
I図９．８マーカー型ＡＲのサービスを提供するには？

マーカーの提供方法

販促パンフレットに印刷しておく（基本的にはバーコードやＱＲコードのような扱い】

シールやカード状のもので提供

ネットから画倣をダウンロードしてユーザーに印刷してもらう

アプリケーションの拠供方法

１１１体のソフI､ウエアとして提供する（ＰＣ・郷Mi餓卿
Ｗｅｂブラウサ上で動くサービスとして提供する（ＰＣ・僻Ｈ１雄卿
専用の提示デバイスを作って提供する

闇でサンプリングし、前iItなマッチングを行うこと

により、パターンを認伽しています(写真9.1)。

趣パンフレットなどに

マーカーを印刷して配布

マーカーノＩＩＡＲは｡F雌に'ﾉ4現できるので、ビジネ

スに股開しやすいでしょうｏでは、どうやってサー

ビスを提供すればよいのかについて、考えたいと思

います(図9.8）

まず、マーカーの提供方法が1K要です。－御iiIli

なのは、販促用のパンフレットやハガキ、雑誌幽告

などにマーカーを印刷することです。これは従来の

バーコードやＱＲコードと同じ扱いです。既に、

ＱＲコードを写してその商lY1やサービスのＷｅｂサ

イトにアクセスするという手法は蒋及しているの

で、ユーザーはその延焚線上の感覚で使うことがで

きると思います,、例えば、パンフレットに印刷され

ているマーカーをカメラ付きイル柵uI;ﾙで雌影すゐ

と、商ITIのＣＧが浮かびI:がって表'（され、火際の

大きさを確認できるといったユーザー体験を提供す

ることができます。

鰍９鼠ＡＲの仕狙みを鞭鯛する１８．



アプリケーションの提供方法はどうすべきでしょ

うか。単体のソフトウエアとして提供するのが最も

簡単な方法で､パソコン用や挑帝咽話用などを作り、

配布します。ただ、大きな可能性を持つと思われる

のは、Ｗｅｂブラウザ上で動くサービスとして、ソ

フトウエアを提供する方法です。これならユーザー

はインストール作業などを必要とせずに、ＡＲソフ

トウエアを使うことができます。また、さまざまな

Ｗｅｂのサービスと連動できる可能性もあります。

専用のＡＲデバイスを開発するのも一つのアイデ

アだと思います。コンシューマ向けのサービスとし

てはあまり現実的ではありませんが、特定用途では

あり得るかもしれません。蝋用デバイスであれば高

いパフォーマンスが期待できます。

曲カメラ特性の設定をどうするか

先ほど、カメラの特性を没定する作業が重要だと

説明しましたが、ビジネス化に当たってはそれを事

前に計測する必要があります。レンズの歪みや焦点

距離などの特性傭報が砿確でないと位世計測が正し

E図９．９カメラのキヤリブレーションが必要

1８２

カメラのレンズ盃みや無点距離などのパラメータは３次元叶測の

幡度に影唇を及ぼす（製品によって値は岡なる）
このため、眼前にパラメータを求めておく必要がある

口デバイスとソフトウエアをセットで提供するのであれば、あらかじめ誼定しておけば
問皿なし

ロユーザーが使うカメラが不定の坦合は、想定されるカメラの殴定ファイルを複数用童
しておき、ユーザーに利用中のカメラを週択してもらうか、自動的に選択される仕組
みをつくる

ロキャリブレーションをするモードを用愈しておき、ユーザーに手動で実施してもらう
（キャリブレーション用のパターンを掴影すると自動的にパラメータを求める機能）



く行われず、ＣＧを適切に亜椛表示できなくなりま

す。

では、ユーザーに提供するときにどのように特性

悩報を設定すればよいでしょうか(図9.9)。携帯電

話用のＡＲアプリケーションのように、デバイスと

ソフトウエアをセットで提供できる場合は、あらか

じめアプリケーション開発将が設定できます。しか

し、ソフトウエアjii体提供の吻合は、やや手間にな

ります。ユーザーがどのカメラを使うかが分からな

いので、使用が想定されるカメラの特性悩報をすべ

て事前に用意しておき、ユーザーに避択してもらう

か、カメラの製品名を0審APIを使って取得し、自

動的に該当する特性情報を適用するといった仕組み

が必要になると思います。

また、あまり理想的ではありませんが、ユーザー

に手動で0蚕キヤリプレーションしてもらう方法も

あり得ます。タツチパネルが付いた製肋では、利用

開始時にタツチパネルの４点をユーザーにクリック

してもらい､キャリプレーションを実行しています。

これと同じ考え方で、キャリプレーション川のパ

ターンを提供し、それをユーザーにカメラで撮影し

てもらうことでキヤリブレーションを実施すること

ができます。

⑪デファクトとなったARToolKit

ARToolKitについて、お話したいと思います。

ARToolKitは1998年にリリースされたＣ言語のラ

イブラリです。現在G琴ＧＰＬに蕪づいてオープン

ソースで提供されており、マーカー型ＡＲのデファ

クト・スタンダードになりつつあります(次ページ

の図9.10,図9.11)。

qかＡＰＩ＝Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ

Ｐ『OgrammingInte『1aCeo

OSやミドルウエアが自身

の棲能の一部をほかのプロ

グラムで利用できるように

公開しているインタフェー

スのこと。

唖キャリブレーションー

CaIibfation･較正。計測の

偶りを基準量によって補正

すること。

●ＧＰＬ＝Gene『aＩＰｕｂｌｉｃ

ＬｉｃｅｎｓｅｏＦＳＦ（Free

SonwameFoundation）が

定めるソフトウエアのライ

センス(使用貯鮪）制度。

ソフトウエアの共有や変更

の自由をユーザーに保鉦す

るために作成された。ＧＰＬ

で保薗されたものは、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・プログラムを砿実に入

手できる方法を提供するこ

とが義務付けられている。

第９章ＡＲの仕組みを理解する１８３



l図９．１０ARTooIKitの概要

ARToolKiIとは？

C/C+＋で使えるＡＲアプリケーション作成用のプログラミング・ライブラリ。
加藤博一教授（現・奈良先端科学技術大学院大学）によって開発され、米ワシン
トン大学HlTLabやARToolworks社などによって研究が進められている

特徴

ＧＰＬに基づきオーブンソースで提供
Ｃ曾脂とOpenGLの知職が曲ればマーカー型ＡＲシステムをiWilIiに災妓できる
商用版では、イラストなどの任意の画像をマーカーとして使うＡＲやシーング
ラフ処理を行うライブラリも提供

I図９．１１ARToolKitのフレームワーク

作成するアプリケーション

ＡＲＴＯＯ１Ｋｉｌ

カメラ画倣とマーカーの検出マーカーの３次元ビデオ・デバイス
ＣＧの合成処理とパターン認識位置姿勢計測からのキＪ１,プチ,ｗ
カメラ画倣と

ＣＧの合成処理

ＧＬＵＴ

カメラ画倣と

ＣＧの合成処理

GLUT

OpenGL
概準のＡＰ’

オペレーティング・システム

ビデオ・

キャプチャ‘
ライブラリ

野OpenGL＝３次元CGアプ

リケーションの作成を容易

にするライブラリ。デファ

クト・スタンダードの一つ

になっている．

ARToOlKilのAPIは非'肘によくできています。

Ｃｌｉ､柵の:j謄本的な知織とi‘f-l皇の0翁つ()p(‘I1GLの知柵

があれば、ARToolKitを使って,IⅢでも八Ｒアプリ

ケーションを開発できるといっても過,i､ではありま

せん､，ART(x)IKitは、ＡＲ'r()()1Ｗ()１．kｓという企業が

商川版も川葱しています。｜附川版ではイラストなど

のiIIIi像を使うＡＲを開発できます。

ARToolKilはオープンソースなので、派生版が

1８４



I図９．１２ARToolKitの派生龍

NyARTbo1kltlht1p://nyallaip/nyan｡o1kit/wiki/index､php

Java、Android、Ｃ#、ＣＨ･用のクラス・ライブラリを提供
台湾ＨＴＣの「TouchDiamond」などのWindowsMobile
端末で鋤作

写真上：ＨＴＣのTouchDIamond上でマーカーの上に
３次元ＣＧを表示するデモ

FLAToolKit lhilp://saqoosha､net/fla｢Ioolknノ

Fiash版のARToolKit
Webブラウザ上で動作するのでＷｅｂサービ
スとして提供可能

写真下：米ＧＥのＷｅｂサイト上で体験でき苔
Ｆｌａｓｈ版コンテンツ

http:〃8e･ecoma8InalIon･com/sma肺grid/誌/augpenledJealily

どんどん網鮒しています(図9.12)。妓近はJava版

やＣ＃版、Flash版が出ました。Java版とＦ１;lsh版

は、ART()()lworksから商用版が出ることも決定し

ています。

Flash版ＡＲＴ()()lKi（は、Ｗ(，ｂブラウザのｋで川

きます。既に米ＧＥが、風力発巡を説明するＷ⑱|〕

ページでＦｋ１ｓｈ版を使うコンテンツを公州していま

す。同ページからマーカーをダウンロードして印刷

してカメラにｿj:すと、非常にクオリテイの問い肌!'（

のＣＧがマーカーからｊ偲び出してきます。さらに、

マーカーに対して息を吹きかけると風単が1111るしか

けも付いています。これはパソコンのマイクが、恩

、、
産一

鮒９鼠ＡＲの仕組み転迎jWする１８５



ﾛ図9.132007年以降、インターネットやサブカルチヤーを中心にさまざまな匿題が登珊

躍ＮＨＫアニメ「晒脳コイル」の放映(2007年）

→梱広い周を対愈とした内容で人気を築める・研究者も阻めるＡＲの代名飼的作品となった。
巳ニコニコ励画、YoUTubeにARTbolKitの動画が多数投稿された

→ちょうどポーカロイドの「初音ミク」が発売された時期に『ARTbo1KMで初音ミク」が登渇

閣ＡＲを使った製品の発売

・ＴＨＥＥＹＥＯＦＪＵＤＧＭＥＮＴ（ソニー・コンピュータエンタテインメント）
・可脳フィギュアＡＲＩＳ（芸省東京エンターテインメント）

圏ＡＲの国照会胆(ISMAR2007In奈良）で最優秀酋文賞を狽得した
ＰTAM（ParalIeIT殖ddng釘nMappingfo『SmaIIARWo『kspaces）への期待感

曇iPhmeやＴｍ鹿ｈＤｉａｎｍｒｎの登埋

→ＡＲ飽末としての期待感（セカイカメラ、ARTboIKitoniPmm）

1８６

を吹きかけている音を拾って実現しています。

αサブカルチヤーが刺激したＡＲ

ところで、どうして2007年頃からＡＲのブーム

が突如としてやって来たのかについて、私が思うと

ころをお話ししたいと思います。

やはり一番大きいのはハードウエアの性能向上で

す。家庭用の安価なパソコンでもＡＲアプリケー

ションが動くほどの性能になってきました。さらに

携帯電話が高性能カメラを内職し、岐近ではタッチ

パネルや加速度センサーなどの各種ＡＲに必要な機

能を搭戦し始めています。同時に商速な通信網が普

及してきたので、３次元のモデル・データをサー

バーから受信して表示するといったことが、すぐに

できる環境になりつつあります。

一方で、サプカルチヤーを中心にＡＲ関連の話題

が非常にたくさん川てきました(図9.13)。2007年

はＡＲの当たり年だったと思っています。発端に

なったと思われるのが､ＮＨＫで放送されていた｢電



脳コイル」というアニメです。作中では、電脳メガ

ネと呼ばれるＨＭＤに似たデバイスが篭場し、現実

空間と仮想空IⅢが融合した世界を舞台に物語は進行

します。ＡＲを扱った、おそらく初のアニメではな

いかと思います。内容が誰でも楽しめるものだった

こともあり、ＡＲが社会的に秘知される要因の一つ

になったと思います。実はＡＲの研究軒も咽脳コイ

ルには非常に興味を持っており、2008年の日本バー

チャルリアリテイ学会では、砥脳コイルの磯光雄監

督を招いてパネル・セッションが行われました。

また、０琴ニコニコ勤画やYouTubeといった動

画投稿サイトが人気を染め始めたのも2007年ごろ

です。この頃ちょうど0匿VOCALOIDの「初音ミ

ク」が登場し、そのキャラクタを使ったＡＲの作品

がニコニコ動画などに投稿され、人気が出ました。

さらにタイミングよく、ソニー・コンピュータエン

タテインメントがＡＲを使ったゲーム｢THEEYE

OFJUDGMENT」を発売しています。2008年には

｢0雷電脳フィギュアARis」というＡＲを使った製

品が登場したり、先ほどご紹介したＰＴＡＭの動画

がネットで人気を呼んだりしていました。

加えて、「iPhone｣や｢0琴TouchDiamond｣のよ

うなＡＲに適した拙帯咽話端末が登場し､そこで｢セ

カイカメラ」のような具体的な未来のビジョンを提

示したアプリケーションが話題を染めています。こ

のような現象が総合されてＡＲブームが到来したの

ではないかと考えています。

α「試す｣と｢知る｣がキーワード

最後にビジネスとしてＡＲを股間するに当たり、

私の個人的な思いのようなものを話したいと思いま

〃ニコニコ動画＝ニワン

ゴが運蛍する動画投稿サイ

ト。投腿助両上にオーバー

レイする形でコメントを配

述できる点が特徴。

唖VOCALOlDの「初音ミ

クｊ＝ヤマハの音声合成技

術VOCALOID2を使いクリ

プトン・フューチャー・メ

ディア社が開発・販売する

キャラクタ・ボーカル・ソ

フト。人間に近い歌声で歌

わせることができる。

〃晒脳フィギュアARiS＝

2008年に芸者東京エン

ターテインメントが開発・

販売したＡＲを利用する

バーチャル・フィギュア。

唾TOuchDiamorU＝台湾

ＨＴＣが開発したスマート

フォン。ＯＳにWindows

MobiIeを採用する。

鯛９画ＡＲの仕朗みを園鯛する１８７



0図９．１４ビジネスとしてのＡＲに期待するもの

188

キーワードは「賊」と「知」

｢試｣→従来の試魁、賦食に暁<新しい形の「試」の提供
・実物の色、質感、大きさ、存在感などを仮想的に体験

｢知｣→かざすと情報が提示される「魔法の虫めがね」ツール
・家爺の脱明がスイッチの柵に提示される
・文字を掴影すると脱み仮名や服が表示される

・ふと気になったものにかざして、トリビア的な佃報を得る（Wlkipedia的発見行為）

す(図9.14)。私は｢ＡＲってＳＦっぽいよね」とい

う段階からそろそろ脱却すべきときが来たと思って

います。もちろん、ＳＦのようなアプリケーション

もよいのですが、社会に役立つようなキラー・アプ

リケーションを市場に投入し、ＡＲをもっと社会的

に遡知させていくことが亜要だと凪います。

どういうキラー・アプリケーションが期待できる

かというと、私が考えているのは「試す」と「知る」

というキーワードに沿ったものです。試すとは試着

や試食といった行為ですが、何か商品を買うに当た

り、仮想的にこれらの試す行為を行うことがＡＲを

使えば可能になります。

知るというのは、何気なくＡＲのツールをかざす

とそこにさまざまな説明が表示されるというもの

で、ちょっとした知的体験を従供します。Wiki

pediaを読むのが好きな人は多いと思いますが、

Wikipediaの記事が現実空間の'1'にマッピングされ

ていれば、もっと而IL1<なると思います。

色実用性のあるアプリケーション

試すアプリケーションでは､｢家具配世シミュレー



ション」が一つの実用的なＡＲアプリケーションだ

と考えます。家具やテレビなどを向分の部展に置い

たときに、それがマッチするのかを４IIiiIにシミュ

レーションするものです。ある研究では、現実の照

明条件を変化させて実際にどのように影が藩ちるか

を提示する試みも行われています。

さらに、家具などのショッピング・サイトをＡＲ

に対応きせ、．ＡＲボタン．､を付けるのもよいと思い

ます。ユーザーがＡＲボタンを押すと、商品ごとの

マーカー画像をダウンロードできます。マーカーを

印刷して部展に慨けば、ＡＲを使ってその家具の大

きさは部航の111ではどれくらいか、などをシミュ

レーションできるわけです。

“ＡＲミラー肩というものも考案されています。ＡＲ

を使い服や眼鏡、化粧品の試藩・試用ができるシス

テムで、研究も盛んです。

ほかには顔泌識の技術を使い、雑総の表紙を撮影

すると、表紙の芸能人やモデルの愉報や関連する商

品一覧が敢妊表示されるアプリケーション、これは

ＡＲ広併と呼べると思いますが、そういった使い方

から実用化が始まっていくのではないかと思ってい

ます。

ｍＡＲが文化を作る

私は「新しい技術が新しい文化を作っていく」と

考えています。かつて挑精迩詔というものが世の中

に投入されて以来、さまざまな文化が姫まれてきま

した。ＡＲはこれから実用化が進んでいく技術です

が、いずれは牌及し、ユーザーの手によって開発者

も予想しなかった新しい文化が作り出されていくこ

とでしょう。

第９軍ＡＲの仕岨みぜ理腕する１８９



拡張現実を支えるインフラ
｢Ｇ空間｣サービスの胎動

author:武部健一
日経ＢＰ社配者

３次元地図、６軸の0雪地磁気／0琴加速度セン

サー、屋内測位。続々と実用化される新技術によっ

て、実空間と仮想空間を結び付けた新たなサービス

ー｢Ｇ空冊｣サービスが生まれようとしています。

典剛例が、ユーザーの位世や動きを高い輔度でとら

え、“いま”必要とする情報を的確に提供する位置

巡勤サービスです。

２０１３年には、市場規模が１０兆円に途すると言わ

れています。Ｇ空間サービスが雛側されれば、その

上で高度な拡張現実(ＡＲ)サービスを実現できます。

本章では、ＡＲのインフラとなるＧ空間の最前線を

紺介します。

⑪地図情報がＡＲサービスを後押し

「挑帯睡話のカメラを向けて、その方角にある空

側を検索し､評判の良いレストランを兇つける｣､｢半

径1kｍ以内にいる友人を発見してメッセージを送

る｣、「抑帯睡話が３次元コンピュータ・グラフィッ

クスで描画された地図(３次元地図)やパノラマ地図

⑥吋也磁気センサー＝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。

“加速度センサー＝鎧末

の傾きや摂動を検出できる

センサー。携帯電騒機の

カーソルの移動やゲームの

コントロールに利用でき

る。

繭１０軍拡頚現実歴支えるインフラ「Ｇ空間｣サービスの飴勘１９１

、



を使うナビケーシヨンでロ的地まで誘導してくれ

る」－．

上I肥のサービス例はいずれも、ユーザーの現ｲE位

仙や|iﾘいている〃角などを把侃し、それを｣山側や

ネット上の情報と連動させゐことで実現できます。

こうした高度なサービスが現爽のものになろうとし

ています(図10.1）

インターネットの地間サービスは、「G()Oglc

Maps」の川現以降、利川荷が独jＷしてきました。

検搬サイト｢goo｣が発衣した20()8年の検索キーワー

ド・ランキングを見ると、「地Ⅸl」は１３位で20()７

ｲl§の１９位からⅢ雌を上げました、

従来の地似lサービスは現ｲ'1地を碓泌したり、肋間

先やレストランなどを探すときに使ったりするもの

i図１０．１進化する地図・位廻辿動サービス

現在位値に辿動した憶報を重ね合わせた、リッチな地図を実現できるようになる。図中のパノラマ地

図は)脚；電話用の｢GooglGストリートビュー｣。３次元地図はＮＥＣマグナスコミュニケーションズな
どが開発した｢３Ｄ空間検索技術'。

隙柵電騒篭向けた方

向にあるレストラン

などを検索できる

2000疎２０１３年

釣』ⅦI1iWｲから抜粋

1９２

i:jiが'↓
レストラン

特定のAM所限定

で拙供される位
構刊I動コンテン

ツを擬しめる
一--．~、

IYjJjjf’

，

イベント会蝦

ど；宏人など

パノラマ

地図

雌素は現在ｆ

がピルの何降
を鯛磁で謝基



でした。これが今後は、ユーザーの位世に連動した

梢報を地図の中に‘‘Ⅲ肘化“し、自動的に通知でき

るサービスに進化していきます。利便ﾔｌｉは今までの

地図の比ではありません。

このような地図サービスの発展に、政府も注目し

ています。政府は2007年に、「地理空間情撒柄用推

進坐本法」を施行しました。地図空間梢報の慾備を

進め、生活の利使性向上や新藤業の創出を支援して

います。

例えば経済産業省は、地図空間に関する政策プラ

ン｢0霧Ｇ空冊プロジェクト」を掲げ、「2013年まで

に全国レベルで３次元地図のデータベース柵築を目

指す」(経済産業省商務愉報政策局の野｢I聡悩報プ

ロジェクト室長）としています。政府では、次世代

の地図や位憤連動システムを｢Ｇ空間」と表現して

います。

経済産業省はこうした新ビジネスの綴場によっ

て、地図サービス産業の市場規模が2008年の約４

兆円から２０１３年には約１０兆円へ急地すると予測し

ています。巨大雌業に成長する可能性があるという

のです。

⑪最新技術の実装は既に始まっている

このように℃空lIlrが注Ｈされている背殿には、

地側サービスや位佃取ｲﾘ技術の進歩があります。現

状の地図サービスに、３次元など豊かな表現力や、

高さや動きといった新たな情報要素、誤差1ｍ程度

という高い梢度などが加わっています(次ページの

図10.2)。時間軸を加味して過去の３次元地図を閲

覧できるようにする「４次元地図」という拠案もあ

るほどです。

毎Ｇ空間＝政府は地理空

間愉側活用撤進基本法を制

定し、２００８年には同法に

基づいた｢地理空間個報活

用推進基本叶画」を作成し

た。この時に政府内で次世

代の地図や位間孤動システ

ムを喪現するために使われ

始めた画莱が｢Ｇ空間」で

ある。

鰯１０軍拡弧現実を支えるインフラ『Ｇ空剛サービスの脇動１９３



協瞳でも散、

H図１０c２次世代地図・位置連動サービスと従来サービスの遅い

次世代サービスは表現、測位の要素、誤差、対応デバイスなどさまざまな而で進化を遂げつつある＝

数ｃｍ～１，前裡

デジカメ９Ｆ

Ｐ表現 ２次禿

し

1９４

山

繊度・経度・高度

(x､y､z）
方愈

移動状態

加えて､iPhoneの“ﾏﾙﾁﾀｯﾁ”に代表される

新しいユーザー・インタフ采一スにl)や、拡張現

実、そして位Wけ,'州iと迎勤させた1)YWiを組み合わせ

ることで、Ｇ雫'''１として提供される地凶サービスの

内容はさらにリッチになっています｡
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携帯型
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地図の中に配置できる布用な情報は、オンライン

の百科耶典｢Wikipedia｣や写真投稿サイト「Flickr」

など、インターネット上にあふれるほどあります。

さまざまな技術やコンテンツとの融合により、ネッ

ト地図は無限の可能性を持ち始めたのです。

こうした技術や情報を利用するために必要な画像

処理エンジンや、ユーザーの位置や動きをとらえる

センサーは、鵬帯電話を中心とするデバイスに実装

され、利用環境が鞍い始めています。O駐ＧＰＳは、

2007年４月以降、緊急通報時のために挑桁通話が

標淑塔職するようになっています。ニコンの

｢COOLPIXP6000｣などデジタルカメラにも、ＧＰＳ

内蔵機孤が登場しています。写真１枚ごとに霞撮

影場所の位固情報を付加できるため、位個に基づい

た写典の活用が可能になります。

⑪３次元やパノラマ地図が当たり前

次に、Ｇ空間を支える地図・位個取得技術の"凄

み”を紹介しましょう。

３次元地図は複数のりI業者が柵築し始めていま

す。中でも注目度が商いのは、2008年４月に国内

で提供し始めたマイクロソフトの｢LiveSearch地

図検索3D｣です。無償で利用できるにもかかわら

ず、ピルなどのモデリングの輔度が高いのが特徴で

す。

ＬｉｖｅSearch地図検索３Ｄは、マイクロソフトが

2006年に買収した米ベクセルの技術を使って作成

したものです。「航空写典からビルの標商と蹄而の

画像などを自動抽出し、ピルの３次元データをほ

ぼ自動で生成しています。米国版のサービスでは街

路樹もモデル化できています」(マイクロソフトコ

●ＧＰＳ＝GIobaIP℃silion

ingSystemo全地球測位シ
ステム。

〃樋影坦所の位置愉報を

付加＝担度・経度をＪＰＥＧ

画像ファイル内のＥＸｌＦ摘

報に書き込むことで実現す

る。

鋪１０軍拡狼現実を支えるインフラ「Ｇ空間｣サービスの飴動１９５



ンシユーマー＆オンラインリド災部の網代lli紫ソ

リューションセールススペシャリスト)。

2009年３).I時点で３次元に対応している他l内の

地図は東〃(１１１心部だけですが、賊次全図をカバーす

る予定です(写真10.1)。マイクロソフトはLivc

Sea１℃ｈ地似l検索３Ｄだけではなく、データベース

製品の雌新版｢SQLSerwl･２０〔)8」に雀IHIデータを

扱う機能を追加するなど、地Ixlサービスや位I脳)州Ｉ

全般に対して､Wi々 ならぬ怠欲を1,1Lせています。

ａビルの壁面や街路樹までクッキリ

ＩＨＩ内企業では、地例怖撒人ｆゼンリンのr･会社で

あるジオ技術研究所が、法人向けに３次元地凶を術

築中です。liil社はハイビジョン・カメラなどを桃|ｕ

した自助TIIをﾉこらせ、その映像などから吹体物の３

次ﾉCデータをl‘I助ﾉk成するﾉﾉ式を採川しています

データはビルの雌而の模様はもちろん、影や街路樹

も蕊現しており、高い品質です。

既に東ji(２３Ⅸや人阪Ili内、lIillﾉ症嬰郁IIiのIlj街

I写真１０．１３次元地図やパノラマ地図の作成が進みつつある
画面はマイクロソフトが提供するIL1veSearch地図検索３Ｄ｣で東京タワーを見たところ‘
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地は作成を完了させました。現在はドイツのベルリ

ン市など海外都市の対応を進めており、2010年ま

でに北米の主要４０都市以上、欧州の主要４０祁市以

上の整備をＨ指しています。作成した３次元地図

は、カーナピケーション製品のメーカーなどに販売

する考えです。

360度方向で街並みの写兵を閲覧できるパノラマ

地図も、効果は３次池地図とほぼ同じです。代表例

は、プライバシー侵害問題を含めて話題を呼んでい

る｢0琴Googleストリートピュー」です。ほかにも、

国内ではロケーションビュー、海外では米アースマ

インなど、パノラマ地図を手掛けている梁将があり

ます。アースマインのシステムはパノラマ地図に

0蚕タグ付けでき、拡張性の点で注目庇が高くなっ

ています。「国道１号線｣や「白金タワー」といった

道路名やビル名などをパノラマ地図内の写真に醤き

込めます。

α移動状態を推定し、向きを検出

３次元地図やパノラマ地図は、兇た目がリッチに

なるだけではなく、梢報斌もリッチになります。例

えば、緯度・経度に加えて「高さ」の傭報が加わる

ため、利便性の而でも３次元地図を使うことの効果

が出てきます。

高さ以外にも、満川できる悩報要素が多いほど、

新たなサービスが生まれる可能性が高まります。

KDDI研究所は挑帯瞳話が内蔵するＧＰＳや加速度

センサー、マイクなどのデバイスを利川して、ユー

ザーの移動状態を検出する技術を開発しました。

同技術は、「歩いている｣、「走っている｣、「樋車

に乗っている」というように、端末を持つユーザー

毎Googeストリートビュー
＝米グーグルが提供する迦

路に沿ったパノラマ地図。

比較的解像度の囲いパノラ

マ写貝を使っているので歩

行者や自動車のナンバーな

どがインターネット上にさ

らされるなど、プライバ

シー侵害問題を引き起こし

た。

毎タグ付け＝写真や文愈

など、何らかの対象に対し

て間連するキーワードを付

加すること。

第１０回砿彊現興奄支えるインフラ「Ｇ空mUjサービスの馳動１９フ



0図１０．３ＫDDI研究所が開発中の移動状態推定技術の精度
撹帯電話ユーザーの移動状態を高い綱度で推定可能。加速度センサー、歩数計、ＧＰＳなどの挑禰緬胎
内蔵デバイスを複合的に利用して推定する。開発を担当する小林亜令・特別研究員によると「完成度
は９０％｣。

圏

198

加速度センサー＋歩数計十基地局測位

一 一壷…鶏

三頚1E毒T雲fF写F三 望撚

厩 識

マイク＋ＧＰＳ

『推定

バス

§可廟５
_型Z‐
91.8％

の７秘類の移動状態を推定できます。推定輔庇はど

れも８０％以上と高いレベルになっています(図

10.3)。「マイクからの音を自動車かバスか砿車かの

判別に使うなど、複数のデバイスを複合的に使って

推定輔度を高めています」（開発を担当している

KDDI研究所の小林亜令特別研究貝)。

端末がユーザーの移励状態を認識できれば、いろ

いろな用途に使えそうです。睡車に乗っているとき

はニュースや運行愉報を、歩いているときは周囲の

レストラン悩報をというように、ユーザーの状態に

合わせて提供する情報を自助的に変える機能を実現

できるのです。

α６軸センサーで

“ユーザーの向き,'まで把握

さらに、端末あるいはユーザーの向きを位世愉報



の・部に加えられれば、ｕ噸の例のような空間の検

索やナビケーションが現実になりますこうした方

向検川は、Ｗ1%及し始めていゐ「６１'111センサー」を使

うことで１１．能になりつつあＩ)ます(写真10.2イi)。

６軸センサーは、３軸の地磁気センサー（電子コ

ンパス）と３柿の加速度センサーが．体になったも

のです《’４〔IIIiii北やｋ1,.というように、ｊＷＭﾐが向い

ている方|illとjMM<に加わった川l逃度の〃ｌｉ１が分かＩ）

ます。旭化成エレクトロニクスや愛知製鋼が携帯電

話向けのセンサーを開発しており、ａｕ(KDDI)の

｢0念雲Ｇ‘zOncW62CA｣やソフトバンクモバイルの

｢923SII｣、抑外では米'1,-モバイルＵＳＡの｢0蚕Ｔ，

MobileGl｣などの携帯屯紺端末に搭紋されています

ただし､地磁気センサーには問題があります。「太

い鉄筋が尚桝庇にｉｆんでいる場所だと地磁気が乱

れ、雌悪で201虻くらいの訊産が生じます」(ＫＩ)l)Ｉ

研究所の小林将別研究Ⅱ)，それでも、６'1111センサー

は今後、挑柵近話端ﾉ|<に標雌搭載される11｢能性が高

く、利川が進みそうです。

ﾛかＧ,ＺＯｎｏＷ６２ＣＡ＝

KDDIが２００８年７月に発

売した携聯愈眠。耐衝撃、

防水捜能を持つ｢Ｇ０ｚＯｎｅ」

シリーズの端末，方位や温

度､潮位などを表示できる。

カシオ計算機制．

｡-下MCbiIeG1＝台湾ＨＴＣ

が開発した初代AJXkoid搭

載の携帯電諾蝿末。６藷の

加速度センサー／電子コン

パスを内蔵している,、

I写真１０．２センサーやＧＰＳチップも進化中

英エア・セミコンダクターの省髄力型ＧＰＳチップのモックアップ(左）と、旭化成エレクトロニクス
が開発する６拍の地磁気／加辿度センサー(右)。

魂１０蹴拡弧現実醤支えるインフラ「Ｇ窒間｣サービスの胎動１９９



…初期位腫範出時間＝

GPS蝋末が測位を始める

のにかかる時間。長時間利

用せずに放置しておいた受

慣楓を利用する埋合が最も

長い。衛凪の位固に間する

悩組を受侭楓が持ち合わせ

ていないので－つの画星逓

を補足し、衛星の軌迦佃粗

を取得するところから始め

る必要がある。いったん測

位が始まると、迎統して位

団桐報を検出することが可

能。

２００

６軸センサー以外にも、半導体チップの進化によ

る影響があります。省晒力型のＧＰＳ受信チップで

す。

例えば英エア・セミコンダクターが開発する

｢Airwavel」(写真１０．２左)は、「従来製品よりも５０

分の１～１００分の１の省電力を実現しました」（同

社のステイーブン・グレアムマーケティング拙当ＭＩＩ

社長・創業者)。当面はデジタルカメラへの塔戦を

狐っています。「現在、ロ本の主要なデジタルカメ

ラ・メーカーと話をしています。将来は携帯通話に

も腿開したい」（グレアム副社長)としています。

位慨取得の桁度と地力消費は、トレードオフの関

係にあります。Airwavelは必要に応じて自動的に

輔度を上げ下げすることで、電力消費を抑える仕組

みを持ちます。他のセンサーとの辿助やアプリケー

ションの設定によって、巡車に乗っているときは輔

庇を低く、目的地に近付いたら梢度を高く、といっ

た動作となります。

省電力であれば、ＧＰＳ信号の"常時受信筒が可能

になります。現在のＧＰＳ受信機の課題の一つは、

0蚕初期位慨算出時'111が災いことです。場合によっ

ては数十秒かかり、これでは頻繁にＧＰＳを使えま

せん。常時受信していれば、必要なときに瞬間的に

位職情報を取得し、即座にネット地図を使えるよう

になります。

α「ＩＭＥＳ｣や無線ＬＡＮを使う

省電力ＧＰＳチップによって常時測位が可能に

なったとしても、ＧＰＳには屋内で使えないという

大きな問題が残ります。桃帯地紬はＧＰＳが使えな

い場所でも挑帯電話基地局による測位で現在位慨を


