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�� はじめに
近年�計算機の小型化�高性能化により�装着すること

で自由に移動しながら利用が可能なウェアラブルコン
ピュータが開発されている� 一方�コンピュータグラフィ
クスで描いた仮想物体を現実環境に重畳表示することで
現実環境に情報を付加することが可能な拡張現実感技術
の研究もさかんに行われている� この技術をウェアラブ
ルコンピュータ上で実現し� 任意の場所でユーザが見て
いる現実環境に注釈情報を提示する研究が注目されてい
る ������� 注釈情報を提示するためには�計算機があらか
じめ注釈情報を保持しておく必要がある� 従来�注釈を
表示する際には�ユーザが装着した計算機にあらかじめ
注釈情報を保持していたため�注釈情報の追加や更新に
問題があった ����

そこで本稿では�あらかじめ計算機に注釈情報を保持し
ておく必要がなく�注釈情報の追加・更新が容易なウェア
ラブル拡張現実感システムのための注釈情報データベー
スを提案する� まず�ユーザが装着した計算機が無線ネッ
トワークを介して通信可能なサーバにデータベースを保
持することで注釈情報のネットワーク共有を行う� これ
により� 注釈情報の提供者がサーバ上のデータベースを
更新することで�ウェアラブルコンピュータの利用者は
常時�最新の注釈情報を獲得可能となる� また�注釈情報
の提供者は情報の追加・更新を �	
ブラウザを介して容
易に行える�

以降� �章では注釈データベースをネットワーク共有
するシステムの概要について� �章では提案するシステ
ムを用いた情報更新実験について� �章では本稿のまと
めおよび今後の課題について述べる�

�� ネットワーク共有型注釈データベース
注釈データベースをネットワーク共有したウェアラブ

ル拡張現実感システムの概要を図 �に示す� 提案システ
ムでは�無線ネットワークが利用可能な環境を想定して
いる� まず�ユーザの装着した計算機が通信可能なネッ
トワーク上に注釈データベースを保持したサーバを用意
する� これにより� 注釈提示システムの利用者及び注釈
情報の提供者双方での注釈データベースの共有を行う�

システムの利用者は�あらかじめ注釈情報を計算機に
保持させることなく�無線ネットワークを介してサーバか
ら最新の注釈情報を取得することが可能である� また�注
釈情報の提供者は�共有されたデータベースの情報を更
新することで� 注釈情報を容易に更新することができる�

��� 注釈データベースの構成

注釈データベースには�注釈として提示するオブジェ
クト �画像�映像�音声等および各々のオブジェクトを
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図 ��ネットワーク共有された注釈データベース

付加する現実環境内での �次元位置の情報が格納されて
いる� オブジェクトとその付加位置情報の対で一つの注
釈情報となる�

��� 注釈情報の獲得

ユーザは常に注釈情報を保持するサーバと通信可能で
ある� どの注釈をどの位置に提示するかは�ユーザの位
置・姿勢によって決定される� そこでまず�赤外線ビーコ
ン����等によりユーザの位置を�ジャイロセンサ等によ
り姿勢を計測する ���� そして�ユーザ側のウェアラブル
システムは計測された位置情報をもとに�サーバ内の注
釈データベースから位置に応じた注釈情報を獲得する�
その際�どの注釈情報を送信するべきかの判定は�サーバ
側に用意した注釈情報の選択ソフトウェアを用いて行う�

ユーザの装着した計算機は必要な情報のみを保持して
おけば良いため�ウェアラブルシステム上の注釈情報の
量が膨大となる問題はなく� 常に最新の情報を獲得する
ことが可能である�

��� 注釈情報の更新

注釈情報の提供者は�ネットワーク共有されたデータ
ベースを更新する� 情報の更新を行うインターフェース
として �	
ブラウザを使用し� 特定の �	
ページにア
クセスし�入力フォームからデータを送信することで注
釈情報の追加�更新を容易に行うことが可能である�

�� 実験
提案した注釈データベースを用いて� 本学屋内の �箇

所に注釈を提示する実験を行った� 図 �に�本実験で使
用した注釈提示システムの機器構成の概要を示す� ユー
ザはウェアラブルコンピュータとしてタブレット ���無
線 ���内蔵 を装着し�センサ類�及び小型表示ディス
プレイを装着する�

���カメラは現実環境の取得�姿勢センサはユーザ姿
勢の計測�赤外線センサはユーザ位置の獲得を行う� ま



図 ��注釈提示システムの機器構成 図 ��注釈情報の追加更新用 �	
ページ

��注釈を付加した合成画像 �
情報更新前 ��情報更新後

図 ��ユーザに提示された合成画像

た�各センサより取得したデータはユーザが装着する計
算機に送られ� 位置情報をもとに無線 ���を介して獲
得した注釈情報により現実環境に注釈情報を重畳した合
成映像を作成する� なお�ユーザにはビデオシースルー
型の小型表示デバイスを用いて合成映像を提示する� 本
実験では� 無線 ���が使用可能な本学屋内において�環
境埋め込み型センサとしてユーザ位置同定のための赤外
線ビーコンの発信機を設置しておき ���� ユーザの位置・
姿勢に応じて�現実環境の映像に注釈情報を付加した合
成映像の提示を行った�
図 �に情報の追加・更新を行うための �	
ページを示

す� まず�注釈情報の提供者は�あらかじめ指定された �
箇所の注釈付加位置より �箇所を選択し�提示したいテ
キストデータ�及び画像データを上記の入力フォームか
ら送信し�サーバ内の注釈データベースの更新を行う�
実際に注釈データベースの更新が有効であることを確

認するために� ユーザが図 �に示したシステムを身につ
けて屋内を移動している最中に� 注釈情報の提供者側か
ら� 上記の �	
ページを介して注釈情報の更新を行った�
図 �に�情報の更新前及び更新後での�ユーザに提示され
た合成画像を示す� 図 ���は注釈を無線ネットワーク
を介して獲得し�提示された合成画像の例である� また�
図 ��
���は�注釈情報の更新を行う前後での合成画像
である� 本実験により�提案システムを用いて注釈情報
の更新が容易に行えること�およびその更新を注釈提示
システムを装着したユーザにリアルタイムに提示可能で
あることを確認した�

�� まとめ
本稿では�注釈情報データベースをネットワークを介し

て共有することでデータベースの追加・更新が容易に行
えるウェアラブル拡張現実感システムのための注釈情報
データベースを提案した。無線ネットワークを介して通
信可能なサーバを用い� 無線ネットワークの使用できる
環境においてプロトタイプシステムを用いて実験を行っ
た� 実験を通して�注釈の提示及び更新が可能であるこ
とを確認した� 今後の課題としては�より大規模な環境
における注釈提示の検討と利用実験を通した評価が挙げ
られる�
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