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このたびは、GyroEye Holo ビューワ（トライアル版）をダウンロードいただきまして誠に

ありがとうございます。GyroEye Holo ビューワ（トライアル版）は、サンプルデータを通

じて、2 次元、3 次元の CAD データを、Microsoft HoloLens 2 を介してリアルスケールで

現実空間に重畳表示することができるアプリです。（ご購入後にライセンスコードを入力い

ただくことで、製品版としてご利用いただけます。） 

 

Holo ビューワの使用方法の動画も、あわせてご覧ください。 

https://www.gyroeye.jp/category/movie/ 

 

  

https://www.gyroeye.jp/category/movie/
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 GyroEye Holo ビューワのインストール方法 

ストアからのインストール 
GyroEye Holo ビューワは、本バージョンから Microsoft Store の配信に対応しました。 

HoloLens のメニューから Microsoft Store を起動して、アプリ名「GyroEye Holo」で検

索します。  

※ストアからインストールする前に、旧バージョンはアプリアイコンを長押ししてアンイ

ンストールを行ってください。 

 

 

または、以下の QR コードを HoloLens のメニュー画面で視認し

て、表示されるボタンをタップすることで、ストアのページを開く

ことができます。 
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HoloLens 2 操作方法 

HoloLens 2 の操作方法  
以下の Microsoft 社のドキュメントをご参照ください。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/hololens/hololens2-basic-usage#start-gesture 

 

基本的な操作方法や、エアタップの仕方などについての記載があります。 

 

 

GyroEye Holo ビューワ 2021.1 の操作方法 
以前の GyroEye Holo ビューワでは、操作パネルは頭の動きに追従していました。 

本バージョンでは、操作パネルは左右の手のひらを認識して追従し、手を握った状態や、

HoloLens の環境カメラが手のひらを認識できない状態になると、その位置でパネルが固定

されるようになりました。 

 

固定されたパネルは、もう一度、手のひらを認識すると追従します。 

エアタップや、ホログラムに直接触れることによるボタンの操作は、従来バージョンと同様

です。 

また、ボタンにカーソルを合わせた状態で「セレクト」と発声することによって、音声認識

によるボタンの操作にも対応しています。 

※音声認識は周囲の環境や発音の仕方によっては、動作しにくい場合があります。 

 

 

 

 

  

  

エアタップの誤判定対策のため、一部の操作では、指をつまんだ状態から離した

瞬間を認識するように改良しました。エアタップが認識されにくい場合は、指を

離す動作を意識してエアタップを行ってください。 

 

パネルを見失った場合は 
手のひらを見ることでパネルが追従します。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/hololens/hololens2-basic-usage#start-gesture
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ライセンス登録、アプリ終了方法 

GyroEye Holo ビューワアプリの起動 
スタートジェスチャでメニューを開き、GyroEye Holo ビューワ アプリをエアタップして

起動します。  

 

権限の許可 
GyroEye Holo ビューワの各機能を使用するには、HoloLens に搭載されているカメラとマ

イクとアイトラッキングにアクセスできる権限が必要になります。 

初回起動時のみ、これらの使用を許可するかどうかのダイアログが表示されますので、必ず

「許可する」を選択してください。 

 
 
ライセンスの登録 
トライアル利用の場合は、この画面でキャンセルをエアタップすることで、ライセンス登録

をキャンセルすることができます。 

  

GyroEye Holo の終了 
GyroEye Holo アプリ内でスタートジェスチャを行うと、スタートメニューが表示されま

す。スタートメニューの下部のホームアイコンをエアタップすることで GyroEye Holo ア

プリが待機状態になり、HoloLens のメニュー画面が開きます。 

GyroEye アプリ画面は、起動時のそのままの場所に表示されます。その後、アプリ画面右

上の × をエアタップして終了してください。  

 

※ この操作を行わない場合、起動した空間内に、アプリが待機状態で残ります。 

アクセス権限の確認はカメラ、マイク、 

アイトラッキングの計 3 回求められます。 

 

「許可しない」を選択してしまった場合は、 

HoloLens の設定で、許可を設定してください。 
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また、HoloLens 2 では GyroEye Holo を起動した状態でも、スタートメニューから、設定

などの一部のアプリを同時に起動することができます。 

 

参考ページ： 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/hololens/hololens2-basic-usage#スタート-ジェス

チャ 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/hololens/hololens2-basic-usage#スタート-ジェスチャ
https://docs.microsoft.com/ja-jp/hololens/hololens2-basic-usage#スタート-ジェスチャ
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サンプルデータの利用方法 

サンプルデータをクラウドサーバからダウンロードします。この手順を行う場合は、

HoloLens がインターネットに接続されている必要がありますので、ご確認ください。 

 

また、以下の URL より、AR マーカーの PDF ファイルをダウンロードし、A4 用紙に等倍

で印刷をしておきます。（DVD パッケージをお持ちの方は、パッケージ裏面が AR マーカー

となっておりますので、印刷の必要はありません） 

http://docs.gyroeye.net/gyroeye/armarker.pdf 
 

CMS からサンプルデータをダウンロード 
「GyroEye Holo Home Menu」から、 CMS をエアタップします。 QR コード をエアタ

ップし、以下の QR コードを青枠に収めて、表示されたボタンを押します。 

  

  

「CMS」ボタンをエアタップ 

サンプルデータ 

ダウンロード用 QR コード 

「QR コード」ボタンをエアタッ
プ 

http://docs.gyroeye.net/gyroeye/armarker.pdf
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QR コードから正しく情報が取得されると、上記のように ID/PW が入力されますので、そ

のまま ログイン ボタンをエアタップします。 

 

 

 

CMS サーバに接続できると、該当のサンプルデータを選択することができます。「Sample」 

というデータの上でエアタップし、マーカー位置画面にて位置を確認します。 

 

 

  

  

QR コードのサイズが小さい場合には、 
カメラに近づけるか、接近する必要があります。 

15cm 四方程度のサイズが推奨です。 

QR コードを近くで視認し
て、表示されたボタンを押す 

ただしく自動入力されたところ 

Sample をエアタップ +-をエアタップすると
拡大縮小表示します 
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画面の右下にモード選択ボタンが表示されますので、 マーカー認識 をエアタップします。 

 

AR マーカー（あらかじめ印刷した A4 用紙）を任意の場所に設置し、HoloLens 越しに視

認します。すると、マーカーを起点として図面とモデルが組み合わさったサンプルデータを

確認することができます。 

  

 

 

各モードの詳細は 
「マーカー位置」画面を参照してくださ

い 

マーカーを視認します 

マーカーを起点としてモデルデ
ータが表示されたところ 
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GyroEye Holo ビューワの画面遷移 
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GyroEye Holo ビューワの操作概要 

メニュー画面は「ファイルメニュー」、「ホームメニュー」を切り替えるデザインです。 

  

△：GyroEye CMS や、GyroEye データコンバータと連携する機能です。 

 

共通  トライアル 

利用制約 

データ同期通知 写真などのデータを CMS に送信できなかった場合、通知します。 

未送信となったデータは次回 CMS ログイン時に送信されます。 

× 

 
メニュー画面を閉じます。 

空間の何もない場所でエアタップ行うと再び表示されます。 

〇 

ファイルメニュー ※モデルを読み込んでいないと自動的にこちらが開きます。  

CMS CMS にあるファイルをダウンロードして開きます。 サンプルのみ 

ローカルファイル ローカルに保存されているファイルを開きます。 サンプルのみ 

リモート GyroEye Holo Web リモートビューワと通信する機能です。 × 

ホームメニュー ※モデルを読み込んでいると自動的にこちらが開きます。  

再認識 「マーカー位置」画面を開きます。 

既に開いているモデルの再配置ができます。 

〇 

スケール位置調整 モデルのスケール、位置、角度を調整することができます。 〇 

レイヤ 図面データをレイヤで分割して表示する機能です。 〇 

作図・配置 朱書き、オブジェクト配置を行う機能です。 〇 

計測 空間メッシュ上をエアタップして、距離を測定する機能です。 〇 

表示設定 空間メッシュ、視点情報等の、表示を切り替える設定を行います。 〇 

設定 システムの各種設定を行うための画面です。 〇 

メニュー展開 メンテナンス、撮影、検査ログ、チェックモードのボタンが表示されます。 △ 

添付ファイル GEM 出力時にモデルに添付した画像を表示する機能です。 × 

ファイルメニュー ホームメニュー 
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「マーカー位置」画面 

 

「CMS ファイル選択」、「ローカルファイル選択」、および、「再認識」の機能によって空間

にモデルを配置するときに、「マーカー位置」画面にてモデルの配置方法を選択します。 

「マーカー位置」画面で マーカー認識 、 マーカー認識傾斜なし をエアタップした場合

は、「←」ボタンをエアタップすることで、「マーカー位置」画面に戻ることも可能です。 

 空間アンカー認識 β版 をエアタップした場合は、空間上の何もない場所でエアタップを

することで、「マーカー位置」画面に戻ることが可能です。 

  

 

選択しているマーカー位置です。 

 

画面を拡大縮小します。 

 

AR マーカーを見つめることでモデルを設置することができます。マーカ

ーの実際の傾きがモデルにも反映されます。 

 

マーカーの傾きによらずに、HoloLens の認識している水平に合わせてモ

デルが設置されます。マーカーを水平に設置することができない場合な

どに有効です。 

 

空間メッシュ上の任意の点をマーカー位置として、エアタップで指定す

ることができる機能です。 

 

マーカーを 2 つ使用し、1 つめのマーカーを原点にしてモデルを配置し

たあと、2 つめのマーカーの中心に X または Y 軸の近い方が重なるよう

にモデルを回転させます。その際に、0.5,1,2,3,4,5,10m の特定の間隔

と実際のマーカー間の距離を自動的に比較し、スケールの調整を行いま

す。 

(β機能) 

 

「スケール位置調整」画面で「アンカー保存」していた GEM ファイルを

読み込んだ場合に使用できます。画面に表示される指示に従って周囲を

見渡し、空間アンカーを適用したモデルを表示します。(β機能) 

 

開いた GEM ファイルに保存されている空間アンカーを確認します。 

(β機能) 

 

データコンバータで基準点を複数設定しているモデルは、ドロップダウ

ンリストからどの基準点でモデルを表示するか指定ができます。 

マーカー認識時にはカメラを使用します。 

デバイスポータルの Live Preview や、リモートなどの

機能でカメラを使用している場合は中断されます。 
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その他の詳細機能は、ご購入後に同梱される各種マニュアルをご参照ください。（本トラ

イアルの利用方法は、製品版マニュアルの抜粋版です。） 
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