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Abstract: We have developed high-resolution video image display. The display consists of 9 projection
screens and 9 CCD cameras. The 9 CCD cameras are designed so that optical center of each lenses made in
agreement, by using plane mirrors. The display provides 135 degree horizontal and 105 degree vertical video
image. In order to correspond to rotational motion of human, this display is installed on the turntable which
rotates around the user. In this way, all surrounded high-resolution video image was virtually realized. Our
display is designed to be combined with locomotion interface (Torus Treadmill).
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１．はじめに
人工現実感における視覚呈示装置として、ＣＡＶＥに代

をカバーするだけの画角を持ったカメラシステムを特別に
設計する必要がある。

表される没入型ディスプレイ(Immersive Display :ID)の研

一系統のカメラを用いて撮影した全周映像を球面型ＩＤ

究が盛んに行われている。このようなディスプレイでは、

に呈示する研究もすでに行われている[1]。この場合、映

これまで主にＣＧ画像による映像呈示がおこなわれてきた。 像のつなぎ目がないため、違和感なく見渡すことができる
しかし、近年ＣＧ表現の限界やテレイグジスタンスへの利

が、どうしても解像度が低いものとなってしまう。そこで、

用から、ID に実画像を呈示する研究も行われるようにな

解像度を保持したまま広い画角を得るための手段として、

った。

複数のカメラからの映像をつなぎあわせるという手法がと

このような研究は大きく２つに分類することができると
考えられる。１つは「撮影と呈示をリアルタイムに行う」

られる。但し、この場合は映像のつなぎ目に注意する必要
がある。

もので、主にロボットの遠隔操作の研究に用いられている。
もう１つは「録画した映像を再構成して呈示する」もので、
ＣＧにかわる仮想空間の生成、複合現実感といった研究の
対象となっている。それぞれに用途があり課題があるが、
本研究では、主に前者を目的とした「旋回式高解像度実画
像ディスプレイ」の開発を行った。（図１）。
このディスプレイは、９台のカメラと９台のプロジェク
タを用いた没入型実画像ディスプレイを、人間の周囲旋回
するターンテーブル上に設置することにより、実質的に全
周高解像度実画像映像を実現するものである。本稿ではこ
のディスプレイの設計思想および製作した試作機の構成に
ついて述べる。
２．没入型ディスプレイと実画像
実画像をＩＤに呈示する上で、ＣＧと最も異なる点は「撮
像系」の存在である。ＩＤの場合、一般のディスプレイに
比べはるかに大きい視野角を持っているため、その視野角
図１

旋回式高解像度実画像ディスプレイ全景

うえで、現実的に製作可能と考えられる９台のカメラを、
光学中心を一致させた状態で組みあわせた撮像系を設計し、
その試作機の製作を行った。試作機の概観を図 3 に示す。
試作機のためのＣＣＤカメラとして、STC-540LS(センサ
ーテクノロジー株式会社)を用いた。画角は水平方向 45.4
度、垂直方向 34.8 度。カメラレンズの光学中心はレンズ
前端から約 8mm 奥である。このカメラを用いたときの撮
像系全体の画角は、水平方向 136.2 度、垂直方向 104.4 度
となり前述の条件を満たす。
図２

配置の拡張例

次に、この試作撮像系の構成についてみていく。図４ a、

カメラレンズには、それぞれに光学的な中心が存在し、

ｂ、ｃ−（１）に中央以外の 8 台のカメラを左右、上下、

その各中心がずれた位置にあった場合、映像を組み合わせ

斜めに分解した場合の３D モデルをそれぞれ示す。また、

たときにそのまま死角となってあらわれる。理想的には、

図４ａ、ｂ、ｃ−（２）にそれぞれの構成の特徴が最も分

すべてのカメラレンズの光学中心を一致させ、その中心を

かりやすい方向からみた平面図を示す。左右、上下に関し

軸にレンズの画角の分だけカメラを回転させることが望ま

ては、文献[2]で用いられている配置ととほぼ同様である。

しい。しかし、カメラには物理的な体積が存在するため、
単純に光学中心を一致させることは不可能である。そこで、
平面鏡を用いて実際のカメラ位置と撮像系全体の光学中心
を分離させる手法がとられる[2]。これまで、この手法を
用いて、３台[2]、５台（両眼用で１０台）、４台（両眼用
で８台）[3]、６台のカメラを用いた実画像ディスプレイ
が実現されている。
３．旋回式高解像度実画像ディスプレイ
３.１

設計思想

前述の手法を拡張することで、理論的には「画角が９０
度未満のカメラ」を「全周化するために必要な台数−１台」
まで組み合わせることが可能であると考えられる（図２）。

図３

試作撮像系の概観

しかし、現実的には大きさや工作技術の面から、おのずと
台数や視野角に制限が生じてくる。そのため、限られた視
野角で空間全体を見渡すためには、何らかの方法で撮影の
視点位置を回転させる必要がある。このとき、全周化され
ていない設置型ディスプレイの場合、使用者の前方の向き
は固定であるため、撮影方向の回転による映像の変化のみ
が行われることになる。しかし、より自然な空間認識を行
うためには、自分の足で体を回転させることによって見え
の変化を得る、ということが重要であると考えられる。
以上の点をふまえ、本研究では、ある程度の解像度を保
持しつつ没入感を得られる視野角を持つためのカメラの台
数を設定し、人間の回転運動にはディスプレイを追従させ
る形で対応させることにより、実質的に全周高解像度実画
像を実現させる手法をとった。
３．２

撮像系

旋回させることを前提にして考えたとき、人間が正面を
向いているときに没入感を得られるだけの視野角を持って
いればよいことになる。人間の最大視野角は水平 200 度
垂直 120 度と言われているが、これまでの研究から水平
100 度以上あれば十分没入感を得られることが知られてい
る。また、解像度に関しては、十分とは言えないがＴＶ画
面と同程度のものを目標においた。以上の条件をふまえた
図４

撮像系の構成

投 影 系 全 体 の 大 き さ は 1630mm(W) × 1630mm(H) ×
750mm(D)であり、全重量は約 120kｇ（プロジェクタ約
56kg、フレーム約 60kg）である。
３．４

旋回機構

旋回機構部の構成を図６に、その概観を図７に示す。土
台フレームは旋回機構部含めたディスプレイ全体を支える
ものであり、アルミ製のフレーム（NIC オートテック株
式会社

アルファフレーム）によって構成されている。そ

の上にφ1350ｍｍの円が開けられた厚さ 6ｍｍのステンレ
ス板を設置し、さらにその上にモジュール円φ 1341ｍｍ
のステンレス製環状内ギアとディスプレイ軌道固定のため
図５

9 面スクリーンの構成

但し、工作の面を考慮し、平面鏡を中央カメラの光軸と平
行になるように配置している。残りの 4 台のカメラに関し
ては、図４ｃ‐（2）にあるように、正面から見たときに
4 台のカメラの光軸が中央カメラの水平方向、垂直方向に
対して 45 度の傾きをもつように配置されている。こうす
ることで、配置に要する無駄な空間を減らし、撮像系全体

図６

旋回機構部

の小型を実現している。なお、試作撮像系の大きさは、
320mm(W)×270mm(H)×175mm(D)、重量は約３ kg と
なっている。
３．３

投影系

映像の投影に用いられるディスプレイは、撮像系の９
台のカメラに１対１対応する９つのプロジェクタおよび平
面スクリーンによって構成される。この９面体スクリーン
は球面の接平面近似となっている。なお、この投影系の設
計に際しては、文献[3][4][5]の「包囲型ディスプレイ」を
参考にした。撮影された映像を歪みなく投影するためには、
スクリーン平面の交わる角度をカメラの画角にあわせるよ
うに決定する必要がある。こうすることで、接平面近似さ
れた球面の中心に視点を持ってきたときに、前述の撮像系
の光学中心からみた映像をそのまま見ることが可能になる。

図７

旋回機構部概観

そのため、このときの視野角は撮像系の画角と同様、水平
方向 136.2 度、垂直方向 104.4 度となる。また、1 枚のス
クリーンの大きさは水平方向 500mm 垂直方向 375mm、
視点位置から平面スクリーンまでの視距離は 598ｍｍとな
る（図５）。スクリーンのなす角は最大で 145.2 度、最小
で 134.6 度となっている。これらの構成から、本ディスプ
レイの解像度は、ＮＴＳＣ信号を用いたときに視力換算で
約 0.2 となることが分かる。これは目標であるＴＶ画面と
同程度と言える。
試作ディスプレイのためのプロジェクタとして、アクト
ビジョン（CASIO）を用いた。画角は水平方向 60.8 度、
垂直方向 47.4 度、重量は約 6.2kg である。TV チューナ
ーを内蔵しており、VHF,UHF 波を受信することができる。
また、平面スクリーンにはトレッシングペーパーに透明の
アセテートフィルムを接着し、強度をあげたもの使用した。

図８

旋回機構上面図

のＬＭレール（ＴＨＫ株式会社

HCR25A60/750R）6 本

を設置した。LM レールには LM ブロック 3 個を取り付け、
プロジェクタ 3 台に対して LM ブロック 1 個で支えるよ
うターンテーブルと接続されている （図８）。ターンテー
ブル上には、AC サーボモータ（Panasonic MINAS A series
MSMA04 ギヤドモータ）とディスプレイ本体を設置した。
なお、このモータの性能は、定格トルク 1.3N.m、定格回
転数 3000rpm、減速比 1/5 であり、半径 30mm のピニオ
ンギアを取り付けてある。この構成により、理論上 125kg
重の物体を半径 675mｍの円の上を、静止状態から 3.0 秒
間で 1 周することができる。ターンテーブルの下側には、
自重とモーメントを支えるために、キャスター 21 個を取
り付けた。また、図８から分かるように、スクリーンの視
点位置とターンテーブルの回転軸が一致するように設計さ
図９

れている。
３．５

投影された映像

映像にずれはないはずであるが、工作精度の悪さから多少

映像の送信

本ディスプレイは、遠隔地におけるロボット等の操作を
目標としているため、映像の送信は無線によって行われる。

のずれが見られた。また、９チャンネル同時送信の影響と
思われる画像のみだれも確認された。

UHF 帯のうち 13,22,24,26,28,30,32,34,36ch をカメラの

今後は、人間の動作を計測するセンサを導入し、回転運

映像それぞれに割り当て、 UHF トランスミッタ （VDC

動に追従するよう実装を行う。そののち、トーラストレッ

PC-3 、13ch のみサンコー電子株式会社

ドミルとの統合による、ロボット等の遠隔操作システムの

SX-1000）で

送信する。プロジェクタ側では、それぞれのカメラに対応

構築を行っていく。

するようにチャンネルを設定し、映像を受信する。なお、
UHF チューナーはプロジェクタ内蔵のものを利用した。
実際に、カメラからの映像を無線によってスクリーンに
入力した様子を図９に示す。
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