
ＡＲを使ったものではありませんが、これによく

似た耶例もあります。米モトローラ研究所で実施さ

れている「バーチャル・インシデント・コマンド．

センター」です(写真7.2)。これは現場の第一対応

者、現場に駆け付けた救急隊の人、遠隔地の対策本

部とのiIMの効率的なコミュニケーションを支援する

ためのものです。

現場の映像やアバターを使って表現した現場の人

間、実際の現珊の状況､建物の櫛造などを表示して、

その中で救護隊の位償や状態を表示するという機能

が提供されています。

口ＧＰＳ搭載携帯電話で

被害情報を収集

国内におけるIＴ活用４１例も細介しましょう。

ＡＲを使ったものではないものの、避難行動予測の

シミュレーションは、国内でもいろいろと研究され

ています。

例えば、東京大学地震研究所では、実際に過去の

避難の棟了･の映倣などを解析して、より梢度の高い

シミュレーション・モデルを作っています。そし

て、やはり避難の誘導が非常に重要になるという点

を指摘しています。

また、消防庁の｢消防涌動が困雌な地下空間等に

おける柄動支援hIi報システムの|)１１発」という研究報

告もあります。これは、消防士が活動する実際の救

助現場において、消防士が実際にどこにいるのかと

いう悩報をマップ上にプロットし、中央の管理肴か

ら兇て取れるようにしたシステムです。消防士は

0審加速度センサーや0霧無線ＩＣタグ(RFID)など

を持ち、無線で通信することによってマップ上に表

‐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。撹帯電膳楓の

カーソルの移動やゲームの

コントロールに利用でき

る。

毎無線ＩＣタグ＝照線を

使って、タグに埋め込まれ

たＩＤ番号を甥麓する技術。

タグにはCPU樫能やメモ

リーを持ったものもある。

鯛７軍災宙対簸システムへの適用露臼時のＡＲ活用１４１
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I写真７．３消防庁の「消防活動が困難な地下空間等における活動支援憤報システムの間発」

Ｋ２ﾉｃＣＧＭ＝Consume『Gene

raiedMedia･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、

鯉
？
跨
当
腹
小
内
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1４２

現されます(写真7.3)。実際に、これを礎現するよ

うな災証実験も行われました。

「|伽|W心iNを利用した被iii:悩報収典システム」も

あI)ます。2006年から2008年にかけて、東ﾙ(火'γ：

とﾙ〔郡ﾉぐγ:､東京消防庁､情報通信研究機榊(ＮICT）

と総務符洲防庁梢防大学校消防研究センターなど、

ii体はｲド次ごとに災なりますが実,iIli災験などがij:わ

れています。０蚕ＧＰＳやカメラ機能を勝)|i1tした桃

怖ｆｌｊｌｉｌｌｆ機の普及と、「Wikipedia」を代表とすあ

0翁=ＣＧＭの後進､さらには実際に災害などが起こっ

た際の挑桁地,柵のパケット通I‘すの略牢性がiWiいと

いった機能をうまく生かせないだろうかというこ

とから、こうしたコンセプトの実験が行われまし

た。

前述したように、震災祥が発生した際の大きな'111

皿点として、‘|､,i州i不足が茶げられます。彼秤状況の

W州lがﾉとI)ずに、適切な緊急対紫を災施しようにも

桁示すろ側の身動きが取れないといった状況が発ﾉｋ

画.ＧＰＳ＝ＧｌＯｂａＩＰＯＳｉｌＩ

ｏｎＩｎｇＳｙｓｌｅｍｏ全地球測

位システム。米軍が打ち上

げた24個の人工衛星と地

上の制御局、利用者の移動

局から栂成されるシステ

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。

四つ以上の衛星を利用すれ

ば３次元的な位置を測定で

きる。

鼠二~襟璽｡i芸篭



する可能性があります。そこで、現地のボランティ

アなどが挑帯瓶話のカメラで撮影した画像を位償情

報とともに送り、被害状況を迅速・正確に収典しよ

うというのが上記の実験の目的です。

そしてもう一つ事例を紹介しましょう。ＮICTの

｢ユビキタスデバイスによる災害時情報収災・共有

技術｣です。これはＲＦＩＤを記憶媒体として、被災

現場に鮫初に駆け付けた人と、後から現地人I)した

人との怖報共有を可能にしようという実験です。被

災情報や現地調査結果をＲＦＩＤに書き込んで現場に

残し、後で現地入りした欝察や消防がその情報にア

クセスし、時IlIj維過による状況変化を把搬できるよ

うにします。

⑪災害現場の情報共有にＡＲを活用

では、麓災害時のＡＲ活用の方向性についてはど

んなものがあるのでしょうか。

まず一つは｢ＡＲによる繰路誘導の信頼性向上」

です。これは、煙などによって視界が不良になった

際にも、ＡＲを使って避雌経路が"見える“ように

するシステムのことです。公共空間の設諦情報を使

えば、例えば地下街に煙が充満するといった邪態が

発生しても、「出口はこちらです」などの悩報を

ＨＭＤや手元の携帯デバイスに表示することが可能

になると考えています。

ただし現在のところ、公共空間の設計情報はあま

り生かきれているとは言えません。まずそこから、

提案や縦論を進めていく必要があると認識していま

す。

もう一つは、「日本語以外での誘導・情報共有」

です。例えば、2008年１月に米国で開催された家

鯨７章災宙対鯛システムへの適用覇愈時のＡＲ活用１４３



144

地展示会｢20081nternationalCES｣では、米インテ

ル社促兼ＣＥＯのポール・オッテリーニ氏が、基調

織油の中で、中脳I旅行の際に中同の標識などを柳柵

端末(MobilelnternetDevice)を通して見ると、英

語に翻訳されて見えるというデモを実施しました。

こういったアプリケーションは、災害対策にも容易

に応川できると考えています。

三つ目のＡＲ適川の可能性は、「リアルタイム・

モバイル・トリアージの拡張｣です。トリアージと

は、緊急時におけるタグを使った治擦優先順位の選

別のことです。災密の現場では、救急隊貝などが実

際に救助する人の優先順位付けを行っており、孤念

ながら助かる見込みがない人の優先度を下げるな

ど、そういった判断が行われています。

2008年６月に発ﾉｋした秋葉原通り魔事件でも、

このトリアージが火施されました。しかし、指抑本

部と現場で、トリアージのタグを張られた被桝者の

悩報の伝達にオーバーヘッドが生じました。例え

ば、タグを張られていなかった人が、実はタグを眼

られた人よりも先に搬送されていたといった|Ⅲ組が

あったとされています。

そこでＮＩＣＴなどは、無線タグによってトリアー

ジ怖報をやり取りするという実柾実験を実施してい

ます。

ＡＲを活Ⅲすれば、こうした仕組みを拡搬し、災
ふち･人

書対策本部から全体を僻鰍するように..見える化絢

できるのではないかと考えています。現場に般初に

駆け付けた人、後から現場に来た人、そしてそれを

11i央から符理する人の三者Ⅲjでの1W鞭共有に、ＡＲ

をうまく使うことができるのではないでしょうかｃ



⑪撮影してほしい場所と方向を

ＡＲで指示

そして四つ目は、「鵬桁電話による被蒋梢報収集

システムの拡張｣です。前述したように、2006年か

ら挑滞服話による被榔怖報収集システムの実験が実

施されており、その結果、いろいろな111迦点が明ら

かになってきています。

例えば、個人情報が写ってしまうことや、情報の

選別が必要になるという問題が挙げられました。備

報の遡別が問題になるのは、話題性がある珊所の写

真が多くなってしまうなど、ボランティアの撮るｉｌｈｉ

像が伽ってしまい、それを終理する人の負担が非常

に大きくなってしまうという現象が発生していたか

らです。

こうした問題をＡＲ技術の利用で解決できる可能

性があります。搬影ＮＧ領域の設定や、搬影が必要

な領域のナビケーションを、ＡＲによって支援でき

るのではないかと考えています。

例えば、「この工場がどうなっているかを撮って

ほしい、その場合はこの向きから撮ってください」

といった悩報を携帯地紙の画面に表示するようなこ

とができます。そのときに、例えばこの向きで撮っ

てくださいというタスクを明確にして、ほかの仕組

みも加えて悩報収集のインセンテイプなどを与えれ

ば、興味深いＡＲ活用方法になるのではないかと考

えています。

口ゲリラ豪雨などで

水雷被害は増加傾向

続いて、②の風水害について検討を進めていきま

第７軍災宙対策システムへの適用鰯○時のＡＲ活用１４５
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しよう。

風水害の被害は、世界的な地球温暖化傾向や般近

のケリラ豪雨の影騨が色濃く出ているようです。内

IMI府の｢大規模水害対策に関する専|‘11調査会」の統

汁によると、水害の被害額は、1995～1999年には

20億円程度だったものが、2000～2004年には４５

位円程度になるなどはっきりとしたjW加傾向にあり

ます。特にⅡ本の珊合､ひとたび水瞥が発生すると、

その被害が甚大になる可能性が商いのが現状です。

洪水氾濫区域は国土の１０％しかありませんが、首

都圏に50％の人口と７５％の資産が染積しているか

らです。

2009年１月に出された「荒川堤防決壊時における

地下鉄等の浸水被害想定の公表について」という内

|M府の報道発表資料は衝撃的でした。これは、荒川

の土手が決壊して北千住駅から地下鉄に水が流れて

きたら、というシミュレーションです。その結果、

現況程度の止水対策を前提とした場合には、１７路

線、９７駅、延長約147kｍが浸水するケースや、堤

防決壊後３時Ⅲあまりの知時'111で大手町駅などの都

心部の地下の駅が浸水するケースがあることが確遡

されたのです。

ロ日本の場合は地下浸水が

大きな問題

風水害対策へのＩＴ活用は、やはり、シミュレー

ションとしては世界的にいろいろと研究されていま

す。

例えば、避難勧告などの判断タイミングを支援す

る「Hurrevac」です。これは、Hurricane(ハリケー

ン）とEvacuation(エバキュレーション：避難)か



ら成る造語で、米国ではハリケーンが非常に多いと

いうこともあり、地方公共団体などの防災IMl係肴が

使うことのできるツールとなっています。

接近してくるハリケーンに関する情報を地図上に

表示し、避難完了までのタイムリミットなど非常に

客観的な生々しい数字を突き付けてくるという特徴

のあるシステムです。

風水害の際に発生するⅢ組としては、避難の判断

が非常に難しいという点が挙げられます。適切な避

難ができなくなるだけでなく、避難所などの環境懇

化に伴って、避雌したもののさらに桃牝粁がj竹える

といったことも起こり神ます。2005年に米同で発

生した「ハリケーン・カトリーナ」では、猛暑下の

停電や断水などの厳しい状況も相まって、避難所で

亡くなる方もいました。

また日本の場合は特に、地下没水が大きなI川岨と

なってきます。日本は地下街が非常に発進している

からです。にもかかわらず、防災の面では検討が不

十分です。水響が発生した際に、地下街の誰が指示

を出して避難を購導するのかといった点が十分に検

討されていないという現状がありますｏ

口「何分以内に逃げろ｣とＡＲで表示

こうした状況に対して、ＡＲではどういったこと

が可能でしょうか。まずは、避難率の低下や避雌の

遅れに対処するナビケーションに有効だと考えられ

ます。またナビケーションに加えて、人の心理に働

きかけるコンテンツにも有効なのではないかと感じ

ています。正常性バイアスと呼ばれるものや恐怖な

ど、避難率に影騨を与える要因への対処ということ

です。

鯛７章災密対鯛システムへの適用闘魚時のＡＲ活用１４７
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正常性バイアスとは、異常事態に直面しても、そ

れを正術の範囲内としてとらえ、121分だけは大丈夫

という心珊が働くことです。人々は｢洪水だから逃

げろ｣と商われても､｢今まで洪水なんてなかったし、

何かの間違いだろう」といったように、正常の範囲

内だろうと取ってしまいがちです。

また、避難蝿に影郷を与える別の要因としては、

例えば、ハリケーン・カトリーナで逃げ遮れた人の

4荊以上はペットが気になって逃げられなかったと

いった要因が挙げられています。

人の心恥に働きかけるコンテンツとは、例えば、

維路誘導とともに「何分以内に逃げろ」といった客

観的な生々しい数字を表示することや、周りが暗く

て非常に怖い状態の場合には、ただナビゲーション

だけに集中させる．アトラクティブ薗なコンテンツ

を見せるといったものがあるでしょう。

⑪パンデミックで受診患者数が

２５００万人にも

雌後は、③の新型インフルエンザです。新型イン

フルエンザによる被響は、2009年１月に公開され

た新型ウイルスがテーマの映画「感染列島」を見た

人は、想像できるかもしれません。実際には、にわ

かには信じがたいような非柑に大規模な被害が想定

されています。Ｈ本政府が過去の流行状況に韮づい

て椎i汁した椎計値によると、新型インフルエンザに

よるパンデミック（世界的な流行)の患者数などは、

医療機関を受診する蝋者数が鮫大2500万人、入院

All粁数が53万～200万人、死亡者数が１７万～６４

万人となっています。

新剛インフルエンザの関辿事例としては、２００８



I写真７．４赤外線サーモグラフイ・システムによる新型インフルエンザ対策の実証実験

｢出典：ＮＥＣ公式ＨＰ，2008：

年ｌ２ｊｊにＮＥＣが発炎した赤外線サーモグラフィ・

システムによるWr1iIインフルエンザ対紫の突証実験

があります(写真7.4)。これは、人jル符の休炎lmiM

庇をＮＥ(､Avi()赤外線テクノロジーが|Ｈ発した赤外

線サーモグラフイ・システムで測定し、体表面温度

が３８庇を超えていたjﾙ合には、検診を受けるよう

に伽(Ii:すあなどの対縦を施すというものです。

パンデミックが発生した際の|H1皿点としては、ま

ず、行jWのililllllが験げられます。発症巷の自宅待機

や、発推荷でなくてもｲく要ｲく急の外出がrI鯛される

といったことが必甥になるでしょう。また、「感染

ﾘ尚｣１１１でも′k々 し〈拙き川されていた､描院のキ･ヤ

パシテイ超えという問題も深刻です。

英際、どうシミュレーションしてもこれは起こる

現象のようですこのときに一稀問題になってくる

のは、悩性疾胆を持っている人の治撮が滞ってしま

う点でしょう２次的な他縦被祥が発生する可能性

が商<、防止策が必要になってきます。

疏７筆災害対簸システムへの過用語教師のＡＲ活、１４９
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I写真７．５PeaceKeepingDesi9n（PKD）の「ワクチン接種のデザインシステムTYPE1．
パッケージの翼而には、作業手胴が分かりやすくイラストで記されている。

凹

一
一

a・医療機器の操作方法をＡＲで支援

ではこういった'111題に対して、ＡＲはｲIﾘができ為

のでしょうか。

まずＡＲを利jＭした医療については、遠隔医療や

|ﾉ､I悦鏡手術の文援などがあります。それに加えて、

命を守為ためのデザインという愈味で、デザインの

肌点から支援することができるのではないかと勝え

ています。

大阪大学医学部附屈病院未来医療センターが実施

しているプロジェクトに、「Peace-KeepingDesign」

(PKI))があります。これは、脹療器典をこれまで

の常識からは考えられない表現を使って作り、使い

〃を分かりやすく説明するものです。

例えば、パッケージと注射針が一体になった注射

器では、求使川か使川済みかが簡蝋に分かる{|:組み

や、パッケージに使用方法のイラストを描くなどの

Ｔ夫を施しています(写真7.5)。

【源貝雛供：大阪大単大学院川蝿和男先鎧デザイン研究室】

１５０

灘全要議蕊雲雪察霧画と●



Ⅱ写真７－６ＡＲを使った操作支擢

1出典gＢＯＥＩＮＧＦＲＯＮＴＩＥＲＳ２００６１

ＡＲを使用すれば、こうしたデザインを拡張する

ことができます例えば、手順が紛らわしい治療に

ついて追加の説Iﾘ)を入れたり、ゲーム性を加えてⅧ

iWlを!j･えるｲl:組みを｣|Xったりすることが'１能になり

ます。

また、灰療器具の操作文援にＡＲを使うという活

川ﾉﾉ法もあるでしょう。例えば、パンデミックで病

院がいっぱいになってしまったjﾙ合には、糖尿猫１Ａ

櫛に対する透析など’'１:段は病院で実施していた治旅

でも、「明日からは''1宅でやってください」などと

言われて器具を排って州らざるを柵なくなる可能ﾔI；

が11}てきます㈲

ところが患者にとっては､急にやれと言われても、

下順などが複雑で雌しいと感じることが往々にして

あゐでしょう。この場合は、ＡＲを使って、例えば

柵柵のllIliIiIiを通して「ｌ芥｢Iにはこのチューブをｲｉ

にIIIIしてください｣｢2瀞ロには……」といった炎,爪

を出して操作を支援することが、ＡＲならできるの

剛７軍災奮対掘システムへの適川既愈師のＡＲ渦用１５１
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ではないかと考えています。

そういったＡＲを使った操作支援は、実際、ＮＡＳＡ

(米国航窄宇宙局)の宇宙飛行士の訓練用途で米ボー

イングが提供しています(前ページの写真7.6)。

⑪現場の作業効率と意欲を高める

以上のように、安心・安全産業で並点的に投資が

行われている領域を対象として、①震災秤、②風水

害、③新型インフルエンザに関して、現状とＡＲ活

用の未来像を紹介しました。ＡＲに関しては､シミュ

レーションに基づくトレーニングやナビケーション

が実用に近いという印象を持っています。これは、

米国で実例が出ていることと、ナビケーシヨン・

サービスが受け入れられつつあるという点からも言

えることでしょう。

岐後に、災害対紫システムにＡＲを柵用するため

に注愈すべきポイントを二つ挙げます。一つは、シ

ステムの櫛築に加えて、社会機能維持稀である消防

や救急など現場のエキスパートの方との慎重な試験

が必妥であること。もう一・つは、そういった方々の

作業効率と意欲を尚めるユーザー体験をIiil時に提供

していかなければいけないことです。現場で働く消

防や救急の方にそつぼを向かれてしまうと、ＡＲの

将来はWlけません。その点は、慎亜に対処していく

べき亜嬰なポイントだと考えています。



Z第a章

場の空気猛可視化する

｢ソーシャルＡＲ｣の

可能性
author：演野智史
緋式会社日率妓芸リサーチャー

２００８年頃から拡張現実が1冊胆です現象として

面白いと思うのは、０蚕ニコニコ動Ｉｌ１１ｉで0琴ＣＧＭ

的に技術|刑発が進んでいることです例えば

｢0雪=ART()()lKil」という技術シーズがあって、それ

がフリーソフトとして公Illlされていて、ニコニコ動

画上でARToolKitを川いて作成された作品が公MH

されたり、オープンソース的にハックされていった

I)という流れがあI)ますその現嬢l'i体が非附にIiii

向いと思います

口技術開発のプロセス自体が

パフォーマンス

これまで、NWjInの人が研究〃iやﾉ<学の雌Wiの研究

成果にﾙﾘIれる機会は、どうしても限られていまし

た。これに対･して、ニコニコ肋lI11iの｢(I琴ニコニコ

技術部｣の作ＩＩｉｌｌは、技術M１発の成肌やプロセスその

ものがパフォーマンスとして成仏していま-J-回これ

は従来にはない朴学・技術と社会の'111のコミュニ

ケーションのありノノだと思います。

脚厚…

専一ニコニコ動画＝ニワン

ゴが迩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記

述できる点が特徹。

J季ＣＧＭ＝Ｃｏｎｓｕｍｅ『

GeneIaledMedia･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。

⑥-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

窟溌ライブラリ。奈良先端

科学技術大学院大学の加隙

抑一教授が剛発した。

[かニコニコ技術部＝動画

共有サイト｢ニコニコ動画」

で活動する技術者ｺﾐｭﾆ

ﾃｨ。ＡＲアプリケーショ

ンの'111発などさHkざ止な活

動に従耶し、冊発成果を動

画で投脇している。投稿動

画には｜ニコニコ技術部」

のタグが付けられている。

納臼踊堀の亜気花可視化する「ソーシ1'ルＡＲＩの可能性１５コ



〃甜脳フィギュアーＡＲを

利用したフィギュア。２００８

年に芸者東京エンターテイ

ンメントが｢電脳フィギュ

アARiS」を発売し、賭皿

を呼んだ。

｡Wikitude＝オーストラ

リアのモビリジィ社が開発

したAndroid向けのＡＲア

プリケーション。

●Enkin＝日本への岡学

経験があるドイツ人学生が

開発したAndIoid向けの

ＡＲアプリケーション。
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私の知る限り、このような現象は海外ではあまり

見られません。ニコニコ動画ならでは、日本ならで

はの現象でしょう。ＡＲを用いた｢0蚕↑u脳フィギュ

ア」のような製品も出てきていて、日本のオタク文

化の延長線上としても受け入れられつつある。こう

したn本特有のサプカルチャーと結び付くことで、

今後もロ本特有のＡＲのイノベーションや発明が生

まれてくる可能性は1.分にあると思います。

amixiのような

ソーシャルＡＲに将来性がある

ただし、現状のＡＲの動向には一つだけ不満があ

ります。ＡＲのいろいろなアプリケーションを見て

いて思うのは、今のところ「対一モノ」的な使い方

の提案にとどまっていることです。「対一モノ」とい

うのは、リアルのモノの世界に怖報なりメタデータ

なりＣＧなりを投射するもので、「0琴Wikitude」

や｢0雪Enkin｣、通脳フィギュアなど、いずれもそ

うです。

しかし、ＡＲは「対一モノ」ではなく「III1-ヒト」、

つまり人と人のIⅢのコミュニケーションに使う方が

絶対に面白いし、社会的な影響力も絶大だと思いま

す。

例えば、会縦中に”空気を総むＡＲ"があれば非

‘肘に１m白いでしょう。目線が何回こちらに来たかと

か、出朋者が何回笑ったかをカウントすることで、

会縦中の場の｢空気」を可視化できます。他人がど

の方向を向いているかは、６軸センサー付きのデバ

イスを皆が持つようになれば検州できます。般近の

デジタルカメラが側えているスマイル遡倣機能を使

えば、‘‘笑い”も検知できます。いわば、mixiの｢足



あと」機能のようなものです。

要するに、社交的なコミュニケーションを支援す

るサービスということです。仮に名前を付けるとし

たら、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス）ならぬ「ソーシャルＡＲ」といったところで

しょうか。あるいは、「拡張された社交性」という

意味で｢AugmentedSociality」と呼べるかもしれま

せん。

「ソーシャルＡＲ｣なり「AugmentedSociality｣は、

なぜ重要なのでしょうか。ほかにも恥由がありま

す。

例えばＡＲを実現するにあたっては、ＱＲコード

や″無線ＩＣタグのような0蚕マーカー（撤別子）

が重要になるわけですが、実は人間の場合は顔がそ

のままマーカーの役割を果たしてしまいます。やは

り敗近のデジタルカメラ製品の中に、個人の顔を識

別できる製品が登場しているので、個々人の航をそ

のままマーカーとして用いることが将来的には可能

になるでしょう。

そうなると、例えばパーティなり合コンなりオフ

会なりで、カメラで顔をかざすだけで誰と誰がどの

ような人間関係にあるのかが瞬時に分かるように

なったりします。さらに、自分の席からは見えない

人の細かい仕革や表梢も検知できるようになりま

す。つまり、「社交スキル」を拡張するためのツー

ルとして､「ソーシャルＡＲ｣は非常に強力なのです。

空気が読めない｢ＫＹ」な人であっても、こうした

ツールがあれば、場の空気というメタデータをなん

なく読み取ることができるようになるかもしれませ

ん。

母魚線ＩＣタグ＝黛線を

使って、タグに埋め込まれ

たＩＤ番号を腿職する技術。

タグにはＣＰＵ機能やメモ

リーを持ったものもある．

9ヶマーカー＝『T喝kero棚

If１．２次元バーコードのよ

うな白鳳パターンや登録し

た画倣などを使う。

第８章喝の空気を可硯化する『ソーシャルＡＲ｣の可l随性１５５
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⑧情報技術は

人間関係調整ツールとして普及

もともとＨ本では、梢報技術は単なる“コミュニ

ケーション・ツール“ではなく“人'111関係澗整ツー

ル”として普及する傾向にあります。

例えば挑帯芯話。これは必ずしも「どこでも椎と

でも会謡できる」点がウケたわけではありませんで

した。むしろ「通話帳」と「ナンバーディスプレイ

機能」(番号通知機能)によって、相手次第で迩拙を

取るかどうかを受け手が判別できるようになった点

が大いにウケたのです。

またＳＮＳのmixiであれば、「足あと」というロ

グ機能が、「この人とは最近疎遠だな」とか｢やたら

と接近してきていてキモチ愁いな」というような、

お瓦いの人間側係の距離膿を把搬するツールとして

使われています。こうした歴史を踏まえると、人Ⅲ

関係の調整やコミュニケーション・スキルを強化で

きるＡＲアプリケーションが登場したとき、一気に

ＡＲが普及する可能性があります。拠際、mixiと

ＡＲは非常に相性が良いでしょう。

⑪「ＡＲ炎上｣の危険性あり、

負の側面に注意を

もちろん、「ソーシャルＡＲ｣が現実のものになれ

ば、相当な悪影響や拠乱が懸念されます。ＡＲで卿

署雑言のタグ付けをする、といったことができてし

まうからです。いわば｢ＡＲ炎1Ｊとでもいうべき

現象が大規模に発生する危険性があるわけです。

また、顔がマーカーとして本格的に使われるとな

れば、プライバシーの問題はいよいよ深刻になるで



しよう。おちおち顔を出して外を歩けなくなる時代

が来るかもしれません。今後、ＡＲのビジネスが発

展する中で、こういった耶態に今から傭えておく必

要があると考えます。

輔巳軍埋の空気を可視{蹴る「ソーシャルAR｣の可随性１５７
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ｲﾝﾀビﾕー，NTERVlEW】
がと．ひらかず

加藤博-－

奈良先端科学技術大学院大学

愉報科学研究科州報処理学専攻
インタラクティブメディア設計学鯛座教授

｢ARToolKm

オリジナル開発者が語る
拡張現実の"現実”

拡張現実用オーブンソース・ミドルウエアの代名胴的存在となった

｢0琴ARToolKit｣。ユーザ一発の新発想が求められている中で、Ｃ言語と

OpenGLの基本的な知識さえあれば誰でもＡＲアプリケーションを開発できる

ようにした功績は大きい。ARTooIKitのオリジナル開発者である奈良先端科学

技術大学院大学の加藤博一教授(写真Ｂ､1)に、ＡＲ研究の歴史や現状を聞いた。

－ARTbolKitを開発されたきっかけは何ですか。

学ﾉk時代からIllli像処叩やllIIi像Iil,illIをＩ写奥Bo1ARToolKitのオリジナル、
発者である加藤博一教授

研究テーマにしていて、Ｗｌ'γ:先でＡＲ

に触れたのが始まりです。１９９８年３月

に将学したシアトルのワシントン大学

で、さて｢何を研究しようか｣と思ったと

きに、lIil大のIIumanlnlc1flcc'1,Ⅸ､h

nologyLilbでＡＲを研究テーマに進ん

でいたマーク・ビリングハースト氏に

Ⅲ会いました。

当時の彼はＡＲの研究を始めたばか

りで、「(ソフトウエアなどの)物がない」

と言っていました。そこでｌＩｌｆい気持ち

－１

艮鐸錘躍色＆

■ｈ，

■
インタビュー「ARToolK1tjオリジナルⅢ発哲がlMiる抽狽現爽の画現実－１５９



唖ARToo1Kit＝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

曾朋ライブラリ。奈良先蛸

科学技術大学院大学の加随

１９－教授が開発した。

。SGI＝米国のシリコング

ラフィックス社。ジム．ク

ラークが創莱。「Indylなど

のグラフィックス・ワーク

ステーションで一世を園1、

し、３次元コンピュータ．

グラフィックスの進歩に大

きく貢献した。

0ヶＳＩＧＧＲＡＰＨ＝SpeciaI

IntacstqaponCaun』槌「

Ｇ館Piucs･米国で開価され

るコン ピ ュ ー タ ・ グ ラ

フィックスの国際会職。

毒ＧＰＬ＝ＧｅｎｅｒａＩＰｕｂＩｉｃ

ＬｉｃｅｎｓｅｏＦＳＦ（Ｆｒｅｅ

ＳｏｆｔｗＢＵＥＦｕｍ副ion）が定

めるソフトウエアのライセ

ンス(使用貯開)制度。ソフ

トウエアの共有や変更の自

由をユーザーに保証するた

めに作成された。GPLで保

腰されたものは、自由に複

製､改変､配布できる。ソー

ス・プログラムを付けずに

配布する坦合は、ソース・

プログラムを碗実に入手で

きる方法を提供することが

義務付けられている。

l６ｏ

で、「じゃあ僕が作ってあげる」とARToolKitの開

発を始めました。ですから、特にARToolKilの蓋

文というのは書いていません。技術自体はコン

ピュータ・ビジョンや画像処理の分野では、既に知

られた方法でした。

その頃はちょうどリアルタイムの画像処理が可能

になってきた時代です。それ以前はIIhi像処馴という

と処理時IH1を気にせずに何時IH1でもiil節:させていた

のですが、雷SGlのワークステーションが出てき

た頃から実時間の処理ができるようになってきまし

た。

ARToolKitの岐初の公開は､1999年の0琴SIGG

RAPHです。そこで｢fIfが使えるようにしたら」と

いう声があったので､非商用を条件に公開しました。

そうしているうちに、明確なライセンス定義や商用

利用の打診が出てきたので､非商用は0琴ＧＰＬ化で、

商用ライセンスはマークらが作ったARToolworks

という会社で対応しました。

ARToolKitのフリー版はマニュアルをそれほど

整備していませんし、商用版に比べればライブラリ

の柵成も大ざっぱです。でも、比較的すぐに動作す

るコードが響けるようなので、サッとコードを誉い

て、ちょっとした立方体が拡張現実として実映像に

リアルタイムでオーバーレイされ、「オオッ」と驚

けるまでの時間が知い。おそらくそれが開発のモチ

ベーションを維持させることになっているのでしよ
、

･フ◎

ユーザーが作成したＡＲアプリケーション力《ニコ

ニコ動画などで人知を典めているのを見ると、コン

テンツ作成の支援ツールとしても面白いのかなと

思っています。


