体の動きがないときには両眼視差によって
臨場感が向上する傾向が示されたが、空間や動きに関連
した印象因子には顕著な両眼視差の影響は見られなかっ
た（10，11）。

HMDによる３次元映像の視聴では、観察者の頭部移
動によって仮想空間内でのカメラの位置や方向を動かす
ことができる。また、据え置き型ディスプレーに比べて
仮想的に広大な視野を実現することができる。これらの
要因と両眼視差の有無が印象に与える効果を調べたとこ
ろ、カメラの移動と両眼視差は印象にはほとんど影響し
なかった。一方で、頭部の回転や移動によって見える範

囲が変化する仮想的な全天周視野の映像が、スクリーン
に投射される映像のように方形領域に切り取られて表示
されると、迫力や空間についての印象が顕著に低減する
傾向を示した（12）。

この研究は、蓼沼 眞・澤畠康仁・原澤賢充・小峯一
晃が主に担当した。

〔原澤　賢充〕

5.2 空間像再生３次元テレビ
5.2.1 撮像技術

（１）レンズアレーベース
自然で見やすい３次元テレビの実現を目指して、空間

像再生型の１つであるインテグラル方式の研究を進めた。
インテグラル方式は、微小レンズで構成されたレンズア
レーを撮像・表示の双方に用いて空間像を再現する方式
である。

特別なめがねが不要で、見る位置に応じた自然な空間
像が表示できるが、良好な画質を得るには大量の情報が
必要となる。そこで2010年度から2011年度には、再生空
間像の品質を高めるために、フル解像度スーパーハイビ
ジョン（SHV）の緑用の素子に画素ずらし方式を適用
した撮像装置を試作した（13）。これにより、要素画像群

（レンズアレーを介して撮影される画像）の精細度が上
がり、再生される空間像の奥行き方向の解像度が向上し
た。また、レンズアレーによって生じる画像の折り返し
を利用して画素ずらし量を検出および調整する手法を開
発した（14）。

上記のSHV映像システムを用いたインテグラル方式
の研究に関しては、一部、独立行政法人情報通信研究機
構の委託研究「多並列・像再生型立体テレビシステムの
研究開発」（2006年度～ 2010年度）で行った。

2012年度から2015年度には、システム全体として、よ
り多画素の情報を取得するため、複数台のカメラで構成
されるカメラアレーとレンズアレーを用いた撮像装置を
開発した。1台のカメラで撮影する場合、レンズアレー
を構成する微小レンズと同じ大きさの要素画像を撮影す
るため、視域（空間像を観ることのできる範囲）はレン
ズアレーを構成する微小レンズの大きさにより制限され
る。開発した撮像装置では、複数のカメラを用いて撮像
できる要素画像に対して、計算機による接合処理を用い
ることで、微小レンズより大きい要素画像を生成した。
これにより、カメラの数を増やすことで、より大きな要
素画像を撮影することができ、その効果として空間像の
視域を広げることができる。64台のハイビジョンカメラ
と、約10万個の微小レンズで構成されるレンズアレーを
用いた撮像装置を試作（図5.5）し、1台のカメラで撮影
する場合に比較して視域を約６倍に拡大できることを確

図5.4　印象評価に用いたCG動画シーンの例

96



認した（15）。
動画像を取得可能な、従来のインテグラル方式の撮像

装置では、レンズアレーにより生成される要素画像群を
撮像素子に投影する際に、カメラレンズを用いていた。
そのため、撮像装置が大きくなることや、カメラレンズ
による解像度の低下や歪

ひずみ

により空間像の画質が劣化する
課題があった。こうした課題を解決するために、カメラ
レンズを使わずに撮像素子とレンズアレーを密着配置し
た小型の撮像装置を開発した（16）。また、多くの要素画
像を取得して空間像を高品質化するため、小さいサイズ
の２枚のレンズアレーをスーパーハイビジョン用の撮像
素子に密着配置し、各々のレンズアレーで得られる情報
を合成処理する小型の撮像装置を開発した（17）。

上記の撮像素子とレンズアレーを密着配置した撮像装
置の研究に関しては、一部、総務省の委託研究「複合撮
像面を用いた空間情報取得システムの研究開発」（2012
年度～ 2014年度）で行った。

以上の研究は、岡野文男、奥井誠人、河北真宏、山下
誉行、洗井 淳、佐々木久幸、船津良平、中村友洋、三
浦雅人、岡市直人、日浦人誌が主に担当した。

（２）イメージベース
空間像の品質を向上させるには高密度な光線の情報取

得技術が必要である。この課題に関して、複数のカメラ
で撮影された多視点映像から空間情報を取得し生成する
技術の開発を進めた。2016年度は１台のカメラと移動ス
テージで構成される撮影装置で、カメラ位置を左右上下
に移動させて空間を伝搬するさまざまな光線を撮影し、
静止画の空間像を表示した。2017年度から2018年度では、
154台（水平14台×垂直11台）のハイビジョンカメラで
構成したイメージベースの撮影システムを開発し（図
5.6）、空間を伝搬する光線を一度に撮影できるようにし
た（18）。このカメラアレーにより撮影した多視点映像を

元に、視点内挿処理を行い３次元表示に必要な多視点映
像を生成した。この視点内挿処理では、多視点映像から
被写体のおおよその奥行きを推定し、撮影映像の画素の
色情報から内挿映像の画素を決定する。この技術により、
約33万画素の３次元映像の撮影と生成を実現した（19）。
2019年度には、カメラアレーを構成するカメラの高解像
度化と複数視点の奥行き距離映像を取得できるデプスカ
メラを融合したカメラシステムを試作した。さらに、カ
メラ間のキャリブレーション手法や高精度な映像補完技
術を開発することで、ハイビジョン解像度の３次元映像
の取得・生成を実現した。

以上の研究は、三科智之、河北真宏、洗井 淳、久富
健介、三浦雅人、佐々木久幸、加納正規、渡邉隼人が主
に担当した。

（３）モデルベース
レンズアレーベース（5.2.1（１ ）を参照）は、比較

的近距離の被写体に対して適した撮像技術であるものの、
遠方の被写体を撮影することが難しいという課題がある。
そこでレンズアレーを用いずに、複数のカメラで撮影し
た多視点映像から被写体の３次元モデル（被写体の幾何
学的な構造や表面の模様に関する情報）を生成し、この
３次元モデルをインテグラル方式の空間像へ変換する手
法の開発を進めた。

2010年度は、多視点ロボットカメラの試作、多視点映
像から被写体の幾何学的な形状モデルを生成する手法の
開発、形状モデルからインテグラル方式の空間像へ変換
する手法の開発を実施した。多視点ロボットカメラは、

レンズアレー カメラアレー

集光レンズ

図5.5　64台のハイビジョンカメラとレンズアレーを用いた 
インテグラル方式の撮像装置

約260cm

約200cm

図5.6　154台のハイビジョンカメラから構成された 
イメージベースの撮影システム
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６台のカメラをそれぞれ電動雲台に搭載し、人が操作す
る１台のマスターカメラにより指定した３次元空間１点
に向けて他のカメラを一斉に方向制御することで、遠方
の被写体の多視点映像をズーム撮影することが可能であ
る（20）。多視点映像から形状モデルを生成する手法は、
信頼度伝搬法を用いており、カメラ間の映像レベル差の
影響を受けにくい利点がある。形状モデルからインテグ
ラル方式の空間像への変換は、斜投影（平行光線を投影
面に傾けて投影する投影法）を用いた手法を開発し
た（21）。斜投影を用いることで、投影に伴う幾何歪

ひずみ

が生
じることなく効率的に変換処理を行うことができる。

2011年度は、約25m遠方の相撲を11台のハイビジョン
カメラで撮影した多視点画像から、その３次元モデルを
生成する手法を開発した（22）。2012年度には、複数の視
点で生成した３次元モデルを要素画像群上で統合する手
法を考案した。複数の視点で生成した３次元モデルの情
報を用いることで、前景に隠れた部分を補うことができ
る（図5.7）（23）。また、2013年度には、多視点映像から
取得した距離推定結果に対して信頼度を評価し、推定エ
ラーが生じていない領域を組み合わせることにより３次
元モデルの生成精度を向上させる手法を開発した（24）。
これにより、多視点ロボットカメラで撮影された多視点
映像から、ズーム、パンフォローなどのカメラワークが
ついたインテグラル方式の空間像を生成することが可能
となった。2015年度には、インテグラル方式の再現領域
における水平・垂直方向の光線を適切な画角で取得する
ために、２次元に配列された多視点カメラを用いた撮影
手法を開発した（25）。2016年度には、７台のカメラを正
六角形の頂点と中央に配置した多視点ロボットカメラを
試作し、３次元モデル生成の対象となる領域を、被写体
の動きに追従して撮影できることを確認した（26）。

また広い視域に対応した撮像方法として、2019年度に、

３台のロボットカメラから構成されるステレオロボット
カメラを３式試作した。これらのステレオロボットカメ
ラを用いて撮影実験を実施し、水平方向に110度の範囲
で被写体の３次元モデルを生成できることを確認した。

多視点映像から被写体の３次元モデルを生成する際、
異なる位置から撮影した映像上で被写体表面の点の対応
付けを行い、三角測量の原理で対象までの距離を求める。
そのため、被写体表面が無地のように特徴点が見つけに
くい場合、映像間で正確な対応付けができず、被写体の
形状を高精度に推定することが難しい。そこで被写体表
面の模様に依存せずに形状を推定するために、2012年度
より、通常の照明と赤外線ドットパターンを被写体に照
射し、これを赤外線カメラとカラーカメラで構成される
カメラアレーで撮影するシステムの開発を進めた。2014
年度には、赤外線映像とカラー映像を１台で同時撮影す
ることができる赤外線カラーカメラを導入して装置を小
型化するとともに、２台の赤外線カラーカメラの間隔を
広げた場合にも被写体の奥行きを安定して推定する手法
を提案した（27）。

以上の研究は、岩舘祐一、三科智之、洗井 淳、片山
美和、久富健介、池谷健佑、加納正規が主に担当した。

〔洗井　淳、河北　真宏〕

5.2.2 表示技術
（１）インテグラル方式

空間像再生型表示の１つであるインテグラル方式は、
微小レンズで構成されたレンズアレーを用いて空間像を
再現する方式である。特別なめがねが不要で、見る位置
に応じた自然な空間像が表示できる。しかし、良好な画
質を得るには高精細な映像システムが必要となる。

2010年度に、表示映像の高画質化を目指して、フル解
像度SHVプロジェクターの緑用の表示素子を時分割で
画素ずらしした16K相当の高精細映像をインテグラル方
式に適用した。これにより要素画像群の精細度が上がり、
レンズアレーより離れた奥行き位置の再生映像の解像度
が向上した（13）。

上記のSHV映像システムを用いたインテグラル方式
の研究は、独立行政法人情報通信研究機構の委託研究

「多並列・像再生型立体テレビシステムの研究開発」
（2006年度～ 2010年度）の研究で実施した。

インテグラル方式で、観察者が移動可能な視域の形状
を任意に設定できれば、より柔軟なディスプレー設計が
可能となる。視域の形状制御を目的として､レンズア
レーを傾けて配置し、個々のレンズに対応する要素画像
の縦と横の比率を変えることで、任意の視域を形成でき
ることを確認した（28）。

また文部科学省の「デジタル・ミュージアムの展開に

上視点

下視点

左視点 右視点

図5.7　カメラ11台の多視点映像から生成したインテグラル方式の空間像
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向けた実証実験システムの研究開発」を受託し、2012年
度には、博物館所蔵品をインテグラル方式で３次元表示
するディスプレーを試作した。

３次元映像の高精細化を目指して、複数の表示デバイ
スを組み合わせたインテグラル方式を検討した。2014年
度は、４台の液晶パネルの映像を、拡大光学系を用いて
継ぎ目なく結合することにより、３次元映像を表示でき
る面積を従来の約４倍に拡大した。2015年度には、より
大型（対角9.6インチ）で高精細な8K相当のDual-Green
方式（１画素内に緑色用のサブ画素を２つ用いる方式）
液晶パネル４台の映像を結合する技術を開発した。拡大
光学系の解像度特性の改善を行うとともに、各拡大像間
に生じる輝度むらの低減技術を構築することで、表示領
域を従来の約４倍に拡大し、約10万画素（水平420×垂
直236画素）の３次元映像表示を実現した（29）。2016年度
から2017年度には、新たにシンプルなレンズ構成の合成
光学系を考案し、拡散板を不要とするとともに、有効視
域角も拡大した（図5.8（a））。試作装置では、1058ppi

（pixel per inch）の高密度な有機ELパネル（（株）半導
体エネルギー研究所製）を用いて画素数を向上した。こ
の試作装置により、従来の約3.2倍の画素数（水平311画
素×垂直175画素）と水平・垂直方向ともに20.6度の視
域角を実現した。また、装置の奥行きも従来の1/2以下
に薄型化した（30）。

３次元映像の高解像度化と広視域化に向けた技術とし
て、複数のプロジェクターを組み合わせた方式の研究を
進めた。2013年度には、小型のプロジェクターを複数組
み合わせて視域を拡大する技術を開発した。４台のプロ
ジェクターで構成された装置を試作し、各プロジェク
ターから投射される映像の歪

ひずみ

を、射影変換とアフィン変
換を用いて補正することで、視域を水平・垂直ともに約
２倍に拡大できることを確認した（31）。2016年度から
2017年度には、複数の高精細プロジェクターを使用し、
３次元映像の解像度の向上と視域角を拡大する方式を開
発した。本方式では、各プロジェクターを最適位置に配
置し、要素画像を平行光として所定の角度でレンズア
レーに重畳投射することで、空間像の解像度特性や視域
角特性を向上できる。６台の4K解像度のプロジェク
ターを用いた装置を試作し（図5.8（b））、正面視点で
約10万画素の解像度と31.5度の水平視域角の３次元映像
表示を実現した（32）｡

以上の研究は、岡野文男、岩舘祐一、奥井誠人、三科
智之、河北真宏、洗井 淳、久富健介、佐々木久幸、三
浦雅人、岡市直人、加納正規、渡邉隼人が主に担当した。

（２）携帯型端末用技術
携帯型端末による３次元映像視聴サービスの実現を目

指して、高密度な画素構造の直視型ディスプレーによる
インテグラル3D映像表示の研究開発を進めた。2016年
度に､高密度な8K直視型パネル（13.3インチ、有機EL
ディスプレー、画素密度664ppi、（株）半導体エネル
ギー研究所製）を３次元映像表示に応用した。この結果、
水平293画素､垂直130画素、視域角32度の３次元映像が
得られ、従来の大きな画素構造の表示デバイスよりも良
好な画質の３次元映像表示を実現した。

個人視聴を想定した携帯型端末用の３次元映像表示技
術として、視点追従型インテグラル3D映像表示の研究
開発を進めた。2018年度は、瞳位置に応じた8K要素画
像群の実時間生成手法、および視点追従型表示に適した
視域形成方法を提案した。1058ppiの高画素密度8K有機
ELディスプレー（（株）半導体エネルギー研究所製）を
用いた装置を試作し、水平視域を従来の約3.3倍、垂直
視域を約6.6倍に拡大した（図5.9）。また、焦点距離の
長いレンズアレーを用いることで、３次元映像を再生す
る光線密度を水平・垂直方向ともに従来の約２倍とし、
映像品質を向上した（33）。

直視型ディスプレーを用いるインテグラル方式では、
ディスプレーのサブ画素構造により色モアレが生じるた
め３次元映像の画質が低下する。2017年度には、複数の
空間像を画面合成することで、色モアレの低減と空間像

高画素密度
ディスプレー

レンズアレー

分割表示された
3次元映像

ベゼルによる
隙間

合成した
3次元映像

画面合成光学系

コリメーターレンズとレンズアレー

プロジェクタアレー

（a）複数の直視型ディスプレーを用いた画面合成方式

（b）複数のプロジェクターを用いた並列投射方式

図5.8　複数の表示デバイスを用いた３次元映像表示
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の解像度を向上する方法を提案した。３台の３次元映像
表示装置を光学的に合成した試作機器により、色モアレ
の低減を確認した（34）。2018年度は、要素画像群を時分
割で光学的に画素ずらしを行うことで、単一の表示装置
で色モアレを低減する方法を提案した。実験の結果、色
モアレの強度を従来の66％に低減できることを確認し
た（35）。2019年度には、色モアレの低減技術を進め、２
式のウォブリング光学素子を用いて要素画像群を時分割
で４回画素ずらしする装置を開発した。実験では、ベイ
ヤ配列の画素構造を持つ液晶ディスプレーとレンズア
レーで構成される表示装置に、偏光回折素子と偏光制御
素子で構成されたウォブリング光学素子を２式組み合わ
せた。この方式により、ベイヤ配列の画素構造にあわせ
て要素画像群を４回画素ずらしすることで色モアレの強
度を25％に低減できた。また、この方法では画素数を約
４倍に増加できるため、レンズアレー面から離れた奥行
き位置の３次元映像の解像度特性も向上できた。

2018年度には、３次元映像の画質と表示機能の向上を
目指し、レンズアレーの代わりに点光源アレーをバック
ライトに用いる表示方式を開発した。点光源アレーから

の光線方向を時分割で切替えることで水平視域角を約２
倍に向上できた（36）。また、部分的に拡散処理を施した
ガラス板をバックライト光学系内に用いることで、２次
元画像と３次元画像を切替え表示（2D/3D切替表示）
できることを実験で示した（36）。2019年度には、偏光回
折レンズアレーを用いて、よりシンプルな光学系で
2D/3D切替表示できる方式を提案した。入力光の偏光
状態を制御することで偏光回折レンズアレーの焦点距離
を切替えて、透過光と拡散光のバックライトを選択的に
切替えることで、2D/3D切替表示を可能とした。

携帯型端末用３次元映像のアプリケーションの検討と
して2018年度に、光学系で３次元映像を空中に表示する
テーブル型とスマートフォン型のインテグラル3Dディ
スプレーを試作した。また、２次元テレビの映像に連携
した３次元映像を3Dディスプレーに配信・表示するア
プリケーションや、インタラクティブな操作で３次元映
像を視聴するシステムを試作し、技研公開等で展示した。

以上の研究は、三科智之、洗井 淳、河北真宏、久富
健介、佐々木久幸、三浦雅人、岡市直人、加納正規、渡
邉隼人、日浦人誌が主に担当した。

（３）アクティナビジョン
高精細な３次元映像の表示技術を目指して、複数プロ

ジェクターと特殊な拡散スクリーンを用いたアクティナ
ビジョン方式を提案した。本方式では、複数のプロジェ
クターを配置して高密度な多視点映像を再生し、光学系
を通じて表示スクリーンに重畳投射することで高精細な
３次元映像を表示する（図5.10（a））。表示スクリーン
の拡散特性を投射する光線間の角度に合わせることで光
線間の光のクロストークを低減し、奥行きの深い３次元
映像を表示可能とした。また本方式では、表示される３

上端（＋3.6°） 上端（＋23.8°）

下端（－3.6°）

左端（－12.2°） 右端（＋12.2°） 下端（－40.7°） 下端（＋40.7°）

下端（－23.8°）

（a）システム構成

（b）視点追従がない場合 （c）視点追従がある場合の３次元映像の視域角度

図5.9　視点追従型インテグラル3Dディスプレー

瞳位置検出装置

観察者の映像

要素画像群
高速生成装置 高画素密度ディスプレー
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次元映像の解像度は多視点映像の解像度と等しくなるた
め、多視点映像の解像度を向上することで、３次元映像
の解像度を比較的容易に向上できる。2018年度には、
4Kプロジェクター 14台と表示光学系により構成した試
作機により、従来の試作システムの約３倍の33万画素の
３次元映像の表示を実現した（37）（図5.10（b））。2019年
度には、時分割で光線をシフトさせ等価的に光線数を増
加する時分割光線多重方式を提案し、表示映像の解像度
特性の向上効果を実験で検証した（38）。時分割で光線を
４多重する技術を開発し、120Hz 8Kプロジェクターを
用いた表示装置を試作することで、ハイビジョン解像度
相当の３次元映像表示を可能とした（39）。

以上の研究は、河北真宏、佐々木久幸、岡市直人、加
納正規、渡邉隼人、大村拓也が主に担当した。

〔河北　真宏〕

5.2.3 符号化技術
将来の３次元テレビ放送の実現に向けて３次元映像符

号化技術の研究を進めた。2013年度に、MPEG-FTV
（Free-viewpoint Television）アドホックグループの活

動が始まるのに合わせて、インテグラル方式の符号化技
術に関する基礎検討と標準化活動への参加を開始した。

2014年度から2016年度には、インテグラル方式に既存
の映像符号化方式を適用し、圧縮効率に関して基礎検討
を行った。静止画像を用いた実験の結果、要素画像に既
存の符号化方式であるHEVC（High Efficiency Video 
Coding）を直接適用するよりも、要素画像群から多視
点画像へ変換し、多視点画像にMV-HEVC（Multi View 
High Efficiency Video Coding）を適用するほうが圧縮
効率を上げられることが分かった（40）。さらに、要素画
像群から多視点画像への変換時、要素画像群のピッチが
画素の整数倍となる画像変換技術を適用することで、圧
縮効率を向上させた（41）。また、実写の動画像の場合も、
要素画像群にHEVCを適用するよりも、要素画像を多視
点画像に変換後に、多視点符号化方式である3D-HEVC
を適用する方式が、高い圧縮効率が得られることを明ら
かにした（42）。

2017年度から、３次元映像を少ない映像情報量で統
一的に表現する3Dフォーマットの検討を開始した。イ
ンテグラル3D表示に必要な情報量を調べるために、視
点数と表示映像の画質との関係を求めた。実験では、
多視点画像から奥行き画像を生成し視点数を削減して
3D-HEVCで符号化した。信号を復号後に、３次元表示
に必要な視点数を補間生成して、表示した３次元映像
の画質を主観評価した。実験により、視点数を484視点
から奥行き画像を付加した16視点に削減しても、許容
画質の３次元映像が得られることを明らかにした

（図5.11）（43）。動画像の符号化においては、さらに視点
数を半分に間引くとともに、前後のフレーム間で異なる
視点位置の画像を符号化することで、伝送データ量を約
３割削減できることを実験で示した。

2019年度には、3Dフォーマットの検討を進め、奥行
き画像付きの多視点画像を、奥行き方向のレイヤ画像形
式に変換する方法を検討した（44）。また、インテグラル
方式で表示される３次元映像の解像度特性を考慮して、

複数のプロジェクター 3次元映像表示

多視点映像群 表示光学系

光線を再生

　　表示スクリーン
　　（最適に光を拡散）

上視点

下視点

左視点 右視点

（b）表示映像の各視点からの観察画像
図5.10　アクティナビジョン

（a）構成図
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奥行き位置に応じて符号化時の量子化パラメータを制御
する奥行き別符号化方式を提案した。実験により、レン
ズアレー面から離れた奥行きのある３次元映像について
は、レンズアレー面付近の映像に対して、データ量を低
減できることを示した。

以上の研究は、三科智之､河北真宏､洗井淳､片山美和､
原一宏、加納正規が主に担当した。

〔片山　美和〕

5.3 ３次元映像表示デバイス
5.3.1 空間光変調デバイス

（１）スピン光変調デバイス
自然な３次元映像を表示することができる電子ホログ

ラフィーの実現を目指し、高密度な表示デバイスの研究
に取り組んだ。30度以上の広い視域で３次元映像を表示
するためには、1µm以下の微細な画素ピッチで構成され
る空間光変調器（SLM: Spatial Light Modulator）の開
発が必要である。そのため、微小な磁性体を用いた独自
のスピン光変調デバイスを提案した。スピン光変調デバ
イスは、磁性体の磁化の向き（磁化方向）に応じて反射
光の偏光面が回転する現象（磁気光学効果）を利用した
光変調素子である。素子に流す電流の向きを変えること
で、磁化方向を上向き、および下向きに制御することが
可能である。この微小な素子を１つの画素として２次元
アレー状に並べ、電場の振幅方向が一定である直線偏光
を照射すると、電気的な画素の制御により、回折光の空
間的な分布を変調可能なSLMとして機能する。

2010年度は、磁化固定層（磁性体）／金属中間層（非
磁性体）／光変調層（磁性体）の3層構造から成るGMR

（Giant Magneto-resistance）型スピン光変調素子の開発
を進めた。金属磁性体のガドリニウム鉄（Gd-Fe）合金

を光変調層とする100nm×280nmサイズの素子を作製し、
膜厚方向にパルス電流を流すことで、光変調層の磁化反
転 に よ る 明 暗（ON/OFF） 動 作 の 実 証 に 成 功 し た。
2011年度には、ガドリニウム鉄合金の組成（ガドリニウ
ムと鉄の含有率）を調整し、駆動電流を1/3へと大幅に
低減した（45）。2012年度は、GMR型スピン光変調素子を
画素とする１×10画素の１次元アレーを試作し、画素を
個別に制御できることを確認した（46）。

一方で、スピン光変調素子の更なる低電流化を目指し、
金属中間層に極薄絶縁層を適用したトンネル磁気抵抗効
果（TMR: Tunnel Magneto-resistance）型スピン光変
調素子の研究に着手した。2013年度に、ガドリニウム鉄
合金を光変調層とし、酸化マグネシウム絶縁層を用いた
TMR型スピン光変調素子を開発し、従来のGMR型スピ
ン光変調素子に比べて1/10以下の低電流駆動に成功し
た（47）。さらに、超多画素化に向け、画素ごとにソース、
ゲート、およびドレインから構成される画素選択トラン
ジ ス タ ー を 搭 載 し た ア ク テ ィ ブ マ ト リ ク ス（AM: 
Active Matrix）駆動方式のバックプレーン（5µm×
10µmピッチ）を設計・作製した。2014年度には、この
バックプレーン上にTMR型スピン光変調素子を１つの
画素として形成し、外部から正と負のパルス電流を流す
ことで、任意の画素を白／黒で表示することに成功し
た（48）。2015年度は、第２次試作として2µm×2µmピッ
チの高密度なAM駆動バックプレーンを設計・作製した。
画素数は、100×100および1k×1kの２種類とした。また、
１つの入力端子で10 ～ 100行の画素を選択できる外部駆
動装置も開発した。2016年度には、第２次試作バックプ
レーンの上に500nm×500nmサイズのTMR型素子を搭
載したスピンSLM（図5.12）を開発し、100×100画素
から成る画像パターン「イ」などの２次元表示に成功し

図5.11　多視点画像数と３次元画像の画質の関係を求めた主観評価実験結果
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た（49）（図5.13）。2017年度には1k×1k画素のスピンSLM
を開発し、市松模様などの画像表示に成功した。

また、画素ピッチ1µm×2µmの高密度化に向け、更な
る低電流で駆動可能な新構造素子の研究を進めた。微小
な磁性体（光変調層）の面内方向に電流を流すことで、
100nm幅の超微細ナノマグネット（図5.14に示した
NM1またはNM2）からの漏れ磁界によって生じた初期
磁区（磁化方向が同一の領域）が拡大または縮小し、磁
化方向を反転できる磁壁移動型スピン光変調素子を独自
に提案した。

2018年度には、磁壁移動型スピン光変調素子の光変調
層に用いるガドリニウム鉄合金の材料組成を見直し、±
0.8mAのパルス電流で駆動できる素子を開発した（50）

（図5.14）。これは、更に高密度な画素ピッチ1µm×2µm
のAM駆動バックプレーン上で十分に動作可能な駆動電
流である。2019年度には、磁壁移動型素子のアレー化に
向けた検討として、パッシブ駆動方式の1µmピッチ高密
度１次元アレーを試作し、電流駆動による光変調動作に
成功した（51）。

また、2016年度より電圧印加により光変調可能なスピ
ン光変調素子の研究も進めた。従来のTMR型素子を基
本構造とし、絶縁層を厚くして電流がほとんど流れない
素子を試作した。ガドリニウム鉄光変調層（厚さ9nm）
と酸化マグネシウム絶縁層（厚さ3nm）との間に、ガド
リニウム（厚さ0.2nm）とコバルト鉄（厚さ0.3nm）を
積層した極薄層を挿入した膜構造とすることで、従来の
限界とされてきた値の数倍以上も厚いガドリニウム鉄光
変調層の磁気異方性制御を実現した。これにより、適切

な一方向の外部磁界のもとで、光変調層の磁化状態を正
電圧で垂直方向に、負電圧で面内方向にそれぞれ制御し、
電圧印加による光変調動作を実証した（52）。

一方、スピン光変調デバイスによる３次元映像表示の
原理検証を行うため、スピン光変調素子と同一の膜構造
から成る２次元の固定パターンホログラム（磁性ホログ
ラム）を設計・試作し、ホログラフィー表示実験を進め
た（53）。2014年度には、画素ピッチ1µm、画素数10k×
10kの磁性ホログラムを試作し、36度の広視域３次元映
像の再生と、外部磁界印加による再生映像のON ／
OFF表示を実証した（54）。2017年度には、透明電極層か
ら成る磁気光学エンハンス層を上部に形成した磁性ホロ
グラム（画素ピッチ1µm、画素数20k×20k）を作製し、
透明電極層の厚さが70nmの時に、３次元映像の光強度
を従来の３倍程度に改善できることを示した（55）。

なお、スピン光変調デバイスの研究の一部は、国立研
究開発法人情報通信研究機構の委託研究「革新的な三次
元映像技術による超臨場感コミュニケーション技術の研
究開発（2010年度～ 2016年度）」を受託して実施した。

この研究は、清水直樹、菊池 宏、久我 淳、青島賢一、
町田賢司、船橋信彦、加藤大典、金城秀和、東田 諒、
三科智之、山本敏裕、薄井武順が主に担当した。

（２）狭ピッチ液晶デバイス
液晶空間光変調器（液晶SLM）では、画素の高密度

化により、隣接画素間の電界クロストークが増大し、コ
ントラスト比が低下するという課題がある。この課題の
解決に向け、2016年度より液晶デバイスの高密度化の研
究に着手し、画素間クロストークやコントラスト比低下
の抑制手段として、液晶層厚の薄層化が有効であること
を明らかにした（56）。2018年度には、画素に正または負
の電圧を印加して画素のON ／ OFF表示を行う、強誘
電性液晶を用いた高密度１次元液晶デバイスを試作した。
一般に用いられるネマティック液晶に比べて、高いコン

図5.12　TMR型光変調素子を搭載したスピンSLMの概要

図5.13　開発したTMR型スピンSLM
（画素ピッチ2µm×2µm、画素数100×100）
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トラスト比が得られることを確認した（57）。これは、隣
接画素間に逆極性の電圧が印加されることで、画素と画
素の間に対称的な分布の電界が形成されることに起因す
る。2019年度には、上層の電極に開口部を形成した独自
の2層構造電極から成る２次元固定パターン液晶デバイ
スを提案した。これにより、高密度のAM駆動バックプ
レーンを用いることなく、２次元液晶の光学特性を評価
することが可能となった。強誘電性液晶を用いた、画素
ピッチ1µm×1µmのデバイスを設計・試作し、高密度な
２次元パターンの表示を実証した（58）。

この研究は、菊池 宏、青島賢一、町田賢司、金城秀
和、麻生慎太郎、吉野数馬、柴崎純一が主に担当した。

〔町田　賢司〕

5.3.2 光線制御デバイス
（１） 指向性発光素子

2011年度より、レンズアレーを用いない空間像再生型
の３次元ディスプレーへの応用を目指し、出射光に指向
性をもたせた発光素子（指向性発光素子）の研究に着手
した。指向性発光素子は表面の微細な構造物により光を
分割して出力する素子であり、複数の出力光による干渉
により、特定方向に出射する光線（光ビーム）が形成さ
れることを基本動作原理とする。３次元ディスプレーに
応用するためには、微細な指向性発光素子から、明瞭な
光ビームを斜め方向に出射させることが必要である。

2012年度には、発光素子の表面にサブミクロンサイズ
の誘電体構造物を配置することで、光ビームが出射され
ることを見出した。構造物を形成した指向性発光素子の
設計指針を理論的に明らかにするとともに、光ビームの
出射方向制御について３次元シミュレーションにより検
証した（59）。2013年度には、指向性発光素子から明瞭な
光ビームを得るために、サイドビーム（目的の方向以外
に出射される光ビーム）の光強度を20%に抑圧できる素
子構造を提案した（60）。2014年度には、金属遮光膜を用
いた迷光（微細構造物を通過しない漏れ光）の除去によ
り光ビームを明瞭化できることを見出し、斜め方向へ出
射する指向性発光素子の基本原理と光線を得るための構
造最適化の効果を、シミュレーションと試作した素子に
より検証した（61）。

この研究は、岡本信治、斎藤信雄、清水直樹、菊池 
宏、本山 靖、田中 克、石井啓二、平野芳邦が主に担当
した。

（２） 光フェーズドアレー
さまざまな方向に向かう光線によって空間像を再生す

る光線再生方式の３次元ディスプレーでは、奥行き再現
性能が光線の数に依存する。そのため、角度の異なる多
くの光線を高速に切り替えて時分割表示することにより、
飛躍的な性能向上が期待できる。2014年度より、光ビー
ムの進行方向（偏向）と形状を高速に制御可能な光偏向

図5.14　磁壁移動型光変調素子の光変調動作

（b）左から右へ電流を流した後
の磁化状態（断面模式図）

（a）右から左へ電流を流した後
の磁化状態（断面模式図）
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デバイスの研究を開始した。光偏向デバイスを３次元
ディスプレーの各画素に適用することで、レンズアレー
を用いることなく、角度の異なる光線を時分割で出射す
ることが可能となるため、３次元ディスプレーの性能を
大幅に向上できる。

光偏向デバイスの基本構造を検討し、電気的に出射光
を制御できる、光導波路を用いた光フェーズドアレー

（OPA: Optical Phased Array）に着目した。OPAは複
数の光導波路（チャンネル）で構成され、各チャンネル
に印加された電圧により光導波路に屈折率変化が生じて
各チャンネルを伝搬する光の位相が変化するため、出力
光ビームの偏向と形状を自在に制御することができる。
光導波路の材料には、超高速の屈折率変化を示す電気光
学（EO：Electro-Optic）ポリマーを用いた。2015年度
より８本のチャンネルから成る基本デバイスの動作解析
を行い、ビーム伝搬法を用いてチャンネルの最適な数や
ピッチ、位相条件などを求めた。この解析結果に基づき、
2016年度にはEOポリマーを用いたOPAを設計・試作し、
電圧制御による出力光ビームの偏向動作を検証した（62）。

2017年度は、素子の作製工程で必要となるポーリング
処理を工夫することにより、素子のEO係数が改善され、
位相制御性能が飛躍的に向上した。ポーリング処理は、
高温に加熱したEOポリマーに対し、高電界を印加する
ことでEOポリマーの分極の向きをそろえる技術である。
その結果、出力チャンネルピッチ10µmで設計・試作し
たOPAにおいて、±3.2度の光偏向動作と電圧による位
相変化の線形性を実証した（63，64）。2018年度には、屈折
率が大きく異なる２種類の材料を光導波路に用いてチャ
ンネル間のクロストークを低減した。これにより、
OPAの出力チャンネルを4µmにまで狭ピッチ化するこ
とが可能となり、22.1度の光偏向動作に成功した。さら

に、OPAの最適なレイアウト設計により、光導波路の
湾曲部や分岐部などで生じる光の損失を抑制し、光ビー
ムパターンの不要な成分を大幅に低減した（65）。その結
果、試作したOPAにおける光ビーム強度のピーク値が
増大し、200kHzの高速光ビーム走査にも成功した（66）

（図5.15）。
2019年度は、OPA作製時に生じた精度誤差などにより、

チャンネル間に位相のばらつきが発生する課題に対して、
光強度分布の最適化に基づく位相補償技術を適用した。
これにより、光ビームのリップル成分（不要な干渉光）
が抑制され、2MHzの高速光ビーム走査の実証に成功し
た（67）。また、OPAのいずれか１チャンネルを通過する
光の位相を４回ずらして出射した光ビームパターンから、
各チャンネルの位相を算出する手法（位相シフトデジタ
ルホログラフィーによる位相補償）を開発した。これに
より、チャンネル数が増加しても、短時間で精密に位相
補償できることを実証した（68）（図5.16）。

EOポリマーを用いたOPAの試作は、国立研究開発法
人情報通信研究機構（NICT）と共同で行った。

この研究は、菊池 宏、本山 靖、田中 克、町田賢司、

図5.15　光フェーズドアレー動作検証実験の構成

+θ

-θ

0°

（a）光ビームパターン （b）検出光（0°方向）の時間変化

（c）光ビーム走査測定系

電圧制御

入力光

光検出器
OPA

5µs
検出光

制御電圧

22.1°

0°
°

偏向角度0°

偏向角度_最大

（a）位相補償なし （b）位相補償あり

図5.16　光フェーズドアレー位相補償技術の効果
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平野芳邦、三浦雅人、宮本裕司が主に担当した。
〔平野　芳邦〕

5.4 AR/VR
AR（拡張現実）やVR（バーチャルリアリティー）に

関する研究を2018年度新たに立ち上げ、ARやVR技術を
活用して視聴者に新しいユーザー体験をもたらすサービ
スイメージの検討を開始した。既存の技術を組み合わせ
て新たな視聴体験を提供する「By AR/VR」サービス
と、AR/VR分野でこれまでに導入されていない技術や
新たに開発した技術を実装して新たな視聴体験を提供す
る「For AR/VR」サービスの２つのアプローチによる
サービスを検討した。また、AR技術を活用して、テレ
ビに映っている世界があたかも画面手前の空間とつな
がっているかのような映像体験を提供する「Augmented 
TV」を開発した。

〔半田　拓也〕

5.4.1 By AR/VRサービス
By AR/VRサービスとしては、2018年度は、２次元映

像をARやVRの３次元バーチャル空間に提示する場合に、
どのように提示すべきかを検討した。ARグラスの利用
を想定した２次元映像の利用形態や提示サイズ、座標系
を整理した上で、座標系は（a）世界座標系、（b）周囲
環境座標系、（c）対象物座標系、（d）手首座標系、（e）
頭部座標系、（f）胴体座標系の６種類に分類し（図
5.17）、それぞれの利用形態にふさわしい座標系を提案
した（表5.1）。

また、アルファー（不透明度）チャンネル付き全天球
映像に注目し、２次元映像から提示すべき被写体を切り

抜き、フレームレスで３次元空間に提示する方法を提案
した。さらに、アルファーチャンネル付き全天球映像の
半径をカメラから被写体までの距離に応じて変化させる
ことで、被写体映像を視差付きで提示する方法を考案し
た（69）。

2019年度は、AR技術を活用した新しいテレビ視聴サー
ビスのコンセプトとして、あたかもテレビ画面から出て
きたかのような出演者を身近に感じながら、離れた場所
にいる家族や友人と一緒にテレビを視聴する空間共有
サービスを検討した。ARグラスやタブレット型端末な
どを通して見る空間に、出演者や別の場所の家族・友人、
過去の自分の３次元映像が等身大で合成表示され、時空
間を超えて出演者や家族・友人と空間を共有しながらテ
レビを視聴するスタイルを提案し、NHK技研公開2019

（d）手首座標系 （f）胴体座標系（e）頭部座標系

（a）世界座標系 （c）対象物座標系（b）周囲環境座標系

図5.17　利用形態に合わせた座標系

表5.1　利用形態の分類と理想的な表示サイズ・座標系

視聴体験の例 利用形態の 
分類

想定される 
理想的な 
座標系

サイズ※

番組使用、 
ゲーム

映像に集中して楽
しむ

世界/周囲環境/ 
頭部 小～大～ 360

情報検索、 
マニュアル・ 
レシピ参照

何かを参照する 世界/周囲環境/ 
対象物/手首/頭部 小

SNS、メール プライベートな情
報を扱う

周囲環境/手首/ 
頭部 小

ビデオチャット、
VRコミュニケー
ション

表情やアバターを
見る

世界/周囲環境/ 
手首/頭部 小～大～ 360

看板、広告 サイネージ 世界/周囲環境/ 
対象物 小～大

ペット、 
パートナー バーチャル生物 頭部/胴体 

（ゆるい追随） 小

※ サイズのイメージは、小：スマホ～タブレット画面、 
大：テレビ画面、360：全天球映像
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やIBC2019などでデモ展示した（70）（図5.18）。
出演者等がリビングに来る視聴スタイルでの空間共有

サービスのほか、同じ空間にいる家族や友人とともに
バーチャル空間に行き、全天球映像を共有する視聴スタ
イルも提案した。ステレオカメラを前面に設置したヘッ
ドマウントディスプレー（HMD）を用いて、自分の近
くの人物や物体はステレオカメラ映像を切り出して表示
し、それ以外の部分に全天球映像を表示する拡張VR技
術を活用して、隣の人や回りの物体とのインタラクショ
ンをしながら全天球映像を視聴できるシステムを試作し
た（図5.19）（71）。

また、空間共有サービスを実現するために、バーチャ
ルな人物をどこに表示するとコミュニケーションに効果
的かを検討する目的で、視聴位置と空間の共有感に関す
る視聴実態調査を行った。その結果、視聴位置の前後関
係が一緒に見ているという認識に影響を及ぼす可能性が
示唆された（72）。

この研究は、久富健介、半田拓也、小出大一、川喜田
裕之、吉野数馬が主に担当した。

〔半田　拓也〕
5.4.2 For AR/VRサービス

2018年度は、現行テレビに存在する画面の枠にとらわ

れず、視聴者が見たい方向の映像を視聴することができ、
現行テレビでは体験できない高い没入感と臨場感を兼ね
備えた視聴体験を実現できる、高精細なVR映像を活用
した視聴スタイルを検討した。

制作側では、魚眼レンズや広角レンズを装着した複数
台の放送用8Kカメラを用いて、撮影距離やカメラ配置
の異なる制作手法で複数シーンを撮影し、それらの映像
を統合（スティッチング）して高精細なVR映像を生成
する実験を実施した。撮影距離については、遠方から近
距離まで異なる距離で撮影した。カメラ配置については、
２台の8Kカメラを前後逆向きに配置し360度方向を撮影
する方法、２台の8Kカメラを横に並べ前方に両眼視差
のある２眼立体方式VR映像を取得する方法、３台の8K
カメラを前方水平方向に放射状に配置して視野角180度
以上をカバーする方法の３つの方法で撮影して制作した
高精細なVR映像の効果を比較した（73）（図5.20）。

2019年度は、技研公開にて、多くの方に高精細VR映
像を体感してもらうために、8台の4Kプロジェクターを
用いて180度の円筒スクリーンに投射する装置を構築し
た。没入感と臨場感を兼ね備えた映像を来場者に体感い
ただいた（74，75）（図5.21）。この高精細VR映像の視聴ス
タイルとして、高精細ヘッドマウントディスプレー

（a）視聴イメージの例 （b）ARグラスを通して見た例
図5.18　空間共有サービス

図5.19　全天球映像共有システム 図5.20　8Kカメラ3台による高精細VR映像撮影
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（HMD）や個人視聴用のドーム型ディスプレーなどによ
る視聴スタイルを提案し、モックアップを展示した（図
5.22）。

また、高精細VR映像の放送応用としてライブ配信を
目指し、複数の撮影映像をリアルタイムにスティッチン
グして高精細なVR映像を生成する手法の検討に着手し
た。魚眼撮影映像をVR用の正距円筒図形式に変換する
際に、疎となる画素サンプル点間の信号を線形補間する
方法をFPGA（Field Programmable Gate Array）に実
装し、３台の4Kカメラで撮影した映像をリアルタイム
にスティッチング処理を行う実験装置を試作した。最大
180度のVR映像信号を、フレーム周波数30Hzでリアル
タイムに合成し、HMDにライブ出力できる基本動作を
確認した。

そのほか、現行の２眼立体視でVR表示するHMDにお
いては、輻輳と調整が不一致になる課題や、瞳間距離の
調整が必要となる課題がある。2019年度に、これを解決

するために、マイクロレンズを２次元配列したレンズア
レーを表示ディスプレーの前に設置して表示する、ライ
トフィールド技術を活用したHMDの研究開発に着手し
た。

この研究は、久富健介、小出大一、川喜田裕之、吉野
数馬、前田恭孝が主に担当した。

〔久富　健介〕

5.4.3 Augmented TV
2012年度から2016年度にかけて、テレビに映っている

世界があたかも画面手前の空間とつながっているかのよ
うな映像体験のためのAR（Augmented Reality）技術

「Augmented TV」を開発した（図5.23）（76，77）。視聴者
は、タブレットでAugmented TVアプリを起動してタ
ブレット内蔵カメラを通してテレビを見ると、テレビ画
面内からキャラクターが飛び出してくるような演出を楽
しむことができる。

図5.21　大型円筒スクリーン

図5.22　高精細HMDとドーム型ディスプレーのモックアップ
（a）高精細HMDのモックアップ （b）ドーム型ディスプレーのモックアップ
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テレビ画面内との連続的な表現は、タブレット内でカ
メラ映像に対して適切な時刻・位置に3DCGアニメー
ションを合成することで実現した。タブレット画面にお
いて3DCGがテレビ映像と同期する技術（76）と、タブ
レットに対してテレビ画面の３次元位置を推定する技
術（77）により構成した。時刻同期は、テレビ画面側に秒
以下の再生時刻を示す動くマーカーを表示してタブレッ
トで撮影する方式とした。同期精度は、マーカーサイズ
が１辺92mmでタブレットの位置が1m以内のとき、平
均0.03秒以下の誤差であることを確認した。位置推定は、
テレビ画面の位置を示す白黒の枠を表示してタブレット
でその一部を撮影した場合はその枠を手掛かりに推定し、
枠が推定できない場合は前回位置情報からタブレット内
蔵ジャイロセンサーにより現在位置を推定する方式とし
た。枠認識にかかる処理時間は、市販のタブレットを用
いて約2ms以下であり、高速なトラッキングを実現した。

この研究は、中川俊夫、川喜田裕之が主に担当した。
〔川喜田　裕之〕
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