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はじめに 

 

臨場感HMDの利用したい分野は、「観光体験」、「宇宙体験」、「飛行体験」がベスト3。
最新のHMD(ヘッド・マウント・ディスプレイ)が発表される中、2,200人を対象に、アンケート
調査を実施したところ、このような調査結果が出た。 

 
ソーシャルメディアのフェイスブック社がHMDのベンチャー、Oculus VRを20億ドルで買
収したが、その後、Oculus Rift の開発キットが販売されており、国内でも関心度が急速に
高まっている。また360度カメラの販売など関連製品にも好影響を与えている。調査では、
フェイスブックの利用者、ミクシィの利用者、パソコン利用者、スマホ利用者、おたく(オタ
ク)、Oculus Rift 利用体験者ごとに、調査分析しており、ソーシャルメディアと臨場感HMD
の相性のよさ、融合の可能性が確認できた。 

 
従来のゲームの世界をより深く、体感できるとともに、教育、医療、観光、映画、コミュニ
ケーションなど、幅広い世界に浸透する可能性を感じさせる。 

 
臨場感 HMD の世界の用途としては、まず、ゲームやスリルを味わう世界がある。「ゲー
ムの主人公等になり、ゲーム内に入っていける。」 (男性、50才)、「ジェットコースターとか
スカイダイビングの模擬体験をしたい。」 (女性、21 才)、「スポーツの試合をスタジアムに
いる感覚で自宅で見たい。」 (男性、43 才)、「ライブに行くことがあるのでライブに参加し
た一体感が味わえると楽しいと思う。」 (女性、59 才)、「ライブ、コンサートなどをオンデマ
ンドで楽しめると良い。」 (男性、37才) といった意見が出ている。 

 
健常者だけでなく、不自由な人たちにも有用だ。「体の不自由な人が古代遺跡に行っ
たり、欲しいものを買いに出かけたりできると、生活の幅が広がって前向きな気分になれる
と思う。映画のワンシーンのような世界で主人公になりきってみたい。」 (女性、25 才)。ま
た教育、社会体験、医療活動などにも可能性がある。「教育などの場で、臨場感を実体験
できるようなことは素晴らしいと思う。」 (男性、66 才)、「様々な外の場所で、現地の過去
の建物や災害が体験でき、教育に生かせればよいと思う。」 (女性、22才)、「神経科治療、
リハビリなどの医療や健康づくりに、役立たせられればよいと思う。」 (男性、68 才)などで
ある。 

 
いっぽう、近未来のビジネスシーンを感じさせる一例としては、「遠方にある店舗の中古
車の状態を 360°確認したり、実際に運転しているような感じを受け取れるようになればよ
い。」 (男性、49才) 、「これから行く旅行先、特に宿泊先の映像を見て雰囲気や、ロケー
ションを確かめるのに利用したい。」 (女性、60才)というものもある。そのほか、「ロボット等
との連携により、健康・知育に役立てられれば良いと思う。」 (男性、45 才)、「精神的な病
気の治療に役立てると良いと思う。」 (女性、45才)といった意見もある。 

 
この臨場感 HMD のもたらすインパクトは、はかり知れないものがあると考えられるが、
「過去の映像を振り返り、今後に活かす材料として、もう一度思い出したいときに試してみ
たい。」 (男性、22 才) 、「過去の映像、現実の映像、ライフログなどの映像を融合させた
体験ができるとよい。」 (男性、42才)、「過去・現実・未来の融合。」 (男性、63才)、「過去
の世界へ行って思い出のシーンを体験してみたい。」 (女性、55 才)、というように、ライフ
ログと深く関係している点に注目したい。また高齢化社会のことを考えると、過去映像、ラ
イフログ映像のニーズはコンテンツ開発の深度によっては、大きいものがあるといえるだろ
う。 
臨場感 HMD をベースとした、ゲームの世界、ロボット連携、遠隔コミュニケーション、ライ

ブ中継、過去の思い出体験など、実に多くの分野で、未来ビジネスの可能性があると実感
される。実際、「今までにない未知との遭遇を体感したいです。」 (男性、26 才) というよう
に、わくわく感のある意見が多い。 

 
当調査は、臨場感 HMD の需要動向をまとめた。また弊社調査データファイルを参考資
料として掲載した。当調査が皆様のビジネス開発、研究開発、製品サービス開発に少しで
も寄与できましたら幸いです。       

   ＡＱＵ先端テクノロジー総研 
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【調査概要】 

■ 調査テーマ 
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【調査ポイントの一例】 
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臨場感HMDアプリ、ベスト10

 

 

(臨場感 HMDの利用シーン、イメージ例) 
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