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オリハルコングループ

　オリハルコンテクノロジーズ

　オリハルコンワークス

プラネタリウム事業

ディスプレイ製品

ソフトウエア製品

映像ソリューション事業

ドームシアター事業

プロジェクションシステム事業

映像制作事業



最新技術でかなえる
映像空間の創造
オリハルコンテクノロジーズは、⼤型映像施設	
のシステム構築や、科学可視化映像を中⼼
としたリアルタイム映像ソフトウェアを数多く	
⼿掛ける映像ソリューションプロバイダーです。

近年の次世代プラネタリウムやプロジェクション	
マッピングのための基盤技術を開発し、独⾃の
先進的なリアルタイム映像、投影補正技術や	
シアター制御システムなどを提供しています。

Sapporo	City	Jazz	ドームコンサート

ドックヤードガーデン	プロジェクションマッピング

⽇立シビックセンター	プラネタリウム

東京ドーム	天井マッピング
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ドームシアター事業
視野を覆う半球スクリーンに⾼精細な	
映像を投影し、多⼈数で⼀緒に、⾳と映像	
に包まれる体験ができる空間。それが
「ドームシアター」です。インタラクティブ	
な VRコンテンツや 360 度映像も、皆で
快適に楽しむことができます。

国内最多のドームイベント実施実績を	
はじめとして、常設のドームシアター構築
やモバイルドームシステムDomeworks	
(p.9) のレンタル、立体視や 8K、全球
ドームなど、あらゆるドームシアターの	
ご要望にお応えします。

ドーム映像を扱う業界標準ツール
AMATERAS	Dome	Player	(p.7) の提供や	
オープンな技術情報発信なども展開	
しながら、オリハルコンテクノロジーズは
常にドーム業界を牽引し続けています。

プロジェクション 
システム事業
建築物などの立体物や空間に映像を投
映して重ね合わせ、さまざまな視覚効
果を与えるプロジェクションマッピング
は、世界中で注目を集めている映像演出	
です。

ドーム投影で培った投影技術を応用して、
こうしたプロジェクションマッピングや映
像イベントのシステム設計や技術提供を
行っています。

また、プラネタリウムのシステム構築の	
知見をもとに、長期運用される堅牢な	
常設シアターシステムも数多くの納入	
実績があります。

プラネタリウム事業
プラネタリウムの世界はこの10年で⼤きく	
様変わりしました。⾼解像度プロジェク
ターによるドーム投影で⾶躍的に表現⼒
が増し、地上で見上げる星から宇宙の果て	
まで、森羅万象を描き出すことができる
ようになりました。ライブでの解説ととも
に、インタラクティブな宇宙映像、光学
式投影機、ドーム映画、⾳響や照明など
を、すべてワンマンで操る総合演出環境。	
これが最新のプラネタリウム施設です。

最も複雑なオペレーションが求められ
る最先端のプラネタリウムシステムを、	
システム構築から長期運用のサポート	
までトータルでご提供しています。

UNIVIEW　ユニビュー

プラネタリウム施設向けのハイエンド宇宙映像⽣成ソフトウェア。圧倒的
な映像クオリティと、リアルタイム演出のために練り込まれた秀逸な操作
性が特徴です。世界最⾼峰の宇宙データベースであるDigital	Universe
データセットを備え、NASA 等の協⼒のもと最新の研究成果を取り入れ
つつ、⽇々機能拡張を続けています。

平塚市博物館宗像ユリックス山梨県立科学館 岡三デジタルドームシアター「神楽洞夢」

SLUSH	ASIA ドックヤードガーデン	プロジェクションマッピング

恵比寿ガーデンプレイス	ドームイベント 東京オペラシティXmas マッピング半透過ドームスクリーン投影 常設シアターの設計・施工
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ソフトウェア製品

Amateras（アマテラス）は、没入感の⾼い空間映像を表⽰するためにオリハルコンテクノロジーズが開発しているシステムの	
総称です。複数台のプロジェクターやディスプレイを使って歪みのない⼤きな映像表⽰を実現する「投影補正技術」を基盤として、
目的に応じたソフトウェア製品として提供しています。

www. o r i h a l c o n . c o . j p / am a t e r a s /

AMATERAS Mapper /	アマテラス・マッパー 
強⼒な投影補正機能を備えた映像補正データ作成ソフトウェアです。
複数台のプロジェクターを使ったプロジェクションマッピングやドーム
スクリーンへの投影、ディスプレイを⾃由にレイアウトしたデジタル
サイネージやイベント映像システムの調整などを行うことができます。	
カメラを使用した⾃動投影補正技術と組み合わせることで、⾼精度か
つ短時間での映像調整にも対応できます。作成した映像補正データ
は、目的に応じた Amaterasソフトウェア群と組み合わせて活用でき
ます。また、Unity や Unreal	Engine などのゲームエンジンに組み込
んで、インタラクティブコンテンツの上映にも活用することもできます。

•	プレーヤーとマッピングツールが⼀体化
•	 平⾯・円柱・ドーム・3Dモデルなどのスクリーン形状に対応
•	 映像の切り出しや再配置、⾃由変形に対応
•	 複数の映像変形モードを組み合わせた柔軟な映像調整
•	⾃由度の⾼いエッジブレンディング機能
•	 映像の重なり情報にもとづく⾃動エッジブレンディング計算
•	 様々な⾃動投影補正データを読み込んで再編集が可能
•	 ネットワーク連携して画⾯数無制限に拡張可能
•	プロジェクターや⾳響の制御、スクリプトによる⾃動制御が可能

任意形状のスクリーンに対応可能

多数のプロジェクターをまとめて調整

自動投影補正技術
複数のプロジェクターを
使って歪みなくひと続き
の映像を投影できるよう、
カメラを使って⾃動で	
投影像を調整するための
技術です。きわめて施工時間の限られたイベント現場や、
⾼精度の映像品質が求められるプロジェクト、長期の常
設施設でメンテナンスコストを抑えるために使用します。

•	 歪み補正
•	ブレンディング
•	 黒・白レベル補正
•	 ⾊調補正

VWプロジェクションシミュレーター
施工図⾯をもとにプロジェク
ターやレンズの選定、台数
や投影レイアウトを精密に
シミュレーションするための
投影設計ツールです。施工
図⾯制作のデファクトスタンダードであるVectorworks の	
プラグインとして動作するので、図⾯上でそのまま投影設計
や作図を行うことができます。

•	データベースから最適な機材を選択
•	 位置や⾓度、ズームやシフトの設計
•	 投影範囲や重なる範囲を作図
•	 2D・3Dの作図に対応
•	 ⿂眼レンズにも対応

AMATERAS Player / アマテラス・プレイヤー
AMATERAS	Mapper の映像補正データをもとに、⾼解像度	
映像を多画⾯再⽣する汎用の映像再⽣ソフトウェアです。
ハードウェアの構成次第で、⾼画質な⾮圧縮連番再⽣や
4K60p 解像度の映像入⼒も可能です。360 度映像のインタ
ラクティブな見回し表⽰などにも対応しています。

	

AMATERAS Server /	アマテラス・サーバー
オリハルコンテクノロジーズが構築するAmateras ベース
のメディアサーバー（映像送出機）です。Amateras の
すべての機能を搭載し、⾼解像度の映像コンテンツを	
リアルタイム補正しながらあらゆる環境に歪みなく映し出
します。出⼒画⾯数、
ビデオキャプチャ	
など、ご要望に応じ
て最適なサーバー
をご提供します。

AMATERAS Capture / アマテラス・キャプチャー
AMATERAS	Mapper の映像補正データをもとに、PCや映像	
送出機の映像をビデオキャプチャしてリアルタイムに補正	
するためのツールです。これにより、複数台のプロジェクター
やディスプレイパネルの画⾯を、ひと続きの⼤きな画⾯と	
して簡単に使うことができるようになります。ハードウェアの	
構成によって、4K60pまでの解像度や複数の映像ソースを
⾃在に組み合わせることができます。

AMATERAS Slicer / アマテラス・スライサー
AMATERAS	Mapper の映像補正データをもとに、画像や映像	
素材を変換して、サイネージプレーヤーや⼀般的な映像	
送出機で再⽣できるように書き出すためのツールです。これ
により、単純な映像再⽣が中⼼になる常設のプロジェクション	
マッピングやデジタルサイネージに最適な、安価で堅牢な	
ソリューションを構築する
ことができます。

Sony	NY	Showroomの 4K	
2x2 画⾯ 2重スタック投影

ミラノ万博⽇本館「Harmony」

AMATERAS Dome Player /	アマテラス・ドームプレイヤー 
ドーム映像制作の現場からハイエンドシアターでの上映まで、幅広く利用されているドーム映像再⽣ソフトウェアです。強⼒な	
投影補正機能を内包しつつ、ドームシアターのために設計された使いやすい専用インターフェースでドーム空間を⾃由⾃在に	
活用できます。ドームシアターでのマルチプロジェクションや映像変換以外のほとんどの機能は、ダウンロードできるフリー版でご
利用いただけます。フリー版と同じ使い勝⼿でドームシアターを扱えるようになるため、「誰もが⾃在に活用できるドームシアター」	
を実現できます。

VRHMDによるプレビューに対応ドームと床⾯をすべてマッピングすることも可能ドームシアターのための専用インターフェース

•	 ⾼解像度ドーム映像をそのまま再⽣
•	 多視点から様々なスタイルでプレビュー
•	 立体視、ミラー投影、VRHMDなど特殊表⽰に対応
•	リアルタイムエフェクトや切り替え効果
•	 ビデオ入⼒や画⾯キャプチャなどの多彩な入⼒

•	ドームに歪みなくPIP するスライド機能
•	コンテンツ管理やプレイリスト、スクリプト制御
•	ドーム・パノラマコンテンツの変換書き出し
•	ドーム専用の投影設計・調整機能を完備

•	ワンクリックで投影のズレを修正
•	 4K、8K などの⾼解像度にも対応
•	 ⾼精度なスタッキング	
（重ね合わせ）
•	 投影像の黒浮きまでも除去
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ディスプレイ製品

視野を覆う広視野の映像空間を実現するための、	
特別なディスプレイシステムを開発しています。	
オリハルコンテクノロジーズの映像技術と組み合わせ
ることにより、ハード・ソフトから映像制作のワーク
フローまでを完備したトータルソリューションをご提
案します。

省スペースで広視野の映像視聴体験
を実現するディスプレイソリューション

Panoworks（パノワークス）は、省スペースで広視野の映像
視聴体験を実現する、展⽰向けディスプレイソリューション	
です。VRコンテンツや360度映像を、VRHMDの装着や運用	
の⼿間なく多⼈数で気軽に楽しんで頂くことができます。	
広視野コンテンツの展⽰や制作のためのプラットフォームと
して、幅広くご活用下さい。

利用シーン

•	 VRコンテンツのデモンストレーションディスプレイとして
•	ゲームセンター、ネットカフェ、ショッピングモールなどの
遊戯施設筐体として
•	 VR	対応映像編集室の広視野作業ディスプレイとして
•	 科学館、博物館などの展⽰ディスプレイとして
•	オフィスでの広視野遠隔会議ブースとして
•	ストリートビューでバーチャル旅行や観光案内ブースとして
•	 パノラマ映像や 360	度ライブ中継を楽しむサイネージ	
展⽰として

イベント用仮設ドームの常識を覆す 
可搬型ドームシアターソリューション

Domeworks（ドームワークス）は、出入り⾃由な開放型の
ドームスクリーンや複数台のプロジェクター、投影に必要な	
ソフトウェア等、⾼品質なドームシアターシステム⼀式を	
まとめてレンタルまたはご購入頂ける、可搬型ドームシアター
ソリューションです。ごく短期間での施工・設営が可能なた
め、様々なイベントの集客ツールとして幅広くご活用下さい。

標準の製品構成　　可搬型ドームシアタースクリーン／	
マルチプロジェクションシステム（プロジェクター 4台）／	
⾃動投影補正システム⼀式／ドーム映像再⽣システム／
5.1ch サラウンドシステム／設置調整作業

w w w . d o m e w o r k s . j p

Domevision（ドームビジョン）は、⽚隅に置いて電源を	
入れるだけで、⼩さな部屋やドームいっぱいに映像が広がる	
特別な映像ディスプレイシステムです。スマートフォンや	
タブレットでのコンテンツ選択や、タイムスケジュールに	
応じた⾃動上映に対応しています。上映の際にPCを使わない	
シンプルで堅牢な設計になっており、複雑な操作は⼀切	
ありません。ホテルの客室やカラオケルームなどに常設で	
置いておける、⼿離れの良いターンキーソリューションです。
開発協⼒：SCALE	Factory

w w w . p a n o w o r k s . j p

w w w . d o m e v i s i o n . j p

レンタル

ハード・ソフトから設置調整までを⼀つにパッケージした、
可搬型ドームシアターシステムのレンタルサービスを行って
います。上映したいドーム映像コンテンツだけご用意いただ
ければ、設営から投影補正、撤去まで、経験豊富なスタッフ	
が対応します。

ご購入

長期イベントや常設のためのドームシアターシステムを	
カスタムメイドで販売しています。	ドームサイズや使用する
投影・⾳響機材などはご相談に応じます。納期は約 2か⽉	
程度かかります。価格や仕様につきましては、お気軽にお問い	
合わせください。

置くだけで広がる映像空間。 
最もシンプルな広視野映像システム

Media	Ambition	Tokyo	2017TOKYO	GAME	SHOW	2015（幕張メッセ）RICOH	THETA	DOME（海⽼名市）

VRコンテンツのデモンストレーションデジタルサイネージ展⽰レーシングシミュレーター

2m

2m 2m

2

新しい広視野ディスプレイ
水平 150 度・垂直 66 度の広い視野を
複数人で同時に楽しめる新しいディスプレイ装置

豊富なプロジェクター
4Ｋ、高輝度、長寿命、立体対応機種などを選択可能。
後からのアップグレードにも対応

色の選択やラッピング
店舗環境に合わせたホワイトバージョンもご用意。
模様のラッピングやデコレーションも可能

シンプル・堅牢
PCと１台のプロジェクターだけの
シンプルで壊れにくい構造

机のある快適さ
飲食しながらの視聴や
映像編集などの作業が可能。
長時間の利用も苦にならない

コンパクトにどこでも設置可能
2m四方の床面積があれば、通常の店舗やオフィス内に設置可能
（暗くできる場所を推奨）

オプション

オプション

オプション

机のカスタマイズ
机の形状や高さなどを、
使用目的に応じて変更可能

オプション

使いやすいコントローラー
トラックボールやタブレットなど、
様々な操作方法に対応

1人はもちろん、
家族や友人とだって
一緒に楽しめる！

TOKYO	GAME	SHOW	2016（幕張メッセ）

©Unity	Technologies	Japan/UCL©AQUA	Geo	Graphic
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トレーニング
長期にわたるシステムの運用や、設営撤去を繰り返す可搬	
映像システムの運用には、ハードやソフトの使い⽅、その	
仕組みを理解した運用スタッフを抱えることがコスト削減と	
リスク回避につながります。弊社関連施設でのトレーニング
や現場環境でのOJTを通して、プロジェクトの運用に必要な
技術を⾝につけるお⼿伝いをいたします。

トレーニングの例
•	 マルチプロジェクションの投影設計
•	プロジェクションマッピングの投影調整
•	ドームシアターの投影調整

デモンストレーション
新しい映像体験を提供するシアターや企画の提案には、	
クライアントやスポンサーへのデモンストレーションが効果
的です。また映像制作者にとっても、実際に近い環境での
デモンストレーションを体験することは⾼品質なコンテンツ
制作のために不可⽋です。弊社及び連携会社の既存施設に
て、デモンストレーションや試写環境の提供をいたします。

デモンストレーションの例
•	ドームデモンストレーション
•	プラネタリウムデモンストレーション
•	 投影補正・⾃動投影補正デモンストレーション

委託開発
独⾃技術を持つからこそ、その上に構築できるソリューション	
があります。ドーム映像システムやマルチプロジェクションの
ためのメディアサーバなど、弊社のシステム製品をもとに、
プロジェクトに必要な拡張機能開発をいたします。また現場
対応のために開発者チームを派遣することも可能です。

委託開発の例
•	 特殊な映像シアターのための対応機能開発
•	 特殊な機器の外部連携制御
•	 制作ワークフローの拡張（プラグイン開発など）

コンサルティング
新しいチャレンジには、初期段階からの技術的裏付けを持つ	
ことが極めて重要です。起こりうる課題を予期し、広い視野
から最適な解決策について事前に検討すること、何が可能で
何が不可能か、限られたリソースの中でどこまでが到達可能	
なのかを明らかにすることが、プロジェクトの迷⾛や失敗を
避ける鍵となります。弊社の持つ技術要素と蓄積してきた	
知見から、プロジェクト成功の⼿助けをいたします。

コンサルティングの例
•	 マルチプロジェクションの投影設計
•	 マルチディスプレイシステムの設計
•	 安定運用のための常設システム設計と機材選択
•	 没入型映像コンテンツ制作のためのノウハウ提供

コズミックフロント☆NEXT	VR	南⽶星空編
www.orihalcon.co. jp/cosmicfrontnext-vr/

NORTHERN	LIGHTS
www.or iha lcon.co. jp/nor thern l ights -vr /

PlayStation®VR

MAKIBISHI

宇宙映像コンテンツの制作
リアルタイム宇宙映像⽣成ソフトウェア「UNIVIEW」を活用
して、超⾼解像度宇宙映像の制作やインタラクティブ展⽰
への宇宙映像提供や技術協⼒を行っています。科学可視化	
（サイエンスビジュアライゼーション）の豊富な経験を活かし
て、科学者・研究者と映像制作者・施設側との間に立った	
正しく効果的な映像制作のお⼿伝いをいたします。また、	
宇宙映像を使ったエンターテイメントへの応用にも積極的に
取り組んでいます。

冨⽥勲 x	初⾳ミクイーハトーヴ交響曲初演

映像制作支援
360 度映像の撮影や編集処理、３DCG、リアルタイムコン
テンツなどの映像制作⽀援を行っています。ドーム映像や
超⾼解像度映像など、通常の映像制作ワークフローでは	
扱いきれない特殊な映像処理についてのご相談も、弊社の	
豊富な経験とノウハウ、独⾃開発のソフトウェアを駆使して
お応えします。映像制作者やクライアントに対するドームや	
VR 環境での事前試写の機会提供など、ソフトからハード	
まで取り揃えた弊社ならではのサービスをご提供します。

シンラドームでの立体ドーム試写

六本⽊ヒルズアートギャラリー Sky	Planetarium

映像制作事業
オリハルコンテクノロジーズの技術⼒を活かした映像	
コンテンツの制作や映像制作⽀援業務を行っています。

映像ソリューション事業
オリハルコンテクノロジーズが蓄積したノウハウと、
多くの実績にもとづく技術サービスを提供しています。

VR コンテンツの制作・販売
PlayStation®VR	の販売開始に合わせたローンチタイトルとして、SCALE	Factory	
糸屋	覚氏を中⼼に制作された「NORTHERN	LIGHTS	- 極北の夜空に輝く光の	
物語 -」「コズミックフロント☆	NEXT	VR	南⽶星空編」の２タイトルをリリースして
います。同氏により独⾃開発された⾼解像度カメラリグ「MAKIBISHI」を使って	
撮影された全天球 15K7.5K 解像度の映像素材をもとに、まるでその場にいる
かのような感覚でオーロラや南⽶の星空を体験できる	360 度映像コンテンツ	
です。PlayStation®VR のノンゲームジャンルを開拓するコンテンツとして⼤きく
注目されています。	「NORTHERN	LIGHTS	- 極北の夜空に輝く光の物語 -」は、
PlayStation®Awards	2016	PSVR 特別賞受賞を受賞しました。

現場施工
プロジェクションマッピングやドームを使った映像イベント
などの設営は、限られた時間の中で⾼いクオリティの映像
調整を確実にこなす技術⼒が必要になります。投影調整
のための技術をゼロから⾃社開発で構築している弊社なら
ではの強みで、現場で起こる不測の事態に備えた対応を	
いたします。

現場施⼯の例
•	 マルチプロジェクションの映像調整
•	 経年によるプロジェクターの映像ズレの修正作業
•	 実環境での運用⽅法に合わせたシステムのカスタマイズ
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