
“VibeShare”: 触覚とエモートで体感・共有する 
オンライン鑑賞／演奏会の双方向化技術

主幹：Hapbeat合同会社
協力：REALITY株式会社GREE VR Studio Laboratory

発表者：山崎 勇祐（Hapbeat合同会社代表）



・XRライブエンタメの基盤技術
・熱狂共有技術 VibeShare の開発
・実験手法/効果測定技術の開発
・各業種向けカスタマイズ
・クラウド技術/セキュリティ
・知財(商標/特許)ライセンス

提携企業: REALITY株式会社 (グリーグループ)

“Haptic Minesweeper” 
触覚のみで距離・方向を提示

アバターを介した高度な
触覚インタラクション

動画発信
j.mp/VRSYT
画像に動画への
リンクあり

https://vr.gree.net/lab/

会社・提携企業紹介：Hapbeat × GREE VR Studio Laboratory

独自の振動生成機構を採用
（特許取得済み）

低周波帯域で激しく振動
⇨音楽や花火の再生に最適

https://hapbeat.com/主幹企業: Hapbeat合同会社：ネックレス型触覚デバイス Hapbeat の 開発・製造・販売

ディレクター：白井暁彦

Hapbeat-Duo
ECサイトで好評販売中

¥26,000（税込）で販売中

簡単に装着可能 
⇨イベントでの利用や貸出が容易

山崎勇祐
Hapbeat合同会社代表

https://vr.gree.net/lab/demo/vibeshare/
https://reality.inc/
https://www.youtube.com/watch?v=AgmFWBu5ZnM
https://www.youtube.com/watch?v=AgmFWBu5ZnM
https://youtu.be/bj_Tr-zinNU?t=4805
https://youtu.be/bj_Tr-zinNU?t=4805
https://j.mp/VRSYT
https://vr.gree.net/lab/
http://hapbeat.com/


目標：触覚とエモートでオンラインでのコミュニケーションをインクルーシブに

出演者・講演者

ライブ配信（映像・音声）

📢👏👍😂✨

お客さんが見えない！

歓声・拍手・表情などが...
届かない！

背景：コロナ禍による物理会場の三密回避

オンライン配信の需要が増大中

届かない！
音圧による体感音響
床を踏みしめる衝撃
etc...届かない！

リモートの観客・受講生

● ”見る”・”聞く”ことができないと楽しめない
● 日本語をタイピングできないとコミュニケーションできない

タイピングした日本語メッセージ

聴覚や視覚が不自由な方に
とって重要な触覚情報が不足

タイピングに不慣れ方や、外国人の方が
メッセージを送るハードルが高い

課題：オンラインでのコミュニケーションは”インクルーシブ”ではない



多様な表現への活用

観客からの拍手と
声援をLEDに反映

エモートを
振動で体験

😂
😃

��
😍

様々な形態で[想い]を体感
国際的な実証実験多数

映像や音声に合わせた触覚体験

観客の声援に反応、コール＆レス
ポンスがオンラインでも可能に

👍
ZoomやYouTubeと融合して利用可能

解決案：VibeShareによる多様な感情伝達手段・Hapbeatによる豊かな触覚体験

[社会包摂] 聴覚に障害がある方にも音楽イベントを楽しめる
[合理的配慮] リモートライブをリアルライブと同レベル以上に感動的な体験へ
[教育] リモート授業でも言語表現能力を気にせずミュニケーションできる

観客・受講生

※文字による情報保障はUDトーク等を利用可能

タップ 振る 拍手

声援表情
様々な方法で [想い] を届ける

高速(1秒以下)で伝送



同時接続数

画面下部のアイコンをタップすることであなたのエモートを投票できます。
いつ、何回タップしてもOKです！たくさん投票して発表を盛り上げてください！

スマホ画面（PCでも可）

こちらから送信ページを
読み込んでください。

規約に同意していただけま
したら、こちらをタップし

次に進んでください。

自分や他の参加者の
エモートがこのエリ
アにリアルタイムで
表示されます

好き

いいね

なるほど

驚き

デモ：触覚とエモートだけでお互いの存在を感じる VibeShare

“Haptic Minesweeper” 
触覚のみで距離・方向を提示

エモートが送られると
Hapbeatが振動します



[過去実績] 視聴覚障がい者向け x 触覚によるアクセシビリティ向上の実施例

日本花火推進協力会【視聴覚障がい者のための花火】への参画（50台用意、大曲、2018/10/13）

ベースの響きが振動加わるだけでより奥深く感じられる
ので本当この機会に試してみて…！！

Hapbeatがよすぎてお酒を飲んでる暇がない。
equalizerAPOとかでブーストかけると振動がなおよい

hapbeatと暴力的なキックは相性がいいですね 首～胸あたりが
箱のスピーカー前で音を浴びてるときと一緒の感覚です 

参加者の反応（Twitter で “Hapbeat #vr_ize” 検索してみてください）

コロナ禍でクラブに行きたくても行けない低音大好きな方達に、Hapbeatを郵送でレンタル配布
⇨お家でもクラブさながらに低音が身体で感じられると大好評

視覚や聴覚が不自由な方向けに、花火の【昇り】や
【開花】を Hapbeat を利用し、触覚で表現
⇨ご高齢の方も含め、概ね好意的な反応

新しい花火の感じ方ができた。
今まで目からだけの花火だったのが、音と
一体となり感動した。一つ進歩したと思う。

VibeShare
デモはこちら

引用：https://twitter.com/Yothuba3/status/1252931522933387266

引用：https://twitter.com/v_takauti/status/1252942604318064641

引用：https://twitter.com/v_takauti/status/1252942604318064641

[過去実績] Virtual クラブイベント【VR_ize】での Hapbeat レンタル配布（40人ほど）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000036067.html
https://twitter.com/FAIO1230/status/1250031923021242368
https://twitter.com/FAIO1230/status/1250031923021242368
https://twitter.com/Yothuba3/status/1252931522933387266
https://twitter.com/Yothuba3/status/1252931522933387266
https://twitter.com/v_takauti/status/1252942604318064641
https://twitter.com/v_takauti/status/1252942604318064641
https://twitter.com/search?q=%23VR_ize%20hapbeat&src=typed_query
https://twitter.com/yus988/status/1252938622027722752


エモートを送ると出演者が
反応してくれる！おひねり
や拍手を送ると会場が演出
される！

【インクルーシブ】
聴覚情報補完
・触覚共有
・字幕自動生成
 (UDトークと統合 )
・アーティスト情報
・歌詞の表示

【合理的配慮→活力】
（障害/高齢/遠隔地）
にぎやかしボランティア
システム
興業主催者の広告プロモー
ション費や文化振興予算から
の無償おひねり支援
→オンラインでの応援者に

社会的弱者の文化芸能その
振興への積極参加が可能に

【ヒビノ株式会社】
・装置機材設営 ・品質
・オペレータ派遣
・実験店舗の運営

【REALITY/GREE VR Studio】
・企画/開発/コンサルティング
・実験手法/効果測定技術の開発
・各業種向けカスタマイズ
・クラウド技術/セキュリティ
・知財(商標/特許)ライセンス

カメラ・音響
各種演出装置の
設営・品質管理
イベント時の
オペレータ派遣

東京都の公営
劇場・ホール・連携施設
※最終的にはストリート
パフォーマーまで想定

＋

民間のイベント主催者

関連業界での
基盤的雇用創出

出演者
🎸🎤🎷

Hapbeat
合同会社

¥運
営

プラットフォーム
利用料

拍手/エモート

観客

パフォーマンス
＋エモートへの対応

演出装置を通じて
観客の反応を伝達

¥
おひねり

公演会場
主催者

出演料＋おひねり
に応じた利益分配

観客の反応がリアルタイム
に感じられて楽しい！あり
がとう！

🎁
👏👍😃😇😂

🎩💼💡
📷⚡🎆

¥ ¥ ¥

¥ ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
おひねり

番組改善データ

東京都・
東京都歴史⽂化財団

ライセンス
開発協力

¥
¥
¥
¥

従来, 現金主義だった
おひねりの一部は

「税控除で文化支援 」に

プロモーション企画
委託運営

利用データ提供

��

📈 📈📝
利用データの共有

🎤
🎥
💪


⚡
Hapbeat
による

振動共有

→PoCの実施→スケール化→
Planned by GREE VR Studio Lab/Hapbeat
※2021/1/27作成
図中には開発中の要素を含みます

東京都との取組＆ビジネスモデル：VibeShareの実証実験＋税控除によるアーティスト支援



東京都との取組：VibeShareの実証実験および研究開発へのご協力
目標：エモートや触覚を活用した、あらゆる人が芸術文化を享受できる鑑賞・創作・発表機会の創出

体感して楽しめるリモート美術館鑑賞会

祭り
・太鼓の音圧
・神輿の揺れ

リズムを体感して楽しめる音楽ワークショップ

・作品を触ったときの感触
・触覚で作品を演出

・美術品を見た時の感想
・映して欲しい場所を指示

体感する手拍子に
合わせて演奏

一定のテンポで
振動を体感

手拍子（触覚）

誰でも楽しめる芸術文化鑑賞
📢👏👍😂✨
拍手・手拍子
掛け声・歓声

歌舞伎・演劇
・床の振動
・殺陣の迫力

触覚による新たな鑑賞体験 演奏
・ホールの残響感
・指揮者の動作

声・手拍子を
認識して体感

⚡

⚡

⚡ ⚡ ⚡ ⚡
⚡

⚡
⚡

⚡ ⚡

⚡⚡

⚡

⚡

⚡ ⚡
⚡ ⚡ ⚡

⚡ ⚡ ⚡ ⚡




