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あらまし 仮想環境と現実環境の融合を行う拡張現実感をウェアラブルコンピュータ上で実現することにより，ユー

ザの位置や姿勢に応じて場所に依存した情報をユーザに直感的に提示することが可能となる．本稿では，我々がこれ

までに提案したウェアラブル拡張現実感システムを発展させ，屋外の観光地内のユーザに対してユーザの位置・姿勢

に応じた音声・映像・CG等の観光案内コンテンツを提示するウェアラブル観光案内システム「平城宮跡ナビ」につい

て述べる．特に，提案システムでは CGで描かれた注釈情報や建物等を実際に平城宮跡においてユーザに提示し，直

感的な観光案内情報の提示を図る．
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Abstract This paper describes a wearable tour guide system “Nara Palace Site Navigator”. The proposed system

is supposed to be used in outdoor sightseeing sites which have some scattered sightseeing spots. The system guides

the user by navigating the user along the tour route and providing the user with multimedia contents in the Nara

palace site. Especially, the proposed system presents annotations and virtual objects to the user using augmented

reality techniques so as to be able to understand the augmented environment intuitively.
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1. は じ め に

近年，計算機の小型化・高性能化に伴い，装着が可能なウェ

アラブルコンピュータの実現が可能になった [1], [2]．また，実

世界に仮想物体をシームレスに重ね合わせる技術である拡張

現実感（AR）の研究もさかんに行われている [3]～[5]．ARを

ウェアラブルコンピュータ上で実現すれば，ユーザは任意の場

所において，ユーザがいる場所に応じた情報をより直感的に獲

得することができる．その応用例として，環境内への注釈付け，

道案内や博物館のガイドなどが挙げられる [6]～[10]．我々はこ

れまでに屋内・外でユーザの位置および姿勢に応じて注釈情報

を現実環境に重畳表示するウェアラブル ARシステムを提案し

てきた [11], [12]．本稿では，従来のシステムを発展させ，屋外

環境の観光地においてユーザに対して観光案内情報を提示する

システムの提案を行う．

これまでに，観光案内目的のARシステムがいくつか提案され

ており，例えばGleueが提案したモバイル型の観光案内システム

“ARCHEOGUIDE” が挙げられる [13], [14]．“ARCHEOGU-

IDE”では，ユーザの位置に応じた ARを用いたコンテンツや

関連する web サイト等の観光案内情報をユーザに提示するこ

とで，ユーザに対する直感的な情報の提示を可能としている．

提案システムは，奈良市の西部に広がる「平城宮跡」に代表

されるような，広域な屋外環境内にに観光スポットが点在して

いるような観光地を利用環境として想定しており，世界中の遺



図 1 平城宮跡の様子（航空写真）.

(a) (b)

図 2 拡張現実感を用いた画像の例

跡や城跡・寺院等の屋外観光地の多くが本想定環境に含まれる

と考えられる．図 1に平城宮跡の航空写真を示す．平城宮跡は

奈良時代の日本の都の遺跡であり，約 4平方キロメートルの敷

地内に奈良時代の建物の建物跡や，復元された建物，発掘現場，

博物館などの観光スポット点在する．そのような環境において，

本システムは以下に挙げる項目を実現することで，ユーザに効

果的に観光案内情報の提示を可能とする．

• ユーザによる観光ルートの選択

• 観光ルートに沿った道案内

• 各観光スポットにおける詳細な観光案内

本システムでは，これら 3つの項目を実現するため，観光ルー

ト選択モード・ナビゲーションモード・ガイドモードの 3つの

モードを設けた．

以下，2章では提案システムの概要について，3章では本シ

ステムの詳細について，4章では平城宮跡における提案システ

ム動作例ついて述べる．最後に 5章では本稿のまとめと今後の

展望について述べる．

2. 「平城宮跡ナビ」の概要

前述の通り，提案システムは平城宮跡に代表されるような広

域の屋外環境に観光スポットが点在する観光地での利用を想定

している．世界中の遺跡や寺院などの観光地の多くがこの種の

観光地に分類されることから，本システムが大きな可能性を

持つと考えられる．本システムは，このような環境内のユーザ

に，観光スポット間の観光ルートに沿った「道案内」と各観光

スポットにおける「観光案内」を行う．本システムでは「道案

内」をビデオシースルー型の拡張現実感を利用して実現する．

具体的には，ユーザの視点付近から撮影した現実環境の映像に

コンピュータグラフィクスで描かれた目印を観光ルートに沿っ

て重畳表示することで「道案内」を実現する．一方，「観光案内」

は画像・映像・音声・拡張現実感による位置に依存したマルチ

メディアコンテンツを利用して実現する．拡張現実感を利用し

たコンテンツとして現実環境への注釈付けと現実環境の建物跡

への仮想の建物の重畳表示の 2種類を用意した．それぞれの画

像例を図 2 (a)，(b)に示す．これらの拡張現実感を利用したコ

ンテンツによって，ユーザに対する直感的な観光案内情報の提

示が可能となる．

拡張現実感の実現には，ユーザの位置・姿勢を実時間で計測

する必要がある．特に，仮想の建物を現実環境の正しい位置に

重畳表示するためには，現実環境の注釈付けに比べてより高精

度なユーザの位置および姿勢の計測が要求される．そこで提案

システムでは，「ナビゲーション」と「ガイド」を以下のよう

に定義し，それらを切り替えることで想定する観光地の案内を

行う。

（ 1） ナビゲーション

現実環境のオブジェクトの簡単な説明と観光ルートに沿った観

光スポット間の道案内

（ 2） ガイド

各観光スポットにおける詳細な説明（現実環境の建物跡への仮

想の建物の重畳表示や画像，映像，音声の提示を含む）

本システムでは，これら二つの動作をそれぞれ「ナビゲー

ションモード」と「ガイドモード」の二つのモードで行う．こ

られの二つのモードはそれぞれ異なる位置計測手法と連係して

いる．さらに，本システムでは音声認識を用いてユーザとシス

テムとのインタラクションを図る．

3. 「平城宮跡ナビ」

本章では，提案するウェアラブル観光案内システム「平城宮

跡ナビ」について詳述する．3.1 節では提案システムの処理の

流れについて，3.2 節，3.3 節ではユーザの姿勢および位置の

計測手法について，3.4 節では音声認識エンジンを利用した音

声認識について，3.5節では提案システムの機器構成について，

それぞれ述べる．

3. 1 処理の流れ

提案システムは，主にナビゲーションモードとガイドモード

の 2つのモードによって，平城宮跡内のユーザに対して観光案

内を行う．提案システムには，ユーザが自由に観光ルートを選

択できるように，これら 2つのモードに加えて「観光ルート選

択モード」がある．図 3 にこれら 3 つのモードの遷移図を示

す．また，図 4，5 および 6 に各モードにおける生成画像の例

を示す．さらに，表 1に各モードにおける音声ガイドの例を示

す．各モードについての詳細な説明を以下に述べる．

観光ルート選択モード

平城宮跡内で本システムを立ち上げると本モードで起動する．

本モードでは，あらかじめ用意された観光ルートのリストの中

から，ユーザが希望する観光ルートの選択を行う．システムは，



赤外線ビーコン
送信機

音声コマンド
「ガイドモード」

音声コマンド
「ナビゲーションモード」

注釈(CG)

観光ルートの目印(CG)

CGで復元された建物

ガイドモード

ナビゲーションモード

音声認識
を利用した
観光コース
の選択

赤外線ビーコン送信機の目印(CG)

観
光
案
内
終
了

観
光
ル
ー
ト
選
択
モ
ー
ド

ユーザが
選択した
観光コース
のゴールに
到達

図 3 平城宮跡ナビの処理の流れ

図 4(a)に示す画像と共に表 1(i)に示す音声ガイドをユーザに

提示して，観光ルートの入力を促す．ユーザが音声入力によっ

てルートの選択を行うと，システムは図 4(b)および (c)に示す

合成画像と表 1(ii) に示す音声ガイドをユーザに提示した後に

ナビゲーションモードに移行する．

ナビゲーションモード

本モードでは，観光ルート選択モードでユーザが選択した観光

ルートに沿って CGで描かれた目印を現実環境の映像に重畳表

示し，ユーザを観光ルート上の観光スポットに導く．また，CG

で描かれた観光スポットの注釈情報の提示も行う．ユーザが観

光スポットの注釈情報を画面中央で見たとき，システムはユー

ザがその注釈情報を注視したと判断し，その注釈情報に対応す

る詳細情報を画面の右下隅に表示し，音声による観光案内情報

がユーザに提示される．さらに映像コンテンツが用意されてい

るときは，音声コンテンツの再生後に表 1(iii) に示す音声ガイ

ドの提示を行う．ユーザが音声入力によって映像コンテンツの

再生を要求したときは，図 5の様に映像コンテンツウィンドウ

を開き，映像コンテンツの提示を行う．同時に，本モードでは

観光ルートに沿ってユーザを道案内するために，目印として仮

想の旗を現実環境の観光ルートに沿って重畳表示し，ユーザに

提示する．ユーザが観光ルートに沿って移動し，ガイドモード

のコンテンツが用意されている観光スポットに近づいたときは

画面右上のインジケータを点灯させ，ガイドモードに移行可能

であることを知らせる．このとき，ユーザは「ガイドモード」

と音声によって入力することで，ガイドモードへ移行する．

ガイドモード

本モードでは，CGによって復元された建物を拡張現実感を利

用して提示する．同時に，詳細な音声コンテンツをユーザに提
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図 4 観光ルート選択モードの画像例
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図 6 ガイドモードの

画像例

表 1 音声ガイドの例

音声ガイド

(i) 平城宮跡へようこそ．観光ルートを選択してください．

(ii) 観光ルート A に沿って観光案内を行います．

(iii) 朱雀門に関する映像コンテンツの再生を行いますか．

示する．仮想の建物を現実環境の建物跡に重畳表示するために

は，より高い精度のユーザ位置の計測が要求される．そこで，

3.3節で述べるユーザ位置の計測精度が不十分であるときは，付

近に設置された赤外線ビーコン送信機の位置に目印となる仮想

物体を表示し，ユーザに赤外線ビーコンを利用した位置の特定

を促す音声ガイドの提示を行う．また，ユーザは音声命令「ガ

イドモード」によって，常にナビゲーションモードに移行可能

である．

3. 2 ユーザの姿勢の計測

ユーザの姿勢の計測には，ユーザの視点付近に装着された姿

勢センサを用いる．本システムで利用している姿勢センサは，

ジャイロセンサを用いて計測した姿勢情報をもとに電子コンパ

スや重力センサを利用してドリフト誤差による影響を補正して

出力する．これにより，本システムの目的において十分な精度

でユーザの姿勢を計測することが可能である．しかし，姿勢セ



ンサとカメラから得られる現実環境の映像の間には同期ずれが

生じている．提案システムでは姿勢センサの計測データを数フ

レーム遅延させることで，この同期ずれを軽減している．

3. 3 ユーザの位置の計測

提案システムでは，GPS および環境中に設置された赤外線

ビーコン送信機を利用した絶対位置と歩数計測を利用した相対

移動量の統合によりユーザ位置の計測を行う．GPS の単独測

位時の計測誤差はおおよそ 4メートルから 50メートル程度で

あり，特に，平城宮跡のように周囲に高層な建物のない見晴ら

しのよい屋外環境では，計測誤差は概ね 20 メートル以内に収

まる．

これは，遠景のオブジェクトに対して注釈情報を重畳表示す

るには十分な精度であるが，近くの建物跡に CGで復元された

建物等を重畳表示するためには位置計測精度が不十分である．

そこで，そのようなコンテンツが用意されている場所付近に赤

外線ビーコン送信機を設置し，送信機が設置された地点の位置

情報を含む赤外線ビーコンをユーザが装着する赤外線ビーコン

受信機を利用して受信することで，1メートル以内の計測誤差

でユーザの絶対位置の特定を行う [11], [12]．赤外線ビーコンを

利用した位置同定ののちユーザが赤外線ビーコン送信機からあ

る程度離れても，前述の歩数計測を利用してユーザ位置を計測

する．提案システムの利用環境として地磁気の安定した屋外環

境を想定しており，そのような環境では歩数計測を利用した際

の位置計測の誤差はユーザの移動距離の 5%以内である．

GPSによるユーザの位置計測の精度が一時的に低下したとき

は，提案システムは過去の GPSのデータと歩数計測を利用し

たユーザの相対移動量をもとにユーザ位置の計測を行う．ユー

ザ位置の計測精度をGPSの標準的なデータであるNMEAデー

タに含まれる GPS の計測精度値と相対移動量の 5%を加算し

た値と定義する．提案システムでは，この計測精度値を毎秒の

GPSデータに対して計算し，計測精度値が最小となる位置デー

タをユーザ位置として採用する．

3. 4 音声認識エンジンを利用したインタラクション

提案システムでは，ユーザが観光ルートの選択や提示される

コンテンツの選択を行うためにユーザと計算機のインタラクショ

ンが必要となる．このインタラクションを実現するために，ハン

ドマウスやウェアラブル型のキーボード等の入力デバイスの利

用が考えられる．提案システムでは，ハンズフリーなインタラ

クションを実現するために音声認識エンジン Julius [15], [16]を

利用して，ユーザの音声によるインタラクションを行う．Julius

は，あらかじめ辞書ファイルに登録された語を，連続的な発話

から認識することが可能である．提案システムでは，認識する

単語を限定することで認識率の向上を図っている．現在のシス

テムでは，システムの問い掛け・確認等に用いる「はい」，「いい

え」や，モードの移行時に使用する「ナビゲーションモード」，

「ガイドモード」等，20 語程度の単語の認識が可能である．ま

た，さらなる認識率の向上のために，音声による情報入力を行

う直前にユーザは必ず「ボイスコマンド」と発話することを義

務付けている．
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図 7 プロトタイプシステムの機器構成とデータの流れ

3. 5 プロトタイプシステムの機器構成

提案システムの機器構成およびデータフローを図 7にそれぞ

れ示す．本システムでは，ユーザは眼鏡とウエストバッグを装

着する．ユーザが装着する計算機およびデバイスの詳細な情報

を表 2に記す．カメラ・姿勢センサおよび小型表示デバイスを

含む眼鏡の重量は約 200g．計算機・赤外線ビーコン受信機お

よび各種バッテリを含むウエストバッグの重量は約 1,500g で

ある．

4. 平城宮跡における動作例

上に述べた提案システムを用いて，平城宮跡において観光案

内実験を行った．本節では，朱雀門および第二次大極殿跡を経

由して第一次大極殿跡の３つの観光スポットを通過する長さ

約 2km の観光ルートに沿って観光案内を行っている際の動作

例を示す．本実験では，第二次大極殿跡付近の 4箇所に赤外線

ビーコン送信機を設置し，注釈情報，CGで復元された建物の

建物跡への重畳表示，映像，音声の 4種類の観光案内情報の提

示を行いながら，観光ルートに沿った道案内をユーザに対して

行った．

図 8 にユーザに提示された生成画像の例を示す．図 8(a)～

(d)，(e)～(i)はそれぞれ，ナビゲーションモード，ガイドモード

においてユーザに提示される画像の例である．表 3(i)は，ユー

ザに図 8(a) および (b)の画像が提示されているときにユーザ

に提示される朱雀門に関する音声コンテンツである．同様に，

表 3(ii)，(iii) は，それぞれ第二次大極殿跡前の 7 本の旗，第

二次大極殿跡に関する詳細な音声コンテンツの一部である．図

8(g)は，図 8(d)と同じ地点でユーザに提示されるガイドモー

ドの生成画像例である．

本実験において，提案システムは 3時間以上の連続作動が可

能であり，画像提示のフレームレートは毎秒約 10 フレームで

あった．本実験により，提案システムを用いてユーザの位置お

よび姿勢に応じた音声・映像・CG等の観光案内コンテンツを

ユーザに提示できることを確認した．GPSを利用したユーザの

位置計測は，観光ルートの目印を CGで表示するには計測精度

が足りず，目印が正しい位置に重畳表示されないことも見受け

られた．この問題は，マップマッチングの利用や音声等を利用



表 2 ユーザが装着するセンサおよび計算機

機器の種類 機器の名称（製造元） 用途 特徴またはスペック

ジャイロ InertiaCube2 姿勢の計測 最大 256Hz で 3 軸周りの回転角を計測

センサ (INTERSENSE)

カメラ QV-700N 現実環境の 縦 480 画素・横 640 画素の RGB 各 8 ビットのカラー画像を

(Logitech) 映像の獲得 30 フレーム毎秒で取得

慣性航法 DRM-III (Point 位置計測 GPS を利用した絶対位置の計測と歩行動作の検出による

モジュール Research Corporation) 相対移動量の推定

赤外線ビー オリジナル 絶対位置 発信機から発信された赤外線ビーコンを識別可能

コン受信機 (MI Systems) の獲得

映像表示 Clip On Display 生成画像 縦 480 画素・横 640 画素の RGB 各 8 ビットのカラー画像を

デバイス (Micro Optical) の提示 装着者に提示

マイク付き MS-HS59SC 音声入力および マイク入力端子を介した計算機への音声入力および

イヤフォン (ELECOM) 音声案内の提示 ヘッドフォン出力端子を介した音声出力

計算機 InterLink 画像の生成 CPU : Centrino Pentium M 1.0GHz,

MP-XP7310 (JVC) メモリ : 768Mbyte

(a)

(d)

(g)

(b)

(e)

(h)

(c)

(f)

(i)

図 8 平城宮跡における生成画像例



表 3 音声コンテンツの例

音声コンテンツ

朱雀門は，平城宮の南の玄関口であり，現在の朱雀門は

(i) 1998 年に復元されたものです．朱雀とは，南方の守護神

とされる伝説上の鳥のことです．

第二次大極殿前には 7 本の旗が立てられていました．

(ii) 中央の旗には三本の足を持つ烏の絵が，その周りには

太陽・月・朱雀・玄武・白虎・青龍の旗が並んでいました．

第二次大極殿は 745 年に聖武天皇によって建立されました．

(iii) 東の大極殿とも呼ばれ，国家的行事が行われた重要な建物

でした．

したユーザの誘導による解決が考えられる．また，赤外線ビー

コン送信機の設置および保守を容易に行えるようセンサを改善

する必要があると考えられる．

5. まとめと今後の課題

本稿では，拡張現実感を利用したウェアラブル観光案内シス

テム「平城宮跡ナビ」について述べた．提案システムは，主に

ナビゲーションとガイドの 2つのモードを利用して，屋外の観

光地にいるユーザに対して観光案内を行う．また，本稿では，

平城宮跡での提案システムの動作例に関して述べた．以下に本

システムにおける今後の課題を挙げる．

• ユーザの計算機のスペックに応じた観光案内情報の提示

今後，ユーザの持つ計算機のスペックや持っているセンサの種

類，位置センサの計測精度に応じてコンテンツの提示形式を変

えるような，汎用性の高い観光案内システムの構築を目指す．

また，PDAや携帯電話をユーザ側のプラットフォームとして

利用することも検討する．

• 無線ネットワークを介したコンテンツデータの自動獲得

本システムをサーバ・クライアントモデルとして構築し，サー

バに格納されたコンテンツデータベースからユーザの現在位

置付近のコンテンツデータのみを無線ネットワークを介して，

ユーザが装着するクライアントマシンに自動的にダウンロー

ドを行う [17]．これにより，ユーザが事前にコンテンツデータ

ベースを格納しておく必要がなくなる．
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