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“AIは電気のように日常を流れ、 
VRは現在のスマートフォンのような
存在となる”

Editor/Publisher of “Whole Earth Catalog” 
Founders of “Wired Magazine” 
Observer of cyber culture.
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人とデジタルの関係を 
一変させる技術



本日お伝えしたいこと

•xRとはなにか？ 
•xRが描く未来 
•RITSの取り組み
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xRとは
•xR = VR / AR / MR などの総称 
•VR: Virtual Reality 
•AR: Augmented Reality 
•MR: Mixed Reality



VRとは

•VR: Virtual Reality 
•「仮想現実」は誤訳 
•仮想 → ニセモノ、仮のもの



VRとは

•VR: Virtual Reality 
•「実質現実感」が正しい訳 
•簡単に言うと「ほぼ現実」



• 体性感覚
• 皮膚感覚
• 深部感覚
• 位置覚、運動覚、力覚
• 内臓感覚
• 飢え、乾き、情動性

• 前馬感覚
• 加速度、傾斜



VRとは

•VR: Virtual Reality 
•人の感覚をデジタルで再現する 
•しかし「再現だけ」ではない



VRとは

•VR: Virtual Reality 
•ほぼ現実 
•時間と空間と感覚を超える



ARとは

•AR: Augmented Reality 
•「拡張現実感」 
•現実にデジタルの情報を付加する



MRとは

•MR: Mixed Reality 
•「複合現実感」 
•人によって意味が異なることが多い



https://medium.com/@Maria_Nova/4rs-or-get-your-head-around-virtuality-continuum-625e256ddd1d
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xRとは
•xR = VR / AR / MR などの総称 
•VRは「ほぼ現実」 
•人の感覚を拡張できる 
•時間や空間を超えることも
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•xRが描く未来 
•RITSの取り組み



•VRは「古くて新しい」 
•Oculus Rift の衝撃と、2019年のxR 
•xRの未来
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VPL Research 
Jaron Lanier1989
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xRが描く未来

•VRは「古くて新しい」 
•Oculus Rift の衝撃と、2019年のxR 
•xRの未来



2013
Oculus Rift DK1



18億ドル 
約2000億円



20億ドルでFacebookに買収(2014)



AR/VR関連の市場規模予測

IDC 2019 May

2023年 17.3兆円
(年平均成長率 78.3％)



xRの今
•VRはコンシューマからエンタープライズへ 
•特にトレーニング分野 
• 設備メンテ、製造、建築、医療、軍事関連も 

•AR機器が今後1-2年間に多く製品化 
•現実をデジタル化する技術が多数登場



•米ウォルマート 
•Oculus Go17,000台導入 
•VRトレーニングを100万
人の従業員へ実施  
•人事評価にVR導入 
•既に1万人以上へ実施



•Apple ARKit 3/Garta 
•Microsoft HoloLens 2 
•Facebook AR Glass 
•Amazon Echo Frame 
•Google ARCore 
•nreal, Focals, Magic Leap



•Photogrammetry 
•3D Scan/Sensor 
•Digital Human 
•Mirror World
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xRの未来
•機器の小型化、高性能化 
•実用的な用途へ 
•リアルとデジタルの区別が曖昧に 
•空間を活用するUI、入出力方法の進化 
•AI/RPAのサポートがインフラに



xRの未来
•機器の小型化、高性能化 
•メガネサイズ 
•コンタクトレンズサイズ 
•5Gでのストリーミング 
•ディスプレイやバッテリーの進化



xRの未来

•実用的な用途へ 
•便利は麻薬 
•Google Mapがなかったら？ 
•3Cと3EがxRの用途



xRの未来

•3C 
•Creation/Control/Communication 
•3E 
•Education/Elucidation/Entertainment



xRの未来
•リアルとデジタルの区別が曖昧に 
•Virtuality 実質の世紀へ 
•デジタル+動詞 
•見る、聞く、書く、売る、買う 
•触る、渡す、着る、食べる、住む



xRの未来
•空間を活用するUI、入出力方法の進化 
•映像の世紀から魔法の世紀へ 
•画面の制約から開放される 
•ジェスチャ、音声、脳波 
•3次元対応のコントローラ



xRの未来
•AI/RPAのサポートがインフラに 
•アシスタンスや自動化 
•人が価値を生む活動に集中できる環境 
•セキュリティ、ブロックチェーンも同様 
•電気や水道、インターネットやクラウド



必ず来る未来



本日お伝えしたいこと

•xRとはなにか？ 
•xRが描く未来 
•RITSの取り組み



前鼻 毅
•2003年 北海道リコーにSEとして入社 
•基幹系業務システムの開発 
•2009年にRITS設立とともに移籍 
•WebサービスやiOSアプリの開発



前鼻 毅
•2013年にVRと出会い、人生が曲がる 
•個人で学習、勉強会やハッカソン等に参加 
•社内イベントで展示や活用(2015-16) 
•市場の案件へ(2017-)



印刷業界向け展示会 
プロダクションプリンティング 
超大型プリンタをVRで体感

リコーの環境事業紹介 
工場見学の案内 

マイクロ水力発電紹介



体験アンケート
満足以上 

100%

人に勧めたい 

96.3%

大変満足 

70%



採用向け

CE体験
交通安全



前鼻 毅

•会社のxRエバンジェリストに任命 
•VRチーム(開発+プロモ)のリーダー 
•市場案件を対応しながら、サービスの試作中





本日のまとめ

•xRは、デジタルと人の関わり方を進化させる 
•それは必ず訪れる、より良い未来 
•今からでも、誰でも未来づくりに参加出来る

 

mailto://tsuyoshi.Maehana@jp.ricoh.com


•VRは体験しないと伝わりません 
•デモの依頼、案件相談 
•Tsuyoshi.Maehana@jp.ricoh.com 
•リコーITソリューションズHPより問合せ
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