
バーチャル（VR/VP/XR）ソリューション
インテグレーションサービス

Unreal Engine ＋独自のカメラトラッキングシステムである LinkBox を
ベースとした Virtual Production を始め、様々なバーチャルソリュー
ションのシステム構築と映像製作をサポートします。

VGI では、Unreal Engine をリアルタイム CG 出力エンジンとして活用することで、 LED
スクリ、ビジョン向けの演出映像を送出するシステムや、 新しい映像制作手法である
バーチャルプロダクション (VP) 活用するなど、 新しい映像表現を実現するソリューショ
ンを提供します。
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Unreal Engineを活用した映像演出
Unreal Engine (UE) は、Epic Games 社が開発したゲームエンジンで、フォートナイトなど著名なゲー
ムの開発環境として数多く使用されている業界を代表するゲームエンジンです。 Epic Games では、
この UE をゲーム市場だけでなく、非ゲーム市場への展開を進めており、フォトリアルな CG を描
画するパフォーマンスは、シミュレーション、VR、AR のベースとして注目、活用されています。

Virtual Production システムインテグレーションサービス

VGI では、新しい CG ベースの撮影手法として
運用実績が高まっている VP システム環境を、
システムインテグレーションサービスとして、
お客様に適した機材選定、コンサルテーション
からシステム導入、サポートまで提供致します。

大型 LED ディスプレイに、カメラトラッキングシステムから得た視線情報を元に自然なバーチャ
ル CG 背景を描画し、現実空間にある人物や造作物と共にカメラで撮影することで、CG 合成映
像を実現する映像制作手法が、バーチャルプロダクション (VP) です。VP は、ロケ地への移動の
負担や日時、天候に左右されることなく、出演者の拘束時間を短くし効率的に撮影できるだけで
なく、美しい映り込みの再現や、撮影後のポストプロダクションの負荷を下げることでトータル
の製作期間を短くできるなど、数多くのメリットを持っています。

Virtual Production システム構成
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3D CGで LED ディスプレイに描画した背景

照明用 LED（映り込み用）

カメラ位置を把握し
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CG 描画用 PC

VGI では、バーチャルプロダクションによる映像制作をサポートすべく、VP 環境のレンタル
とオペレーションを行うサービスをご用意しております。撮影現場への出張、システム設置、
撮影時の映像送出作業はもちろん、Unreal Engine に取り込むための CG アセットへのアドバ
イスなど、バーチャルプロダクションによる撮影が始めてのプロダクションにおいても、撮
影終了までサポート致します。

VGI 独自のカメラトラッキングシステム "LinkBox"
バーチャルプロダクションでは、カメラの動きに連動し
て、仮想的なカメラアングルの映像をリアルタイムに描
画しますが、そのカメラの動きをセンシングするのがカ
メラトラッキングシステムです。
VGI では、IMU( 慣性計測センサ ) ＋ 2 眼 3D カメラによ
る位置検出センサーからの位置情報を Unreal Engine が
リアルタイムに入力できるプロトコルへ変換する LinkBox
を開発しました。LInkBox は、FreeD D1 プロトコルでリ
アルタイムにカメラ位置情報を出力できるため、Unreal 
Engine をはじめ、FreeD を受ける各種バーチャル環境に
対応。マーカーレス＋ワンプッシュ原点設定でセッティ
ングも容易です。

Virtual Production 映像制作サポート

Virtual Production による、Music Video 撮影風景
アーティスト : H ZETT M「近代」
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=xV1PgTIgm-A
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TSP R&D スタジオに、バーチャルプロダクション デモルームを公開

東京サウンドプロダクション (TSP) 撮影センター内 芝浦海岸 R ＆ D スタジオに、LED ディスプレイ、
カメラトラッキングシステム ”LinkBox” を設置し、バーチャルプロダクションの運用が可能なデモルー
ムとしてオープンしました。
VGI では、このデモルームへバーチャルプロダクションの機材設備の設置と導入に協力致しました。
パーチャルプロダクションの導入、撮影の検討をされている方は是非ご見学下さい。

（見学の問い合わせ : rcg@vgi.co.jp）

VGI インテグレーション PC / LED ディスプレイへの映像送出ソリューション

■ PowerTake
Blackmagic Design 社 HyperDeck Studio シリーズの再生コントロールを
行う Windows アプリケーションソフトウェア。HyperDeck に接続され
たメモリー内にあるクリップ情報を読み出し、再生順序を GUI で設定す
ることで、容易にプレイリストや再生順序をコントロールできます。

■ Unreal Engine セットアップ PC
Unreal Engine と バ ー チ ャ ル プ ロ ダ ク シ ョ
ン の 環 境 を イ ン テ グ レ ー シ ョ ン し た PC
Workstaion。バーチャルプロダクションを行
うのに重要なシステム性能とグラフィックス性
能を備えています。

■ LinkBox
VGI 独自のカメラトラッキングシステム。FreeD
D1 プロトコルにより、Unreal Engine を始め、
カメラの位置情報を使うバーチャルプロダク
ション、グリーンバック合成ソリューションに
活用できます。ワンタッチ原点リセット等、使
いやすさも実現。
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