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緯度経度情報を用いたAR

画像認識を用いたAR

Location Base

GLUE



www.junaio.com

受信できるご自分のメアド

Junaio.comからアクセス

実際は認識用画像をプリントアウト



www.junaio.com



JunaioDevelopperアカウント







JunaioDevelopperアカウント





publicだと一般公開できるが
metaioの審査が入るのでとりあえず
Privateを選択

Publicの場合、アイコンがない、
Descriptionに記述がないなどは審
査が通らないので要注意



今作ったチャンネルを選択
右側に設定した情報が表示される

モデルもしくは動画を追加



アカウント

チャンネル

ビデオ ３Dモデル

コンポーネント



コンポーネントにする
３Dモデル追加を選択



モデルの位置合わせ

３Dモデルの選択

テクスチャの選択

トラッキングイメージの選択

モデルをクリックした
ときのアクション

OKならCreate

コンポーネントのタイトル



一旦戻る



今作ったチャンネルをテストする



コンポーネントを選択





チャンネル名を知っていたらチャンネル名で検索
あるいはアカウント名で検索

任意のチャンネルを選択





Junaioの画面に3Dモデルが表示される



Descriptionで書いた内容

ブラウザの起動



Hello csc viz, 

thank you for submitting your channel. The validation did not show any problems, however your channel looks like 
a test channel only.
Please provide a channel thumbnail and a description so your channel can be found easier by users. 

Please keep in mind, that you do not need to submit a channel for testing purposes only. Submitting will make 
the channel available for every junaio user. If you just want to test your channel, please login on your iPhone or 
Android phone with your username (cyberviz) and the channel will be available to you.
Before you submit a channel, please make sure you meet the following requirements: 

Does your channel have an interesting and fitting name (Any 'tests' in the name will have to be rejected) 
Does your channel have a descriptive thumbnail 
Does your channel provide a valid description 
For Location Based Channels: Does the region set for your channel represent where information is available 
For Glue/Scan channels: Have you checked that your channel tracks well on your smartphone 

Meanwhile, I have set your channel back to new. 

If you have any questions or feedback, please join our Google Group at http://groups.google.com/group/junaio-developer. 

I am looking forward to your next steps, 
Matthias



• コンテンツへの拡張機能
– webサイトへのリンク、経路検索、動画再生

• データの制限容量が大きくなる
• ロケーションベースのコンテンツ

–緯度経度に関連した情報
• LLAマーカー

– iPhoneのGPSを補完して位置精度を上げる



チャンネルの選択
イベント

responce

request

コンテンツのダウンロード
イベントの結果を反映



Serverの条件

• GoogleのHPサービスはダメ
• レンタルサーバもしくは自作

–ロリポップ、お名前.comの共有サーバ、など
など

• PHP５，FTP（or scp）, 外部API 必須



緯度経度情報を用いたAR

画像認識を用いたAR

Location Base

GLUE



Junaio.comで設定





JunaioDevelopperアカウント



ダウンロード



APIキーを記述するファイル

イベント等をXMLで出力するPHPファイル

index.phpと.htaccess

Junaioのサーバが使うPHP



<?php
/**
* @copyright  Copyright 2010 metaio GmbH. All rights reserved.
* @link       http://www.metaio.com
* @author     Bernhard Heindl
**/

//General channel stuff
define('JUNAIO_API_HOST', 'http://api.junaio.com'); // URL to the junaio API
define('AUTH_DATE_TOLERANCE', 15 * 60 * 1000); // Set time period for valid requests: 15 minutes
define('JUNAIO_KEY', ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'); // Junaio developer key

Config/config.php



<?xml version=¥"1.0¥" encoding=¥"UTF-8¥"?>
<results>

<poi id=¥"1¥" interactionfeedback=¥"click¥">
<name><![CDATA[GundamCafe]]></name>
<description><![CDATA[Gundam Cafe at Akiba]]></description>  
<date>2010-11-04 06:43:27 +00:00</date>
<l>35.698999080504706,139.77290980517864,10</l>
<o>0,0,0</o>
<minaccuracy>0</minaccuracy>
<maxdistance>1000</maxdistance>
<mime-type>image/jpeg</mime-type>
<mainresource>http://yourserver.com/YourChannel/GF.jpg</mainresource>
<thumbnail>http://yourserver.com/YourChannel/gf_thumbnail.jpg</thumbnail>
<icon>http://yourserver.com/YourChannel//gf_icon.jpg</icon> 
<route>true</route>
<phone>03-1000-2000</phone> 
<mail>meado@domain.com</mail> 
<homepage>http://g-cafe.jp/</homepage> 

</poi>
</results>



例：
<poi id=¥"1¥" interactionfeedback=¥"click¥">





<l>[latitude:float],[longitude:float],[altitude:float]</l>
•緯度・経度・標高 （Google Earthが便利）

<o>[X:float],[Y:float],[Z:float]</o>
•表示させるオブジェクトの回転 （rad)    

<minaccuracy>[accuracy:int]</minaccuracy>
•最短位置での表示距離 （ｍ）

<maxdistance>[maxdistance:int]</maxdistance>
•どの程度離れている所までサーチ範囲にするか （ｍ）

例
<l>35.698999080504706,139.77290980517864,10</l>
<o>0,0,0</o>
<minaccuracy>0</minaccuracy>
<maxdistance>1000</maxdistance>



例：
<mime-type>image/jpeg</mime-type>



例：
<mainresource>http://yourserver.com/GundamCafe/poi_image/GF.jpg</mainresource>
<thumbnail>http://yourserver.com/GundamCafe/poi_image/gf_thumbnail.jpg</thumbnail>
<icon>http://yourserver.com/GundamCafe/poi_image/gf_icon.jpg</icon> 



ICON

Thumbnail

Resource



例：
<mail>meado@domain.com</mail> 
<phone>03-1000-2000</phone> 
<route>true</route>





html/.htaccessを_.htaccessに名前変更もしくは削除
ただし、.htaccessは隠しファイルになっている





http://www.yourserver.com/ContentsDir/html/?path=index.php











左の緯度経度に右の
マーカーを貼り付ける

屋内ではGPSを取れない
GPSの精度が低い LLAマーカ







質問はこちらへ

cnc-support@cybernet.co.jp


