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概要：本研究はネットワーク上で	AR(拡張現実)や	VR（仮想現実）	技術を用いた協調型の	CG	モデリングのための新しい提案

である。CG	モデルデータの定義を拡張することにより従来問題であった作業の優先順位やネットワークトラフィックの低減化

を行うと同時に、AR	技術を利用することで臨場感のある協調作業を行うことを可能にする。またジェスチャーセンサーを利用

して指と手の位置座標や動き(ジェスチャー)を獲得することで感覚的なデータ操作のためのインターフェイスを提案する。	
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1. はじめに  
ＣＧ制作において、複数のクリエーターが分担して

ひとつの対象物のモデリングを行なおうとする場合、

協調型モデリングシステムの利用が考えられる。しか

しデータ更新の順序や優先順位等の問題によって、こ

うしたシステムの実用化はまだ難しいのが現状である。

一方で既存の３Ｄモデリングシステムではマウスやペ

ンタブレット等の２Ｄ入力デバイスを使って平面上の

操作を３次元空間上での操作に置換えなくてはならな

いため慣れないユーザーは混乱する事が多い。本論文

ではＡＲ環境とネットワーク通信システムを利用して

リアルタイムでの協調作業が可能な 3 次元モデリング

システムを提案し、同時に直感的な操作を可能にする

インタラクティブ性の高いインターフェイスの構築を

試みる。	

2. 提案システム  
2.1. ARCMS について  
	 本研究においては，センサーにより計測された数値

データとコマンドを組み合わせた新しいデータ形式に

よるモデルデータをネットワーク上で共有することに

より、臨場感がありかつ多人数での協調作業が可能な

モデリングシステムの構築を目指している。これを実

現するために以下の 3 つの要素を提案する。	

１）複数のユーザーが同時作業を行う場合に，同一オ

ブジェクトに対する操作の衝突をさける。 

２）各ユーザーの操作を共有するために通信するデー

タ量を減らす。 

３）インタラクティブなインターフェイスによりモデ

ルデータを操作する際の臨場感を高める。 

本研究ではこの３つの要素を解決する為に，ARCMS	

(Augmented	 Reality	 Cooperation	 Modeling	 System)	

[1]を提案する。	

2.2. システム構成  
ARCMS は HMD デ バ イ ス を 利 用 し た 端 末 (ARCMS-

Mobile)とセンサーが接続された PC（ARCMS-PC）の 2 つ

の部分で構成される。ARCMS−Mobile 側は TCP/IP 通信

で ARCMS-PC と接続され、ARCMS−PC 側に接続されたモ

ーションセンサーやコマンド通信システムから送られ

てくる様々な情報を処理する。オブジェクト操作のた

めの様々なコマンドもここで解釈・実行されることで

オブジェクトデータの編集が行われる。	

ARCMS−PC 側はモーションセンサー、コマンド通信シ

ステム、データサーバーで構成され、ARCMS-Mobile 側

でユーザーが行った様々な操作が記録される。ARCMS

システムが獲得した操作情報はここでコマンド化され、

コマンド通信システムを利用して時系列順にコマンド

シーケンスとして発信される。複数のユーザーが１台

の ARCMS−PC システムを共有することによって操作対

象オブジェクトの状態を統一化することが可能となる。	

 
図 1. ARCM システム  

2.3. ユーザー・インターフェイス 
	 ARCMS−Mobile システムを用いたデータ操作では、モ

ーションセンサーを用いた手入力によって移動や回転

等のデータ編集操作が行われるが、これらを音声を用

いたコントロールによって代用することも可能になっ

ている。例えばオブジェクトを移動したい場合は、ま

ず指をオブジェクトの中心に置いた後「つかむ」ジェ

スチャーを使ってオブジェクトを選択する。次に音声

コントロールを利用して移動モードに入る。移動モー

ドで「つかむ」動作が行われた場合は、選択されたオ

ブジェクトを人差し指と親指の中心点の座標に移動す

ることができる。（下図参照）	



  
 

 

 

図 2. 操作の様子  

3. 開発結果とその評価  
本研究の中心は ARCMS−Mobile であるため、評価は

ARCMS−Mobile を中心に行った。	

3.1. ARCMS−Mobile 描画性能の評価  
ARCMS-Mobile ではインタラクティブ性を高めるた

めに描画能力が最も重要な要素である。ここではその

評価のために iPhone6s、iPhone6 と iPhone5s を用い

て描画能力のテストを行った。ARCMS-Mobile ではカ

メラで撮られた映像に合成するためのモデル映像のレ

ンダリングを行う。性能評価のモデルとして千、1 万

10 万ポリゴンの各モデルを準備して実験を行った。

下図に示されるように、全てのデバイスにおいて 4 万

ポリゴン以下であればレンダリングスピードが 30FPS

（リアルタイム）を満たすことが判った。	

 

図 3.  ARCMS-Mobile の描画スピードテストの結果 

	 コマンド通信により、データ通信の量を下げること

ができ、効率的にモデルデータを編集・統一すること

ができた。しかし、ARCMS−Mobile では、AR 環境を作

るために画像処理、リアルタイムにモデルを表示する

ために両眼用のモデル画像の描画プロセスが行われる

ため、描画スピードが限られることが判った。	

3.2. ユーザー・インターフェイスの評価  
ARCMS-Mobile のユーザーインターフェイスを評価

するため、音声コントロール機能とジェスチャ認識機

能の各試験を行った。試験は実装されたシステムを用

いて単一の操作（「移動」、「回転」、「拡大縮小」の三

つの繰返し）を 50 回繰り返して行い、結果の正解数

と不正解数を記録した。下表に結果を示す。	

 音声コントロール ジェスチャ 

正解数 46 回 43 回 

不正解数 4 回 7 回 

正解率 92% 86% 

表１.  ユーザー・インターフェイスとジェスチャをテストした結 果  

3.3. ネットワーク通信性能の評価  
ARCMS のコマンド通信性能評価は、複数のユーザー

が協調作業を行う時のシステムの負荷や通信するデー

タの損失に関して行った。	

評価実験では４台の ARCMS-Mobile が実装された

iPhone/iPad と ARCMS-PC とを接続し、約 20 分間 ARCMS-

PC 側のネット通信スピードをモニターして、４台の

ARCMS-Mobile 間のコマンドシーケンスを比較し、セン

サーデータを分析した。通信スピードに関しては、片

手の情報だけ含むパケットを１台の ARCMS-Mobile に

対して送信する場合は、ARCMS-PC のネットワーク通信

速度は 18Kbps であった。両手の情報がある場合は

36Kbps であったが、４台の ARCMS-Mobile を同時利用

した場合には片手と両手のデータ通信速度はトータル

で 72Kbps と 144Kbps であった。従って台数が増加し

た場合にもデータ落ちは発生していないことが判った。	

また、ARCMS-Mobile で受信されたセンサーデータと

コマンドシーケンスを一旦記録した後チェックした結

果、長時間使用でも問題なく通信できることが判った。	

時間 センサーデータ コマンドシーケンス 

5 分 異常なし 異常なし 

10 分 異常なし 異常なし 

20 分 異常なし 異常なし 

表 2.	  コマンド通信システムをテストした結果  

4. まとめ  
本研究では、ユーザーの操作をコマンドとして扱う

事ができるコマンドベースのモデリングシステムを構

築した。ここではデータ構造の工夫によって複数ユー

ザが一つのオブジェクトに対して同時操作を行っても

モデリング上の問題を回避することが可能なことを明

らかにした。またモデルデータの操作に音声コントロ

ールとジェスチャーを付加して新しい操作方法の提案

を行った。	

以上の研究結果は前章に示したが、同時に以下の様

な問題点が明らかになった。	

（1）マーカベース AR 環境では手とマーカーが重ねる

場合に空間マトリックスが認識できなくなるため、手

で自由にモデルの仮想画像を操作することが難しい点	

（2）複数のユーザーが協調作業を行う場合は、同時

に音声コントロールを利用する場合音声が他のユーザ

ーに予想外の影響をもたらす点	

（3）ARCMS-Mobile では描画スピードが遅い点	

今後はそれらの問題点を解決しより感覚的なインター

フェイスの構築を目指した研究を行いたい。	
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