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読む前に、読むデータ

映像活用編

Special Feature

VISUAL EXPERIENCE
映像がコミュニケーションを進化させる
高橋 隼人
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
先端表現技術開発本部 ビジュアルコミュニケーション開発部 クリエイティブディレクター
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宮城県慶長使節船ミュージアム様

慶長使節船復元船サン・ファン・バウティスタ
「VR船内ツアー」映像

先人の歴史的偉業と地域の想いを
新たな形で後世に伝えるVR映像
12

福岡市科学館様

VR映像「宇宙への挑戦 〜国際宇宙ステーションが切り拓く人類の未来〜」
そら

宙へ挑む――その憧れと夢を
臨場感あふれる映像体験が育む
16

日本航空株式会社様

「Journey to the World of HOKUSAI」
プロモーションムービー

JALブランドの想いを翼に
HOKUSAIの世界へいざなう
20

「TOPPAN SOLUTION」
Webサイトのご案内

トッパン未来ラボ Vol.9

MyAnchorTM
（マイアンカー）
22

「TOPPAN SOLUTION」
は、
トッパンの情報コミュニケーショ
ン分野のさまざまなソリューションをご紹介するWebサイトで

印刷屋さんの道具箱 第17回

す。
展示会やセミナーの開催レポートなど、
各種オリジナルコン

自動結束機
23

テンツも充実。
本誌「アイデアノート」のバックナンバーもご覧
いただけます。
課題解決のヒントとして、
ぜひご活用ください。

NEWS & INFORMATION

詳しくはこちら！

https://www.toppan.co.jp/solution/

ツを楽しもう
アプリを使って表示されるコンテン
マーカーを読み取る

スマホを誌面に印刷されたA R
マーカーにかざすだけで、さまざ
まなARコンテンツが楽しめます。

STEP1

STEP2

P.13,P.17
※「アイデアノート」は、 凸版文久体を使用しています。※本文中の商号および製品・サービス名称は、 各社の商標または登録商標です。
2

STEP3

「AReader」をインストール。
「A Re a d e r」を 起 動 し、 表示されたコンテンツを楽
Google Play、App Storeで「AReader」 A Rマーカーにかざしてコ しもう。
をダウンロード
（無料）
。
ンテンツをダウンロード。

読 む 前 に 、読 む デ ー タ ｜

映像活用編

普段何気なく見ている映像には、言葉では伝えきれない情報がたくさん含まれています。
視聴形態・デバイスも進化を続けており、
それぞれの特性を活かしてさまざまなシーンで活用されています。

1 １分間の映像視聴は、180万語の文字情報に匹敵

Data

1分間の映像から得られる情報量は、
文字に換算すると180万語。
Webサイトだと3,000ページ以上の情報量に値
します。
テキストだけよりも、
映像のほうが、
はるかに多くの情報を伝えることができます。
１分間の映像視聴＝180万語の文字情報

１分間の映像視聴

180万語の
文字情報

出典：McQuivey’
s Forrester study, How Video Will Take Over the World（2008年）

Data

2 研修や防災などにもVRの活用が進む

VR（バーチャルリアリティ）はいまやすっかり浸透し、ゲームなどのエンターテインメントだけにとどまらず、研
修、防災など多岐にわたって活用されることが期待されています。
今後VRが活用されると思う分野

62.3％

58.1％

53.7％
46.0％

44.1％

43.5％

38.4％

37.0％

防災

宇宙開発

自動車

研修

旅行・観光

映画

アミューズメント
施設

ゲーム

出典：マクロミル「VRに関する意識調査」
（2019年）
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この見開きの画像は8K（約3,500万画素）のデジタルシネマカメラの映像から切り出したものを使用しています。
※標準的な印刷では、A3見開きには1,600万画素が必要。
4
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海岸の氷塊が朝陽を浴びて輝く。のぞきこむと、朝焼けの空のうつりかわりと波間の
一瞬のきらめきを無数の気泡とともに閉じこめている。
いまこのとき、
この場所でしか見
ることのできない光景。寒さを忘れさせるその美しさと感動を伝えたい。
デジタルカメラやスマートフォンなど機器の進化に伴い、写真や動画など映像は私た
ちの暮らしに深く浸透しました。誰もが映像を手軽に撮影・視聴できるようになり、
コ
ミュニケーションのあり方は、
よりビジュアルを活かしたものへと変化しています。映像
技術や通信環境がますます向上する今後、臨場感を伴って、
よりストレートにメッセージ
を伝えることのできる映像体験が多様なシーンで広がっていくでしょう。

Photo by Hisamitsu Kazuki, Directed by Takahashi Hayato
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映像がコミュニケーションを進化させる
情報を
「理解する」
から
「体感する」
へ
いま、映像によって、
コミュニケーションのあり方が大
きく変わろうとしています。
普段、私たちが言葉や活字を用いて情報伝達する際、

印刷のDNA・技術が高品質な映像を生む
トッパンでは、4Kや8Kをはじめとする高品質映像や
VR（バーチャルリアリティ）などの先端表現技術を用い
て、
さまざまな映像を制作しています。

自らの体験を伝えるために、見たものや感じたことを頭

「なぜ印刷会社が映像制作を」
と思われるでしょうが、

の中で文字情報に置き換え、発信しています。受ける側

長きにわたって印刷事業を行ってきたトッパンにとって、

も、言葉を聞いたり活字を読んだりして情報として理解

映像制作は
「正しい情報を正しく伝える」
という
「印刷テ

し、受け取ります。
こうしたとき、
どれだけ言葉を尽くして

クノロジー」の延長線上にあるものです。印刷物の刷り

も、正しく伝わらない、伝えきれない……というもどかし

上がりが実物と異なっていたら、
それは不良と見なされ

さを感じることがあるでしょう。

ます。形や色の詳細な部分まで再現性を追求する印刷

それが映像だと、
まさに
「百聞は一見に如かず」
。

のDNAと技術があるからこそ、現実の光景やモノを正

情報量でいえば、静止画の写真一枚は約2,000字に

確に忠実に再現でき、
さらにその場の雰囲気や息遣い

相当すると言われます。動画となれば数百万字です。映

をも感じられるようなリアリティある映像の制作が可能

像なら、膨大な情報を手軽に伝えることができ、見る人

になります。
こうしたノウハウが、圧倒的な臨場感と没入

も視覚を通じて体感的に瞬時に受け取ることができま

感のある仮想体験を提供するVR映像制作の原点にも

す。
さらに、近年、
「4K」
「8K」
といった高品質映像に注目

なっています。
また、
印刷を通じて、
高解像度・大容量デー

が集まっています。従来の一般的な映像よりも解像度が

タの取り扱いにも精通しています。例えば、4Kの画素数

高く、高精細であるため、含まれる情報量はさらに多く、

は829万画素ですが、A4サイズの印刷物に必要な画素

実際に見る光景に近いものを映すことができるので体

数は870万画素で4Kを優に超えます。大容量データを

感性も高まります。

日々扱い、確実に制作を行ってきた経験と実績も備えて

こうした高品質映像の活用、普及に欠かせない通信

います。
こうした技術・ノウハウを基にした圧倒的なクオ

環境が、
「 5G（第5世代移動通信システム）」の登場に

リティを誇るトッパンの映像制作は国内外から高い評価

よって整います。5Gには高速・大容量に加え、多接続や

を受け、企業、自治体のニーズに応えるだけでなく、美術

低遅延といった特長があります。5Gの実現により、4K

や医療といった専門分野でも活かされています。

や8Kの映像を手軽に利用し、伝えたい情報をさらに多

今後、高品質映像はさまざまな分野で活用が広がって

くの人へ、
より遠くへと届けられるようになると期待さ

いくでしょう。常に進化を続ける社会と呼応しながら、

れています。
コミュニケーションのあり方が、文字を介し

トッパンが脈々と受け継いできたDNAと培ってきた技

て
「理解する」から、映像を通じて
「体感する」
へと変化し

術を駆使し、社会の新しい基盤となるサービスの展開や

ていくのは必然でしょう。

構築に積極的に取り組んでいきます。

凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
先端表現技術開発本部 ビジュアルコミュニケーション開発部
クリエイティブディレクター

高橋 隼人
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医療
高精細・高解像度の映像に

より、画像診断の精度向上

や、遠隔医療においてより
対面に近い環境の実現が
期待されている。

社会インフラ

地域活性

安全・安心な社会を支える

地域活性化にも映像が貢

防犯・防災用カメラ。
高画質

な映像で、
より詳細な分析

が可能となり、
効果的な対
策づくりに貢献する。

献。
観光名所や特産物の紹

さまざまな分野で広がる
映像の活用と可能性

介など、
映像だからこそ地
域の魅力を国内外に広く発
信できる。

映像の活用がいろいろな分野で広がってい
ます。
企業や自治体のプロモーションやマー
ケティングはもちろんのこと、
教育やものづく
りの現場、
社会生活を支える防災・防犯や医
療の現場まで、
その目的や用途もさまざま。
通信環境が整い、
より高精細・高解像度の映
像が普及すればさらに活用が広がり、
映像が

プロモーション
いまや企業広報に映像は

企業や社会の課題を解決する手段のひとつ
になっていくでしょう。

教育
学習教材だけでなく博物

欠かせない。商品・サービ

館などの展示や文化財の

ス紹介やブランディングな

デジタルアーカイブなど、

ど多様な目的・場面で用途

教育分野でもさらなる映像

はますます広がる。

活用が期待されている。

産業
生産性向上や安全管理に
貢献する映像。製造現場の

品質管理や技術・ノウハウ
伝承、安全教育など多様な
場面に活かされる。
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宮城県慶長使節船ミュージアム様
慶長使節船復元船サン・ファン・バウティスタ
「VR船内ツアー」映像

先人の歴史的偉業と地域の想いを
新たな形で後世に伝えるVR映像

宮城県慶長使節船ミュージアム「サン・ファン館」
（ 宮城県石巻
市）は、約400年前に太平洋を往復した木造洋式帆船「サン・
ファン・バウティスタ号」の復元船を中心に、同船で海を渡った
外交使節の偉業や、大航海時代の歴史・文化を紹介する博物館
です。同ミュージアムでは2019年4月下旬から、復元船の「VR
船内ツアー」
を公開。復元船の詳細を保存するために実施され
たデジタルアーカイブのデータを基につくられた精巧な映像
は、
デッキや船内を歩いているかのような体験を可能にするだ
けでなく、上空からの眺めや帆を張った船影など貴重なシーン
も楽しめると好評です。
トッパンではデジタルアーカイブから
VR映像まで一貫して制作を担いました。地域の象徴である復
元船を新たな形で残すVR映像は、歴史や想いをいかに伝えて
いくのでしょうか。

GO TO
WEBSITE

宮城県慶長使節船ミュージアム
ウェブサイトへ

https://www.santjuan.or.jp/
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専用シアターでアテンダントによる解説を交えながら迫
力ある映像を楽しめる
「VR船内ツアー」
（ 写真右上）。
コントローラーを使って来場者が自分で操作して船内
見学を体験できる
「VR操作体験」
コーナーもある
（写真
左上）。

最新のVR映像への取り組みが

「伝える」
使命を見つめ直すきっかけに
宮城県慶長使節船ミュージアム
サン・ファン館 企画広報課 課長

サン・ファン・バウティスタ号の復元船は、

郷土の先人の偉業を伝えるために、
1993年

当ミュージアムとしては、
アーカイブ化で得ら

れた材料や成果を、
ぜひ活用させてもらいた

録だけではありません。VR映像もそのおも

しろさや美しさにもちろん驚かされますが、

に建造されました。
当時、
この復元事業に多

いと県に打診しました。
乗船可能だったころ

元の船大工を中心に、
地域の木材も使ってつ

映像による船内ツアーに取り組みたいと思っ

緒に残し、いかに伝えていくかが大事なの

宝・象徴として愛され、当ミュージアムでも

ることのできない角度からの船の様子や帆

が伝えてきたのは、
400年前に命を懸けて海

気を博してきました。

さまざまな可能性を感じていました。

学できたのですが、現在は乗船できません。

の資料も参考に、
ミュージアムのスタッフた

くの県民・市民から関心と寄付が集まり、地
くられたという経緯があります。
以来、
地域の

1996年の開館当初から展示の目玉として人
しかし、以前は船に乗り込んで船内を見

に実施していた
「船内ツアー」
の代わりに、
VR

たのです。
また、
VRの利点を活かして、
普段見

それだけを楽しむのが主目的ではありませ
ん。
そこに込められた意味や人の想いも一

だと感じました。サン・ファン・バウティスタ

を張った船の姿なども見せることができると、

を渡り、困難に立ち向かっていった、人の力

「VR船内ツアー」は、過去の船内ツアー

えてきたことを、
いま、
最新のデジタル技術を

や心の強さだと私は思います。復元船が伝
活用して、今度は私たちが次代に伝えてい

ちやトッパンさんと一緒につくりあげていき

かなければならないと強く感じています。

大波を受けて揺さぶられ、大きなダメージを

もしろさを実感した一方、
リアリティを追求

改めて考えるきっかけにもなりました。
デジ

の腐朽が進行していると判明したため、安

どを知り、
とても勉強になりました。

きますが、
ここに来たからこそ感じられるこ

の予定になっています。

が何より気づかされたのは、自分たちが伝

タルとリアルの双方を活かし、地域の魅力を

背景には木造船だからこその老朽化があり

ます。東日本大震災でも8メートルを超える
受けました。宮城県が調査したところ、船体
全を考慮して、現船の展示は2020年度まで

そうした中で2017年に、
宮城県がこの復

元船のデジタルアーカイブ化を実施しました。
10

髙橋 正法さん

ました。その中で、VRならではの特長やお

する重要性や、双方のバランスの大切さな
さらに、
トッパンさんとの作業を通じて、私

えるべき本質を大事にしなくてはいけない

ということ。
アーカイブが残すのは、形や記

また、
この場所で伝えていくことの意義を

タル作品なら場所を選ばずどこでも視聴で
と、伝えられることがたくさんあります。
デジ

発信する場所として、
このミュージアムも進
化を目指していきます。

VR映像では、船内外のさまざまな角度から、近づい
たり離れたりして船の細部を見ることができる。ま
た、三次元形状計測のデータなどを基にして、船の骨
組みなどの構造を見ることができる
（写真左）
。

高精細・高精度なアーカイブデータを活かし
細部のリアリティにこだわった
「体験」映像
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
ソーシャルイノベーションセンター
先端表現技術開発本部 VRビジネス開発部

木下 史彰

サン・ファン・バウティスタ
「VR船内ツアー」の映像は、2017年に宮城

県様のご依頼で実施したデジタルアーカイブのデータを活用して制作し

たものです。
トッパンではデジタルアーカイブからVR映像制作まで、一連

高精細撮影画像と14億ポイントの計測データが
美しく精度の高いVR映像を実現

の作業を担当させていただきました。

デジタルアーカイブの作業では、
まず船内外の高精細な画像撮影を行

いました。地面からの撮影以外に、
クレーンやドローンを使った高所から
の撮影や、船底の水中撮影まであらゆる角度から行いました。次に三次元

形状計測です。船の外観・内観、合計63地点から船体を計測し、大きさや

形などを細部にわたって正確に捉えていきました。
こうして得られた計測

データと復元船建造時の資料を基に、船全体の形状を高精度で再現しま

した。
この形状データに、撮影した高精細画像をマッピングし、復元船の
VR映像をつくっていきました。

船体の撮影

船の外観・内観はもちろん、高所や水中などからも船体を詳細に撮影。撮
影は数日間にわたって行われた。

「VR船内ツアー」の映像としてのこだわりは、
リアルさです。周辺環境と

船がなじんで自然に見えるように光の調整を綿密に行い、風でゆらめく
旗や揺れる木々、
船の上を旋回する鳥の姿とその陰影、
海面のさざなみな

ど、細部にわたって表現を工夫しました。
また、
ミュージアムのスタッフの

皆さんと一緒に、
ＶＲの見せ方や仕様について何度も意見交換を行い、
公開直前までコンテンツ調整を行いました。
その結果、サン・ファン館で公
開するためのＶＲ映像を制作できたと思っています。
デジタルアーカイブ

し、
ＶＲという手法を用いてデータを整備すれば、
さまざまな公開手法が

三次元形状計測

船の大きさや形状を立体的に記録。14億ポイントもの計測データが精密
な船の形を再現する。

可能です。
これがトッパンＶＲのメリットでもあります。
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福岡市科学館様
VR映像「宇宙への挑戦 〜国際宇宙ステーションが切り拓く人類の未来〜」
そら

宙へ挑む――その憧れと夢を

臨場感あふれる映像体験が育む

12

「人が育ち、
未来をデザインしていく科学館」
として、
2017年10月にオープンした福岡
市科学館。
科学を“人が育つきっかけ”と位置づけ、
多彩な展示やイベントを通じて、
子
どもから大人まで好奇心をくすぐり、
創造性を育む体験を提供しています。
施設最上
階には4K映像システムを備えた
「サイエンスホール」
があり、
開館当初、
トッパンが制
作協力した宇宙を題材にしたオリジナルVR映像が公開され、
その後も人気となって
います。
制作が難しい宇宙という題材をリアルにつくりあげることができた背景には、
子どもたちに唯一無二の体験を提供したいという強い願いがありました。

PLAY
MOVIE

▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎
ARマーカーにスマホを
かざす
（使い方はP.2）

「マークを見つけてみよう!」と文字が現れたら、メニューの
「▶」をタップ。地球が見えたらスマホを動かして、宇宙空間
に浮かぶ「青いマーク」
を画面中央に合わせる。すると——。
※この映像はVR映像をもとにした体験版デモバージョンです。
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Special Feature

VISUAL EXPERIENCE

VR映像が投影されるサイエンスホール
（写真左）
と、
九州
最大級を誇るドームシアター
（プラネタリウム）
（写真下）
。
基本展示室は
「宇宙・環境・生活・生命・フューチャー」
のテー
マごとに多様な参加体験型展示があり、
子どもたちは体
を動かし、
展示に触れながら、
楽しんで学んでいる。

展示とは、
見えないものを見せること。
VR映像が新しい科学館を形づくる
福岡市科学館整備運営事業者
株式会社福岡サイエンス＆クリエイティブ
取締役

福岡市科学館は、前身である福岡市少年

館に合わせ、宇宙にまつわる特別企画を複

よくこれほどまでに仕上げてくださったと

した。一般的に科学館は教育委員会の管轄

ンスホールで投影したVR映像「宇宙への

も驚いていらっしゃいました。

局、いうなれば児童福祉課が管轄していま

長として滞在したISS（国際宇宙ステーショ

するのですが、その場でもこのVR映像を

の、感じたことを子どもたちにも体験させ

えながら、
リアルな映像とともに解説すると

の制作実績が豊富なトッパンさんに形にし

まうほど非常に大きな反響をいただいてい

科学文化会館をリニューアルして誕生しま

数開催しました。その中のひとつがサイエ

ですが、当館は前身のときからこども未来

挑戦」です。若田名誉館長が日本人初の船

す。そのため、
より“人を育てる”という観点

ン）をバーチャルに再現し、そこで見たも

の方々が科学を体験し、楽しむことを通じて

てあげられたら――そんな想いを、VR映像

つ、
そうした成長を支える場となることを目

ていただきました。

を大切にしており、子どもたちをはじめ地域
自由かつ自発的に学習する場を提供し、か
標に運営しています。

制作にあたって、ISSなどの写真や映像、

だからこそ、展示するコンテンツも、科学

資料は限られたものしかないであろうこと

はしたくない。そうした想いから、好奇心を

る限り
「本物」
を感じられるものにしてほし

どもたちが自分で考え、
「なぜこうなってい

もたちに、
リアルな体験を提供したい。そし

ブなものを提供することを目指しています。

きになってもらいたい、いつか宇宙飛行士

をお迎えしたこともあり、2017年10月の開

いった願いをこめて本物を追求した結果、

の法則・原理をただ説明するようなものに

育てることを大切にし、科学をきっかけに子

るんだろう」
と思えるような、
インタラクティ
名誉館長に宇宙飛行士の若田光一さん
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丹治 清さん

は認識していました。
しかしそれでも、でき

いと相談を重ねました。当館としては、子ど

て、子どもたちに宇宙に興味を持って大好

になりたいという夢を抱いてほしい。そう

感動しました。ご覧になった若田名誉館長
年に１回、若田名誉館長の講演会を開催

投影しています。自らの宇宙での体験を交

いう貴重な講演会は、抽選入場になってし

ます。夏休み・冬休み期間にも、このVR映
像を公開していますが、世代を問わず人気

が高く、
リピーターも多く、続編を期待する
声もいただくほどです。

展示というものは、
「見えないものを見せ

ること」だとよく言われます。その意味で、
VR映像は非常に有効で、
さまざまな可能

性を秘めています。今後AIなど新たな技術

も取り入れて、子どもたちの好奇心や感性
を刺激し、夢を育てるような体験を提供し続
けていきたいと思います。

上空400kmに浮かび、地球を周回する
ISS。映像では宇宙空間に浮かぶISSの
様子とともに、建設から完成までの過程
やISSの構造、実験棟「きぼう」の船内
実験室、補給機「こうのとり」などについ
て高精細なCGとともにナレーション付
きで紹介。恒星の明るさや色、地球の自
転など、科学的根拠に基づいて宇宙空
間をリアルに描写しており、観る人は宇
宙に浮かんで眺めているかのような臨
場感を味わえる。

限られた資料から3DCGを手づくり

写真と見間違うほどのクオリティでISSを再現
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
先端表現技術開発本部
VRビジネス開発部

山田 修一

福岡市科学館のオープンに向けて、展示室とは別の階に設置され

るサイエンスホールについてご相談をいただき、
トッパンで高精細映

像を投影できる4K映像システムの導入と、
そこで上映するVRコンテ

NASAのWebサイトなどから入手できるだけの資料や写真を集め、

それらを基に入念に検証を重ねてつくりあげました。高精細な映像

で、
とにかく本物に近いものを見せたい。その一心で、実験棟「きぼ

ンツの制作を担当しました。

う」内部の説明用シールにいたるまでできる限り忠実に再現しました。

学館ならではのものとして、宇宙、
そしてISS（国際宇宙ステーション）

操縦し、数々のミッションを達成しました。
そこで、VR映像にもコント

コンテンツの内容は、若田光一さんを名誉館長に迎えた福岡市科

また、若田名誉館長はスペシャリストとしてISSのロボットアームを

を題材に企画されました。制作の過程で最も苦労しつつもこだわった

ローラーでロボットアームを操作する機能をつけたところ、実際に操

細な設計図などは機密事項で手に入れることなどできません。かと

ただけたほどリアルな作品となりました。世代を問わず多くの方に親

のは、写真と見間違えるほどのクオリティを誇る3DCGです。ISSの詳

いって、実際に宇宙へ行って確認することもできません（笑）。そこで

作した若田名誉館長から
「僕の仕事がなくなっちゃう
（笑）」
と言ってい

しまれるコンテンツとなったことは何よりうれしいです。
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VISUAL EXPERIENCE

「冨嶽三十六景 相州梅沢左」
すみだ北斎美術館蔵
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日本航空株式会社様
「Journey to the World of HOKUSAI」
プロモーションムービー

JALブランドの想いを翼に

HOKUSAIの世界へいざなう
日本を代表するフルサービスキャリアでありながら、海外におけるブランド認
知向上に取り組み続けてきた日本航空株式会社様。2018年2月末から3月初
旬 に は 、ニューヨークのグランドセントラル駅でプロモーションイベント
「Journey to the World of HOKUSAI」
を開催。葛飾北斎をフックとして、日
本の伝統文化を紹介しながら、JALブランドを訴求したユニークなイベントは
現地で話題となり、多くの人が訪れました。
トッパンでは北斎の作品を活用した
プロモーションムービーの制作に協力するなど一翼を担いました。
このイベン
ト、
そしてムービーはどのようにして生まれたのでしょうか。

PLAY
MOVIE

▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎
ARマーカーにスマホを
かざす
（使い方はP.2）
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VISUAL EXPERIENCE

『Touch the 北斎漫画』
底本提供・協力：浦上蒼穹堂
制作・著作：凸版印刷株式会社

ニューヨークのグランドセントラル駅で行われたイベント
には、
4日間で約1万人が来場。
葛飾北斎の作品とともに
日本の伝統文化と、
日本の航空会社ならではのJALブラ
ンドの想いやサービスが紹介され、
来場者を楽しませた。

「世界の北斎」
と時空を超えたコラボレーション

言葉を使わずメッセージを伝えられる映像の強み

日本航空株式会社
グローバルマーケティング部
マネジャー

当時、私は北米におけるプロモーションを

から脱却したいという気持ちがあり、北斎

は、私もこだわらせていただきました
（笑）。

でいました。
まだ米国では、
トレードマークの

と思っていました。そうした際、以前、
トッパ

東京駅のような場所で、普段は大勢の人が

担当し、JALブランドの認知向上に取り組ん

「鶴丸」
を見ても「日本の航空会社だ」
と、す

の作品の見せ方も洗練されたものにしたい

ンさんの文化財デジタルアーカイブの映像

ぐに認識してはもらえていない状況でした。

を拝見したことがあり、
その技術とノウハウ

シートの快適さや機内食のおいしさなど伝

に生まれ変わるかもしれないと思い、
プロ

そこでPRイベントを検討していたのですが、

なら、北斎の作品が新たなデジタルアート

えたいことはたくさんあっても、そうしたア

モーションムービーの制作や『北斎漫画』の

“フック”となるものを探していました。
ロサン

ムービーの制作では、北斎の世界にJAL

ピールだけでは注目を集めることは難しく、

活用にご協力いただきました。

ゼルスならエンタメ系、
ニューヨークならアー

の飛行機が飛んでいき、観る人をいざなう

ト系……と考えを巡らせ、辿り着いたのが

というアイデアはとても気に入って、
ご提案

に敏感なニューヨーカーたちもよく知ってい

ませんでした。
こだわっていただいたのは、

の心」
という3つの柱とも共鳴し、
イベントの

というところ。
このムービーは来場者が最初

企画を詰める中で気をつけていたのは

で、私たちの想い描く世界観に観る人が入

葛飾北斎でした。
「 世界の北斎」ならアート

ますし、JALの根底にある
「伝統・革新・日本
企画にうまくマッチすると考えました。

「too traditionalにならないように」
という
こと。海外における旧来的な日本のイメージ
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小吹 有香さん

いただいたコンセプトに大きな変更はあり
北斎の絵に
「飛行機」
をいかになじませるか
に目にする重要なタッチポイントだったの

り込めるか、
ここがとても大事でした。飛ん

でいく飛行機の形や角度といった細部に

イベントを行ったグランドセントラル駅は

足早に通り過ぎていきます。そんな中で、
こ
のムービーは確実にフックになりました。誰

もが知る北斎の、
しかし、見たことのない映

像に多くの人が足を止め、興味を持って立ち
寄ってくれました。
そして
『北斎漫画』や日本

の伝統文化、JALのサービス紹介などさま

ざまなコンテンツに触れていただきながら、
弊社のキャビンアテンダントとコミュニケー

ションをとり、JALのことをより深く知ってい
ただくことができました。

このムービーは同年夏のフランスでのイ

ベント出展時にも活用しました。映像は言葉

を超えてメッセージを広く伝えることがで

き、観る人に負担をかけずに訴求できる強
みがあります。
プロモーションにおける最初

の手段として、視覚的に訴求できる映像は、

非常に有効だと感じています。

北斎の世界を、飛行機に乗って
旅するようなワクワク感を演出

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
先端表現技術開発本部
VRビジネス開発部

田上 慎（右）
文化事業推進本部
コンテンツ企画部

木下 悠（左）

米国のお客さまへのプロモーションとして実施する大事なイベント、

そのオープニングで披露するプロモーションムービーに葛飾北斎のコ

ンテンツを活用できないかとお話をいただいたのが2017年11月で

した。
そこから約2カ月強という短期間ではありましたが、日本航空様

の想いやブランドイメージと北斎の世界観を融合させるというテーマ

が非常に明確でしたので、
コンセプトやストーリーの構築はとてもス

ムーズに具現化できました。

キービジュアルに用いた作品は「冨嶽三十六景 相州梅沢左」。
これ

は鶴をモチーフにした作品ということで日本航空様に選んでいただ

きました。
これを中心として、
「旅」や「空」、
「浮遊感」
といったテーマで

絵画を選び、
ラストの「相州梅沢左」につながるように組み立てていき

ました。
オープニングの鶴から始まり、一陣の風となって花や草木、旅

人たちの間や街道を通り抜け、徐々に空へと昇っていく。観ている人た

ちが北斎の世界に入り込み、
その中を飛行機に乗って飛んでいくよう
なワクワク感を醸成しました。映像制作では、北斎の絵画から風景や

人を一つひとつ切り出して立体的に再構築し、3DCGとして新たな世
界をつくりあげています。難しかったのは、北斎の絵の中に現代の飛

行機をどうミックスさせるか。機体の細部にこだわりつつも、絵とうま

くマッチするように相当時間をかけました。

イベント直前まで微調整を繰り返して完成した映像は、結果として4

日間で累計1万人という多くの人々の目に留まることとなりました。
2018年夏にはパリのジャパン・エキスポにて、
フランス向けにカスタ

マイズした同映像をご活用いただき、言葉の壁を超えた訴求力を
我々も改めて実感した次第です。

ムービー制作時の絵コンテ
葛飾北斎のさまざまな作品をどのように組み合わせ、
どんなカメラワークで映像とし

て組み立てていくか。
その中を、飛行機がどのように飛んでいくか。手書きの絵コンテ
でイメージが記され、
各シーンの検討が進んでいった。
作品画像協力：すみだ北斎美術館

19

トッパン
未来ラボ
TOPPAN MIRAI Laboratory

Vol.9

“安全な顔認証”で個人を守り
多様なサービスを安心して利用！

［ MyAnchor™（マイアンカー）］

「MyAnchor」は、独自の顔画像非識別化技術を活用してプライバシーを
保護しながら、多様なサービスを手軽に受けられる、いままでにない新
しい仕組みです。ユーザーは安全な顔認証によって安心してストレスなく
トッパ ンの技術で
未来を明るくする！

サービスを利用できるだけでなく、個人情報を自ら一元管理できるよう
になります。現在、すでにプロトタイプの制作が進行中です。

入館証がいらない!?
“顔パス”出社!

“なりすまし”を防いで
安心して顔認証決済!
外出先の子どもの安全も、
プライバシーも守る。

SNSで写真を
共有しても安心。

日常にカメラがあふれるなかでも、
「MyAnchor」を使えば、家族のプライバシーと
個人情報を保護しながら、顔認証で生活のいろんなシーンがもっと便利になります。
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TOPPAN MIRAI Laboratory

AIに
「顔」が盗まれる!? 顔認証時代のスマートなセキュリティ技術
いま世の中はIDとパスワードの時代から顔認証の時代へと、
急速に変化しつつあります。
しかし顔認証は、
フリーハンドで
サービスを受けられる便利さの一方で、
プライバシーに関する課
題が指摘されています。例えば、顔画像データさえあれば、AIは
ネット上にある同一人物の画像を探し出し、
その人の氏名や住

して顔画像の非識別化を行います。
こうしてプライバシーを保護
し、個人情報の流出を断ち切ることができるだけでなく、自分や
家族、友人の写真を個人が特定されない安全な画像にして利
用することができます。

所などの基本情報はもちろん、職歴や学歴、友人のリスト、趣味
などまで特定することができてしまいます。

元顔画像

非識別化済 顔画像
同一人物ではない

「MyAnchor」の最大の特徴は、
こうした負の情報連鎖を防

D-ID

ぐために、顔画像に特殊な加工を施すことで、AIが同一人物と
認識できないようにする技術「D-ID」
を搭載していること。
イス

顔画像の
非識別化技術

ラエルの企業De-Identification,Ltd.が開発したこの技術は、
人の目には同一人物に見える状態を維持しながら、AIには同

Original

一人物と認識できないように、輪郭や目鼻立ちを少しずつ加工

Protected

AIには同一人物と認識できないように画像を加工

ユーザーに寄り添った個人情報管理とサービス利用の新しい形
「MyAnchor」は、
この「D-ID」
を軸に、
トッパンや連携企業が

情報を手元で一元管理できます。サービスを利用したいときに

提供するさまざまなサービスを組み合わせ、ユーザーがそれら

は、
アプリで必要な情報だけを
「オプトイン
（情報利用の承諾）」。

を安心して手軽に利用できるようにします。

サービスを使い終わり、個人情報を削除したければ、
すぐに「オ

サービスを利用するには、
まず「MyAnchor」のアプリをス

プトアウト
（開示していた情報の削除）」
が可能。
どのサービスに

マートフォンにダウンロードし、
ユーザーが自分で顔写真を撮影

どんな情報を開示しているかも可視化できます。登録している情

することからスタート。
その顔画像を
「D-ID」
で自動加工して非

報変更も、
アプリ上で行えば、関連するすべてのサービスで変更

識別化を行い、
安全に使える顔画像を作成します。
そして必要最

が完了します。

低限の個人情報を登録。すると、利用可能なサービス一覧が

「MyAnchor」の設計思想の根本には、
「プライバシー・バイ・

「MyAnchor」に表示され、
ユーザーはその中から利用したいも

これからの時代、次々と登場す
デザイン※」の考え方があります。

のを選ぶことができます。
あとは、
必要に応じて情報を追加で入

る技術を活かして利便性を向上しながらも、常にユーザーのプ

力。
これで、
希望のサービスを“顔パス”感覚で利用できるように

ライバシーを守る、
快適で安全なサービスが求められます。

なります。
「MyAnchor」のもうひとつの大きな特徴は、
ユーザーが個人
情報を一元管理できること。
これまで、
ユーザーはサービスごと
に個人情報を登録し、各サービス提供企業がその情報を保持・
管理してきました。その点「MyAnchor」
では、ユーザーは個人

※ プライバシー・バイ・デザイン
プライバシー侵害が起きる前にそれを予防する概念。システムやサー
ビスの設計段階からプライバシー保護に配慮して、対策を織り込んで
いくことを重要としている。

TOPPAN
サービス
連携先
企業
サービス

スマートフォン・アプリ

TOPPAN
サービス

・個人情報の預入
・サービスのオプトイン

D-ID
・サービスのオプトアウト
・ユーザー情報の流通見える化
個人＆家族を
守る

TOPPAN
サービス

MyAnchor
サービス

連携先
企業
サービス

連携先
企業
サービス

ユーザー主導で
個人情報を管理

TOPPAN
サービス

連携先
企業
サービス

連携先
企業
サービス

連携先
企業
サービス
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印 刷

屋

さ

ん

の

道 具 箱

美しく確かな印刷を実現するための、インキ、用紙、道具、そして技術——。
「印刷屋さん」の、知られざる舞台裏をご紹介していきます。

運搬と保管のために、
印刷物をしっかり束ねる
一束の冊数も、束ね方もいろいろ

値を入力してテストを行い、ヒモの締め

品後、すぐに商品として開封される雑誌

具合 や 結 び目などの状 態を確 認しま

完 成した印 刷 物 は 、出 荷される前

や書籍などは外しやすい簡易な結束、

す。必要に応じて入力数値に微調整を

に、必ず数冊ずつヒモで束ねられます。

一定期間保管されるものは、丈夫な結

加え、指定通りに印刷物を結束してい

その数は、日中の作業だけで7,000束以

束が求められます。

きます。

上になることも。このとき活躍するのが
「自動結束機」
です。
印刷物を、一束重さ12キロ以内を基
本に、お客さまの指定に応じたスタイ
ルに結束していきます。指定には、一束
の冊数や重さのほかに、結び方やヒモ

ヒモは丈夫なポリエチレン製で、色は

締め方がきつすぎると印刷 物が 傷

白を基本に数種類あり、印刷物の違い

み、ゆるすぎるとはずれてしまうため、

が一目でわかる目印として使い分ける

絶妙な力加減で結束することが肝心で

こともあります。

す。特に、付録付きの雑誌や、薄い中綴

きつすぎず、ゆるすぎず、が肝心

じのカタログなどは、束の形が安定し
にくいため、ヒモのかけ方に工夫が必

の色を変えるなど、さまざまなご要望

オペレーターは最初に、一束ごとの

要。結び目の位置を少しずらすだけで

があります。ヒモのかけ方は、縦横1本

印刷物のサイズ、ヒモのかけ方、結び目

はずれにくくなるなど、そこには、長年

ずつの「十字」、縦1本・横2本の「キの

の位置などを勘案し、自動結束機に数

の経験からくるノウハウがあります。

自動結束機

第17回
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字」のほか、横1本のみなどがあり、納

NI

NEWS & INFORMATION
トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

東近江市において、XR技術を活用した観光ツアーを実施
トッパンは2019年11月30日から2020年1月31日まで、滋賀県東

近江市が進めている
「戦国・琵琶湖体験体感ツーリズム事業」におい

XR
（AR/VR）
技術
XR技術を用いたリアルタイムコミュニケーション
©ＴＯＭＹＴＥＣ/イラスト:伊能津

て、XR（AR/VR）技術を活用した観光モニターツアーを、東近江市観

光協会、TIS株式会社、バリューオン株式会社と共同で実施しました。
ごかしょうこんどう

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている五 個荘金堂

地区の近江商人屋敷「外村繁邸」において、現実の空間にXR技術を

用いて近江鉄道の人気キャラクターである
「鉄道むすめ 豊郷あかね」

を登場させ、来訪した観光客に対し会話や身振りを使って観光案内を
するというものです。

XR技術は、
トッパンとTISが2019年3月から提供している遠隔コ

ミュニケーション支援サービス
「TeleAttend（テレアテンド）」
を活用。

「TeleAttend」
を活用することで、観光客側はAR技術で、案内側の人

AR
設では
観光施
バーチャルキャラクターが観光案内

物をキャラクターとして現実空間に重ねて見ることができ、案内側は、

VR
設では
遠隔施
観光客の動きをVRで捉えた
遠隔案内

VR空間内に再現された観光客側の状況を把握しながら、説明を行う

ことができます。

今後も、XR技術を活用した観光地の誘致促進施策を広げ、東近江

市の魅力度向上や特色あるツーリズムの展開を行います。

VRコンテンツ
＋
体験アーカイブ

説明・案内内容を蓄積して
記録／再利用可能

案内
ログ

+
2020」
開催
カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP（シーピープラス）

データ分析による
コンテンツ改善

展示会

一般社団法人カメラ映像機器工業会は、2020年2月27日から3月1

日に総合的カメラ映像ショー
「CP＋
（シーピープラス）2020」
を横浜で

開催します。
トッパンは、本展示会においてコーディネータを務めます。
CP＋は、今年で11年目を迎える、世界をリードする総合的カメラ映

像ショーです。前回は過去最多の69,615人の入場者数を記録。26種
のワールドプレミア（世界初発表製品）が日本から世界に向けて発表

されました。今年は新製品展示のほか、
ミレニアル世代の女性をター
ゲットにした、写 真 の 楽しさを広く伝える土 日 限 定 企 画「 P ho t o

Weekend」
や、
大さん橋ホールで開催するアートコミュニティースペー

ス
「PHOTO HARBOUR」
など、
さまざまな新企画で、
ファミリーから

プロの写真家まで、
フォトイメージングの楽しさ・素晴らしさを体感でき

る４日間となります。
開催概要
■日
■会

程：2020年2月27日（木）～3月1日（日）
場：パシフィコ横浜(展示ホール、
アネックスホール、会議センター）／
大さん橋ホール
■入場料：1,500円（税込）
（ウェブ事前登録で無料）
障がいがある事を証明する手帳を持参の方、小学生以下の方は無料
■公式サイト：http://www.cpplus.jp/

そのほか最新情報はホームページをご覧ください

キービジュアルは写真作家・髙倉大輔氏の撮りおろし。
カメラ／映像機器の新製品を横
浜から世界へ向け発信していることと、
写真の楽しさに出会えることの２つがテーマ

https://www.toppan.co.jp/
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、太陽光

320g

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
この情報誌
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１冊あたり で発電したグリーン電力100％（年間
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グリーン電力証書システムに
参加し、
製造にかかる年間電
力4,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。
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