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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

示するウェアラブル注釈提示システムが注目されてい

る ������．

図 �に，拡張現実感技術を用いた注釈情報の重畳表

示の例を示す．このように，ウェアラブル注釈提示シ

ステムは，現実環境の物体などに関連した情報をユー

ザに直感的に提供することが可能なため，景観シミュ

レーション，道案内，観光案内等，様々なシステムへの

応用が考えられる ���������．このようなウェアラブル
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注釈提示システムにおいて，ユーザの見ている現実環

境の正しい位置に注釈を重畳表示するためには，ユー

ザの位置，姿勢を実時間で計測し続ける必要がある．

また，ユーザの位置に応じた注釈情報が必要となる．

従来より，ユーザの位置及び姿勢を，ユーザが身に付

けた ���やジャイロセンサなどを用いて実時間で計

測する研究は多くなされている �������� ����．しかし，

従来の注釈提示システムの多くは，注釈情報をユーザ

が装着するウェアラブルコンピュータにあらかじめ保

持させるものであった．これらのシステムでは，ウェ

アラブルコンピュータに保持できるデータ量が制限さ

れるため，広範囲における大量の注釈情報すべてを保

持することが困難である．また，個々の計算機に情報

を保持するため，注釈情報の追加・更新を行うことが

困難であるといった問題がある．

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・更新が効率

的に行えるウェアラブル注釈提示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



図 ( 注釈の重畳表示の例
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したウェアラブルコンピュータ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，全てのユーザ，及び注釈情報の提供者による

注釈データベースのネットワーク共有を行う．これに

より，注釈情報の提供者は，サーバ上のデータベース

を更新することで，常に最新の注釈情報をユーザに提

供できる．また，ウェアラブルコンピュータの利用者

は，無線ネットワークを介して最新の注釈情報を獲得

し，閲覧することが可能となる．なお，注釈情報の提

供者は情報の追加・修正を!"#ブラウザを介して行

うことで，効率的な情報の更新が可能である．さらに，

ウェアラブルコンピュータを持ったユーザが今いる場

所付近において注釈情報の追加・更新が行えるインタ

フェースを用意する．

以降，�章ではネットワーク共有を行う注釈データ

ベースの概要について， 章では提案するシステムを

用いた情報の追加・修正実験について，�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

ブル注釈提示システムの概要を図 �に示す．提案シス

テムでは，ユーザが装着したウェアラブルコンピュー

タは無線ネットワークが利用可能である環境を想定し

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は注釈データベースの共有を

行う．ウェアラブル注釈提示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

図 , ネットワーク共有された注釈データベース
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線ネットワークを介してサーバから必要な注釈情報を

取得することができ，最新の注釈情報が合成された映

像を閲覧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!"#ブラ

ウザを介して更新することで，注釈情報を容易に更新

できる．

�� � 注釈データベースの構成

注釈データベースに格納される注釈情報は，注釈の

位置，名称とその詳細情報で一つの注釈情報となる．

以下に，注釈情報に関する各データについて述べる．

位置： 現実環境内における注釈の  次元位置．デー

タベース内に，緯度，経度，高さの  つの値で格

納される．

名称： 注釈として提示するオブジェクトの名称．現

実環境における位置に応じて重畳表示される．

詳細情報： 注釈に関する詳細な情報．ユーザが名

称に注目することにより，画像，映像，音声など，

その名称に関する詳細情報が画面右下に表示さ

れる．

�� � 注釈情報の更新

注釈情報の提供者は，ネットワークを介して注釈

データベースの情報を追加・修正・削除することが可

能である．情報の更新を行うインターフェースとして

は，!"#ブラウザを使用する．特定の!"#ページ

にアクセスし，入力フォームから注釈に関する各デー

タを送信することで注釈情報の追加・修正・削除を容

易に行うことが可能である．以下に，注釈情報の更新



図 - 注釈情報入力フォーム
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手順を述べる．

�$ 位置選択：

図  中の%により，注釈を登録する位置を決定

する。&，'に示す地図は，各ボタンによりズー

ムイン，ズームアウト及び移動が行え，これによ

り任意の場所に注釈を追加することが可能である．

�$ 名称入力：

注釈の名称に用いる文字情報を #のフォームよ

り入力し，データを送ることにより，名称用の画

像がサーバ内で自動生成される．

 $ 詳細情報入力：

名称入力と同様にして文字情報を送ることによ

り，詳細情報用の画像がサーバ内で自動生成され

る．また，画像ファイルや音声ファイル，もしく

は映像ファイルを送信し，詳細情報として追加を

行うことも可能である．

!"#ブラウザを用いることで，新しい注釈情報を

効率的に送信できるため，ウェアラブルコンピュータ

のユーザが注釈情報の追加・更新を行うことも可能で

ある．またその際，ウェアラブルコンピュータを装着

したユーザの位置センサの情報を利用して，ユーザが

今いる場所に応じた地図を表示し，地図上をクリック

することで情報を追加・更新可能である．よって，注

釈情報の提供者自らがユーザとなって注釈が合成され

図 . 注釈提示システムの機器構成
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た映像を確認し，注釈の位置ずれ等に対し，その場で

情報の更新を行うといった作業も可能である．

�� � 注釈情報の獲得

本研究では，注釈提示システムのユーザは常に注釈

情報を保持するサーバと無線ネットワークを介して通

信可能であると想定している．データベース中のど

の注釈を獲得すべきかは，ユーザの位置よって決定さ

れる．まず，ユーザが装着している赤外線ビーコン，

���等によりユーザの位置を計測する．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ユーザの現

在地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，ウェアラブル注釈提示システム上の注釈情

報のデータ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．共有データベースから

データを獲得するタイミングは，ユーザが一定量移動

した場合，及び一定時間が経過した場合に更新を行う．

�� 実験

提案した注釈データベースを用いて，無線 (%�が

使用可能な本学屋外に注釈を付加し，ウェアラブル注



図 1 実験環境
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釈提示システムを用いて注釈情報を獲得し，ユーザに

合成映像を提示する実験を行った．

図 �に，本実験で使用したウェアラブル型注釈提示

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ノート �&を装着し，&&'カ

メラ，姿勢センサ，位置センサ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映像取得，

姿勢センサはユーザ姿勢の計測，位置センサはユーザ

位置（緯度，経度）の獲得を行う．また，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．以下に，

ユーザが装着する各機器について述べる．

ノート ��： )��*����+�,,（'"((），&�- �.��

	�/))) �$��0�
 メモリ ������	.�
無線(%�通

信可能．

���カメラ： 12�/（(�3�2��4），有効画素数��,

× �+,$

姿勢センサ： )�	.�5��6�（)�	.��.��.），データの

表 ( 注釈情報一覧
���� ( ���� �� ���		��� ������	���

更新レートは最大 ���0�．

位置センサ： 慣性航法モジュール（����	 7.�.��28

&��*���	���），���と慣性航法による歩数計測

により位置を計測．

本実験では，まず，本学内の当研究室内のサーバ

（&�- �.�	�/� �$,�0�
 メモリ ������	.�）に注釈

データベースを用意し，�章で述べた!"#ページを

介して本学屋外の � 箇所に注釈（詳細情報用に画像

を送信）を付加した．表 �に，付加した注釈情報の一



覧を示す．その後，同環境内の �箇所にて，ウェアラ

ブルシステムのユーザによる無線 (%�を介しての注

釈情報の獲得を行い，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 �は，実験環境において注釈を追加した位

置，及び注釈情報の獲得を行った位置を示したもので

ある．どの注釈を獲得するかの判定は，各注釈の存在

する位置に基いて行った．ユーザの位置と各注釈との

距離を緯度，経度をもとに計算し，その距離が �,/以

下である注釈を獲得した．

次に，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

ムを身につけて屋外を移動している最中に，自ら注釈

情報更新用!"#ページにアクセスし，9食堂9に重

畳表示された注釈の詳細情報を更新した．

図 �，�に，各地点においてユーザに提示された合

成画像を示す．図 �は，図 �で示した %～'地点にて

注釈情報を無線 (%�を介して獲得し，ユーザが（�）

～（ :）の矢印の方向を向いた際に提示された合成画像

の例である．図 �（�）の例では，正面の建物に9情報

棟9の注釈が表示され，直感的に注釈情報を認識でき

ることがわかる．図 �（�）～（ :）も同様に，ウェアラ

ブル注釈注釈提示システムのユーザに注釈情報の提示

が行えることが確認できた．また，図 �は，注釈情報

の更新を行う前後での合成画像を示したものである．

図 �（�）の視点において一定時間が経過すると，図 �

（�）のように情報が更新された．これにより，サーバ

の情報が更新された場合，注釈情報の更新ができてい

る事が確認できた．

本実験により，提案システムを用いて，ユーザ位置

に応じて注釈情報を獲得し，重畳表示が行えること，

また，注釈情報の追加・修正が容易に行え，かつその

更新を注釈提示システムを装着したユーザに実時間に

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構

築し実験を行った．また，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，音声，映像等の詳細情報を用いた実

験が挙げられる．
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