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1 序論

近年，力覚メディアは医療，教育，ゲーム等のエンターテ
インメント等の様々な分野で利用されるようになってきてい
る．力覚メディアを視覚メディアと併用して伝送することで協
調作業などの作業効率が向上することが期待されている．ま
た，利用者が視点を自由に選択可能な自由視点映像 [1]に関す
る研究が盛んに行われており，視覚メディアとしてその映像
を用いると，従来の映像を用いる場合に比べさらに作業効率
が改善できると期待される [2]．しかし，インターネットなど
の QoS (Quality of Service)保証のないネットワークを介し
て視覚メディアや力覚メディアを伝送すると, ネットワーク遅
延やその揺らぎなどの影響により，メディアの出力品質が劣
化したり，利用者間の公平性が損なわれる可能性がある．そ
のため，QoE (Quality of Experience)が大きく劣化する恐れ
がある．
文献 [1]では，自由視点映像伝送における合成画像伝送方式

と画像・奥行き画像伝送方式に対してQoE評価を行い，ネッ
トワーク遅延が視点変更に及ぼす影響を調査している．その
結果，画像・奥行き画像伝送方式はインタラクティブ性に優
れるが，ネットワーク遅延が大きくなると，サーバ端末とク
ライアント端末間の視点位置の差が大きくなるため，画像品
質が劣化することが明らかにされている．そのため，視点位
置の差を小さくし，画像品質を改善するためにQoS制御を行
うことが必要である．
また，文献 [2]においては，自由視点映像及び力覚メディア

を用いた遠隔制御システムにおいて，実験により視点変更の
効果を調査し，視点変更は有効であることを示している．し
かし，高さ方向の一次元の動きのみで実験が行われており，視
点変更の効果についての検討は必ずしも十分であるとはいえ
ない．
さらに，ネットワーク型リアルタイムゲームではネットワー

ク遅延の影響などにより，遠隔地に点在するプレイヤー間での
状態の不一致が発生しプレイヤー間の公平性に影響を及ぼす
可能性がある [3]．文献 [3]では，三次元仮想空間におけるネッ
トワーク型ゲームのネットワーク遅延の影響を調査し，ネッ
トワーク遅延の差が利用者間の公平性に影響を及ぼすことが
示されている．実空間においても，三次元仮想空間と同様に
その差がプレイヤー間に不公平さをもたらす可能性があるが，
実空間において映像と力覚メディアを用いた複数プレイヤー
間の公平性に関する問題を扱った研究はない．
そこで，本研究では，自由視点映像伝送において，画像・

奥行き画像伝送方式を扱い，QoS制御として視点情報の予測
制御，視点情報の予測及びバッファリング制御の組み合わせ，
と視点移動距離制御を提案し，その効果をQoE評価によって
調査する．また，自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠
隔制御システムを扱い，高さと奥行き方向の二つの方向への
移動における視点変更の効果や二人のプレイヤー間のネット
ワーク遅延がプレイヤー間の公平性に及ぼす影響を調査する．

2 自由視点映像伝送における視点情報の予測制御の効果

前述のように，画像・奥行き画像伝送方式は，ネットワー
ク遅延が増加するにつれてサーバ端末とクライアント端末間
の視点位置の差が増大するため画像品質が劣化するという問
題がある．視点位置の差を小さくし，画像品質を改善するた
めにサーバ端末においてクライアント端末に伝送する視点情
報を予測することが考えられる．そこで，本章では，画像・
奥行き画像伝送方式に対し，サーバ端末において視点情報を
予測する制御を提案し，その効果をQoE評価によって明らか
にする．サーバ端末において，受信した視点の位置情報と一
つ前の視点の位置情報を基に一定時間先の視点位置を予測し，
その視点に対応する自由視点画像合成に必要な情報をクライ
アント端末に伝送する．視点予測には線形一次予測を用いる．
そして，クライアント端末においてユーザの現在の視点位置
と受信した情報を基に自由視点画像合成を行う．
QoE評価では，文献 [1]と同じ評価システムを用いた．サー

バ端末には，水平方向に 5cm間隔で並べられた 20台のカメ
ラで撮影された風船の映像 (映像群 1)と 7台のカメラで撮影
された剣道の映像 (映像群 2)が蓄積されている [1]．そして，
被験者に二つの映像群に対して文献 [1]と同様の作業を行って
もらった．その結果，往復ネットワーク遅延に応じて，最適
な予測時間が存在することが分かった．また，その最適な予
測時間は往復ネットワーク遅延にほぼ等しいが，予測がうま
くいかない場合には，往復ネットワーク遅延が 300ms以上の
とき，往復ネットワーク遅延よりかなり小さくなることが明
らかとなった．

3 自由視点映像伝送における視点情報の予測及びバッファ
リング制御の組み合わせの効果

第 2章と文献 [4]では，前述の画像・奥行き画像伝送方式の
問題を解決するために，視点情報の予測制御及びバッファリ
ング制御を提案し，QoE評価によって最適な予測時間やバッ
ファリング時間が存在することを示している．これら二つの
制御を組み合わせて行うことによって，各制御を独立に行う場
合よりもさらにQoEが改善されると考えられる．そこで，本
章では，第 2章と文献 [4]の視点情報の予測制御及びバッファ
リング制御を組み合わせる．第 2章と文献 [4]の結果から得ら
れた近似式を基に最適な予測時間及びバッファリング時間を
導出し，予測時間とバッファリング時間の合計が最適な予測
時間もしくは最適なバッファリング時間となるように予測制
御とバッファリング制御を組み合わせる．この理由は，予備
実験により，その他の組み合わせにすると視点位置の差が大
きくなることが分かったためである．
第 2 章と同様に QoE 評価を行った結果，予測時間とバッ

ファリング時間の最適な組み合わせが存在することが分かっ
た．また，最適な組み合わせでの予測時間はバッファリング
時間より小さくなるため，視点情報の予測及びバッファリン
グ制御を組み合わせる場合にはバッファリング制御に重きを
置いた方がよいことが判明した．

4 自由視点映像伝送における視点移動距離制御の効果

画像・奥行き画像伝送方式における画像品質の劣化を抑制
するために，第 2章，第 3章及び文献 [4]で提案された制御
は，往復ネットワーク遅延の大きさに応じて最適なバッファ
リング時間や予測時間，及びそれらの組み合わせが存在する
ことを示している．しかし，ネットワーク遅延は必ずしも正
確に測れるとは限らない．この場合には，ネットワーク遅延
に依存しない制御が必要となる．クライアント端末でユーザ
の視点移動距離を制限することで，ネットワーク遅延に関係
なく視点位置の差を小さく維持することができると考えられ
る．そこで，本章では，ネットワーク遅延に依存しない制御
として視点移動距離制御を提案し，その効果を QoE 評価に
よって明らかにする．

2.1 視点移動距離制御

クライアント端末において，サーバ端末から受信した視点
の位置情報とユーザの現在の視点位置の差が閾値を超えてい
た場合，その差が閾値を越えないようにユーザの視点移動距
離を制限する．つまり，サーバ端末から受信した視点位置と
クライアント端末の視点位置から視点移動のベクトルを導出
し，そのベクトルの大きさが閾値と等しくなる視点位置で自
由視点画像合成を行う．閾値として，映像群 1を用いた評価
では，第 3章で得られた客観評価結果を基に総合品質のMOS
(Mean Opinion Score)が 3.5と 4.0になる値を選択する．閾
値は自由視点画像合成がサーバ端末から受信した視点位置か
らそれぞれ 0.55，0.16台分隣のカメラを使って行われること
を意味する．また，映像群 2での評価において，閾値は総合
品質のMOSが 3.5と 3.8になる値を選択する．この値はサー
バ端末から受信した視点位置からそれぞれ 0.43，0.09台分隣
のカメラを使って自由視点画像合成を行うことを表す．評価
における閾値として前述の値を選択したのはMOS値が 3.5以
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図 1: 総合品質のMOS (映像群 1)

図 2: 総合品質のMOS (映像群 2)

上であれば許容可能であることと，より高い品質を達成する
ためである．

2.2 評価方法

本章では，文献 [1]と同じ評価システムを用いる．そして，
ネットワークエミュレータ (NIST Net)により端末間に伝送
される各パケットに固定遅延 (1フレームが 33.3msのフレー
ム数で表現．以下，フレーム遅延と呼ぶ)を付加する．サーバ
端末には二つの映像群が蓄積されている．QoE評価では，付
加するフレーム遅延は 3フレーム間隔で 3フレームから 12フ
レームまでとし，比較のために視点移動距離制御を行わない
場合 (制御無し)と最適なバッファリング時間でのバッファリ
ング制御を採用した．そして，視点移動距離制御，最適なバッ
ファリング時間でのバッファリング制御及びフレーム遅延を
ランダムに組み合わせて各被験者に提示した．このとき，視
点移動距離制御における二つの閾値はその制御が選択された
とき，ランダムに選ばれた．そして，画像品質，視点変更のイ
ンタラクティブ性，及び総合品質について，伝送を行わずサー
バ端末だけでローカルに自由視点映像の生成を行う場合を基
準として，5段階妨害尺度 (5: 劣化が感じられない～1: 劣化
が非常に邪魔になる)に従って評点をつけてもらい，MOSを
求めた．

2.3 評価結果と考察

映像群 1と映像群 2におけるフレーム遅延に対する総合品
質のMOSの結果を図 1と図 2に示す．図 1と図 2から，フ
レーム遅延の大きさに関係なく視点移動距離制御は最適なバッ
ファリング時間でのバッファリング制御と同程度のMOSを
達成できていることが分かる．これは，自由視点画像合成に
使用される視点位置とサーバ端末から受信した視点情報の差
が閾値を超えないためである．

5 自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御システ
ムにおける視点変更の効果

前述のように，文献 [2]では，高さ方向の一次元の動きのみ
で実験が行われている．しかし，視点を動かす方向によって

視点変更の効果が異なる可能性があるため，複数の方向への
視点変更を行う場合に対しても実験を行い，視点変更の効果
を調査する必要がある．そこで，本章では，自由視点映像及
び力覚メディアを用いた遠隔制御システムに対し，実験によっ
て視点を自由に動かす場合と動かさない場合において，高さ
方向と奥行き方向の二つの方向に対して視点変更の効果を調
査する．
実験では，一人の利用者が映像を見ながら触覚インタフェー

ス装置を遠隔操作し，触覚インタフェース装置スタイラスの
先端を指定された高さまたは奥行きの位置まで移動させる作
業を対象とした．そして，視点を自由に動かす場合と動かさ
ない場合で一定時間内の作業回数，作業の成功数 (指定され
た位置を正しく指し示すことができた回数)を比較した．その
結果，視点を自由に動かす場合は，動かさない場合に比べ一
定時間当たりの作業回数は減少するが作業の成功数が増加す
ることが分かった．

6 自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御システ
ムにおけるネットワーク遅延がゲームプレイヤー間の公平
性に及ぼす影響

前述のように，三次元仮想空間内におけるネットワーク型
リアルタイムゲームでは，ネットワーク遅延の差が利用者間
に不公平をもたらすことが示されている．実空間においても，
三次元仮想空間と同様にネットワーク遅延が利用者間の公平
性に影響を及ぼす可能性がある．そこで，本章では，実空間
におけるネットワーク型ゲームとして第 5章と同様の作業を
対象とし，二人のプレイヤーがより早く指定された位置に触
覚インタフェース装置スタイラスの先端を移動させることを
競うゲーム (ネットワーク型位置合わせゲーム)を行う．本章
での自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御システ
ムは一つのスレーブ端末と二つのマスタ端末で構成されるよ
うに，第 5章の遠隔制御システムを二つ組み合わせ使用する．
QoE評価では，ネットワーク型位置合わせゲームを 10回繰

り返し，二人のプレイヤーは作業の勝利数を競った．そして，
付加遅延が 0msの場合と比較して，公平性について評価を行っ
た．その結果，ネットワーク遅延の差の絶対値が約 50msより
大きい場合にプレイヤーは不公平を感じるということが明ら
かになった．また，実空間でのネットワーク遅延の差の許容
可能範囲は三次元仮想空間のそれよりも広いことが分かった．

7 結論

本論文では，まず，自由視点映像伝送の画像・奥行き画像伝
送に対して，QoS制御として視点情報の予測制御，視点情報
の予測及びバッファリング制御の組み合わせ，と視点移動距
離制御を提案し，その効果をQoE評価によって調査した．そ
の結果，最適な予測時間，及び最適な予測時間とバッファリン
グ時間の組み合わせが存在することが分かった．また，視点
移動距離制御はネットワーク遅延の大きさに関係なく最適な
バッファリング時間でのバッファリング制御と同程度のMOS
を達成できることが明らかとなった．
さらに，自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御

システムにおいて，視点変更の効果やネットワーク遅延が利
用者間の公平性に及ぼす影響を QoE評価によって調査した．
そして，視点を自由に動かす場合は，動かさない場合に比べ，
一定時間あたりの作業回数は減少するが，成功数が増加する
ため，視点変更は有効であるということが分かった．この他，
ネットワーク遅延の差の絶対値が約 50msより大きい場合に
プレイヤーは不公平を感じ，実空間でのネットワーク遅延の
差の許容可能範囲は三次元仮想空間のそれよりも広いことが
示された．
今後の課題として，多様な視点変更に対してQoE評価を行

い，視点変更の影響を詳しく調査することやネットワーク遅
延揺らぎやパケット欠落が公平性に与える影響を調査するこ
と等が挙げられる．
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