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タイトル：複合現実を用いた時空間情報システム

氏名：牧野隆平（情報理工学研究科・情報学専攻 1 年）

1. これまでの進捗報告

ものづくりコンテストでは未完成だった本

システムの完成度を高めた。改善点は、以下の

とおりである。2 章に追加した主要な機能につ

いて詳述する。現在、本システムを特許出願す

る方針を固めており、産官学や弁理士、特許事

務所の方々と打ち合わせしている状況である。 

(1) インターフェースの改善

(2) 江戸・東京街並み比較機能の追加

(3) デジタルテキスト機能の充実化

(4) 地理・歴史確認テスト機能の設置

(5) 問題作成フォームの設置

(6) 世界自然遺産巡り機能の追加

(7) 江戸浮世絵マップ閲覧機能の追加

(8) 拡張現実(AR)機能の大幅追加

(9) 参考文献・謝辞の追加

(10)アンケート・アクセスログ解析の追加

2．追加機能の詳細

〇デジタルテキスト機能の充実化

デジタルテキストを約 50 ページに増やし、江

戸幕府全 15 代将軍各々が行った政策を、空間

情報と照らし合わせながら把握可能にした。実

際に現地に足を運び資料収集をし、様々な文献

を基に独自作成したマップをテキストに反映

させた。また、AR 機能を付加し、各々の将軍

の政策と現代に与える影響を説明した授業動

画を閲覧可能にした。

〇地理・歴史確認テスト機能の設置

本システムを通して学ぶことができる問題を、

地理・歴史確認テスト機能にまとめた。60 題の

問題と、各々の選択肢がランダムで表示され、

テスト結果は PDF ファイルでダウンロードで

きる。これにより、利用者は自分で知識の定着

度を測ることができる。

〇世界自然遺産巡り機能の追加

世界の自然遺産や美しい風景のスポットを 3D
で巡れる機能を搭載した。各スポットに AR 機

能を付加しており、その地域の簡単な説明や動

画、3D モデルを表示できるようにした。 
〇江戸浮世絵マップ閲覧機能の追加

江戸時代の浮世絵で有名な、葛飾北斎の富嶽三

十六景(全 46 ヶ所)、歌川広重の江戸名所百景(99
ヶ所)、東海道五十三次(全 55 ヶ所) の浮世絵を

現在の地図上にプロットしたストーリーマッ

プを作成した。現代ではもう見ることのできな

い景色を、浮世絵を通して見ることができる。 

３．成果報告と今後

〇「授業のための GIS 教材」出版（古今書院） 
地理情報システム学会教育委員会編であり、

「地理総合」の先駆けとなる教材集に、本シス

テムの一部機能を掲載し、出版した。

〇G 空間 EXPO2017（2017/10/12～2017/10/14） 
Geoアクティビティコンテスト教育効果賞受賞 
G空間 EXPOは、地理空間情報高度活用社会（G

空間社会）の実現へ向けて、産学官が連携し、

地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する

場として、2010年から開催されている。この賞

は、地理空間情報に関する教育に多大な貢献が

期待できる応募者に授与される賞である。 

〇（今後）調布市小学校における授業実施

調布市内の小学校で、本システムを用いた授業

を計画している。現在、既に小学校側と打ち合

わせしており、近日中にも授業を実施する予定

である。



タイトル：教育用プログラミング言語『BeGIC』の開発

宮上 昌大（先端工学基礎課程、IMC コース、4 年、総合情報学科輪講） 
藤田 洸人（先端工学基礎課程、IMC コース、4 年、総合情報学科輪講） 
新倉 拓也（先端工学基礎課程、EMC コース、4 年、新誠一研究室） 
池田 透（先端工学基礎課程、IMC コース、4 年、西野順二研究室） 

1. 背景
今回開発した BeGIC 言語について、インター

プリタ部分の機能追加とデバッグを行った．教
育用プログラミング言語としての適性の有無
を確認するため評価実験を実施した．
2. 実験概要
本実験ではプログラミング学習の経験が殆

どない大学生 5名（男性：18～20 歳）を対象に
以下の実験を行った．
① プログラミング言語の基礎動作への理解度

を測る筆記テスト
② Java 言語と BeGIC 言語を用いたそれぞれ

のプログラミングテスト
③ テスト前後のアンケート
②ではそれぞれの言語についてあるパター

ンを描画するサンプルコードを用意し，それを
書き換えることで目標のパターンを描画する
テストを行った．
また①及び③は、もともとの知識と②の結果

との比較や，それぞれの言語への印象を調査す
べく実施した。①についての筆記テストは[1]を
参考にして作成した．
3. 実験結果
テスト②の結果を図 1に示す．各プログラミ

ングテストにおける被験者の達成度を実験担
当者が評価し定量化した．結果は Java よりも
BeGIC の達成度の方が高いことが確認できた． 
アンケート③の結果を図 2 に示す．横軸の数

値が理解のしやすさを示しており，このグラフ
からも BeGIC の理解のしやすさが確認できる． 

図 1 各プログラミングテストにおける達成度 

図 2 Java との理解しやすさの比較 
4. 考察

Java言語のテスト結果では関数の扱いが原因
で実行に至らないケースが見られたが，BeGIC

言語では関数を扱わないため直感的に変更す
べき場所を予測できたものと思われる．コード
を読んで言語を理解しやすいというコメント
などもあり，これらの結果及び考察から BeGIC

言語は教育に適していると評価できる．
5. 参考文献
[1] Saeed Dehnadi，Richard Bornat，" The camel

has two humps”，School of Computing,

Middlesex University，UK．
6. その他
[1] BeGIC_Wiki,

https://github.com/Ikepeeee/BeGIC/wiki
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タイトル：AIを用いた高度画像認識によるスポーツ競技記録生成
氏名	 3年総合情報学科	中理怡恒

3年知能機械工学科	鎌田俊輔	
2年情報理工学域Ⅱ類	南条宏貴	

1. 概要

	 いくつかのスポーツにおいて、スコアシートを書く必要がある。これに画像認識を用いて自

動で記録生成する。

2. 背景

様々なスポーツにおいて、競技の記録を人がアナログで記録している。	

スポーツによって記録の仕方が異なり、初心者が描くには試合の動向を目で追い、書式の通り

書かなくてはならない為、難易度が高い。また、書き慣れている人であっても試合の展開が早

い時などに、ミスが起こりやすい。そして、チームによっては、記録の仕方を知る人がいない

ことがあり、他チームにお願いすることもある。

	 そこで私たちは人員削減、人為的ミスを排除する為に、画像認識技術を用いて、機会が自動

でスポーツ競技の記録をするシステムを提案した。しかし、スポーツによって記録の仕方が異

なる為、今回はバレーボールの記録のみに絞った。	

3. 進捗状況

A) 得点

	 ボールをトラッキングし、どちらのチームの得点かを判定するのは困難な為、得点板

の変化に着目し、得点の記録をするようにした。しかし、得点板には様々な種類があり、

数字のフォントが異なる為、数字の認識の精度を高めるために数字認識のための学習に

ついて考える必要がある。	

B) ボール追跡

	 OpenCV でバレーボールの物体検出器を作成しためしてみたが、期待できる精度が出な

かった為、フレーム間の差分で物体領域を検出し、検出された物体領域から、人の領域

を引くことでボールの検出を試みている。フレーム間の差分を用いているため、高フレ

ームレートのカメラが必要となる。しかし、フレームレート数が高すぎると、計算処理

数が増えてしまう為、60fps のカメラで研究中。	

C) 人の追跡

	 ボールの追跡と同様、フレーム間の差分を用いての検出を試みている。期待できる精

度はまだ得られていない。	

D) スコアシートの生成

	 得点部分の記録を優先し開発中。得点部分の記録が出来次第、バレーボールの試合の

記録において、大変なサーブの打順を記録の部分の開発を行う予定。	
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タイトル：実世界拡張した安全な次世代ガンシューティングゲーム 
氏名 河野航大(情報理工学域Ⅰ類 2 年) 

伊藤弘樹(情報理工学域Ⅱ類 2 年) 
加藤敬太(情報理工学域Ⅲ類 2 年) 

 

1. はじめに 
「ガンシューティングゲーム」は銃を模したコントローラを用いてゲーム画面内の標的を狙い

撃つゲームである。本研究では、安全に従来のガンシューティングゲームを実世界に拡張する手

法を提案し、特に「自由な身体動作を可能にすること」と「平面的であった標的を実世界の立体

物にまで拡張すること」でゲーム体験の向上を試みた。本報告では、これまでの開発の成果及び

今後の展望を述べる。 
 

2. システム実装 
実際に実装を行ったプロトタイプシステムの構成を図１に

示す。本システムはカメラ搭載の銃型コントローラで壁など

に投影されたゲーム画面や実世界の立体物などの様々な標的

を狙い撃った際に、画像による高速な命中判定を行い、さら

に標的が様々なリアクションを返すことができるようにする

システムである。まず本研究では、ガンシューティングゲー

ムで重視される即応性を考慮し、カメラで高速に検出可能で

様々な標的を検出可能にする 3 種類(自発光型・投光器型・反射型)の赤外マーカを低遅延な無線

通信技術を用いて開発した。さらに銃型コントローラのトリガを一度引いたときに複数の赤外マ

ーカを僅かな時間差で連続発光させることで、標的の識別もリアルタイムに行う技術を開発した。

これらのシステムを用いることで、従来のゲームスクリーンだけでなく、実世界のオブジェクト

を標的にしたシューティングゲームを安全に体験することが可能になる。 
 

3. アプリケーション開発および展望 
本研究では上記技術を用いたアプリケーションの一つとして、画面の外に

ある実際の「風船」も標的にできるシューティングゲームアプリケーション

を開発した。この装置は風船全体を均一に赤外発光させることで正確な命中

判定を可能にしたもので、命中した際は無線信号で内蔵された直動アクチュ

エータを動作させ即座に風船を割ることができる。本研究ではこれらの成果

をまとめ情報処理学会主催のシンポジウム Entertainment Computing 
2017(2017/09/16-18@仙台)でデモ発表を行い、研究者や企業の技術者と議論

を行った(賞金は旅費および発表システムの開発費として使用)。また、本研

究ではこの技術をさらに拡張した実世界指向の対戦型ガンシューティング

ゲームを開発し調布祭で展示を行った。このシステムでは、向かい合う対戦相手やその周囲の可

動オブジェクト、またプレイヤーの背景にあるスクリーンに対する命中判定が可能になっており、

従来のようにただ画面の前に立つだけではなく、移動したり物陰に隠れたりなどのゲーム体験を

高める様々な動作が可能になっている。これらのシステムは製品化を検討中であり、今後は本シ

ステムと連動する様々なデバイスの開発やアプリケーションの開発を進めていく。 

図 1. システム構成図 

図 2．風船デバイス 



タイトル：コミュニケーショングローブ

氏名：前澤雄太郎（情報理工学域 1年） 

＜１，従来の機能と課題＞ 

（Ⅰ）機能 

 指と指の組み合わせによって付属のスピーカーから任意の音声が出力され，うまくしゃべれな

い人々でも音声での会話を可能にする. 

（Ⅱ）課題 

・音声の高音質化

・配線の無線化

＜２，現在進行中のプロジェクト＞ 

（Ⅰ）課題の解決 

 音声の高音質化については，スピーカーの質を変えるなどの解決策を取ってみたが，もともと

機械音声であるため聞き取り辛さにあまり変化はなかった．配線の無線化については，グローブ

間の赤外線通信により解決が見込まれているが，次の（Ⅱ）のプロジェクトをメインに進行させ

ているため，制作段階に至っていない． 

（Ⅱ）スマートフォンとの連携による通話機能の付与 

スマートフォンと連携し通話機能を付与することで，指の組み合わせだけで電話を可能にする

ことが出来る．これによってうまくしゃべれない人々でも電話を使うことが出来るようになり，

また，声を出すことが躊躇われるような場面においても活躍することが予想される．具体的な実

現方法については，グローブの音声データを通信によってスマートフォンの自作の通信アプリへ

送り，同じアプリをもつ相手とそのデータを送受信するといった方法を考えている．この実現の

ために，プログラミング言語，アプリ制作に関する知識，通信技術に関する知識などを勉強中で

ある．必要な知識を獲得次第，制作に取りかかる予定であるが，学ぶべき分野が広いこともあり，

まだ取りかかれていない． 

＜３，デバイスのアウトプット＞ 

ルネサスエレクトロニクス株式会社主催の GR デザインコンテストへ応募し，一次審査を通過

することは出来たが，二次審査におけるデバイスの提出期限に間に合わず，二次審査については

辞退した．間に合わなかった理由としては，スマートフォンとの連携を実現させるために必要な

時間を少なく見積もり過ぎたためである． 



《MEMO》 




