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2.1　インテグラル立体映像技術

■インテグラル立体映像表示の高画質化
　特殊なめがねを使うことなく、自然で見やすい立体映像を観
察できる立体テレビシステムの実現を目指して研究開発を進め
ている。インテグラル方式では、高密度な画素を持つ高精細デ
ィスプレーと微小レンズを密に配列したレンズアレーを用い
て、多方向に光線を再生することで自然な立体映像を再生でき
る。
　インテグラル方式では、様々な方向に多くの光線を再生する
ため、要素画像を表示するディスプレーに多くの画素が必要と
なる課題を持つ。これまで、8Kスーパーハイビジョン映像を立
体映像表示に応用してきたが、実用化に向けて立体映像の品質
をさらに向上するには、8Kを超える多画素な映像表示技術が必
要である。
　2015年度は、従来より大型（対角9.6インチ）で高精細な8K
相当の液晶パネル（Dual-Green方式）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した。その
結果、16K相当の画像表示を適用した直視型立体映像表示装置
を開発した。これにより、立体映像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）の要素画像数を
持つインテグラル立体映像の表示を実現した（1）（図１）。

■インテグラル立体映像の符号化技術
　インテグラル方式に使用する要素画像の符号化技術の研究を
進めた。2014年度から、インテグラル方式に既存の映像符号

図１　�４台の8K液晶パネルを用いた直視型の表示装置に�
より再生したインテグラル立体映像
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　次世代の超高臨場感放送を見据え、特殊なめがねが不要で自然で見やすい立体テレビの実現に向けて、インテ
グラル立体映像技術の研究、立体表示用デバイスの研究を進めた。
　インテグラル方式の表示技術の研究では、多画素化と広視域化に向けた要素技術の開発に取り組んでいる。 
2015年度は、４台の8K液晶パネルを並列に配置した拡大光学系を用いて、映像を空間的に結合した解像度16K
相当の直視型立体表示装置を試作した。本装置により、立体映像表示領域が従来の４倍となる約10万画素の要素
画像数を持つ立体映像の表示を実現した。
　2013年にMPEG-FTV（Free-viewpoint Television）アドホックグループの活動が始まり、当所からもその標準
化活動に参加してきた。2015年度は継続してMPEG会合に参加するとともに、HEVC（High Efficiency Video 
Coding）方式とMV（Multi View）-HEVC方式を用いたインテグラル立体の符号化実験を行った。
　インテグラル方式の撮像技術の研究では、高品質な立体像の生成に向け、複数のカメラやレンズアレーを用い
た空間情報取得技術の研究に取り組んでいる。2015年度は、64台のハイビジョンカメラとレンズアレーを用い
た撮像装置とレンズアレー不要の２次元配列多視点カメラによる撮影手法をそれぞれ開発した。この撮像技術
の応用として、多視点ロボットカメラを用いた新しい映像制作に関する研究も進めた。
　2015年度より、新たにインテグラル方式のシステムパラメーターに関する研究を開始した。インテグラル方
式の表示パラメーターと画質（奥行き再現範囲、解像度、視域）の関係をシミュレートするため、３次元モデルと
高精度の視点追従機能を有する２眼立体表示装置を試作し、画素間隔と奥行き位置に対する画質の主観評価実験
を実施した。また、人間の奥行き知覚特性を利用して、制限された奥行き範囲に広い空間を違和感なく表示する
技術の研究に着手した。
　立体表示用デバイスの研究では、電子ホログラフィー用デバイスとインテグラル用光偏向デバイスの研究に取
り組んでいる。電子ホログラフィーでは、スピン注入磁化反転を利用した空間光変調器（スピンSLM:Spatial 
Light Modulator）の研究を進めた。2015年度は、画素ピッチ２μmの駆動用シリコンバックプレーンとその外部
駆動回路を開発した。また、シリコンバックプレーン上にトンネル磁気抵抗を用いて光変調素子を形成した2次
元スピンSLMを試作し、その基本性能を評価した。光偏向デバイスの研究では、レンズアレー不要のインテグラ
ル立体表示を目指して、電気光学材料を用いたアレー構造の光導波路の検討を進めた。2015年度は、1次元アレ
ー構造からなる光導波路の動作解析シミュレーションと試作を行った。
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化方式を適用することにより、圧縮効率に関する基礎検討を開
始した。2015年度には、要素画像に直接既存の符号化方式で
あるHEVC（High Efficiency Video Coding）を適用するより
も、要素画像から多視点画像へ変換し、多視点画像に既存の符
号化方式であるMV（Multi View）-HEVCを適用する手法が有効
であることを明らかにした（2）。さらに本手法では、要素画像か
ら多視点画像への変換時、要素画像のピッチが画素の整数倍と
なる画像変換技術を採用することで、符号化効率を向上させた

（3）。また、引き続きMPEG-FTVアドホックグループの標準化活
動に参加した。

■空間情報取得技術の研究
　インテグラル立体映像では、空間を伝搬する多くの光線の方
向や色などの情報（空間情報）を取得する必要がある。高品質な
インテグラル立体映像の再生に向け、複数のカメラやレンズア
レーを用いた空間情報取得技術の検討を行った。
　撮影装置単体の画素数の制限を克服するために、2012年度
から、複数のカメラを密に配置したカメラアレーを用いて、全
体で多画素化を図ることができる撮影装置を検討している。
2015年度は、カメラアレーを構成するハイビジョンカメラの
数を64台に増やして撮影装置の多画素化を図るとともに、レン
ズアレーを構成する微小レンズの数を約10万個に増やし（図
２）、2014年度の試作機と比べて立体映像の画素数を約３倍に
向上させた （2014年度の試作機では、ハイビジョンカメラの台
数は７台、微小レンズの数は約３万個）。これらのカメラアレー
とレンズアレーを用いて撮影した映像の合成手法の高精度化を
図り、立体映像の品質を向上させた。また、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こ
とで、高品質化した小型の撮像装置を試作した（4）。

　レンズアレーを用いずに、複数のカメラを疎に配置した多視
点カメラを用いた撮影システムについても検討を行っている。
このシステムでは、撮影した多視点画像から被写体の３次元モ
デルを生成し、レンズアレーを用いた場合に取得できる画像と
等価な画像に変換する。2015年度は、高品質なインテグラル
立体映像を生成するため、２次元に配列された多視点カメラを
用いてインテグラル立体再現領域を撮影する手法を開発した

（5）。本手法では、カメラの撮影領域をインテグラル立体映像の
再現領域に適合させ、再現領域を撮影画角に収めるよう多視点
カメラの姿勢・ズーム制御を行う。これにより、インテグラル
立体映像の再現領域における水平・垂直方向の光線を適切な画
角で取得することができる。また３次元モデルを生成する際に
は、ステレオカメラから奥行きを推定する必要があるが、多視
点カメラを正六角形状の2次元配列とすることでステレオカメ

ラのペア数を増やしていた（図３）。これにより、奥行き推定精
度が向上する。
　こうした空間情報取得技術の応用として、カメラアレーの方
向を協調制御することが可能な多視点ロボットカメラを構築
し、スポーツシーンにおける選手やボールの動きをより分かり
やすい視点の撮影映像に切り替えて表現する手法についても開
発を進めた。
　これらの研究の一部は、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」を受託して実施した。

■ �インテグラル方式のシステムパラメーターに
関する研究

　2012年度より、インテグラル方式による立体映像の再現品
質に関する検討を進めている。
　インテグラル方式は空間に結像した立体像を観察するため、
原理的には実物を観察したときと同じような自然な立体像が表
示できると言われている。この特徴を検証するため、2014年
度は、インテグラル立体映像を観察したときの視覚機能の応答
特性の計測や運動視差による奥行き弁別精度の評価を実施し
た。2015年度は、インテグラル立体のシステム設計の指針と
なるシステムパラメーターの導出に向けた研究を開始した。イ
ンテグラル立体映像の品質（立体映像の奥行き再現範囲、解像
度、視域）に影響する表示パラメーターは、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。品質を評価する場合、これらのパラ
メーター値を切り替えて評価する必要があるが、さまざまなパ
ラメーター値を持つインテグラル表示装置を実際に製作するこ
とは困難である。このため、インテグラル立体映像を観察した
状況を２眼立体表示で再現し、評価を行っている。この評価装
置は、被写体の３次元モデルからインテグラル表示によって再
生される光線を計算して、特定の視点位置から見たときのイン
テグラル立体像をシミュレートする。視点追従機能も有してお
り、インテグラル方式の特徴である、運動視差も再現すること
ができる。2015年度はこの装置を使い、ディスプレーの画素
間隔を変化させて、インテグラル立体映像の奥行き位置に対す
る画質の主観評価実験を実施した。これにより、立体映像の空
間周波数（理論値）と画質に関するデータを取得した（6）。また、
人間の奥行き知覚特性を利用して、制限された奥行き範囲に広
い空間を違和感なく表示する技術の開発にも着手した。今後
は、この技術を用いて必要最小限の奥行き範囲を求めるととも
に、その奥行き範囲を再現可能とするインテグラル方式のシス
テムパラメーターの導出を目指す。
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2.2　立体映像デバイス技術

■スピン注入型空間光変調器の研究
　自然な立体映像を表示することができる空間像再生型の立体
テレビを実現するために、電子ホログラフィー用表示デバイス
の研究に取り組んでいる。広い視域の立体映像を動画で表示す
るためには、これまでにない微細な画素で構成される超高密度・
高速動作の空間光変調器（SLM： Spatial Light Modulator）が
必要である。当所では１μm以下の画素サイズが実現できるス
ピン注入型SLM（スピンSLM）を提案し、その開発を進めてい
る。スピンSLMは、画素を構成する磁性体の磁石の向き（磁化
方向）に応じて反射光の偏光面が回転する原理（磁気光学カー効
果）を用いて光を変調することができる。
　これまでに、画素を構成する磁性体として、低電流で動作す
ることが可能なTMR（Tunnel Magneto-Resistance：トンネル
磁気抵抗）光変調素子（1）を開発した。TMR光変調素子は、磁化
固定層、絶縁層、および光変調層の３層で構成され、その上部
には、すべての素子に共通の透明電極が形成される。この素子
に電流を流すことによって、光変調層の磁化方向を反転させる
ことができる。画素を２次元に配列したスピンSLMでは、透明
電極側から偏光した光を照射すると、微細な画素によって光が
回折する。光変調層の磁気光学カー効果により偏光面の回転し
た回折光が、空間上で干渉することで、立体映像の表示が可能
となる。
　2015年度は、2014年度に試作した画素ピッチ５μmの高密
度化を図るため、MOS（Metal Oxide Semiconductor）トラン
ジスター部の設計を見直し、画素ピッチ２μmの駆動用シリコ
ンバックプレーンとその外部駆動回路を開発した。シリコンバ
ックプレーンの画素数は100×100および1000×1000とし、
１つの入力端子で10 ～ 100行（列）の画素を選択できるシフト
レジスターを備えたドライバ回路を内蔵している。また、MOS
トランジスター部のドレインの先に、TMR光変調素子を高精度
に接続し、微細な画素からなる２次元スピンSLMを試作した

（図１）。外部から微小な電流を流して素子の電気抵抗をそれぞ
れ測定し、その基本性能が正常に得られることを確認した。
　一方、立体映像表示の原理検証を進めるために、磁気光学材
料の固定パターンからなる超高密度静止画用ホログラム（画素
ピッチ１μm、画素数10K×10K）を設計・試作した。計算機合
成ホログラムと実写ベースのインテグラル撮像情報－ホログラ
ムデータ変換技術を用いて、広視域角36度による実写ベースの
立体映像再生、および外部からの磁界印加による再生像のON/
OFF動作を確認した。この技術は、SLMの立体映像情報入力方
式として活用できる。
　この研究の一部は、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」を受託して実施した。

■光偏向デバイスの研究
　インテグラル立体ディスプレーの性能を飛躍的に向上させる
ことを目指し、レンズアレーを用いずに各画素からの光の進行
方向と形状を自在に制御できる光偏向デバイスの開発を進めて
いる。光の偏向方向と形状を高速制御できるデバイスが実現で
きれば、広視域と高解像度を両立した立体映像の再現が可能と
なる。この基本となるデバイスの実現に向けて、電圧で屈折率
を高速に制御できる電気光学材料を用いて、光導波路構造の新
しい光偏向デバイスの研究を2014年度からスタートさせた（2）。
　2015年度は高精度な偏向制御を可能にするため、光を微小
空間内に閉じ込める１次元アレー構造のチャンネル型光導波路
の設計解析と試作を進めた。デバイス設計では、光導波路アレ
ーでの位相変化量の印加電圧依存性とチャンネル間のクロスト
ークを定量的に解析できる光伝搬シミュレーターを開発した。
本技術により、光導波路のチャンネル数や形状をパラメーター
とした場合の偏向角度とビーム拡がりの諸特性を解析した。さ
らにこの解析結果に基づき、１次元アレー構造の光導波路の試
作と特性評価実験を進めた。
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図１　�試作したAM駆動方式TMR型二次元スピンSLM
（画素ピッチ2μm、画素数100×100）
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