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・VRって？ 

・どうも、渡邊課です。 

・こんなことに気をつけて作ってます。 
 
・作ってみよー。
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今日の授業



VR   
Virtual Reality 

仮想現実

AR   
Augmented Reality 

拡張現実

MR   
Mixed Reality 

複合現実

SR   
Substitutional Reality 

代替現実

現実空間と仮想空間を混合し、現実の
モノと仮想的なモノがリアルタイムで
影響しあう新たな空間を構築する技術
全般を指す。複合現実感とも。拡張現
実と拡張仮想を包含する概念である。 
wikiより

人が知覚する現実環境をコンピュータ
により拡張する技術、およびコンピュー
タにより拡張された現実環境そのもの
を指す言葉。wikiより

実際の形はしていないか形は異なるか
も知れないが、機能としての本質は同
じであるような環境を、ユーザの五感
を含む感覚を刺激することにより理工
学的に作り出す技術およびその体系。 
wikiより

現実空間の時間軸に添わす形で過去の
仮想現実を用意しておきそれを気づか
ないうちに置き換えることで、境目を
曖昧にし被験者が混同する技術。

「being such in power, force, or effect, 
though not actually or expressly such(実際
にそのようなものではない、またはそのもので
あることが明示されていないにもかかわらず、
そのように振る舞うある種のパワー、力、また
は効果)」 
引用元: Random House英英辞典より 
参照記事: shi3zの長文日記 
h t t p : / / d . h a t e n a . n e . j p / s h i 3 z /
20160223/1456181293

Virtual本来の意味は、現実を別の
形で再現するということである。
仮想ということではなく、その
再現性のある力を持っているとい
うのが本来の意味になる。

http://d.hatena.ne.jp/shi3z/20160223/1456181293
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エンターテインメント

VRボードゲーム アニュビスの仮面 ギフトテンインダストリ株式会社

Rez Infinite - Synesthesia Suit HADO meleap, Inc.

ソードアート・オンライン ザ・ビギニング Sponsored by IBM



エンターテインメント

「進撃の巨人展」360° 体感シアター “哮”

Underworld 4K＆360度のVRライブストリーミング Björk Digital ―音楽のVR・18日間の実験 7/18（月・祝）まで

攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver



ドキュメンタリー

Michelle Obama 360

My Mothers Wing / UN Inside Impact: East Africa / Clinton

THE DISPLACED / The New York Times

https://www.youtube.com/watch?v=0QY72R3ZDzw
http://www.moguravr.com/my-mothers-wing/
https://www.facebook.com/clintonglobalinitiative/videos/10153250212525318/
http://dragons.org/creators/imraan-ismail/work/the-displaced/


http://www.nhk.or.jp/olympic/360/



https://www.youtube.com/watch?v=tbJkOCyBfpY

http://www.msf.ie/article/msf-technology-exciting-future-msf-hospital-design

国境なき医師団 野営施設のシミュレーション
MSF Virtual Reality | Hospital Design Using 3D Printing and VR

https://www.youtube.com/watch?v=tbJkOCyBfpY
http://www.msf.ie/article/msf-technology-exciting-future-msf-hospital-design


http://www.aut.ac.jp/news/univ_news/entry-1466.html

津波体験ドライビングシミュレーター
愛知工科大学 情報メディア学科 板宮朋基准教授

http://www.aut.ac.jp/news/univ_news/entry-1466.html


http://www3.nhk.or.jp/news/fukushima360/

失われた日常 ～福島第一原発事故～ 360°VR報告

http://www3.nhk.or.jp/news/fukushima360/
http://www3.nhk.or.jp/news/fukushima360/


http://www3.nhk.or.jp/news/fukushima360/

失われた日常 ～福島第一原発事故～ 360°VR報告

http://www3.nhk.or.jp/news/fukushima360/
http://www3.nhk.or.jp/news/fukushima360/


http://www.kolor.com/virtual-tours-files/20140818-kolor-lewis-whyld/#s=pano108

THE GAZA WAR MAP

http://www.kolor.com/virtual-tours-files/20140818-kolor-lewis-whyld/#s=pano108


http://www.kolor.com/virtual-tours-files/20140818-kolor-lewis-whyld/#s=pano108

THE GAZA WAR MAP

http://www.kolor.com/virtual-tours-files/20140818-kolor-lewis-whyld/#s=pano108


HYPER-REALITY

http://www.gizmodo.jp/2016/05/ar_hyper_reality.html

Keiichi Matsuda

https://vimeo.com/166807261

http://www.gizmodo.jp/2016/05/ar_hyper_reality.html


http://www.gizmodo.jp/2016/05/ar_hyper_reality.html

HYPER-REALITY
Keiichi Matsuda

https://vimeo.com/166807261

http://www.gizmodo.jp/2016/05/ar_hyper_reality.html
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渡邊課 c/watanabe-ka

今後の情報体験の在り方を追求するために、新
たなビジュアル言語の可能性として全天球コン
テンツづくりに取り組む映像チーム

@_wato



全天球動画って？

上下左右全方位のパノラマ動画。360度、自分の好きな視点で動画を見回すことができ、 

まるでその場にいるかのような臨場感を体験することができます。
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全天球動画の公開先
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オンライン

オフライン



撮影機材
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フォーマット：MP4 / 4K（3840×1920 / 30fps - 60fps）



渡邊課のコンセプト

1.映像制作をデザインの延長として考える 
・ユーザー視点のストーリー作り 

・させたい体験から逆算した撮影 

・解禁後のSNSの広がりを意識 

2.あたらしい技術を使う 
・毎回の撮影ごとにチャレンジを一つ入れる 

・VR自体はもう、ちょっと古くなってきてる
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定点撮影（映り込みナシ）

タワレコ店頭イベント
今回のイベントの特徴としては、下記の通りかと

思います。体験されたお客様からは、「もっと見

たい」という声や、複数回見に来るリピーターも。

全天球動画の撮影方法

移動撮影（映り込みアリ）
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吊り撮影 水中での撮影

空中撮影（ドローン）

特殊な撮影方法
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テニスボール視点

全天球動画の表現方法　実験編

囲み

スケール感の操作

タイポグラフィ



それでは映像を体験してもらいます。 
（リアクション大きめの方、是非！）
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・スケールや空間をリアルに認識できる 

・五感で感じる体験になる 

・時間と空間を超えることができる 
 
・デジタル空間と現実空間をブリッジする
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VRでの表現で向いていること



作ってみよー！ 
VR 4コマをTHETA Sを使って。
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VR参考図書

http://www.amazon.co.jp/dp/4091848184

http://www.amazon.co.jp/dp/4091848184


Adobe Premier CC
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編集に使ったソフト

Mettle SkyBOX
http://www.mettle.com/product-category/
360-vr-plugin-for-premiere-pro/

※AfterEffects用のプラグインもあります



Team A：アンパン視点

https://youtu.be/U0sCHzSY-xQ

https://youtu.be/U0sCHzSY-xQ


Team B：透明人間視点

https://youtu.be/Tfq8WtxvYtM

https://youtu.be/Tfq8WtxvYtM


YouTubeへのチャンネル登録をお願いします。

https://www.youtube.com/channel/UCJ6abuaDnZWXHbvQxX1Gkbg

https://www.youtube.com/channel/UCJ6abuaDnZWXHbvQxX1Gkbg

