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†　現在，ネットワークテクニカルオペレーシ
ョンセンター

＊1 地磁気センサ：電子コンパス．地磁気を
検出して方位を取得するセンサ．携帯電
話の向いている方向を検出することが可
能．

＊2 加速度センサ：速度の変化を計測するセ
ンサ．携帯電話に搭載することで，携帯

電話の傾きや動きなどを検出することが
可能となる．

＊3 近接センサ：物体が近づいたかどうかを
判定するセンサ．

1. まえがき
近年，GPSをはじめ地磁気セン

サ＊1，加速度センサ＊2，近接センサ＊3

など，さまざまなセンサが携帯端末

に搭載されるようになっている．特

に，AndroidTM＊4端末やiPhone�＊5な

どに代表されるスマートフォンでは

この傾向が強く，スマートフォンの

普及に伴い，これらのセンサを活用

した新たなサービスが多く提供され

るようになった．その代表的なサー

ビスとして，拡張現実感（AR：

Augmented Reality）サービスが挙げ

られる．

ARとは，現実世界を写した映像

に，電子的な情報を実際にそこにあ

るかのように重ねて，ユーザに提示

する技術である．ARサービスはス

マートフォン市場の拡大に伴い，検

索やナビだけでなく，広告配信やシ

ミュレーションなど，さまざまな分

野に適応され，普及していくと考え

られる（図1）．ドコモは，携帯端末

での利用頻度が多い，検索，ナビや

コミュニケーションの領域に着目

し，より直感的で簡易な操作を可能

とするARサービスを実現した.

本稿では，ゴルフ場でグリーンや

ハザード＊6の位置を表示する「ゴル

フ版直感ナビ」や街中での飲食店や

施設検索を行う「直感ナビ�＊7」の

サービス概要と課題解法，またその

仕組みについて解説する．

2. AR概要
2.1 ARの実現方法
ARの実現方法は，位置情報を利

用する方法と画像解析を利用する方

法の大きく2つに分類できる（図2）．

（a）位置情報を利用する方法

位置情報を利用する方法では，ま

ずGPS，無線LANや各種センサな

どを利用して，絶対的な位置または

相対的な位置を取得し，地磁気セン

サなどからユーザ（カメラ）が向い

ている方位を取得する．次に，表示

する電子的な情報（以下，コンテン

ツ）の位置情報とこれらのセンサデ

ータを基に，コンテンツの配置を決

定する．
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近年，スマートフォンの普及により，GPS，無線LAN，

カメラなどを携帯端末で利用できる環境が整い，ARサー

ビスなどの新たなサービスが普及しつつある．ARサービ

スでは，カメラ映像に重ねて表示する情報量によっては，

情報どうしが重なり視認性や操作性の低下を招くことや，

情報検索をいかに簡易に行うかが課題となっている．そこ

で，視認性・操作性向上を目的とした重なりを回避する情

報提示方法と，GPS，地磁気センサおよび加速度センサを

利用した新たな検索方法を開発した．
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（b）画像解析を利用する方法

画像解析を利用する方法は，マー

カと呼ばれる2次元バーコードに似

た矩形の白黒画像を認識し，コンテ

ンツの配置場所を決定する方法[1]

と，マーカを利用せず自然の画像か

らコーナーや直線などの特徴点を認

識することで，コンテンツの配置を

決定する方法[2]の2種類にさらに分

類できる．

現在提供されている携帯端末向け

AR（以下，モバイルAR）サービス

は，一部を除き位置情報を利用した

ものが多い．位置情報を利用した

ARサービスの例としては，本稿で

解説する「直感ナビ」，「ゴルフ版直

感ナビ」のほかにセカイカメラ＊8，

Layar＊9などがある．

2.2 モバイルARサービスの
課題

現在のモバイルARサービスの一

般的な課題として，主に次の2点が

挙げられる．

課題①：表示するコンテンツの重

なりによる情報の視認性・操作

性の低下

モバイルARでは，表示する

コンテンツが多数存在する場

合，コンテンツどうしが重なる

ことによる情報の視認性，操作

性の低下が課題となる．特に，

スマートフォンに多く採用され

ているタッチパネルでの操作を

考慮すると，ユーザの意図する

情報選択が容易に行える情報提

示方法が必要となる．

課題②：情報検索の簡易性の実現

モバイルARでは，位置情報

を利用したARサービスが多く，

位置情報に基づく情報を検索し

た結果をカメラの映像に重畳す

ることが多い．そのため，前述

のように情報提示方法に工夫が

必要になるだけでなく，検索に

関しても，簡易に操作できるこ

とが必要とされる．

3. サービス概要
今回開発したゴルフ版直感ナビお

よび直感ナビでは，ゴルフコースや

街中の地図を使った検索・ナビの機

能に加え，AR技術を適応すること
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＊4 AndroidTM：米国Google, Inc.が提唱する
携帯端末を主なターゲットとしたオープ
ンソースプラットフォーム．AndroidTM

は，米国Google, Inc.の商標または登録商
標．

＊5 iPhone�：米国Apple Inc.の登録商標．

＊6 ハザード：ゴルフコース内に設置された，
バンカーや池などの障害地帯．

＊7 直感ナビ�：㈱NTTドコモの商標または
登録商標．

＊8 セカイカメラ：頓智・株式会社の商標．
＊9 Layar：オランダ王国また他国々におけ

るLayar B.V.の商標．
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ナビ・ガイド系 コミュニケーション系 
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マーガレット マーガレット 

白鳥城跡 白鳥城跡 

図1 ARの適用分野の例

（a）位置情報を利用する方法 

現在位置，コンテンツの位置（緯度経度）と 
カメラの方向からコンテンツの表示位置を決定 

 

（b）画像解析を利用する方法 

マーカや自然の画像の特徴点を認識し, 
コンテンツの表示位置を決定 

 

カメラで画像を撮影 
 

GPS

GPSや 
無線LANなど 

 
地磁気 
センサ 

カメラ 
 

図2 ARの実現方法

N
TT

 D
O

C
O

M
O

 T
ec

hn
ic

al
 J

ou
rn

al



により，携帯電話のカメラを「かざ

す」だけで目的地の方向や距離，行

き方を直感的に把握することを可

能とした.

ゴルフ版直感ナビでは，ゴルフコ

ースの起伏が激しかったり，木など

の障害物でグリーンを視認できない

場合でも，標的となるグリーンの方

向や距離を的確に把握することがで

きる．また，直感ナビでは，土地勘

のない街中でのシーンや地図を見る

ことが苦手な方でも，目的地を簡単

に検索でき，ルートをカメラ映像に

重ねて，より直感的なナビを実現し

た.

3.1 ゴルフ版直感ナビ
ゴルフ版直感ナビでは，主に次の

3つの機能を利用できる（図3）．

（a）ARゴルフナビ

携帯電話を「かざす」だけ

で，グリーンやハザードの距

離・方向が直感的に分かる．ま

た，ゴルフコースのレイアウト

表示も可能で，レイアウト上で

もグリーンやハザードの情報を

確認できる．

（b）プレー履歴確認

ショットごとに地点登録すれ

ば，飛距離計測やスコアの自動

入力ができる．

（c）ネットワーク連携

他のメンバーやパーティと，

メッセージのやりとりやスコア

の共有ができる．

ゴルフ版直感ナビでは，前述の課

題①を解決するために，カメラの映

像にグリーンやハザードの情報を重

ねた際，情報どうしの重なりを判定

し，重なっているものについては表

示場所の再配置を行うことで，重な

りを回避する方法を開発した．

3.2 直感ナビ
直感ナビでは，主に次の3つの機

能を利用できる（図4）．

（a）直感ナビ

携帯電話を「かざす」だけ

で，その方向にある店舗・施設

を検索し，カメラ映像に重ねて

表示する．また，選んだ店舗ま

でナビすることができる．

（b）投げ検索

携帯電話を振った向きや強さ

に応じて，検索範囲を指定し，

周辺情報を簡単に検索できる．

（c）Twitter＊10連携

検索やナビ，ブックマークの

履歴をTwitterに投稿し共有す

ることで「ゆるいプレゼンス」

として共有し，コミュニケーシ

ョンを楽しめる．

直感ナビでは，前述の課題②に関

して，手軽に検索ができる機能とし

て「投げ検索」を開発することで解

決を図った．なお，前述の課題①に

ついては，「直感ナビ」の場合，表

示する情報量が多いため，「ゴルフ

版直感ナビ」と同様の方法に加え，

表示するコンテンツの距離や種類に

よるフィルタリングと組み合わせる

ことで，課題の解決ができる．

8

＊10 Twitter：アメリカ合衆国また他国々にお
けるTwitter, Inc.の登録商標. 

NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル Vol. 18 No. 4

位置情報を利用したARサービスにおける情報提示・検索手法

（a）ARゴルフナビ 
 カメラ画像へコース情報を 

重ねて表示 
コースレイアウト上に 
コース情報を表示 

（b）プレー履歴確認 
 

（c）ネットワーク連携 
 コースレイアウト上に 

ショット地点を登録 
 

他パーティとメッセージや 
スコアを共有 

地点登録 
 

＊「SHOT NAVI＼ショットナビ」は日本電気株式会社の登録商標． 
 

powered by SHOT NAVI

図3 ゴルフ版直感ナビのサービス概要
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3.3 システム構成
システム構成を図5に示す．シス

テムは，ゴルフ版直感ナビおよび直

感ナビでほぼ同様の構成である．シ

ステムは，Android端末上で実行さ

れるクライアントアプリと，クライ

アントアプリの処理でカメラ映像に

重畳するコンテンツを保持するAR

サーバから構成される．

クライアントアプリは，端末の現

在地を取得し，ARサーバへ現在地

情報を通知する（図5①）．ARサー
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○△ 

○△ 

○△ 
○○○ 

□□ 

携帯電話を振って 
検索範囲を指定 

 

検索範囲 
 

（b）投げ検索 
 

（c）Twitter連携 
 

Twitterへ操作履歴を投稿し 
友人とプレゼンスを共有 

携帯電話を振って 
検索範囲を指定 

 

（a）直感ナビ 

周辺店舗・施設／ツイート 
などを検索表示 目的地までナビ 

検索範囲 
 向こうにカフェ発見♪ 

そこで休憩しよう！ 
○△君は赤坂かな？ 
近いから電話してみよう 

 

powered by ZENRIN DataCom 
 

ドームの方向にカフェ 
はないかな？ 

図4 直感ナビのサービス概要
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図5 システム構成
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バは，現在地周辺の各種コンテンツ

（施設情報やゴルフ場のコースデー

タなど）をクライアントアプリへ通

知する（図5②）．次にクライアント

アプリは，端末の地磁気センサから

取得した方位に基づき，ユーザが携

帯電話を向けている方位にあるコン

テンツを，カメラ映像の対応する位

置に配置し，ディスプレイへ表示す

る（図5③）．

4. 新たな情報提示
手法の開発

ゴルフ版直感ナビにおいて，前述

の課題①の解決を図るために，カメ

ラ映像に重畳表示するコンテンツの

重なりを回避する方法を開発した．

コンテンツ重なり回避の処理フロー

を図6に示す．

カメラ映像に重畳表示するコース

データに関しては，事前にARサー

バよりダウンロードし，例えば，グ

リーン，バンカー，池などの情報の

種類，位置情報，情報の内容を構成

要素とするデータのテーブルをあら

かじめクライアントアプリで保持し

ていることを前提とする．

まず，現在地を取得し，カメラを

向けている方角を地磁気センサを利

用して取得する．次に，現在地およ

びグリーンを結ぶ直線を基準線とす

る水平面（XY平面）の座標系を設

定する（図7）．この座標系上に，位

置情報に基づきコースデータを配置

する．そして，水平面座標をカメラ

でみている状態に対応する投影面座

標系（XZ平面）に投影する．この

投影面座標系を小エリアに分割し，

同じ小エリア内に複数のコースデー

タが投影された場合，コースデータ

にあらかじめ設定された優先度に基

づき，優先度が低いコースデータを

再配置する．再配置方法について

は，初めに投影された小エリアの縦
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START

END 
 

位置情報, 方位情報を取得 
 

水平面座標系を設定 
 

コンテンツを水平面座標系に配置 

投影面座標系を設定 
 

NO 
 

投影面座標系を投影面小エリアに分割 

水平面座標系に配置された 
コンテンツを投影面小エリアに投影 

 

その小エリアにコンテンツを配置 
 

配置されたコンテンツを再配置 
 

投影面小エリア 
には1つのコンテンツのみ 

含まれる？ 

YES 
 

図6 情報重なり回避の処理フロー

Y

Z
カメラ映像を表す平面 
 

0

X

図7 座標系の設定
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方向あるいは横方向に1つずらすな

ど，いくつかの方法が考えられる．

この手法を適用する前後で比較を

行った（図8）．このように，本手法

によりコンテンツの重なりを回避す

ることで，情報の視認性，操作性が

向上する．これによりハザード情報

の見落としを防ぐことができ，ゴル

フのような利用シーンでは非常に有

効であると考えられる．これらはゴ

ルフ版直感ナビでの仕組みである

が，前述のとおり直感ナビでも利用

可能な手法である．

5. 新たな情報検索
手法の開発

直感ナビにおいて，前述の課題②

の解決を図るために「投げ検索」を

開発した．

現在普及している飲食店などの施

設情報検索サービスでは，文字入力

により検索対象・検索範囲を決める

方法や，検索する地域を選択し検索

対象を決める方法をとることが多

い．これらに加え，位置情報を取得

し検索を支援する方法も提供されて

いる．

しかしながら，ユーザがある目的

地に向かって移動する際に，その目

的地方面にある施設を検索したいと

いう場合，現在地周辺で検索して

も，目的地と反対方向の関心の低い

施設など，不要なコンテンツまで検

索されてしまう（図9（a））．このよ

うな利用シーンにおいて，位置情報

のみではユーザの負担を十分に軽減

することは困難である．

そこで位置情報に加え，方位およ

び加速度情報を利用することで，検

索範囲設定を簡易にする手法を提案

する．より具体的には，検索したい

方向に向かって携帯電話を振る動作

をすることで，検索する方位，距離

を指定する（図9（b））．

検索範囲を設定するために，例え

ばGPSのような端末の位置センサ，

地磁気センサおよび加速度センサを

利用する．位置センサにより現在地

を，地磁気センサにより携帯電話を

振った方位を，加速度センサにより

携帯電話を振った加速度をそれぞれ

取得する．現在地を検索の基準点と

し，地磁気センサにより得られた方

位を検索対象の方位とし，加速度セ

ンサにより得られた強さに基づき検

索半径を設定し，検索する．

これにより，携帯電話を振るとい

う1つの行動で「検索距離指定」「検

索方向絞込み」「検索実行」が可能

になり，関心の低いコンテンツをあ

らかじめ排除した検索結果を表示す

ることが可能となる．
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（b）改善後 
 

グリーンおよびハザード情報の 
重畳位置をずらし，視認性を向上 

（a）改善前 

ハザード情報が重なり，視認性が低下 

図8 重なり回避処理前後の比較

 現在地 
 

検索したい方向 
 

現在地を中心に360°全方向検索結果を表示 
 

（a）従来の現在地周辺検索 
 

指定の方向のみの検索結果を表示 
 

（b）投げ検索 
 

関心の高い 
コンテンツ 

関心の低い 
コンテンツ 

・「検索範囲指定」や「検索実行」など個別に操作 
・検索結果リストに 関心の低いコンテンツが混在 
 

 現在地 
 

検索したい方向 
 

関心の高い 
コンテンツ 

関心の低い 
コンテンツ 

・１アクションで「検索距離指定」「検索方向絞込み」  
　「検索実行」が可能 
・関心の高いコンテンツのみを検索表示可能 
 検索範囲 

 

図9 投げ検索の仕組み
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6. あとがき
本稿では，新たに開発したARサ

ービスとして，「ゴルフ版直感ナビ」

および「直感ナビ」のサービス概要

およびARサービスにおける課題解

決方法について解説した．

今後は，センサハブとしての携帯

電話を通して，サービスの利用履歴

やパーソナルデータをクラウド＊11

上に集約しサービスを利用してもら

うことで，新たな付加価値を提供で

きるようになると考えられる．ま

た，携帯電話に搭載されるセンサの

精度向上や種類の増加により，これ

までよりもセンサを活用したサービ

スが普及すると予想される．加え

て，LTEサービスの開始，普及に伴

い，高速・低遅延の特長を活かし

て，画像解析のような負荷の高い処

理をサーバ側で行うことで，負荷分

散することも可能になる．

これらの動向をかんがみ，今後

は，ARサービスへの利用履歴やパ

ーソナルデータを活用した付加価値

の提供，画像解析技術の適応などに

取り組んでいく.
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