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円筒面で利用可能なARマーカ 
AR Marker for Cylindrical Surface 
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現実の風景 

カメラで撮影し， 
ディスプレイに表示 

デジタル情報を付加 

表示される画像 

マーカベースAR 

 二次元マーカはカメラ姿勢の推定，拡張現実等 
広い研究分野で利用されている 

 

 

 

 

 

 

 使用方法の単純性，認識の安定性からマーカ
ベースARは今後も利用されるといえる 



Chiba Univ. 

ARToolKit ARTag 

研究背景 

 ARToolKitやARTagでは黒い四角の縁をもった
マーカを使用している 

 

 

 

 

 

 

 四角形の4つの角をもとに変換行列を計算 

   →画像上でマーカが歪むと検出できない  
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平 
面 

円 
筒 
面 

円筒面上の場合， 
・歪みやオクルージョンのため，マーカ検出できない姿勢がある 
・歪みのため，正しく仮想物体を表示できない 

従来手法の問題点 
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Uchiyama, Marchand:Deformable random dot markers. 
proce. of  ISMAR, pp.237-238 (2011) 

フレームごとに歪みを補正し，歪んだ面でも認識可能 
→1フレーム目は平面でなくてはならない 

歪みに強いマーカ 

 Deformable random dot marker 
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 はじめから曲面に配置されていても認識できる
マーカを作成する 

 この研究では比較的に人工物に多い円筒面に注目 

 

 

 

 円筒面上においても検出可能なARマーカの提案 

 円筒面上に適切な仮想情報の提示 

 

研究目的 

研究目標 

研究目的と目標 
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マーカ検出点群 

 左右にそれぞれ4つの点 
 マーカ検出に用いる 
 間隔は任意 
 →4点の複比をID情報として用いる 

← 円筒の中心軸とマーカ検出点群が 
  平行になるように配置 

曲率算出点群 

 上下にそれぞれ5つの点 
 曲率推定に用いる 
 間隔は一定 

このマーカをCURV(Cylinder's Unfixed Radius Valuation) Markerとする 

提案マーカ 
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 同一直線上にある4点の複比cr(A,B,C,D)は 

 以下のように定義される 

 

 

 任意の直線への射影変換による 

 像をA',B',C',D'とすると 

 

 

→複比は射影変換によって不変 

 →直線上にある4点の複比はカメラで撮影した 

  画像平面上でも一定の値になる 

 

複比とは？ 
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曲率・法線推定 

提案手法の流れ 
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 円筒の中心軸とマーカ検出点群が平行になるように配置
されているため，マーカ検出点群の直線性は保たれる 

  →マーカ検出点群の複比も一定に保たれる 

 点群の直線性から検出，複比から識別を行う 

点群の検出 
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 抽出した楕円の中心のなかで 

 4点が一直線上にある 

 中心点が白で点の間が黒 

 長径が大きく変化していない 

 となっている点の組み合わせを探す 

 4点の複比がマーカのものと一致
しているか識別を行う 

 

マーカ検出点群の検出，およびID識別 
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 見つけたマーカ検出点群の位置を基に 

 中心点が白で点の間が黒 

 マーカ検出点群の近傍である 

 2点を結ぶとマーカ検出点群と平行になる 

 長径と2点の距離が大きく変化していない 

 となる2点を探す 

 見つけられた2点の位置を 
基に探索を繰り返す 

 

 

曲率算出点群の検出 
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曲率計算の流れ 

 曲率算出点群から面を分割し，それぞれの変換行
列を求める 

 変換行列から，面同士の角度が求められる 

 マーカの大きさは既知 

 →角度から半径などの円筒の情報が求まる 
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 マーカ法線と同じ法線をもつ仮想平面Pを考える 

 平面S1から平面Pへの変換行列T1Pは 

 

 

 

 

 

 r は θで求められるので 

 T1Pの成分は全てθによる 

 S1の位置姿勢とθのみで 

 法線方向が推定可能 

 

法線推定 
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実行速度 約15fps 

カメラ 

製品名 HD Pro Webcam C910 (Logicool)  

解像度 640 × 480 

フレームレート 30 fps 

PC 

OS Windows 7 

CPU Intel Core-i3 550 3.2GHz 

メモリ 4GB 

実験結果 
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マーカが複数あったとしても 
きちんと識別できる 

青い円錐を表示 赤い円錐を表示 

複数マーカの認識 
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 仰角θ，回転角φを5degずつ変えながら 

 認識できるかどうかの評価実験を行う 

 

評価実験 
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ARToolKit Deformable Random 
Dot Marker 

比較対象 
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ARToolKit 

Deformable Random 
Dot Marker 

提案マーカ 
（曲率推定+位置姿勢推定） 

提案マーカ 
（位置姿勢推定のみ） 認識率[%] 

縦軸：回転角φ[deg]，横軸：仰角θ[deg] 

計測結果 
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ARToolKit 

Deformable Random 
Dot Marker 

提案マーカ 
（曲率推定+位置姿勢推定） 

提案マーカ 
（位置姿勢推定のみ） 認識率[%] 

縦軸：回転角φ[deg]，横軸：仰角θ[deg] 

計測結果 
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マーカから取得した情報を用いて 
物体形状に合った仮想物体を表示が可能 

物体形状に合わせた重畳表示 
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マーカから取得した情報を用いて 
物体形状に合った仮想物体を表示が可能 

物体形状に合わせた重畳表示 



Chiba Univ. 

缶や瓶などの表面に 
CM映像などを表示することができる 

応用例～円筒面上に動画を表示～ 
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研究目標 

円筒面上においても検出可能なARマーカの提案 
円筒面上に適切な仮想情報の提示 

提案したマーカが円筒面上でも検出可能なことを示した 
物体形状を取得し，その情報を用いて重畳表示を行った 

まとめ 

結果 



想定される用途 

 本技術は，身の回りにある様々な円筒形状のも
の（例えば，ビン，缶，電柱）に仮想情報を重
畳表示することが可能である．そのため，案内
表示など必要な人にだけ必要な情報を提供する
事が可能となる． 

 また，薬のビンなどに使用することで，必要な
人にしか中身が分からなくするなど，セキュリ
ティにも利用可能である． 



実用化に向けた課題 

 マーカをもう少し目立たなくし，他のデザイン
と調和できるような工夫が必要．このような
マーカデザインを現在検討中． 

 処理速度を高速化し，さらに安定した処理がで
きるようにアルゴリズムの改良が必要． 

 また，曲面だけではなく折れ曲がった面への対
応を現在検討中． 



企業への期待 

 新しいAR技術の応用を考えている企業との共同
研究を希望． 

 応用方法，マーカデザイン，情報の提示方法 
など 

 

 AR技術は，今後ますます様々な場面で利用され，
一般にも普及して行くと考えられる．実証実験，
商品化も含めて連携を考えたい． 
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