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基礎論文
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Abstract

– In this paper, a new AR furniture arrangement system is proposed. AR
furniture arrangement systems are useful because users can consider design without moving or buying real furniture. However, most of such systems require a visual marker or an
external tracking system thus limiting working space, and forces users to physically move
to change their viewpoints. In order to address these problems, our proposed system
uses a depth camera attached to a video see-through HMD to reconstruct the real environment and to track user position. It also recommends a secondary viewpoint suitable
for furniture arrangement and allows the user to change the viewpoint ﬂexibly using the
reconstructed model. Experimental results show that users can grasp the arrangement
easier with our system compared to a conventional AR system.

Keywords : Augmented Reality, Furniture Arrangement, View Recommendation,
Real-time 3D reconstruction, Head Mounted Display
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序論

そこで本研究ではユーザの視点とは異なる，家具配
置に適した視点の映像をユーザに提示する手法を提案

近年，新しい家具を購入する際や模様替えを行う際
に利用する家具配置システムが多く開発されている．
例として無印良品のインテリアシミュレーター [1] の

する．補助視点の映像は実環境から復元した 3 次元モ
デルを利用して描画する．家具配置に適した視点を提
示することにより，作業効率や精度の向上を期待でき

ような間取りを選択し Virtual Reality(VR) 上で実際

る．家具配置システムで行う編集作業を大きく家具の

の商品の配置を行えるシステムや，IKEA のカタログ

移動と全体バランスの検証の 2 つに分け，それぞれの

アプリ [2] のような Augmented Reality(AR) によっ
て実環境に家具を表示させるシステムが挙げられる．

場合で適切な視点を推薦するための手法を提案する．

このようなシステムは実際の間取りの大きさなどを考

2

関連研究

慮した配置を簡単に検討することができる．また間取

AR 家具配置システム

り図などを利用して図面で配置を行う場合と違って，

2.1

様々な視点から実際の見え方を確認することができる．

VR では古くから家具配置が扱われている．例えば，

特に AR を利用することで，実際の環境に家具を配

Stoakley らの WIM では周囲環境のミニチュアを把持

置した場合どのように見えるかを事前に確認すること

して柔軟な物体配置や視点移動が可能である [4]．一

が可能となり，また実際に家具を購入して搬入したり

方，AR 家具配置システムの例として IKEA のカタロ

移動させる手間を省くことができる．しかし AR では

グアプリ [2] が挙げられる．このシステムでは IKEA

Web カメラやスマートフォンのカメラなど，ユーザが

のカタログを AR マーカとして，スマートフォンのカ

持っているカメラの位置のみに視点が限られる．その

メラを通して実際に販売している家具を実環境に重畳

ためユーザ視点から見えない家具などを含めた全体確

表示することが可能である．Phan らの AR 家具配置

認や，家具の配置変更のために頻繁にユーザ自身が移

システム [3] では，複数のマーカを利用して家具の配置

動する必要性がある．

や色の変更などのインタラクションを行う．ユーザは
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Head Mounted Display (HMD) によって部屋を歩き
回りながら家具の配置を見ることが可能となっている．
このように従来の AR を利用した家具配置システム
では AR マーカを利用したものが主となっており，カ
メラを利用する前にマーカを配置する必要があるため，
カメラを見ながら位置を変更するといった編集作業は
容易ではない．またカメラの移動範囲もユーザが移動
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できる範囲に限られ，VR のような自由な視点の変更
が不可能であった．

2.2 視点遷移可能な AR システム
AR でありながら視点を自由に遷移できるシステム
が複数提案されている．例えば，Billinghurst らの The

MagicBook [5] では，AR マーカを利用して AR 表示
を行うが，VR モードでも同じ 3D 環境内で協調作業
を行うことが可能である．次に，Tatzgern らのシステ

図1

ム [6] では，KinectFusion を利用して復元した実環境
のモデルを利用し，AR でありながら視点遷移が可能

深度カメラ

となっている．これらのシステムでは VR モードとの

ヘッドセット．

実環境の3次元形状復元
カメラ位置推定
(Kinect Fusion)

深度画像

切替を行うことで AR システムでありながらカメラの

実環境の3次元形状，カメラ位置

視点と異なる位置から見ることができる．しかし，遷
ステレオ
カメラ

移する視点は固定であったりユーザが選択する必要が
ある．

ステレオカメラの画像と
3次元オブジェクトの重畳表示
推薦視点の計算，表示
(OpenSceneGraph)

RGB画像
×2

2.3 視点推薦システム
最適な視点を自動的に推薦する手法が提案されてい

オブジェクト形状

HMD

オブジェクト位置

家具オブジェクトと実環境モデルの
物理演算
(Bullet Physics)

る．Kamada らの手法 [7] では，3D オブジェクトの形
状情報を最も含む視点 (General Position) の推定を行
う．Vazquez らの手法 [8] では，投影される面の大き

図2

さによって変動する Viewpoint Entropy を計算し，そ

システムのモジュール図．

の値が最大となる視点を推定する．しかし，家具配置
深度カメラで得られた情報をステレオカメラの視点に

タスクにおいてはこれらの手法で必要十分であるかは

変換する．

明らかではなく，家具同士の遮蔽など様々な要因を考

3.2

慮することが望ましいと考えられる．

提案システムのモジュール図を図 2 に示す．図のよう

2.4 本研究の位置付け
従来の AR 家具配置システムでは AR マーカなどの

にシステムは KinectFusion を利用した 3 次元形状復元
部，OpenSceneGraph による表示部，Bullet Physics

設備が必要であり，また視点がカメラの移動範囲に限

による物理演算部に分かれている．3 次元形状復元部

定されていた．本研究では従来のシステムのこれらの

において，深度カメラから得た深度画像を用いて実環

問題点を踏まえ，以下の特徴を備える AR 家具配置シ

境の 3 次元形状復元とカメラ位置の推定を行い，それ

ステムを実現する．

らの情報を表示部に渡し，表示部では受け取ったカメ

• 深度カメラを用いた 3 次元再構築とカメラ位置推定

ラ位置などを利用して HMD への描画を行う．またこ
の部分でオブジェクトの操作処理，補助視点の計算を

• オブジェクトの形状を用いた最適な視点の計算

行う．物理演算部では表示部から受け取ったオブジェ

• 再構築した 3 次元モデルによる最適な視点の提示
3

ソフトウェアの構成

クトの形状や操作情報を元にオブジェクト位置を更新
し表示部へ返す．

AR 家具配置システム

3.3

実時間 3 次元復元とカメラの自己位置推定

本研究で提案するシステムでは深度カメラによって

実環境の形状取得には Microsoft の KinectFusion を

部屋の 3 次元形状を復元し，これを利用することで床

利用する．本システムでは PCL(Point Cloud Library)

面やカメラ位置を推定しマーカレスな重畳表示を行う．

[9] が提供する KinectFusion の実装を用い，深度カメ

またビデオシースルー HMD を利用し，より実際の見

ラから得た点群から 3 次元形状の復元を行う．現在の

え方に近い形での配置の検証を可能にする．

設定では約 6 × 6 × 3 m の範囲が復元される．壁や床

3.1 ハードウェアの構成
広視野角 HMD として Oculus Rift DK1 を利用し，

に加えて現実の家具も復元されるが復元した家具を移
動することはできない．

そこにステレオカメラである Ovrvision，深度カメラ

RANSAC [10] を用いた PCL のセグメンテーション

である Asus Xtion Pro をマウントさせたヘッドセッ

関数を利用して平面の検出を行う．検出された平面を

トを利用する（図 1）．ステレオカメラと深度カメラ

床面とし，床面の法線ベクトルを計算する．また床面

の間であらかじめキャリブレーションを行うことで，
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図4
図3

鳥瞰視点の例．
ty

の法線ベクトルに −1 をかけたものを重力方向ベクト
ルとする．

3.4

(左) 移動方向を考慮しない視点．(右) 移
動方向を考慮した視点．

Po

−tx

家具オブジェクトの物理演算

ty
tx

(a) オブジェクトの移動方向．

の垂直方向を重力の方向として，家具オブジェクトの
物理演算を行う．物理演算では家具オブジェクトをバ

Po

tx

Po+ kty

−ty

実環境を再構築した 3 次元モデルから認識した床面

−tx

図5

(b) tx 軸上の移動時．

Po+ ktx Po
−ty
(c) ty 軸上の移動時．

オブジェクトの移動方向に合わせた視点．

ウンディングボックスで単純化した形状を用いる．こ
れにより家具オブジェクトを正しい向きで床の上に立

対象オブジェクトの座標を Po とすると，カメラの座

たせることができ，また家具オブジェクト同士のめり

標位置は Po + kty とし，カメラの注視点はオブジェク

込みなどを防ぐことができる．

3.5

ト座標 Po となる．ここで k は係数であり，オブジェ

家具配置のための補助視点

クトとの距離を調整するだけでなく，正負を変更する

家具配置は家具を移動させ整列させる作業と，配置

ことでオブジェクトを見る方向を変更することが可能

した家具全体を見てバランスなどの確認を行う作業の

である．提案システムでは対象オブジェクトの正面側

二つに分けることができる．

から見るように正負を決定する．ty 軸上の移動の場合

配置を変更する場合，家具を移動させる方向や他の

も同様にカメラの座標位置を Po + ktx とする．

家具との間隔などに注目して作業を行う．これらを踏

3.7

まえ提案システムでは，家具オブジェクトを操作して

配置を確認するための視点として，どのような視点

いる場合には，家具同士の間隔などの位置関係が確認

が好まれるかを被験者実験により調査した．それぞれ

しやすい視点を推薦する．

リビング，寝室，オフィスを想定した 3 つのシーンに

配置確認時の補助視点

配置バランスの確認を行う場合は，対象となる家具

おいて，視点の候補をいくつか選択し，それらを被験

の全体ができるだけすべて視界に入る位置で確認を行

者が順位付けするという方法で行った．ここではバー

う．そのため提案システムでは，家具オブジェクトの

チャル家具のみを用い，復元した家具は用いていない．

配置全体を見渡せ，オブジェクトが正面を向いて重な

視点の候補はジオデシックドームという三角形で構成

りの少ない視点を推薦する．

された半球の頂点を利用する．ここでの頂点数は 25

全体の確認と家具同士の間隔や整列の確認のどちら

とする．8 名の被験者の平均順位の高い順に並べた結

も行える視点として鳥瞰視点があげられる．鳥瞰視点

果を図 6，図 7，図 8 に示す．

は図 3 のような部屋全体を真上から見る視点となり，

予備実験での結果を踏まえて以下のような評価指標

全体的な家具の位置関係を確認することが可能である．

を組み合わせた新たな評価基準を提案する．ここで候

しかし，家具の高さなどの確認は困難となる．

補視点ベクトル p はジオデシックドーム上の候補点

3.6

配置変更時の補助視点

Pp からシーンの中心座標 Pc へのベクトルを正規化し

オブジェクト操作時にはオブジェクトの移動方向に

たものであり，No はシーン中のオブジェクト数，Mp

合わせて視点を変更する．例えば図 4 のように，並ん

は候補視点のビューマトリックスである．

だ棚の一方を矢印の方向に動かして間隔を調整する場

指標 1: オブジェクトの正面方向

合，図 4 の左のような視点では移動方向と水平に近い

家具オブジェクトができるだけ正面を向いているよ

視点のため家具同士の間隔を正しく確認することがで

うな視点を選択する．候補の視点のベクトルを p，あ

きない．しかし図 4 の右のように移動方向を真横から

らかじめ設定した各オブジェクトの正面方向のベクト

ルを f ，シーン内の f の集合を F として， f ∈F p · f

見る視点であれば家具同士の間隔の確認が容易となる．
オブジェクトの移動方向は図 5(a) のようになって
いる．tx 軸上にオブジェクトを移動させる場合には，

が最小となる視点を選択する．p · f は図 9 のように
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f
f
4.1位

5.0位

6.9位

8.0位

8.7位

f
p
p
pf < 0 pf = 0
9.3位

9.3位

9.8位

9.9位

10.2位

図9
12.1位

12.5位

13.4位

13.9位

p
pf > 0

オブジェクトの正面方向の指標 p · f の例．
t2

14.1位

(t1+t2) / |t1+t2|
14.4位

14.7位

15.5位

16.0位

16.1位

17.1位

17.3位

18.1位

23.6位

25.0位

図6

f2

f1
t1

視点ごとの平均順位（リビングルーム）．
図 10

複数の正面ベクトルを持つオブジェクト．

視点ベクトルと正面方向のベクトルが反対方向を向い
4.0位

5.7位

6.9位

7.3位

9.8位

ている場合 −1 となり，視点ベクトルと正面方向のベ
クトルが同じ方向を向いている場合には 1 となる．各

10.1位

10.6位

10.6位

11.0位

11.2位

オブジェクトの正面方向のベクトル f は任意の 1 方向
を設定する．図 10 のように複数の面が見えた方がい
い場合にはそれらの方向の線形和を正規化したベクト

11.4位

11.6位

12.3位

12.4位

12.7位

ルを正面方向として用いる．
指標 2: オブジェクト同士の遮蔽
オブジェクト同士の重なりが少ない視点を選択す

13.1位

13.3位

13.4位

13.5位

14.9位

る．レイキャスティングによるテストを用いて，候補
となる視点からシーンの描画を行った際のスクリーン

18.1位

19.1位

23.0位

24.1位

24.9位

上のある画素に向けてレイを飛ばし衝突するオブジェ
クトの数を取得する．処理の単純化，高速化のためス

図7

クリーンを x 方向に Nx ，y 方向に Ny で分割し，グ

視点ごとの平均順位（寝室）．

リッドの各交点でレイテストを行う．図 11 のように
レイと衝突したオブジェクト数 Nc が 0 の場合はスコ
4.8位

4.9位

6.5位

7.2位

7.4位

アを −1，衝突オブジェクト数 Nc が 1 より大きい場合
には Nc − 1 をスコアとし，スコアが 0 以上のレイの
スコアの平均をその視点のスコア Raytest(Mp ) とす

7.5位

8.2位

8.7位

9.0位

10.5位

る．これを全ての視点について求め，スコアが最小と
なる視点を選択する．例えば，図 11 の例ではスコア

0 が 8 点，スコア 1 が 2 点あり，Raytest(Mp ) = 0.2
10.9位

11.0位

11.3位

11.4位

12.4位

となる．
指標 3: 全ての面の法線と視線ベクトルの内積
オブジェクトの多くの面が視点の方を向いているも

14.1位

15.6位

17.4位

17.9位

18.0位

のを選択する．オブジェクト i に含まれる面の法線の
集合 Ti のすべての要素に対して，候補視点ベクトル

19.1位

19.2位

23.0位

24.0位

25.0位

p との内積の総和を計算する．さらにこれをシーン中
のすべてのオブジェクトについて求め，その総和を算

図8

視点ごとの平均順位（オフィス）．

出する．この値が小さいほど多くの面が視点の方を向
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図 13
Raytest(Mp) = 0.2

図 11

今回の提案システムでは予備実験での 3 つの環境に
おいて各 25 視点でのスコアを計算し，被験者の選ん

レイのスコアの例．
P2

サブウィンドウによる表示．

だ順位と最も類似性の高くなる以下の重み付けの組み
合わせを採用した．

Pc P3

(w1 , w2 , w3 , w4 ) = (0.7, 0.1, 2.4, 1.0)

P1
Pp

3.8

(5)

補助視点の表示方法

補助視点の表示方法として，サブウィンドウによる
図 12

視点位置からオブジェクトまでの最小距
離の例．

表示と視点全体を推移させる手法を提案する．サブ
ウィンドウによる表示では補助視点を図 13 のように
表示する．ここで，表示を行うためのウィンドウは 3

いていることとなる．
No
1 
1 
(p · t)
No i=1 |Ti |

次元空間内に配置し，両目それぞれにカメラ位置の変
換を行い，HMD を通して空間上にウィンドウがある

(1)

ように表示を行う．HMD での周辺視野は注視しにく

t∈Ti

指標 4: 視点位置からオブジェクトまでの最小距離

いため，画面中央上部に表示を行った．両目どちらの

手前側にオブジェクトがあるかどうかを評価する．

ウィンドウにも候補視点からの視点をテクスチャとし

図 12 のように視点位置 Pp に最も近いオブジェクト
の座標 Pmin = argmin |Pi − Pp | までの距離を利用す

て貼るため，ウィンドウ内のオブジェクトは 2D で表
示される．

Pi

る．ここで，Pi は各オブジェクトの座標である．以
下の式のように視点位置からオブジェクトの平均位置
までの距離で正規化を行い，オブジェクトの平均位置

Pc よりも手前側にオブジェクトがある場合には，よ
り大きい値となる．
o
|Pc − Pp | − minN
i=1 |Pi − Pp |
|Pc − Pp |

画面全体を遷移させる手法では線形補間によって図

14 のように滑らかにカメラが移動する．注視点 pc を中
心とし，線形補間を行う回転行列 R(t) (t = [0.0, 1.0])
によって，以下の式でカメラの位置 pt を決定する．d
は pc から主観カメラ位置 pu と補助視点 pp までの距
離の比であり，これにより中心 pc からの距離の遷移

(2)

も行う．

最適視点の評価式
以上の指標を組み合わせて以下の式を満たす候補視

pt

=

d

=

点ベクトル ṗ を選択する．ここで w1 〜w4 は各評価基

pc + (1.0 + t (d − 1.0)) R(t)(pu − pc ) (6)
|pp − pc |
(7)
|pu − pc |
4

準に対する重みである．

ṗ
score(p)

=

argmin score(p)

=

1 
p·f
w1
|F |

提案システムの評価のための実験を行った．被験者

(3)

p

は 22 歳から 30 歳までの男性 6 人，女性 2 人の計 8 人

(4)

f ∈F

1
Raytest(Mp )
No
No
1 
1 
+ w3
(p · t)
No i=1 |Ti |
+ w2

である．実験は図 15 のような環境で行う．復元した
3 次元モデルには左右の壁面の一部と床面，青い椅子
が含まれている．以下の実験で，青い椅子以外の家具
はすべてバーチャル家具である．

4.1

o
|Pc − Pp | − minN
i=1 |Pi − Pp |
|Pc − Pp |

実験 1

AR 家具配置システムにおける補助視点の有用性に

t∈Ti

+ w4

実験

ついて評価を行う．
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図 14

画面全体の遷移．
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補助視点なし
鳥瞰視点
提案手法１
提案手法２

0

図 15

シーン１

シーン２

図 18

NASA-TLX の結果．

実験環境の様子．

主観視点

2. HMD を装着し，記憶したレイアウト通りに家
具の配置をゲームパッドで行う．

鳥瞰視点

3. 配置が完了したと被験者が判断した時点で終了．
レイアウト1

図 16

レイアウト2

レイアウト3

レイアウト4

実験 1 のシーン 1（見通し良好）．

また各タスク終了時に作業負荷と家具の把握しやすさ
についてアンケートの回答を行う．

4.1.2 結果
以下の実験結果の図中のヒゲは標準誤差であり，＊
主観視点

は有意水準 5%で有意差が認められることを示す．そ
れぞれの被験者で NASA-TLX の各尺度について順位
付けを行い，それによって重み付けをした結果の平均

鳥瞰視点

レイアウト1

図 17

レイアウト2

レイアウト3

レイアウト4

実験 1 のシーン 2（見通し不良）．

は図 18 のようになった．それぞれのシーンで有意水
準 5%で一元配置分散分析をしたところ有意差は認め
られなかった．ただし，平均値としては補助視点なし
が最も高かった．

補助視点を利用して家具の配置を行い，アンケート

家具の位置の把握しやすさについてリッカート尺度
[12] による 5 段階評価を行った．質問文「家具の配置

によって作業負荷（NASA-TLX [11]），家具の位置の

の把握は容易だった」という質問に対して 1（まった

把握しやすさについて評価を行う．4 手法（補助視点

く同意できない）から 5（非常に同意できる）までの

4.1.1

設定

なし，鳥瞰視点（サブウィンドウ表示），提案手法（サ

5 段階で回答させる．その評価の平均が図 19 である．

ブウィンドウ表示），提案手法（表示全体遷移））× 2

シーン 1 では有意水準 5%で一元配置分散分析をした

シーン（見通し良好，図 16・見通し不良，図 17）の

ところ有意差が認められ（F=11.6667，p < 0.0001），

8 通りで行った．

Bonferroni の方法で多重比較において補助視点なしと
それ以外の 3 手法それぞれの間で有意差が認められ

各手法ごとに操作方法を確認した後，以下のタスク
をシーン 1，シーン 2 のそれぞれに対して行う．

1. ディスプレイ上に表示される VR で示したレイ
アウトを覚える．時間制限はなく，マウス操作
により鳥瞰視点から自由に視点変更が可能．

た (p < 0.05）．シーン 2 では有意水準 5%で一元配置
分散分析をしたところ有意差が認められ（F=4.8400，

p < 0.05），多重比較において鳥瞰視点と補助視点な
し，提案手法 1 と補助視点なしとの間で有意差が認め
られた (p < 0.05）．
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図 19

図 20

実験 2 のシーン 1（リビング）．

シーン２

主観視点

鳥瞰視点

補助視点1位

補助視点5位

補助視点9位

補助視点13位

補助視点17位

補助視点21位

家具の位置の把握しやすさの評価結果．

また，補助視点なしの場合に関しては，
「操作対象と
視点の間に別の家具があるとそれが邪魔をして操作し
づらい」，
「補助視点がないと適切な位置に家具を置け

図 21

実験 2 のシーン 2（寝室）．

なかった（原文は英語）」，
「家具が重なった場合に奥が
見えなかった」，
「隠れの問題で配置ができなかった」

大まかな把握には適するが，詳細の把握は難しい場合

などの自由回答があった．

があることが報告された．一方，推薦視点は全体の把

一方，鳥瞰視点の場合に関しては，
「他の家具によ

握がしやすいことが報告されたが，遷移が遅いと作業

る遮蔽がない分操作しやすかった」，
「鳥瞰視点で十分

の妨げとなる，遷移のために酔いやすいなどの問題点

だった（原文は英語）」，
「壁と家具の関係など，中心

も指摘された．

から離れた部分がみづらい」，
「細かい配置が分かりづ

4.2 実験 2
実験 2 では推薦された配置確認時の視点について

らく特に角度等が全く把握できなかった」などの自由
回答があった．

評価する．ここではあらかじめ家具が配置されている

さらに，提案手法の場合に関しては，サブウィンド

シーンをいくつかの視点から観察し，家具全体のバラ

ウ表示と表示全体遷移に共通して，
「シーンのより多

ンスを確認するためにどの視点がより良かったかを順

くの部分がみれて良かった」，
「最適視点のおかげで家

位付けを行い，推薦視点の評価を行う．

具が正しい位置にあることを正確に決定できた（原文
は英語）」などの自由回答があった．サブウィンドウ

4.2.1 設定
ここではリビングを想定したシーン 1 （図 20）と

表示の場合はさらに，
「分かりやすく，視点が大きく変

寝室を想定したシーン 2 （図 21）で実験を行った．各

化しないため，目に優しい」，
「サブウィンドウのサイ

シーンについて鳥瞰視点と，候補視点 25 のうち評価

ズが小さく空間把握がしにくい」などの自由回答があ

値が 1 位，5 位，9 位，13 位，17 位，21 位のものを

り，表示全体遷移の場合はさらに，
「シーン全体を把握

選択し，計 7 つの視点で順位付けを行った．

しやすい」，
「遷移を待たなければならないため，作業

4.2.2

がスムーズでなくなる」，
「画面全体の遷移は非常に酔

各視点の順位付けの平均は図 22 のような結果になっ

う」などの自由回答があった．

4.1.3

結果

た．候補視点 1 位〜21 位の画像をそれぞれ rank =

考察

1, ..., 6 とし，鳥瞰視点を除いた被験者の順位付けの平

作業負荷に関して，補助視点の有無による差は認め

均との間でピアソンの方法により相関係数を求めると，

られないことが分かった．また，補助視点がない場合

シーン 1 は r = 0.314 となり弱い相関が，シーン 2 は

よりもなんらかの補助視点がある場合の方が家具の位
ンだけでなく，見通しの良いシーンにおいても同様の

r = 0.714 となり強い相関が見られた．
4.2.3 考察
提案手法によって計算された候補視点の順位と被験

結果を得ることができ，家具の配置を行う際には様々

者が付けた順位に強い相関が見られ，ある程度ユーザ

な視点から見ることが求められていることがわかった．

評価の高い視点を推薦できることがわかった．また，

置を把握しやすいことがわかった．見通しの悪いシー

被験者の自由回答からも，補助視点がないと家具の

視点での順位付けを見ると評価値が 1 位の視点は，鳥

配置を把握しづらいことがわかる．鳥瞰視点は全体の

瞰視点よりもより良い順位となっていることがわかっ
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視点の順位付けの結果．

た．しかし鳥瞰視点を 1 位として選ぶ被験者もいたた
め好みによって分かれることがわかった．

5

結論

本研究では，KinectFusion を利用した実環境の 3 次
元形状の認識を行うことでマーカなしでの AR 家具配
置システムを実現した．提案システムは復元を行った
実環境の 3 次元形状を利用し，カメラの位置以外から
の視点を提示することを可能とし，実験によって AR
家具配置システムで補助視点を利用することの有効性
を確認することができた．
また，補助視点として，配置変更時の視点として家
具の操作方向に合わせた視点を提案し，さらに配置確
認時の視点として家具オブジェクトの方向などを考慮
した視点の計算方法を提案した．これらの補助視点推
薦の考え方は，AR 家具配置システムに限らず広く一
般の 3 次元モデリングソフトウェアのユーザインタ

(2016 年 12 月 5 日受付)

フェースにも適用できるものと思われる．
今後の課題としては，実環境の認識部分に床や壁，
家具などのセグメンテーションとそれぞれの家具の正
面方向の認識などの機能を加え，実環境の家具も含め
た補助視点や家具配置の変更を行えるように拡張する
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ことが考えられる．推薦視点に画面全体が遷移する手

森 磨美

法では遷移が遅い，酔いやすいなどの意見が得られた
ため，遷移方法の改善についても検討する必要がある．
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