
第5回最先端表技協・最新テクノロジーアートセッション

VRが目指す
次世代の情報環境とは？

服部 桂



服部桂 略歴

１９５１年生まれ

１９７０年 早稲田大学理工学部入学

１９７８年 なぜか朝日新聞に
１９８４年 AT&Tとジョイントベンチャー

１９８７年 MITメディアラボ研究員

１９８９年～科学部、Asahiパソコン、パソ etc
１９９１年 『人工現実感の世界』

１９９４年 新聞初のインターネット連載

１９９５年 デジタルカルチャー誌DOORS Yahoo！取材

２００１年～『メディアの予言者』アスパラクラブ、ジャーナリスト学校

２０１６年 フリーランス



マルチメディア社会200X年（1994年10月）
ウェアラブルシンポジウム（1998年10月）



マクルーハン生誕100年
2011年7月21日





人工現実感の世界(1991)

⇒VR原論(2019）

https://www.youtube.com/watch?v=NtwZXGprxag
https://www.youtube.com/watch?v=NtwZXGprxag
https://www.youtube.com/watch?v=vSINEBZNCks
https://www.youtube.com/watch?v=vSINEBZNCks
https://www.youtube.com/watch?v=3L0N7CKvOBA
https://www.youtube.com/watch?v=3L0N7CKvOBA
https://www.youtube.com/watch?v=YTK7xZ_E6Hk
https://www.youtube.com/watch?v=YTK7xZ_E6Hk


VR元年？

１２３４５６７８９





30年前のVR Day 
1:23:45 6/7/89

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


30歳の誕生会（もう中年;;）



1990 ｖｓ 2019

８Kpixel 5frame/s 3kg 8Mpixel(4K) 60f/s~ 300ｇ
HMD単体で＄10000 HMD単体でPC不要＄399
磁気センサー 総額＄25万～ 位置検出インサイドアウト



Cyberthon
1990/10/6~7
VRのWoodstock

https://vimeo.com/169075463
https://vimeo.com/169075463


TEPIA
HARP



松下電工



新聞初のVR記事
1990年2月/1991年1月



https://www.youtube.com/watch?v=WFMLGEHdIjE
https://www.youtube.com/watch?v=WFMLGEHdIjE
https://www.youtube.com/watch?v=NNiZP2G-nEM
https://www.youtube.com/watch?v=NNiZP2G-nEM
https://www.youtube.com/watch?v=YCxFGxqLsHE
https://www.youtube.com/watch?v=YCxFGxqLsHE


創世記から現在まで

コンピューターの進化そのもの



https://www.youtube.com/watch?v=6orsmFndx_o&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6orsmFndx_o&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=06drBN8nlWg
https://www.youtube.com/watch?v=06drBN8nlWg


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


モートン・ハイリグのSensorama（１９６４）

https://www.youtube.com/watch?v=E6Ja4R-qhQo
https://www.youtube.com/watch?v=E6Ja4R-qhQo


マイロン・クルーガー

https://www.youtube.com/watch?v=qNV5KqKGJlw
https://www.youtube.com/watch?v=qNV5KqKGJlw
https://www.youtube.com/watch?v=dmmxVA5xhuo
https://www.youtube.com/watch?v=dmmxVA5xhuo


フライトシミュレーター





戦闘機用HMD



NASA
Ames



https://www.youtube.com/watch?v=3L0N7CKvOBA
https://www.youtube.com/watch?v=3L0N7CKvOBA


MITメディアラボ

https://www.youtube.com/watch?v=2Ytd12d6qNw
https://www.youtube.com/watch?v=2Ytd12d6qNw


ノースカロライナ大学

http://www.warrenrobinett.com/ecv/unc_vr_vid1/Progress_in_VR_Systems_1987_to_1993.mp4
http://www.warrenrobinett.com/ecv/unc_vr_vid1/Progress_in_VR_Systems_1987_to_1993.mp4




VPL

https://youtu.be/ACeoMNux_AU
https://youtu.be/ACeoMNux_AU


テレロボティクス/ テレイクジスタンス



東京大学
廣瀬研





ATR





Fake Space Labs



Virtual Sandpaper



EXOS



テーマパーク



https://www.youtube.com/watch?v=j59JxfbvxGg
https://www.youtube.com/watch?v=j59JxfbvxGg


POWER GLOVE



VRは未来を創る
スマホの次に来るもの



https://www.youtube.com/watch?v=XvigKlBdpH4
https://www.youtube.com/watch?v=XvigKlBdpH4
https://youtu.be/5gF4tyf-zVo
https://youtu.be/5gF4tyf-zVo
https://www.youtube.com/watch?v=qLGD570I1OE
https://www.youtube.com/watch?v=qLGD570I1OE


https://www.youtube.com/watch?v=YM6GTu_RcWM
https://www.youtube.com/watch?v=YM6GTu_RcWM


https://youtu.be/TgDcozEjj90
https://youtu.be/TgDcozEjj90






電子メディアがもたらした

逆コペルニクス的転回

• インターネット







Virtual Reality?



当初は訳語で混乱

人工≠現実？？ 現実？

• Virtual Reality 仮想現実（感） 人工現実感
• Artificial Reality 人工現実
• Virtual Environment 仮想環境
• Synthesized Reality 合成現実
• Simulated Reality
• Annotated Reality
• Augmented Reality 拡張現実
• Mixed Reality
• Cyber Space サイバースペース
• Tele-existense, Telepresence, Tele-immersion
• Metaverse メタヴァース
• Virtuality, World Simulator, First Person Experience, ５D
• Augmented Human 人間の拡張？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Vr_kanji.png


VRとは何なのか？

• コンピューターの進化そのもの
• マシン/ヒューマンインターフェース
• ゲーム、遠隔操作から深層心理まで
• 身体性を伴うことで論理から経験へ
• リアリティーに対する問いかけ
• 近代の作った自然と人工の区分の超越
• ネット、AI、IoT ⇒ 意識のアップロード
• パラレル・ワールドがリアルを支配
• 人間がVRの中に見るものとは？ 私は誰？
• 人間の拡張へ！
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