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魅力あるユーザ体験を創出するメディア系技術

高臨場感とは

「臨場感」の辞書的な意味は，「あた
かもその場所にいるような感覚」です．
スポーツ観戦で求められる高い臨場感
はそれだけでしょうか？　臨場感には
大きく分けて ２ つの側面があります．
第 １ は，あたかもその場にいるような
感覚，すなわち高臨場感です．第 ２ は，
その場では分からないことまでも分か
る感覚，言うなれば「超」高臨場感で
す．スポーツ観戦では，両側面の高臨
場感が求められています．家にいなが
ら，あたかもスタンドさらにはフィー
ルド内にいるかのように観戦するとい

う体験は多くの人が求めるものです．
一方で，スタンドや既存のTVでは見
ることができない映像（選手目線での
映像など），聞くことができない音（選
手どうしの会話など）による高臨場感
も多くの視聴者が求める体験であり，
観客席での視聴体験もより豊かなもの
にします．本稿では， ２ つの高臨場感
を実現するためにNTTが取り組んで
いる要素技術のいくつかを紹介します．

全天球映像向けインタラクティブ
配信技術

近年，ヘッドマウントディスプレイ
（HMD）や360度に近い画角で撮影で

きるカメラの安価な製品が発表され，
これまで一部の専門家や愛好家向けで
あったバーチャルリアリティ視聴が普
及に向けて活況を呈してきました．
NTTメディアインテリジェンス研究
所では，ユーザが好みに応じて好きな
領域を視聴できるインタラクティブパ
ノラマ配信技術（１）の研究を進め，この
ような視聴スタイルに適合した「全天
球映像向けインタラクティブ配信技
術」を研究しています．本技術では，
図 １ に示すとおり，全天球（360度）
で広範囲に撮影された映像をいくつか
の領域に分割し個別に高品質エンコー
ド後，ユーザが見ている方向に応じた
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図 １ 　全天球映像向けインタラクティブ配信技術の全体構成

高臨場観戦を盛り上げる映像音響技術

スポーツイベントでは会場での観戦者よりはるかに多くの人がTV，イン
ターネットなどを介して遠隔地から観戦・視聴します．近年，個人の嗜好・
視聴スタイルが多様化し，視聴者が各々好みの方法で観戦を楽しむことが
求められています．本稿では，現実に近い視聴体験の再現（高臨場感）と
同時に，現実を超える体験の提供（超高臨場感）という ２つの観点から，
臨場感の高い視聴の提供を可能とするための映像音響技術に関するNTTの
取り組みを紹介します．
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領域の高品質映像を選択配信します．
見ている方向の領域のみが高品質に視
聴できることから，全天球映像全域を
高品質に配信するよりも限られた帯域
で配信できるようになります．

このように，全天球向けの配信技術
ではインタラクティブパノラマ配信技
術で培った選択配信技術を利用してい
ますが，以下の特徴によりユーザの視
聴体験は大きく異なります．

① 　広視野：視野を覆う映像によ
り，利用者は空間に入り込んだよ
うな感覚（没入感）を得ることが
できます．人間の視野は中心部ほ
ど空間解像度が高く，周辺部の視
野の空間解像度は低いことが知
られています．この特徴を利用
し，中心部の視野のみ部分的に高
解像度で伝送 ・ 提示することで，
限られた伝送帯域で高い臨場感
をユーザに提供することが可能
になります．

② 　頭部追従性：ユーザの頭部の動
きをHMDに搭載された加速度セ
ンサや位置センサにより検出し，
動きに応じた映像を両眼に提示
するので，あたかも空間を見回し
ているように感じることができ
ます．タブレットなどを利用した
従来の視聴と比べ，ユーザは視聴
する部分の選択を意識する必要
がないので，より直感的な視聴が
可能になります．

これまでのゲームやアミューズメン

トパークでのアトラクションで体験で
きる空間は，コンピュータグラフィク
スで作成したものが多数でした．しか
し，ここで紹介した技術により，音楽
ライブなど，実写の映像ならではの臨
場感を配信できることを確認してきま
した．本技術をスポーツ観戦に用いる
ことで，スタジアムの観客席の興奮し
た雰囲気や，フィールドに入り込んだ
かのような迫力をユーザに伝送できる
ことを期待しています．

ロスレス音響符号化技術

現在，ポータブルオーディオプレー
ヤや地上デジタル放送で用いられてい
る MP3 や AAC（Advanced Audio 
Coding）などの音響符号化は，伝送
帯域や記憶容量の制約の下，ある程度
の品質を保ったまま圧縮をすることが
できる技術であり広く普及していま
す．一方，高い臨場感を実現するにあ
たっては原音を忠実に伝送することも
求められています．NTTではMPEG- 4  
ALS（Audio Lossless Coding）の標
準化に参画し，ロスレス音響符号化の
普及に努めてきました（２）．

ロスレス音響符号化は圧縮しても原
音の波形が完全に復元できるため，
ネットワークリソースの無駄遣いを
さけつつ，一切劣化の起きない音質を
保証したまま伝送することが可能で
す．実際，NTT未来ねっと研究所と
協力して開発した映像 ・ ロスレス音響
符号化装置はNTT西日本などによる

高臨場感音響ライブ配信トライアルで
も使用され，配信先でも本会場と同様
の拍手や声援が自然に観客から沸き起
こるなど，従来のライブ配信を超える
会場との一体感を創出することができ
たと報告されています（3），（4）．このよう
な高音質化の流れは4K ・ 8K放送にも
影響を与えました．２0１4年の春に総
務省が実施した超高精細度テレビジョ
ン放送システムへの意見募集に対し，
半数近くが音質向上に関するものであ
り，その中でもロスレス音響符号化
の利用を求めるものが多くを占めまし
た（5）．その結果，２0１4年の夏にロスレ
ス音響符号化MPEG- 4  ALSは4K ・
8K放送にも使われ得る方式として総
務省の省令告示に掲載され，ARIB標
準（ARIB STD-B32）として規格化
されました．

このように，臨場感を向上させるた
めに音質の向上を求める声が大きく
なってきています．私たちもそのよう
な要望にこたえるために，タブレット
端末やセットトップボックスへの実
装，電波帯域の有効利用の実証実験な
どを進めてきました．今後，ロスレス
音響符号化の普及により，TV放送や
コンテンツ配信の臨場感が向上するこ
とが期待されます．また，後述するズー
ムアップマイク技術で収録した音声
を，原音のままロスレス音響符号化に
より圧縮することで効率良く伝送し，
届いた原音を受聴環境に応じた残響制
御により再生することで，臨場感の高
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いコンテンツを楽しむことができるよ
うになる日もすぐそこまで来ています．

自由視点映像配信 ・符号化技術

自由視点映像とはシーンを撮影した
カメラの位置や向きに関係なく，好き
な位置や向きからのカットを視聴でき
る映像です．通常はカメラを設置でき
ない位置からの映像，例えばサッカー
映像における選手やボール目線の映像
を提供することで，これまでの映像で
は得られなかった臨場感のある映像体
験の実現を目指した技術です．

自由視点映像はシーンをさまざま位
置や向きから同時に撮影した多視点映
像を用いて生成します．撮影に必要な
カメラの台数は，視点の自由度や生成
する映像の品質に依存しますが，一般
的に非常に多くのカメラが必要とされ
ています．しかし，そのような多数の
カメラによる撮影や，それら大量の映
像データの蓄積 ・ 伝送を実現すること
は困難です．より少ない映像データを
用いて自由視点映像を実現する方法と
して，映像に加えて，カメラから被写
体までの距離を表現したデプスマップ
を用いる方法が知られています．ここ
では，多視点からの映像とデプスマッ
プを用いた自由視点映像について私た
ちの取り組みを紹介します．

近年のセンサ技術の発展により，デ
プスカメラやレンジスキャナなどによ
りデプスマップを直接取得することが
可能になってきています．しかしそれ

らセンサを用いて取得されるデプス
マップは空間解像度が低く，多数のノ
イズを含みます．そのため，そこから
生成可能な自由視点映像の品質は高く
ありません．私たちはこの問題に対し
て，映像とデプスマップ間の相関や視
点間におけるデプスマップの整合性を
利用したノイズ除去処理やデプスマッ
プのアップサンプル処理を開発しまし
た．さらに，これらをGPU実装する
ことで，デプスセンサで取得された多
視点映像とデプスマップからのリアル
タイム自由視点映像合成を実現して
います．

多視点映像とデプスマップは自由視
点映像をコンパクトに表現した映像
データですが，通常の映像と比較する
とそのデータ量は膨大です．そのため，
自由視点映像を実際に配信するために
は効率的な圧縮符号化技術が必要不可
欠です．これまでに私たちは，視点合
成予測やパレットベース予測など，自
由視点映像のための符号化技術を多数
開発してきました．視点合成予測は，
自由視点映像合成技術を符号化に応用
した技術であり，すでに符号化済みの
別の視点の映像とデプスマップとを用
いて予測画像を合成することで，効率
的な視点間予測を実現します．パレッ
トベース予測は，同一の被写体内では
値の変化が少なく，異なる被写体間で
は値が大きく異なるというデプスマッ
プの特徴を利用した予測画像生成手法
であり，高精度な予測を実現するだけ

でなく，デプスマップの符号化による
自由視点映像合成の性能劣化を防ぐこ
ともできる手法です．これら開発した
手法は，最新の映像符号化国際標準規
格HEVCの拡張規格3D-HEVCに採用
されています（6）．

自由視点映像の実現には，上記紹介
した技術に加え，撮像から表示 ・ ユー
ザインタフェースに至るまで多くの技
術が必要となります．また，現在のデ
プスマップを利用した自由視点映像合
成技術には視点移動の自由度や合成映
像の品質に限界があります．今後，ス
ポーツイベントなどにおいてより広大
な空間を対象とした，あたかも競技空
間に降り立ったような映像体験を提供
する自由視点映像の実現に向けてさら
なる技術開発を進める予定です．

ズームアップマイク技術

通信 ・ 放送を通じたスポーツ観戦を
盛り上げるために，ユーザがあたかも
フィールドの中にいるかのような映像 ・
音声を生成するための技術開発が進ん
でいます．ズームアップマイクは，そ
うしたコンテンツをつくるうえで必要
となる要素技術で，遠くの音をクリア
に収音することを可能にします．

この技術は「カメラで遠方をズーム
するように，遠方の音をクリアに収音
できないのはなぜなのか」というふと
した疑問から研究がスタートしまし
た．これまで録りたくても録れなかっ
た音をクリアに収音することができる
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としたら，高臨場感あふれるコンテン
ツをつくるための重要なツールになる
でしょう．また，通信 ・ 放送を通じた
スポーツ観戦において，ユーザがあた
かもフィールドの中にいるかのような
音声を提供することが将来的にできる
ようになるかもしれません．

ズームアップマイクは，大きく ２ つ
の技術で構成されています（図 ２ ）．

（１） 　音源群を詳細に解析するため
の受音系設計技術

遠方にある音源群を分離して解析す
るために，どのような音を複数のマイ
クロホンで収音したら良いのかについ
て基本原理（7）を確立しました．観測信
号から得られる音源群の情報量を定義
し，それを最大化するための観測信号
の性質を明らかにしました．図 ２ に示
す受音系は，確立した原理に則って実
装した受音系です．１２枚のパラボラ反

射板の前に96本のマイクロホンを設
置するという条件下で，最適な受音系
を構築しました．

（２） 　出力音質と雑音抑圧性能を両
立する信号処理技術

受音系から出力された多観測信号を
用いて，ねらった位置にある音だけを
クリアに収音するための信号処理系を
構築しました．マイクロホン間に生じ
る位相 ・ 振幅差を利用した指向制御技
術だけでなく，雑音の出力パワーを最
大で １ 万分の １ まで低減するスペクト
ルフィルタ生成技術（8）を組み合わせる
ことにより，出力音質と高い雑音抑圧
性能を両立した信号処理技術を確立し
ました．

これまでに，録りたい音をクリアに
収音するための原理が確立しつつあ
り，実験環境では，２0 m離れた任意
の位置にある音源をクリアに収音でき

ることを確認しています．今後は実
フィールドでの適用可能性について
探っていきます．また，少ないマイク
ロホンでもクリアに収音するための技
術改良を進めるとともに，映像分野の
研究者や通信 ・ 放送といった分野で強
みを持つ企業や大学とのコラボレー
ションを積極的に推進したいと考えて
います．

残響除去 ・制御技術

スポーツの臨場感において歓声は非
常に重要な要素の １ つです．歓声に包
まれることで大きな臨場感を得ること
ができる一方で，歓声を抑えることで
落ち着いたより分析的な視聴が可能に
なる可能性もあります．NTTでは臨
場感のコントロールに大きな役割を果
たす残響除去 ・ 制御にも取り組んでき
ています．本技術はすでに収音された

指向制御技術
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図 ２ 　ズームアップマイクのシステム構成
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コンサートを主な対象とした技術です
が併せて紹介します．

私たちの身の周りには，過去の素晴
らしい演奏 ・ 楽曲を収めた名盤（CD
やレコードなど）がたくさんありま
す．しかし，これらの名盤をステレオ
再生したときに当時の収録音場（演奏
会場）でその音楽を聴いているかのよ
うな臨場感が蘇るかといえば，必ずし
もそうではありません．この理由の一
端は，再生時にその演奏を収録したと
きと同じ音響環境を再現することが困
難であるからです．

私たちがコンサートホールの観客席
で音楽を聴いているとき，私たちの耳
には大きく分けて ２ 種類の音が舞台か
ら到来します． １ つは直接音で，これ
は観客席の前にある舞台から私たちの
耳にまっすぐ届く音成分です．もう １
つは残響で，これは舞台から放たれた
音が壁や天井に反射して四方八方から
到来する音成分です．CDなどには一
般的に，観客席位置付近で収録された
ような音が記録されており，直接音と
残響は混ざって収録されています．こ
のため通常のステレオ再生では収録時
と同じ音響環境を再現することはでき
ません．

私たちが開発した音信号に含まれる
直接音 ・ 残響成分を分離する世界初の
技術「残響制御」を用い，音楽信号を
直接音と残響に分離し，直接音成分を
サラウンド再生環境のフロントスピー
カ，残響成分をフロント ・ リア両方の

スピーカからそれぞれ再生すれば，演
奏の収録時に類似した音響環境を再現
でき，臨場感が蘇ります（9）．現在まで
に，有名海外アーティストの過去音源
のサラウンド化や民生用オーディオ製
品に応用され好評を博しています．今
後は，放送分野などへの普及を目指す
とともに残響制御処理の精度向上を目
指した基礎研究を進めていきます．

今後の展開

本稿では高臨場観戦を盛り上げるた
めのいくつかの要素技術を紹介しまし
た．高臨場観戦は映像と音響の両者に
関し，撮影収音，符号化 ・ 配信，加工，
視聴システムを含むさまざまな要素が
関係する複雑な課題です．今後もなお
一層NTT研究所の幅広い研究を融合
させて遠隔地および会場での体験をよ
り臨場感の高いものにしていきたいと
考えています．
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NTTではスポーツ ・コンサートをはじめ
とするさまざまなイベントを高い臨場感で
楽しむことを可能とする研究に，撮影 ・収
音，伝送から合成 ・再現に至るまで幅広く
取り組んでいます．これらの技術で遠隔地
でも，また会場でもより魅力的な視聴体験
を楽しんでいただきたいと思います．
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