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井深さん、盛田さんの魂を受け継いで

「真面目ナル技術者ノ技能ヲ、最高度ニ発揮セシムベキ自由豁達ニシテ愉快ナル理想工場ノ建設」

戦後間もない焼け野原が残る1946年（昭和21年）1月、ソニー株式会社ファウンダーのひとり、井深

大は「東京通信工業株式会社設立趣意書」を起草しました。その中に上の一文があります。

当時は終戦直後の混乱と物不足の中で社会は暗く不安な状態でした。しかし、夢と希望だけは失うこ

となく人々は戦後の痛手から立ち上がろうとしていました。そんな時代に「東京通信工業株式会社」

という小さな灯火が誕生したのです。そして、それは世界のソニーへと成長を遂げました。

人々を幸せにする「モノづくり」。

ソニーの源流を辿れば、井深さん、盛田さんの熱い思いにたどり着きます。株式会社ソニー木原研究

所は、この原点を継承し1988年10月に誕生しました。

株式会社ソニー木原研究所　設立趣意

「自由闊達なる環境のもとで独創かつ創造的商品の研究開発を行い、もってソニー
そして社会へ貢献する。」



はじめて録音した自分の声を聞いた時のことを覚えてい

ますか？はじめてトランジスタラジオから流れてくる音

楽に耳を傾けたことを覚えていますか？

きっと何とも言えない感覚や驚きがあったことでしょ

う。そして、どんな仕組みで自分の声を再現するのか、

どのような原理で空を漂う電波から音楽を取り出すのか

不思議に思ったに違いありません。

それは「技術」によって成し遂げられました。「技術」

は私たちに感動や豊かさを与えてくれます。そして社会

や人々の生活を変える力を持っています。

木原信敏（現：株式会社ソニー木原研究所　会長）が日

本初のテープレコーダを世に出してから半世紀以上の時

が流れました。私たち株式会社ソニー木原研究所はその

原点を継承し、明日の感動、明日の豊かさを創造する技

術に取り組んでいます。「ソニーの遺伝子を進化させ」

「技術者の夢を結晶に」「無限の可能性へ向けて」は、

私たちの研究開発に対する合言葉になっています。

しかしながら、高い理想を成し遂げることは決して容易

なことではありません。常識にとらわれない発想と厳し

く現実を見すえる眼。それに加え未来を見通す構想力が

必要です。

株式会社ソニー木原研究所は1988年10月創立以来、当時

としては世界最速の３次元CGエンジンの開発、放送局の

スタンダードとなった高機能スイッチャーの開発、そし

て今なお輝き失せないプレイステーション２のCG描画エ

ンジンの開発など、世界に誇れる製品を世に送り出して

きました。自由闊達なる環境のもと、私たちは単なる模

倣や改良ではなく、真に創造的な研究開発を通じて広く

社会へ貢献したいと思っています。

株式会社ソニー木原研究所
代表取締役社長　藤田純一

※"プレイステーション 2"は(株)ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。

※



設立趣意設立趣意設立趣意設立趣意設立趣意

株式会社ソニー木原研究所は、「自由な発想」か

ら生まれた研究所です。1988年10月、当時ソニー

株式会社専務取締役であった木原信敏を代表とし

て、ソニー株式会社と木原の共同出資により、ス

タートしました。

設立趣意は「自由闊達なる環境のもとで独創かつ

創造的商品の研究開発を行い、もってソニーそし

て社会へ貢献する。」とあり、ソニーで培った豊

富な技術と経験を基盤にして、次世代を切り拓く

基盤技術、各種画像処理・映像処理に関する最先

端技術の研究開発に取り組んでいます。

研究員一人ひとりが大きな、そしてたくさんの夢

を抱き、その一つひとつを実現していくことに

よって、広く社会に貢献していきたいと願ってい

ます。

1947年 東京通信工業株式会社入社
1949年 日本初の磁気テープ開発
1950年 日本初のテープレコーダー開発（G型）、ホーム用テープレコーダー開発（H型）
1951年 ポータブルテープレコーダー開発（P型、M型、デンスケ）
1955年 日本初のトランジスタラジオ開発（TR-55）
1956年 トランジスタテレビ開発
1958年 東京通信工業株式会社をソニー株式会社と社名変更
1962年 世界初の放送用工業用ビデオテープレコーダー開発(PV-100)
1965年 世界初の家庭用ビデオテープレコーダー開発（CV-200）
1966年 ポータブルビデオテープレコーダー開発（AV-3400）
1967年 ソニー株式会社第2開発部長に就任
1969年 世界初のカラービデオカセットシステム開発
1970年 ソニー株式会社取締役に就任
1971年 世界初カセットタイプビデオテープレコーダー「Uマチック」開発
1974年 ソニー株式会社常務取締役に就任
1975年 「ベータマックス」開発
1980年 カメラ／ビデオ一体型超小型ビデオカセットレコーダー「ビデオムービー」開発（8ミリ）
1981年 磁気記録方式によるスチルカメラ「マビカ」開発
1982年 カラービデオプリンタ「マビグラフ」開発
1982年 ソニー株式会社 専務取締役・開発研究所所長に就任
1988年 株式会社ソニー木原研究所 代表取締役社長に就任
1989年 ソニー株式会社 相談役に就任
1996年 ソニー株式会社 顧問に就任
2000年 株式会社ソニー木原研究所 取締役会長に就任、現在に至る

木原信敏　開発の歴史木原信敏　開発の歴史木原信敏　開発の歴史木原信敏　開発の歴史木原信敏　開発の歴史



歴史と成果歴史と成果歴史と成果歴史と成果歴史と成果

ソニー木原研究所は設立されて間もない、1990年

10月、125万ポリゴン/秒のシェーディング性能を

実現する3DCG（３次元コンピュータグラフィック

ス）エンジンを開発しました。これは当時世界最

速の処理能力を達成し世界を驚かせました。

1992年10月には簡単な操作で多彩な映像表現を瞬

時に実行するDME（Digital Multi Effects)スイッ

チャーDFS-500を発表しました。従来からあった

ページターンなどのエフェクトに加え、3DCG技術

を応用した多彩なエフェクトを700種以上もプリ

セットし、その高画質・多機能、使い勝手の良さ

で多くの放送局に導入されました。

1994年7月には圧倒的にコストパフォーマンスに優

れた3DCGエンジンを開発しました。これはグラ

フィックスワークステーションNEWSのアドオン

ボードとして発売されました。

2000年3月、圧倒的なCG表現で世界を驚かせたプレ

イステーション２が発表されました。そのCG描画

機能の心臓部が「グラフィックス・シンセサイ

ザ」：GSです。ソニー木原研究所は(株)ソニー・

コンピュータエンタテインメントと共同でGSを開

発しました。その処理能力は現在に至っても輝き

を失っていません。

ソニー木原研究所では並列コンピュータの開発に

も取り組んできました。３次元X線CT画像処理シス

テムはソニー木原研究所の並列計算技術を応用し

たシステムです。２次元CTとは比較にならないほ

どの演算処理を高速に行い、被写体の内部構造を３

次元画像で表現します。非破壊での検査を３次元

画像で詳細に確認できるため、構造解析や製品の

品質検査の分野で活躍しています。

2004年4月に発表された「ソニーAVナビシステム

XYZ」にはソニー木原研究所の技術が搭載されてい

ます。リアルで見やすく直感的なCG動画表現は、

独自のデータフォーマットや高速描画アルゴリズ

ム、テクスチャ圧縮技術によって実現されていま

す。現在はReal 3D World構築技術をベースに直感

的なコミュニケーションを実現する技術の研究開

発を行っています。

※

※"プレイステーション 2"は(株)ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。



展望展望展望展望展望

近年、私たちを取り巻く環境は大きく様変わりし

ました。身の周りにはデジタル化された情報が溢

れ複雑にネットワークされています。私たちは実

世界に生活するのと同じようにデジタルワールド

の住人として歩み始めたといっても過言ではない

でしょう。

しかしながら、デジタルワールドといってもそれ

は未だ機能的に抽象化された世界に過ぎません。

私たちが住まう実世界は繊細かつ豊穣な質感に溢

れた美しい世界です。そして私たち人間はそれを

敏感に感受し意味や価値を発見しています。

心の機微に触れ、感性にまで響く技術。

私たちソニー木原研究所は、単に利便性を追求す

るだけではなく、より豊かな、そして常に新鮮な

リアリティを創造する技術を目指しています。こ

の目標を踏まえ、私たちの研究開発の柱は以下の

ように概念付けられます。

○実世界の情報を高度に取得する

○取得した情報を抽出・加工する

○人間に対して提示・表現する

例えば、人間の視覚は、「目による光情報の取

得」「脳での情報加工」「心への表象」といった

過程を経ると考えられます。人間の視覚の成り立

ちに学び、これを技術的に実現するには、デジタ

ルの目に相当する高速かつ高度なセンシングデバ

イスの開発、デジタル化されたデータのプロセッ

シング技術、そして最終的に人間の視覚に訴えか

けるリアルな表現技術が必要です。

私たちが取り組むテーマは視覚情報に留まりませ

ん。人間はどのように意味や価値を見出している

のでしょうか？嗜好や心地よさはどのように生み

出されるのでしょうか？また、音楽の響きを美し

いと感じる心とは何でしょうか？

人間を知ること。すなわち人間を理解していくこ

とが明日の技術を生み出す源泉になると私たちは

考えます。常に人間への眼差しを忘れず「人に向

く技術」を実現することがソニー木原研究所の願

いです。

まだ世の中にないものを創る。

研究開発は豊かな想像性とクリエイティビティが

源泉であることは言うまでもありません。

ソニー木原研究所では、若くフレッシュな感性と

豊富な経験に裏打ちされた知識がエキサイティン

グな場を形成しています。技術に関しては新人も

ベテランもありません。ひとりのエンジニアとし

て、各々が尊敬し合いながら存分に個性を発揮し

ています。そして自由闊達な社風の中で、モノを

創る喜びと厳しさを共有しながら、社会に貢献し

ていくことを目指しています。

私たちの強みは、アルゴリズムやアーキテクチャ

などの上流設計から、デバイスや半導体をはじめ

とするハードウェア、そして各種ソフトウェアま

で一貫して開発を行うことができることです。エ

ンジニアは自らの専門性を追求すると同時に、異

分野のエンジニアと密にコミュニケーションを取

りながらチームを形成しています。それは要素技

術だけに閉じず、常に最終商品に焦点を合わせた

「垂直統合」の研究開発が重要だと考えているか

らです。

独創的で人々の生活を豊かにする商品。この最終

目標が組織を貫き、各人を強く結び付けていま

す。

組織・環境組織・環境組織・環境組織・環境組織・環境

ソニー木原研究所の源流は木原信敏の軌跡に遡る

ことができます。木原の残したものは、日本初、

世界初の開発の歴史となっています。

木原の歩んできた道を継承しながら、これまで私

たちは世界に誇れる技術を世に出してきました。

そして、今後もこの道を開拓し続け、「世界初」

「世界一」の技術開発に向かってチャレンジして

いきます。

世界一を目指して世界一を目指して世界一を目指して世界一を目指して世界一を目指して



研究開発概要研究開発概要研究開発概要研究開発概要研究開発概要



現在、急速に進行しているブロードバンドネット

ワークの普及により、音楽、動画、CGなどの様々

なメディアを用いたRichMediaContentsがこれまで

以上にネットワーク上を流れることが予想されま

す。 さらに、全てのデバイスはネットワークに接

続され、RichMediaContentsへアクセスする機会は

確実に増えていきます。e-Platformグループで

は、家庭内、屋外を問わず、いつでも

RichMediaContentsを楽しむためのハードウェア、

ソフトウェアの開発を行っており、最終的には、

メディア、デバイスを意識しない、『Nonverbal

Communication』の実現を目標としています。

HardwareHardwareHardwareHardwareHardwareからからからからからApplicationApplicationApplicationApplicationApplicationまでまでまでまでまで
e-Platformグループでは、CGを中核とした様々な

Application開発とそれらをサポートする標準ライ

ブラリベースのミドルウェアから性能要求に応じ

たハードウェアの開発まで一環した研究開発を

行ってます。

コミュニケーション技術の研究開発コミュニケーション技術の研究開発コミュニケーション技術の研究開発コミュニケーション技術の研究開発コミュニケーション技術の研究開発

3DCGを応用したReal 3D World構築技術をベース

に、次世代のコミュニケーション技術の研究開発

を行なっています。

3DCGにおいてReal 3D Worldを実現するための、

データフォーマット、高速描画アルゴリズム、テ

クスチャ圧縮技術など、幅広い研究開発を行なっ

ています。

さらに、Real 3D World構築技術をベースに、直

感的なコミュニケーションを実現する技術の研究

開発を行なっています。リアルで、みやすい、直感的リアルで、みやすい、直感的リアルで、みやすい、直感的リアルで、みやすい、直感的リアルで、みやすい、直感的

「あの」ビルを右に曲がって…といえるほどのリ

アルな３次元シーンをリアルタイムに描画

e-Platforme-Platforme-Platforme-Platforme-Platformの開発の開発の開発の開発の開発

アニメーションの研究開発アニメーションの研究開発アニメーションの研究開発アニメーションの研究開発アニメーションの研究開発

ソニー木原研究所では、モーションポートレート

というフェイシャルアニメーション技術を開発し

ました。顔写真１枚から、３次元CGのモデルを高

速に自動生成し、本人をビデオで撮影したように

リアルなアニメーションを表示できます。

この研究成果は、TV東京の番組「ワールドビジネ

スサテライト」の「トレンドたまご」で紹介され

ました。（2005年8月26日放映）

また、海外の最先端研究機関との共同研究も積極

的に行っており、現在は、University of Wash-

ingtonに研究員を長期派遣しています。



ミドルウェア技術の開発ミドルウェア技術の開発ミドルウェア技術の開発ミドルウェア技術の開発ミドルウェア技術の開発

ソニー木原研究所では、動画、音声、CG、イメー

ジなど様々なメディアを組み合わせて、これまで

にない豊かな表現力を持つ次世代メディアの研究

開発に取り組んでいます。

最先端の技術を駆使したこれらのメディアを処理

するには、強力なハードウェアが必要です。そし

て、機能、性能の向上はハードウェアの複雑化を

もたらし、アプリケーション開発には、ハード

ウェアとの間を仲介するミドルウェアの存在がま

すます重要になってきます。

このプロジェクトでは、標準グラフィックスライ

ブラリ(※ OpenGL  ,OpenGL  ES, JSR-184など)を

ベースに、ハードウェア性能を最大限に引き出

し、アプリケーション開発者にとって快適な環境

作りを目指し、ミドルウェアの研究開発を進めて

います。

CG CG CG CG CG ハードウェアの研究開発ハードウェアの研究開発ハードウェアの研究開発ハードウェアの研究開発ハードウェアの研究開発

近年、携帯電話やPDAに代表されるモバイル機器

や、カーナビゲーション機器において、3DCG利用

が、広く進みつつあります。

この研究開発では、様々なソニー製品に搭載可能

で、３次元CG(3DCG)を生成する機能を持つ、半導

体IP（3DCG IP)を開発しています。

このIPは、高機能、低消費電力、省ゲート、柔軟

なメモリインタフェースを特徴としており、単独

LSIや、SOCなどのセットに応じた実装が可能で

す。またAPIとしてOpenGL  ES規格に対応していま

す。

(R) (R)

※ OpenGL 及びOpenGL ESは米Silicon Graphics, Inc の商標です。
(R) (R)

(R)

【3DCGエンジン開発の歴史】

1988年：ソニー木原研究所設立

1990年：世界最高速レンダリングエンジン開発世界最高速レンダリングエンジン開発世界最高速レンダリングエンジン開発世界最高速レンダリングエンジン開発世界最高速レンダリングエンジン開発

　・125万poly/sec 16並列処理

1993年：デスクトップ型ワークステーション(NEWS)用Graphicsボード開発

　・世界初世界初世界初世界初世界初、HW TextureMappingEngine・Programmable SetUp Engine

1999年：プレイステーション ２　「グラフィックス・シンセサイザ」開発

　・世界初世界初世界初世界初世界初、Embedded DRAM Architecture→世界最高速世界最高速世界最高速世界最高速世界最高速エンジン

　・プレイステーション ２　出荷累計　8000万台突破。(2004年末）

2003年：Mobile向け Graphics Engine AGNES開発→2004年ISSCC発表

　・消費電力あたり、世界最高性能世界最高性能世界最高性能世界最高性能世界最高性能。



センシングデバイスはリアルワールドをデジタル

化する、いわばデジタルの目。 単に画像を得るだ

けではなく、さまざまな機能を持たせたり、デー

タを加工したり、ネットワークにつなげたり、可

能性は無限です。

ソニー木原研究所では、多機能・高機能なセンシ

ングデバイスの開発のみならず、画像処理や並列

コンピューティング、ネットワーク技術と融合さ

せた、新しいイメージングの世界を創造するべく

研究開発に取り組んでいます。 次世代のデジタル

の目は、まったく新しいデジタルワールドを見せ

てくれるに違いありません。

以下に私たちの研究開発領域のいくつかを紹介し

ます。

高機能高機能高機能高機能高機能CMOSCMOSCMOSCMOSCMOSイメージセンサーの研究開発イメージセンサーの研究開発イメージセンサーの研究開発イメージセンサーの研究開発イメージセンサーの研究開発

CMOSイメージセンサー特有の「高速性」「機能

性」という特徴を生かして、従来のCCDカメラでは

実現できなかった機能、すなわち“映像＋情報”

を同時に取得できる新しいカメラシステムの開発

を行っています。

画像処理技術の研究開発画像処理技術の研究開発画像処理技術の研究開発画像処理技術の研究開発画像処理技術の研究開発

広ダイナミックレンジイメージセンサー、暗がり

や望遠での手ぶれによる画像ブレの補正、適応的

階調変換処理技術等を実現する技術を開発してい

ます。

Digital Imaging SolutionDigital Imaging SolutionDigital Imaging SolutionDigital Imaging SolutionDigital Imaging Solution
新しいイメージングの世界の創造



高機能高機能高機能高機能高機能CMOSCMOSCMOSCMOSCMOSセンサーセンサーセンサーセンサーセンサー
- Entertainment Vision Sensor -- Entertainment Vision Sensor -- Entertainment Vision Sensor -- Entertainment Vision Sensor -- Entertainment Vision Sensor -

これまでのイメージセンサーは、ビデオカメラ、

デジタルスチルカメラに代表されるように、映像

を記録するためのデバイスでした。しかしなが

ら、この研究開発では、高品質な映像を取得しつ

つ、さらに従来のイメージセンサーではセンシン

グできない情報を捉えることを目指し、独自の

アーキテクチャをもつ高機能CMOSイメージセン

サーとカメラシステムの開発を行っています。こ

の技術で、新しいデジタルイメージング商品の創

出、展開に貢献していきます。

Entertainment Vision Sensor  Entertainment Vision Sensor  Entertainment Vision Sensor  Entertainment Vision Sensor  Entertainment Vision Sensor  についてについてについてについてについて

ソニー木原研究所では独自のアーキテクチャをも

つEntertainment Vision Sensor　を2タイプ試作

し、今後活躍が期待される高機能CMOSイメージセ

ンサーの世界をリードしてきました。これまで

に、センサー内部のフレームレートは最高48Kfps

を達成、さらに画素毎に4つのフレームメモリと

演算機能をもつこのデバイスによって、従来のイ

メージセンサーでは実現できないリアルタイム３

Dセンシング機能、ID認識機能を提案、そのシス

テムの実現を果たしています。

【リアルタイム3Dセンシング】

光切断法による３次元計測をリアルタイムに行い

つつ、同時にカラー画像を取得するカメラシステ

ムの開発を進めています。この技術によって、携帯電

話やPDA用モバイルカメラ、TV会議やTV電話等で

望まれている背景からの人物切り出しを、奥行き

情報を用いることで実現していきます。

【ID認識】

送信データ（ID)を点滅パターンで表現する複数

の光ビーコンを同時に認識するカメラシステムの

開発を行っています。 このシステムは、映像と

ともに各光ビーコンのIDと位置を認識することが

でき、このIDにどんな情報をのせるかによって、

応用は無限に広がります。 将来、街中の看板や

照明などを光ビーコンにしてリンク先（IPv 6 ア

ドレス、URL等）を発信すれば、携帯電話やPDAは

そのカメラを通じて、ネットワークとシームレス

につながっていくことでしょう。

リアルタイム3Dセンシングによって

距離による背景切り出しを実行した例

ID認識のシステムによって

カメラが情報の入り口に

TM

TM

TM



画像処理技術の研究開発画像処理技術の研究開発画像処理技術の研究開発画像処理技術の研究開発画像処理技術の研究開発

昨今のDSC（デジタルスチルカメラ）は、画素数で

その性能を競い合っている傾向にあります。しか

し、センサー技術の進歩により、レンズ解像度の

性能限界に近づきつつある今、これ以上の高画素

数化は難しい状況です。さて、本当に画素数以外

には、何もないのでしょうか？私たちは究極のデ

ジタルカメラのため、新たなフィーチャーの開発

を行っています。

【広ダイナミックレンジ撮像技術の開発】

近年イメージセンサーの画素高密度化が急速に進

んでいます。それによって画素数を増やすことが

可能になり、解像度性能に余裕が出てきた反面、

感度や飽和電荷量などダイナミックレンジに関す

る性能を向上させるのが難しくなってきていま

す。

ソニー木原研究所は、撮像面に感度の異なる受光

素子を並べたイメージセンサーと、そのセンサー

出力から感度均一な信号を再構成する画像処理技

術によって、通常のイメージセンサーでは得られ

ない広いダイナミックレンジを持ったカメラシス

テムを開発しました。

【適応的階調変換処理技術の開発】

イメージセンサーが広ダイナミックレンジの多階

調画像を撮像できたとしても、CRT、液晶ディスプ

レイあるいはプリンタ等の現状の表示デバイスが

出力できる輝度の階調は少なく、その入力画像の

明暗差を表現しきれません。従って、表示デバイ

スで出力できるように入力画像の階調を適切に変

換する技術が必要です。ソニー木原研究所で開発

された適応的階調変換処理技術は、単純な階調圧

縮処理では出すことができなかった入力画像の本

来のコントラストを維持しつつ、入力画像の激し

い明暗差を表示デバイスの出力可能な輝度域に収

める、という二律背反を高画質で実現していま

す。

通常画像センサーで

撮影された画像
広ダイナミックレンジ画像

センサーで撮影された画像
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