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はじめに
日本は，地理的，気候的な理由により雨が多
く，季節によっては大気の状態が不安定になり，
にわか雨も多く発生する．雨が降ることにより，
人々の行動が阻害される恐れがある．そのため，
円滑な行動を促すには迅速かつ詳細な降雨予測
情報の通知が必要である．しかし，従来の天気
予報は，市や区といった広範囲かつ 3～6 時間単
位の予報であり，詳細な降雨予測情報が得られ
ず，行動の判断に支障を来す．
このような問題に対処するため，我々は，降
雨発生前後における行動判断支援を行うシステ
ムを提案し，開発を進めている[1]．
本稿では，利用者の現在地や現在時刻といっ
たコンテキストに基づいた降雨予測情報を通知
し，行動判断を支援する携帯情報端末向けシス
テムについて報告する．
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また，コンテキストアウェアシステムは，コ
ンテキストに依存した情報を提供するだけでな
く，利用者への行動判断支援に役立てられる．
2.2 機能要件
降雨発生前後において考えられる行動として，
「濡れながら移動する」「雨宿り」「傘を買う」
「交通機関を利用する」「急いで移動する」と
いったものが挙げられる．これらのうち，利用
者にとって最善の行動を決定するには利用者の
現在地と現在時刻に基づいたリアルタイム性の
高い降雨予測情報が必要となる．
また，本システムでは，「傘を買う」という
行動判断への支援を行う．判断後，迅速に行動
するには，傘を販売している店舗情報と店舗へ
行くための経路を表示する必要がある．

システム設計
本システムは，GPS で取得した位置情報と現
2 行動判断支援
在時刻に基づいた降雨予測情報の通知と現在地
2.1 関連研究
周辺に関する地図情報の表示を行う Android 端末
近年，スマートフォンやタブレットといった
向 け の ネイ テ ィブ ア プリ ケ ー ショ ン であ る．
携帯情報端末の需要が増え続けている．端末の
Yahoo!デベロッパーネットワーク[5]が提供して
高性能化により，利用者の状況や環境の変化を
いる Yahoo! Android マップ SDK，Yahoo!気象情
自動的に認識する「コンテキストアウェアネス」 報 API，Yahoo!ローカルサーチ API のマッシュア
と呼ばれる概念が登場した[2]．コンテキストア
ップによりシステムを実現した．システム構成
ウェアネスに関する研究は多く行われており，
を図 1 に示す．
特に，利用者の現在地と他のコンテキストに応
じた情報を提供する携帯情報端末向けのコンテ
キストアウェアシステムに関する研究が盛んで
気象情報
ある．
API
例えば，現在地と現在時刻に応じて最も近い
取得部
地下鉄の駅を通知し，入力された目的駅に最も
ローカル
早く到着する路線情報を提供するシステム[3]，
サーチ
現在地とセマンティック Web を組み合わせ，利
API
解析部
用者の要求に応じたサービスを提供するシステ
ム[4]などがある．
Android
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図 1 システム構成
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本システムでは，リアルタイム性と利用者の
移動，各 Web API の利用上限を考慮し，1 分毎に
画面の表示内容を更新するよう設定した．
3.1 インタフェース
利用者の現在位置と周辺地図，降雨予測情報，
傘を販売している店舗と店舗までの経路を表示
する．インタフェースを図 2 に示す．利用者は，
スワイプ操作(指を滑らせて地図を動かす操作)と
ピンチ操作(2 本の指を使った地図の拡大・縮小
操作)が行える．

評価実験
被験者 10 名に対し，本システムを利用しても
らったのち，アンケートを実施し，本システム
の評価を行った．
4.1 評価
降雨予測情報の必要性が高く評価されたが，
被験者のコメントとして主に「降雨予測情報の
精度が悪い」「店舗が重複している」という指
摘を受けた．
4.2 考察・検討
降雨予測情報は，雨量が 0.0 に近いほど精度が
悪くなる傾向にあることが確認された．しかし，
情報を加工することでさらに精度が悪くなる恐
れがあるため，行動判断支援のための一情報と
して扱うこととした．
店舗が重複していた原因は，店舗情報の中に
同名の店舗が 2 件存在したため，両方とも地図上
に表示されたが，片方は存在しない店舗だった．
そのため，正しい店舗を判別する必要がある．
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おわりに
本稿では，利用者の現在地と現在時刻につい
ての降雨予測情報を通知し，行動判断を支援す
る携帯情報端末向けシステムについて報告し，
システムの評価を行った．
今後は，降雨発生前後において考えられるそ
の他の行動に対する機能の実装と被験者のコメ
ントを基にシステムの改良を行う．
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