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メガネ型端末で広がるモバイルサービス 
―インテリジェントグラスによるサービス利用シーンの提案―

 

CEATEC JAPAN 2013で出展したインテリジェントグ
ラスの概要を紹介する．Google Glass™＊1の登場により，
メガネ型端末に対する期待が高まりつつある．しかし，メ
ガネ型端末をかける習慣がない状態では，急速な普及は望
めない．普及のためには，段階を追ってメガネ型端末装着
の具体的生活スタイルを示し，メリットをわかりやすく訴
求していかなければならない．本稿では，メガネ型端末が
浸透していく過程およびインテリジェントグラスの4つの
プロトタイプについて解説する． 

 

 

1. まえがき 
携帯電話・スマートフォンなどモ

バイル端末の普及により，欲しい情

報がすぐ手に入るようになった．ユ

ーザは常にモバイル端末を携帯し，

情報を得たい時にモバイル端末を取

り出している．そのため，情報が多

くなればなるほど，取り出す回数が

増えてしまう． 

日常頻繁に使うモバイル端末にお

いて，端末を取り出すという動作が

なくなれば，利便性は向上すると期

待される．常にデバイスを身につけ

るウェアラブルデバイスであれば，

端末を取り出す必要がない．今後急

速に増えていく情報を手間なく取

得・操作できる手段としてウェアラ

ブルデバイスは欠かせない存在にな

ると考え，これまでドコモでは，さ

まざまなウェアラブルデバイスの提

案を行ってきた[1]～[4]． 

ウェアラブルデバイスの中でもメ

ガネ型の端末は，「Google Glass」

をきっかけとし，注目が非常に高ま

っており，今後幅広く普及していく

ことが予想される． 

しかし，現在はメガネ型端末を身

につける習慣がないため，その普及

のためには，メガネ装着の具体的生

活スタイルを示し，メリットをわか

りやすく訴求していかなければなら

ないと考えている． 

そこでCEATEC JAPAN 2013

（以下，CEATEC）で，メガネ型端

末の文化が浸透していく過程を示す

4つのプロトタイプシステムの参考

出展を行った．これら4つのプロト

タイプシステムを総称して「インテ

リジェントグラス」と呼ぶ．本稿で

は，メガネ型端末が浸透していく過

程およびインテリジェントグラスに

ついて解説する． 

2. メガネ型端末 
浸透の過程 

メガネ型端末の普及シナリオを図

1に示す． 

⑴黎明期 

メガネ型端末を利用してもらうた

めに，まずメガネ型端末をかけるき

っかけを創っていく必要がある．最

初から常にメガネ型端末を装着する

スタイルを提案するのではなく，メ

ガネ型端末をかけることへの抵抗を

なくすことが重要である．そこでメ

ガネ型端末普及の最初のステップで

は，必要なときにのみメガネ型端末

をかける使い方を訴求する．メガネ

型端末をスマホの外付けディスプレ

イというシンプルな機能での利用の

みとし，メガネ型端末のメリットで

あるハンズフリーを活かした長時間
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＊1 Google Glass™：米国Google, Inc.の商標
または登録商標． 
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成熟期

普及期

黎明期

メガネ型端末は、普段身につけている
アクセサリー端末へ

認識機能の追加により
メガネ型端末をかける機会が増える

必要なときにだけかける
メガネ型端末

空間インタフェース なんでもインタフェース

見るだけインフォ

手ぶらでムービー

CEATEC 2013 参考出展 項目名

 
図1 メガネ型端末の普及シナリオ 

のムービーをメガネ型端末で視聴す

る「手ぶらでムービー」を提案する． 

⑵普及期 

メガネ型端末をかけることに慣れ

てくると，“メガネ型端末で他のこ

ともできて欲しい”という要望が高

まると予想される．そこで，メガネ

型端末にムービー視聴以外の機能を

追加することにより，メガネ型端末

をかける機会を増やしていく．追加

する機能はさまざまあるが，メガネ

型端末の大きなメリットは，見てい

る方向・物に合わせて情報提示がで

きることである．このメリットを活

かし，顔認識と外国語のメニュー翻

訳（文字認識）ができる「見るだけ

インフォ」を提案する． 

⑶成熟期 

成熟期は，ユーザが常にメガネ型

端末を装用している世界である．メ

ガネ型端末は小型軽量かつ，スタイ

リッシュになり，普段身につけてい

るアクセサリー端末となっているこ

とを想定している． 

そのような世界を想定し，目の前

に表示されたコンテンツを直接操作

することができる2つのユーザイン

タフェース技術を紹介する．1つは，

ノートやファイルなど身の回りの物

でコンテンツ閲覧・操作を可能にす

る「なんでもインタフェース」，も

う1つはメガネに表示されている仮

想コンテンツを触る体験ができる

「空間インタフェース」である． 

3. インテリジェント
グラス 

3.1 手ぶらでムービー 
この「手ぶらでムービー」は，新

幹線など，電車での長時間移動時の

ムービー視聴を想定している．現在，

スマートフォンでムービーを視聴す

る際，ムービーを見るためだけにス

マートフォンを手で持ち続けていな

ければならない．メガネ型端末をス

マートフォンの外付けディスプレイ

として用い，映像をメガネに表示す

ることで，映像視聴中は手に何も持

つことなく，長時間映像を見ること

ができる（図2，3）． 

視聴するムービーを選択する際に

は，手元のスマートフォンをトラッ

クパッド＊2のように用いる．このと

きメガネ（目の前）に映像が表示さ

れている状態でスマートフォンを操

作することになるため，メガネ装着

前にスマートフォンの向きを確認す

る必要がある．そこでその確認の必

要をなくすために，ユーザの入力が

スマートフォンに対してどの方向か

ら行われているのかの判別も行って

いる． 

まず，スマートフォンが机の上や

椅子の手すりなど，平らな場所にあ

る時は近接センサ＊3を用い，手がス

マートフォンに対してどちらから入

力を行っているのか判定した．また，

近接センサ・加速度センサ＊4・Out

カメラ＊5を用いて図4のような持ち

方の場合でもスマートフォンの上下

を確認しなくても操作ができるよう

にした． 

最初のムービー選択の際にはスマ

ートフォンでの操作が必要になるが，

ムービー選択後は，長時間のムービ

ーであっても何も持たずに視聴が可

能である． 

今回の展示では視野角23度のメ

＊4 加速度センサ：加速度を計測するセンサ．
姿勢（傾き）や，直線方向の加速の程度を
知るための部品． 

＊5 Outカメラ：携帯電話やスマートフォンな
どモバイル端末の背面に搭載されたカメラ
のこと． 

 
 
 
 
 
 

＊2 トラックパッド：平板状のセンサをなでる
ことで，マウス相当の操作を行う装置．

＊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． 

 
 

N
TT

 D
O

C
O

M
O

 T
ec

hn
ic

al
 J

ou
rn

al



 

 NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル Vol. 22 No. 1 39

 
図4 スマートフォンの持ち方 

 
図3 メガネ端末で見えている映像 

 
図2 「手ぶらでムービー」用端末 

ガネ型端末を用いて映像を表示した．

来場者からはスマートフォンより大

画面で映像を見ることができると好

評であった．一般的に両目に映像を

表示するメガネ型端末は広視野角で

あることが望ましいとされるが，ム

ービー視聴に関しては23度ほどで

も問題ないことがわかった． 

この「手ぶらでムービー」はメガ

ネ型端末をかける文化を創っていく

ための最初のステップであり，メガ

ネ型端末をかけるきっかけをつくる

ことが目的である． 

メガネ型端末にはたくさんの可能

性があるがゆえに，結局何ができる

かがはっきりしない傾向があるため，

メガネ型端末をかける動機づけが弱

くなってしまう． 

また，たとえアーリーアダプター＊6

がメガネ型端末をかけたとしても，

周囲から見て，メガネ型端末で何を

しているのかがわからないと，アー

リーアダプターが異質に見られて終

わってしまう可能性がある． 

メガネ型端末を多くの人が使い，

周囲からも抵抗なく受け入れられる

ようになるには，メガネ型端末で何

が便利になるのか，何ができるのか

を明確にする必要がある． 

CEATECでは，メガネ型端末の

機能を「ムービーを見る」という用

途にしぼり，ムービー視聴中にスマ

ートフォンを持ち続けなければなら

ないという負担が，メガネ型端末に

より解消すると伝えることで，メガ

ネ型端末の必要性を訴えた． 

スマートフォンでのムービー視聴

は，すでに多くのユーザに受け入れ

られ，外でムービーを見るという行

為は浸透している．加えて，現在外

で音楽を聴くときにイヤホンをつけ

るという行為も浸透している．その

ため，「音楽を聴く時のイヤホン」

の延長として，「ムービーを見ると

きのメガネ型端末」は比較的受け入

れられやすいのではないかと考えて

いる． 

＊6 アーリーアダプター：新たに現れた商品や
サービス，ライフスタイルなどを，比較的
早期に受け入れ，他へ大きな影響を与える
とされる，受容者の層のこと． 
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⒜ 受付での対面接客の情報化の例（即座に訪問先を確認）

< 訪問先 >

顔認識共同プロジェクト

ドコモ太郎（どこもたろう）

⒝ 文字情報加工の例（旅行先での外国語のメニューの翻訳）  
図6 「見るだけインフォ」の利用シーン 

カメラ

HMD

Android 処理系

メガネ型端末

（テザリング）

関連情報
DB

認識用学
習画像DB

認識処理

認識エンジン

表示コンテンツ作成
：認識結果＋関連情報

認識系メンテナンス

LTE

Ｗｉ-Ｆｉ®

クラウド

スマートフォン

Wi-Fi®：Wi-Fi Allianceの登録商標  
図5 「見るだけインフォ」のシステム構成 

3.2 見るだけインフォ 
メガネ型端末を通して見ているリ

アル世界の情報化は，拡張現実感

（AR：Augmented Reality）＊7として

知られる応用分野の典型例の1つで

ある．ARは1990年からさまざまな

目的に対してプロトタイプシステム

が構築されてきており，技術的には

多くの検討がなされているが，実利

用は進んでいない．その要因の1つ

は，従来のウェアラブル端末が，別

のPCや電源を一緒に持ち運ばなく

ては動作しないという制約であった．

それが，Google Glassの登場以来，

大幅に改善された端末が利用できる

ようになり，実利用に向けた課題解

決を行う絶好の機会が訪れている．

そこで，周囲外界をカメラで撮影・

認識し，関連する情報をインターネ

ットから獲得してメガネ型端末で表

示するARのプロトタイプとして

「見るだけインフォ」を開発した． 

「見るだけインフォ」開発の特徴

は，認識対象を人の顔と文字にして

いるところである．そのため，エコ

システム＊8までを含めた詳細な利用

シーンの検討を行うことができ，そ

こから実システムにおける技術課題

を抽出することも可能となった．基

本的なシステム構成（図5）は，メ

ガネ型端末がクライアントとなり，

クラウド上のサーバと連携して認識

から関連情報取得，情報表示を行う

というものである．クラウド上の認

識処理にさまざまな機能を用意する

ことで，幅広い対象の認識が可能と

なる．顔認識の場合は，さらに，プ

ライバシー保護の観点から，情報提

供者が許可した利用者のみが情報提

供者の顔を認識して関連情報を取得

できる制御機構を認識処理に導入し

ている．メンテナンス処理は，撮影

された画像を用いて学習処理により

認識性能を向上させるものである． 

顔認識を用いた場合の有効な利用

シーンとしては，特定多数から構成

されるグループ内における対面接客

を情報化するものがある．例えば，

受付担当者が「見るだけインフォ」

のメガネ型端末を装着して，来訪者

の目的や過去の履歴を確認すること

で，即座にサービスを開始したり，

サービス内容をパーソナル化したり，

適切なオプションを薦めたりするこ

とが可能となる（図6 ⒜）． 

文字認識を用いた場合の有効な利

用シーンとしては，認識した文字情

報を加工して適切な情報を提供する

ものや，ナンバープレートのように

文字をIDとして判定して他のサー

ビスにつなげるものがある．例えば，

海外旅行者が「見るだけインフォ」

のメガネ型端末を装着して，外国語

で書かれた料理のメニュー，地図，

路線図などを見ることで，その文字

を認識し母国語に翻訳することが可

 
 
 

＊7 拡張現実感（AR）：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． 

＊8 エコシステム：複数の企業が事業活動等の
分野で連携して，お互いの技術や資産を活
かし，消費者や社会までも巻き込んで，研

究開発から販売，宣伝，消費にいたる一連
の流れを形作る共存共栄の仕組み． 
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指輪型入力端末

メガネ型端末

メガネ型端末を通して見える映像

 
図7 「なんでもインタフェース」の利用イメージ 

能となる（図6 ⒝）． 

開発した「見るだけインフォ」を

CEATECなどでデモンストレーショ

ンを行い，以下のような知見を得た． 

①人の動作を阻害しないためには，

対象を見てから認識結果の表示

までを0.3秒程度以下とするこ

とが望ましい．認識処理に長く

時間がかかる場合は，認識中で

あることを明示して，結果が出

るまで待ってもらうようにガイ

ドする必要がある． 

②メガネ型端末に表示して，即座

に視認できる文字数は非常に少

ない．ディスプレイの解像度に

依存する面もあるが，我々のデ

モでは1行が10文字程度で3行

以上詳細な情報を表示すると，

文字を読むことに集中しなくて

はならなくなり，装着者の動作

が止まってしまった． 

③照明環境は多種多様であり，デ

モを行う場所ごとに学習を行う

必要が多いことがわかった．顔

認識の場合は，認識対象の追加

なども頻繁に要求される．した

がって，システムの機能の中で

最も利用時間が長いのは，撮影

された画像の整理・削除，これ

らを用いた認識系の学習，など

を行う認識メンテナンス機能で

ある．この機能を簡単に用いる

ためのユーザインタフェースの

整備と学習の自動化が全体の効

率化に大きく貢献する． 

これらの知見に基づいたシステム

の改良が今後の課題である． 

3.3 なんでもインタフェース 
「なんでもインタフェース」は，

ファイルやノートなど，身の回りの

物がタッチパネルディスプレイとし

て使えるようになる技術である．タ

ッチパネルディスプレイにしたい四

角い物を指でタップすると，タッチ

パネルディスプレイ同様に利用でき

るようになる． 

ノートPCや携帯電話などのモバ

イル端末は，いつでもどこでもコン

テンツ閲覧・操作ができ，非常に利

便性が良いが，モバイル端末の中で

も，特に携帯電話の画面はムービー

コンテンツなどを閲覧するにはまだ

小さい．大きな画面であることが望

ましいが，画面の大きさを大きくし

ていくと持ち運びは困難になってし

まう． 

一方，我々は日頃モバイル端末以

外にもさまざまな物を携帯している．

かばんの中には手帳やノートやファ

イルなど，携帯電話の画面よりも大

きい物がたくさん入っている．これ

らの物を画面として利用できれば，

大きいモバイル端末を持ち歩かなく

ても，いつでも大きな画面でムービ

ーコンテンツを楽しむことができる． 

「なんでもインタフェース」の実

現により，ユーザはコンテンツ閲覧

に適している大きさの物を身の回り

から選択することで，複数の画面の

大きさのデバイスを持ち歩かなくて

も，いつでも画面の大きさを自由に

選べるようになる． 

図7に「なんでもインタフェース」 

の利用イメージを示す．メガネ型端

末は，両眼用であり，現在は両眼に

同じ映像を表示している．カメラを

搭載したメガネ型端末と指輪型の入

力端末を用い，タッチパネルとして

使いたい物とユーザのクリック・ス

ワイプ（ページ送り）操作を認識する． 

ユーザが物を指でたたくと，メガ

ネ型端末に搭載されているカメラで

物を認識する．認識する物は四角形

に限定し，物の色情報と，四角形で

あることを利用して物を認識してい

る[4]．これにより，ARマーカーの

ようにあらかじめ決められた物では
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Tap

 
図8 タップした物へのコンテンツ画像重畳 

スワイプ スワイプ スワイプ

 
図9 小さい物認識時のUI 

なく，ユーザがその場で選んだ物を

利用することができる．認識した物

の大きさに合わせてコンテンツ画像

を重畳表示する．これにより物の大

きさでのコンテンツ閲覧が可能にな

る． 

図8は，ノートの大きさに合わせ

て，4つのアイコンが並んでいるコ

ンテンツ映像を重畳した図である． 

物がある程度大きければ，一画面

にアイコンを複数表示することがで

き，一覧性を保ったまま入力操作が

可能である．しかし，物が小さい場

合，一画面にアイコンが複数並んで

配置されていると，アイコンが小さ

くなってしまい入力操作がしづらく

なってしまう．操作しやすいUIは，

画面の大きさによって違うのである． 

そこで，物の大きさを認識し，物

の大きさに合わせたUIに自動で変

更した（図9）．ある程度大きい物

の場合は複数アイコンを並べ，一覧

性を重視した．小さい物の場合は，

操作しやすいようにアイコンは1つ

だけの表示とし，スワイプ操作で別

のアイコンを表示できるようにした． 

ユーザの入力操作の認識は，物を

たたいた時の振動（クリックしたタ

イミング）を指輪型端末（加速度セ

ンサ）で認識し，同時にカメラで指

の位置を認識する．これによりユー

ザの入力操作を検出することができ，

タッチパネルのような画面操作が可

能になる． 

なお，現段階では以下の課題があ

る． 

「なんでもインタフェース」は，

視野角23度と35度のメガネ型端末

を用いている．23度のメガネ型端

末ではA5のノートの一部にしかコ

ンテンツ映像が重畳されなかった．

35度のメガネ型端末であればA5の

ノート全体にコンテンツ映像が見え

る．しかし，A5のサイズの映像で

はまだ小さく，より大きな物に映像

を重畳するには35度以上の視野角

のメガネ型端末が必要である． 

また，来場者からはメガネ型端末

に表示される映像と実際の物が重な

って見えない，との声も聞かれた．

メガネ型端末に表示される映像は焦

点距離（奥行き方向の位置）が固定

である．そのため，映像が手に持っ

ている物よりもかなり手前に見えて

しまい，物に重畳されて見えない．

この解消のためには，物までの距離

を随時検出して，その距離に合わせ

た奥行きのある映像を表示するか，

ピントフリー（目の焦点位置に合わ

せて映像にピントが合う）の網膜投

射型のメガネ型ディスプレイを用い

ることが考えられる． 

3.4 空間インタフェース 
メガネ型端末でのUIの事例とし

て「空間インタフェース」というデ

モシステムを開発した（図10）※．

これは，現実と重なって見えている

CG映像が，現実の物に対してどの

ような反応を示せばより現実の物ら

しい振る舞いとなるかを物理シミュ

レーション技術によりリアルタイム

で計算することで，あたかも現実の

物のようにCG映像を直接的に操作

することができる技術である． 

操作は，メガネ型端末に写るCG

映像を操作対象とし，メガネ型端末

に搭載した赤外線センサにより検出

した視界の近接領域を認識し，それ

を操作手段とする．従来技術のよう

に人体・手の骨格モデルを利用しな

いため，操作する手段を問わない．

※「空間インタフェース」の一部に，2008年度
IPA（独立行政法人情報処理推進機構）未踏
IT人材発掘・育成事業の成果を利用していま
す． 
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図10 「空間インタフェース」の概要 

 
図11 ゲーム風ドコモダケ 

 
図12 くまの人形を操作する様子 

 
図13 画像を引っ張って伸ばしている様子 

ジェスチャーなどの特定のパターン

も利用しないため，操作方法を知ら

ずに利用しても，「現実の物であれ

ばこう動かせばこう動くだろう」と

いう予想の元に操作することができ

る．また，現実の物の動きを再現・

操作する技術であるため，コンテン

ツの作成においては，CGモデルの

形を変えるだけでさまざまな表現が

可能となる．例えば，丸や棒を人の

形に接続すれば人形になり，服の形

に布のCGを作ればバーチャル試着

システムとなる． 

CEATECの出展では，ドコモダ

ケが転がるゲーム風のデモ（図11），

クマの人形を触るように操作するデ

モ（図12），画像の拡大縮小・回転

操作のデモ（図13）を実施し，多

くの方に体感していただいた．また，

デモでは実施しなかったが，操作対

象となるCGの物理シミュレーショ

ン空間をクラウド上に置き，高速・

低遅延の通信回線を用いれば，CG

映像を通じた触れ合いのコミュニケ

ーションや共同作業が実現可能であ

る．実際に，LTE-Advanced＊9の実

験環境にて，ハイビジョン映像の双

方向伝送とその映像に対する物理シ

ミュレーションを処理するサーバを

経由する形でも，遅延が実用に耐え

うることも確認している． 

現状，頭部に搭載できるセンサの

都合上，現実空間の物を１つの平面

との重なりとして捉えており，コン

テンツもその平面上の２次元のもの

として 取り扱っているため，操作

手段となる現実の物を平面と垂直方

向に動かした場合に操作性が低下し

ている． 

今後は，立体的に空間を捉えられ

るセンサの小型化といったデバイス

の発展にあわせてコンテンツを改善

していきたい．また，本技術では，

力覚的なフィードバック手段をもた

ないため，押し返す力を感じること

はできないが，現実の物でCG映像

＊9 LTE-Advanced：LTEの発展形無線インタ
フェースであり，3GPP Release 10として
標準化が進められている． 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

N
TT

 D
O

C
O

M
O

 T
ec

hn
ic

al
 J

ou
rn

al



メガネ型端末で広がるモバイルサービス―インテリジェントグラスによるサービス利用シーンの提案― 

 44 NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル Vol. 22 No. 1

高機能・多様化

よりシンプルな構成で
小型軽量化

ネットワークＧＷ

携帯端末

複雑な処理は
クラウドで行う

 
図14 クラウド・モバイルネットワークの進化による端末の変化 

に触る様子が，リアルタイムで視覚

的にフィードバックされることで，

触感を錯覚しながら操作できる事を

目標としている．CEATECでも本

当に触っているような感覚で操作で

きるという意見を多くいただいた．

今後はこの操作感覚の生理学的見地

での評価・検証も進めていきたい． 

4. あとがき 
現在のメガネ型端末は，デバイス

の大きさ，重さ，バッテリのもち，

見える映像の大きさ（画角の広さ）

など解決すべき技術課題は多々残さ

れている．これらの課題の解決には

時間を要すると思われるが，メガネ

型端末の普及に伴い，徐々に解決し

ていくと期待している． 

今後のウェアラブル端末は，メガ

ネ型，腕時計型，リストバンド型だ

けにとどまらず，ますます多様化し

ていくだろう．そして，これらのウ

ェアラブル端末はネットワークGW

を介してクラウドに接続される．複

雑な処理はクラウドで行い，端末自

体は入出力を行うだけのシンプルな

デバイスとなっていく．処理をクラ

ウドで行ったとしても，モバイルネ

ットワークの高速・大容量化によっ

て低遅延で通信ができるため，スト

レスのない操作が可能になる．そし

て，入出力機能のみとなった端末は

小型化が進む（図14）． 

こうしてウェアラブル端末がモバ

イルネットワークやクラウドと連携

することによって，情報を手間なく

取得・操作できるだけでなく，それ

以外にもさまざまなサービスの可能

性が広がる．特に，端末を常時身に

つけているという特性を利用するこ

とにより，ユーザの行動や生体情報

がスマートフォン以上に取得できる

ため，それらの情報を使ってユーザ

1人1人に合わせた，より使いやす

いモバイルサービスが期待できる． 

一方でウェアラブル端末から取得

した個人の情報をどう守るか，ウェ

アラブル端末利用に対する社会の理

解をどうやって得て行くのかも合わ

せて考えていかなければならない． 
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