
はじめに

米グーグルの検索エンジンは世界に大きな革命をもたらしました。人々のラ

イフスタイルを変えたといっても過貢ではありません。しかし、インターネッ

トやIＴ技術の発展の''1で、優れた検索エンジンが進化の終藩地というわけでは

ないでしょう。グーグルの先、検索エンジンの先に存在する何かがあるはずです。

ＡＲ(AugmentedReality、拡張現実)は、グーグルが起こした検索エンジン

碓命やＷｅｂ２．０ブームの次に来るであろう大きな波の一つだと私たちは考え

ます。それは言い換えれば、「いよいよ本当に現実とバーチャルの融合が始ま

る｣、「本格的な｢ユビキタス・コンピューティング』がついに実現する」とい

うことだと思います。高性能モバイル機器と高速無線データ通信などを組み合

わせてＡＲを実現すれば、さまざまなデジタル・データを現実空間に重屑でき

ます。実際のモノや場所、あるいは人に対してコンピュータの力によって特別

な愈味や情報を付加することが可能になるのです。ＡＲの適用範囲は極めて広

く、情報サービスやゲーム、観光、エンターテインメントから、製造・建築業

の現場支援、医療、災害対策など、多岐にわたると思われます。

ＡＲは日本が軌い分野でもあります。デフアクトになっているＡＲ用ミドル

ウエア｢ARToolKit｣はⅡ本発と甘えますし、初期の研究、本格的なケームヘ

の応用、携帯巡話端末｢iPhonC」を使う情報サービスの実装など、世界に先駆

けて開発されたものが多数あります。この優位性は、日本のICT(情報通信技

術)業界のI|'でⅢ要なのではないでしょうか。

本普は日経コミュニケーションとITproが2009年２月にＩＭ１Ｉｌｉしたカンファ

レンス「世界初側俄１ＡＲ(拡張現実)ビジネスの鮫前線｣の内容を中心に構成、

加兼したものです。カンファレンスではＡＲ研究とビジネスの第一線にいる

方々に識演をお願いしました。本紳を通じてＡＲの大きな可能性をお伝えする

ことができれば幸いです。
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第５章ＡＲによる遺跡復元プロジェクト

「バーチャル飛鳥京」

・陰影や影がＡＲのカギを握る－''３

第４章シーン麗闘エンジン｢SREngine｣を使った
モバイルＡＲアプリ
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…零国井口尊仁氏頓知・代表取締役社長

「世界はクリッカプルに」

ＡＲはＷｅｂに相当するプラットフォームになる－９７
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・不自然な重なりの｢オクルージョン｣を防ぐ－''６

・公開実験でも陰影の重要性を確認一’'８

・過跡復元技術を新たな産業に生かす－'2．

・仮想の建物と現実を合成する｢AugmentedEarth」

・広告やネット通販などにも用途が広がる－１２３
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第８章場の空気を可視化する

第６章ＡＲ技術を活用した

インタラクティブメディアの展開
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・コミユニケーシヨンヘの活用一'３５

12フ
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災害対策システム､緊急時のＡＲ活用

・首都直下型地震の被害額は１１２兆円にも－１３８

.ＡＲを使ったシミュレーション訓練－１３９

・ＧＰＳ搭載携帯電話で被害慣報を収集－１４１

・災害現場の情報共有にＡＲを活用一'4３
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・日本の場合は地下浸水が大きな問題一'4６
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・バンデミツクで受診患者数が２５００万人にも－'4８

・医療機器の操作方法をＡＲで支援一'5◎

・現場の作業効率と意欲を高める－'5２

第７章 137

｢ソーシャルＡＲ｣の可能性
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…翠弔加藤博一氏余良先端科学技術大学院大学牧授

「ARToOlKit｣オリジナル開発者が綴る

拡張現実の"現実”－'5９

産懸四ＡRを支える技術……………………'6７

第９章ＡＲの仕組みを理解する

．センシング技術がカギを握る－１７．

．現実空間と仮想空間の位置を合わせる－１７２

．センサーやカメラを使う－１７３

．マーカーとマーカーレスー１７５

．ブレークスルーだったＰＴＡＭ－１７８

・技術的には成熟しているマーカー型－１７９

．パンフレットなどにマーカーを印刷して配布－１８１
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．サブカルチヤーが刺激したＡＲ－１８６

．「試す｣と｢知る｣がキーワード-18フ

・実用性のあるアプリケーション－１８８

．ＡＲが文化を作る－１８９

第10章拡張現実を支えるインフラ

「Ｇ空間｣サービスの胎動

・地図情報がＡＲサービスを後押し－，９，

．最新技術の実装は既に始まっている－，９３

．３次元やパノラマ地図が当たり前－，９５

．ビルの壁面や街路樹までクツキリー196
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豚序章

いよいよ始まる
現実とバーチャルの融合

aUthor：日経コミュニケーション編集部

インターネットやモバイル機器の未来に大きな影

郷を与えそうな技術が、実用化に近付いています。

それが｢拡帳現実」(ＡＲ＝AugmentGdRcalily)で

す。ル峡111:界にデジタル怖撒を1Kね合わせて、利川

勝の涌勤を支援するユーザー・インタフェースの技

術です。

その適用範囲は幅広く、「広杵やケームなど、多

搬な応川例があI)得る」いＲの研究開発を帆i１１と

するアスカラボの角、哲也社是）と嵩われています

(次ページの図１)。

例えば、旅行先でビルや道路に捌帯電話のカメラ

をかざすと、その塙称や住所がオーバーレイされた

状態でディスプレイに災示される、辿跡で0蚕ヘッ

ド・マウント・ディスプレイ(ｍ,ＩＤ)を装芯すると、

かつてそこにあった建築物が３次元コンピュータ・

グラフイックス(３次J6CG)で再現される－と

いった此介です。

吃ｊ・ヘッド・マウント・ディ

スプレイ＝頭に装着する

ディスプレイで、ゴーグル

やﾍﾙﾒｯﾄのような形状

をしている。

序軍いよいよ蛸釈る呪災とバーチ１，ルの融合９



N図１現実の空間にさまざまな慌報を付加．マッピングするＡＲ

画像提供はアスカラボ。画像の内容はアスカラポが考えるＡＲのサービス･イメージの一つ。

現巽の風侭

１℃

（ ）
広告

(広告コンテンツはネットからダウンロード）

専用ディスプレイを過して見える拭擬された風景
（ARを広告に応用した坦合の側

■ｉテレビ番組や"草の根"で話題

ＡＲの本格的な研究は1990年代の初蚊に始まり

ました。以前は大掛かりなハードウエアを必要とし

ましたが、ＣＰＵの高性能化、小剛カメラやディス

プレイの満解像度化、各伽センサーの発進、無線ブ

ロードバンド・サービスの杵及などを符蛾に、現在

ではモバイル機器でもＡＲを実現できるようになっ

ています。

ＡＲは2007年頃から専門の研究肯以外にもその

概念が広く知られるｲＦｲ1;になりました。

その理由の一つが、ＡＲに似た技術が排及してい

る街を郷台としたアニメ「電脳コイル」(写真１）で

す《,主人公たちは｢竃脳メガネ｣というインターネッ

トに洲|f接統されたメガネﾘコンピュータをかけ、

いろいろな情椛を見たり、“地脳ペット”を飼った

りしています。この電脳メガネはＡＲのＨＭＤを想



I写興１ＴＶアニメーション「語脳コイル」（監督：磯光雄）より

登期人物がかけているのが「電脳メガネ｣。ＮＨＫが教育テレビで2007年５月から１２月まで放送。、
槻光雄／徳間書店・楯脳コイル製作委員会。バンダイビジュァルよりＤＶＤ発売中。

I写真２ニコニコ動画に投稿されているＡＲアプリケーションの映像の例

IARTbolKit｣を使って作成された｡多くの人にARの存在を知らせるきっかけとなった｡映偲内の白鼎
のパターンがＡＲで使うマーカーである。
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起させます。

動画投稿サイトなどでもＡＲが話題になっていま

す。ＡＲアプリケーションの映像が0琴ニコニコ動

llIiiやYouTubcに投稿されたことで、多くのプログ

ラマが刺激を受けました(写真２)。多数の追随荷が

掻場し、ネットのソフトウエア開発荷のコミュニ

ティではＡＲアプリケーション開発がちょっとした

コヨーニコニコ動画＝ニワンゴ

が運営する動画投稿サイ

ト。投稿動画上にオーバー

レイする形でコメントを肥

述できる点が鞘iiL

序章いよいよ始まるlJ1災とバーチャルの融合１１



毎ARTOoIKit＝ＡＲアプ

リケーションを開発するた

めのオープンソースのＣ

言腰ライブラリ。奈良先鎧

科学技術大学院大学の加醸

博一教授が開発した。

1２

ブームになっています。

これら投稿された動画のＡＲアプリケーションの

多くは、「q琴ARToolKit｣を使って開発されていま

す。ARToolKitは奈良先端科学技術大学院大学

(ＮＡＩＳT)の加藤博一教授が開発したもので、ＡＲ

アプリケーションを開発するためのＣ言語のライ

ブラリです。ARToolKitを使えば、パソコンと

Ｗｅｂカメラ、韮本的なＣ言語や３次元ＣＧの知撤

があれば、比較的簡単にＡＲのアプリケーションを

作成できます。

殿近では、パソコンではなく、小型の端末を使う

さまざまなＡＲの試作システムが幾場しています。
とんちどっと

デバイスに#‘術電話を使うものとしては頓智・の

｢セカイカメラ｣、ＨＭＤを使うものではオリンパス

の「インスパイア型ユビキタスサービス」などです。

色可能性広い携帯電話のＡＲ

セカイカメラは2008年９月に米国で開催された

ネット・サービスのビジネス・コンテスト「Tech

Crunch50｣で発表され、米アップルのiPhoneと

ＡＲを組み合わせたサービス像が話題を染めまし

た。2008年９月の段階では､実際に動くアプリケー

ションが公開されなかったため実現を疑問視する声

が上がったものの、披鱒されたイメージ・ムービー

は挑帯祇諸によるＡＲの大きな可能性を世界に見せ

つけました(写真３)。その後、頓智・は2009年２

月に稼働するセカイカメラのクローズドβ版を公開

しています。

甑智・の井口尊仁社長は、「例えば駅の中の『モ

バイルSuica』のポスターをセカイカメラで見ると、

(モバイルSuicaのマスコットである)ペンギンが出
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Ⅱ写真３「セカイカメラ』を説明する頓智・の井口尊仁社長

鼠邑后詞秤-司直
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唖地磁気センサー＝地磁気

を利用して方位を測定する

ためのセンサー。磁気セン

サーとも呼ぶ。

⑥．ＧＰＳ＝GlobalPosilicnin8

System,全地球測位システ

ム。米班が打ち上げた24個

の人工新星と地上の制御

局、利用者の移動局から椴

成されるシステムし移動局

と三つ以上の術星との距離

を針測することで、移動局

自身の平而上の位置を知る

ことができる。四つ以上の

術抵を利用すれば、３次元

的な位置を測定できる。衛

星と移動局間との距離は、

徹波が到迷するのに要した

時間から計蝉する

てきてその場で使い方を数えてくれる、といった

サービスを笈現できる｣と利用シーンを説明します。

イル柵lilil1iのIﾉ､lﾙIfカメラで｣ﾙﾙi:やモノを雌形して、

関連情州を表示するといったＡＲアプリケーション

はほかにもあります。ＮＥＣマグナスコミュニケー

ションズの｢OI1eSh()tSeaI．d'｣や、独コブレンツ・

ランダウ火'､jとのマックス・ブラウン氏とラファエ

ル・シュプリング氏がAndl･()ｉｄエミュレータヒで

開発した｢Enkin」などです。

これらのアプリケーションはいずれも、(1)挑柵

電話端末が内職する0尋=ＧＰＳや(]琴地磁気センサー

(砥-f･コンパス）などを仙い、ＩルWf巡繍の位悩とカ

メラが向いている〃向のデータを取得、(2)それを

携帯電話のデータ辿侭サービス経由でサーバーに送

信、(3)サーバーi11lIで位悩と方向データをﾉ,|§に関辿

怖椛を検索して側述データを端末に送傭、（'1)端末

で映像の上に描lI1Iiすあ、といった仕組みを取り入れ

ています(次ページの図２)。

序章いよいよ剛服る現火とノーチ１，ルの融合１コ



I図２ＡＲを活用する携帯電話のサービス侭

実現のための要素技術は整いつつある、

「

④ディスプレイに付加情報を亜ね

合わせて表示。タグをクリック
すると詳細情報が袈示される

ＧＰＳ：GIobalPosiIioninRSysIemLTE：LongTermEvoIu1ior

1４

イル'紬峨ﾙはIＩＭＤなどと拠なi)、キーボードやマ

イクなど各彼の人力装世を備えています。このた

め、検索だけではなく、ユーザーがテキストや音声

などの‘ＩｉＩｉ報を人力し、特定の空lHlに貼り付ける操作

がIり．能です。これはｼﾙｲﾐのⅢ:世や〃向データととも

に､文字や端ｲﾐで鍬断した音声､雌影した、像をサー

バーに送るだけで突現できます。

例えば、「緋ち合わせで来たが、川手が雄山iたら

ないのでその』ルに‘Y（,ｉｆ”をWiいてくる。後から来

た机下がその伝1ｹを雌認できる」(ＮＥＣマグナスコ

ミュニケーションズの111崎順一・市場開拓推進部主

伍)といった使い〃が勝えられます〔レストランの

前にそのレス|､ランの感想をlIlIiI)付け、ほかの人が

それを閲覧できるようにする、といったサービスも

あり得るでしょう



パソコンのＷｅｂブラウザから使う既存の地Ｍ情

報サービスも位満情報とデジタル怖椛の細み合わせ

を礎現しています。ただ、柵怖Ni話とＡＲを使う

サービスには、．.実際にその場所"で、端末がとら

えた映像に情報が“オーバーレイ”されるところが

画期的です。

口実用水準の試作アプリも登場

ＮＥＣマグナスコミュニケーションズは米ジオベク

ターの技術を使い、挑帯心i,'iで助<さまざまな八Ｒ

アプリケーションを側発''1です《，｜い'社のOncShO1

scarchは、カメラで?j:した方lｲﾘにあるレストラン

やホテル情報などを検索して喪示するアプリケー

ションで、実用的な水準に達しています(写真４)。

ほかにも同社は、ＡＲを仙うケームをiHl発してい

ます(次ページの写真５）これは空'1M内のどこかに

鋤隠れている”キャラクタを、挑滞心Wiを動かして

見つけるものです。

I写真４ＡＲを使った慨報検索サービスのデモ

批帯概舌で写真を撮ると、その写真の方向にあるレストランやホテルなどの情報を表示する。

i蕊諭蕊議

騨響
、Ｘ腸

画ﾒﾙー･ﾌ゚ﾚﾐｱﾑｸーﾝ的（錘ﾒﾙー ･ﾌ゚ ﾚﾐｱﾑｸー ﾝ卿

序窺いよいよ始訳る現実とバーチャルの融含 1Ｒ
二



ンビ
ワ
。

燃
一
詞

ち
こ
１

に
つ
ろ

ん
ご

こ
兎
■

U写真５ＡＲを使った！‘バーチャルかくれんぽ，のデモ

どこかに隠れているキャラクタを、携帯電話を動かして見つけるゲーム。

早畠

鴨懸緬,陸鰯繍
β
、
ｊ
Ｅ
ｒ
ｐ
Ｐ
益

β
、
ｊ
Ｅ
ｒ
ｐ
Ｐ
益

§･品｡』=O忍§･品｡』=O忍

齢･加速度センサー＝蝋末

の傾きや振動を検出できる

センサーロ携榊詣溌機の

カーソルの移動やケームの

コントロールに利月Ｉでき

る。

Ⅷ郡､縄斡

携帯遮話はＣＰＵやカメラ、ディスプレイの尚性

能化だけではなく、さまざまなデバイス、センサー

をlﾉ1蔵し始めています。ｉｌｕ(Ｋｌ)DI)の桃‘|i池i祁M米

､琴GlzOncW62CA」などは、３軸地磁気センサー

と３軸0琴加速度センサーを内職しており、計６軸

のセンサーを使ってカメラを向けている方向をほぼ

11§確に険出可能ですこのような機械が増えてくれ

ば、ＡＲサービスの災現が容劫になってきます。

画一Ｇ'ｚＯｎｅＷ６２ＣＡ＝

KDD1が2008年７月に発売

した携帯電展。耐衝撃、防

水機能を持つ｢GozOne」

シリーズの端末。方位や温

度､潮位などを淡示で宙る。

カシオ計騨股製侭

毒マーカー＝makG｢し偲

瞳。２次元バーコードのよ

うな白照パターンや翌録し

た画惚などを使う

目１位置'情報利用はＧＰＳの精度に依存

ここでＡＲの拠現．F股を兄てみましょう。ポイン

トとなるのは現尖の窄'''1にデジタル↑,!i縦をどのよう

に兎ね合わせるかです。多くのＦ法が存在します

が、(1)位世情報を使う方法と、(2)ARToolKitな

どが採用する「0季マーカー」を使う方法、および

雌新の(3)マーカーレスの方法にﾉ<別できます(表

1)、

(1)で重要なのは、デバイスの位慨や向き、傾き

1〔



U表１ＡＲを実現する方法

これらを組み合わせることも可能である。

方式

位置情報を使う

マーカーを使う

ParalIeITIacki『昭

arnMapping

(マーカーレス）

脱明

GPSから組度・経度・高度を、地磁
気センサー(徳子コンパス）から靖末が
向いている方向を、加速度センサーか
ら端末の傾きをそれぞれ取得。これら

の位凹愉報を基に間辿するデジタル情
鯛を配団する

２次元バーコードのような白黒パター

ンや、あらかじめ登録した画像,赤外
線LEDなどをマーカーとして使う。
画像脚職技術などによってマーカーが
置いてある坦所をリアルタイムに追跡
し、マーカーの上などにデジタル情報

を配回する

映倣から平面をリアルタイムに推定し
て、その平面上にデジタル憤報を配置
する。英オックスフォード大学のゲオ
ルグ・クライン氏とデービッド・マ

レー氏が２００７年に開かれたＡＲの国

際シンポジウム「lSMAR2007」で発

要した最新手法

カメラやディスプレイ以外で

必要となるハードウエアノ髄因

デバイス側にＧＰＳや地磁気センサー
(電子コンパス)、加速度センサーなど
が必要

対飲となる空間にマーカーを般置する
必要がある（既にある楓臓などをマー

カーとして使う嶋合は、その画像など
をデバイス側にあらかじめ登録する必

要がある）

特になし

ＣＡＤ：CompulerAidedDesi⑳１ＧＰＳ：GIob8IPositionin8Syslem

を取得するための各種装世です。具体的には、ＧＰＳ

や加速度センサー、地磁気センサー、「0雷place

Engine｣などの位佃取得サービスが提供きれ始めた

無線ＬＡＮ機器などです。

この方法の最大の課題はＧＰＳの精度です。現時

点でのＧＰＳは最も良い状態でも数メートルの誤差

があります。譲茶が大きいと、アプリケーションに

よっては現実とデジタル怖報の皿ね合わせが大きく

ずれ、情報が意味をなさなくなります。

ただ、この課題は時間が解決してくれる可能性が

あります。将来、宇市航空研究開発機柵(JAXＡ)が

進めている0琴地天煎術晶が打ち上げられれば、理

論上は誤差が１０ｃｍ程度まで縮まり、ＧＰＳ輔度の格

段の向上が期待できるのです。もっとも、準天頂衛

‐P旧oeEngine＝クウジッ

トが提供する無線LANを利

用した位置佃鮒サービス。

接銃している漏線LANアク

セス・ポイントから現在位

置を特定する。

３ケ準天胴衛星＝ＱＺＳ(Q四

sizenithSaleIIile）と略さ

れる。郁市配ではビルなど

の障害物のためにGPS衛

星からの伯号を受値できな

い埋合がある。準天頂衛星

は日本中どこでも60度以

上の仰角(つまり、ほぼ真

上に衛凪がいる状蝦）を実

現し、ビルの谷間などでも

低号を受低できるようにす

る。ただし、準天、衛星に

対しては技術的な困鮭さを

指摘する戸が少なくない。

序軍いよいよ始液る現実とバーチャルの田合１フ



1８

星のシステムが完成するのは早くても２０１０年代中

盤となります。

回マーカーをリアルタイムに認識

（１）よりも正確に位置を特定して情報を重ねたい

場合は、(2)のマーカーを使う方法が有効です。映

隙内にあるマーカー（日印）を卿像認識でリアルタ

イムにトラッキング(追跡）し、そのマーカーの場

所を坐点としてデジタル情報を描画します。マー

カーはどのような画像でも使えますが、認識の処理

を軽くするために白黒の２次元バーコードに似た模

械がよく使われます。ＰＪ１の写真２のキャラクタ

の下に映っている白黒模様がＡＲ用のマーカーです。

リアルタイムに画像認識をすると処理の負荷が高

いように思えますが、現在のスマートフオンや拙帯

他話の性能ならあま')問題になりません。今後の

ＣＰＵの性能向上を考えれば、マーカーのトラッキ

ングが実用的な速度でできるようになると推測でき

ます。

ただし、マーカーを使う場合は、事前にＡＲアプ

リを利用する場所にマーカーを物理的に配慨する必

要があります。街の看板や標識のイメージなどを

マーカーとして使う場合は、その画像をＡＲアプリ

にあらかじめ畿録しなければなりません。

マーカーや位慨梢報を使わずに、デジタル傭報の自

然な描画を目指す研究も進んでいます。代表的なもの

は、英オックスフォード大学のゲオルグ・クライン氏

とデービッド・マレー氏が発案した｢Parallel

TrackingandMapping｣(PＴＡＭ)です。同手法を

使うと、ＡＲアプリケーションが映像内にある道蹄

や机の上といった平面を自動認識し、その平面上に



デジタル怖報を描画できます。平面の奥行きを漣識

しているので、キャラクタなどを平面上で違和感な

く動かせる点も特徴です。ＰＴＡＭは(1)の方法な

どと組み合わせることで、ＡＲの表現力を大幅に高

めると思われます。

低カーナビやゲーム機もＡＲ端末に

ＡＲの端末として柳術髄話以外では、柵帯刑ゲー

ム機やカーナビゲーシヨン・システムの利用が検討

されています。いずれもカメラとディスプレイ、通

信機能、ＧＰＳなどを利用できるからです。カーナ

ピでは0雪IISDPAに対応したパイオニアの

｢AVIC､TlO｣など通信機能を備える製品が登場して

います。岐近の自動車はカメラを搭栽する車種が増

えており、車戦カメラの映像をＡＲに使えます。

ＡＲの研究でよく使われるIＩＭＤは、技術lﾙ1発に

よって進化しています。現在の常識では一般のユー

ザーがＨＭＤを付けて街中を歩くといった光最は想

像しにくいのですが、これを利用するための取り組

みは蒲実に進展中です。

オリンパスの未来創造研究所は小潮で無線通信機

能を備えたＨＭＤ｢モバイルEye-Trek-慧眼｣を試

作しました(次ページの図３)。眼の瞳孔よりも小さ

い"光学バー“に映像を映すことで、視界の中に映

像が浮かび上がって見えるものです。

従来のＨＭＤをＡＲで使う場合は0霧ビデオ透過

型や雷光学透過刑の製茄を利用しましたが、いず

れもゴーグルのような外観で、サイズが大きいのが

Ⅲ題でした。モバイルEye､Trek-葱眼は小型化に

よって、装着して街に出てもそれほど違和感のない

デザインになっています。

毎HSDPA＝Ｈｉ畝1Speed

DownlinkPacketAccesso

第3世代移動通信システム

｢Ｗ･CDMA｣の高速版。伝

咲漣庶は下りが最大14.4Ｍ

ビット／秒。卵3.5世代携帯

電胎と呼ばれる。日本では

ＮＴＴドコモ、イー・モバイ

ル、ソフトバンクモバイル

がサービスを提供してい

る。

､該ビデオ透過型＝ビデオ

カメラを内蔵。ユーザーが

見ている方向のカメラ映像

をディスプレイに表示する

ことで、外謡を見られるよ

うにするタイプ。

一光学遥過型＝目の前に

ハーフミラーなどを肢画

し､映像を投影するタイプ。

視界にデジタル情報を唾ね

合わせられる。

序章いよいよ始まる現実とバーチャルの融合１９



＃ ;二コ受

Ii図３オリンパスが試作した小型ワイヤレスＨＭＤ「モバイルEye-Trek-意眼」
レンズを透過して見える風景に、術報が浮かび上がって見える命

ノ 』
NJI＝ゥ鹿二二匹吾一

騒蝿

』
＝

ﾄｰＩＭＤ・ヘッド・マウント・ディスプレイ

-－

：専用側発のプロI､コルで通侭

す

,蝿騰!‘デー扇
サ ーバーとアクセス す る 佃 報 サ ー バ ー

唖●

ａドコモやＫＤＤｌも研究中

１%W純IWillF業者のＡＲ研究にはlWi川サービス111l近

のものがあります。

オリンパスでは同IＩＭＤでさまざまな'|､I'州(を礎

偏・炎,ｋするＡＲシステムとしてインスパイアノW1ユ

ビキタスサービスを開発しています。中央大学とjIi

IIilで、2008年２月には東京都文京区を灘台とした

実証炎験も行われました。実験ではＨＭＤをGPS、

加速庇センサー、小】Ⅲノート・パソコン、無線デー

タ辿傭サービスなどと組み合わせ、位州ili報と災験

参加･勝の好みに応じて、文京区の観光スポットや店

肺に側する情報をＨＭＤに適宜表示しました。

礎．一
議議蓋
１W聯癖W『

塗

§
‐

か

際
卜



ＫI)I)I研究所が2008年１０月に公|Ｈしたのが｢実

判Ⅲ透肌ケータイｌです(写真６)。ＧＰＳと加辿庇セ

ンサー、地磁気センサーを使い、カメラをlnlけてい

る方向を認識，その方向にあるビルやレストランの

W州(を検索して、表示します。レストラン傭報には

｢ぐるなぴ｣のデータを使っています。

１１１アプリの特徴は、カメラの映像ではなく３次元

ＣＧを使うことと、烏撤的な視点で検索できること

です。アプリの完成度は高く、KDDI研究所はｌ～

2年内の商川化を１．I指していると言います。

ＮＴＴドコモの先進技術研究所は、これよりも将

来を兄据えた研究に乗り出しています。同研究所が

2007年秋から研究しているのが「メガネ型ディスプ

レイ」です(次ページの写真７)。

これはピデオカメラを盤附したIＩＭＤを雑旅する

と、マーカーを付けた任意の平1ｍ（ノートなど）を

ディスプレイと見なし､映像を投影できるものです。

ﾛ写真６ＫDDIが公開した「実空間透視ケータイ」

推聯篭猛の向いている方向にあるレストラン情報などを表示。濡速動作する。

山厩三亡I:’
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２．序嬢いよいよ始沢る呪爽とバーチャルの融箇
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I写真７ＮＴＴドコモのＡＲ研究

マーカーを付けた任窓の平而状のモノ〈ノートなど）を"ディスプレイ”として使えるようにする。指の
動きを閲職するので描で操作が可能（左)。右はユーザーがＨＭＤから見えるイメージ。指の先にはマ
イクを付ける。柵で画而内の「back」ボタンやサムネイルの堀所を２度ダンプすると、タップ音を鯛
職してそのボタン／サムネイルを迦択できる。

画･LTE＝ＬｏｎｇＴｃ『mEvol

ulion。次世代の}j州舗肥

データ通侭脱格‘,３９世代

やSuper3Gなどとも呼ば

れる。下り１００Ｍビット／

秒趨、上り50Ｍピント/秒

澗のスピードが目慨，

四月

園蓋遷"増

蕊ミ
『

映像を映し出すだけではなく指の動きを認識するの

で、指を使ってllIIiIiii内のボタンを押したり、サムネ

イルlI1li像を選択したりといった操作も可能ですｎ

ｌＷｊ述で辿僻できる0ｓ='ＬＴＥなどが詳及し、１妙IW

11j‘iﾙがさらに多くの↑Ii州(を扱えるようになると、火

きなlIiIiImのユーザー・インタフェースが求められま

す。ｌＩｉＩ技術の実用化はだいぶ先になりそうですが、

そのようなニーズを兇越して研究開発を進めている

といいます。

ａＡＲビジネスの展開を占う

では、ＡＲが今後、どのように商用化、ビジネス

化していくのかを11『いたいと思います。

米､ド導体大下のインテルは2008年８月に開雌し

た技術符向けのカンファレンス「インテル．デベ



ロッパー・フォーラム」(IDF)で、ＡＲ実用化の道

のりを予測しました。インテル・フェロー兼ディレ

クターのジム・ヘルド氏は｢現実枇界､人、インター

ネットを相互に結び付けて､新しいデジタル世界や、

拡張された現実世界を作り出す」と紺I)、巾でもモ

バイルＡＲが重要であると指摘しています。インテ

ルは、２０１０年には「画像検索｣、２０１２年には「テキ

スト．オーバーレイ｣、そして20Ｍ年には｢2,/３Ｄ

画像オーバーレイ」のＡＲアプリケーションが利用

可能になるとしています。

ＡＲのビジネスは既存サービスの延腿線ｋでとら

えることもできます。具体的には、マーカー型ＡＲ

は0雪ＱＲコードの延長線上、非マーカー型で位世

情報を使うＡＲは既存位置連動サービスの延長線上

で展開できると考えられます。なぜなら、いずれも

技術的な類似性やサービスの親和性が商いからで

す。この視点に、アプリケーションの一般向け、特

定用途向けという軸を加えると、次ページの図４の

ようなＡＲ市場のマトリックスを描けるでしょう。

特定用途向けのビジネスは既に製造現珊や器秘の

イベントなどで実用化が徐々にスタートしていま

す。一般向けは、セカイカメラや実窄Ⅲ透視ケータ

イのように、まさにさまざまなアプリケーションが

提案されているところです。

ただ、現在のＡＲアプリケーションの提案が｢｢対

-モノ」的な使い方の提案にとどまっているのでは

ないか」（日本技芸リサーチャーの横野秤史氏)との

意兇があります。つまり、ＡＲアプリケーションの

対象が商砧やレストラン検索などモノや場所中心で

あるということです。

もちろん、対-モノのアプリケーションやサーピ

．-ＱＲコード＝デンソー

(現デンソーウェーブ)が

開発した２次元コード。

バーコードと異なり2方向

に情報を持つので．褒示面

伯が小さくても愉組量を多

くできる。

序軍いよいよ始まる現実とバーチャルの融合２３

、



一
N図４ＡＲの市蝿マトリックス

糖定

〆 ､

医擦

怪三

災獅

対鰯

現堤担当
支握

マーカー

股

非マーカー

I図５ＡＲビジネスの発展予測

uj医掠･挫股など(特定用途市場）対モノ叩"l家が使う

司毎＝

②ゲーム/カタログノナビなど(-一般向け市嶋）対モノ皆が時々使う

竜彦

Q)SNS連携など(一般向け市場）間ヒト皆が毎日使う

'＠イwiIIer＝ユーザーが短

い言菜でコミュニケーシコ

ンを取るミニ・ブログサー

ビス。

スは711要ですが、それ以l:に期待できそうなのが

｢｢間-ヒト｣、つまり人と人の間のコミュニケーショ

ンに使う」（横野氏）ＡＲかもしれません。ＳＮＳ

(ソーシャル・ネットワーキング・サービス）や

｢0蚕Twittcr｣などのミニブログ・サービスと巡挑

し、人間関係や友述・知人との距離感、場の"窄飢”

などを可視化することでコミュニケーションを助け

2４



るサービスやツールが登場すれば、巨大な市場へと

発展する可能性があります。

このように考えていくと、ＡＲは(1)灰撫．建設

などの特定用途市｣tﾙ、(2)ケーム／カタログ／ナビ

などの"対一モノ鏑一般向け市場、(3)ＳＮＳ連挑など

鶴間－ヒト“一般向け市場の順番で発展していくので

はないでしょうか(図５)。

序軍いよいよ始まる現実とバーチャルの田合 2５


