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第 148 回 JAVCOM ソフト研究委員会・広報出版委員会合同セミナー

最先端映像ビジネスの今と未来が見える VR/AR
～ 2017 年 話題の体験映像のトップランナー達が集結！～

平成 29 年３月８日（水）日本電

主 催： NPO 法人 日本ビデオコミュニケーション協会

子専門学校にて、
2017 年話題の体

日 時： 2017 年３月８ 日（水）13:00 〜18:00

験映像のトップランナー達が集結！

会 場： 学校法人電子学園 日本電子専門学校 9 号館B1F

「最先端映像ビジネスの今と未来が
見えるVR/AR」と題して、ソフト研

司
会
アイティアクセス㈱
福 田 美 穂

メディアホール（東京都新宿区百人町 1-25-4）
後

援 ： ( 一社) 映像情報メディア学会／ ( 公社) 映像文化

究委員会と広報出版委員会の合同開

製作者連盟／( 一社) 全日本シーエム放送連盟／ ( 一社)

催となる第148 回セミナーを開催

全日本テレビ番組製作社連盟／( 一社) 日本アド・コンテ

した。

ンツ制作協会／( 一社) 日本映画製作者連盟／( 一社) 日

参加者は会員、非会員を合わせて

本映画テレビ技術協会／ ( 協同) 日本映像事業協会／( 一

およそ150 名の方々にお集まり頂

社) 日本映像ソフト協会／( 一社) 日本民間放送連盟／

き、講師は６名にておよそ５時間に

( 一社) 日本ポストプロダクション協会／ ITVA- 日本／

わたるセミナーが行なわれた。

ジャパンデータストレージフォーラム

※ 順不同

特別協賛： 学校法人電子学園 日本電子専門学校
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最先端映像ビジネスの今と未来が見える VR/AR
講演１

基調講演「ＶＲ 2.0 の世界」
昭和 29 年 5 月 7 日生まれ、神奈川県鎌倉市出身。
昭和 57 年 3 月、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学博
士。同年東京大学工学部講師、昭和 58 年東京大学工学部助教授、平
成 11 年東京大学大学院工学系研究科教授、東京大学先端科学技術研
究センター教授、平成18 年東京大学大学院情報理工学系研究科教授、
現在に至る。専門はシステム工学、ヒューマン・インタフェース、バー
チャル・リアリティ。主な著書に「バーチャル・リアリティ」
（ 産業図

東京大学 大学院情報理工学系

書）。総務省情報化月間推進会議議長表彰、東京テクノフォーラムゴー

研究科 教授

ルドメダル賞、大川出版賞、など受賞。

廣瀬 通孝氏

日本バーチャルリアリティ学会会長、日本機械学会フェロー、産業技
術総合研究所研究コーディネータ、情報通信研究機構プログラムコー
ディネータ等を歴任。

■VR の成り立ちとこれまで■
昨年2016 年はVR 元年と言われ、VR が非常に注目された
年となったが、VR（バーチャルリアリティ）という言葉が世

手でき、非常に手軽なアイテムとなった。
また、全天周撮影ができる360°カメラも一般化しており、

間に登場したのは1989 年である。元々、宇宙工学技術として、

コンテンツ作成も簡単になった。YouTube などインターネッ

NASA で研究が進められており、シミュレーションの結果を

トの進歩もあり、スマートフォン一つで360°コンテンツが見

３D 映像であたかも目の前で展開されるようなことが出来な

られるようになった点もVR 第一期との大きく変化した点だ

いかという発想からの技術であった。その後 VR は一般にも広

と言える。

まるようになり、コンピューターサイエンスの新しいキーワー
ドとして一躍脚光を浴び、学会の立ち上げや30 年の研究の中
でアカデミアの中では一定の地位を確立したと言える。

■VR 技術には何ができるか■
VR を活用することで、様々なことが可能になるが、まず言
えるのは、空間や時間を超えるということである。テレプレゼ

VR が持つ第一の特徴として「臨場感」がある。VR はHMD

ンス技術により空間を超えての就労等が可能となり、遠隔地で

などを介し、コンピュータの作った世界の中へ人が入っていく

も存在感と臨場感を体現できるのである。また、時間について

形になった。第二に、これまでのコンピュータ入力は、言語な

は、現在すでに失われてしまった建築物等を再現することも可

ど、ある種の約束事の下で行われることが多かったが、VR で

能で、こうした応用は地域振興にも一役買っており、可能性は

は約束事がない、フィジカルなやりとりができるという新しい

非常に大きい。また、情動の誘発など、新しい分野の開拓も進

インタラクティブ性を持つようになった。さらに、五感を使え

み、ビジネスの場にも応用されつつある。

るという点も非常に大きな特徴である。

■ ま と め ■

VR の第一期はアカデミックな体制が整備されるにとど

現在のVR 技術は第一世代に比べて、いくつかの質的な違い

まったが、第二期である現在の話題の中心は、もっとビジネス

があり、これをVR2.0 と呼んでいる。VR2.0 は、技術単体でな

的なところになっている。

く、その周辺の技術まで含む生態系が重要で、その生態系まで

■VR とAR の違い■
リアルとバーチャルは対立概念ではなく、連続的なものであ
る。そういった点では、VR の中にAR があるという見解もあ
る。しかし、AR はアウトドアの広大な世界を修飾するという
独自の進化も遂げてきている。目の前の世界がコンテンツに影
響を与えるという特徴もあり、現実の場所を選ばないVR とは
全く違うものであるとも言える。
■VR 第二期■
現在VR の中核を担っているのはHMD（オキュラスリフト、
PS

VR 等）である。最初の商用HMD「アイフォン」は、画素数

が100×100 というスペックで、価格が100 万円以上という
高価格であった。現在では高いもので数万円、スマートフォン
をはめ込む簡易的なタイプのものであれば1000 円程度で入
2
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整ってきたのが「VR 元年」である。VR は、現実のコピーでは
なく、現実を超えることを目的とすべきで、
「VR でなければで
きないことは何か」が重要であると言える。

～ 2017 年 話題の体験映像のトップランナー達が集結！～
講演２ 「360°カメラ RI COH T H ET A 開発ストーリー」
1959 年

東京都生まれ

1982 年

株式会社リコー入社

早稲田大学卒

8mm ビデオカメラ、パーソナルWP、
銀塩カメラ、デジ
タルカメラ等の商品企画、マーケティングを担当。企業
公式ブログや銀座フォトギャラリー等を創設、運営を手
がけながらGR ブランドを育て、プレミアムコンパクト

㈱リコー 新規開発事業本部

カメラ市場を創る。

SV 事業開発センター
VR 事業室室長

2014 年

全天球360 度カメラRICOH THETA 立ち上げ

野口 智弘氏

2015 年

現職 PENTAX, RICOH 両ブランドのカメラの事業を
推進

■増加するユーザー■

■THETA（シータ）のコンセプト■
全天球画像を撮るには大きな機材と編集スキルが必要だっ

ドローンに付けて飛ばしたい、ロボットの目にしたい、車の

たが、誰もが簡単に撮れることを目指してTHETA の開発は始

一部やスマートホームで使いたい（これは必ずしも360 度で

まった。

ある必要は無いが）など様々な相談がきている。CNN やNHK

「新しい映像体験を創造する撮影デバイス」がTHETA のコ
ンセプト。カメラが空間をフレームで切り取る行為を「写真」

などでも使われ出しており、東北には360 度の画像だけで作っ
ているニュースメディアもある。

というのに対して、THETA で場所全体を切り取ることを「写

ユニークな画像を撮ってインスタグラムなどにあげ、コミュ

場」と呼んでいる。THETA の価値は小型でシンプルでインテ

ニケーションを広げているユーザーも増えている。フォトコン

リジェンスのあるものということで事業を進めている。

テスト的なものをやりながら、ユーザーとどのようなアプリが

■THETA のテクノロジー■

あればもっと面白くなるか考えている。

THETA のテクノロジーは大きく分けて二つある。ひとつ

■ビジネスの世界での使われ方■

は２つの広角レンズを内部のプリズムで屈曲させることで、

ビジネスの世界でも非常に注目を集めており、不動産業界

BODY の薄型化を実現する技術。これはカメラメーカーとし

では360 度画像で物件を紹介するのがほぼデフォルトになっ

て積み重ねて来た光学技術の強みだ。

てきている。中古車販売業では車の内装を撮って紹介するこ

もう一つはカメラの中でのスティッチングのアルゴリズム。

とに使われている。建設・設備点検などに利用されたりもして

いかに露出やホワイトバランスや歪みを自然につなぐかとい

いる。街・商店街を活性化させるためのウェブサイトに載せ

う技術だが、この技術に関しては競合製品と比較しても、優位

るコンテンツで使われたり、観光PR などで自治体が使ってい

なものと考えている。

ることも多い。見本市や大型イベントなどでも使われている。

■API やSDK を公開■
THETA はAPI やSDK を公開してアプリケーションをユー

「360Channel（サンロクマルチャンネル）」など、コンテンツ
の配信ビジネスも広がってきている。

ザーに作ってもらう取り組みをしている。毎年デベロッパー

変わったところではクジラの生態観測にも使われた。医療の

ズコンテストを開催しており世界中からユニークな応募が集

分野ではまだまだこれからだが、腹腔鏡手術への利用などで注

まっている。

目を集めている。

現在300 以上のアプリがAppleStore やGooglePlay に登
録されている。中には商品化された例もあり、こういった世界
がどんどん広がっていけばいいと考えている。
■広がる市場■

■ ま と め ■
報道、観光、飲食店などビジネス用途での活用が増えること
で、一般の人が360 度映像を目にする機会が益々増えていく。
これまでは、見たこともない驚きで興味を持ってもらってき

2013 年の10 月に最初のモデルを発売し、現在は3 代目の

たが、今後は360 度ならではの感動や利便性を訴求して、生活

THETA S を販売中。販売は好調でありVR の波が後押しして、

の中に定着させていきたい。それにはコンテンツが重要であ

今後も市場は大きく伸びていくだろう。Google やFacebook

り、ユーザーと共に創っていく世界だと思っている。

やLINE が360 度に対応するなど、プラットフォームの進展も
大きい。360 度映像を活用する環境が整ってきた。
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最先端映像ビジネスの今と未来が見える VR/AR
講 演 ２ 「 360 度映像を楽しいと感じる10 のコツ」
1966 年

北海道生まれ

1985 年

太陽企画入社
ビデオ編集室を経てCG 制作室に従事

2000 年

ドーム映像、展示映像の演出を始める

2004 年

コニカミノルタプラネタリウム満天（天空）
の

2005 年

愛知万博「三菱未来館＠earth もしも月がな

2006 年

国立科学博物館 シアター360「恐竜の世界」
＆

演出を始める（継続中）

太 陽 企 画 (株)
TECARAT ディレクター

大 西

悟氏

かったら」、
「長久手日本館

「宇宙138 億年の旅」を演出
2016 年

■360 度動画との出会い■
360 度 映 像 と の 最 初 の 出 合 い は、2005 年 愛・地 球 博 の
長 久 手 日 本 館「 地 球 の 部 屋 」の 制 作 に 参 加 し た と き か ら。

地球の部屋」に参加

国立科学博物館VR「おウチで科博」
制作

部で3 億円近いという剥製の中にお願いして中に入れても
らった。
3.「美しいものは美しい」
「 美しいものは美しい」綺麗な景色

■過去に手掛けた360 度映像コンテンツ■

だと当然ながら 360 度栄えする。2015 年に公開された

「地球の部屋」はその後、国立科学博物館に「シアター36 ○

ニュージーランドをテーマにしたプラネタリウム作品は人

（サンロクマル）
」という形で移設され、そのオープニング作品
「恐竜の世界」を演出した。他にもジャックダニエルの150 周

気が高かったためリバイバル上映されたほどだ。
4.「怖いはヤバい」ホラーは非常に 360 度栄えすると思う。

年 記 念 イ ベ ン ト『Jack Daniel's Experience Store & Bar』

恐竜の映像ではその迫力で泣き出す小さな子供もいて楽し

など何本か 360 度動画を作った。360 度の撮影で勉強になっ

かった（笑）

たことは…照明が使えないこと。スタッフは全員別の場所に隠

5.「包まれる感じはいいぞ」宇宙の始まりを解説する素粒子

れなければいけないこと。民生レベルのカメラが多いので思わ

CG。単純な図式的だが包まれてるとかなり気持ちがいい。

ぬトラブルも増えるということ。ステッチ処理や消し込みが重

6.「高いところが好き」。ドローン映像もそうだが、360 度映

要など。
国立科学博物館 VR「おウチで科博」は、館内を簡単に紹介

像も当然高いところが楽しい。
7.「動物はいいぞ」猫とかに囲まれてる動画が見たい。

する360 度動画と、館内全てを 360 度の静止画で見られるVR

8.「シーンを自分で変えられるとうれしい」静止画であれ動

ツアー。シアター36 ○で上映されているコンテンツも全て見

画であれ自分がその空間を移動していくというプラスアル

ることができる。簡易HMD（ハコスコ）を使って、ＶＲツアー

ファを足すと楽しい。そろそろ動画と動画を移行するとい

やシアター36 ○でしか見られない貴重なコンテンツをどこで

うようなチャレンジングな仕事が来ると思うがそこが上手

も見られるようになったのは面白かった。

くいけば非常に面白いコンテンツが作れると考えている。

撮影は RICOH THETA S を使った。科博の全面的な協力に

9.「新たな表現方法を考えるのが面白い」3 次元空間上に絵を

より、通常の見学路では見られない場所や、長い一脚を使って

描いたりとか面白い。これから若い人たちが新しいアート

見学者の目線では見られないアングルから撮影できた。最終的

とか新しい表現をしていくというのがあるだろう。

に 300 枚を超えるツアーになり、バーチャルツアーコンテン
ツの中でもお腹いっぱいな枚数ではないかと思う。

10.「立体視で世界が変わる」今までの 360 度映像は立体視の
表現が難しかったが、今年になって立体視が簡単にできる

■ 360 度映像を楽しいと感じる10 のコツ■

カメラが出てきた。サンプルを見たが 360 度の立体視映像

今までの事例から 360 度映像を楽しいと感じる10 のコツ

は、初めて 360 度映像を見たショックのさらに３倍くらい

をまとめてみた。
1.「立ち入り禁止に潜入しよう」普通の人が行けないところを

■ま

と

め■

撮るのはコンテンツとして非常に魅力がある。360 度の見栄

さらに3 つにまとめると「被写体が楽しいとコンテンツも

えがする立ち入り禁止の場所に行くというのは商品になる。

楽しい」
「日常では見られない映像が面白い」
「ユーザーにとっ

2.「期待通りのことをしよう」国立科学博物館のバーチャルツ

4

凄かった！

て特別なものを感じられる映像でないと飽きられる」になる。

アーで恐竜を撮ったときに口の中に入ったり骨の中に入っ

映像コンテンツの基本は 360 度映像でも変わらない。また、今

たりできないと作る意味もないんじゃないかと思いお願

後の 360 度映像は立体視ができるカメラの登場によって新し

いして撮らせていただいた。3 階にある剥製コーナーも全

いステージに入ると考えている。

JAVCOM 2017

～ 2017 年 話題の体験映像のトップランナー達が集結！～
講演3 「簡易型HMD のビジネス応用事例及び人間工学」

1978 年

東京都生まれ

早稲田大学卒

2006 年 早稲田大学大学院国際情報通信研究科博士後期課程 修了
2008 年

㈱リ・インベンション代表取締役
国際基督教大学 客員准教授
工学博士

太 田

啓 路氏

株式会社クオリティエクスペリエンスデザイ設立、
2009 年より代表取締役、2014 年より顧問。

2014 年

株式会社リ・インベンション 設立

2014 年

国際基督教大学

客員准教授

3D やVR を中心とした次世代メディアに関するコンサル
ティング、コンテンツ制作、プロデュース業務に従事。

大学でこれまで３D 映像や VR など先端映像メディアに関

用し、リグを独自に開発している。場合によっては2D 映像か

わる人間工学的研究などをする一方、その知識・技術を生かし

らデプスマップを生成し3D 変換を行なうこともある。音声収

て2D/3D 変換サービスやコンテンツの生体安全性評価サービ

録はバイノーラルで行うこともある。オリジナルのVR ビュー

スなどを請け負う事業を立ち上げビジネスとしても行なって

ワである VOOR グラスは、オリジナルの大口径レンズによ

いる。

り、簡易型でも迫力のあるVR 体験が可能である。携帯に便利

VR も 3D と同じ生体安全性に関する検討が求められてい
る。

なように折りたたみも可能である。
VR 視聴プラットフォームとしては、VOOR アプリを配布

最近のVR の興隆の理由としては、低価格で高性能なヘッ
ドマウントディスプレイ（以下HMD）が登場したことが挙
げ ら れ る。旧 来 で あ れ ば 数 百 万 し た HMD が、Oculus Rift、

し、有料コンテンツのサポートや同時数万アクセスにも耐えう
るシステム構築を実現している。
これまで、ゴールデンボンバーVR、早稲田大学図書館VR の

Playstation VR など数万円になり、高解像度化とジャイロセ

コンテンツ制作や宇多田ヒカルのイベントやTED x Haneda

ンサーを搭載したスマートフォンを使った簡易型VR も登場

のVR ライブストリーミングなどの実績がある。

している。制作側としては GoPro などの比較的安価なカメラ

■簡易型HMD の人間工学的検討■

や一体型の360 度カメラも登場し撮影も簡単に行えるように

HMD には人間工学的に考えなければならない要素がたく

なって来ている。VR 制作も Unity、Unreal Engine といった

さん存在する。ビューワの設計ではレンズの口径、厚さ、倍率、

ゲームエンジンを使うことで個人でも参入できるようになり、

レンズの間隔、映像の左右の間隔、レンズからディスプレイま

総合的に以前よりもVR コンテンツの制作/ 視聴のハードルが

での距離、形状などである。その最適値は若年者から高齢者ま

かなり下がって来ている。

で幅広い被験者を対象に最大公約数となる範囲を実際に調査

■注目の簡易型VR（スマホ+ 簡易ビューア）■
VR体験への投資が以前に比べて下がっているとはいえ一
般視聴者にとってはまだまだ敷居が高いものである。Oculus

している。
またVR 空間内の視線計測を行うことで効果測定やコンテ
ンツの評価実験に役立てている。
■ま

Rift、Gear VRはHMD本体の他に高スペックなPCや専用スマ
ホが必要である。そこで専用アプリをスマートフォンにダウン
ロードし簡易型ビューアに組み込んで視聴する方法をとった。
まずはVR 市場を開拓するために簡易 VR に特化した事業
モデルを展開することにした。
■3DVR トータルソリューションサービス VOOR ■
3DVR に 必 要 な サ ー ビ ス を 総 合 的 に 提 供 で き るVOOR
（ブール）を立ち上げた。3DVR コンテンツ制作、3DVR ライ
ブストリーミング、視聴のためのVOOR アプリ、オリジナル

と

め■

今後はAR、外部センサー、ジェスチャーコントロールといっ
た簡易型 HMD の進化に期待している。
5G 実現後の高画質化、ハイフレームレート化によるクオリ
ティ向上もある。
課題としては作る側、見る側の両方にリテラシーが求められ
るメディアであり、教育が必要である。
これまでの評価実験の常識について映像情報技術の進化に
伴い検証が必要であろう。

ビューワの開発、VR に関するコンサルティングといったサー

それらをもとに実物と間違うようなVR、VR ならではと言

ビスを一気通貫で提供可能である。特に最近では、生体安全性

えるコンテンツ作りを目指し、エンターテイメントの新しい視

に関する調査や評価の需要が高まっている。

聴方法の確立、快適なVR・AR 体験のためのガイドラインや方

撮影カメラは、コンテンツにより様々なカメラやレンズを利

法論の確立をしていきたい。
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最先端映像ビジネスの今と未来が見える VR/AR
講演4 「聖地巡礼をビジネスに!!」
ソニー株式会社に入社後VAIO のハードウェアエンジニア
として数多くのPC を送り出す。
ブルーレイディスクの立ち上げの代表の一人として活躍。
ブルーレイディスクの認知度向上のためにブルーレイディ
スクマイスターサイトを立ち上げ、
「あなたの力でBD 化プ

ソニー企業㈱ 事業開発室

ロジェクト」で多くの作品をクラウドファンディングでBD-

コンテンツツーリズム課

BOX 化。

「舞台めぐり」チーム
代表 シニアマネージャー

新規事業として「舞台めぐり」を立ち上げ、大洗や沼津、弘

安彦 剛志氏

前など数多くの地域の集客のサポートを行う。

■聖地巡礼とは？■
昨年のバズワードにもなった「聖地巡礼」であるが、正しい意

非常に少なく、それとは別に新しいビジネスモデルを作ってい
く事が求められる。

味での聖地巡礼を理解している人は少ない。昨年最もたくさん

舞台めぐりでは新しいビジネスとして街を一つのテーマ

の人をご当地に誘致した作品はNHK「真田丸」である。これは

パークとするオリエンテーリング型のアドベンチャーゲーム

コンテンツの力で人を動かす「コンテンツツーリズム」
であり、

を大洗（ガールズ& パンツァー）にて実施。地域そのものをAR

桜や紅葉を見に行くテーマ型旅行のカテゴリに該当すると言え

で仮想現実的な空間にするというのがテーマである。また、ふ

る。
コンテンツツーリズムと聖地巡礼は必ずしも同じではない。

るさと納税での実用も９月より実施されており、地域への経済

アニメの聖地巡礼はコアなファンがアニメのスポットを訪
問し、物語を追体験するという行為であり、熱狂的信者によっ

貢献に一役買っている。
参加人数の実績として、1 位のガールズ& パンツァー（大洗）

て定例化してきたものが、ある所から少しずつマスに広がり、

や2 位のラブラブ！サンシャイン（沼津）は作品人気や首都圏

規模が大きくなっていった。例えば、昨年のあんこう祭と言う

からのアクセスの良さもあったが、3 位のWakeUp!Girls!( 宮

イベントでは約13 万人がガールズ＆パンツァーの聖地である

城) は積極的な地域での舞台めぐりイベントを“継続的”に実

大洗を訪れ、まちがパンクするほどの現象となった。

施した結果であり、新しい地域活性化の形として確立すること

■ビジネスとしての聖地巡礼■

となった。

旅行会社としては新しいビジネス商材、ご当地（地元）とし
ては集客・地域振興のチャンスではあるが、それに加え版権元
のメリットを明確化する必要がある。

■聖地巡礼ビジネスにおけるAR・VR ■
舞台めぐりにおいて、AR の使い方として、キャラクターの
画像や声はもちろん、そこに「ストーリー」を乗せることで、面

まず、地元でコンテンツが根付くことにより、作品の露出が

白さを倍増できており、重要なポイントである。またAR が現

増え、寿命が延び、ライセンスビジネスにもなるが、そこで必要

地体験型の舞台めぐりであることに対し、VR は映像体験型の

となる様々な人材の費用が発生することが課題である。そこ

舞台めぐりとして活用されており、実際に現地を見ることを再

で、人件費より収入を増やす仕組みづくりが必要となるため、

現するのではなく、仮想ならではの世界観・演出を工夫し、よ

その体制を整えたサービスが「舞台めぐり」というアプリケー

り現地へ行きたいと思わせる仕掛けづくりがなされているの

ションである。

である。
■舞台めぐりとは■

聖地巡礼は、
「コンテンツツーリズム」だけではなく「ビジネ

地域とコンテンツを結びつけてビジネス化を図る仕組みは、

ス 」そ し て「 地

スマホアプリ「舞台めぐり」を使用することで実現可能で、

域の活性化」の

GPS での現地誘導・作品のシーンとの一致検証や、AR での撮

３つが成立する

影、スタンプラリーなどの機能がある。2013 年３月から「日

仕組みを作るこ

本のコンテンツで、日本のご当地を盛り上げたい」と地域活性

と が で き れ ば、

化に寄与してきた。

ビジネスとして

こういった取り組みにより、作品の寿命が延びるため、初動

大きく成長する

勝負であったDVD、BD の売上が長期化するなどの効果も出て

ジャンルである

いる。しかし、グッズなどのライセンス収益は全体から見ると

と言える。
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～ 2017 年 話題の体験映像のトップランナー達が集結！～
講演5 「広告クリエイティブにおける VR/AR 事例」
2013 年 Web・オープン系ビジネスアプリケーションのプロ
グラマ、システムエンジニアを経て株式会社博報堂
アイ・スタジオに入社。
主にスマートフォンを用いたAndroid / iOS アプ

（株) 博報堂アイ・スタジオ
クリエイティブテクノロジー部
アドバンストテクノロジーチーム
チームリーダー / テクニカル
ディレクター

リ制作に従事。
2014 年

総務省主催による、オープンデータ・アプリコンテ
ンストにて最優秀賞を受賞。

2015 年

アドバンストテクノロジーチームリーダーに就任
し、チーム運営や制作全般のマネジメントに従事。

田中 英明 氏

AR / VR など３D インタラクティブコンテンツ制
作を推進中。

■広告のデジタル化 なぜ広告も AR/VR なのか■
テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、
PC、屋外広告など我々の身の回り
には様々な広告が存在する。

印象的なVR 体験より新薬の効能を具体的に関係者へ届け
ることができた。
〜泳ぎ寿司 The Swimming Sushi
プロジェクション マッピング〜

広告のデジタル化は1995 年からのPC やインターネットの
広がりとともに始まり、ここ10 年ではスマートフォンの普及に

日本の魚文化を伝えるべく石巻市とともにプロジェクショ

より急速に進んで来ている。企業が自身のウェブサイトを持つ

ンマッピングを使ったエンターテイメントを加味した体験型

のは

プロモーションを行なった。魚の消費量が年々下がっていく中

当たり前になっているし、最近ではビッグデータを活用した

で東北大震災の影響もあり宮城県石巻市でも水揚量が減った

マーケティングで個人のニーズに合わせた広告ができるように

が復興とともに安心安全な魚介類を提供していく取り組みを

なっている。
Facebook やTwitter、
Line などのSNS を使って

寿司を食べながらプロジェクションマッピングの映像で説明

インタラクティブなコミュニケーションを使った広告も存在す

していくシステムを作り上げた。

る。
さらにAR/VR 技術を取り込みことにより
より見る・聴くから触れる・体験するに変えることができ、消

■博報堂アイ・スタジオが考える今後の展望■
AR は単純な情報付加だけでなく高い演出効果に活用でき、

費者によりわかりやすい効果的な広告を提供することが可能に

現実よりも高度化された方法で現実では表現できない体験で

なる。

メッセージを伝える間違いなく新しい手法である。
■制作事例紹介■

〜東京エレクトロン PRESENTS 動く! AR 元素周期表〜
企業認知度向上、インナーブランディングのため制作されたも
の。新聞一面広告で紹介される元素周期表をスマホで読み取
り、遊んで学べる専用アプリを制作。カメラで写した元素表を

ただし上手に使わないと情報過多になったり複雑な表現に
なってしまうのでわかりやすく、楽しくするということを踏ま
えて制作することが重要である。
今後も新しいテクノロジーを使って豊かな情報を伝えてい
きたいと思う。

AR 技術でアニメーション化させナレーションをつけること
で楽しい学習体験を最大化する仕掛け作りを行なった。
〜医療分野 新薬プロモーションVR 〜
VR 技術を使いがん新薬の効果をわかりやすく関係者に提
供したもの。制作には絵コンテを多用し
製作者と依頼者の共通認識が一致するよう話し合いを何度
も繰り返した。技術的にはVR ヘッドマウントであるOculus
Rift とジェスチャーのセンサーであるLeapMotion を併用し、
視覚だけではなく触覚もある
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JAVCOM 技術研究委員会 4 月勉強会

8Kスーパーハイビジョン施設 見学会

N H K 嶽間沢氏

主

催： NPO 法人JAVCOM 技術研究委員会

日

時： 2017 年４月 11 日

会

場： NHK 放送センター

講

師： NHK 放送センター放送技術局
SHV 技術推進 専任部長 嶽間沢様

CA-421

参加者： 33 名

2017 年４月 11 日、JAVCOM 技術委員会4 月度勉強会
として、放送技術局 SHV 技術推進 専任部長嶽間沢様にご
協力頂き、8K スーパーハイビジョン施設の見学会を実施
した。

礎部分まで使っている。
作業はDAW で映像を見ながら行うが、画質は低いQT
ファイルを使用している。
この部屋で行うのはあくまでも大まか作業で、最終的な

※8K 収録番組の準備段階で8K 中継車の見学も予定して
いたが、雨天の為中止となった。
□ CA-4 2 1 □
NHK 放送センター4F の試写室(CA421) に集合し、ま
ず8K コンテンツを視聴した。
リオ五輪、紅白、ルーブル美術館等、目を見張るコンテン
ツであり、さすが 8K ならではという内容であった。特に

ミックスまではもっていかない。
8K ではステレオや5.1ch などのダウンミックスも、受像
機側で行うのではなく編集側で行う決まりがある為、その
音質確認用のスピーカーも設置されているとのこと。
□CD-606（MA室）□
22.2ch のリファレンスとなる部屋。
天井は高いが、高さに規格があるのではなく、ミキサーの

22.2ch もの音については、視聴環境が整っている会場で
あった為、他では味わえない貴重な体験であった。
特に評価が高かったコンテンツ、ルーブル美術館での撮
影について、ホコリが美術品に積もっているがホコリを
取ってもらえず、ホコリが映らない角度から撮影するなど
の、苦労したエピソードも披露された。
次に3 班に分かれ、AP-D，CD-606，8K 編集室の見学を
行った。
□AP-D(MA 前の音を整理する作業を行う部屋) □
立体的に22.2ch 分のスピーカー( ムジーク製) を等距離
に配置しており、音場を確保する為に、天井をギリギリ基
8
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AP-D(MA 前の音を整理する作業を行う部屋)

JAVCOM 技術研究委員会 4 月勉強会

8Kス ー パ ー ハ イ ビ ジ ョ ン 施 設 見 学 会
□8K 編集室-2 □

耳からの角度を基準にし、スピーカーが設置されている。
22.2 立体音響は通常の平面的なサラウンドとは違い、立
体的な音の移動が可能となる。
ミドルレイヤーと呼ばれる真ん中のスピーカーは10ch
あり、部屋の上部にはリング状のマウントに8ch のスピー
カーが付いている。加えてミキサーの真上にはスピーカー
が1ch 付いており、これにより縦の音移動が可能になった。
壁面は木製の棒を組み合わせた形状になっており、全方
位から出る音を吸収及び拡散し、均一化できるようになっ
ている。
最も効果を感じるのは音楽作品であり、音の広がりが従
来のサラウンドと全く違うようである。
一方映像の設備は8K 専用の音響透過型の特注スクリー
ンが付いている。
網目が4K 仕様よりも更に細かくなっており、8K の1 ピ
クセルが穴と干渉しないようになっている。4K のスクリー
ンを使用すると、モアレの様な現象が起きる為、使用でき
ない。
網目を細かくすると音の透過が悪くなるが、このスク
リーンは4K 透過型スクリーン以上の性能を有していると
のこと。
但し音の透過率が高い反面、スクリーンのゲインは低め
(0.7 程度) である。

基本はデュアルグリーンの編集室となっており、消し
物やスタビライズ用にFlame も用意されている。
Flame へ必要部分のデータを渡す際は、デュアルグリー
ン→DPX 変換が必要で、実時間の200 倍もの時間がかか
る。メイン編集機への取り込みには実時間の3 倍かかるが、
これは実時間で取り込みつつ、プロキシを生成する為であ
る。
録画再生機としてはP2 が採用されており、ExpressP2
カード256G を4 枚使用により、65 分収録すると同時に、
管理用としてmicroP2 カードにも、Intra100 とQT のプロ
キシが収録される。
現在8K はサーバーではなくP2 カードから直接送出さ
れている。
今後ファイルの定義がなされれば、サーバー送出になる
と予想される。
その他の機材としては、アストロデザインのリアルタイ
ムカラーグレーディング装置やニクサスのキャラクター
ジェネレーターなどが装備されている。
以上見学を通して、他にも書ききれない程、技術や今後の
展望のお話を頂いた。
現在はまだ発展途上である様に思えるが、8K スーパーハ
イビジョンは日本が世界に誇
る映像技術であると確信した
勉強会であった。
（報告

三友株式会社
新井 真人）

C D - 6 0 6 (MA 室)

8 K 編集室-2
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JAVCOM ニュービジネス委員会 4 月勉強会

『WiFi

Sync Viewerについて』

主 催： NPO 法人JAVCOM ニュービジネス研究委員会
日 時： 2017 年４月５日 16:30 ～17:30
会 場： 株式会社テクノハウス ７F 会議室
講 師： 株式会社テクノマセマティカル
新事業推進室 営業主任 関 健朗 氏
新事業推進室 ソリューション営業 東井 和泉氏
参加者： 25 名

iPhone にも４月中に対応、Windows Android は将来
対応していく予定とのこと。
Viewer ソフトはAppStore から無料でダウンロードで
きる。
入力インターフェースは HDMI を２系統搭載、カメラや
PC などを接続して切り替えも可能。電源 ON で ｢Wi-Fi
Sync Viewer｣ 自身がアクセスポイントとなり、iPad から
アクセスポイントに接続して即座に映像を視聴できるよ

平成 29 年４月５日、NPO 法人JAVCOM ニュービジネ

うになる。

ス研究委員会の主催で「Wi-Fi Sync Viewer」の勉強会が
開催された。
「Wi-Fi Sync Viewer」は、最 大 50 台 の iPad に 高 品 質

−仕

様−

・ 映像入力解像度：1080i 60 /1080i 59.94 /1080p 30

な 映 像・音 声 を 独 自 技 術 で あ るDMNA（Digital Media

・ オーディオ入力フォーマット：HDMI エンベデッド

New Algorithm）を使用しWi-Fi でリアルタイム配信が可

・ 無線LAN : 5GHz 帯のみ 標準外部アンテナ×2 (5GHz)

能である。

・ 通信パケット: オリジナル低遅延用パケット

( 遅延0.5 秒) アンテナのカスケード接続で広範囲に配
信も可能となる。

・ 入力部： HDMI(1.3a) 入力２系統
・ 映像符号化方式：オリジナルコーデック

ラインナップとしては10 台用、30 台用、50 台用と３モ
デル。50 台用で価格は約 200 万程度。
最初は 10 台、後に 30 台、50 台対応へは差額のアップ
グレード料金で本体を変えることなく対応可能である。
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教育・会議・ブライダル市場等でリアルタイム映像をシェ
アしたいという場面で活躍が期待される。
（文責： 共信コミュニケーションズ㈱

平原 資郎）

新入会員紹介

環境スペース株式会社

『環境とスペースのプロとして、夢見る力を合わせて笑
顔・感動・感謝・幸せ・豊かさの輪を広げている。』
これが私達が目指すビジョンです。
環境スペースは、防音・音響工事のパイオニアとして培っ
た実績と技術を活かし、個人住宅のピアノ室・ドラム室か
ら、プロユースの音楽スタジオ、ポスプロスタジオまで、
「音」の専門家として、
『 防音・騒音対策』、
『 残響調整』を行
い、
『快適な音場環境づくり』をプランニングいたします。
また、音響測定や、施工技術を活かした防護工事、室内環
境での臭気対策まで、その事業周辺の付加価値サービスへ
の取り組みを行い、心地よい環境づくりを実現する為、機能

代表取締役

嶺島伸治

営業開発

小野口智也

性とデザインにこだわった責任施工にてお客様のご期待・
ご要望にお応えしております。
*********************************************
環境スペース株式会社
正：代表取締役
副：営業開発

嶺島 伸治
小野口 智也

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-28-12ATY ビル3F
TEL:03-5795-1215

FAX:03-5795-1216

HP:http://www.kankyospace.com/
http://www.soundzone.jp/
世田谷区駒沢２-11-5
NEW VALUE 駒沢ビル7F
正担当者：飯島幸夫（代表取締役）
TEL.03-5432-6401 FAX.03-3414-7121
■■■第237回運営会議■■■
副担当者：清水俊行
日時：平成29年3月23日(木)
TEL.03-5432-6401 FAX.03-3414-7121
18:00 ～19:00
※ 主な業務－放送用・業務用映像音声機材
場所：麹町区民館 洋室Ｃ
の販売。録音メディア販売。車載用電装機
器並び関連部材販売。
１．
会員動向
・ ㈱ナイス・デー（紹介者：森澤監事）
（旧）
（新）
〒154-0063 渋谷区富ヶ谷 2-2-9
●㈱AOI Pro.
シュバルマラン202
＜住所変更＞
正担当者：西村敬喜（代表取締役）
→〒141-0021 品川区上大崎２-21-7
TEL.03-3481-0502 FAX.03-3481-0503
TEL.03-3779-8018
副担当者：西村 昂（ライブ・ストリーミン
グ テクニカルディレクター）
●㈱トータルプラニングオフィス
TEL.03-3481-0502 FAX.03-3481-0503
＜新住所＞
※主な業務－映画・テレビ番組・DVD・携帯
→〒135-0031 江東区嵯峨1-11-11
コンテンツ企画・制作・販売
東海永代ハイツ204
CM、テレビ、
映画などCG制作 映像コン
TEL.03-5646-5270 FAX.03-5646-5271
テンツ制作
上記に関する音楽制作
●㈱フォトロン
オリジナル楽曲企画制作、音楽著作権管理
副・徳留 龍 → 石田 将司
テレビ、
映画、
出版物、
レコード等に登場
（映像システム事業本部ビジネスディベロ
する人物 意匠権、
ップメントグループ グループ長補佐）
商標権、
著作権管理業務
※ ニュービジネス委員会に所属
◇OB 会員
〔入会希望〕
・市川 惠一
◇正会員（仮登録、４月より正式入会）団体
ナガセテクノサービス㈱ 業務部部長
・ ㈱アルファ・デポ（紹介者：㈱フェアライト
〒270-0132 千葉県流山市駒木529
ジャパン 金指篤美氏）
TEL.04-7155-1210 FAX.04-7154-8535

JAVCOM 運営会議便り

〒154-0012

・ 村田

健太郎

〔退
会〕
・アビッドテクノロジー㈱（担当：滝沢千恵）
平成 29 年３月末日付
2．
№148セミナー報告
「2017 年話題の体験映像のトップランナ
ー達が集結！最先端映像ビジネスの今と
未来が見える VR / AR セミナー」
開催日程：平成29 年３月８日（水）
13：00 ～18：00
開催場所：㈻電子学園 日本電子専門学校
参加申込 有料117 名＋御招待４名＋
講師･関係者８名＋スタッフ５名⇒134名
参加者
有料113 名＋御招待４名＋
講師･関係者８名＋スタッフ５名⇒130名
（有料－当日参加４名、
欠席８名）
※ 有料参加者内訳
有料参加者		
113 名
JAVCOM		
50 名
JAVCOM 以外
63 名
（映像情報メディア 9 名、
民放連 3 名、
映画テレビ技術 7 名、
ATP 7 名、
JAC
18 名、
JPPA 13 名、
一般 6 名)
３．
各委員会報告
■広報出版委員会
◇JAVCOMニュース№120
３月17日発送。
◇JAVCOMニュース№121
５月下旬発行予定。
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会場：NHK 放送センター
５．その他
担当：１班（新井副委員長）
○入会促進状況
参加：31 名
㈱アルファ・デポ、㈱ナイス・デーが仮登
録、アビッドテクノロジー㈱が３月末日で
■ニュービジネス研究委員会
退会、現在、
正会員70 社（仮登録４社含む） ◇第216 回定例会報告
◇第57回ニュービジネス定例会報告
日時：平成29 年４月11 日（火）
18:30 ～
５個人、特別会員11 個人
日時 平成29年3月15日（水）19：00～
会場：れすとらん牛舎
場所 東洋レコーディング㈱ ３F 会議室
（４月勉強会の後、
懇親会の前に開催）
○二口事務局長からの報告
出席 １４名
※「8K 勉強会」
を５月後半に予定。
議題
「人ごよみ・語りべ（平野氏）
」
を６月に予定。
○第15 回理事会
◇ニュービジネス委員会勉強会
日時：平成 29年５月11日（木）18： 00～
「WiFi Sync View について」
■ソフト研究委員会
会場：未定
最大 50 台の iPad に高品質の映像・音声
議題：平成 28 年度事業報告書（案）
をWiFi で同時配信
第166 常任幹事会報告
他 総会資料の確認 ３．
日 時 ： 平成29年４月５日（水）
日時:平成29年４月13日
（木）
17：00～
会 場 ： (株)テクノハウス７F会議室
会場：㈱テクニカランド
○各委員会委員長・副委員長へ
◆パフォーム（DAZN 配信事業）のスタ
出席者は阿部理事、
森澤監事を含め８名。
平成 28 年度事業報告、
平成 29 年度事業
ジオ施設見学設備の完成に合わせ夏に勉
議題―
計画提出のお願い
強会を行う
①平成28 年度収支報告
◇ニュービジネス委員会４月以降の新体制
○次回常任幹事会
②第13 回通常総会、第14 回理事会について
について
４月 20日
（木）
17：00～ テクニカランド
③各委員会の活動状況
委 員 長 ・寺林 英明氏
５月 11日
（木）
16：00～ 未定
④その他
（事務局からの報告連絡事項等）
副委員長 ・掛田 憲吾氏 ・橋本 政弘氏
※ 第15 回理事会の前に開催致します。
・関野 和行氏 ・相原健一郎氏
４．
第15 回理事会、
第13 回通常総会
全体統括
・寺林 英明委員長
○次回運営会議
◇第15 回理事会
書記、議事録 ・井口 信吾氏 ・佐藤 公彦氏
４月 27日
（木）
18：00～ 麹町区民館 洋室Ｃ
日時:平成29年５月12 日（木）
18：00 ～
・小室 哲也氏 ・福田 美穂氏
会場：千代田区麹町区民館 洋室Ｂ
５月 25日
（木）
18：00～ 未定
Web 更新、報告（都度）・相原 健一郎副委
議題：平成28 年度事業報告書（案）
他
員長 ・森 正司氏 ・藤本 貴志氏
総会資料の確認
勉強会・見学会 勉強会
※ご案内は4/14 郵送、欠席の場合は必ず委
■■■第238 回運営会議■■■
見学会ごとにメンバー内役割分担
任状をご提出下さい。
日時：平成29年4月27日
（木）
※ 次回定例会
18:00 ～19:00
４月19 日（水）19 時～
◇第13 回通常総会
場所：麹町区民館 洋室Ｃ
東洋レコーディング㈱
日時: 平成29 年６月２日（金）
18：00 ～
会場：報道基金ごうら山荘
1．会員動向
◇ニュービジネス研４月勉強会予定
※ ６月発行の会員名簿をご参照下さい。 ＊ゴルフは富士カントリー ６組24 名
「WiFi Sync View について」
7:30 スタート
最大 50 台の iPad に高品質の映像・音声
※ 総会のご案内は4/20 郵送。
2．各委員会報告
をWiFi で同時配信
ゴルフのご案内、
受付は相原幹事長が担当
■広報出版委員会
日時 ： 平成29年４月５日（水）
し、
メールで行います。
◇JAVCOMニュース№121 ５月下旬発行
会場 ： (株)テクノハウス７F会議室
予定。
講師 ：株式会社テクノマセマティカル
平成 28 年度収支報告
掲載記事－№148 セミナー詳報、ニュービ ５．
東日本営業部 営業主任 関 健朗 氏
16：00 ～
ジネス研４月勉強会、技術研４ ・ 会計監査 ４月20 日（木）
定員： 30 名（先着順）
JAVCOM 事務局
月勉強会、運営会議報告他。
平野監事、
森澤監事、
二口事務局長
※ 原稿の締め切りは４月末日。
■技術研究委員会
両監事による監査が無事終了致しました。
◇ ４月勉強会予定
■ニュービジネス研究委員会
テーマ 「8Kスーパーハイビジョン
6．
その他
◇ニュービジネス４月勉強会報告
施設見学会」
○入会促進状況
「WiFi Sync Viewer について」
日時：平成29年４月11日（火）
アティックス（同）岡本氏が正会員団体か
最大50 台のiPad に高品質の映像・音声を
会場：NHK 放送センター
ら正会員個人へ変更。
WiFi で同時配信
担当：１班（新井副委員長）
㈱TYO テクニカルランチ、日本ビデオシ
日時：2017年４月５日（水）16：30～17：30
定員：30 名
ステム㈱が３月末日で退会
会場：株式会社テクノハウス 7F 会議室
◇ 第２１６回定例会予定
OB 会員は３月にご紹介した市川氏、村田
参加：25 名
日 時：平成29年４月11日（火）18:30～
氏と松尾大介氏、
大場将吾氏が入会
◇第58 回ニュービジネス定例会報告
会 場：れすとらん牛舎
現在、正会員66 社、正会員個人６名、特別
日時：平成29年４月19日
（水）
19：00～
（４月勉強会の後、懇親会の前に開催）
会員個人11 名、
OB 会員４名
場所：東洋レコーディング㈱ 3F 会議室
出席：11 名
◇ ソフト研究委員会
○二口事務局長からの報告
議題 今後の勉強会について
４．
第165 常任幹事会報告
No.151 セミナー（3 月セミナー）
に
日時：平成29年３月16日（木）17 : 00～
○次回常任幹事会
ついて
５月12日
（金）
16：00～ 麹町区民館 洋室Ｂ
その他活動について
会場：㈱テクニカランド
６月15日
（木）
17：00～ ㈱テクニカランド
出席者は阿部理事、森澤監事を含め８名。
■技術研究委員会
議題―①№148 セミナー収支報告
○次回運営会議
◇４月勉強会報告
②各委員会の活動状況
５月25日
（木）
18：00～ 麹町区民館 洋室Ｃ
「8K スーパーハイビジョン施設見学会」
③その他
６月22日
（木）
18：00～ 麹町区民館 洋室Ｃ
日時：平成29年年４月11日
（火）
14：00～
（事務局からの報告連絡事項等）
掲載記事－№148 セミナー詳報、ニュービ
ジネス研４月勉強会、技術研４
月勉強会、運営会議報告他。
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