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［概要］  

人が見ているのは「3 次元空間」である。しかし、現実の 3 次元空間を見ていても「立

体像を見ている」という意識はない。  

人と機械との情報のやりとり（ヒューマン・インターフェイス）の中で、最も情報量が

多いのはディスプレイを通してである。ディスプレイは液晶ディスプレイをトリガーとし

て、この数年で大きく技術開発が進み、大画面・高精細、多色カラー表示のディスプレイ

が、いわゆるフラット・パネル・ディスプレイ（Flat Panel Display）として続々と開発・

販売されている。このように「高臨場感」ディスプレイが実現されると、それだけで「奥

行き感」あるいは「立体感」を感じる。  

 話は変わるが、大越孝敬先生（元東京大学教授、その後産業技術総合研究所初代所長：

参考文献で挙げてある「三次元画像工学」の著者；故人）は、1985 年頃までは、「立体映

像表示技術」の研究を精力的にやっていたが、それ以降ばったりとやめて、「光ファイバー
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通信」の研究にシフトした。1992 年頃に、ある会合で大越先生と会う機会があり、前記の

ように研究をシフトした理由を伺ったことがあった。その時の大越先生の返事が、以下に

述べるように、強く私の記憶に残っている。  

”立体映像技術を含む三次元映像技術の研究を 10 年位やってきたが、三次元映像が実

用化されるためには、その信号の入力・生成能力、処理能力、通信能力、記録能力などの

プラットフォームである技術インフラがあまりにも貧弱であることを痛切に感じた。まず

それらの技術について研究・開発を進めるべきと考え、「光ファイバー通信」に研究をシフ

トさせた。これらの技術インフラができた暁には、再度「三次元画像工学」の研究を手が

けたい”という内容であった。  

2005 年の現在、これらのプラットフォーム技術は、その当時（1985 年頃）に比べては

るかに進み、いわゆる“情報”の生成、処理、記録、伝送の能力は加速度的に向上してお

り、この流れは将来にわたって更に伸びていくことは明らかである。このように「三次元

画像工学」は、実用化できるインフラ（技術）は整いつつある。  

この調査では「三次元画像工学」のうちの「立体映像表示」にターゲットを絞り、その

技術・利用分野について、現状を調査する。そして、これから 10 年後の産業として大き

く育つための情報・データの提供をすることが、本調査の目的である。  

立体画像・映像が“立体”ということなく自然に使われるようになって初めて、立体画

像・映像が本物になる。音の分野を見ても、現在では殆んどの音楽はステレオであり、      

わざわざ「この音楽コンテンツはステレオです」と言うことはない。またパッケージに”

ステレオ”と書いてある CD などは見ない。即ち、ステレオが当たり前になっている。  

 音の立体化が、左右 2 チャンネルで実用化（最近の DVD に記録してある映画コンテン

ツでは、5.1 チャンネルもあるが）され、その効果がけっこうあるのに比べて、画像・映

像の自然な立体映像化はそう容易ではない。その主な原因は、視力およびその信号の脳内

での処理（いわゆる視覚）が非常に高度であり、実の 3 次元空間をみるのと非常に近い（立

体）映像表示をしなければ、その表示の欠点が目立ってしまうことにある。即ち自然な立

体像表示のための技術は技術インフラが整っただけでは、実用化されない、ということで

ある。  

 広く実用化されないもう一つの理由は、3 次元空間を認識するための手がかり（ cue）は、

一つではなく、第Ⅱ章の 1.2 で述べているように多くあることである。その手がかりの一

つとして「立体像表示」がある、ということである。即ち、立体映像表示が大変（技術的

および経済的に）ならば、大部分の表示では、「立体像表示」は使われない、ということに

なってしまう。  
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 このような背景はあるが、普通の（平面）映像より、（自然に見える）立体映像が効果的

であることは明らかであるから、映像も将来には音楽と同じように、「立体像表示があたり 

まえ」になることは間違いない。そのようになるためには、「立体像表示」に関連するハー

ド技術およびコンテンツの入力・生成（技術）を更に進めることが不可欠である。まずは、

必要な分野から少しずつ使われることが定着していく。  

 この調査報告書が、利用分野も含めて、これからの立体画像・映像の普及に役立てて  

頂ければ、この調査は意義があったことになる。  

 本報告書では、  

 ① 委員が持つ資料を活用して最新の情報を盛り込む。  

 ② 将来の立体映像産業発展に役立つものにする。  

ことを編集方針とした。  

立体映像表示において何よりも重要なものは、立体映像を表示するためのハードウェア

技術である。そこで本報告書ではまず、第Ⅱ章として立体映像表示技術を取り上げた。  

第Ⅱ章の内容は主として立体映像表示技術分科会において議論され、外部執筆者にもお願

いして、最新技術を系統的に記述することに主眼を置いた。結果的に、既存の参考文献で

は触れられていない技術を、まとまった形で入手できる貴重な資料とすることができた。  

 第Ⅲ章では立体映像の利用分野を取り上げ、立体映像応用分科会が中心となってまとめ

た。立体映像表示がどのような場面で利用されているのか、個別の報告事例は数多くある

が、広範な分野における取り組み事例をまとめた報告はこれまでなかったと思われ、今後

立体映像に携わる人々にとって貴重な資料となるものと確信する。  

第Ⅳ章では、立体映像表示を産業として発展させるために不可欠である周辺技術に焦点

を当て、分科会合同の形で、立体映像のシステム化技術等という表題にまとめた。第Ⅳ章

には、立体映像表示を行うに当って避けて通ることのできない、生体安全性に関する話題

を含めた。これまで、立体映像表示に係わるこのような周辺技術をまとめた例はなく、     

本報告書の有用性を際立たせるものとなった。  

 なお、本報告書に挿入されている図面の中で、原図面がカラーのものを白黒印刷とした

ため、多少見づらくなっているものがあることをご容赦願いたい。本報告書の電子版が 

(社 )日本機械工業連合会  http://www.jmf.or.jp、及び (社 )日本オプトメカトロニクス協会  

http://www.joem.or.jp のホームページに掲載されており、自由にダウンロード可能となっ

ているが、電子版では原図面のままカラーで掲載されているので、合わせてご利用いただ

けると幸いである。  
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第Ⅱ章では立体映像表示技術についてまとめてある。  

すなわち、まず、立体映像表示とはどういうものかを、目的、必要性から論じているが、

その中では歴史、価値、役割になどについても触れている。  

次に人間が立体感を感ずる各種の要因について、生理的・心理的要因、感度、メカニズ

ムの点から簡単にまとめている。  

また、この技術の問題点についても触れている。  

次に立体映像の種類と観察形態について、眼鏡あり二眼式立体映像表示、眼鏡なし二眼

式立体映像表示、多眼式立体映像表示、超多眼式立体映像表示、体積型立体映像表示、ホ

ログラフィに分けて、それぞれの方式について解説し、各方式の比較を一覧表としてまと

めている。  

次に立体映像をその観察形態、すなわち、配置、目的・機能、観察形態と表示方式の対

応からまとめている。  

更に現在、開発が進んでいる立体映像の先端技術についてその現状を解説している。  

すなわち、ホログラフィ関係では計算機合成ホログラムにおいて計算した干渉縞を描画

するいわゆるフリンジ・プリンター、視差画像から立体像を合成するステレオグラムタイ

プについてまとめている。  

また、ホログラムは干渉縞の強度分布を透過率､屈折率の変化として記録しているが､こ

れを実時間で書き換え可能な空間光変調器に入力して立体動画を実現できる動画ホログラ

フィについても現状をまとめている。  

更に眼鏡を必要とせずに裸眼で立体像が観察できる立体モニターを各社が開発している

色々の方式について解説している。  

これは立体錯視現象を利用した方式、フィールドシークエンシャル液晶を用いて左右の

像を切り替える方式、パララックスバリアー方式、目のトラッキングを行って観察者が動

いても良好な立体像を得る方式、液晶を用いたパララックスバリアー方式、レンチキュラ

ーレンズを用いる方式、及びバックライトをスキャンして左右画像を切り替える方式など

で、いずれも 2D 像と 3D 像の切り替えが容易にできるように工夫しているものが多い。  

次に日本で生まれた優れた立体映像表示技術である超多眼立体映像表示について説明し

ている。  

これは立体像の観察時における目の疲労を解決する方式として有望であると言う事と、

これを実現する FLA 方式、FAPO 方式、変形二次元配置等のいくつかの方式について解説

をしている。  

次に大型の立体ディスプレイの各方式についてまとめている。  
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 すなわち、2 分割､あるいは時分割の大型平面ディスプレイ、実写映像の大型映像システ

ムとして将来的に有望なシステムとなっていて､現在､国内でも多くのシステムが導入され

ている CAVE 型ディスプレイ、CAVE 型スクリーンに比べて視点追従が正しくない位置か

ら見ても歪みの違和感が少ない方式である球面ディスプレイについて解説している。  

最後にこれまで触れた各方式に分類できない方式について触れている。  

すなわち、いずれも偏光眼鏡を用いるが､2 台のプロジェクターを用いる方式､時分割方

式､マイクロポールを用いる方式などの偏光眼鏡方式、3 次元画像自体を空間でサンプリン

グする方式で､バリフォーカルミラー､回転スクリーン方式､液晶スクリーンﾝ方式などを用

いる体積方式、全周表示が可能な全周表示方式、実際には立体像表示ではないがレンズ系

を用いて、空間に像を結像する空中像方式などを解説している。  

第Ⅲ章では産業分野毎に、立体映像の利用に関する事例調査に基づき、各分野での立体

映像利用の特徴、要求仕様等を明らかにした。また、立体映像表示を用いるメリットと問

題点を明らかにすると共に、今後の普及度合いを推定して大胆な市場規模予測を試みた。  

製造分野では、企画設計、生産準備、生産、メンテナンスの 4 段階に分けて立体映像表

示の利用例を調査した。その結果製造分野では、3 次元計算機援用設計（3DCAD）におけ

る設計イメージ表示装置としての立体映像の利用を中心として、広範な取り組みが行われ

ており、早く、安く、高品質な製品を製造することに役立てられていることが分かった。

製造分野では、3DCAD に付随する立体映像表示装置に関しては一定程度普及しており、

今後共かなりの市場が見込める一方で、生産準備以降の段階では立体映像を利用する取り

組みが始まったばかりであり、現段階でその将来性を推測するのは困難であった。  

ロボット分野では、大きく産業分野のロボット応用と、対人サービス・人間共存ロボッ

ト応用の 2 つに分けて、立体映像表示の利用例を調査した。その結果ロボット分野では、

遠隔操作装置の表示系としての立体映像応用事例が多く、実写立体映像を表示すること、

リアルタイムフィードバックへの要求が大きいこと、また移動操作においては特に足元の

広視野が重要であることが分かった。ロボット分野では、今後パーソナルロボットの普及

に伴い、小型立体ディスプレイという新しい市場の創出が期待される。  

医療分野では、診断、治療、教育・研究の 3 つの場面において立体映像表示が利用され

ており、個別事例について調査を行った。その結果医療分野では、画像診断等古くから試

行され、その有効性が確認されているにも係わらず広範には普及していないものと、内視

鏡手術ロボット付随装置のように、比較的最近開発された技術であり今後大きな発展が期

待されるものが混在していることが分かった。また、正確な色再現と高解像度が望まれる

といった特徴や、医療行為の報酬と責任の問題等、医療分野特有の問題点が多いことが明
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らかになった。医療分野では、立体映像表示を教育、訓練用に用いる取組が盛んであり、

手術用のものと合わせて今後も確実に立体映像表示の利用が進むものと期待される。  

土木・建築系シミュレーション分野では、住宅設計、屋外景観デザイン、安全性シミュ

レーションの 3 タイプについて立体映像表示の利用状況を調査した。その結果土木・建築

系シミュレーション分野では、スクリーン投影による実寸大、等身大の立体表示システム

が多く利用されており、また表示物体の形状を認識するためだけではなく、その使い勝手

を確認したり、日照、音、気流等の外部環境を体感したり、表示空間内を自由に移動した

りといったことを実現するため、インタラクティビティを有し臨場感の高いバーチャルリ

アリティシステムを活用する事例が多いことが分かった。3DCAD を用いた設計物を立体

表示するという意味で、この分野は製造分野との類似点がある。土木・建築系シミュレー

ション分野における 3DCAD 自体の市場規模は製造分野に比較して小さいが、個別のシス

テムは大型となるため、一定規模の立体映像市場を形成するものと考えられる。  

印刷・出版分野は、最も古くから立体映像の産業化に成功しており、現在既に相当額の

売り上げがある。そのためこの分野では、比較的新しく、製品化されている技術を中心に

調査を行った。その結果印刷・出版分野では、立体映像を楽しむための製品群と、セキュ

リティ用途の製品群があることが分かった。立体映像を楽しむための製品群の歴史は古く、

多少の波はあるにせよ、今後も持続的な市場が見込まれる。一方セキュリティ用途は、2004

年から我が国の紙幣にも取り込まれる等、今後飛躍的な市場の成長が期待される。  

最後にその他の分野における立体映像の利用として、娯楽分野、教育分野、文化・芸術分

野、健康・福祉分野の 4 つについて調査を行った。娯楽分野においては、距離感や位置関

係を分かりやすく表示できるという立体映像の持つ機能を利用するため、シューティング

ゲームの事例が数多く見受けられた。教育分野では、初等教育における立体映像利用の取

り組みは実験的段階であり、また高等教育では医学教育における事例が中心であることが

分かった。文化・芸術分野では、文化遺産等のデジタルアーカイブ、民族芸能の保存、音

楽コンサートのライブ配信等の事例があるが、比較的少数の取り組みであった。健康・福

祉分野では、病院や介護施設に加えて、職場や家庭など身近な場面で立体映像が利用され

ていることが分かった。娯楽を除くその他の分野における立体映像の利用は概ね活発な取

り組み状況にはなく、今後の発展には、立体映像を用いることによって生じる効果を実証

するためのデータ  

 立体映像の普及には優れた三次元ディスプレイの開発が重要であることは言うまでもな

いが、それを取り巻くインフラ技術の開発も重要であるとの観点から、第Ⅳ章では立体映

像の入力、処理、保存、伝送技術などのシステム化技術について調査した。また、新しい
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技術の幅広い普及のためには欠かせない標準化、人間に与える影響に関する安全性とガイ

ドラインについて調査した。さらに、海外の動向についても調査した。  

 三次元ディスプレイに実在の三次元物体を表示するために必要な立体映像入力機器につ

いて調査した。その結果、二眼式立体ディスプレイ用には、ステレオカメラや既存のカメ

ラに取り付けて用いるステレオアダプターなどが既に製品化されていて、多眼式三次元デ

ィスプレイの今後の普及に合わせて多眼式カメラの開発も進められていることがわかった。

ホログラフィー方式としては、CCD などの撮像素子を用いた電気的な撮影方法が開発さて

いるが、現状では動画への対応や表示方式などの点に問題があることがわかった。  

 立体映像の情報量は、従来の二次元映像に比較して大幅に増加することが予想されるが、

情報量について理論的考察を行い、その削減法についてまとめた。例として 100 mm×100 

mm×100 mm のサイズの三次元物体を取り上げて、それ自体がもつ情報量を約 30 MB と

する。三次元表示方式としてホログラム方式を用いる場合の情報量は約 28 GB となり、視

差方式を用いる場合は約 561 MB となる。垂直視差を捨てると、ホログラム方式では約 85 

MB、視差方式では約 22 MB まで情報量を削減でき、有効な情報削減が可能であることが

判明した。  

 三次元映像生成・処理技術としては、三次元 CG による映像生成技術、2D→3D 変換   

技術、圧縮技術について調査した。三次元 CG に関しては、基本ソフトウエア、ハードウ

エア、アプリケーションソフトの現状について調査した。つぎに、三次元映像コンテンツ

の早期充実のために必要な二次元映像から三次元映像を作り出す 2D→3D 変換技術につい

て調査した。既に複数の製品や変換サービスが存在するが、静止画に関しては半自動的な

変換が実現できているのに対して、動画像に関しては現状ではオペレータの介在が必要で

ありリアルタイム変換は難しいことがわかった。立体映像の圧縮方式としては、MPEG-2

マルチビュープロファイルが既に標準化されており、他にデプス・マップを用いた方式の

研究開発が進められていることが示された。  

 立体映像情報の保存・伝送では、将来性が最も高いと思われるレンチキュラ方式の多視

点立体ディスプレイを想定して、要求されるスペックと実現の可能性について検討した。

その結果、現行標準 DVD 画質で視点数が 9 点であれば、ハイビジョン録画に対応した最

新の光ディスク製品を用いて、MPEG-2 画質で 3 時間、他の圧縮技術の併用で 8 時間程度

の録画再生が可能であるとの見積もりが得られた。また、伝送路として、BS デジタルハ

イビジョン放送、地上デジタル放送、ADSL、光ファイバー、ケーブルテレビ回線を用い

た場合に実現できる視点数についても明らかにした。  

 立体映像の安全性に関しては、立体映像観察時に感じる視覚疲労は輻輳と調節の矛盾が
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主要因であることを明らかにし、これらに関する視覚分野での研究例を紹介した。立体映

像に関するガイドラインとしては、国内では JEITA によってまとめられたガイドラインが

有名であり、最新のものとしては 3D コンソーシアムで策定されたガイドラインが存在す

ることがわかった。国際的なガイドラインとしては、 ISO の映像の安全性に関する標準化

作業が現在進んでいる。これは、立体映像に起因する眼精疲労、映像酔い、光過敏性発作

を中心とした総合的な評価方法を扱うものである。  

 立体映像の標準化に関しては、従来の三次元機器で用いられる記録フォーマットと標準

化の動向について調べた。記録フォーマットとしては、 IMAX 方式に代表されるフィルム

方式と、インターレース方式に代表されるビデオ方式に分類し、それぞれで用いられてい

るフォーマットについてまとめた。また、符号化方式として、ステレオ映像に対して既に

標準化が行われている MPEG-2 の方式、自由視点映像に対して策定が進められている

MPEG-4 の動向について調査した。立体映像の標準化に関しては、まだまだ不備な状態で

ある。映像の符号化は機器間の互換性を確保する上で重要であるが、映像機器のインター

フェイス規格などのハードウェアの標準化も今後の課題である。  
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