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コンピュータディスプレ イとカメラを用いた
拡張現実感のための位置登録方式
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拡張現実空間を実現するためには，実空間を撮影しているカメラの位置や方向を正確に知る必要が
ある．最近では，見かけ上の位置精度が高くなるという理由から，画像処理を用いた研究が注目され
ている．これらの研究では，実空間内に貼り付けた紙マーカをカメラで撮影し，カメラ画像を解析す
るのが一般的であるが，マーカの識別が困難であることや，位置の変更は手で行わければならないと
いう問題があった．筆者らはコンピュータデ ィスプレ イにマーカを表示し，一定時間間隔でマーカの
色を変化させて，位置情報とともに数十バイトの情報を表現できるマーカとして Visual Computer
Communication（ VCC ）方式を提案する．さらに本稿では，マーカの情報を読み取る精度や位置精
度を測定した評価実験について述べる．

A Location Registration Method for Augmented Reality
Using Computer Display and Camera
Yasue Kishino,† Masahiko Tsukamoto,† Yutaka Sakane††
and Shojiro Nishio†
In order to realize an augmented real space, it is necessary to know an accurate viewing
position and an orientation of a camera used to take an image of the real world. Recently,
the vision-based tracking technique attracts a lot of attention from researchers for the reason
that this method can minimize the visual alignment error. Generally, these systems apply
this technique to get the information of camera position and orientation by analyzing the
camera images in which there are paper-printed markers placed in the real world. However,
this method has two serious problems. One is that it is diﬃcult to distinguish a marker from
other objects. The other is that when a user wants to move a marker, the user has to do it
physically. In order to solve these problems, we proposed the Visual Computer Communication (VCC) method, in which a marker is displayed on a computer screen, and the color of
each component of the marker is changed within a certain time interval. Moreover, in this
paper, we describe its performance evaluation about the accuracy transmission and location
recognition.

ピュータをつねに利用できる13) ．このような状況で

1. は じ め に

は，メールやウェブブラウジングといった従来のコン

近年，計算機の小型化，高速無線ネットワーク網の

ピュータ通信形態に加え，ユーザの現在位置を利用し

整備にともない，携帯端末をユーザが持ち運ぶモバイ

て，周囲の人と情報を共有したり，目の前にあるもの

ルコンピューティング環境，ウェアラブルコンピュー

に関する情報を入手するといった新しい通信形態の実

ティング環境の実現が可能となってきている．特に，

現が期待されている9) ．

ウェアラブルコンピューティング環境では，装着する

これに対し，ユーザの視点で撮影したカメラ画像に，

コンピュータの電源を常時オンにしておけば ，コン

対象物を説明する文字列などのアノテーション情報や
仮想物体を重ね合わせて提示することで，上記の環境
を実現する拡張現実感2),8) と呼ばれる研究分野が注目
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されている．この分野では，正しい位置に仮想物体を
表示するために，現実空間を撮影するカメラの位置や
方向を正確に検出することが重要になる．このような
3188
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現実空間の位置情報の取得は位置登録（ location registration ）と呼ばれ，GPS や地磁気センサ，加速度セ
ンサ，ジャイロセンサなどのセンサ類を用いる研究が
数多く行われている3),5) ．さらに最近では，画像処理
を用いて位置登録を行う研究が注目されている

10)

．こ

れらの研究では，マーカを実空間のさまざまな場所に
貼り付け，カメラで撮影した画像からマーカの大きさ
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せる．
このような状況を実現するためには，以下のような
要件を満たすマーカが必要となる．

• マーカの識別 ID が枯渇する恐れなく，大規模な
システムを構築するためには，理想的には任意長
の情報をマーカで表現できなければならない．
• 単純な画像処理アルゴ リズムでも正確な解析がで

や傾きなどを算出し，カメラの位置や方向を検出し位

きる必要がある．時間変化するマーカを利用する

置登録を行うものが多い．この手法では，ユーザの見

と，差分画像から容易にマーカを検出できる．差

ている画像を解析することで，位置登録を行い，仮想

分でない画像を用いた画像処理では，実世界の画

物体やアノテーションを合成する位置を決めるため，

像は非常に複雑で色が多様であるため簡単なアル

見かけ上の位置精度を高くできる．さらにセンサを用

ゴ リズムでは精度良く解析が行えず，正確な解析

いた手法と比較するとユーザがセンサを身に着ける必

を行おうとするとアルゴ リズムが複雑になり計算

要がないため，システムの実現が容易になる．従来研

量が大きくなるためノート PC や PDA などでの

究では，マーカは紙に印刷したものを用いることが一

利用が困難になる．

般的であり，そのためマーカの移動は手で行わなけれ
ばならなかった．さらに，マーカを識別するために，
マーカの中に数字やマトリックスと呼ばれる 2 次元の
11)

• マーカをあらゆる場所に表示するためには，マー
カがプログラムで制御でき，遠隔地からネットワー
クを通じて位置や内容を変更できる必要がある．

を印刷する研究もあるが，表現できる

このようなマーカは，ディスプレイ上に表示する

情報が数バイト程度と少なく，使用できるマーカ数に

ことで実現できる．従来の紙に印刷したマーカや

限界がある．

LED を用いたマーカでは，位置を変えるときや，
表示している内容を変更するときには，手でマー

バーコード

そこで本稿では，コンピュータディスプレイ上にマー
カを表示し，一定の時間間隔で表示色を変化させて任

カの位置や種類を変更しなければならない．

意の情報を表現できる Visual Computer Communi-

cation（ VCC ）を提案する．VCC を用いることで，

これらの要件を満たすマーカとして，本研究では，
VCC を提案する．VCC では，マトリクス状のカラー

マーカを写したカメラ画像から，マーカとカメラの位

タイルが点滅するマーカをコンピュータディスプレイ

置関係を得て位置登録を行うと同時に，マーカの表現

に表示し，このマーカをノートパソコンなどの携帯端

するデータを読み取れる．さらに，マーカでは，理想

末に付属したカメラで撮影する．携帯端末はディスプ

的には任意長のデータを表現できる．

レイに表示されたマーカの色の変化を撮影し，カメラ

以下，2 章で VCC の概要について説明し ，3 章で

画像を解析してマーカとカメラの相対的な位置関係を

実装について述べる．4 章では評価実験と結果につい

算出し，位置登録を行う．同時に，色の変化からマー

て報告し，5 章で考察を行い，6 章で本研究のまとめ

カが表現している情報を読み取る．

を行う．

2. VCC の概要

VCC マーカでは，マーカの位置情報とともに，近
くにある店の情報など ，場所に依存した情報を手軽に
提示できる．ユーザが店頭にあるディスプレイを見る

本研究で目標としているのは次のような状況である．

ために数秒立ち止まり，その間にユーザの持つ携帯端

• 目の前にある場所や建物，人，物などに付与され

末がディスプレイの片隅に表示されているマーカから

たマーカから情報を読み取り，これらを説明する

情報を読み取り，その後，ユーザが歩きながらその情

文字列や仮想物体を，実世界の画像の上に重ね合

報を利用するといった状況を想定している．このよう

わせて，ユーザに直観的に情報を提示する．さら

に店頭のディスプレ イで商品案内のページの URL を

に，周囲の環境，あるいはユーザの状態などによっ

表示する，会議の際にスクリーンに投影したマーカで

て刻々と変化する情報もユーザに提示する．

• 目の前の事物に関するより詳しい情報へのリンク
（ URL など ）をマーカを用いて提供する．情報が

資料ファイルのパスを知らせる，といった使用法が考
えられる．
図 1 では，左奥にあるコンピュータディスプレイ上

必要なときにはリンクをたどり，リンクを記録す

にマーカを点滅させ，それを手前のノートパソコンに

る．興味のある情報があればリンクを友人に知ら

付属したカメラで撮影している．図 2 に，画像処理に
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となる点が 4 個以上必要である．マーカの 4 隅のブ
ロック（図 3 の 4 隅）をロケータ部と呼び，位置情報
の表現にあてる．ロケータ部は対角線上の 2 つが組に
なって一定時間間隔で交互に白黒と点滅する．読み取
り部のプログラムでは，ロケータ部を位置情報を求め
るために利用する．
ロケータ部以外のブロックをデータ部と呼ぶ．デー
図 1 VCC の使用状況の例
Fig. 1 An example of VCC use.

タ部はアプリケーションなどで使用するデータを実際
に表現する部分である．1 つのブロックで，ある色を
使用して “1” を表したい場合，ブロックのその色を反
転させ，“0” を表したい場合は色を変化させない．第

1 ビットから第 8 ビット（図 3 の中央 2 行）の 8 個の
ブロックをコーデ ィングするのに 1 色を用いれば，1
度の色の変化で 1 バイトの情報を，2 色でコーディン
グし，2 色が重なった色も含めて合計 3 色を用いれば

2 バイトの情報を表せる．マーカを表示するディスプ
レイの性能によって読み取り精度が左右される可能性
図 2 仮想物体の合成例
Fig. 2 An example of composing a virtual object.

があり，色がはっきりと出る場合は 2 色を用いたコー
ディング，そうでない場合は 1 色のコーディングとい
うように色数の選択を可能にした．1 色コーデ ィング
のときには，1 バイト送信ビット（図 3 の 3 列 4 行目）
を反転させる．マーカの情報を読み取る際には，色の
読み間違えが予想されるため，パリティビット（図 3
の 2 列 4 行目）でエラーの検出を行う．また，VCC
では色の変化の差分をとり，変化を繰り返すことで可
変長の情報を表現するため，情報と情報の境目を示す
送信開始ビットと送信終了ビット（図 3 の 1 行目中央

図 3 コーデ ィングの例
Fig. 3 An example of coding.

の 2 ブロック）を設ける．データの送信を開始，終了
するときには，それぞれのビットを反転させる．
情報の送信開始ビットと送信終了ビットは，従来の

よって得たマーカの位置と傾きの情報をもとに，マー

静的な 2 次元バーコードにはないものである．VCC で

カから読み取ったファイル名の仮想物体を合成した例

は，色の変化を利用して情報を送信するため，ある 1

を示す．VCC は 2.1 節で説明するマーカと，2.2 節で

つの情報がどの状態のマーカから始まり，どの状態の

説明する読み取り部から構成される．

マーカで終わるのかを示す必要があり，これらのビッ

2.1 マ ー カ
マーカのコーディングの一例として，図 3 に示す
コーディング方法を説明する．本稿では，図のような

トを設けている．従来の 2 次元バーコードでは 1 枚の
バーコードで情報が完結しているため，これらのビッ
トは必要がない．

4 行 4 列の 16 個のブロックに分割したマトリックス

マーカの回転については，ロケータ部の各ブロック

状のマーカを利用する．これ以上マトリックスを細か

の初期値を変えることで対応できる．現在は，カメラ

くすると，表現できる情報量は増えるが，遠い距離か

に入る光量が大きく変化しないよう，ロケータ部の初

ら読み取れないため，4 行 4 列のマトリックスを用い

期の色は向かい合う 2 つを白，残り 2 つを黒としてい

ている．このマーカを一定時間間隔で変化させ，色の

るが，1 つだけを異なる初期値に決定すれば，その部

変化の差分を用いてデータを表現する．色の変化を繰

分を探すことでマーカの回転を検出できる．実際に簡

り返すことで，理想的には任意長の情報を表現する．
マーカとカメラの位置関係を算出し位置情報を求め
るためには，カメラ画像内に位置の分かっている目印

単に実装を行って回転を検出できることを確認してい
る．しかし ，ここで説明したコーデ ィング方法では，
一部が隠れたマーカや，鏡に映ったマーカには対処で
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フレームで取り込んだカメラ画像との差分画像を作成
する（図 4 (b) ）
．これを適当な閾値で色ごとに二値化
し，二値化した画像から連結白色領域をクラスタリン
グして取り出し，マーカの 4 隅を検出する．検出した
ロケータ部をもとにマーカ内の座標を計算し，色情報
(a)：カメラ画像，(b)：差分画像，(c)：読み取ったデータ
(a): A camera image of screen, (b): An image showing
diﬀerences, (c): Read data

．色情
を読み取る（図 4 (c) W：白，B：黒，Y：黄色）

図 4 画像処理の手順
Fig. 4 A procedure of image processing.

画像中のロケータ部の座標を用いてマーカとカメラの

報からマーカの表現しているデータを得る．さらに，
間の距離や傾きを求め，法線ベクトルを算出する4) ．
図 2 では，得られた距離，傾き，法線ベクトルを利用

きない．これらの問題点を解決するようなコーディン

して仮想物体の大きさや向きを決定している．

グ方法も考えられるが，実際のデータ以外の情報が増

現在の実装では差分画像を用いて画像処理を行って

えるため，1 度の点滅で伝える情報量を現在と同等に
するならばマーカのサイズが大きくなり，マーカのサ
イズを現在と同等にするならば一度の点滅で伝えられ

には，マーカを検出できないという問題がある．これ

る情報量が減るなどの問題があり，本稿では扱ってい

ティカルフローなどの技術を導入すれば解決できると

ない．

考えている．

次に，従来の 2 次元バーコード のコーディング方法
と提案するマーカのコーディング方法を比較する．一

いるため，カメラや画像内の物体が急に動いたとき
に対しては，既存のフレーム間の動きを追随するオプ

3. 実

装

般的な 2 次元バーコードにはスタック式とマトリック

マーカをデ ィスプ レ イ上に 表示するプ ログ ラ ム

ス式があり，スタート記号とストップ記号や L 字型の

は，ソニー社バ イオノート PCG-C1XF（ Pentium2

ガイド セル，QR コードにあるような切り出しシンボ

400 MHz，メモリ 128 MB ）で Windows98 上に Vi-

ルを検出することでバーコードを検出し，情報を読み
密度に情報を記述でき，その情報を高速に読み取れ，

sualBasic6.0 を用いて実装した．8.9 型の液晶デ ィス
プレイ上に解像度 1024 × 480 ピクセル，色は RGB24
ビット（各色 8 ビット ）でマーカを表示する．各色の

汚れにも強いものもあるが，数 cm から 10 cm 程度の

階調は 256 であり，画像を二値化する際の閾値は 0 か

近距離で情報のみを読み取ることを目的としており，

ら 255 までの値をとる．

取る．これらのバーコードは提案するマーカよりも高

バーコードとカメラの間の距離や角度を求めるといっ
た用途は想定されていない．

マーカを検出するプログラムは，ソニー社バイオノー
ト PCG-C1VJ（ Crusoe 600 MHz，メモリ 128 MB ）

また，拡張現実感の分野において従来研究で用いら

で，WindowsMe 上に VisualBasic6.0 で実装し ，画

れていた 2 次元バーコード としては，マト リックス

像処理には VisualC++を用いた．マーカの大きさは

式のバーコード の一種である CyberCode 11) ，太い黒

8 cm × 8 cm である．カメラはこのノートパソコンに

の四角形のマーカの中に数字や文字，2 次元バーコー

付属している CCD カメラを使用した．カメラは 1 画

ドなどを書き込んで個々のマーカを識別しようとする

素を RGB24 ビットで表した 160 × 120 ピクセルの

ARtoolKit 6) のマーカなどがある．これらと比較す
ると，本稿で提案しているバーコードはマーカが動的
に変化することを利用して情報を送信しているため，

ある．

マーカ自体が見つけやすく，マーカを発見しその位置

ミリ秒の時間が必要であり，毎秒 5 フレームの速度で

大きさの画像を撮影する．カメラの画角は約 47 度で
実装した結果，1 枚の画像を処理するのには百数十

を計算する際に利用するロケータ部を小さくできる．

動作することが確認できた．1 色でマーカをコーデ ィ

データの誤りについてはパリティチェックを行ってい

ングした場合は 40 bps 相当の通信速度，2 色の場合は

るだけであるが，任意長の情報を扱えるため，アプリ

80 bps 相当の通信速度となる．

ケーションで独自に必要とする誤り訂正符号を付け加
えることも可能である．

2.2 読み取り部

4. 評 価 実 験
VCC では，マーカの色を変化させる時間間隔やディ

マーカから情報を読み取るコンピュータは，マーカ

スプレイとカメラの間の距離や角度によりデータを読

の変化と同じ間隔で画像を取り込み（図 4 (a) ）
，前の

み取る精度，カメラ画像中からマーカとカメラの間の
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3 次元的な位置関係を求める精度が変わる．そこで，
評価実験を行って VCC の性能を調べた．実験はすべ
て屋内で行った．

4.1 マーカからデータを読み取る性能
まず，VCC を有効に利用できる範囲，最適なマー
カの色，一度に送れる情報の量，時間間隔を調べるた
めの評価実験を行った．マーカからカメラまでの距離
とエラー率の関係を赤 1 色，緑 1 色，青 1 色，赤と
緑，青と赤，緑と青の色の組合せでマーカをコーディ

(a)

ングして調べた．次に最もエラー率が低かった距離で
マーカに対するカメラの角度とエラー率の関係を調べ
た．さらに正面から一度に送信するデータ量とエラー
率の関係，時間間隔とエラー率の関係を調べた．
利用範囲に関する実験では 4 文字のランダムなアル
ファベットからなる文字列を用いてエラー率を測定し
た．情報量の実験では，送信するデータは IP アドレ
スを想定した 4 バイトの文字列から次第に長くしてい
き，何バイトまで一度に送信できるのか調べた．

(b)

精度は送信したデータの中で 1 ビットでも誤って受
信した場合をエラーとして測定した．また，エラーが
検出された回数を全試行回数で割ったものをエラー率
とした．マーカの色の変化とカメラで画像を取り込む
タイミングによっても精度が変わるので，1 つの文字
列を送り終えるごとに送信時間間隔の 3 倍から 5 倍の
間のランダムな時間送信を停止させた．マーカの大き
さは約 8 cm 四方とした．
ここで，最適なマーカの色や最適な閾値とは，最も
広範囲でエラーが少ない色や閾値を指す．マーカの変
化する時間間隔と同じ時間間隔でカメラで画像を撮影
しているため，両者のタイミングが一致し色が変化中
のマーカを撮影し，マーカの検出に失敗する可能性が

(c)
図 5 距離とエラー率の関係（ 1 色のコーデ ィング ）
(a)：赤 1 色，(b)：青 1 色，(c)：緑 1 色
Fig. 5 Relationship between distance and error rate (1
color cording). (a): the marker coded with red, (b):
blue, (c): green.

ある．マーカから適切に情報を読み取れているかは，
このタイミングの一致によるエラー以外のエラーがほ

て精度がかなり異なるが，図 5 より 1 色のコーディ

とんど ない状態を指し ，エラー率でいえば 20%以下

ングならば青 1 色を用いた場合が性能が最も性能が良

の範囲を指す．この程度のエラー率ならば，後に述べ

くなり，この場合の最適な閾値は 100 であること，最

る 5.1 節より，数回，繰り返し情報を読み取ることで

大 1.6 m 離れたところからマーカの情報が読み取れる

正しい情報が得られる．一度に送れる情報の量とは，

ことが分かる．また，図 6 (a) は画像を二値化する際

VCC で送信開始ビットをたてて送信を開始してから

の閾値を青，緑，赤の 3 色で同じ値を使用した場合，

送信終了ビットで 1 つの情報の送信を終了するまでに

(b) は図 5 の結果より色ごとに最適な閾値を選択した

送信した情報量を指す．情報の量が多くなるとマーカ

場合の結果である．グラフより 2 色のコーディングな

を読み取る回数が増え，エラーの確率が上がるため，

らば青と赤を用いた場合が最も性能が良くなること，

情報の量には限界があることが予想される．

赤，緑，青で異なる閾値を用いた方がエラー率が低く

距離 図 5 に 1 色でマーカをコーデ ィングした場合

なることが分かる．

の距離とエラー率の関係，図 6 に 2 色でマーカをコー

角度 図 7 に角度についての実験結果を示す．さまざ

ディングした場合の距離とエラー率の関係を示す．マー

まな閾値で画像処理を行い，各角度ごとに最も精度が

カをコーディングする色と画像処理の際の閾値によっ

良かった結果を示している．グラフより青と赤を用い
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図 8 情報量とエラー率の関係
Fig. 8 Relationship between information volume and
error rate.

(b)
図 6 距離とエラー率の関係（ 2 色のコーディング ）
(a)：閾値は固定，(b)：色ごとに閾値を選択
Fig. 6 Relationship between distance and error rate (2
color cording). (a): ﬁxed threshold values, (b):
threshold values depend on color.

図 9 時間間隔とエラー率の関係
Fig. 9 Relationship between interval of transmission and
error rate.

距離で青と赤のコーディング，閾値赤 100，緑 150，青

150 として 500 ミリ秒から 100 ミリ秒の時間間隔でエ
ラー率を測定した．カメラで画像を撮影する時間間隔
はマーカの変化する時間間隔と同じ値を設定した．
色が変化する時間間隔とエラー率の関係は図 9 のよう
になる．間隔が長い方がエラー率が低くなる．これは，
マーカをディスプレイ上に描画するのには数十ミリ秒
の時間が必要であり，間隔が長い方がマーカの色の変
図 7 角度とエラー率の関係（ 角度）
Fig. 7 Relationship between angle and error rate.

化とマーカの画像を撮影するタイミングが一致する確
率が低いためであると考えられる．また間隔が 150 ミ
リ秒以下の場合には，画像処理に設定した時間以上の

た場合が最も精度が良く，斜め 45 度までならば，情

時間がかかる場合があり，これもエラーの原因となっ

報を読み取れることが分かった．

ている．

情報量 1 回に送信する情報量とエラー率の関係は図 8

4.2 位置認識の精度

のようになった．青と赤の場合では 50 文字の文字列

マーカとカメラの間の距離や角度を変化させて，画

を受信してもエラー率は 3 割程度である．エラーの

像中からマーカを検出しその形状から距離や角度を算

大部分は送信側と受信側のタイミングが一致したとき

出した場合の誤差を測定した．マーカは青 1 色でコー

にマーカの色が変化中の画像を解析に用いる場合であ

デ ィングし，マーカが表現している 10 バイトのデー

り，それ以外のエラーはほとんどないため文字列が長

タを正しく読めていた場合の結果のみを記録した．

くなっても精度が落ちない．赤と緑の場合はデータ部

距離 図 10 に距離に関する実験結果を示す．横軸が

のマーカの色を読み間違えるエラーもあるので文字列

マーカとカメラの間の実際の距離，縦軸が画像処理に

が長くなるにつれてエラー率が高くなる．

よって算出したマーカとカメラの間の距離である．実

時間間隔 色が変化する時間間隔の実験では 40 cm の

験はカメラをマーカの正面に置いて行った．グラフよ
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表 1 データの繰返し受信回数とエラー率
Table 1 The number of repetition and error rate.

繰返し回数（ 回）
エラー率（ % ）

5. 考
図 10 実際の距離とマーカから算出した距離
Fig. 10 Relationship between real and estimated distance.
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21
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3

7
0

10
0

察

5.1 VCC の性能
現在の VCC ではエラー率が低い部分で，20%程度
である．この程度の精度であれば，1 回で正しく読み
取れなくても数回繰り返し同じデータを読み取り，数
回分のデータを比較することで，マーカから正しい情
報が取り出せる．表 1 は，4 バイトの同じデータを繰
り返し読み取り，その中で最も数の多いデータを正し
いデータとした場合に，どの程度エラー率が下がるか
を実験した結果である．表 1 に示すように，約 1/4

図 11 実際の角度とマーカから算出した角度
Fig. 11 Relationship between real and estimated angle.

のエラーがある場合でも 5 回繰り返し読み取れば，ほ
とんどエラーがなくなることが分かる．

VCC で利用を想定しているのは URL や IP アドレ
り，80 cm の距離まではほとんど 誤差がないが，1 m

スといったデータである．4 バイトの IP アドレスを

を超えると誤差がかなり大きくなることが分かった．
これは，1 m を超えると画像中のマーカが小さくなり，

5 回繰り返すのには 4 秒かかる．マーカを数秒間カメ
ラの前で静止させるようなアプリケーションでは，こ

形状を正しくとらえられなくなるのが原因である．カ

の程度の性能でも十分だと考えられる．

メラの解像度を上げれば，より遠い距離からも形状を

また，現在の実装ではカメラでマーカを撮影する際

正しくとらえられるようになると考えられる．

に，色が変化中の画像を撮影し ，データを読み取れ

角度 図 11 に角度に関する実験結果を示す．横軸が

ない場合がある．このままの実装で応用する際には，

マーカとカメラの間の実際の角度，縦軸が画像処理に

マーカが検出できなければ数十ミリ秒間，画像の撮影

よって算出したマーカとカメラの間の距離である．実

を停止して画像を撮影するタイミングをずらすなどの

験はカメラとマーカの間の距離を 40 cm として行った．

対応が必要である．

グラフより，角度が小さい部分では誤差が大きくなる
ることが分かった．

5.2 カメラのフレームレート
本稿で説明し た実装では，カメラで色が変化中の
マーカを撮影したときに，ロケータ部を認識できず

角度が小さい部分の誤差についてはアルゴ リズムが原

データの読み取りに失敗する場合がある．サンプリン

因だと考えられる．現在用いているアルゴ リズムは，

グ定理を考慮し，画像を撮影する速度をマーカの変化

傾向があるが，全体として平均の誤差は 3 度以内であ

実空間の中では平行で本来交わらないはずの 2 直線が

の 2 倍以上にすれば，このようなエラーはなくなる．

画像上で交わる消失点を利用したものである．そのた

しかし現在の実装では 1 枚の画像を処理するのに百数

め，角度が小さく画面上で 2 直線がほぼ平行となる場

十ミリ秒必要であり，毎秒 5 フレーム以上の速度で画

合には，誤差が大きくなる．角度が大きい部分での誤

像を撮影できない．少しでもマーカの色が変化する速

差については，斜めから見た液晶ディスプレイが暗く，

度を上げるため，このような実装としている．

差分画像におけるマーカが全体的に暗くなり，マーカ
誤差が大きい部分もあるが，平均値の誤差は小さいの

5.3 ハイブリッド なセンサ
拡張現実感の分野で，位置情報を得るための方法と
して，画像処理とセンサ，あるいは複数のセンサを組

で，カメラとマーカの位置関係がほぼ一定であるよう

み合わせた研究が行われている12),15) ．VCC でも他の

な応用例では，角度を求める際に数回の平均値をとる

センサと組み合わせることで位置情報の精度を向上さ

ことで誤差を少なくできると考えている．

せたり，センサでカメラの移動を測定し画像中のマー

の検出が困難になるのが原因だと考えられらる．また，

カ位置を予測することで，画像処理速度を向上させる
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離や角度が取得できないという問題がある．

ことが期待できる．

5.4 VCC の利用環境
生活空間のいたるところにコンピュータが存在し ，
街中にだれでも自由に利用できるディスプレイ（ユビ
キタスディスプレイ）が存在するユビキタスコンピュー
ティング環境では，街角に設置されたタッチパネルや，
電車の中や駅前にあるディスプレイなどにマーカを表

6. ま と め
本研究では，VCC を実現し，VCC の有効に利用で
きる範囲やなどを評価実験によって調べた．
今後の課題として，画像処理に用いる閾値を自動的
に選択する手法の実現や，読み取りの性能を向上させ

示できる．このため，新たにマーカを用意することな

るようなアルゴ リズムを実装することがなど あげら

く VCC マーカが作成できる．現在では，街中にだれ

れる．

もが自由に使えるディスプレイは存在しないが，電車
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の中や駅前，店頭などにディスプレイが置かれており，
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この数は次第に増加している．近年，液晶ディスプレ

学技術振興調整費「モバイル環境向 P2P 型情報共有

イが安価になってきたことを考えれば，商店街などの

基盤の確立」によるものである．ここに記して謝意を

看板が次々と液晶ディスプレイに置き換わることも予

表す．

想でき，近い将来，これらのユビキタスディスプレイ
にマーカを表示することが可能になると考えている．

5.5 関 連 研 究
関連研究として，Cyber Code

11)

，赤外線 LED を

1)

用いる Balloon Tag ，高速に LED が点滅するビー
コンを用いる IDCam 7) などがあげられる．

Cyber Code では紙のマトリックス状のマーカをカ
メラで撮影し，画像を解析して ID を読み取り，対応
するコンピュータ上の情報を利用できる．紙のマーカ
を用いるので VCC よりも手軽にマーカを利用できる
が，表現できる情報量は数バイト程度である．

Balloon Tag では赤外線 LED を撮影したカメラの
画像からタグの位置を解析し ，その情報を読み取る．
Balloon Tag では，マーカを目立たなくするために目
に見えない赤外線領域を用いている．VCC と比較す
ると，クロック信号を利用するのでデータ通信速度に
よらない情報の送受信が可能であり，目立たないとい
う利点があるが，データ送信速度が遅い．さらに，ア
プリケーションで用いるカラー画像は別に取得する必
要がある．ユーザにとってもマーカを認識できず，カ
メラでマーカをとらえにくい．

IDCam では，人の目には見えないほど 高速にビー
コンを点滅させ，その様子を特殊な CMOS カメラで
撮影することで，ビーコンが表現する 128 バイトま
での情報を読み取る．人の目には，ただ LED が光っ
ているようにしか見えないにもかかわらず，ビーコン
を身に付けたユーザが歩きながらでもその情報を読み
取れるという利点があるが，ビーコンは 1 点のみであ
り，ビーコンとカメラの間の明確な位置関係を求める
ことはできない．
また，電波無線タグを用いる研究14) も，目立たな
いという利点があるが，タグと受信機の間の明確な距
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