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相互テレイグジスタンスのための
全周囲裸眼立体提示撮像システムの研究

林淳哉

工学系研究科先端学際工学専攻

����年 �月 ��日

� はじめに
遠隔地間の人間同士があたかも互いに目の前に

いるかのように対話可能な状況を相互テレイグジ
スタンスと呼び、視覚における相互テレイグジス
タンスの実現に向けて研究を行っている。視覚の
相互テレイグジスタンスにおいては、テレイグジ
スタンス環境に溶け込むための没入性および �次
元性、実時間インタラクション、ノンバーバルな
情報をやりとりするために表情を撮影可能な撮像
機構が必要だが、これらの要素を満たすシステム
の要件として、裸眼立体視、広視野角映像提示、
提示機構と干渉しない撮像機構、を掲げ、これら
を満たすシステムとして��������������������
���������� ��������� ������������を開発し
てきた ���。
本報告書では、������� に関する今年度の

研究成果として、������� の実用化を目的と
した新しい�������の開発と、������� 撮
像システム、������� 間通信に関する研究に
ついて述べる。

� ������� �� および �

データ伝送部に光信号を用いて帯域幅を拡大し、
提示機構の発光素子により小さなフルカラー���
を用いることで、従来の������� ���を大幅に
改良した������� ��および������� ��の
実用機版として ������� ��図 ��を作成した。
スペックを表 �に示す。

図 �� ������� ��右図�および提示映像 �左図�

新しい ������� では解像度、フレームレー
ト、画素数、入力フォーマット、ユーザビリティ
などの全面で改良がなされ、それによってより高
画質の映像を自然に立体視できるようになった。
なお、������� �は日本科学未来館に設置さ
れ、近々一般に公開予定である。

� 撮像システムの改良
利用者の周りをシャッタタイミングを制御可能

な複数台のカメラを高速移動させて ���度全周か
ら利用者を撮影する������� 撮像システム ���
を改良し、������� に搭載された ��台のカメ
ラを���チャンネル数およびデータ転送帯域の
範囲内で自由に制御可能で、撮影映像のディスプ
レイ出力、���ファイル出力、������出力に対
応したシステムを構築した。
これにより、�台のカメラを用いた約 �����の

映像表示や、��台のカメラを用いた �����で数十
秒間の���ファイル保存、�台のカメラでの数 ���
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の映像データ転送などが実現できた。図 �に撮影
映像の例を示す。

図 �� 撮影映像

� ������� 間通信
以上を踏まえて、全周立体映像提示と全周撮像

という �������の特徴を活かし、�������
���東京大学�と ������� ��日本科学未来館�
の間で空間共有実験を行った �図 ��。
空間共有のための��空間構築には �����������

�������を用い、�����のマップ環境を��環境と
して採用した。��環境内のウォークスルーには
ゲームコントローラを用い、遠隔地間の利用者同
士が互いにマップ上を動く様子を、観察方向の反
映された顔面映像つきで確認することが出来た。
また ����� を用いて音声通話を行った。
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図 �� �������間通信のシステム構成

図 �に �������に提示されたのと同等の映
像を示す。

� まとめ
������� ��� の提示性能を大幅に改良して撮

像機構を搭載した ������� ��および �を作

図 �� 実験結果

成し、������� ��� � 間での空間共有を実現
することで、相互テレイグジスタンスのための土
台を確認した。今後の課題として、光信号の多重
化などによる ��������制御用マシン間のデー
タ伝送帯域幅の拡大や、キャリブレーション、背
景切抜きなどによる撮像機構の改善、�������
間通信プロトコルの改善が挙げられる。

表 �� ������� ��� および �� のスペック

項目 ������� ��� ������� ��
解像度（水平）������� ���� ����
解像度（垂直）������� ��� ���
提示面半径 ���� ��� ����
提示面高さ幅 ���� ��� ����
画素ピッチ ���� ���� �
視力換算解像度 ����� �����
フレームレート ����� �� ��
輝度階調 ��� 各 ���� ��� 各 �� ���
入力フォーマット ���� � ��� ���� � ���
回転速度 ����� 約 ��� ����
提示ユニット数 �組� �� ��
センターシールド直径 ���� ���� ����
カメラ解像度 � ���
カメラ焦点設置半径 ���� � ���
カメラ画角 ����� � ��
カメラフレームレート ����� � ��
カメラ出力フォーマット � �������� � ���
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