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１．研究の背景

　東日本大震災時、小学生が率先して避難を呼びかけ、津波による被害者が極めて少なかっ

た「釜石の奇跡」は早期からの防災教育の重要性を示すとともに、防災教育においては、災

害時の状況をより鮮明に想起させ、防災への動機付けと意識を不断に高めることが大切であ

る [1] ことも明らかにした。

　防災への動機付けを行う際、災害被害の状況を印象付けるために映像がしばしば利用され

る。しかし、一般的に用いられる映像（便宜上「2D 映像」と呼ぶ）は、実空間を像面に二

次元圧縮投影した映像であり、物体間の距離や物体の大きさを正確に再現し難い。そのため、

映像を見る人に与える印象が実際の場面（空間）とは大きく異なることがある。対して、実

写による「3D 立体映像（Stereoscopic 3D，S3D 映像）」は、それを見る人に、現実空間によ

り近い臨場感や実在感を与えることが先行研究から示されている [2][3]。また、小学生に対す

る防災教育で 3D 立体映像を試験的に用いたところ、2D 映像に比して、被害の生々しさをよ

り強く感じたと答える生徒が多く、災害に対する強い印象を与えることが示され、防災への

動機付けに一定の効果が見られた [4]。

　これまで、実写による 3D 立体映像は高度な機材や技術を要し気軽に利用し難かったこと

から、土木分野や地理分野などの研究分野では用いられていたものの、特に初中等教育等の

学校教育分野で同映像を用いるには敷居が高かった。しかし、近年のデジタル技術の進歩に

より、撮影から再現までの全工程で 3D 立体映像の扱いが容易になり、学校教育における防

災教育等で同映像を利用することが従前よりは容易になった。また、位置情報を記録する機

器の普及やモーションセンサー付のヘッドマウントディスプレイ、さらには、スマートフォ

ンを利用した VR 技術を入手しやすくなったことから、これらと組み合わせて利用すること

が容易となった。

　筆者らは、従前から 3D 立体映像の社会的応用を試み関連研究を蓄積してきた。災害記録

としては、中越地震、中越沖地震、福岡西南沖地震等の災害被災地やその後の様子を 3D 立

体映像で撮影してきた [5]。東日本大震災については、震災直後の様子やその後の復興の様子

を 3D 立体映像で一定期間ごとに撮影し、関係自治体等の協力を得ながら今後も継続して撮

影する計画となっており、こうした映像を防災教育等に利用することを目指している。

　なお、一般に 3D 映像は三次元データを持つ CG による映像を指すことが多く、実体とし
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ては 2D 映像であることが多いが、本研究で用いる 3D 立体映像は実写をもとにした右映像

と左映像（それぞれは 2D 映像）からなる１対の映像（Stereoscopic image）であり、両眼

立体視による奥行き表眼が可能なものである。S3D（Stereoscopic 3D）の訳語が定着してい

ないため、本稿では「3D 立体映像」あるいは「S3D 映像」と呼ぶ。
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２．研究の目的と研究手順

　研究の目的と手順は以下の通りである。

２．１．研究の目的

　本研究では、防災教育や継続的な防災意識の涵養に役立てるために、東日本大震災の被災・

復興の状況を記録した 3D 立体映像にジオタグを付加した東日本大震災災害・復興映像の映

像データベースとして「VR 技術を用いた 3D 立体映像を空間情報と統合したデータベース」

を構築することを目的とする。

２．２．研究手順

　本研究は概ね以下の手順で進めた。

１）データベース構造の検討

　本研究開発では、被災状況並びに復興の状況をできる限り多くの地点で、かつ、できる限

り同一の地点で経年変化を見ることが可能な形で 3D 立体映像を撮影し、今後の利用に対し

て柔軟に対応できるようなデータベースを構築することを目標として取り組んだ。

　そのため、まずは、撮影地点、撮影地点のジオタグ、撮影年月日・時刻をインデックスと

するデータベースとして構築し、地図上への展開方法などについては、ソフトウェア等のア

プリケーションに委ねていく形とした。

２）被災地の復興状況の撮影

　なるべく多くの地点での撮影を短時間に行うことを念頭に、大型の撮影機材ではなくコン

パクトな機材を用いることとした。そのため、ひとつの機材でジオタグを付加した 3D 立体

映像を撮影することは困難なことから、撮影は主にコンパクト 3D デジタルカメラを用い、

ジオタグの記録には別の GPS データを取り込めるデジタルカメラで行った。また、途中か

ら 360 度 3D 立体映像を記録できる機材を用い、水平方向 360 度の動画による 3D 立体映像

も撮影した。さらに、全天球カメラによる 360 度 3D 立体映像の撮影も試みた。

３）3D 立体映像データベースの構築

　撮影した映像は、静止画は 3D 立体映像に関する映像規格（業界自主規格）である MPO

形式に統一し、EXIF データの一部としてジオタグ（緯度、経度）を付加している。動画は

mp4 形式とし、取扱の簡便さを考慮しインデックスとなる静止画にジオタグを付加している。
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３．3D 立体映像と本研究で用いる映像

　3D 映像については、利用している分野等で指し示すものが異なることがあるため、ここ

では、本研究で用いている 3D 立体映像について概説しておく。

３．１．3D 立体映像の歴史と震災の記録

　1 章（研究の背景）でも述べたが、3D 映像とは一般に三次元データを持つ映像を指し、

CG で制作したり、レーザー計測等によって取得した三次元データから作成したものが主流

である。これらの映像は三次元データを持つ映像であることから、両眼立体視ができる方法

によって奥行きを再現することも可能であるが、二次元映像として見ることが一般的である。

　本研究で用いる 3D 立体映像は、このような 3D 映像とは異なり三次元データを持つ映

像ではないため、厳密に言えば 3D 映像という名称は相応しくないとも考えられるが、こ

のような映像も便宜上 3D 映像と呼ばれるため、混乱を防ぐ意味で、近年“Stereoscopic 

3D”と呼ばれるようになってきた。これは、以下に詳しく述べるが、19 世紀に欧米で広

く普及した左右 1 対からなる実写映像により奥行き方向を表現した映像を“Stereoscopic 

photogragh”“stereoscopic image”“Stereoscopy”などと呼ぶことに依拠している。そこで

本稿では、このような映像を「3D 立体映像」あるいは「S3D 映像」と呼ぶ。以下にその歴

史を簡単に述べておく。

１）3D 立体映像の歴史

　左右 1 対（二つ）の映像を手がかりに奥行を見る映像“stereoscopic image”（以下「3D

立体映像」）の歴史は英国人ホイートストンがその原理を発明した 1838 年に始まる。これは

写真の発明以前のことであり、当初は手書きで左右映像を描いて利用していた。

　写真技術により実用化された 3D 立体映像は世界各地の景観、風物、風俗などを伝えるも

のとして 19 世紀末に欧米で大流行し、その後も欧米を中心に広く普及し、中・高等教育分

野等で百年以上にわたり利用された。ちなみに、興味深いのは 3D 立体映像の世界的大ブー

ムはほぼ 30 年周期で起きていることだ。

　1 回目は 1 世紀以上前になる 1890 年前後である。この時期は「見る時代」と呼べる。折し

も欧米列強がアジアに進出していた時代である。欧米の富裕層を中心に、世界各地とりわけ

アフリカ、中南米、アジア・太平洋地域の事物、風景、人々の生活の様子などを記録したス
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テレオカードと呼ばれる 3D 立体映像（写真）をビューワーで観賞し、仮想旅行を楽しんだ。

特に、「Undewood & Underwood」社や「Keystone」社の写真集に「Tour of the World」

と銘打った世界一周旅行の 3D 立体映像シリーズがある。100 枚ほどのステレオカードが一

つの本型ボックスに入れられ、どの場所でどの方向から撮ったものかを全て記録した地図と

カードの解説を書いた本が付属していたものもある。当時の最大のコンテンツはこのような

紀行物で、日本について言えば、東京、横浜、京都、大阪をはじめとする都市部のほか、農

村部にもステレオカメラが入っている。たとえば群馬の製糸工場の様子。当時の工場内を撮

影した写真（通常の 2D 写真）は多いが、同じ光景であっても 3D 立体映像が持つ臨場感や

訴求力とは比べようがない。今となっては当時の日本の様子を目の前に再現するが如く伝え

る貴重な映像であるが、このような 3D 立体映像があることは一般には余り知られていない。

図 1：Underwood & Underwood 社の“Tour of the World”

図 2：ホームズ型ビューワーとステレオカード



-6-

　2 回目のブームはこのような楽しみが富裕層から一般に普及した 1920 年頃である。日常生

活や家族の写真を撮る人も現れるが依然として「見る時代」と言えよう。コンテンツの幅が

拡大し、仮想旅行だけではなく、風俗、風景、娯楽など様々な映像が作られる。同時に、中

学校や高校の地理・歴史の授業などを中心に教育分野での利用も広がった。学生たちはステ

レオカードを見ながら、授業を受け、独特の臨場感を手がかりに理解を深めるといった教材

としても利用されていた。

　3 回目は 1950 年前後。この時期になると「見る時代」から「撮る時代」になる。様々なス

テレオカメラが作られ欧米の市場に出回った。この時代には映画から派生したスライド（ポ

ジ）フィルムが普及し、欧米の一般家庭でスライドを投影して楽しむ姿が見られるようになっ

た。3D 立体映像は、2 つのレンズで一度に撮影した左右の映像を一つの台紙に入れ、双眼

鏡のようなビューワーで覗き見て観賞する方法が一般的であった。後にはそれをプロジェク

ターに入れ、偏光板を使ったメガネをかけて見る方式が現れる。

　商業的には、左右映像を複数入れたリールと呼ばれる円盤形の台紙を、専用のビューワー

で回転させながら見る方式が広く普及し、観光用途のほか、教育、広告、娯楽などで広く用

いられた（安価なことから現在でも米国で一定の市場がある）。

図 3：ディスクリールタイプのビューワー（ViewMaster）

　しかし、過去 3 回の大きなブームは、明治中期、大正後期、終戦からわずか 5 年後のこと

であり、日本人にとっては「写真どころではない」時代であったことから蚊帳の外に置かれ

たと言えよう。
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　その後、80 年代にも小さなブームがあり、日本でも若干の話題になったが、3D 立体映像（ス

テレオ写真）をビューワーで見たり、スライドを投写したりすることにそもそも馴染みがな

いため、一般には赤青眼鏡をかけて見る「アナグリフ方式」が多く、しばしば子ども向けの

科学雑誌の付録として扱われたこともあって玩具扱いをされた面もある。コンテンツ自体も

過去の経験の乏しさから質の低いものにとどまりがちだったことも、日本ではブームが短命

で終わった一因と言えよう。

　また、今世紀に入った 2010 年には、映画「アバター」のヒットにより、再度、世界的な

3D 立体映像のブームが訪れた。日本ではもっぱら 3D 鑑賞ができるテレビが作られ市場に投

入された。この時期には、3D 立体映像を撮影できるデジタルカメラやデジタルビデオカメ

ラも市場に投入された。しかし、コンテンツ不足や映画館のような大きな画面で鑑賞するこ

とが想定された映画をそれに比較すると小さいテレビ画面でみるために 3D 立体映像の特徴

が活かされないなどの理由で、また、撮影しても鑑賞に手間がかかるなどの理由で、特に日

本ではブームが短命に終わったことは記憶に新しい。とは言え、ハリウッドを中心に、主に

CG によるものであるが、いわゆる 3D 映画は数多く制作され一定の市場を形成している。

図 4：米国で発行されている最近の出版物

２）震災の記録

　3D 立体映像による災害記録は、こうした 3D 立体映像の歴史の中で数多く行われている。

取り分け、映像メディアが今日のように発達していなかった 19 世紀から 20 世紀初頭にかけ

て、地震、洪水、竜巻、森林火災などの自然災害の記録や、米南北戦争、日露戦争、第一次・
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図 5：1906 年のサンフランシスコ地震の記録（ステレオカード）

第二次世界大戦、南アフリカ戦争などの記録が前述のステレオカードとして残されている。

　特に、1906 年のサンフランシスコ地震は都市部の地震で被害が甚大であったことから多数

のステレオカードが作られ現存しているものも少なくない。
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３．２．本研究で用いる映像

１）映像の要件と撮影条件

　本研究では、東日本大震災の被災状況及び復興過程を記録し、防災教育に役立てると共に、

後世に震災の状況やその後の復興の足取りを記録・記憶として残し伝えていくことを念頭に

置いている。従って、以下を前提とした。

　・可能な限り多くの地点を記録する

　・CG は用いず、実写によりできるだけリアルな映像とする

　・奥行感や立体感をいたずらに誇張しない映像とする

　・複数の視聴（鑑賞）環境を考慮した映像とする

　これらを念頭に、本研究に用いる映像の要件を検討した。

　本研究以前から筆者が撮影・蓄積してきた 3D 立体映像を活かすために、映像としては 3D

立体映像を基本とする。すなわち、静止画、動画共に左右映像を同時に撮影した一対の映像

からなる映像を用いる。現在では、2D・3D 変換という手法もあるが、細部にわたっての変

換は困難であり、映像加工に時間もかかることからこの手法はとらない。

　左右映像のステレオベース（撮影時の左右画像のずれを示す量；視差量）は人間の目の幅

と同程度である 60mm 〜 75mm 前後を基本とする。

　測量や航空写真に通じている場合、この視差量では小さ過ぎるとの指摘があるだろう。し

かし、本研究で構築を試みている映像データベースは、できるだけリアルな映像をもとにし、

災害の状況やその後の復興の様子を臨場感や実在感を伴ったものとして残し、伝えていこう

とするものである。視差量を大きくすれば遠近感や奥行感は広がるが、その映像を視聴・鑑

賞した場合、遠近感が実際よりも誇張されたり、箱庭を見ているような感覚を伴う映像とな

る。そのため、遠近感や奥行感を誇張せず、人の目で見たものになるべく近づけることから、

この視差量とする。結果、遠景では左右の視差による奥行感が減じられることは容易に考え

られるが、応用分野を考慮し、もっぱら、近景・中景の範囲で奥行感や遠近感を再現するこ

とに主眼を置く。

　ちなみに、人間は、両眼視差（相対距離）、輻輳（絶対距離）、物体の回転による形状変化、

網膜状の大きさ（遠近法）、焦点調節，陰影，遮蔽，輪郭線形状などにより、遠近感や奥行

感を認識している。このうち、両眼視差は大きな要素であり、3D 立体映像はそれを応用し
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て奥行感や遠近感を表現する映像であるが、それ以外の要素からも奥行感や遠近感を得るこ

とができる。

　また、撮影は左右の映像を記録するカメラのレンズの光軸が平行となるように配置する。

人間の目の動きを考慮すると、近傍を見た場合には輻輳（目が寄る）が起きるが、撮影主題

との距離に応じて変化する撮影装置を制作することは困難であることに加え、視聴（鑑賞）

環境もそれに応じて変化させる必要があり、実用的ではない。さらに、レンズの視野角が人

間の目の有効視野角と同程度のものとする。すなわち、レンズの画角を 40 度〜 65 度程度の

範囲（35mm フィルム換算での対角線画角で準広角〜標準レンズに相当）とする。

２）視聴環境

　3D 立体映像の視聴環境の条件については、3D コンソーシウムの「3DC 安全ガイドライン」

が一つの目安となる。同ガイドライン [6} では、3D 立体映像を安全に、すなわち、多くの人

にとって「酔い」「めまい」などを引き起こさずに、呈示（視聴）する際の視差量の目安を

定めている。同ガイドラインをもとに作成した、画面サイズの違いによる最大視差量の範囲

以下に示す。

　本研究で構築するデータベースは、たとえば初等・中等教育の現場で利用されることを想

定しているため、3D テレビやスクリーンを用いる場合でも 50 〜 100 インチ程度と想定して

いる。また、近年のヘッドマウントディスプレイ（HMD）や、スマートフォンを利用したビュー

ワーを考慮すると、呈示時の視差量を映像の横幅に対して 1 〜 5% 程度の範囲に調整できる

ようにし、標準的には 3% 程度とする。
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４．撮影方法の検討

　具体的な撮影方法、使用した機材等は以下の通りである。

４．１．3D 立体映像

　撮影は以下の条件、機材で行った。

１）静止画の撮影

　本研究ではできるがけ多くの地点の映像を撮影することを念頭に置いている。そのため、

基本となる機材には機動性のあるものを選定した。具体的な機材と本研究のための撮影に用

いた仕様は次の通りである。

　型番　　　　：FujiFilm 製　FinePix REAL 3D W3

　有効画素数　：1,017 万画素

　撮像素子　　：1/2.3 型 CCD（左右 2 個）

　記録画素　　：3,648 × 2,736　ピクセル

　レンズ　　　：f=6.3mm 〜 18.9mm（35mm フィルム換算　39mm 〜 149mm）

　レンズ間距離：75mm

　撮影範囲　　：60cm 〜∞

　撮影感度　　：ISO 100 〜 400

　動画　　　　：1280 × 720（720p）　24 フレーム／秒

図 6：FujiFilm 製　FinePix REAL 3D W3



-12-

２）動画の撮影

　上記のデジタルカメラを用いるほか、以下の 3D ビデオカメラを用いた。

　型番　　　　：JVC 製　TD-1

　撮像素子　　：1/4.1 型 プログレッシブ CMOS（左右 2 個）

　有効画素数　：207 万画素

　記録画素　　：1920 × 1080（1080i）

　レンズ　　　：f=3.76mm 〜 18.8mm（35mm フィルム換算　44.8mm 〜 224mm）

　レンズ間距離：32mm

図 7：JVC 製　TD-1

３）位置情報の記録

　上記のデジタルカメラならびにビデオカメラには位置情報を記録する機能がないため、位

置情報の記録には上記とは別に位置情報を記録できるデジタルカメラを用い、3D 立体映像

の撮影地点において、同時に撮影した。ここで撮影した画像の EXIF 情報を取り出し、デー

タベースに加える 3D 立体映像に付加した。
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４．２．水平方向 360 度 3D 立体映像

　継続して撮影してきた 3D 立体映像に加え、水平方向 360 度 3D 立体映像による撮影を試

みた。

　360 度 3D 立体映像は例えば iMAX 方式など、すでにドーム型シアター用の映像としてい

くつかが試みられているが、全方向において水平視差を適正に撮影・再生するのは困難であ

る。特に天頂方向は、視聴者の視線方向が変化する場合、不可能と言っていい。

　完全な 360 度撮影には、カメラを回転させても視差が生じない点（Nodal Point）でカメラ

を回転させる必要がある。いわゆるパノラマ撮影の場合は、1 台のカメラ（一つの視線）で

撮影するため、不可能ではないが、3D立体映像の場合、左右の映像を記録する2台のカメラ（二

つの視線）が必要であり、かつ、ステレオベース（視差）を必要とする。この視差を保った

まま、Nodal Point で回転させることはカメラの構造上不可能である。

　そこで、本研究では、4つのステレオカメラを配置した方法など、複数の方法を試みた。結果、

研究の目的に最も沿っているものとして、以下の方法を用いることとした。

　すなわち、8 台のカメラを放射状に配置し、各カメラの映像の半分づつを利用し、映像処

理ソフト（Autopano Video Pro 等）でつなぎ合わせる形とした。その際、左映像は各カメ

ラの右半分、右映像は各カメラの左半分の映像を用いる。

図 8：水平 360 度 3D 立体映像撮影用カメラとステッチの概念図



-14-

５．撮影した映像の概要

　本研究で構築するデータベースに加える映像の撮影は実写で行うことから、必然的に天候

や太陽光の角度等に大きく左右された。撮影を予定していた時期に台風や天候不良等で撮影

日程の変更を余儀なくされたこともあり、当初は 1 年の研究期間を 2 年に延長し、より多く

の映像を撮影した。

１）撮影日時と撮影枚数（動画の場合は点数）

　具体的には以下のとおりであるが、本助成研究期間よりも以前に撮影し、データベースに

加えていくものも含む。枚数（点数）は概算。

　2011 年 5 月 16 日 〜 5 月 18 日 900 枚

　2012 年 5 月 26 日 〜 5 月 28 日 2000 枚

　2013 年 5 月 25 日 〜 5 月 27 日 2500 枚

　2014 年 10 月 11 日 〜 10 月 12 日 1800 枚

　2015 年 6 月 8 日 〜 6 月 10 日 1000 点

　2015 年 6 月 8 日 〜 6 月 10 日 0500 点

　2016 年 8 月 8 日 〜 8 月 11 日 2200 点

２）映像の処理

　撮影した映像は、静止画は 3D 立体映像に関する映像規格（業界自主規格）である MPO

形式に統一し、3D 立体映像の撮影と同時に行った位置情報を記録できるデジタルカメラの

画像から抽出したジオタグ（緯度、経度）を 3D 立体映像の EXIF データの一部として付加

している。動画は mp4 形式とし、取扱の簡便さを考慮しインデックスとなる静止画にジオ

タグを付加している。

　また、映像はデータベースに加えるのに適するように、明るさ、コントラスト等の調整を

最低限の範囲で行ったうえで、左右映像の位置調整を行った。調整には、3D 立体映像処理

ソフトとして事実上の標準となっている「Stereo Photo Maker」を用いた。
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図 9：位置情報をグーグルマップに記し、3D 立体映像を展開した例
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６．映像呈示方法の検討

　映像の呈示（視聴・鑑賞）には複数の方法が想定される。

１）ディスプレイ・テレビ

　パソコン用ディスプレイの中には、いわゆる 3D ディスプレイがある。さらに、これらは、

ディスプレイ前面に偏光フィルターが貼り付けられており左右映像を同時に表示し、偏光眼

鏡をかけて見る方式（偏光方式）のもの、左右映像を高周波数で交互に表示し、同期したシャッ

ターで左右映像を見る方式（シャッター方式）がある。いわゆる 3D テレビ、あるいは、薄

型テレビの 3D 機能も上記の二つの方式のいずれかである。ディスプレイの大きさは、25 イ

ンチ〜 60 インチ程度が多い。

２）HMD（ヘッドマウントディスプレイ）

　数インチの小型ディスプレイを備えたゴーグルを頭からかけて見る方式のものである。近

年の VR の普及により、複数の製品を入手でき、学校教育現場などで利用するためのコスト

やハードルが低減した。表示サイズは製品により異なり、80 インチ相当〜 300 インチ相当を

謳うものがあるが、仮想画面の大きさのみならず、仮想画面との仮想距離が重要となるため、

製品に合わせた一定の調整が必要となる。

図 10：HMD の例（Oculus Rift）
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３）スマートフォンを用いたビューワー

　近年のスマートフォンの普及により、手軽に入手できるようになったビューワーも本研究

で構築するデータベースの呈示に有用であると考えられる。このビューワーは、19 世紀に考

案されたホームズ型のビューワーのように、右映像は右のレンズを通して、左映像は左のレ

ンズを通して見ることで、左右の映像が完全に分離された形で視覚に入り、立体視できるも

のである。いわば、現代版ホームズビューワーとも言えるものである。

　スマートフォンをフォルダーに収容し、映像はスマートフォンの映像（動画、静止画）表

示アプリで表示する。

　段ボールでできた簡易型のものをグーグルが販売したこともあり、数百円と安価なものか

ら、レンズや筐体の質がそれよりも優れた数千円のものもあり、予算の制約の大きい学校教

育現場や市民講座等で用いるには適していると言える。

図 11：簡易型のスマートフォンを利用したビューワー（グーグルカードボード）
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７．震災記録映像データベースの構築

　データベースの構造と公開方法に関して検討を行った。

７．１．データベースの構造

　静止画については、左右一対の映像をまとめて一つのファイルとして扱うことのできる

MPO 形式とし、位置情報、撮影日時、撮影条件等は EXIF データとして付加する。

　動画については、左右一対の映像をまとめて一つのファイルとした mp4 形式とする。また、

位置情報、撮影日時、撮影条件等は、ファイルが大きくなりがちな動画の扱いを容易にする

ため、対応する静止画をインデックス用のファイルとし、それに EXIF データとして付加す

る。

　個々の映像データのファイル名は、災害名、撮影年をもとにしたものとし、シーケンシャ

ルに番号を付加する。ひとつのデータファイルに対応した撮影条件の一部（撮影場所の位置

情報、撮影地の都道府県・市町村名、地点の名称、撮影機材、撮影年月日・時刻）を記した

インデックスデータを映像データとは別に作成する。

７．２．データベースの公開方法の検討

　データベースは、映像データ、インデックスデータをウェブで提供する形とする。現時点

で予定している URL は、「www.stereoglobe.org」である。

　このデータを地図上で展開し閲覧するソフトウェアについては、基本的なモデルとしてす

でに特許を取得（第 5766394 号）しており、実装について現在検討を行っている。
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８．研究成果の活用

　上述の通り、本研究期間（2014 年〜 16 年）中に VR 技術が急速に進展している。高精細

の HMD（Head Mount Display）やスマートフォンを用いた簡易 HMD を用いた VR を利用

した映像呈示環境が整いつつあり、複数規格が混在するものの手軽に 3D 立体映像を呈示で

きる環境が短期間に整ってきている。本研究成果の映像は、こうした機器・環境を用いて手

軽に呈示できることから、本研究成果の公表・活用については次を目標としている。

１）代表的な地点を中心とした 3D 映像をもとにした、データベースを 2017 年中にインター

ネットで公開する。

２）撮影地点、撮影地点のジオタグ、撮影年月日・時刻による検索可能なデータベースを

2017 年中を目途に公開する。

３）地図とリンクした形で呈示できるアプリケーションを 2017 年〜 2018 年を目途に開発

し、公開する。

４）復興状況の継続的な撮影と震災遺構を中心とした撮影地点の追加を年間 1 〜 2 回程度、

継続的に行い、逐次、上記に加える。
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おわりに

　本研究で蓄積した東日本大震災の被災地における 3D 立体映像は、防災教育に役立てるほ

か、後世に記録・記憶として、すなわち、3D 立体映像アーカイブとして残すことを目標と

している。

　震災からすでに 5 年以上を経て、復興が急ピッチで進む一方、災害時に何が起きたのか、

どう行動したのか、どうすべきだったのか、何を学ぶのか、といったことを被災者自らが語

り始めている。ところが、すでに多くの建物は撤去され、盛土がなされ、新しい道路ができ、

地域の姿は大きく様変わりした。結果、実感を伴って伝えることが困難にさえなっている。

本データベース（アーカイブ）は地域の「記憶」を伝えていくために役立つことを期待して

いる。

　今後は、撮影した多くの映像を早期に整理・編集し、データベースとして一部からでも公

開していく準備を整えていく。さらに、被災者の協力を得て、映像に「語り部」のテキスト

を加えて、データベース（アーカイブ）の充実を図る。

　また、本研究では防災教育の特に初期段階での動機付けに与える 3D 立体映像の教育効果

を測定する計画であったが、データベース化に時間を要していること、VR 技術の急速な進

展を受けた映像呈示機材・環境の変更などにより、簡単な印象評価に止まっており、教育効

果の測定については、今後の課題として取り組む。

　なお、本研究の成果の一部を元にした映像作品「WE PHOTOGRAPH TO REMEMBER 

3.11」は、2015 年 9 月に韓国・釜山で行われた国際ステレオ映像連盟国際大会（20th ISU 

World Congress & 3D Korea International Film Festival）において準優勝を受賞した。受

賞にあたっては、震災の 3D 映像をアーカイブとして整理し、次代に残す活動が評価された。

謝辞

　撮影やヒアリングに協力していただいた石巻市、東松島市、女川町、南三陸町、仙台市の
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DEVELOPPMENT OF AR-S3D PHOTOGRAPHS AND MOVIES 
DATABASE FOR THE DISASTER PREVENTION EDUCATION 

Nakamura, H.  
Shibaura Institute of Technology 

			The	purpose	of	this	study	is	to	develop	VR-S3D(Stereo	3D)	database	to	record	"The	Great	

East	Japan	Earthquake"	and	the	disaster	caused	by	Tsunami	on	March	11,	2015.	It	also	contains	

the	process	of	the	reconstruction	subsequently.	The	database	contains	S3D	images	and	movies,	

360	digree	S3D	photographs	and	movies	attached	with	geo-tag	to	define	where	those	are	taken	

and	to	map	those	onto	geographical	positions.	The	images	and	movies	were	taken	every	year	from	

2011	to	2016	in	Ishinomaki,	Higashi-Matsushima,	Onagawa,	Minami-Sanriku	and	Sendai	areas.	This	

database	will	be	open	to	the	public	for	many	uses,	such	as	an	education	for	disaster	prevention.	

KEYWORDS:  S3D, stereoscopy, archive, tsunami, eathquake, geotag, VR, AR 
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研	 究	 成	 果	 の	 要	 約  

助成番号 助	 成	 研	 究	 名 研	究	者・所	属

第2014-09号  防災教育に資するAR災害映像データベースの開発  中村広幸・芝浦工業大学

【研究目的】	

	 本研究は、防災教育や継続的な防災意識の

涵養に役立てるために、東日本大震災の被災

・復興の状況を記録した「VR技術を用いた3D

立体映像を空間情報と統合したデータベース

を開発」することである。	

【研究手順】	

	 東日本大震災の被災状況及び復興過程を記

録した3D立体映像にジオタグを付加した東日

本大震災災害・復興映像の映像データベース

を構築する。	

	 被災状況並びに復興の状況をできる限り多

くの地点で、かつ、できる限り同一の地点で

経年変化を見ることが可能な形で3D立体映像

を撮影し、今後の利用に対して柔軟に対応で

きるデータベース構築を目標とした。そのた

め、撮影地点、撮影地点のジオタグ、撮影年

月日・時刻をインデックスとするデータベー

スとして構築し、地図上への展開方法等はア

プリケーションに委ねる形とした。	

	 なるべく多くの地点での撮影を短時間に行

うため、撮影は主にコンパクト3Dデジタルカ

メラを用い、ジオタグは別のGPSデジタルカメ

ラで記録した。また、360度3D立体映像を記録

できる機材により水平方向360度動画による3

D立体映像、全天球カメラによる360度3D立体

映像の撮影も試みた。撮影は天候や太陽光の

角度等に大きく左右され、台風や天候不良等

で撮影日程の変更を余儀なくされたことか

ら、研究期間を１年間延長した。具体的には

以下のとおりである（研究期間以前に撮影し、

データベースに加えているものを含む）。	

2011年05月16日〜05月18日	 約0900枚	

2012年05月26日〜05月28日	 約2000枚	

2013年05月25日〜05月27日	 約2500枚	

2014年10月11日〜10月12日	 約1800枚	

2015年06月08日〜06月10日	 約1000点	

2015年06月08日〜06月10日	 約0500点	

2016年08月08日〜08月11日	 約2200点	

撮影した映像は、静止画は3D立体映像に関	

する映像規格（業界自主規格）であるMPO形式

に統一し、EXIFデータの一部としてジオタグ

（緯度、経度）を付加している。動画はmp4

形式とし、取扱の簡便さを考慮しインデック

スとなる静止画にジオタグを付加している。	

	 本研究では防災教育の特に初期段階での動

機付けに与える3D立体映像の教育効果を測定

する計画であったが、データベース化に時間

を要していること、VR技術の急速な進展を受

けた映像呈示機材・環境の変更などにより、

簡単な印象評価に止まっている。	

【研究成果の活用】	

	 本研究期間（2014年〜16年）中にVR技術が

急速に進展している。高精細のHMDやスマート

フォンを用いた簡易HMDを用いたVRを利用し

た映像呈示環境が整いつつあり、規格が複数

あるものの手軽に3D立体映像を呈示できる環

境が短期間に整ってきている。本研究成果の

映像は、これら機器・環境を用いて呈示でき

るため、公表・活用は次を予定している。	

１）代表的地点の3D映像をもとにしたデータ

ベースを2016〜17年にウェブで公開する。	

２）撮影地点、撮影地点のジオタグ、撮影年

月日・時刻により検索可能なデータベースを2

017年中を目途に公開する。	

３）地図とリンクした形で呈示できるアプリ

ケーションを2017年〜2018年を目途に開発し

公開する。	

４）復興状況の継続的な撮影と震災遺構を中

心とした撮影地点の追加を年間1〜2回程度、

継続的に行い、逐次、上記に加える。	

【成果の発表実績】	

	 本研究の成果の一部を元にした映像作品「W

E	PHOTOGRAPH	TO	REMEMBER	3.11」は、2015

年9月に韓国・釜山で行われた国際ステレオ映

像連盟国際大会（20th	ISU	World	Congress	

&	3D	Korea	International	Film	Festival）

において準優勝を受賞した。受賞にあたって

は、震災の3D映像をアーカイブとして整理し、

次代に残す活動が評価された。	
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