Degital Reality

Digital Reality™

技術開発から利用機会創出へ

拡張現実（AR：Augmented Reality）、
バーチャルリアリティ
（VR：Virtual Reality）の革
命は転換点に達した。
テクノロジーやデータの歴史的な変革を目の当たりにし、
マーケ
ットリーダーは概念実証やニッチな提案という段階を超え、産業化に向けた革新的な
事例やプロトタイプに基づく戦略策定に焦点を移している。社内のコアシステムとの
統合、
クラウドを活用した展開、接続性、
コグニティブ、
アナリティクス、
そしてアクセス
性といった課題に取組むことにより、AR/VRをより広範囲に展開するための基礎を築
いている。
一部の企業では、新しいデザインパターンの開発やその開発に必要となる、
これまでとは異なるスキルセットの育成も始めており、新たな時代への取組みを予感
させる。
これらのアーリーアダプターたちは、AR/VRが生み出す風に変化が起きている
ことを敏感に感じとっている。
Digital Realityを受け容れるべき時は「今」
である。

こ

れからの10年間で、Digital Reality（AR、VR、

複合現実（MR：Mixed Reality）、360度動画、

および没入型テクノロジーの融合）はさらに

進歩し、我々とデジタル情報とのインターフェースはも

年後の2021年には1,600億ドル近くまで上昇し、年平
均で換算すると113.2％の成長となる見通しだ1。

そのような爆発的な成長はどのように説明できる

のだろうか。企業の関心は、AR/VRデバイスを
「流行り

はや画面やハードウエアではなく、ジェスチャー、感情、

もの」として実験的に使用する段階から、企業内のミッ

この進歩は、かつてのクライアントサーバからWeb

し始めている。ゲームとエンターテインメントにおける

の飛躍であり、
すでに始まりつつある。International

ける動きも本格化しつつある。IDC社は、2017年に大

視線となる可能性が高い。

ションクリティカルなシステムへ活用する段階へシフト

コンシューマ市場への投資は続いているが、企業にお

へ、Webからモバイルへという変遷に匹敵するレベル

規模な投資を惹きつけた産業向けAR/VRの事例とし

Data Corp.社（IDC社）によると、2017年のAR/VRの製

て、現場での組立てと安全確保（3億3,900万ドル）、小

品・サービスに対する総支出は91億ドルであったが、4
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売業における商品陳列（2億5,000万ドル）、製造業のト

• ユビキタスアクセス：今日の我々がネットワーク

次の1年半～2年の間に、
より多くの企業が事例を

に、近い将来、AR/VRはインターネットや企業ネット

レーニング
（2億4,800万ドル）を挙げている 。

に常時接続したモバイル機器で楽しんでいるよう

2

増やし、
パイロット的な利用から本格的な利用へと加

ワークに「常時」接続した環境になるだろう。しかし、

速する。
そして、Digital Realityの実用化に向けたトレ

ンドは勢いを増すだろう。一部のアーリーアダプターは、

ポケットの中の電話に手を伸ばす必要があるのと
は異なり、近い将来、我々はAR/VRデバイスを1日

すでに2～3周目の製品・サービス設計サイクルに入っ

に何時間も装着するかもしれない。設計と基礎技

らゆる活用が検討され始めている。例えば、BMW社は

すら不要とする自己完結型のAR/VRデバイスとして、

ており、
その他の企業においても、Digital Realityのあ

術の進歩は、ケーブルやかさばるバッテリーパック

一方で、
エールフ
VRを自動車の設計工程に導入した3。

これまでとは異なる快適性を生み出しつつある。

ランス社は、VRヘッドセットを身につけた乗客が3D映

• 日常利用に耐えうるレベルの取り決め：あなたが

画を見ることができる
「没入型エンターテインメントシ

同僚とのVR会議に出席していると、視界に騒々し

ステム」を一部のフライトで展開した4。

い3D広告が立ち上がり、集中力を乱し、
ミーティン

このトレンドは、
これから述べる三つの技術的なブ

グを遮る。
スマートフォンの着信音をミュートする

レークスルーがDigital Realityと融合することで、
さら

機能や、ネットサーフィン時のポップアップをブロッ

に速度を増すだろう。

クする機能など、日常的な利用に耐えうる不可欠

および
• シームレスなインターフェース：音声、身体、

な機能があるのと同様に、AR/VRでも、仮想環境に

物体の配置機能を組合わせることで、ユーザは

おけるデータフィードのコントロールが重要になる

境と相互にかかわり合うことができるようになるだ

ロールするように、
データフィードをユーザの嗜好、

られるが、現時点においても十分自然な連携が実

れない。

データ、アプリケーション、および彼らの周辺の環

だろう。近い将来、交通巡査が道路状況をコント

ろう。そのような技術は今後さらに発展すると考え

位置、活動に合わせて調整することができるかもし

現されている。

Digital Realityの用語と略語のガイド

拡張現実（AR）
：デジタルで作成されたコンテンツを、実世界の環境と重ね合わせる。
透過型の光学レンズと
そのレンズ越しに、
ユーザ自身の現実の周辺環境を視認することができる点が特徴である。
バーチャルリアリティ
（VR）
：実世界の環境を置き換える、完全に描画されたデジタル環境を生成する。
物体と
動作のトラッキング機能を特徴とする。

複合現実（MR）
：ユーザの実世界とデジタルで作成されたコンテンツを、両方の環境に共存させ、相互作用さ
せる方法でシームレスに混成する。
空間認識と動作認識のための高度なセンサーを使用する。

没入型：AR、VR、MR、360度動画、
およびその他の技術を使用して、深い結びつきと複合感覚を得ることができ
るデジタル体験。
形式はさまざまである。
Digital Reality：AR、
VR、
MR、
360度動画、
および没入型テクノロジーを包括する概念。
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こうしたゲームチェンジを引き起こす機能は一夜

ている様子を見て、彼らの作業を誘導し、サポート

エクスペリエンスを設計することと、
フラットスクリーン

で研究を行うことが可能な「バーチャルサンドボッ

ある。実際に、それは全く新しい言語と設計思想を用

ットは、接続が途切れることによりイライラすること

のようなIT部門ではなく、
ハリウッドで必要とされるよ

ホログラムをリアルタイムに再現することで、没入

CIOたちは、VR体験の設計に必要なCGI（Computer-

トボードや、
リアルタイムで操作できるモックのよう

また、主
ゲームの熟練した技術者を集め始めている5。

ることができる。

にしては生まれないかもしれない。
没入型環境のユーザ

することができる。海を隔てた科学者たちは、共同

の体験を作り出すことは、根本的に異なるプロセスで

クス」に集うことができる。
ビデオ会議やライブチャ

いる。
これらの新しい設計技法を確立するのは、従来

が多いが、三次元のカメラでは表情やジェスチャー、

うなスキルを持つ次世代の開発者であろう。すでに

型の会話が可能になる。
チームはバーチャルホワイ

Generated Image）の専門知識を持つ映画やビデオ

なデジタル資産を共有することで、一緒に仕事をす

要なハリウッドスタジオも、彼ら自身のVRコンテンツ

• 知識：Digital Realityを活用することで、コンピ

あらゆるシステム開発の取組みと同様に、社内にお

て必要とする瞬間に特定の情報にアクセスできる

の開発計画を立ち上げている6。

ュータを使用する人であれば誰でも、仕事におい

けるコアシステムとの統合、クラウドを活用した展開、
接続性、
アクセス性など、ITエコシステムを実現する上

ようになる。
これはドキュメントシェアツールの性

能が向上したというレベルではない。まさに今必

で、考慮すべき問題が存在する。加えて、標準化やガバ

要な情報を目で確認できるということである。例え

ントについては、いまだ進化の途上である。だが、
これ

けることで、電気部品や配管部品の詳細な説明書

ナンスの戦略など、
Digital Realityの一部のコンポーネ

ば、建設業の技術者はDigital Realityグラスをか

らの課題を克服しつつ、Digital Realityの取組みは着

を参照し、どのように個々の部品を壁に取り付ける

さあ、あなたも
ようこそDigital Realityの世界へ 。

す柔軟性や利便性が、あらゆる分野における初期

実に前進していく。
旅立とう。

かを確認できる。
こうしたDigital Realityがもたら

7

の概念設計フェーズに与える影響を想像してみて
ほしい。
アーキテクチャやインテリアのデザイン、消

費者向け製品のR&D、サプライチェーンなど。没入
型テクノロジーを用いた分析は、複数の軸や次元

Digital Realityがもたらす
五つの恩恵

においてユーザがデータを探索することを支援し、
仮想環境におけるコラボレーションをさらに強化

前回の「Tech Trends」では、我々は未来を想像し

する。例えば携帯電話の基地局配置の検討におい

ながらAR/VRの技術と初期の事例について調査した

て、
この分析技術を用いてみる。
エンジニアは仮想

が、広範囲での利用や商業化はただちに起こらないと

環境で自由に基地局の場所を動かし、そこに住む

しかし、わずか1年ですでにその未来に到
考えていた 。

人々の生活の質にかかる潜在的なインパクトを測

8

達している。Digital Realityの動向は、技術自体の向

ることができるようになるのだ。

上からそれを用いたサービスの開発と展開へと大きく

再現すると高コスト
• 学習：いくつかの先進企業では、

の可能性を探るためには、以下の観点で検討してみる

チュエーションやトレーニングに、
Digital Realityを

シフトしている。
あなたの組織に合ったDigital Reality

である、
もしくは物理的に再現することができないシ

と良いだろう。

活用している。
例えばUPS社は、仮想空間上で新人

• 連携：
「場所を選ばない協業」。Digital Realityは

ドライバに5トントラックの運転シミュレーションを

を可能とする。
ある人はそれを見栄えのいいビデオ

レーション機能を活用して、従業員が現場に出る

ある。例えば、技術者は事務所のオフィスに座りな

教育環境を提供している10。

またKFC社は、
トレーニングシミュ
提供している9 。

別の拠点にいる同僚に対する支援や、情報の共有

前に、5段階あるチキンの前処理をマスターできる

電話のようなものだと言うが、それ以上のもので

がら、遠く離れた現場で作業員が保守や修理をし
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図1．市場におけるDigital Reality

技術開発によって、私たちはハードウエアによる制約を意識することが少なくなっている。
以下の6つの要素が発展
することで、Digital Realityの大規模な利用への道が開かれる。

バッテリー利用
継続時間の延長

携帯の帯域幅
の拡大

相対的な市場の関心

アプリケーション
のエコシステムにおける
互換性の拡大

データ送受信
の速度向上

デバイス価格
の低下

新技術に対する
心理的抵抗の緩和

Digital Reality市場の3つのフェーズ

$160B

120

80

携帯用AR/MR
AR/MR事例の広範な発展。
「キラーアプリ」の探索

AR/MRのためのHMD
企業における、重要な
ハードウエアとしての
HMDの地位の確立

VRのためのHMD
HMD端末価格の下落と
適用ケースの出現

VRのためのHMD
特定の没入型事例への利用。
プロバイダの統合

AR/VR製品とサービスにおける総支出*

40
AR/MRのためのHMD
プロトタイプフェーズ

0

AR/MR/VRのためのHMD
AR/MR/VRを融合した、B2B、
B2Cの適用ケースの出現。
消費者とエンタープライズの事例

短期

2017年実績：91億ドル

2021年予測：1,600億ドル

AR＝拡張現実； VR＝バーチャルリアリティ；
MR＝複合現実； HMD＝ヘッドマウントディスプレイ

中期

長期

Sources: Deloitte analysis; *International Data Corp., Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending
Guide, October 28, 2017; spending line is representative.
Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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• 探究：消費者に焦点を当てた事例が、小売や観光

データのマネジメントやガバナンス、加えてアーキテク

（デロイトでは「トラベルホスピタリティー&レジ

チャへのアプローチを最新化してくれるだろう
（本レ

ャー」と呼ぶ）、不動産業の中で増加している。
潜在

ポート3章「エンタープライズデータのあるべき統治と

顧客に対して彼らの製品、
サービス、体験に関心を

は」参照）。

持ってもらうことを狙ってDigital Realityを利用して

コアシステムとの統合：ヘッドギアのメーカーはコ

いる。
Estée Lauder社は、自社のWebおよびモバイ

ア技術とビジネスプロセスをDigital Reality体験につ

提供し始めている。
そこでは光や肌、
質感そして艶を

客に、設備や製品を提供することを想像してみよう。
同

ルサイト上で、ARのバーチャルメイクアップミラーを

なげるAPIを設計している。例えば、仮想環境上で顧

調整し、自身の写真やライブビデオに投影することで、

様に、Digital Realityで開始された取引において、
この

ユーザが仮想的に製品を試すことができる 。ま

コンテンツが使用できることを想像してみよう。
近い将

件を訪問する必要性がなくなるため、不動産業や

るものはDigital Realityシステムの設計における根幹

11

た、VRを活用して内見することで、販売している物

来、ERP/CRM/CMSなどのコアシステムに深くかかわ

仲介業における営業担当者の働き方にも変化を

的な構成要素となるだろう。

もたらしている 。

分析：視線の先の意図は何か。ARのヘッドセットを

12

• 遊び：ゲームや講演、
ライブイベントにおけるDigi-

装着した個人の視点を追跡することは現時点でも可

数年でさらに増えるだろう。
IDC社によると、AR/VR

跡することで生成されたデータを分析したりすること

tal Reality技術の事例は多岐に亘り、
これからの

能だが、
さらにユーザの意図を見分けたり、視点を追

の技術への投資はゲームへの事例だけで、2021

もできる。将来、その視点追跡の分析結果を広告媒体

年までに95億円に達すると見込まれている13。

に利用することができるようになるかもしれない。
例え

ば、ある人が冷蔵庫を見つめると、近隣にあるレストラ

ンのディスカウントクーポンがその人の視界に現れる
といったように。
しかし、個人の視点を12時間追跡し続

Digital RealityがITに与える
インパクト

けることが可能だとしたらどうなるだろうか。
その規模

での追跡を実現するのに必要なストレージ容量は、膨
大な量になるだろう。
さらに、
リアルタイムでその膨大

Digital Realityの技術がITのエコシステムに与える

インパクトに対して、多くの疑問が残っている。我々が

な量のデータを分析するには、多くの企業が現時点で

ていく必要がある。今まさに企業におけるDigital Re-

パワフルな分析能力が必要となる。

その答えを得るためには、没入型技術の探求を継続し

利用している分析機能とは比べものにならないような

帯域幅とネットワーク：現在、AR/VRのストリーミン

ality戦略やそれを十分サポートするために必要となる

コンピュータの処理能力について、CIOは考え始めな

グや360度体験に必要となる帯域スピードを提供でき

ければいけない。

るネットワーク事業者はほとんどいない。

量は驚異的に増加しているが、
それはテクノロジーが

は低い解像度でも最低25メガビット/秒が求められる。

ストレージ：Digital Reality体験に必要となるデータ

例えば、多くのVRディスプレイでのストリーミングで

進化し、新たな機能が登場するたびに一層大きくなっ

しかし、HDの解像度では80メガビット/秒程度必要に

なる15 。最近の調査では、世界のネットワークにおいて、

ていくだろう。VRの中の360度の視野は複数のビデオ

帯域幅が25メガビット/秒を上回るのはたったの7.1％

カメラの視点によって融合され、
これによってユーザ

トラフィックマネジメ
に過ぎないことが分かっている16。

は振り返ると彼らの後ろの景色も見ることができる。

ントや圧縮アルゴリズム、待ち時間の短縮やスループッ

言い換えれば、それらは標準的なHDビデオを利用し

た場合に必要となるストレージ容量の10倍から20

トの向上などAR/VRにかかわる技術に関して目覚まし

レージへの要求に対するコスト効率という点で、
クラウ

進化の途中であり、短期的に見れば、帯域幅とネット

倍が必要となることを意味している14。増え続けるスト

い開発努力が行われているにも拘らず、
それらはまだ

ドは一つの答えになるかもしれないが、それが唯一の

ワークの制限がDigital Realityにかかわる取組みの

選択肢というわけではない。
恐らく、Digital Realityは

進歩をゆっくりとしたものにしている。
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よくある誤解と真実

誕生日にもらったVRゴーグルで船酔いになったからといって、Digital Reality技術と企業が享受する可能性を
否定しないでほしい。
どうか、我々にこの先の未来に広がる誤解を解かせてほしい。

誤解：製造業におけるDigital Reality？フィールドオペレーション？結局、
VRのヘッドセットは、
操作中はコンピ
ュータとつながっていなければならない。

真実：確かにあなたの言う通りだ。
現在のVRの可動性はコードの長さにより大きく制限されてしまう。
一方で
バッテリー技術の急速な進化により無線の製品が出てきているという良いニュースもある。
さらにインサイドア
ウト方式の追跡技術によりVRの可動性がさらに向上しようとしている。いくつかの高性能のヘッドセットは、
ユーザが部屋のどこにいるかを追跡するのに外付けのカメラとセンサーを使用している。
携帯型のVRシステ
ムでは、一般的な位置追跡技術ではなく、ヘッドセットに内蔵させたセンサーにより、空間の奥行きや自身の
動きを把握する位置追跡技術（インサイドアウト方式）を使用している。
これによりユーザはセンサーとカメラ
で埋め尽くされた部屋から逃れることができる17。
誤解：VRグラスに850ドルも払うのは、
高すぎる。

真実：幸い、2017年の夏の終わりには、主要なブランドのVR装置の値段は急降下した18。
我々の最近の調査で
は、VRキットはどこでも200ドルから600ドルほどで売られている。
その値段であれば、現在のVR技術の水準を
もってしてもROIを得やすくなる。
技術水準が向上するにつれて新たな機能や利用方法が登場し、VRのROIは
さらに高まっていくだろう。

誤解：我々はスマートフォンやタブレットからでさえその能力を最大限に引き出せていない。
我々がSFの世界
で迷子になる前に、
今ある技術で仕事を終わらせるべきだ。

真実：これはそのような二者択一のシナリオではない。
モバイル端末がデスクトップやWebアプリケーションに
とって代わらないのと同じように、Digital Realityはモバイル端末に置き換わるものにはならないだろう。
それ
でもDigital Realityは、
私たちの課題解決に向けた取組みにおいて、
旧来の技術ではない形で役立つだろう。
も
しこのチャプターで議論した事例にあなたが共感したならば、
あなたが今スマートフォンやタブレットで展開し
ている取組みと並行し、Digital Realityにも少しだけ賭けてみる価値はあるかもしれない。
そうすれば数ヶ月の
うちに来るであろう、Digital Realityの大流行の際に、
アーリーアダプターとしてのアドバンテージを得ることが
できるだろう。

92

Digital Reality

最前線からの学び
レーティングシステムから、一般ユーザ向けのアプリ
ケーションまで、AR/VRに関するラインナップをすべて

Google社が目指すDigital Reality

取り揃えるつもりだ。
ハードウエアやソフトウエアは1

もはやGoogle社とDigital Realityとは切っても

年半～3年、
ディスプレイは5年、
アプリケーションにい

切り離せない。
ここ数年でGoogle社はCardboardや

たってはたった数週間～数ヶ月の間に次々と開発され

Tango、Daydream、そしてARCoreを相次いで世に

るが、KanのAR/VR戦略チームでは、複雑に入り組むこ

送り出した。もちろん、他の業界にひしめく多くの企

れらすべての開発スケジュールを把握し、統制している。

業と同様、Google社もアイデアの実証実験や導入ま

目下のところGoogle社の提供するDigital Reality

でのロードマップを策定しているのだが、他の企業と

は主に一般消費者へ向けられているが、将来は企業

パクトを狙っていない点だ。
Google社はAR/VRの長期

とらえている。現時点では企業や公共機関における本

AR/VRによって次々と強力な仮想体験を提供し、連鎖

いROIが得られると見込める事例が存在するのだ。以

Google社とが異なるのは、即効性のある単発のイン

向けのサービスが重要な位置づけを占めるとKanは

的な可能性を確信しており、
これから3～5年の間に

格的な利用にまで至っていないが、
これらの領域で高

させるという壮大な計画を描いているのである。

下に示すのは、Kanが高いROIを想定する4つのシナリ

するSteven Kanによると、AR/VRの強みは携帯性や

•「学習支援（学びを豊かに）」
：今や学校において

オだ。

Google社の描くAR/VRのグローバル戦略をリード

個人ごとのカスタマイズ性よりもむしろ、高い「直感性」

は、教育向けVRツールとしてGoogle社が提供する

だという。
コンピュータの基本要素として入力と出力

Google Expeditionsと、同じくGoogle社が提供

があるが、
そのうちの出力方法に関しては、
ここ数年で

するVRビューワーのCardboardとを組合わせるこ

没入感という点では目立った進歩がない。一方、入力

マニュアルの精読に替わる、
った19。企業においても、

ディスプレイは大きく高精細になったものの、得られる

とで、遠足や見学などが仮想世界で体験可能とな
社員トレーニング方法として模索されている。

方法に関しては、パンチカードからキーボード、そして

タッチ&スワイプへと変化を遂げ、今や手を伸ばし、
モノ

•「創造支援（創造的な活動と協働）」
：建築や工業デ

ュータプラットフォームは、
これらの技術を統合したも

に参加する専門家同士が製品や建物の実物大モ

ザインの分野においては、遠隔地からプロジェクト

に触れることができるようになった。次世代のコンピ

デルを共有し、リアルタイムな協業が可能となった。

のとなる。
ディスプレイ越しではなく、目の前に実物や

これにより品質の向上や納期の短縮が可能となり、

それ同等のオブジェクトが現れ、操作できること以上

プロジェクトのコストが抑えられるだろう。

に直感的な方法はないとKanは考えている。

Google社はハードウエアプラットフォームやオペ

93

最前線からの学び

Tech Trends 2018: The symphonic enterprise

•「作業支援（メンテナンスの効率性と安全性）」
：技

術者は、設備の運転履歴や整備マニュアルを参照し、

原因の特定と修理に役立てている。
Digital Reality

VRをテコに企業向けサービスを
強化するFacebook社

Facebook社は、Oculus社（2014年にFacebook社

によって、
これらの情報は視線を下げずにハンズフ

が買収したVR関連企業）とともにVR事業で10億人の

リーで参照可能となるため、作業の安全性が向上

ユーザを獲得する目標を掲げた。
これまでFacebook

する。
また必要に応じて、ヘッドセットを通して遠隔

社は個人を主なターゲットとしたSNSの提供者として

地のスペシャリストに連絡し、仮想空間上で手本を

知られてきたが、
ここ数年は、VRヘッドセットである

示してもらうことも可能なのだ。

Oculus Riftをトレーニングや販売、
マーケティングな

：AR/VRの主要な活
•「販売支援（強力なカタログ）」

どの支援ツールとして企業向けに売り込もうとしてい

用事例が、商品のデモンストレーションだ。商品の
魅力はインタラクティブな電子カタログによって余

る。

するだろう。

るAsh Jhaveriによると、対面でのコミュニケーショ

Facebook社およびOculus社の事業開発VPであ

すことなく顧客へ伝えられ、
より多くの取引が成立

ンという観点に目を向けると、VRは距離や時間の制

約を取り払うことが可能なため、企業にとって有用で

Kanによると、
これらのシナリオを拡大させるため

あるという。Jhaveriによれば、ユーザは同社が想定

に、開発者はさらなる技術の向上に取組んでいる。例

えば、3Dモデルやデジタル資産へのアクセスは未だ容

していなかった用途をVRヘッドセットに見出し、彼ら

いため、オブジェクトを正しく描写できないのだ。
また

レーションの改善に取組んでいたという。
これを踏ま

設定といった運用上の課題についても解決しなけれ

場の進化に直接携わることとした21。

の組織における効率性の向上、
コスト削減、営業オペ

易ではない。CADはAR/VRとの連携を前提としていな

え、Oculus社は新たにB2B市場へ参入し、VRによる職

セキュリティポリシーやデバイス管理、
アクセス権限の

以下に、業界を問わず見出された、
さまざまなVRの

ばならない。
初期のAR/VRデバイスは管理性を念頭に

活用事例を示す。

設計されておらず、あたかもスマートフォンやタブレッ

• ある消費財を世界規模で取扱う企業では、小売業

トの誕生当初を彷彿とさせる。
またKanによると、エン

者に見栄えの良い商品の陳列案を提供することで、

ターテインメント業界やゲーム業界がDigital Reality

得意先である彼らのマーケティング活動を支援し

における主導権を握っているため、不足している設計・

ている。

開発者の確保に向けた競争も激化しているという。

• Audi社のショールームでは、顧客が車種、内装や

このように企業向けのDigital Realityは手探り状

車体の色などのさまざまなオプションを自由に組

態にあるが、Kanの見立ては楽観的だ。例えばある事

合わせることで、数千通りの中から自分の好みにぴ

例では、VRの活用により研究開発の期間が20％も短

ったりな車を選ぶことができる。そればかりか、車

縮されており、企業向けAR/VRのROIの高さを示して

の内部機構とその働きを顧客に説明するためにも

いる。
このROIの高さが、企業におけるAR/VRの活用を

活用している。

Google社が推し進める根拠だ。Kanによると、高い

• Cisco社は、Cisco Spark（クラウド型ビデオ会議

ROIが見込める限り、Google社は絡み合うさまざまな
問題を解決し、AR/VRへの投資を継続するつもりだ。

ここ3年に亘り、Google 社は、ARCore、Tango、

サービス）とVRテクノロジーとの統合による、新た

なコミュニケーションツールを模索している。
この

Cardboardといったツールの提供によってDigital Re-

ツールは参加者同士がホワイトボードに書き込み、

が加 速するとともに、その価 値 は 一 層 高まるだろ

加者であっても、
あたかも同じ部屋で会議に参加して

共有することを可能とするため、遠隔地からの参

alityのエコシステムを拡大させており、AR/VRの普及

いるかのように振る舞える。
もちろん、
ホワイトボード

う。
Google社がAR/VRによってもたらすインパクトの大

きさを、人々は過小評価しているとKanは豪語する20。

に書いた内容を印刷して保存することも可能だ。

• 3Dモデルを用いたデータの可視化が業界を問わ

ずに取組まれている。autoCADの3D対応版では、

94

Digital Reality

Tony Parisiによると、消費者市場に浸透するためには、

ことが可能だ。
やがて、建物、車、エンジンなどの設

まだサイズやコストを改善する必要があるものの、没入

るだろう。

プラットフォームとなり、やがては日常生活の一部とな

実に近い救急救命の現場を疑似体験させている。

とんどは、企業発のものとなると彼は考えている23。

型技術はモバイルに続く次世代のコンピューティング

計において、3Dモデルを介在した協業が盛んとな

る。
また、今後数年間の間に出てくる興味深い動きのほ

• Los Angelesのある小児科病院では、研修医に現

Unity社は、Digital Realityが今後新たな価値を生

このシミュレータで研修医を出迎えるのは、瀕死

むと見て、ゲーム業界以外にも活動の場を広げてい

の子供と取り乱した親だ。
研修医は、
彼らの一挙一動

る。例えば、自動車業界は、自動車のデザイン、オペ

に視線を注ぐ親を前にして、救急救命室に備えら

レーターやサービス技術者のトレーニング、自動運転

れた医療機器を適切に操作し、
また適切な医薬品

車用のシミュレーション、魅力的なマーケティングや販

を投与して、瀕死の子供の蘇生に取組む。

売体験などのさまざまな分野で、Digital Realityの導

Oculus社が近々に発表をすること計画している企

業向け新機能の一つが、PCのデスクトップを拡張する

入に関心を持っている。
これに対しUnity社は、自動車

高める、
バーチャルデスクトップだ。画面パネルの価格

フォームを拡張している。

のデザインを補助するツールを追加することで、
プラット

ことで必要な情報へのアクセス性を改善し、生産性を

自動車の設計におけるCADの利用は古くから行わ

やレンダリング処理能力、手足の動きが少なくてすむジ

れている一方で、今でもクレイモデル（粘土による原寸

ェスチャーなど、普及に向けてはまだ多くの部分で改

善を要するが、Jhaveriの考えによると、没入型ワーク

大模型）を用いた高価かつ時間を要する試作が続けら

スマートフォンやタブレットに感じたように、VRには

ザイナーは容易に模型を作成し、
さらに表面形状の変

目には映る。
VRによる真の没入体験は、ユーザの感覚

ブに付加できるようになった。
これは、再試作にかかわ

れている。
しかし、3D環境とDigital Realityによって、
デ

スペースの需要は底堅い。

更、塗装や仕上げの質感といった情報をインタラクティ

魔法のような無限の可能性を秘めているとJhaveriの

る時間を削減するばかりか、多くの部門が関与する設

的な反応を呼び覚まし、個人および企業でのVRの普

計工程をより直感的にする新たな手法であり、費用対

及を加速する鍵となるだろう。
このような体験は、人々

効果の向上や製品の品質を改善し得るものである。

の理解を促進し良い関係を築くばかりか、ビジネスま

もちろんDigital Realityのビジネス向けソリューシ

でをも成長させるのである。

ョンを生み出す上では、まだ多くの課題がある。例え

ば、データ統合やライセンス、
ソフトウエアの配布、
およ

ビジネスにおける
Digital Realityの加速化

びプロダクトライフサイクル管理ツールによる3Dデータ

の管理などに取組む必要がある。各社がそれらの課

題に取組むとともに、Unity社のチームは、家庭用の

Unity社は、世界で20億を超えるデバイスに搭載

家具販売、産業機器やオフィス機器の故障診断アプリ

されたゲーム作成エンジンである「Unity」の開発元

ケーション、
トレーニング、商品企画、小売り向けの店

メーカーである22 。多くの企業が、ゲームを通じてAR/

の活用をサポートするため、Digital Realityのプラット

として知られるゲーム開発プラットフォームのトップ

舗計画など、さまざまなクライアントにおけるAR/VR

VRへ進出したことを考えれば、Unity社が2Dや3Dに

フォームを発展させ続けている。

続いてAR/VRのための開発プラットフォームを構築し

次の2～3年は、コンテンツ制作者がリアルタイム

たことは、
驚くに値しない。
しかし、
Unity社のリーダーシ

3Dの技術を理解し、
マスターする期間になるとParisi

ップチームは自動車、建築、航空宇宙およびクリエイテ

は予測する。
また彼の考えでは、
やがてUnity社の提供

ィブといった領域において、VRを活用し、顧客と従業員

するプラットフォーム上で、Digital Realityのコンテン

模索する企業の取組みにも注目している。

だろう。
産業を問わず、多大な機会が訪れるのである。

により豊かなユーザエクスペリエンスを提供しようと

ツを提供する大物クリエーターやスタジオが登場する

Unity社のAR/VR戦略部門Global headである

95

LESSONS FROM THE FRONT LINES
最前線からの学び

目の前にモデルを表示し、360度を隅々まで見渡す

私の見解

Judith McKenna, executive vice president
and chief operating officer
WALMART US

人々の生き方、働き方、
そして購買行動が急速に変わってきている。
それと同様に、
ウォルマート社も大きく変貌を
遂げている。
ウォルマート社では、
テクノロジーやイノベーションを従業員のトレーニングやスキル開発、長期的な学
習の支援に活用することで、
店舗での顧客体験を大きく改善するとともに、
従業員に学びと自己実現の機会を提供し
ている。

変革の手始めとして、我々は業務の単純化を狙い、店舗業務の棚卸に着手したが、ほぼすべての管理プロセスを
見直す結果となった。
また新たに従業員へタブレットを貸与し、彼らが売上や在庫状況、顧客満足度などすべての
データをリアルタイムに確認できるアプリケーションを提供した。
このアプリケーションにより、従業員は店舗のどの
部分にテコ入れをすれば効果的かを判断することができるようになった。
これらのデータやテクノロジーのおかげで、
今日では従業員は売り場に居ながらにして、
タブレットで店舗の舵取りを行えるようになったのだ。
同時に、我々は従業員の新たな働き方や、将来、彼らが必要とするスキルの開発を支援するため、教育プログラム
の再構築に乗り出した。
既存のeラーニングと職場体験プログラムは、我々が
「ウォルマートアカデミー」
と呼ぶハンズ
オントレーニングに再構成し、
これまでに全米200の店舗で、
約22万人が受講した。

このような規模でトレーニングを行う場合、カリキュラムもさることながら、指導方法をも十分考慮する必要がある。
検討初期から、我々は、
テクノロジーを活用して、指導方法を改善したいと考えていた。
このアカデミーでは紙を一切
使用せず、
カリキュラムのうち25％はタブレットを用いた座学とし、残りの75％はテクノロジーを用いて受講生が売り
場で生きたシナリオを経験できる構成とした。

しかし、これでは、雑然とした売り場や休日の混雑した売り場といった、すべての状況を再現することは容易でな
い。我々はこのような生々しい状況をトレーニングに活用する方法を模索し始めた。
その頃、
我々の仲間の1人がアーカ
ンソー大学のフットボールチームでトレーニングにVRを活用していることを知った。
これをきっかけに、
トレーニング
へのVR利用に対し半信半疑の思いを抱きながらも、
我々はVRを試してみることにしたのである。

ウォルマートアカデミーのある講座で、VRヘッドセットを試験的に導入し、受講生にゴミや濡れた床、間違って掛か
っている看板など、
バーチャルな店舗に潜むさまざまな問題を探させる一方、他の受講生には、
リアルタイムにその
様子を教室のスクリーンで観察させた。
この検証結果は満足のいくもので、受講生は、はっきりと各自がおかれた環
境を理解し、問題に対処することで、実地と同様の経験を積むことができた。
現在では、VRを活用したトレーニングを
拡大し、
200あるすべてのアカデミーで多種多様な事例を用いたトレーニングを実施するようになってきている。
この状況に鑑みると、
トレーニングツールとしてのVRの威力は明白である。
VRで現実の販売フロアでの教育を完
全に代替することは難しいだろうが、再現しづらい状況を経験できることには価値があり、従業員にとっても、最先端
テクノロジーを使うことは楽しく魅力的な経験となる。

VRを用いて業務を学ぶことは、従業員にとって、間違いなく効果がある。
日常業務や対応方法を詳細に記述したマ
ニュアルよりも、没入型体験は、従業員の自信を築き、店舗をより良くしようとする気構えを持たせることに効果があ
る。

テクノロジーは小売りの未来を作り替えていく。
競争に勝利するためには、我々は、常にイノベーションを受け入
れて、
新しいモノを試さなければならない。
うまくいくものもいかないものもあるだろうが、
とりあえず試してみればよ
い。
試行錯誤し、気づきを得て、前進していくのである。
かつて、店舗のフリーWi-Fiは斬新なものであったが、現在は
当たり前となった。
同様に、当初はVRによるトレーニングは効果的か否か確信がなかったが、現在では、従業員の教
育方法としてとても効果的な方法であると考えている。
我々のアカデミーの教育プログラムとVRとの融合は、
ウォル
マート社で働くこと、
ひいては顧客の購買体験をも変革するのだ。
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ンソースのソフトウエアを利用する場合は、品質の低い

スクはより一層複雑になっている。
サイバーセキュリテ

流出させてしまうリスクがあるため、それに対し緩和

とのかかわり方に変化をもたらしており、サイバーリ

もしくは悪意のある仕様によってコードや機密情報を

ィのリスクにさらされない組織など存在しないが、外

策を講じておくべきだ。
開発の序盤からセキュリティを

科手術や軍事訓練などのクリティカルな局面でDigi-

構築し、
プラットフォームに組み込んでおこう。昨今の

tal Realityが活用されている昨今においては、組織は

市場への対応スピードや先行者利益の確保へのプレッ

現実世界だけでなく、仮想世界をも安全に保たねば

シャーに鑑みても、
何か起きるまでセキュリティリスクの

開発工程の初期段階から向き合うことが、サイバーリ

を可能とする要素を理解し、開発者、第三者ベンダ、

に対するリスクを最小限に食い止めることにつながる。

てリスクに先手で対応し、彼らを自社のセキュリティプ

ならない。
これを障壁として避けるのではなく、むしろ

検討を先延ばしにしてはいけない。
Digital Reality体験

スクを緩和し、導入やイノベーションを速め、
ブランド

パートナーの方針をよくレビューする必要がある。
そし

Digital Realityに関するリスクは実に多様だ。
それ

ロトコルに従わせることが必要だ。

は、従来のアプリケーションがDigital Realityプラット

VRデバイスがリスクをもたらす場合もある。VRヘッ

フォームに移植されることにより、
リスクの性質がより

ドセットを利用している間、ユーザはこれを通じて提

らのリスクには、身体的危害、物的被害、公衆安全、お

データやデバイス、
インフラの完全性を保つことは、身

の義務、そしてステークホルダーの期待値に鑑みると、

って引き起こされる行動を最小化するためにも重要で

べきである。
例えば、仮想世界におけるIDや認証は、通

管理し、デバイスやインフラの脆弱性を評価する必要

ナイーブで深刻なものへと変化するためである。
これ

供される情報に依存している状態である。したがって、

よび作業の不履行も含まれる。顧客の安全や契約上

組織はリスクマネジメントを当然のこととして重視す

常のラップトップPCにユーザ名とパスワードでログイ

体的危害や方向感覚の喪失、
さらには誤った情報によ

ある。システムの構成要素全体をリアルタイムで監視・
がある。
また、第三者の監視プロトコルを含む企業の

ンすることとは異なるであろう。
このように構想、デリ

セキュリティプロトコルは、Digital Realityプラットフ

バリ、稼働といったシステム構築の過程を通してリス

ォームにも適合させるべきだ。
これまでのところVR体

フォーメーションにおいて極めて重要なステップである。

ジーの発展に対し規制は遅れを取り続けるであろう。

クマネジメントを検討することは、デジタルトランス

験に関する規制は少ない。
そして当分の間、テクノロ

いかに個人情報とコンテンツデータを保護するか

しかし、規制はなくとも製品やプラットフォームに堅牢

という点も考慮すべきだ。ユーザはコンテンツを作成

な制御を組み込むことは必要不可欠である。監督機

し、アップロードして、他のユーザと交流するが、
これら

関やあなたの株主と同じように、顧客もそうすること

のデータをユーザエクスペリエンスの豊かさを損なわ

を求めているのだ。

現するためには、抽出するデータに対しどのようにアク

する計画と対策において、重要な位置を占める。VR

蓄積する必要があるためである。
また、データの機密

く、災害訓練などのシミュレーションを行うことができ

いるものと同水準のものをDigital Realityアプリケーショ

あぶり出すツールともなる。極めて近い将来、セキュリ

ずに保護することが難題である。
というのも、
それを実

VRは、物理的およびサイバー的脅威の双方に対

セス、利用、保管したのかを完全に把握し、
その情報を

により、従業員や組織のインフラを危険にさらすことな

性とセキュリティコントロールは、組織全体に適用して

る。
それだけでなく、VRは物理的かつ論理的な脅威を

ンにも適用すべきである。
それに加え、Digital Reality

ティの専門家は、攻撃者が攻撃の経路として選ぶ可能

の利用における組織内部や顧客のプライバシーにか

性のあるネットワーク、建物、街区、産業設備をVRによ

かわるデータの保護方針（権限も含む）を定め、
それを

って可視化できるようになり、侵入（penetration）テス

組織内部や顧客へ明示する必要がある。

ト担当者は、
アプリケーション、
ソフトウエア、
そしてソリ

する第三者からのアクセスについても考慮が必要だ。

を得ることができるだろう。

別の側面では、
プラットフォームやネットワークに対

ューションにおける仮想の脅威について、3Dのモデル

もし自社のプラットフォームの構築に、第三者やオープ
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Digital Realityが多くの産業を変革し得ると世界規

といった多次元に亘る要素の統合を率先し、それらと

10の地域のリーダーたちの見立てでは、
Digital Reality

は、各組織においてインフラの保全やB2Cでの販売な

模で盛り上がりを見せている。
しかしながら、
デロイトの

キーとなる効果指標とを比較している。
ヨーロッパで

の定着は、他のテクノロジーのトレンドに比してやや遅

ど、
さまざまな文脈でDigital Realityのパイロットが行

くなる。
ARとVRを用いて、組織の効率性を高めたり、危

われている。
しかし、高速ブロードバンドネットワーク

険な仕事をより安全にしたり、従業員のスキルを拡充

の採用率の低さが、Digital Realityの採用拡大にとっ

する機会は、特にアフリカ、オーストラリア、
ラテンアメ

て障壁となっている。

リカで模索されている。

他の地域がDigital Realityを大規模に採用するまで

アフリカやラテンアメリカでは、鉱山業をはじめとし

にはおよそ1～5年かかると見込まれる中、
オーストラリ

た危険性の高い産業が、テクノロジーを用いてリスク

アではすでにDigital Realityによるインパクトが広範囲

しかし、高い初期
を緩和する実験を行い始めている24。

で見られる。
デロイトは、広範囲に亘るDigital Reality

用されるにはさらに2～5年程度かかるであろう。

加え、地域的な差異についても注目している。
とりわけ

コストにより、
これらの地域でDigital Realityが広く採

の定着を阻害する障壁について、
コスト面での懸念に

オーストラリアでは、
すでにエンターテインメントや小

アフリカと中東においては仮想世界で働くために文化

こ
融、教育の分野でも活用の機会が模索されている 。

カにおいては、労働者たちのスキルの再構築が必要に

不動産、
金
売業でDigital Realityが導入されており25、

面の大変革が必要であり、南ヨーロッパとラテンアメリ

26

の地域において特に先進的な組織は、Digital Reality

なると考えている。

による体験を構成する戦略、
デジタル技術、
そして空間

図 2. グローバルインパクト
指標
関心

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

アジア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降
実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.

オーストラレーシア

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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始め方

• まわりを見渡す。Digital Realityテクノロジーは
産業や企業、政府機関といった枠を超えて活用事

例が蓄積されつつあり、中には実用化に向けて進

Digital Reality完全な商用利用に至った企業はま

だ少ない。多くの企業は、新しいソリューションについ

んでいる例も存在する。
まずは、あなたの属する業

というのも、ビジネス環境下におけるDigital Reality

う。同様に、隣接する業界では、Digital Realityに

ら飛び込んでAR/VRの先駆者となることはリスクが高

うとしているだろうか。それらに目を向けることで、

て学び、成長するAR/VRの市場を調査する段階にある。

界における競合他社の取組みに目を向けてみよ

は、
まだ試行錯誤の段階にあるからだ。勇敢にも頭か

よってどのようなビジネス上のゴールを達成しよ

いといえるが、以下に示すステップに従い、来るべき大

サプライヤやベンダ、ビジネスパートナーと協力し

きなプロジェクトに向けて備えてもらいたい。

て、Digital Realityの活用事例や機会を得ることが

• テクノロジーへの知見を深める。伝統的なITスキ

できるようになるだろう。

ルは、AR、VR、360度動画、没入型テクノロジーに

• Digital Realityシステムに完璧を求めない。
Digital

取組む際にはあまり役に立たない。
これを自身に

Reality領域のイノベーションは加速しており、当

とってスキル強化の機会として考えてもらいたい。

面は継続するであろう。
このようなイノベーション

正式なトレーニングを受けるか、もしくは数ある市

は消費者主導によって引き起こされているが、企

も、簡単なデバイス検証や可能性の評価を行うた

洞察を通じて、Digital Realityの新たな可能性が導

販の開発キットの一つを数時間触れてみるだけで

業における活用事例や概念実証によって得られた

めに必要な知識や経験を得ることができるだろう。

き出されている。言い換えると、今日において、
「完

するには、従来と全く異なる設計思想とともに、新

それはあなたがDigital Realityを活用する機会を探

アを形にするための新しいツールやサービスも必

今、存在しているデバイスを試してみれば良く、完

• 新しい考え方を受け入れる。Digital Realityを設計

璧な」Digital Realityシステムは存在しない。しかし、

しいパターンや視点を備える必要があるし、
アイデ

り、活用事例を作り出すことの妨げとはならない。

要だ。高精度の3Dイメージキャプチャやマッピング

璧なデバイスが登場するまで待つ必要がないこと

機器といった新しいAR/VRツールの登場により、開

を覚えておいてほしい。
あなたが導入戦略を練って

にもARやVRのシミュレーションや仮想環境の構築

すべき時は「今」
である。

発者はますます現実世界を再現しやすくなった。
他

いる間に、
テクノロジーも発展するだろう。
スタート

に用いられるUnrealやUnityといったゲームエン

ジンが、企業に浸透しつつある。

要点

Digital Realityの活用事例が加速的に生まれている状況に鑑みると、没入型技術が次世代の巨大プラットフ
ォームとなることは、もはやSFの世界などとはいえないのではないだろうか。
確かに、Digital Realityの完全な
商用利用に向けた道のりには、
超えるべき壁が残されているが、
いずれもDigital Realityの秘める破壊的な可
能性を損なうものではない。
Digital Realityは、
我々がデータをやりとりする方法や、
身の周りの世界を経験する
方法をいつでも変革できる状態にある。
さて、
あなたは準備できているだろうか。
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日本のコンサルタントの見解
るキャラクター（アバター）を使い、我々が生きている
現実世界とは別の、文字通り二つ目の世界を提供する
というものであった。

普及期を迎えたDigital Reality

この
「Tech Trends」
でも、
3年続けて
「Reality」
に関す
るテーマが取り上げられている。
2016年は「AR/VR」、昨
年は「複合現実」、
そして今年は「Digital Reality」。
正直
なところ、私は本年の「Digital Reality」が最もしっくり
きた。
「拡張（Augmented）と仮想（Virtual）の違い」や、
「現実世界との融合（Mixed）」など、無理な線引きは
必要なく、純粋にデジタルコンテンツが「Reality」を持
つようになったととらえれば良いのだから。

ゲームのような色彩が強いものの、多くの企業がこ
のセカンドライフ内に事務所や店舗を出してマーケテ
ィング活動を行い、今に先駆けた仮想通貨のやりとり
や商取引がなされていたことは、みなさんの記憶にあ
るのではないだろうか。
ただし、残念ながらこのセカン
ドライフも、今や過去のものである。わずか10年程度し
か経ていないにも拘らず。
この二つの事例から我々が学べるものは何であろ
うか。3D TVについては、
デバイスとコンテンツの両方
で普及を促進するという難しさがあった。加えて、
コン
テンツについても、単に3Dがもたらす
「没入感」だけで
は人の欲求を満たすことはできない。
あたかもその世
界に入り込み、現実と同じように人と会話したり、身の
回りの状況に働きかけて反応が返ってきたりするよう
な、
「インタラクティブ感」が必要だったのではないかと
考えられる。

ここ数年でDigital Realityに注目が集まる中、昨年か
らの1年間でも状況は大きく様変わりしてきている。本
論で触れたような海外の事例だけでなく、我々日本の
状況にも目を向けてみよう。毎日届く一般紙を見ても、
実に多くの企業が実際の業務の中にDigital Realityを
取入れようという取組みを始めているではないか。
テ
クノロジーのハイプカーブからしても、できることとで
きないことの見極めができ、いよいよ普及する段階に
差し掛かったといえる。

過去の失敗から学ぶべきこと

ただし、我々が注意を払うべきこともある。同様の
新しい取組みを行い、
そしてそれが衰退・消滅していっ
たという過去を、二つの例によって検証してみることに
する。

一方、セカンドライフでは、
そのインタラクティブ感が
あったものの、
アバターを使い、ゲーム/アニメーション
の世界でのやりとりに終始したことで、没入感は皆無
であったと言わざるを得ない。

これらを踏まえ、私はDigital Realityを真の意味で実
用段階にレベルアップするためには、
「現実世界とリン
クした仮想世界」を作り上げる必要があると考える。
つ
まり、Digital Realityでなければならないという、必然性
を持たせるということだ。そのためには、
「 没入感」と
「インタラクティブ性」という二つの要素を両立させ、
当事者としてその世界に入ってもらうことが不可欠と
なる。

一つ目は3D TVである。
ご家庭にあるという読者の
方もいるかもしれない。
この機能を持つTVに加え、そ
の表示方式に合わせたメガネを着け、対応するコンテ
ンツを用意することで、3D映像を家庭で気軽に見るこ
とができるというものである。
韓国LG社などは、
コンテ
ンツによらず、放映される映像を3D化するといった機
能を実現しているが、
まれなケースである。

ユーザレベルでも可能となる
Digital Realityコンテンツの作成

3D TVは、映画館での3D上映が広まったことと相ま
って、初期は一定の普及を見せたが、今はどうであろう
か。残 念 ながら販 売される3 Dのコンテンツばかり
か、3D機能を搭載したTVもほぼ皆無になってきている
のが実態である。

では、Digital Realityの活用を目指す企業として、どの
ようにこの2要素を両立すればよいのだろうか。

もう一つは、一時期ブームとなった「セカンドライフ」
である。
これは、バーチャルな世界で、自分になり替わ
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まず、デバイスについてだが、高機能のHMDですら、
大幅に価格が下がってきており、加えて手軽に入手でき
る簡易デバイスも増えてきている。
この面での敷居はか
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なり低くなったといえよう。

かたや、
コンテンツについてはどうであろうか。
コンテ
ンツの重要性は昨年も触れたが、内容もさることなが
ら、いかに早くリリースしていくかも重要なポイントとな
る。だが、Digital Realityコンテンツとしてのインタラクテ
ィブ性を持たせるためには、単なる3D映像では意味が
ない。
そのため、
コンテンツ内で利用者がアクションを選
択したり、映像の解説などの付加的な情報を引き出せ
たりできるよう、設定やデータを埋め込む必要がある。
初期は専用のツールを使い、専門的なスキルを持つエ
ンジニアでなければ開発できず、
しかも相当の時間を必
要としていた。だが、今はこのハードルも随分と緩和さ
れつつある。

デロイトもアルファコード社と提携し、同社が持つ
VRider DIRECTというコンテンツ開発・管理プラット
フォームを利用し始めた。360度の動画もしくは静止
画 を撮 れるカメラさえあれ ば、その映像をあたかも
PowerPointのオブジェクトを配置・編集するかのよう
に、Digital Realityコンテンツとして作成することができ
るのである。こうした編集作業が今やノンコーディングで、
いとも簡単に実現可能になったのである。
このプラットフォームを用いて、
デロイトでも実証実験
を試みた。新卒採用のセミナーにおいて職場環境や仕
事内容を紹介する手段の一つとして、Digital Realityコン
テンツを活用するというものである。

実際に就活セミナーに持ち込んでみたところ、かなり
有効であった。意外だったのは、今のDigital Nativeな世

代にとっては、Digital Reality技術やコンテンツなどは身
近な存在であり、決して目新しいものではないと考えて
いたのだが、相当に食いつきが良かったという点である。

コンサルティングのようなサービスビジネスは、いくら
社員が言葉で説明しても、また資料で見せても、今一つ
実感が沸きにくいものである。特に、実社会で仕事をし
たことがない多くの学生にとっては、ピンとこない職種
の一つではないだろうか。
こうした不安感などを払拭
し、実際の仕事内容や職場環境のイメージを持ってもら
うという点では、かなり効果が高いといえる。
まさに、
「百
聞は一見に如かず」
である。

また企業側にとっても、優秀な人材の採用は重要な
任務ではあるものの、現場の人間を大量に投入すること
は現実的には難しい。
これをDigital Realityコンテンツで
アシストできるというのは、社内調整で日々頭を悩ませ
ている人事担当者の働き方改革にもつながるだろう。

採用活動に限らず、研究所や工場など、セキュリティ
上の制約があって、容易には内部に案内できないものの、
投資家や提携先などに技術力をアピールしたい、といっ
た場面にも応用できよう。

業種を問わずDigital Realityの適用ケースが増え、かつ
難点であったコンテンツ作成の敷居がぐっと下がってい
る今こそ、取組まない理由はない。どうしようかと手をこ
まねく間に、他社に優位性を奪われてしまう。今はそのよ
うな時間こそが勝敗を分ける世界である。ぜひ一つでも
二つでもまずは自らがDigital Realityを提供していく側に
回ろうではないか。

執筆者
箱嶋 俊哉 シニアマネジャー
金融および公共インダストリーを中心に、
テクノロジーを軸としたコンサルティン

グサービスを担当。
企業統合や基幹システム再構築などの、
グローバルおよび大
規模プロジェクトに従事。ITをはじめとした人材育成も得意としており、外部講

演や執筆も多数手掛けている。
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