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3 次元共生空間における HMD を用いた空間提示手法の提案
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はじめに

ションを行うことが可能となる．しかし，この手法ではイン

近年，世界規模での 3 次元仮想空間の実現が注目され，以
降，様々な分野で応用研究が推進されている．従来の仮想空
間では，ユーザ同士のインタラクションがアバタを通して間
接的に行われるため，現実世界での応用が限定されるという
問題があった．そこで我々は仮想空間と現実空間を感覚的
に融合させ，両空間でのより高度なコミュニケーションを可
能にする 3 次元共生空間を提案している [1]．3 次元共生空
間では，仮想空間と現実空間を感覚的に融合させるために，
両空間内に存在するユーザの「共生感」をいかに高めること
に着目している．ここで共生感とは，両空間の利用者が違和
感なく他空間の利用者やサービスにアクセスができている
と感じる感覚を指す．具体的には，共生感を高めるための
各種ツール群として「共生感提供機能」の研究開発を進めて

ターフェースを壁面等に固定して設置する必要があり，空間
の提示位置が固定されるため表示の自由度が低下する問題
がある．
一方，シンビオフレームはタブレット型 PC を用いたイ
ンターフェースであり，端末上に現実空間の映像と仮想空間
にのみ存在するアバタやオブジェクトを重ねて表示し，端末
の位置・方向に応じて表示を更新する．シンビオフレームの
概念を図 2 に示す．この手法によりシンビオミラーでのイ
ンターフェース固定の制約がなくなり，空間の提示位置の
自由度が向上する．しかし端末を手に持つ必要があるため，
画面サイズやインタラクションに制限が生じる．
以上より，シンビオミラー，シンビオフレームでは共生感
を十分提供できない場合があるといえる．

いる．
本稿では，共生感提供機能のうち仮想空間の情報を現実空
間に提示する空間提示手法の一つとして，眼鏡型空間提示機
能を提案し，その概念と基本設計について検討する．

2.

関連研究

我々は 3 次元共生空間を実現する技術として，Symbiotic

Reality(SR) 技術を提案している．SR 技術とは現実空間を
再現した仮想空間を構築し，現実空間内に設置した各種セ
ンサで人・物の動作や状況を取得して仮想空間に反映させる
ことで，現実空間と仮想空間を重ね合わせる技術である [1]．
この技術において，仮想空間とのインタラクションはユーザ
に対応する特別なアバタであるシンビオントを通じて行う．

図1

シンビオミラーによる空間提示

SR 技術を用いた共生感提供機能のうち，空間提示手法に
関する研究としてシンビオミラー [2] とシンビオフレーム

[3] が挙げられる．シンビオミラーは現実空間と仮想空間の
それぞれに設置されるミラー型のインターフェースであり，
対向する空間を鏡像のように表示する．シンビオミラーの
概念を図 1 に示す．この手法により，鏡像として映し出さ
れた対向空間に存在するユーザを認識しながらインタラク
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図2

シンビオフレームによる空間提示
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ことで現実空間の情報を仮想空間に反映させることが可能

3.

となる．そこでシンビオントには HTTP request を行って

眼鏡型空間提示機能の提案

ユーザの位置情報と方向情報を取得し，それらを基にシンビ

そこで本研究では，3 次元共生空間の空間提示手法として

オントの位置・方向とシンビオント視点の映像を更新するス

新たに HMD を用いた眼鏡型空間提示機能を提案する．こ

クリプトを実装した．これにより更新されたシンビオント

の手法は両眼透過型 HMD 上に仮想空間にのみ存在するア

視点の映像を仮想空間ビューアで表示し，ミラーリングする

バタやオブジェクトを切り出して表示し，ユーザの向き・方

ことで HMD に表示する．HMD は MOVERIO[6] を用い

向を取得して表示に反映させるというものである．本機能

ることで無線 LAN によるミラーリングを行い，アバタ・オ

の概念を図 3 に示す． この機能を用いることで空間の提示

ブジェクトの切り出しは仮想空間の背景を HMD の特性上

位置がユーザの視点と一致し，より自然に仮想空間を見る

見えづらい黒にすることで代用した．この特性は HMD が

ことができる．また HMD を用いることにより，ユーザは

透過型であることと光は混色すると明るくなるという特性

両手が自由に使えるようになるため仮想空間とのインタラ

により，HMD 越しに現実空間を見る際に HMD に表示さ

クションが可能となる．以上の点から，シンビオミラー，シ

れた色と現実空間の色が混色され，ほぼ現実空間の色を認識

ンビオフレームを使用し難い場合に本機能を用いることで，

することになると考えられる．

共生感を向上させることが可能となる．

Webサーバ

応用例としては家具・家電の買い物支援システムが考えら

仮想空間サーバ

位置情報

仮想空間ビューア

仮想空間の映像

れる．商品の詳細なオブジェクトを用意することで，ユーザ
である顧客はサイズ合わせの確認等詳細なシミュレーショ

表示

方向情報

Android 端末

オブジェクト

ンが可能となる．また仮想空間には通常通り参加可能であ
るため，販売する側がアバタとして参加しシンビオントとの

ユーザ

ミラーリング
アバタ

インタラクションが可能である．そのためより詳細な商品
Kinect

紹介や返品のリスクを低減することに繋がる．

現実空間

4.

設計・実装

仮想空間

図4

システム構成

本研究で用いるシステムの構成図を図 4 に示す．本シ
ステムでは，対象となる現実空間においてユーザの位置情

5.

報は Kinect[4] のスケルトントラッキングを，方向情報は

Android 端末内蔵の地磁気センサと加速度センサをそれぞ
れ用いて取得した．また，OpenSim[5] を用いた仮想空間
サーバに，対象となる現実空間を再現した仮想空間を構築し
た．仮想空間ではスクリプトを実装することができ，HTTP

request を行うことで仮想空間外の情報を取得することが
できる．そのため取得した情報を Web サーバに送信し，ス
クリプトから Web サーバに対して HTTP request を行う

おわりに

本稿では 3 次元共生空間における共生感提供機能のうち，
空間提示機能の一手法として眼鏡型空間提示機能を提案し
た．今後は提案手法並びに応用システムの実装・改良を進め
る．具体的には，AR マーカを用いた方向情報の取得，クロ
マキー合成を用いたアバタ・オブジェクトの切り出し，スト
リーミング配信や専用ビューアの実装などによる HMD へ
の表示方法の変更を検討している．また，シンビオミラー，
シンビオフレームとの比較による提案手法の評価も行う予
定である．
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