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１．序論 

 

１．１．研究の背景と目的 

 土木・建築構造物を建設し利用することは，社会や自然に対して大きな影響を与える．

従って，周辺住民や関係する市民や各種利害関係者と合意形成を図ることが必要である．

そのため，公聴会などでプロジェクトに関する説明が行われるが，通常の２次元の図面と

文書を用いたコミュニケーションでは，伝わりにくく，誤解も生じやすい．そこで，最近

では，パース図やコンピュータグラフィクス（CG）を用いたモンタージュ写真をより進化

させた仮想現実感（バーチャルリアリティ：Virtual Reality：VR）技術を用いたプレゼン

テーションが広がりつつある１）． 

 しかし，VR で比較的広範囲の都市モデルを作成しようとすると，3 次元モデルの作成や

現地でのデジタル写真の撮影と加工などに相当な時間と労力を費やすこととなる．そこで，

ビデオカメラなどで撮影される映像などの現実世界に CG 等の仮想オブジェクトを重畳さ

せる拡張現実感（オーグメンテッドリアリティ：Augmented Reality：AR）が注目されて

いる．AR を用いれば，既存の構造物の 3 次元モデルを作成する必要がなくなり，現実の映

像に，計画している構造物の CG だけを作成して重ね合せれば良いからである．尚，重畳

する建物などの CG は，プロダクトモデルとして設計してあるものとする． 

 但し，AR を屋外で実現するためには，次章で説明するように，ビデオの映像と仮想オブ

ジェクトの位置合わせを正確に行う必要があり，現在，①マーカーを用いる方法，②GPS，

ジャイロスコープ，加速度センサ，コンパスなどを用いる方法，③画像の特徴点を用いる

方法がある．しかし，３つとも種々の問題があり，安価で完璧な方法とはいえない． 

 一方，近年，レーザースキャナ技術が長足の進歩を遂げ，自動車にレーザースキャナを

取り付けたモバイルマッピングシステム（MMS）が利用されるようになってきた．MMS

を用いれば，将来的には，都市空間のほぼ全体の 3 次元点群データを得ることが可能にな

ろう．そうすれば，そうした点群データをライブラリ化して，無線ネットワークから現地

で随時，瞬時に入手できるようになると考えられる． 

 そこで本研究では，画像特徴点と MMS によって得られる点群データを座標既知の点と

して合わせることにより，屋外で高精度な位置合わせを実現する手法を開発することを目

的とした．但し，ユーザーの大まかな位置とビデオカメラの方向に関する情報は，簡易な

コンパス機能付きの GPS によって得るものとする． 

 

１．２．本報告書の構成 

 本報告書の構成について述べる．第１章では本研究に関する背景と目的について述べる．

第２章では既往の研究として AR と MMS について記す．第３章では本研究で開発した手法

について記す．第４章では本研究で開発した手法を適用することにより検証した実験とそ

の結果を記す．第５章では，結論と今後の課題について述べる． 
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２．AR と MMS 

 

２．１．AR について 

２．１．１．AR 

AR は，ビデオカメラやデジタルカメラなどの現実を映す映像に，実際にはそこにはない

CG や文字などの画像を重畳する技術として，最近特に注目されている．以前から，テレビ

で競技水泳を放送する際，世界記録保持者の位置を直線としてリアルタイムに実際の映像

に重畳したり，サッカー競技場に実際はないのに，あたかも本当にそこに存在するかのよ

うに広告看板を CG で重畳することに AR は使われていた．また，携帯電話のカメラの映像

にユーザが投稿したメモや感想などを重畳する「セカイカメラ」２）も AR の一種である． 

 現在行われている AR に関する研究や技術開発は，視覚に対するものが一般的で多いこと

から，ここでは視覚を対象とした AR に絞って記していきたい．視覚を対象とした AR を実

現する方法としては，現在，ビデオ透過型と光学透過型の二種類がある３）． 

 ビデオ透過型 AR システムは，現実世界をビデオカメラで撮影し，撮影した映像に仮想オ

ブジェクト（CG や文字など）を重ね合せた上で，非透過型ヘッドマウンテッドディスプレ

イ（HMD），パソコンや携帯電話のディスプレイなどに表示する． 

 光学透過型 AR システムは，シースルーのメガネの片目の一部にディスプレイを装着する

ことにより，現実世界はユーザーがそのままメガネを通して見る一方，仮想オブジェクト

は小さなディスプレイ上で見るものである． 

 

２．１．２．AR における整合性 

 AR を実現するためには，現実世界と仮想世界の整合性を取る必要があり，AR における

重要な課題となっている．整合性については，幾何学的整合性，光学的整合性，時間的整

合性の 3 点が挙げられる． 

① 幾何学的整合性とは，仮想オブジェクトの位置・遠近感の表現に関して，現実世界と

幾何学的に整合性がとれているかを指す．そのためには，何らかの位置情報提示対象

物を用いて現実世界と仮想世界におけるユーザの視点の位置・姿勢を推定する必要が

ある． 

② 光学的整合性とは，現実世界と仮想世界の画質や陰影等の光学現象の整合性がとれて

いるかを指す．そのためには，現実世界と仮想オブジェクトの間の照明環境の物体の

反射特性に矛盾が生じないよう推定する必要がある． 

③ 時間的整合性とは，ユーザの移動，視点の変化，実環境の変化などによって生じる現

実世界に対する仮想オブシェクトの追従に整合性がとれているかを指す．一般に，ユ

ーザが使用するコンピュータの処理速度に大きく依存する． 
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２．１．３．AR における位置合わせの手法 

これら３つの整合性の中で，特に①幾何学的整合性は，現実世界と仮想世界を重ねる際

にユーザに違和感を与える最も大きな要因であり，位置情報提示対象物から現実世界と仮

想世界におけるユーザの視点の位置・姿勢を推定する位置合わせ手法の精度向上が AR にお

ける大きな課題である．現在の AR の主な位置合わせ手法としては，以下の 3 つが挙げら

れる 

１）人為的マーカを用いる方法 

 この方法は，検出が容易にできるようにデザインされたマーカをビデオカメラで撮影し，

マーカの画像上での大きさや傾き加減から，マーカに対するカメラの相対的な位置情報を

計算し，予めマーカからの距離や方向を定めた仮想オブジェクトを，ビデオカメラの位置

から見たときに見えるはずの形状で表現するものである．この方法は，ビデオカメラとパ

ソコンがあればでき，早くから開発用のライブラリである ARToolKit４）が公開されたこと

もあり，AR の実現方法として広く利用されている．しかし，位置合わせの精度が，マーカ

の画面上での大きさに依存するため，机上での AR 実現には良いが屋外での大規模な利用に

は不向きと考えられている． 

２）GPS（全地球測位システム）とジャイロスコープ，加速度センサ，地磁気センサなど

を用いる方法 

 この方法は，GPS にリアルタイムキネマティック（RTK）GPS を用いることにより，相

当に正確な位置情報を得ながら，地磁気センサによりユーザの向きを最初にセットすると，

後は，ユーザの動きをジャイロスコープや加速度センサによって検出して，ビデオカメラ

あるいはユーザの頭の方向，角度をリアルタイムに追尾して仮想オブジェクトを画像上に

重畳するものである．この方法は非常に位置合わせの精度は高いが，RTK-GPS は高価であ

り，ユーザが装着する装備も GPS アンテナや各種センサ類と大がかりで重いため，実験に

は良いだろうが，通常の人が装着して利用することは，今のところ難しいように思われる． 

３）自然特徴点を抽出し既知の点と照合する方法 

 画像処理によりビデオ映像から角や先端などの自然特徴点を抽出することができる．こ

れらの点の位置座標が複数わかれば，カメラの画角など情報をもとに，ビデオカメラの位

置を数値計算によって求めることができる．自然特徴点として建物の角や煙突の先端など

を選択すれば，屋外でもかなり精度よく AR を実現することができる５）６）．しかし，ビデ

オカメラを移動させると，位置が合わなくなるので，再計算が必要であることと，そもそ

も屋外の構造物等の角や先端などの位置情報を正確に得ることは，実験でもなければ容易

ではない． 
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２．２．MMS について 

２．２．１．MMS とは 

 近年，モバイルマッピングシステム（以下，MMS と記す）が注目され，普及し始めてい

る．MMS は，3 次元レーザースキャナ，GPS（全地球測位システム），加速度計とジャイ

ロスコープからなる IMU（慣性姿勢計測装置），タイヤの回転から移動距離を計測するオド

メトリ，およびデジタルカメラを同軸上に装備した移動体（車両）測量器で，走行しなが

ら周囲の 3 次元点群データを効率的に収集できるシステムである．図１に MMS の一例を

示す．このシステムは，公共測量規定における 1/500 の精度を持ち，30 以上の自治体で公

共測量として採用している．MMS は，絶対精度（移動体測量による座標取得の正確度）は

10cm 以下であるが，相対精度（座標取得の安定度）は 1cm 以下と高い．  

 

  

  

図１ MMS の外観と内部の様子 
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３．MMS による点群データと特徴点を用いた AR の位置合わせ手法 

 

 本研究で提案する手法では，まず，AR で重畳する仮想オブジェクトをプロダクトモデル

として作成しておき，3 次元 CG として表現できるファイル形式に変換しておく．このオブ

ジェクトを実際の 3 次元空間の座標系の中に配置する．一方，MMS により都市部の 3 次元

点群データは既に取得済みであり，そのデータは現場に携行するノートパソコンの中に入

っているか，無線 LAN などにより現場で容易にダウンロードできるものとする． 

現場には，コンパスを内蔵した簡易 GPS およびビデオカメラを接続したノートパソコン

を携行し，AR で仮想構造物が見えるはずの方向にビデオカメラと GPS を向ける．GPS の

データから，ユーザーの現在位置がわかり，見ている方向にある MMS による点群データ

を画面に表示させる．しかし，このときは，まだ位置合わせが正確ではないため，ずれて

いる． 

次に，ビデオ画像に特徴点を発生させる．特徴点は，建物や窓の角，棒の先端などに自

動的に発生させることができる．これらの特徴点から何点かを選択し，MMS の点群データ

として表示されている構造物において選択した特徴点と同じ場所の点とを対応付け（リン

ク）する．対応付けは，最低 4 点行う必要があり，誤差を小さくするためには，8 点ほど行

うのが望ましい．また，できる限り 8 点は，同一に近い平面上の点を選ぶことが望ましい．

8 個の点の位置座標は，MMS の点群データとして既知であり，それらの画像上での位置は

プロットによって認識されていることから，写真測量の原理により，ビデオカメラの正確

な位置と方向を特定することができる．これで，AR 技術により仮想オブジェクトをビデオ

映像に重畳することができる．その際，仮想オブジェクトよりもビデオカメラに近い場所

に既存の構造物がある場合，現在の AR では，既存の構造物を隠すことができないが，本法

では，既存の構造物の点群データがあることから，前後関係をビットマップ単位で確認す

ることにより，自動的に隠すことができる． 

但し，この状態では，ビデオカメラを大きく動かすと，仮想オブジェクトの位置がずれ

ていってしまう．そこで，選択した特徴点を常に追尾して，ビデオカメラの位置と方向を

リアルタイムに計算して，位置合わせを行う． 

 以上が，本研究で開発した手法である． 
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４．実証実験 

 

 本研究で開発した手法を検証する目的で，大阪大学吹田キャンパス内にて実証実験を行

った． 

 

４．１．事前の準備 

 

４．１．１．カメラのキャリブレーション 

 本システムで利用するカメラは、予めカメラキャリブレーションを行うことによって、

カメラの内部パラメータを計算して置かなければならない。キャリブレーションの手法は

いくつか種類があるが、ここでは Chessboard を用いたカメラキャリブレーションを行った。

Chessboard の内部の交点の数と一マスの大きさを入力した後、図２のように Chessboard

を写すことで、自動的にキャリブレーションに必要な特徴点を認識する。これを様々な角

度から行うことによって内部パラメータを推定する。 

 

 

図２ Chessboard を用いたカメラキャリブレーション 

 

 

４．１．２．MMS の点群データ 

 

 AR を実現するために必要な点群データは、その場所の平面直角座標系での X,Y 座標と高

さ H、色情報の 3 つである。高さを表す際にはジオイド高を考慮しているものであっても、

考慮していないものであっても良い。ただし、合成する AR オブジェクトと統一する必要が

ある。色情報に関しては、人間が 3 次元点群データとカメラ画像との対応付けを行うため

に必要であるだけであるので、全ての点に対して正確である必要はない。3 次元点群データ

は任意の行数からなる CSV ファイルで保存する。 
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４．１．３．重畳する仮想オブジェクトをプロダクトモデルから作成 

 

AR を実現するためには、カメラから入力された現実の映像に重畳させる仮想オブジェク

ト（多くの場合，計画している建物や橋梁などの構造物）をプロダクトモデルから変換し

て用意しておく必要がある。その際に用いる座標系は、AR を実行する場所と同じ平面直角

座標系を用いなければならない。本システムでは，データフォーマットは VRML 形式のみ

に対応している。 

実験では、大阪大学吹田キャンパス内にモノレールを通したらどうかという仮想的な設

計プロジェクトを設け，キャンパス内に設置する駅のプロダクトモデルを作成し，VRML

形式に変換した．図３のように原点でモデルを作成した後、AR オブジェクトを北緯 35 度

36 分 0.2731 秒、東経 137 度 26 分 32.0452 秒、高さ 69.4686m の地点に設置するために、

これらの情報を第 6 系の平面直角座標系に変換した値を用いてモデルを平行移動させた。

具体的な値として、X 方向に-43411.7m、H 方向に 69.4686m、Y 方向に 130682m 並行移

動させたものを VRML 形式に出力して利用した。 

 

 

図３ 仮想オブジェクトをプロダクトモデルとして作成し，VRML に変換 
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４．２．AR 実験 

 

４．２．１．現在位置の取得 

AR 実験を行う場所に到着した後、図４（左）に示すような Web カメラが内蔵されたノ

ートパソコンと、USB 接続の GPS 信号受信機を被写体の建物に対して図４（右）のように

設置した。その地点の位置情報を簡易な GPS 機器などによって取得し、そのデータを入力

した。全ての項目を入力した後、OK ボタンを押すと入力された位置情報やカメラの内部パ

ラメータの情報から射影変換行列を自動的に生成する。この変換行列を用いて事前にメモ

リー内にロードした点群データを画面に投影することによって図５のように画面に点群デ

ータが描画される。 

 

  

図４ GPS を USB 端子に接続したビデオカメラ付きノートパソコンと大阪大学の実験場 

 

 

図５ GPS 情報を元にして描画した点群データの画像を重ね合せたビデオカメラの映像 
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４．２．２．3 次元点群データとカメラ画像との対応付け 

GPS 情報には誤差が含まれるため、描画された点群データとカメラに写った実際の建物

の位置はほとんど一致しない。これらを正確に重ね合わせるために点群データとカメラ画

像の点群の本来あるべき位置を対応付ける。対応付ける方法は、画面に描画された点群デ

ータをクリックし、次にカメラ画像をクリックするというように行う。例えば、図６の画

面で建物の左上の点をクリックすると図７のようにその点にマークが付けられ、その点デ

ータがメモリーに保存される。点群データの選択が完了すると画面から点群データが消え、

カメラ画像のみの映像となる。そこでカメラ画像中の建物の左上の部分をクリックすると

図８のように赤いマークが付けられ、その 2 点の関連付けが行われる。このような対応付

けを最低 4 点以上行う。位置合わせの誤差を小さくするためには、8 点ほど対応付けを行う

ことが望ましい。本実験では，12 個の点を対応付けした． 

 

 

図６ 点群データの角の点（緑色）を選択 

 

 

図７ 先に選択した点に呼応する点（赤色）を選択 
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図８ 対応付けを行った 12 個の点 

 

４．２．３．仮想オブジェクトの重畳 

 位置合わせが終了した後，再度画面をクリックすると点群データは描画されなくなり，

図９に示すように，仮想オブジェクトであるモノレールの駅がビデオの映像に重畳される．

その際，前述のように，点群データが仮想オブジェクトよりもビデオカメラに近い場合は，

仮想オブジェクトを隠すように処理してある．もし，この処理を実行しないと，図１０の

ように，仮想オブジェクトが前面に出てきてしまい，奇異な状況になってしまう．こうし

た状況を避けるように工夫が施されている． 

 尚，ビデオカメラを移動させた場合に，特徴点を追尾することにより，ビデオカメラの

位置と方向を推定しながら，AR で仮想オブジェクトを重畳するルーチンは，既に研究成果

として発表されていることから，本研究では，開発はしていない． 

 

 

図９ AR により地下鉄の駅の仮想オブジェクトが重畳された映像 
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図１０ 後ろにあるべきモノレールの駅が前に表示される通常の AR 
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５．結論 

 

 本研究では，MMS による点群データと画像特徴点を用いて，屋外において正確に AR の

位置合わせを行うことができる新しい手法を開発した．AR で重畳する仮想オブジェクトは，

IFC７）等のプロダクトモデルにより作成し，VRML に変換したものとした．開発した手法

を検証するために，大阪大学吹田キャンパス内において実験を行い，位置合わせや動作状

況を確認した． 

 この手法を用いることにより，都市計画や建設施工計画等において，現場で容易に AR を

適用できるようになると考えられる． 

 今後の課題としては，ビデオカメラを移動させた場合に，継続的に位置合わせを行うこ

とができるように，選択した画像特徴点を追尾して，再計算を行う機能を作成し，システ

ムに搭載すること，および位置合わせの誤差の定量的な評価があげられる． 
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DEVELOPMENT OF AN ACCURATE REGISTRATION TECHNIQUE 

FOR OUTDOOR AUGMENTED REALITY USING POINT CLOUD AND 
PRODUCT MODEL DATA 

 
Nobuyoshi YABUKI 

Osaka University 
 
 
 Consensus building is increasingly important for urban planning and construction projects. Virtual 
Reality (VR) is recently used for explaining how new structures would look like in the existing environment. 
However, it take much time and effort to make 3D models of existing buildings, roads, bridges, etc. for VR 
simulation. Thus, Augmented Reality (AR), which superimposes Computer Graphics (CG) images on real 
video images, is attracting attention. Because the developers do not need to make 3D models of existing 
surroundings but only the designed new ones.  
 It is known that the registration of video camera’s position and direction is quite difficult in AR if it 
is used outdoors. There are three methods for AR registration, namely, 1) marker-based method, 2) method 
using GPS, gyroscope, accelerometers, and compass, 3) method using feature points on the video image. Each 
method has pros and cons, there is no perfect method. 
 Recently, 3D laser scanning technology is progressed significantly and Mobile Mapping System 
(MMS) can make point cloud data covering almost all areas in many cities in the near future. Such point cloud 
data will be able to be downloaded anywhere in the town. 
 In this research, we proposed a new AR registration technique for outdoors using point cloud and 
product model data. In this method, the user links selected several feature points of video display and 
corresponding points of the MMS point cloud data. The system can accurately make the registration based on 
the principle of photogrammetry. We implemented the proposed method and verified it by executing 
experiments at Osaka University. 
 By using this system, urban planners, designers, infrastructure managers, and construction engineers 
can give comprehensive and effective presentation on their projects to citizens and other stakeholders without 
making many 3D models of existing surroundings. 
 
 
 
 
 

KEYWORDS: 3D Laser Scanner, Point Cloud, Product Model, Augmented Reality, Registration. 
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 土木・建築構造物を建設し利用することは，

社会や自然に対して大きな影響を与える．従

って，周辺住民や関係する市民や各種利害関

係者と合意形成を図ることが必要である．そ

のため，公聴会などでプロジェクトに関する

説明が行われるが，通常の２次元の図面と文

書を用いたコミュニケーションでは，伝わり

にくく，誤解も生じやすい．そこで，最近で

は，パース図やコンピュータグラフィクス

（CG）を用いたモンタージュ写真をより進化

させた仮想現実感（バーチャルリアリティ：

Virtual Reality：VR）技術を用いたプレゼン

テーションが広がりつつある． 

 しかし，VRで比較的広範囲の都市モデルを

作成しようとすると，3次元モデルの作成や現

地でのデジタル写真の撮影と加工などに相当

な時間と労力を費やすこととなる．そこで，

ビデオカメラなどで撮影される映像などの現

実世界にCG等の仮想オブジェクトを重畳させ

る拡張現実感（オーグメンテッドリアリティ

：Augmented Reality：AR）が注目されている．

ARを用いれば，既存の構造物の3次元モデルを

作成する必要がなくなり，現実の映像に，計

画している構造物のCGだけを作成して重ね合

せれば良いからである．尚，重畳する建物な

どのCGは，プロダクトモデルとして設計して

あるものとする． 

 但し，ARを屋外で実現するためには，ビデ

オの映像と仮想オブジェクトの位置合わせを

正確に行う必要があり，現在，①マーカーを

用いる方法，②GPS，ジャイロスコープ，加速

度センサ，コンパスなどを用いる方法，③画

像の特徴点を用いる方法がある．しかし，３

つとも種々の問題があり，安価で完璧な方法

とはいえない． 
 

 一方，近年，レーザースキャナ技術が長足

の進歩を遂げ，自動車にレーザースキャナを

取り付けたモバイルマッピングシステム

（MMS）が利用されるようになってきた．MMS

を用いれば，将来的には，都市空間のほぼ全

体の3次元点群データを得ることが可能にな

ろう．そうすれば，そうした点群データをラ

イブラリ化して，無線ネットワークから現地

で随時，瞬時に入手できるようになると考え

られる． 

 そこで本研究では，画像特徴点とMMSによっ

て得られる点群データを座標既知の点として

合わせることにより，屋外で高精度な位置合

わせを実現する手法を開発することを目的と

した．但し，ユーザーの大まかな位置とビデ

オカメラの方向に関する情報は，簡易なコン

パス機能付きのGPSによって得るものとする．

 本手法では，ビデオ画像に特徴点を発生さ

せ，8点程度の特徴点とMMSの点群データの対

応する点とをリンクさせ，写真測量の原理に

より，ビデオカメラの位置合わせを正確に行

うものである．ビデオカメラを移動させる場

合は，特徴点を追尾してリアルタイムに位置

合わせを行う． 

 開発した手法の検証実験を大阪大学吹田キ

ャンパス内で行い，位置合わせや動作状況を

確認した． 

 本研究の新規性は，ARの位置合わせに特徴

点とレーザースキャナによる点群データを合

わせた手法を開発した点にある．これにより，

屋外で短時間で容易に高精度の位置合わせを

実施することが可能となった． 

 本手法を用いることにより，都市計画や建

設施工計画を住民などに説明する際，VR用の

大規模な3次元モデルを作成せずに，現場の状

況にプロダクトモデルの3次元CGを重畳する

ことにより，わかりやすく説明できるように

なり，大いに効果があると考えられる． 
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