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自己紹介

⚫ 1981年 東京大学工学部機械工学科卒

1986年 博士課程修了（工学博士）

⚫ 1986年 ~  筑波大学

バーチャルリアリティの研究を始める

⚫ 2013年 筑波大学で「エンパワーメント情報学プロ
グラム」を立ち上げる。

⚫ 2016年~ 日本バーチャルリアリティ学会会長



日本バーチャルリアリティ学会
⚫ １９９６年創立 多くのユニークな取り組み

⚫ IVRC （国際学生VRコンテスト 2017年は第２５回）

VR分野におけるスターの登竜門

今年、ニコニコ超会議とDCEXPO
で話題をさらった「失禁体験装置」

は、2015年の３位入賞作品。

⚫ VR技術者認定試験

講習会 ＋ 試験

教科書 「バーチャルリアリティ学」 を編纂



バーチャルリアリティとは

⚫物理的には存在しないものを、感覚的に
は本物と同等の本質を感じさせる技術。

⚫「バーチャル」は「仮想」ではない。物理的
存在の有無の違いであり、本質は等しい。



人間の感覚の分類

⚫ 特殊感覚

視覚、聴覚、味覚、嗅覚、前庭覚

⚫ 体性感覚 （日常的にはこれを「触覚」といっている。

専門的には「ハプティックス」と呼ばれる。）

皮膚感覚：触圧覚、温覚、冷覚

深部感覚：位置覚、運動覚、深部圧覚

⚫ 内臓感覚 空腹感、はきけ等



バーチャルリアリティの歴史
（頭部搭載型ディスプレイ）

1960年代
アイバン・
サザランド

1980年代初頭
舘
「テレイグジスタンス」

1980年代後半
NASA
Virtual 
Environment

2015年～
Ocuｌus Rift

遠隔のロボットに、自
分がのり移る。

移動しなくてもその場
にいる感じがする。

歴史は繰り返す
（基礎技術は１９８０
年代と同じ）

この時「テレプレ
ゼンス」という言
葉も提唱された。

宇宙空間の遠隔
操作。

HMDの原理は

この時確立され
た。



２０１６年は「VR元年」？
⚫ VRが一挙に消費者に広ま

った。 “B to C”
⚫ スマホの部品を使って、非

常に低コストでHMDができ

るようになったことが要因。
システムやサービスを売る
スタートアップが急増。

⚫ 「バーチャルリアリティ」とい
う言葉ができたのは、１９８
９年。ちょうど平成と同じで、
今年はVR暦３０年



映画 “Ready Player One” 
が描く未来のVR

⚫ 2045年のVRゲームがテーマ

⚫ この映画に登場するVRは、従来のSFによく
見られる神経直結ではない。 （実際、全ての脳

機能の解明は難しく、神経束への安全で有効な刺激
方法も見いだせない。）

⚫ その代わり、様々なVRインタフェースが社会
に溶け込んでいる。 ⇒ ありうるVRの未来



HMDを超える４つのキーテクノロジ
（VRの歴史が繰り返される未来）

（１） ハプティック

映像が立体で高度にインタラクティブになると触りたく
なる。

（２） ロコモーション

映像が立体で高度にインタラクティブになるとそこを歩
きたくなる

（３）プロジェクション型没入ディスプレイ

HMDは1人だけ。脱着が大変。

（４）モーションベース

揺動は身体感覚を変える。



「ハプティック・インタフェース」
バーチャルな世界に触れることを可能

にする技術の研究

⚫ 見る技術 → 映画、テレビ、HMD （光）

⚫ 聴く技術 →  オーディオ、電話 （音）

⚫ 触る技術 → ？

※ 体性感覚は全身に発生し、機械的刺激が必要な
ため、提示が難しい。



エグゾスケルトン
外骨格にアクチュエータを付けて力を提示する。

デスクトップ・フォースディスプレイ （１９８９）

※ ハプティック・インタフェースはVRと同じ長
さの歴史がある。



道具媒介型ハプティックインタフェース

ペン等の把持部を通じ
て力を提示する。

「把持型」ともいう。

実装が容易で、脱着の
手間がない。

手術シミュレータや３D
形状デザインなどに
応用が進んでいる。

ペン型フォースディスプレイ

（１９９３）



ハプティック・インタフェースの製品化

Haptic Master (1993)
世界初の市販品だが、
市場を作るに至らず

PHANToM (1994) 
研究機関向け市場を制覇

その後、同様の方式
のハプティックインタ
フェースが多数登場
するも、一般的には
普及してない。



対象指向型ハプティックインタフェース

装置自体が変形して、対象物を模擬する。

素手で映像に触れられる。
FEELEX 1 (1997)



“Volflex” (2005～)
• デバイス内部を多

数の空気圧バル
ーンで充填

• 各バルーンの空
気圧を制御するこ
とによって、形と固
さを変える.

「形状可変インタフ
ェース」

IoT時代の入出力デ
バイス



肝臓手術シミュレータ (2013～)

⚫ １０年後には深刻な外科医不
足になる。

⚫ 短期間に外科医を育成する
ための訓練シミュレータが必
須。

⚫ Volflex の技術を用いて、肝
臓を掴んだ感覚を提示

筑波大学 消化器外科との共同研究



Hepatic Cockpit



遭遇型ハプティック・インタフェース
⚫ ユーザの手がバーチャル物体に触れる場所に、マ

ニピュレータの先端がが遭遇するように制御する。



ブロックマシン



非接地型ハプティックインタフェース

空中で反力を生成するデバイス

Wearable Master (1994)
Gyro Master 

(2003)

利点： どこでも使える。
欠点： 壁や重さの表現に制約。

振動スピーカー
(2015~)



食べるVR
Food Simulator
(2004)
歯応えを提示。

舌で感じる味は５
つの基本味から
作ることができる
。



ロコモーションインタフェース
(歩行感覚提示装置)

(1) 移動の打ち消し その場で歩行運動できる。

(2) 方向変換 好きな方向に行ける。

Virtual Perambulator (1989)

⚫ キャスターを使った
ローラースケート

⚫ パラシュートのよう
なハーネス



Virtual Perambulator 最終形

⚫ ハーネスをやめて
円環フレーム

⚫ ローラースケートを
やめてサンダルス
ライダー

（SIGGRAPH’95） ※最近、そっく
りさんが登場

Virtius Omni 
(2015) 

欠点： 自分で足を滑らせ
ないといけない



Virtual Perambulator の応用

⚫船舶災害の避難
シミュレータ

⚫モーションベース
と組み合わせて
傾斜面を歩く



Torus Treadmill  (全方向トレッドミル)
多数のベルトコンベアを数珠繋ぎにして、前後左右に動く床
を構成

Infinadeck (2015) 

１号機 （１９９７年） 欠点： 装置が大掛かりで、凹
凸面は提示できない。

※これも、そっくりさんが登場



Robot Tile  (2004～)
全方向に動くタイ
ルを循環させて、
歩行者の足元に
動く床を作り出
す。

欠点： タイルが

足の動きに間に
合わない。



Robot Tile は階段などの凹凸面を
提示できる

⚫ 昇降機構を搭載



プロジェクション型VR
⚫ １９９０年代後半に HMD から IPT （投影型没入ディス

プレイ）へシフト。

⚫ HMDは脱着が煩雑。

光軸が合わないと性能が出ない。
見えるのは

１人だけ。
“CAVE” イリノイ大学



世界最大のプロジェクション型VR
“Large Space”

全周壁面と床面に立体映像を投影
１/１スケールでバーチャル世界が表現でき、多人数でそれを共有できる。



ワイヤー駆動モーションベース

７本のワイヤーにより
LargeSpaceの映像空間で人
を飛行させる。

乗り物に載るのではなく、
生身の体で飛行。



Large Space



Big Robot プロジェクト
人間が身長５ｍの巨人になった時の歩行
感覚を提示する搭乗型巨大ロボットの開発

搭乗者に巨人と同じ
加速度を与える。



なぜ巨大ロボットか？
⚫ 巨大ロボットは日本が世界に誇るお家芸
⚫ 人々に勇気を与える
⚫ 経済効果も期待される

クラタス
全高４ｍ 人が載って操縦。
（2013年 文化庁メディア芸術
祭 優秀賞受賞）

ガンダム・グローバル・チャレンジ
全高１８ｍのガンダムを2019年に「動かす」公募
プロジェクト。経産省が支援



Big Robot Mk.2
体長８ｍ。変形機能つき。



VRは未来社会のインフラへ
VR ＋ 「データロボット」 ＋ 「データワールド」

[1] データロボット

情報を取集するロボット

(IoT、ドローンなど)

[2] データワールド

データロボットやシミュレーショ
ンによる情報コンテンツの集積。

「自律的ソフトウェアモジュール」
がフィルタリング。

（ビッグデータ、AIなど）

[3] VRインタフェース

データワールド、データロボットの
リアルな体験。

1994年にVRの将来ビジョンとして提言



VR ＋ データロボット ＋ データワールド
の未来社会はすでに始まっている

例１） 「デジタルツイン」

IoTのセンサデータやCADデータに基

づいて、データワールドに工場を再現。
シミュレーションによって時間と空間を
自由に制御。製造前に疑似体験するこ
とによって、不具合を見つける。

例２） 建設業界等の現場体験

危険回避、作業手順の改善

不動産のプロモーション

例３） バーチャル旅行

観光地の全方位映像を蓄積して、VR
で見せる。疑似体験自体を売り物に。



未来社会にはアートが不可欠

⚫ VRはアートのためのツールのみならず、表現
内容そのものになる。 ⇒ デバイスアート

＜その話は以下の講座で＞

筑波大学STEAMリーダーシッププログラム
「課題創造学」講座

※ 落合陽一がコーディネートする、課題解決の実践および
シーズや文化への理解


