
一ＡＲ研究の最先端は非マーカー型に移行

しているようです。

大学はチャレンジすることを目的としているの

で､最先端の研究では位置合わせが難しい､蔭マー

カーを使わない方式が主流です。私自身も、現在は

マーカーを使わない研究しかしていません。

ただ、マーカーも適材適所で使えばよいのではな

いでしょうか。アプリケーションによって、マー

カーがある方がよいものと、目障りになるのでない

方がよいものがあると思います。特に柵帯晒括の

ＡＲは0審ヘッド・マウント・ディスプレイ（ＨＭＤ）

のＡＲと異なり、ユーザーが意識的に端末を”かざ

して，'使います。そうなると0琴ＱＲコードのよう

なマーカーの存在が目印となってユーザーへの"分

かりやすさ病や利便性を高めることもあると思いま

す。また、０今ＧＰＳや0琴電子コンパスが使えない

シーンも多いですから、マーカー型とマーカーレス

型を使い分ける、ということになるのではないで

しょうか。

－最先端の研究では英オックスフォード大

学のジョージ・クライン氏が開発した

「ParaUemackingandMappingfbrSmaU

ARWOrksPaces｣(P弧M)がマーカーレス

のＡＲとして注目を集めています。

ＰTAMは2007年に奈良で開催された0雪ISMAR

で発表されましたが、私はそのときにプログラム委

Ｍ長でした。論文をきちんと統んでみましたが、‐-．

芥インパクトがあったのはやはりデモですね。

ＰＴＡＭのすごいところは、トラッキング(位悩の

〃マーカー＝makefo標

嵐。２次元バーコードのよ

うな白瓜パターンや登録し

た画倣などを使う。

〃ヘッド・マウント・ディ

スプレイ＝顕に装鷲する

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。

⑥白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方向に情

報を持つので、衷示面積が

小さくても愉報量を多くで

きる。ISO/IEC1800ul，JlS

XC510として規格化されて

いる。URLが格納されたＱＲ

コードを撰帯電鰭のカメラ

で醜み込んで、Webサイト

に醗導するなど、既に実用

化が進んでいる。

③ＧＰＳ＝GIobaIPosilio

nin8Systemo全地球測位

システム。

毎電子コンパス＝地礎気

から方位を検出するデバイ

ス。地田気センサーとも呼

ばれる。

●ｌＳＭＡＲ＝International

Symposiuma1Mlxedand

AL咽汀旧nledRealilyoARや

梱合現実(MlxedReellty)に
間する国際会眼。

インタビュー「ARTooIKlt｣オリジナル閲発簡が鰯る拡盟現爽の。UUJU、１６１
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追跡)とマッピング(悩報の重ね合わせ)を並列処理

しながら、粋通のパソコンで十分なフレームレート

を確保できていることです。

優れた諭文は数多くあっても、そのロジックをプ

ログラムとして実装したときに性能が出ないという

のは珍しくありません。ＰTAMの一つひとつの要

素技術はロボティクスの研究などで既にあったもの

ですが、それを非常に高い完成度でシステム化でき

た点が優れていました。

ＰＴＡＭのソースコードの公開によって､他のマー

カーレスのＡＲ技術の評価軸が生まれた面もありま

す。ＡＲをﾙド価する客観的な手法は確立していない

ので、公平な評価が難しい。PTAＭのように誰も

が入手できるマーカーレス技術があれば、ＰTAM

よりは良い、愁い、という識諭が成り立ちます。

－ＡＲの当面の課題は何でしょうか。例

えば、コンピューティング・パワーは

十分ですか？

パソコンであれば蕪本的に、コンピューティン

グ・パワーを気にしなくて済む時代になっていま

す。ARToolKit開発当時のマシンは、ＣＰＵがPentium

Ⅲの500W田z、解像度は640×480ドットのＶＧＡとい

う仕棟でした。この頃はグラフィックス・カードの

性能が十分ではなかったので、処班がかなり並かつ

たです。

ＡＲでは、人11Mの広い視野を実現するために広角

のレンズのカメラを使います。広角では、撮影した

画像に大きな歪みがでます。これを補正するために

テクスチャマッピングで龍んだ画像を平面に戻すの

ですが、これをリアルタイムで行うのは当時のパソ



コンでは荷の重い処理でした。

一方、最近ではマーカーを使わないＡＲでも１２０

フレーム／秒で処珊できます。１２０フレーム／秒く

らいあれば、ＡＲの対象物を激しく動かしても追従

できます。Flashや携帯遡話でも、処理速度の面で

は十分な水準に達しつつあるのではないでしょう

か。

－では、アプリケーションが当面の課題

ということになりますか。

そうですね。工場内のメンテナンスなど業務改善

を目的としたＡＲ技術を含めると、大学だけでなく

日本の企業も相当な技術を抱え込んでいます。ただ

実用化に向けたパスが少ないように思います。

ケームの｢ＴＨＥＥＹＥＯＦＪＵＤＧＭＥＮＴ｣や｢電脳

フィギュアARis｣、「セカイカメラ」など、注目を

集めているＡＲ製品は雌かにありますが、後が続く

かどうかがやや不安です。私のところへもケーム会

社の方などがいらっしゃいますが、多くは「面白い

ですね」で終わってしまうのが現状です。１１tの中に

出て行くには、まだ何かが足りないのでしょう。

ただ、０雪デジタルサイネージのようにそれ自体

で収益を上げなくてもよいものであれば、可能性は

ありそうです。

－デバイスはどうでしょうか。最近で

は、手のひらサイズで持ち運べるモバ

イル・プロジェクタの製品化が相次い

でいます。

モバイル・プロジェクタをディスプレイにした

ＡＲの研究は既にあります。ＡＲはＨＭＤを有力な

密デジタルサイネージーコ

ンビュータ技術を用いる街

頭広告の縫称。

インタビュー「ARTocIKiUオリジナル開発嵩が四る砿盟現実の。現町１６３
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モバイル・ディスプレイの一つとして研究が進んで

きたのですが、そこで砿ね合わせる情報はあくまで

パーソナルなものです。モバイル・プロジェクタな

ら、モバイルでありながらＡＲによる情報を複数人

で共有できます。そこに何らかの可能性を見いだせ

るかもしれません。

有力なデバイスとして答えられているのは、今な

ら柵補職謡、カーナビケーション・システム、ゲー

ム機あたりでしょうか。いずれもカメラとディスプ

レイを兼ね備えていて、市場の規模も大きい。

ただ立体的に見せられるディスプレイでなけれ

ば、実川性に|川遡が出てくることがあります。３次

元的に整合する位撒に合成して表示することと、奥

行き感は別物だからです。

例えばカーナビで、奥行き方向に複数の曲がり角

があって､そこに怖報をオーバーレイしたとします。

すると「どの角だ？」と迷うシーンが出てくるわけ

です。

ユーザーに迷わせないという点では、情報のフィ

ルタリングも裸迦です。ユーザーはほしい傭報だけ

見えればいい。例えば街にお店が30軒あって、そ

のすべてがお客さんを呼び込みたいとします。です

が､そのすべての怖報を画面内に表示してしまうと、

わけがわからなくなります。

さらに鵬椛巡摘や挑併ゲーム機は、バッテリ容fiI：

の少なさがネックになります。ＡＲは映像の処理を

多用するので、それこそ20分で電池が切れてしま

う。おそらく最後に残る応用而での課題は、バッテ

リになるのではないでしょうか。

(このインタビューは２００９年４月に行いました）
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章に第９章ｌ

ＡＲの仕組みを
理解する

author：橋本直
工学ナヒ主宰

独立行政法人科学技術振興喫滑ERATO
五十嵐デザインインタフェースプロジェクト研究員卿士〔工学】

雌初に、私が考える拡張現実という,.ｉｆ熊の定推に

ついて説明したいと思います。私はＡＲを「現実の

環境から受ける知覚情報に、コンピュータによって

ﾉk成された怖鞭を融合させることで現突を拡眼、強

化する技術」と定義しています。

いＲは映像技術である」と説明されることが多い

ようですが、それは少し違います。必ずしも映像悩

拙こ限るものではなく、ヅミ際には研究段階ではあり

ますが、聴覚、触弛、平衡感覚、味党といったあら

ゆる感覚情報がＡＲのターゲットになります。

聴覚のＡＲでは、立体脊響を川力するヘッドフォ

ンや指lnj性スピーカーなどを仙って、仮想の物体の

ｲjYlZ感をffによって腿示する研究が行われていま

す。

触覚のＡＲとは､現実の物体に対して新たな触感、

または異なる触感を付加することを意味します。あ

る研究では、爪のｋに振励を'j･えみことによって、

指先の皮膚感覚を提示するという拭みが行われてい

ます。この技術を応用すれば、タッチディスプレイ

鯛９軍ＡＲの仕岨みを理剛する１６９



~センシングーsensing･
検知、検出の意味。

ｅＧＰＳ＝GIobaIPositi

oningSystemo全地球測

位システム。米軍が打ち上

げた24個の人工衝里と地

上の制御局、利用者の移動

局から樹成されるシステ

ム。移動局と三つ以上の衛

星との距昭を計測すること

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。

〃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。

1７．

のツルツルの表而に対して仮想的に凹凸を付加する

ことが可能になります。また別の研究では、ＡＲの

技法によって、物体表面に新たなテクスチャ側像を
､必瞥』う

11t畳炎示すると､その視覚効果によって､物体を触っ

たときの質感が変化するという面白い現象が報告さ

れています。

平衡鵬覚にIﾘUする研究では、卿.の辺りに地気刺激

を与えて平衡感党を．‘乗っ取る”ことにより、人の

歩く方向をコントロールするといった実験が行われ

ています。これは加速度を重畳するＡＲと商えま

す。この技術は視覚障害者の安全な歩行を支援する

システムへの応用が期待されています。

味覚のＡＲとは何かと言われれば、例えば薄味の

料理があったときに、本物の調味料を入れずに感覚

器に対して何らかの刺激を与えることによって味を

濃く鵬じさせたり、コンピュータ上でデザインされ

た食べ物を食べているような感覚を実現するといっ

たことが考えられます。現状では、味覚に側する

ＡＲの研究はほとんど見られませんが、可能性とし

てはあり得るでしょう。

⑪センシング技術がカギを握る

ＡＲの実現のためにはどのような基礎技術、要素

技術が必要でしょうか。大きく分けるとエレクトロ

ニクス技術、グラフィックス技術、ネットワーク技

術の三つです。

エレクトロニクス技術では0琴センシングが一番

政要です。具体的には、カメラや0零GPS,0蚕ジヤ

イロセンサーなどの各秘センサーが必要になります

(図9.1)。

表示のための映像提示装置も必要です。ＡＲ用に



決まった形というのはありませんが、現実空間に映

像情報を菰ね合わせるためのスタンダードなデバイ

スとして、０蓉二′ヘッド・マウント・ディスプレイ

(HlvlD)が茶げられます，いわゆるメガネノくりのデイ

スプレイです。次によく川いられる方法が、カメラ

とディスプレイを勝I|ifしたモバイル端末(いわゆる

柳ＩW)を使うﾉﾉ法です。虫眼鏡を使うときのように、

デバイスを対象にかざして肌察します。蚊近では、

プロジェクタを使って、対象に直接映像を投影する

方法も数多く提案されています。

グラフィックス技術は３次元コンピュータ・グラ

フィックス(ＣＧ）などの描IIIji技術も'１t要ですが、２

次元や３次ﾉtデータの作成技術がポイントになりま

す。例えば、商,YiIIi報を現実空間に亜ね合わせよう

としたときに、ｌＷｉｌＶｌのグラフィックス情報をどう

やって川慰すゐのかがⅢl胆です。

既に0琴ＣＡＩ）データがあるような商品であれば

それを流用できますが、職人が作ったような工装雌

１回９－１ＡＲの実現に必要な要素技術

吃ｼ･ヘッド・マウント・ディ

スプレイ＝頭に装着する

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。

ｍ･ＣＡＤ＝COmpuIerAideO

Designoコンピュータを

使い、股計や製図を行うこ

とｃ

エレクトロニクス技術

センシング技術：カメラ、GPS，ジャイロセンサー、ＲＦＩＤ、光学式モーション･キヤプチ･ｔ１
など

デｨｽプﾚｲ披術･一般的な減品ﾃﾚピ､モバイル端末用小型デｨｽブﾚｲ､ﾍｯド･マウ
ント・ディスプレイ、推称型プロジ正クタなど

グラフィックス技術

２次元の注釈情報、３次元ＣＧモデルによるコンテンツの作成
（実際の商品のＣＡＤデータを再利用３Ｄスキャナで作成）
それを画而に爽示するための溜遮な描画エンジンや物理エンジン

ネットワーク技術

HSDPA、無線LAN、ＷｉＭＡＸなど．高速なデータ遮低技術

堀９砿ＡＲの仕綱み歴理解する１う.



z叢'3次元スキャナ＝レー

ザーなどを用いて多方向力

ら物体をスキャンすること

で３次元データを生成する

機器。ローランドディー‘

ジーなどが販売している、

などＣＡＤデータが存在しないものについては、

0念=３次元スキャナを使ってデータを取り込むと

いった工夫が必要になります。ビジネスとして鵬|淵

する際には、３次元ＣＧのデータをいかに効率よく

用意するかが鍵になると思います。

ネットワーク技術では、コンテンツをユーザーへ

|､i蛎するための尚述'''1級が必要になります｡モバイ

ル州ｲとであれば、無線ＬＡＮやＩⅢⅢ:心1,1のデータ辿

儒サービスなどを使うことになります。

■：現実空間と仮想空間の

位置を合わせる

現実の世界に仮想のⅢ界を攻ね合わせるという

と、言葉としては簡単に聞こえますが、これを実現

するためには技術的に.ミつのポイントがあります

(図9.2)。

（1>現実空間と仮想空間の基準点を対応させる作

業。現実窄間の絶対座標に対して、「この座標は仮

I図９．２現実空間と仮想空間の融合に必要なこと

1フ２

に対する視点の
姿勢を同じにする

(カメラ】

、‘

個

、
～ 安 川 卜 の 基 準 点 －

１'現実空間と仮想空間で対応させる

幽遁f壁ﾖ山

仮想カメラ

③魚点距離や画刈などの特性を
現実世界の視点と同じにする

３次元ＣＧ

馨
i嘘ﾐ躯留間



想空間ではここです」と対応を取ります。簡単な方

法の一つは、現実空間の中に0雪マーカーを侭いて

現実空IHIと仮想空間を結び付ける手法です。

②現実空間と仮想空間において、基準点に対する

カメラの位置・姿勢を同じにする作業。こうしない

と現実空間と仮想空間をぴったりと合わせることが

できません。

③カメラの特性を設定する作業。カメラにはレン

ズ歪みや焦点距離、０蚕画角といった特性値があり

ます。これらのパラメータは３次元物体の見え方に

影靭を及ぼします。このため、仮想空間を搬影して

いるカメラ(仮想カメラ）と現実世界を搬影してい

るカメラの特性を同じにする必要があります。

①～③を適切に実行すると、現実の世界と仮想の

1M:界の映像をぴったりと違和感なく合わせることが

できます。

口センサーやカメラを使う

①や②を実現するために多数の方法が提案されて

いますが、（Ａ)各櫛センサーを使ってセンシングす

る方法と、（B)カメラによるビジョン・センシング

の方法に大別できます(次ページの図9.3)。カメラ

もセンサーの一つですが、ＡＲにおいてはユーザー

提示胴の画像を取得する月的でも使うので、ここで

は便宜上区別します。実際には、（Ａ）と(Ｂ)を組み

合わせて輔度を高めます。

（Ａ)は磁気式３次元位置姿勢センサーやジャイロ

センサー、０琴砥子コンパス、ＧＰＳなどが挙げられ

ます。磁筑式３次元位慨姿勢センサーはバーチャ

ル・リアリテイの研究でよく使われていたもので、

部屋の隅などに磁気を発する装置を置いて、その磁

”マーカー＝mkero極

Ifi･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。

毎画角＝カメラで栂影す

るときの被写体の写る範囲

を、カメラのレンズを中心

にした角度で示したもの。

唖踊子コンパス＝地磯気

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。

鋪９章ＡＲの仕岨みを理閑する１７３



M図９．３付置合わせの手法

耶用のセンサーを用いる方法

遜気式３次ﾃ付鍔姿勢センサー
ジャイロセンサー

電子コンパス
ＧＰＳ

ＲＦｌＤ

光学式モーションキャプチャ
無線ＬＡＮ測位

カメラによるビ ジョン・センシング

マーカーを奴・床・対敢などに貼付し、
それをカメラで認購・計測する手法
対蕊物体のテクスチャや形状特徴などのモデル
傭報を砺前に作成しておき、画像とのマッチング
＆トラッキングを行う手法

VlsuaISLAM（SimulIaneousLocalizationand

Mappin8）
画倣中の特徴点を抽出し、フレーム間の動きから
各点の相対的な３次元位憧を計測し、辿続的に
マップを柵鰹する手法

どれか一つということはなく、組み合わせて使うことにより精l堂を上げ畠

xケPIaceB1grne＝クウジッ

トが運営する無線LANアク

セス・ポイントを使う現在

位置取禍サービス。

噂-RFIＤ＝無線を使って、

タグに埋め込まれたID雷

号を認識する技術。タグに

はCPU機能やメモリーを

持ったものもある。

1７４

気をレシーバーで受傭し、磁気の計測値から３次元

空間での伽ifと淡勢を推定するものです。ジャイロ

センサーは３次元の/(1度情椛を得るセンサー、近子

コンパスは地磁欠から〃角を取得するセンサーで

すこれらは現稚位世を取得できるＧＰＳや、

｢0雪PlaceEnginC｣のような無線ＬＡＮ測位の手法

と組み合わせてもよく使われます。

ＯｓＰＲＦＩＩ)を使う方法もあります。ＲＦＩＤを細か

く配悩し、そこから現佃ｳ:世を,汁測します。または

ユーザーにRFII）を取り付け、部屋の入り口などに

RFIＤリーダーをliftいておけば、ユーザーがどのエ

リアにいるのかを，ﾘりﾘできます。その陵、他の技術

で細かくセンシングしていきます。

現在紬題となっているモバイル端末のＡＲの多く

は、（Ａ)の〃法を使っています。雌初にＧＰＳや無

線ＬＡＮｉＩﾘ位で位li州州lを取得します。その後、無

線ネットワーク経IlIでデータベースから、現在の位

置情報に鯉づいたコンテンツをダウンロードしま



N図９．４モバイル鎧末を使うＡＲの一般的な手法

す。次に、近子コンパスで収１１ﾄしたユーザーがIi1lい

ている方向に合ったコンテンツをｲ州f堆締のライブ

ビユー映像の中に重‘H:喪承する、といった流れにな

ります(図9.4)。

例えば、「0蚕Wikiuld(j」というu魯言，Ｔ､MobilCGl

で助くＡＲアプリケーションは、」ｊＭ地の近くにあ

る｢0今Wikipcdia｣の純度維陛WiWiを持つ記:『脈を表

示します。このような外部のサービスとの0蚕マッ

シュアップが既に可能になっています(次ページの

図9.5)。

画マーカーとマ ーカーレス

（Ｂ）のカメラによるビジョン・センシングは、

（１）ビジュアル・マーカーを使う、（11）対･象物体

の形状悩椛を川いる、（Ⅲ）VisMlSLAMと呼ばれ

る技術を使うという二つのタイプに大別できます

gかWikilude＝Ｔ･ＭｏｂｉＩｅＧ１

向けに開発されたARアプ

リケーション。Wikipedi尋

の記亦をＡR的に検榊でき

る。棚発はオーストリアの

モビリジィ社。

写汀･ＭｏｂｉＩｅＧ１＝台湾ＨＴＣ

が開発した初代ArKIIoid措

載の携帯電話端末。６拍の

加速度センサー／盃子コン

パスを内灘している。

砂Wikipedia＝オンライン

のユーザー妃述型百科耶

典。

〃マッシュァッブ＝外部

にある他のサービスなどを

組み込んで新しいサービス

やアプリケーシ１ンを作る

手法。

躯９歳ＡＲの11川み極WlWり・る１フ９



11図９．５実穏働している携帯謡蕗のＡＲアプリケーション

｢Enkin」

｢WikiIude」（WikiI〕edla記叩検索）
｢INGWegwijizer」
(オランダのING銀行のＡＴＭ検索）
｢セカイカメラ’

コンテンツはネント

にある既存のものも
利用可能

ﾛａ･ARTooIKil＝ＡＲアプ

リケーションを開発するた

めのオーブンソースのＣ

言開ライブラリｃ奈良先端

科学技術大学院大学の加藤

側一教慢が開発した，

噸･ＱＲコード＝デンソー

<現デンソーウェーブ）が

冊発した2次元コード。

バーコードと異なり2方向

に{W躯を持つので、表示面

硝が小さくても情報量を多

くできる。ISO/lEC18004、

JlS.X・O510として規格化

されている。URLが格納さ

れたＱＲコードを携帯需話

のカメラで続み込んで、

Webサイトに勝媒するな

ど、肌に災川化が進んでい

る。

画-両州性反射栃＝入射し

た光を光源の方向に反射す

る鞘捌.な素材。交通標識な
どで他われているハ

1７６

緯度・経度悩報を持つ

コンテンツは多数ある？

(例）Wikipedia，FlIckI

(図9.6)。

（１）ビジュアル・マーカーを使う。これは、雌

近人気のある「0蚕ART()()IKit｣が採用している手

法です。ビジュアル・マーカー（以下、マーカー）

には幾何学的な特徴(例えば、砿〃形という制約）

があり、これを利jljして、マーカーの３次元位拙・

憐勢を,11洲します。また､マーカーには0ｓ=ＱＲコー

ドのような拙別用のパターンが拙かれており、これ

により、マーカーと提示したい1僻11を対応付けるこ

とができます。

例えば、マーカーを雌に貼り付けておけば、それ

を批影することによってナビケーシヨン情報などを

空間に茄丑表示することができるようになります。

マーカーを使う方法はＷｆさで災けていますが、紫

llllIl1のあちこちにマーカーをⅢIiり付けあと、｜|脈Ｉ）

になってしまうという問題もあります。

そこで最近の研究では、マーカーを透明にして見

えないようにする工夫が提案されています例え

ば、透明な(I琴両端性以＃Ｉ材という将殊な紫材で

マーカーを作り、壁に貼り付けると、人間の'－１から

は透川lなシールが貼ってあるようにしか兇えないの



I図９．６カメラによるビジョン・センシングの種翻

ビジュアル・マーカー ＶｉｓｕａｌＳＬＡＭ
－

Ｈｉｒｏ

対数物体の形状州報を用いる

看坂 顔桧出蕊…鼎“

ですが、赤外線カメラで搬形すると、カメラからは

認拙できるようになります。

（Ⅱ）対象物体の形状'傭報を用いる。例えばＴ

シャツの眺様や締板などのテクスチャ情報や、物体

の３次元形状将徴を使います。対象物体に関するそ

れらのデータをｌＭｉに収押しておき、カメラ剛像に

対してモデルマッチングをifうことにより、対象物

体の位世・婆勢を叶測します。この方法では、１１州ｌ

を提示する対象の物体に対してマーカーのようなセ

ンシング川の!'棚ｌｊなしかけをほどこす必要がないと

いうメリットがあります。

この手法を川いたある研究では、プリンタをカメ

ラで撮影すると、プリンタｋに使い方の説明が並,鵬

表示されるということが行われていました。例え

ば、「ここが地源ボタンですよ」、「メンテナンスの

ときはここをＩＨＩけてください」といった説明です

家電のように製砧形状があらかじめわかっているも

叩９蕊ハＲの仕細み奄理解する１フフ



〃ＩＳＭＡＲ＝Intemalional

SymposiumonMlxedand

AugmentedReality。

〃スレッド＝ソフトウエ

アで並列的な処理を行うた

めの仕組み。

1ﾌ８

のに対しては、このような手法が有効でしょう。

形状悩報として、手のひらを用いる研究もありま

す。TaeheeLee，TobiasH611erer氏らが提案した

｢HandyAR｣では、手を開いたときの指の位倣関係

を利用して、手のひらの３次元姿勢を計測します。

手をカメラで撮影すると、手のひらの上に３次元

ＣＧを表示することができます。さらに、人間の顔

を用いる方法も巷えられます。雌近では、特定の風

景から特徴点を抽出して、風最全体をモデル化する

研究も進んでいます。

（Ⅲ）VlsuaISLAM(SimuItaneousLocaIIzation

andMappIng)と呼ばれる技術を使う。VisualＳＬＡＭ

はロボット研究では古くから取り組まれている方法

で、画像中の特徴点を利用します。例えば物体の角

やエッジなどに基づいた特徴点を画像中から抽出

し、イ!｝られた襖数の特徴点をフレーム川でトラッキ

ングします。そしてフレーム間での特徴点の位慨情

報から３次元柵造を計算し、連続的に特徴点の３次

元マップを柵成していきます。作成された３次元

マップによって、空間中に３次元ＣＧや注釈怖報を

配価することができるようになります。

αブレークスルーだったPTAM

VisUalSLAMに閲しては、最近画期的なブレー

クスルーがありました。2007年に0審ISMARとい

う世界的に樋威のある拡張現実の国際会識で雌優秀

論文賞に選ばれた｢ParallelTrackingandMapping

fOrSmallARWorkspaces｣という研究です。Visual

SLAMの一樋で､略してＰTAMと呼ばれています。

ＰＴＡＭの優れたところは、特徴点の抽出とマッ

ピングの作業を0号スレッド化することで非常に商



速な処理を実現した点です。ＰＴＡＭはオックス

フォード大学の研究者が特許を申諭していますが、

ソースコードが2008年に公開されたので、誰でも

利用できあようになっています。０琴YouTubeな

どの勤両共有サイトには、ＰＴＡＭのソースコード

を使って作られたさまざまなアプリケーションのデ

モ動両が投稿されています。

＆技術的には成熟しているマーカー型

ここからはマーカー型ＡＲに関して説明します。

マーカー別ＭＡＲは、研究レベルではほぼ成熟した技

術で、既に実用化もされています。

マーカー型の良い点は、紙のマーカーとカメラだ

けで実現できることです。携帝咽話内蔵のカメラで

も、パソコン用の安価なＵＳＢカメラでも、ＡＲア

プリケーションを動かせる手軽さがあります。

恭本的な処理の流れは、（１）岐初にカメラ画像を

取得、(2)画像処理によってマーカーを検出し､マー

カーに描かれているパターンを溜識、(3)画像中の

マーカーの位置梢報から射影幾何学的な計算を行

い、３次元空間でのマーカーの位慨と姿勢を計測、

(4)洲･測した位置と姿勢情報をもとに３次元ＣＧな

どを合成、となります(次ページの図9.7)。

この一連の処理をｌフレーム中に１回行います。

３０フレーム／秒の実行連座を出すためには、３３ミ

リ秒以内に(1)から(4)を完了する必要があります。

以前は画像認識の計算コストが非常に大きかったの

ですが、最近はコンピュータの進歩によって、家庭

用パソコンでもリアルタイムで動くレベルにまで到

達しています。

(2)の画像認識では次のようなことを行います。

、
母YouTube＝米グーグル

が運営する動画投稿サイ

卜。

鯛９章ＡＲの仕岨みぞ理鯛する１７９



I図９．７マーカー型ＡＲの仕担み

マーカー型ＡＲの特徴

センサーはカメラのみ

‘カメラ付きケータイで実現可能
・ＰＣの場合はＵＳＢ接統のＷｅｂカメラ一つで実現可能

マーカーを置いたり、手で崇作することによるインタラクション

基本の処理の流れ

(1)

一
カメラ画倣

の取得
一

（２）

マーカーの

検出と認織
一

(3)
マーカーの

３次元位置・
姿勢の計測

毎フレームこれらの処理を行う

I写真９．１ARToolKitのデモ

マーカーを認識して、ＣＧを合成している。

一歩

（４）

カメラ画像への
ＣＧの合成

一一一・

麺

lliIi像秘倣の検川アルゴリズムは、雌初にlmMi全休を

モノクロ画像に変換し、黒い太枠の存在する領域を

探します。そして、ある程度の大きさの領域を抽出

し、その険で輪郭線を仙川します。ここで刈が,1冊

ある領域があれば、｜)L|/f』形の伽戊だと'ＩﾘｌｌＪｒしますＵ

そして、’'1に描かれているパターン飢域を一定のⅢ

1８０


