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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
　特別なめがねが不要で自然な立体像を再生できる立体テレビ
の実現を目指し、空間像再生型の立体表示方式の研究を進めて
いる。空間像再生型の一方式であるインテグラル立体表示は、
被写体の光線を忠実に再現するため、観察者の位置に対応した
自然な立体像を見ることができる。2016年度は、インテグラ
ル立体映像の課題である立体映像の高画質化や解像度向上の研

究を実施した。
　現在、インテグラル立体映像の多画素化を目指して、複数の
直視型表示パネルを画面合成する立体表示技術の研究を進めて
いる。従来の画面合成方法の課題は、複雑なレンズ構成の合成
光学系と拡散板が必要なため、立体映像の画質が低下すること
であった（図1（a））。2016年度は、新たにシンプルなレンズ構
成の合成光学系を考案し、拡散板も不要とした。新規光学系を
試作して4台のHD解像度の液晶表示パネルを用いて表示装置
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　将来の放送サービスを見据えて、特別なめがねを用いず自然な立体像を楽しむことができる立体テレビの実現
に向けて、インテグラル方式に関する撮像・表示技術、符号化技術やシステムパラメータの研究、立体表示用デ
バイスの研究を総合的に進めた。同時に、2020年の東京オリンピック・パラリンピックへの活用を目指し、各
種スポーツ中継番組へ応用可能な実空間センシングによる多次元映像表現技術の研究開発を推進した。
　インテグラル立体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。2016
年度は、4台のHD液晶パネルと新規光学系を用いて画面合成する直視型表示装置を開発し、表示画像のノイズ低
減や解像度の向上を図った。また、５台の高精細プロジェクターを用いた試作機により、解像度および視域角（水
平・垂直方向）をそれぞれ約11万4千画素および約40度に性能改善した。さらに、高密度な13.3インチ8K-OLED
ディスプレー（664 ppi）を用いた直視型表示装置を試作した。
　立体映像の新しい符号化技術の標準化を目的として2013年に開始された、MPEG-FTV（Free-viewpoint 
Television）アドホックグループの活動に、2016年度も継続して参加した。またインテグラル立体動画像を圧縮
するために、要素画像を多視点画像に変換後、既存の多視点符号化方式である3D-HEVC（High-Efficiency Video 
Coding）を適用する符号化実験を行った。
　インテグラル立体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。2016年度は、複数のロボットカメラで取得された多視点映像から3
次元モデルを生成した後、要素画像に変換するインテグラル立体モデルベース撮像技術を開発した。本技術で
は、正六角状に配置された7台のロボットカメラで、実写での3次元点群モデル生成および要素画像変換の基本動
作を検証した。
　2015年度より開始したインテグラル立体システムパラメータに関する研究では、表示パラメータと画質（奥行
き再現範囲、解像度、視域）の関係をシミュレータおよび主観評価により検討を進めている。2016年度は、人間
の奥行き知覚特性を利用して不自然さを感じさせずに奥行きを圧縮して表示する「非線形奥行き圧縮表現技術」
を開発した。本技術により、100mを超える3次元空間を1mの奥行き範囲に収まるように圧縮しても不自然さが
許容されることが主観評価より示された。
　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。2016年度は、2 μm狭画素ピッチ、100×100画素のトンネル磁気抵抗光変
調素子を用いたアクティブマトリクス駆動スピンSLMを試作し、2次元画像表示に成功した。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、電気光学ポリマーを用いた光フェーズドアレ
ーを検討した。2016年度は、複数チャンネルからなる光フェーズドアレーを設計・試作し、1次元の偏向動作を
実証した。
　実空間センシングによる多次元映像表現技術の研究では、近赤外線カメラを用いた高速被写体追跡システム、
サッカー選手の顔向き推定手法、CG共演用スタジオロボットなどの「実空間センシングによる新映像表現手法」、
多視点ロボットカメラ、被写体追跡技術および3次元情報解析技術を組み合わせた「スポーツシーンの4次元空間
解析と映像表現手法」、時系列の映像表現技術である「2.5次元マルチモーション表現手法」、およびゴルフボール
軌道をリアルタイムに生成する「自然な飛翔体強調表現手法」などの技術開発を進めている。2016年度は、各基本
システムの試作およびフィールド実験により、その有効性を確認するとともに、実用化に向けた課題を抽出した。
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を開発し、立体映像のノイズ低減や解像度の向上を実現した（図
1（b））。また、新規光学系を用いた表示装置は、奥行きも従来
の試作機の約1/5以下へ削減できた（1）。

　また、2016年度は、複数の高精細プロジェクターを使用し、
立体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、立体像の解像度特性や視域角特性を向上できる（2）。さらに、
要素画像の投射位置とレンズアレーの位置を高精度に自動調整
する技術も開発した（3）。5台の高精細プロジェクターを用いた
試作装置により、正面の視点では約11万4千画素の解像度を有
し、水平・垂直方向の視域角は約40度と従来の約1.5倍の広い
観察領域を実現し、技研公開2016で展示した。
　さらに、直視型の立体ディスプレーを目指して、高密度な8K
直視型パネルを立体表示に応用した。13.3インチのOLEDディ
スプレー（664ppi、（株）半導体エネルギー研究所製）に要素画
像を表示し、その画素構造に最適なレンズアレーを設計して立
体表示装置を試作した。この結果、解像度293（H）ｘ190（V）、
視域角32度の立体映像が得られ、従来の大きな画素構造の表示
デバイスを使用した場合より、レンズ構造が小さく高密度な画
素構造の立体表示を実現した（図2）。この表示装置は、技研公
開2016やIBC2016（9月、オランダ）で展示した。

■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
化方式を適用し、圧縮効率に関する基礎検討を開始した。2016
年度は、インテグラル立体の実写の動画像に対して、既存の映
像符号化方式を適用し、圧縮効率と画質の関係を求める評価実
験を実施した。その結果、要素画像にHEVC（High-Efficiency�

Video�Coding）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（4）。また、テスト
画像の提供に関する文書を入力することで、MPEG-FTVアドホ
ックグループの標準化に向けた活動に寄与した。

■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。2016年度は、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
メラを用いて空間情報を取得する方式の検討を進めた。この方
式では、まず多視点映像から3次元モデルを生成し、次にこの3
次元モデルを要素画像に変換する。高品質な立体映像を生成す
るために、多視点ロボットカメラおよびインテグラル立体モデ
ルベース撮像技術を開発した（5）（6）。多視点ロボットカメラは、
複数台のロボットカメラを協調制御して、空間中に指定した3
次元復元の対象となる領域を追随して撮影する（図3）。これに
より、領域の高解像度な多視点映像を撮影することができ、高
品質な3次元モデルを生成することができる。インテグラル立
体モデルベース撮像技術は多視点ロボットカメラを正六角形状
に7台配置し、実空間に投影されたインテグラル立体ディスプ
レーの再現領域の多視点映像を撮影する（図4）。次に各カメラ
でステレオマッチングによる奥行推定を行う。奥行情報から各
カメラの画素を仮想空間に投影し3次元点群モデルを生成する
（図5）。最後に、仮想空間に撮影時のカメラ、被写体、ディス
プレーの位置関係を再現し、3次元点群モデルを要素画像に変
換する。

� （a）� （b）

図1　�画面合成による立体映像．（a）従来方式と（b）新規合成
光学系を用いた方式による表示映像．

� （a）� （b）

図2　�高密度な８Kディスプレーを用いたインテグラル立体
表示．（a）正面からの観察画像、（b）上下左右方向から
の観察画像（一部拡大）

上視点

左視点 右視点

下視点
図3　多視点ロボットカメラの制御

図4　多視点映像の撮影

インテグラル立体ディスプレーの再現領域 多視点ロボットカメラ

ロボットカメラ

3次元復元の対象領域
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　また、レンズアレーが不要なインテグラル立体撮像方式とし
て、１台のカメラと移動ステージで構成される撮影装置で空間
情報を撮影する手法を開発した。この手法では、カメラの位置
を左右上下に移動させて、空間を伝搬する様々な角度の光線を
撮影し、仮想的なレンズアレーを通過する光線を取得すること
で要素画像を生成する。この手法で生成したインテグラル立体
像を技研公開2016で展示した（図2の立体映像コンテンツ）。

■ �インテグラル方式のシステムパラメータに�
関する研究

　2015年度より、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の導出に向けた研究を開始した。イン
テグラル方式では、表示装置の画素ピッチやレンズの焦点距離
といった表示パラメータで決まる奥行き再現範囲を超えると、
そこに表示される立体像の空間周波数は急激に低下する。この
ため、奥行きの深い3次元空間を高品質に表現するには、その
空間が奥行き再現範囲に収まるように圧縮して表示しなければ
ならない（図6）。2016年度は、人間の奥行き知覚特性を利用し
て不自然さを感じさせずに奥行きを圧縮して表示する、奥行き
圧縮表現技術を開発した。2015年度に開発したインテグラル
立体の両眼視差と運動視差を再現する二眼立体表示装置を用い
て、立体像の奥行き位置に応じて奥行き圧縮率を変える非線形
奥行き圧縮方式を評価した。0mから250mまでの奥行きが異な
るシーンを、0mから10mの奥行きに圧縮して表示したときの
不自然さを評価した結果を図7に示す。その結果、100mを超え
る3次元空間を1mの奥行き範囲に収まるように奥行きを圧縮
しても不自然さは許容されることがわかった（7）。この結果を基
に、インテグラル立体の両眼視差、運動視差に加えて空間周波
数特性も再現する二眼立体表示装置を用いて、奥行き圧縮画像
をインテグラル表示した場合の画質評価に着手した。今後は、
奥行き圧縮技術で奥行きが圧縮された3次元空間を再現可能と
するインテグラル方式のシステムパラメータの導出を目指す。
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図5　生成された3次元モデルの例

図7　�非線形奥行き圧縮による奥行き圧縮された3次元空間
の評価
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図6　奥行き圧縮表現の効果
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2.2　立体映像デバイス技術

■超高密度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。広い視域の立体像を動画で表示する
には、これまでにない微細な画素で構成される超高密度の空間
光変調器（SLM：Spatial�Light�Modulator）が必要である。当所
では、画素ピッチ１μm以下の表示デバイスを実現するため、
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、磁性体によって画素が構成されており、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デバイスであ
る。
　これまでに、画素を構成する磁性体として、低電流で磁化方向
を反転することができる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。
この素子に膜面垂直な方向の電流を流すことによって光変調層
の磁化方向を反転することができる。多数の画素を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、あらゆる画素で回折した光が空間上で干渉する。回折光の
偏光面は、光変調層の磁気光学カー効果により回転するため、
光変調層の磁化方向でホログラムの２次元パターンを形成する
と、空間に立体像を表示することができる。ホログラムパター
ンを高速に書き換えることで動画表示も可能となる。多画素の
スピンSLMでは、画素ごとに配置したトランジスターで駆動す
るアクティブマトリクス方式の画素選択技術が必須となるが、
これまでに画素ピッチ５μm、画素数5×10のスピンSLMを開
発し、その原理検証にも成功している（2）。
　2016年度は、2015年に開発した画素ピッチ２μm、画素数
100×100から成るアクティブマトリクス駆動用シリコンバッ
クプレーンの画素用電極の上にTMR光変調素子を形成し、２次
元スピンSLM�を試作した。TMR光変調素子の絶縁層に用いる
酸化マグネシウム（MgO）の製膜条件と膜厚の最適化を図り、画
素毎の抵抗値偏差を従来の1/3に低減し、駆動電流のバラツキ
を改善した。試作したスピンSLMの外部駆動回路に画像データ
「イ」を転送し、スピン注入磁化反転による２次元画像を表示す
ることに成功した（3）（図１）。

　研究の一部は、（国研）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飛躍的な性能向上を目指し、
レンズアレーを用いずに各画素から出力される光の形状と進行
（偏向）方向を高速に制御することができる光偏向デバイスの開
発を進めている。このデバイスが実現できれば、広視域と高解像
度を両立した立体像の再生が可能となる。この基本デバイスの
実現に向け、光導波路を用いた光フェーズドアレーに着目し、電
圧で屈折率を高速に制御できる電気光学（EO）ポリマーを適用し
た素子の設計と試作・評価を行っている（４）。
　複数の光導波路（チャンネル）で構成された光フェーズドアレ
ーでは、各チャンネルでの位相を電圧印加した際の屈折率変化
により精密に制御することで、出力光ビームの形状と偏向方向
を自在に変えることができる。2016年度は、8本のチャンネル
から成る基本デバイスの動作解析と試作を実施した。動作解析
では、ビーム伝搬法を用いてチャンネルの最適なサイズ・ピッ
チ、位相条件などを求めた。この解析結果に基づき、EOポリマ
ーを用いた光フェーズドアレーを設計・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。
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(1)� �金城，青島，加藤，町田，久我，菊池:�“トンネル効果を利用した

スピン注入型空間光変調器,”�NHK技研R&D，No.151,�pp.39-46�
(2015)

(2)� �K.�Aoshima,�H.�Kinjo,�K.�Machida,�D.�Kato,�K.�Kuga,�T.�Ishibashi,�
and�H.�Kikuchi,�“Active�Matrix�Magneto-Optical�Spatial�Light�
Modulator�Driven�by�Spin-Transfer-Switching,”�J.�Disp.�
Techno.,�1212,�12,�(2016)

(3)� �H.�Kinjo,�K.�Aoshima,�N.�Funabashi,�T.�Usui,�S.�Aso,�D.�Kato,�
K.�Machida,�K.�Kuga,�and�H.�Kikuchi,�“Two�Micron�Pixel�Pitch�
Active�Matrix�Spatial�Light�Modulator�Driven�by�Spin�Transfer�
Switching,”�Electronics,5,55�(2016)
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図１��（a）試作した画素ピッチ２μm、画素数100×100の２
次元スピンSLMと（b）２次元表示画像

（a）試作スピンSLM

（b）2次元表示画像
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2.3　実空間センシングによる多次元映像表現技術

　2020年東京オリンピック・パラリンピックや各種スポーツ
中継番組への活用を目指した新しい映像表現技術の研究や、ス
タジオ映像制作への応用を目指したCG共演用スタジオロボッ
トの開発に取り組んでいる。

■実空間センシングによる新映像表現手法の研究
　撮影映像や各種センサーから得られる撮影空間の多様な情報
を活用し、わかりやすく魅力的なテレビ番組の制作を可能にす
る、実時間センシングによる映像表現技術の研究を進めている。
　スポーツ中継を対象として、競技映像上で複雑かつ高速に移
動する物体の軌道をリアルタイムに可視化する手法の研究に取
り組んでいる。2016年度は、近赤外線カメラの映像を利用し、
肉眼では動きを把握しにくい高速な被写体を頑健に追跡可能な
システムを試作し、フィールド実験により有効性と実用化に向
けた課題を抽出した。今後、大型スポーツ中継での利用を目指
し、適用範囲を広げるアルゴリズム等の改善を進める。
　同じくスポーツ中継を対象として、サッカーの戦術などの解
説への利用を目的に、広角レンズで撮影したサッカー映像中の
選手の顔の向きを推定する手法（1）について研究を進めた。2016
年度は、低解像度の顔領域画像から、計算量の少ない特徴量を
効果的に組み合わせることで、顔の向きの高い推定性能と短い
計算時間を両立できる手法を開発し、実映像により有効性を確
認した。今後、処理の最適化などを行い、ライブ番組での活用
を目指す。
　さらに、スタジオ映像制作を対象とし、出演者とCGキャラ
クターの自然な共演を実現するCG共演用スタジオロボットの
開発を進めている。2016年度は、CGキャラクターの移動に対
応するためのロボット移動機能、CGとのインタラクションを
実現する出演者動作のセンシング機能とCG状態の送り返し機
能、CGと実写映像との自然な映像合成を実現する照明計測機
能を装備したロボットを試作し、技研公開で展示を行うととも
に評価を行い、実用化のための要件を抽出した（2）（図1）。今後、
より自由度の高いスタジオ映像制作の実現を目指して、ロボッ
トの静音化やケーブル等の撮影映像上の不要被写体の隠蔽処理
などの開発を進める。

■ �スポーツシーンの4次元空間解析と�
映像表現手法の研究

　球技などのスポーツ中継番組を視聴者にわかりやすく伝える
ため、多視点映像を活用した新しい映像表現技術の研究を進め
た。カメラマンが撮影する被写体にすべてのカメラの方向が制
御される多視点ロボットカメラと、被写体追跡技術および3次
元情報解析技術を組み合わせることで、動いているロボットカ
メラの撮影映像から、リアルタイムかつ高精度にボールなどの
被写体の時系列3次元位置情報を取得可能にした（3）。取得した
時系列3次元位置情報を利用することで、撮影した多視点映像
に対し、正確にボール軌跡などのCGを合成できる（図2）。これ
らの情報提示に加え、動作後に視点を変更できることから、わ
かりやすく自由度の高い映像表現が可能である。さらに、多視
点ロボットカメラの高解像度化などにより、生成映像の高品質
化を図った。また、これらの手法を用いて開発したデモシステ
ムを、デジタルコンテンツEXPOやInter�BEEなどで展示し、好
評を博した。今後、時系列3次元位置情報の高精度化や頑健化、
対象競技種目の拡大などの改良を進める。

■2.5次元マルチモーション表現手法の研究
　スポーツ中継において、時系列の一連の動作を連続写真風に
表現（マルチモーション表現）した映像を、動作直後に生成する
手法の研究を進めている。この映像は、競技場の3次元CG映像
を背景に、撮影映像から切り出した選手領域映像を書き割りと
してCG空間に配置した、擬似的な3次元CGにより表現するも
のである。2016年度は、撮影映像から抽出する領域の調整が
容易な、被写体領域抽出手法（Active�Grab�Cuts）を応用した運
用性の高いオブジェクト抽出アルゴリズム手法や、ステレオカ
メラを用いた書き割り配置の自動処理化手法の開発およびそれ
らの動作検証を行い、有効性を確認した。また、本手法を応用
した映像表現手法についてシミュレーションを行い、効果的な
演出方法に関する検討を進めた。今後、実用化を目指して実証
実験と選手輪郭領域の高精度化を進める。

■自然な飛翔体強調表現手法の研究
　わかりやすく魅力的なゴルフ中継を実現するため、画像処理
技術と物理センサーを駆使することで、テレビを通すとほとん
ど見えないゴルフボールの位置を計測し、CGを用いて自然に

 （a）撮影映像 （b）ボール軌跡合成映像

図2�ボール追跡位置を利用した映像合成例

図1　スタジオロボットを利用した映像合成例

スタジオロボット 出演者とCGキャラクターとの掛け合い演出例

出演者合成CG

ロボット位置にCGを重畳
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強調する手法（4）の研究を進めている。2016年度は、ティーグ
ランド周辺とボール落下点周辺に設置したセンサーカメラおよ
びレーザーセンサーにより、ボールの高精度な3次元座標を取
得し、リアルタイムに軌道を生成できる手法を開発した。また、
試作システムによるフィールド実験で有効性を確認した。今後
は、本手法を拡張し、多様な競技にも対応できるよう開発を進
める。
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