
本の挑補冠話事業者は近い将来、Android端末を発

売する計画があることを明らかにしています。

α端末が先か、キラー・アプリが先か

ＨＴＣのＴ､ＭｏｂｉｌｅＧｌは非常に開発しやすい端末

です。アプリケーションはJavaで開発できますし、

GPSと６紬の瓶子コンパスを内蔵しています。

Andmidは通子コンパスのインタフェースを基本仕様

に入れている点も魅力です。そして、無線LANや

0蚕HSDPA経由の高速通信でサーバーとインタラ

クティブにやり取りしながらさまざまな機能を実現

できます。

AndroidのようなオープンなＯＳを使わないと、

端末のデバイスをフル活用できません。従来のよう

に携帯遜話事業者の縛りが多い仕様では、世界展１Ｍ

が難しいという問題もあります。オープン化は今後

の栂帯地識ＯＳの大きな流れで、そこにＡＲアプリ

ケーションも戦せていけると思います。

問題は､T-MobileGlのようにＡＲアプリケーショ

ンを開発しやすい端末の数です。ＡＲ向きの端末が

１Wえないと、特定の用途にしか広がりません。よく

撫帯電話端末メーカーと話をするのですが、「ニワ

トリが先か卵が先か」という話になります。つまり

端末の普及が先か、キラー・アプリケーションの川

現が先かということです。この梓えとしてメーカー

はキラー・アプリケーションが先、アプリケーショ

ン開発会社は、端末が普及していないと作らないと

いいます。つまり、まだ混沌とした状況にあるのも

珊実です。

毎ＨＳＤＰＡ＝HighSpeed

DownlinkPacketAccess･

第３世代移動通貨システム

｢Ｗ･CDMA｣の猛速蹟。伝

送蓮庇は下りが最大14.4Ｍ

ビット／秒。

鋪３園ポインテイングアクセス技術と箆援現実８１



E第幾章

シーン認識ｴンジン

｢SREngine｣を使った
モパイルＡＲアプリ
author:金村星日
検式会社光星チーフマネージャー

私が個人で開発しているＡＲ技術を使ったプロ

ジェクト「SRE､照inc」について細介します。なお、

このプロジェクトはまだ|)'1発の初川段階のため、今

後ﾉ<きく変災するⅢ｣能’|′ｌｉがあＩ)ます。

SREngincの｢SR」はsccI1c１℃cognilionの略で、

SREngincを戒訳す為と、シーン認識エンジンとな

')ますｏつまりSREn脚I'Cは､肌峨や峨色といった

シーンを特定したり、偲伽したり、′'津{したりする

ことができます。シーン遡縦では、画像処理技術を

利用してシーンの0琴特徴成分を抽出しています。

この特徴成分を0ｓ=パターン・マッチングすること

で、シーンを学刊したI)、測拙したりするのです。

次ページの写真４．１は街の瓜蛾に、SREngineが黒

い点で特徴成分を表示したものです。

このようにSRE､側iI1eは特徴成分でシーンを認縦

するため、外郁のセン･ﾘ･－や0蚕GPS，０蚕Wi-Fi

などを使った位Wf測定を一・切仙わなくても、シーン

を特定できるという利点があります。

⑥-特徴成分＝SREngineの

2009年３月時点の開発版

では、Comer蝋たはFeature

DelecliOnなどのアルゴリ

ズムをｲﾘ用し、特徴成分を

抽出している‘，

〔かパターン・マッチング

＝特徴的な部分を抽出し

て、照合(マッチング）す

る手法のこと。

功一ＧＰＳ＝GlobaIPositi

oningSysIemo全地球波
位システム。

c③雪Ｗｉ･Fi=無線LAN規格で

あるＩＥＥＥ８０２１１シリーズ

の相互接統を伽脚して開定

するＷｉ・Fiアライアンスが、

認定した製品に与えるブラ

ンド名称。一般に無線LAN

のことを指すことも多い。

鋼４国シーン髭麓エンジン｢SREngine｣魁使ったモバイルＡＲアプリ８司二



I写真４．１SREn9ineの特徴点
風景の特徴点を認識する｡

画･アノテーション＝あるデー

タに対して付与するタグや

メタデータのこと。

のＷｅｂＡＰｌ＝Ｗｅｂサイト

やアプリケーションの開発

を効串的に進めるための技

術。アプリケーションの開

発者は、決められたＡＰＩ

を呼び出すようにプログラ

ミングすれば、サービスを

利用できる。

8４

SREI1gineの利用例はいくつかあります。詳しく

は後述しますが、例えば取り込んだ映像の周辺飲食

ll1iの,i剛I11Ij報をほぼリアルタイムで炎ボするといっ

た機能があります。ＵＳＢカメラを迎して取り込ん

だilIIi像を認識し、リアルタイムにシーンの特徴成分

をlllIlllしてパターン・マッチングします。飲食店と

脇猟すると、あらかじめ取り込んでおいたさまざま

な地-f情報の0蚕アノテーションを風景に重ね合わ

せます(写真4.2)。

飲食店のWi鞭は、「H(》１lx･I〕l〕GI･'や「食べログ」と

いった‘hI州Iサイトの1州lを0愚=Wcl〕APlを使って

収郷することもできます(写真4.3)。これらの怖報

は無料でダウンロードして利用できます。

ａｉＰｈｏｎｅにSREn9ineを実装

SREngincのシステムについては後述しますが、

まずはiPhonc上に実装したときの利用例を紹介し



＆．剤ｈ匡冒

Ⅱ写真４２飲食店の前でSREnqineを利用した様子
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I写真４．４カフェの前でSREngineを利用した櫛子

EI3

.．R電“1nnfhk＝Ｔ１２１ｍ ｜再

Ｉ
』

■

ツ蕊零舞聖ロ
蛙 n E m 画 吐 型 ■ 1 ｍ ｎ 曲 掴 む Ｅ 白 金 型 厨 、 凶 垂 励 も

ましよう

カフェのlMiでiPhoI1eをかざすと、電子情報のア

ノテーシヨンが表示されます(写真4.4)。友人が『先

に店内に入っていますよ」といったメッセージを残

して、そのメッセージを兄ることができます.!iPh〔)ｎＣ

をⅢ“とアノテーションがリセットされます。

外に川て、ビルに対してiPhoneをかざすと、ど

のフロアにどんなテナントが入っているのかという

附州iをj,!L為ことができます(写真4.5)。カレンダー

をクリックすると､カフェの'肖.難時間を兄られます。

また、水11のコーヒーは何かといった情報も見られ

ます。

ほかにも、駅椛内などのポスターの詳細怖報を兄

るといった使い方もできます。例えば、マンション

のポスターをカメラライブビューでとらえると、定

成したエントランスのlIhi像や残り戸粒を表示すると



I写真４．５ビルの前でSREn9ineを利用した様子
テナント情報を表示。

.･趣Sofl山､9Gｺ｡１１:2［ ●ヨｌｑ唾､'、

:言うに望

いった用途に利用できます(次ページの写真4.6)。

ポスターを貼った時点でエントランスが完成してい

なくても、眼光個数が変わっても、SREI1giI1Gで１１ｋ

鮒のWj椛をほぼリアルタイムで災示できます。広11ｆ

の情報をアップデートしたり、新しい付加怖報を付

けたりするという使い方が、将来的にはできるで

しょう。

■Ｉ情報へのアクセス方法が変わる

SREngineのこうした使い〃は、検索という行動

に大きなインパクトを与えますｃ

パソコンやインターネットの醤及によって、サイ

バーワールドが磯jIルしました。私たちは現災11t界で

唯きていますが、サイバーワールドの中でメールや

ファイル転送、Ｗｅｂブラウザを使ったさまざまな

鰯旦廼ＲＲ

W寒寒雲

二塁&¥型

息議窯
画

⑤

鞭４意シーン狸霊エンジン『SREnRinelを使ったモパイルＡＲアプリ８フ



H写真４．６ボスターの前でSREngineを利用した様子
ボスターに記栽していない遇新怖報も表示。

雛

--曲乾狸、nｋ否１８２．６

密、 幽掬り戸詮213

ﾛｌ■■
＝~■

エントランスが完成！

‐両急も

＝函

殿電溝篭露
EnEE必凸画“qmαl＝凸Ｚ些血』㈲、Ｌ』且ぉ、

インターネット・アプリケーションを便利に使って

います。

こういったサービスを利川するときに、ユーザー

はキーワードやＵＲＬを仙って‘W州iにアクセスして

いますこれまでにパソコンやモバイル端末など、

サービスを利用す,る端末は'仲えたり変わったりしま

したが、情報にアクセスする乎法は大きく変化して

いません。

ところが、sREngiI1eは細介した皿り、ユーザー

がキーワードやＵＲＬといったものを意縦せずに、

'lwwIにアクセスできます。仮想的に入ﾉJなしでサイ

バーワールドの1Ｗ柵にアクセスする下法を、

SREngineで提供できるのではないかと.ザえていま

す

’



⑪広告の形を変える

SREngineは広告の形も変える可能性がありま

す。ユーザーが空間にSREngineの端末をかざし

て、飲食店やボスターなどを認識すると、広侮情報

を表示するといった使い方ができます。

ユーザーはＨ的に合った広告を好意的にとらえる

傾向にあるということが、いくつかの捌従でわかっ

ています。例えば検索連動型広告では、約６荊が広

告は自分に役立つと考えているそうです。逆にまっ

たく邪魔だというユーザーは、ｌ荊にも満たないそ

うです。

SREngineの広告は、ユーザーの関心とかなり一

致するのではないかと考えることができます。なぜ

なら、ユーザーは注意を向けた局所的な空川に

SREngineの端末をかざしています。表示される広

告はその空間に関連しているため、ユーザーの関心

と広告とが合致している傾向が高いでしょう。前述

したマンションのポスター広告のように、既存の広

告の悩撒をアップデートするなど新しい付加価値を

付けることもできます。

ロスタンドアローン型は

ノートＰＣベース

SREngineのシステムを細介します。ローカルで

すべて完結するタイプの｢Stand,aloneEditiom」と、

ネットワークを介して利用する「Client/Server

Editi《)､｣の２樋類があります。

Stand-aIoneEditionは、IntelCore2DuoのＣＰＵ

が搭叔されているノートパソコンにウェプカメラを

つなぐことで動作します。Stand-aloneEditionは、

鯛４画シーン89回エンジン｢sREnginejを使ったモバイルＡＲアプリ８９



母マッシュアップ＝Ｗｅｂ

上の祖散のサービスや技術

を組み合わせて新しいサー

ビスなどを作ること。

毎画角＝カメラで掴影す

るときの被写体の写る範囲

を、カメラレンズを中心に

した角度で示したもの。

9．

私が開発した｢Fallen」というＡＲアプリケーショ

ンに実験的に実装しました。

対応するＯＳは、WindowsXPまたはWindows

VistaoCPUは24GHzlnlelCore2Duoを使ってい

ます。ウェプカメラには、ロジクールのQCamPro

fbrNotcbooksを利用しています。オプションとし

て、ネットワーク接続環塊があれば0雪マッシュ

アップを利用したり、ＵＲＬをクリックしたりする

ことができます。

ローカルタイプのStand-副loneEditionをテスト

する過穏で、さまざまな課題が浮き彫りになりまし

た。まず、ウェプカメラを付けたノートパソコンを

広げて街を歩いていると、「変な人がいる」という

目で見られます。また、ノートパソコンは小さく軽

くなったとはいえ､まだ爪いという課題があります。

ノートパソコンをベースにしたSREngineを街で利

用するには抵抗があります。

次に、ＵＳＢカメラへの対応をどうするかという

課題があります。ＵＳＢカメラは数多くの製品が市

場にあり、レンズのスペック、０霞画角、オート

フォーカス機能があるかどうかなどさまざまです。

SREngineで画像処理をする際に、こうしたスペッ

クの違いが問題になります。仮に一つのＵＳＢカメ

ラに限定しても、股定などを変えられるので画像処

理をする際に'111蝿となります。

さらに､街のシーンには膨大な情報最があるため、

ローカルで全データを保存するのは実用的ではあり

ません。ネットワークへの‘附時接続が必要になりま

す。SREngincは、ＧＰＳやWi-Fiの位1,測定技術を

利用しなくてもシーンの特徴点を用いて動作します

が､位悩愉報を利川すれば検索対象を絞り込めます。

’



シーン認識の精度を向上できます。

またローカルでは利用できませんが、ユーザー間

でシーンの悩報を共有できれば、新しいソーシャル

メディアに発展する可能性があります。

回iPhoneとサーバーで

ネット対応版を開発

これらの課題をクリアできれば、SREngineは周

辺怖報を検索する新しい手法になると考えました。

そこで､クライアント・サーバー刑の開発とともに、

さまざまなモバイル端末を比職検柵しました。開発

環境がオープンかつ無償で手に入ることと、カメラ

を搭峨していることから、アップルのiPhoneが候

補に挙がりました。

ただし、ｉPhoneはＣＰＵが非力だとよくいわれま

す。画像処理の性能は高いけれど、ＣＰＵの演算ス

ピードはそれほど速くないため、ｉPhone上で

SREngineを動作させるのは難しいのではないかと

考えました。しかし、さまざまな工夫を施して、

SREngineのiPhone版｢SREngineIbriPhone」を作

成しました。

iPhoncで利用している機能としては、初めから

組み込まれているカメラ､鵬帯地蒲の3Ｇ(第３世代）

ネットワークへの接続機能とWi-Fi無線ＬＡＮへの

接続機能を使っています。無線ＬＡＮと３Ｇとを比

較すると、３Ｇの方が体悠で分かる程度遅いです。

ただし、３Ｇでも十分使えます。

iPhoI1eのＯＳはバージョン２．２を使っています。

側発環境は、アップルのiPhoncSDKです。特別な

プライベート・ライブラリなどは一切必要ありませ

鯛４軍シーツ匹醗〒ンジン｢SREngine｣を使ったモパイルＡＲアプリ ９１



９２

ん。ｉPhone以外に新しいハードウエアも、特別な

ソフトウエアも追加する必要がありません。

＆サーバー側はオープンソースで構成

SREngineのサーバーの構成は、Webサーバーと

データベース・サーバーです。一般的に多くのＷｅｂ

サービスが｢LAMP」という櫛成を使っています。

ＬＡＭＰのＬはLinux、ＡはApache、ＭはMySQLな

どのデータベース・サーバー、ＰはＰＩＰ，Pylhon，

Perlといったスクリプト言語です。それらを合わせ

てＬＡＭＰと呼び、このＬＡＭＰの櫛成をSREI1Igineの

サーバーに採用しています。

WebサーバーとしてはApache，Djang【)というフ

レームワークを使っています。データベースには

MySQLあるいはSQLite3、開発猟境としてはPython

を利用しています。

このようにサーバー側は、すべてオープンソース

のソフトウエアで構成しています。開発・運用コス

トが比較的低く抑えられています。

SREnginCの独自アルゴリズムは、シーン腿撤処

理を分離できるように設計されています。このた

め、モバイル環境にも柔軟に対応できます。

役割を大きく分けると、クライアント側(iPhone）

では特徴点を抽出し、サーバー側ではパターン・

マッチングを行っています。この方法の利点は、ク

ライアント側で特徴点情報を最適化してから送儒す

るため、余分なネットワーク・トラフイックが発生

しないことです。サーバー側ではデータベース検索

を股小に抑えるために、特徴点に対して-|･分な1iii処

理を施します。

このような分散処理により、シーン認識の梢度を

’



高めることができ、また、ボトルネックとなるディ

スクアクセスを股小にしています。

α他のシステムと連携して発展

SREngineのプロジェクトは2009年４月時点で、

１年にも満たないかなり未熟なものです。数多くの

課題が111欄していますが、エンジンそのものの機能

強化を進めていきたいと考えています。

シーンを鯉識する精度を高くするほど、認識しに

くくなるというジレンマがあります。実用的で使い

やすくなるように、開発を進めていきます。

シーン泌倣の輔度をさらに商めるために、ＧＰＳ

やＷｉ､Fiなどの位渦推定技術を導入する予定です。

Wi-Fiを使った位澗推定技術である0琴クウジット

の0番PlaceEngineの試用版を実装してテストをし

たところ、良好な結果を得ました。

SREngincではセンサーに依存しないことと、コ

ストをかけないことを特徴としています。このた

め、ボトムアップなアプローチを考えています。

ユーザーにさまざまな用途を考えてもらって、巣合

知でこれまでにないモバイルアプリケーションへと

発展できればよいと思っています。

また、SREngineのサーバー側は主にWeb技術

を使っています。このため、Ｗｅｂのマッシュアッ

プ用のＷｅｂAPIを比較的容易に使えます。Ｗｅｂ

APIを通して、グルメや美容、駅情報といった怖

報を今すぐにでも活用できます。

プラットフォームについては、ｉPhone以外を利

用する可能性もあります。ｉPhone以外で理想的な

プラットフォームが今後登場すれば、移行するつも

りです。

Ⅲ諺クウジット＝2007年７

月股立。位置情報を獲得す

るPIaceEngineなどの串難

を展開している。

ロケP伯Ｃｅ日専､ｅ=クウジッ

卜が提供する漏綴LANを

利用した位置情報サービ

ス。接続している罵綴LAN

アクセス・ポイントから現

在付置を特定する。

第４章シーン騨園エンジン『sREnglne｣を使ったモバイルＡＲアプリ９３



毎ARToolKit＝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

冨腿ライブラリ。奈良先鱈

科学技術大学暁大学の加厘

博一教授が開発した。

9４

一番重要なポイントは、オープンなプラット

フォーム環境ということです。現時点では、シーン

にテキスト悩報と画像をアノテーションとして合成

させています。ほかのＡＲ技術と融合すると、もっ

と面白いことができるのではないかと思います。例

えば｢0琴ARToolKit」を使った技術を融合させる

ことで、よりリッチなオブジェクトをシーンごとに

出すことも考えられます。

SREngineは単体で成立するものではありませ

ん。ほかのテクノロジーと組み合わせることで、

やっとユーザーがアプリケーションとして使えるも

のになります。

⑧今後必要になる

SREn9ine以外のエンジン

まだ櫛想段階ですが、SREngine以外に少なくと

も二つのソフトウエア・エンジンを提供する必要が

あります。現時点のSREngineは、まずシーンを認

識し、学習済みのシーンか、あるいは誰かが既に畳

録したシーンであれば、情報が出てきます。そうで

なければ怖報が表示されないため、サービスの1M始

当初はほとんど使い物にならないでしょう。

登録情報がない場合でも、場所に応じた情報を出

す必要があるでしょう。ここでは、場所に応じた悩

報を持つ｢ロケーションエンジン｣が大変敢饗になっ

てきます。例えば天気予報などの憎報は、ＧＰＳの

位置情報の輔度で十分表示できます。街を歩いてい

ると、「3時Ⅲ後に降水確率が非常に尚まる」という

傭報を表示するサービスなどはかなり有効でしょ
も

つ◎

こういったアプリケーションで重要なのが、どん



な情報を提示するかということです。モバイル端末

は両而サイズに制約があるので、ユーザーが有締な

情報だと思うものを選択的に、しかも自動で提示す

る必要があります。どういった梢報が有川なのか

は、ユーザーごとに異なります。ユーザー・プロ

フィールなどと連動するエージェント的で賢いエン

ジンが求められます。そういったエンジンを、「イ

ンテリジェンスエンジン」と呼ぶことにします。

ロケーションエンジンとインテリジェンスエンジ

ンは、SREngineがある程度実用的なレベルに到達

した段階で開発に蒲手しようと考えています。これ

らが実現すれば、既存のさまざまなサービスと迎柳

することで、新しいモバイル・プラットフォームが

生まれると考えています。

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

鋪４章シーン麗厘エンジン｢SREn部､⑧j巷使ったモパイルＡＲアプリ９５



ｲﾝﾀビｭー INrERVIEW】
：、ぐら堂司ひと

井口尊仁
頓智・代表取締役社長

｢世界をクリッカブルに」

ＡＲはＷｅｂに相当する
プラットフォームになる

iPhoneで動くＡＲアプリケーションとして話題の｢セカイカメラ」クローズ
とんちとつと

ドβ版が２００９年２月に公開された。開発を進める頓智・の井口尊仁社長(ま、

｢ワールドワイドで２億、３億ユーザー規模のプラットフォームにしたい｣、「ク

リッカブルな世界を作りたい」と意気込む(写真Ａ､1)。

－なぜサービス名は｢セカイカメラ｣で、

セカイカメラは「世界を丸ごと扱え’写
るカメラ」という意味です(次ページの

写真Ａ２)。催は大学の{'彬朴の'龍4三

だった時代に隣の理工系の雑Akに教え

てもらってプログラミングにはまった

のですが、そのとき「111界の人'''１の‘Ｍ１

念というのは淡猟１１．能なのでは噸いか’

と111〔感的に思いました。グーグル‘|lfﾉ：

背のセルケイ・プリン氏が言う”世界

の11州iをすべて終理してlIllける．.とい

織蝿峨醐（
べての人間の思考や概念が扱えるよう

社名は｢頓智・」なのですか。

１写真Ａ・'１ 噸智・の井口尊仁社長

一ゴー輯

厩。

1１
色

；

騨銀
器 影 ： 的 野 弘 黙

インタビュー世界狂クリッカブルにＡＲはｗｃｂに相当するプラットフォームに触る９７



Ｉ

I写真Ａ,２２００９年２月にファッション展示会「rooms」会場で公開されたセカイカメラ

クローズドβ畷

クウジットと協力し、位置柄報の取得には｢PlaceEngine｣を利用していた。

Ｆ
■

｛
『

ざ一一→

１

隣

蕊
１

●旨

9８

になり、しかもそれをアウトプットしてルイ『できる

のではないかと1111:感的に感じましたセカイカメラ

の原点には、そういった自分のインスピレーション

があります。

一方、。''Ｗ:利･の学生というのは“人Ⅲ｣にとっての

1M:界のとらえ〃..みたいなことを一ﾉk懸命勝えて、

ハイデッガーはこう荷っているとか、いやいやニー

チェはこうだ、といったことをいつも思索していま

す。１１t界観は非常に多隙で、右や左あるいは上流、

下流というものではなく、人それぞれが独白のj,,Lｿｊ

を持っている、という考え方がありました。ですの

で、セカイカメラには．､世界は多様である”という

意味も込めています。

ドＭ'1は良い橘IiiIが思い浮かばなくてハ:労しまし

た。グーグルはものすごく大きな数字のji１．位をもと

にした名前です。つまりそこに“･世界中のW州iをす



べて束ねる”という哲学が入っていると思います。

セカイカメラの哲学を社名にどう込めるのかとい

うときには、とても困りました。僕らはグーグルの

ようにロケット・サイエンス級の雌難関技術を持つ

会社ではないし、博士号を持つエンジニアがごまん

といるとか、何億円という予算があるとか、そうい

うわけでもありません(》

となったときに､"馴柳"ではないかと思いました。

発想の逆転、追い総められたときにサバイバルのた

めにひらめく逆転のアイデアこそ、僕らの真骨頂で

あると。頓智の後ろについているドットは、ライプ

ニッツの単子諭(モナドロジー)の考え方からとり

ました。人IHIが持っているオルタナテイブな思念、

その一つひとつが世界の中心という考えから付けて

います。

一頓習の発想はセカイカメラにどう生か

されているのでしょうか。

セカイカメラの技術は"頓智の嵐薗です。よくギー

クな方からは中身がないとか、テクノロジー的に見

るべきところがないといったことを言われますが、

｢いや、いいんです」と。もちろん、基礎研究にお

金をかけて画像誕識をやったりしてもよいのです

が、とにかく大変です。なかなか動かないかもしれ

ないし、ユーザーにとってはかえって不便かもしれ

ない。

セカイカメラは位償と方向ですべてを解決しよう

という考え方で作られています。だから、対象物が

移動するとトラッキングできませんし、厳密な位世

を指定した表示もできないという欠点があります。

セカイカメラの｢G琴エアタグ」は、なんとなく近

ロヶエアタグ＝実映像に

オーバーレイされるアイコ

ン。リンク憎鮒などを持

ち、クリックすると憎鞭の

閲覧などができる。

インタビュー世界をクリッカブルにＡＲはWebに相当するプラットフォームになる９９



０ヶ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

に愉報を持つので、褒示面

梢が小さくても憎報量を多

くできる。

●ＲＦＩＤ＝RadioFrequ

encyIdentiiicalion･ＩＤ番

号を持つ小さなタグを、無

線で昭風できるようにする

技術。

､誘電子コンパス＝地磁気

から方位を検出するデバイ

ス。地磁気センサーとも呼

ばれる。

〃加速度センサー＝嬉末

の傾きや帳動を検出できる

センサー。栂帯電歴機の

カーソルの移動やケームの

コントロールに利用でき

る。

１０．

<に浮いている感じです。アバウトにできているの

です。

エアタグを鮫密に表示きせようとすると、動きが

ぎくしゃくしたり、ハードウエアへの負担が亜く

なったります。０蚕ＱＲコードや0蚕ＲＦＩＤを使え

ば厳密な表示ができると思いますが、現在のコン

シューマ向けの機滞でやろうとすると破綻します◎

ですから僕らは、その部分はとりあえず侭いておこ

うと。アバウトに位世と方向だけで作って、トラッ

キングはユーザーに指でスクロールして手動でやっ

ていただければいいのではないかと。セカイカメラ

のエアタグがぷか－んと浮いているレベルなら、現

在のデバイスの能力とソフトウエアの実装で実現で

きます。

でも、このエアタグを使って．､エアキャラクタ”

や．エア洞板・という仕組みを作ってみたところ、

企業やコンシューマの方が面白いと言ってくれてい

ます。Ｈ本の通付邪業者やメーカーの方々は、サー

ビスをがっちり組み上げるという考え方をします

が、僕たちはユーザーに楽しんでもらえるしかけを

優先しました。

もちろん、ｉPhoneには0琴地子コンパスがないの

で、向いている方向は取得できません。でもそこで

ダメだと肯ってしまうと、まったく先に進めないの

で、逆に今のiPhoncでどこまでできるのかを追求

したいのです。ニュースや交通の混雑情報、あるい

はテレビ番組表など、方位が重要ではない情報はた

くさんあるわけですから。

もっとも、ほぼ同時にAndroid版のセカイカメ

ラも開発していて、ｉPhone版よりも進んでいます。

こちらでは６軸センサー（電子コンパス＋0琴加速


