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This paper discribed novel communication tool ‘3D-CoSMo’ which use mobile camera. 3D-CoSMo
enables for a reciever active observation an object information which exist in front of an out-of the
way person who has mobile camera, because 3D information is sended from the person.
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はじめに

モバイルカメラから得る動画を利用した、いつでも・ど
こでも・だれでも利用できる、新しいコミュニケーショ
ンツール「 3D-CoSMo 」を提案する。3 D-CoSMo は、送
り手の前にある物体の情報を、立体視できる形で遠隔地
にいる相手に提供し 、自由な視点から閲覧可能にする。
自分の目の前に存在している物体の情報を、他人に伝
えたいと考えた場合、我々はどのようなコミュニケーショ
ンの手段を持っているだろうか? 伝えたい人が隣にいる
場合には 、その人に物体を見せ、実際に触れてもらいつ
つ言葉を添えるなどして、直接的にコミュニケーション
をおこなうだろう。一方で 、伝えたい人が離れた場所に
いる場合はど うだろうか? 以前は困難であった遠隔地間
の情報伝達は 、通信技術の発達により、様相が大きく変
化している。最近では 、携帯端末が普及し 、通話の機能
以外にも、文字や画像による情報交換が可能となってい
る。特に画像を用いた視覚的なコミュニケーションは、送
り手が目にする物体や景色を伝えたい場合に、有用なコ
ミュニケーションの手段となっている。
しかし 、携帯端末による画像を用いたコミュニケーショ
ンは 、相手が隣にいる場合の直接的なコミュニケーショ
ンと比較し 、十分な伝達が出来ているとは言えない。こ
の理由はいくつか考えられるが 、筆者らは特に、

• 物体はもともと３次元であるのに対し 、２次元の画
像を伝達手段としているので 、情報の欠落が起きる
• 画像は送り手の視点で取得され 、受け手は、送信さ
れてきた画像を見るだけの受動的な立場である
といった事柄に注目する。
本稿では、これらの欠点を克服した、新しいアプリケー
ションを提案する。デジタルカメラや携帯端末の付属カ
メラにより取得した動画を利用して、遠隔地間の情報伝
達を、より円滑におこなうソフトウェアシステムを構築
する。
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3D-CoSMo の概要

提案するアプ リケーションは 、モバイルカメラの所有
者が 、目の前に存在する物体に関する情報を、遠隔地に
いる相手が自由に視点を選べる３次元形状の状態で、伝
達するものである。これより、アプリケーション名を 3DCoSMo(3-Dimension Communication Service for Mobilers’) とした。本章では、3D-CoSMo の概要を説明する。
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図 1: システムの概念図

2.1 ソフト ウェアシステムの仕様
3D-CoSMo は、サーバ・クライアント型のソフトウェ
アシステムで構成される。サーバは 、ネットワーク上に
設置された高速な計算機であり、入力された動画を元に、
物体の３次元形状を生成する。クライアントはユーザが
持つモバイルカメラであり、本システムでは 、対象物に
関する動画を取得するためと、復元された３次元形状を
閲覧するために用いられる。
開発に際し 、アプリケーションには以下の条件をおく。
1. 情報伝達の対象とする物体は、模様 (テクスチャ) を
有する。
2. 情報伝達の対象とする物体は、両手に収まる程度の
小型物体とする。
3. モバイルカメラから取得する動画は、静止した物体

に対しカメラを動かして得た動画、または静止した
カメラに対し物体を動かして得た動画を指す。

1. 、2. は 、本システムでおこなう３次元形状復元の手法
に関する条件である。さらに 3. は、提案するアプリケー
ションが 、日常生活に存在する物体を対象とし 、あたか
もその物体が目の前に存在しているかのような臨場感の
伝達を目的としているからである。
2.2 ソフト ウェアシステムの流れ
3D-CoSMo のソフトウェアシステムの流れを示す。

物体の範囲指定

• モバイルカメラのユーザ (以下、クライアント ) は 、
任意の対象物を捕らえた動画を取得し 、サーバーに
転送する。

動画の録画、再生、設定の操作
キャプチャ画面

• サーバは、送信された動画から、コンピュータービ
ジョンの手法を用いて、映り込んだ物体の３次元形
状を復元する。

動画の送信

録画、再生の切り替え

図 2: 動画キャプチャGUI

• サーバは、復元した対象物の３次元形状をクライア
ントに返信する。
• クライアントは復元した形状を、視点を自由に変え
られる３次元ビューワをにより閲覧できる。さらに、
他のクライアントに自由に送信できる。
概念図を図１に示す。このシステムでは、動画像から物
体の３次元形状を復元するといった負担の大きい処理を
サーバでおこなっているため 、デスクトップに接続した
小型カメラはもちろん 、計算処理能力を持たないデジタ
ルカメラや、処理能力が低い携帯端末を 、クライアント
の対象とできる。また、枠組みとして、インターネット
や内部 LAN 環境での利用を想定しており、ネットワーク
を介して情報のやり取りが可能である。
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3D-CoSMo の実用例

動画の取得
動画の取得方法は２種類ある。

• 3D-CoSMo 専用の動画キャプチャソフトを利用し 、
PC に接続した小型カメラにより取得する。

図 3: VRML ビューワで表示したグローブの３次元形状

• デジタルカメラなどの動画取得機能を利用して、avi
ファイルとして取得する。
図 3,(1) は 、筆者等が 開発し たソフトウェア「 CoSMocapture 」のスナップショットである。動画を取得・再生
し 、フレームレートなどの設定を変更することができる。
また、送信ボタンが用意されており、取得した動画を直
接サーバに転送する機能も付属している。
３次元形状復元
取得された動画を処理し 、映り込んだ物体を立体的に
復元する。
「 CoSMo-capture 」で取得された動画はそのま
ま入力し 、avi ファイルの動画については、適切な間隔で
画像を切り出して処理に用いる。ここでは、複数枚の画
像を処理し３次元情報を獲得するために、コンピュータ
ビジョンの分野の手法を適切に組み合わせ、物体の密な
３次元形状を獲得している。
復元した３次元形状を見やすいデータとして加工し 、
VRML 形式のデータに変換する。これにより、OS 等に
依存しないデータとして配布可能にする。
ビューワによる閲覧
図 3,(2) は 、本ソフトウェアを用いて復元した３次元
形状を VRML ビューワを用いて表示した結果のスナップ
ショットである。マウスによる実時間操作が可能であり、
任意の視点から、物体を閲覧できる。
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まとめ
本開発では、

• モバイルカメラを利用することにより、いつでも、ど
こでも、だれでも情報伝達が可能である。
• 自由に視点を変えられる形態で伝達がおこなわれ 、
受け手が能動的に情報を取得できる。
• ネットワークの利用により、ある人が取得した３次
元形状を多数の人で共有することができる。
といった特徴を持つ、モバ イルカメラを用いた新しいコ
ミュニケーションツール「 3D-CoSMo 」を提案し 、アプ
リケーションを構築した。
当開発作業は IPA の「未踏ソフトウェア創造事業 (未
踏ユース) 」の採択案件としておこない、IPA から開発補
助を受けると共に、電気通信大学教授竹内 PM より開発
時に指導、アド バイスを受けた。

