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2020 Showcaseの取り組み

イマーシブテレプレゼンス技術
「Kirari!」

昨今，世界的なスポーツ大会や，国
内でのプロ野球やサッカーなど，人気
の高いスポーツ競技の試合が開催され
る際には，TV中継に加えて，インター
ネットによるライブ配信や街中などに
おけるパブリックビューイングが行わ
れるなど，スポーツ視聴のスタイルは
多様化しています．また，2020年には，
4K ・ 8K放送の普及により，世界中の
多 く の 視 聴 者 がTVや パ ブ リ ッ ク
ビューイングなどにより，スポーツの
感動を共有することが予想されます．

NTTサービスエボリューション研究
所では，こうした世の中の視聴スタイ
ルの多様化をとらえ，高精細かつ超高
臨場感を実現するための技術として，
競技空間をまるごとリアルタイムに日
本国内はもとより世界へ配信するイ
マーシブテレプレゼンス技術「Kirari!」
のコンセプトを2015年 2 月に発表し
ました．Kirari!を実現することで，
あらゆる場所であたかも競技場にいる
かのような体験を感じることができる
世界の実現をめざします．

超高臨場感サービスを支える技術

Kirari!による超高臨場感リアルタ
イム中継の実現に向けた主な技術課題
は以下の 2 つです．

・ 競技会場における試合の模様から
リアルタイムで選手の映像や競技
の音声を切り出す技術の精度向上

・ 切り出された選手の映像や競技の
音声に加え，リアルタイムに合成
した試合全景の映像や音声情報な
どさまざまな情報の同期伝送と，
遠隔地での臨場感の高い再現

これまで，上記技術課題を解決する
ための要素技術を整理し，各要素技術
の研究開発を推進してきました（図
1 ）．

これらの要素技術の研究開発によ
り，2016年 2 月に開催されたNTT R&D
フォーラムでは，空手の型の演舞を行
う選手を擬似3Dでリアルタイム中継
し，超高臨場感視聴体験を実現するこ
とに成功しました（図 ２ ）．今回開発
した要素技術の概要，および成果のポ
イントを次に示します．

超高臨場感メディア同期技術
（Advanced MMT）

メディア同期に優れたMMT （MPEG 

Media Transport）を拡張し，MMT
アセットの大きさや位置，方向などの
三次元情報を記述できるMMTシグナ
リングを定義することで，映像 ・ 音声
とともに空間情報を同期伝送できる技
術を開発しました（図 ３ ）．この技術
により，例えば映像提示デバイスのサ
イズ ・ 設置位置などの物理的空間位置
とアセット情報（フレーム内のピクセ
ル情報）との対応付けが可能となり，
伝送先に応じて意図どおりの大きさで
高臨場に空間を再構成することができ
るようになりました．また，ステージ
で広く用いられている演出照明 ・ 音響
機器をコントロールするDMX信号を
MMTアセットにて伝送することで，
遠隔地ステージ機器とメディアが高度
に同期連動した高臨場な演出ができる
ようになりました．

任意背景リアルタイム被写体抽出
技術

Kirari!の実現においては，撮影さ
れた映像から注目する被写体のみを抽
出して実像と見間違えるように表示す
ることが求められています．グリーン
バックなどの特殊撮影環境下での撮影
が難しいスポーツや演劇，講演などで
利用可能な技術として，任意背景下で

高臨場感 イマーシブテレプレゼンス メディア処理・同期技術

2020 Public Viewing—イマーシブテレプ
レゼンス技術「Kirari!」

NTTサービスエボリューション研究所では，あたかも競技場にいるかの
ような体験をあらゆる場所で感じることができる超臨場感サービスの実現
に向け，イマーシブテレプレゼンス技術「Kirari!」の研究開発を推進して
います．本稿では，Kirari!を支える「超高臨場感メディア同期技術（Advanced 
MMT）」「任意背景リアルタイム被写体抽出技術」「臨場感デザイン技術（高
臨場音像定位技術）」「超ワイド映像合成技術」の概要と，これらの技術を
活用した取り組みについて紹介します．
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注目する被写体を抽出する技術を開発
しました（図 ₄ ）．処理の前段ではセ

ンサなどの情報から大まかな被写体の
範囲を抽出（TRIMAP生成）し，後

段では被写体と背景の境界を精緻に特
定するフレームワークとして色空間上
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図 1 　Kirari!の要素技術

［協力］公益財団法人 全日本空手道連盟
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図 2 　Kirari!によるリアルタイム中継
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最近傍探索を行い，クラスタリングす
ることで前景と背景を精緻に分離する
手法を確立し，前景と背景で色の重な
りがないなどの制約条件下ではリアル
タイム処理で被写体抽出を行える技術
を確立しました．

臨場感デザイン技術（高臨場音像
定位技術）

超音波の拡散反射を利用することで，

スピーカを配置できない場所に投影さ
れた映像中の被写体の位置に音像を定
位させることを可能にするとともに，こ
れまでのサラウンドスピーカを用いた
音像定位よりも広範囲の視聴エリア
に，より少ないスピーカ数で仮想的な
音源を臨場感高く定位させる高臨場音
像定位技術を開発しました（図 ₅ ）．
動電型スピーカを用いて低音補完する
ことにより超音波特有の音質劣化に対

応しました．この技術により，大画面
に等身大で投影した被写体映像の任意
の位置に音源を仮想的に生成すること
ができ，あたかも被写体そのものから
声や競技音が発生しているかのような
効果をより簡易な構成で実現できるよ
うになりました．

超ワイド映像合成技術

通常のTV映像の16：₉ のサイズに

補正結果

補正結果（拡大）境界領域の補正処理

おおまかな
被写体を
抽出した画像

■境界補正のイメージ

図 4 　任意背景リアルタイム被写体抽出技術
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図 3 　超高臨場感メディア同期技術（Advanced MMT）
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は収まらない超ワイド映像による高臨
場感サービスをめざし，そのファース
トステップとして，4Kカメラ 5 台を
横方向に並べて撮影した映像を4K 4
枚分の映像にリアルタイムで合成する
アルゴリズム，システムアーキテク
チャを確立しました（図 ₆ ）．処理の
リアルタイム化にあたっては，莫大な
データ量となる4K映像を分割して処
理することで合成の処理時間を高速化
するとともに，ちらつきを抑えるため

に必要な前フレームの合成位置の参照
についても，実際の計算を待たずに次
フレームの処理が実行できる仕組みを
入れ，実時間（4K60P）の処理が可
能になりました．

今後の展開

今回研究開発を行った技術を活用
し，今後，個人競技を中心に，競技の
リアルタイム中継のトライアルを進め
ていきます．また，スポーツだけにと

どまらず，伝統芸能や地方の祭りなど
の無形文化財，音楽コンサートのパブ
リックビューイングや講演のライブ中
継など，遠隔ゆえに，これまで多くの
方が鑑賞することが困難なイベントへ
の展開も視野に進めていきます．

さらなる研究開発として，Kirari!
で実現する競技の幅を広げるため，選
手複数人での競技（被写体の重なりの
大きい競技）へ対応するための研究開
発を推進し，将来的には，競技者が大
人数，もしくは複数の被写体の移動の
大きい競技などへ対応することによ
り，現在では実現の難しい柔道やサッ
カーなどへの適用をめざします．

（後列左から） 高田  英明/ 小野  　朗/
 阿久津  明人

（前列左から） 外村  喜秀/ 井元  麻衣子

2020年には世界のどこにいてもあたか
も競技会場にいるかのような体験を得られ
る世界の実現をめざし，高臨場感サービス
を提供するために必要となる要素技術の研
究開発に取り組んでいます．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
 ナチュラルコミュニケーションプロジェクト
TEL 046-859-3901
E-mail　ecp-hosa lab.ntt.co.jp

※超指向性スピーカから放射する人間の耳には聴こえない周波数帯域の音波，可聴音を直線状に搬送するために利用
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（a）　バーチャルスピーカ技術の原理

ラウドスピーカによる低音補完
により，音像位置を保持したま
ま超音波特有の音質劣化を補正

超音波※の拡散反射を利用することで，
スピーカを配置できない映像表示面の
被写体そのものに対して，音像を構築

被写体移動に合わせて，音像の位置
を滑らかに左右に制御

図 5 　臨場感デザイン技術（高臨場音像定位技術）
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図 6 　超ワイド映像合成技術


