
度センサー)を使って、向いている方向、方角を加

味した作りになっています。

－現在は３～５％程度の実現度とのことで

すが、最終的にはどういう世界を目指

しているのですか。

２億～３値程度のユーザー規模を目術しています。

インターネットにつながるモバイル機器で、一般の

ユーザーが生活を楽しむ中で、鵡礎となるプラット

フォームにしたいと考えてます。

今はまだＡＲやセカイカメラは非常に未来的なも

のだと思われているようですが、そうではなく、例

えばぱっと見るとスーパーのチラシが兇えますよと

か、そういった日常的なツールになってほしいと思

います。

現縦のＡＲは、テイム・バーナーズーリーが

CERN(欧州原子核研究機栂)で｢0琴NeXTcube」

を使ってＷｏｒｌｄＷｉｄｅＷｅｂの規格を作ったくらい

の段階です。祥が一生懸命ＨＴＭＬやURL，Apache

に相当するものを作っているところです。いずれは

｢Amazon｣や｢YouTube｣､｢0霊Facebook｣､｢GDogle」

に相当するものが巣ってくる。そういう非常に大き

い生態系を持つプラットフォームを目指していま

す。

－セカイカメラの発想はいつ頃思いつい

たのですか。

アイデア自体は長いⅢ温めていて、2008年ｌﾉ１

時点ではセカイカメラというハードウエアを作ろう

と思っていました。その頃同時にプランニングをス

タートし、単純にコーディングという意味の開発だ

cNeXTqjoe＝ＵＮＩＸワー

クステーション。

唖Facebook＝北米で人気

の高いソーシャル・ネット

ワーキング・サービス。

インタビュー世界忠クリッカブルにＡＲはＷＢｂに相当するプラットフォームになる１０１



1．２

けではなくて、エコシステムというか、どういうバ

リュー・チェーンを作って、どういうビジネスモデ

ルに育て上げ、どういう収益モデルを櫛築していく

のかということを徹底的に議論しました。

その後、ｉＰｈｏｎｅ３Ｇが日本でも発売されるという

話になり、これを使おうということになりました。

だからiPhoneありきでセカイカメラを考えたわけ

ではないのです。

実のところデバイスには全然こだわっていませ

ん。もちろん、ｉPhoneのデバイスとしての優秀性、

ユーザー・インタフェースの良さ、アプリケーショ

ンを配信する世界規模のプラットフォームは魅力で

すが。

セカイカメラが具体的なイメージになったのは、

2008年５月頃に岐阜県立国際情報科学芸術アカデ

ミーの赤松正行教授と話をしていたときのことで

す。現実のオブジェクトをタグで囲むと、逃げると

か、恥ずかしがるとか、迫ってくるとか、落ち着か

ないといった表現ができるという話になりました。

それから1カ月後の６月には、赤松教授がプロトタ

イプを作っていたんです。

－ビジネスのアプローチはどうですか。

国内ではキャラクター関連企業、ゲーム・メー

カー、地図メーカー、放送局などからアプローチが

あります。海外からも大手メディア会社をはじめ多

数の引き合いをいただいています(図Ａ,1)。

ほかにもシンガポールの案件があります。シンガ

ポールにはiPhoneユーザーが30万人くらいいるそ

うなのですが、シンガポール国内にエアタグを浮か

べられれば、セカイカメラのショーケースにできる



I図Ａ_'１セカイカメラのビジネス柵想

エアフィルタ（＝検納槻能に代わるもの） ’
ルック＆フィールグコンテンツ轡理エアタグ（すべてはエアタグ】

コンテンツ

生活愉報

・レストラン

,不動産
･ホテル

･地域愉報

広告

･広告Wi報
・クーポン

･梢売怖報
･ｽﾀﾝブﾗﾘー．
マスコソト

商取引

,クーポン

,決流
,開鉦
,セキ宝リティ

｡ミュゲーション

,エァタグ

・エアメール

･エアシャウト

マッシュァップＡＰｌ

コミュニティ

･プロフィール

・フレンド

･ＳＮＳ
･アバター

ゲーム

,霜劉ペント

,ＲＰＧ

,クイズ
,バトル

コア・テクノロジー／画倣腿臓、決済、腿腿セキュリティなど（アライアンス等で外部より取得〉

ローカル分散型ジオ・サーバー

かもしれません。

コンテンツについて富うと、ニンテンドーＤＳ

やＰＳＰはもちろんすばらしいのですが、やっぱり

パッケージで製1W,を出すのは２０１１t紀の雌物なんで

すよね。２１１１ｔ紀では｢FaceIx)()k」にしても

｢0蚕TwilleI･」にしても、どんどん．､フロー．、して

いるんです。コンテンツはリサイクルするもので、

常に流れているものになるべきだと思います。だか

らエアタグで|I々ﾉｋまれ変わるようなキャラクター

とか、アイテムがよいと思うのです。災はlkllAlの

ケーム・メーカーのﾉ又応はものすごくよくて、しか

も話が1,1.いです。

⑥今TwiI1e『＝ユーザーが頬

い言葉でコミュニケーショ

ンを取るミニ・ブログサー

ビス、

インタビュー世界芯ク1JシカブルにＡＲはＷｅｂにＭ１当するプラットフォームになる１０．



I写真Ａ,３フランスで開催されたイベント「NetExpmrateur2009」で「未来社会を変革

するインターネットイノベーション１０」の２位に遇出

右はフランス人未来学者のジョエル・ド・ロネ氏。Ｗｅｂブラウザ革命、検梁エンジン苑命の次に来る
｢クリソカブル・ワールド｣茄命を予想している。「頓智・によって冊発されたセカイカメラは、来る
２０年に渡り、ほぼ窯限と言ってもよいアプリケーション肌発の可能性をⅢくことになる」(同氏)。

plIO

tｊＪｒＴＥ

1０４

＠ ，
】、’'１１畳１９

戸

■■■

ﾛ画１

劃

画１

劃

＆Ｉ

線
＝

亀

一堂芝罵り

、７１詫当

一フランスで｢未来社会を変革するイン

ターネットイノベーション１０｣の２位に

選ばれるなど、海外で高い評価を受け

ていますね。

なぜ１位ではないのかと、Ｊ|§常に価りを此えたの

ですけれども（笑）ただフランスがすごいのは、

トップ１０に選ばれたうちでフランスの技術は一つ

もないことです。ヨーロッパはドイツだけでした。

トップ１０にフランス人はいなくても、竹たちのテ

クノロジーはI肌'1いし、未来にすごく煎献するから

と褒めてくれるわけです。

フランスではジョエル・ド・ロネさんという未来

学昔と議論しました(写真Ａ３)。彼は、セカイカメ

ラが笈現するコンビユーテイングというのは、｜ク

リッカブル・ワールド」（クリックできあlⅡ:界)だと

いうのです。仮想のオブジェクトと現兆lⅡ:界が州互



作用している環境をどう呼べばよいのかいろいろ考

えていたのですが、クリッカプル・ワールドと言わ

れて、「あ、それいいね｣みたいな感じでした。

グーグルも含めて、これまでのインターネットは

24時間リモートで、世界中どこからでも利用でき

るけれど、“いま、ここ‐＝轡ヒア．アンド・ナウ，。

という使い方にはフォーカスしていません。だから

こそ、世界をクリックできるようにして、現在ここ

にある愉報を有視界範囲に届けるのが､僕たちの(最

初の）ミッションです。

一国内の通信事業者や栂帯電諸メーカー

からの反応はどうですか。

今のところ何のアクションもありません。２００９

年２月にソフトバンクテレコムと共同でプレ

ビュー・イベントをＩＩＭ１ｌＭしましたが、これはソ

リューション・プロバイダとしてかかわってくれた

だけで、ソフトバンクと独占的な契約を結んでいる

わけではありません。

むしろ海外の通信ﾘＩ業者やメーカーが柵極的で

す。フィンランドのノキアや靴同のＬＧｆｍ子、サム

スン電子のほか、ｓＫテレコム、フランスのプイグ

テレコムなどから話をもらっています。

セカイカメラは日本から世界規模のプラット

フォームを提案できる新しい乗り物だと思っていま

す。だから国内のメーカーや通信事業者は、これに

乗って海外にどんどん進出していただければよいと

思います。

ところで、ソフトバンクに岐初に話をしたとき、

「うちは国内を皮切りに世界に行くので、ソフトバ

ンクの案件に細かく付き合って海外に出るチャンス

インタビュー世界患クリッカブルにＡＲはWebに相当するプラットフォームになる１．５



●AppS1ofe＝アップルが

lPhone向けに用愈してい

るオンラインのアプリ販売

サイト。

1．６

を失うとか、ほかの通信事業者と組めないとか、ほ

かのデバイスに移植できないとかいう制約はお断り

です」と伝えました。ソフトバンクは元々ベン

チャー企業なので、僕らの意図を理解してくれたと

思います。

僕らは資金も人も限られているので、可能性が最

も大きいところにかけたいのです。日本国内のサー

ビスに例えば3年かかっていたら､多分ダｰグﾙや

マイクロソフトが世界のＡＲのデファクトを取って

しまうと思っています。

－エアタグの仕様を公開する予定はありま

すか。

それほど遠くない将来に公開します。APIのオー

プン化は、ほぼ必須だと思っています。ＨＴＭＬが

ないとＷｅｂが期えないのと同じように、エアタグ

の作り方が分からないと、エアタグは増えないで

しょう。

２月の公開時点ではエアタグに含まれる情報は文

字と画像だけでしたが、「0霧AppStore｣での公開

時にはＭP3の音声ファイルにも対応する予定です。

MPEG-4の動画にも対応できますが、これは回線の

帯域幅の問題があるので検討中です。

－ただ、エアタグが増えると悪いものを含

めてエアタグでいつぱいになるのでは。

もしエアタグがいっぱいで画面が真っ黒になって

も、“エアフイルタ露と呼ぶフィルタで、ユーザー

が「このタイプのエアタグしか見ない」というよう

に避別できます。例えばイリーガルなキーワードは

外すといった運用です。



ただ、ソーシャルなメディアですから、ノイズの

部分も含めて動的に広がっていくと思います。人1111

はやっぱり稗だけで生きているわけではなくて、負

のエナジーというものも持っている。始めからノイ

ズを排除すると、プラットフォームとして成り立た

なくなるでしょう。弊害が出てきたらその都度、ど

ういう解決法があるのかをダイナミックに考えてい

く方法が誼要でしょう。

この辺りは日本のメーカーや通信事業者が苦手な

部分だと思います。臭いものに董方式ではなくて、

前向きにどうやって解決していくのかを考えていけ

ば、いろいろな処方せんをいろいろなプレーヤが提

供してくれて、一緒に生態系を作っていけると思い

ます。

－セカイカメラのネットワークの向こう

側はどうなっているのですか。

現在は米アマゾンのクラウド・サービス｢Amazon

EC2｣で動いています(次ページの図Ａ２)。iPhonc

の次にAndroid版を展開する際もサーバー・リソー

スはクラウドに世いて、ユニバーサルなサービスに

したいです。

僕たちはセカイカメラをクリッカプル・ワールド

という言い方以外に、「クラウド×クラウド」と呼

んでいます。つまり、ユーザーの満動から生まれる

集合知としてのクラウドと、コンピューティングの

クラウドです。

セカイカメラをソーシャルなＡＲとして大勢の

ユーザーに使い続けられるようにしなければいけま

せん。バックエンドのジオメトリー(地理的)なデー

タとソーシャルのデータを掛け合わせて、素早くし

インタビュー世界竃クリッカブルにＡＲはwebに相当するプラットフォームになる１．７



I図Ａ,２セカイカメラの仕組み

１０８

スポンスすること。このエンジニアリングとオペ

レーションを今後離築していくＦ定です。

(このインタビューは2009年３月に行いました）
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簿扇章

AR捜術による遺跡

復元プロジェクト
『ﾊ岸チャル飛鳥京』

讃
aulho｢:大石岳史
東京大学大学院情報学環特任鼠師(池内研究室Ｉ
博士〈学漂恰報学）

autho｢:角田哲也
林式会社アスカラボ代表取締役

博士{学際情報学）

東京ﾉく学ﾉ<学院情#畔環池内研究室が行っている

｢バーチャル飛鳥京プロジェクト」と、そこで開発

した技術をどのように実用化していくかについて、

脱明していきます。バーチャル飛,!:6京プ1Jジェクト

は、ＡＲを川いた辿跡復元プロジェクトです。唯胤

京は７枇紀頃にあったＨ本雌古の都といわれてお

り、現在の奈良県明日香村に存在したとされていま

す。しかし、現ｲ１２はかつてJlIt烏京があった場所には

遺柵だけが存ｲ1;している状態です。この遺柵のl:に

当時の状態を復元して兄せるのが、バーチャル飛鳥

京プロジェクトの月的です。

遺跡復元といえば、まず実際に迦物を処てるとい

うﾉﾉ法がどえられます。平城寓の朱微門や平城符大

概殿などがその例として準げられます。ただし、炎

際の建物を建てる方法にはいくつか問題がありま

す。例えば、建物を建てるためには、通常数百億円

＃A桃のYWUがかかります。また、遺柵の上に処物を

建てるため、遺柵を破壊してしまうという問題もあ

ります［発掘調査や文献調森によって新しい学説が

醜５重ＡＲ技術による週跡復元プロジェクト「バーチャル溌烏京」１１１



出てきたときには修正がM;l難であるといった点も、

問題の一つです。

これに対してコンピュータ・グラフイックス

(CG)を川いて遺跡を復元する方法なら、これらの

問題を解決することができます。以前、我々が復元

した奈良大仏の例をお兄せします(写真5.1)。現在

の奈良大仏は、＃I:)i時代に1V処されたものです。こ

の凹像は現ｲI;の大仏を３次元計測し、文献の他をも

とに形状を変形させて創辿当時の様r･を再現したも

のです。

もっとも、ＣＧによる復ﾉCにも問題はあります。

復ﾉCしたIIIli像やアニメーションはシアターや小さな

パソコンのIIlliIiIiでしか見ることができません。その

ため現地で体験することは難しい、臨場感に乏しい

といった面があります．

そこで桃I}されていゐのが、ＡＲによる世跡復元

です(図5.1)。凶５１の;/,§上のlIiIi像のように、現実I&

界の画像をカメラで搬彩し、かつて建物があった場

所に復元したＣＧを合成します。八Ｒによる遺跡復

I写真５．１ＣＧで復元した奈良の大仏

東京大学大学院情報学環池内研究室が作成値

噸

Ｉ

蚕

1１２



ﾉCでは､逝冊のｋに面接復応モデルを表示するため、

より高い臨場感を得ることができますこれまでに

もＡＲによる遺跡復ﾉ心としては、「ARCII1ｳOGUII)1リ

プロジェクト(1)｣や「平城寓跡ナビ(2)」などがありま

した侭

口陰影や影がＡＲのカギを握る

ＡＲによる世跡i即tのIⅢ胆の・つは、従'11:界の光

源変化をＣＧで作成した仮想物体に反映するのが難

しいという点です《,特に雌外ではﾉkﾙの位価や天峡

によって光源環塊が大きく変わゐため、ＣＧの見え

〃を．ilfM:に介わせてリアルタイムに坐えなければな

りません晴れの1.1はＣＧも明るく、曇っている夕

牒れならＣＧも暗くというように光源環境を合わせ

る必要があります

このように災'１１:界と仮想|Ⅱ:界の光源環境を合わせ

ることをI光学的終合′性」と呼びます、この光源環

境を合わせる際には、陰影が雌も蛎要とな')ます。

ＣＧの仮想物体に彫が無いと浮いているように兄え

ますが、影を付けるとそこに物体が価かれているよ

うに兄えます。ＡＲではこの光学的幣合性は非榊に

I図５．１ＡＲによる過跡復元

現在の面隙とＣＧを合成する。

現実世界

ｺンピュータ・グラフィックス

カメラ

＝で一

睡』－１

陸EＩＬ
ｉ

コンピュータで合成

合成画隙 デイスプレィー、ヘ
三＝

呂＝靴Ｉ画
＝ミロ、

、画

I‘

蹄5画AR技術による迩跡復元プロジェクト｢バーチャル爪罵環』113



蹄キャストシ･tfドウ＝光

源が物体に遮られてできる

影のこと。また、その影を

付ける効果のこと。

野ソフトシャドウ＝間接

筋光などによって生じる柔

らかい輪郭を柵った影のこ

と。

敢要な要素の一つです。

ツミ際の光源環境をＣＧに反映する方法としては、

カメラでll1Ii像を搬形して、そのIIIli像から光源の状態

を推定してＣＧに』又映させるというﾉﾉ法が継げられ

ます。ただし、ＡＲではリアルタイム性を亜祝する

ので、「Ge()desicd()ｍｅ」と呼ばれる均騨に分削され

た窄間で光源環境を近似します。シーン内に光源を

あらかじめ|Ｗtしておき、その光洲に｢Gcodcsic

dome｣のパッチと|呼ぶ単位ごとに計塊した明るさ

の比率を}j卜け合わせると、物体表面のIﾘ1るさ、いわ

ゆるシェーデイングを表現できます。

シェーデイングに加えて、影も卯附に１K狸です。

近年、影付けの手法はＣＧの分野でも数多く提案さ

れており、Ｇ蚕キャストシャドウは比較的前liiに表

現できます。しかし、物体の形状や光源環境が複雑

になると彫の炎現は雌しくなり、０９チソフトシャド

ウがうまくili現できないという間皿もあります、そ

Ⅱ写艮５．２仮想物体に陰影を付ける実照
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二

I写真５．３復元した飛鳥京川原寺中門のＣＧ（左）と影付け平面（右）

111蕊蕊嗣、

こで我々は物体が影を投影するWiiを仮定して、あ

らかじめ各々 の光源に対する形をlIIli像として‘il．伸し

ておき、拠際の悦点の位悩などに応じてjlt純な,Ｉけ↑：

でソフトシャドウを|'剛する手法をⅢ発しました(3)。

写真５．２に実際に実験した例をお見せします。ｉｉｉ

純な形の縮を平而に縦き、彫をあらかじめﾉk成して

おきます。ドの､ド1ｍは３１)のオブジェクトで、拠点

を変災しても、物体はそこにあもように見えます，

また光源を変化させても、陰影が追従してきます。

実際に遺跡の場合は、物体の形状がより複雑にな

るため、影を投影するIniの激も非常に多くなり、ｉ１Ｉ

算時間も大きくなります。そこで、災々はグラ

フィックスプロセッシング・ユニット（GPU）を用

いて、高速に陰影を計算できるように処理をエノとし

ています。

これらのＦ法を適川した例として、雌.!:6京の川

原寺中門の例を紹介します。川原寺には現在は小

さなお堂しかありませんが、かつては．､虻派なお寺

があったとされています。この川原非を復元した

ＣＧ(写真５．３/I畠)に、影を1,j,けあWIiをﾉk成すると、

剛５軍ＡＲ妓崎による適跡掴元プロジェクト｢バーチャル飛鳥京」１１［
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f漣'45.3のｲｲのようになります，その平而それぞれ

にあらかじめ雌礎となる影lIIli像をﾉ|ﾐ成しておきま

す，そして辿柵の上にＣＧを炎氷する際に、光源に

合わせて険形をリアルタイムで生成すると、遺櫛の

苛峨と川原寺の仮想物体がきちんと亜ね合わせられ

るのです。

ａ不自然な重なりの

「オクルージョン｣を防ぐ

ＡＲの技術的な裸題はほかにも数多くあります

が、代表的なものには「オクルージョン」の問題が

ありますオクルージョンとは、尖物体が仮想物体

のｆ前にある｣ﾋﾙ合に、仮想物体が実物体に隠される

状態です。写真５．４の左に示すように、遺跡現地に

は多くの観光群がいますここにそのまま建物を爪

ね合わせると、通常はＣＧが手,M1に描かれるため、

が典5.‘lの櫛のように不Ｉ'１然な画像になってしまい

ます。

このオクルージョン問題を解決するために、以下

のような〃法を|)H発しました(‘）ノ,鋤に人力側像か

I写真５．４オクルージョン画像

実際の人物と仮想物体を正しく弧ね合わせできていない状態‘
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ら人物の領域を前景として抽出します。後述します

が、ここで人物の影の部分をきちんと除去しておか

ないと建物に影が残り、述和感のあるI1iIi像になって

しまいます。そしてlIhi像から前賎物体の奥行きを推

定して垂れ合わせると、きちんと人物と仮想物体が

砿ね込まれているように兄えるのです。

人物の釧域は、背景Il1i像を蕪にして確率モデルに

よって抽出します。あらかじめ搬影しておいた背景

画像に対して、映り込んだ人の部分を前景として抽

川します。

人物の抽出には、「時Ⅲl的1lIIiiI確率｣、「空間的事
いろゆうど

IMI確率」と「色尤度」を〃jいます。時M1的邪前確率

とは、時Ⅲ的にIiiIの画像(フレーム）を利用して判

断する手法です。人は動いていくので、ある画像で

人がいない状態で、次の画像で人がいたら、その次

の画倣もまたいるだろうといった考えに坐づいてい

ます。

空M1的４fIiiI確率とは、物体はある程度まとまった

ものなので、０蚕コントラストの高いところで領域

（ラベリング)が切れると判断する手法です。さら

に、色尤度も用います．例えば､次ページの写真５．５

の左で、背峨画倣と入力画倣の各0琴ピクセルの色

がどれだけ似ているかを比較し、似てないところが

人物になるわけです。このように確率モデルを用い

て人物を抽川し、ＣＧと合成した例が写真5.5のｲｉ

です。

先ほど少し触れましたが、前崇となる人物の影を

除去しないと、仮想物体の上に影が不自然に映り込

んでしまいます。影の除去には、光源の色に影靭を

受けない｢Ｆ仙」と呼ばれる値を用います。通常の

色では影釧域と地面は異なる色となりますが、Ｆ値

０ケコントラスト＝画像での

明度の差。

Ⅱ霧ピクセル＝電子画像を

構成する最小単位のこと。

画素。

鯛５画ＡＲ技朔による週跡復元プロジェクト｢バーチャル飛島京」１１７



I写真５口５画像上の人物を抽出して影を除去

,＝忌邑

錘公開実験でも陰影の重要'性を確認

これまでに紹介した技術を川いて、我々は実際に

飛胤ji〔の遺跡復ﾉCに取り組んでいます(5)過跡の処

物モデルは鵬原考占学研究所と奈良文化財研究所の

復元図面を使ってＣＡＤによって復元しました。単

純な建物の場合は、、j法を入ﾉJすると建物を脚動的

生成す為スクリプトを作成し使川していますこれ

に対し主要な述物は細部まで作I)込んでいます例

えば川原寺は、細かいモデルをきちんと作成して、

G零デブス・バッファ＝真

行き情報を保存するバッ

ファのこと。

■
同
Ｐ

11陽

ではまったくＭじ仙になります。そのためこのＦ

他を川いると形領域と前溌制域を区別することが可

能となり、正しく影を除去することができます。

雌後に、奥行きを推定します,。地Ii1iの形状やカメ

ラの位批盗勢が分かっていれば、映っていぁ人物

の足Ｊ６の、像巾の位inからﾐﾉﾘ測1,{:で奥行きを推定

することができます。推定した奥行きを、その人物

領域の0雪デプス・バッファに洲:き込むことによっ

て、オクルージヨンを砂噸した仮想物体のinね合わ

せが１１１.能となります。



ＡＲでも炎ボしています(写真5.6)。

こうしたモデルと技術を使って、毎年一般公開実

験を典施しています｡災験j;ﾙﾉﾘ『は鵬ｌＪｊｊ(の川原､fや

11.樫匠、板維宙などです。実験の際には、体験して

もらった一般の〃にアンケート捌裾を実施し、その

フィードバックを狼法の緋11iなど研究に生かしてい

ます。

′胤聯に険影の1K災州を雌I卿するために、陰影がな

い｣ﾙ合とああjﾙｲﾔとで、体験将がどのように感じた

かを:i畠伽I;WiIiしてもらいましたＱ「IIfい」「新しい｣、

｢!,,Lやすい｣「1,,Lにくい｜など対.になる耐葉を数多く

雌ぺて、体験した感想がどちらに､11てはまるか稗え

てもらいました。その結果､｢陰影なし｣に比べて｢陰

影あり」の〃がすべての須目で肯定的な意見を得ら

れましたｏＡｌＲにおいては、性形が非常に菰要であ

るということを典付けています。

さらに結鵬を解析したところ、ＡＲでは合成II1Ii像

の現爽嘘や｢l然さが雌も重要だと分かりました。こ

■
一

_蓋詮鍵一豊雲塁

跡５軍ＡＲ妓砺による遍諒復元プロジェクト『バーチャル凧局京ｊｌｌ９

I写真５．６復元した川原寺のＣＧモデル



● ヘッド・マウント‘

ディスプレイ(HMD)＝頭

に強間するディスプレイ

で、ゴーグルやヘルメット

のような形状をしている。

れに加えて画像の鮮やかさや迫力なども敢要です。

また、コンテンツのインタラクティブ性や分かりや

すさも重要だということが分かってきています。

このように東京大学ではＡＲの技術的課題の解決

に向けて技術開発を行う一方で、飛鳥〃(のようなコ

ンテンツを作成し、公開実験、アンケート調在によ

り評価を行っています(.)。

これに対して、開発した技術を社会に通北するた

めに、大学発ベンチャーのアスカラボが邪業化への

取り組みを始めています。

⑪週跡復元技術を新たな産業に生かす

アスカラボは2008年６月に設立した大学発ベン

チャーです。事業目的として、バーチャル飛鳥京シ

ステムの実用化、東京大学の研究成果を社会に還元

すること、そしてＡＲ技術をⅢいた新たな巌業や

サービスを創出することの三つを掲げています。

バーチャル飛鳥京の実用化に向けた取り組みでは

まず、ＡＲ用ディスプレイの開発を進めています。

これまでは｢0蚕ヘッド・マウント・ディスプレイ」

(ＨＭＤ)と呼ばれる頭部装諦型のゴーグルを利用し

ていましたが、現地で観光客の方に試していただく

と、いくつか問題があることが分かりました。

ＨＭＤは多人数で同時に見ることができず、非常

に高価なデバイスです。そこで多くの方に体験して

いただくために、ＨＭＤに代わるマルチユーザー対

＊本プロジェクトの--.部は文部科学街リーディングプロジェクト「知的涜産のntf的な保

存・活川を支援するソフトウエア技術蕊盤の構築｣、’五l営飛烏歴史公園、明、秤村の支按
を受けて行いました。
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