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デジタルコンテンツEXPOとは
コンピュータ技術の発展と足並みを合わせて成長を遂げてきたデジタルコ
ンテンツは、ゲームやアニメなどの産業を発展させるとともに、芸術表現の
場として新たな文化を生み出してきました。コンピュータグラフィックスや
バーチャルリアリティなどの関連技術は、コンテンツ産業の発展を牽引する
だけでなく、医療やバイオなど多彩な分野へも応用の幅を広げています。
デジタルコンテンツEXPOは、こうしたデジタルコンテンツ分野で活躍する
研究者やクリエイター、企業関係者等が参加し、最新の情報を交換しなが
ら、デジタルコンテンツ産業の5年、10年先の将来像を描き出す国際的イ
ベントです。

1F

入口

7F
日本科学未来館

日本科学未来館で、展示やシンポジウム、セミナー、ワークショップ、映像上映等の
様々なプログラムを開催します。

会場のご案内
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未来館ホール
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企画展示ゾーン

シンボルゾーン

デジタルコンテンツEXPO 2016
2016.10.27(thu)-30(sun) 10:00-17:00
会場 ： 日本科学未来館
入場無料 ※一部プログラムでは受講料等が必要です。

※日本科学未来館の展示施設への入場は有料となります。
※27日午後は招待者デーです。一般の方も事前予約すれば、ご入場いただけます。

経済産業省
一般財団法人デジタルコンテンツ協会

主　催 共　催

日本科学未来館

総務省、文化庁、観光庁、東京都、江東区、東京商工会議所

CG－ARTS協会（公益財団法人画像情報教育振興協会）、一般財団法人家電製品協会、一般社団法人電子情報技術産業協会、
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、一般社団法人日本動画協会、一般社団法人VFX－JAPAN、
公益財団法人ユニジャパン、日本バーチャルリアリティ学会、超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム、3Dコンソーシアム、立体映像産業推進協議会

上海マルチメディア産業協会、日中CG文化交流協会、香港貿易発展局、韓国コンテンツ振興院、台湾デジタルコンテンツ推進室
※国・地域のアルファベット順

後　援

協　力

協　賛

メディアパートナー

B01 【金賞】Project Morpheus(PlayStation®VR)
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
≪講評≫2016年10月のPlayStation®VRの発売に向けて、
2014年の採択後もトラッキング精度の向上や視野角の拡大
など技術面の改良に取り組みながら、世界中のパートナーとコ
ンテンツタイトルの充実をはかるなど、技術とコンテンツを連
携させた取り組みが評価でき、大きな市場創出に向けた期待
感が感じられる。

B02 【銀賞】WHILL
WHILL 株式会社
≪講評≫電動車椅子や福祉用具の取り扱いのない店舗での新たな
販売網の構築や介護保険を利用したレンタル品への採用、米国食品
医薬品局（Food and Drug Administration、FDA）の認可取得、伊
勢志摩サミットでのデモンストレーションなど、国際市場に向けた活
発な取り組みが評価できる。今後は福祉機器としてだけでなく、公道
走行可能なパーソナルモビリティとしての進化にも期待がかかる。

B03 【銅賞】AgIc回路プリンタ
東京大学 情報理工学系研究科 川原研究室 / AgIC株式会社
≪講評≫導電性銀ナノインクを消す技術やB0サイズの大判印
刷技術の開発、学習教材としての販売、接着剤メーカーとの連
携による布地等への電子部品の自由な取り付けの実現、印刷
による厚さ約0.1mmの床暖房シートなど、特定の分野にとら
われず、独創的な技術を活かすことのできる産業分野に果敢に
挑戦し、成果を挙げている点が評価できる。

B04 【銅賞】FOVE - 視線追跡型仮想現実HMD
株式会社FOVE
≪講評≫日本及び韓国で約7,000店舗のインターネットカフェ
を展開する事業者と提携し、月間2,500万人ユーザーにアプ
ローチできるプラットフォームを構築したことに加え、開発者向
けSDKの公開、1100万ドル（12.3億円）の資金調達など、
2015年6月の試作機完成から2016年秋の本販売までのわ
ずか1年余りでのスピード感のある取り組みが評価できる。

C22 第24回国際学生対抗
 バーチャルリアリティコンテスト
日本バーチャルリアリティ学会　IVRC実行委員会
国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト（IVRC , 
International collegiate Virtual Reality Contest）は、学
生が企画・制作したインタラクティブ作品の新規性・技術的チャ
レンジ・体験のインパクトを競うコンテストです。参加チームは、
全く新しいインタラクティブ作品・VRシステムを企画し、実際に
デバイスの製作やコンテンツの作り込みを行なっていくことに
なります。完成した作品は、体験型展示を通じて審査され、受賞
作品が決定されます。

C23 オムニジャンプ
株式会社ハシラス
VR（ヴァーチャル・リアリティ）技術を身体の活性化やトレーニ
ング、福祉スポーツに役立てようという試みです。ゴムの力で
高く飛べる装置を装着し、実際よりも高く飛びながら、VR世界
では更にもう少し高く跳ぶ体験ができます。また、この手法は、
VRワールドの中を体感が完全に一致した状態で、安全に、全て
の方向に跳ぶことができるものとなります。S03 8K:VRシアター

【協力】株式会社NHKメディアテクノロジー
　　　株式会社NHKエンタープライズ
8K:VRシアターは、新世代のメディア技術「8Kスーパーハイビジョン」を活用したシア
ター型のVR体験システムです。2015年に制作した第1作「Aoi～碧～サカナクション」で
は、等身大のサカナクションが目の前に現れて、白熱のライブ演奏を繰り広げます。これは
8Kテクノロジーをエンタテインメント体験に応用した、初めての試みであり、世界的にも新
規性の極めて高いプロジェクトです。

G01 えいごーぐる（やのせん）／G02 Projection Ball（Crescent）／G03 プロジェクション
カード「心霊写真」（プロジェクションカードバンド）／G04 業務フローを変える！ビジネスチャッ
ト「ShareTalk®」とデジタルワークプレイス「StampFlow®」（セールスワン株式会社）／
G05 VISTouch（株式会社CENOTE）／G06　VR リズムアクション SEIYA（株式会社ワンド
ブイ）／G07 Webmo: ウェブエンジニアとウェブデザイナのためのモーター（シードルインタラ
クションデザイン株式会社）／G08 アクチュエイテッド・ウェア（weartronica）／G09　コロガ
ルバトン（東京電機大学 松浦研究室）／G10 ショッキング ラブ（KAKUNI）

T16 Unlimited Corridor
東京大学大学院情報理工学系研究科 廣瀬・谷川・鳴海
研究室／ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社
Unlimited Corridorは、HMDを被って歩き回ることで、VR世
界の工事中の高層ビルの足場を自分の足で歩きまわって探索
することができるVRコンテンツです。地上200mの足場の上
を慎重に歩き、子供が飛ばしてしまった風船をキャッチしてくだ
さい。工事中の現場なので何が起こるかわかりません、くれぐ
れも気をつけて。

プログラム

Innovative Technologiesは、コンテンツ産業の発展に大きな貢献が期
待される技術の発掘を目的として、経済産業省が行う事業です。

Featuresは、その年に特に注目が集まっている技術を取り上げて、展示や
シンポジウム等で紹介するプログラムです。今年のテーマは、「スポーツイ
ベントで活用が期待できるコンテンツ技術」です。オリンピックやパラリン
ピックなどのスポーツイベントにおいて活用が期待される、多言語翻訳や
超臨場感映像など、この分野の最新動向をデジタルコンテンツEXPOで
Featureします。

Content Technology Showcase (CTS) は、企業や大学で開発された
先進のコンテンツ技術を紹介するプログラムです。

ガジェットJAPANは、先進のコンテンツ技術と独創的な発想から生まれた
ユニークなデバイスやソフトウェアを一堂に集め、展示する催しです。

オリンピックイヤーである2016年は、スポーツに大き
な関心が集まる年となりました。スポーツ観戦は臨場感
が高まるとさらにおもしろさが増します。そこで今年の
デジタルコンテンツEXPOでは、実際に体験できる超
臨場感映像シアターを集め、未来のスポーツ観戦を先
取りできる機会を設けました。

ガジェットJAPANは、先進のコンテンツ技術と独創的な発想から生まれたユニークな
デバイスやソフトウェアを一堂に集め、展示する催しです。
※展示期間は10月29日（土）～30日（日）です。G01とG03は30日のみの展示と
なります。

7F 展示
2012年度から2015年度の過去4年間のInnovative 
Technologies採択技術の中からアンケートによる実用化進
捗調査を実施し、その結果をもとに厳正な審査を行い、以下の
ように決定しました。
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１４：１5-１５：5０
センターステージ

10.30(sun)

15:00-17:00
未来館ホール

14:30-15:45
センターステージ

12:15-12:50
センターステージ

10:30-16:30
会議室2

16:10-17:00
センターステージ

13:15-14:15
センターステージ

10.28(fri)

13：10-14：３０
センターステージ

11:00-11：55
センターステージ

13:10-14:55
センターステージ

12:10-12:55
センターステージ

15:１５-１６：４５
センターステージ

13:00-１４：４５
未来館ホール

15：10-16：50
会議室2

10：30-17:00
未来館ホール

13：30-14：50
会議室2

10.29(sat)

15：15-16：45
未来館ホール

10.27(thu)

建築・デザイン向けＶＲツール「ＳＹＭＭＥＴＲＹ（シンメトリー）」開発現場から。ＶＲによる次世代プレゼンテーション及びワークフロー
建築・デザイン向けＶＲツール「ＳＹＭＭＥＴＲＹ（シンメトリー）」の開発現場から、ＶＲによる体験型のプレゼンテーション、社内業務での利用についての知見を語る。
沼倉 正吾　DVERSE Inc.CEO

アニメーションマスタークラス2016：実践に学ぶVRコンテンツ制作
2016年はVR元年とも呼ばれ、大変な注目を集めています。が、VRコンテンツ制作には従来の映像手法や経験が通用しない危険なトラップが数多く潜んでいます。この
クラスでは、Oculus社に所属、先陣を切ってVRコンテンツ開発に着手し、VR開発の駆け込み寺としてトラブルを解決してきた講師により、Oculus Story Studioの数々
の実例を中心に、VRの仕組みから制作作法、VR特有のリスクの回避方法、最新トレンド情報、世界へ配信する手順まで余すことなく学ぶことができます。
近藤 義仁　Oculus   Partner Engineering Specialist

未踏セッション
メディアアート業界のトップランナーであり、筑波大学の助教としても活躍する落合陽一先生をお招きし、現在の研究や未踏事業についてご講演いただ
きます。また、未踏事業を修了し、現在産学界で活躍する方々や、未踏事業の統括プロジェクトマネージャーである竹内郁雄東京大学名誉教授からも、未
踏の魅力や最新のIT業界について様々な角度から語っていただきます。※未踏事業は、IPA（独立行政
法人情報処理推進機構）が実施する「突出したIT人材」を発掘・育成する事業です。
落合 陽一　メディアアーティスト　筑波大学助教 デジタルネイチャー研究室主宰　Pixie Dust Technologies CEO／
青木 崇行　カディンチェ株式会社　代表取締役社長／和家 尚希　東京大学大学院　情報理工学系研究科　知能機械情報学専攻／
竹内 郁雄　東京大学　名誉教授

ASIAGRAPH2016 創（つむぎ）賞・匠（たくみ）賞 授賞式／匠賞記念トーク「コミュニケーションを創るアート、つなぐデザイン」
今年の匠（たくみ）賞は、日本を代表する建築家の一人として、建築界のノーベル賞とも称されるプリ
ツカー賞をはじめとする数々の賞を受賞し、来月オープンの「すみだ北斎美術館」も話題の妹島和世
氏に贈られます。匠賞受賞記念トークとして、世界的CGアーティストである河口洋一郎氏が、妹島和
世氏の建築の魅力に迫ります。また、今年の創（つむぎ）賞は、『秒速5センチメートル』や最新作『君の
名は。』で多くの観客を魅了し続けている新海誠監督に贈られます。その授賞式を行います。
匠賞授賞式・記念トーク 妹島 和世　建築家／河口 洋一郎　東京大学大学院 教授/アーティスト
創賞授賞式 新海 誠　アニメーション監督

第24回国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト
毎年恒例、IVRCの表彰式です。今年も日本全国から集まった全100件の応募作品の中から書類審査、予選大会の長い戦いを勝ち抜いた作品と、フラン
スLavalVirtual学生作品の中から選出された1作品をシードとして加え、未来館の舞台で優勝を賭けた最後の戦いを繰り広げます。感動のフィナーレを
迎える表彰式では、総合優勝をはじめ、各協賛企業賞、ラヴァルバーチャル賞等の栄誉と豪華副賞が贈られます。 お見逃しなく！

デジタル化によるアニメの可能性
日本のアニメ制作も近年デジタル化が急速に進みつつあります。そうしたデジタル化によるアニメの可能性について、手描き調の3DCGを武器にアニメ
業界を牽引してきたサンジゲンの企画開発・プロデュースを担当するウルトラスーパーピクチャーズの平澤直氏と、いち早くフルデジタルでの2Dアニ
メーション制作に取り組んでいるオー・エル・エムの加藤浩幸氏をパネリストに迎え、メディアコンテンツ研究家としてあるべきエンタテインメントの姿を模
索するための研鑽を行うことを目的とした「黒川塾」を運営している黒川文雄氏をモデレーターに迎えてお話をお伺いいたします。
モデレーター 黒川 文雄　株式会社ジェミニエンタテインメント　代表取締役／メディアコンテンツ研究家
パネリスト 平澤 直　株式会社ウルトラスーパーピクチャーズ　プロデューサー／パネリスト 加藤 浩幸　株式会社オー・エル・エム　アニメーションプロデューサー

AIが変えるコンテンツの未来
様々な分野でAIが利用されるようになり、AIによって人々の生活が変わるのではないかと話題となっています。今回のシンポジウムでは、AIが変えるコンテンツの未
来と題し、「人狼」をプレイする人工知能の開発を進めている大澤博隆氏、現実空間に「冴えない彼女の育てかた」のヒロイン加藤恵を呼び出す取り組みである「加藤
恵Project」の開発を手掛ける倉田宜典氏、ホログラムのように映し出される2次元キャラクターに話しかけることできる「Gatebox」を開発している武地実氏をパ
ネリストに、著書「絵でわかる人工知能 明日使いたくなるキーワード68」が人気を博している三宅陽一郎氏をモデレーターに迎えてお話をお伺いいたします。
モデレーター 三宅 陽一郎　株式会社スクウェア・エニックス　テクノロジー推進部　リードAIリサーチャー／パネリスト 大澤 博隆　筑波大学　システム情報系　助教
パネリスト 倉田 宜典　ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社　プロダクトビジネスグループ　スマートプロダクツ部門　エージェント企画開発室　室長
パネリスト 武地 実　株式会社ウィンクル　代表取締役社長

16:05-17:00
センターステージ

SIGGRAPH 2016 Computer Animation Festival 入賞作品上映
「SIGGRAPH」の人気プログラム「Computer Animation Festival (CAF)」の入賞作の中から、選りすぐりの作品を
今年もDCEXPOで上映します。

■1F センターステージ　■7F 会議室-2　■7F 未来館ホール
※各プログラムに記載してある時間は開演の時間です。各会場、プログラムによって時間の変更/延長がございます。

人々が集う場における情報メディアの未来 ～ JST CREST 多人数調和型情報提示技術プロジェクト 最終成果報告会 ～
スマホもパソコンも、メディア技術は「あなた」のためにどんどんパーソナライズされてきました。しかし、みんなで集まってコンピュータを使う場合はどう
でしょうか？我々は、場に集う人々の対面コミュニケーションを重視した「多人数調和型の情報提示技術」の研究に取り組んできました。
苗村 健　東京大学大学院　情報学環　教授／筧 康明　慶應義塾大学　環境情報学部　准教授／
吉田 俊介　国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT)　ユニバーサルコミュニケーション研究所　主任研究員／大橋 一広　株式会社イトーキ　先端研究統括部兼ソリューション開発統括部　統括部長・先端技術研究所　所長

SIGGRAPH2016 Computer Animation Festival 入賞作品上映
世界最大のCGとインタラクティブの国際会議「SIGGRAPH」の人気プログラム「Computer 
Animation Festival (CAF)」には、今年も世界中から数百本の作品が応募されました。その入賞
作の中から、選りすぐりの作品を今年もDCEXPOで上映します。

「コンテンツ産業の市場規模と動向」と 「オンライン動画ビジネスの最新動向」
「コンテンツ産業の市場規模と動向」では約12兆円の市場を、映画、カラオケ、コンサート、アーケードゲーム、雑誌、電子書籍など４０項目のコンテンツビジネスのセグメ
ントに分解して伸長の動向等を解説します。最新の統計データから読み取れる成長セグメント、減少セグメントの分布を展望する絶好の機会です。また、「オンライン動画
ビジネスの最新動向」では今注目されているオンライン動画ビジネスの市場概況および「Ameba」を活用した企業の最新動画プロモーション事例などをご紹介します。
木下 勇一　一般財団法人デジタルコンテンツ協会 調査部 主幹／綾瀬 龍一　株式会社サイバーエージェント Ameba統括本部 広告部門(MDH） ブランドマーケティング部 Ameba Video Ad局／
小倉 忠博　株式会社サイバーエージェント Ameba統括本部 広告部門(MDH） ブランドマーケティング部 プロダクトディベロップメント&マーケティング局 FRESH!グループ

インタラクティブの未来像
講演「Interactive Technology, Touching Virtual Worlds」
米国でVR/ARのコンテンツ及びハードウェア制作に長年従事して
きたKenisky氏が、自身が開発してきた技術やイン
タラクティブ技術の今後の展望について語ります。
Jeremy Kenisky　
Vice President of Merge VR, Founder of Zoo-AR, 
Chair of Emerging Technologies, SIGGRAPH 2017

VR/ARを含むインタラクティブ技術に注目が集まっています。今後、インタラクティブ技
術の開発や応用が進むことで私たちの仕事、暮らし、学習、余暇、医療はどう変わっていく
のか等について、Kenisky氏を交えてパネル・ディスカッションを行います。
廣瀬 通孝　東京大学 大学院 情報理工学研究科 教授
岩城 進之介　株式会社ドワンゴ　マルチデバイス企
画開発部 先端演出技術開発セクション マネージャー

市原 健介　一般財団法人デジタルコンテンツ協会　
専務理事 【モデレータ】

Japan VR Fest（旧オキュフェス）開発者会　皆の10分を繋げてVRの未来を作る
Japan VR Fest（旧オキュフェス）による第1回開発者会議を開催いたします。HMD向けのコンテンツの開発者による登壇大会となります。
高橋 建滋　株式会社桜花一門　代表取締役社長

B2Bに向けた没入型VRコンテンツ
NOITOMの創設者でCTOのDr.Tristan Ruoli Daiが、グローバルな視点で教育分野から自動車分野及びエンターテインメント分野まで幅
広く活用される最新の仮想現実（VR）技術を紹介すると共に、ユーザー目線での最新のコンテンツ開発について紹介します。
Dr. Tristan Ruoli Dai　CTO, Noitom Ltd. 

シンポジウム・ステージ

コミュニケーションとロボット、VRの最新ビジネス動向
最新のIT・エレクトロニクスの市場調査しているシード・プランニングによる『コミュニケーションとロボット』とVRをテーマとしたセミナーです。『コミュニ
ケーションとロボット』では、ロボットとのコミュニケーションやロボットを通じてのコミュニケーションのように、コミュニケーションの対象や方法の変化と
そのビジネスをご紹介。VRでは、今注目の最新ビジネス動向を講演。
◎コミュニケーションとロボットのビジネス動向　・ロボットとのコミュニケーション　・ロボットを通じてのコミュニケーション
◎バーチャルリアリティ（VR）最新動向と事例、最新トレンドを読む　・VRの最新動向、ビジネス事例　・関連市場調査レポートのご紹介
原 健二　株式会社シード・プランニング　執行役員　リサーチ＆コンサルティング部　主任研究員／川田 宏之　フリージャーナリスト　大型映像評論家　映像新聞記者　月刊サイン＆ディスプレイ記者

InnovativeTechnologies採択技術ショートプレゼンテーション 01
「Innovative Technologies」の採択技術を、開発者自らがステージでプレゼンテーションします。

「日本から世界へ：SXSW活用法」～エキスパートが語る；日本のベンチャーがSXSWに行くべき理由と成功の秘訣～
SXSWは、米国テキサス州オースティンで毎年3月に開催されるMusic・Film・Interactiveの三本柱で行われるフェスティバル。期間中は1500を超える講演、200本以上の映画上映、
2500以上のライブが行われ、街中がSXSW一色に変わります。TwitterやFoursquareを生み出した「ITスタートアップの登竜門」とも呼ばれるSXSWの有効な活用法を紹介します。
鈴木 貴歩　ParadeAll株式会社　代表取締役／沼倉 正吾　DVERSE Inc.CEO／斎藤 迅　株式会社SIX Lyric Speaker開発リーダー

岩城 進之介廣瀬 通孝 市原 健介Jeremy Kenisky

Dr. Tristan Ruoli Dai

言葉や聴力の壁を乗り越える日本発のコンテンツ技術を体験！～音のユニバーサルデザイン化支援システム「おもてなしガイド」～
空港や鉄道、ショッピングのアナウンス、テーマパークのショーやパレードなどは、「言葉がわからない」「音が聴こえない」と内容を理解することができませ
ん。自動翻訳機でも対応できなかったそうした問題をインターネットを使わずに解決する、音のユニバーサルデザイン化支援システム「おもてなしガイド」
にいま、注目が集まっています。言葉の壁がなくなれば、海外旅行はもっとたのしくなります！本シンポジウムでは、実際のアナウンスや映像作品などを通
じて、言葉や聴力の壁を乗り越える事を実現した日本発の新システムをご体感いただけます。
瀬戸 優樹　ヤマハ株式会社 チーフプロデューサー

オリンピック・パラリンピックにおけるコンテンツ技術の可能性 
～東京2020公認プログラム（経済・テクノロジー）～
2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されることで、スポーツ業界に注目が集まっています。そうしたスポーツ業界
に、HMDやドローンなどコンテンツ産業で使われた技術を導入することで新しいスポーツを生み出そうという試みも行われて
います。本シンポジウムでは、コンテンツ技術による新しいスポーツの可能性について、研究者、開発者及びアスリートそれぞれ
の立場から提言するトークセッションを開催します。※本件は、経済産業省主催による東京2020公認プログラム（経済・テクノロジー）です。
稲見 昌彦　東京大学 先端科学技術研究センター　教授
柏野 牧夫　日本電信電話株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所　上席特別研究員・人間情報研究部長
室伏 広治　東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 スポーツ局長（兼務 スポーツディレクター）

大日方 邦子

START ME UP AWARDS 2016
”エンターテインメントに特化したグローバルなITサービス”を主体とした事業企画、スタートアップ企
業・経営者のためのコンペティション。資本金5千万円以内、設立２年以内の法人、もしくは優れた事業
アイディアを持つ個人を対象とし、起業家・ベンチャー企業とクリエイターのマッチング創出にも寄与し
ています。
【オーガナイザー】山口 哲一　株式会社バグ・コーポレーション 代表取締役
【特別審査員】笹本 裕　Twitter Japan株式会社 代表取締役／清水 英明　株式会社スペースシャワーネットワーク 代表取締役社長／
中江 康人　株式会社AOI Pro. 代表取締役 グループCEO／中村 伊知哉　慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授／
松野 玲　株式会社VVJ 代表取締役社長／吉田 正樹　株式会社ワタナベエンターテインメント 会長11:00-11：55

センターステージ InnovativeTechnologies採択技術ショートプレゼンテーション 02
「Innovative Technologies」の採択技術を、開発者自らがステージでプレゼンテーションします。

11：00-11：５０
センターステージ InnovativeTechnologies採択技術ショートプレゼンテーション 03

「Innovative Technologies」の採択技術を、開発者自らがステージでプレゼンテーションします。

稲見 昌彦 柏野 牧夫

室伏 広治 大日方 邦子
日本パラリンピアンズ協会　副会長／日本パラリンピック委員会　運営委員／産業構造審議会　2020未来開拓部会　委員／
1998年長野冬季パラリンピック金メダリスト／株式会社　電通パブリックリレーションズ　営業推進部　オリンピック・パラリンピック部シニア・コンサルタント

12:10-12:55
センターステージ テクノロジーとアートが紡ぐ身体の未来：JST ACCEL「身体性メディアプロジェクト」第2回 シンポジウム

JST ACCEL身体性メディアプロジェクト「触原色に立脚した身体性メディア技術の基盤構築と応用展開」（研究代表者：舘暲 東京大学名誉教授）では、触原色原理に基づく触覚伝送
モジュールを開発し産業界や一般のユーザーに広く提供することで、触覚を有する身体的経験の記録・伝送・再生を可能とする製品やサービスの早期創出を推進しています。本シン
ポジウムでは、身体性メディアの中でも特に、テクノロジーやアートとの関連性のなかで拡張してゆく人間の身体性に焦点をあてて議論し、それらが紡ぐ未来について展望します。
舘 暲　東京大学 高齢社会総合研究機構・東京大学 名誉教授／猪子 寿之　 チームラボ代表

和家 尚希青木 崇行落合 陽一 竹内 郁雄

舘 暲 猪子 寿之

妹島 和世
Photo: Aiko Suzuki

河口 洋一郎 新海 誠

清水 英明 中江 康人

吉田 正樹

山口 哲一 笹本 裕

中村 伊知哉 松野 玲

匠賞授賞式・記念トーク 創賞授賞式
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F02 ジャックイン スタジアム
凸版印刷株式会社／東京大学大学院情報学環 暦本研究室
暦本教授の提唱するIoA （ Internet of Abilities ：能力のネットワーク）の
概念から次世代のスポーツ観戦を実現しました。スポーツ会場にあるテレプ
レゼンス・ロボットに遠隔地の応援会場からサポーターが乗り移る（ジャック
イン）ことで、あたかもその場にいるように応援したり、動き回ったり、選手と
会話ができます。JackIn Stadiumにより臨場感あふれる新しいスポーツ体
験を提供します。

F01 ３次元リアルタイム物体追跡
日本放送協会
様々な動きをするボールを3次元空間内で追跡し、CGを用いて、その動き
をわかりやすくリアルタイムに可視化するシステムを開発しました。多視点
カメラの映像のみから画像上のボールを抽出し、カメラの位置・姿勢からそ
の3次元位置を算出します。これにより、カメラの映像上にボールの軌跡CG
が描画できます。また、ボールの位置情報から速度を算出することで、位置
だけでなく速度の数値データも表示できます。

F03 スポーツ映像閲覧用のスマートシステム
NPO法人スポーツ映像利用普及協会（スマートコンソーシアム）
この展示では、Smart-Systemの中心である、サーバーシステムと、そのた
めのプレーヤーシステムを展示します。プレーヤーシステムで、スポーツ映
像を見ることで、コマ送りやスローモーション、サムネイルの重要さを認識し
て頂くことが出来ます。また、マルチカメラの切り替え、スローとノーマルの
高速切替えも、実際に閲覧してもらうことができます。

F06 Telepathy Walker, AR プラットフォーム
株式会社テレパシージャパン
実在の遊園地内での各施設の紹介をBLEビーコンを用いた屋内測位・位置
情報ソリューションをベースのアプリケーションソフトウェアと組み合わせる
ことで実践した実演をTelepathy Walkerを用いて行います。まさにARプ
ラットフォームとしてのデモンストレーションを体験していただきます。

Innovative Technologiesは、コンテンツ産業の発展に大きな貢献が
期待される技術の発掘を目的として、経済産業省が行う事業です。T01
～T20が2016年度の採択技術です。

Featuresは、その年に特に注目が集まっている技術を取り上げて、展示やシ
ンポジウム等で紹介するプログラムです。今年のテーマは、「スポーツイベン
トで活用が期待できるコンテンツ技術」です。オリンピックやパラリンピックな
どのスポーツイベントにおいて活用が期待される、多言語翻訳や超臨場感映
像など、この分野の最新動向をデジタルコンテンツEXPOでFeatureします。

T01 Luminescent Tentacles
金沢美術工芸大学 美術工芸学部 中安研究室
Luminescent Tentaclesは、イソギンチャクの触手をモチーフとして開発し
たスケーラブルなキネティックサーフェースシステムです。かざした手の動き
に合わせて、256本の触手が先端の光とともに柔らかく曲がり、音楽を奏でま
す。また、流体シミュレーションを利用して、波紋のように触手の動きが伝搬す
る表現を実現しています。Luminescent Tentaclesでは、波間に漂うイソギ
ンチャクの触手のような美しいキネティックアート表現を目指しています。

T02 fVisiOn: 全周360度から観察可能なテーブル型メガネなし3Dディスプレイ
国立研究開発法人情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所
SFやマンガに描かれるような「空想上の3Dゲーム」をイメージした技術展
示をします。テーブルに並べられたカードを特定のエリアに置くことで、
カードに描かれたキャラクタが裸眼で見える3D映像としてテーブル上に
召喚されます。キャラクタ達の決闘シーンは、周囲360度からみんなで見
て楽しむことができます。また別のカードでは、ちっちゃなバーチャルアイド
ルが登場し、情熱的な歌と踊りを披露します。

T03 自律型ロボットを用いたリアルタイム戦略ゲームシステム「CODE HORIZON」
株式会社ミラ
「CODE HORIZON」は、テーブル上のリアルなロボットとアプリ上のバー
チャルな部隊を指揮して対戦する、全く新しいタイプの戦略ボードゲーム
です。プレイヤーは、テーブル上のリアルな３体のロボット「ヴァルキリー
ローバー（VRO）」と、専用アプリ上のバーチャルな歩兵部隊「マーシナ
リー」を戦略的に配備し、敵の情報を収集、相手の動きを予測して、策を企
て、敵を倒します。

T04 Qoncept 4D Tracker
株式会社コンセプト／データスタジアム株式会社
実際にトラッキングを体験いただけます！バレーボールまたは卓球のプ
レーをリアルタイムで解析し、球速表示やCGでのリアルタイム再現を行い
ます。

T05 ホログラフィックウィスパー
ピクシーダストテクノロジーズ
本展示では、超音波を用いて空中にスピーカを配置する技術について紹介
します。多数の超音波振動子を個別に制御することで焦点を結びます。こ
の焦点からは、超音波の変調成分が可聴音となって放射されます。何もな
い空中に点音源を配置することができ、その移動や発生・消滅も自在に操
ることができます。これにより、従来のスピーカの概念を越えた音響空間設
計が可能となります。

T06 TABO
touch.plus / 株式会社バスキュール / プログレステクノロジーズ株式会社
TABO（ターボ）は、タブレットの上で動く小さなロボットです。ヒトがスク
リーンにタッチするのと同じように、TABOもタッチすることでコンテンツ
と連動します。スクリーンコンテンツの刺激に麻痺した現代の子どもたちを
プログラム学習の世界に引き込む、エデュケーション・ロボットです。バー
チャルとリアルの垣根がなくなっていく、これからの時代のための新しいプ
ログラミング学習環境です。

T07 8K Time into Space
NHK／MIT Media Lab
テレビ番組をたくさんのシーンの映像に分けて同時に表示してみると、一
目でどんな番組かが見えてきます。近づいても一つ一つの映像がはっきり
見えると、気になったシーンをより詳しく知りたくなります。会場では、番組
に触って見たいところから楽しむ新しい視聴スタイルを“触れる8K”を使っ
て是非体験してください。

T08 PanoPlaza Movie/Live
カディンチェ株式会社
VR配信プラットフォームPanoPlaza Movie / Liveのデモとして、2台の
カメラを利用したステレオライブストリーミングの配信デモを行います。体
験者はヘッドマウントディスプレイOculus CV1※を用いての立体視中継
を体験できます。また、3DインタラクティブディスプレイzSpaceを用いた
VRアプリケーションの展示を行い、商品紹介や技術研修でのVRの可能性
を体験頂きます。※Oculus CV1はOculus社の登録商標です。

T09 フィジタルフィールド
東京大学 苗村研究室
Phygital Fieldは「Physical」な群ロボットと「Digital」な映像とが融合し
たコンテンツを表現するシステムです。プロジェクタで投影される映像全
体に含まれる位置に応じた情報でロボットを制御しているので、人がロボッ
トを邪魔したり動かしたりしてもすぐに元の状態にもどります。映像空間の
中で群ロボットが時間・空間的に同期して動作することで表現された世界を
ぜひ体験してみてください！

T10 HapTONE
電気通信大学　情報理工学研究科　情報学専攻　梶本研究室
HapTONEを使用した大人から子供まで楽しむことができる以下のアプリ
ケーションを展示します。木琴や鉄琴、ドラムなどを叩いているような感触
を提示する打楽器。鍵盤の押し込み動作中に弦の振動を提示し、バイオリ
ンやギターの弦を弾く感触を提示する弦楽器。カエルのアニメーションと
その跳ねるような触覚による「カエルの歌」の教示。これらをピアノの鍵盤
のような1つのインタフェースで体験することができます。

F04 【idoga VR】360VRライブ配信システム及び、8K相当の
360映像高画質配信ソリューション（パノラマ超エンジン）

株式会社クロスデバイス
PCのみならず、スマートフォンや、GearVR※1 / Oculus-Rift※2 などのヘッドマウントディスプレ
イ向けに360VR映像のライブ配信を実現いたしました。また、新たにTHETA S※3を使った簡単
パノラマライブ配信から、4K高精細専用カメラを使用した高品位パノラマライブ配信まで、あらゆ
る360パノラマライブニーズに対応。さらに、360°パノラマ映像の中に一般の放送波を合成して配
信するといった演出も可能です。※1 GearVRはサムスン電子ジャパン株式会社の登録商標です。
※2 Oculus-RiftはOculus社の登録商標です。※3 THETA Sは株式会社リコーの登録商標です。

F07 音響通信によるデバイス制御ソリューション
「Another Track（TM）」

エヴィクサー株式会社
劇場での利用例 ～明治座「SAKURA -JAPAN IN THE BOX-アプリ」を
展示しております。観客が自分のスマートフォンに劇場専用「SAKURA 
-JAPAN IN THE BOX-アプリ」をインストールして観劇すると、なじみのな
い日本文化を多言語で解説を受けることや、劇の進行に合わせた効果的な
演出を受けることで、本編をより魅力的に楽しむことが可能です。

F05 音のユニバーサルデザイン化支援システム「おもてなしガイド」
ヤマハ株式会社
「言葉がわからない！」「音が聞こえづらい」「音が聞こえない」 
そんな時に「おもてなしガイド」を使うと、アナウンス内容が文字になって確
認できるように！自動放送によるアナウンスでも、肉声によるアナウンスで
も、日本人には日本語、外国人には翻訳された外国語の文字が表示されま
す。本展示では、商業施設、電車、バスなどのアナウンスを実際に流していた
だき、インターネット配信なしに文字化する技術をご体感いただけます。

整理券発行デスク
　展示ブースに 整理券 の表示がある場合はこちらで整理券をお受け取り下さい。
10時より、10時30分から13時までの整理券を発行します
12時30分より、13時から15時までの整理券を発行します
14時30分より、15時から16時30分までの整理券を発行します

8K:VRシアター入場券引換所
予約をお持ちの方はこちらで入場券にお引き換えください。予約のない方は直接7階の当日待ち列にお
並び下さい 1F 展示



C12 VOOR - 3DVRトータルソリューション
株式会社リ・インベンション
VOORは、高品質なVR体験を実現するためのトータルソリューションです。
ハイスペックなカメラによる3DVR撮影、試聴するための高品質なビュー
ア、コンテンツ配信プラットフォーム、視聴時の生体安全性評価といったVR
の各要素技術に対して研究開発を行い、総合的にプロデュースしていくこと
で、高品質なVR体験を提供します。

C06 VR体験ドーム
凸版印刷株式会社
ヘッドマントディスプレイを使わずに、臨場感あふれる映像が堪能できるＶＲ
ドームを出展します。現地でなければ味わえない体験を、ドームスクリーンに
よって複数人で同時に楽しめる新体感スペースです。当日は凸版印刷
Featuresブースと連携し、会場内を走行するテレプレゼンス・ロボットから
のリアルタイム映像を中継、遠隔地相互コミュニケーションを体験していた
だけます。

C04 AI Communication 
株式会社 SHIFT PLUS 
AI Communicationとは、人と人とのCommunicationの中にAI技術を取
り入れる事によって、それをより豊かにするものです。株式会社
Nextremer、dataremerと共同でCommunicationサービスを開発して
います。このサービスをカスタマーサポート、営業支援、受付業務に導入す
ることにより、お客さまに、適切な回答を短時間で行うことができます。

C08 シーグラフ アジア 2016
シーグラフアジア2016 日本事務局
アジアで最大かつ最も権威のあるCGとインタラクティブ技術分野の祭典
「シーグラフアジア2016」が12月にマカオで開催されます。昨年の神戸開
催には、約50ヵ国から7,000人を超える研究者や企業関係者が来場し、第
一線の研究者や専門家による最先端の研究開発成果の発表の場として、高
い評価を得ています。ハードウェア及びソフトウェア、フィルム、ゲーム制作
に関する革新的な製品やサービスをご紹介します。

C16 建築・デザイン向けＶＲツール「ＳＹＭＭＥＴＲＹ
（シンメトリー）」開発現場から。ＶＲによる次
世代プレゼンテーション及びワークフロー

DVERSE.Inc
建築・デザイン向けVRツール「SYMMETRY（シンメトリー）」の開発現場か
ら、ＶＲによる体験型のプレゼンテーション、社内業務での利用についての知
見を語ります。

C07 LAVAL VIRTUAL 2017
LAVAL VIRTUAL
Laval Virtual は、VRやARの先端技術やインタラクティブメディアにおけ
るヨーロッパ最大のコンベンションです。見本市、アワード授賞式、国際会議
VRIC、学生コンテスト、国際公募デモ展「ReVolution」、スタートアップ支
援、コンテンツショーケース等多数のイベントで構成されており、1999年
から毎年、フランス西部の Laval で開催されています。次回は2017年3月
22～26日に開催予定です。ブースでは、Laval Virtual ReVolutionで展
示された最新ARイネージ技術紹介をします。

C20 床面インタラクティブ映像「タップトーク」 
株式会社ソリッドレイ研究所
人が入ると映像が変化する床面インタラクティブ映像「タップトーク」の新
コンテンツのデモを行います。
雪道を歩くと、足跡が残ります。
※その他コンテンツも展示予定

C11 Perception Neuron
Noitom Ltd.
仮想現実、VFX、ゲーム、アニメーション、スポーツ生体力学と医学分析に活
用される世界最小で最も適応性に優れ、広範囲での適応が可能なモーショ
ン・キャプチャーシステムであるPerception Neuronのデモ紹介をします。

C02 アプリの集客サプリ『ピカソニン』、VR観光アプリ等
株式会社フォアフロントテクノロジー
スマートフォンアプリをアトラクションツールに変身させる機能『ピカソニ
ン』のデモを実施します。
このツールではお絵かきをご自宅及び集客施設で楽しむことができ、アプリ
インストールと施設来訪の双方の動機付けを目指すものです。
またVR観光アプリでは、利用者に驚きを与え、閲覧時間の延長・情報の深掘
り意欲を促進させることを目指したアプリの実例をご紹介します。

C18 Project Alice
Noitom Ltd.
Project Aliceは、Noitom社最新のB2BVRソリューションで、大規模かつ
複数ユーザー間でのPhysicalなオブジェクト・インタラクション・ソリュー
ションを提供します。
プロジェクト・アリスは、VRテーマパークや映画試写体験など娯楽分野のみ
ならず、不動産、カーディーラーやバーチャル旅行などデジタル・ショールー
ムのような事業にも適応できます。

C19 ASIAGRAPH 2016 in Tokyo CG ART GALLERY
ASIAGRAPH CG Art gallery
日本、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピン、イ
ンドネシアなど、１０の国と地域から集まった、１００点以上に及ぶCG作品を
展示、上映します。招待展示、公募展示の２部門を実施。

C17 人々が集う場における情報メディアの未来 ～ JST CREST 
多人数調和型情報提示技術プロジェクト 最終成果報告会 ～

東京大学　苗村研究室
スマホもパソコンも，メディア技術は「あなた」のためにどんどんパーソナライズされてきました。
しかし，みんなで集まってコンピュータを使う場合はどうでしょうか？我々は，場に集う人々の対面コ
ミュニケーションを重視した「多人数調和型の情報提示技術」の研究に取り組んできました。本展
示では，平面的な画面から飛び出す空中像インタフェース・映像や音の中に付加情報を埋め込む情
報重畳技術・文具や紙をデジタル技術と融合させるコンピューティング技術などを紹介します。

C10 Noitom Biomotion
Noitom Ltd.
Noitom Biomotionは、パーソナルライフに於ける健康、改善にフォーカス
し開発されたギアです。先ずはゴルフのプロフェッショナルから初心者まで
オールプレイヤーのために作られたmySwingを紹介します。
mySwingを着用することで、生体測定データのフィードバックが即座に可
能です。
これは一連の診断テストを通して患者の体調と健康状態をモニタリングす
る医学専門的な概念で、日常生活にも適用されるものです。

C01 ３６０°撮影用ラジコン撮影機「Dolly 360」
株式会社キッズプレート
VRに必要な３６０°撮影には今までカメラマンが映り込んでしまうという問
題がありました。Dolly３６０はラジコン操作によりその問題を解決します。
カメラ位置の高さ調整をする事が可能なため、大人目線、子供目線などター
ゲットに合わせた撮影が可能です。また、ドローンの苦手とする狭い場所や
屋内での撮影もスムーズかつ簡単に撮影することができます。本展示では
実際にコントローラーを使ったデモを実施し、撮影動画素材を公開します。

C21 ASIAGRAPHこどもCGワークショップ
ASIAGRAPH CG ART GALLERY
ASIAGRAPHのクリエーターから、強く支持されるイラスト制作ソフト
CLIP STUDIO PAINTと、液晶ペンタブレットCintiq Companionで、CG
イラスト制作を体験できます。
大人も参加可能。予約不要、参加無料です。

C15 Lazy Arms
株式会社デイジー
ロボティクス、AI、リアルタイムサウンドシステムを融合し、オーケストラの指
揮者の如く、音と色を奏でることができます。体験者の動きを含めてエモー
ショナルな空間を構築します。

C03 人工知能（AI）活用の対話エンジンが創る、次
世代のコミュニケーションチャネル

株式会社Nextremer
「AIと人の新しいコミュニケーションの形を創造する」をテーマに、人工知能対話エン
ジンを搭載したロボット「AI-Samurai」と次世代対話システム「MINARAI」を展示し
ます。AI-samuraiはマイクやカメラなどの複数の入力を利用し、マルチモーダルな
対話が可能。「MINARAI」はシステムフローに「AIと人との協業」を導入した対話エ
ンジン。人間の会話パターンを学習する事でより高度な対話が可能になります。

C05 残像ドミノ
首都大学東京
残像ドミノは、儚さを感じさせるインタラクティブな作品です。ドミノ型のデ
バイスを用いてドミノ倒しを行うことで、次々と倒れるドミノの軌跡上に光の
残像を浮かび上がらせます。各ドミノには残像として提示される１文字を自
由に設定でき、ドミノを並べることで文章の構築が可能です。一つずつ並べ
られたドミノの列は、転倒の瞬間に一瞬で一度きりのメッセージを提示しま
す。この作品の儚さをぜひ体験してください。

Content Technology Showcase (CTS) は、企業や大学で開発され
た先進のコンテンツ技術を紹介するプログラムです。

T09 フィジタルフィールド
東京大学 苗村研究室
Phygital Fieldは「Physical」な群ロボットと「Digital」な映像とが融合し
たコンテンツを表現するシステムです。プロジェクタで投影される映像全
体に含まれる位置に応じた情報でロボットを制御しているので、人がロボッ
トを邪魔したり動かしたりしてもすぐに元の状態にもどります。映像空間の
中で群ロボットが時間・空間的に同期して動作することで表現された世界を
ぜひ体験してみてください！

T10 HapTONE
電気通信大学　情報理工学研究科　情報学専攻　梶本研究室
HapTONEを使用した大人から子供まで楽しむことができる以下のアプリ
ケーションを展示します。木琴や鉄琴、ドラムなどを叩いているような感触
を提示する打楽器。鍵盤の押し込み動作中に弦の振動を提示し、バイオリ
ンやギターの弦を弾く感触を提示する弦楽器。カエルのアニメーションと
その跳ねるような触覚による「カエルの歌」の教示。これらをピアノの鍵盤
のような1つのインタフェースで体験することができます。

T11 Cross-Field Haptics：多重場による触覚提示
筑波大学　デジタルネイチャー研究室
Cross-Field Hapticsは触覚提示デバイスです。本展示では、みなさんに
実際に装置に触れて、触覚提示やインタラクションを体験していただきま
す。磁性流体と静電吸着の技術を用い、柔らかさとザラザラ感を同時に変
化させて表現するアプリケーションを展示します。

T12 8K:VRシアター
NHKメディアテクノロジー ／ NHKエンタープライズ
会期中、7階のイノベーションホールで、8K:VRシアターを体験可能です
（予約制）。250インチ超の大画面での8K3D映像、22.2ch立体音響、
レーザー照明演出を組み合わせた、世界初の8K:VR作品「Aoi -碧- サカナ
クション」をお楽しみください。

T13 失禁体験装置
電気電信大学 ロボメカ工房 VR部隊失禁研究会
私たち失禁研究会の開発した失禁体験装置は体験者に失禁感を提示する
ことができます。ここでいう失禁感とは服を着た状態で排尿をしてしまった
時の感覚を指します。システムの大まかな機構は腹部に圧迫感を与える機
構と股間部へ温感を伝える機構に分けられます。そのほかにもいくつか刺
激を与えることで総合的に失禁感を再現します。皆様によい失禁を。

T14 女子高生ＡＩりんな
日本マイクロソフト株式会社
マイクロソフトのおしゃべりボット・女子高生AIりんなです。りんなのお部屋
をイメージしたブースでは、りんなの人気能力を紹介します。さらには「な
んでまたマイクロソフトが女子高生AI？」といった誕生の秘密、開発担当者
を呼んでのマニアな秘話など、雑談系人口知能でマーケットをリードする、
マイクロソフトのりんなの全てが分かる展示内容です。

T15 ショートショートの自動生成の試み
きまぐれ人工知能プロジェクト　作家ですのよ
プロジェクトで星新一賞に応募した作品を生成したシステムのデモを行な
います。このシステムは数万行のプログラムから成り、同一のプロットから
膨大な数（およそ100万）もの小説を生成することができます。リターン
キーを押すたびに新しい作品ができるところをご覧いただけます。プロット
は同じなので基本的に同じ内容ですが、この生産性の高さがコンピュータ
らしいところです。なおコンピュータが生成した作品に人間はまったく手を
入れていません。

T16 Unlimited Corridor
東京大学大学院情報理工学系研究科 廣瀬・谷川・鳴海研究室
／ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社

T17 AIによる白黒写真の自動色付けシステム
早稲田大学 基幹理工学部　石川研究室
PC上で、実際に白黒写真をカラー写真を変換するリアルタイムデモを行
います。

T18 Sky Magic - 編隊飛行ドローンと
        オーディオビジュアルテクノロジー
株式会社マイクロアド
Sky Magicは、空に数百台のドローンを編隊飛行させ、 巨大ディスプレイ
を創り出す新たなエンターテイメントプロジェクトです。第一弾作品、日本
が誇る絶景絶景「富士山」を舞台とし、２５台のドローン編隊飛行、三味線の
生演奏、そしてMIDIコントロールされた16,500個のLEDライトが、一斉
に空間をデザインするドローンパフォーマンスを映像でお見せいたします。
またLEDドローンに実際に触れられるようデモをご用意しております。

T19 モバイル型ロボット電話　ロボホン
シャープ株式会社
2016年5月26日に発売されてから『ロボホン』は、アプリケーションの
アップデートや新規ダウンロードにより利用できる機能やサービスが増え
たり、対話できる内容が増えたりと成長を続けております。その成長をデモ
ンストレーションにて是非ご覧いただければと思います。

T20 MotionScore
株式会社電通
1.バーチャルダンサー : かけた音楽に自動で同期して、踊りだすバーチャ
ルダンサーをご紹介します。ダンサーはユーザーのタップに反応し、リアル
タイムにダンスを変化させていきます。
2.オドレター : MotionScoreを用いた簡単なアプリ、オドレター。写真を
撮るだけで、その人のペラペラモデルが踊りだすスマートフォンアプリで
す。現在アプリ配信中ですので、会場に来られない方も是非お試しくださ
い。

C14 ＶＲ&インタラクティブ・コンテンツ
文教大学情報学部
文教大学情報学部は情報システム学科、メディア表現学科、情報社会学科のす
べての学科にコンテンツ系教員を配しています。パリJapanExpo2014では
DCAJ主催"JAPAN TECHNO SHOWCASE"に出展しました。今回はシミュ
レーションシステムとインタラクティブ・コンテンツを展示します。川合研究室
は「旧藤澤宿景観シミュレーションシステム」、「3Dリズムゲーム」等、高田研究
室は「インタラクティブ3Dアート」＆「裸眼ディスプレイコンテンツ」等を出品し
ます。（裸眼ディスプレイは株式会社三友の協力です。）

C13 Kaden Project 2016
首都大学東京大学院システムデザイン研究科　KADEN Project 2016 チーム
KADEN Projectは、社会やユーザの要望を融合させ既存の製品開発とは
異なる角度からのアプローチでデザインする、「新しい製品開発を実践す
る」ことを目指しています。これはシステムデザイン思考に基づいた統合知
によって、いままでにないモノづくりを行うためです。今年度は、家×IoTを
キーワードに「これからのおうちを考える」をテーマとして、生活者ためにIoT
が何を提供できるかを考えました。新しい家電製品への応用提案を念頭に
おいてプロトタイプを発表します。

C09 SXSW : サウスバイサウスウエスト
SXSW サウス バイ サウスウエスト
ITの未来を体感するマルチメディアの祭典 SXSW(サウスバイサウスウエ
スト)。キーパーソンによるパネルやワークショップ、有名投資家が現れるト
レードショウ、話題のサービスや会社が主催のパーティ会場はもちろん街の
至る所にアイディアの源とパートナーとの出会いやチャンスが待っていま
す。毎年3月テキサス州オースティンで開催。

S01 自由視点映像スタジオ
【協力】筑波大学 計算科学研究センター 画像情報研究室
　　　ヤフー株式会社
２１台のカメラで撮影したライブパフォーマンスの多視点映像をコンピュー
タで統合し、自由に視点や注目点の切り替え可能な映像をリアルタイムで生
成します。生成された映像は、マルチタッチ入力を活用し直感的な視点操作
を可能とする映像閲覧インタフェースを用いて提示されます。

S02 全天周ドームシアター
【協力】株式会社オリハルコンテクノロジーズ／和歌山大学 観光学部
 キヤノン株式会社／URCF全天周WG
高精細な360度のパノラマ映像をプラネタリウムの様な半球型のスクリー
ンに投影する全天周ドームシアターでは、実際にその空間にいるかの様な没
入感を得ることができます。今回、ドーム映像の研究を先駆的に行ってきた
和歌山大学等の協力を得て、今まで、一般のプラネタリウムでは見る事ので
きなかったスポーツや伝統芸能といったジャンルのコンテンツを御覧頂き、
ドーム映像の新しい可能性を提案致します。

シンポジウム
イベント

ch.2では、プログラム中で のついている
シンポジウム・イベントをライブ配信します。
http://www.ustream.tv/channel/dcexpotv-ch2展示レポート

DCEXPO STUDIO

展示レポート
声優として活躍中の有野いくちゃん
が展示ブースを訪れてレポートしま
す。放送は毎日17時頃の予定です。
http://www.ustream.tv/channel/dcexpotv-ch1

有野 いく

デジタルコンテンツEXPO2016では、シンポジウムや展示をUSTREAMでライブ配信します。
※放送は変更になる場合がございます。DCEXPOTV

T21 Ratchair : furniture learns to move itself 
 with vibration（ACM SIGGRAPH招待技術）
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
Ratchairは、小さな振動モーターを装着するだけで大きな物体を動か
すことが出来るコントロールシステムです。ディープラーニングにより任
意の方向に進むよう学習させると、スマートフォンで前後左右に動かすこ
とが出来ます。

展示は7階で行っています。

オリンピックイヤーである2016年は、スポーツに大きな関
心が集まる年となりました。スポーツ観戦は臨場感が高まる
とさらにおもしろさが増します。そこで今年のデジタルコンテ
ンツEXPOでは、実際に体験できる超臨場感映像シアターを
集め、未来のスポーツ観戦を先取りできる機会を設けました。


