
　フィンランドは、面積約34万km2、人口約530

万人の北欧に位置する共和制国家であり、携帯電話

のノキアに代表されるような情報通信技術が進んだ

国である。フィンランドには、科学技術分野の公的

機関として1942年に設立されたフィンランド国立

技術研究センター（VTT）１）と呼ばれる非営利組織

がある。VTTの本部は首都ヘルシンキの郊外のエス

ポーにあり、その他国内に10か所の研究施設を有

する。労働・経済産業省の下部にフィンランド技術

庁（Tekes）があり、その下にVTTは位置する。役

割としては、大学が主に基礎研究を行い、産業界が

製品開発を行う中で、VTTは両者の橋渡しを行う応

用研究を行うことが期待されている。応用物質、バ

イオ、化学、エネルギー、マイクロテクノロジ－、

電子工学、情報通信技術（ICT）などを重点分野と

して研究を行っている。年間の売上高（受託研究な

ど）は、2億9,000万ユーロ（約320億円）である。

VTTには約3,000名の職員がおり、そのうちICT分

野には500名の職員がいる。ICTの中に、VRやAR

に関連する研究チームが14個あり、筆者の一人で

あるProf. Charles Woodwardが率いるARチーム２）

には10名の研究員がおり、年間予算200万ユーロ

（約2億円）で日々研究活動を実施している。

　VTTのARチームでは、これまでにARの一般的な

分野への応用研究を数多く実施してきている。例え

ば、ARカタログは、ウェブカメラが付いたヘッド

マウンテッドディスプレイ（HMD）を装着してカ

タログを見ると、カタログ上のマーカーにより、3

次元プロダクトモデルが立体視で見えるものであ

る。家具の設計を目的に、部屋の中にマーカーを置

くと、パソコンや携帯電話のカメラ等にソファや

テーブルの3次元CG画像が現れるARStudioを開発

した。製造業の現場では、オーグメンテッド・アセ

ンブリ技術により、マーカーと部品を関連付けて、

部品のアセンブリ方法を確認したり、トレーニング

したりすることに利用できるようAR技術を提供し

ている。

　ARチームでは、ARのみならず、MR ／仮想世界

技術を用いたインターネットを使った遠隔会議シス

テムの研究やマルチタッチ・ディスプレイとCAVE

（多面立体視表示システム）を連動させたVRシステ

ムの開発も行った。

　VTTのARチームでは、こうした応用技術を開発

するためのツールとして、プログラムのサブルーチ

ンライブラリ“ALVAR”を開発している。ALVARは、

A Library for Virtual and Augmented Realityの略

である。VTTのウェブサイトからプログラムのダウ

ンロードが可能であり、パソコン、携帯電話、携帯

端末などで動作し、代表的なVRソフトの一つであ

るDassault社のVirToolsのプラグインもある。ただ

し、ALVARが無料で使用できるのは試用と非営業

用であり、もし商業的に使用する場合はライセンス

契約を交わす必要がある。

　これらのARに関する研究成果は、VTTのARチー
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ムのウェブサイト２）に、ビデオ、デモ、スライド、

論文などの形式に分類して掲載している。是非参

照されたい。

　VTTのARチームでは、ここ数年、建設分野をAR

技術の最重要応用分野としてとらえ研究開発を

行 っ て い る。 建 築 分 野 で は、BIM（Building 

Information Modeling）が話題となり、建物のプロ

ダクトモデルであるIFC（Industry Foundation 

Classes）と建設プロセスを表現する工程スケ

ジュールデータを統合化した4次元モデルが多くの

研究者によって盛んに研究されている。

　そこで、VTTでは、建設現場において、4次元モ

デルの考え方に従い、BIM情報を施工プロセスに

従って順番に見せることによって、施工計画、安全

衛生計画および事後対応管理を行うことができる携

行型AR（MR）システムを開発することとした３）。「ビ

ルディングと建設のためのAR（AR for Building 

and Construction）」という意味合いから“AR4BC”

と名付けた。間の「4」は、英語の“for”と同じ発

音であることから、このように使ったが、同時に4

次元モデルの4という意味も込められている。

　AR4BCのシステムアーキテクチャを図ー１に示

す。本システムは、4DStudio、MapStudioおよび

OnSitePlayerの3つの主なパートからなる。

　4DStudioは、BIMモデルに時間軸を与えて、構

造物の4次元モデルを作成したり、修正したりする

ことができるモジュールである。4DStudioには、

現場からの情報を4次元化して可視化する機能もあ

る。4DStudioは、建物プロダクトモデルデータ

IFCと工程データ（例えばMicrosoft ProjectのXML

データ）が入力されると、両者をリンクさせるこ

とにより4次元BIMモデルに変換する。図ー２に

4DStudioにおいて施工プロセスデータがリンクさ

れた建物モデルを示す。このシステムを用いれば、

任意の日付における施工途中の建物の様子を、す

でに完成している部分、現在作業中の部分、以後

施工する部分と区別して見ることができる。

　MapStudioは、Google Earthのような地図デー

タ上に、BIMモデルを、その位置情報と方向を元

に正確に設置する機能を有し、周辺の情報を書き

加えることもできるモジュールである。図ー３に、

MapStudioを用いて、地図データ上に正確に置か

れたBIMモデルを示す。

　OnSitePlayerは、主に事務所で4DStudioと

MapStudioによって作成されたプロジェクトデー

タをもとに、現場において現実の映像に4次元BIM
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図ー 2　4DStudioにおける工程と施工途中段階のBIMモデル
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モデルをAR機能によって重畳して見せることがで

きるモジュールである。現場において巨大な構造

物をAR表示するためには、ユーザーのカメラの位

置と向きを現実空間の中で正確に合わせる「位置

合わせ」が重要である。簡易的なGPSをユーザー

が持つことにより、Google Map上に自分の位置

情報を示すことができるが、誤差が10メートルは

発生することを覚悟しなければならない。

　そこで、本システムでは、Google Map上でユー

ザーが容易に、自分の位置を調整できる機能を設け

た（図ー 4）。次に、カメラの向きを正確に設定す

るために、オプションとして、画像の中に入るラン

ドマークになるような目立つ、高い1本の煙突のよ

うな構造物をプレースマーク（場所の指標）として

選択し、予めMapStudio上でのその位置を特定した

後、現場で画像上に移るプレースマークを選択する

ことにより位置合わせを正確にできるようにした

（図ー 5）。このようにしてOnSitePlayerによって建

物のBIMモデルをAR表示した映像を（図ー 6）に

示す。

　日光が強い環境では通常のノートパソコンや

PDAのディスプレイでは、映像が見えにくくなる

ことから、HMDも利用できるようにした。しかし、

その場合、マウス操作がしにくくなることから、

任天堂のWiimoteを入力装置として利用できるよ

うにした。また、携帯電話のカメラとGPS、デジ

タルコンパス等の機能を用いたシステムも開発し

た（図ー 7）。

　カメラを動かさなければ、これで十分であるが、

実際は当然、移動させることになるから、トラッ

キング（追跡、追尾）機能が必要である。机上で

あれば、ARToolKitに代表されるマーカーを使うこ

とで解決できるが、屋外ではあまり実用的とは言え

ない。そこで、本システムでは、映像内の既知の構

造物の角などの「特徴点」を複数個、ユーザーに選

択してもらい、それらの位置座標を与えることによ

りトラッキングができるようにした（図ー 8）。

　また、OnSitePlayerでは、実在しないこれから

施工する建物のCG画像を表現する際に、単純に4

次元BIMのCGをビデオ画像に重畳するのではな

く、太陽の向きや天気、時間帯などを考慮したフォ

2
3

1

フィンランド国立技術研究センター（VTT）における
ARとMRの建設分野への応用について

Part 1

図ー 4　 OnSitePlayerを用いてGoogle Map上に表示されたユー
ザーのカメラの位置と向き（左の〇）およびプレースマ
ーク（右の〇）

図ー 3　MapStudioを用いてGoogle Earth上に設置されたBIMモデル 図ー 5　 プレースマークとなる煙突と煙突の位置を特定するマーク
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トリアリスティックなCG画像を表示するようにし

た（図ー 9）。実際に建物の一部が出来上がりつつ

ある写真（図ー 10）と比較すると、画像の品質

の高さが確認できる。

　我々は、本システムを実際の施工現場に試験的

に適用させて、検証を実施している（図ー 11）。

　今後の課題としては、最近の大規模な建設現場

では、正確なGPS、すなわちディファレンシャル

GPSやRTK-GPSが利用されるようになっている

ことから、こうしたシステムを位置合わせとトラッ

キングに利用できるようにシステム化することが

挙げられる。また、本システムの正式な現場検証
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図ー 7　 カメラ付きの携帯電話のディスプレイ上に表示される
ARの建物画像

図ー 8　 構造物の特徴点のデータ

図ー 10　 一部出来上がったビルディングの写真（ARによる合成
CGはない）

図ー 9　 OnSitePlayerにおけるARによって得られたBIMのCG画
像と周辺の実映像

図ー 6　 OnSitePlayerによって建物のBIMモデルをAR表示した映像
（上は遠景、下は近景）
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を行い、現場のユーザーの要望などを取り入れて、

より使いやすいシステムに改善していくことが挙

げられる。日本の建設会社や事業者、設計者など

に本システムを試用してもらい、共同研究ができ

れば幸いである。
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図ー 11　 建設中の施工現場において4次元BIMモデルをAR4BC
システムで表示させた映像
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