
I D E A  B A L L O O N S

「みんな」でつくる未来の都市の実現を考えた時、東京は欧州と比べ市民が都市の公共空間を積極的
に活用する文化が根付いていないことに気づいた。 しかし、SNS においては、個人がライフスタイ
ルや活動を発信し、コミュニティが生まれ、社会に影響を与えつつある。このオンラインの動きを、
現実の公共空間に展開できないか。
 Sony Park の地下 1 階にスクリーンとカメラを設置し、壁や天井一面に AR 空間を映す。従来 SNS
で完結していた個人の発信が Balloon となってリアルタイムで通行人に届き、新たなイベントや出会
いが生まれる。この AR 空間は現実空間を実験的に描き換えていくキャンバス。市民の行動が公共空
間を変える事例を作り、東京でも「みんな」で参加する街づくりを広げたい。

　In Tokyo, compared to Europe, citizens are less involved and unwilling to interact with public spaces. On the 

other hand, in the realm of social media, people love sharing their life events, and they positively create and 

update SNS communities. What if we apply this online trend to the real world?

　We will set screens and cameras on the first basement floor of Ginza Sony Park, and project an AR world 

all over the walls and ceiling. It’ll communicate individual’s ideas and actions in the shape of balloons 

to pedestrians in real time, which used to be accomplished only online. This will  make new events and 

communication happen in the real world.

　This AR world is a “canvas” where citizens update their real public space. We expect this will become an 

example of individuals changing the public space in Tokyo, and promote involvement in urban development by 

all citizens.

CONCEPT

画面に近づくと
AR のBal loon が飛んでくる

WALLSCREEN

CAMERA

AR

スクリーンのBal loon に
触れるとはじけ、
コンテンツが表示される

AR

タッチすると
詳細な情報に
アクセスできる

①投稿する Post
アイディアや活動を発信したい個人(発信者)が、
Webサイトを通じて誰でも投稿できる。
Sony Park内外から投稿が可能で、Sony Park
に来た人はその場で簡単に投稿できる。

③体験する Experience
ビジターは、AR上でBalloonをつつき、割るこ
とで、中に入る投稿を見ることができる。ARな
らではの体験が可能で、例えば「服を売りた
い！」という投稿の服の3DモデルがBalloonか
ら出て来て、AR上で試着することができる。

④交流する Communicate
ビジターは現実空間において発信者と交流する
こともできる。例えば、地上階に特設ブースを
設けることで、ビジターが気に入った発信者の
商品を買ったり、地下4Fのカフェで発信者と交
流することができる。

②鑑賞する Appreciate
発信者の投稿はSony Parkのスクリーン上のAR
空間でBalloon(日本語で「吹き出し」の意)に包
まれて表示される。Sony Parkを訪れた人(ビジ
ター)はBalloonで溢れたARの世界を観賞する。

「みんな」でつくる未来の都市の実現を考えた時、東京は欧州と比べ市民が都市の公共
空間を積極的に活用する文化が根付いていないことに気づいた。
しかし、SNSにおいては、個人がライフスタイルや活動を発信し、コミュニティが生ま
れ、社会に影響を与えつつある。このオンラインの動きを、現実の公共空間に展開でき
ないか。
　Sony Parkの地下1階にスクリーンとカメラを設置し、壁や天井一面にAR空間を映
す。従来SNSで完結していた個人の発信がBalloonとなってリアルタイムで通行人に届
き、新たなイベントや出会いが生まれる。
　このAR空間は現実空間を実験的に描き換えていくキャンバス。市民の行動が公共空
間を変える事例を作り、東京でも「みんな」で参加する街づくりを広げたい。

     In Tokyo, comparing to Europe, citizens are less involved and unwilling to interact with the 
real public space. However in SNS, people love sharing their life events, and they positively 
create and update the communities. What if we divert this online trend to the real world?
     We will set screens and cameras on the first basement in the Ginza Sony Park, and project 
AR world all over the wall and the ceil. It’ll communicate individual’s ideas and actions as a shape 
of Balloon to pedestrians in real time, which use to be accomplished only online. This will  make 
new events and communications happen in the real world.
     This AR world is a “canvas” where citizens update the real public space. We expect this will 
be the precedent that individuals change the public space in Tokyo, and promote the urban 
development by all citizens.

自分でデザインした
服を売りたい

💥💥

1_ 投稿する Post 2_ 鑑賞する Appreciate

個人 ( 発信者 ) が、発信したい アイディアや活動
を Web サイトを通じて自由に投稿できる。
SonyPark 内外から投稿が可能で、来訪者 ( ビジ

発信者の投稿は Sony Park のスクリーン上の AR 空間
で Balloon(=「吹き出し」の意 ) として表示される。ビ
ジターは Balloon で溢れた AR の世界を観賞する。

①投稿する Post
アイディアや活動を発信したい個人(発信者)が、
Webサイトを通じて誰でも投稿できる。
Sony Park内外から投稿が可能で、Sony Park
に来た人はその場で簡単に投稿できる。

③体験する Experience
ビジターは、AR上でBalloonをつつき、割るこ
とで、中に入る投稿を見ることができる。ARな
らではの体験が可能で、例えば「服を売りた
い！」という投稿の服の3DモデルがBalloonか
ら出て来て、AR上で試着することができる。

④交流する Communicate
ビジターは現実空間において発信者と交流する
こともできる。例えば、地上階に特設ブースを
設けることで、ビジターが気に入った発信者の
商品を買ったり、地下4Fのカフェで発信者と交
流することができる。

②鑑賞する Appreciate
発信者の投稿はSony Parkのスクリーン上のAR
空間でBalloon(日本語で「吹き出し」の意)に包
まれて表示される。Sony Parkを訪れた人(ビジ
ター)はBalloonで溢れたARの世界を観賞する。

「みんな」でつくる未来の都市の実現を考えた時、東京は欧州と比べ市民が都市の公共
空間を積極的に活用する文化が根付いていないことに気づいた。
しかし、SNSにおいては、個人がライフスタイルや活動を発信し、コミュニティが生ま
れ、社会に影響を与えつつある。このオンラインの動きを、現実の公共空間に展開でき
ないか。
　Sony Parkの地下1階にスクリーンとカメラを設置し、壁や天井一面にAR空間を映
す。従来SNSで完結していた個人の発信がBalloonとなってリアルタイムで通行人に届
き、新たなイベントや出会いが生まれる。
　このAR空間は現実空間を実験的に描き換えていくキャンバス。市民の行動が公共空
間を変える事例を作り、東京でも「みんな」で参加する街づくりを広げたい。

     In Tokyo, comparing to Europe, citizens are less involved and unwilling to interact with the 
real public space. However in SNS, people love sharing their life events, and they positively 
create and update the communities. What if we divert this online trend to the real world?
     We will set screens and cameras on the first basement in the Ginza Sony Park, and project 
AR world all over the wall and the ceil. It’ll communicate individual’s ideas and actions as a shape 
of Balloon to pedestrians in real time, which use to be accomplished only online. This will  make 
new events and communications happen in the real world.
     This AR world is a “canvas” where citizens update the real public space. We expect this will 
be the precedent that individuals change the public space in Tokyo, and promote the urban 
development by all citizens.

自分でデザインした
服を売りたい
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自分でデザインした
洋服を売りたい

①投稿する Post
アイディアや活動を発信したい個人(発信者)が、
Webサイトを通じて誰でも投稿できる。
Sony Park内外から投稿が可能で、Sony Park
に来た人はその場で簡単に投稿できる。

③体験する Experience
ビジターは、AR上でBalloonをつつき、割るこ
とで、中に入る投稿を見ることができる。ARな
らではの体験が可能で、例えば「服を売りた
い！」という投稿の服の3DモデルがBalloonか
ら出て来て、AR上で試着することができる。

④交流する Communicate
ビジターは現実空間において発信者と交流する
こともできる。例えば、地上階に特設ブースを
設けることで、ビジターが気に入った発信者の
商品を買ったり、地下4Fのカフェで発信者と交
流することができる。

②鑑賞する Appreciate
発信者の投稿はSony Parkのスクリーン上のAR
空間でBalloon(日本語で「吹き出し」の意)に包
まれて表示される。Sony Parkを訪れた人(ビジ
ター)はBalloonで溢れたARの世界を観賞する。

「みんな」でつくる未来の都市の実現を考えた時、東京は欧州と比べ市民が都市の公共
空間を積極的に活用する文化が根付いていないことに気づいた。
しかし、SNSにおいては、個人がライフスタイルや活動を発信し、コミュニティが生ま
れ、社会に影響を与えつつある。このオンラインの動きを、現実の公共空間に展開でき
ないか。
　Sony Parkの地下1階にスクリーンとカメラを設置し、壁や天井一面にAR空間を映
す。従来SNSで完結していた個人の発信がBalloonとなってリアルタイムで通行人に届
き、新たなイベントや出会いが生まれる。
　このAR空間は現実空間を実験的に描き換えていくキャンバス。市民の行動が公共空
間を変える事例を作り、東京でも「みんな」で参加する街づくりを広げたい。

     In Tokyo, comparing to Europe, citizens are less involved and unwilling to interact with the 
real public space. However in SNS, people love sharing their life events, and they positively 
create and update the communities. What if we divert this online trend to the real world?
     We will set screens and cameras on the first basement in the Ginza Sony Park, and project 
AR world all over the wall and the ceil. It’ll communicate individual’s ideas and actions as a shape 
of Balloon to pedestrians in real time, which use to be accomplished only online. This will  make 
new events and communications happen in the real world.
     This AR world is a “canvas” where citizens update the real public space. We expect this will 
be the precedent that individuals change the public space in Tokyo, and promote the urban 
development by all citizens.

自分でデザインした
服を売りたい

💥💥
3_ 体験する Experience 4_ 交流する Communicate

ビジターが AR 上で Balloon に触れるとはじけ、
中の投稿を見ることができる。例えば「服を売り
たい !」という投稿の服の 3D モデルが表示され、
AR で試着することができる。

ビジターは Sony Park で実際に発信者と交流すること
もできる。例えば、地上階でマーケットを開き、ビジター
が気に入った発信者の商品を買うことができる。



スマートフォンなどの小さな画面で見られる AR を建築のスケールに拡張することで、現実空間を描き換えていくきっかけとなるキャンバスとなる。SNS
上に溢れるが、埋もれてしまう、小さな個人の「いいね！」や「こうなったらいいな」の吹き出し (=Balloons) を都市空間に写し、実際のイベントや出
来事として実現させていく。

日本に見られる公共空間の認識の違い
BACK GROUND

東京 欧州など

TECHNOLOGY

・都市空間は「みんな」のものだから
「わたし」のためだけに使ってはならない
・自由に振る舞える公共空間が少なく、
関心度が薄い

・都市空間は「みんな」のものだから
「わたし」にも使う権利がある
・公共空間は人々の自由な活動で溢れ、
市民もそのあり方に対し積極的に意見する

SNS に溢れる小さな市民の Balloon( 吹き出し )

AR の具体的なコンテンツ例

③タッチして詳細を見たり、
画面上で試着してサイズを見る
ことができる

PUBLIC SPACE PUBLIC SPACE

PRIVATE
PRIVATE

・深度を図る。(Xperia XZ2 などに搭載される、視差
を利して深度を 図るカメラの利用が考えられる。)
・ARCore などのソフトウェアを使い AR 空間を演算処理
・スクリーンに AR を映し出すことで、AR 機能を搭
載していない携帯の使用者も巻き込むことが可能。

① AR( 拡張現実 ) による空間表示 ②ビッグデータと AI による提案
③リソースの公開による

オープンイノベーションの促進

・発信者やビジターのデータをデータ セットとして公
開する事で、Sony Park を舞台にしたさらなる活動に 
繋げる
・Idea Balloons の API を公開する事で、技術者が AR
スクリーンを自らの開発の実験の場とすることも可能。 

・ビジターの姿をカメラで認識して、人工知能 / 機械学
習により性別と年齢を推定する。
・それぞれのビジターのデモグラフィックに適切な内容
の Balloon が自動的に近づくようなアルゴリズムを設計
する。

ソフトウェアの世界では、OSSやオープンイノベーションという概念の普及や、クラウドコ
ンピューティング、ブロックチェーンなどの技術の普及により、資源や権利が個人に分配され
る「分散型社会」が少しずつ形成されている。共有された資源を誰もが編集することが可能
で、「みんな」でより良い社会を作り上げるというトレンドがある。

分散型社会の到来

ARのコンテンツ

resource

従来の社会(集中型社会)

resource

resource

resource

resource

新たな社会(分散型社会)

③リソースの公開によるオープンイノベーションの促進
・投稿者と来場者のデモグラフィックデータやを投稿の内容をデータ
セットとして公開する事で、Sony Parkを舞台にしたさらなる活動に
繋げる
・Idea BalloonsのAPIを公開する事で、技術者がARスクリーンを自
らの開発の実験の場とすることも可能。
・積極的に外部企業や組織と連携して、キャンペーンなどを行う

API

age: 35
sex: female

age: 10
sex: male

②ビッグデータとAI(人工知能)による提案
・ビジターの姿をカメラで認識して、人工知能/機械学習をにより性
別と年齢を推定
・それぞれのビジターのデモグラフィックに適切な内容のバルーン
が自動的に近づくようなアルゴリズム
・ビジターのデモグラフィックはあらかじめ投稿者が設定すること
ができる

①AR(拡張現実)による空間表示
・深度を図る。(Xperia XZ2などに搭載される、視差を利して深度を
図るカメラの利用が考えられる。)
・カメラの様子を3次元に変換
・ARCoreなどのソフトウェアを使いAR空間を演算処理
・スクリーンにARを映し出すことで、AR機能を搭載していない携帯
の使用者も巻き込むことが可能

parallax

Depth

①メッセージ型
個人のアイディアやつぶやきを
文章と画像を載せて発信でき
る。

この店激ウマ！すぐ向かいの通りにあるよ！

②体験型
ARのオブジェクトを試着した
り、現実空間に置いて体験する
ことができる。

③メディア型
動画や音楽などのメディアが
AR上で視聴することができ
る。

④ゲーム型
ARでゲームをプレイして、ビ
ジター同士で競い合うことがで
きる。

https://yuunews.com/games/energy-ball-emitting-ar-
game-shows-new-wave-in-sports-tech/
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繋げる
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らの開発の実験の場とすることも可能。
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SNS における個人の発信や行為が社会に与える影響

ハンドメイド販売のアプリ
/ スキル売買アプリ

個人の活動や発信
個人規模の販売 /

マーケットのイベント

SNS 実社会への影響
趣味で製作した

アクセサリーや洋服

▶︎ ▶︎

SNS 上には、個人のアイディアや意見、シェアしたいことが溢れているが、
膨大な情報で埋もれてしまったり、その SNS のユーザー以外には届かず、社会への
実効力は大きくない。

小さい規模ながら、個人の活動やスキルがアプリによってシェアされ、事業になった
り、イベント化したり、社会に影響を与えつつある。

I D E A  B A L L O O N S

WALL SCREEN

AR
AR

SPACE DESIGN 地下通路の壁全面に薄手のスクリーン＋小型カメラで撮影したリアルタイムの映像 + AR 空間

高さ 3m, 厚さ 1cm のスクリーン

カメラ

AR+ リアルタイム映像

+

+

SCREEN+CAMERA

AR

MOVIE,recorded on time


