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News Release

VR/AR/MR の日本でのビジネス活用を加速するため
デロイト トーマツ コンサルティングとアルファコードが協業
DTC とアルファコードが有する VR/AR/MR 技術活用に関する知見・経験と、スピーディに VR コンテン
ツ作成を可能とする「VRider DIRECT」により、VR/AR/MR の幅広いビジネス活用を促進
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（本社：東京都千代田区 代表執行役社長：近藤 聡 以下、
DTC）と株式会社アルファコード（本社：東京都文京区、代表取締役社長 CEO 兼 CTO：水野 拓宏 以下、
アルファコード）は VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR（複合現実）技術のビジネス活用を支援するサービ
スにおいて協業を開始します。
VR/AR/MR は技術が成熟過程に入っており、今後急速な市場規模の拡大が見込まれています。まさに
今は、その活用分野の軸足が従来のゲームやエンターテインメントからビジネス分野へと転換するタイミン
グにあり、欧米では既に様々なビジネス分野での活用が始まっています ※参考資料。一方で、日本企業では
「活用場面が分からない」「導入が大変そう」などの理由から、欧米と比較してビジネス活用が遅れ気味と言
われています。
今回の協業において両社は VR/AR/MR に対する技術的知見のほか、ビジネスモデルの構想や業務変革
をはじめとした幅広い領域におけるそれぞれの国内外における知見と経験をもとに、クライアントの事業戦
略・業務変革の構想策定からシステム構想、PoC 実施、導入・展開に至るまで総合的に、チームとして連携
して支援を行います。また、アルファコードの有する各種 VR/AR/MR 関連サービスやコンテンツ開発運営実
績を活かして開発した VR コンテンツ制作を容易にするコンテンツマネジメントシステム（CMS）「VRider
DIRECT」の利用等により、日本企業が抱えるハードルを解消し、迅速なビジネス活用を実現します。
■両社の協業により提供するサービス
構想策定

VR/AR/MR
コンテンツ制作

導入・展開PMO

デジタル分野の専門家がク
イックにプロトタイプ検証や
PoCを行い、組織への導入・
展開の計画を策定します。

高度な撮影技術やVR制作技
術を有する専門家が、コンテン
ツを制作（支援）します。

PMOとして、多面的なアドバイ
スを行いながら、導入・展開
フェーズの推進を支援します。

• 既存システムの把握

• プロトタイプ検証、PoC実施

• 投資対効果算出

• 実行計画策定

• VR/AR/MRコンテンツの制作 • プロジェクト管理・運営支援
（支援）
• 各種会議体の運営支援
• トレーニング
• 各種報告資料の取りまとめ

ビジネスモデルの検討

システム全体構想

戦略・業務領域の専門家が、
企業価値の向上に繋がる洗練
されたビジネスプランを策定、
デジタル分野の専門家と連携
し、VR/AR/MRを活用した業
務プロセスを策定します。

デジタル分野の専門家が効果
検証を行い、既存システムと
の融合も見据えたロードマップ
を策定します。

• 社会・産業・技術トレンド調査
• 事業機会の特定・評価
• ROI目標の設定

• システム全体構想（ロード
マップ）策定

• ビジネスモデルの検討

組織への導入・展開
PoC実施／導入計画の策定

• VRider DIRECT環境構築

• パートナー選定
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また、今回の協業に先駆け DTC では具体的な実証例として、VR コンテンツを VRider DIRECT で開発
し、自社の新卒採用活動で活用しています。学生にとってイメージのしにくいコンサルティング業界を理解す
る助けとして、コンサルタントの会議を体験したり、社内の様子を体感したりできるものとなっています。
両社は今後、既に VR/AR/MR 技術の活用が進んでいる小売業、サービスにおける宣伝・販促・マーケテ
ィング分野での活用は元より、製造、建設、医療、観光など様々な産業において、現場での活用から人材教
育までも含めたあらゆるビジネスシーンでの短期の活用や中長期的なソリューション活用の機会を提案し、
その実装までを一貫して担うことで、日本のビジネスにおける VR/AR/MR 技術の活用を加速させます。
■デロイト トーマツ コンサルティング合同会社について
デロイト トーマツ コンサルティングは、デロイトの一員として日本のコンサルティングサービスを担い、提言と
戦略立案から実行まで一貫して支援するファームです。クライアントの持続的で確実な成長を支援するコン
サルティングサービスはもちろん、社会課題の解決と新産業創造でクライアントと社会全体を支援します。

■株式会社アルファコードについて
アルファコードは、最新技術を確かな価値に変換し、ビジネスを生み出すことが重要であると考えます。設
立より当社の経験則や知見を、お客様全てに提供すべく邁進し、世界をより楽しくイノベーションするアプリ
ケーションの創出に取り組んでおります。
▼VRider DIRECT とは
「VRider DIRECT」は、今まで専門的な知識が必要だった VR コンテンツの作成・編集・配信までを、誰でも
簡単に日常的にできるようにするワンストップシステムです。朝日新聞社様の体験型報道アプリ「NewsVR」
等、多数の企業様に空間や体験を構築するシステムとして利用されております。
▼VRider DIRECT を利用してできること
・誰でも簡単に「今」起きていることを 360 度映像で即時配信できるため、その場の全体風景を世界中の
人々と共有できます。
・テキスト、静止画像、2D 動画、音声、URL リンク配置、匂い情報配置といった編集が簡単に行えるので、
状況が変化するごとに説明文等の即時更新ができ、新鮮な情報が届けられます。
・スマートフォンをはじめ、様々なデバイスに対応しているため、いつでもどこでも手軽に 360 度映像を楽し
んでもらうことができます。

＜サービス提供に関するお問い合わせ先＞
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
テクノロジーストラテジーユニット Tech-Enabled Innovation
Tel: 03-5220-8600 Email: dtc_tech-enabled-innovation@tohmatsu.co.jp

＜報道機関の方からのお問い合わせ先＞
デロイト トーマツ コンサルティング広報担当 高橋
（デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社）

Tel: 03-5220-8600

Email: DTC_PR@tohmatsu.co.jp
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※参考資料

VR/AR/MRを取り巻く現状
各業界の先進的な企業はVR/AR/MRを活用し、新規サービスの開発や業務コスト削減といった成果をあげ始めています。

鉄道業界

物流業界

仮想空間における臨場感のある業務演習、危
険な状況や実現難易度の高い状況の疑似体
験による研修・トレーニング効果の向上、コス
ト削減

作業員が装着するスマートグラス上に、ピッキ
ング指示、商品の配置場所、マニュアル等を
表示することで作業員の負荷軽減、作業効率
の向上

不動産業界
仮想空間にある実物大のモデルルームを見て
下見ができるサービスをお客様に提供するこ
とによる新たな「顧客体験」の実現

VR（仮想現実）

MR（複合現実）

自動車業界

AR（拡張現実）

製品の実物大プロトタイプを仮想空間で共有
することで関係者間のコミュニケーションを効
率化し、企画から製造の時間・コスト・地理制
限を削減
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将来におけるVR/AR/MRの可能性
VR/AR/MRは昨今のTechnologyの重要トレンドの一つであり、関連デバイスや処理の高度化、周辺技術との融合といった技術革新が進んでい
ます。これらの技術革新に後押しされ、VR/AR/MRは今後も加速的に普及し、幅広い分野で活用されることが期待されています。
活用が期待されている分野と効果
関連デバイス／  可搬性が高く安価な関連デバイス
の登場
処理の高度化
 画像処理技術の高度化、高速化

周辺技術との
融合

 現実の音声・動作等と仮想空間を
連動する技術の高度化
 他の技術領域の普及（IoT、AI、
ウェアラブル等）

【分野】
•
•
•
•
•
•
•
•

【期待される効果（例）】

広告、宣伝
金融（銀行、保険）
不動産
観光、スポーツ
エンターテインメント
小売、流通
サービス
医療、福祉

•
•
•
•
•

建築
製造、重工業
航空、鉄道
リモートワーク
防災

お客様に製品やサービスを疑似体験い
ただくことによる販売の促進
危険業務の疑似体験による効果的な
従業員トレーニングの実施
作業手順をスマートグラスに表示する
ことによる作業効率の向上
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