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ユーザー様導入事例

ホログラムの建造物で
構造を可視化することで
適切な計画や検査を実現

小柳建設
国：日本
業種：建設
情報リリース：2017.04.20
導入の用途：設計/ 情報管理/現場視察/コミュニケーション
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=TmDHZ-NMQe0

建 築

導入の効果

情報の透明性の向上
・工程表の時間軸に沿って建築の工程を可視化。設計から 
   メン テナンスまでを追跡して説明が可能
・構造物を視覚化することで、計画、施工中、検査の段階を
   正確に把握
・建物の内部構造も透明図としてプレゼンが可能

BIM/CIM データの活用による
作業員の負担を軽減
・実際の現地をホログラムで再現することで、作業員は
   現場と同様の検査が可能
・ホロレンズで図面の参照や関連情報の閲覧できるため、
   資料を持ち歩く手間を削減

コミュニケーションの効率化
・画面共有で、遠隔地から作業参加や、実際に訪れるのが
　困難な現場のサポートを実現

https://www.youtube.com/watch?v=TmDHZ-NMQe0


ユーザー様導入事例

世界中の離れた場所にいる
チームと関わり、より効果的な
コミュニケーションが可能に

国：アメリカ合衆国
業種：建設
情報リリース：2017.04.29
導入の用途：設計 / 現場視察 / コミュニケーション
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=kXVW4sUsh3A

建 築

導入の効果
人を選ばない 2D データから
3D データへの移行

・従来の専門家だけが視覚化できる 2D 
　データから 3D の移行が、誰でも立体的
　なホログラムを見ることが可能になり、
　円滑なコミュニケーションを実現

・建造物を様々な角度から眺めることができ
　る tabletop holographic モードと、実寸大の 
   ホログラムにしてより臨場感のある視察が 
  できる immersive view モードを必要に応じ
　て切り替え、より正確な情報の把握が可能

遠隔地からのリアルな
コミュニケーション

・リモート コラボレーションで、遠隔地にいる
　作業員や顧客とホログラムを共有

・遠隔地からの参加者はアバターとして
　その場にホログラム化され、その参加者の
　視点や立ち位置も共有し、よりリアルなやり
　取りが可能

https://www.youtube.com/watch?v=kXVW4sUsh3A


ユーザー様導入事例

リアルな購入体験で
顧客満足度を向上

国：スウェーデン
業種：自動車メーカー
情報リリース：2015.11.20
導入の用途：新車のプレゼンテ―ション / 設計
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=DilzwF90vec

製 造

導入の効果
リアル サイズの購入体験

・車体をリアル サイズで確認しながら、カラー  
  やデザインの変更やオプションの追加など
  が可能

・エンジンやシャーシ部分など、より具体的で  
  詳細な車両機能の確認が可能

・開発中の自動運転技術やその他の機能を
  ホログラムで分かりやすく解説する機能も 
  実装

保管スペースの縮小化

・実際の車体を設置するスペースを省くこと 
   ができ、必要最低限のスペースでの展示 
   が可能

https://www.youtube.com/watch?v=DilzwF90vec


ユーザー様導入事例

事前にシミュレーション
を行うことで従来の
作業時間が ¼ に

国：ドイツ
業種：鋼鉄 / 工業製品メーカー
情報リリース：2016.09.15
導入の用途：エレベーターの点検 / メンテナンス作業
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=8OWhGiyR4Ns
 

製 造

導入の効果
作業前の精密な
シミュレーションを実施

・実際の作業前に点検箇所をホログラムで
　確認し、必要に応じて事前練習を実施
・ホロレンズで過去のデータを閲覧し、各パー
　ツの過去のエラーや、その他情報をホログ
　ラムで確認可能
・現場での点検箇所を可視化し、作業前に
　各パーツの具体的なエラーを確認
・遠隔地にいる作業員と視界を共有し、リア
　ルタイムでの作業の参加が可能

作業時間の短縮

・より正確なシミュレーションを行うことで、
   作業時間が削減

・紙データで確認する手間と時間を短縮

https://www.youtube.com/watch?v=8OWhGiyR4Ns&feature=youtu.be


ユーザー様導入事例

スピーディーな
プロトタイプの作成により、
より正確な開発を実現

国：アメリカ合衆国
業種：製造 / 建設 / デザイン /
          エンジニアリング向け 3D ソフトウェア開発
情報リリース：2015.11.30
導入の用途：製品開発 / エンジニアリング / 工業デザイン
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Hx6biWE2VsM

製 造

導入の効果
製品開発過程の効率化

・音声認 識やセンサーを利用し、色替え、
　変形、パーツ取り換えなどのデザイン上の
　変更が全てリアルタイムで表示可能

・ホログラムを共有しながら開発を進められ
　ることで、デザイナーやエンジニアなどの 
  異業種の専門家での円滑なコミュニケー 
  ションを実現

・ネット回線を使用し、遠隔地の開発者との
   製品の共同開発が実現

生産性の向上

・ホログラム上でのプロトタイプ作成が可能 
   になり、コストを削減

https://www.youtube.com/watch?v=Hx6biWE2VsM


ユーザー様導入事例

効果的で可視化された
トレーニングの実現 医 療

導入の効果
効果的で可視化されたトレーニングの実現

・医療用マネキンの内部に 3D の内蔵や骨格が表示
　されることで、エコー画像での臓器の見え方の確認
　が可能となり、超音波と人体の構造のリンクが明確化
・ホログラムとマネキンを合成することで、実際の手術
　前に、心臓の補助装置やインプラントの埋め込みを
　早く、正確に行う訓練の実施
・循環器、呼吸器や心臓などの部位をピックアップし、
　様々な角度から構造を詳細に観察することが可能
・教師が学生が同じホログラムを確認し、人体の構造
　の効果的なビジョンを共有

手術成功率の向上

・より没入間のある臨 床環 境 
   でのトレーニングにより、手術
   成功率の向上

CAE Healthcare
国：カナダ
業種：医学教育 / 医療技術シミュレーター開発
情報リリース：2017.01.27
導入の用途：教育 /トレーニング
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=bQ6d040qf8c
 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ6d040qf8c


ユーザー様導入事例

手術前に患者のデータと
手術部位をホログラム化し、
詳細な計画と訓練を実現

医 療

導入の効果
治療過程の最適化

・CT スキャンなどの 2D データを立体的なホログラム化するこ
　とで、内臓など従来は見えない部分が可視化され細かい部位
　も分解して観察

・手術前に患者のデータと手術部位をホログラムにすることで、
　事前に詳細な計画・訓練が可能

・動画やホログラムを使い、患者により効果的な現状や手術
　経過を説明

University College London
国：イギリス
業種：大学校
情報リリース：2017.06.29
導入の用途：トレーニング
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=XCz0-VmEuW8
 

https://www.youtube.com/watch?v=XCz0-VmEuW8


ユーザー様導入事例

ホロレンズ用のアプリを
生徒自ら開発し、未来の
テクノロジーに触れる

教 育

導入の効果
未来のテクノロジーに対する教育

・ホロレンズで使用するアプリを、生徒自身が得意分野で開発

・プログラミング、アニメーション、デザイン、3D モデリングなど、
　より実践的なテクノロジーを学習

・2D の元素の周期表や解剖学のイラストをホログラムで表示。様々
　な角度からの観察やホログラムの実際の操作により、より効果的な
　対話型学習法で知識を習得

Palmer High School
国：アメリカ合衆国
業種：高等学校
情報リリース：2017.05.02
導入の用途：教育
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=9xVtPz-V-Ao

https://www.youtube.com/watch?v=9xVtPz-V-Ao


ユーザー様導入事例

Mixed Reality の特徴を生かし、
ホログラムを観ながら現実世界
でディスカッションを実現

教 育

導入の効果
生徒の学習理解度の向上

・元素の周期表や複雑な原子構造をリアルなホログラムで可視化。
　様々な角度から学習可能

・Mixed Reality の特徴を生かし、ホロレンズを装着しホログラム 
   やデータを見ながらでも現実世界でディスカッションを実現

Canberra Grammar School
国：オーストラリア
業種：小学校
情報リリース：2017.05.02
導入の用途：教育
事例動画 : https://www.youtube.com/watch?v=_tAWgeY3FeQ

https://www.youtube.com/watch?v=_tAWgeY3FeQ



