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高臨場UXサービスを支える技術

裸眼3D映像表示技術

将来の究極の映像提示手段の １ つと
して，3Dメガネなどを必要とせずに
運動視差も含めた自然な立体視が可能
な多視点裸眼3Dディスプレイが提案
されています．その中でも，拡散角の
狭い特殊なスクリーンに複数方向から
プロジェクタで映像を投影し，多視点
映像をつくり出す手法（図 1（a））では，
解像度の低下を最小限にしつつ自然な
立体視を実現できます（１）,（2）．例えば，
2１6台のプロジェクタを0.625度間隔で
並べ，それぞれの視点の映像を投影す
ることで，視域１35度で運動視差を伴
う自然な立体視を実現し，映し出され
た人物があたかもその場にいるかのよ
うな高い臨場感を実現するシステムが
提案されています（2）．しかし，こうし
た視点分の映像ソースを必要とする手
法では，広い視域でなめらかな視点移
動を実現するために視点間隔をより狭
く，より多く設ける必要があり，映像
ソース ・ プロジェクタ数が増えること
によるコストの増加や，膨大な数のプ
ロジェクタの配置，調整にかかる手間
の増加，映像の同期再生制御が困難に
なるなど，大きな問題がありました．

こうした問題に対し，NTTサービ

スエボリューション研究所では，複数
のプロジェクタの映像が互いに重なり
合う際に生じる視覚的な効果を利用
し，隣り合う視域に視点が移動するに
伴って重なり合う映像の光学的な輝度
の比率をなめらかに変化させる「光学
リニアブレンディング技術」を用いる
ことで，少ない数のプロジェクタでな
めらかな視点移動が可能な裸眼3D映
像表示技術を研究しています（3）（図 １

（b））．しかし，これまでの実装ではレ
ンズ光学系を用いた構成のため，表示
面の大型化や広視域化が困難という課
題がありました．

そこで私たちは，東北大学と新たに
開発した「空間結像アイリス面方式」
と呼ばれる特殊な光学スクリーンを用
いることで，プロジェクタ数の少ない
簡易な投影装置で表示面の大型化，広
視域化が可能な視点移動対応裸眼3D
映像スクリーンを提案します（4）,（5）．

視点移動対応� �
裸眼3D映像スクリーン

■光学リニアブレンディング技術
同一の投影面に左右方向に微小にず

れて重なり合うよう投影した 2 つのオ
ブジェクトにおいて，それぞれのオブ
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図 1 　裸眼3D映像表示技術

少ない数のプロジェクタでなめらかな運動視差を
実現する視点移動対応裸眼3D映像表示技術

広い視域でなめらかな運動視差を伴う自然な3D映像を，少ない数のプロ
ジェクタで投影する視点移動対応裸眼3D映像スクリーンを提案します．本
スクリーンは空間結像アイリス面方式と呼ばれるスクリーン技術と，光学
リニアブレンディング技術を用いることで，少ない映像ソースと少ない数
のプロジェクタで裸眼3Dシステムを構築できます．
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ジェクトの輝度の比率を変化させる
と，人の網膜上には 2 重のエッジがオ
ブジェクトの左右についた像が映りま
す（図 ２（a））．しかし，人の視覚系では，
オブジェクトの 2 重エッジの幅がある
程度小さい場合には， 2 重ではなく １
つのエッジとして知覚され，輝度の比
率に応じて １ つと認識されるエッジの
位置が 2 本のエッジ間でなめらかに遷
移します（図 2（b））．この知覚現象を
利用することで，視点Aから視点Bへ
の視点移動に伴ってプロジェクタ １ か
ら投影されたオブジェクトの輝度が
徐々に低下しつつプロジェクタ 2 から
投影されたオブジェクトの輝度が徐々
に上昇し，かつ両方の像の輝度の和が
常に一定になるように設計すると，観
察者には運動視差が生じ，オブジェク
トが投影面から奥行きSの位置にある
ように知覚します（図 ３ ）．また，観
察者の両眼の距離差から，観察者が静
止していても各々の眼では異なった位
置のエッジを知覚するため，両眼視差
によってもオブジェクトの奥行き位置
がSの位置にあるように知覚されま
す．この原理を映像提示に応用すれば，

2 つのプロジェクタ間の中間視点をな
めらかに補完した3D映像が提示でき
るため，中間視点数分のプロジェクタ
台数を削減できると考えられます．

私たちはこれまでに，通常の光学レ
ンズを用いたプロトタイプで上記原理
による効果を確認し，運動視差だけで
なく両眼視差も働く自然な裸眼3D表
示の実現可能性を示しています（3）．し
かし，これまでの実装では光学レンズ
を用いており，物理的な制約によって
表示面の大型化や広視域化が困難で 
した．
■空間結像アイリス面方式との� �
結合
一般的にプロジェクタ投影に用いら

れる拡散スクリーンでは，投影された
光は広い角度に拡散されることから，
複数の方向に配置したプロジェクタか
ら別々の映像を投影しても視点位置に
応じて異なる映像を見せることは困難
です．そこでNTTサービスエボリュー
ション研究所では反射材とUV重合フ
レネルレンズ層，異方性拡散層を組み
合わせた反射型スクリーンを東北大学
とともに新たに開発しました（図 ４ ）．

このスクリーンは投影距離a，焦点距
離fに対して １ /f＝ １ /a＋ １ /dとな
るdの位置にプロジェクタのアイリス
面（レンズの絞り相当の面）を結像し
ます．アイリス面の大きさが小さい場
合，投影面の方線を中心とした輝度拡
散は異方性拡散層の特性によって制御
できます．これにより，異なる投影角
度で複数のプロジェクタの映像を重ね
れば，リニアブレンディングが光学的
に実現できると考えられます．

評 価 実 験

■開発した光学スクリーンの輝度
分布特性
今回開発した光学スクリーンにより

結像されたアイリス面の輝度分布を測

輝度の比率
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図 2 　リニアブレンディングの原理
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定しました．プロジェクタ １ 台のアイ
リス面の輝度分布特性を図 ５（a）に示
します．縦方向に拡散度の大きい異方
性拡散層の特性により，上下方向にの
み輝度が一様に広がり，左右方向には
拡散特性がガウス分布型，特に斜面が
直線的な輝度変化を示し，投影面の中
心から離れるに従って徐々にリニアに
近いかたちで輝度が低下することが分
かります．

次に輝度が半値となる部分で隣り合
うアイリス面が重なり合う間隔で 5 台
のプロジェクタを設置し，複数のアイ
リス面がどのように重畳されるかを測
定しました．図 5（b）に １ つおき 3 台
の，図 5（c）に 5 台すべての輝度分布特
性を示します．複数のプロジェクタで
投影した場合でも，輝度比に応じたリ
ニアブレンディングが正しく機能し，
かつ重畳された複数プロジェクタのア
イリス面の輝度が一定になることが示
されました．
■プロトタイプシステムと� �
投影評価
5 台のプロジェクタを用いた視点移

動対応裸眼3D映像スクリーンの対角

50インチのプロトタイプシステムを
構築し，映像投影による評価を行いま
した（図 ６ ）．評価映像コンテンツは，
プロジェクタの位置に応じた 5 つの視
点からの映像を表示しました．

多視点映像に対応した 5 つの視点か
ら観察した映像と，その視点間に視覚
的に生成され知覚される視点映像を図
７ に示します．アイリス面の位置から
観察できる映像は，プロジェクタで投
影した視点映像そのものが観察され，
隣り合うプロジェクタの映像に影響さ
れていないことが分かります．また，
隣接するアイリス面の中間には，隣り
合う視点映像からリニアブレンディン
グ技術により視覚的に生成し知覚され
た映像が確認できます．これらの映像
から，視点が移動した場合でも離散的
な映像の遷移ではなく，連続的でなめ
らかな運動視差による映像遷移ができ
ることが分かります．また，このアイ
リス面の間隔は，観察者の両眼の感覚
に比べて極端に広い間隔であり，各々
の眼がアイリス面の中間に存在して
も，各々の網膜上では異なったエッジ
位置の映像が知覚されることから，裸

眼であるにもかかわらず両眼視差が生
じ，観察者が静止していても3D映像
を知覚できます．さらに，観察者が複
数の場合でもそれぞれの観察者の位置
に応じた3D映像を観察できます．
■考察

私たちの提案システムにおけるプロ
ジェクタ間隔と再現できる奥行きの関
係を下記に示します．

融合限界角度をA，スクリーンとア
イリス面との距離をd，知覚される像
までの奥方向への奥行き距離をS，隣
接するプロジェクタの間隔をt，スク
リーン上に投影される像のズレによる
視差をvとします．ここで，奥方向へ
の奥行き距離Sは視点の間隔tによっ
て下記のように計算することができ
ます．

　S ＝ （d * v ） / （ t − v ）
　v ＝ d * tan （ A ）
また，手前方向への飛び出し距離Sʼ

も下記のように同様に計算することが
できます．

　Sʼ ＝ d * v / （ t ＋ v ）
したがって，融合限界角度Aが ８

分（6）であり，スクリーンとアイリス面
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図 5 　アイリス面の輝度分布特性
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との距離dが2000 mmである場合，再
現可能な奥方向への奥行き距離Sは約
3₉ mmであり，手前方向への飛び出し
距離Sʼは約3₇ mmです．隣接するプロ
ジェクタ間隔を狭めると，再現できる
奥行き距離も増大します．

今後の展開

私たちは，プロジェクタ数を大幅に
削減できる視点移動対応裸眼3D映像
スクリーンを開発しました．投影評価
などから，従来の多視点映像を用いた
運動視差を伴う裸眼3Dに比べ，再現
するオブジェクトの奥行きに応じて 3
分の １ ～１0分の １ のプロジェクタ数
で実現できることを示しました．

本スクリーンは必要な映像ソースが

少なく，かつ光学的な輝度制御である
ことからソフトウェアによる処理も必
要ないため，リアルタイム処理が必要
な遠隔コミュニケーションやライブ中
継にも利用可能です．また，フレネル
レンズを用いた集光光学系によって薄
型で超高輝度なフロント投射型スク
リーンとなっていることから，持ち運
びや設置が容易で，外光下における屋
外3Dサイネージなど，これまでにな
い幅広い応用が期待できます．
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（左から） 巻口  誉宗/ 高田  英明

裸眼で運動視差も実現できる「自然な3D
映像表示」は今後ますます注目されていく
と考えられます．投影物があたかもそこに
実在するかのような体験を身の周りの生活
に組み込んでいけるよう，さらなる効率化
に向けてこれからも研究を進めていきます．
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図 ₆ 　 5 台のプロジェクタによる投影システム

図 ₇ 　�多視点映像に対応した 5 視点から観察した映像（色枠）と
その中間視点から観察した映像（枠無）


