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科学ミュージアムガイドにサービスにおける
携帯端末、屋内測位、電子ワークシート閲覧・作成に関する
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Abstract: In this paper, we report on a user study on PDA, indoor positioning, and electronic-worksheet
browsing/authoring in science-museum guide service. In this study, we acquired the user’s position and
direction by using a self-contained sensor module worn at the user’s waist and presented maps and eworksheets on the exhibits through iPhone. Also, the user can create e-worksheets by themselves and share
them among the users. As a result, we verified that the size and weight of the mobile guide are reasonable and
e-worksheets encouraged the users to experience the real exhibits. In addition, e-worksheet authoring was
thought to have a potential for fostering the users’ experience exchanges, even though it contains
implementation problems. Regarding indoor positioning, the users had a tendency to lose their position when
the displayed position was not smooth.
Key Words: mixed reality, wearable, smart phone, service engineering, digital museum.

1. はじめに

報告する。本実験では、来館者の腰部に装着した自蔵セン

筆者らは科学ミュージアムガイドシステムの開発と評

サモジュールを用いてその位置と向きを計測し、iPhone

価を通して，屋内環境におけるユーザの状況に応じた情報

に地図情報や展示物に関する電子ワークシートを表示し

提示サービスについて研究を進めている[1][2][3]．今年

た。ガイドシステム内で電子ワークシートを作成・配置で

で 4 年目となる本実験のうち，最初の 2 年は屋内三次元ナ

きるようにし、来館者が電子ワークシートを作成し公開す

ビゲーションシステム実験としては実験インフラや基本

ることができるようになった。また、被験者が実際に通っ

システムの構築，現在利用しているインタフェースやコン

たルートや iPhone 上で見たコンテンツ、自分で作成した

テンツの基礎を構築・検証をしてきた．3 年目の実験では

コンテンツをまとめて印刷し、被験者が後で振り返ること

モバイル端末をハンドヘルド PC から iPhone に変更し，よ

ができる仕組みを用意した。端末の操作性や閲覧性、電子

り実用に向けたシステムに近づけるとともに，コンテンツ

ワークシートの効果に関する主観評価を実施した。その結

をモバイル端末上で直接作成できるようにし説明員が積

果、端末の大きさや重さの妥当性、電子ワークシートが実

極的にガイドシステム上のコンテンツ作成に参加できる

展示の体験を促す効果があることなどが確認された。また、

ようにした．以上のような実験からコンテンツの有用性は

位置表示の不連続により位置を見失いやすいことがわか

確認されたてきたが，コンテンツの表現力は低く，伝えら

った。

れる内容も制限されていた．また，コンテンツの表示のタ
イミング・頻度に関しては、ユーザがコンテンツアイコン
に接近すると自動でポップアップするように設計されて

2. 科学ミュージアムガイド
本実験で利用した科学ミュージアムガイドに関して，そ

いたが，測位系や通信の関係で提示が上手くいかず，ユー

の実験システムの構成を概説する．

ザが満足できるレベルの情報の提示を行えていなかった．

2.1 ハードウェア

本稿では、iPhone と歩行者デッドレコニングシステム

本実験の被験者は，図 1 で示すセンサモジュールとバッ

を利用した科学ミュージアムガイドの実証実験について

テリーを，ベルトを用いて腰部に装着し，iPhone を把持

するか首にかけた状態で実験に参加する．
センサモジュールは 3 軸の加速度センサ，3 軸の角速度

がある．
2.4.1

地図提示モード（地図自動モード）

センサ，温度センサ，3 軸の磁気センサ，気圧センサ，ア

地図上にユーザの現在位置・方位，目的地までの最短ル

クティブ RFID タグリーダ，
Wi-Fi 通信モジュール，
micro SD

ートを表示することでナビゲーションするモードである

カードスロットを内蔵している。通常、センサデータは

（図 2）
．このとき，地図の表示は測位系の出力に基づいて

Wi-Fi ネットワーク経由でサーバに送信されるが，ネット

自動で制御される．地図の表示範囲は被験者の現在位置の

ワーク切断時には micro SD カードに蓄積され，ネットワ

周辺が自動で追跡される．地図の回転は，デフォルトでは

ーク通信回復時に再送信される機能が実現されている．

進行方向が画面の上方向に常に一致するように自動で回
転する．また，地図の縮尺制御に関してもデフォルトでは，
測位系出力の「不確かさ」に基づく縮尺の自動制御を行う．
つまり，測位誤差が小さい場合（不確かさが小さい場合）
には縮尺の大きい地図を表示し，逆の場合には縮尺の小さ
い地図をユーザに提示する．

図 1: iPhone(右)とセンサモジュール（左上）
図 2: 地図自動モードの画面例
2.2

インフラ

通信インフラとしては H17 年度に構築した Wi-Fi ネット
ワークを用いた．アクティブ RFID による位置補正手法に
ついては，施設側に RFID タグを配置する設定とした．
2.3 ソフトウェア構成
本システムのソフトウェア構成は測位系，コンテンツ管
理系及びハンドヘルド端末制御系で構成されている．
測位系としては，歩行者デッドレコニング[4]をベース
に，環境モデルをベースにしたマップマッチング（パーテ
ィクルフィルター）
[5]とアクティブ RFID による位置補正，
そして，気圧センサにより気圧変化を検知することによる
高度補正を組み合わせた統合的測位手法を採用した．
コンテンツ管理系はデータベース（PostgreSQL）と php
スクリプトによる Web サービス群から構成され、サーバ上

2.4.2

地図提示モード（地図手動モード）

このモードでは iPhone のマルチタッチによるインタラ
クションで地図のスクロール，拡大縮小，回転を操作でき
るようにインタフェースを設計したモードである（図 3）
．
地図のスクロールは iPhone の写真閲覧ソフトウェアなど
でよくおこなわれる操作に準じて，指によるドラッグ操作
で自由におこなうことができる．同じく拡大縮小は二本指
におけるピッチ操作によっておこなうことができる．地図
の回転は，画面下部に回転のためのスライダーを配置して
これをドラッグすることにより地図の回転量を指定する
ことで操作できるようになっている．これらの操作によっ
てユーザは自由に地図を閲覧することができる．

で実行された．測位系と通信することで各被験者の最新の
位置と方位を取得して DB に履歴を記録すると同時に，ハ
ンドヘルド端末制御系からのリクエストに応じて，状況に
基づいて提示するコンテンツ情報を提供する．
ハンドヘルド端末制御系はコンテンツ管理系と同様の
データベース，Web サービス群に加えて iPhone 用アプリケ
ーションから構成される．ユーザ情報を管理するとともに，
ユーザからの入力やタイマーなどのイベント処理，コンテ

図 3: 地図手動モードの画面例

ンツ管理系へのリクエストと応答結果として提供される
地図・推薦ルート・体験誘導コンテンツなどの可視化を担
当する．
2.4 インタフェースデザイン
ガイドシステムのインタフェースは主に 2 種類の地図提
示モードとコンテンツ選択モード，コンテンツ作成モード

2.4.3

コンテンツ選択モード

このモードでは，地図上の任意のコンテンツグループア
イコンを押下することで，選択コンテンツのサムネイル再
生が行われる（図 4）
．もしそのアイコンに複数のコンテン
ツが登録されている場合は，登録されているコンテンツの

リスト表示を行う．地図上のコンテンツアイコンの色は，

本実験で用意したコンテンツも[3]で述べているのと同

そのアイコンに登録されているコンテンツを利用者が見

様に，あくまで来館者が実展示を体験するように誘導する

たかどうかによって変化する．

ことが目的であり，説明員の解説を補助するものである．

再生されたサムネイル画面を見て，そのコンテンツが置

2.6 体験履歴印刷システム

いてある場所に行ってみたいとユーザが感じたら，そのコ

サーバのデータベースには，ユーザが来館日当日に本実

ンテンツを目的地に設定することができ，そこへの最短経

験のガイドシステムを利用して館内のコンテンツを見学

路が表示されるようになる．

して回った履歴が残されている．この履歴には，各コンテ
ンツに対するテキスト入力結果や，選択問題への回答結果
も含まれており，それらをまとめてワークシートという形
で A4 要旨複数枚上にプリントアウトし，持ち帰ることが
できるようにした．ここで載せた情報は，目的地設定を行
ったコンテンツのコンテンツ名，場所，写真，閲覧時間，
インタラクションの実行結果とユーザが館内を移動した
軌跡であった．

3. 実験設定と手順
図 4: コンテンツ選択モードの画面例

本実験は参加体験型展示が多いという特徴を持つ科学
技術館（5 階建て，各階 2500~2700 ㎡）において，H22 年 2

2.4.4

コンテンツ作成モード

コンテンツの作成手順は以下の通りである．
①

コンテンツの基本となる画像を取得する．

②

①で取得した画像にペンツール等を利用し編集する．

③

コンテンツに属性情報を付加する．

④

インタラクションを付加する．

⑤

関連するコンテンツを関連付けする．

⑥

地図上に設置する．

①では iPhone のカメラ機能を利用する方法と，既に
iPhone のカメラロールに保存された画像を読み込む方法
の二種類を実装した．また，④，⑤は任意である．⑥に関
しては，地図上に既にあるコンテンツアイコン上に限定さ
れる．これはアイコンが多くなりすぎると地図が見辛くな
るという問題に起因する．

月 22 日から 3 月 7 日の計 14 日間に渡って実施した．
本実験の被験者は 3 階に設置された受付で実験を開始し，
その後 1 時間ガイドシステムを利用して館内を自由に回り，
再び受付に戻ってくる．そして，実験終了後に被験者はア
ンケートに回答し，最後に，体験履歴印刷システムで作成
したワークシートを配布した．
本実験に参加しアンケートに協力していただけた人数
は 54 名であった．

4. 結果
アンケート結果には全て t 検定を用い有意差があるかど
うかを統計的に分析した．
ハンドヘルド端末としての iPhone のハード面に関する
下記の質問
・体験中に iPhone が重いと感じたか．
・iPhone 本体の大きさをどう感じたか．
・iPhone の画面の大きさをどう感じたか．
・展示体験中に iPhone が邪魔に感じることがあったか．
の回答としてはいずれの評価も平均評価値の 4.0 で，適切
な重さ・大きさであると評価された．しかし，展示体験中
に邪魔になったかという質問に対しての回答の分散が大

図 5: コンテンツとインタラクション（選択肢）の例

2.5 コンテンツ
コンテンツでは 3 年目の実験で用意したコンテンツを再
利用するとともに，本実験で追加された機能である iPhone
アプリ上で作成したものを使用した。また，本実験での新
規コンテンツとしてはインタラクションを含むコンテン
ツを用意した．インタラクションは選択肢問題（図 5）と
ワークシートのように書き込みと保存ができるものの二
種類を用意した．また，二つ以上のコンテンツを関連付け
られるようになり，コンテンツ間で行き来ができるように
なった．

きかった．邪魔になったと回答した被験者からは，体を動
かす展示を体験する時は iPhone をぶつけたり落としたり
しないか不安になったという意見を多く得られた．
ナビゲーション中の地図の現在位置表示に関しての下
記の質問
・自分の位置と地図上の位置がずれていると感じたか．
・現在地がとんだ時，自分の位置が分からなくなったか．
の回答としては，まず前者は 50 人の被験者があると回答
した．特に階層が変化する移動の時にずれが顕著になると
いう回答が多かったが，同じ階層を移動している時もずれ
を感じると回答した被験者も多かった．後者は評価値 3.15
を得た．非連続的な動作が行われた時には位置を見失って

しまうという回答を得た．これは昨年の実験から課題とし

示の体験の仕方が分からなかったという意見も含めて，意

てあがっており，早急に解決するべき問題である．

図通りの結果となった．また，前回はコンテンツアイコン

ナビゲーション中の目的地の設定に関する以下の質問

が密集していて地図が見辛いといった問題があったが，今

・目的地の設定を簡単に行えたか．

回の実験でアイコンの表示を変更することで良い評価を

・目的地設定は役に立ったか．

得ることができた．

・ナビゲーションに関するルート表示は分かりやすかった

コンテンツ作成に関しては，作成した人数は全体の約

か．

25%であったが，14 日間で 29 のコンテンツが作成された．

・目的地をすぐに見つけられたか．

さらに，コンテンツを作成したくないと回答した意見もコ

では，目的地の設定は簡単に行え，役に立ったと回答され

ンテンツ作成自体を否定するのではなく，作成するツール

た．また，目的地をすぐに見つけることができたとも回答

の不備やコンテンツの作り方がわからないというように，

された．しかし，ナビゲーションのルート表示は良くも悪

コンテンツ作成は必要ないという意見ではないため，受け

くもないと回答された．

入れられたものだと考えられる．そのため，次は作成環境

コンテンツの有用性に関しては以下のような質問を行

や交換環境の整備が必要となってくると考えられる．また，

った．

コンテンツ作成に関わることとして，文字や画像の表示が

・コンテンツアイコンが密集していて地図が見辛いことが

小さく見辛いといったものや，文字が背景にある写真と同

あったか．

じような色を利用したものがあり見にくいといった意見

・コンテンツは体験の助けになったか．

があり，iPhone 上のコンテンツをどのように作成すればい

・コンテンツを見て実展示の体験の仕方がわかったか．

いかといったガイドラインが必要であると感じた．

コンテンツアイコンが密集していて地図が見辛い場所が

また，前回の実験同様ネットワーク回線の不安定さから

あったかという質問に関しては，そのようなことはなかっ

くるディレイや切断により表示の遅さや位置ずれが目立

たという評価を得た．また，コンテンツの有用性に関して

った．ナビゲーションの現在地表示も更新が 0.5 秒毎であ

は体験の助けになったと回答され，実展示の体験の仕方が

ったため動きがカクカクしており，それも被験者が現在地

わかったかという質問に関してはどちらとも言えないと

表示の不連続感を感じさせ，位置を見失わせる要因になっ

いう回答を得た．

たと考えられる．以上のように，システムの操作性の向上

また，コンテンツの文字や写真の大きさに関して質問を
行った．

と，ディレイ等によるユーザへの情報提示の不連続性をど
のように緩和するかも今後の課題となると考えている

・コンテンツの文字表示の大きさは適切であったか．
・コンテンツの写真表示の大きさは適切であったか．
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