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ARを活用する領域の広がり
Augmented Reality（AR：拡張現実）はVirtual Reality（VR：仮想現
実）、360°ビデオなどとともにDigital Realityを構成する要素と定義され
ている＊1。テクノロジーの進化によってDigital Realityの機能がスマート
フォン等のアプリケーションに搭載されるようになり、ARに関しても実用
化に向けた具体的な取り組みが進んでいる。

ARの適用領域
本編でも触れられている通り、ARの用途は身近なところでは画像の顔

を入れ替えるものや、フィルターを用いて画像を加工するものといったコ
ンシューマー向けのエンターテインメントアプリが主流であるが、今後は
企業でも様々な用途で活用が進んでいくことが期待されている。

ARを含むDigital Realityの適用領域では、初めに普及が進んだ「ゲー
ム・エンターテインメント」に加えて、「コミュニケーション」、「研修・学習」、
「サービス提供」、「販売・マーケティング」などでもその機能を活用できる
と想定され、様々な形でのプロトタイプが試されている。

各領域において想定されるARの適用例については、以下のようなも
のが挙げられる。

「コミュニケーション」：同じ場所にいない人同士が同じものを見て、共同
で作業を進めることが可能になる。例えば医療分野では、患者のCTス
キャンのデータを確認しながら、離れた場所にいる医師同士がその所見
に関する意見交換をリアルタイムに行うということが可能になる。
日本ではコミュニケーション分野でのAR利用の目立った事例はまだ
ないが、今後医療分野をはじめとした活用が進むことが期待される。

「研修・学習」：現場に赴くことが難しい場合や、安全上の理由などで再現
が難しい状況について、AR技術を用いて具体的なシーンを仮想的に作り
出すことで、特定の状況下における対処方法を学ぶことが可能になる。
東京メトロでは土木構造物の維持管理教育にAR技術を導入してい

る。検査業務用iPadアプリケーションにAR機能を搭載することで、研修
センター内の模擬設備の画像に重ねて実際の設備で発生した変状を再
現することが可能になり、実際に行われる検査業務と同様の維持管理技
能を模擬体験できる形式になっている＊3。

拡張現実：リアリティの最前線
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図1. Digital Realityのエコシステム

出所：Deloitte Insights, �Digital Reality”, 2018＊2
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「サービス提供」：修理やカスタマーサポートの現場におけるチュートリア
ルの提供が可能となる。具体的には、スマートデバイスを装着した作業員
がARで表示した作業手順に従って作業を効率化したり、リアルタイムで
遭遇している状況をリモートで専門家に相談し、関連するマニュアルや具
体的に確認すべき場所をスマートデバイス上のスクリーンで視覚的に把
握するなど、ARによってもたらされる付加情報を活用するユースケース
が考えられる。

NECは、作業者の腕を仮想キーボード化し、作業手順をスマートグラ
ス上にARでガイド表示する形式のピッキング支援ソリューションを開発
し、実証実験を実施している＊4。

「販売・マーケティング」：本格的な実用化には今後さらに時間がかかる
と考えられるが、例えば小売店において消費者が特定のブランドの商品
を探している際に、スマートフォン等の端末を使ってAR機能を活用し、該
当する商品が店舗内のどの棚にあるかを地図上にハイライトしたり、画
面上に消費者のニーズに合わせた商品のレコメンデーション情報を表示
したりするといった用途が可能になる。

図2. Digital Realityの 適用領域

出所：デロイト作成
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ARへの実験的アプローチ
一点目は実験的アプローチの採用である。すなわち最低限のリソース

を小規模でも確保することからスタートして、そこを起点としてテクノロ
ジーの進化と相まって展開可能になる様々なサービスやアプリケーショ
ンの最新動向をキャッチアップし、そこから提供される価値を自社のサー
ビスやオペレーションで活かせるようになるという形式だ。
テクノロジーや各種サービス・アプリケーションの動向に追いつくため
には、まず企業としてARのエコシステムにどのように関わっていくかを考
える必要がある。関わり方としては、ARを取り巻くエコシステムにおいて
ユーザー企業として参加し、テクノロジー・サービスを利用していくとい
うユーザー側に立つ方法と、エコシステムの中に参画し、他社と協働して
ARのサービス提供を行うサプライヤー側に立つ方法の2つのパターンが
ある。

ARのエコシステムは図3に示した5つの領域に大別できる。

すでにARのエコシステムは複数立ち上がっており、現在も継続して、多
くのスタートアップ企業が続々と各領域へと参画し、様々な技術・サービ
スを提供している状況にある。一方でARのキラーコンテンツやユース
ケースの確立については、まだ各社とも模索中の段階である。
これからARテクノロジーの活用を検討する企業にとっては、自社のみ
で取り組むのではなく、既にあるエコシステムに参加し、オープンイノ
ベーションの手法を適用して対応を始めるべきであると考えられる。但
し、闇雲に目ぼしいパートナーを見つけてアライアンスを組むのではな
く、まずは以下の3段階のステップを踏襲し、自社として追及すべき方向
性を定義した上でパートナー選定を行うのが望ましい。
① ARで見出すべき価値を長期的視点から定義する
② 限られた数のスタートアップを評価するのではなく、グループとしての
傾向を把握したうえで協業先を検討する
③ ARに係るバリューチェーン全体を理解し、ARによってもたらされるで
あろう次の変化を予測する
各社が提供するテクノロジー・サービスやエコシステムに関わる企業

の顔ぶれが刻々と変化していく中で、この3段階を考慮することにより、そ
の時点で最適と考えられるパートナーを見出し、実証実験を重ねながら
ユースケースを見定めていくという実験的な取り組みを行うことが、今後
のARの進化に合わせたサービス・オペレーションの変革に必要となると
考えられる。
また今後、企業内でのARの実用化を考える際には、企業が保有してい

る情報システムとの十分な連携が重要となってくる。この連携に関して
も、準備を整えてから壮大な投資を伴う一大施策として行うのではなく、
個々の施策を実証実験的に進めていく中で徐々に連携方法を模索してい
くアプローチが有用であると考えられる。

以上の領域に共通していることは、AR機能を使って現実世界ではその
場所にないものを画面上に仮想的に配置し、体験する人の視野・視覚に
合わせて滑らかに動かし、形を変えることで、これまで人間が頭の中で想
像して補っていた部分を明示的に見せるという「認知の拡張」が起こると
いう点である。その結果、思考の促進や誤解の抑制、ミスの未然防止と
いった「能力の拡張」に寄与する効果がもたらされる。

ARを活用した取組における注意点
現状でARを活用した取り組みを進めている企業は、ARテクノロジー

の活用を部分的にプロトタイプとして検証する段階を経て、全社レベル
で実践的に活用する実装段階へと踏み込み始めている。今後数年をかけ
て、企業がARの活用を加速度的に展開させ、ビジネスの場で定常的に
使われる状態へと進んでいくようになると考えられるが、その中で注意し
て進めるべき点が三点ある。

出所：デロイト作成

図3. ARのエコシステム
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日本企業はどうARに取り組んでいくべきか
日本企業のARに関する取り組みを見ていると、他の国の動向に比べ

ても、また、AIやBlockchainなどの先進技術と比較しても、活用の具体
的な検討が遅れているという印象を受ける。
まだ包括的にARを活用したソリューションを提供できる企業がないこ

と、また一定レベルの成熟したソリューションがまだ存在していないこと
が各社を躊躇させている要因のように見受けられる。ソリューション面は
進化の途上であり、またユースケースに関しても各社が活用方法や適用
範囲を模索しており、実用化に至っていないというのが現実である。
企業内での効率的なAR活用を主目的とするのであれば、一定レベル

の成熟ソリューションや先進事例の出現を待ってから、それらの先行事例
を参考にしつつ取り組むというアプローチも可能だが、自社のプロダク
ト・サービス提供の一部にとしてARの活用を考える際には、他社との差
異化を図る上でも、ベストプラクティスの登場を待つことなく、ARを組み
込むことでオリジナリティのあるユースケースを産み出すことができるか
の検討を開始することを推奨したい。

ARは人間の思考を仮想的に可視化する手段である。もし、ARを取り
入れる領域を決めかねているのであれば、まずは人と人との間のやり取
りや、ビジネスと顧客のつながりを築き・育てる観点でユースケースを検
討して実証実験を開始してはどうだろうか。それらの実験を通してARの
特質や価値を体感し、ビジネスに汲み入れるべきポイントを検討するこ
とで、それぞれのビジネスに適したARの活用の道が自ずと見えてくるこ
とを期待する。

ARを取り入れたUXデザイン
二点目は、ARテクノロジーをどのようにUXデザインに活かしていくか

という観点である。UXデザインの本質自体は変わらず、五感を活用した
ユーザー体験を設計し、それを実現するためのデバイス・ソフトウエア・
コンテンツを提供するものである。そこにARの要素が加わることにより、
これまでは付与することができなかった付加情報を仮想的に追加するこ
とができるようになり、またユーザーがこれまでのようなデバイスの単純
操作だけでなく、3次元での動きを捉えることが可能になるため、インタ
ラクションの幅が広がることになる。

UXデザインにおけるARの活用を検討する際には、視覚部分に限らず、
聴覚や触覚も含めて、どのようにユーザー体験を提供するかを複合的に
考えていく必要がある。音声UIやハプティクス関連のテクノロジーも飛躍
的に伸びている今、どのようにユーザーに情報を提供し、どのような反応
を得るかを踏まえたうえで、ARによる表現が過剰になりすぎないように
慎重に判断する必要がある。
またUXデザインを行う際には、単にユーザーとのインタラクションをデ
ザインするだけではなく、そこから得られるデータをどのように蓄積・分
析し、ユーザー特性に合わせた反応ができるようにするかという観点で
Analytics機能を強化するとともに、そこから得られる洞察に基づいてUX
デザインを更新していくというフィードバックループの構築も欠かせない。

知的財産権と情報セキュリティの考慮 
三点目はARがもたらす可能性のある負の側面に対する対応、すなわ

ち現実世界に仮想のコンテンツを加えることによって発生することが懸
念される知的財産権や情報セキュリティ面での問題点への対応をどのよ
うに行うかである。
これは特に社内などの限られた場所でARを利用する場合だけではな

く、あくまで商用サービスとしてオープンスペースにおいて利用すること
も想定した場合となるが、仮想現実を施した状態をコンテンツ化した場
合、そのコンテンツを共有する際に知的財産権の侵害をどのように防ぐ
かを考慮する必要が出てくる。
また、ARを活用して広告を配信する場合には、情報セキュリティの観
点から、不当表示とならないための配慮や改ざんに対するセキュリティ
施策の検討も必要になってくる。
これらの点に関しては、もちろんサービスの利用者のモラル・マナーに
よる部分もあるが、各国での法規制の違いや各サービスの特性に応じた
対処といった点も含めて、ARの実用化に係る論点を慎重に見極めていく
必要があると考える。
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