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ＡＲの可龍性と未来

author:暦本純一
興京大学大学院愉報学環教授理学博士

ソニーコンピュータサイエンス研究所インタラクシコンラポラトリー室長
クウジント株式会社共同創竺者兼特別顧問

私はソニーコンピュータサイエンス研究所で約

１‘1年|Ⅲ、笈世界と仮想世界を結び付けるヒューマ

ン・インタフェースの研究をしてきました。”仮想

11t界と現実世界の紬合..が大きなテーマですこの

研究はいろいろな広がりを持っているのですが、今

同は現実'1:界に仮想世界をオーバーレイするような

タイプのAu月mcntcdRealily(ＡＲ)をlli心にお話し

たいと思います。

ＡＲは｢(I蚕ターミネーター｣や「ドラゴンポール」

の0琴スカウター､妓近では｢巡脳コイル｣のように、

ＳＦの11t界では繰り返し表現されてきたコンセプト

です。八Ｒという席業にはいろいろな解釈がありま

すが、私は｢現実11t界や人間の身体を何らかのテク

ノロジーで期強、拡張する」という愈味で使ってい

ます。この愈味では、マーク・ワイザー氏が提唱し

た(199=ユビキタス・コンビユーテイングの概念に非

‘肘に近いと思っています。

人'111は｢物を見る」など現実空'1Mと常にインタラ

クション(相1K作用）しています。そこにコンピュー

識

｡-ターミネーター＝米国

で制作されたアーノルド．

シュワルツェネシガー主演

のSFアクション映画。

1984年公冊。

画･スヵゥターードラゴン

ボールに出てくるメガネの

ようなデバイス。相手の戦

闘力を計測する機能があ

る⑥

｡-ユビキタス・コンピュー

ティング＝1988年に米ゼ

ロックスパロアルト研究

所のマーク・ワイザー氏が

提唱した概念。ユビキタス
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〈血ｉｎ１１ｉ１ｒ,'１｡)は、同時に至

るところにある､遇在する、

あちこちに姿を現わす、と

いった懲味を持つ。マー

ク・ワイザー氏は、コン

ピュータの利用形態には三

つの段階があると考えた。

第１段階は大型コンピュー

タを多数のユーザーが利用

する、第２段階は1台のコ

ンピュータ（パソコン）を

一人が利用する、そして第

３段階は－人のユーザーが

多数のコンピュータを使う

｢ユビキタス・コンピュー

ティングjであると位置付

けたﾛ，

夕の力が介在し、現実世界に人間が働き掛ける能力

にコンピュータが何かを付加してくれるものが人間

強化)uのＡＲと耐えます‘，

なお､肱近,弼凹となっている尖IIlli像と仮想Ｉｌｌｊ服の

合成はＡＲの一部にすぎず、より専門的にはMixed

Realilv(ＭＲ）とも呼ばれます。

ｇＶＲと同時に研究が始まったＡＲ

ＡＲの研究は１９９０年代に第１次ブームがありま

したが、歴史的には1965年にO琴アイバン．サザ

ランド氏がｌｌｌｌ発した｢TlleUltim狐Ｃｌ)isI)lmy」(写真

1.1）に遡ります。これはバーチャル‘リアリテイ

(ＶＲ)の元川なのですが、何時に世界初の0雪雲シー

スルー)iiリハＲシステムでもあり主Ｌた“

I写国１．１ＶＲとＡＲの元祖『TheUltimateDisplay」
アイパン・サザランド氏が１９６５年に開発。
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アイバン・サザランド氏はコンピュータ・グラ

フィックス(CG)やインタラクティブ・コンピュー

ティング研究の側祖で、非常に亜要な研究をされた

方です。有名なのは60年代に作られた｢Sketchpad」

という0蚕GUIのシステムです。その後、サザラン

ド氏は世界初の0琴ヘッド・マウント・ディスプレ

イ（ＨＭＤ)を開発しました。

ThcUltimateDisplayは頭にＨＭＤを付けるので

すが、ＨＭＤにロッド(棒)が接続されており、ロッ

ドの角度を測ることで機械的に位置を算出できま

す。また、ＨＭＤはハーフミラーを採用しており、

横に付いているディスプレイの映像が視界と光学的

に合成されるようになっています。つまり、頭を動

かすと、シースルーで見える現実世界といっしょに

ＣＧの仮想11t界も動くというものです。他にも別の

ロッドを操作することで現実世界と仮想世界のイン

タラクションがある籾度できるようになっていまし

た。

ThCUltimateDisplayは60年代の非常に先駆的

な研究でした。その後90年代に入ると、もっと明

砿にＡＲやＭＲを意紬した研究が多くなります。

「ＫＡＲＭＡ」(次ページの写真1.2)はコロンビア大

学のステイープン・ファイナー氏が1993年に開発

したものです。プリンタを修理するときに、コン

ピュータが「この部分を引き11｝せばいいのですよ」

とＣＧで指示してくれます。これは超音波センサー

を使い、プリンタと頭の位悩を測定し、現実の視界

と仮想の映像をハーフミラーで合成することで実現

しています。

″アイバン・サザランド

＝米国のコンピュータエ学

者｡ＣＧやVR研究の先駆者。

役のＣＧやGUI技術に多大

な影唇を与えた。チューリ

ング賞を受賞している。

壷シースルー＝SeeThrou

帥。透過の意味。ＡＲのシ

ステムでは、ハーフミラー

を使って現実の視野とＣＧ

を光学的に、ね合わせる光

学式、またはカメラで樋影

している映像にリアルタイ

ムでＣＧを合成するビデオ

式でシースルーを実現して

いる。

唖ＧＵＩ＝GraphicaIUser

Intefface。

ロヶヘッド・マウント・ディ

スプレイ＝頭に装蘭する

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。
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I写真'1.2米コロンビア大学のステイーブン・フアイナー氏が1993年に開発したIKARMA
惟理方法を表示する。この頃から『現実と仮想のオーバーレイ」が実現されていく。

＝
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貢電＝雪琴

ａ歌舞伎座で気付いた

コンテキスト。アウェア

ＡＲのインタフェースで.’１t要なのは、「コンテキ

スト．アウェア・コンピューティング」(状況巡jW

J則コンピューティング）という蝋惣です‘！これは利

用稗が今、何をしようとしているのか、どんな助所

にいるのか、近くにどんな人がいるのかなど、利用

巷の周りのコンテキストをコンピュータが察知(セ

ンシング）し、コンピュータのﾉJで、例えばデータ

ベースから状況に適した↑IIi報を瞬時にﾘ|き川してく

るようなコンピューティングです。

私がコンテキスト・アウェアを明確に葱識したの

は、実は20年ほど前に歌脈伎座へ行ったときが堆

初です。歌郷伎座へ行くとイヤホン・ガイドを岱し

てくれます。歌舞伎を見ながらイヤホンを付けて聞

くシステムなのですが、実際に芝)片で演符が台制を

しゃべっているときはほとんど｛'１もi了いません。斌

荷がちょっと'''1を空けたときに、ぱっとそのときの

コンテキストに応じて、例えばこの後ろにあるここ

の様式は何という様式ですとか、時代･ｉｌｆ蛾はこうで



I写真１．３暦本氏が1994年にソニーコンピュータサイエンス研究所でIMI発した「Navicam・
ＩＤ昭腕によるＡＲハンドヘルド型ＡＲとして世界初だった‘』

砺Ｉ雨ＡＲの可鵬性と未来魂

■ＡＲの本質的なアイデアは

９０年代に出そろう

コンテキスト・アウェアという発想の1,.で、私が

ソニーコンピュータサイエンス研究所に入った

1994年頃にⅢ発したのが｢XaviCam」(写真1.3)で

す‐炎現したかったのは、ビデオに映っている現実

に対してコンテキストに介った↑１１州lを炎示したい、

ということでした。

とはいえ、、Ｉｉ時はカメラ付き携帯電話が議場する

はるか前です、「0念=ザウルス」のようなＰＤＡ(拙帝

whi州l端求)はありましたが、カメラは内施されてい

ません。そこで液,',11,テレビとカメラを無理やり組み

合わせて挑帯ﾉMの端ｲﾐを作成しました、ただ、端

求にコンピュータは入っておらず、ケーブルで米

0雪SGI製のコンピュータにつないでいました

傭報を炎,】：させたい対象物にはＩＤとして１次ﾉｔ

バーコードを貼り付け、それを認識させる方法をと

唖今ザウルス＝シャープが

Ⅲ発し、1993年から発売

を始めたＰＤＡ‘

噸善SGI＝米国のシリコンゲ

ﾗﾌｨｿｸｽ社ジﾑ･ク

ラークが創業。「Indy｣など
のグラフイソクス・ワーク

ステーションで一世を風廃

し、３次元コンピュータ・

グラフィンクスの進歩に大
巻く置献した

凹
卸
，
伽

Ｆ
ｆ
釦

すといった傭報を補足説明してくれます。非常に

ローテクな技術でｿを現していたものですが、これを

現実111:界に遮川できればコンテキスト・アウェア'）

インタフェースになると鵬じました

"‘,"錘,",廟討…墨

ｌ"１１$



0念識ジャイロセンサー＝物

体の角速度を検出すること

で、物体の向いている方向

を取得できる。ジャイロス

コープとも呼ばれる‘，

りました。現在の技術なら、例えばレンブラントの

絵ならレンブラントの絵として認抽し、関巡する情

椛の炎示が可能ですしかし､11時はコンピュータの

,i１．節能力がまだ足Ｉ)なかったので、少ないIiI,伽,tで

偲織できるバーコードを使う必笈がありました。

その後、NaviCamに05薪ジャイロセンサーを付

けました。バーコードから緋た絶対･肱川とジャイロ

センサーから111Lたｲ胃|伽･位仙によって、ツ剛'１に矢印な

どの情報を映すナピケーションをﾂﾐ現しました。

また、空間や特定のモノに情椛を貼り付けること

もできました。例えば誰かが本棚に対してメールを

送っておくと、その本棚の前をjmI)かかった人は

N;WiCamによってその怖報を取糾できるといった

ことが可能でした(写真1.4九

現在話題となっているＡＲの水凹的なアイデア

は、‘１１時のこういった研究でかなI)の部分が11}てい

たと思います。その後のハードウエアや}冊IMF地IiIi

サービスの進化で、蚊近になって現爽的なビジネス

として、再びこういった技術が兄lIlI:されているので

はないでしょうか。

I写真１．４NaviCamを使ったＩＡ電、己ntedBookshelf」
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■スケーラビリティの確保が課題

NaviCnmの次に、襖数の人がI1ilじものをjliｲj･す

る仮想窄I川、仮想作難環境をＡＲで作りました’

1996年の｢Tr&lnsVision」(写真1.5)というシステム

です。

TraI1sVisi()11はＶＲでよく使われていた0蚕地磁

気センサーを利IＵしました僅地磁界を苑ﾉkする装佃

があり、その周りでは地磁気センサーによって位世

を訓測できるというものです。磁気センサーをシー

スルー剛のディスプレイとカメラに取り付ければ、

それらの位liftが分かります。

州lIIIiすゐＣＧはすごくシンプルなのですが、ｆｆ賊

が現実111:界で、ＣＧの人きさに空間的な終合性を持

たせたので結撒リアルに見えます。ＣＧの影をテー

ブルの位ftに合わせて落としているので、テーブル

に対してＣＧがどれくらいの大きさ力､が分かるので

す。当時は「併用現実感｣などと呼んでいました。

さらに、イ11Ｆがどこを指差しているのかといった

空Ⅲl的な''１１州(もｊＷｌ､できます。lIilじようなシステム

I写真１．５１９９６年開発の「TransVision」

実世界中で仮想オブジェクトをマルチユーザーで共右できた

ｴＤ･地畷気センサー＝地磁気

を利用して方位を測定する

ためのセンサー。盤気セン

サーとも呼ぶ。

鋼１画ＡＲの可能性と皐尊､栗 3５



唖マーカー＝m8kero棚

１，．２次元バーコードのよ

うな白照パターンや登録し

た画倣などを使う。

3６

をＶＲで実現すると、お瓦いの手の形などがすべて

淵えてしまい､ＣＧだけになります。それよりもシー

スルーハリのＡＲで作った方が、はるかに問い共有感

が得られます。

TransVisionは現在の技術で作り直せば、新世代

のハンドヘルドのエンターテインメントのような展

開が可能だと思っています。

インタラクションを共打できるTransVisi〔》J1は非

常に可能性があるシステムだったのですが、磁気セ

ンサーには問題がありました。糖度があまり良くな

く、位潰をトラッキングできる範llHもかなり限られ

ていたのです。Ｗｌ猟された空川の111では利用できる

のですが、広い窯lIllでは使えませんでした。今後、

携帯電話などで腿開されてゆくＡＲのシステムも、

スケーラビリテイ（拡張性)をどのように確保する

かが血要なポイントになると思います。

α９６年にマーカー型ＡＲ

「CyberCode｣を開発

1996年には｢CyberCcde｣(写真1.6)という0蚕マー

カー型のＡＲも作りました。私が知る限り、おそら

く世界初のビジュアル・マーカー剛のＡＲシステム

です。

２次元バーコードをマーキングする||:組みで、中

に描かれているバーコードからどのような物体かを

読み取ると同時に、全体の四角形の変形具合から、

空間の中でどの角度からカメラが見ているかを逆算

しています。逆紳:によって位置と方殉が分かれば、

あとはＣＧを描I町するだけです。現丸１１t界にマー

カーさえ貼ってあれば、カメラによる画像腿識に

よって３次元空間の中で整合されたＡＲが非常に簡



U写真１．６１９９６年に間発した世界初のマーカー型ＡＲ「CyberCode・
左は開発段階のメモ。

口口碑画］ ﾝkｑ I,

、

L』

●
(‘‘11,

Pﾛ

６

恥

揚．.､ｉ照
と王?８

夕 、

Ｉ，ＣＦＲ１

ｐＥＫＦ１１
Ｊ勺

jっ『． ｒ

雪雲参

IIi､にｿﾐ現できるのです磁気センサーのようなiWiilI

なハードウエアは必災ありません。

マーカーのサイズを大きくすれば、ＣＧもそれに

合わせて大きくなるので、ＣＧのソファを実物大で

部雌の中に配脱する家災のレイアウト・シミュレー

ションといった応川が考えられますまた、，Xﾉﾉ体

の全表而にマーカーを貼れば、ちょうどＷ７体の中

にＣＧが入っているような感じで描画できます

現在では、マーカー刑のＡＲは既に完成された技

術と貢えますエンターテインメントでの沿川な

ど､いろいろなアプリケーションがあると思います。

１９９８年にソニーは「ＹＡＩＯＣＩｌという、溌近(2009

，

刺

鯛１冠ＡＲの可能性と索蕊３７



U写真1.72007年に発売されたPLAYsmTloN3用ゲーム「ＴＨＥＥＹＥｏＦ｣uDGMENTJ

》
（
》

年)甜迦になっている「vＡＩ(）Iypcl>｣のﾄ'１先に､I1た

るようなカメラIﾉ､j磯の紺災ｊｕのノートパソコンを発

光しました。災はその'１'にCylx''．C()(k,を腿1V,とし

て入れていて、カードをかざすと３次ﾉ6ｃｃが炎,パ

されるといった機能がありました。

しかし、あまりにも時期尚''1で、ノートパソコン

のビジネス的な仙川||的とcylx‘'｡c()(ｌｅのエンター

テインメント的なI|的が必ずしもマッチしなかった

こともあり、それほどブームにはなりませんでした。

ただ、コンシューマ向け製1冊に入ったＡＲシステム

としては、おそらくＭ１:界初だったと思います。

その後、ソニーの''１ではcyl)Ｃｌ．c()｡Ｇを使ったWｉ

しいエンターテインメントを作ろうという紙があ

り、過去数年間、ＰＬＡＹSTATIONの企1町御淵荷と

協縦を統けています2007年にはPLAYSTATION3

で｢ＴＩＩＥＥＹＥ（)FJUDGMENT｣(写真1.7）という

ケームを発光しました。Cybe1･Codeのテクノロジー

を使い、カードのｋにＣＧを描側していますビ

と圭占
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ジュアル・マーカーを使い、ネット対城ができ、

ＡＲを複数のユーザーで災布しようという、いろい

ろな研究のエッセンスが全部入ったケームです。ま

た､カード以外にも指を測搬しており､指でバーチャ

ルなキャラクタを動かすという技術も入っていま

す。

NaviQlmの頃はワークステーションのiil舎算能力

を必要としていたシステムが、今ではコンシューマ

向けのケーム機で何の問題もなく処理できます。ハ

ンドヘルドのケーム機で同様のシステムを実現する

ことも、まったく問題のない水唯に到述していると

思います。

ＴＨＥＥＹＥＯＦＪＵＤＧＭＥＮＴは、大規模な商品の

中でＡＲを一般の方に体験してもらえた点が大きな

意味を持ちました。世界初の本格的なＡＲエンター

テインメント・コンテンツであったと思います。

口ＡＲと相性がよい可視光通信

研究の視点からは、ビジュアル・マーカー以外に

もさまざまなアイデアがあります。例えば、ソニー

木原研究所(当時)と共l‘１で｢IDCamcra」という研

究を行いました。

これは0金可視光通信を使うものです。照明が

0琴ＬＥＤになると、ＬＥＤの高速点滅にＩＤの情報

をエンコードして乗せることができます。カメラは

通常の６０フレーム／秒といったものではなく、４

万8000フレーム／秒などの高速撮影できる機器を

使えば、自然の映像と何時に、ＬＥＤの点滅にエン

コードされている悩報を取り出せます。ＬＥＤのピ

クセルごとに異なる梢撒を恥せることも可能です。

可視光通信とＡＲは非常に相性が良いと考えてい

●可視光通個＝人の目に

見える「可視光」を利用し

た通侭技術のこと。実用化

に向けた動きが加速しつつ

ある。技術的には、LED照

明を使い、人間の目で分か

らないほど高速に光を点滅

させたり、光の強度を調整

したりすることで愉報を送

る。伝送速度は数Ｍ～数

十Ｍビット／秒。実鉦実験

では高速通侭用LEDを利用

することで1Ｇビット／秒以

上の伝送速度を実現した

ケースもある。最大の特徴

は、送個唖に照明器具を利

用できること。あとは、撹

帯鎧末などに憂個機を付加

するだけで佃報を配個でき

るようになる。照明器具は

元々、見通しの良い埋所に

あることが多く、設置ス

ペースや電源の問皿は生じ

ない。

｡ＬＥＤ＝LighlEmitling

Diode･発光ダイオード。

鯛１画ＡＲの可脆性と未来３９
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ます･未来のネオンサインは、人|H1に見えるネオン

を発光するだけではなく、人間の眼には分からない

ほどiWi迎点滅することで、怖判iを発{内する源にもな

るのではないでしょうか‘

■屋内の位置測位は無線ＬＡＮで

秘は｢0琴Pla(･cEngiI1e」というテクノロジーを進

めているU季クウジットに参加しています画’'１iK,〔、

EIlgiI1cは無線ＬＡＮのアクセス・ポイントの‘'１１州（

を分析して、そこから現在地を取得する技術です

もともと実現したかったのは､ﾂ帥１１に与具やタグ、

ポストイットをlllIiI)付けることですぐ写真1.8)．こ

れを何とかしてスケーラビリティを上げて実現した

いと砦えました。妓初はＰIIS兼地吋のフィンガー

プリント（電波の桁紋)の信号パターンと位紺,州ｉ

を紬び付けて、ｊ〕Ｍ;｣山を求めていました。雌近では

雌線ＬＡＮが尚密度に牌及していますので、雌線

LAXアクセス・ポイントが発僑する0蚕ビーコン

を愛１１ｹしてこ角測１１tで現在地をIil･ｳ):しています。現

ｲｌｉ、Ｉ'|acclｳngilwのプロジェクトがlJliつデータベー

スには、東j;(近辺だけで１００万1A１以上の位世'h'州iと

画･PlaceEr喝inｅ＝クウジソ

トが提供する無線ＬＡＮを

J1｣用した位置悩報サービ

ス。接縦している無線LAN

アクセス・ポイントから現

奔付潰を特定する

｡-クウジット＝2007年７

月般立｡位置儲州を独御１．

るPlaceEngineなどの叩業
を厩冊している

。･ビーコン＝荒線LANア

クセス･ポイントが一定間

隔で発信する磁別僧号命

Ⅱ写真１８１９９８年にソニーコンピュータサイエンス研究所で試作した｢空中ボストイツト」
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