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MR 遠隔組立指示支援における
ペッパーズゴーストの利用の検討
水流添 弘人1,a)

重野 寛1,b)

概要：近年，複合現実感（Mixed Reality: MR）を用いた作業支援の研究に注目が集まっている．我々はそ
の中でも遠隔組立指示支援に着目した．遠隔地にいる作業者に指示を送る際，主流な手法であるビデオ通
話では，複雑な組立を伝えることが困難であった．そこで，本論文ではペッパーズゴーストを用いた MR
遠隔組立指示支援を提案する．ペッパーズゴーストとはガラスの反射を用いた空間に物体の像を表示する
手法であり，これにより自分の作業空間に相手の作業空間を重ねて表示することが可能となる．本システ
ムでは相手の作業映像と CG による指示を双方向に表示させることで円滑な作業指示を支援する．また評
価実験として，提案システムの対面ビデオ通話の有無とビデオ通話を用いた指示との比較実験を行い提案
の有用性を評価した．結果として，難度の高いタスクにおいて提案システムの方がより効果を発揮する傾
向が見られ，対面ビデオ通話の利用も有用であることが分かった．これにより，本提案システムが有用性
のある MR 遠隔組立指示支援システムを実現しているといえる．
キーワード：Mixed Reality，作業支援，ペッパーズゴースト，遠隔協調作業

1. はじめに

るため需要が高まっている．
遠隔地にいる相手に情報を伝達する一般的な手法として

CG（コンピュータグラフィックス）等の電子データを現

ビデオ通話がある．相手とディスプレイを介して自然なコ

実世界に重畳する技術のことを複合現実感（MR：Mixed

ミュニケーションをとることや，手元の映像を送ることで

Reality）という．MR は汎用性の高さから幅広い分野で活

組立の様子を伝えることが出来る．しかし，2 次元の情報

用されているが，中でも作業支援への応用に注目が集まっ

のみしか伝えられず，組立の 3 次元情報を十分に伝える

ている．MR 技術を用いた作業支援は指示を作業空間上に

ことが出来ない．また HMD（Head Mounted Display）と

直接表示するため，作業者は指示を見ながら作業を行うこ

いったデバイスを用いて 3 次元情報を伝達し，MR 技術を

とができ，従来の紙や映像のマニュアルと比べ非常に効率

用いて表示する研究もなされているが，そうしたデバイス

が良い．特に組立作業といった複雑で細かい工程を要する

の使用はユーザに負担がかかる上，使用条件の制限が大き

作業で効果を発揮する．

い．また，相手の手の動きを十分に再現することも困難な

本論文では MR 作業支援の中でも，遠隔協調作業支援の

ため，組立指示を伝達し難い．

1 つである遠隔組立指示支援に着目した．ここで言う組立

そこで，本論文ではペッパーズゴーストを用いた MR 遠

作業は，機材等を用いず，手で組み上げ可能な卓上の組立

隔組立指示支援システムを提案する．ペッパーズゴースト

作業のこととする．遠隔組立作業指示とは，遠隔地にいる

とは古くから演劇等で用いられてきた視覚トリックで，ガ

作業者に指示者がある組立作業の指示を伝達するものであ

ラスの反射を用いて，空間に物体の像を表示する手法であ

る．作業者が工程を知らない組立作業において，指示者が

る．提案システムではこのペッパーズゴースト技術を用い

直接指示を伝える方法が最も効率は良いが，指示者と作業

て，遠隔地の相手の作業風景を双方向に直接作業空間に表

者が同じ場所にいないことも多い．遠隔組立作業指示は，

示させることで，円滑な作業指示を支援する．また，映像

そうした空間的制約に囚われず指示を伝達することが出来

による指示以外に CG を用いた指示も追加することで，映
像だけでは伝えにくい，組立における細かなパーツの動か
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し方の伝達も支援している．そして，本システムは装着型
のデバイス等を用いておらず，シンプルなシステム構成と
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なっているため，ユーザの負担は少なく，容易で安価に構
築可能なシステムとなっている．さらに，ユーザは何も装
着していないため，対面に設置されたディスプレイで相手
と自然なコミュニケーションをとることが出来る．このよ
うに本システムを用いることで，円滑な作業指示支援が容
易に構築可能となる，
本論文では，2 章で MR 組立作業指示とペッパーズゴー
ストの関連研究について述べ，3 章で提案システムである
ペッパーズゴーストを用いた遠隔組立作業指示支援システ

図 1

ペッパーズゴーストの仕組み

ムについて述べる．4 章では提案システムのシステム構成
と実装について説明し，5 章では評価実験とその結果につ
いて述べ，最後の 6 章でまとめとする．

2. 関連研究
2.1 遠隔協調作業支援システム
遠隔協調作業支援を実現する上で視界の共有，空間の共
有，自然なコミュニケーション 3 つの要素が重要である．
視界の共有は相手が見ている風景を自分も見ることが出来
る状態のことで，相手の状態を的確に把握することが出来
る．空間の共有は相手が実際に傍にいて同じ空間で作業し
ているような状態のことで，相手の保持している物体を指
差したりすることが出来る．自然なコミュニケーションは

図 2

利用イメージ

相手の顔を見て会話をすることで，臨場感を得ることが出
来る．さらにこれら 3 つの要素はインタラクティブである

を空間に表示することが出来るため，MR 技術への応用に

とより効果的であると考えられる．

注目が集まっている．

Gupta らは HMD とアイトラッカーを用いた作業指示支

Tokuda らはペッパーズゴーストを用いて表示した仮想

援システムを開発した [1]．このシステムでは，作業者が

物を手のジェスチャーで操作するシステムを開発した [3]．

HMD とアイトラッカーを装着し，指示者が作業者の視界

Weichel らは MixFab という個人製作のためのペッパーズ

と視点をディスプレイで確認し，指示を送る．視点情報を

ゴーストを用いた MR 環境を開発した [4]．これらのよう

用いることができるが，指示は音声のみで，空間も共有出

にペッパーズゴーストを用いた MR 環境の構築手法は広

来ていないため，細かい動かし方等は伝えることが出来な

く研究されている．また著者の先行研究として，ペッパー

い．Yang らは HMD を用いて遠隔地の相手を対面に表示

ズゴーストを用いた個人向けの組立作業支援システムがあ

することで協調作業を支援するシステムを開発した [2]．こ

る [5]．このシステムにより，ペッパーズゴーストが MR

のシステムでは，遠隔地の相手があたかも対面にいるかの

組立作業支援に有効であることが分かった．しかし，これ

ような状態を再現しているが，あくまで対面なので組立指

ら全ては個人向けで遠隔地にいる複数人に向けたシステム

示を伝えることは難しく，HMD を装着しているため自然

は存在していない．

なコミュニケーションを取ることができない．
このように遠隔地にいる相手に指示を送ることが可能な
システムは存在するが，重要となる 3 つの要素を十分に満

3. ペッパーズゴーストを用いた MR 遠隔組立
指示支援システム

たすシステムは存在しない．

3.1 システム概要

2.2 ペッパーズゴースト

滑な MR 遠隔組立指示支援システムを実現している．本シ

本システムはペッパーズゴースト技術を用いることで円
ペッパーズゴーストはガラスやハーフミラーを用いた視

ステムで想定するのは，ある卓上の組立作業に習熟した指

覚効果であり，図 1 にその仕組みを示す．観客から見えな

示者がその工程を知らない作業者に作業指示を行う状況で

い隠し舞台にある実物 A にライトを当てる．すると，実物

ある．図 2 にシステムの利用イメージを示す．システム上

A が観客と舞台の間に斜めに設置されたガラス板によって

部に設置されたディスプレイに指示が映し出され，それが

反射され，観客からは A の像が舞台上に見える，というも

アクリル板で反射され，作業空間に表示される．本システ

のである．このようにペッパーズゴーストは簡単に仮想物

ムにおける作業空間は指示が表示可能なアクリル板の奥の
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図 3

作業指示

図 4

スペースとなる．指示者と作業者にはこうしてペッパーズ

システム構成

ゴースト技術により作業空間に同様に表示される指示を見
ながら作業を行う．
本システムで作業者が指示者から伝えられる指示は主
に，相手の作業をしている映像と作業空間上部に表示され
る CG による指示の 2 種類があり，それぞれ映像指示，CG
指示とする．それぞれの指示の様子を図 3 に示す．映像指
示は相手の作業の様子を自分の作業空間にリアルタイムに
表示しており，相手の目線になって作業を行うことができ
る．また，映像は双方向に送られているため，作業者は指
示者の組み立てを見ながら動きを真似て作業を進め，指示
者は作業者が正しく作業を進められているかを確認しなが
ら指示を送ることができる．本システムのメインとなる映
像指示により，作業者と指示者が視界と空間を共有したま

図 5

ペッパーズゴースト表示装置

ま作業を行うことができる．CG 指示では相手が作業空間
で使用しているパーツがその姿勢とともに表示される．こ
れは映像指示と自分の手やパーツが重なることで，持って
いるパーツの種類や姿勢が正しいかが分かりにくくなると
いう問題に対処したものである．この CG 指示によって作
業者は自分が置くパーツの種類と姿勢を正しく把握でき，
指示者は作業者が使用しているパーツが正しいか，置く姿
勢が正しいかを確認できる．さらに，本システムはユーザ
にデバイス等を装着させる必要もないため，それぞれ対面
にディスプレイを設置し，ビデオ通話を用いて相手の映像
を流すことで作業空間を遮ることなく自然にコミュニケー
ションをとることができる．
本システムの遠隔組立指示支援に対する貢献は 3 点あ
る．1 つ目は相手が傍にいるかのような共在感を得られる

図 6 表示システムの位置関係

点である．これは作業者と指示者が視界と空間を共有する
ことにより相手との距離を感じさせない環境を構築してお

テムはシンプルなシステム構成で HMD やセンシングデバ

り，また対面に設置されたディスプレイを用いて自然なコ

イスといった特殊な機材を使用していない．また，装着す

ミュニケーションが取れることより実現される．2 つ目は

るデバイスなども無いため，誰にでも扱いやすいシステム

直感的なインタラクションを行える点である．映像指示に

となっている．

より相手の作業風景が相手の視界で確認できるため，遠隔
であっても指差し指示やこそあど言葉が使用可能である．
また，相手の動きと自分の動きを容易に見比べ可能なため，

3.2 システム構成
本システムのシステム構成を図 4 に，実際のペッパーズ

相手の動きに合わせて円滑に作業を行うことができる．3

ゴーストによる表示装置を図 5 に示す．本システムで使用

つ目は容易に構築可能なシステムという点である．本シス

している機材はウェブカメラ 3 台，ディスプレイ 2 台，ア

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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クリル板，PC である．これらで構築される装置を遠隔地

表 1 被験者グループ

にいる指示者，作業者それぞれが構築する．ウェブカメラ

グループ

のスペックは 1280×720 の解像度，74◦ の画角であり，それ

A

対面なし提案

対面あり提案

対面映像のみ

B

対面なし提案

対面映像のみ

対面あり提案

対面あり提案

対面なし提案

対面映像のみ

手に送る作業風景の撮影，ビデオ通話の役割を果たしてい

C
Ｄ

対面あり提案

対面映像のみ

対面なし提案

る．ディスプレイは作業空間に表示する指示を映すもの，

E

対面映像のみ

対面なし提案

対面あり提案

ビデオ通話のためのものの 2 台である．アクリル板はディ

F

対面映像のみ

対面あり提案

対面なし提案

ぞれパーツに張り付けられたマーカの位置姿勢の取得，相

1 つ目のタスク

2 つ目のタスク

3 つ目のタスク

スプレイを反射し，作業空間を，実際の空間が見え辛くな
らない程度に表示する透過度の高いハーフミラーの役割を
果たしている．このアクリル板によって反射されたディス
プレイを仮想ディスプレイと呼ぶ．図 6 に表示システム
の位置関係を示す．仮想ディスプレイはと実際のディスプ
レイはアクリル板に対して対称であり，ユーザの目の位置

アセットを用いて取得した相手の映像を Canvas 上に置き，

がちょうどアクリル板の法線上にあるように設置されてい

それを Unity 上のカメラで撮影することで表示している．

る．したがって仮想ディスプレイのサイズがそのまま指示

なお表示する際，アクリル板の反射を考慮し，映像を左右

が提示可能な空間となる．

反転させている．

3.3 作業の流れ

4.2 CG 指示

本システムにおける作業の流れは次の通りである．まず，

CG 指示では上述の通り相手が作業空間に持ち込んで

使用するパーツはすべて作業空間の右側に置いておく．指

いるパーツの種類と姿勢を作業空間上部の表示している．

示者が使用するパーツを 1 つ取り，作業空間に持ち込む．

パーツの位置姿勢取得には NyARToolkit*2 の Unity パッ

すると，作業者側で指示者が取ったパーツの CG 指示が灰

ケージを利用している．これはマーカをカメラで読み取る

色で表示される．CG 指示は作業空間上部左から順に，新

ことでその位置姿勢を取得できるソフトウェアである．今

たなパーツが現れる度に表示される．作業者は映像指示，

回，1 つのパーツに複数のマーカを貼り付けているが，そ

CG 指示を元に同じパーツを取り作業空間に持ち込む．灰

の内の 1 つをパーツの基準となるマーカとし，そのパーツ

色だった CG 指示には色が付き，指示者側の CG 指示も同

の識別を可能にしている．そして，それ以外のマーカには

様に表示される．ここで CG 指示に色がつくことで作業者

基準マーカからの距離と角度の情報を付加することで，基

が持ち込んだパーツが正しいことが確認される．指示者は

準となるマーカが見えていなくても他のマーカが見えてい

作業者に声をかけながらパーツを設置する位置とパーツの

ればその位置姿勢が分かるように実装した．得られたマー

姿勢を指示する．作業者は指示者の声，映像指示，CG 指

カの位置姿勢は WebRTC Video Chat を用いて相手と送受

示を元にパーツを設置する．作業者がパーツの設置を終え

信している．取得した相手のマーカ情報より，相手の持つ

たら指示者は次のパーツを作業空間に持ち込む．以上の工

パーツの種類と姿勢を認識し，作業空間上部に左から順に

程を組立が終わるまで繰り返す．

パーツをその姿勢のまま CG 表示する．CG 指示が表示さ

4. 実装
本システムでは開発環境として Unity を利用している．

Unity 上では主に仮想空間の撮影，マーカの読み取りのた
めのカメラ，作業映像を映すための Canvas，CG 指示の表
示するためのパーツ毎のオブジェクトを利用している．

れている際，自分の作業空間に指示と同じパーツが存在す
れば，指示の色が灰色からパーツ毎に変化するように実装
している，この色の変化により，作業者は正しいパーツを
持っているかどうかが分かり，指示者もその確認ができる．

5. 評価実験
5.1 実験目的

4.1 映像指示

本実験の目的は提案システムの有用性を評価すること，

本システムでは映像の通信に Because why not*1 が開発

相手との自然なコミュニケーションが遠隔組立指示に与え

した WebRTC Video Chat という Unity のアセットを用

る影響を検証することの 2 点である．この 2 点を提案シス

いている．このアセットは WebRTC という，ビデオや音

テムにおける対面ディスプレイの設置によるビデオ通話の

声，テキストデータをブラウザ間で Peer-to-Peer 通信可能

有無と作業映像を対面に表示する従来の指示の手法の 3 種

な規格を Unity 上で扱えるものである．映像指示ではこの

類の手法の比較をすることで評価，検証した．なお，検証
は低難度のタスクと高難度のタスクの２種類で行い，それ

*1

http://www.because-why-not.com/
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図 10
図 7

実験 1 結果：作業時間

実験で使用したパーツ

お．指示者は作業に習熟した 1 名で，作業者と同じパーツ
を持っており，自らも組立を行いながら指示を行う．パー
ツの完成形は図 8 に示すような 1 辺が 135mm の立方体で
ありパーツの組み方は多数存在する．被験者は 6 名でそれ
ぞれ 3 つの手法，3 つの異なる組み方でパーツの組み立て
を行った．なお被験者は順序効果を考慮して表 1 のように

6 つのグループに分けた．図 9 に比較対象として用いた作
業映像を対面に提示した手法を示す．
実験の流れはまず被験者にそれぞれのシステムの扱い方
を簡単に説明する．提案システムを用いた 2 手法に関して
は，3.3 節のシステムの流れ同様作業者の指示の下組み立て
を行った．対面作業映像のみの手法も同様に指示者がパー
ツを 1 つずつ手に取り作業者に指示を出し，作業者はその
指示を見ながら組み立てを行った．
本実験では定量評価として，作業時間をタスク毎に測定
図 8 組立の完成形

した．

5.2.2 実験 1：実験結果
図 10 に定量評価の結果を示す．どの手法間においても
有意差は見られなかった．しかし，平均作業時間は 80 秒
前後とどの手法においても十分なスピードで作業を行えて
いることが分かった．これは本実験のタスクが簡単で，指
示者もパーツを持ち指示者とともに作業を進めながら指示
を出すことができるため，時間に差が出なかったと考えら
れる．この結果より，提案システムは低難度のタスクにお
いて問題なく作用することが分かった．

5.3 実験 2
5.3.1 実験 2：実験内容
実験 2 のタスクは実験 1 同様 7 つのパーツの組み立て
図 9 対面提示手法

であるが，実験 1 との違いが 2 点ある．まず，実験 2 にお
いて指示者はパーツを持っていない．したがって，声と手

5.2 実験 1

や指の動きのみで指示を伝える．次に，被験者は 2 個目以

5.2.1 実験 1：実験内容

降のパーツを 1 つ組むたび，指示者から指定された箇所を

実験 1 のタスクは指示者の指示を元に図 7 に示す 7 つ

テープで固定する．この違いにより，被験者は注意深く指

の異なる形をしたパーツの組み立てを行うことである．な

示者の指示を観測する必要があり，実験 1 と比べタスクの

*2

難度が高い．

https://nyatla.jp/nyartoolkit/wp/
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ることが分かる．ミス回数はどの手法においても回数は少
なく，指示者の指示がきちんと伝わっていることが分かる．
表 2 にアンケートの内容を，表 3 に結果を示す．ビデ
オ通話なしの場合の提案システムと対面映像のみの手法に
おいては，Q1 と Q2 において有意差が見られた．ビデオ通
話ありの場合の提案システムと対面映像のみの手法におい
ては，全ての項目において有意差が見られた．ビデオ通話
ありの場合の提案システムとなしの場合の提案システムで
は，Q1 において有意差が見られた．Q1，Q2，Q3 の結果よ
り提案システムを用いた場合の方が指示が理解しやすく，
図 11

実験 2 結果：作業時間

作業をスムーズに行えることが分かった．これより提案シ
ステムが作業者にとって扱いやすいシステムであると考え
られる．Q4，Q5 の結果より提案システムで対面ディスプ
レイでビデオ通話をすることで円滑なコミュニケーション
と共在感の向上に繋がることが分かった．これにより提案
システムにおける対面ディスプレイの有用性を確認した．

6. おわりに
近年，MR は空間に直接指示を表示できるという点で作
業支援に広く用いられている．我々はその中でも遠隔協調
作業支援の 1 つである遠隔組立作業指示支援に着目した．
図 12

従来のえんかっく協調作業支援はビデオ通話を用いたもの

実験 2 結果：ミス回数

や HMD を用いたもので，組立指示が上手く伝わらない，
表 2
項目

アンケート内容

円滑なコミュニケーションが取れないといった問題点が存

内容

在していた．

Q1

作業はスムーズに行えたか

Q2

組立指示は理解しやすかったか

Q3

テープ貼り指示は理解しやすかったか

Q4

相手との円滑なコミュニケーションが取れたか

トを用いることで，相手の作業風景や作業物の情報を，そ

Q5

相手との共在感を感じたか

れぞれ映像指示，CG 指示として自分の作業空間に表示す

そこで，ペッパーズゴーストを用いたＭＲ遠隔組立作業
指示支援システムを提案した．本提案はペッパーズゴース

ることができる．そして，作業者と指示者が同じ環境で作
表 3

業をすることで，視界と空間を共有した遠隔組立指示を実

アンケート結果

項目

提案（対面なし）

提案（対面あり）

対面映像のみ

現できる．このシステムにより，相手が傍にいるかのよう

Q1

4.0

5.0

3.0

な共在感，直感的なインタラクション，容易に構築できる

Q2

4.3

4.7

3.5

Q3

4.0

4.3

3.2

扱いやすいシステムの 3 点を実現している．

Q4

3.2

4.7

3.3

Q5

3.3

4.0

2.7

1．まったくそう思わない ∼ 5．強くそう思う

評価実験として，提案システムにおける対面ビデオ通話
の有無と既存手法である対面に相手の作業風景を表示する
手法との比較実験を，低難度と高難度の 2 種類のタスクで
行った．被験者は作業者として，指示者の指示を受け，7

実験の流れは実験 1 同様で，定量評価としてタスクごと

つのパーツの組み立てを行う．低難度のタスクの結果，ど

に作業時間とテープを貼る箇所を間違えたミス回数を測定

の手法においても作業時間に有意差は見られなかった．こ

し，さらに定性評価としてアンケートに回答してもらった．

れより，低難度のタスクにおいて提案手法は問題なく作用

5.3.2 実験 2：実験結果

することが分かった．高難度のタスクの結果においても作

図 11，図 12 に定量評価の実験結果を示す．作業時間に

業時間に有意差は見られなかった．しかし，提案システム

おいてもミス回数においてもどの手法間にも有意差は見ら

を用いた 2 手法の方が既存手法より作業時間が短い傾向に

れなかった．しかし，平均作業時間を見ると，提案システ

あることが分かった．これより，提案システムはより難度

ムを用いた 2 手法の方が対面映像のみの場合に比べ 40 秒

の高いシステムほど効果を発揮する傾向にあると考えられ

以上短いことが分かる．これより，有意差はないものの提

る．また，アンケートによる定性評価より提案システムが

案システムを用いることで作業時間は短縮される傾向にあ

扱いやすいシステムであり，対面ディスプレイでビデオ通
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話をすることで円滑なコミュニケーションと共在感の向上
に繋がることが分かった．
以上より，本研究により有用性のある MR 遠隔組立指示
支援システムを実現できたといえる．
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