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2.1　インテグラル立体映像技術

■立体映像表示技術
特別なめがねが不要で自然な立体映像を再生できる立体テレ

ビの実現を目指し、空間像再生型のインテグラル立体表示方式
の研究を進めている。インテグラル立体表示では、被写体の光

線を再現する方式であるため、観察者の位置によらずに自然な
立体映像を見ることができる。2017年度は、立体映像表示の課
題である表示映像の高性能化と高画質化の研究を実施した。
立体映像の解像度向上を目指して、複数の立体映像の画面合
成技術の研究を進めている。これまでの画面合成技術では、立

将来の放送サービスを見据えて、特別なめがねを用いず、自然な立体映像を楽しむことができる空間像再生型
立体テレビの実現に向け、インテグラル方式とホログラフィー方式の研究開発を行っている。撮像・表示技術、符
号化技術をはじめ、システムパラメーターや表示デバイスの研究を総合的に進めた。同時に、各種スポーツ中継
をはじめ魅力あるライブ型番組を実現するために、センサー情報などを活用した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、複数の表示装置を用いて表示映像を高品質化する要素技術の開発に取
り組んでいる。2017年度は、新規の画面合成光学系と高密度8K-OLEDディスプレー（1,000ppi以上）を用いた直視
型表示装置を開発し、画素数および視域角をそれぞれ5万4千画素および約20度に性能改善した。また、8K-OLED
とレンズアレーを3式用いた光学合成システムを試作し、直視型表示装置で発生する色モアレを低減した。さらに、
立体映像の光線数を自在に拡張できる表示装置として、複数台の高精細プロジェクターを高密度に配列可能な並
列投射システムの開発を進めた。6台の小型高精細プロジェクターを用いた試作装置により、解像度特性の改善効
果を検証した。
立体映像の新しい符号化技術の標準化を目的としてMPEG-I Visualアドホックグループの活動に、2017年度も継
続して参加した。また、インテグラル立体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-Effi  ciency Video Coding）を適用した主観評価実験を行った。
インテグラル立体撮像技術の研究では、高品質な立体映像の生成に向け、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。2017年度は、154台のカメラを2次元配列したカメラアレーシステ
ムを開発し、多視点映像からインテグラル用要素画像を生成する基本技術を構築した。本システムにより、10万
画素の立体動画像表示の検証実験を実施した。さらに、多視点4Kロボットカメラで取得された映像から3次元モデ
ルを生成し、要素画像に変換する撮像技術を構築した。本技術では、非線形奥行き圧縮表現技術を適用した新た
な3次元モデル生成技術を開発した。
2015年度より開始したインテグラル立体用システムパラメーターに関する研究では、表示パラメーターと画質

（奥行き再現範囲、解像度、視域）の関係について、シミュレーターおよび主観評価により検討を進めている。
2017年度は、両眼視差、運動視差、空間周波数特性を再現する二眼立体表示装置を用いて、非線形奥行き圧縮画
像を表示した場合の画質を評価した。同様に、非線形奥行き圧縮技術を適用したインテグラル立体表示シミュレー
ターでの主観評価実験を実施した。
表示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。2017年度は、2µm狭画素ピッチ、1K×1K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。さらに、SLMの性能向上を目指し
て、低電流動作が可能な磁壁移動型光変調素子と電圧制御磁気異方性効果デバイスを提案・試作し、その基本動
作を実証した。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
リマーを用いた光導路構造の光フェーズドアレーを検討した。2017年度は、8チャンネル、10µmピッチからなる1
次元光フェーズドアレーを設計・試作し、±3.2度の光偏向動作を得た。
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であるソードトレーサー、
サッカー選手の顔向き推定手法、クレーンカメラでのCG合成を可能とするスポーツバーチャル、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」、多視点映像とCGを融合した「Sports 4D Motion」、
時系列で映像表現する「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」の研究開発を進めている。2017年度は、各基本システムの試作、フィールド実験、
および番組応用により、その有効性を検証するとともに、実用化に向けた課題を抽出した。
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体映像の視域や映像結合部で映像が不連続に切り替わるなどの
不自然さの課題があった。2017年度は、立体映像の合成性能の
改善を目指して、有効視域角を拡大する合成光学系を提案した。
提案方式では、複数のディスプレーパネルの画面中心と合成光
学系のレンズ光軸をシフトした構成とすることで、有効視域角
を拡大している。試作装置では、1,000ppi以上の高密度な有機
ELパネル（株式会社半導体エネルギー研究所製）を用いて、従来
の約3.2倍の解像度（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（図2-1）。また、装置の
奥行きも従来の1/2以下に薄型化した（1）。本試作装置は、技研
公開2017で展示した。
インテグラル立体表示では，直視型ディスプレーに要素画像
群を表示し、そこにレンズアレーを密着させて立体表示するこ
とで、薄型の立体表示装置が実現できる。しかし、この方式で
はディスプレーのサブピクセル構造により色モアレが生じるた
め立体映像の画質が低下する。2017年度は、立体映像の画質
向上を目指して、複数の立体映像を画面合成することで、色モ
アレの低減と立体映像の解像度を向上する方法を提案した。試
作装置では、8K有機ELディスプレー（株式会社半導体エネル
ギー研究所製）にレンズアレーを密着して配置した、3台の立体
表示装置を光学的に合成した（2）。各ディスプレーに生じる立体
映像の色モアレを制御し、レンズアレーを構成する要素レンズ
をシフトして合成することで、色モアレ低減と解像度向上を両
立した。本装置により、これら画質向上の効果が確認され、技
研公開2017で展示を実施した。
さらに、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の拡大を同時に実現する並列投射方式の
開発を進めた。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、立体映像の解像度特性や視域角特性を改善
できる。立体表示用の小型高精細プロジェクターを開発し、立

体表示光学系と映像信号再生装置を試作した。さらに、要素画
像の投射位置を高精度に自動調整する技術も開発した。6台の
高精細プロジェクターを用いた試作装置により、8Kディスプ
レー1台を使用した場合の約2倍の解像度と31.5度の水平視域
角の立体表示を実現した（図2-2）（3）。

■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
進めている。2017年度は、インテグラル立体映像に必要な立体
情報を調べるために、視点数とインテグラル立体映像の画質の
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（High-Effi  ciency Video Coding）
で符号化した。信号を復号後に、立体表示に必要な視点数を補
間生成して、表示した立体映像の画質を主観評価した。静止画
像による実験結果では、視点数を484視点から64視点以下へ
1/5以下に削減しても、許容画質の立体映像が得られた（4）。ま
た、2017年も引き続きMPEGの標準化活動に参加し、多視点映
像の標準化活動に寄与した。

■空間情報取得技術の研究
インテグラル方式の撮影では、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り、立体映像の品
質を向上させるには高密度な光線の情報取得技術の研究開発が
重要である。この研究課題に関して、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する方式の検討を進めている。

図2-1　 画面合成による立体映像．（a）立体映像の合成方法、
（b）再生立体映像の表示例
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図2-2　 並列投射方式の立体表示．（a）試作表示装置（b）各
視点からの再生立体映像の観察画像例
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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、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、狭画素ピッチ表示デバイスとして、スピン注入型
SLM（スピンSLM）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
する現象（磁気光学効果）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-

2016年度は1台のカメラを自動的に上下左右に移動させてさま
ざまな光線を撮影し、静止画のインテグラル立体映像を表示し
た。2017年度は、154台（水平14台×垂直11台）のカメラを並
べたカメラアレーシステムを新たに開発し（図2-3）、空間を伝搬
する光線を一度に撮影できるようにした。これにより、動いて
いる被写体から伝搬してくる光線情報も取得可能となる。この
システムで撮影した多視点映像から光線情報を取得し、その情
報を基に10万画素のインテグラル立体映像を動画で表示するこ
とで、このシステムの有効性を確認した（図2-4）（5）。
レンズアレーを用いずに空間情報を取得する方式として、多
視点映像から3次元モデルを生成し、要素画像に変換する方式
についても検討を進めており、技研公開2017で展示した。さら
に、3次元モデルの生成では、非線形奥行き圧縮表現技術（6）に
対応した新たな技術を開発した。また、多視点映像の撮影に4K
解像度の多視点ロボットカメラを導入することで、より高密度
に空間情報を取得し、インテグラル立体映像のさらなる品質の
向上を図った。

■システムパラメーターに関する研究
2015年度より、インテグラル方式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検討を進めている。イ
ンテグラル方式では、表示装置の画素間隔やレンズの焦点距離
といった表示パラメーター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映像の空間周波数は急激に低下する。こ
のため、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、奥行きが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。この結果を基に、2017年度は、インテグラ
ル方式の両眼視差、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
立体表示した場合の画質評価を進めた。主観評価実験では、3
次元空間を1mの奥行き範囲に圧縮するインテグラル立体表示シ
ミュレーターにより実施した。システムパラメーターの1つであ
る、表示装置の画素間隔を変えて立体映像をシミュレートし、
そのぼやけを評価することで、立体映像の空間周波数の低下を
気にさせない画素間隔を導出した。

〔参考文献〕
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図2-3　カメラアレーシステム

図2-4　 再生されたインテグラル立体映像の観察画像例（左
図：正面視点、右図：各視点）

左 右

上

下



NHK技研 研究年報 2017　｜　21

2　立体映像

Resistance：トンネル磁気抵抗）光変調素子を開発し、画素
ピッチ2µm、画素数100×100のアクティブマトリクス駆動ス
ピンSLMにおいて2次元画像を表示した（1）。
2017年度は多画素化を進め、画素ピッチ2µm、画素数1,000

×1,000のスピンSLMを試作し、2次元画像表示に成功した（2）
（図2-5）。また、画素ピッチの高密度化や多画素化を推進する
ため、新奇構造の磁壁移動型光変調素子開発に取り組み、ガ
ドリニウム鉄合金から成る磁性細線において、電流誘起による
磁壁移動の基本原理検証に成功した（3）。さらに、将来の低消
費電力化技術として、電圧制御磁気異方性効果に注目し、ガド
リニウム鉄合金を用いて、原理的な限界とされる厚さの数倍以
上（厚さ9nm）の膜において、電界による磁気特性の制御に成
功した（4）。今後、これら新奇構造を適用したスピンSLMの開発
を進める。

■光フェーズドアレーの研究
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線を高速
に制御することができる光偏向デバイスの研究開発を進めてい
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す
る立体映像の再生が可能となる。現在、複数の光導波路（チャ
ンネル）から成る光フェーズドアレー（OPA：Optical Phased 
Arrays）に着目し、電圧で屈折率を超高速に制御できる電気光
学（EO：Electro-Optic）ポリマーを適用した素子の設計と試作・
評価を進めている。
EOポリマー光フェーズドアレーでは、チャンネルごとに電
圧を印加しEOポリマーの屈折率変化による光の位相を制御す

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。これまでに、8チャンネル構造の光フェーズドアレー
を設計・試作し、基本動作を実証した。
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
素子に対し、高電界を印加することでEOポリマーの分子の向
きをそろえる配向技術である。その結果、出力チャンネルピッ
チ10µmで設計・試作した光フェーズドアレーにおいて、±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すること
に成功した（5）～（7）（図2-6）。本研究は、情報通信研究機構と共
同で実施した。
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図2-5　 （a）試作した画素ピッチ2µm、画素数1,000×
1,000の2次元スピンSLMと（b）2次元表示画像

100µm（a）試作スピンSLM 

（b）２次元表示画像 

図2-6　OPAデバイスの基本構造と出力光ビームパターン
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2.3　多次元映像表現技術

スポーツ中継をはじめとしたライブ型の番組をより分かりや
すく魅力的にする新しい映像表現の実現を目指し、通常の2次
元画像解析に加えて、動画情報や空間情報、センサー情報を
活用した多次元映像表現技術の研究・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被写体情報を活用す

ることで、映像表現の自由度を広げ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。
スポーツ競技において移動する被写体の動きを分かりやすく
表現するため、スポーツ映像内から特定の被写体の位置や向き
などの情報を取得する技術の研究に取り組んでいる。2017年
度は放送技術局と連携し、フェンシング競技において複雑かつ
高速に移動する剣先の動きを可視化するシステム「ソードト
レーサー」の開発を進めた。本装置では、可視映像と近赤外映
像を同一光学軸で撮影できるカメラを利用し、剣先からの反射
光を赤外画像上で追跡することにより、可視画像上に軌跡CG
を合成する。機械学習を利用することで、剣先を高精度かつリ
アルタイムに追跡することが可能となった。2017年12月に行
われた全日本フェンシング選手権でソードトレーサーを運用
し、放送に初めて活用した（図2-7）。
サッカーの戦術などの解説に利用することを目的に、広角レ

ンズで撮影したサッカー映像中の低解像度の顔画像から、選手
の顔向きを8方向に推定する手法（1）の研究を進めた。2017年
度は、データの管理や修正を行うシステムを開発して運用性を
高め、スポーツ解説番組に利用することで手法の有効性を確認
した。番組では、選手の視野を扇形のマークで表示することで、
死角をついたプレーなどを視覚的に分かりやすく解説でき、視
聴者から好評を得た。この研究成果は、技研公開2017で展示
した。
スポーツ中継では、カメラの姿勢（位置や向き）に連動した
CGをスポーツシーンに合成する「スポーツバーチャル」が一般
化している。このスポーツバーチャルで必要となるカメラ姿勢
情報を、クレーンカメラやワイヤーカメラなどの多様な撮影機
材に取り付けるだけで取得可能とする、新しいカメラ姿勢セン
サーの開発を進めている。2017年度は、MEMSジャイロス
コープと光ファイバージャイロ、レーザー測距センサー、定張
力ばね機構を効果的に組み合わせた小型かつ高精度な姿勢セ

ンサーを試作し、計測実験を行った。実験結果から、従来手法
と比較して、ドリフト誤差を1/65に低減できることを確認し
た。
スタジオ映像制作において、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。2017年度は、撮影映像上のロボット位置にCGキャラ
クターを重畳した際、CGキャラクターからロボットがはみ出
してしまう問題を解決するため、事前に取得したスタジオの背
景情報（3次元構造や画像）と、ロボットが映った撮影映像との
比較結果を利用し、撮影映像上のロボット領域を自然に隠す基
本技術を開発した。今後、運用性などの改善を図り、番組での
実証実験を行う。

■Sports 4D Motion
球技をはじめとしたスポーツ中継をターゲットに、視聴者に

分かりやすくスポーツシーンを伝えるため、多視点映像とCG
を融合した新しい映像表現技術“Sports 4D Motion”の開発を進
めた。
2017年度は、要素技術として、これまでのパン・チルト制
御に加え、ズームレンズに対応した多視点カメラシステム向け
のカメラ校正技術（2）、複雑な背景下でも適用可能な被写体追
跡技術、そして3次元情報解析技術を組み合わせることで、可
動カメラからもボールなどの被写体位置をリアルタイムかつ高
精度に取得することを可能にした（3）。これにより、放送用カメ
ラでのズームを利用する演出に制限を加えることなく、実写映
像に対して正確にCGを合成することが可能となった（図2-8）。
また、これまでHD解像度カメラで構成されていた多視点カメ
ラシステムを4Kカメラで構成することにより高解像度化し、
多視点映像の生成品質の向上も図った。さらに、開発した各種
要素技術を統合し、注目する被写体の多視点映像に、ボール
軌跡などの情報をCG合成するシステム“Sports 4D Motion”を
構築した。これらの技術は、IBC2017展示や「スポーツイノ
ベーション」、「NHK ABUロボコン」などの番組で活用し、高
いリアルタイム性や合成精度、実用性を示した。今後は、対象
競技種目の拡大などを進め、スポーツ中継や解説番組での活用
を目指す。

図2-7　 第70回全日本フェンシング選手権大会での剣先軌
跡表示

図2-8　 バレーボール競技での利用を想定した実写映像への
ボールCG合成例（実ボールと軌跡上にCGのボール
を重畳）
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■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、競技場の3次元CG映像を背景に、
映像から抽出した選手領域映像をCGの書き割りとして生成・
配置することにより、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）する手法の研究を進めている。2017
年度は、被写体切り出し技術（Active Graph Cuts）の改良に加
え、可視画像・遠赤外画像を併用した被写体領域抽出技術を
開発した。これにより、画像情報だけでは抽出が困難な被写体
を、欠落なく高速に切り出すことが可能になった。また、2.5
次元マルチモーション技術の要素技術である被写体抽出技術と
3次元位置計測技術を応用し、2017年6月と8月に開催された
NHKロボコンにおいて飛翔体の軌跡描画を行った。ロボット
が同時に投てきする複数ディスクの軌跡を可視化（4）し、分かり
やすい映像表現を行った。

■自然な飛翔体強調表現手法の研究
スポーツ中継において、高速に移動するボールなどの飛翔体
の軌跡をリアルタイムにCGで表現することは、分かりやすい
解説に有効である。従来の技術では計測が困難なゴルフ競技
への応用を想定し、弾道予測方程式と画像処理技術、レーザー
センサーを融合し、ゴルフボール位置を実時間で計測する技術
の開発を進めている。2017年度は、ティーショットの軌跡表

示に加え、ボール落下側に自動追尾型センサーカメラを2式配
置し、それらの画像を解析することで、落下するまでの軌跡を
高精度に表示できる機能を追加した。日本女子オープンゴルフ
選手権の最終予選などで実証実験を行い、有効性を確認（5）し
た。本システムは技研公開で展示したほか、NHKが中継した
ゴルフ選手権3大会のギャラリープラザでも展示した。
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