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1.	 はじめに

　立体視の歴史は古く，驚くことにその歴史は銀板写真
発明とほぼ同時期の19世紀前半までさかのぼる。1838年
にイギリスの科学者チャールズ・ホイートストン氏が発
明したステレオスコープが立体視の始まりだといわれて
いる。このステレオスコープは，鏡を利用して左右の眼
に別々の画像を見せる，いわゆる「両眼視差」を利用す
る方式であり，基本的な原理は現在と同様のものである。
　ステレオスコープの発明から百数十年，愛好家を中心
として銀塩写真，立体映画として楽しまれてきた立体表
示技術だが，21世紀に入りその開発は飛躍的に進めら
れている。現在までに，PCディスプレイ，携帯電話の
商品化，BSでの3D放送，HDMI規格の3D対応（HDMI 
1.4），電機業界での3DTV，レコーダ発表など，3Dに関
連する話題が多く聞かれ，各方面から「いよいよ立体映
像の時代がやってくる」といわれるまでになった。
　当社も以前から3D技術開発に取り組んできた。1990年
代中盤にはレンズ付フィルム「写ルンです用3Dアダプタ」
と「立体プリントビューアー」の商品化を行なった。デ
ジタルカメラでの3D技術開発も，デジタルカメラ開発を
始めた当初から重要テーマとして取り組んできた。そし
て基盤技術，市場が整いつつあると判断した2007年に，
3D市場の開拓・普及を目指した世界初3Dシステム

「FINEPIX REAL 3D SYSTEM」の開発を決定，2008年
Photokinaでの技術発表を経て，2009年夏の商品化を実現

するに至った。当システム概念図をFig. 1に示す。
 

 

 

 

 Fig. 1   FINEPIX REAL 3D system.

　この3Dシステムは「3DデジタルカメラW1」，「3Dフォ
トビューアー V1」，「3Dプリントサービス」の3商品か
ら構成され，お客様が「撮る，見る，残す」のすべてを
実現できるシステムであり，これにより「誰でも，気軽
に，楽しめる立体映像」を提供するものである。 当シ
ステムの商品化後，国内だけでなく世界中で高い評価を
いただいている。
　本報告では，このFINEPIX REAL 3D SYSTEMの中
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から，1台で撮る，見るを実現する3Dカメラ「FINEPIX 
REAL 3D W1」について紹介する。

2.	 FINEPIX	REAL	3D	SYSTEM

　①W1のカメラ外観，②主要スペック，③ブロック図，
④主な特徴について紹介する。

2.1	 カメラ主要スペック
　主要スペックをTable 1に示す。記録フォーマットは，
静止画はCIPAが制定したマルチピクチャーフォーマッ
トを採用，動画は汎用的なAVIを拡張して3D対応AVI
フォーマットを採用した。

Table 1   Specifications of “FINEPIX REAL 3D W1”.

2.2	 カメラ外観
　前面には，左右2つのレンズユニットが77mmの間隔
で設けられ，それを覆う形で電源スイッチをかねたスラ

RealPhotoEngine3DFUJINON LENSｘ2 Light Direction Control
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Fig. 2   System configuration of FINEPIX REAL 3D W1.

イドバリアを設けている。背面には中央部に裸眼立体視
LCDとその左右には操作キーが並ぶ。3D関連キーの
3D/2Dの切り替えキー，視差調整専用キーなどを専用
キーとして設け，左側に集約した。

2.3	 ブロック図
　撮像部はフジノン製光学3倍ズームレンズに10Mピク
セルCCDを搭載したレンズユニット2基で構成されて
いる。信号処理部には，左右のレンズユニットから得た
画像データを取り込み，最適な3D合成処理を行なう
Real Photo Engine 3Dを有している。さらに表示部とし
て，ライトディレクションコントロール方式の2D/3D
兼用LCDを設け，左右眼に異なる画像を表示すること
で立体視を実現する。
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Fig. 3   Key technologies of “FINEPIX REAL 3D W1”.

2.4	 FINEPIX	REAL	3D	W1の特徴
　W1は2つの大きな特徴を持つ。1つ目は，誰でも簡単
に立体映像を撮って，見ることができること，2つ目は
単なる複眼撮影では実現が難しい近距離・遠距離被写体
の立体像を撮影できる機能があること，の2つである。
下記にその概要を説明する。

（1）立体映像を簡単に撮って見られる。
　 奥行き方向に映像の可能性を広げる立体映像ではある

が，立体画像の撮影・視聴には大掛かりな装置と高度
なテクニックを必要としていた。できるだけ多くのお
客様に立体映像を楽しんでいただきたいというコンセ
プトで開発に取り組んだW1では，複雑なセッティン
グ，テクニックを必要としない。レリーズを押すだけ
で最適な条件をカメラが自動設定し，簡単に立体静止
画・動画を撮影することができる。さらに，撮ったそ
の場で簡単に確認することもできる。

（2）マクロ，風景も立体で撮れる。
　 両眼視差を利用する立体視は，過大な視差がつきやす

い近距離撮影や，視差がつきづらい遠距離撮影を苦手
としている。そういった被写体の立体画像が撮影でき
るよう，W1では「アドバンスド3Dモード」として，
3D2回撮り，3D時間差撮り機能を搭載した。これに
より，擬似的にステレオベースを変えることができ，
3D撮影の可能性を広げることができる。

項目 スペック
型式名 FINEPIX REAL 3D W1

撮像素子 1/2.3型1000万画素CCD×2
3D記録フォーマット 静止画

　マルチピクチャーフォーマット準拠
　[MPO ＋ JPEG] ／ [MPO]
動画
映像2 チャンネル，ステレオ音声AVI

レンズ フジノン光学式3倍ズーム×2
焦点距離35mm ～ 105mm相当

撮影可能距離 [2D]約8cm ～無限遠
[3D]約60cm ～無限遠

3D推奨撮影距離 [Wide]1.3ｍ～無限遠
[Tele]4.1ｍ～無限遠

液晶モニタ 2.8型〔3D ／ 2D〕両用カラー液晶，ラ
イトディレクションコントロールシステ
ム，約23万ドット（視野率約100%）

動画記録画素数 VGA(640×480)/QVGA(320×240)
撮影時機能 [2D] 顔きれいナビ，赤目補正他

[3D]オート視差調整他
再生時機能 [2D] 顔きれいナビ，赤目補正他

[3D] 視差調整　他
撮影枚数 3Dで230枚（CIPA準拠）

寸法 123.6×68.0×25.6mm
重量 約300g（バッテリ，メモリ含む）

その他スペック：
http://fujifilm.jp/personal/3d/camera/finepixreal3dW1/index.html
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 ・ 近距離被写体も立体撮影できる（Fig. 4）
　 過度に視差がつきすぎてしまいやすい近距離被写体

に対しても，3D2回撮りを行ない擬似的にステレオ
ベースを短く（数cmに）した撮影を行なうことで，
立体画像撮影が可能である。

 ・ 遠距離被写体も立体撮影できる（Fig. 5）
　 また，視差のつきづらい遠距離被写体についても，

3D2回撮りでステレオベースを拡大することで視差を
強調することができ，迫力ある立体画像を撮影するこ
とができる。

RealPhotoEngine3DFUJINON LENSｘ2 Light Direction Control
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Fig. 4   Individual Shutter 3D Shooting
　　　　　　　　　   (Macro photography).

RealPhotoEngine3DFUJINON LENSｘ2 Light Direction Control
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Fig. 5   Individual Shutter 3D Shooting
　　　　　　　　　   (Landscape Photography).

3.	 快適な立体視の実現

　以上のような特徴を持つW1であるが，商品化に際し
ては多くの課題があった。特に下記3項目は大きな課題
であり，本項ではこれらの課題に対する取り組みについ
て紹介する。
　① 両眼視差制御（視差設計と光軸固定技術）
　② 左右画像の特性差を揃える
　③ 裸眼立体視ディスプレイ開発

3.1	 両眼視差設計

3.1.1	 視差設計
　人は両眼視差，運動視差，両眼輻輳，ピント調節位置
などの情報を元に，脳内で奥行き感を合成して立体感を
感じているといわれている（Fig. 6）。このうち，W1で
は両眼視差（左右の目に異なる2D映像を表示すること
で擬似的な立体感を与えること）を利用して立体映像を
提供している。具体的には，左右のレンズで異なる画角
を撮影し，左右の目に別々の画像を入力することで立体
映像を提供する。

④ ピント調節③ 両眼輻輳

②運動視差

きとる見をく近きとる見をく遠

①両眼視差

Fig. 6   Depth perception factors (Physiological factors).

　飛び出し/奥行き量は視差量に応じ変化する。概要を
Fig. 7に示す。

④ ピント調節④ 両眼輻輳

②運動視差

遠くを見るとき 近くを見るとき

①両眼視差

奥行き方向の視差 視差無し
＝表示面上に像が再生

視差無し
＝表示面上に像が再生

飛び出し方向の視差飛び出し方向の視差

左眼画像 右目画像 左眼画像 右目画像 左眼画像 右目画像

目の間隔を超える視差では
立体視できない

過大な飛び出し視差が
あると立体視できない

Fig. 7   Depth perception effects from binocular parallax.

　左右画像の視差がない時には，立体像の再生位置は表
示面と一致する。右眼画像に対して左目画像が右方向に
視差を有する場合，立体像は手前位置で再生される。逆
に右眼画像に対して左眼画像が左方向に視差を有する場
合には，立体像は奥行きを持った像として再生される。
視差量を大きくすればするほど奥行き，飛び出し量（＝
立体感）が増すが，一方である限度を超えた過度の視差
をつけると立体融合できなくなり，1つの立体画像では
なく2重の画像のように見えてしまう（Fig. 8）。これは
画像内に，視差の大きく異なる被写体が存在する場合に
顕著に発生する。

④ ピント調節④ 両眼輻輳

②運動視差

遠くを見るとき 近くを見るとき

①両眼視差

奥行き方向の視差 視差無し
＝表示面上に像が再生

視差無し
＝表示面上に像が再生

飛び出し方向の視差飛び出し方向の視差

左眼画像 右目画像 左眼画像 右目画像 左眼画像 右目画像

目の間隔を超える視差では
立体視できない

過大な飛び出し視差が
あると立体視できない

Fig. 8   Fusional limit of stereopsis.
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　つまり，立体感を優先するためには視差を大きくしたい
が，一方で見やすさを優先すると視差を抑えたい，という
相反関係があるため，立体感と見やすさを両立する視差量
を，適切にコントロールする必要がある。しかしながら，
視差量をつかさどる要素は多い（Fig. 9）。そこで，お客様
のユースシーンを広く想定してパラメータを設計した。

④ ピント調節④ 両眼輻輳

②運動視差

遠くを見るとき 近くを見るとき

①両眼視差

奥行き方向の視差 視差無し
＝表示面上に像が再生

視差無し
＝表示面上に像が再生

飛び出し方向の視差飛び出し方向の視差

左眼画像 右目画像 左眼画像 右目画像 左眼画像 右目画像

目の間隔を超える視差では
立体視できない

過大な飛び出し視差が
あると立体視できない

Fig. 9   Elements of binocular parallax.

3.1.2	 光軸固定技術
　両眼視差を利用した立体視では高精度に左右撮像系の
光軸をあわせ，保持する技術が必要である。
　そこでW1では，（1）高い精度で作りこまれたフジ 
ノンレンズと，（2）そのレンズユニットの光軸をしっか
り保持するアルミダイキャストフレーム（Fig. 10）を採
用，さらに，（3）左右眼の光軸を高精度で合わせる高度
な生産技術の3本柱により快適な立体映像を提供して 
いる。

Fig. 10   Aluminum die casting to fix lenses firmly.

3.2	 複眼撮像技術
　先述の垂直視差だけでなく，左右の時間ずれ，色ずれ，
輝度ずれなどに代表される左右画像の特性差は大きな立
体視阻害要因である。W1では，新規信号処理デバイス

「リアルフォトエンジン3D」を採用し，左右の特性差吸
収を達成した。また，立体感をゆがめ，時には立体視を
破綻させる左右の時間ずれについては，静止画・動画と
もに左右撮像部をμ s以下のオーダーで完全同期させる
ことで解決した。これによりライブビュー画像や，動画，
フラッシュ撮影画像も快適に立体画像として視聴するこ
とができる。

3.3	 裸眼立体視表示技術
　デジタルカメラという商品の特性上，裸眼立体視でき
るLCDの開発が不可欠であった。そこで，裸眼でも立
体視できる，「ライトディレクションコントロールシス
テムLCD」を開発した。当方式は，バックライトを左
眼用，右眼用の2組設けた方式で，それぞれを高速に交
互に点滅させるとともに，バックライト点滅にあわせて，
表示画像を左眼用，右眼用と交互に表示することで裸眼
立体視を実現する方式である。なお，左右両方に同じ画
像を提示することで2D表示にも対応する。当方式の特
徴として，左と右画像を時分割で表示しているため水平
方向の解像度を犠牲にすることなく立体視できることが
あげられる。Fig. 11，Fig. 12に概念図を示す。

Fig. 11   Conceptual diagram of light direction control system.

Fig. 12   Principle of operation of light direction control system.

4.	 まとめ

　立体映像を簡単に撮る，見ることができるデジタルカ
メラの開発に取り組んできた。大きな課題であったステ
レオ視差コントロール，左右特性の吸収を新開発リアル
フォトエンジン3Dと，当社保有の高精度生産技術， 
レンズ技術により解決し，快適な立体視を提供するW1
の商品化を達成した。
　2010年以降，映画，TVなどを代表として，市場には
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3D関連商品の普及がますます進むと予想される。当社
は世界初立体システム「FINEPIX REAL 3D SYSTEM」
を開発した技術と知見を活かし，今後も3Dシステムと
して広く市場拡大に取り組む次第である。
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（本報告中にある “FINEPIX” , “FINEPIX REAL 3D”, 
“写ルンです” は富士フイルム（株）の登録商標です。）


