特集

技術により顧客価値の増大に貢献する
CTCの取り組み

4 ファスト VR

コンテンツを自分で簡単に制作可能。オンプレミ
スに対応しデータ保護にも優れた VR システム
さまざまな分野における教育・訓練に VR（仮想現実）を活用する企業や組織が増えている。VR 向け 3D 教育コンテン
ツの制作には時間もコストもかかることから、伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC）は現場に近い担当者が自
ら簡単にコンテンツを制作して活用可能な VR システム ファスト VR の提供に力を入れている。
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ファスト VR は図 1 に示す VR 活
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没入型のコンテンツを作成するに
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は市販のどのカメラを使っても構わ
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360度カメラ及び、VR動画編集用PCはお客様側でご用意いただく必要あり
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ファスト VR の機能提供範囲

ここから先は VR 動画の視聴や視
聴結果の確認作業まで、基本的に
ファスト VR だけで実施することが
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可能だ。
まず最も大きな特長として、VR
動画に対しテキストやイメージなど
をいわゆるアノテーションとして挿
入するなど、教育・訓練用のコンテ
ンツとして仕上げる作業を行うため
のソフトウェアが用意されている。
シンプルでわかりやすい UI により
専門的なスキルがなくても編集が可
能（図 2）であり、お客さまが自ら
編集できるため専門の業者に作業を
発注する必要がない。コンテンツの
詳細を制作業者に伝える作業が不要

図2
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VR 動画に対し簡単にテキストやイメージを挿入できる編集画面
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間氏は次のようにのべている。

ていることの確認や、事後学習に役
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立てることができる。
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の提供を優先した。このことがアド

が特長とはいえ、『フル CG のコン

バンテージの 1 つとなっている。

テンツを用意したい』といったニー

けでなく、どの受講者が動画のどの
シーンを視聴しているかも確認でき
るようになっている。

AR による遠隔作業支援との相互
活用でさらなる人材の習熟も可能
CTC は AR（拡張現実）を活用し
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を確認するなど、VR を活用可能な
分野は幅広い。CTC にもさまざま

「工場内の映像など、社外への漏

ズもあります。そうしたお客さまに

洩が許されない映像はクラウドで保

はコンテンツ制作のオプションサー

管できないという企業も少なくあり

ビスも提供しています」
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