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はじめに

企業集積と優れたコンテンツを有する北海道において、
将来的に大きな成長が見込まれている「ｘＲ」市場獲得を目指す全国初の取組として、
「ｘＲ企業の掘りおこし」と「ｘＲ活用のムーブメント・機運の醸成を目的としたカンファレンスや
セミナー開催」により、企業の積極的なチャレンジを後押しする契機を創る。

本取組を通じ、北海道がｘＲ分野の中心的役割を担う先進地域になることを目指す。
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 ＡＲ(Augmented Reality:拡張現実）、ＶＲ(Virtual Reality:仮想現実）、ＭＲ
(Mixed Reality：混合現実)などの総称である。

 「ｘＲ(エックスアール)｣技術を活用したビジネスは、現在エンターテインメン卜やゲームコンテン
ツを中心に市場形成されている。

1. 「ｘＲ」とは

ケーブルレスでVRが楽しめる「Oculus Go」

マイクロソフトのMRデバイス「Hololens」

AR技術を活用し、スマホやタブレッドを介して仮装映像を
投影している事例（IKEA Place）

・VRは一般消費者向けゲームを中心に市場を牽引。
・Hololensはデバイス内にOS「Windows10」を搭載
しており、PCとしての機能が活用可能。
・ARは「セカイカメラ」で注目を集めた時期もあるが、最
近の活用例としては「ポケモンGO」などが有名。近年は
産業利用も進展している。

VR AR MR



【定義】
※AR・VRコンテンツ：アプリやソフトを含むコンテンツ購入費用や、イベントや店舗等での体験費用等を含む
※VR HMD:VR HMD本体および周辺機器の購入費用（アプリ・ソフトなどの）購入費用は含まない）
※一般消費者市場を対象としたもので業務利用等の法人市場は含まない

市場の拡大が期待！

国内AR・VRコンテンツ/VR HMDの市場規模の見込み（～2021年度）

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

ARコンテンツ
VRコンテンツ
VR HMD

 2016年はＶＲ元年とも言われたが、近年はハードウェア／デバイスの低廉・多様化等によ
り、B to B領域での市場成長が大きく期待されている。

 世界におけるｘＲ関連市場は、2017年に140億米ドルが2022年には2,087億米ドルに
成長すると予測されている。

 我が国においても、一般消費者向けが引き続き市場を牽引すると予想されているが、今後、
製造業や運輸、メディア部門等、ｘＲの活用領域と市場拡大の可能性が期待されている。

２. 拡大する市場・ビジネス

医療分野でのＡＲ活用例：カンファレンスにおける治療シミュレーション

車両へのＡＲ導入例：道路情報、周辺施設情報等の可視化 出典：(株)MM総研 ARとVRに関する一般消費者の利用実態と市場規模調査(2017）

約15倍
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北海道には「サッポロバレー」と呼ばれるIT産業の集積があり、ゲームやコンテンツ制作関連企業が数
多く存在。これら企業の中で「ｘＲ技術」をビジネスツールとして取り込む事例が出現。

今年6月には、（一社）北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会(略称：ＨＭＣＣ※)内に「北海
道ｘＲ研究会」を設置し、ｘＲ分野のビジネス展開を推進するなど、道内企業による新ビジネス創出
に向けた機運の高まりを見せている。

３.道内企業の取組事例
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※HMCC：北海道から新たなモバイルコンテンツビジネスを創出するため2010年に発足した業界団体。
正会員75社、賛助会員38社で、(株)メディア・マジック里見代表取締役が会長を務める。

エコモット(株)

360°全天球カメラの映像をVRゴーグルで閲覧
し、まるで現地にいるかのような臨場感で現地状
況を把握することが可能なサービス。工事現場
等の監督・検査時間の大幅な削減が期待。

(株)インフィニットループ (株)ランドスキップ×北海道銀行

北海道銀行の取引先企業・観光関連事業・
地方自治体に対して(株)ランドスキップのVR技
術「バーチャル・ウィンドウ」「プレミアムVR」の活
用を促し、地域の風景とアクティビティの観光体
感コンテンツとして発信。

事例１

『遠隔監視システム“ミルモットOmni360”』

360°全天球
カメラで撮影

離れた場所でも
工事現場全体の
把握が可能

事例2

『VRライブ・コミュニケーションサービス
“バーチャルキャスト™”』

体の動きが
バーチャルキャラクター

に反映

事例３

『観光ＶＲで業務提携』

8K高画質・360°3D
映像での高品質な
観光VR体験 企業・自治体

①相談

②支援
要請

③VR
活用支援

(株)ドワンゴとの共同開発による、VRライブ・コ
ミュニケーションサービス。バーチャルキャラクター
になったユーザーがVR空間のスタジオを公開し
たり、他配信者とリアルタイムコミニュケーションを
取ることも可能。

ニコニコ生放送な
どで配信



４. ｘＲ市場創出に向けた取組
 当局では、今後成長が見込まれる「ｘＲ分野」に着目し、技術力を有する道内ＩＴ・コンテンツ関連
産業の新市場創出や拡大を目指し、業界団体や支援機関との連携のもと、以下を行う。
⑴ｘＲ企業の掘りおこしを目的とした道内企業のポテンシャルやｘＲ活用の幅を広げるための海外
先進事例の調査分析
⑵ｘＲ活用のムーブメント・機運の醸成のためのカンファレンスやセミナー等を開催

 こうした取組は、企業の積極的なチャレンジを後押しする契機を創り、次代を担う「稼ぐプレイヤー」の
創出により、北海道がｘＲ分野の中心的役割を担う先進地域になることを目指すもので、全国的に
も初めてとなる。

＜取組概要＞

「北海道ｘＲ研究会」との
連携による、道内企業の
ポテンシャル調査

(1)ｘＲ企業の掘りおこし

ｘＲ企業カタログ（仮称）の制作

(2)ｘＲ活用のムーブメント・機運の醸成

国内外有識者による
先端技術カンファレンス

活用事例発表/セミナー

①

②

③ 海外先進事例視察・調査

⑤

④

ｘＲ分野で“稼ぐプレイヤー”を創出・支援

 HMCC内に設置した「北海道ｘＲ研究会」 が中心となり、xR企業を掘りおこし、売りとなる技術やサービスに
関するカタログを作成するとともに、世界最先端の見本市であるカナダSIGGRAPHを視察し、キーマンとのネット
ワークを構築。

 北海道がｘＲ分野の先進地域となることを目指すため、国内やカナダで構築したキーマンによるカンファレンスを
No Mapsの場で実施し、活用事例を広げることでｘR市場活性化に向けたムーブメントを醸成。

 xR分野で稼ぐプレイヤーを創出し支援する。



時 期：2018年8月9日～16日
訪問先：カナダ トロント：MaRS（トロント大学内インキュベーション施設）、

House of VR（業界団体）、AR／VR関連企業訪問
バンクーバー：SIGGRAPH 2018※

BC Tech－The Cube（インキュベーション施設）
VR/AR Association－The VRARA（業界団体）、
AR／VR関連企業訪問

参加メンバー：当局、札幌市、北海道大学、
HMCC会員企業（(株)メディア・マジック等）ほか全10名

協 力：カナダ政府札幌通商事務所

４－１.主要な取組
（１）ｘＲ企業の掘りおこし

③ 海外先進事例視察・調査
 最先端の技術動向や活用事例の習得に向け、産学官によるビジネスミッションを組成し、ｘＲ分野における企業
集積が進み、世界から今最も注目されているカナダ・バンクーバーの業界団体等を訪問し、マッチングやアライアンス
促進を図る。

① 道内ＩＴ企業のポテンシャル調査
 ＨＭＣＣ会員企業に対し、ｘＲ分野での取組状況や技術の保有・活用実態、分野別ユーザー情報などについ
て、Ｗｅｂアンケートやヒアリング等調査を実施（～９月）。

② ｘＲ企業カタログ（仮称）の制作
 各種データをとりまとめ、道内企業の取組実態やポテンシャルを整理するとともに、「ｘR企業カタログ（仮称）」とし
てホームページ上で公表・周知（～１２月）。

※SIGGRAPH（シーグラフ、Special Interest 
Group on Computer GRAPHics）

・アメリカコンピュータ学会におけるコンピュータグラフィックス
(CG) を扱う世界最大規模のカンファレンス。
・1974年に第1回会議が開催され、現在では期間中4
万人以上が参加。今年初めて米国を離れ、8月にバン
クーバーで開催される。

海外先進事例視察概要
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４－２. 主要な取組
（２）ｘＲ活用のムーブメント・機運の醸成

④ 先端技術カンファレンスの開催
ＨＭＣＣと連携し、国際コンベンション「Ｎｏ Ｍａｐｓ」期間中、ｘＲ分野に関する技
術カンファレンスを企画開催する（10月）。

テーマは、ｘＲの魅力と可能性をメインに、国内外の有識者等によるビジネスセッショ
ンとする。

⑤ 活用事例発表／セミナー
ｘＲ導入の契機として、ＩＴ企業を始め導入が期待されるユーザー業界※を対象とした「活用可能
性に関する事例発表／セミナー」を企画開催する（31年3月）。

導入可能性案件等について、当局を始め支援機関が有する各種支援施策の活用を検討し、具体
的な案件創出実現を目指す（随時）。

EX)・カナダミッションで訪問した業界代表者（The VRARA等）の招聘
・ＡＲ／ＶＲ分野における第一人者の招聘
・ＡＲ／ＶＲやホロレンズ等の実演会やデモンストレーションの開催 など

※ｘＲ導入可能性があるユーザーとして、北海道の基幹産業である食や観光関連産業を始め、製造
業やメディア等を想定し、マッチング機会の創出などを検討予定。
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■VR（仮想現実）[Virtual Reality]

映像の世界（仮想現実）に実際に入り込んだかのような体験ができる技術。
VR用のゴーグル使って、コンピュータグラフィックス（CG）や360°カメラなどで撮られた全周囲映像を体験すると、右を向けば右の景
色が、左を向けば左の景色が見える。ゲームをすれば、実際にそのゲームの世界に自分が存在しているような不思議な感覚を味わうこ
とができる。
既にスマートフォンやゲーム機などのコンテンツとして手軽に利用できるようになっている。

○デバイス：Oculus Rift、PlayStation VR ○ソフト：エンターテインメント系アトラクション、ゲーム用途 等

■AR（拡張現実）[Augmented Reality]

現実の世界に仮想の世界を重ねて「拡張」する技術。
CGでつくられた3D映像やキャラクターなどを現実の風景と重ねて投影することで、まるで現実の世界にCGキャラクターが現れたような
体験ができる。
スマートフォン向けのゲームアプリ「ポケモンGO」や、自撮りの顔に動物の耳や鼻などのCGを重ねて表示するカメラアプリ「スノー
SNOW」はARの代表的な例。
メガネ型のヘッドマウントディスプレイ（HMD）を使って、点検作業の指示をするような産業用途での利用も始まっている。

○デバイス：スマートフォン ○ソフト：Pokémon GO(ポケモンGO)、IKEA Place

■MR（混合現実）[Mixed Reality]

ARを更に発展させたもの。
カメラやセンサーを駆使することで、それぞれの位置情報などを細かく算出し、対象物の後ろ側に回り込んだり、近づいて自由
な角度から見たり、目の前の空間にさまざまな情報を3Dで表示させることができる。現実世界と仮想世界をより密接に融合さ
せ、バーチャルな世界をよりリアルに感じることができる。また、同じMR空間を複数の人間が同時に体験することも可能となる。

○デバイス：Microsoft HoloLens、Acer Windows MR ヘッドセット

参考資料
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