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感動を生む、テクノロジー
～ソニーのテクノロジーを「人の動機に近づく」３つの軸で紹介～

「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」

ソニーのPurpose（存在意義）、そして「人に近づく」という経営の方向性を実現するために、

ソニーのテクノロジーはエレクトロニクス、イメージング＆センシングソリューションから、

音楽、映画、ゲームといったエンタテインメントや金融に至るまで、グループ内のあらゆる

事業に力を与えています。

ソニーの最新技術への取り組みを特集した本誌「Sony’s Technology 2020」では、 

テクノロジーを人の動機を軸とした3つのテーマに分けてご紹介します。1つめは、「超える」。

イメージング＆センシング技術など、人の能力を超える技術は、さまざまな可能性をもた

らします。2つめは、「つなぐ」。クリエイターとユーザーをつなぎ、感動をお届けする技術で

す。そして3つめが「解き放つ」。クリエイターの創造力を解き放ち、新しい感動を生み出す

技術です。さらに、これらの技術を組み合わせて安全・安心に加え快適さも追求するモビリ

ティや、持続可能な社会に貢献する技術も紹介しています。

またソーシャルディスタンスが新たな生活様式になる中、「リアリティ（Reality）」と 

「リアルタイム （Real-time）」を「リモート （Remote）」でも実現していくチャレンジにも 

これらの技術を活用していきます。

多様な事業の中で活用されている、ソニーのテクノロジーの最新事例を見ていきましょう。
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イメージング＆センシング領域の7つの主要技術について、
担当者が自身の言葉で技術やポイント、主な活用例を解説しました。

開発を手がける
社員の解説で
7つの技術を紹介

イメージング＆センシング技術

●�高感度や配線レイアウトの自由度向上にともなう高
画質化や高速撮影が可能。
●�画素の微細化にともなうセンサーチップの小型化、ひ
いては製品の小型化に貢献。

デジタルスチルカメラ、デジタル一眼カメラ、スマートフォンな
どに搭載されるとともに、最近では距離画像センサーでも本
構造が採用され始め、CMOSイメージセンサーの標準構造
になっています。

主な特長

使われ方

　従来の表面照射型CMOSイメージセンサーでは、光入
射面に素子間を接続する配線が存在します。そのため、画
素の微細化が進展するほどフォトダイオードへの入射光
が配線で遮蔽される感度低下の問題が顕在化します。そ
の解決策として切望されたのが光入射面と配線形成面が
異なる裏面照射型CMOSイメージセンサーです。ソニー

では、フォトダイオード基板を反転させる基板貼り合わせ
技術、基板を研削し高精度にフォトダイオード膜厚を制
御する技術、研削工程によって発生するノイズを抑制する
技術開発を他社に先駆けて確立し、世界初の裏面照射型
CMOSイメージセンサーの商品化に成功しました。

裏面照射型CMOSイメージセンサー

ソニーセミコンダクタソリューションズ
第１研究部門 ５部
山口 哲司さん

　感度向上を狙って開発された裏面照射型CMOSイメー
ジセンサーは機械的強度を保つために支持基板が必要で
す。この支持基板の代わりに回路基板を使い、画素と回
路を数千箇所以上で電気的に接続する新構造が積層型
CMOSイメージセンサーです。それまでイメージセンサー
と同じシリコンチップ面に配置していた画素と回路を上下

2階層にすることによって、
●�省面積で大容量の論理回路を搭載することができる
●�画素と回路を分離することで上下それぞれに最適な製
造工程の採用が可能
となる世界で初めての技術です。

積層型CMOSイメージセンサー

●�どのようなイメージセンサーにも使えるプラットフォーム技術。
●�高速・低消費・機能拡張・低コスト・生産性向上といった多様
なメリットも生み出せる。

当初は小型化と多機能性をいかし、スマートフォン向け
の逆光に強いカメラに搭載されていました。その後、あ
らゆるイメージセンサーに展開されて、共通の技術と
なっています。

主な特長

使われ方 

　ソニーが世界で初めて実用化したCu-Cu（カッパー・カッ
パー）接続は、積層型CMOSイメージセンサーにおいて、
下層のロジック回路と上層のセンサー画素のそれぞれの
積層面に形成したCu接続端子を用いて、物理的な積層と
電気的な接続を同時に行うことを特徴としています。Cu
接続端子を微細化することで、チップサイズの小型化と高
密度接続が可能となり、積層型CMOSイメージセンサー
の生産性向上と多機能化とが同時に実現されます。また、
Cu-Cu接続をウェーハ製造工程で行うことで、ウェーハに
含まれる多数のチップを一度に積層化することができ、一

般的なチップごとの積層化に比べて、製造期間圧縮と製
造コスト削減が達成されます。本技術の実現のためには、
ウェーハ表面の超平坦化と、高精度なウェーハ貼り合わせ
が必要とされ、ソニー独自の製造プロセスを開発すること
でこれら課題を克服しました。

Cu-Cu接続

ソニーセミコンダクタソリューションズ
第2研究部門 3部
香川 恵永さん

●�チップサイズの小型化による高い生産性。
●�回路設計自由度の向上による多機能化。

Cu-Cu接続は、主に、スマートフォン向け積層型イメー
ジセンサーに用いられており、チップサイズの小型化と
高機能化に貢献しています。

主な特長

使われ方

人の能力を超える

Exceed

人の能力を超えることで
さらなる可能性をもたらすテクノロジー

ソニーセミコンダクタソリューションズ
第1研究部門 7部
梅林 拓さん

※�梅林さんは、P43-45の�Interview�2�「ソニーのイメー
ジング＆センシング技術で実現したい未来�～人に感動
を、社会に豊かさを」にも登場しています。
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　2020年5月14日に発表をした世界初※AI処理機能を搭
載したインテリジェントビジョンセンサーは、イメージセン
サーにAI処理機能を搭載することで高速なエッジAI処理
を可能にし、必要なデータだけを抽出することで、クラウド
サービス利用時におけるデータ転送遅延時間の低減、プ
ライバシーへの配慮、消費電力や通信コストの削減などを
実現します。
　画素チップには裏面照射型画素を配置し、ロジック
チップには通常のイメージセンサーの信号処理回路に加
え、AI処理に特化したソニー独自のDSP（Digital�Signal�

Processor）と、AIモデルを書き込むことができるメモリー
を搭載しています。これによりユーザーは、高性能なプロ
セッサや外部メモリーを必要とすることなく、エッジAIシス
テムの実現が可能な上、任意のAIモデルをメモリーに書き
込み、使用環境や条件に合わせて書き換え、アップデート
することが可能です。
※イメージセンサーとして。ソニー調べ。（広報発表時）

インテリジェントビジョンセンサー

ソニーセミコンダクタソリューションズ
システムソリューション事業部 SS事業開発２部

浴
えき

 良
りょうじ

仁さん

●�イメージセンサー１つで画像取得からAI処理まで完結。
●�AI処理の入れ替えが可能で、最先端のAIアルゴリズム
にアップデートが可能。

●�多種多様なイメージセンサーと組み合わせが考えられ
るコンセプト。

AI機能を実装したカメラの開発が可能となり、小売業界
や産業機器業界などにおける多様なアプリケーションの
実現や、クラウドと協
調した最適なシステ
ムの構築への貢献が
期待されています。

主な特長

使われ方

　SWIR（Short�Wavelength�Infra-Red）は非可視光で
ある赤外線の一種で、短波長赤外と呼ばれています。Si
（シリコン）でつくられる一般的なイメージセンサーと異
なり、波長が長い光をとらえるために化合物半導体であ
るInGaAs（インジウム・ガリウム・ヒ素）をフォトダイオード
の材料としています。化合物半導体には集積回路を形成
することが難しいため、フォトダイオードの信号を読み出
す回路をSiに形成し、これらの異なる半導体をCu-Cu接
続する独自の技術“SenSWIR（センスワイア）”を活用して、�

ソニーならではのSWIRイメージセンサーを実現しました。
　ソニーのSWIRイメージセンサーは可視光を阻害するInP
（インジウム・リン）基板を薄膜化することで、可視光から
短波長赤外まで高感度でとらえることができます。

SWIRイメージセンサー

●�業界最小※5μm画素による多画素化と小型化の両立。
●�可視光からSWIRにわたるワイドバンドセンシングの実現。
※InGaAsを用いたSWIRイメージセンサーとして。ソニー調べ。
　（広報発表時）

材料選別や異物検査、半導体検査などさまざまな用途に
使われています。以下のリンゴの例では、可視光環境でリ
ンゴの表面状態、短波長赤外光環境でリンゴの内部状態
を検査することができます。

主な特長

使われ方

　ToF（Time�of�Flight）方式の距離画像センサーでは、エ
ミッター（レーザー光源）から照射した光パルスが反射して
センサー面に返ってくるまでの時間を計測することで深度
情報を取得します。ToFと一言で言ってもさまざまな方式
が存在し、私たちは被写体からの反射遅延を位相として取
得できるindirect-ToF（以下、iToF）方式を開発しています。
　iToF方式ではより多くの光を電子へ変換し、発生した
電子をより正確により速く振り分けることで性能向上する
ことが可能です。そこでSDS※1の技術IPであるCAPD※2と
いうユニークな技術に、ソニーの裏面照射型CMOSイメー

ジセンサーの技術をかけ合わせて、新たに裏面照射型
CAPDを開発しました。この新しい画素では裏面照射型の
メリットをいかして効率よく光を電子に変換するとともに、
50ピコ秒以下の時間検出を可能とし、距離分解能を大き
く向上させることに成功しました。
※1�SDS:�ソニーデプスセンシングソリューションズ
※2�CAPD:�Current�Assisted�Photonic�Demodulator

距離画像センサー

ソニーセミコンダクタソリューションズ
モバイル＆センシングシステム事業部 CV開発部
安 陽太郎さん

●�３Dカメラモジュールの小型化が可能。
●�高精度かつ、高解像度な3D深度情報のリアルタイム
取得によるAR/MRへの貢献。

スマートフォンにおける顔認証やAR/VR、自律的な動作が
必要となるロボットやドローンなどに活用されています。

主な特長

使われ方

　車載向けイメージセンサーにとって重要な技術、それは
高解像度、高感度に加えて、HDR（ハイダイナミックレンジ）
とLFM（LEDフリッカー抑制）の両立、そして安全性能です。
写真のようなトンネルの出入り口などの明暗差の大きい道
路環境においても被写体をより正確に捕捉しながら、同時
に、周期的に点滅しているLED表示板も確実にとらえるこ
とができます。これらは、LEDをとらえる蓄積時間を確保
しつつ高輝度の被写体でも飽和しない技術、独自の画素
構造と露光方法によりHDR機能とLFM機能の同時利用を
可能にしています。

　さらに、車載用電子部品の信頼性試験規格「AEC-Q100」
の基準を満たし、自動車の機能安全要求を満たす設計品
質、自動車向け機能安全規格「ISO�26262」に準拠した開
発プロセスを導入し、故障検知、通知、制御などの機能安
全要求レベル「ASIL」に対応し、より安全で安心な社会の
実現に貢献するイメージセンサーの開発を行っています。

車載向けイメージセンサー 

ソニーセミコンダクタソリューションズ
車載事業部 車載商品部
池田 哲崇さん

●�高解像度、高感度を実現するイメージセンサー技術。
●�HDRとLFMを両立する回路技術。
●�安全安心の実現に貢献する車載品質。

AD（自動運転）、ADAS（先進運転支援システム）向けのセ
ンシングカメラおよびビューイングカメラ。

主な特長

使われ方

■短波長赤外光環境■可視光環境

スマートフォン向け
ToFカメラモジュール（IMX316搭載モジュール）

左上から時計回りに
　①モノクロ出力
　②深度Heat�Map
　③点群表示
　④3D表示

＜小売業界での使用例＞

利用者数�
カウント・予測・トラッキング

消費者行動把握・分析、
欠品検知 ヒートマップ

混雑検出、分析
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　プロスポーツの世界では、人の視力の限界を超える
速さや複雑なプレーが繰り広げられます。それらを判
定する審判員を、ホークアイ（Hawk-Eye）は可視化の
テクノロジーでサポートしています。ホークアイの主な技
術は、ボールトラッキングと、ビデオリプレイ技術を活
用したスマートテクノロジー（SMART：Synchronized 

Multi-Angle Replay Technology）の2つ。ボールト
ラッキングはテニスのイン・アウト判定（ELC：Electronic 
Line Calling）、サ ッカ ー のゴール 判 定（GLT：Goal 
Line Technology）などで導入されており、スマートテ
クノロジーのビデオリプレイはサッカーのVAR（Video 
Assistant Referee）や ラグビーのTMO（Television 
Match Official）などで採用されています。
　そんなホークアイがつくられたのは2001年。創設者は
ロケットの弾道研究を行っていたポール・ホーキンズ氏で

す。クリケットの試合をより楽しんでもらうために、ボー
ルトラッキングの技術を最初に開発したことに端を発
し、テニス、サッカー、バドミントン、バレーボールなどさ
まざまな球技へと展開していきました。 “スポーツをもっ
と楽しんでもらいたい”というその思いは、現在の事業に
も受け継がれており、可視化によって公平性、安全性、ス
ポーツファンのエンゲージメントを高めることはホークア
イのポリシーとなっています。

審判の限界を超えたプレーを
可視化する

大きなイノベーションを生み出した
ホークアイの強み
　ホークアイが世界的に注目を集めるようになったのは
2006年。テニスの世界大会で、「チャレンジ」というルー
ルが導入されたことがきっかけでした。チャレンジでは、
選手が1セットにつき3回まで審判の判定に異議を申し立
てることができ、チャレンジが行われると、コートの周囲
に設置された複数台のカメラの映像から解析されたボー
ルの軌道やラインとの関係を、数秒でCG（コンピューター
グラフィックス）にして会場内に表示します。テニスの高
速なボールの軌道も正確にとらえ解析する技術は、試合
の公平性を高めることはもちろん、試合の展開を左右す
る重要なシーンを生み出し、スポーツ界に大きなインパク
トを与えました。一部のテニスの国際大会では、主審以
外の線審の判定にホークアイのリアルタイムラインジャッ
ジサービスである“Hawk-Eye Live”（ホークアイ ライブ）
という新しいサービスも採用されています。これによって
審判の負担を軽減し、試合の時短や効率化、チャレンジ

が無くなることによる選手の集中力向上が期待できます。
「ホークアイは審判の代わりではなく、あくまで審判をサ
ポートするサービスですが、線審の判定を代行する仕組
みは、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策としても
活用ができると考えています。テニスの試合では最大9
名の線審が配置されますが、ホークアイでの判定によっ
てコート内の人数を減らすことにより、ソーシャルディス
タンスの確保につながります」（山本さん）。
　一方、ビデオリプレイの技術が普及するようになった
きっかけは、サッカーのVARです。導入にあたって、複数
のカメラで撮影した映像を同期させ、さまざまな角度か
らの映像から確認できるマルチビューソリューションを構
築しました。ホークアイでは、技術開発だけではなく導
入のためのコミュニケーションを大変重要視しています。

「サッカーのVARの導入段階から検討に参加し、試合進
行への影響を最小限に抑えつつ結果に最大限のインパク
トを出せるよう、ホークアイの技術を生かした運用ルール
構築のサポートをしました。ファンのエンゲージメントや
楽しみを損なうことなく、より公正な結果を出すことに努
めました」（エドワードさん）。「さまざまなスポーツシーン
で、ソニーの放送技術も使われていますが、それぞれのス
ポーツの大会会場にホークアイのスタッフが常に赴き、サ
ポートを行いながらフィードバックを得ることでホークア
イは各競技に合わせた進化をしてきました。365日、常に
現場でヒアリングをすることもホークアイの強みであり、
それによって積み重ねられたノウハウがこの業界をリード
できている要因の一つだと考えています」（山本さん）。

　現在、20種類を超える競技でホークアイのサービスが
採用されており、球技以外でも陸上や競馬、モータース
ポーツなどに拡張されています。また、トラッキングの技
術は戦術の分析やスカウティングでも活用され始めてお
り、テレビや動画でさまざまな角度から試合を視聴でき
るマルチアングルビューイングが検討されるなど、ホー
クアイの可能性はさらなる広がりを見せています。「ス
ポーツは人の心を動かすコンテンツです。そして、我々の
使命もテクノロジーで人の心を動かすこと。これからも、
ソニーの技術力でこれまでにないスポーツの見方や楽し
み方を提供し、スポーツによって生まれる感動をサポー
トしていきたいです」（山本さん）。

「イノベーションは私たちの中核となるものです。新しい
技術やサービスを生み出し、顧客に提供していくことは
その一部です。また、顧客から直接フィードバックを受け
られることも私たちのメリットです。ソニーグループには
スポーツに活用できるクールな技術がたくさんあると思
いますので、一緒にスポーツにイノベーションを起こしま
しょう！皆さんからの提案やご意見をお待ちしています」

（エドワードさん）。

可視化のテクノロジーでスポーツの感動を支える
ホークアイ（Hawk-Eye）

ソニーイメージングプロダクツ＆
ソリューションズ
コンスーマー＆プロフェッショナル
ビジネスセクター　スポーツ事業室
山本 太郎さん

ホークアイ イノベーションズ
テクニカル・ディレクター
マシュ―・リチャーズさん

ホークアイ イノベーションズ
プロダクト・ディレクター
エドワード・ホークさん

スピーカー

2001年創業。2011年よりソニーのグループ会社となる。ボール
のトラッキング技術を用いたテニスのイン・アウト判定（ELC）や、
サッカーのゴール判定（GLT）などの「判定オペレーションサー
ビス」を展開。また、ビデオリプレイ技術を用いた「審判判定補
助サービス」をサッカーのVARやラグビーのTMOなどで提供
している。現在、世界中で約20のスポーツ競技に対し、これら
のサービスや放送映像にビジュアル効果を追加するサービスな
どを展開。スポーツ界のイノベー
ションに大きく貢献している。日
本でのサービス展開はソニー PCL
が担当。

Hawk-Eye Innovations Inc.について

審判補助以外の領域でも
スポーツを支えていく

10
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ゴール判定（GLT：Goal Line Technology）
　サッカーのゴール判定は、試合の流れの中でリアルタイムに行う必要があります。最
も大きな課題の一つに、キーパーとボールとカメラの位置関係によって、ボールの位置
が不明瞭になる瞬間がありました。ホークアイでは、独自のボールパターン認識と方
向モデリングアルゴリズムを開発。ボールの一部しかカメラに映っていない瞬間でも、
ボールの位置を正確に特定することができるようになりました。
 

VAR（Video Assistant Referee）
　サッカーの主要な国際大会でも採用され、大きな注目を集めたVARにもホークアイ
ならではの問題解決のノウハウが凝縮されています。サッカーにおけるVAR導入の課
題は、コミュニケーション。試合が流れている中で、審判員とビデオ審判がインカムで
コミュニケーションを取りながら、試合を止めるタイミングを判断しなければならない
からです。複数のカメラから最適なシーンを選びやすくするシステムを構築するのはも
ちろん、実際に使用する審判のトレーニングや、資格・認証の取得もサポート。2020
シーズンの一部の試合で導入されたJリーグでは、審判団との合宿も開催しています。

Football サッカー

ホークアイ（Hawk-Eye）の
導入事例

イン・アウト判定 （ELC：Electronic Line Calling）
　時速200kmを超えるスピードのテニスのトッププレーヤーのサーブでも、ボール
がラインを割ったか、割っていないかの判定をホークアイのトラッキング技術は正確
に判定します。誤差は2mm以内と非常に高い精度を誇り、そして、このトラッキン
グ処理からわずか数秒で再現CG を作成します。「チャレンジ」は試合の流れを左右
する重要なシーンの一つですが、それがCG映像として観客や視聴者にもわかる形
で可視化されることにより、公平性の高い試合進行を実現しています。さらに、CG
が画面に出てくるまでの時間を活用し、スポンサーの広告を表示するなど、イベント
のオーガナイザーのビジネスチャンスを広げることにも寄与しています。

テニスTennis

TMO（Television Match Official）
　激しいタックルやぶつかり合いが繰り広げられるラグビーでも、TMOと呼ば
れるビデオ判定でホークアイが導入されています。試合によっては30台をも超
える多数のカメラ映像をすべて集約してサーバーに取り込み、同期し、操作画
面にすべての映像を表示。その中で詳しく検証したい映像をドラッグ&ドロッ
プして審判が確認できます。静止や拡大、スローモーションなどの操作がス
ムーズにでき、反則の有無やトライできているかの確認も可能です。また、ラ
グビーでは現場のドクターもタブレットを使用し、選手が負傷した際にどこを
どのように痛めたのかを確認。精度の高い処置や治療を支えています。競技の
安全性を高めるのはもちろん、処置や治療の精度を高めることは負傷した選
手の早期復帰にもつながり、所属チームにとっては戦力的にも経営的にも大き
なメリットとなっています。

Rugby ラグビー

2001年にクリケットの放送支援ツールとして初めて使われた。大きく2つの要素技術で構成さ
れており、2次元画像処理（ボールの中心を見つける）と3次元三角測量（時間の経過に伴うボー
ルの軌道のモデリング）である。これを8 ～ 12台のカメラで、1秒あたり最大340フレームのフ
レームレート（静止画像数）で実行する。このデータは、判定支援、放送コンテンツ強化などの
リアルタイムサービスを提供する中央制御システムに送られる。

「ホークアイはボールとプレイヤーのトラッキングサービスを20年以上にわたって提供しており、
私たちの強みはその経験を進化させたイノベーションを起こし続けられるところにあります。機
械学習アルゴリズムの導入により、ボールだけではなくプレーヤーの動きも細かく解析できるよ
うになりました。人だけではなく、野球のボール・バットや車などの解析にも拡張をしています」

（マシューさん）。

ボールトラッキング
技術解説

スマートテクノロジー
（SMART：Synchronized Multi-Angle Replay Technology）

スポーツ現場のさまざまな場所から送られてくる映像を取り込み、
同期させてリプレイをつくることができるビデオプラットフォー
ム。複数の映像ソースを同期することで、さまざまなアングルから
映像を確認できる。このシステムを実現するためには、多数の映
像ソースを同時にレンダリングして供給する必要がある。ホークア
イでは、1秒あたり最大340フレームの映像をリアルタイムでロス
レス圧縮可能な独自のコーデック処理と、入力映像によって最適
なビデオサイズを選択できるエンコードプロキシーを開発。これ
により、審判やメディカルスタッフ、放送関係者などが、同時にそ
れぞれが確認したい視点やシーンでビデオにアクセスすることが
できる。「審判、コーチ、メディカルスタッフなど、試合に関係する
スタッフが確認したい映像はそれぞれ異なりますが、以前は同じ

映像を送ることしかできず、その映像の選択はオペレーターに依
存していました。スマートテクノロジーは設備やオペレーターを増
やすことなくこの課題を解決しています」（エドワードさん）。
Afterコロナにおける新しいスポーツ映像リプレイシステムとし
てリモートリプレイサービスの提供も始めており、オペレーター
が自宅からでもライブ放送映像の切り替えができるようになる。

「ゴルフの試合では、公式のデータと映像をリンクさせ、オペレー
ターがどのホールの誰のショットをリプレイしたいかを素早く検
索できるようフィルタリングできるようになっています。このシス
テムにより、オペレーターは一般的な自宅のネットワーク回線か
らでも放送用のリプレイを送出できるなど、ワークフローに大き
な変化をもたらしています」（エドワードさん）。
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　「大容量・高速通信」「低遅延」「多数同時接続」と
いう特 長を持つ5G。スポーツの分 野においてもさ
まざまな活用方法が見出される中、ソニーが現在開
発を進めている技術の一つが、撮影した映像のデー
タを、5Gの通信網を使い、低遅 延で制作機器やク
ラウドに送るリアルタイム伝 送の仕組みです。現在
のマラソン大会の中継では、映像などのデータを上
空で旋回する飛 行機に取り付けたアンテナを経由
して、撮 影現場から編集現場へと送っていますが、

「5G端末を利用したリアルタイム伝 送により、飛行
機による電波の中継が不要となり、大幅なコスト・環
境負荷低減が期待できます」（尹さん）。スタジアム
では5Gによってカメラが無線化されることで、より
自由な角度・場所からの撮影が可能に。さらに開催

地に関わらず、遠隔地からクラウド上で高画質映像
を編集・配信することも可能となります。

　2019年9月、ドイツのベルリンマラソンにて、実際の
スポーツイベントとして初となる5Gリアルタイム伝送の
実証実験を二つ行いました。「一つは放送用途。コース
上に配置した、放送用カメラに接続された映像伝送ボッ
クスのストリーミング映像を、Xperia 5G対応デバイスで
送信し、 OBトラック（中継車）で受信して映像制作を行
いました。もう一つは、ソーシャルメディアへのライブ配
信用途。3台のXperia 5G対応デバイスで撮影した映像
をクラウド上のサーバーに送り、ソニーイメージングプロ

ダクツ＆ソリューションズ（SIPS）のバーチャルプロダクショ
ンを使ってクラウド上での映像切り替え編集を行い、ソー
シャルメディアに配信しました」（吉野さん）。「5Gの中で
も4Gに近い、比較的低い周波数帯のSub6を使用した実
証実験でしたが、想像以上に電波の直進性が高く、上り
の通信速度を維持し安定した映像伝送を行うために、現
場での電波環境と撮影ポイントとの両立に苦労しました」

（清水さん）。「撮影場所の調整など当日までドタバタしま
したが、折り返し地点に設置したカメラ映像がライブ中
継の映像として流れた瞬間は忘れられません」（尹さん）。
　約2カ月後、米国のアメリカンフットボールの試合にお
いても実証実験を行いました。米国で商用化が進んでい
るミリ波はSub6より周波数が高く、より大容量化、高速

化が見込め、高精細な映像伝送が可能となる一方で、建
物などに遮られやすく、遠くまで届きにくいなど技術的な
難易度も高くなります。「難しかったのは、カメラマンや
周囲の人の動きで電波環境が大きく変化し、伝送速度が
急激に落ち込む恐れがあったこと。SIPSとソニーモバイ
ルコミュニケーションズ（SOMC）のエンジニアが連携し
て映像圧縮技術や伝送技術を改良し、画質を担保しな
がら安定した伝送ができるよう努めました」（佐藤さん）。
当日はカメラマンブースから1試合を通して伝送した他、
フィールドのカメラマンからも伝送を行いました。「試合
会場での活動にはさまざまな制約もあり、計画できた数
少ない事前検証と調整をこなして本番の達成につなげま
した」（権藤さん）。

　「5Gには、多くの可能性が秘められています。今回の
経験を生かして、5G通信技術をソニーのコンテンツ・サー
ビスと融合させていくことで、「リアリティ」「リアルタイ
ム」「リモート」を追求し、新たな感動体験とソニーの新た
なビジネス創出に貢献していきたいです」（清水さん）。「多
くの人の支えがあり、私自身とても学びの多い経験となり
ました。分野や用途の垣根なく、5Gを活用した新たな価
値を創出できるよう、さらに技術を磨いていきます」（佐
藤さん）。

5Gが広げるスポーツ中継の可能性

ベルリンマラソン、
アメリカンフットボールでの
実証実験に成功

5Gの技術を、幅広いコンテンツ・
サービスと融合させていく5Gの特長を生かした新しいライブ映像制作のかたち

5Gによるリアルタイム伝送

特にミリ波においては、より直進性・指向性が高いため、安定的な通信を
持続するためには、電波を確実にとらえ続ける必要がある。また、5G端
末は4G端末と比較し、高速大容量通信に対応する処理により発熱量が
増加するため、端末の放熱性を高める必要もある。SOMCでは、これま
で培ってきた通信技術を生かし新たに小型アンテナモジュールを開発。
360度全方位の通信領域をカバーできるよう、端末に適切に配置。また、
電波受信状況をモニタリングしながら、使用するアンテナモジュールは効
率的に切り替え、伝送ロスの低減と発熱量の抑制に貢献している。また、
ミリ波通信の特性に影響が出ないよう、端末の材質も変更している。

効率よく電波をとらえ、
発熱もおさえたXperia 5G対応デバイス

伝送ボックスでは、カメラから送られてきた映
像データを圧縮し，IP伝送している。ライブ中
継では、高画質、低遅延かつ途切れなく安定し
た映像伝送が求められる。今回の5Gでの実証
実験では、ネットワーク状態に合わせてできる
だけ低遅延で高画質の映像伝送ができるよう、
圧縮技術や伝送方式のアルゴリズムを設計。伝
送量の調整やロスが起きた際の補償を行う仕
組みも実装した。

高画質、低遅延、安定性を
実現する伝送ボックス

従来、ライブイベントでのカメラ映像の切り替えは、現場でオ
ペレーターがビデオスイッチャーを用いて行っていた。ソニー
が提供しているバーチャルプロダクションは、クラウド上にビデ
オスイッチャーの機能を構築。クラウドに送信されたカメラ映
像の切り替え、音声のミキシングなどを行い、その映像を配信
することができる。バーチャルプロダクションの導入により、現
地にオペレーターを派遣することなく映像制作が可能になり、
プロダクションのコスト削減等につながっている。

遠隔での番組制作を
実現するバーチャルプロダクション

技術解説

ソニーイメージングプロダクツ&
ソリューションズ
システム・ソフトウェア技術センター
システムソリューション技術部
佐藤 弘基さん

ソニーエレクトロニクス（米国）
モバイルコミュニケーションズ＆
ソリューションズ
権藤 崇さん

ソニーイメージングプロダクツ&
ソリューションズ
コンスーマー &
プロフェッショナルビジネスセクター
メディアソリューション事業部
吉野 茂さん

ソニーモバイル
コミュニケーションズ
ソフトウェア技術部門
SW3部
清水 洋次郎さん

ソニーヨーロッパ
モバイルPBU
アドバンスドテクノロジー

尹
ユン

 晟
ソンヒョグ

赫さん

スピーカー

Xperia 5G対応デバイスを
接続した放送用カメラで撮影

Xperia 5G対応デバイスで撮影

人と人、人とモノをつなぐ

Connect

クリエイターとユーザーをつなぎ、
感動を届けるテクノロジー
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　今や社会インフラとして、欠かすことのできない無線
通信。5Gの実用化にともない、その通信量は一層増大
しています。そのような中で大きな課題となりつつある
のが、周波数帯の不足です。現在は、同じ周波数の電波
同士が影響し不具合を起こす「電波干渉」を防ぐために、
各国・地域の監督機関が事業者などに対して、特定の周
波数帯を割り当てています。しかし、スマートフォンや多
種多様のIoTデバイスなど、無線通信機器が増加する中
で、今後5Gなど新たな用途に割り当てる周波数帯の捻
出が難しいという課題があります。
　ソニーのダイナミック周波数共用（Dynamic Spectrum 
Access：DSA）技術は、その課題に対し、解決策を提供
する技術です。実際のところ、事業者に割り当てられた
周波数帯はすべての時間・場所で100%利用されている
わけではなく、遊休状態にある場合もあります。そこで、
事業者ごとの割り当てではなく、あらゆる周波数帯を
データベースで一元管理し、電波干渉を抑制しながら、
リアルタイムで空いている周波数帯を割り当てることで、

限りある電波資源を無駄なく最大限活用できるのが、こ
の取り組みです。これにより、通信事業者は必要な時に
利用可能な周波数帯域を増加させ、より高品位かつ広
帯域な無線通信サービスを提供できるようになります。
また、非通信事業者であっても、スタジアムや工場など限
られた地域の空き周波数を活用して自営無線ネットワー
クを構築し、運用することができます。ソニーは10年以
上前にDSAに着目し、数多くの重要特許を取得してきま
した。

 

　社会インフラに直結するDSAの導入には、盤石な法
令や規格が必要です。ソニーは技術開発と並行して、
米 国のDSA制 度「CBRS（Citizens Broadband Radio 
Service）」の整備や標準化に携わってきました。2020年
1月には、CBRS用データベース「SAS（Spectrum Access 
System）」のFCC（連邦通信委員会）認証を取得し、実用
化を進めています。「標準化作業は2015年に始動し、ソ
ニーは周波数管理事業者としてCBRS/SAS全体の技術
仕様とエコシステムの開発に参画。2018年1月に標準化

が完了しますが、その後も課題が断続的に浮き彫りにな
り、認証試験開始時期まで仕様変更が続きました。この
ような周波数共用の仕組みの技術仕様からエコシステム
構築、そして認証試験にまで踏み込んだ大規模な標準化
の議論は、世界的にも前例がほとんどありません。多数
の参画企業間の密連携がなければ、社会実装までたどり
つけなかったと思います」（古市さん）。「われわれは2015
年にイギリスでデジタルテレビ放送周波数帯向けデータ
ベースの認証を取得しています。SASの認証試験の要求
事項は非常に厳しいものでしたが、その技術資産を生か
すことで認証試験合格につなげることができました。開
発の中でも度重なる標準化の仕様変更は課題でしたが、
関連する知財・標準化・実装・運用チーム間で議論を重ね、
互いの精度を高めていくことで乗り越えることができま
した。無線以外のさまざまな技術的な課題についても、
ソニーグループ内の多様な知見に助けられ、無事に社会
実装までたどりつくことができました」（松村さん）。　

　周波数共用に関する実装に向けた動きは、米国以外
の国や地域にも広がりつつあります。また、地域・場所
限定の周波数割り当ての検討も世界的に進んでいます。
ソニーのDSAを始めとする技術は、急拡大する無線の利
用に伴う問題解決に貢献していきます。
　「10年 以 上 前、4Gの 規 格 化に携 わりながら『次の

周波数帯を一元管理し、
電波資源の利活用を最適化

法整備・規格化から社会実装へ

ソニーの力を生かし
未来の社会インフラを創っていく

電波資源の利用を最適化し、5G/Beyond-5G時代を支える
ダイナミック周波数共用技術（DSA）

SASには、電波干渉抑制のために、大きく2つの技術が採用されている。
第一に、地形を考慮する電波伝搬モデルの採用。高精度な電波干渉量の
推定が可能となり、遊休電波資源の利用機会拡大が可能となった。第二
に、米国海軍の艦載レーダー保護アルゴリズムの導入。軍艦のレーダー
は、レーダーを使用中か否かは通知されるものの、国防上の観点から
軍艦の詳細な位置はSASに開示されない。そこで沿岸部を複数のエリア

（DPA）に分け、あるエリア内で軍艦のレーダーが検知された場合、近隣地
域のすべての基地局（CBSD）において、遊休電波資源の利用を制御するア
ルゴリズムを導入した。

電波干渉抑制技術

技術解説

SASは、複雑かつ高負荷な電波干渉抑制演算を他社SASと毎日同期する
必要がある。しかし基地局の数の多さなどから、単純に実装すると膨大な
時間がかかってしまう。グループ内で知見を持つソニーグローバルソリュー
ションズと協力しながら、スケーラビリティの高いクラウドアーキテクチャ
を採用しつつ、独自の工夫を加えることで干渉抑制計算を高速化。クラウ
ドを活用した多重化や、複数のフェイルセーフ機構を取り入れた高いシステ
ム安定性を実現した。

演算時間の短縮

赤線で囲まれた海上のエリアがDPA。赤で覆
われた地上エリアに設置されたCBSDの一部
が、艦載レーダー検知時の遊休電波資源の利
用制限の対象となる。膨大な数のCBSDを制
御するために演算が複雑かつ高負荷となる。

© OpenStreetMap contributors openstreetmap.org
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古市 匠さん

ソニー R&Dセンター
Tokyo Laboratory 22
澤井 亮さん

ソニー R&Dセンター
Tokyo Laboratory 22
松村 智彰さん

スピーカー

国防総省（主に米国海軍）、固定衛星通信業務、無線ブロードバンド業務が使用する3550-3700MHz帯の遊休電波資源を利活用することを認めるFCC
規則Part 96のこと。基地局（CBSD, CBRS Device）による遊休電波資源の利用をSASが管理することを定めている。標準化団体Wireless Innovation 
Forumでの標準化作業にはAmdocs、CommScope、Federated Wireless、Googleといった周波数管理事業者や、AT&T、Verizonといった通信事業
者、Ericsson、Nokia、Qualcommなどの多数のベンダのみならず、FCC、国防総省等の米国政府機関もオブザーバーとして参加。

※CBRS（Citizens Broadband Radio Service）

ダイナミック周波数共用（DSA）技術
米国での社会実装事例：Citizens Broadband Radio Service（CBRS※）

レーダ信号
検出時に通知

艦載レーダーSAS

Generationは何か？ 通信のあり方そのものを転換す
る技術を生み出せないか？』と考えたことが、DSA技術
開発の始まりでした。長年の地道な研究開発の成果を
軸に、法整備や規格化の動きも巻き込みながら、5Gの
時代に実用化につなげられたのは、多様な人材、技術を
持つソニーだからこそ。加えて、新型コロナウイルスの影
響で、リモートに関わる技術には大きな期待が寄せられ
ています。テクノロジーカンパニーとして、今回のような
新たな社会インフラの構築への責任や期待は大きいと
感じています」（澤井さん）。幅広い事業者が、さまざま
な形で4G・5Gを活用していくこれからの社会。ソニー
はDSAのリーディングカンパニーとして、米国のCBRS
制度や技術の高度化はもちろん、他の国や地域に対し
ても、それぞれの環境に適した技術の導入を推し進めて
いきます。

既存利用者情報等
固定衛星地上局

無線ブロードバンド

FCCデータベース 環境センシング機能（ESC）

プライベート・ローカル網
（非通信事業者）

End User Device
（ユーザー端末）

CBRS Device
（CBSD、 基地局）

公衆網
（通信事業者）

CBSD登録、周波数割当および利用許可・制御、など

周期的な情報取得

4G/5G等による無線通信4G/5G等による無線通信
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全メーカーのヘッドホンと組み合わせて
360 Reality Audio対応コンテンツをお楽
しみいただけるが、ソニー製推奨ヘッドホ
ンで個人最適化すれば、より没入感のあ
る体験を可能にする。写真は推奨ヘッド
ホンの一つで、業界最高クラス※ノイズキャ
ンセリングヘッドホン『WH-1000XM3』。

※ 2019年12月1日時点、ソニー調べ。JEITA
基準に則る。ヘッドバンド型ノイズキャ
ンセリングヘッドホン市場において。

　まるで目の前で生演奏をされているような、没入感の
ある立体的な音場を実現する新たな音楽体験。それが、
ソニーの360 Reality Audio（サンロクマル・リアリティ
オーディオ）です。コンテンツ制作時には、ボーカル、
コーラス、楽器などの音源一つひとつに位置情報をつけ、
球状の空間に配置。ソニー独自の空間音響技術によっ
て、音に包まれるような、臨場感溢れる音をお客さまに
届けます。さらに360 Reality Audioがめざすのは、よ
り多くのユーザーの皆さまに、この新しいエンタテインメ
ントを手軽に楽しんでもらうこと。対応コンテンツの制
作・配信・再生の技術をクリエイターやアーティストの皆
さまに広く提案し、立体音響を身近に楽しめる新たなエ
コシステムの形成を進めています。現在、すでに欧米・ア
ジアにて複数のストリーミングサービスから配信されて
おり、2019年秋の開始以降、さまざまなジャンルから対
応楽曲が配信されています。

　エコシステムを形成する上で重要なキーとなるのが、
高品質で魅力的なコンテンツを幅広く制作すること。
サービスローンチに向けて、ソニー R&Dセンター、ソニー
ホームエンタテインメント＆サウンドプロダクツ、そしてス
タジオのエンジニアが密に連携し、コンテンツ制作を推
進しました。「制作ツールにもソニーの空間音響技術を搭
載し、スピーカーだけでなく簡単にヘッドホンでも定位を
確認しながら楽曲を確認できるよう工夫しました」（福田
さん）。「ライブ・ネーション・エンタテインメントやソニー・

ミュージックエンタテインメント（SME）、その他の提携ス
タジオに制作インフラを導入し、エンジニアがコンテンツ
を制作できるようトレーニングを実施。候補となるコン
テンツについてもストリーミングサービスと協議を重ねた
上で、レーベル側に働きかけ、制作を依頼しました」（富岡
さん）。「360 Reality Audioの特長である、定位感、広が
り感、移動感をより効果的に表現するための音源制作手
法を、実験と試聴を重ねながらまとめてきました」（海野
さん）。「制作ツールの仕様についてアイデアを提供しな
がら、レーベルやアーティストのコンテンツ制作をサポー
ト。『One Sony』を体現するような、とても充実したプロ
セスだったと感じています」（ワイルダーさん）。

立体的な音場で生み出す
生演奏の臨場感

音楽業界を巻き込んで
コンテンツ制作を推進

　最近では、SME所属アーティストである、ザ・チェイン
スモーカーズやケーン・ブラウンなど、世界中で人気の高
いアーティストたちの楽曲配信も実現し、着実に存在感
を高めつつある360 Reality Audio。今後は、日本も含
めて、各国においてパートナーシップを構築し、さらなる
裾野の拡大をめざしていきます。「注目が高まる立体音
響の分野においてこの新しい音楽体験を生み出すことが

できたのは、多様な知見を持つ人材が連携する、ソニー
だからこそだと思います」（海野さん）。「地域や事業を
越え、ソニーグループ一丸となって360 Reality Audio
を世に送り出すことができたのは、大変喜ばしいことで
した」（ピアセンティーニさん）。「激変する社会環境下で
エンタテインメントのあり方が変わりつつある今こそ、世
界中のお客さまに新しい音楽体験を提供し、感動を届け
られるよう、あらゆる可能性を見出していきたいですね」

（福田さん）。

エコシステムを形成し、
臨場感豊かな音場を
より多くのお客さまへ

新たな音楽体験
「360 Reality Audio」

ソニーホームエンタテインメント＆
サウンドプロダクツ
V&S事業本部
事業開発部
富岡 万紀さん

ソニーホームエンタテインメント＆
サウンドプロダクツ
V&S事業本部
商品技術2部
海野 由紀子さん

ソニー R&Dセンター
Tokyo Laboratory 20
福田 和巳さん

ソニー・ミュージック
エンタテインメント
バッテリースタジオ
サウンドエンジニア
マーク・ワイルダーさん

ソニー・ミュージック
エンタテインメント
バッテリースタジオ
サウンドエンジニア
マイク・ピアセンティーニさん

スピーカー

音は鼓膜に届くまでに、床や壁の他、自身の体でも反射・回折さ
れることでその特性が変化しており、人はその変化を感じ取る
ことで音の聞こえる方向を判断している。360 Reality Audioで
は、このような聴覚の特徴を利用することで、あたかもヘッドホ
ンの外側から音が聞こえているような感覚をつくり出し、立体的
な音場を再現している。ところがこの特性の変化は、頭や耳の
形状によって人それぞれ異なるので、より深い没入感・臨場感の
ためには、一人ひとりに最適化される必要がある。360 Reality 
Audioでは、ソニー独自開発のスマートフォンアプリ「Sony | 
Headphones Connect」でユーザーに自身の耳の写真を撮影し
てもらい、クラウド上で推定アルゴリズムによって聴感特性を解
析、ソニー製推奨ヘッドホンで再生すれば個人に最適化された
音を体験できる仕組みを構築。また、アルゴリズムの精度向上
のために、推定処理フローの見直しと改善も重ねた。

ヘッドホンの個人最適化技術

技術解説

360 Reality Audio対応の楽曲を発表したケーン・ブラウン

世界中のお客さまに、
感動の音楽体験を届ける
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バックを受けて改善も繰り返しました」（木村さん）。「ELFD
の魅力を多くの人に知ってもらうために、製品に実際に触
れてもらう機会を増やすことも重要です。CES 2020で
は、実際に体験した人から私たちも思いつかなかった活
用方法の提案をいただきました。さらに、アメリカにおけ
る最大のAVシステムインテグレーションの展示会である
InfoComm 2020では、“AV Technology Best of Show 
Special Edition”を受賞しました。私たちが生み出した製
品の活用の場が社内外のパートナーとつながることで大
きく広がり、それが人々の生活の向上につながっていく。
そのすばらしさを実感することができました」（山村さん）。

　「ELFDというハードウェアは、コンテンツがあって初めて
その魅力が伝わります。クリエイターの発想次第で、新し
い用途が生まれると考えています。今後も、クリエイター
が思い通りにコンテンツを制作するための技術開発を進
めていきます」（木村さん）。
　「『あたかもそこにあるかのような立体映像』を実現する
ことは私の長年の夢でした。ELFDはさまざまな分野のク
リエイターに良質なコンテンツを制作していただくことで、

クリエイターと一緒にこのディスプレイを普及させ、この表
示を一過性ではなく当たり前のものにしていくことをめざ
したいと思っています」（横山さん）。
　「将来的には、教育やVRの表示装置として、さらにはB 
to B向けのソリューションサービス、コンテンツ配信など
への展開を視野に入れています。ビジネス開拓の裾野の
広い新規領域なので、今後もELFDの世界をソニーグルー
プ全体で盛り上げていきたいと思います」（河村さん）。

クリエイターとともに、
3Dコンテンツの可能性を切り拓く3Dクリエイターの想いを、そのままお客さまへ

視線認識型ライトフィールドディスプレイ

ソニー R&Dセンター
Tokyo Laboratory 01
栗原 貴之さん

ソニー R&Dセンター
Tokyo Laboratory 09
横山 一樹さん

ソニー R&Dセンター
Tokyo Laboratory 10
木村 隆臣さん

ソニー
ホームエンタテインメント＆
サウンドプロダクツ 
TV事業本部 商品設計部門
河村 万さん

ソニーエレクトロニクス（米国）
ビジネスディベロップメント
山村 タイザさん

スピーカー

視聴者に物体があたかもそこにあるかの
ように感じさせるためには、常にユーザー
の両目から見た正しい視点画像を表示し
続ける必要がある。ELFDではソニー独自
の高速ビジョンセンサーと顔認識技術を
使用し、検出精度が高く、遅延の少ない
視線認識を実現。水平や垂直方向のみな
らず、奥行方向に関しても左右の眼それぞ
れの位置をリアルタイムに算出する。

高速・高精度の
リアルタイムセンシング

これまでも眼鏡を必要としない3Dディス
プレイは存在したが、解像感が低く、片方
の眼の映像がもう一方の眼の映像に混ざ
るクロストークという現象のために、精度
高く立体映像を提示できなかった。ELFD
のディスプレイは、ソニーの高速ビジョン
センサーを最大限に活用し、視線追従を
前提とした独自のマイクロオプティカルレ
ンズにより、従来の3Dディスプレイと比
較してクロストークを大幅に低減した。

高精度3Dディスプレイ
（マイクロオプティカルレンズ）

ユーザー位置情報をもとに、表示装置内に被
写体が置かれているかのように両目のそれぞ
れの画像を取得し、それをディスプレイ面上
での一種のだまし絵に変換。これを常に正し
く左右の眼に届けるマイクロオプティカルレン
ズの技術と組み合わせ、実際にディスプレイ
パネルから出す光源画像として生成する。リ
アルタイムに作成したこの画像の表示が、装
置で高精度かつ高速に行われ、常に両目に正
しい視点画像が届くため、実際に被写体がそ
こにあるかのように感じることができる。

リアルタイム
光線レンダリング

技術解説

　裸眼なのに、あたかもモノが実在するかのようにくっき
りと立体的に見える。見る角度を変えても、リアルさは変
わらない──そんな高精細の3DCG映像を体験できるの
が、ソニーが開発した『視線認識型ライトフィールドディス
プレイ（Eye-sensing Light Field Display（ELFD））』です。

「3DCGクリエイターが作品を確認するためのモニターを
はじめ、ショールームでの展示用ディスプレイ、エンタテ
インメントを楽しむディスプレイなど、広範なアプリケー
ションでの活用を想定しています」（河村さん）。
　ELFDには、ソニー独自のさまざまな技術が詰め込まれ
ています。主に、（1）高速・高精度のリアルタイムセンシン

グ技術、（2）リアルタイムでの光線レンダリング技術、（3）
高精度の3Dディスプレイ技術、という3つの要素技術が
あります。「ELFDは視線追従に特化し、ソニーの高速ビ
ジョンセンサーと組み合わせることで、リアルタイムに高
精細な映像を提供することができます。これらの技術の
統合により、そこに実物があるような実在感を提供でき
るディスプレイになっています」（栗原さん）。

  

　ELFDの開発において軸となっているのは「クリエイター
の制作意図を忠実に再現する」というコンセプト。単に技
術的に秀でているだけでなく、映像の表現者であるクリエ
イターにとって価値のある製品とすることです。そのため
開発プロセスにおいては、クリエイターとの対話を重視し
てきました。「クリエイターが使い慣れたツールを使用し
てELFDのコンテンツをつくれるよう、3D映像コンテンツ
の制作環境の中でもユーザーの多い『Unity』と『Unreal 
Engine』に対応したソフトウェア開発キット（SDK）を開発
しました。早々に社内外のクリエイターに提供し、フィード

ソニー独自の技術が叶える「実在感」 クリエイターの制作意図を
忠実に再現する

CES 2020で は 対 角
15インチ相当のプロト
タイプを展示。同サイ
ズに収まるものであれ
ば、立体物として高精
細に表示できる。

WINNER

Binocular Display with Micro Optical Lens

Micro 
Optical Lens

ツールを用いたコンテンツの制作過程

LC panel

R:Image

L:Image

Transform
To Multi-

view
Display

Panel Image
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　自動車保険を通じて、事故を減らすことができない
か。そんな発想から誕生したのが、運転特性連動型自
動車保険「GOOD DRIVE（グッドドライブ）」です。その
仕組みは、ドライバー一人ひとりの運転特性データを、ス
マートフォンの専用アプリで計測・スコア化し、事故リス
クの低いドライバーに保険料を最大30%キャッシュバッ
クする、というもの。スコアは「走行時間」「アクセル」「ブ

レーキ」「ハンドル」「走行中のスマートフォン操作の状況」
から測定。ドライバーは専用アプリから、現状のスコア、
どこでどのような判定がなされたか、スコア向上のため
のアドバイスなどを確認できます。5月からはヤフー株式
会社が提供するスマートフォン向けアプリ「Yahoo!カー
ナビ」とも連動を開始。同アプリを利用して運転した際
に、「GOOD DRIVE」と同じ基準で運転を評価するとと
もに、同アプリから「GOOD DRIVE」専用サイトへの案
内も行っています。「いずれ完全自動運転が普及すれば、
事故リスクは大幅に減るはずです。しかし日本のように、

網の目のような狭い道路が多数ある国や地域では、自動
運転車による事故削減効果が顕著になるまで相当な時
間がかかるでしょう。それまでは、ドライバーの意識や
行動の変化を促すことで事故率を下げられるこの商品に
は大きな意義があると思っています」（石井さん）。

　「GOOD DRIVE」の開発には、ソニーのAI、クラウドコ
ンピューティング技術、信号処理技術、センサーに関する
ノウハウ、ソニー損害保険の保険サービスに関するノウハ
ウやデータ、ソニーネットワークコミュニケーションズのソ
フトウェア開発のノウハウなど3社の技術とノウハウが結
集。その結果、ドライバーにとっての使い勝手の良さと、
リスクのある運転動作だけを検出する高い精度の両立
を実現しています。専用デバイスを車両のアクセサリーソ
ケットに装着し、スマートフォンに専用アプリをインストー
ルする、といった初期設定さえ一度してしまえば、基本的
にあとはすべて自動で計測を行います。スマートフォン内
のセンサーから得られたデータによる車の挙動の解析に
は、ディープラーニングを活用した独自開発のAIアルゴリ
ズムを使用。センサーから得られた車の挙動から、どの
ような運転が事故のリスクにつながるのか、ソニー損保
の持つ事故データと紐づけて定量化しています。

先進技術で事故リスクを算出し
キャッシュバックする保険

ドライバーの使い勝手を
とことん考えた仕様

　「スマートフォンを服のポケットに入れている状態で、
車の停止中に物を取ろうとしてスマートフォンが動いてし
まったとしても、それはリスクのある行動として認識され
ません。独自開発のアルゴリズムには、どういう挙動が
リスクになるのか、実際に走行テストをして集めた膨大
なデータが組み込まれているからです」（梅村さん）。
　また専用デバイスには「緊急ボタン」があり、事故時に
ボタンを押すと専用アプリに緊急連絡先が表示され、す
ぐに電話ができます。位置情報や契約情報もソニー損保
の事故受付担当者に連携されるため、よりスムーズな対
応を可能としています。

　実証実験では、実際に「GOOD DRIVE」の機能を利用
することで事故リスクが約15％低減したという結果も出
ています。「数値的に成果が出たのももちろんですが、個
人的に同じぐらいうれしかったのが『運転が毎日楽しく
なった』という声があったこと。運転をスコア化すること
で、緊張感を持たせてしまうのではと心配だったのです
が、ポジティブな反応をいただけたことはよかったです。
ただし、ここで満足せずに、これからどんどん改善を繰
り返し、さらによいものにしていくことが今後の挑戦だと
思います」（荒久田さん）。
　ドライバーの意識や行動を変えることで、事故リスク
を低減する「GOOD DRIVE」。ドライバーだけでなく、モ
ビリティをとりまく社会全体の安心・安全に寄与していき
ます。

事故リスクが15%低減
運転がもっと楽しくなる保険

テクノロジーと保険の仕組みで
ドライバーの行動を変える

事故リスクを減らす自動車保険「GOOD DRIVE」

ソニー損害保険
マーケティング部門
コンテンツ企画部
梅村 千尋さん

ソニー損害保険
マーケティング部門
ダイレクトマーケティング部
石井 英介さん

ソニー損害保険
マーケティング部門
ダイレクトマーケティング部
荒久田 絋治さん

スピーカー

専用アプリでは、加速度センサーやジャイロセンサー、GPSから得られたデータをもとに、運転中のスマートフォンの置き場所や
機種に関係なく、運転特性データを計測する。計測結果はクラウドコンピューティング環境に集約され、ソニー損保が保有する
事故データと関連づけて作成した予測モデルによって、事故リスクを算出する。運転特性データの計測と事故リスクの推定には
専用アプリとクラウドコンピューティングそれぞれに、ソニーのR&Dセンターが開発したAIアルゴリズムを搭載。

独自開発のAIアルゴリズム
技術解説

Bluetooth®️電波の発信をする専用デバイス。緊急ボタンも備える。

運転スコア表示画面 運転スコア向上のための
アドバイスが確認できる。
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　自由視点映像技術は、数年前からスポーツ放送の用途
で採用される他、映像コンテンツを制作する現場で活用
され始めています。特に360度をぐるりと見回すことので
きる全天球映像技術は、各社が提供するオンラインサー
ビスによるサポートも進み、さまざまな映像コンテンツクリ
エイターによる臨場感のある新しいコンテンツが世に送り
出されています。ソニー R&Dセンターでは、自由視点映像
技術の進化において、“視点自由度”と“リアリティ”の両面

が重要な要素になると考え、全天球映像技術の先を見据
えたボリュメトリックキャプチャ（Volumetric Capture）技
術の研究・開発に取り組んでいます。
　ボリュメトリックキャプチャ技術は、実在の人物や場所
を3次元デジタルデータに変換し、それを高画質に再現す
る技術。実世界を丸ごと撮像し、後から自由に視点を動か
して視聴することができます。新たな映像体験を提供でき
るだけでなく、新しいコンテンツの生成手法としての側面も
持っており、従来の映像制作における制限を解放し、エンタ
テインメント領域へのさまざまな応用が期待されています。

　現在主流の全天球映像技術では、ヘッドマウントディス
プレイをかぶって頭を振ることで一定の視点からの周囲
360度を見回すことはできますが、見ている物の背後に回
るなど、前後・左右・上下に動き回るような視点の移動は
できません。CGでつくられたVRコンテンツとの大きな差
がここにあります。実写のVRコンテンツにおいて、自分が
その場所にいるかのように感じるためには、視点が現在よ
りも、もっと自由度を持つことが必須となります。
　そこで重要になるのは、本来カメラがない視点（仮想視
点）の映像を撮影された3Dモデルから生成することです。
複数台のカメラで被写体を取り囲むように配置して撮影
することで、任意の場所・方向から視聴できる映像をつく
り出しています。これら一連のソフトウェア実装や画質評
価を担当するのは、最初に“被写体”としてプロジェクトに
参加した菅野さん。「仮想視点をつくるための工程は、ま
ず複数台のカメラキャリブレーション、被写体の3Dモデル
生成、3Dモデルへのテクスチャマッピング、カメラワーク
の生成が主な流れになります」（菅野さん）。
　また、複数台のカメラを同期させる仕組みは、ボリュメ
トリックキャプチャ技術ならではの厳しさが現れる部分。
すべてのカメラが同じ時刻に撮影し、その映像を転送・集
約して3次元化する処理が必要になります。これまでに、
ハードウェア・ソフトウェアの両面で開発・評価を繰り返
し、2020年1月には、これらの技術の蓄積を形にした国内
最大級の撮影スタジオをソニー本社に開設しました。スタ
ジオで最初に撮影したのは、2本のロープを2人が向かい
合って回し、その中でパフォーマンスを行う「ダブルダッチ」
というロープスポーツ。「撮影スタジオの特徴である直径
5mの撮影範囲を最大限にいかすために、5人が動き回る

ダブルダッチが最適でした。細いロープを高速で回すな
ど、撮影・信号処理技術にとってチャレンジングな内容で
したが撮影は大成功。映像表現だけでなく、スポーツの
解析用途にまで応用できる可能性を示すことができまし
た」（廣田さん）。今後は、社内外と連携した技術開発・ビ
ジネス検証のさらなる加速をめざしています。

　「やりがいを感じたのは、音楽ライブやテレビの音楽番
組で私たちが作成した映像が放送された時でした。ライ
ブ会場での大歓声の中、自分たちが作ったコンテンツが
巨大なスクリーンに映し出される瞬間にはこみ上げるもの
がありました。同時に、アーティストのプロフェッショナル
な仕事を間近で拝見し、私たちも、もっと頑張らなければ
と鼓舞される瞬間でもありました」（菅野さん）。
　「当初はスポーツで注目された技術が、エンタテインメ
ント領域へ拡大しており、アーティストのライブやテレビ
CMでの映像演出に使われるなど、この技術のもたらす新
しい価値は映像コンテンツクリエイターにも認められつつ
あります。ソニーの持つ既存ビジネスや撮像・映像技術の
アセットも活用し、低コストかつ高品質な自由視点映像の
撮影を実現することで、プロフェッショナルから一般のお
客さまにまでリーチするようなビジネス創造に貢献するこ
とを目標としています」（廣田さん）。

空間を丸ごと撮りこむ技術

自分がその場所にいるかのように
感じるために

新しい映像体験を創る

ボリュメトリックキャプチャ技術では、実際にはカメラが存在し
ない視点の映像を、3Dコンピュータービジョンを使ってつくり出
す必要がある。ここで問題となるのが、不気味の谷ともいわれ
る“不自然さ”。ソニーは、そこに長年培ってきた高度な2D画像
処理技術、そして機械学習技術を組み合わせることで、この問
題を解決している。つくり出された映像といえども、重要なのは
最終的に表示されるディスプレイ上での映像品質。表示デバイ
スの解像度も2Kから4K、8Kと進化したことで、被写体の”リア
ルな雰囲気”を再現できるようになった。また、被写体が動ける
範囲・人数も開発当初から比較すると大きく改善されている。

再生画質の追求
技術解説

ソニー
R&Dセンター
Tokyo 
Laboratory 09
廣田 洋一さん

ソニー
R&Dセンター
Tokyo 
Laboratory 09
菅野 尚子さん

スピーカー

全天球映像技術の先を見据えた
ボリュメトリックキャプチャ技術

できないことが実現できるVRをめざして

撮影協力 : 
プロダブルダッチチーム J-TRAP.

カメラ映像（左）とボリュメトリック（右）の比較画像

人の創造性や制約を解き放つ

Empower

クリエイターの創造力を解き放ち、
新しい感動を生み出すテクノロジー
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　人間は、振動、圧力や肌触り、温度などさまざまな
刺激要素を通じて”触れる”感覚 ──五感の一つでも
ある「触覚」を得ます。ハプティクスとは、この触覚を刺
激する技術です。学生時代からハプティクスを研究し、
DualSenseの製品化に向けた開発が加速したタイミン
グで入社したこともあり、DualSenseに対するハプティ
クス技術の実用化に携わりました。

　DualSenseの登場で、ユーザーは今まで以上にリアリ
ティに富んだゲーム体験が可能になった反面、クリエイ
ターが高品質な振動をつくるための時間やノウハウが必
要となりました。この負担を軽減するため、誰でも簡単
に使えるハプティック振動波形のデザイン環境を整備し
ました。インパクト感があり、自然な心地よい振動波形

を少ないステップでデザインできるツールを開発し、さら
にゲームの効果音からほぼ自動で振動パターンが生成さ
れる自動生成手法も実現しました。ディープニューラル
ネットワーク技術に着目して開発を行いましたが、この
技術を画像や音声ではなく触覚に応用した先行研究は
少なく、当初は生成されたデータを悶 と々見つめる日々
が続きました。その後、学びを重ね、専門家のアドバイス
も受けながらさまざまなアルゴリズムを検討することで、
クリエイターが手動で作成したかのような、高品質な振
動波形をある程度自動で生成できるようになりました。
 

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントのR&D
部門では、ある程度自由に自分で決めた研究を行うこと
ができます。そこで成果が出れば、製品化を行う部門へ
の提案や、特許出願はもちろんのこと、論文発表や社内
の技術交換会への出展など、アピールの機会が多くあり
ます。若手のうちから責任ある大きな案件を任されるこ
とも多く、研究開発のモチベーションがとても高いです。
なにより、全世界で1億以上のユーザーの皆さまが遊ぶ、
プレイステーションプラットフォームに展開されることが
一番のやりがいです。
　また、ソニーグループにはさまざまな人材、専門家が
揃っており、横断的な開発や企画が立ち上がり、シナ
ジー効果が生まれているところが魅力だと思います。女

性エンジニアはまだまだ少ないと感じますが、働く上で
の障壁は一度も感じたことがなく、柔軟な働き方をする
ための制度やインフラが整備されています。当たり前の
ことですが、その当たり前を実現しているソニーグループ
を、社員として誇りに思います。
　将来的には、「ゲームの中に入り込んで違う自分にな
る」という幼少期からの夢の実現に、一歩でも近づける
ような技術やコンテンツを開発したいと思っています。
ソニーがこれまでに培ってきたオーディオやビジュアル
技術、VR技術は別の世界に没入するための重要な技術
です。そこに、ハプティクスや他の新しい技術もどんどん
複合させて、現実世界を越えた、もしくは現実を忘れて
しまうような、五感と心が震える、感動の体験を創り出
したいです。

PS5TMの新ワイヤレスコントローラー
DualSenseTMに対する
ハプティクス技術の実用化

クリエイターがハプティクスを
負担なく取り入れられる環境を整備

現実を忘れるような
感動体験創出をめざして

五感の一つ、「触覚」を刺激する技術 ―ハプティクスでの挑戦
ハプティクス

© Sony Interactive Entertainment Inc. 
All rights reserved.
Design and specifications are subject to 
change without notice.

今年の年末商戦期に発売予定であるプレイステー
ション®5。先日、その本体デザインが初披露された。

　「ハプティックフィードバック」と「アダプティブトリガー」とい
う二つの新しい機能の搭載によって、リアルで臨場感のある触
覚フィードバック提示が可能となった。表現力豊かに感触を伝
えるハプティックフィードバック技術により、車が泥道を走ると
きの重いずっしりとした感触や、コツッと物がぶつかる軽い衝撃
から銃の衝撃など、ゲームプレイ中にさまざまな感覚を表現で

きる。また、DualSenseのL2ボタンとR2ボタンには力学フィー
ドバックを行えるアダプティブトリガーが搭載されており、弓矢
を引き絞るときのような緊張感のある動作の実感が可能。
　他にもゲームクリエイターの発想次第で、映像や音の演出、
ゲームのギミックと組み合わさった多様な表現を可能にするポテ
ンシャルも備える。

さまざまな触覚表現を可能とする新機能

　今年の年末商戦期に発売予定であるプレイステーション®5
ならではの体験を実現する、新機能を搭載したワイヤレスコン
トローラー DualSense。ユーザーやクリエイターから高い評価
を受けている、プレイステーション®4用 ワイヤレスコントロー

ラー (DUALSHOCK®4)からさらなる進化を遂げている。これま
で以上にプレイヤーの五感に訴えかけるゲーム体験の実現をめ
ざし、クリエイターが「触覚」を通じて没入感をさらに高める方
法を模索可能な環境を提供する。

プレイステーション®5用 新ワイヤレスコントローラー
DualSense

技術解説

© Sony Interactive 
Entertainment Inc. All 
rights reserved.
Design and 
specifications are 
subject to change 
without notice.

ソニー ･インタラクティブエンタテインメント 
グローバルR&D 東京部門 開発１部
小西 由香理さん

スピーカー
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　お客さまに「最高の遊び場」を提供していくことをビ
ジョンに掲げているソニー・インタラクティブエンタテイ
ンメント（SIE）。世界中に14のスタジオを持つSIEの強み
を生かし、ゲームクリエイターの皆さんと連携を取りなが
ら、幅広いお客さまに楽しんでいただけるような魅力的
なコンテンツを提供し続けています。このコンテンツの
魅力を高める技術の一つがレイトレーシングです。2020

年の年末商戦期に発売を予定しているプレイステーショ
ン®5には、レイトレーシングに対応したAMD社のカスタ
ムGPUが搭載されます。
　「レイトレーシング」という言葉を聞いたとき、コン
ピューターグラフィックスにおけるレンダリング（描画処
理）技術を連想された方も多いかもしれません。しか
し、渡部さんが研究開発しているレイトレーシングとは、
光線（ray）と物体の交差判定を行うシンプルかつ適用範
囲の広い技術で、一つの応用例としてレンダリングがあり
ます。「この技術を用いることで、ゲームの描画処理が抱

える課題を解決できると期待されています」。
　ゲームの描画処理が抱える課題──それは、プログラ
ムの複雑化です。人物の影や水面反射を描くためには、
その一つひとつに別々のプログラムを実装する必要があ
ります。個々のプログラムを組み合わせた時の相性もあ
り、ゲームクリエイターは緻密な調整を繰り返さなけれ
ばなりません。「現在、クリエイターの大きな負担となっ
ている描画処理をレイトレーシングに置き換え、シンプ
ルにすることができれば、クリエイターはもっとクリエイ
ティブな部分に注力できるようになります」。

シンプルがゆえに広がる、
多様な可能性

　従来の描画処理をレイトレーシングに置き換えるため
に必要となるのはレイトレーシングの“高速化”。ゲーム
にレイトレーシングを使用するためには、ハードウェアの
性能だけでなく、それを使いこなす優れたソフトウェア
の実装が必要不可欠です。渡部さんはハードウェアの性
能を引き出すために、レイトレーシングを高速化するた
めのアルゴリズム・データ構造の構築や、クリエイターに
提供するライブラリの開発を担っています。「普段の開
発で意識しているのは、定量的な指標を用いて改善を続
けていくことです。ハードウェアの性能をさまざまな条

件で計測してデータを把握しています。これにより、試行
錯誤の日々の中でも確実に進化していることを実感でき
ます」。
　また、「もっとも大切にしているのは、ゲームクリエイ
ターとのコミュニケーションです。プラットフォーマーと
しては、ゲームクリエイターの表現力を最大限に発揮して
もらうことが一番大切です。クリエイターが実際のゲー
ムに統合すると、私たちが予期せぬ問題・課題が見つか
ることがあります。そのため、クリエイターからのフィー
ドバックには迅速に対応し、ライブラリの改善を繰り返
しています」。　
　さらに、「レイトレーシングの本質的な強みは、周囲の
情報を正確に把握することです。グラフィック以外の用

途では、例えば音響シミュレーションへの応用が考えら
れます。音が反響したり、裏側に回り込んだりと、これま
でにない新しい“音”の表現が生まれるかもしれません。
レイトレーシングには私たちやゲーム開発者の想像力次
第で、まだまだ数多くの可能性があります。ユーザーの
皆さんにさらなる楽しみと驚きを提供していくために、ク
リエイターの声を聞きながらさまざまな課題に挑戦して
いきたいです」。

ハードウェア性能を
ソフトウェアで最大限引き出す

ゲームクリエイターの映像表現を進化させる
レイトレーシング

ソニー・インタラクティブエンタテインメント
ハードウェアエンジニアリング＆オペレーション本部 
プラットフォームソフトウェア設計部門
渡部 心さん

スピーカー

「レイトレーシング」という単語の意味は文脈に
よっていくつかあり、大きく「広義のレイトレーシ
ング」と「狭義のレイトレーシング」に分かれる。
広義のレイトレーシングは、光線（Ray）と物体
の交差判定を行うもの。狭義のレイトレーシン
グは、光が光源から私たちの目に届くまでの過
程をシミュレーションすることで、コンピュー
ターグラフィックスのレンダリング（描画処理）
を行うもの。鏡面反射や屈折を目から光源へと
光の経路を逆方向に追跡する手法をはじめ、近
年では映画制作などで積極的に用いられてい
る確率統計に基づいた手法などのレンダリング
手法を指す。

光線と物体の交差判定は、単純な実装だと総
当たり方式で判定することになり、物体の数に
比例して交差判定の回数も増加してしまう。レ
イトレーシングを高速化するためのアプローチ
にはさまざまなものが存在するが、空間を分割
して管理する空間データ構造を用いる手法がよ
く使われており、このデータ構造の改善により、
光線が通過する付近にある物体だけと交差判
定を行い、計算量の削減に貢献できる。典型的
な空間データ構造の一つにBounding Volume 
Hierarchy （BVH）というものがある。BVHで
は各物体を階層的に箱で囲い、グループ化する
ことで交差判定を効率的に行えるため、演算の
高速化によく使われている。

レイトレーシング
技術解説

レイトレーシングの高速化

BVHの階層構造の例 BVHにおける階層的な箱との交差判定回数を可視化
したもの（白い部分ほど判定回数が多い）。

p1

p2

n

x

p0

n(p-p0)=0
p=x+tv
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ソニー
AIロボティクスビジネスグループ
VISION-S推進室
小路 拓也さん

ソニー
AIロボティクスビジネスグループ
VISION-S推進室
小枝 竜也さん

ソニーホームエンタテインメント＆
サウンドプロダクツ
V&S事業本部
オートモーティブ・ビジネス部門
本間 淳さん

ソニー
AIロボティクスビジネスグループ
VISION-S推進室
有門 智弘さん

ソニー
クリエイティブセンター
スタジオ6
小松 英寛さん

ソニーセミコンダクタソリューションズ
車載事業部
車載センシング開発部
中西 崇さん

ソニーホームエンタテインメント＆
サウンドプロダクツ
V&S事業本部
オートモーティブ・ビジネス部門
早坂 貴宏さん

スピーカー

　2020年1月、ソニーはモビリティの進化への貢献をめ
ざし、ソニーのテクノロジーを結集した新たな取り組み

「VISION-S」とその試作車を発表しました。「モビリティ
の既成概念を覆し、新たな移動体験を創造するために、
車両やベースとなるプラットフォームを一から開発しまし
た。これは、自動車メーカーではないソニーにとって大き
な挑戦でした」（小路さん）。
　2年間という歳月の中で、事業企画やデザイン、技術
部門のメンバーで意見をぶつけ合い、細部までこだわっ
て生み出されたVISION-S。安心・安全はもちろん、快適
さやエンタテインメント性も追求する、モビリティに対す
るソニーのビジョンを表しています。33個のセンサーが
車外環境をリアルタイムでモニターし、運転を支援。各
シートには「360 Reality Audio（サンロクマル・リアリ
ティオーディオ）」に対応したスピーカーを搭載し、どの
シートでも没入感のある立体的な音場体験を提供。ま

た、車のシステムやアプリケーションはネットワークアッ
プデートで常時、進化します。

　これまで多様な製品を生み出してきたソニーにとって
も、安心・安全の提供が絶対条件である自動車の開発は
とりわけ大きな挑戦であり、乗り越えるべきいくつもの
課題があります。実用化を見据え、クリアすべき法規、
ISO基準をこと細かに確認し、その上で未来の自動車は
どうあるべきかを徹底的に議論してきました。「カメラ
の搭載一つとっても、搭載位置や仕様によって、性能や
スタイリングに大きく影響します。常に全体最適を意識
し、さまざまな条件を考慮しながら、よりよい解を導くよ
う努めました」（小路さん）。「自動車業界からさまざまな
パートナーに開発協力をいただくにあたり、ソニーが大
切にしたい価値観をいかに伝え、いただいた指摘を具体
的な形に変えていけるか、そのことに腐心した2年間でし
た」（有門さん）。

　2020年度内にめざしているプロトタイプの公道走行
を実現し、搭載されている技術や機能の検証を加速度
的に進めることは、ソニーのテクノロジーの進化にもつな
がります。「VISION-Sは、ソニーのPurpose、メガトレン
ド、サステナビリティの3つの軸を象徴的に捉えるソニー
全体の探索事例と位置付けられていますので、より多く
の技術やアイデアを盛り込んでいけるよう、社内連携も
強化していきます。また、自社技術を磨きながら、さま
ざまなパートナーとの協業を通じて、新たなモビリティ
のエコシステムをともに構築していくこともめざしていま
す。昨今の激変する環境下で、エンタテインメントなどの
要素を取り入れた、快適で有意義な時間を過ごせる空間
への期待はより高まっています。今後、モビリティがどう
あるべきか、社会状況や人びとのニーズをくんだ提案を
行っていければと思っています」（小枝さん）。

モビリティの既成概念を覆し、
新たな移動体験を創造

課題を乗り越え、最適な解を導く

新たな価値提供のために進化を続ける

ソニーが新たに提案する「VISION-S（ビジョン エス）」
モビリティの進化への貢献をめざして

VISION-Sのデザインコンセプトである「OVAL」には「人を包
み込む」という意味が込められている。①乗員を直接包む、
②車外環境の安全をセンサーで360度チェックする、③社会
と車がつながり、情報やエンタテインメントが降り注ぐ、とい
う3つのベールが乗員を包み込む。「内外の環境が溶けあっ
て人を抱擁し、重層的な深い安心、くつろぎ、そして心おどる
楽しみをもたらすユーザー体験をめざしました」（小松さん）。

人を包み込む3つの「OVAL」
D E S I G N  C O N C E P T

VISION-Sはネットワークにつながることによって、車体をモデルチェ
ンジせずとも常に進化していく。ドライバーは常に最新で使い勝手の
よいUI/UXを堪能できる。「搭載された33個のセンサーや車外のイ
ンフラ、スマートフォンなどを通じて収集した行動履歴などのデータ
をAIが処理することで、車内を常に快適な状態に自動で設定します。
例えば、車に乗り込む前にナビゲーションや好みのプレイリストを設
定し、空調を動かしておくことなども可能になります」（有門さん）。

歳月とともに洗練され、
ますます多彩で豊かになるシステム

A D A P T A B I L I T Y

「360 Reality Audio」に対応したスピーカーを各シートに搭載することで、全方
位から音に包まれるような体験を実現し、車内カーエンタテインメントとしては今
までにない没入感と臨場感を追求している。「運転席、助手席のシート各々に実
装した2個のシートスピーカーと音響信号処理によって、シート間で干渉すること
なく、各々がパーソナライズな空間を体感いただけます」（早坂さん、本間さん）。

「360 Reality Audio」が叶える、これまでにないエンタテインメント空間
E N T E R T A I N M E N T

カメラ（CMOSイメージセンサー）やRadar、LiDARなど、異なる強みを持つセン
サーを最適な用途で組み合わせて使用。夜間や雨、霧、逆光などあらゆる状況に
おいて、より安全に車を走らせることをめざす。「複数のセンサーを配置すること
で情報処理が複雑になるといった課題が発生しますが、ソニーが保有する豊富な
センサー開発や画像信号処理技術の知見を生かして、安心・安全な車社会の実現
に貢献していきます」（中西さん）。

安全を守る33のセンサー
S A F E T Y

張り巡らされたセンサーが周囲360度の交
通状況を把握。

V I S I O N - S  P r o t o t y p e
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　ソニーでは、エンジニアが研究、開発、
設計の業務を通じて得た技術情報、デー
タ、ノウハウなどをエンジニアリングレポー
ト（以下ER）として作成し、社内データベー
スに登録しています。作成、閲覧を通じて、
社員の論理的思考力の向上や、組織の垣
根を越えた知の共有といった活用がされ
ています。
　そんなERの象徴ともいわれるのが、ソ
ニーの半導体事業の礎を築いた第4代ソ
ニー社長 岩間和夫さんが作成した、通称

「岩間レポート」。60年以上も前に作成さ
れたこのレポートからの学びやレポートの
意義について、ソニー主席技監の平山照峰
さんと4人のDistinguished Engineer※の
皆さんに解説していただきました。

※ソニーの重要な技術領域において、高度な専門性と
技術的見識を有し、会社や組織に対して大きな貢献を
果たしている技術者。

岩間レポートから学ぶ、
エンジニアリング
レポートの意義

レポートによる「知の共有」

（注記）本記事では約65年前に書かれた岩間レポートを通じ、現在でも
通じる考え方やERを作成する際に学べることを紹介しています。
社外情報に接する際は、関連する契約や法規制を事前に十分理解の上、
ソニーグループ行動規範をはじめとする規程を遵守してください。ソニー
グループのコンプライアンスに関する情報は、社内イントラネット内の「コ
ンプライアンスポータルサイト」に掲載されています。

今こそ高まる、レポートの価値
岩間レポートの時代は、手がきの文章や図表しか情報伝
達の方法がありませんでしたが、現在は、音声・映像を含
めた電子データやインターネットを活用できる時代。しか
しながら、旧来からの文章と図表による記録は、情報の
発信者・受け手の思考力を高め、正式な記録として残す
効果もありますので、技術者の皆さんにはレポートを作成
し、またレポートから学んでいただきたいと思います。

ソフトウェア開発においては、顧客価値最大化のた
めにアジャイルと呼ばれるプロセスが主流となって
おり、開発速度や効率性､協調性を重視したさまざ
まなツールが生まれています｡ 一方で、その多くの情
報がチーム内にのみ存在し、チームが解散すると情
報が失われています｡ソニーのERは組織に依存せず
に運用されているので、ここに情報を蓄積すれば、
チームで得られた知見は失われません｡今後効率的
に情報を残すためには、AIの活用なども検討し、技
術を進化させる必要があります。

チームだけでなく、全社で共有

世の中のデータは2つの種類に分類できます。1つは
公知のデータや文献などで、もう1つは、ダーク・デー
タと呼ばれる社内独自のデータやERレポートなどで
す。社外から探索・入手できないダーク・データは、
他社との差異化の根源となり貴重ですので、ERを
しっかりと執筆して、蓄積していくことが大切です。
また、蓄積するだけでは十分ではなく、今後は科学
技術文献から自動的に内容を解析し知識を獲得す
るツールなども開発されつつあるので、蓄積された
ERを活用していくことが大事になってきます。

ソニーだけのノウハウを
蓄積・活用しよう

ソニー R&Dセンター
Tokyo Laboratory 17
上野 吉史さん

忙しい業務の中ではERを書く時間がないということ
をよく耳にします。検討が完了した後で「さて書かね
ば」となる場合も多く、その時には既に情報の鮮度
が失われてしまっていたり、失敗の事例や苦労話な
ど、実は重要な周辺情報が漏れてしまいがちです。
日々の業務の中で“ERをまとめるきっかけ”を意識
し、情報を簡潔に保存することを習慣化できれば、こ
うしたことがなくなるだけでなく、頭の整理や周囲へ
の報告・相談にも活用できるはず。より自然にERを
残し、活用していくことが大事です。

時間はかけず、習慣として

ソニーセミコンダクタソリューションズ
第2研究部門
辰巳 哲也さん ソニー R&Dセンター

Tokyo Laboratory 27
冨谷 茂隆さん

当時十分な情報を早く伝えられる手段は、エアメー
ルでした。トランジスタの開発が他社から発表され
てから7年ほど経った頃、その製造技術が確立され
ていない状況でした。ソニーが半導体開発の道に
進む大きなきっかけとなったこのレポートは、要点を
絞って簡潔に書かれていて、また秀逸なイラストによ
り理解が深められます。情報の伝達・記録だけでは
なく、経営に関わる判断や技術者への指示、議論の
ツールとして機能し、ソニーの半導体の開発およびビ
ジネスの成功に大きく貢献したと思います。

さまざまな機能を持ったビジネスツール

ソニー 主席技監
平山 照峰さん

ERを書くことは“自分の分身を作る”ということで、こ
れには2つの意味があります。1つは、ERという分身
が自分の知見を多くの人に伝えてくれること。もう1
つは、客観的な分身が自分の論理思考を高め、磨い
てくれることです。また、書物やERなどは、時間や場
所を超えて書き手の膨大な経験・知識・想いを読み
手に届けます。私も若い頃に新しいカメラ分野の開
発に挑む際、以前に書かれた信号処理のERに非常
に助けられました。岩間レポートは、まさに“時空を
超えるレポート”といえます。

“もう一人の自分”を記す

ソニーセミコンダクタソリューションズ
システムソリューション事業部
中島 健さん

1954年、ソニー創業者の井深さん、盛田さんは、テープ
レコーダーに続くテーマとして、トランジスタに注目して
いました。トランジスタの特許を持つウエスタン・エレク
トリック社（以下WE社）と交渉の末、ライセンス契約を
締結しましたが、製造技術に関するものは含まれていま
せんでした。岩間さんは、この製造技術を確立するため
に志願して1954年に渡米、WE社や米ベル研究所など
で技術を学び、その内容を100枚以上のレポートにまと
めエアメールで送り続けました。それを読んだ日本のエ
ンジニアたちは、岩間さんの帰国を待たずに開発に着手
し試作に成功。翌年の1955年に日本初、自社製トラン
ジスタ搭載機としては世界初のトランジスタラジオ『TR-
55』の発売に至りました。その後1958年まで、岩間さん
が断続的に渡米し詳細をまとめたレポートは合計256枚
にも及びました。

岩間レポートはこうして生まれた
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　ソニーでは、Future Mobility Projectと題して、AIやセン
シング技術を活用したモビリティ領域への取り組みを、み
んなのタクシー株式会社との協業を軸に進めています。そ
の一環として昨年11月から、タクシーへの需要をドライバー
に提示するサービスの提供を始めました。システム開発に
あたっては、東京都内のタクシー約10,000台の車両走行
データを収集し、データの欠損や位置情報の誤差などを
処理しつつ、乗車データの可視化を実施。こうして集めた
データや、ドライバーへのヒアリングから得られた知見を
活用し、ソニー R&Dセンターとともに決定木モデル※や深
層学習などさまざまな機械学習技術を試し、精度やコスト
の観点から適切なものを選んで構築しました。
　システムには、需要の予測精度はもちろんのこと、高年
齢層も多いタクシードライバーにとっての使い勝手のよさを

重視し、タッチ操作を減らして必要な情報にアクセスでき
ることや、視界を奪わず音で通知するなどの工夫を盛り込
んでいます。サービス開始後もヒアリングを行い、機能を
改善、拡充しています。
　本サービスを利用したドライバーの稼働率は向上してお
り、タクシー会社の収益向上や、効率的な走行による勤務
時間の短縮や環境問題などの社会課題への貢献も期待で
きます。「将来的にはこの技術を自動車や自転車のシェア
リング、公共交通機関などにも広げていくことで、移動手段
全体の最適化が実現可能と考えています」（右田さん）。
※木構造を用いて分類や回帰を行う機械学習モデル

　需要予測に加え、Future Mobility Projectのもう一
つの柱である安全運転支援への取り組みでは、9つの

イメージセンサーやLiDAR、加速度・回転角加速度セン
サーなどを搭載した試験走行用車両から、アクセル・ブ
レーキ・ハンドル舵角などの運転操作に関するデータと
車外環境のセンシングデータを収集し、安心安全に貢献
する技術やサービスを開発しています。
　データ取得にあたっては、10年にもわたって役員車両
室の専属ドライバーを務めてきた、運転のプロの方にも
試験車両を運転してもらいました。定性的な感覚から快
適な運転を定量化し、技術を用いて再現することは、重
要なテーマの一つです。「人間が運転している操作情報」
と関連のあるデータが集まることで、自然にAIが進化し
ていくような技術の実現をめざしています。
　「モビリティは今後『走るセンサー』になっていきます。セン
サーがつながった結果、どのような価値を創出できるか。ま
た、この激変する社会環境下でモビリティに対する顧客・市
場の考え方に変化が出てくる中、どのように活動を展開して
いけるか、幅広い視野を持って考えていきます」（高倉さん）。

需要予測サービスで
移動を最適化していく

安心・安全な運転に貢献する
技術・データを探索する

Future Mobility Project
AI・センシング技術でもっと快適で安心なモビリティ社会をめざして

試験走行用車両（左）とドライバー向けタブレットアプリケーション（右）

クリエイティブセンターと
連携して制作したプロト
タイプでは、都内のタク
シーから収集したさまざ
まな情報を可視化した。
このように、「街のセンシ
ング」を行って得られる
ビッグデータから、モビ
リティの進化に向けて新
たな価値を生み出すため
の検証も進めていく。

ソニー
AIロボティクスビジネスグループ
クラウドサービス開発部  
高倉 大樹さん

ソニー
AIロボティクスビジネスグループ
クラウドサービス開発部
右田 隆仁さん

　Sony AIは、米国や欧州、日本に拠点を持つ組織として
設立され、今年4月にはソニーグループの100%子会社と
なりました。私たちは、「AIで人類の想像力とクリエイティ
ビティを解き放つこと」をミッションとして掲げており、「ク
リエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満た
す」というソニーのPurpose（存在意義）にも貢献できる
と考えています。
　現在、ソニーグループの各ビジネスユニットやR&Dセン
ターと連携しながら、ゲーム、イメージング＆センシング、ガ
ストロノミーのそれぞれの領域において、３つのフラグシッ
プ・プロジェクトを進めています。ゲームとイメージング＆
センシングは、ソニーの成長を牽引するビジネスであり、ソ
ニーにとってまったくの新領域であるガストロノミーは、さま

ざまな技術探索の可能性を秘めています。また、新たなフ
ラグシップ・プロジェクトの展開も積極的に行っていきます。

　AIの研究開発は急成長を遂げている領域であり、今まで
以上に競争が激しくなってきています。こうした中で、「Sony 
AIはどのように競争優位性を確立していくのか」といった質
問をよくいただきますが、答えは非常にシンプルです。世界
中の優れた人材を獲得し、刺激的で革新的なプロジェクト
を進めていくことです。Sony AIは、ゲームやイメージング＆
センシング、音楽や映画、エレクトロニクス事業などソニー
のアセットを活用したプロジェクトに取り組み、グローバル
なAIの研究開発において存在感を発揮していきます。

　AIは、ソニーグループのあらゆる事業領域に貢献できる、
汎用的なテクノロジーです。ソニーは最近、AI処理機能が搭
載されたインテリジェントビジョンセンサーを発表しました
が、AIにより、ソニーはセンサーを提供するだけでなく、AIを
融合したセンシングソリューションを提供できるようになり
ます。たとえば、次世代の車や産業用ロボット、調理機器な
ど、さまざまな用途での支援ができる可能性があります。
　そして、ソニーのクリエイティビティを刺激し、グループ
内の事業が迅速に最先端のテクノロジーを取り入れるこ
とができるよう、Sony AIはグループ内連携にとどまらず、
外部パートナーとの連携も積極的に行っていきます。AI
技術を開発し、活用していくことは、Sony AIだけのミッ
ションではなく、ソニーグループ全体にとっても大切な目
的です。グループ全員で一丸となって、ソニーを世界で最
も優れたAI技術を活用する会社にしていきたいですし、ソ
ニーであればその夢が実現できると信じています。

ソニーグループ内で連携しながら、
３領域でフラグシップ・プロジェクトを推進

AI技術の可能性を解き放つために、
世界中の優れたAI研究者やエンジニアを魅了していく

Sony AI

Sony AI
COO
ミカエル・シュプランガーさん

次世代AI技術の黎明期

Sony AI Zürich
ディレクター
ペーター・ドゥールさん

　現在のAI研究開発は、事前にラベル付けされた学習データを使用する、
ディープラーニングベースによる識別技術に大きく影響されています。しか
し、次世代のAIシステムでは、事前にラベル付けされた学習データを、手を
かけて用意する必要はありません。たとえば、シミュレーションを用いた計
算などによって、必要なデータが生成されます。また、ロボティクスの領域
ですが、外部環境と相互に作用することでデータの収集を行います。ですの
で、AIとロボティクスをまったく別の研究テーマとして扱うべきではないと考
えています。
　また、近い将来には、AIの学習アルゴリズムが大型サーバーによる制限を
受けることもなくなります。センサー側でアルゴリズムの計算が行われること

で、レイテンシーの低減や消費電力の削減、プライバシーの強化が行われ、
新しいアプリケーションの提供が可能となります。
　Sony AI Zürichでは、ソニーセミコンダクタソリューションズ（SSS）で開発
された新しいセンサー技術と、最新の機械学習手法やロボットアクチュエー
ターを組み合わせるための取り組みを行っています。新たな学習・制御アルゴ
リズムや、センサーデータを適切に処理するコンピューターハードウェアの開
発により、SSSのセンサーが持つ可能性を最大限に引き出すことができれば、
ファクトリーオートメーションや自動運転、ドローンなどの分野で新規の応用
の可能性を切り開けると信じています。



　協生農法とは、有用植物が自発的に育つような生態系
を人為的に作り出し、これまで耕起・施肥・農薬の使用に
よって損なわれてきた生態系の機能を回復させるための
手段です。多種多様な植物を一つの農地に自然状態以
上に密生・混生させることで、植物とそこに共生する虫や
動物が互いに成長を育む生態系を回復させる仕組みで
す。2015年からスタートした西アフリカ・ブルキナファソ
での実証実験では、1年ほどで砂漠化した土地が豊かな
農地として見事に甦り、さらに現地の平均国民所得の約
20倍もの収穫を確保することができました。
　ソニーコンピュータサイエンス研究所（ソニー CSL）は
森ビル株式会社と共同で、2019年3月から六本木ヒルズ
での実証実験に取り組んでいます。「協生農法により拡
張された生態系を都市機能の極まった六本木ヒルズに
導入し、自然と都市の共生をめざします。自然と融合す
る新たな都市実現への挑戦の第一歩です」（太田さん）。
実証実験の結果、地下水の利用ができないプランターや
屋上庭園でも、協生農法の効果が発揮され、土壌の微
生物の多様性や活性がある程度高まることがわかってい
ます。また、従来の農業とはまったく違う、生態系の仕
組みに基づいた食料生産のあり方を学ぶ場として機能す
ることも期待されます。

　実験で得た知見をもとに、協生農法の仕組みを子どもた
ちにもわかりやすく理解してもらえるよう開発している「協
生理論学習キット」。この体験型学習キットは、農園の一部
をプランターの中に再現したようなもので、地球誕生から
生命誕生、植物の上陸進化の過程を追って学べるように、
土・植物種の選定や作り方などには通常の露地での農法実
践とは違う配慮をしています。小学生にとっては、単作に基
づき施肥も行う極めて慣行農法的な朝顔の栽培とは対照
的に、生命を育んできた生態系の仕組みを学びつつ、多種
混生での食料生産を体験するキットになっています。
　今後については、「協生農法で育つ非常に多種の有用植
物をいかに生態系の情報を用いて管理し、生産・分配・消
費・ライフスタイルに関わる持続可能なバリューチェーンを
築いていけるかが重要になります。また、フィールドのセン
シング、AIなどによる情報処理、ロボティクスなどと連動し
た支援技術、そして生態系のリテラシーを高める教育やエ
ンタテインメントなど、ソニーの多様な業務領域にも展開
が期待されます」（舩橋さん）。「人類は農耕によって文明を
発展させ今日のカルチャーを作ってきました。私たちが生
活する現代のカルチャーの礎が食料生産であることは１万
年前から変わっていません。今こそ礎からまるごと見直す
転換点に差し掛かっていると思います。Synecocultureが
ソニーの創る新たなカルチャーの土壌となり、『感動』がそ
の上で咲き乱れることを楽しみにしています」（太田さん）。

自然と融合する都市をめざして 持続可能なバリューチェーンを築く

持続可能な未来のための農法
協生農法（Synecoculture）

　ソニー CSLは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構（JAXA）と共同で、将来の衛星間や地上との大容量リア
ルタイムデータ通信の実現をめざして、光ディスク技術を
利用した小型光通信装置「SOLISS」（Small Optical Link 
for International Space Station）を開発しました。
　多くの衛星による衛星間および衛星と地上間における
通信機能搭載を実現するためには2つの課題があります。
1つは、電波が誰でも使えるものではなくなっていき、宇宙
においても電波のチャンネルが逼迫すること。もう1つは、
打ち上げコストの観点から衛星自体を小型化する必要が
あることです。このためソニーでは、電波のように広がって
伝播しないレーザーを用いて、小型で低消費電力の宇宙
用通信ターミナルを実現することをめざしました。
　宇宙でのレーザー通信には、非常に高い精度での光の
方向制御が求められます。そこで私たちが着目したのが、
ソニーの光ディスク技術です。光ディスクには円周上に
ピットと呼ばれる凹凸が記録されており、ディスクを回転
させながらレーザーをピットに照射し、その反射光を精確
に読み取るために、小型の光学制御機構を利用していま
す。光ディスクが1mmにも満たない距離の間で光信号の
やり取りをしていることに対して、その距離を数100km以
上に伸ばして宇宙でのレーザー通信を実現しています。

　光ディスク技術はソニーが1970年代から開発してきた
技術で信頼性は十分にあります。しかし、それを長距離
の光通信に、しかも宇宙空間で利用する、その実証は多
大な困難を伴いました。「結果は実行するまで分からな
いことこそがチャレンジであり、分からないからこそ実行
する、その価値観を共有するチームがベストを尽くし、
打ち上げに臨みました。そして、2020年3月に国際宇宙
ステーションと光地上局間の双方向通信が成功し、研究
開発の方向性が間違っていなかったことが検証できまし
た」（岩本さん）。
　本共同研究は第4回宇宙開発利用大賞で最高賞とな
る内閣総理大臣賞を受賞。現在は、衛星間通信を含めて
より大容量の通信を可能とする研究開発を進めると同
時に、社会に貢献する技術として実装することにも注力
しています。

ソニーとJAXAとの共同研究 ソニーが培ってきた光ディスク技術

光ディスク技術を活用し、
宇宙通信インフラ構築に貢献

小型光通信装置「SOLISS」

協生農法で収穫した豊かな恵み

協生理論学習キットのコンセプト
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/9337/

「SOLISS」フライト
モデル。光通信部、
2軸ジンバルおよび
モニタカメラ部分が
外 部に露 出してい
る。光 通 信 部には
光ディスク技術を用
いており、高精度、
低 消 費 電 力、小 型
で量 産が容易であ
ることなどを特徴と
している。

「SOLISS」から光通信で伝送されたHD画像

「SOLISS」フライトモデル概要図

持続可能な社会のインフラとして重要な通信分野において、宇宙
を利用した光通信の新技術「SOLISS」の開発に協力できたことは
JAXAとしても非常に有意義でした。光通信技術は地球近傍ではス
タンダードとなることが期待されており、国際競争が激しい中、短
期間で「SOLISS」を開発し、軌道上実証まで実現させたソニー CSL
の技術力の高さを実感しました。宇宙光通信分野において、今後も
日本のプレゼンスを示し続けていただけることを願っております。

JAXA 宇宙探査イノベーションハブ 主任研究開発員 澤田 弘崇さん

ソニーの技術力の高さを実感

ソニー CSL
宇宙光通信
プロジェクトリーダー
岩本 匡平さん

ソニー CSL 
リサーチャー
舩橋 真俊さん

ソニー CSL 
アシスタントリサーチャー 
太田 耕作さん 

持続可能な社会をめざして
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　2050年に人類は食糧問題に直面するとされ、農業分野
のさらなる生産性向上が課題となっています。そこで期待
されているのが精密農業と呼ばれる手法。これは、作物生
産に関わるデータを取得・解析し、そのデータに基づくきめ
細かな管理を実施することで、収量と品質の向上および環
境負荷軽減などを総合的に達成しようというもの。この領
域においてソニーは、独自開発の農業用ソリューション「ス
マート農業ソリューション」を北米向けに提供しています。
　「スマート農業ソリューション」は、ソニーのセンシングお
よび画像処理技術を活用し、大規模農場の管理を行う農
業用ソリューションです。「多種多様なセンサーデータを利
用することで、肥料・農薬・灌漑などのコスト抑制や、適切
な管理による収量増、さらに農薬散布減などによる自然環
境への負荷軽減につながると考えています」（岡田さん）。
　本ソリューションは、マルチスペクトル・センシングユニッ
ト『MSZ-2100G』と、マップデータ生成および解析用PC
ソフトウェアの『Fast Field Analyzer』で構成しています。

『MSZ-2100G』は、可視光領域と近赤外領域を同時に撮
影可能なカメラユニットとセンシングユニット（位置／高度
／傾きなどを測るセンサー）で構成されたハードウェア。
このセンシングユニットは位置・姿勢情報を高精度で検出
できるのが特長で、シャッタータイミングごとにリアルタイ
ムで撮影した画像と取得した情報の紐づけを行い、メタ
データとして記録します。「正確なメタデータを使用し、複

数の画像をつなぎ合わせることで、対象エリアの植生の量
や状況を可視化するカラーマップの生成時間短縮につな
がります。農場で即座に結果を確認でき、データ収集・解
析の効率化に貢献しています」（岡崎さん）。 
　空撮画像を解析し、農作物の発芽数を算出する「発芽
数カウント」も本ソリューションの強み。非可視光を活用
して可視光領域では見えにくい発芽を識別しやすくし、発
芽箇所と発芽していない箇所を高精度で検出・カウントす
るアルゴリズムが施されています。「発芽不良の箇所を特
定し、その箇所を素早く植え直すことによって収量の増加
が見込めるため、この発芽数カウントはお客さまからは非
常に重要視されています」（小林さん）。

　すでに北米で提供されている本ソリューション。まもなく
オーストラリアとニュージーランドにも導入予定です。「農業の
デジタル化先進国である両国。ソニーの参入に対する市場の
反応もよく、高い関心が寄せられています」（アレクシスさん）。
今後は他地域への展開も視野に入れるとともに、問題発見か
ら解決までトータルで支えるワークフローの実現や、農学研
究者や農薬・肥料の開発者らとの連携もめざしていきます。
　「ソニーの技術を活用する場は、今後も一層広がっていきま
す。地球規模の社会課題解決への貢献とビジネスを両立す
るため、ソニーグループ各社だけでなく、他社との協業にも積
極的に取り組んでいきます」（川島さん）。

イメージングとセンシング技術が
農業を変える

ソニー発のソリューションが、
農業の生産性向上に寄与していく

撮像・画像解析が拓く、
よりよい農業

「スマート農業ソリューション」

　近年「海洋プラスチックごみ問題」が注目され、プラス
チックのリサイクル率向上が世界的な課題になっていま
す。リサイクル率向上には、使用済プラスチックの回収
率を向上させる仕組みと、回収したプラスチック資源を
選別する技術が必要です。この回収・選別工程は近年自
動化が進み、飲料用ペットボトルの自動回収機や廃プラ
材の自動選別機などがその代表例です。
　リサイクル意識の高い欧州を中心に飲料用ペットボト
ルのデポジット制度が導入されており、スーパーや小売
店をはじめ、あらゆる場所に自動回収機が設置されて
います。この自動回収機に投げ込まれたペットボトルを
瞬時に識別するために、動体ゆがみの出ないグローバル
シャッタータイプのイメージセンサーが活躍しています。

「ソニーのグローバルシャッター技術『Pregius（プレジウ
ス）』は、高速・高画質という特徴や、特定領域のみを効
率よく読み取るROI（Region Of Interest）などの機能に
よって、資源回収機の性能向上に貢献しています」。

　SWIR（短波長赤外）イメージセンサー※も、廃プラ材
の効率的な選別への活用が期待されています。フォト
ダイオードの材料に化合物半導体であるInGaAs（イン
ジウム・ガリウム・ヒ素）を採用しているこのセンサーは、

従来のCMOSイメージセンサーでは検出できない短波
長赤外光をとらえることができ、見た目だけでは判別し
にくい「物質の成分」から識別できるようになりました。

「これまで『色彩の違い』で識別することが多かった廃プ
ラ材の選別ですが、SWIRイメージセンサーによって、無
色の廃プラ材であってもポリプロピレン、ポリスチレン、
ABSなどさまざまな種類を効率よく選別できるようにな
ります」。
　環境意識の高まりに伴い、グローバルシャッターイ
メージセンサーを用いたペットボトルの自動回収機は、
新興国を含む世界中に広く普及していくと予想されてい
ます。またSWIRイメージセンサーは、従来のイメージセ
ンサーよりも広帯域の放射スペクトルが取得できる特徴
もあります。植生観測に伴うCO2ガスの流動観測や光害
監視、太陽光発電のための気象観測など、環境・エネル
ギー関連分野への応用にも期待されています。
　「産業活動と環境問題は、切り離せない関係にありま
す。複雑化する産業課題の解決は、環境問題の解消と
豊かな社会の実現につながります。イメージセンサー技
術で、1つでも多くの産業課題を解決し、環境負荷低減
や環境保全に貢献していきます」。

プラごみ回収・選別の自動化を支える

廃プラ材を「成分」から識別する

環境問題を解決し、
豊かな社会の実現をめざす

イメージング&センシング技術

生活の中でありふれた存在となったプラスチック

リサイクル率向上に、ソニーのイメージング&センシング技術が貢献している

塩、砂糖、片栗粉を可視光環境と短波長赤外光環境で撮影。可視光では分かり
にくい材料の違いが短波長赤外光の吸収率の違いによって特定可能。※  NDVI（Normalized Difference Vegetation Index、正規化差植生指数）

は、植物による光の反射の特徴を生かし衛星データなどを使って植生の量や
状況を把握することを目的として考案された指標。植物の量や活力を表す。

『Fast Field Analyzer』の
画 面。植 生 指 標（NDVI※）
を色で可視化して農場の良
し悪しを表示（左）し、農薬
の追加散布量を決定する。
決定したデータ（右）はGPS
搭載のトラクターで散布す
ることが可能で、農場解析
から実アクションまでを一
気通貫でサポートしている。

マルチスペクトル・センシン
グユニット『MSZ-2100G』

『MSZ-2100G』を搭載したドローン

持続可能な社会をめざして

塩 砂糖 片栗粉 塩 砂糖 片栗粉※ p.9の技術解説もご参照ください。
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岡崎 崇さんテシエ アレクシスさん川島 竜之介さん 小林 弘幸さん 岡田 和平さん

コンスーマー＆プロフェッショナル
ビジネスセクター

ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ
商品技術センター システム・ソフトウェア技術センター

■可視光環境 ■短波長赤外光環境
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勝本さん（以下、勝本）　新型コロナウイルスの影響で多
くの方が在宅勤務となっていますが、このワークスタイル
について皆さん、どうとらえていますか？
ワソウスカさん（以下、ワソウスカ）　メリットとデメリット
両方を感じています。自分の仕事に集中しやすいという
のはメリットですが、Face to Faceのコミュニケーション
が少なくなっていることの淋しさも感じています。
ネレスさん（以下、ネレス）　私も同感です。仕事が終わる
とすぐ家という環境は魅力的ですが、私にとって社員の
皆さんとの会話は日本語を学ぶ貴重な機会でもあるの
で、それがめっきり減っているのが残念です。
勝本　お二人は日本各地を旅することも好きなので、そ
れができないのも残念ですよね。
ワソウスカ、ネレス　それは本当にそうですね。

勝本　皆さんはソニー以外の会社で働いたご経験があります
が、その観点からソニーのR&Dをどうご覧になっていますか？
住山さん（以下、住山）　ソニーは事業だけでなく、テクノロ
ジーにおいても非常に幅広いと感じています。また、ただ幅
広いだけでなく、それぞれが深いことが特長だと思います。

ソニーに来て半年以上が経ちましたが、多様性という点でこ
の会社は非常にユニークな存在と思います。未だに学ぶこと
が多いです。一方で、組織的には日本で教育を受けた方々が
中心であること、考え方もまだテクノロジー中心であること
を時折、感じており、そこは課題であるように思います。
ワソウスカ　私はソニーの人は皆、ビジョナリーでパッ
ションがあると感じています。日本人中心という点はそ
の通りですが、日本人は互いを敬い、調和を大切にする
傾向があります。異なる意見がある中でコンセンサスを
得るのは時間がかかることもありますが、協調性を重ん
じ、コンセンサスを得るというプロセスはとても重要で
す。この協調性を重んじるという姿勢は日本企業では
典型的と思いますが、個人的には非常によいことと考え
ています。また、勝本さんはＲ&Ｄ内のダイバーシティを
強力に推進し、幅広い人 と々関わりを持つことを可能に
するマトリックス組織を導入しています。こういった環
境をつくっていただいていることに感謝しています。

勝本　ソニーのR&Dのグローバル化を進め、研究開発
にとってよりよい環境をつくる上で、皆さんの経験からわ

ソニーの外で働いた経験から見た
ソニーのR&D

多様性とグローバル化の追求が
ソニーの技術をより強くする
ソニーのR&D担当の勝本さんは、ご自身の海外赴任やさまざまな事業の経験から、多様なバックグラウンドや考え
が組織や人を強くすると述べ、ソニーのR&Dのグローバル化を強力に推進しています。勝本さん自ら聞き手となり、
ヨーロッパから日本に赴任したワソウスカさんとネレスさん、他社や海外での経験も豊富な住山さんの4名が、ソニー
のR&Dの強みや貢献について語り合いました。

ソニー R&Dセンター
デピュティ・シニア・
ゼネラルマネジャー
ガブリエラ・ネレスさん

ソニー 副社長
R&D担当、メディカル事業担当
R&Dセンター長
勝本 徹さん

ソニーのR&Dおよびメディカ
ル事業を担当。

材料科学、環境コンプライアン
ス、品質・不具合解析などを担
当。R&Dセンターシュトゥットガ
ルトラボラトリー２ 統括も兼任。

ソニー R&Dセンター
デピュティ・シニア・
ゼネラルマネジャー
マグダレナ・ワソウスカさん

セキュリティ、ブロックチェーン、
AI、ヒューマンセンシングなどを
担当。R&Dセンター ブリュッセ
ルラボラトリー統括も兼任。

ソニー 
コーポレートテクノロジー
戦略部門　部門長
住山 アランさん

ソニーの中長期技術戦略の立
案および推進を担当。R&Dセ
ンター事業探索・技術戦略部
門 事業領域リエゾン室 統括
も兼任。

座談会参加者

Interview1

ダイバーシティは異なる意見や
考えを闘わせることを可能にする

※この座談会は6月２日にオンラインで開催されました。
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れわれが学べることはありますか。
ネレス　ダイバーシティを推進するためには、マインドセッ
トが重要です。そして、コミュニケーションと他者から学ぶ
という姿勢がカギだと思っています。人々の行動や考え方
を正しく理解するにはトレーニングや言葉の勉強も必要で
す。コロナの時代はリアルな場での対話が難しい面もあり
ますが、どのようなプラットフォームを使えばリアルに匹敵
する意思疎通が可能かを考えることも大切と思います。
住山　ダイバーシティは多様化することが目的ではなく、
異なる意見や考えを闘わせることを可能にする手段ととら
えています。R&Dで最も難しいことの一つがイノベーショ
ンを起こすことですが、課題やプライオリティを特定する
作業にもダイバーシティは有効だと思います。他人の意見
に反論することは難しい面もあります。しかしそれは意見
に対してであり、人に対してではありません。この点を混
同せず、互いが安心して心地よく議論できるようなトレー
ニングも必要かもしれません。私たちはチームを率いる
リーダーとして、組織の中でそういった雰囲気を醸成する
責任があると思います。多様性はソニーの強みと理解して
いるので、継続して意識していきたいと思います。
勝本　おっしゃる通りですね。私がR&Dセンター長に就
任した当時も、周囲に気をつかうあまり、議論を避けてい
るような雰囲気を感じたことがありました。現在はオープ
ンに議論できる環境ができつつあると思いますが、さら
によくしていきたいですね。

勝本　今年4月開催のR&Dセンター・コーポレートテクノロ
ジー戦略部門の全体会同で、脱グローバル化はCOVID-19
（新型コロナウイルス感染症）の解決につながらないといっ
た話をしました。皆さんの見解はいかがでしょうか。
ワソウスカ　このようなパンデミックの状況下、脱グロー
バル化は解ではないと考えます。現在は問題が複雑化し
ており、人々は先が見えない不安のあまり、科学者や専門
家の意見でさえ耳を傾けない状況も見られます。しかし、
感染拡大を本質的に抑えるための真の防御は、信頼でき
る科学的根拠に基づく情報の共有と人々のグローバルな
連帯によってのみ、なし得ます。R&Dセンターでは、センシ
ングからコンピューテーションにわたり、プライバシー保
護技術の研究開発を行っています。また、ブロックチェー
ン技術を強化することによって、ユーザーデータが活用さ
れる多数の場面におけるソリューションを実現したいと考
えています。人々の健康状態を追跡しウイルス感染者との
接触の可能性を早期警告することは、非常に興味がある

案件の1つです。これらのソリューションは、新型コロナの
ような病気の蔓延を防ぐために不可欠です。同時に、疫学
者が適切な治療法を開発するためにも、感染拡大に関す
る匿名または個人が特定できない情報が必要です。
住山　私も同感です。ソニーは持続可能性を会社のValues
（価値観）の一つにしているので、持続可能な社会にとって本当
に何が必要かを考えることが大切だと思います。また、ヒュー
マンエラーはどんな局面でも起きるので、技術を活用し、その
ようなエラーを回避することが大事です。こういった探索は、
現状の解決策だけでなく、次世代を担う子どもたちにも大切
な、長期視点のソリューションにもつながると思います。
ネレス　現在は地政学的な変化が起きていますが、歴史
を見てもそれは長くは続かないと考えています。優れた
アイデアやイノベーションの創出はこういった異常事態の
中で生まれるので、まさに今、新しいアイデアを一緒に生
み出していくことの重要性を感じています。

勝本　吉田さんは社長就任時から環境および社会への
貢献の重要性を述べています。ソニーが持続可能な社会
への貢献をしていくために、R&Dを担当するわれわれは
どのような貢献ができるでしょうか。
ネレス　世界的に大きな影響を与えている気候危機の問

ソニーが持続可能な社会への

貢献をしていくために、われわれは

どのような貢献ができるでしょうか。

持続可能な社会にテクノロジーが
貢献できること

パンデミックの状況下、

脱グローバル化は

解ではないと考えます。
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ソニーのイメージング&センシング技術で
実現したい未来　～人に感動を、社会に豊かさを
世の中のメガトレンドがモバイルからモビリティへと変化する中で、ソニーのイメージング&センシング技術は今後さらに
重要性を増していきます。今年5月には、世界で初めてAI処理機能を搭載したインテリジェントビジョンセンサーを発表
し、イメージセンサーを活用したソリューションビジネスの展開も進めています。イメージング＆センシング・ソリューション

（I&SS）事業を率いる清水さん、積層型CMOSイメージセンサーの開発に大きく貢献した梅林さん、車載向けイメージセ
ンサー開発を担当する中堅社員が、ソニーのイメージング&センシング技術で実現したい未来を語りました。

ソニー 
上席事業役員 イメージング&
センシング・ソリューション事業担当
ソニーセミコンダクタソリューションズ
代表取締役社長兼CEO
清水 照士さん

ソニーセミコンダクタ
ソリューションズ
第1研究部門7部
梅林 拓さん

プロセス開発・生産を担うソニーセ
ミコンダクタマニュファクチャリン
グ、商品設計を担うソニー LSIデザ
インの代表取締役社長も務める。

積層型多機能CMOSイメージセン
サー※の開発に大きく貢献。その功
績が評価され、令和2年春の紫綬
褒章を受章。
※�梅林さん説明による技術解説（P7）
もご覧ください。

ソニーセミコンダクタ
ソリューションズ
車載事業部　車載設計部
アルバート・トゥメウさん

2009年入社。信号処理ブロックの
設計業務を行っている。テレビや監
視カメラ用途の画像処理ブロックの
設計を経て、2015年から車載向け�
イメージセンサー開発を担当。

※この座談会は6月8日にオンラインで開催されました

ソニーセミコンダクタ
ソリューションズ
車載事業部 車載開発部
青木 真実さん

2007年入社。アナログ回路の設計
業務を行っている。カメラ・モバイ
ル用途の製品設計を経て、2015年
から車載向けイメージセンサー開
発を担当。

座談会参加者

Interview2
――積層型CMOSイメージセンサーの強みと、半導体業
界や社会に対して積層技術がもたらした価値について教
えてください。
梅林さん（以下、梅林）　積層型の強みは、幅広いイメージ
センサーに使える構造であることです。この技術は、高速
化や多機能化、消費電力やコストの削減など、何を追求
し、どういった機能を搭載するかの選択を可能にします。
結果として商品開発の選択肢が増えたことで、汎用性の
点から、積層型CMOSイメージセンサーはプラットフォー
ム開発に近かったと考えています。
清水さん（以下、清水）　積層型CMOSイメージセンサー
は、カメラを使用する世界中の人の利便性を向上させ、日
本の半導体産業全体を活性化させました。たとえば、ソ
ニーはモバイル向けイメージセンサー市場において50％
以上のシェアを持っていますが、スマートフォンのカメラの
性能が著しく進化したのは、この積層技術の貢献が非常
に大きいと考えています。積層技術はイメージング領域に
おいて「高画質な写真を撮る」ことに大きく貢献し、人びと

に感動体験を提供してきました。これらの実績が、梅林さ
んの令和2年春の紫綬褒章受章というすばらしい功績に
もつながったと思います。

――I&SS事業はソニーグループ全体の収益はもちろん、
社会に対してもその技術力で貢献しています。イメージン
グ&センシング技術を通じて、今後どのような社会貢献
を実現していきたいと考えていますか。
清水　Sony's�Purpose�&�Values（存在意義と価値観）を
受け、ソニーセミコンダクタソリューションズ（SSS）グループ
のMissionを「テクノロジーの力で人に感動を、社会に豊か
さをもたらす。」と再定義しました。SSSは、イメージングだ
けでなくセンシング領域でも、世界シェアNo.1をめざしてい
ます。イメージング&セン
シング技術を通じて、人を
支え、社会の安心・安全を
実現し、社会貢献をしてい
きたいと考えています。ま
た、車載向けイメージセン

積層型CMOSイメージセンサーは
万能なプラットフォーム

安心・安全を実現し、社会に貢献する
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題は、特に貧困層への影響が甚大です。また、新型コロナ
ウイルスにより、現在は人と人との距離の保ち方、物流や
資源の供給などにも課題があります。このような領域で
もソニーの技術が貢献できる余地があると考えています。
ワソウスカ　ソニーには優れたセンサーテクノロジーがあり
ます。この技術を活用したビジネスに社会貢献への大きな
機会があり、また社会の一員として貢献していく責任がある
と感じています。加えて、AI技術の強化は、この分野への貢
献を加速すると思います。AIはソニーでもすでにさまざまな
取り組みをしていますが、農業分野や安心・安全な自動運転
を実現するマネジメントシステムへの注力も期待できます。
住山　4月にソニーが発表した「新型コロナウイルス・ソ
ニーグローバル支援基金」を通じたアーティストやクリエ
イターへの支援はすばらしいと感じています。事業の持
続可能性、社会への重要性という点でも彼らの存在は大
切です。コロナ禍が終息した後も、テクノロジーを通じて
彼らを支援していきたいと思います。

勝本　技術開発には長期視点が必要です。皆さんやそれぞ
れのチームは長期的にどのような貢献をしていきたいですか。
ワソウスカ　二つ役割があると思います。一つは、他の
チームリーダーとともに組織全体が向かう道筋を定め
る役割。エンジニアが創造力を存分に発揮できる環境
を導き出すには、世の中のメガトレンドを理解し、ソニー
のビジネスにポジティブな影響を与える技術を考え抜く

ことが大切です。これには先ほども話のあったダイバー
シティが重要な役目を果たします。もう一つは私自身と
チームとしての役割です。AIやバイオメトリックス、デジ
タル認証、ブロックチェーン、データ透過伝送機構、ド
ローン、ロボティックスなど、これらの分野を注意深く考
察し、競争力を維持しながら、ソニーがどの領域で貢献
できるかを見極めていきたいと考えています。
ネレス　私が管轄するマティリアルサイエンスラボでは、
かねてから半導体開発と密接なつながりがあります。こ
の分野の研究は継続しなが
ら、農業、ライフサイエンス、
ユーザーエクスペリエンスの研
究などの分野にも視野を広げ
ていきたいです。
住山　テクノロジーに関する戦略はロジカルな視点が必
要ですが、あえて非ロジカルな面の話もすると、人々がど
のようなことでパッションや楽しさを感じるかという点は

とても大切です。ソニーのエンジニアが高い関心を持って
研究開発に打ち込めて、個々の成功イメージを持つことが
できるような領域を見定めていきたいと考えています。

勝本　最後に、社員の皆さんとソニーで働くことを考えて
いる、学生の皆さんへのメッセージをお願いします。
住山　状況が変われば古い知識は役立たなくなります。
変化の激しい現在は新入社員や若い社員の皆さんが新し
いアイデアを創出する絶好の機会だと思います。自分が
関心のある分野の課題を見つけ、アイデアが浮かんだら、
小さな失敗は気にせず、自分が必要と感じたら、たとえ
反対されても信じて進む。こういった姿勢が自身の成長
にもつながっていくと思います。
ネレス　私の学生時代を振り返ると、多数の人と意見交
換を行った経験がイノベーションを生む鍵になったと思
います。また、R&Dには学び続けるという姿勢が大事。健
康を保ちながら、好奇心を持ち続けることが大切ですね。
ワソウスカ　ソニーの事業の中心は人。グローバル規模
で、今よりよい世界を模索している人にはソニーという
会社はとてもよいところで、変化を起こせる場所だと思
います。そんな場所を探している人はぜひジョインして
ください。一緒に頑張りましょう。

Interview1

多数の人と意見交換を

行った経験が

イノベーションを生む鍵になりました。

変化の激しい現在は

新しいアイデアを創出する

絶好の機会だと思います。

ソニーの事業の中心は人
小さな失敗は気にせず自分を信じて進む

多様性とグローバル化の追求がソニーの技術をより強くする
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サーの開発は、車の自動運転化が進むこれからの社会へ
の貢献につながるSSSの重要な取り組みの一つです。
青木さん（以下、青木）　車載向けイメージセンサーには、
暗いトンネルから明るい場所へ出た際の逆光下や暗い
夜道といった環境下で、「人間の目を超える機能」が求め
られます。そこで生かされるのが、ソニーのイメージセン
サーの強みである「高画質を実現する画素設計技術と回
路設計技術」です。カメラ用イメージセンサーでは、人間
の目で見た通りの画像を撮影する機能が求められるので、
2007年、高画質化を実現するカラムA/D変換回路が搭
載されたイメージセンサーが商品化されました。低ノイズ
で暗い場所でもきれいな画が撮れるこの技術は、車載向
けイメージセンサーにおいてダイナミックレンジ（画像認識
の明暗差の幅）の拡大に転用されています。このように、
車載向けイメージセンサーの開発においても、積層技術
を始めとしてI&SS事業がこれまで培ったノウハウやアセッ
トが生かされています。
トゥメウさん（以下、トゥメウ）　このようなソニーが持つ
幅広いアセットに加え、他部門とのブレインストーミング
や顧客からのフィードバックといったコミュニケーションも
開発を大きく前進させてきたと考えています。
清水　車載領域におけるSSSの車載向けイメージセン
サーの存在感は日に日に増してきているように感じていま

す。開発に携わる皆さんはどう思われますか。
青木　完成車メーカーなどの顧客にわれわれの製品を説
明すると、デモ依頼だけでなく具体的なカスタマイズのご
要望をいただくこともあります。自分たちが開発した製品
にこうした反響が返ってくるのはとてもうれしいですね。
トゥメウ　ニュースでも開発に関わった製品が取り上げら
れていて、やりがいを感じました。自らが携わった製品を
通じて、SSSのMissionにあるような社会貢献の一端を担
い、社会にインパクトを与えていると思うと感動します。
清水　車載向けイメージセンサーに加えて、AI処理機能
を搭載したインテリジェントビジョンセンサーも積層技術
によって開発された製品で、社会貢献が期待できます。イ
メージセンサー自体がAI処理機能を持つことで、スマート
カメラの開発を可能にし、小売業界や産業機器業界での

利用が期待されています。たとえば小売店であれば、店
舗の入口での入店者数のカウント、陳列棚での商品の欠
品の検知、人が多く集まる場所を検知するヒートマップ
作成などの用途に用いて、消費者の行動を分析できます。
産業機器であれば、危険察知のアラームや侵入者の検
知、危険物の取扱検知にも使
えます。その他にも、マスクの
着用を確認したり、感染症対
策としてもセンサーのユース
ケースが増加していくと考え
られます。

――なぜ、ソニーが世界で初めて積層型のイメージセン
サーを開発することができたのでしょうか。
梅林　理由は大きく二つあります。一つ目は、ソニーが
2009年に商品化した裏面照射型CMOSイメージセン
サーとの、製造プロセスの相性のよさです。裏面照射はシ
リコン基板の裏側から光を照射することで高感度と低ノ
イズを実現する技術ですが、光を裏側から照射するにあ
たり極限までシリコン基板を薄膜化するため、画素と回路

ソニーの文化、
価値観が開発の追い風となる

が形成されたチップ自体の強度を保つためには、支持基
板との貼り合わせが必要です。ここに貼り合わせ技術が
用いられていました。積層型はこの時とは異なった技術を
採用しましたが、こうした既存概念をうまく応用すること
で、実用化により早く近づけたと思います。二つ目は、目
的を絞ったことです。半導体業界で三次元半導体という
と、多種多様なチップを重ね合わせた超多機能な製品を
つくるという流れがありました。しかし、あえてそこは追い
ませんでした。あれこれ機能を詰め込まず、小型化にこだ
わり、性能は従来のイメージセンサーと同等程度にしたこ
とが成功の要因だと思います。
トゥメウ　そのような開発秘話があったのですね。開発を
する際、いろいろな機能をどう詰め込むかという考え方に
なりがちなので、この逆転の発想は非常に参考になります。
青木　難題に直面することも多々あったと思いますが、ど
のように解決していったのですか。
梅林　課題認識と異文化交流を大切にしました。日頃
から何か課題を見つけては、異なる分野の方と話をして、
一見、直接関係なさそうな技術や考え方でも、自分の課
題に応用できないかを考えるようにしました。そして、見
つかった課題に対して、焦らずに一つひとつ向き合ってブ
ラッシュアップしてきました。
清水　ソニーが積層型のような開発を成功させてきた秘

訣は、これまで受け継がれてきたチャレンジ精神にもある
と思います。「誰もやらないことをやる」というのがソニー
の文化です。たとえ結果が出なくても、そのチャレンジ精
神は評価されます。
青木　確かに、リスクが高い仕事でも、上司の方々は「ま
ずはやってみよう」「経験を積んでみよう」と言ってくれま
す。開発をする上でも、そういった言葉が非常に追い風と
なっています。
トゥメウ　自分が信号処理に携わった際も、難題に直面
し開発スケジュールが何度も変わったことがありました
が、まわりの方々が柔軟に対応してくれました。
清水　また、特に若手社員には「誰に対しても誠実であり
なさい」と言っています。誠実な態度で自分の考えを誰に
対してでも発信するべきだと。

梅林　ソニーは役職に関係なく、相手のことを「さん付け」
で呼ぶという習慣が昔からあります。誰に対しても自分の
考えを発信しやすい企業風土がありますよね。

――今後のI&SS事業の展望を教えてください。
清水　ハードウェア、ソフトウェア戦略を両輪で考えてい
ます。センサーというハードウェアに加え、ソフトウェアを
搭載した「コト売り」を拡大していきます。また、ソフトウェ
ア戦略としてはインテリジェントビジョンセンサーなど、デ
バイスとエッジAIの融合を図ったソリューションに注力して
いきます。マイクロソフトとスマートカメラソリューションに
おける協業も進めており、彼らが持つクラウド上のAIサー
ビスとソニーのエッジAIを連携させることで、より高度なセ
ンシングソリューションビジネスの確立をめざしています。
また、イメージング&センシング技術は、人に感動を与え、
社会の安心・安全に大きく貢献できると思います。皆さん
には社会を担う大事な仕事をしているという自覚と誇りを
持って、開発を進めていただければと思います。
梅林　ハードウェアにソフトウェアを加えることで“システム”
をつくり出し、社会に新たな価値を提供していきたいです。
SSSのMissionである「テクノロジーの力で人に感動を、社会
に豊かさをもたらす。」を念頭に、社会的な意義を考えなが
らこれからも皆さんとともに開発を進めていきたいですね。

課題認識と異文化交流を大切にしました。

日頃から何か課題を見つけては、異なる分野の方と
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Interview2 ソニーのイメージング&センシング技術で実現したい未来　～人に感動を、社会に豊かさを

インテリジェントビジョンセンサー
『IMX500』（左）『IMX501』（右）
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ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントには技術を駆使して映画やテレビ番組の制作・配信をサポートする専門部隊がい
ます。チームを率いるビル・バグラーさんに担当部門のミッションや今後の展望を聞きました。

　私はクリエイティブとテクノロジーのつなぎ役であるこ
とが自分の役割と常に考えてきました。私たちのチーム
の強みは、この考えを具現化し、クリエイティブとテクノロ
ジー両方を理解し、橋渡しができることです。4KやHDR、
イマーシブオーディオなど、ユーザー体験を向上させる新
しい機会を見定めるとともに、新しいカメラやバーチャル
プロダクション、リアルタイムゲームエンジン、新しい音声
フォーマット、機械学習、AIなどの最先端技術をクリエイ
ターが取り込めるよう支援しています。これらの技術を活
用して映画ファンやテレビ番組の視聴者にコンテンツを
提供することを追求しているのです。

――さまざまなエンタテインメント会社でのご自身の経
験を踏まえ、ソニーの映画制作にはどのような強みを感
じていますか？
　私は2011年にSPEに来て、One Sonyのビジョン実現のた
めのお手伝いをしてきましたが、ソニーのチーム力はこれま
で以上に強靭なものになっていると実感しています。技術
面では、コンスーマーおよび業務用ディスプレイで関係者が
それぞれのチームとなり、映画撮影用カメラではR＆Dチー
ムと一丸となって新しい制作ツールとポストプロダクション
ツールの開発に取り組んでいます。また、クリエイティブ面
では、SPEやソニー・インタラクティブエンタテインメントの
IPを生かした制作に積極的に取り組んでいます。これらす
べてを組み合わせて、真にユニークなコンテンツやソリュー
ションをお客さまに提供できるのはソニーだけです。

――具体的にはどのような活動を行っていますか？
　さまざまな活動がありますが、一例を挙げると、AI・機械
学習を活用してオリジナルコンテンツの解像度を4Kにアッ

プコンバートするプロジェクトがあります。また、最近米国
でリリースした4K ULTRA HDとドルビーアトモスを採用し
た『アラビアのロレンス』と『ガンジー』のソフト制作には、
AIを取り入れたソニーの音源分離の技術が使われているほ
か、AIツールを活用してクリエイターの真のクリエイティブ
な創作を支援するプロジェクトも進行しています。
　バーチャルプロダクションの手法は進化を続けています。
ソニーのR＆Dセンターやソニーイメージングプロダクツ＆
ソリューションズなど、ソニーの複数のチームと協力してこ
れを実現しています。また、機械学習を使ってコンテンツの
タグ付けやカタログ化、アーカイブ化作業の効率改善、次
世代のコンテンツ保護技術の開発にも取り組んでいます。
　また、ソニーのプロ用カメラおよびディスプレイチームとの
連携には長い歴史があります。社内のチームと密にコミュニ
ケーションを図り、ハリウッドコミュニティとの関係構築を支
援しています。また、ソニー・ピクチャーズ アニメーションや
ソニー・ピクチャーズ・イメージワークスといったSPEのグルー

プ会社とも連携し、ソニーの有機ELディスプレイを彼らの制
作プロセスに取り入れてもらい、昨今の在宅勤務下では自宅
での品質管理や画像レビューにも活用しています。

――ソニーの技術は映画業界のクリエイターにどのよう
に認識されていますか？　また、映画制作においてソ
ニーの技術はどのような影響を与えていますか？
　ソニーは映画業界において常に最高の品質を提供すると
とらえられています。一般のお客さまから映画制作のプロ
まで非常に好意的に受け止められており、業務用カメラ、コ
ンスーマーや業務用ディスプレイ、オーディオ技術、クラウド
ベースの新しいツールを通じて、映画制作の技術と業界を
変革し続けています。われわれSPEも4KカメラとHDRの業
界内への浸透を強力に推し進めました。現在は、バーチャ
ルプロダクションの領域でソニーならではの取り組みを展開
しており、過去には不可能または非現実的と考えられてい
た制作手法を進めています。

――今年4月、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメン
ト（SPE）において、２つの役職、具体的には、ソニーイノ
ベーションスタジオ（Sony Innovation Studios, 以下
SIS）のEVP 兼 ゼネラルマネジャー、そしてテクノロジー
デベロップメント（Technology Development, 以下
Tech Dev）のEVP兼CTOに就任されました。それぞれ
のグループの役割は何でしょうか？
　SPEにおける重要な２部門を新たにリードする立場とな
り、たいへん光栄に思います。ソニーイノベーションスタジ
オでは、ボリュメトリックキャプチャ技術などを活用した
バーチャルプロダクションを行っています。新型コロナウイ
ルスの影響で従来の制作活動に制約が生じる中、このよう
なツールやサービスへの需要は高まっています。撮影所の
セットや実在する場所のキャプチャ（映像と３Dデータの収
録）を行い、Atom View（アトムビュー）というツールで、キャ
プチャデータをLED画面やグリーンバック撮影への合成映
像の中で忠実に再現します。役者の演技や小道具を使った
演出と合わせて、本物のセットやロケ地での撮影と見分け
がつかない、リアリティのある映像表現を可能にします。
　テクノロジーデベロップメントの主な役割は、社内外
のパートナーと連携の上、スタジオ内で展開できる新し
い技術を発掘・開発し、プロダクションからポストプロダ
クション、アーカイブ、映像配信に至る映画スタジオの全

ビジネスを新しい方法で推進することです。映画業界の
パートナーをはじめ、クリエイターや配信業者など、さま
ざまなグループとソニーのR＆D部門をつなぎ、新しいソ
リューションを提案しています。これらの技術をソニー・ピ
クチャーズで展開することで、クリエイターのビジョンを形
にし、私たちのお客さまにお届けしています。

――各グループのミッションは何でしょうか？
　SISは最先端のエンタテインメント体験を提供するための
制作技術の開拓を行っています。このスタジオは、グローバ
ルなパートナーシップと業界で最先端を行くクリエイターと
のコラボレーションを通じて、ソニーのエンタテインメント技
術を前進させます。Tech Devは、新しい技術の発見・探索・
創造・普及を通じてSPEにおけるイノベーションを促進してい
ます。またSPE内やソニーのグループ会社、テクノロジー企
業、業界標準化団体をつなぐ役割も担っています。ソニーが
コミットする感動を提供し続けるため、 SPEのIP（知的財産）
を守りながら、効率性改善、品質の最大化、ユーザーエクス
ペリエンス向上に役立つ技術を見極めて展開しています。

――ソニーの経営の方向性は「人に近づく」ですが、日々
の仕事でこの方向性に基づいて実践していることがあれ
ば教えてください。

最新テクノロジーを活用し、クリエイターに近づく
ソニー・ピクチャーズの取り組み
――One Sonyのビジョンの下で

CL　  SE UP

ビル・バグラーさん
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
エンタテインメントイノベーション＆テクノロジーグループ
ソニーイノベーションスタジオ
エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 ゼネラルマネジャー
テクノロジーデベロップメント
エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 CTO

ソニーのチーム力をこれまで以上に実感
CES 2020のソニーブースにて。ソニーイノベーションスタジオのチームメンバーとともに。
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――物理的な制作が中断され、多くの社員が在宅勤務
を続ける中、映画制作を継続するためにどのような対応
をしていますか？
　ポストプロダクションでは、映像・音響制作の両方でリ
モートでの活動をすでに行っています。SISは、コロンビア 
ピクチャーズおよびソニー・ピクチャーズ・テレビジョンの多
数の制作チームとつながって、物理的な制作を再開した後
の進め方を決めるため、緊密に連携しています。バーチャ
ルプロダクションの技術は、リモートの制作現場でもプロ
ダクションをコントロールできる環境を提供し、物理的な
移動を減らすことができます。新型コロナウイルスは映画
制作に長期にわたる影響を及ぼす可能性が高く、バーチャ
ルプロダクションはわれわれがこれからも制作を止めずに
走り続けるための重要な要素になると高い期待を寄せて
います。

――吉田さんは、感動の追求には「リアリティ (Reality)」
と「リアルタイム（Real-time)」とが重要と述べています。
今年5月開催のソニー経営方針説明会では、ウイルスと
の共存を模索する中、「リモート（Remote）」を極めるこ
との重要性についても言及しました。バグラーさんの取
り組みにおいて「リアリティ」・「リアルタイム」に「リモー
ト」という新たな価値を加えることが可能でしょうか？
　私は、4K、イマーシブオーディオに関する数々のフォー
マット、HDRの導入などを通じ、多数のOne Sonyの取り
組みに参画し、ソニーのクリエイターやお客さまに感動を
お届けする一端を担えたことをとても誇りに感じています。
私のチームは、吉田さんが提唱する"３つのR”すべてを提
供できると考えています。SISはまさにリアリティとリアル
タイムを追求した技術を提供していますし、Tech Devはリ
モートによる共同制作に注力しています。両チームとも、コ
ンテンツ制作と技術の両面からスタジオとソニーグループ
をつなぎ、さらなる連携を推進しています。

――イノベーションとテクノロジーは、ウィズコロナ、アフ
ターコロナの世界に向けた新しいアプローチの模索にど
のように貢献すると思われますか？
　イノベーションとテクノロジーは、現在そして将来の私た
ちの成功にとって不可欠なものです。また、私たちの仕事
を改善し、よりよくしていくためにも、新しい技術の開発と
活用は重要です。私たちは新型コロナウイルスと一定期
間、共存することになると思いますが、先ほどお話したよ
うな新しい提案を通じ、この新しい時代に適応しながら
継続的に成果を出していきます。「リアルタイム」と「リモー
ト」の掛け合わせは、今後、リアルな制作が再開されてい
く中、今までになく重要性が高まります。

――ソニーのR&D部門や他のグループ会社とのさらな
る連携を通じ、ソニーのPurpose「クリエィティビティと
テクノロジーの力で、世界を感動で満たす」をどのように
追求していきますか？
　SPEはグループ内の多数のプロジェクトに参画すること
で、ソニーのPurposeの実現を積極的に追求しています。
私たちは、映画制作者が伝えたい新しい魅力的な体験、
つまりストーリーを届けるために、思いを結集して、すばら
しいコンテンツIPを生み出していきます。また、技術を通
じてスタジオのオペレーションの変革を行うほか、摩擦を
減らし、コンテンツ制作や配信をより行いやすく、安定し
たものにします。これらすべては、私たちがまだ想像すら
したことのない機会の創出につながります。技術、R&D、
映画、テレビ番組、ゲーム、プロフェッショナルおよびコン
スーマー向け製品など、ソニーグループにはPurposeを追
求していくために必要なあらゆる要素が包括的に揃ってい
ます。これらのすべてが揃うのはソニーだけです。

コラボレーション事例

バーチャルプロダクション

　SPEの映像制作チームには、SISができる
前から、われわれのボリュメトリックキャプ
チャ（Volumetric Capture）技術に興味を
持っていただいておりました。2018年6月、
SISの開所式では、SPEと共同で開発したリア
ルタイムのボリュメトリックキャプチャシス
テムを披露。招待者からは、先端技術による
リアルな映像表現に驚きの声があがりまし
た。その後、われわれは日本の音楽シーンに
この技術を導入※することを選択し、SISはさ
らなる高画質をめざして、ボリュメトリック
キャプチャリングの技術を互いに高め合って
きました。
　SPEの映像制作において、われわれR&Dの
技術が生かされる可能性があります。ハイレ
ベルな３次元モデルをつくり出すには、高精
度のキャリブレーション（校正）とアライン
メント（位置合わせ）が重要ですが、われわれ
は、リアルタイム性を重視してこのプロセス
を自動化していることが特徴です。SISでの
映画制作では、手作業が必要な芸術的な要素
を伴うアーティスティックな側面も多くあり
ます。一方、バーチャルプロダクションには、
膨大な撮影データがあり、編集に膨大な処理
と時間がかかるので、ソニーの自動化技術が
うまく導入できれば、SISの制作効率向上に一

役買えるのではないかと考えています。バー
チャルプロダクションは、その場にいなくて
も、あたかもそこで撮影したかのような映像
をつくりだすことができます。SISは、映画ク
オリティのボリュメトリックを追求する上で
最適な環境です。これからも、実際の制作現
場でさまざまな関係者と協力し合いながら、
さらなる高画質化の実現に尽力していきま
す。そして、その活動がソニーグループ一丸
となって取り組む、新しい体験の創造のきっ
かけになると信じています。

※ P24-25「全天球映像技術の先を見据えたボリュ
メトリックキャプチャ技術」で紹介しています。
こちらもどうぞご覧ください。

ソニー独自のレンダリング技術によりカメラで撮ったような映像（左）をつくり出す

4K UHD版『アラビアのロレンス』や『ガン
ジー』などが収録された「コロンビア･クラ
シックス･コレクション VOL.1」。※

※日本での発売は未定です。

概念図

映画クオリティのボリュメトリックへの挑戦
AIによる音源分離

　音源分離とは、音声データから不要なノイ
ズを取り除いたり、音楽からピアノのパート
だけを抜き出したりすることを可能にする技
術です。最近までは２種類のジュースを混ぜ
合わせ、そこから片方を取り出すくらい難易
度の高い技術と言われてきました。音源分離
における機械学習では、たとえば、ギターは
こういう音で、こういう周波数を持ち、こう
いう時間変動をする、ということをニューラ
ルネットワークの係数に記録します。AIが学
習したものは、複数の音がどんなに混ざって
いても、ある程度の分離が可能です。人間も
リンゴがどんな形や色をしているかを学習し
て知っているので、リンゴと背景を視覚的に
分離することが容易なのと概念は同じです。 
　われわれは、音源分離は、時間を巻き戻す
ことが可能な数少ない技術だと思っていま
す。たとえば、各トラックが一つの音源に録
音された古い時代の音楽から、すべての音が
混ざる前のボーカルを抽出してリミックスし
たり、全楽器を分離して新しいフォーマット
で収録したりすることができます。クラシッ
ク映画の音声は、セリフや効果音が混ざった

状態でしか残されていないのですが、フォー
リー（Foley）と呼ばれる効果音のライブラ
リをAIに学習させた結果、古いマスターから
個々の音を取り出すことに成功しました。今
回、米国で発売された4K UHD版『アラビア
のロレンス』や『ガンジー』は、この技術で
抽出した音をSPEのサウンドミキサーがドル
ビーアトモス方式で空間に再配置すること
で、臨場感のある音場を再現しています。映
画以外の用途では、マイクから拾った人の声
のクリーンアップに活用される他、ストリー
ミング音楽のカラオケ化やドラマやアニメの
吹き替えへの応用も期待されています。

クラシック映画の音声がAIで蘇る

ソニー　R&Dセンター　
Tokyo Laboratory 21
光藤 祐基さん

ステファン・ユリッチさん

ソニー　R&Dセンター　
Tokyo Laboratory 09
田中 潤一さん

加治 洋祐さん

リモート環境の下でも走り続ける

『ガンジー』（左）、『アラビアのロレンス』（右）
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「今ないもの」を、
5年先10年先に創るために
2018年4月にソニーのR&D新体制が発足。ソニーグ
ループ全体の先々を見据えるR&Dの責任者として、これ
からのビジョンやタスクを勝本徹が語る。「テクノロジー
に裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパ
ニー」としてのソニーを支えていくために、どのように次
世代研究開発を進めていくのか。新たなる道筋を聞く。

イメージセンサーという「小宇宙」を
創造する者たちの視座
ソニーが、スマートフォン向け積層型CMOSイメージセ
ンサー『IMX586』の商品化にこぎつけたのは2018年7
月のこと。撮像素子のさらなる高画質化を達成した過
程では、いかなる苦悩やブレイクスルーがあったのだろ
うか。画素設計、画像処理アルゴリズム、デバイス。それ
ぞれの担当者に聞いた。

Sony Technology Day  
（2019年9月18日） 開催レポート 

ソニーグループの多様な事業をつなぐ技術への理解、技
術面の企業認知度向上を目的に、”Sony Technology 
Day”を開催。ソニー 会長 兼 社長 CEOの吉田憲一郎、
副社長でR&D担当の勝本徹により説明された、ソニー
における技術の位置付けとR&D戦略について、技術展
示の様子と併せてお伝えする。

Sony Outstanding 
Engineer Award 
お客さまの感性に訴える商品・サービスの開発のため、
ソニーがチャレンジすべき技術課題は、多様な範囲にお
よぶ。要素技術開発に加えて、独創的な技術の融合や
複雑なシステムの最適化など課題に積極的に挑み、大
きな価値創造を成し遂げた受賞社員をその功績ととも
に紹介する。

ソニーグループのホームページに掲載されているコーポレートテクノロジーサイトでは、ソニーグループの技術を経営
方針に沿って発信し、企業価値の向上や人材獲得、オープンイノベーションの活性化を行っています。技術の情報に加
えてそれらを生み出す「人」にフォーカスし、技術に真摯に向き合う研究者やエンジニアの強い信念や熱い想いを伝え
る「Stories」、社外に対して開催したイベントなどを紹介する「Activities」、対外的な受賞案件、学会などでの発表内
容をお知らせする「Awards & Publications」など、多様なコンテンツを日英で紹介しています。「クリエイティビティ
とテクノロジーの力で世界を感動で満たす。」というソニーのPurposeに基づいた取り組みを今後も積極的に発信し
ていきます。ぜひご注目ください。

「技術の力を用いて人びとの生活を豊かにしたい」という強い思いを持ったファウンダーの夢から生
まれたソニー。そうしたファウンダーの夢を継承し、さまざまなバックグラウンドや経験を持つ個性
豊かな社員が、夢と好奇心を持って世界を感動で満たすべく、日々新たな挑戦を続けています。本
ページでは、ソニーグループの事業の根幹であるさまざまな技術に携わる社員を、一部紹介します。

Sony Technology Website

イノベーションを起こすための
技術に関する取り組みを紹介

ソ ニ ー の「感 動 を 生 む、テ クノ ロ ジ ー」を 支 え る 社 員 を 紹 介！

Sony’s Technology 2020
特集ページなど、上記以外の
コンテンツも随時公開！
テクノロジーサイト
https://www.sony.co.jp/technology/

ソニーグループ ホームページの日本国内採用情報ページ、グローバル採用情報ページでは、ソニーで 
活躍する社員のインタビューを始めとして、採用関連の情報も多数、掲載しています。ぜひご覧ください！

質問事項　①仕事内容　②研究科・専攻　③入社年度　④登場ページ

福田 和巳さん
①空間音響技術/研究開発
② 工学系研究科 電気系工

学専攻
③2013年入社
④ P18 〜 19「360 Reality 

Audio」

一人ひとりの
お客さまに最適化された、
臨場感豊かな
音場を提供する

ペーター・ドゥールさん
① AI/ロボティクスに関す

る研究開発
② 機械工学科 AI/ロボティ

クス専攻
③2011年入社
④P35「Sony AI」

人と調和した
AI/ロボティクス技術によって、
人の能力や
クリエイティビティを
拡張していく未来を見据えて

菅野 尚子さん
① ソフトウェア・信号/情報

処理に関する研究開発
② 理工学研究科  

電子システム専攻
③2011年入社
④ P24〜25「ボリュメトリッ

クキャプチャ技術」

クリエイターの伝えたい
気持ちの具現化を加速する
ボリュメトリックの
開発に没頭

小路 拓也さん
① VISION-Sにおける自動

運転システム開発
② 理工学研究科 機械制御

システム専攻
③2019年入社
④P30 〜 31「VISION-S」

社内外のスペシャリストの
『思い』と『知見』を
掛け合わせ、モビリティの
未来を創造する

アルバート・トゥメウさん
① 車載向けイメージセン

サーの信号処理開発
② 情報科学研究科情報基

礎科学専攻
③2009年入社
④P43 〜 45「Interview2」

安心・安全な
モビリティ社会の
実現に向けて、
信号処理技術を
進化させ続ける

山村 タイザさん
①事業企画
② 経営学科 マーケティング

専攻
③2004年入社
④ P20 〜21「視線認識型ライ

トフィールドディスプレイ」

強力なパートナーシップを構築し、
ソニー独自のテクノロジーと
製品を世界中の
お客さまに届ける

ソニーエレクトロニクス（米国）

ソニーセミコンダクタソリューションズソニー ソニー 

ソニー Sony AI

個人情報の取り扱いについて
ソニー株式会社 広報部は、ご意見・ご感想送付時などにご提供いただいた社員ご本人・ご家族等
の氏名、住所、電話番号、所属部署名、年齢、Eメールアドレスなどの個人情報（以下「個人情報」）
を、ソニーグループ・プライバシーポリシー（https://www.sony.co.jp/privacy/）に則り、厳重な
管理の下に利用いたします。
なお、お送りいただいた個人情報は、法令により例外として認められた場合を除き、ご意見・ご感
想に対してフィードバックを行う目的以外に使用しません。個人情報に関するご質問その他のお問
い合わせは、Sony.Family@jp.sony.comまでご連絡ください。

※記事中の部署名、役職などは原則として取材時のものです。　
※記載されている内容は編集時のものです。変更される可能性がありますのでご了承ください。
※記載されている会社名や製品名等の名称は各社の登録商標または商標です。

ご意見・ご感想をお待ちしています！
ソニーの最新技術を紹介した本号はいかがでしたでしょう
か。読者の皆さんからのご意見やご感想をお待ちしてい
ます。お名前、属性（社員／友の会会員／家族〈続柄〉）を
明記の上、Eメールもしくは 郵便はがきでお送りください。

Eメール： Sony.Family@jp.sony.com
郵送： 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1　
ソニー株式会社 広報部 Family編集部

送付先

社員インタビュー掲載ページ
（国内採用）
https://www.sony.co.jp/
SonyInfo/Jobs/newgrads/person/

社員インタビュー掲載ページ
（グローバル採用）
https://www.sony.net/
SonyInfo/Careers/






