
結び付けられたアクセス・ポイントが儀録されてい

ます(写真1.9）

雌線Ｌ/Ｗを使うメリットの・つは、ht内で使え

る点です，０ｓ=ＧＰＳは雌|ﾉ､jでは使えません。無線

ＬＡＮは曝内に設世されていることが多いので、屋

内朔の位悩認縦に適しています。１階や地下といっ

たフロア‘|､lliWlの収１１卜もできます。ハ§Iﾉﾘであればあら

かじめかなり厳幡にキヘ'リブレーションができます

ので、誤雄ｌ～２メートル灘度の精度で位世認識す

ることが冊｢能です。

PlaccEn卿incは郁IIj部での１１'i服猟境の終llNiにliﾘい

ていると思いますこのようなテクノロジーがコン

テキスト・アウェアを支え‘るものとなり、ＡＲを実

現する手段としても大きなＩｌＪ能ﾔkを排つと考えま

す。

また、さらに柑度を,Wiめたい場合は、０念=ＵＷＢ

という唯波を使い、その到来時間を計illllするテクノ

ロジーがありますＵソニーコンピュータサイエンス

研究所ではＵＷＢと瓶子コンパスを細み合わせた

崎霧ＧＰＳ＝GIobalPosiIio

ningSystem：全地球測位

システムヮ米飯が打ち上げ

た24個の人工衛星と地上

の制御局、利用帯の移動局

から拙成されるシステム“

移動局と三つ以上の衛星と

の距離を計測することで、

移動局自身の平面上の位置

を知ることができるｃ四つ

以上の衛星を利用すれば､

３次元的な位悩を測定でき

る。術星と移動局間との距

離は、電波が到遮するのに

要した時柵から計箕する

”ＵＷＢ＝ＵＩｔｒａＷｉｄｅ

Ｂａｎｄ，

U写真１．９PlaceEn9ineのデータベースに登録されている無線ＬＡＮアクセス・ポイント
白い点がアクセス・ポイント。

叩１軍ＡＲの可IiI114Iと汁､采４１



コケＩＳＭＡＲ＝ImemationaI

SymposiumonMixedand

AuUT1entedReaIityoARと

ＭＲの国際学会。
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ＡＲも試作しています。

α“風景''をマーカーとして

使う研究が進む

鹸近は、マーカーを現実空間のすべてに貼り付け

ることは不可能なので、“風峨"そのものをマーカー

として使う研究が世界的に盛んになっています。凡

体的には、画像を分析し、その風蹴固有の特徴鐙を

抽出する方法です。特徴品をデータベース化してお

けば、マーカーとして利用できるわけです。

ただし、世の中にあるすべての風畷の特徴髄をあ

らかじめ醤職することは不可能です。そこで

PlaceEngineのようなテクノロジーを組み合わせま

す。例えばPlaceEngineから渋谷のハチ公前にいる

ということが分かれば、渋芥のハチ公前付近の両像

の特微吐だけをデータベースで検索し、マッチング

します。この方法であれば、愉報的な爆発が起こり

ません。

⑧マーカー型は‘‘枯れている"、

新発想のアプリに期待

話をまとめると、技術的な現状としてはＡＲの基

盤技術や要素技術はさまざまなものが研究されてお

り、過去１０年以上にわたって0蚕ＩＳＭＡＲという

国際学会やＶＲの凹際学会などで盛んに研究成果が

発表されています。専門の立嶋から言うと、ビジュ

アル・マーカー型の技術は．枯れている河ので、そ

れを使ってどのようなアプリケーションを作るか、

あるいはコンテンツをどうするのかという方向に話

題が移っていると思います。特にマーカー型は

ARToolKitのようなオープンソース・ライブラリ



があるので、一般の方でも簡単にＡＲの11t界を構築

でき、いろいろなアイデアを試すことが可能になっ

ています。

ビジュアル・マーカーを使わない方式は、世界中

で多くの研究が行われているところです。計算量や

安定性、糖度など、いろいろな点で急速に発展しつ

つある状況です。おそらくこちらの方が腿期的には

本命になる技術で、スケーラビリティの而からも期

待できます。

近い将来、例えば渋谷でバツと携帯fIi話を取り出

すと、システムが周りのビルを全部魁撤して、ＡＲ

的に情報を付加することは、聯門的な観点から見て

も実現可能性が高いと思っています。

情報の描画に関してもいろいろな研究がありま

す。シースルー型以外にも、小型のプロジェクター

で対象物に愉靴をr〔接投影して表示する研究などが

盛んに行われています。描画の実現手段もさまざま

な可能性があることを心に留めていただければと思

います。

ＡＲは今、研究領域から実用領域に移ってきてい

ます。要素技術的にはかなり実用的に使えるものが

あるので、それらをどうやって実際の使えるアプリ

ケーションやコンテンツに落とし込むかがカギで

しょう。

一方でＡＲ的なインタフェースのアイデアは、１０

年前からそれほど変わっていないのも班実です。今

後、もっといろいろな人がＡＲの111:界に入ってくる

ことで、今までとは全然異なるアイデアが提案され

て、それがプレークスルーを生み出すのではないか

と期待しています。

第１園ＡＲの可噛性と未来４３





間第２章

携帯電話でのAR活用

『実空間透視ケータイ」

aUlhor：小林亜令
M,式会社ＫDDI研堂所特別6jl究昌

ｌ州寵話を使ったモバイルＡｌ(の研究事例紹介

と、ＡＲの肝となる「センサー・データ・マイニン

グ」という技術シーズが、将来のケータイにどのよ

うな変化を及ぼしていくのかを紹介します。

■高機能化が進んだ携帯電話

イル怖じ話は高機能化が進んでいますところが、

これが必ずしもユーザーの満足幽向｣上につながって

いないところが大きな間迦ﾉﾉです。ｌ()ｲドほど,iiiの

l州沌話をイメージしていただくと、人〃系はテン

キーとマイクがあって、処理系には貧弱なｃＰｒが

救っていました

例えば、ＫI)l)Iのイル淵噸ﾙはl()年ほど前、ＡＲＭ７

という数l-MHz州災のＣＰＵを１枚搭賊していまし

た。そこで６ｓ=ＣＤＭＡ通信を行い、アプリケーショ

ン・プロセッサの役１１も果たしていました屍その結

M1:、アプリに仙え為ＣＰじはn審ＭＩＰＳ価に換紳:す

あと、数ＭＩＰＳレベルの処理能ノルかありませんで

した。

琴ＣＤＭＡ＝CodeDMsion

MUIliPIeACCGSSo符号分

割多元接統“限られた帯域

幅の禰波癌使って複数端末

の通信を可能にする方式の
一つ,、

工蚕-ＭＩＰＳ＝MiIIionlnsmIc

lionsPerSecondoコン

ピュータが1秒間に実行で

きる淡御処１１'。１９７０～８０

年代にかけてコンピュータ

の性能の指概として多用さ
れた内

鰯２京｝蹄W踊鮎石のＡＲ活用｢実空間通祝ケータイ」４７



i図２．１挽嘉電騒からケータイヘ

４８

従来

厩入力系：テンキー、マイク
｡処理系：貧弱なＣＰＵ、メモリー

国出力系：スピーカ､バイブレーション、
低解倣度なモノクロ液晶画面

国サービス：通酷、（メッセージ）

→ユーザーが槻帯電酷の機能(サービス)を理解し、

現状

操作していた

慰入力系：テンキー、マイク、GPS，カメラ、地惑気センサー、タッチ・センサー
加速塵センサー、照度センサーなど

鷹処理系：リッチなCPU、メモリー、マルチメディア・プロセッサ
峡出力系：スピーカー､バイブレーション､溜解像度なカラー液晶画面

サービス：多数

→ ユーザーがケータイのすべてを理解していない

川力系ではスピーカやバイブレーション、低解像

度ながらモノクロの液晶が付いていて、サービスと

しては通話やメッセージング、コミュニケーション

系のサービスが中心でした。今と比べると機能が限

定された端末ですが、逆にij｢うとユーザーは榔帯弛

話を間うときに既に機能をすべて理解していて、挑

帯は．､操作する”対象であったと言えます(図2.1)。

－･方、現在の桃帯電話は入力系が増えており、特

にさまざまなセンサーが搭戦されていることが特徴

的です。また処珊系は非備に商性能なＣＰＵで、２

枚のＣＰＵを積んでいるものが中心です。アプリ

ケーション側のチップは数両MHz程度のクロック

数を持つ処理能力の商いもので、マルチメディア・

プロセッサも別に硲戦しています。メモリーにはア

プリケーションを実行する空ⅢIが数十Ｍバイト程

度存在しますし、データを保存するためにｌＧパイ



卜近い空間が存在しています。

そして私もすべてを把撮できていないほど、現在

は多数のサービスが存在します。その結果、ユー

ザーは柵帯髄話を買う時点で、すべての機能を把握

できていません。なおかつ操作をしていく過程で

も、新しい機能をどんどん覚えていく状態にはなっ

てないと想像しています。

これからのユーザーは、挑帯電話と対話しながら

携帯地播の価値を見いだしていくべきと考えます。

携帯通話を触りながら、柵帯電話の使い方を理解し

ていく必嬰があるでしょう。つまり挑補迩鮒は､"操

作する”対象から、“対話する”対象に変わっていき

ます。ＫＤＤIとしては、こういうことを問題提起し

ています。

⑪次々に搭載されるセンサー

現在目立っているのは、センサーが続々と挑帯竃

話に戦ってくるという現象です。ほとんどセンサー

百葉箱といった状態になっています。その背殿に

は、二つの現象があります。

一つ目の背景としてあるのは0蚕ＭＥＭＳに代表

されるセンサーの製造技術の発達です。ここはＨ本

が非常に得意とする分野です。その結果、カメラ、

摩GPS,0琴地磁気センサー､0琴加速度センサー、

0雪ＲＦＩＤといった多数のものが榔稀巡甜に戦って、

さまざまなサービスに使われています。

２番目の背景として、コンテキスト・アウエアな

サービス、つまりユーザーの状況に応じたサービス

への川待が広がっていることがあります‘，例えば

KDDIの｢ＥＺナピウオーク」などのナビゲーシヨン

のサービスや、「auSmartSports」や｢K制radａ

●ＭＥＭＳ＝Mic『oEIect『o

MechanicalSystem･半導
体の微細加工技術を使って

作製した微小な郁品で偶成

する電筑機械システム。

●ＧＰＳ＝GIobaIPositio

ningSystemo全地球測位

システム。

〃地田気センサー＝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。

0か加速度センサー＝端末

の側きや根動を検出できる

センサー。挽帯獄膳機の

カーソルの移動やケームの

コントロールに利用でき

る。

●ＲＦＩＤ＝RadioFrequ

encyIdentification・ＩＤ番

号を持つ小さなタグを、無

線で腿織できるようにする

技術。

鯛２軍携輔固騒でのAR活用｢実空間透視ケータイ」４９
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Manager｣というスポーツ系､健康管理系サービス。

ＮＴＴドコモからは、「iコンシェル」のようなプッ

シュ型の梢報配信といったサービスが、続々と展側

されています。こうしたサービスのために、ユー

ザーの状況を取得したいというニーズが拡大してい

ます。

このような背景から、センサーの力を借りてユー

ザーが柵帯地話とうまく対話させられないかという

のが、この研究プロジェクト「実空間透視ケータイ」

のベースとなっています。実空間透視ケータイが目

指しているところを３点挙げます。

１点目はユーザーが柵帯趣話と対話できるアプリ

ケーションを目指します。２点目はさらにユーザー

の直感的な入力を受けて、センサーが実空間情報を

取得して、ユーザーが期待している以上の出力を返

すことにより、ユーザーが購いたり、楽しくなった

り、使い勝手のよさを感じたりといった効果を引き

出すことを目指します。そしてユーザーが、携帯趣

話にはこういう使い道もあるのかという新たな価値

を発見してもらうという日標です。

口携帯電話を｢釈迦の手のひら｣に

人とセンサーと実空間という櫛図で見てみましょ

う（図2.2)。まず、人が直感的なアクションを起こ

します。実空間透視ケータイにおいては、端末を目

的の方向にかざすという行為になります。

こうした直感的な入力を受けて、センサーが実空

間情報を取得し、ユーザーの状況を理解します。こ

れがセンサー・データ・マイニングです。その結

果､ＡＲを使った出力を返すことにより、それがユー

ザーに驚きや楽しさ、利便性といったポジティブな



I図２．２人とセンサーと実空間の橘図

入力、ロジック、出力、効果の４段階のサービスとなっている『

⑪入力：

ユーザーの直感的なアクション
(端末操作、通常の生活）

蝶
（人）

③効果：

ユーザーの驚き、
楽しさ、利便性

④ロジック：

センサーが､その時の実空間梢報を取得し､ユーザー
の状況を理解する（センサー・データ・マイニング）

（センサー）（実空問う

③出力：

AugmenIedRealltyを使った獅度な爽現。
ユーザーの状態に応じた機能の実行

感‘Ni効果を引き起こすことを狙っています。

笈窄'''１透視ケータイは．､突空llljkにｲｲl畠するモノ

や人の状態を、鵬'Ilflu稲を使って把捉したい”とい

う股終ゴールを役いています。

この状況をとても端的に表しているものが、「西

遊肥｣のシーンです。お釈迦様と孫↑冊暇が、孫悟空

が11t界の果てまで行けたら111界は孫冊空のものにな

るという賭けをするのですが、結肘，係悟窄はお釈

迦隙の手のひらの上でIliiらされていただけだったと

いう有名なシーンです。実はあのシーンに近いこ

と、つまり柵帯地il1iを使って、’'１分に関辿する世界

の縮側を''1〔感的に把撮するというのが発想の由来で

す。

Ｉ叫遊記では、孫悟空が仙の果てと思える柱に落背

きして州ってきたら、災はお釈迦様の-狼のひらの上

だったという荊ですが、お釈迦柳から兄ると、孫慨

杢がIltの中のどこにいて、何をしているかがつぶさ

に分かるということです。さらに手のひらという非

剛巳軍掘葡電溺でのＡＲ活用l突璽問透視ケータイ」５１



術に直感的なヒューマン・インタフェースを用いて

いるわけですもちろんこうした超能力は、人間に

はできませんが、ｌルl瞬醗＃を使うとそれに近いこと

ができるのではないかという勝えが根底にありま

す

■ｉ実空間のモノや人を容易に把握

このﾐ空llll透肌ケータイというアプリケーション

は、二つの大きな機能で附成されています一つ目

は、実空間上のモノや人を簡Iiiに把握したいという

機能です。そのために１１１〔感的なヒューマン・インタ

フェースのコンセプトを利川しています１従来であ

れば、KDDlのサービスで実窒間上のモノや人を把

掘しようとする場合は、道路地側を使います。「ＥＺ

ナピウォーク」が例です。道路地例を災示して、

(;ＰＳで〔1分の位仙をプロットして雌知維蹄を川す

というサービスです(写真2.1）

一〃、「モバイルＡＲ｣、つまり実空間の映像に仮

仙のオブジェクトを提示して'Rね合わせ炎,すると

I写真２．１現在の位置情報の例
実際の道路地図にＧＰＳで取得した位置情報などがプロットされる［

5２
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いった研究も行われています。もっとも私は、モノ

や人を把撮するなら道路地似|や突空|川の映像はなく

てもよいjﾙ合があるのではないか、というアプロー

チを取っています。もちろん地図を仙うアプローチ

がベストなシーンもたくさんありますし、これを

使ったビジネスは成功しています。しかしこれだけ

ではなくて、もっと1,,Lやすいとか、もっと雌いとか、

もっと使いやすいといったインタフェースがあって

もよいと吟えました。

私は非常に情Ni{itの少ない地図を使っています

(写真2.2）実空lIll透視ケータイのロ的はモノと人

を把柵することなので､モノと人しか災示しません｡

道路地lXlや映像にMul当する部分は、端ｲﾐの後ろに広

がる実空間を自分のＨで見てくださいという、割り

切ったアプローチです、

道路地似lなどを炎示しない代わりに「かざす」と

いう行為によって、ユーザーが尖窄問に対して端ｲ〈

をかざした部分をクリップするイメージです。つま

I)、すべての人にとって同じように兄える実空間に

I写真２．２小林氏が研究するモバイルＡＲの位置情報のイメージ
人とモノなど簸低限の梢釧だけを表示する盆

雛２軍鵬冊飛胎でのＡＲ湖１１｢典型間逓脱ケータイ 鋸



ＫＤ－ＣＧＭ＝ＣｏｎｓｕｍｏＩ

Ｇｅｎｅ｢aledMedia･イン

ターネットなどでユーザー

が情報発信するメディアの

こと。ＳＮＳ（ソーシ．t'ル・

ネットワーキング・サービ

ス)やブログなどが代表例１，

対して、その一部をくり抜いた端,klIlIi間の領域は、

|:1分のためのlIt界ということです(写真2.3)。

ここでデモンストレーションを紹介しましょう。

ＡＩ(宿の近くにあるKDDIDesiglliI1鷲SUIdi()という

ショールームで、実空間透視ケータイを実際に操作

できます。内容は、向分のl‘liIりの典空間上にあるグ

ルメ補W1を紹介するというアプリです。「食べログ」

という便渉ＣＧＭサービスと辿イルして、KDDI

DcsigningStudi()周辺のクチコミ・ランキング上位

２０位の飲食店を炎示します。

実際に触っていただくと礎空間と端末の巡励感を

感じていただけますが、州,kをかざした〃|ｈｊにあ為

コンテンツが表示されます目の前に見えているも

のだけを炎示するわけではないので、ズームすると

逆<にある店舗まで見えます。例えばカメラを壁に

li1Iけて搬ると、淵､なら雌が煽って終わ})ですが、

その蹄の|ｲﾘこうに何があるかを透視するといったこ

とができます。もちろん水､'1に透視するわけではあ

りませんが、仮想的に透視したような表現ができる

ﾛ写国２．３実空間透視ケータイの画面イメージ

斑

…_…:盤
浦臼ロ

星空閲避視グーｇイ

画I塾Ｌｕ画匝仙騨唖

承R･坤祇靴召Ｈ１1町

"~ヨ



というわけです。

回３軸の地磁気センサーと

３軸の加速度センサーで６軸に

こうした技術がどういうアプローチを取っている

かを考えましょう。まず携帯通話の位憧情報は、ＧＰＳ

衛星の信号や蕪地局からの遡界強度を使って測肢し

ます。さらに、ＫＤＤＩの0季Ｇ'zOneW62CAとい

う市販の携帯電話端末は、「6軸センサー」と呼ぶセ

ンサーを搭載しています。このセンサーを使うと３

次元上の盗勢といったものまで計測でき、瑚末の画

面ではかざした桃帯地話の向こう側を擬似的に透視

できます。

この６軸センサーを使った仕組みについて紹介し

ます。端末には旭化成エレクトロニクスの６軸セン

サーを搭職しています。６軸センサーとは、３次元

の地磁気センサーと、３次元の加速度センサーを組

み合わせたセンサーであり、二つの独立した３軸ベ

クトルのデータを使うことにより、安定して地球上

の姿勢が分かるという仕組みです。

３次元の姿勢というのは、「Yaw」と「Pitch」と

｢Roll」という三つのパラメータで表現できます。北

から何度曲がっているというのがＹａｗ，端末が地

表面から何度起きているというのがPitch、湘末が

どのぐらいよじれているかがRollです。三つのパ

ラメータを算出できれば、地球上における端末の３

次元的な姿勢が分かるというものです(次ページの

図2.3)。

ＧＰＳ衛星や進地局からの僧号を使って仙悩をは

じきIＨして、婆勢は６軸センサーで検出し、えつの

情報から液晶画面の向こう側の空間を計算します。

毎Ｇ.ＺＯｎｅＷ６２ＣＡ＝

KDDIが2008年７月に発売

した携帯電館。耐衝撃、防

水機能を持つ｢G,ｚＯ鴫」

シリーズの嬉末。方位や温

度､潮位などを衷示できる。

カシオ断算槻製。

鯛２章撹帯蹴騒でのＡＲ活用｢実空間透視ケータイ」５５



8図２．３６軸センサーを用いた園末姿勢取得

空間座楓系と鎧末座楓系の回転角度を喪すPitch角・RoIl角・Ｙａｗ角＝方位角を計算するには、少な

くとも二つの独立した３軸ベクトルのデータが必要。このため６輪電子コンパス(３軸地磁気センサー

＋３軸加速度センサー）を、空間姿勢の検出に利用する。

(資料提供：旭化成エレクトロニクス）

唖ＯｐｅｎＧＬＥＳ＝OpenGL

forEmbeddedSyslems･

柵帯電飴蝋末などモバイル

楓器用の３次元コンピュー

タ・グラフィックスＡＰＩ

(ApplicalionPmgramming
Inte巾Ｃｅ)群。３次元CGの

APIとして古くから使われ

ている｢OpenGL」のサブ

セット。ＥＳは、Ｅ､由edded

Systau電の略。Symb園、ＯＳ

などで採用されている。

5６

鰭篭Ｉ

その結果、ユーザーはこのあたりの紳庇経度から、

ある方向を向いていて、ある飢域を兇ようとしてい

ることをセンサーが理解します。

そうすると、ネットワークでつながったサーバー

にあるデータベースから、自分の位価の周辺にある

モノや人の悩報をダウンロードします。このダウン

ロードした情報の中から描画すべき愉報を検索し

て、正しい描画位潰にマッピングしていくという処

馴をしています。拙帯趣話には、０雪ＯｐｅｎＧＬＥＳ

に対応した３次元グラフィックス・アクセラレータ

が搭紋されており、描画処理の高速化を岡ることに

よって、端末の姿勢変化に対する高い連動感を実現

しています。

具体的には、まず挑帯晒話は位俄測位ミドルウエ

アを使ってＧＰＳ術星からの倣号を使って測位をし

ます。または、ベースバンド・プロセッサが、



ﾐ蛎誇１ﾐド漣アアヵケーシヨンｏｓ

帥２軍挑聯詔昂でのＡＲ沼Ⅲｌ爽璽川|遜拠ケータイ１

『
１

’
…
Ｉ

狸空胴遡視ケー鉾ｆ･ア罫リケーン空

6獄裟ヲ｜ﾐド脇ア

3図２－４壷間揖視ケータイ・アプリケーションの柵造

6軸

ンサ

シ罰ン

fサ

ＬＣＤ：LiquIdCrySlalDisp1ay

KDDI(ＣＤＭＡ)の」'鳴地局との巡界強度を使って、

位悩測位結果をはじきだします次にアプリケー

ションは、桃,IMf1IiIliの皿{‘iチップを仙ってネット

ワークの先にあ為サーバーに問い合わせをして、

データベースからｎ分の位世周辺のデータをダウン

ロードします。

その陵、６iIililセンサー・ハードウエアに対応する

ミドルウエアを仙って、ユーザーの３次ﾉ1hｔの盗勢

を測ります。さらに、液結画面の向こう側の練度経

度空IllIを計算して、先ほどダウンロードしたデータ

ベースの一部から１１１１服を検索して炎示します‘、炎'Jﾐは

グラフィックス．アクセラレータに対応する()peI1GL

ESミドルウエアを使って高速レンダリングをして、

液胎liIIilmに表示するという仕組みです(図２４)。

5フ

■地磁気のキヤリブレーションは必須

こうしたアプリケーションを作るに淵たって、技

術的な課題がいくつか見つかっています。解決でき

ている部分とできてない部分、IlIIjﾉﾉが存在しますの

で、それぞれ紹介します，

まず一つ目は、キャリブレーションが必喫という

問題です。地磁気センサーでは、磁場を発4kする環



境に近付いていくと、磁性体が生じる磁場の影響を

受けてオフセットがかかってしまうという問題があ

ります。それに対応すゐために、旭化成エレクトロ

ニクスの技術を使って、オフセットをダイナミック

に補砿する方法をとっています。

具体的には、短時間の３軸地磁気測定データが、

オフセッl､を１１i心、地磁気サイズを'卜従とした球の

炎liiiに分ｲifするという将i'kを使って、オフセットを

逆算しながら補正しています(図2.5)。

これでキヤリブレーシヨンの問題は解決できます

が、もう１点、まだ解決できてない郁分があります。

磁場''１体がひずんでいる珊境の下では、検出できる

盗勢精度が低下するという問題です。特に、屋内の

鉄筋の密庇が非常に高いjﾙﾙi:で影響が川ます｡

I図２５磁気オフセットを自励鯛題するためのＤＯＥ（DynamicOffsetEStima11On）アル

ゴリズム

短時間の３拍磁気測定データが、オフセットを中心に、地磁気サイズを半径とした球の表面に分布す
るという性質を使って、蓄積した３軸礎気測定データからオフセットを逆算し続ける。

(資料提供旭化成エレクトロニクス】

5８



その一例が高屑オフイスビルの屋内でしょう。高

屑ビルでは、２～３メートルおきに太い鉄筋がたく

さん並んでいることがあります。この猟境下で６軸

センサーを動かすと、姿勢愉報が鹸悪20庇以上ず

れて表示されることがあります。この問題は未解決

であり、今後の課題です。

四手ぶれ対策も難しい

もう１点は、端末の姿勢梢報に応じてレンダリン

グするときのことです。人の手は完全に静止させる

ことが難しいので、手が少しでも動くとiiIi而の表示

までが動いてしまい、手ぶれのようにがたがた動い

て見づらい状態に陥ります。たとえピッタリ止めて

も､センサー・データには揺らぎが生じているため、

いつも同じ結果を出せるとは限りません。これを避

けようと、しきい値を取って動きを補正しようとす

ると、ゆっくりした動きに反応できないことがあり

ます。平均値を取って動きを補正しようとすると、

速い動きに追従しなかったりという微妙な問題が起

こり、使い勝手の低下を引き起こします。

センサーからのデータをフィルタリングに似た機

能を使って加工して、ユーザーが静止させたときに

は止まるといったことや、ゆっくりした動きや速い

動きでも連動することが、ある程度まではできるよ

うになっています。

最後は位置測位誤差です。屋内のＧＰＳ衛星が

まったく見えない場所では、基地局との巡界強度で

計測することになるため、１００～200メートルの誤

差が発生してしまいます。この課題も未解決です

が、ＫDDIでは６軸センサーを使った屋内位悩測位

技術の研究を行っています。

鋼２峨挽帯雨紹でのＡＲ活用『実堅田透視ケータイ」５９



色センサー情報を基に

ユーザーの状態を推定

ここまでは姿勢連動型の直感型ヒューマン・イン

タフェースの話でしたが、ここからはユーザーの状

態について考えます。つまり人がどこにいるかだけ

ではなく、その場所で何をやっているかを推定する

機能です。従来ではメッセンジャーなどのアプリ

ケーションで、「退席｣、「取り込み中」などの状態

を表す言葉を手動で選んで登録させるのが一般的で

した。この作業を人Ⅲが行うのではなく、自動的に

できるように、センサーがユーザーの状態を推定す

る技術を開発しています。

状態にかかわる情報は、５Ｗ１Ｈというくらい多棚

多様にありますが、そのすべてを推定できる技術は

まだありません。現時点で私たちにできるのは、

｢走っている｣､｢歩いている｣､「自転I1i｣､｢停止｣､「自

動車｣、「バス｣、「電車」という七つの状態を推定す

ることまでです(表2.1)。精度が１００％でないのが

残念ですが、小規模な爽験レベルでは、８０％以上の

梢度で把握できます。

ここまでユーザーの状態が分かると、さまざまな

アプリケーションが考えられるようになります。例

えば、「地11[に乗ったら、携帯巡柵の般定をマナー

ﾛ霊２．１ユーザーの移動状恩自動推定方式で推定した７穏頚の移動状囲

センサー情報から走行、歩行など７種類の移動状態を８０％以上の糖度で推定できる。ただし移動状態
ごとに推定糟度に差異がある。

移動状感 走行 歩行 自転皿 停止 自動車 バス 電車

推定精度 ９９．９％ 98.1％ 87.3％ 81.4％ 88.8％ ９４，９％ 91.8％

6０


