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超臨場チャネルの獲得

■VRデバイスの急速な進化と普及
仮想空間への没入体験を提供する

VR（Virtual Reality）のHMD（ヘッ
ドマウントディスプレイ）は2016年
についに本格普及を開始しました．

人間の視野が仮想空間に置き換わる
体験は，これまでにない感覚といえま
す．HMDで視覚を完全に仮想空間で
覆うことにより，没入感，つまり現実
がそこに再現されていると信じ込む感
覚を急速に高めることに成功しまし
た．目線の先には常に仮想空間があり，
首を動かすとその動きを正確に追随し
て仮想空間が描かれ，そこにある物体
に近づけば確かに物体は大きくなりま
す．没入している人は，相手が近づい
てくる，足下が崩れるといったイベン
トに対して，現実の世界でもするよう
な防御行動をとってしまいます．

その一方で，仮想現実の世界に能動
的に働きかける方法は，腕を使った大
きなジェスチャや視線の移動が主で，
それ以上の繊細な入力にはコンピュー
タゲームのコントローラが用いられて
いるのが現状です．仮想現実の中で何
かモノに触る，持ち上げて重さを感じ
る，その対象が動いた感触を得る，温

度を感じるといった触知の再現はまだ
開発途上にあります（図 ₁ ）．
■ARによる実用的用途の開拓

2016年にはAR（Augmented Reality）
における技術開発も本格化していま
す．VRが視野を完全に仮想現実に置
き換えるのに対し，ARでは現実世界
と仮想現実が混じり合う点に特徴があ
ります．

ARのHMDでは透明なゴーグルを装
着し，ゴーグル越しに見える現実世界
の上に仮想世界を貼り付けて融合しま
す．従来の画像合成と異なるのは，視
点が自由に動かせること，仮想世界が

現実に貼り付けられることです．例え
ば部屋の中に地球儀が現れて自由に回
して使う，バイクや車，航空機の巨大
なエンジンなど，本来あり得ない物体
を部屋の中に浮かせて自由に回り込ん
で詳細を見ることができます．

ARを実現するAR-HMDは今のとこ
ろ，仮想現実が表示される範囲がまだ
狭く，視線の先の特定の領域でしか現
実世界と混じり合わない点が弱点です
が，エンタテインメント的な要素が強
いVRと比較すると，学習やトレーニ
ング，設計といった，より実用的な用
途への利用が期待されています．AR
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図 ₁ 　超臨場チャネルの獲得

技術トレンド「超臨場チャネルの獲得」
「IoT時代のセキュリティ」

VR（Virtual Reality）/AR（Augmented Reality）デバイスの急速な進化と
普及により，デジタル世界と実世界は融合し，さらに拡張されています．
また，IoT（Internet of Things）デバイスの遍在は，より広範囲で精細な情
報収集を可能にしましたが，一方で，情報漏洩や大規模攻撃のリスクも拡
大させています．本稿では，NTT DATA Technology Foresight 2017で取り
上げた 8つの技術トレンドから「超臨場チャネルの獲得」と「IoT時代の
セキュリティ」を紹介します．
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であれば視覚以外の五感を再現するデ
バイスが未発達な現状にも有効です．
例えば，医療における触診を学ぶ際に，
病気の症状がある患者の仮想現実を貼
り付けた模型を用いることで，映像と
物理的な触感を組み合わせたトレーニ
ングが可能になります．

また，ゴーグルなしにARを実現す
るスマホARも注目されます．例えば，
自分の部屋をカメラで写し新しい家具
の映像を実寸で重ね合わせて見せるこ
とで，部屋と家具のマッチングを事前
に確認したり，さらに商品情報や関連
情報を加えて表示したりといった，コ
マースや広告での活用が提案されてい
ます．
■デバイスの改善

HMDは，小型化や軽量化が進んで
きたものの，いまだに極めて高速な計
算力を持つコンピュータの「本体」と
太いケーブルで接続する必要がありま
す．また人間の知覚と仮想現実とのわ
ずかなズレが生む「酔い」も課題です．
今後は要素技術の発展により，利用者
の負担を減らし，利用場所を選ばず，
より人間の知覚に近い仮想現実が実現
していくと予想されます．

また，現在急速に進むVRおよびAR
の進化は，人間の感覚という未知の領
域への新たな探求ともいえます．
HMDの普及とそれに伴う開発者の増
加，膨大なユーザフィードバックによ
り，さまざまな人間感覚のノウハウが
蓄積されてきています．HMDを用い
た没入体験においては，身体が感じて
いるはずのない浮遊感，実態とは全く
別の物質を触った触感，そこにない匂
いを感じる嗅覚まで生み出されるとい
われます．また，視覚がとらえる物体
の大きさは人間の注意力によって変化

することがあるとされてきましたが，
この問題は仮想空間においてどのくら
いのサイズでモノを表示すれば人間が

「正しい」と感じ没入できるかという
3Dコンテンツ制作者の課題ともなっ
ています．飛んでくるボールを掴む動
きも，仮想現実で支援すると人間が本
来視覚で行うのとは異なる動き方に変
わり，高速化するという報告もありま
す．こうした人間の感覚に対する知見
は，エンタテインメントとして人間感
覚をつくる方向だけでなく，より自然
なインタフェースのあり方に活用さ
れ，システムと人の関係を改善する糧
になると考えられます．

IoT時代のセキュリティ

■さらに深刻化するサイバー攻撃
サイバー攻撃による被害は拡大し，

深刻さを増しています．情報漏洩は拡
大の一途をたどり，オンラインサービ
スのアカウント情報，メールアドレス
とそのパスワード，場合によっては秘
密の質問とその回答といった個人のア
カウントにかかわる情報が莫大な数で

漏れ出しています．こうした漏洩をね
らう攻撃を検知し対処する人材の育成
が求められると同時に，攻撃された際
に素早く検知 ・ 回復するために，侵害
された部分を高速に切り離す技術や，
AI（人工知能）を用いた自動防御の
挑戦も始まっています．

近年，サイバー攻撃から資金回収ま
での流れは，ビジネスモデルとして確
立しており，多くの模倣犯が集まり，
手法やツールが随時強化される負の循
環も加速しています（図 2 ）．
■サイバー脅威を悪化させるIoT

2016年には，こうしたサイバー攻
撃をより深刻にする要素としてIoT

（Internet of Things）がクローズアッ
プされました．防犯カメラ ・ ネット
ワーク機器 ・ ビデオレコーダといった
機器は，常時インターネットに接続さ
れ，情報の漏洩や乗っ取りの危険性に
常にさらされています．攻撃者は「野
良IoT」と呼ばれる設置後に初期設定
のまま放置されたIoT機器を日々探索
し，その脆弱性を突いて乗っ取り悪用
しているのです．

図 2 　IoT時代のセキュリティ
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2016年末には，世界に散らばる野
良IoTは数十万台の規模で攻撃者によ
り「ボットネット」に組織化され，史
上 最 大 規 模 のDDoS（Distributed 
Denial of Service）攻撃を行い，複数
のオンラインサービスを停止させ，大
きな被害をもたらしました．

IoTが安全上の脅威となる事態を受
けて，具体的なセキュリティ対策を求
める動きは加速していますが，実現は
容易ではありません．設置されたIoT
機器にユーザが後からセキュリティ対
策を施す可能性は低いため，製造段階
での対策，すなわち機器製造業者に責
任を負わせる認証制度やラベリング制
度が議論されています．日本国内にお
いても，IoTセキュリティガイドライ
ンが公開され，具体的な対策の検討が
始まっています．
■IoTにより質量ともに激増する 

パーソナルデータ
一方でIoTは，セキュリティの対象

となるデータやその価値も変化させて
います．従来のパーソナルデータであ
る自ら登録したデータ，ネット上の行
動が記録されたデータに加え，今後は
さらにIoTが観測した物理世界におけ
る個々人の行動データがパーソナル
データに加わることが予測されます．
ウェアラブルデバイスで取得される心
拍数，血圧，走行距離，スピード，位
置情報，ナビゲーションシステムが収
集する走行位置など，さまざまな情報
がユーザの同意のもとにパーソナル
データに紐付けられ，その情報をAI
が推定することで，より強力なパーソ
ナライズを生み出すことになります．

こうした，膨大なパーソナルデータ
を組み合わせ，AIが推定してつくっ
たデータは，ネガティブな結果や不利

益をもたらす可能性もあります．例え
ば，健康状態，健康寿命，将来の発病
可能性といった推定データが作成され
れば，特定の薬品の広告を提示するだ
けでなく，保険加入にかかわる広告や，
ローンの広告を抑制する，といった
パーソナライズすら起こり得るかもし
れません．そうしたネガティブな推定
データは，個人情報を提供した本人が
あずかり知らない間に生み出され，仮
に誤った情報であっても修正できず，
その結果不利益が生じても個人は対抗
する手段はないという点で，問題とな
ることが予測されます．
■セキュリティと情報のあり方

幅広く収集されるパーソナルデー
タ，生み出される推定データの扱いが
問題となるとき，そのデータは誰のモ
ノか，という議論は避けられなくなり
ました．現在のところ，人を表す情報
であるにもかかわらずその帰属は情報
を収集し分析した企業などにありま
す．各国で，情報収集にあたっての同
意の義務化や，情報の第三者提供にか
かわる法制化が進み，2018年 5 月に
は，厳密なパーソナルデータ保護をめ
ざすGDPR（EU一般データ保護規則）
が施行される見通しとなりました．

情報を収集し分析した企業の中に
は，パーソナルデータを生み出した個
人自らが自分自身でコントロールでき
る体制をすでに確立し，情報の種類に
よる細かなオプトイン，取得された
データの閲覧，広告のカスタマイズ等
をユーザ自らが設定できるコンソール
を提供している企業もあります．つま
りその企業は，企業単体で情報を保持
する体制を整えつつ，情報のあり方に
対する変化にも対応しているのです．

こうした特定企業による情報の寡占

に対し，対抗する新しい組織がつくら
れ，情報を活発に流通させる方向性も
考えられます．しかし，その新しい組
織が信頼を受けて多くの情報を預か
り，その情報を守り維持運営してくビ
ジネスモデルを確立するのは今後長期
間にわたる課題といえます．まずは，
公的機関が持つIoTデバイスが収集し
たオープンデータについて，データ交
換市場を通して取引するなどの運用
を重ねながら，徐々に価値の高い情報
を換金や取引する段階を模索するこ
とが現実的な選択となるでしょう．
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