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Mixed Reality 空間における仮想書斎システムの開発
大和田 瑛美華1,a)
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成見 哲1

概要：本研究では，モーションセンサを用いて触れる Mixed Reality(複合現実感) 空間における仮想的な
書斎システムの開発を行う．Kinect v2 で現実空間を認識して MR 空間を構築し，ユーザに Web カメラと
LeapMotion Controller を装着させることにより実現する．このシステムにより何もない部屋であっても
ユーザの好みにインテリアを置く，配置物に触る，読書などの作業することが可能になる．開発の第一段
階として触れる MR 空間を開発し，空間の中に出現したオブジェクトに対して 1 人のユーザが触る・動か
すといった簡単な操作を実装した．今後は現システムを基にユーザの詳細な視線方向の検出，物体認識な
ど実装をし，書斎システムらしい機能を追加していく．

Development of a Virtual Library System in a Mixed Reality Space
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Abstract: In this research, we are developing a virtual library system in a MR (Mixed Reality) space by
using motion sensors. The user puts on the head mount device, which is composed of a head mount display, a
Kinnect v2 sensor, a Leap motion sensor, and a web camera. In the virtual library space, we can put favorite
interior goods and touch them or read books. As a development system, we have made a MR space which
supports simple operations, such as touching to objects and flipping a page of a book. We are adding new
functions for achieving realistic library system by detecting line-of-sight direction of a user and by recognizing
objects around him/her.

1. はじめに
1.1 背景
2015 年現在，スマートフォンとタブレットの個人所有の
増加に伴い電子書籍の閲覧方法は携帯電話から移行してき

た後に感じる達成感」といった紙書籍独自の特性をあげて
いる．前述したシステムでは，情報伝達の観点でユーザに
とって使い易いものだが，紙書籍を読むという行為を好ん
でいるユーザにとって慣れないものである．
また拡張現実感（AR：Augmented Reality）や仮想現

た [1] ．テンキー入力を使った従来の入力方法と比較して，

実（VR：Virtual Reality）が近年注目されており，AR と

タッチ入力方法は UX（User Experience）に考慮したシス

VR と組み合わせた複合現実（MR：Mixed Reality）も存

テムを可能にさせる．現在主流になっている電子書籍の閲

在している．更に Kinect シリーズ [5], [6] や LeapMotion

覧システムはスマートフォンやタブレットのディスプレイ

Controller(以下 LeapMotion)[7] などジェスチャー入力が

に映して，タッチやフリックを使って操作をする．このシ

可能な操作デバイスや装着型ディスプレイのヘッドマウン

ステムは場所も取らず，電車などでの移動中や外出先で読

トディスプレイ（HMD）といった視覚デバイスが開発され

むのに適している．しかし，Voxbuner[2] やリサーチバン

AR，VR，MR の領域でも利用されている．Kinect は人間

グ [3]，BookLive[4] が行ったアンケート調査によればユー

の体を認識し Kinect からの距離や姿勢を取得でき，また

ザは電子書籍よりも紙書籍を好んでおり，その理由として

LeapMotion は手首から先の詳細な位置を検出し動きを追

「ページをめくるなどの本の質感」
「分厚い本を読み終わっ
1
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跡出来る．
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1.2 目的
本研究では，MR 空間に仮想的な書斎を構築し利用でき
るシステムを開発することを目的とする．書斎とは読み物
や書き物が出来る空間であり，電子書籍だけではなく書斎
を MR 空間に構築することにより本だけではなくユーザが
読書をしている空間を設置・操作することが可能になる．
現在主流であるスマートフォンやタブレットによる電子
書籍の閲覧方法は移動時など限られたスペースで読む場合
に適しているが，十分にスペースがとれる自室では物足り
なさを感じることがある．広い MR 空間を構築する本シス

図 1 ヘッドマウントデバイス

テムにより本棚から本を取り出し広げるなどの動作を 2 次

Fig. 1 Head Mount Device

元ではなく 3 次元空間で可能にする．作業をする周囲の状
況も変化させることが出来ることから，作業をする・情報

Kinect のセンサは人間の大まかな動きや位置を取得す

を得る以外に行動そのものに「楽しさ」をユーザに与える

るのに長けているが，細かい指先の動きを取得すること

ことが出来る．

が難しい．そこで手首から先の動きは詳細に取得できる

研究の第一段階では，システムが認識したユーザを中心

LeapMotion によって行う．

に MR 空間を構築し，簡単な操作が出来るように実装を
行った．本研究ではそれぞれのモーションセンサの特徴を
踏まえ，体の位置や大まかな姿勢を Kinect で検出し，手
首から先の細かな動きを LeapMotion で検出する．

2. 既存研究
電子書籍に関連した既存研究として HYE SOO YANG

3.2 ユーザの使用方法
ユーザから見た仮想書斎での動作について説明する．
ユーザは現実世界の物体に触ると同じように MR 空間の
中でオブジェクトに触ることにより操作を行い，ジェス
チャー入力は補助としてシステムでは利用する．

3.2.1 ユーザの体全体の動作

が開発した Variable Reality II[8] があげられる．これは

ユーザが現実の書斎で行動する姿勢は座る・立つ・横に

LeapMotion と Oculus Rift[9] (広視野角であり，頭の動き

なるが想定される．横になる姿勢は寛ぎながら読書をする

に表示が追従するヘッドトラッキングが可能な HMD) を

際の姿勢になると想定されるので，本システムで実装を行

利用した AR と VR 技術を利用した電子書籍閲覧システム

う．また仮想書斎内をユーザが任意に見渡せる．具体例と

である．AR のシステムでは紙書籍を検出し．紙書籍に対

しては，ユーザが手に持った電子書籍から視線を外し，横

して電子情報を投影する．VR のシステムでは手をトラッ

にある本棚を見ることが可能である．

キングをし，紙書籍を使わず電子書籍を出現させるシステ

3.2.2 電子書籍に対する動作

ムである．どちらのシステムも決まったジェスチャーによ
り書籍への操作を行う．

電子書籍は平面ではなく，立体的に描画するオブジェク
トである．電子書籍に対し紙の端を持ちあげページを捲る，

本研究ではユーザの目の前の狭い空間だけではなく広い

本を持ち支えながらぱらぱらページを捲る動作が可能であ

空間のシステムの構築を行い，視線が操作している手元か

る．また仮想書斎内に設置した本棚から本を選び，持って

ら移動しても情報が破棄されないようにしている．また予

広げることも可能である．

め決めたジェスチャー操作ではなく，触る・持つなどの直

3.2.3 書斎に対する動作

感的な操作を行う．

3. 仮想書斎システム
3.1 構成
本システムはユーザが装着するヘッドマウントデバイス
（HMD と LeapMotion，Web カメラを組み合わせたもの．
図 1 参照）と固定した Kinect v2（以下 Kinect）で構成さ

書斎には書籍や本棚の他に机・植物・壁紙など家具を設
置する．壁紙をユーザの好きな写真に変更することが出
来，移動も出来るように実装をする．

4. 第一段階のシステム
第一段階のシステムでは，Kinect・LeapMotion・HMD
を用いて簡易的な検出と操作を実装した．

れる．

MR 空 間 の 構 築 は Kinect に よ っ て 行 う ．Kinect の
Color(実画像）センサによって人間を認識し，Depth（深
度）センサで取得した座標を基に MR 空間を構築する．

MR 空間の中での操作は LeapMotion によって行う．
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4.1 Kinect によるユーザの検出と位置測定
Kinect によるユーザの姿勢と位置測定のシステムの実
装に向けて，Kinect とユーザの z 軸上（Kinect とユーザ
の距離）を測定する機能を実装した．現状のシステムでは
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図 2

Kinect との距離による書籍の大きさの違い

Fig. 2 Diﬀerence of size of a book depending on the distance
between the Kinect and the user

図 3

書籍オブジェクトと衝突判定の OBB

Fig. 3 Oriented bounding box for detecting the collision between a book and fingers

Depth センサの値 600mm から 2000mm の範囲にユーザを
検出すると MR 空間内でのユーザの位置（視点）を移動さ
せる．
実装した．

4.2 Kinect のユーザ視線方向

見開きページの 1 番上を可動ページ，これより下のペー

仮想書斎システムはユーザの視線を 360 度測定し，リア

ジを固定ページとする．捲りや送り操作でページの移動が

ルタイムに HMD に映る電子情報を変更するものだが，第

生じると可動ページが移動し，衝突判定によりもう片側の

一段階のシステムではユーザの「正面」
「左方向」
「右方向」

固定ページと衝突した場合にページの内容が変化する．

のみを検出している．ユーザの視線の方向は Kinect のセ

両側見開きページの 1 番上のページの座標を 2 番目の

ンサで検出した骨格により取得した．ユーザの両肩と両肩

ページとの衝突判定により座標を移動させている．これに

の中心を検出するようにし，左肩が未検出ならば左方向と

よりページの厚みの変化が生じた場合に 1 番上のページの

判断し右肩が未検出ならば右方向と判断した．

高さを調節し，
「読み進めたページ」
「これから読むページ」
の量をページの枚数を視覚的に表現した．

4.3 LeapMotion によるユーザの手の検出と移動による
位置座標の反映
ユーザが MR 空間の仮想書斎内で操作をする為に，Leap-

5. まとめと今後の課題
本研究ではモーションセンサを用いて MR 空間において

Motion の提供する API によりユーザの手の検出を行い，

仮想的な書斎システムを開発する第一段階として，MR 空

MR 空間上で指先と手のひらのモデリングを行った．ユー

間の構築と移動と簡易な操作を実装した．今後は以下の改

ザと共に LeapMotion のデバイスが動くため，MR 空間上

良を行って仮想書斎システムの完成を目指す．

の手の位置を Kinect によって得たユーザの位置情報から，

Kinect による姿勢，詳細な視線方向の検出

座標を変換して反映させた．これにより床の上をユーザが

ユーザが座る，かがむなどの姿勢を検出可能にする．

移動した先でも MR 空間内での操作が可能である．

また左方向など大まかな方向ではなく角度を取得出来
るようにする．

4.4 衝突判定
MR 空 間 に 描 画 さ れ る オ ブ ジ ェ ク ト の 描 画 に は

物体認識
人間を認識するだけでなく机や床など認識を実装し，

OpenGL[10] を用いた．OpenGL そのものには衝突判定

MR 空間を構築する．

はないためオブジェクトと同座標に OBB（有向境界ボッ

書籍オブジェクトへの操作拡張

クス：Oriented Bounding Box）を付加し，分離軸判定か

見開きページへの操作だけはなく，書籍を本棚から出

ら衝突判定を行う．

す・本を開くなどの操作にも対応する．
描画するオブジェクトの拡張

4.5 書籍オブジェクトの描画
書籍オブジェクトの描画では，曲面の描画に対して画像

書斎に置くことが出来る植物・家具などの数を増やす．
細かな操作への対応

のテクスチャマッピングを行い見開き状態の書籍を実現さ

現システムは簡単な衝突判定のみであり，今後ページ

せた．画像データを読み込み，描画されるページ数分だけ

の端を持つ・書き込む・しおりを挟むなどの細かい操

見開きページの描画を行うことで，ページの厚みの表現を

作に対応する．
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