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行動記録を通じた動物の理解のための
動物園動物観察アプリケーションの開発
吉田 信明1,a)

田中 正之2,3

和田 晴太郎2,3

概要：
著者らは，動物園において，来園者が飼育動物の行動を観察・記録することで動物や自然環境への理解を
深めるための，教育アプリケーションの開発と評価を進めている．このアプリケーションでは，来園者が
記録した 3 次元的な動物の行動をデータベースに集約・蓄積し，その結果を参加者が視覚的に確認できる
ようになる．本稿では，このアプリケーションの概要と，初期の評価状況を述べる．
動物園の動物は，必ずしも自然のそのまま状態で観察できるわけではないが，来園者が様々な種類の動物の
習性を間近に観察可能である．本アプリケーションは，このような動物園の特性を生かし，来園者自らが，
一定の科学的な手法を実装したタブレット端末を用いて動物の行動観察を行い，動物や自然環境に対する
理解を深めることを目指している．また，蓄積されたデータは，飼育活動にも活用することが可能となる．

Development of the ethological recording application
for the understanding of the zoo animals behavior
Yoshida Nobuaki1,a)

Tanaka Masayuki2,3

Wada Seitaro2,3

Abstract: The authors are developing and evaluating the ethological recording application for zoo visitors
on tablet computers. With this application, zoo visitors record zoo animals’ location and behavior in 3dimensional data, and look see the result with the web-based application. In this paper, we describe the
outline of the application and its initial evaluation.
Although zoo animals are not in the wild, visitors can observe varied animal species nearby in the zoo. This
application takes advantage of zoo’s this characteristic. Using this application, zoo visitors can understand
wildlife and nature through ethological observation in a scientific manner. In addition, recorded data will be
utilized for animal husbandry in the zoo.
Keywords: zoo,ethology,tablet computer

1. はじめに

動物園は，限られた人工的な環境ではあるが，多数の生
きた動物を直接観察可能な施設である．このような環境の

著者らは，動物園において，来園者が飼育動物の行動を

メリットは，来園者が，動物の行動や形態を，身近に，じっ

観察・記録することで動物や自然環境への理解を深めるた

くりと観察できることにある．動物の真の生活の姿が野生

めの，教育アプリケーションの開発と評価を進めている．

環境にあるのは言うまでもないが，都市に暮らす人々が，

1

そのような野生の環境を訪れて，じっくりと動物を観察す
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る機会は極めて限られる．また，実際に訪れたとしても，
野生の動物に出会うのは容易ではないし，緻密に観察する
ことはさらに難しい．
このような中で，動物園は，都市に住む人々が，自然を身
近に感じ，学習する場としての役割を担っている．京都市
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図 1

動物園での情報通信技術の利用への取り組み

動物園は，都心部に位置する都市型動物園として，身近な
市民の自然環境や命の学習の場となっている．現在，市民
の参加の下で作成された再整備構想 [1] に基づいて，2015
年度まで開園しながらのリニューアルを進めているが，こ

図 2

観察対象 (ゴリラのおうち)

の構想においても，
「楽しく学べる動物園」として，教育を
主要なコンセプトの一つに掲げている．

とは，動物に高い関心を持つ来園者以外では，あまりない

著者らは，現在，この背景の下，動物園の最も基本的な

し，その観察した結果を記録として残すことも，ほとんど

機能である “飼育” において情報通信技術を活用し，その

ないと考えられる．教育プログラムの参加者は，限られた

成果を教育に生かすための取り組みを進めている (図 1)．

時間ではあっても一定の時間，動物を真剣に観察すること

この取り組みのポイントは，以下の 2 点である :

で，一般的なイメージとは異なる動物の行動に気づくこと

• 情報通信技術を用いて得られる客観的で網羅的な情報

が期待される．また，一定のルールに従って体系的に蓄積

を活用した，生き生きとした飼育展示の実現

されたデータを記録し，その結果を見ることで，科学的な

生き生きとした飼育動物の展示は，日々の飼育担当者

考え方の理解にもつながると考えられる．

の観察から得られる洞察と，それに基づいた工夫によ

また，このようにして蓄積されたデータは，ばらつきは

り実現されている．しかしながら，多忙な飼育業務の

当然あるものの，多くのサンプルが集積することにより，

中で，時間をかけた継続的な観察は必ずしも容易では

多忙な動物園の飼育担当者が，限られた時間での観察では

ない．センサーなどの情報通信技術を用いて収集され

得られない知見を得ることも可能となり，よりよい飼育展

る継続的かつ客観的なデータを生かすことで，これま

示に生かされることも期待される．

で気がつかなかった情報を飼育員が手に入れることが
でき，よりよい展示が実現されることを目指している．

• 収集した情報を生かした，命の教育・環境教育のため

本稿では，このシステムの概要と，初期の評価状況を述
べる．2 節では，構築したシステムの概要を述べる．3 節
では，このシステムを用いて行った初期的な評価について

の教育プログラムの開発

説明する．この評価では，募集した被験者に実際にシステ

動物を至近距離で観察できる動物園の特性を生かし，

ムを使ってもらい，期待した学習効果が得られているかど

参加者がある課題に基づいた観察を行う中で，動物の

うかを，システムの使いやすさとともに評価した．動物園

性質や特徴を理解し，更には環境や生命への理解を深

のような施設における，携帯端末を用いた学習システムは，

めることが期待される．このようなプログラムの中で

これまでにも開発されてきている．4 節では，これらの先

科学的・客観的なデータを参照・解釈することにより，

行事例との比較を行う．5 節では，今後の展望について述

単に動物を眺めるだけではなく，より科学的なエビデ

べる．

ンスに基づいた，単に情緒的な自然への理解だけでは
ない，教育プログラムを実現することが可能となるこ
とが期待される．

2. アプリケーションの概要
2.1 目的

著者らは，現在，この取り組みで実現する教育プログラ

我々が作成しているアプリケーションでは，主として中

ムで用いる，タブレット端末向けのソフトウェアの開発・

高生を対象とした教育プログラムの参加者が，動物の行動

評価を進めている．このソフトウェアは，主として中高生

を観察し，その様子を体系的に記録することで，動物の行

を想定した来園者が自ら動物を観察し，その行動を記録す

動を理解し，また，科学的なものの見方を理解させること

ることで，動物の行動や生態に対する理解を深めることを

を目指している．

目的としている．

そのため，このアプリケーションでは，一定の時間ごと

動物園に単に来園して飼育されている動物を見て回って

に，参加者に，観察対象の動物が，どこにいてどのような

いるだけでは，なかなか動物の細かな行動を理解すること

行動をとっているのか，端末の画面を通じて入力を要求す

は難しい．通常，短い時間でも，動物を真剣に観察するこ

る．これにより，参加者は，ある一定の時間，継続的に動
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(a) 地図画面

図 3

観察対象 (アフリカの草原)

物の行動を追い続けることになる．その結果，意外な動物
の振る舞いや，個体間の関係など，漫然と観ているだけで
は気がつかなかった動物の行動を理解することができるよ
うになる．
また，このようにして集められたデータは整理して視覚
的に参加者に提示可能となる．参加者が行った記録活動
が，集積されたデータとして提示されることで，科学的な

(b) 登録ダイアログ

手法 (ここで用いる観察記録手法) が，動物の行動の体系的

図 4

な理解につながることに気づくことが期待される．

スクリーンショット (位置登録画面)

「歩く」
「寝る」
「遊ぶ」など，動物の行動を表す言葉．

2.2 観察対象
現在，以下の 2 種類の動物舎を観察対象としている:

• 閲覧画面用
– 3 次元モデル (STL 形式，3 次元での記録対象向け)

• ゴリラのおうち (図 2)
ニシゴリラの家族 (3 頭)．ゴリラは森林で生活し，木
登り，ぶらさがりなども行うので，そのような行動を

3 次元でデータを表示するためのモデルデータ．
– 平面図画像ファイル (2 次元での記録対象向け)
データをプロットするための平面図データ．

観察できる構造になっている．

動物園では，動物の生態に合わせて作られた，様々な動

• アフリカの草原 (図 3)
キリンの家族 (3 頭)・グレビーシマウマ (2 頭) ．広

物舎で動物を飼育している．我々のアプリケーションで

いグラウンドの中で，キリンとシマウマを混合飼育し

は，特定の動物舎に合わせて特別な画面やシステムを作る

ている．

のではなく，以上のようなデータを交換することで，様々

*1

この記録対象について，それぞれの生活環境に合わせて，

な動物舎に対応できるようになっている．これにより，複

「ゴリラのおうち」の場合は 3 次元空間のデータで，
「アフ

数の動物種の行動を比較したり，異なる動物園など，異な

リカの草原」の場合は 2 次元空間のデータで，記録するこ

る飼育環境で，同じ動物種がどのような異なる行動をとる

ととなる．

かを比較したりといったことが容易になる．

これらの記録を行うために，以下のようなデータを，記
録対象ごとに用意する :

• 記録画面用
– 動物舎の構造データ (平面図，3 次元モデル等)

このシステムは大きく分けて，2 つの機能を持つ．

• 行動記録機能

利用者の画面に表示される平面図と，高さ方向の目

観察対象の動物について，個体ごとに，その位置と行

標物のデータ

動を選択し，データベースに記録する機能

– 個体データ
観察対象の動物舎で飼育されている個体の名前．

– 行動
*1

2.3 機能

第 1，2 回検証実施時点．その後，移動があり，グレビーシマウ
マは 1 頭になっている．
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• データ閲覧機能
記録したデータを視覚化して閲覧する機能
以下，この各機能を説明する．

2.3.1 行動記録機能
行動記録機能は，教育プログラムの参加者が，自ら動物
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の行動を観察する時に，データを入力するために使用する
機能である．図 4 に，主要な画面を示す．
図 4(a) はメインの画面である．この画面で，参加者は，

ゴリラのように樹上に登る動物舎には，多数のポールや
梁を設置して，その間をゴリラが移動する様子を観察でき
るようになっている．このような動物舎内の構造を 3 次元

個体の位置を入力する．個体の選択は，画面左側上の個体

モデルとして作成し，その上にデータをプロットすること

のリストで行う．このシステムでは，1 度に 1 個体の行動

で，参加者は，移動の様子を観察することができる．また，

を登録するので，登録しようとする個体の名前を触れて切

プロットする際に行動を色分けして表示するなど，特定の

り替える．

場所で，どのような行動がよくなされているかなど，環境

このリストで切り替えた上で，画面右の地図上で，利用

と行動の関係も理解できる．

者は個体の平面位置を選択する．この際，地図上に表示さ

また，このプロットは個体ごとに行っている．京都市動

れた目標物を目安に，利用者は位置を特定する．目標物と

物園で飼育されているゴリラは，大人のオス，メスと，子

しては，グラウンド内にある池や植栽，構造物がある．図

供の 3 頭である．これらの個体間での行動の違いも，この

の地図は「ゴリラのおうち」であるが，このグラウンド内

画面を見ることで理解できる．

には，ポールや梁などの運動用具，池が作られており，こ

一方，キリンやシマウマのように，地上生活のみを送る

れを目標として，地図上の個体がいる位置を触れることで，

動物の場合は，3 次元のプロットは不要であるので，飼育

平面上の位置を選択する．

しているグラウンドの平面図で表示する．プロットは同様

図 4(b) に示す登録ダイアログが表示される．このダイ

に個体ごとに行う．観察対象のグラウンドでは，キリンの

アログでは，その地点における個体がいる高さを左側の棒

家族とシマウマが混合飼育されており，キリンの家族の親

グラフを伸縮してメートル単位で入力する．飼育舎内には

子の関係に加え，キリンとシマウマの相互の関係の理解も

構造物や屋根があり，参加者はそれを目安とするために，

期待される．

指定した平面上の位置にある構造物と，そのおおよその高
さが横に示されている．なお，2 次元での記録対象の場合
は，このメーターは表示しない．
高さに加えて，下部に示されるドロップダウンリストを
使用して，その地点における主要な動物の行動を選択する．

2.5 システム構成
このシステムの構成を，図 6 に示す．

2.5.1 web ベースのシステム提供
登録画面は HTML5 ベースのアプリケーションとして

この行動の項目は，観察対象ごとに作成され，動物の行動

HTTP サーバを介して提供されており，タブレット端末

に詳しくないものでも，比較的わかりやすい粒度の項目と

向けの画面構成となっている．タブレット端末やスマート

している．

フォン端末には，現在，Android，iOS，Windows 8 など，

位置の登録に当たっては，一定の時間を設定し，少なく

様々な OS が使用されており，それぞれ個別のアプリケー

ともその時間内に 1 回は記録してもらうために，地図画面

ション開発を行うと，将来にわたってのシステム維持が

下部にタイマーを表示している．これにより，どの行動に

困難である．このシステムでは，web ベースでアプリケー

どの程度の時間を割いているか，移動の速度はどの程度か

ションを提供することで，広く，多くの人に観察に参加し

などといった分析が可能になる．また，参加者に，一定の

てもらえるようにした．

義務を課すことで，一種のゲーム性を持たせることも狙っ

このアプリケーションには，タブレット端末の web ブ

ている．ただし，複数の個体が近くにいて関連する行動を

ラウザからアクセスするが，そのための通信は，園内に設

とっているなどの場合は，残り時間に関わりなく，積極的

置された無線メッシュネットワーク [2] を介して行ってい

に連続して登録するように指示し，行動理解につながるよ

る．現在のところ，このアプリケーションにインターネッ

うなデータ収集も図っている．

トを介してアクセスできるようにはしておらず，学校など
の団体での来園者に対する教育プログラムとしての提供を

2.4 データ閲覧機能
以上のようにして集約されたデータは，データ閲覧画面
で閲覧可能となる．
現時点では，収集した位置情報を，個体別に，行動単位
で平面図や 3 次元モデル上にプロットをする閲覧画面と

前提としている．将来的には，一般の来園者にも解放して，
観察に参加してもらうことも考慮しており，その際には，
データ閲覧機能へのインターネットからのアクセスを可能
とする予定である．

2.5.2 データベース

なっている (図 5)．画面上，丸印がある時刻に個体がいた

登録されたデータは，一般に “NoSQL” と呼ばれるリレー

位置で，その間をつないでいる線が，時系列での移動状況

ショナルデータベースとは異なるデータベースの一種で，

を示している．また，画面左側で，個体を選択できるよう

スキーマレスの文書型データベースである，MongoDB[3]

になっている．

に格納される．
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(a) 3 次元画面 (ゴリラのおうち)
図 5

(b) 2 次元画面 (アフリカの草原)
スクリーンショット (データ閲覧画面)

を採用した．図 8 に，登録されているデータの例を示す．

HTTPサーバ

園内無線
ネットワーク

図 8(a) は，温湿度センサーからのデータである．別途作
タブレット端末

成した飼育管理システムでは，このデータを取得した動物

観察記録機能

舎で飼育しているキリンの個体の情報画面にこのデータが
R+Shiny

データ閲覧機能

mongoDB

グラフとして表示されるようになっている．また，図 8(b)
は，ここで作成しているアプリケーションで登録される位

図 6 システム構成

置データである．x，y，z は，3 次元での位置を表してい
データ閲覧ツール
飼育管理システム

る．同様の形式は，例えば 3 次元センサーで取得したフタ
ユビナマケモノのデータ [4] のデータ格納でも用いること

利用

ができる．その一方で，“course” などのデータは，本ア

利用

プリケーション固有のデータであり，センサーデータの場

登録

合は登録されない．MongoDB では，このようなデータの
登録
登録

集合を “コレクション” と呼ばれるデータのひとまとまり
で管理する．コレクション内の各データの間で，登録され

利用

ているデータ項目に関する制約はない．このように，アプ
リケーション独立のデータと，固有のデータを混在して格
センサー

納できる．また，複数のアプリケーションが一つのコレク

教育用アプリケーション
図 7 様々なアプリケーションでの利用

図 7 に示すように，現在，我々は，園内に設置したセン

ションを共有し，それぞれが固有のデータ項目を付け加え
ることもできる．

2.5.3 データ分析・視覚化

サーからの情報や，本アプリケーションで収集したデータ

データの視覚化は，統計処理用言語として広く用いられ

を，様々なアプリケーションで活用するための取り組みを

ている R 言語 [5] を用いている．R 言語は 3 次元データも

進めている．この中では，どのようなデータが集められ，

含めたグラフ描画などにも強力なライブラリ群を提供して

また，データがどのように活用されるか，データに対して

いる．データベースに格納されたデータを取得して分析を

どのような付加情報がアプリケーションから与えられるか

行い，その結果を，R 言語用の 3 次元ライブラリである rgl

は，予見できない．

ライブラリを用いて，WebGL[6] で出力している．その上

リレーショナルデータベースにセンサーデータを格納

で，Shiny[7] と呼ばれる R 言語用の web フレームワークを

する場合，スキーマ設計を行うが，一般的に，アプリケー

用いて，ネットワークからアクセス可能としている．デー

ションの仕様に強く依存した設計となるか，あるいは，セ

タ処理から，ユーザインターフェースまで，R 言語で記述

ンサーの種類（位置情報，温度など）に強く依存した設計

可能である．これにより，容易に 3 次元での観察結果を表

になるか，いずれかになる．いずれにしても，多様なセン

示できるようになる．

サーの情報を，多様なアプリケーションで利用するには不
向きである．
そこで，特定のスキーマに強く依存するシステムとする

また，観察データやセンサーデータから，何らかの傾向
や現象を見いだすプロセスは試行錯誤することが多く，こ
のような結果も，容易に web で公開可能である．現状で

よりも，より柔軟性の高い，文書型のデータベースがより

は，観察結果を 3 次元空間にプロットするのみであるが，

本システムには適していると判断し，このデータベース

さらに一歩進んで，蓄積されたデータをより詳細に分析し，
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{
"_id" : ObjectId("543f740e8158e772387b23c7"),
"course" : DBRef(...),
{

"area" : DBRef(...),
"_id" : ObjectId("539157333b0d3cfa0c02174d"),

"animal" : DBRef(...),

"humid" : 63,

"time" : ISODate("2014-10-16T07:30:22.199Z"),

"temp" : 12.9,

"x" : 13523,

"time" : NumberLong(1395672212)

"y" : 13171,

}

"z" : 628,
"text" : "座る" ,
"ip" : "XXX.XXX.XXX.XXX",
"nickname" : "サンプル"
}
(a) 温湿度センサー

(b) 個体の位置データ
図 8

蓄積されたデータの例

動物の行動を定量的に理解することも，今後行う予定であ

だ行っていない．

る．このような，多数のデータから何らかの傾向や現象を
見いだすプロセスは，試行錯誤することが多い．R 言語は，

3.1 概要

情報系以外の研究者にもよく使われている言語であり，こ

検証は，以下の通り行った．

のような発見的なプロセスをサポートするインターフェー

• 第 1 回 (2014 年 10 月 18 日)

スを持っている．動物園の専門家などの知見を，比較的容
易に公開できる仕組みとなっている．

3. 検証

被験者 3 名 (小学生 1 名，中学生 1 名，大人 1 名)

• 第 2 回 (2014 年 10 月 25 日)
被験者 9 名 (小学生 4 名，中学生 2 名，大人 3 名)
観察対象は，先に述べた「ゴリラのおうち」および「ア

現在，我々は，実際に小学生から中学生の被験者に利用

フリカの草原」において，それぞれ 20 分程度の観察を行っ

してもらい，本システムの検証を進めている．この検証で

た．第 2 回目については，終了後，感想などの聞き取りを

は，主としてアプリケーションの機能面・ユーザインター

行った．

フェース面での評価のため，以下の検証を行った:

• 観察の実行状況
観察は，参加者によって意図通りに実行されているか

• ユーザビリティ

観察は，事前にアプリケーションの使い方を説明し，その
上で，現地で操作に慣れながら，観察してもらった．デー
タの登録間隔は原則 1 分ごととし，複数の個体を登録した
い場合などは，引き続いて登録してもらうこととした．

参加者は思ったとおりに，データをシステムに登録で
きたか

• 教育プログラムの実行
参加者がプログラムの内容を確実に実行できるように

3.2 聞き取り結果
聞き取りでは，以下のようなコメントがあった．

• 観察作業

するために，教育プログラムをどのように構成するべ

– 5 分で飽きた．(小学生，女)

きか

– 画面に変化がないのでつまらない．(小学生，女)

以上を，実際に記録されたデータと，アンケートによっ
て検証する．また，実際に使ってもらうことにより，無線

LAN のように不安定になりがちな環境での動作検証もあ
わせて行う．
なお，ここで述べる検証は，少数の被験者を対象とした，
初期の段階である．ここでは，この検証の状況と，その結

– 同じことばっかりやってるとつまらない．3 回登録す
ると，一休みとか．(小学生，女)

– 途中経過が見られると俄然やる気が出るのだが (大
人，女)

• アプリケーションの使いやすさ
– 位置を入力した時に，地図上の位置を確認できず，ダ

果から得られた改善点について述べる．教育アプリケー

イアログに隠されてしまう (大人，女)

ションとしての観点からは，教育効果として，アプリケー

– 入力したい行動の項目がない．(大人，女)

ション利用前後で動物の行動に対する理解が深まったかど

– 個体の名前のところに特徴が書いていてほしい．個

うか，検証すべきであるが，アプリケーションのユーザビ

体がわからないので，探せない．特にキリンが難し

リティの確認を優先しているので，本稿執筆時点では，ま

い．(大人，女)

– (大人，女)
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• タブレット端末の使いやすさ
– いくら触っても反応しない．(小学生，男)
– 画面が出なくなる時がある．(複数)
3.3 評価
図に示しているのは，実際の観察結果のデータである．

今後，これらの課題に対応した上で，教育効果を含めた
全体的な評価を行うこととしている．

4. 関連研究・事例
動物園において，来園者に動物への理解を深めてもらう
には，様々な動物を順に見て回ってもらう方法，一つの動

複数の被験者のデータを一括して表示している．それぞ

物をしっかり見てもらう方法がある．前者において携帯端

れ，ゴリラのおうち，アフリカの草原での単一個体の移動

末を活用する方法として，GPS などで位置特定をし，その

経路を示している．この結果からは，概ね，コンスタント

場所に合わせたコンテンツを表示するシステムなどが提案

に入力が行われている様子が見て取れる．その一方で，極

されている [2], [8], [9]．また，来園者の参加を求めるシス

端に移動している登録例がある．例えば，図 5(a) は，ゴリ

テムとして，[10] のように，園内の音声ガイドを小中学生

ラの子供のゲンタロウの移動経路であるが，天井付近 (右

に作成してもらうような取り組みもある．これらに対し，

側) と，地面のあたり (左側) を行ったり来たりしているよ

我々のシステムは，一つの動物の行動観察を深く行っても

うに記録されているが，実際にはこのような動きはしてい

らうことを主眼としている．

ない．個体の選択を正しく行わないまま，位置の登録を繰
り返している場合があると思われる．

また，動物園における行動観察は，従来は紙などで行わ
れてきたが，スマートフォンなどで動作するものも，公開

この原因として，個体の選択ボタンを忘れている，と

されるようになっている [11]．本研究で作成したものは，

いったことが考えられる．個体の選択ボタンについては，

入力項目を減らして操作を容易にしたり，また，地図など

事前に説明していたが，入力し始めると操作を忘れてしま

を使って視覚的に入力できるようにすることで，一般来園

う可能性がある．慣れるまでは，参加者に個体ごとに分担

者を対象とした教育効果と観察データの蓄積の両立を狙っ

して入力してもらうなど，正確なデータを得るために指示

たものである．

が必要と考えられる．
一方，固体の識別が難しい，という意見が多くあった．

5. まとめ

特に，キリンについては，3 頭いる個体の大きさや色がよ

著者らは，動物園において，来園者が飼育動物の行動を

く似ている．個体の識別は，観察を始める時に口頭で説明

観察・記録する教育アプリケーションの開発を行っている．

していたが，画面でよりわかりやすく表示する事も考えら

このアプリケーションを用いて，来園者が，動物の行動や，

れる．但し，文字や写真で説明したとして，慣れない参加

動物そのものへの理解を深めるための教育プログラムを提

者がその場で識別できるかどうかは検証が必要である．

供することができる．

教育プログラムの観点からは，参加者の意欲をどのよう

このアプリケーションでは，ある動物舎に飼育されてい

に維持するかが課題である．5 分続けたあたりから，カメ

る複数の個体の位置やその時の行動を，一定の時間間隔で

ラ機能のほうに気が散ってしまうなどといった場面が目立

記録する作業を来園者にしてもらい，そのデータをデータ

ち，コメントにも，単調な作業に退屈していたことが現れ

ベースに集約する．この作業を通じ，参加者は，動物の行

ている．途中経過をわかるようにするなど，単調にならな

動を集中して観察し，単に動物を観ているだけでは得られ

いようにする工夫が必要である．

ない動物の行動に対する気づきを得ることが期待される．

タブレット端末については，ペン入力に切り替えると，

さらに，その結果を，3 次元モデル上に表示することで，参

反応しない問題は，改善された．慣れの問題も大きいよう

加者は，自らの作業を科学的・客観的に確認し，動物の行

であり，タブレット端末やスマートフォンを与えていない

動を理解する．データを格納するデータベースは，スキー

家庭の被験者は，最初に求められるニックネームの入力に

マレスの “NoSQL” 型のデータベースを使用し，多様なア

相当手間取っていた．ただし，最初の段階で慣れてしまう

プリケーションからの利用や，様々な付加的なデータの追

と，その後は問題は起きなかったので，参加者の習熟度に

加に対応できるものとなっている．

合わせたプログラム運営が必要である．

現在，我々は，アプリケーションの初期の評価を進めて

また，画面が出なくなるのは，無線 LAN の電波強度が

おり，いくつかの課題が明らかになっている．本稿執筆時

十分得られない地点があるためである．web 経由でサービ

点では，これらの点への対応を進めており，さらに教育効

スを提供する時の弱点でもあるが，メッシュネットワーク

果も含めた評価を行うこととしている．

の機能によりエリアを拡大する，アプリケーションの構成

現在，このような観察データに加え，園内の動物舎に設

を工夫してブラウザ内の記憶域を活用するなどによって対

置したセンサーからのデータなどを同じくデータベースに

応することが考えられる．

蓄積する取り組みを進めている．今後，センサーによる客
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観的で継続的なデータと，様々な人の参加による観察デー
タを，動物園の飼育活動などに活用する方策を検討する
こととしている．また，観察対象を容易に追加できる構成
である点を生かし，他の動物や施設への展開も，今後検討
する．
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