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社会課題を解決する革新的サービス創出に向けた研究開発に取り組む
NTTサービスエボリューション研究所

4 ウルトラリアリティ・フィールド

URV によるリモート観戦実現に向けた
取り組み
NTT サービスエボリューション研究所（以下、EV 研）のイノベーティブサービス研究プロジェクトでは、ICT 社会に変
革をもたらす新しいサービスとして、URV（Ultra Reality Viewing）によるリモート観戦実現のための視差なしワイド映
像合成・伝送システムの開発を行っている。また、同じ映像で 2D・3D 両方が楽しめる「Hidden Stereo」技術について
も研究開発を進めている。両技術の概要について、以下紹介する。
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わせることで、超ワイド映像の撮影・
伝送を実現する技術を開発した。し
かし従来技術では、カメラ台数を増
やすことで、超広角の映像も撮影で
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きる利点はあるものの、各カメラの

合うことでぼやけや 2 重像が生じ
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開発にも取り組んでいる（図 2）。
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次 に、 同 じ 映 像 で 2D・3D の 両

しまうという課題があったが、この

メラのような特殊な機材を用いること

方が楽しめる技術について述べる。
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なナチュラルな視聴体験を提供でき

さらには、既に撮影した膨大な 2D

分離されて届く。しかし、3D メガ

る。この技術は、
「Hidden Stereo」と

映像を 3D 映像に変換することもでき

ネをかけずに 3D 映像を見ると、異

いって、NTT CS 研が研究開発した

るため、 過去の映画コンテンツなど

なる視点からみた映像同士が重なり

ものであり、2D 画像と奥行き情報か

を 3D 映像化することも可能である。
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また、本技術は既存の 3D 表
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め、従来の 3D 映像コンテンツ
を置き換えるだけで視聴できる

デプスマップ作成

デプス推定

ジェクタなど ) で表示可能なた

なく、絵画や彫刻、文化遺産等
のアーカイブ用途としての応用
も考えたい。
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