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概 要

25年に渡る産業用VRの開発とノウハウ
1990 年から Fraunhofer 研究機構（独）で開発された VR 技術が、自動事業界との共同プロジェクトによって、 2000 年に
IC.IDOとして製品化されました。
以降15年以上に渡り、IC.IDOは産業界において検証用のVR技術として普及し、ノウハウを蓄積して来ました。
現在では、自動車メーカーにとどまらず、航空宇宙、防衛、エネルギーをはじめとする、幅広い業界でご活躍頂いています。
Since 1990

Since 2000

ドイツ国内での

欧州製造業界へ
VR 技術の普及

10 年間の研究開発

Today

ESI の IC.IDO として
世界中に顧客様技術革新を進めています

製品開発の早期段階で、適切な判断を
IC.IDOは単なる3Dビューアーではありません。
IC.IDOは、高度なインタラクティブ性とフィジカルシュミレーションを備えた、複合的なVRの検証ツールです。
CADからIC.IDOに取り込んだデータは、高精度に3Dレンダリングされ、ユーザーはそのデータをまるで実機を目の前にした
かのように、掴んで動かすことができるのです。また、データに実機と同じ特性を持たせることで、ケーブルやソリッドの挙
動や干渉（ぶつかり）をリアルタイムに確認できます。
これらの機能によって、 試作品 を待たずとも、データさえあればすぐにバーチャルで組付け等の検証ができ、致命的な設計
不良を早期段階で確実に回避できるのです。

スムーズなデータ変換
3D CAD 、中間ファイルデータ

点群データ等の大容量ファイルを
直接ダウンロード

スムーズなレンダリング
CAD データへの Texture の付加、
測定・断面など基本機能が充実

高度なフィジクス・シミュレーション
簡単な属性設定で、リアルタイムに
挙動・干渉のシミュレーションを実行

インタラクティブな VR 検証
・多種ハードウェアでの VR 体験
・多拠点の同期
・等身大アバター / 指先アバター

事 例
製品開発のあらゆる工程で、VR技術による効率化を
IC.IDO は、世界中の多岐に渡る業界において、製品開発の評価〜意思決定に至る
プロセスを強力にサポートしています。IC.IDOの卓越したVR技術によって、プロセス
における「工数短縮」「経費削減」「品質向上」を目指すことが可能です。

■ バーチャル検証によるフロントロード
早期段階でのエラー検出で、不具合や戻り工数を削減

■ 実機への依存の軽減
必要な試作品の数を減らし、コスト削減に貢献

■ 検証観点の増加、検証サイクル高速化
見えにくい所を可視化、早期の深い製品理解が品質向上に繋がる

■ 部門・拠点を超えたコミュニケーション
連絡に要する手間とタイムロスを回避、決定プロセスを迅速化

設計・試作領域
■
■
■
■

Virtual Engineering

ワイヤハーネスの配線、経路検証
部品変更後の機構確認
組付け性検証
作業クリアランス確認 など

製造領域
■
■
■
■

プラント内設計変更、レイアウト検証
セルレイアウト検証
作業性検証
冶具、ツール最適化 など

サービス領域
■
■
■
■

Virtual Build

Virtual Service

パーツ脱着、メンテナンス性検証
作業姿勢、視認性確認
ツール最適化
作業トレーニング など

アフターセールス領域

Virtual Presentation

■ 製品イメージの体験
■ 製品バリエーションの体験
■ セールス、マーケティング用プレゼンテーション

機 能
卓越したVR技術と、ユーザーニーズを反映した機能開発
最新の IC.IDO に、 フィンガー・トラッキング 、 フルボディ・トラッキング の 2 つの機能が追加されました。
モジュールは選択式ですので、用途に応じてカスタマイズして頂けます。

New

フィンガー・トラッキング

グローブを装着し、自身の手指の動きとアバター
を完全に連動して挙動を再現

フィジカルシミュレーション
・ ソリッド、ハーネスの
挙動と干渉の再現

New

フルボディ・トラッキング

トラッキングターゲットを複数装着し、全身の動きを
完全に連動して挙動を再現

人体モデル
・ RAMSIS モデルの使用
可能

・ 複雑な機構の再現

・ 姿勢の再現

・ 録画、動画作成の可能

・ 手や視野の範囲表示

複数端末を繋ぐ同期システム

イルミネーション／反射
・光源を考慮した影の計算
・反射の計算
・暗がりでの作業性確認

デジタルモックアップ

・２台以上の端末で
データを同期・共有
・複数拠点での同時検証

直感的なバーチャル操作
・実機・現物との重ね合せ

・ 手・腕の干渉付きアバター

・実機を用いた、
よりリアルな操作・作業

・ VR 上の充実した UI 、
コントローラ操作

ハードウェア
用途に合ったシステムを選択できます
IC.IDO は、デスクトップから大型のプロジェクタシステムまで、様々なハードウェアに適応しています。トラッキングシ
ステムへも対応していますので、用途に応じたハードウェアと組み合わせてお使い頂けます。最新の HMD への対応も開始
しています。

ソリッド

ケーブル

Software

ラップトップPC
デスクトップPC

ポータブル型
1面スクリーン

Hardware

パワーウォール型
1面スクリーン

HMD（ヘッド マウントディスプレイ）

VR グローブ

Oculus Rift

Manus VR

HTC vive
HTC vive tracker

対応 OS
Windows7, 10 64Bit

グラフィック
NVIDIA Quadro K4000〜 推奨：Quadro M5000, M6000, P6000
※使用モジュールにより異なります。

Virtual Simulation

CAVE型

複数面スクリーン（2〜6面）

ユーザ ー 実 績
自動車/商用車/公共交通/船舶/航空宇宙/防衛/建機/土工機械/エネルギー/プラント/設備

“IC.IDO helps us cope with technological
“IC.IDO has been instrumental
and process challenges.”
in improving communication with our key customers.”
“We use IC.IDO daily in our development projects
and we can’t do without it.”

“Significantly faster
time to market.”

“Reduction of
development time.”

“The system was set up within a day.”

“We are impressed
by IC.IDO team’s know-how.”

“Dramatic reduction of error risks.”

IC.IDO Online information
IC.IDO最新情報（日本語）
https://solution.esi.co.jp/icido

✓
□ 動画

✓
□ イベント情 報

IC.IDO最新情報（英 語）
http://virtualreality.esi-group.com

✓
□ 動画

✓
□ 海外事例

ESI Group Web
https://www.esi-group.com

✓
□ 企業情報

✓
□ デモ申 込 み

✓
□ 導入事例

✓
□ 産業別事例

✓
□ ESI 製 品 情 報

ユーザーサ ポート
ホットラインサポート

日本語マニュアル

専任エンジニアが電話・メールで迅速に対応します。

基本機能の使用方法をまとめたマニュアルをお渡ししています。

トレーニング

ブログ

習熟度・目的に応じた各種コースをご用意します。

IC.IDOや関連項目の最新情報を更新しています。

バージョンアップセミナー
バージョンアップ時には新機能を紹介する説明会を開催します。

コンサルティング・Co-Creation サービス 〜更なる「満足」をご提供するために〜
データ作成を始めとする、コンサルティングサービスや、
ご要望に合わせたソフトウェア開発を行う、Co-Creationサービスも受け付けております。

日本イーエスアイ株式会社 www.esi-group.com/jp
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〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 8-10 アドバンス江坂ビル 5F

TEL（06）6330-2720 FAX（06）6330-2740
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〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-6-23 第三堀内ビル 9F

TEL（052）589-7100 FAX（052）589-7266
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