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高臨場UXサービスを支える技術

自由視点映像合成が実現する未来

自由視点映像合成は，スポーツ競技
やイベントなどで対象となる空間に対
して，観戦者が望む任意の視点からの
映像視聴を可能とします．この合成に
よって産み出される映像は，撮影に用
いられたカメラの配置によらないもの
となっており，撮影カメラを切り替え
たり，その間を補間したりするだけで
はない，真の意味での自由な視点から
の映像視聴を実現します．サッカー観
戦を例に挙げると，自由視点映像合成
はフィールドに立つ選手と並び立った
視点や，ボールに追従した視点など，
絶対にカメラを置けないであろう位置
からの映像視聴を実現することができ
ます．自由視点映像合成を用いること
で，観戦者に対して，実際にスタジア
ムで体感できること以上の視聴体験を
提供できるといえます．

自由視点映像合成の流れと技術動向

自由視点映像の合成の基本的な処理
の流れは，まず視聴したいシーンを撮
影して，三次元的な形状とテクスチャ

（画像）情報を復元します．そして視

聴時には，その三次元的な形状とテク
スチャを所望の視点から見た画像とし
て描画します．古くは2001年に米国
のスーパーボウルのTV中継で行われ
たEye Visionシステムが有名ですが，
当時の研究では，数十台にも上る莫大
な数のカメラを並べて対象となるシー
ンをさまざまな位置や方向から同時に
撮影し，それによって得られた多視点
画像に対して，ステレオマッチングな
どの画像処理による三次元情報の推定
を行っていました．

しかし，高精細なカメラが一般的に
なってきた昨今では，多数のカメラを
準備したうえでの撮影，ならびに大量
の多視点画像を用いた画像処理を行う
ことは時間的にも費用的にも非常に困
難であるといえます．一方で近年，一
般のカメラで撮影されるカラー画像に
加えて，深度センサなどで計測した深
度画像を併用する方法が登場しまし
た．深度画像は，深度センサで計測さ
れる被写体までの距離を画像として表
現したものです．深度画像は，撮影方
向からの被写体の三次元形状を直接表
現するため，従来の多視点画像からの
三次元情報推定手法と比較して，より
少ないカメラ台数で自由視点映像合成
を実現することが可能となります．ま

た，近年では，Microsoft Kinect（Kinect）
に代表されるように，深度センサを搭
載した撮影デバイスが安価に入手でき
るようになってきました．これらを用
いることで，低コストで自由視点映像
の撮影 ・ 合成システムを構築すること
が可能となります．前述したとおり，
スタジアムなどにおける広域な空間に
対して自由視点映像合成を実現するこ
とが近い将来の目的ではありますが，
NTTではその第一ステップとして，
Kinectなどの深度センサを利用して，
人物の全周程度の比較的狭い領域に対
する自由視点映像を合成する技術を確
立しました．本稿では，NTTメディ
アインテリジェンス研究所で研究開発
している技術とデモシステムの概要，
およびアプリケーション例を紹介し 
ます．

深度センサを用いる自由視点映像
合成のための深度画像補正技術

■自由視点映像合成のデモシステム
私たちが研究用に構築している，カ

メラ兼深度センサとしてKinectを 4
台用いた小規模な自由視点映像合成の
デモシステムを紹介します．システム
のフローを図 1 ，撮影環境の概要を図
2 に示します．このシステムは撮影カ

自由視点映像 映像視聴 画像処理

新たな映像視聴体験を実現する自由視点
映像合成技術
スポーツ観戦などにおいて，より高臨場に映像視聴を行いたいという観
戦者の要望は次第に高まっています．高臨場な映像視聴体験を実現するた
めの １つの方策として，観戦対象となる空間そのものをコンピュータ上で
再構成し，観戦者が所望するあらゆる視点からの映像を提供する自由視点
映像合成が注目を集めています．本稿では，NTT研究所で取り組んでいる
自由視点映像合成を構成する要素技術，および想定するアプリケーション
例を紹介します．
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メラとして小型なデバイスである少数
のKinectで実現しているため，可搬性
が高く，低コストに自由視点映像を合
成することが可能です．ただし，同深

度センサの仕組みや性能等の要因によ
り，被写体は 3 メートル四方程度の小
規模な空間に制限されます． 4 台の撮
影PCそれぞれに接続したKinectを用

いて空間内に存在する被写体のカラー
画像と深度画像を撮影し，それらの画
像をネットワークスイッチ経由で合成
PCに送信します．その後，各カメラ
間および各画像間の対応を取ること
で，撮影した被写体を点の集まりであ
る点群データや，点群データを滑らか
につないだメッシュデータとして再現
します．
■技術のポイント

次に研究開発している技術のポイン
トを説明します．カラー画像と深度画
像から被写体の点群データを取得する
ためには，カラー画像と深度画像のそ
れぞれについて，カメラ間の相対的な
位置や向き，レンズなどのパラメータ
をあらかじめ求める必要があります．
このパラメータ算出処理のことをキャ
リブレーションと呼びます．

具体的には各カメラにおける外部お
よび内部の 2 つのキャリブレーショ
ンがあります．外部キャリブレーショ
ンは，各カメラが空間内のどこにいる
のかを特定するための処理であり，各
Kinectから送られてきた深度画像をそ
れぞれ正しい位置で統合するために必
要な処理となります．内部キャリブ
レーションは，各カメラで撮影した画
像のレンズ歪みなどを補正し，正確な
画像および点群データを取得するため
に必要な処理となります．カラー画像
のみのキャリブレーションは従来から
行われており，既定のパターンを持つ

撮影視点ごとの処理

各視点にカメラ配置

映像視聴

カメラキャリブレーション

シーン復元・映像生成

シーン撮影

撮影データ統合

全視点を統合した後の処理

NTTメディアインテリジェンス研究所が
開発した深度画像補正技術

図 1 　自由視点映像合成技術
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図 2 　撮影環境概要
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構造物（白黒のチェッカーボードなど）
を用いた手法（1）で上記の外部と内部の
キャリブレーションを行い，パラメー
タを得ることができます．しかし，今
回新たに用いる深度画像は，従来の内
部キャリブレーションによる補正だけ
では不十分であり，正確な深度画像を
取得することができません．この問題
は深度画像を得る手法に起因していま
す．Kinectは対象物体に赤外線を照射
し，反射して戻ってくるまでの時間を
計測することで光路長を取得し，光路
長から物体までの垂直距離を深度値と
して算出しています．そのため，従来
の内部キャリブレーションで考慮され
ているカメラレンズ歪み補正だけで
は，本来の光路長とは異なる光路長か
ら算出された深度値になってしまいま
す（図 ₃ ）．

そこで私たちは，レンズ歪み補正前
後のマッピング位置と，取得した光路
長の値を変化させないような制約を用
いることで，レンズ歪み補正後の深度
値を正しく算出する深度画像補正技術
を考案しました（2）．これによって，従
来のキャリブレーション手法よりも誤
差の少ない深度画像を取得することが
可能になりました（図 ₄ ）．従来手法
による深度画像補正を加えた被写体の
再現結果と，本補正技術による深度画
像補正を加えた被写体の再現結果との
比較を図 ₅ に示します．従来手法では
被写体の輪郭部分に疑似輪郭が現れる

補正後
p′ (x′, y′) ：画素位置
L′ ：光路長
d′ ：深度距離

p′ (x′, y′) p′ (x′, y′)

L′≠L

p(x, y) p(x, y)

（a）　従来技術 （b）　本技術

画像補正後に光路長が変化してしまう 画像補正後も光路長を一定に保つ

d dd′

L L′＝LL

補正前
p(x, y) ：画素位置
L ：光路長
d ：深度距離

図 ₃ 　深度画像補正技術の概念図

20 mm
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（a）　取得した深度画像と真値との誤差

（b）　従来の歪除去手法 （c）　本手法

図 ₄ 　深度画像の真値との誤差比較
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などの品質劣化を招くのに対して，本
補正技術を用いることで疑似輪郭を大
幅に抑制し，被写体の三次元的な形状
再現の品質向上に大きく寄与している
ことが分かります．

小規模な空間に対する自由視点 
映像合成のアプリケーション

小規模な空間に対する自由視点映像
合成のアプリケーションとして，リア
ルタイム版とオフライン版があると考
えています．
■リアルタイム版

リアルタイム版は，各Kinectで取得
した画像を点群データとしてリアルタ
イムに表示するアプリケーションで
す．一例として，スポーツやダンスな
どのリアルタイムなフォームチェック
が挙げられます．今まさに取得してい
る自らの動作と，あらかじめ取得して
おいた熟達した選手の動作とを並べる
ことで，自らのフォームのどこが悪い
か（例えば，プロの動作に比べて自分
はひじが下がっているなど）を比較し
て確認することができます（図 ₆ ）．
また，単なる画像や動画と異なり，三
次元的な復元を行っているので，普通
は見えないような角度からでも比較を
行うことができます．そのため，自ら
のフォームの欠点の修正をより効率的
に行うことができると考えています．
■オフライン版

オフライン版では，各Kinectで取得

した画像を合成PC上で点群データに
統合した後，それを点群データのまま
表示するのではなく，点群データどう
しをつないで面として表示するメッ
シュ化という処理を行うことで，さら

に高品質な三次元モデルの描画を行い
ます．このメッシュ化処理により，高
密度で滑らかな被写体の三次元モデル
の再現が可能となります（図 ₇ ）．た
だし，現時点ではメッシュ化処理に実

事前に取得した
熟練者のフォーム

撮影されている
自らのフォーム

図 ₆ 　リアルタイムフォームチェックへの活用例

疑似輪郭の発生に起因して
合成形状に大きな品質劣化が生じている

（a）　従来手法

（b）　本手法

疑似輪郭を大幅に抑制することで
合成形状の品質が向上している

図 ₅ 　深度画像補正技術の適用結果比較



NTT技術ジャーナル　2017.1014

高臨場UXサービスを支える技術

時間以上の時間を要しており，リアル
タイムでの表示はできません．オフラ
イン版では撮影した後でゆっくりと被
写体の 3 次元形状を見ることができ
ます．アプリケーションの一例として
リアルタイム版と同様に，フォーム
チェックとして使うことができます．
しかし，こちらは，即時でのフォーム
修正を行うというよりは，自分のモデ
ルをスマートフォンなどに保存してお
き，好きなタイミング ・ 好きな場所で
自分の動作を復習するといったような
用途が考えられます．また，仮想空間
に自分を撮影した 3 次元モデルを配
置し，ヘッドマウントディスプレイ

（HMD）などを用いて等身大に自分の
動作を確認するといったことも可能で
す．リアルタイム版と異なるアプリ

ケーションとしては，三次元的な写真
撮影として用いることもできます．自
分と友人の三次元モデルを並べて，ス
マートフォン上やHMDを付けた状態
で好きな方向から視聴する，さらにそ
こに光学効果を加えるといった楽しみ
方もできます． 

今後の展開

自由視点映像合成を実現するための
第一ステップとして，人物の全周を手
軽に撮影 ・ 表示するアプリケーション
を想定し，可搬性を重視した小規模な
空間の合成のための要素技術を研究開
発しました．本稿で，小規模な空間に
対する自由視点映像合成技術とデモシ
ステムの概要，および想定されるアプ
リケーションの応用例を紹介しまし
た．次のステップとして，スタジアム
などのより広大な空間を対象とし，そ
の中の絶対にカメラを置けないであろ
う位置に，あたかも観戦者自身が立っ
ているかのような映像体験を提供する
ことを考えています．このようなアプ
リケーションを実現するためには，よ
り広い空間での自由視点映像合成を行
う必要があり，その実現に向けた撮影
や合成技術の研究開発を進めています．

また，今まで研究開発してきた自由
視点映像合成では，合成処理を撮影地
点で実施することを考えていました
が，今後はネットワークを介してクラ
ウドに転送し，クラウドで合成処理を

行う手法を検討しています．これによ
り，遠隔地でも手軽な自由視点映像コ
ンテンツの視聴を行えるようになり，
より幅広い楽しみ方が可能になります．
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図 ₇ 　本技術を用いた三次元復元結果

（左から） 木全  英明/ 岡見  和樹/
 磯貝  　愛/ 竹内  広太（右上）

画像処理技術を応用することで，現場で
得られる臨場感をも超えた超高臨場な映像
視聴技術を確立していき，ユーザにより魅
力的なコンテンツを届けることができるよ
うな研究開発に取り組んでいきます．
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