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(57)【要約】
【課題】危険な個所が時間的に変化する場面において、
危険な個所をより適切に報知することを目的とする。
【解決手段】危険対象の状態毎の危険な範囲を示す危険
範囲情報、及び危険対象の位置を示す危険対象位置情報
を読み込み、当該情報提供装置の位置を示す情報から算
出された装置位置情報と、当該情報提供装置の方位を示
す情報から算出された方位情報と、当該情報提供装置の
姿勢を示す情報から算出された姿勢情報と、を取得し、
取得した装置位置情報、方位情報、及び姿勢情報、並び
に、予め規定された当該情報提供装置の視界情報に基づ
いて、当該情報提供装置の視野を特定し、装置位置情報
、方位情報、姿勢情報、並びに、読込手段で読み込まれ
た危険範囲情報及び危険対象位置情報に基づいて、視野
に含まれる危険対象を特定し、特定した危険対象につい
て危険範囲画像を生成して表示部に表示することで課題
を解決する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部を有し、記憶部と通信可能に接続された情報提供装置であって、
　前記記憶部に記憶された、危険対象の状態毎の危険な範囲を示す危険範囲情報、及び前
記危険対象の位置を示す危険対象位置情報を読み込む読込手段と、
　位置検出装置で検出された当該情報提供装置の位置を示す情報から算出された装置位置
情報を取得する位置情報取得手段と、
　方位検出装置で検出された当該情報提供装置の方位を示す情報から算出された方位情報
を取得する方位情報取得手段と、
　姿勢検出装置で検出された当該情報提供装置の姿勢を示す情報から算出された姿勢情報
を取得する姿勢情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段で取得された装置位置情報、前記方位情報取得手段で取得された
方位情報、前記姿勢情報取得手段で取得された姿勢情報、及び予め規定された当該情報提
供装置の視界情報に基づいて、当該情報提供装置の視野を特定する特定手段と、
　前記装置位置情報、前記方位情報、前記姿勢情報、並びに、前記読込手段で読み込まれ
た危険範囲情報及び危険対象位置情報に基づいて、前記視野に含まれる危険対象を特定し
、特定した危険対象について危険範囲画像を生成して前記表示部に表示する表示制御手段
と、
を有する情報提供装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記装置位置情報、前記方位情報、及び前記姿勢情報に基づいて
現実空間の座標系と表示空間の座標系との変換が対応付けられた変換情報を算出し、現実
空間の座標系における前記危険対象位置情報の座標に基づいて、前記危険範囲情報に対応
する範囲座標を算出し、算出した範囲座標に前記変換情報を適用して前記危険範囲画像を
生成する請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項３】
　撮影装置により撮影された映像を入力する入力手段を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記入力手段で入力された映像を解析して現実空間の座標系と表
示空間の座標系との変換が対応付けられた変換情報を算出し、現実空間の座標系における
前記危険対象位置情報の座標に基づいて、前記危険範囲情報に対応する範囲座標を算出し
、算出した範囲座標に前記変換情報を適用して前記危険範囲画像を生成する請求項１に記
載の情報提供装置。
【請求項４】
　撮影装置により撮影された映像を入力する入力手段を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記入力手段で入力された映像を解析して、現実空間の座標系と
表示空間の座標系との変換が対応付けられた変換情報を算出すると共に、前記特定した危
険対象に付された基準位置を示すマーカの現実空間の座標系における座標を特定し、特定
した座標を起点として前記危険範囲情報に対応する範囲座標を算出し、算出した範囲座標
に前記変換情報を適用して前記危険範囲画像を生成する請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記表示部を透過制御して前記表示部を介して前記危険対象を視
認可能にすると共に、前記危険範囲画像を表示する請求項２乃至４の何れか１項に記載の
情報提供装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記入力手段で入力された映像に前記危険範囲画像を重畳して表
示する請求項３又は４に記載の情報提供装置。
【請求項７】
　前記読込手段は、前記記憶部に記憶された、前記危険対象が移動する予定を示す移動予
定情報を更に読み込み、
　前記表示制御手段は、前記視野に前記危険対象が存在しないと判断した場合、前記読込
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手段で読み込まれた移動予定情報、及び前記装置位置情報、並びに、現在の時刻に基づい
て、前記危険対象が当該情報提供装置に接近していると判断したときは、前記危険対象に
よる危険を報知する画像を生成して前記表示部に表示する請求項１乃至６の何れか１項に
記載の情報提供装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、複数の危険対象について危険範囲画像を生成する場合、前記複数
の危険対象の各々について危険範囲画像を生成し、生成した複数の危険範囲画像を解析し
て前記複数の危険対象による危険が及ばない安全地帯、或いは退避経路を特定し、特定し
た安全地帯、或いは退避経路を示す画像を更に生成して前記表示部に表示する請求項１乃
至７の何れか１項に記載の情報提供装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記危険範囲画像を平面的または立体的に生成する請求項１乃至
８の何れか１項に記載の情報提供装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記危険対象までの距離が予め定められた閾値以下である場合、
前記危険範囲画像を生成して前記表示部に表示する請求項１乃至９の何れか１項に記載の
情報提供装置。
【請求項１１】
　表示部を有し、記憶部と通信可能に接続された情報提供装置が実行する情報提供方法で
あって、
　前記記憶部に記憶された、危険対象の状態毎の危険な範囲を示す危険範囲情報、及び前
記危険対象の位置を示す危険対象位置情報を読み込む読込工程と、
　位置検出装置で検出された前記情報提供装置の位置を示す情報から算出された装置位置
情報を取得する位置情報取得工程と、
　方位検出装置で検出された前記情報提供装置の方位を示す情報から算出された方位情報
を取得する方位情報取得工程と、
　姿勢検出装置で検出された前記情報提供装置の姿勢を示す情報から算出された姿勢情報
を取得する姿勢情報取得工程と、
　前記位置情報取得工程で取得された装置位置情報、前記方位情報取得工程で取得された
方位情報、前記姿勢情報取得工程で取得された姿勢情報、及び予め規定された前記情報提
供装置の視界情報に基づいて、前記情報提供装置の視野を特定する特定工程と、
　前記装置位置情報、前記方位情報、前記姿勢情報、並びに、前記読込工程で読み込まれ
た危険範囲情報及び危険対象位置情報に基づいて、前記視野に含まれる危険対象を特定し
、特定した危険対象について危険範囲画像を生成して前記表示部に表示する表示制御工程
と、
を有する情報提供方法。
【請求項１２】
　表示部を有し、記憶部と通信可能に接続されたコンピュータを、
　前記記憶部に記憶された、危険対象の状態毎の危険な範囲を示す危険範囲情報、及び前
記危険対象の位置を示す危険対象位置情報を読み込む読込手段と、
　位置検出装置で検出された前記コンピュータの位置を示す情報から算出された装置位置
情報を取得する位置情報取得手段と、
　方位検出装置で検出された前記コンピュータの方位を示す情報から算出された方位情報
を取得する方位情報取得手段と、
　姿勢検出装置で検出された前記コンピュータの姿勢を示す情報から算出された姿勢情報
を取得する姿勢情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段で取得された装置位置情報、前記方位情報取得手段で取得された
方位情報、前記姿勢情報取得手段で取得された姿勢情報、及び予め規定された前記コンピ
ュータの視界情報に基づいて、前記コンピュータの視野を特定する特定手段と、
　前記装置位置情報、前記方位情報、前記姿勢情報、並びに、前記読込手段で読み込まれ
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た危険範囲情報及び危険対象位置情報に基づいて、前記視野に含まれる危険対象を特定し
、特定した危険対象について危険範囲画像を生成して前記表示部に表示する表示制御手段
と、
して機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報提供装置、情報提供方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　工場や工事現場など、作業員が作業を行う上で危険な個所には、ペンキ等で危険な領域
が示されていたり、看板などが掲示されていたりする。これらの危険な個所の表示（危険
個所表示）は、固定的であるため、危険がおよび得る範囲に網羅的に表示や掲示がされて
いるのが通常である。
　ところで、危険な個所は、常に危険である場合と、時間的に見て特定な時期だけ危険で
ある場合とがある。例えば、工場内のクレーン作業が行われるような場所は、クレーンが
稼働しているときだけ吊荷の下が危険な個所となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－７７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、固定式のクレーンアーム等の従来の危険個所表示においては、例えば、
クレーンアームの可動範囲の全てが危険な個所とみなされ、地面に危険個所表示（ハッチ
ング表示など）がなされる。よって、従来の危険個所表示では、必要以上に危険な個所を
特定しすぎて、危険な個所が不明確になる問題がある。また、従来の危険個所表示では、
粉塵や油分などで汚れてしまい、表示そのものが見えなくなってしまったり、汚れたとき
に清掃や再塗装などのメンテナンスを要したりする問題もある。
　一方、移動式のクレーン車などの従来の危険個所表示においては、その使用される場所
が固定されていないので、クレーン車に「半径１０ｍ以内立ち入り禁止」などを表示する
が、危険な個所が視認できず、危険な個所が不明確になる問題がある。また、パイロン等
で物理的に立ち入れないようにすることもあるが、その準備には手間がかかる問題がある
。
【０００５】
　本発明はこのような問題点に鑑みなされたもので、危険な個所が時間的に変化する場面
において、危険な個所をより適切に報知することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明に係る情報提供装置は、表示部を有し、記憶部と通信可能に接続された
情報提供装置であって、前記記憶部に記憶された、危険対象の状態毎の危険な範囲を示す
危険範囲情報、及び前記危険対象の位置を示す危険対象位置情報を読み込む読込手段と、
位置検出装置で検出された当該情報提供装置の位置を示す情報から算出された装置位置情
報を取得する位置情報取得手段と、方位検出装置で検出された当該情報提供装置の方位を
示す情報から算出された方位情報を取得する方位情報取得手段と、姿勢検出装置で検出さ
れた当該情報提供装置の姿勢を示す情報から算出された姿勢情報を取得する姿勢情報取得
手段と、前記位置情報取得手段で取得された装置位置情報、前記方位情報取得手段で取得
された方位情報、前記姿勢情報取得手段で取得された姿勢情報、及び予め規定された当該
情報提供装置の視界情報に基づいて、当該情報提供装置の視野を特定する特定手段と、前
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記装置位置情報、前記方位情報、前記姿勢情報、並びに、前記読込手段で読み込まれた危
険範囲情報及び危険対象位置情報に基づいて、前記視野に含まれる危険対象を特定し、特
定した危険対象について危険範囲画像を生成して前記表示部に表示する表示制御手段と、
を有する。
【０００７】
　ここで、「読込手段」は、例えば、後述する取込部５５に対応する。「位置情報取得手
段」は、例えば、後述する計測部４０に対応する。「方位情報取得手段」は、例えば、方
位情報取得部４５に対応する。「姿勢情報取得手段」は、例えば、姿勢情報取得部５０に
対応する。「特定手段」は、例えば、後述する視野特定部６０に対応する。「表示制御手
段」は、例えば、後述する表示制御部６５に対応する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、危険な個所が時間的に変化する場面において、危険な個所をより適切
に報知することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】情報提供システムの構成の一例を示す図である。
【図２】ＡＲ提供装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】ＡＲ提供装置の機能構成の一例を示す図である。
【図４】情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図５】危険物に関する情報を格納するテーブルの一例を示す図である。
【図６】危険物に関する情報を格納するテーブルの一例を示す図である。
【図７】稼働状態設定処理に係るフローチャートの一例を示す図である。
【図８】稼働状態設定処理に係るフローチャートの一例を示す図である。
【図９】位置情報設定処理に係るフローチャートの一例を示す図である。
【図１０】表示処理に係るフローチャートの一例を示す図である。
【図１１】ＡＲ視野の一例を示す図である。
【図１２Ａ】三次元の拡張画像が表示されたときの一例を示す図である。
【図１２Ｂ】二次元の拡張画像が表示されたときの一例を示す図である。
【図１２Ｃ】拡張画像が表示されたときの一例を示す図である。
【図１２Ｄ】拡張画像が表示されたときの一例を示す図である。
【図１３】表示処理に係るフローチャートの一例を示す図である。
【図１４】危険物が接近しているときの表示の一例を示す図である。
【図１５】表示処理に係るフローチャートの一例を示す図である。
【図１６】危険物に関する情報を格納するテーブルの一例を示す図である。
【図１７】表示処理に係るフローチャートの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態に係る情報提供システムの構成の一例を示す図である。情報提供シ
ステムは、ＡＲ提供装置１００と情報処理装置２００とを有する。ＡＲ提供装置１００と
情報処理装置２００とは、ネットワークを介して通信可能に接続されている。
　ＡＲ提供装置１００は、情報提供装置（コンピュータ）の一例であり、ＨＭＤ（Head M
ounted Display）等であり、ＡＲ提供装置１００を介して知覚できる現実空間に整合する
位置に、ＡＲ提供装置１００で生成した画像（コンピュータグラフィックス画像）を表示
することにより、拡張された現実感（ＡＲ：Augmented Reality）を提供する。ＡＲ提供
装置１００は、例えば、現実空間のクレーン車３００に、クレーン車３００による危険な
範囲を示す危険範囲画像３１０を重畳して表示する。なお、情報処理装置２００は、例え
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ばサーバコンピュータであり、クレーン車３００等の危険物（危険対象の一例である。）
に関する各種の情報を管理する。付言するならば、危険対象は、危険物そのものに限られ
るものではなく、不特定多数の危険物が頻繁に通る道路など、危険に係る場所や空間を含
むものである。
【００１２】
　図２は、ＡＲ提供装置１００のハードウェア構成の一例を示す図である。
　ＡＲ提供装置１００は、制御装置５、記憶装置１０、通信装置１５、表示装置２０、方
位検出装置２５、姿勢検出装置３０、及び撮影装置３５を有する。
　制御装置５は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）であり、必要に応じて、記
憶装置１０よりプログラムを読み出して、プログラムを実行する。プログラムが実行され
ることで、ＡＲ提供装置１００における後述の機能、及び後述のフローチャートに係る処
理が実現される。
【００１３】
　記憶装置１０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、Ｈ
Ｄ（Hard Disk）等であり、各種の情報を記憶する。より詳細に説明すると、記憶装置１
０（ＲＯＭ）は、ＡＲ提供装置１００の電源投入時に最初に読み込まれるプログラム等を
記憶する。また、記憶装置１０（ＲＡＭ）は、ＡＲ提供装置１００のメインメモリとして
機能する。また、記憶装置１０（ＨＤ）は、プログラム以外に制御装置５により算出され
た数値データ等を記憶する。なお、ＡＲ提供装置１００は、記憶装置１０に記憶される各
種の情報を、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体から取得してもよいし、ネットワーク等を通じて
ダウンロードしてもよい。
　通信装置１５は、情報処理装置２００と有線又は無線で通信を行い、危険物に関する各
種の情報を取得する。また、通信装置１５は、位置検出装置の一例である衛星と通信を行
い、軌道情報を取得する。
　表示装置２０は、表示部の一例であり、透過型の液晶ディスプレイ等であり、各種の画
像を表示する。
【００１４】
　方位検出装置２５は、例えば電子コンパスであり、微弱な地磁気（例えば前後方向の地
磁気及び左右方向の地磁気）を検知し、地磁気の強さから北の方向を計算してＡＲ提供装
置１００の方位（方位情報）を算出する。
　姿勢検出装置３０は、例えばジャイロセンサであり、物体の角速度を検知し、角速度を
積分などして角度（ＡＲ提供装置１００の姿勢（姿勢情報））を算出する。
　撮影装置３５は、現実空間の撮影を行う。
【００１５】
　なお、ＡＲ提供装置１００のハードウェア構成は、これに限られるものではない。例え
ば、方位検出装置２５及び姿勢検出装置３０に代えて、方位検出装置２５及び姿勢検出装
置３０の機能を一体とした機能を有する方位姿勢検出装置を採用してもよい。
【００１６】
　図３は、ＡＲ提供装置１００の機能構成の一例を示す図である。
　ＡＲ提供装置１００は、計測部４０、方位情報取得部４５、姿勢情報取得部５０、取込
部５５、視野特定部６０、表示制御部６５、及び映像取得部７０を有する。
　計測部４０は、位置情報取得手段の一例であり、通信装置１５を介して衛星から取得さ
れた軌道情報から、ＡＲ提供装置１００の現在の位置を示す情報（装置位置情報の一例で
あるＡＲ位置情報）を計測（算出して取得）する。
　方位情報取得部４５は、方位検出装置２５で算出された方位情報を取得する。なお、方
位情報取得部４５は、方位検出装置２５から地磁気などの検出された情報を受け取り、方
位情報を算出してもよい。
　姿勢情報取得部５０は、姿勢検出装置３０で算出された姿勢情報を取得する。なお、姿
勢情報取得部５０は、姿勢検出装置３０から角速度などの検出された情報を受け取り、姿
勢情報を算出してもよい。
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【００１７】
　取込部５５は、情報処理装置２００が有する後述の記憶装置８０から、危険物に関する
各種の情報として、危険物による危険な範囲を示す危険範囲画像を生成するときに用いる
情報が格納されたテーブル（後述の位置固定対象テーブル、後述の移動対象テーブル等）
から必要な情報を取り込む（読込む）。
　視野特定部６０は、方位情報取得部４５で取得された方位情報、及び姿勢情報取得部５
０で取得された姿勢情報などに基づいて、ＡＲ提供装置１００を装着しているユーザの視
野（ＡＲ視野）を特定（推定）する。
【００１８】
　表示制御部６５は、方位情報取得部４５で取得された方位情報、姿勢情報取得部５０で
取得された姿勢情報、及び取込部５５で取り込まれた情報などに基づいて、拡張画像を生
成して表示装置２０に表示する。このとき、表示制御部６５は、現実空間の危険物に拡張
画像を整合させて表示装置２０に表示するために、座標合わせを行う。
　現実空間と表示空間（仮想空間）との間の座標合わせ（幾何位置合わせ）を正確に行う
ためには、仮想空間の拡張画像を生成するためのパラメータ（内部パラメータ及び外部パ
ラメータ）を、表示装置２０のパラメータと一致させる必要がある。表示装置２０の内部
パラメータが既知であるので、幾何位置合わせの問題は、表示装置２０の外部パラメータ
（即ち、ＡＲ提供装置１００の位置及び姿勢）を求める問題に帰結される。
【００１９】
　ここで、ＡＲ提供装置１００の位置及び姿勢を求めるには、方位検出装置２５（磁気セ
ンサ）、姿勢検出装置３０（ジャイロセンサ）、制御装置５（ＧＰＳ）、及び表示装置２
０を適宜組み合わせて、様々な手法を採用することができる。換言するならば、センサに
よる計測結果（ＡＲ位置情報、方位情報、及び姿勢情報）を用いる手法、表示装置２０に
より撮影された画像を用いる手法、表示装置２０とセンサとを組み合わせて位置合わせの
ずれを補完する手法に大別できる。
　本実施形態では、表示装置２０の内部パラメータ（焦点距離、レンズ歪み、アスペクト
比など）が事前にキャリブレーションされていることを前提として、表示制御部６５は、
計測されたＡＲ提供装置１００のＡＲ位置情報、方位情報、及び姿勢情報を取得すること
で、仮想環境を表す仮想座標系と予め与えられた現実空間の基準座標系との間の幾何変換
行列（仮想座標系と基準座標系との変換が対応付けられた変換情報）を求める方法を採用
して説明を行う。
　なお、上述したように、表示制御部６５は、例えば、撮影された画像中に存在する何ら
かの指標を用いて表示装置２０の外部パラメータ（位置及び姿勢）を実時間で推定するこ
とで、幾何変換行列を求めてもよい。このとき、ＡＲ提供装置１００の位置及び姿勢を推
定するための指標としては、意図的に付されたマーカなどの指標を用いていてもよいし、
輪郭情報、輝度エッジ、特徴点などの自然特徴を用いてもよい。
　映像取得部７０は、撮影装置３５で撮影された現実空間の映像データを取得する。
【００２０】
　図４は、情報処理装置２００のハードウェア構成の一例を示す図である。
　情報処理装置２００は、制御装置７５、記憶装置８０、通信装置８５、表示装置９０、
及び入力装置９５を有する。
　制御装置７５は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）であり、必要に応じて、
記憶装置８０よりプログラムを読み出して、プログラムを実行する。プログラムが実行さ
れることで、情報処理装置２００における後述の機能、及び後述のフローチャートに係る
処理が実現される。
【００２１】
　記憶装置８０は、記憶部の一例であり、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random
 Access Memory）、ＨＤ（Hard Disk）等であり、各種の情報を記憶する。より詳細に説
明すると、記憶装置１０（ＲＯＭ）は、情報処理装置２００の電源投入時に最初に読み込
まれるプログラム等を記憶する。また、記憶装置８０（ＲＡＭ）は、情報処理装置２００
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のメインメモリとして機能する。また、記憶装置８０（ＨＤ）は、プログラム以外に制御
装置７５により算出された数値データ等を記憶する。なお、情報処理装置２００は、記憶
装置８０に記憶される各種の情報を、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体から取得してもよいし、
ネットワーク等を通じてダウンロードしてもよい。
　通信装置８５は、危険物が稼働している状態（稼働状態）を検出する稼働状態検出セン
サと通信を行い、稼働状態検出センサから危険物の現在の位置を示す情報（危険対象位置
情報の一例である危険物位置情報）等を取得する。
　表示装置９０は、液晶ディスプレイ等であり、各種の情報を表示する。
　入力装置９５は、ユーザが操作するキーボード及びマウス等であり、情報処理装置２０
０に各種の情報を入力する。
【００２２】
　図５は、危険物に関する情報を格納するテーブルの一例（位置固定対象テーブル２１０
）を示す図である。
　位置固定対象テーブル２１０は、危険物ＩＤ、危険物名、危険種別、基準位置、状態、
状態ごとの危険範囲、現状の情報を含んで構成される。現状の情報を除いた各種の情報は
、例えば管理者により入力装置９５等を介して設定されている。現状の情報についての設
定については後述する。
　危険物ＩＤの情報は、危険物を識別するための識別情報である。危険物名の情報は、危
険物の名称を示す情報である。危険種別の情報は、危険物による危険の種別を示す情報で
ある。
　基準位置の情報は、危険物が設置されている位置（緯度及び経度）を示す情報（設置位
置情報）である。なお、設置位置情報は、固定されている危険物の位置を示す情報であり
、危険物の現在の位置を示しているので、危険物位置情報と等価である。また、設置位置
情報は、危険範囲画像を表示する位置を特定する情報（表示位置情報）としても用いられ
ることがある。ここで、例えば、緯度が「35.354417」であり、経度が「139.867623」で
ある位置情報の場合は、位置情報「35.354417,139.867623」として表すものとする。本実
施形態では、説明の便宜上、危険物の高度については「0」であるものとして取り扱う。
【００２３】
　状態の情報は、危険物の稼働状態を識別するための情報（状態識別情報）である。図５
には、状態識別情報が２種類、示されている。１つ目は、現在の時刻に基づいて危険物が
稼働しているか否かを識別するための状態識別情報（「9：00～17：00」、稼働時など）
である。２つ目は、危険物が稼働するとき（稼働しているとき）の態様に基づいて危険物
が何れの態様で稼働しているかを識別するための状態識別情報（フル稼働時、東側のみ稼
働時など）である。
　状態ごとの危険範囲の情報は、危険範囲情報の一例であり、危険物の状態に対応した危
険範囲を示す情報である。現状の情報は、危険物が稼働しているか否かを示す情報である
。本実施形態では、危険物が稼働しているときは、情報処理装置２００により、「○」が
設定され、危険物が稼働していないときは何も設定されない（クリアされている）ものと
する。
【００２４】
　図６は、危険物に関する情報を格納するテーブルの一例（移動対象テーブル２２０）を
示す図である。
　移動対象テーブル２２０は、危険物ＩＤ、危険物名、危険種別、測位基準、状態、状態
ごとの危険範囲、現状、現在位置の情報を含んで構成される。現状の情報及び現在位置の
情報を除いた各種の情報は、例えば管理者により入力装置９５等を介して設定されている
。現状の情報及び現在位置の情報の設定については後述する。
　測位基準の情報は、危険範囲画像を表示する位置を示す情報（表示位置情報）である。
現在位置の情報は、危険物の現在の位置を示す情報（危険物位置情報）である。なお、図
５で示した項目と同一の項目については、説明を省略する。
　ここで、本実施形態では、危険物に関する情報が、テーブルの形式で、かつ危険物の種
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類（固定された危険物であるか、移動する危険物であるか等）に応じて複数のテーブルに
格納されているが、この構成に限られるものではない。例えば、危険物に関する情報を一
又は複数のファイルとして格納する構成を採用してもよい。また、例えば、危険物に関す
る情報を一のテーブルとして格納する構成を採用してもよい。
【００２５】
　図７は、情報処理装置２００の機能の一例である稼働状態設定部により行われる「現状
」の設定を行う処理（稼働状態設定処理）に係るフローチャートの一例を示す図である。
なお、図７に示すフローチャートの処理は、一定間隔（例えば、１分）ごとに行われる。
　はじめに、稼働状態設定部は、現在の時刻を取得する（ステップＳ５）。
　次に、稼働状態設定部は、記憶装置８０から危険物に関する情報を読み出す（ステップ
Ｓ１０）。
　次に、稼働状態設定部は、現在の時刻と危険物に関する情報とに基づいて、「現状」の
設定を行い（ステップＳ１５）、稼働状態設定処理を終了する。
　より具体的には、稼働状態設定部は、危険物に関する情報を順次読み出し、状態の情報
が、現在の時刻に基づいて危険物が稼働しているか否かを識別するための状態識別情報（
時間帯）である場合は、現在の時刻がこの時間帯に含まれているか否かを判定する。この
とき、稼働状態設定部は、現在の時刻がこの時間帯に含まれていると判定した場合は、「
現状」に「○」を設定する。他方、稼働状態設定部は、現在の時刻がこの時間帯に含まれ
ていないと判定した場合は、「現状」をクリアする。
【００２６】
　ここで、現在の時刻が「15：00」であるときに、図７に示すフローチャートの処理が行
われる場合を例に挙げて説明する。
　まず、ステップＳ５では、稼働状態設定部は、現在の時刻「15：00」を取得する。
　次に、ステップＳ１０では、稼働状態設定部は、位置固定対象テーブル２１０及び移動
対象テーブル２２０から、状態の情報を読み出す。
　次に、ステップＳ１５では、稼働状態設定部は、状態の情報に対応する「現状」を１件
ずつ設定するが、例えば状態の情報として時間帯「9：00～17：00」が読み出されたとき
は、現在の時刻「15：00」が時間帯「9：00～17：00」に含まれているか否かを判定する
。そして、稼働状態設定部は、現在の時刻「15：00」が時間帯「9：00～17：00」に含ま
れていると判定し、状態の情報（時間帯「9：00～17：00」）に対応する「現状」に「○
」を設定する。
【００２７】
　なお、「現状」を設定する処理は、上述の処理に限られるものではない。例えば、ステ
ップＳ５～ステップＳ１５の処理に代えて、稼働状態設定部は、稼働状態検出センサより
危険物の稼働の有無を示す情報を受信し、実際に危険物が稼働しているか否かを判定し、
危険物が稼働していると判断したときには「現状」に「○」を設定し、危険物が稼働して
いないと判断したときには「現状」をクリアする処理を行ってもよい。
【００２８】
　図８は、情報処理装置２００の機能の一例である稼働状態設定部により行われる「現状
」の設定を行う処理（稼働状態設定処理）に係るフローチャートの一例を示す図である。
なお、図８に示すフローチャートの処理は、稼働状態検出センサより危険物状態情報を受
信したことを契機に行われる。
【００２９】
　はじめに、稼働状態設定部は、稼働状態検出センサより、危険物状態情報を受信する（
ステップＳ２０）。危険物状態情報には、危険物ＩＤの情報、及び危険物の稼働の態様を
示す情報（稼働態様情報）が含まれる。例えば、稼働態様情報としては、危険物が稼働し
ていないときは「０」、危険物が第１の態様で稼働しているときは「１」、危険物が第２
の態様で稼働しているときは「２」等が設定されている。
　次に、稼働状態設定部は、記憶装置８０から危険物に関する情報を読み出す（ステップ
Ｓ２５）。より具体的には、稼働状態設定部は、危険物状態情報に含まれる危険物ＩＤの
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情報に対応する危険物に関する情報を読み出す。
　次に、稼働状態設定部は、受信した危険物状態情報と危険物に関する情報とに基づいて
、「現状」の設定を行い（ステップＳ３０）、稼働状態設定処理を終了する。
　より具体的には、稼働状態設定部は、読み出した危険物に関する情報から危険物状態情
報に含まれる稼働態様情報に対応する「状態」を特定できた場合は、特定した「状態」に
対応する「現状」に「○」を設定する。他方、稼働状態設定部は、特定できなかった場合
（稼働態様情報が、危険物が稼働していないことを示す情報であった場合）は、読み出し
た全ての「現状」をクリアする。
【００３０】
　ここで、危険物ＩＤ「００１」の稼働状態を検出する稼働状態検出センサより危険物状
態情報（危険物ＩＤ「００１」、稼働態様情報「２」）を受信したときに、図８に示すフ
ローチャートの処理が行われる場合を例に挙げて説明する。
　まず、ステップＳ２０では、稼働状態設定部は、危険物ＩＤ「００１」の危険物「クレ
ーン」の稼働状態を検出する稼働状態検出センサより危険物状態情報を受信する。
　次に、ステップＳ２５では、稼働状態設定部は、位置固定対象テーブル２１０及び移動
対象テーブル２２０から、危険物ＩＤ「００１」に対応する状態「フル稼働時」及び「東
側のみ稼働時」を読み出す。本実施形態では、状態「フル稼働時」としては、第１の態様
での稼働として「１」が規定され、状態「東側のみ稼働時」としては、第２の態様での稼
働として「２」が規定されているものとする。
　次に、ステップＳ３０では、稼働状態設定部は、読み出した状態「フル稼働時：１」及
び「東側のみ稼働時：２」から危険物状態情報に含まれる稼働態様情報「２」に対応する
状態「東側のみ稼働時」を特定し、特定した状態「東側のみ稼働時」に対応する「現状」
に「○」を設定する。
【００３１】
　図９は、情報処理装置２００の機能の一例である位置情報設定部により行われる危険物
の現在の位置情報を設定する処理（位置情報設定処理）に係るフローチャートの一例を示
す図である。
　はじめに、位置情報設定部は、危険物の位置を計測する計測器（或いは、計測器を有す
る危険物）より、危険物特定情報を受信する（ステップＳ３５）。危険物特定情報には、
危険物の現在の位置情報（危険物位置情報）と危険物ＩＤの情報とが含まれる。なお、危
険物位置情報に代えて、危険物位置情報を算出するための軌道情報等を受信し、位置情報
設定部が危険物位置情報を算出する構成を採用してもよい。
　次に、位置情報設定部は、受信した危険物位置情報と危険物に関する情報とに基づいて
「現在位置」を設定（更新）し（ステップＳ４０）、位置情報設定処理を終了する。
　例えば、ステップＳ４０では、位置情報設定部は、危険物ＩＤ「０１０」、危険物位置
情報「35.355187,139.874618」が含まれる危険物特定情報を受信したときは、位置固定対
象テーブル２１０及び移動対象テーブル２２０を参照し、危険物ＩＤ「０１０」に対応す
る「現在位置」に危険物位置情報「35.355187,139.874618」を設定する。
【００３２】
　図１０は、ＡＲ提供装置１００における各機能により行われる表示処理に係るフローチ
ャートの一例を示す図である。表示処理は、ＡＲ機能の利用の有無を識別するモード（Ａ
Ｒモード）がＯＮであるときに、繰り返して行われるものとする。なお、ユーザは、ＡＲ
モードを切り替えるスイッチ（図示せず）を押下することで、ＡＲモードのＯＮ／ＯＦＦ
を切り替える。
　はじめに、ステップＳ４５では、取込部５５は、位置固定対象テーブル２１０及び移動
対象テーブル２２０から現状「○」となっている対象データを情報処理装置２００から取
り込む（抽出する）。なお、位置固定対象テーブル２１０から抽出される対象データには
、危険物ＩＤ、基準位置、及び状態ごとの危険範囲の情報が含まれる。また、移動対象テ
ーブル２２０から抽出される対象データには、危険物ＩＤ、測位基準、状態ごとの危険範
囲、現在位置の情報が含まれる。
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　本実施形態では、図５及び図６に示すように、現状「○」となっている対象データとし
て、４つ読み込まれる。例えば、危険物ＩＤ「００１」の状態「２（東側のみ稼働）」に
より特定される対象データが読み込まれ、この対象データには、危険物ＩＤ「００１」、
基準位置「35.354417,139.867623」、及び状態ごとの危険範囲「半径１５ｍ、高さ２０ｍ
、方位０°～１８０°」が含まれる。
【００３３】
　次に、ステップＳ５０では、映像取得部７０は、撮影装置３５で撮影された現実空間の
映像データを取得する。
　次に、ステップＳ５５では、計測部４０は、通信装置１５を介して衛星から取得された
軌道情報から、ＡＲ提供装置１００の現在の位置を示す情報（ＡＲ位置情報）を計測する
。
　次に、ステップＳ６０では、向き特定部（方位情報取得部４５及び姿勢情報取得部５０
）は、ＡＲ提供装置１００の向き（方位及び姿勢）を特定する。すなわち、方位情報取得
部４５は、方位検出装置２５で算出された方位情報を取得し、姿勢情報取得部５０は、姿
勢検出装置３０で算出された姿勢情報を取得する。
【００３４】
　次に、ステップＳ６５では、視野特定部６０は、計測結果（ステップＳ５０及びステッ
プＳ５５で取得された情報）等に基づいて、表示装置２０を装着したユーザのＡＲ視野を
特定する。
　ここで、図１１に、ユーザ４００のＡＲ視野Ｕの一例を示す。本実施形態では、危険物
の高度は「０」と設定しているので、ＡＲ視野は平面的に（二次元で）特定されている。
しかしながら、危険物位置情報に高度を加味する場合は、ＡＲ視野は立体的に（三次元で
）特定されてもよい。
　また、本実施形態では、ユーザ４００の視界として、例えば、左右方向１６０°（高度
を加味する場合は例えば上下方向１２０°）の範囲の情報（視界情報）が予め設定され、
記憶装置１０に格納されている。
　例えば、視野特定部６０は、ＡＲ位置情報４１０を基準とした予め定められた範囲（例
えば、半径１００ｍ）内であって、方位情報４２０を中心とした視界をＡＲ視野Ｕとして
特定する。
【００３５】
　次に、ステップＳ７０では、表示制御部６５は、映像データと計測結果と対象データと
に基づいてＡＲ視野に含まれる危険物の危険範囲画像（拡張画像）を生成する。
　より具体的には、まず、表示制御部６５は、対象データに含まれる危険物位置情報がＡ
Ｒ視野に含まれているときは、危険物位置情報に位置する危険物は、ＡＲ視野に含まれる
危険物であると特定する。例えば、図１１では、危険物位置情報４３０は、ＡＲ視野Ｕに
含まれているので、危険物位置情報４３０に位置する危険物は、ＡＲ視野Ｕに含まれてい
ると特定される。なお、危険物位置情報４４０は、ＡＲ視野Ｕに含まれていないので、危
険物位置情報４４０に位置する危険物は、ＡＲ視野Ｕに含まれていないと特定される。
【００３６】
　そして、表示制御部６５は、ＡＲ位置情報、方位情報、及び姿勢情報に基づいて幾何変
換行列を求める。
　このとき、表示制御部６５は、危険物が固定されている場合は、基準座標系における、
危険物位置情報の座標に基づいて、特定した危険物に対応する状態ごとの危険範囲に対応
する座標（範囲座標）を算出し、算出した範囲座標に幾何変換行列を適用して危険範囲画
像（拡張画像）を生成する。
【００３７】
　他方、危険物が移動する場合は、表示制御部６５は、映像データ（映像データを構成す
る画像データ）を解析して、特定した危険物に付された測位基準を示すマーカの基準座標
系における座標を特定し、特定した座標を起点として状態ごとの危険範囲に対応する範囲
座標を算出し、算出した範囲座標に幾何変換行列を適用して拡張画像を生成する。
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【００３８】
　なお、拡張画像を生成する方法は、上述した構成に限られるものではない。例えば、表
示制御部６５は、仮想座標系における、危険物位置情報に対応する点とＡＲ位置情報に対
応する点とを映像データに基づいて算出し、これらの点の距離（相対距離）、及び、基準
座標系における、危険物位置情報とＡＲ位置情報との距離（絶対距離）から倍率を算出し
て拡張画像を生成してもよい。
　このとき、表示制御部６５は、危険物が固定されている場合は、特定した危険物に対応
する状態ごとの危険範囲に倍率を乗算して拡張画像を生成する。
　他方、危険物が移動する場合は、表示制御部６５は、映像データ（映像データを構成す
る画像データ）を解析して、特定した危険物に付された測位基準を示すマーカの基準座標
系における座標を特定し、特定した座標に幾何変換行列を適用して仮想座標系における座
標（表示座標）を算出し、算出した表示座標を基点として、特定した危険物に対応する状
態ごとの危険範囲に倍率を乗算して拡張画像を生成する。
【００３９】
　ステップＳ７５では、表示制御部６５は、拡張画像が現実空間の危険物に重畳されるよ
うに、表示装置２０を透過制御し（危険物を視認可能にし）、拡張画像を表示する。
　付言するならば、表示制御部６５は、ＡＲ視野に含まれる危険物を複数、特定した場合
は、複数の危険物の各々について拡張画像を生成して表示する。なお、表示制御部６５は
、生成した拡張画像を映像データに重畳して表示装置２０に表示してもよい。
　また、拡張画像を表示する方法は、上述した構成に限られるものではない。例えば、予
め登録されている危険物を特定するための情報（特徴量など）が情報処理装置２００から
危険物ＩＤに基づいて取得され、表示制御部６５は、特徴量などを用いて映像データにつ
いて認識処理を行って危険物を特定し、特定した危険物の座標に危険範囲画像（拡張画像
）を表示してもよい。この構成によれば、拡張画像を表示する位置を現実空間により適し
た位置に補正することができる。
【００４０】
　図１２Ａに、危険物が固定されている場合の表示例として、クレーン（危険物ＩＤ「０
０１」、状態「東側のみ稼動時」）５００に拡張画像５１０が重畳して表示されたときの
一例を示す。この例では、状態ごとの危険範囲において高さが「２０ｍ」に設定されてい
るので立体的な（三次元の）拡張画像５１０が表示される。なお、高さが「０ｍ」に設定
されている場合は、平面的な（二次元の）拡張画像５２０が表示される。図１２Ｂに、二
次元の拡張画像５２０が表示されたときの一例を示す。
　また、図１２Ｃに、危険物が移動する場合の表示例として、測位基準を示すマーカ６２
０が付されたクレーン車（危険物ＩＤ「０１１」、状態「移動」）６００に拡張画像６１
０が重畳して表示されたときの一例を示す。
【００４１】
　本実施形態では、危険範囲画像を生成して表示する構成を説明したが、この構成に限ら
れるものではない。例えば、安全表示機能の利用の有無を識別するモード（安全表示モー
ド）を設け、表示制御部６５は、安全表示モードがＯＮであるときは、危険範囲画像に加
えて又は代えて、安全に関する画像（退避経路画像、或いは安全地帯画像）を表示装置２
０に表示してもよい。
　例えば、表示制御部６５は、危険範囲画像を解析して危険範囲画像でない部分（危険範
囲とされていない範囲）を安全な範囲として特定し、安全な範囲を示す画像（安全地帯画
像）を生成する。また、例えば、表示制御部６５は、予め設定された工場の出口の位置を
示す位置情報とＡＲ位置情報とに基づいて退避経路を算出し、算出した退避経路を示す画
像（退避経路画像）を生成する。図１２Ｄに、安全に関する画像が表示されたときの一例
（退避経路画像７００）を示す。
　なお、ユーザは、安全表示モードを切り替えるスイッチ（図示せず）を押下することで
、安全表示モードのＯＮ／ＯＦＦを切り替える。
【００４２】
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　ステップＳ８０では、表示制御部６５は、表示を中止するか否かを判断する。このとき
、ＡＲモードがＯＮであるときは、表示制御部６５により表示を中止しないと判断され、
続いて、ステップＳ４５の処理が行われる。他方、ＡＲモードがＯＦＦであるときは、表
示制御部６５により表示を中止すると判断され、表示処理が終了される。
【００４３】
　図１３は、ＡＲ提供装置１００における各機能により行われる表示処理に係るフローチ
ャートの一例を示す図である。本表示処理は、ステップＳ７５の処理に続いて、或いは、
ステップＳ７０及びステップＳ７５の処理に代えて行われる。
　はじめに、取込部５５は、危険物の移動の予定を示す移動予定情報の一例である運行計
画情報を情報処理装置２００から取り込む（ステップＳ８５）。運行計画情報には、危険
物の運行予定の位置を示す運行位置情報とそのときの時刻を示す運行時刻情報とが含まれ
ている。
　次に、ステップＳ９０では、表示制御部６５は、危険予定範囲を特定する。より具体的
には、表示制御部６５は、危険物位置情報を中心に予め定められた範囲（例えば、半径５
０ｍの円の内側）を危険予定範囲として特定する。
【００４４】
　次に、ステップＳ９５では、表示制御部６５は、取得された運行計画情報と現在の時刻
とに基づいて、危険予定範囲に危険物が進入するか否かを判定する。より具体的には、表
示制御部６５は、現在の時刻から一定の時間内（例えば、５分以内）の運行位置情報を運
行計画情報から取得し、取得した運行位置情報が危険予定範囲に含まれるか否かを判定す
る。このとき、表示制御部６５は、含まれる（危険予定範囲に危険物が進入する）と判定
した場合は、続いて、ステップＳ１００の処理を行い、他方、含まれない（危険予定範囲
に危険物が進入しない）と判定した場合は、表示処理を終了する。なお、危険物位置情報
がＡＲ視野に含まれている場合、表示制御部６５は、含まれないと判定する。
　ステップＳ１００では、表示制御部６５は、危険物が接近している旨の画像を表示装置
２０に表示する。より具体的には、表示制御部６５は、取得した運行予定位置及び計測結
果より、危険物が接近してくる方向を特定し、特定した方向から危険物が接近しているこ
とを報知する画像を表示装置２０に表示する。図１４に、ユーザの左側から危険物（ＡＧ
Ｖ：Automatic Guided Vehicle）が接近しているときの表示の一例（警告表示画像８００
）を示す。
【００４５】
　なお、表示制御部６５は、危険予定範囲に危険物が進入するか否かを判定しているが、
この構成に限られるものではない。例えば、現在の時刻、運行計画情報、及び計測結果に
基づいて、ＡＲ提供装置１００に危険物が接近しているか否かを判定してもよい。
【００４６】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、ＡＲ提供装置１００が撮影装置３５を有する構成を採用したが、
第２の実施形態に係るＡＲ提供装置１００は、撮影装置３５を有していないことを特徴と
する。以下では、第１の実施形態と異なる主な構成について説明する。
　図１５は、ＡＲ提供装置１００における各機能により行われる表示処理に係るフローチ
ャートの一例を示す図である。第１の実施形態の図１０で示した処理と同一の処理につい
ては同一の符号を付し、説明を省略する。なお、ＡＲ提供装置１００は、撮影装置３５を
有していないので、図１０に示すステップＳ５０の処理は行われない。
【００４７】
　ステップＳ２０５では、表示制御部６５は、計測結果と対象データとに基づいてＡＲ視
野に含まれる危険物の危険範囲画像（拡張画像）を生成する。
　より具体的には、まず、表示制御部６５は、対象データに含まれる危険物位置情報がＡ
Ｒ視野に含まれているときは、危険物位置情報に位置する危険物は、ＡＲ視野に含まれる
危険物であると特定する。
　そして、表示制御部６５は、ＡＲ位置情報、方位情報、及び姿勢情報に基づいて幾何変
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換行列を求める。
　そして、表示制御部６５は、基準座標系における、危険物位置情報の座標に基づいて、
特定した危険物に対応する状態ごとの危険範囲に対応する範囲座標を算出し、算出した範
囲座標に幾何変換行列を適用して拡張画像を生成する。なお、第１の実施形態では、危険
物が固定されているか否かに応じて、異なる拡張画像の生成方法を採用したが、第２の実
施形態では、マーカを撮影できないので、危険物が固定されているか否かに拘わらず、上
述した方法で拡張画像を生成する。
【００４８】
（その他の実施形態）
　上述したＡＲ提供装置は、情報処理装置から危険物に関する情報などを取得して拡張画
像を生成するが、これに限られるものではない。例えば、ＡＲ提供装置は、危険物を特定
するための情報（特徴量、危険物の画像データなど）を記憶装置１０に記憶し、撮影装置
３５で撮影した映像データを解析して、映像データに含まれる危険物を認識処理により特
定し、特定した危険物が反復動作（回転運動、往復運動など）をしていると判断したとき
は、特定した危険物による危険範囲を想定して危険範囲画像（拡張画像）を生成してもよ
い。
　また、ＡＲ提供装置としては、様々な形態のものを採用することができる。例えば、携
帯端末型のＡＲ提供装置を採用してもよい。この場合、透過型の液晶ディスプレイに代え
て、非透過型の液晶ディスプレイを採用してもよい。また、例えば、光学的に透過して映
し出される現実空間の対象物に拡張画像を合成表示するヘッドアップディスプレイ型のＡ
Ｒ提供装置を採用してもよい。
　更に、上述した実施形態では、ＡＲ提供装置１００と情報処理装置２００とで、それぞ
れ機能分担させたが、これらは１つの装置で行ってもよく、或いは、拡張画像をＡＲ提供
装置１００ではなく情報処理装置２００が生成するなど、本実施形態で示した装置とは別
の装置が同様の機能を司るようにしてもよい。
【００４９】
　また、上述した実施形態では、固定された危険物として、クレーン、ガス管、旋盤を例
示しているが、これらに限られるものではない。例えば、危険物として電力を送るための
送電線を採用してもよい。このとき、稼働状態検出センサは、電圧が規定値（規定ボルト
）に達したときに、稼働している（危険である）と検出する。また、例えば、危険物とし
て流体を送るための配管を採用してもよい。このとき、稼働状態検出センサは、流体の温
度が規定値（規定温度）に達したときに、稼働していると検出する。また、例えば、危険
物として砥石車を回転して工作物の面を研削仕上げする研削盤（グラインダ）を採用して
もよい。このとき、稼働状態検出センサは、作動状況信号や作動予定信号を検知して、稼
働していると検出する。
【００５０】
　また、上述した実施形態では、危険物がＡＲ提供装置１００によって認識された場合に
は、当該危険物の危険範囲の拡張画像を生成して表示する構成であったが、必ずしもＡＲ
提供装置１００によって認識された全ての危険物について危険範囲の拡張画像を生成して
表示する必要はない。
　例えば、ＡＲ提供装置１００の視界に複数の危険物が捉えられたときに、それら全ての
危険物について危険範囲が一斉に提示された場合、どこに注意するべきかユーザは混乱す
る可能性がある。より具体的には、現時点ではまだそれほどユーザにとって危険ではない
ような遠方にある危険物に対してまで危険範囲の拡張画像を生成して提示する必要はない
。むしろ、そのようなあまり危険性のない危険物についてまで拡張画像を提示することで
、ユーザは本当に注意する必要がある近くにある危険物についての拡張画像を見落として
しまう可能性もある。
【００５１】
　そこで、ユーザに対して現時点で危険範囲を表示する必要がある危険物についてのみ、
危険範囲を示す拡張画像を提示する構成を採用してもよい。この構成について、より具体
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的に説明すれば以下のとおりである。
　この構成では、ＡＲ提供装置１００は、例えばユーザの位置が危険物から所定の距離以
下（予め定められた閾値以下）となった場合にのみ、ユーザに対して危険物の危険範囲の
拡張画像を生成する。図１６は、危険物に関する情報を格納するテーブルの一例（位置固
定対象テーブル９１０）を示す図である。なお、図１６に示すテーブルでは、図５に示す
テーブルと比べて、表示条件の項目が追加されている。
　位置固定対象テーブル９１０を用いる構成では、例えば、危険物ＩＤ「００１」のクレ
ーンの表示条件が３０ｍ以内となっているので、ＡＲ提供装置１００は、危険物ＩＤ「０
０１」のクレーンまでの距離が３０ｍ以内の場合のみ拡張画像を生成してユーザに提示す
る。その他の項目については、図５に示すテーブルと同じであるので、説明を省略する。
【００５２】
　図１７は、表示処理に係るフローチャートの一例を示す図である。なお、図１７に示す
フローチャートでは、図１０に示すフローチャートと比べて、ＡＲ提供装置１００と危険
物との距離を判定するステップＳ３０５が追加されている。
　ステップＳ３０５では、表示制御部６５は、ＡＲ視野に含まれる危険物を特定すると、
危険物までの距離を取得する。
　ＡＲ提供装置１００と危険物との間の距離については、表示制御部６５がＡＲ提供装置
１００の現在の位置を示す情報（ＡＲ位置情報）と図１６に示す危険物の基準位置とに基
づいて算出する構成とすることができる。或いは、ＡＲ提供装置１００に計測部を設けて
おき、計測部が対象の危険物に対してレーザーを発射し、発射されたレーザーが危険物で
反射して計測部に戻ってくるまでの時間から距離を計測部が計測する構成であってもよい
。なお、ステップＳ３０５以外のステップについては、図１０に示すフローチャートと同
じであるので、説明を省略する。
【００５３】
　また、表示制御部６５は、位置固定対象テーブル９１０から表示条件として格納されて
いる距離を読み出し、危険物からの距離の測定結果と比較する。そして、危険物からの距
離の測定結果が、位置固定対象テーブル９１０に格納されている表示条件を満たしている
場合、処理はステップＳ７０に遷移する。
　例えば、危険物ＩＤ「００１」のクレーンである場合、表示制御部６５は、ＡＲ視野に
含まれるクレーンを特定すると、クレーンまでの距離を取得する。また、表示制御部６５
は、位置固定対象テーブル９１０から、危険物ＩＤ「００１」のクレーンに対応する表示
条件「３０ｍ以内」を読み出す。そして、表示制御部６５は、取得したクレーンまでの距
離が表示条件の「３０ｍ以内」であるか否かを判定する。判定の結果、３０ｍ以内の場合
には、処理はステップＳ７０に移り、表示制御部６５は、危険物に対して危険範囲を表す
拡張画像を生成し、重畳して表示する。一方、３０ｍを超える場合には、処理はステップ
Ｓ４５に戻ることになる。
【００５４】
　なお、上述の例では、図５に示す位置固定対象テーブルに表示条件の項目を追加した例
について説明したが、図６に示す移動対象テーブルに表示条件の項目を追加し、移動する
危険物に対して図１７に示すフローチャートを適用する構成であってもよく、特に限定は
されない。
　また、上述した実施形態では、作業員に対して危険物に関する情報などを提示する構成
であるが、作業員のほかにも作業現場を巡回する警備員に対して危険物に関する情報を提
供する構成であってもよく、特に限定はされない。
　上述した実施形態の構成によれば、危険な個所が時間的に変化する場面において、危険
な個所をより適切に報知することができる。
【００５５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
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【符号の説明】
【００５６】
１００　ＡＲ提供装置
２００　情報処理装置
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