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等身大の仮想、手の中のリアル
明石 禎紀1 冨井 陸矢1 真鍋 光希1 高見 太基1 帆山 遼1 羽賀 聡希1 寺崎 葉月1
武井 友里恵1 鈴ヶ嶺 聡哲1 山中 佑紀1 峯水 延浩1 成見 哲1 , a)

概要：コンピュータの作り出す仮想 3D 世界の臨場感を高める要因の中で，表示される大きさに着目した
二種類のシステムを開発した．一種類目は，人と同じ大きさで実現した仮想的な鏡とイルミネーション用
LED を使った電光掲示板である．二種類目は，仮想的な大学の 3D モデルを使ったスマホアプリで，現実
の人の動きや車の動きに合わせて仮想の人や車が動く．手の中の仮想世界をリアルな人や物体とシームレ
スに接続することで臨場感を高める．

1. はじめに
コンピュータの作り出す世界の臨場感を高めるにはどう
すればよいかという議論は，VR（Virtual Reality）環境
の進歩などにより実際に確認出来るような状況にある．近
年の HMD（Head Mounted Display）の進歩は目覚まし
いが，ここでは大きめのディスプレイを使用する場合と，
スマートフォンを使用する場合の二つの場合に関して，臨
場感を高める工夫について述べる．
映像による遠隔コミュニケーションツールが手軽に使え
るようになり，カメラ映像で相手を見ながら話すことは容
易に実現できる．野田らはタイルドディスプレイを用いた

図 1 MIKUEC イベントでのマジックミラーの展示

遠隔コミュニケーションの実験により，表示方法による臨
場感の違いを調査した [1]．彼らは臨場感を立体感，質感，
動感，因果感，同時感，自己存在感，インタラクティブ感，
情感の要素に分けて被験者から回答を得た．大画面で人が
等身大に映る場合，インタラクティブ感、動感が高く，解
像度が低いと立体感や質感が減ることが報告されている．
しかし，携帯端末によるテレビ電話が実用化されて 20 年
近くが経ち映像によるコミュニケーションの歴史は長いも
のの，声だけの通話や，テキストメッセージのやりとり，
仮想キャラクタによる相互作用などの方が好まれることも
多い．一つの理由はプライバシーの問題である [2]．川瀬
らはプライバシー保護のためにカメラ映像の容貌だけを変
化させるシステムを提案している [3]．以降では仮想キャ
ラクタを介したコミュニケーションに絞って考える．

FaceTime [4] や VRChat [5] のような仮想的なキャラク

が，本稿で着目する臨場感は大きさである．スマホのディ
スプレイに表示するのではなく等身大に表示することは，
インタラクティブ感（環境に存在する物や他者に働きかけ
たときに特定の反応が得られると感じる感覚）や動感（物
の動きを感じる感覚）が高まることが期待できる．仮にス
マホの中の仮想世界であっても，それが現実の他者の行動
や物の動きがすぐさま反映されるシステムであれば，因果
感（ある事象が原因となってその結果別の事象が生じてい
ると感じる感覚）が高まることが期待できる．スマホは手
の中という自分だけの小さな世界にあるのに，他者という
リアルな存在が介入することで，リアル世界⇒仮想世界⇒
手の中⇒リアル世界，という循環を生み出し臨場感を高め
る可能性がある．

タを介したコミュニケーションツールは様々なものがある

2. 等身大のシステム

1

2.1 マジックミラー

a)
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マジックミラーとは，
「鏡よ鏡，世界で一番美しい人はだ
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表 1 解像度の比較
表示デバイス

本研究

ピクセル数
画角（度）
ピクセル数/度

VR-1

Vive Pro

1920

1920

1600

24

≃ 30

110

80

60

15

図 2 マジックミラーのシステム概要

図 4 LED 電光掲示盤（大学 100 周年 2 日前の様子）

図 3 遠距離ミラーのシステム概要

あれ？」を実現する魔法の鏡のような等身大のディスプレ
イである．図 1 は，大学のサークルが主催する初音ミクの
コンサート（MIKUEC）会場に設置したマジックミラーで
ある．大好きなキャラクターになって踊ることが出来るの
で，様々な年代の人が楽しんでいた．図 2 はシステムの概

図 5 電光掲示盤システム

要である．Kinect センサーによりディスプレイの正面に
いる人の骨格を認識し，それに合わせて仮想的なアバター

ラーでは一つのアプリケーションであったものを二つに分

を動かす．Unity の Kinect V2 Example というアセット

け，Kinect センサーの情報を送信するクライアントと，複

を使用し最大 6 人まで対応する．

数のクライアントからの情報をまとめて表示するサーバー

このような鏡のようなシステムの歴史は古く 1980 年代

に分かれている．クライアントからは Kinect で検出した

からある [6]．第 1 節で述べたように，等身大であることに

一人あたり 25 関節の情報をテキスト情報としてソケット

よりインタラクティブ感や動感が高まり，解像度が高いこ

通信を使って送信しており，一人あたり 140 kbps 程度の

とで立体感や質感を高め，結果的に臨場感が高まっている

少ない通信速度しか要しない．三か所以上の拠点接続にも

と考えられる．特に解像度に関しては，表 1 にあるように

対応している．

FullHD の解像度（1920 × 1080 ピクセル）の 55 インチディ
スプレイを 3m の距離から見た時の縦方向の解像度は 80
ピクセル/度となり，人の目の解像度と謳っている VR-1[7]
よりも高い．また VRoid[8] のようなユーザーがアバター

遠距離ミラーを使用すると，離れた場所にいる人の仕草
を共有できる．人のコミュニケーションにおいてノンバー
バルなものの影響が大きいことはよく知られており [2]，例
えば村田らは VR/MR を用いて同室感を得る試みを行って

をカスタマイズするだけで形やテクスチャに関し完成度の

いる [9]．また，今村らはお互いの見た目だけを交換するこ

高いモデルを生成できるツールが生まれ，デバイスの解像

とで他者への気づきを促せることを示している [10]．本研

度に足るクオリティを手軽に実現出来るようになったこと

究では，クオリティの高いアバターが動くことで鏡の向こ

も大きい．

うにその場にはないはずのリアリティを感じさせている．

2.2 遠距離ミラー
図 3 は遠距離ミラーの概要を示す．複数のマジックミ

2.3 LED 電光掲示盤
図 4 は，イルミネーション用 LED を使って作った簡易
電光掲示盤である．大学の 100 周年に合わせて期間限定で

ラーをネットワークで接続したものである．マジックミ
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図 7 文字投稿と画像展示機能
図 6 UExC システム

運用した．図 5 はシステムの概要を示す．文字盤部分には
イルミネーション用のフルカラー LED が用いられており，
一つの文字が 10 × 10 ピクセルの 50cm 程度の大きさで表
示される．小型漢字フォントには Arduino 用のライブラ
リを用いた [11]．#UEC LIGHT というハッシュタグを付け
て Tweet すると，その文字列が電光掲示盤に表示される．
文字の色を指定することや，別途設置したイルミネーショ
ンの点灯パターンを制御することも出来た [12]．100 周年
の瞬間の深夜 12 時前後でのお祝いメッセージ，クリスマ
スイブの「クリぼっち」メッセージ，他愛もない叫びなど

図 8 ライブカメラによる人の認識で動く仮想世界

が流れた模様．
もともと鍵のかかっていない Twitter アカウントでつぶ

示盤で見ることも出来る．絵やメッセージの共有機能は複

やかれたものであるから世界中に公開されているメッセー

数端末に対応しており，iPhone 版は App Store で公開し

ジではあるが，他の人が見るかもしれないキャンパス内で

ている（UExC で検索）．その他の機能も今後複数端末に

大きく表示されることから，ちょっとしたドキドキ感が

対応予定である．

あったと思われる．同じ情報であるのにリアルな場所で大
きく表示されることが臨場感を高めていると考えられる．

3. スマホ向けアプリ（UExC）
スマホ向けアプリの臨場感を高めるいくつかの工夫に関
して述べる．
まず，100 周年の記念として大学のキャンパスを舞台

3.2 絵やメッセージの共有
アプリのキャンパスには 100 枚の白いキャンバスが用
意されている．その前に立ち展示ボタンを押すと，入力し
た文字が絵となってキャンバスに掲載される．過去のメッ
セージはキャンパス内の空中をニコニコ動画の流れる文字
のように流れていく．Twitter で#kodo art を付けて投稿

としたコミュニケーションアプリを開発した．U Explore

された絵をキャンバスに張り付けることも出来る（図 7 参

Canvas（UExC）と名付けたこのアプリは，大学キャンパ
スの 3D モデルの中を自由に歩き回れるだけでなく，文字

照）．サークルの勧誘，掲示板に掲載された大学からのお

や絵を投稿してユーザー同士で共有出来る．また，人や物

ある．

知らせの再掲，自分で描いた絵など，様々な種類の投稿が

の動きをリアルタイムにアプリ内に反映することで臨場感
を高めている．

3.3 リアル世界とのつながり
前節のコミュニケーション機能は，近年の SNS 的なア

3.1 システム概要
図 6 はシステムの概要を示している．ライブカメラとマ
ジックミラーから来る現実の情報を UExC サーバーを介

プリには珍しくないものであるが，ここでは現実世界で起

してユーザーのアプリ内の仮想世界に反映する．ユーザー

3.3.1 ライブカメラによる人・物の認識
図 8 は，試作システムとして作ったライブカメラによる

はアプリ内で仮想世界を見るが，投稿文字は現実の電光掲
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きている人や物の動きをリアルタイムにアプリ内に反映す
る仕組みを紹介する．
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あるため非常に小さい．しかし，仮にキャンパス内でのマ
ジックミラーの設置場所と同じ場所にアプリ内でもアバ
ターを置けば，
「今現実でもここで人が動いているんだ！」
と想像することで臨場感が高まる．

3.3.3 電光掲示板との連携
第 2.3 節で述べた電光掲示盤は，UExC アプリ内で投稿
した場合にも光らすことができる．第 3.3.1 節や第 3.3.2
節で述べた仕組みは現実世界がスマホの世界にリアルタイ
ムに反映されるものであるが，本節の仕組みはスマホの世
図 9 ライブカメラによる車の認識で動く仮想世界

界が現実世界にリアルタイムに反映されるという逆向きの
システムである．双方向に現実とつながっている感覚は，
インタラクティブ感や因果感につながり，臨場感を高めて
いると考えられる．

4. EDA 考察
本研究でこころをどう動かしたいか（Entertainment

Design Asset），という点に関して述べる．AI がまだ社会
に浸透していない現在においては，仮想世界がリアルな人
や物と繋がっていることは頭の中では分かっているからこ
図 10 鏡の前の人の動きで動くアプリ内のアバター

人の認識結果を利用するアプリである．GPU と caﬀe ライ
ブラリ [13] を用いて物体認識させ，そのうち人の位置を三
次元座標に変換して仮想世界に対応付けている．図内の透
明なカプセルが認識した人の位置を表しており，ピンクの
生き物がそれを追いかける．仮想世界の設定は，

そ敢えて忘れることで楽しむアプリは多い．しかし本研究
では，仮想世界がリアルと繋がっていることを意識させる
ことで，
「仮想との対等感」を高め「リアルが仮想に没入し
ている感」を感じさせることで楽しませる．
例えばマジックミラーでは，鏡というリアルな仕組みを
真似ることで見えているアバターだけが仮想という状況を
作り，仮想世界とリアルな世界の一体感を生み出している．
細部のテクスチャに凝ったアバターもあるが，言われてよ

宇宙の片隅に浮かぶデンツウ星。

く見たら凝っていたことに気づく，という人が多く，仮想

三匹のデンツウ星人は時々現れる透明なカプセルの

世界だと意識することなく自然にアバターと接しているこ

ことが大好き。その正体が何かも知らずに。

とが分かる．異性のキャラになることが恥ずかしい，とい

のようになっていて，現実世界で多くの人が行き来すると

う感想を持つ人もいて，仮想世界との融合がうまくいった

仮想世界でもそれが確認できる．防犯カメラは普段から公

故の結果と考えられる．

開するとプライバシーの問題があるが，このような仮想世

UExC アプリにおいては，現実の人や物の動きをリアル

界として公開すれば見る方も楽しめる環境映像として使う

タイムにアプリ内に反映しており，大きな現実世界が小さ

ことができる．仮想世界に落とし込んでいるので，ライブ

な仮想世界に入り込んでいるという感覚を生み出してい

カメラの映像と違って任意の角度からその場を見ることが

る．また，アプリ内の小さなテキストボックスに入力され

出来るのも特徴である．

た文字が大きな現実の電光掲示盤に表示されることから，

UExC の中では交差点を通る車を認識させている（図 9
参照）．現在は認識した位置に四角い物体を降らせている
だけだが，車のスピードや色などに応じて異なる表現をす
れば，より楽しめる環境映像にもなる．スマホを持ってそ
の場所に行けば現実世界と仮想世界で同じ動きを見ること
ができ，手の中の世界が現実とつながっているという臨場
感を感じる．

仮想世界がそれだけに閉じているのではなくて現実世界と
繋がっている感覚を生み出している．
二つのシステムに共通する「仮想との対等感」がこころ
を動かす要因の一つであると考えている．

5. まとめ
本研究では，仮想世界の臨場感を高める工夫として大き

3.3.2 マジックミラーとの連携
図 10 は，マジックミラーでの現実の人の動きをアプリ

さに注目したシステムを開発した．等身大に高解像度で表

内のアバターに反映させたものである．仕組みは遠距離ミ

感を高めることができると考えた．しかし，実際に臨場感

ラーと同様であるが，見える大きさは通常はスマホ内で

が高まったかの検証は行っていない．より発展させるため
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示することや現実世界と仮想世界を同期することで，臨場
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には，評価実験を行って過去の知見と比べる必要があると
考えられる．
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