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超臨場感プロジェクションマッピング 

「MEDIARIUM®」 

【特 徴】 

・シアター型のプロジェクションマッピングとは異なり、体感
する映像空間を生成 

・建築・映像・音楽・照明などのメディアを融合し、臨場感の
高い空間を生成 

・多角度投影マッピングの手法により鑑賞者がスクリーン
を自由な方向から見ることが可能 

・「だまし絵」の技術を用いて奥行きのある立体感のある映
像を実現 

・グラフィックスと映像を融合することで突然動き出すコン
テンツなどの作成が可能 

・短焦点プロジェクターを使うことで狭い空間での空間演
出も可能 

・コスト低減も図っており、エンターテイメント以外の商業
施設、公共施設、教育など様々な分野への応用も期待 

【効 果】 

Tokyo Venture Technology Award 

【グラフィックスと映像の融合例】 

【狭い空間での演出例】 

【だまし絵の映像例】 

【多角度投影マッピングの原理】 

360°マッピングでは各プロジェクターごとに正面からでは見えない
部分のコンテンツの制作とそれぞれの視野角を意識し、追加した部
分が違和感なく見える 

・美術館、展示会イベント、ショップ看板、店舗インテリア、宿泊施設等多数 【納入実績】 
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株式会社アシュラスコープインスタレーション 

Tokyo Venture Technology Award 

株式会社 アシュラスコープインスタレーション 

秋葉 哲也 

2011 

10,000,000円 

3 

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-7-22エルプリメント新宿553 

 

Tel. +81-3-5843-7472 

 

info@projectionmapping.biz 

http://www.projectionmapping.biz/ 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

 

会社概要 

事業概要 

 代表の秋葉が15年以上前に映像空間演出法をベースとしたプロジェクションマッピングを発案。 

 

 2002年より空間デザインプロダクションとして「アシュラスコープ」をスタート。空間デザイナー・
グラフィックデザイナーのスキルを集結してプロジェクションマッピングを開発。 

 

 その後、2011年にプロジェクションマッピングを使用した空間デザインプロダクション「株式会社
アシュラスコープインスタレーション」を設立。店舗内装やコンサート、イベント、美術館、MVや舞
台での演出、アーティストとのコラボレーション作品制作など多くの案件を手掛けている。 

  

 2013年に独自技術を集大成した、プロジェクションマッピングの進化系「MEDIARIUM®(メディ
アリウム)」を発表。グラフィックと映像を融合した特許技術取得など、プロジェクションに関する豊
富な技術を所有。技術の普及と人材育成にも力を入れている。 
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株式会社アシュラスコープインスタレーション 

Tokyo Venture Technology Award 

《 空間の中で体感できる 超臨場感プロジェクションマッピング 》 

■映像に包まれるような空間で、映画などの「見る」ための映像作品とは違った、「体感する」コンテンツ
になります。 

■シアター型のプロジェクションマッピングとは異なり、体感する映像空間を生成。建築・映像・音楽・照
明などのメディアを融合することで、より臨場感の高い空間となります。 

■小さなお子様から、幅広い年代層に楽しんでいただきやすい演出です。壁やテーブルに投影される映像が、
来場者の衣服に映ることで、エンターテインメント性が高まり、没入感を感じられます。 

◆FAVETTA(レストラン) 

 東京・新宿にオープンしたレストランの企画と、
プロジェクションマッピングを使った空間演出を手
がけた事例です。 
  
 エントランス、ホール壁面、テーブル席に、合計
18台のプロジェクターとディスプレイ2台、プレイ
ヤー14台と、約100本の映像を使って、最新の演出
を取り入れました。 
  
 店舗全体を使って、イタリアの童話をモチーフと
した世界観を表現しています。 

《 絵が動きだす驚きの演出 グラフィックスと映像の融合コンテンツ 》 

■グラフィックに合わせてマッピングすることで、空間に新しい表情に与えます。人々の目を引き、深く記
憶に留まるようなインパクトのある演出が可能となります。コンテンツの差し替えも動画のため、柔軟に対
応することができます。 ポスターへの投影も可能で、インフォメーションを追加することにより、デジタ
ルサイネージとしての展開も可能です。  

■アーティスティックなコンテンツ、店舗などのインテリアとして、ポスターや看板など様々なグラフィッ
クスと融合させ、投影前と投影後で変化する話題性のあるコンテンツとして利用できます。 

◆さいたま宇宙劇場(プラネタリウム施設) 

 当社の特許技術を用いて、グラフィックに合わせて映
像を投影することで、キャラクターたちが動きだす仕掛
けとなっています。  

 

 プロジェクションマッピングは、映像が鮮明に映るよう
に白いスクリーンであることが多く、投影していない時は
効果がありません。しかし、グラフィックに投影すること
で投影していない時も広告や作品として活用でき、空間
の可能性が広がります。 

【制作実績】  

124 



株式会社アシュラスコープインスタレーション 

Tokyo Venture Technology Award 

《 空間の大きさを選ばず、常設で導入しやすい 小型プロジェクションマッピング 》 

【制作実績】  

◆CASA AfeliZ GINZA(レストラン) 

 東京・銀座のレストランにて、プロジェクションマッピン
グを使った空間演出を制作した事例です。 

 

 記念日を大切にするというお店のコンセプトを、エント
ランス、バー、ホール、テーブル席に取り入れた映像演
出で表現しました。投影方法を変えることで、ゲストが常
に魅力を感じられるエンターテイメント性があります。 

 

 スペースが限られていても、インテリアを備え付けるよ
うに、個性的な空間を実現することができます。  

■建築設計の専門知識と技術をベースとしているため、実施場所に応じてプロジェクションマッピングを立
体的な構造や空間として計算して総合的な演出を行うことができます。 

■運営において、高価で専門的な機材を必要とせず操作も簡易なシステムの提案も可能なため、常設にも向
いています。よって、これまでスペースや予算によって導入をあきらめていた場合にも実現が望めます。 

■内装やディスプレイ、サイネージとして、映像を効果的にあらゆる空間に取り入れられます。ハードのコ
ストを低減し、専用のオペレーター不要で運用することができます。 

《 ダイナミックなインパクトを与える 多角度投影マッピング 》 

■投影範囲を大きくすることにより迫力のあるコンテンツとなります。また、プロジェクターの台数を増や
すことにより、臨場感あふれる演出が可能です。 

■短期のイベントから数年間の常設、テレビの収録や失敗が許されないライブなど、多岐に渡る条件下での
制作・ディレクションの経験を活かして、大規模なプロジェクトを成功に導きます。 

■壁面投影やオリジナルスクリーンによるスケール感のあるコンテンツです。ダイナミックに変化する映像
を投影することで、多数の来場者から注目を集めます。 

◆GLORY 4 TOKYO(イベント)  

 日本国内だけでなく世界180ヶ国へと放送された総

合格闘技イベントのオープニングで行った、巨大なス
クリーンによる演出です。 

 

 会場の規模に応じて、横36m・縦10mのスクリーンと

その前に配置された様々な形状の立体物にプロジェ
クションマッピングを施し、宇宙をコンセプトとした迫力
とスピード感のある演出になっています。 

125 



AITalk® Custom Voice® 

【特 徴】 
・機械的な合成音声ではなく、収録した人の声で合成する方式を採用 

・約1時間～5時間の短い収録で個人に対応したオリジナル音声データベースが作成可能 

・音声データベースを使い、文章データから本人の声の合成が可能 

・人間の肉声に近い自然な合成音声であり、文章の読み上げ等用途が広い 

・テキストを入力するだけで、簡単に著名人の声で喋らせることが可能 

【効 果】 

【音声データベースの作り方】 

②ラベリング ①音声収録 

最大約5時間 

の収録 

収録した音声を自社オリ
ジナル技術により、音素
片に分解・固有の韻律も
辞書化 

音声辞書 

韻律辞書 

③音声辞書作成 

それぞれの 
サービス独自の 
オリジナル音声で 
音声合成を実現 

AITalk®（日本語）とはコーパスベース音声合成技術をベースとした株式会社エーアイ独自の自由文音
声合成エンジンです。 

【音声合成AITalk®の原理】 

発声 
文字 

入力 

韻律 

予測 

テキスト 

解析 

波形 

接続 

今日はご参加いただ
き 

ありがとうございます。 

キョー/ワ/ゴ/サンカ/イタダキ 

/アリガトウ/ゴザイマス 

<S>^キョ!ーワ|0ゴ^サンカイタダキ 

|0ア^リ!ガトー|0ゴ^ザイマ!ス<F> 
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会社名  株式会社エーアイ 

代表者  吉田 大介 

設立年（西暦） 2003年 

資本金  43,801,320円（資本準備金 13,600,000円） 

従業員数  37人 

本社  〒113-0024 

 東京都文京区西片1-15-15 

 KDX春日ビル10F 

 Tel.  +81-3-6801-8461 

 Fax. +81-3-6801-8462 

e-mail  info@ai-j.jp 

URL  http://www.ai-j.jp/ 

株式会社エーアイ 

Tokyo Venture Technology Award 

会社概要 

事業概要 

音声合成システムにかかわるソリューションのご提供 

上記導入にかかわるコンサルティング・周辺システム 
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NAVITIME 「トータルナビ®」 

Tokyo Venture Technology Award 

NAVITIME「トータルナビ®」 

 
 目的地と到着時間を設定すると、目的地までのルート案内 
と出発時間を瞬時に検索。徒歩、電車、車、バス、飛行機など、
様々な移動手段を組み合わせた最適なルートで目的地まで 
案内します。 
 
 乗換案内はもちろん、乗換に便利な車両や、目的地に最も近
い駅出口を表示します。さらに、駅を出てからの徒歩ルート、
渋滞を考慮した車ルートも案内可能です。 
 GPS対応機種なら、歩く速度に合わせた音声ナビゲーションに
も対応。日本全国の移動をサポートします。 
 
 さらに、周辺のグルメ情報や、映画館情報、病院情報などの 
詳細なデータもわかり、行きたい場所を探すという位置情報
ポータルサイトとしても発展しています。 

 

特徴 

 
・独自開発技術で様々な移動手段を一括検索することが可能です。
（特許技術） 
 
・リアルタイムの交通渋滞を考慮した検索が可能です。 
 
・電車や地下鉄が含まれるルートでは、乗り換えに最適な車両や、 
 最適な出入り口情報も合わせて検索します。 
 
・各検索結果のCO2排出量も合わせて表示されるので、 
 地球にやさしいルート検索も可能です。 
 
・電車の混雑具合や混雑を避けたルートが表示されるので、 
 空いている電車やルートを見つけることができます。 
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株式会社ナビタイムジャパン 

Tokyo Venture Technology Award 

株式会社ナビタイムジャパン 

大西 啓介 

2000年 

90,000,000円 

400人 

〒107-0062 東京都港区南青山3-8-38 南青山東急ビル 

Tel.+81-3-3402-0701 

Fax.+81-3-3402-0858 

pr_n@navitime.co.jp 

http://corporate.navitime.co.jp/en/index.html 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

e-mail 

URL 

 

会社概要 

事業概要 

1.ナビゲーションサイト・アプリの運営・開発 
 フィーチャーフォン及びスマートフォン用コンシューマー向け各種ゲーションサービスを提供 

2.経路探索エンジンのライセンス事業 
 経路探索エンジンおよび地図描写エンジンをソフトウェアとして開発し、 
 ライブラリ形式でサービス事業者へライセンス提供 

3.経路付地図配信ASP事業 
 ナビゲーションサービスの機能を、ASPとして他事業者に提供 

4.ビジネスナビタイム事業 
 経路探索エンジンを活用し、企業の移動に関する業務の効率化を支援する 
 ビジネスソリューションを提供 

5.メディア事業 
 ユーザーの移動の利便性を向上させる広告メディアを提供 
6.テレマティクス事業 
 自動車メーカーなどテレマティクス分野の国内外メーカーへのデータおよび技術提供 

7.交通コンサルティング事業 
 移動に関するビッグデータを活用し、交通インフラの最適化を支援 

8.海外事業 
 海外向けナビゲーションサービスの開発・提供 

9.インバンド事業 
 外国人観光客向けナビゲーションサービスの開発・運営 

10.トラベル事業 
 旅行プランニングサービスの開発・運営、航空券・宿泊施設の予約・販売 
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【特 徴】 

 

【効 果】 

【原 理】 

・X線CTなどの三次元画像デバイスから得られた連続的な断層画像を 
 三次元構築し、二次元/三次元的に可視化するソフトウェアです。 
・三次元画像に関する情報全部を汎用的かつコンパクトなファイルとして 
 第三者に再配布し、簡単、高品質に再生できる新開発の独自技術を搭載。 
。・三次元画像をブラウザで閲覧でき、データ共有やWeb公開も簡単にできる 
 など、新機能を追加。より使いやすいソフトウエアになりました。 

①撮像からデータ化までのスループットを飛躍的に向上/省力化 (半日→10分） 
②三次元画像から得られた知見がものつくりの現場や研究の最前線にいる人々に高いレベルで広く 
 データとして波及し、工学な装置の意義を高め、産業/学術両面において、研究開発や製品品質の  
 レベルを引き上げる効果をもたらします。 
③三次元画像デバイスの全てのユーザー層にメリットがあります。 
・共用設備として装置を運用されている公設試/大学/研究機関/病院等の組織 
・撮像受託ビジネスを展開されている企業と顧客 
・研究成果や検査結果の共有や情報発信をしたい方々 
・データを見るだけの立場の利用者 
 

◆X線CT等から得られた連続的な断層画像一式を読み込み、 
◆見易くレイアウトされた画像をあらかじめ全てCGで描画し、 
◆縦横に配列状に並べて、 
◆動画圧縮の技術を用いてコンパクトにファイルに格納します。 
◆できたファイルはPC, Mac, iPad上で特別なソフトウェアが無くても、 
 マウスを上下左右するだけの対話的な操作で、誰でも軽快かつ高品質に 
 三次元画像が再生できます。 

パラパラ漫画の 
原理と一緒 

三次元画像の配布と再生を容易化する 

ソフトウェア「ExFact VR 2.1」 

 Tokyo Venture Technology Award 

新機能 ExFact VR Player 
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日本ビジュアルサイエンス株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 

会社名  日本ビジュアルサイエンス株式会社 

代表者  滝 克彦 

設立年（西暦） 1997 

資本金  27,000,000円 

従業員数  10   

本社  〒160-0022 東京都新宿区新宿6-26-2 

            コーラルビル4階 

 

 

e-mail  info@nvs.co.jp 

URL  http://www.nvs.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. +81-3-5155-5561 

Fax.+81-3-5155-5560 

 

 

会社概要 

事業概要 

（１）画像処理を中心としたソフトウェア開発と販売 

（２）システムインテグレーション 

（３）産学連携による先端技術の研究開発 

弊社の独自技術が 

特許第5582584号 

を取得しました 

2013年（第14回） 
「東京都ベンチャー 

技術大賞」 
奨励賞 受賞 

第26回（2014年） 
「中小企業優秀 

新技術・新製品賞」 
ソフトウエア部門 

 優秀賞受賞 

第13回(2015年)  

勇気ある経営大賞 

奨励賞 受賞 
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日本ビジュアルサイエンス株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 

￥ 

ExFact VR 2.1によるアプリケーションノート 
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日本ビジュアルサイエンス株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 133 



【特 徴】 

【効 果】 

【原理、構造】 

Tokyo Venture Technology Award 

ＮＦＣチップ 

電子ペーパー ＭＰＵ 

コイン電池 

スマートタグは、情報の記憶、表示、書換えのできる『見えるＲＦＩＤタグ』です。   

●ペーパーレスで紙ごみを発生せず、環境保護に貢献。  
●ラベルを印刷し、貼り・剥がす作業が不要になるた
め業務の効率化、コスト削減を実現。 
●必要なときに情報を表示し、簡単に消すことができ
るので、他人に見られることなく個人情報を管理でき
る。 

ＩＣチップ内の情報をリーダ
なしで電子ペーパーに表示す
ることができる。(最新型電
池レスのスマートカード) 

省電力設計により、2インチタ
イプは10,000回、電池レスの
スマートカードは百万回の書
き換え回数を実現している。 

スマートフォンをリーダ／ラ
イタとすれば通信機能を使え、
ＧＰＳ機能を活用することも
できる。 

見えるRFIDタグ「スマートタグ」 
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株式会社アイオイ・システム 

Tokyo Venture Technology Award 

会社概要 

事業概要 
私たちのミッションは世界中の流通と生産現場の効率化することです。 

アイオイ･システムが世界に誇る省配線ネットワークシステム「AI-NET」は世界の生産と流通を極性の

ない二本の線で支えています。私達の生活を支える生産現場や流通を支援するロジスティクスシステ

ムの進化のために、アイオイ･システムは常に新たな発想を喚起して新たな製品開発を続けてまいりま

す。 

●プロジェクションピッキングシステム® 

●デジタルピッキングシステム 
デジタルピッキングシステムは省配線ネットワーク（AI-NET）を利用した

製品の一つ。様々な用途に合わせたデジタルピッキング表示器を使うこと

で、信頼性が高く、低コストで、効果的なペーパーレスのデジタルピッキン

グシステムを簡単に導入することができる。 

そして、物流センターや工場の生産性と業務の精度を向上させる。 

製造・物流現場で行われている部品や商品のピッキング作業を、画像認識

技術でポカミスを防止します。間口が小さすぎて表示器が設置できない保

管棚、ロケーションが頻繁に変化する保管棚、に対するピッキング作業支

援を実現するために開発しました。 
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1.店舗向け配送用コンテナタグ 

紙を印刷する手間をなくし、高速コンベアでの読
み取りにも対応。効率化とコスト削減に貢献。 
配送センター１ヵ所あたり１万枚以上の導入実績。 

2.スマートフォンとスマートタグの連携 

スマートタグはスマートフォンのＧＰＳ機能を利用
して商品の配送および収集の管理を行う。 
スマートフォンで配送先住所をチェックし、配達確
認や空の通い箱の回収確認を行う。 

3.製造業の電子かんばんとして 

スマートタグは自動車部品メーカーの工場で製造指
図書として利用されている。また、生産管理システ
ムの情報を共有するための電子情報媒体として使わ
れている。 
生産工場１ヵ所あたり数千枚の導入実績。 

4.入館証／受付案内システム 

来客の受付時に顔写真を撮影して表示、 
セキュリティゲート用ＩＤカードとして利用。 
訪問先の案内表示も可能。 

5.清掃管理記録 

北欧では、清掃履歴記録媒体としてスマートフォ
ンと連携させて利用している。 

“スマートタグ”利用事例 
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・2.9インチ電子ペーパー(300 x 200 ドット) 

・ユーザーページ:2ページ / メモリ:16Kバイト 

・防塵耐水性 IP55準拠 

・外観寸法:95.2x60.9x3.95mm  

・自重量: 30g 

・書換え回数1,000,000回 

・Near-field contactless communication (NFC) 

●SC1029U スマートカード2.9インチ電池レス 

●ST1020 スマートタグ2インチ 

●SC1029L スマートカード2.9インチ電池レス(スマートタグ最新版) 

“スマートタグ” 仕様 

・2インチ電子ペーパー(200 x 96 ドット) 

・ユーザーページ:12ページ / メモリ:3Kバイト 

・防塵耐水性 IP55準拠 

・外観寸法:73x57x8.5mm / 自重量: 30g 

・書換え回数:10,000回 

・Near-field contactless communication (NFC) 

・RFID Felica Standard(ISO 18092)  

・通信距離:  最大100mm  

 

・2.9インチ電子ペーパー(300 x 200 ドット) 

・ユーザーページ:2ページ / メモリ:16Kバイト 

・防塵耐水性 IP55準拠 

・外観寸法:85.6x54x3.65mm  

・自重量: 20g 

・書換え回数1,000,000回 

・Near-field contactless communication (NFC) 
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