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1　リアリティーイメージング - 空間表現メディア
1.1　3次元映像技術

　将来の放送サービスとして、特別なめがねを用いず、自然な
3次元映像を楽しむことができる空間像再生型3次元テレビの
実現を目指して研究を進めている。高精細3次元映像の撮像・表
示、符号化技術の研究と、個人視聴を想定した携帯型端末用3
次元映像技術の研究を実施した。また、実用化に向け、さまざ
まな視聴環境に適した3次元映像の特徴、および3次元映像シス
テムの条件を明らかにする研究も進めた。

■ 高精細3次元映像技術の研究
　高精細な3次元映像の撮像を目指し、カメラアレーによる撮
影映像から3次元映像を生成する技術を開発した（1）。154台の
ハイビジョンカメラで構成されたカメラアレー（図1-1（a））に
より撮影した154視点の映像を元に、視点内挿処理を行い3次
元表示に必要な視点数の映像を生成する（図1-1（b））。この視点
内挿処理では、多視点映像から被写体の奥行きを推定し、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次元映像の生成を実現した。試作装置

により人物やクレーアニメーションなどを撮影し、生成した3
次元映像を技研公開2018で展示した。
　高精細な3次元映像の表示技術として、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（2）。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1-2（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た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次元映像の解像
度は各視点の映像の解像度と一致するため、多視点映像の解像
度を向上することで、レンズアレー方式よりも3次元映像の解
像度を容易に向上できる。4Kプロジェクター14台を使用した
本方式の試作機により、2017年度のレンズアレー方式の試作
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
（図1-2（b））。
　高精細3次元映像は膨大な情報量となるため、3次元テレビの
実現のためには高効率な符号化技術の開発が必要である。
2018年度も引き続きMPEG会合に参加し、3次元映像符号化方
式の標準化活動を推進した。MPEG会合に提供された要素映像
テストシーケンスに対して既存符号化方式を適用する基礎実験
を行い、その結果を寄与文書として入力し、標準化の推進に貢
献した。

■ 携帯型端末用3次元映像技術の研究
　個人視聴を想定した携帯型端末による3次元映像視聴サービ
スの実現を目指して、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、視聴者の瞳位置に応じた8K要

図1-1　高精細3次元撮影技術 （a）カメラアレーによる撮影と
（b）撮影映像から視点内挿により生成した映像の例
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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（3）。1058ppi�（pixel�per�inch）の高画素
密度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）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1-3）。また、焦点距離の長いレン
ズアレー用いることで、3次元映像を再生する光線密度を水平・
垂直方向ともに2017年度に試作した装置の約2倍とし、映像品
質を向上させた。
　インテグラル方式では、直視型ディスプレーに要素画像群を
表示し、レンズアレーを密着させて3次元映像を表示する。し
かし、この方式ではディスプレーの赤（R）・緑（G）・青（B）のサ
ブピクセル構造をレンズアレーで観察することになり色モアレ
が生じる。2018年度は、この色モアレ低減を目指して、要素
画像群を時分割で光学的に画素ずらしを行い、多重する方法を
提案した。実験では、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）とレンズアレーに、複屈折素子と偏光制御素
子で構成された光学ウォブリングデバイスを組み合わせて原理
検証を行った（図1-4）。その結果、色モアレを従来の66％に低
減できることを確認した。
　携帯型端末用3次元映像に適した広視域撮像方法として、多
視点映像から3次元モデルを生成し、要素画像群に変換する方
式について研究を進めた。2018年度は、4K多視点ロボットカ
メラおよび非線形奥行き圧縮技術に対応した3次元モデル生成
手法を用いて高品質な3次元映像コンテンツを制作した。また、
より少ないカメラ台数で広い視域のインテグラル3D映像を生

成するためにステレオロボットカメラを試作した（図1-5）。こ
のシステムでは、搭載された3台のロボットカメラの方向を一
斉制御できるため、パン・チルト・ズームといったカメラワー
クをつけて実空間中の3次元映像再現領域の多視点映像を撮影
できる。
　携帯型端末用3次元映像技術のアプリケーションも検討し
た。アプリケーション例として、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2018で展示した（図1-6）。

■ 視聴環境に適した3次元映像の特徴、 
　および3次元映像システムの条件
　さまざまな視聴環境に適した3次元映像の特徴および3次元
映像システムの条件を明らかにする研究を進めている。2018
年度は3次元映像の表示方式であるインテグラル3Ｄ表示の高
品質化に資する新たな奥行き圧縮方式の開発を行ったほか、携
帯型の3次元表示環境を想定した奥行き圧縮の影響を心理実験
によって評価した。
　インテグラル方式では、ディスプレー表面のレンズアレー面
から奥行き方向に離れた位置の再生像はぼやけて表示される特
性がある。このため、再生シーン全体をより狭い奥行き範囲に
圧縮しながらも、見た目の自然さを損なわないように被写体の
形状を適切に変形する奥行き圧縮表現により、ぼやけを低減し
ている。従来の奥行き圧縮方式（単一指向型）は、奥行き方向（デ
ィスプレー面の法線方向）に物体形状を圧縮していたため、視点
位置を移動して再生像を斜めから観察した際に、物体の変形が
視認されて不自然さが大きくなる課題があった。そこで、視点
を中心に物体形状と空間を圧縮する全指向型の奥行き圧縮方式
を検討した。本方式では、視点を原点とした3次元極座標空間
でシーンを表現し、シーン内の物体を動径方向に圧縮する。こ
のため、視線と圧縮方向の角度差が従来法よりも小さくでき、
変形が視認される程度の軽減が期待できる。
　単一指向型と全指向型の奥行き圧縮を適用した際に物体が変
形されて表示される程度（歪み量）を分析し、定量評価した（図
1-7）。歪み量としては、観察者の目に映る2次元像上の2点間の
距離の奥行き圧縮前後の比をもとに定義し、変形が無いときに
0、変形の程度が大きいときに大きな値をとるようなスケーリ
ングを施した。その結果、特に視点位置が水平方向に大きく移
動した際（図1-7右端上段・下段）、提案手法は従来手法よりも
歪み量を軽減する効果があり、より自然な表現が期待できるこ
とが分かった（4）。

図1-4　光学ウォブリングデバイスによる色モアレ低減方法
の構成
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図1-5　ステレオロボットカメラ

図1-6　2次元テレビとテーブル型3次元ディスプレーの連携
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　携帯型端末での3次元映像視聴環境を想定し、奥行き圧縮像
の自然さに関する主観評価実験を行った。実験に際しては、表
示装置の奥行き再現特性に関わらず空間や形状の歪みを評価す
る必要があるが、現在利用可能なインテグラル3Ｄディスプレ
ーでは十分な奥行き再現範囲が得られないため、評価用実験装
置を新たに開発した（図1-8）。
　本装置はシャッター式の3Ｄディスプレーと視点位置を測定
する装置から構成され、視点位置とディスプレーの姿勢に応じ
て像が描画される。これにより、インテグラル方式の特徴であ
る運動視差を有する3次元映像の提示が可能である。また、デ
ィスプレーは定荷重ばねとワイヤーで天井から吊るしているの
で、小さな力で位置と向きの調整が可能である。�
　評定者は、奥行きが圧縮された像（0.2-50mの奥行きのある
シーンを0.1-5mの範囲に収めたもの）の不自然さを評価した。
図1-9に圧縮後の奥行き範囲と自然さ評価値の関係を示す。不
自然さの許容限�（MOS=3.5）�以上となる奥行き範囲は、最小値

で約1.3mであった。この値は、昨年度までに得た据え置き型デ
ィスプレーの視聴環境での結果（1m）をやや上回る。奥行き圧
縮像の不自然さは、視点を大きく動かしたときに顕著となる傾
向がある。そのため、相対的な視点移動が大きくなりやすい携
帯型端末の視聴環境では、必要な奥行き圧縮後の範囲がやや拡
大したと考えられる。

〔参考文献〕
（1）� �加納，渡邉，河北，三科:�“カメラアレイを用いた33万画素の3次

元映像撮像技術，”�映情学冬大，�23D-1（2018）
（2）� �渡邉，岡市，大村，加納，佐々木，河北:“トップハット型拡散スク

リーンを用いた33万画素光線再生型3次元映像表示システム，”�映
情学冬大，23D-2（2018）

（3）� �岡市，佐々木，渡邉，久富，河北:“8Kディスプレイを用いた視点
追従型インテグラル3D映像表示，”�映情学冬大，23D-3（2018）

（4）� �宮下，澤畠，森田，小峯:“自然な立体像表示のための奥行き圧縮表
現の提案，”�映情学年次大,�12A-1（2018）

1.2　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を検討した。2018年
度は、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」について検討した。

図1-7　視点移動時の単一指向・全指向型奥行き圧縮の歪み量の比較
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図1-8　携帯型端末の視聴環境を模擬した3次元映像評価用
実験装置
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図1-9　圧縮後の奥行き範囲と自然さ評価値の関係
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■ By AR/VRサービス
　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。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1-10）、それぞれの利用形態にふさわしい座標
系を提案した（表1-1）。
　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（図1-11）。

■ For AR/VRサービス
　高精細なVR映像を活用した新たな視聴体験を提供できるサ
ービスを検討した。2018年度は検討にあたって必要な高精細
VR映像を、魚眼レンズを装着した複数台の放送用8Kカメラを
並べて撮影、画像結合（スティッチング）して制作した。この手
法により、ヘッドマウントディスプレー等で表示できる没入感
の高い映像が得られた。撮影距離やカメラ配置の異なる複数の
制作手法で、複数のシーンで撮影実験を実施した。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3つの異なる手法を試行した。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、および2
台の8Kカメラを横に並べ前方に両眼視差のある立体VR映像を
取得する手法を試行、検討した。さらに、最大限解像度を高め、
かつ放送制作の演出運用の柔軟性を考慮し、3台の8Kカメラを
前方水平方向に角度を変えて配置して視野角180度以上をカバ
ーするようなVR映像を撮影する手法を新たに提案し、8Kを超
えるVR映像を制作した（図1-12）。今後これらを用いて、高精
細なVR映像を用いたサービスイメージを検討していく。

〔参考文献〕
（1）� �川喜田，吉野，小出，久富:“3D空間における2D動画の形態に関す

る検討，”�HCGシンポジウム2018，HCG2018-I-1-1�（2018）
（2）� �小出，吉野，川喜田，久富:“複数8Kカメラを用いた高精細VR用高

没入感映像制作の一検討，”映情学技報，Vol.43，�No.10，�
BCT2019-47,�pp.45-48�（2019）

図1-10　利用形態に合わせた座標系

（a） （b） （c）

（d） （e） （f）

表1-1　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:全天周映像

図1-11　アルファーチャンネル付き全天球映像による提示

図1-12　制作した高精細VR映像
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1.3　3次元映像デバイス技術

■ 超高密度空間光変調器の研究
　自然な３次元（３Ｄ）映像を表示することができる電子ホログ
ラフィーの研究に取り組んでいる。広い視域の３次元像を表示
するためには、これまでにない微細な画素で構成される空間光
変調器（SLM：Spatial�Light�Modulator）の開発が必要である。
　当所では、微小磁性体を画素とするスピン注入型SLM（スピ
ンSLM）の研究を進めている。スピンSLM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、光を変調するデバイスである。これまで
に、磁性体にパルス電流を流すことで磁壁が移動し、磁化方向
を反転できる素子（磁壁移動型スピン光変調素子）の試作と基本
動作検証に成功した。
　2018年度は、ガドリニウム鉄合金から成る光変調部の組成
を最適化し、1μm×2μmサイズの微小トランジスターで駆動
可能な0.8mAの低電流化を達成した。さらに、この組成で0.5
μm×2μmサイズの素子を試作し、光変調動作を評価した（図
１-13）。光変調部の両端には電極および磁化方向の異なるナノ
マグネット（NM1、NM2）がそれぞれ配置されており、ナノマ
グネットを経由して光変調部に電流が流れる構造である。光変
調部の端部には、ナノマグネットからの局所磁界により、初期
磁区が形成される。ここで、電流を右（左）から左（右）へ流すと
磁壁移動により初期磁区の領域が光変調部の全領域にまで拡大
し、反射光のON（白）/OFF（黒）動作が確認された。これにより、
微小素子による光変調動作の実証に成功した（１）。

■ 光フェーズドアレーの要素技術の研究
　インテグラル３Ｄ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の方向
を高速に制御することができる光偏向デバイスの研究を進めて
いる。光偏向デバイスとして、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、特に、各チャンネルで、電圧の印加で屈折率を超高
速に変化させることができる電気光学（EO:�Electro-Optic）ポ
リマーを用いたOPAを設計・試作し、評価した。
　試作したEOポリマーOPAは、チャンネルごとに電圧を印加
し、EOポリマーの屈折率を変化させて光の位相を制御すること
で、出力される光線（光ビーム）の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OPAを設計・試作し、
±3.2度の光偏向動作を実証した。
　2018年度は、屈折率差の大きな材料を光導波路に用いて、導
波路内に光を強く閉じ込める技術を開発し、チャンネル間のク
ロストークを低減した。この技術により、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、デバイス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伝播
損失を抑制し、光ビームパターンの不要な迷光成分を大幅に低
減した。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（２）（図
1-14）。
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図1-13　磁壁移動型スピン光変調素子の光変調動作

（a）右から左へ電流を流した後
 の磁化状態（断面模式図）

（c）右から左へ電流を流した後
 の磁気光学像（ON状態）

（d）左から右へ電流を流した後
 の磁気光学像（OFF状態）

（b）左から右へ電流を流した後
 の磁化状態（断面模式図）
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図1-14　光フェーズドアレーの実験結果

（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
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