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1.  はじめに 
 
従来，土木現場でも建設現場でも地面にマーキング

用杭を打つことが通例になっている。例えば，現場の

基準位置や，外壁線・通り芯や，墨出し・丁張り，杭

打ち等の位置に，マーキング用杭が打たれる。しかし

ながら，現場では，様々な重機が走り回り，現場内の

マーキング用杭が損失し、再度測量しなければならな

い場合が多いという問題がある。 
また，現場で，部材の確認や進捗状況を把握する際，

雨の日や強風時には図面を持ちながらの作業は難しい。 

本研究では，建設現場で抱えている上記の問題を解

決するためのシステムをテレイグジスタンスの概念を

用いて構築すること目標に，そのシステムで使用する

要素技術の検証を目的としている。 

さて，現場で使用するシステムは，軽量で操作性の

良いウェアラブルシステムが期待される。そこで，VR 
(Virtual Reality)で作成した位置マークを地表面の実画像

と共にヘルメットに搭載した HMD (Head Mouted 
Display)に表示したり，出来形を示す VR 構造物を実画

像に重畳して HMD に表示して進捗状況を確認したり，

AR 画像の伝送や双方向の音声伝送のなどの実験を行っ

たので，その結果を以下に述べる。 

 

2.  テレイグジスタンス 
 

テレイグジスタンスとは，字面では「遠隔存在」で

あり，人間が恰も遠隔に居るような異空間の存在感を

持たせるという概念であり，換言すれば，「人間をユビ

キタスにする」概念である。もともと，この概念の発

案は，ロボット遠隔操作技術に関して，恰も自分が遠

隔に置いたロボット内に居て，ロボット操作を現場で

行っている感覚を創造することからであった。 

この概念を具現化するための技術が，視覚，聴覚，

臭覚，触覚，味覚という人間の五感を刺激するデータ

伝送技術であり，環境パラメータの温度や湿度は，デ

ジタル化して，高速伝送ができ，遠隔環境のシミュレ

ーションが可能である。 

視覚伝送は，ビデオカメラの画像伝送，聴覚伝送は，

マイクとスピーカーの音声伝送で達成できるが，一般

に許可された通信環境の範囲では，現在の伝送速度は

かなり遅いのが現状である。 

臭覚伝送については，未だで研究段階で，資生堂な

どが取り組んでいるのは，匂いセンサーで感知した香

りをデジタル化して送信し，受信側で香り合成器によ

り送信側の香りを合成して再現する技術である。映像

の場合は，光の三原色により殆どの色を再現できる。

しかし，構成する匂いの三原臭の類が未だに不明で，

臭感覚の再現は今後の研究課題となっている。 
触覚伝送については，ロボット研究部門のある大学

で盛んに研究されており，「触覚カメラ」や「触覚ディ

スプレイ」なる機材などが研究されていおり，臭覚伝

送と同じように，生体センサの特徴に対応する情報を，

三原触（仮称）のような，触感覚の再現を可能とする

仕組みを研究しているが，未だ，研究段階である。 
テレイグジスタンスの概念を具現化する技術の現状

は上記の段階であり，本来の意味でのテレイグジスタ

ンス環境の創生には，まだ時間が掛かりそうである。  
しかしながら，テレイグジスタンスの概念を支える

要素技術の中で，AR (Augmented Reality)技術はすでに

実現可能である。AR 技術は，実画像に VR 画像を重畳

してモニターに表示する技術であり，建設業における

様々な場面で応用できる。以下に，建設現場に適用す

ることを目指した実験の概要と結果を示す。 
＊１ 技術センター 建築技術開発部 

ニューフロンティア技術開発室 
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3.  ウェアラブル・システム 

図－３ VR 線，カメラ，マーカー位置 
Fig.3 Positions for VR lines, cameras and markers 

カメラの位置

 
3.1  機器構成 

AR技術を用いた，部材管理，位置管理，文書管理を

支援する，ウェアラブル・システムを構築した。開発

したシステムを MIRPOS （ Mixed Realty Positioning 
System）と呼んでいる。図－１にMIRPOSの機器構成お

よびデータの流れを示す。同図ではまた，MIRPOSが
現場サイトと事務所に置かれたサーバーとの画像と音

声の送受，さらに，サーバーからインターネットで遠

隔に配信するシステムであることを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  装着状況 
図－２は，本システムを装着するイメージと実際に

装着した状況を示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  実験概要 
 
4.1  実験概要 
実験では，カメラの位置からマーカーを視野に入れ

て，AR 表示の精度検証を行った。 
4.1.1  実験１ 線 AR 表示 
 今井１）は，現場サイトで帳張りをしたり，レーダー

計測をしたりする際に，本システムを使用することを

念頭に，10m×10mの領域に設定した 18 本の計測線の

VR画像を作成し，AR表示を行って，表示精度の検証

実験を行った。図－３は，この実験で用いたカメラの

位置およびマーカーの位置とグリッド状のVR線の位置

を示している。 
4.1.2  実験２ 出来形 AR 表示 
今井１）は，高レベル放射能廃棄物の地層処分の 1 つ

方法として 1.6mのキューブを用いて定置する方法が提

案されており，その定置に関する出来形管理を念頭に，

板で 1.6mのキューブを作成して，定置実験を行った。

図－４は，この実験で用いたカメラの位置およびマー

カーの位置とVR出来形の位置を示している。 

 

4.1.3  実験３ 位置マーク AR 表示 
現場では，通常，基準位置や，外壁線・通り芯や，

墨出し・丁張り，杭打ち等の位置に，マーキング用杭

が打たれるが，様々な重機が場内を移動する際に，そ

のマーキング用杭が損失する場合があり、再度測量を

余儀なくされることは１.で述べた。この場合，再計測

すれば，余計な経費がかかる。この問題を解決するこ

とを念頭に，最初測定された現場基準位置からの相対

位置として各杭位置が設定され，保存されている場合，

その位置データをウェアラブル PC に予め登録し MR 
(Mixed Reality)表示する実験を室内で行った。図－５に，

実験で用いたマーカーと VR マーク位置を示す。 
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図－１ MIRPOS の機器構成とデータフロー 
Fig.1 MIRPOS devices and data flow 
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図－２ ウェアラブルシステム 
Fig.2 Wearable System 

図－４ VR 出来形，ビデオカメラ，マーカー位置 
Fig.4 Positions of VR as final shape, cameras and markers 
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4.1.4  実験４ 建物 AR 表示 
建物や構造物の工事を行う場合，その設計図などが

CAD 図で提供されている場合，それを内部まで作り込

んだ VR で作成し，設定された位置に表示したり，内

部をウォークスルーすることを念頭に，およそ 35％に

縮小した建物を室内で VR 表示する実験を行った。 

4.2  実験結果 

4.2.1  実験１ 線 AR 表示 
実験は，PCにウェブカメラを接続した簡易な実験で

あった１）。図－６は，ウェブカメラでマーカーが写る

ように実験ヤードの画像を取得している状況である。

位置は，図－３の⑤の位置である。また，赤い十字は，

1mグリッドの格子点である。その時のPCのモニターに

表示された画像が図－７である。本来，線はVRMLフ
ァイル形式では表現できないので，幅の狭い角柱をVR
化して，恰もVRの線であるかのように表示している。

この実験では，マーカー「う」の位置に誤差を含んで

いたため高さ方向で 10mm程度の誤差を生じた。 

図－５ 室内実験のマーカー位置と VR マーク表示位置

Fig.4 Positions of markers and VR marks 

4.2.2  実験２ 出来形 AR 表示 
 高レベル放射能廃棄物の地層処分では，決まった位

置に決まった箱を置くことが管理される。そこで，予

め VR の出来形をフレームで作成し，それを表示した

PC のモニター画面を図－８に示す（図－４参照）。VR
の表示は，マーカーの位置設定が良かったので精度良

く表示できた。図－９のように，フォークリフトで

1.6m×1.6m の板で作成したキューブを設置した。PC
のモニター上に表示された設置状況を図－１０に示す。

図－１０から分かるように，表示された出来形の VR
枠の中に，キューブが設置できた。 
 
 
 
 
 
 
 

図－８ 出来形 VR 表示状況 
Fig.8 Condition of displaying 

 VR cube frames 

図－９ 作業イメージ

Fig.9 Working image 
 
 
 
 
 
 グリッド格子点 

 
図－６ 線 VR 表示の実験状況 

Fig.6 Condition of experiments on displaying VR Lines  
 
 
 
 
 

図－１０ 最終設置状況と出来形 VR 
Fig.10 Condition after setting cubes and VR cube frames 

 
4.2.3  実験３ 位置マーク AR 表示 
実験を行う室内に，基準点を設定し，図－５に示し

たように，マーカーを予め設定した位置に配置し，VR
図－7 線 VR 表示状況 

Fig.7 Condition of VR Line display 
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マーク表示の予定位置に黄色のビニール・テープで X
字型に床にマーキングした。 

実験は，マーカーを認識できる場合と，マーカーを

認識して自分の位置をリセットした後，マーカー認識 

が視界から消える場合である，VR マークと床のマーキ

ングから表示精度を検討した。図－１１に，その実験

結果を示す。マーカーを認識していれば，1～2cm 以内

に VR マークが表示できるが，視界からマーカーが消

えると，VR マーク表示が 5～10cm 程度の誤差が出た。 

図－１３ 室内で VR 建物表示 
（２F のホールおよびベッドルーム） 

Fig.4 AR display of a VR house(a hall of 2F and a bedroom）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4  実験４ 建物 AR 表示 

 建物の内部まで作成した VR 建物を，さらに縮小し

て，室内で AR 表示した。図－１２に示すのは，建物

の外観およびベランダの AR 表示である。また，図－

１３は建物内部のウォークスルーをしている際の表示

例で，ある。 

 

5.  まとめ 
使用される分野や状況を想定して，AR 技術を用いた

現場支援システムのプロトタイプを作成し，実験を行

った。AR 表示は，HMD あるいは PC モニター画面に

表示され。結果を見ると，各場面で，十分に適用でき

ることが分かった。但し，マーカーが視界にない場合

の AR 表示精度については，さらなる精度向上を図る

必要がある。また，画像や音声の伝送はかなり遅い。 

図－１１ マーカー認識と VR マーク表示位置 
Fig.11 Recognition of markaers and VR mark displays

 

6.  おわりに 
今後は，本システムの課題を解決し，また，新たに，

部材に付した QR コード（２次元バーコード）などの

マークを読み，その情報を表示したり，紐付けした関

連情報の表示したり，さらに，実画像と VR 画像のズ

レの計測や，盛土量の計測などを行う機能を本システ

ムに追加していきたい。画像や音声の伝送についても

高速度化を検討したい。 
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マーカー認識 マーカー認識

マーカー認識せず マーカー認識せず

図－１３ 室内で VR 建物表示（外観およびベランダ）

Fig.4 AR display of a VR house（appearance and veranda）
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