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ポスターの複数の座標位置に対応したデジタル情報が
閲覧できるハイパーパネル Type2 の提案
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概要：著者らは，これまでに紙媒体とデジタルデバイスを組み合わせた新たな情報提供システムとして，
ハイパーパネル Type1 を開発した．ハイパーパネル Type1 では，タブレット端末をポスターの上で動か
すことで，案内一覧ポスターの紙面に記された項目に関連するデジタル情報を直感的に閲覧することがで
きた．しかしながら，デジタル情報を閲覧できる端末は 1 台に限られていたため，複数人でポスター上の
コンテンツに関連するデジタル情報を閲覧することが難しかった．そこで本論文では，これまでに開発し
たハイパーパネル Type1 を拡張し，複数の閲覧者が同一の案内一覧ポスターを見ながら，それぞれがポス
ターに関連するデジタル情報を閲覧できるハイパーパネル Type2 を提案する．本論文では，提案に基づい
て試作したプロトタイプの概要と本システムを利用したことによって得られた知見を述べる．
キーワード：情報提供システム，タブレット PC，ポスター，インタラクション

Proposing of “Hyper Panel Type2” That can Watch the Digital
Information Corresponding to the Multi Position of the Poster
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Abstract: In our previous work, we developed a hyper panel system that combines a new digital signage
with paper media. The hyper panel system uses an intuitive operation to show movies and pictures related
to the information on a given paper poster. The drawback to this system is that multiple users have diﬃculty
simultaneously watching diﬀerent content areas because the system is not equipped for multiple devices. In
this paper, we propose an extension of the hyper panel system: the hyper panel type2 system, which enables
simultaneous viewing of multiple content areas using a tablet, personal computer, or smart phone. In order
to assess its performance, we developed hyper panel type2 prototypes and tested the new system.
Keywords: digital signage tablet PC, poster, interaction

1. はじめに

目が一覧に表示されるポスター（以下案内一覧ポスターと
呼ぶ）で情報提供することが一般的である．このようなポ

イベント会場や商業施設，駅などの人が多く集まる場所

スターでは，記載できる範囲が限られることや，ポスター

では，イベント日のスケジュールや，イベントのプログラ

に記載された情報を更新することができないため，柔軟な

ム紹介，店舗紹介，施設案内，観光名所など，いくつもの項

情報提供ができなかった．近年では，このような紙媒体の
弱点を補うために，タッチパネルを備えた大型ディスプレ
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イによるデジタルサイネージが登場している．これらのシ
ステムは，タッチパネルを操作することでインタラクティ
ブに情報提示をすることができるが，デジタル機器操作に
なれていない閲覧者に対する直感的な理解や操作性の面で
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の配慮が少なく，誰もが利用しやすいシステムとはいえな
かった．このような課題を解決するため，著者らは，これ
までの情報技術と紙媒体との関係を見直し，紙媒体の手軽
さや一覧性，親しみやすさといった利点を活かしつつ，情
報技術で機能を強化するシステムとしてハイパーパネル

Type1（以下 HP-Type1）[1], [2] を開発した（文献 [2] では
「ハイパーパネル」と称していたが，本論文で提案するシ
ステムとの区別を明確にするためにハイパーパネル Type1
と称する）．
著者らが，開発した HP-Type1 は，座標取得装置に掲示
されたポスターの上に携帯端末を配置し，その携帯端末の
ポスター上の座標値を Web のハイパーリンクのアンカの
ように利用していた．これにより，ポスターのレイアウト
ごとのデジタル情報をインタラクティブに表示することが
可能であった．この手法は，従来の QR マーカや NFC タ
グを利用した手法とは異なり，マーカの印刷や物理的なタ

図 1 ハイパーパネル Type2 の概要図

グの埋め込みなど，紙媒体側に細工を必要とせず，直感的

Fig. 1 Overview of the Hyper Panel Type2.

な操作によってポスター上のデジタル情報を閲覧者に提
供することが可能であった．しかしながら，HP-type1 は，

2.1 インタラクション

デジタル情報を閲覧する携帯端末と座標取得装置とがハー

本システムでは，A0 サイズの案内一覧ポスターに関連

ドとして一体であったため，複数の閲覧者が同時に利用す

づけられた静止画や動画などのデジタル情報をネットワー

ることができなかった．著者らが開発した HP-Type1 を含

クに接続された閲覧者の持つ携帯端末で閲覧することを想

め，従来のデジタルサイネージでは，主に 1 人の閲覧者が

定している．本システムを利用する閲覧者の想定インタラ

システムと対面し，情報取得することを想定している．こ

クションは以下のとおりである．

の手法では多くの閲覧者が利用したい場合でも，1 人の閲
覧要求しか満たすことができない．そこで，本論文では，
複数の閲覧者が案内一覧ポスターに記された内容に関する

1. 閲覧者が案内一覧ポスターを掲示した HP-Type2 の前
に立つ．

2. スマートフォンをはじめとした携帯端末のブラウザで

デジタル情報を直感的に情報取得できるシステムとして，

ビューポイントタグに関連づけられたビューアの URL に

ハイパーパネル Type2（以下 HP-Type2）を提案する．

アクセスする．

2. ハイパーパネル Type2 の概要
本論文で提案する HP-type2 は，これまで開発してきた

HP-Type1 を発展させたシステムである．HP-Type1 の情
報発信者にとっての利点は，紙媒体のポスターを手軽にイ

3. 案内一覧ポスターで詳細情報を閲覧したい項目が記さ
れた場所にビューポイントタグを配置する．

4. ビューアで配置した案内一覧ポスターの位置に関連づ
けられた静止画や動画などのデジタル情報を閲覧する．
以下 3，4 を繰り返す．

ンタラクティブな情報提示を行えるデジタルサイネージに
できることであり，閲覧者にとっての利点は，直感的な操

2.2 システムの要件

作による情報取得ができることであった．HP-type2 にお

2.1 節に記載したインタラクションを実現するためのシス

いてもこの基本コンセプトは変えず，座標値によるアンカ

テム要件として，座標取得の方法と，想定利用人数，ビュー

取得手法を利用することで，紙媒体を併用することの利点

ポイントタグのデザイン，分解能，マルチ閲覧について考

を保ちながら複数の閲覧者による同時閲覧（以下マルチ閲

察した．以下に考察した要件を記す．

覧と呼ぶ）を実現することを目指した．

2.2.1 ビューポイントタグの座標値の取得

座標値の取得に関しては，直感的な操作を可能とするた

直感的な操作でビューポイントタグを案内一覧ポスター

め，閲覧したいと考えたポスター上の場所に物理的なオ

に配置し，座標値を取得するためには，測定のためのキャ

ブジェクトを配置し，配置した場所の座標値を取得でき

リブレーションや初期化などの手続きを省き，手軽に素早

る「ビューポイントタグ」を考案した．また，デジタル情

く距離測定ができる必要がある．また，提案システムは，

報の閲覧に関しては，閲覧者が持つ携帯端末を利用する

複数のタグを利用することを想定しているため，複数を同

ことを想定した．図 1 にビューポイントタグを利用した

時に設置しても挙動に不具合が生じないことも考慮しなけ

HP-Type2 の概要図を示す．

ればならない．これらの要件から著者らは，指向性を持っ
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た距離測定ができる超音波センサを採用した．超音波セン

2.2.5 マルチ閲覧

サは複数利用することで，超音波が干渉する可能性がある

HP-Type2 では，閲覧者が持つ携帯端末をデジタル情報

が，測定のタイミングをタグ配置時に限定することにより

閲覧のためのデバイスとして想定しているため，様々な携

干渉による影響を避けられる．

帯端末の OS に対応できなければならない．また，スマー

2.2.2 想定利用人数

トフォンの操作に慣れていない閲覧者に対しても動画や静

A0 の案内一覧ポスターに対して閲覧者が複数人いる場

止画などのデジタル情報の閲覧が簡単にできるようにシン

合には，ビューポイントタグを同時に直接配置できる閲覧

プルな GUI を備えている必要がある．このため，システム

者は，2 人から 3 人が適当であると考える．これ以上の閲

利用にあたっては，ソフトのインストールを必要とせず，

覧者が人の手が届く範囲で A0 サイズの案内一覧ポスター

携帯端末を日々利用している手続きの延長として利用でき

にビューポイントタグを配置することは空間的に困難であ

ることが望ましい．これらの理由からデジタル情報を閲覧

り，3 人を超える閲覧者が案内一覧ポスターの前でビューポ

するビューアは，HTML5 で実装し，各ブラウザでタグご

イントタグを操作することは，紙面の一覧性や可読性の面

とに準備された URL にアクセスすることで複数人での閲

から考慮しても現実的ではない．しかしながら，ポスター

覧を実現する．

からやや離れた位置でそれぞれのビューポイントタグにア
クセスし，デジタル情報を取得する閲覧者数はこの限りで
はなく，1 つのビューポイントタグに同時にデジタル情報
を見ることができる閲覧者数は，10 人程度を想定する．

2.2.3 ビューポイントタグのデザイン
案内一覧ポスターの上にビューポイントタグを配置する

3. 関連事例
3.1 従来の紙媒体を利用した手法との違い
紙媒体をベースとして複数の閲覧者が，案内一覧ポス
ターからデジタル情報を閲覧できる手法として，QR コー
ドを利用した手法や NFC タグを利用した手法があるが，

ことによって，紙面のデザインや可読性がある程度損なわ

近年では，Augmented Reality 技術を利用した手法が登場

れてしまうが，本デバイスで設置する行為は，閲覧者が見

している．本論文では，それらの従来技術を，1.RFID タ

たいと思う場所を明示的に示すという意味もともなってい

グや NFC タグを紙媒体に付与する手法，2. 可視・不可視

る．このため，サイズが小さすぎる場合は，同じタグを利

のインクを使ってマーカを印刷し，そのマーカをアンカと

用する他の閲覧者がタグを見失ってしまう可能性がある．

してデジタル情報にアクセスする手法，3. マーカ以外のオ

さらに，同じ形のビューポイントタグを複数配置した場合

ブジェクトをマーカと見なして実現する手法とに分類し，

には，それぞれのビューポイントタグを見分けることが難

本手法との比較を行う．

しくなる．これらの理由から，ビューポイントタグの大き

1 の手法はでは，RFID や NFC タグに対応した携帯端

さやデザインは，案内一覧ポスターの可読性をできるだけ

末を持っていない閲覧者はサービスを受けることができな

損なわないデザインでありながら，目印としての機能も果

い．また，IC タグのリンク情報と案内一覧ポスターレイア

たすようなものでなければならない．また，本システムは，

ウトの位置とを管理する必要があるだけでなく，案内一覧

携帯端末の機器操作に不慣れな閲覧者に対しても直感的な

ポスター 1 枚ごとに物理的に IC タグを付与する作業が必

操作による利用を想定しているため，煩わしい機器操作を

要となる．これに対し，本システムでは，座標値をアンカ

必要としない仕様であることが望ましい．

とする HP-Type1 と同じ手法を利用しているため，紙媒体

2.2.4 ビューポイントタグの必要分解能

側に物理的なタグの埋め込みなどの細工を必要としない．

A0 サイズの案内一覧ポスターでは，A4 サイズのチラシ

2 の手法としては，QR コードのほかに，カラーマーカ [3]

などとは違い，ある程度の距離から見ることを想定してい

やフラクタルバーコード [4] などがある．この手法では，

る．このため様々な写真やイラストを大きく表示すること

案内一覧ポスターに記されている項目ごとにデジタル情

や，エリアごとにまとめて表示することが多い．また，視

報との関連づけを行う必要があるため，内容とは関係のな

認性が高まるように，大きな文字を利用することが一般的

いマーカを紙面に複数印刷することが避けられない．これ

である．小さな文字サイズで記述される場合は，文章を閲

は，案内一覧ポスターの可読性やデザインを損なう恐れが

覧者に読ませるために，詳細な説明や解説などが記されて

ある．この課題に対応するために特殊なインクを利用して

いる可能性が高く，この場合では，パラグラフ単位での対

不可視のマーカを利用する方法 [5], [6] が登場している．し

応が好ましいと考えられた．そこで著者らは，ビューポイ

かしながら，これらの手法では，カメラ側に赤外線 LED

ントタグの必要な最低分解能を 96 ポイント（33.6 mm）と

やブラックライト LED といった装備が必要であることや

定めた．この数値は，A4 サイズの標準文字サイズである

特殊なインクを使って印刷しなければならない．これに対

12 ポイントを A0 サイズに拡大した 48 ポイントの値に行

し，本手法では，マーカによる認識を必要としないため，

間を含めた数値である．

紙面をデザインする際に，マーカの位置や場所をあらかじ
め想定する必要がない．また，過去に作成したポスターに
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対してもデジタル情報を付加することができる．

な場合では，あらかじめ備え付けられたサイネージシステ

ビューポイントタグを配置したときに，紙面の可読性や

ムでは，多数の閲覧者に対応することができない場合も考

デザインをある程度損なうことになるが，配置前は，通常

えられるが，本システムは，必要に応じて手軽に運用数を

の紙媒体と変わりのない紙面を閲覧することが可能である

増減させることができる．

し，座標値を取得した後に，タグを撤去することもできる．

3 の手法として，近年では，マーカの代わりに特定のオ
ブジェクトの画像やオブジェクトの背景画像をマーカの代

4. プロトタイプの実装
提案した HP-type2 のコンセプトを評価するためにプロ

わりとしてデジタル情報を展開するシステム [7] が開発さ

トタイプを実装した．表 1 にプロトタイプの構成表を示

れている．これらの手法は，それぞれの閲覧者の利用環境

す．また，本システムを動作させるための案内一覧ポス

に合致したアプリケーションをインストールする必要があ

ターもあわせて制作した．以下実装したプロトタイプシス

る．これに対し，本手法では，OS に備え付けのブラウザ

テムと制作したポスターコンテンツについて説明する．

からビューアにアクセスするだけで利用することができる
ため初見でシステムを利用するための条件がこれらの手法
よりも緩和されている．

4.1 プロトタイプの制約
今回実装したプロトタイプは，実利用を目的としたもの
ではなく，本システムのコンセプトを評価するための最低

3.2 タッチパネルを利用したサイネージとの違い

限の性能を備えたものである．そのため，スムーズに複数

著者らが開発した HP-type1 も含め，従来のインタラク

のビューポイントタグを配置する場合のインタラクション

ティブなデジタルサイネージの多くは，複数の閲覧者に情

が評価できるように同時に利用できるタグの数を 2 つま

報提供することを想定していない．このため複数の項目に

でとした．また，本来であれば，インターネット経由でデ

わたって情報を取得したい場合でも 1 項目ずつ情報を取得

ジタル情報を配信することが望ましいが，システムを設置

する単一的なアプローチでの情報取得となる．この単一的

する環境によっては，インターネット環境がない場合や，

なアプローチでは，1 人の閲覧要求しか満たせないという

あったとしても安定したインターネットの回線速度が保証

ことだけでなく，複数の満足できる情報を探しだすために

されないこと，ブラウザ側にプロキシサーバの設定をする

多くの時間を費やしてしまう可能性がある．

必要があることなど，プロトタイプを利用するにあたって，

この課題を解決するためデジタルサイネージとスマート

システムとは直接関係のない要因によって不安定な挙動な

フォンを連携させることで複数の閲覧者が同時に異なる情

ることが予想された．そこで，プロトタイプでは，独自の

報が得られるデジタルサイネージの研究が行われている．

Wi-Fi ネットワークを構築し，そのネットワーク上にコン

文献 [8] では，デジタルサイネージに表示されるコンテン

テンツサーバを設置した．

ツをサイネージの前でジェスチャを行うことでサイネージ
に表示される情報をスマートフォンにコピーすることがで

4.2 案内一覧ポスターとデジタル情報との関連づけ

きる．文献 [9] では，複数の閲覧者が，手持ちのスマート

コンテンツとして利用する案内一覧ポスターや，レイア

フォンをサイネージに表示されるポインタ操作のリモコン

ウトごとの静止画・動画などデジタル情報の登録や編集作

として利用し，利用者の選択によってディスプレイに表示

業は HP-Type1 と同様のコンテンツオーサリングシステ

される面積が動的に変化する．上記のシステムは，複数の

ム [10] を利用する．コンテンツオーサリングシステムで

閲覧者に対して情報提供を可能とする点で本システムと類

は，ポスター画像をシステムに登録し，GUI 上にポスター

似している．しかしながら，本システムは，これらのシス

の画像を表示させる．次に表示された画像をマウスによっ

テムとは異なり，大型ディスプレイを利用していないため

て矩形として選択し，ポスター上の矩形の左上と右下を開

設置・運用に関して柔軟に対応できるという利点がある．

始点と終了点をとした数値を取得する．これに合わせて，

小型デバイスであるビューポイントタグは，数時間単位で

画像データや動画データをデジタル情報閲覧領域として，

バッテリによる駆動が可能である．このため本システムを
使用する場合は，必ずしも電源付近で設置・運用をする必
要がない（Wi-Fi ルータやサーバは電源が必要だが，無線

表 1

プロトタイプの構成表

Table 1 System equipment of a prototype.

通信を可能としているためポスターの近くに置く必要はな
い）．さらに紙媒体のポスターとそれを掲示するパネルを
利用しているため，運搬が容易であり，気軽に設置位置を
変更することができる．イベント会場や商業施設では，曜
日や時間帯によって参加者数の増減があるなど，時系列に
空間の状況が動的に変化することも少なくない．このよう
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表 2 タグ履歴データベースのテーブル

Table 2 Tag logging database table.

グの超音波センサがそれぞれのフレームまでの距離を測定
する．図 2 に示すようにタグの中心からフレームの左部ま
での距離を X 軸，タグの中心からフレーム上部までの距離
を Y 軸として扱う．垂直に貼られたポスターにビューポ
イントタグを適宜固定するために，フレームにスチール製
の板を敷き，ビューポイントタグの背面にネオジウム磁石
を取り付けた．こうすることで，ホワイトボードに貼り付
ける磁石と同じ要領で掲示されたポスターの任意の場所に
ビューポイントタグを配置することができる．
さらに，タグの配置と撤去したタイミングを自動で取得
図 2 ビューポイントタグと座標取得方法

Fig. 2 View Point Tag and the acquisition method of coordinate.

するために，ビューポイントタグの背面に光センサを設置
した．これにより，背面の明るさの変化をトリガとして座
標値取得できるだけでなく，タグの配置と撤去の状態をタ
グ情報受信モジュール（4.4 節参照）に送信することがで

コンテンツデータベースに登録する．ビューポイントタグ

きる．

の座標値がそれぞれのデジタル情報閲覧領域内にある場合

4.3.2 複数台配置したときの座標値の測定

に関連するデジタル情報をビューアで閲覧することがで
きる．

複数箇所のコンテンツを閲覧するために，ビューポイン
トタグには，それぞれタグ ID が設定されている．ビュー

なお，本システムの制約として，包含関係にあるコンテ

ポイントタグは，ポスター設置時と撤去時にタグ ID と座

ンツや矩形以外のレイアウトに対してデジタル情報を関連

標値，そして，配置時と撤去時の状態を送信する．この情

づけることはできない．

報を受け取ったタグ情報受信モジュールは，それぞれのタ
グがポスターの座標上のどの位置に配置されているのかを

4.3 ビューポイントタグの実装

表 2 にあるタグ履歴データベースよって管理する．履歴

ビューポイントタグを図 2 に示す．今回実装したビュー

データベースは，レコードのシリアル No，タグ ID，コン

ポイントタグは，中心が開いた形状を採用している．中心

テンツ ID，X 軸，Y 軸，行動時間，設置状態（1 の場合は

が開いていることで，タグを配置した箇所のポスター内容

設置，0 の場合は撤去）の各値が格納される．表 2 の 1 列

をすべて隠すのではなく，配置した箇所がある程度見られ

目は，タグ id3 がデジタル情報閲覧領域 No3 の上にあり，

るようにすることで，配置のしやすさとポスターの見やす

配置箇所が X 軸 481 mm で Y 軸が 582 mm，行動時間が

さの両立を試みている．

2014 年 3 月 18 日 18 時 15 分に設置したことを意味してい

4.3.1 座標値の取得

る．これらの情報を基に，たとえば，図 2 のタグ 2，タグ

ビューポイントタグによる座標値の取得には，Spark-

3 のように 2 つのビューポイントタグが X 軸上に重なって

fun 社の超音波センサである Ultrasonic Range Finder -

配置された場合に，タグ情報受信モジュールは，後から配

Maxbotix HRLV-EZ4 を 2 個利用している．超音波センサ

置されたタグ 3 の位置を把握するために，履歴データベー

による距離の測定を可能とするために案内一覧ポスターを

スにアクセスし，設置状態を基にタグ 2 のモジュールが設

設置するフレームの周囲には，3 cm 程度の幅を持たせた反

置されているかどうかを判定する．タグ 2 が設置されてい

射板を設置した．これにより，設置したビューポイントタ

た場合は，タグ 3 が測定した距離 C の値にビューポイント
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タグの大きさの半分の値である B とタグ 2 の配置位置であ
る距離 A とを足した距離 D の値を算出し，その値に基づ
いて，案内一覧ポスターに関連づけられているデジタル情

表 3

設置角度取得実験の結果

Table 3 A result of the installation angle acquisition
experiment.

報の ID をタグ履歴データベースに格納する．この手法で
は，3 台以上のタグに対応することが困難であるが，2 台
までのビューポイントタグの位置を比較的容易に求めるこ
とができる．

4.4 タグ情報受信モジュール
タグ情報受信モジュールは，複数のビューポイントタグ
の座標値を取得し，その値を Web 経由で履歴データベー
スに格納する役割がある．本来であれば，スタンドアロー
ンによる実装がふさわしいが，プロトタイプでは，Web 通
信による想定外のトラブルを避けるため，コンテンツサー
バに実装した．

人（男子 6 人，女性 2 人）による調査実験を行った．8 人

ビューポイントタグとタグ情報受信モジュールとの通信

の被験者には，ビューポイントタグをイーゼルに設置した

に無線通信規格である Zigbee を利用している．Zigbee は，

A0 サイズのホワイトボードの上段部（140 cm〜100 cm），

複数の端末と同時に接続可能なうえ，データ欠損の恐れが

中段部（100 cm〜60 cm），下段部（60 cm 以下）の異なる

少なく，省電力で可動するという特徴がある．このため，

場所にそれぞれ配置してもらい，その配置角度を記録した．

センサネットワークに適した無線規格としてデジタル家

記録した結果を表 3 に示す．表に示すように，被験者の誤

電などに利用されおり，複数のビューポイントタグを利用

差角度の平均が 2.92 度で，最大誤差角度が 7 度であった．

する本システムにふさわしいと考えられた．本システムで

実装したビューポイントタグの傾きの許容度を調べるた

は，Zigbee による送信が可能な Arduino Fio および Xbee

め，中心に 98 ポイント（38.3 mm）の正方形を配置した A0

を利用し，受信側には，Xbee explorer を利用した．

サイズの用紙を準備し，その正方形の上に，ビューポイン
トタグを配置して座標値を測定した．次に配置したタグを

4.5 実装したプロトタイプの性能評価

1 度ずつ傾け，コンテンツの範囲から座標値が外れる限界

実装したビューポイントタグを利用して座標値取得にお

角度を調査した．この結果ビューポイントタグは，96 ポイ

ける分解能と座標値取得におけるタグの許容角度，そして

ントのコンテンツ範囲の場合，左右 10 度までの傾きであ

タグ 2 個による座標値の取得の 3 つの性能について評価を

れば，許容できることを確認した．このことから，人の自

実施した．

然な振舞いでビューポイントタグを設置することで，A0

4.5.1 測定範囲の分解能

ポスターの任意の場所の座標値取得することが可能である

実装したビューポイントタグの分解能は，X 軸，Y 軸と
もに 2.54 cm であった．この値は，著者らが定義した A0

ことを確認した．

4.5.3 タグ 2 個による座標値の取得

案内一覧ポスターにおける必要な分解能の値より性能とし

実装したプロトタイプと提案した手法により，同時に 2

て上回っているため，本システムのインタラクションを評

つのタグを配置した実験を実施した．同時に 2 つのタグを

価するにあたっては，十分な分解能であると考えられた．

配置した場合に，15 cm 以下の測定距離を正確に測れない

4.5.2 配置の許容角度

ことが分かった．このため，プロトタイプでは，すでに設

プロトタイプにより実装したビューポイントタグは，超音

置されているタグに重なる位置となる右側や下側に 2 つ目

波センサ X 軸と Y 軸を固定して設置しているため，ビュー

のタグを設置する場合は，15 cm 以上タグから離して設置

ポイントタグを案内一覧ポスターに配置する場合は，直角

する必要があった．このことから，2 個以上のタグを使う

に配置することが望ましい．しかしながら，人の自然な振

場合は，観光地案内マップのように近接したコンテンツが

舞いでタグを直角に置くことは難しく，必ずいくらかの傾

記載される場合があるポスターで使用することは難しいと

きが生じることとなる．そのため，ビューポイントタグの

考えられた．しかしながら，イベント案内など複数のコン

傾きにより座標値がどの程度影響されるか調査する必要が

テンツが均等にレイアウトされるグリッドシステム [11] に

あった．また，人が自然な振舞いでタグを配置した場合に，

よって制作された A0 案内一覧ポスターでは，写真や画像，

どの程度の傾きが発生するかについてもあわせて調査する

文章ブロックといったコンテンツの中心から他コンテンツ

必要があった．そこで，タグを設置することで生じる傾き

の中心まで 15 cm 以上離れることは珍しくないため，条件

を調査するために，被験者として大学生および大学院生 8

が満たされたレイアウトの案内一覧ポスターにおいては本
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図 3 ビューアの GUI
図 4 プロトタイプのポスターコンテンツ

Fig. 3 GUI of viewer.

Fig. 4 A poster of prototype system.

システムのインタラクションを評価するうえで問題ないと
判断した．

クト形式の授業があるだけでなく，特色ある様々な学科の
イベントがあり，これらをあわせて受験生に紹介する必要

4.6 ビューアの実装

がある．そのため，M 学科の概要だけでなく，近年の学内

プロトタイプでは，独自の Wi-Fi ネットワークに携帯端

プロジェクトの成果や教員の研究内容など M 学科の特徴

末を接続し，Web ブラウザにビューポイントタグごとに設

を網羅的に提示する必要があった．制作した案内一覧ポス

定された URL を入力することで各ビューポイントタグの

ターを図 4 に示す．

ビューアにアクセスすることができる．

制作した案内一覧ポスターは，ブロック単位にコンテン

ビューアは，デジタル情報の取得手法として jQuery を利

ツを配置し，見出しや写真などで，閲覧者の注目を惹きつ

用しているので，動的に動画や静止画などのコンテンツを

けるようにデザインした．また，このデザインはプロトタ

切り替えることができる．なお，ビューアでの動画ファイ

イプの性能を考慮し，デジタル情報が閲覧できるコンテン

ルの再生には，様々なブラウザに対応している jPlayer [12]

ツの中心位置を 15 cm 以上の間隔で離している．

を利用した．図 3 に実装したビューアの GUI 画面を示す．

ポスターに記された各コンテンツの内容は，概略やイ

ビューアの画面左上には，座標取得ボタンが配置されて

メージ図が表示されているだけであり，このポスターだけ

おり，このボタンを押すことによって，最新の位置情報に

では，それぞれの項目について十分に理解することは難

更新することができる．次に，コンテンツ取得ボタンを押

しい．

すことにより，デジタル情報を取得し，それぞれの画面を

本システムを利用することで，このような様々な項目が

タップすることによって，静止画と動画のデジタル情報を

盛り込まれているポスターの情報補完ができると考えられ

閲覧することができる．

た．今回のポスターでは，23 個の異なる内容を記し，掲示
されているコンテンツとして，学生のアニメーション作品

4.7 システムに対応した案内一覧ポスターの制作
本システムに対応したコンテンツとして K 大学 M 学科

や教員のインタラクティブ作品などが含まれている．
デジタル情報が閲覧できる領域は，図 4 に示す赤枠の範

の案内一覧ポスターを制作した．M 学科では，6 つのコー

囲に記載された写真イメージ部の 17 のコンテンツに対し，

スに加え，ゲームクリエイタ特訓やプロダクション CG ク

表 4 に示したデジタル情報を左上から順番に関連づけた．

リエイタ特訓，キャラクタクリエイタ特訓などのプロジェ
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図 5 実験の様子

Fig. 5 Image of experiment.
表 4

表 5

プロトタイプで閲覧できるデジタル情報の一覧

Table 4 Number of digital information for prototype.

体験者の内訳

Table 5 Details of participants.

初めに 3 分程度，簡単にシステムの使い方とデジタル情
報が関連づけられている箇所を説明し，その後，任意の場
所にビューポイントタグの設置，およびデジタル情報の閲
覧を体験してもらった．
ビューアには，
「NO DIGITAL DATA」と表示される．

5. 評価実験
5.1 実験概要

本システムの体験後には，アンケートによる調査を実施
した．調査に利用したアンケートでは，1. スマートフォン
の操作の熟練度，2. システムの利用方法の理解度，3. 案内
一覧ポスターコンテンツの可視性，4. 案内一覧ポスターの

実装したプロトタイプシステムと，案内一覧ポスターを

コンテンツに対する興味の喚起，5. 本システムに対する興

利用して本システムの評価実験を実施した．体験者は，K

味という 5 つの項目に焦点を当て，表 6 のような設問で

大学のオープンキャンパスの参加した 10 代後半から 40 代

調査した．また，自由記述によるシステム利用の感想を求

までの男女の 37 人である．体験者の内訳を表 5 に示す．

めた．

実験では調査員 1 人が本システムの使い方を簡単に説明
した後に，体験者がビューポイントタグを紙面の任意の場
所に配置してデジタル情報の閲覧を行ってもらった．なお，

5.2 実験結果
実験で得られた．デジタル情報の閲覧履歴を表 7 に示

本実験では，2 台のビューポイントタグを使用した．デジ

す．実験では，約 4 時間の間に 2 つのビューポイントタグ

タル情報の閲覧には，基本的に参加者が所有する携帯端末

で，合計 126 回のデジタル情報の閲覧履歴があった．この

を利用してもらったが，携帯端末を持っていない参加者に

うち閲覧時間が 5 秒以下の履歴が 8 件あり，これらは，目

は，あらかじめ準備した閲覧用の携帯端末（iPad mini）を

的としたデジタル情報を取得できなかったことで閲覧者が

体験者に貸し出した．図 5 に本実験の様子を示す．

すぐにタグを動かしたと考えられたため，デジタル情報が
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図 6

アンケート結果

Fig. 6 Ratio of answers.

表 6 アンケート項目

Table 6 Question items.

表 7

各コンテンツの閲覧回数

Table 7 The watched sum of each content.

取得できなかった設置回数として集計した．

1 人平均の閲覧数が 3.03 個，平均視聴時間は，2 分 36
秒であった．最も閲覧されたデジタル情報は，id10 のアニ
メーション作品であった．アンケート調査の設問 1 に基づ
いて，スマートフォンの操作に熟練しているグループと熟
練していないグループの 2 つのグループに分けてアンケー
ト（表 6）結果の集計を行った．図 6 にスマートフォンの
操作が未熟だと回答したグループ A とスマートフォンの操
作に熟練していると回答したグループ B の結果を示す．
設問 2 のシステムの理解については，グループ A の理
解度は，スコア 5（理解できた）とスコア 4 を合わせた結
果が 66.6%であった．一方でグループ B の結果は，96%と

3 のシステムの興味に関しては，スコア 5 とスコア 4 を合

高い理解度を得ることができた．このことから本システム

わせた結果がグループ A では，88.9%, グループ B では，

は，スマートフォンの操作に慣れている体験者にとって非

89.2%とほぼ同程度の評価を得ることができた．このこと

常に安易に理解できるシステムであると考えられる．設問

から，本システムは，スマートフォン操作の熟練度に関係

c 2015 Information Processing Society of Japan


28

情報処理学会論文誌

デジタルコンテンツ

Vol.3 No.1 20–32 (Feb. 2015)

表 8

自由記述の結果

Table 8 Result of Open-ended questions.

なく，システムへの興味を喚起できることが分かった．設
問 4 のシステム操作に関しては，グループ A とグループ B
では，グループ B の方が操作に関する評価がやや高いとい

5.3 自由記述の結果と考察
アンケートによって得られた自由記述を項目別に分類し
表 8 のようにまとめた．

う結果となった．これはスマートフォンの熟練度による差

ビューポイントタグの設置やデジタル情報の閲覧に戸惑

がアンケート結果に反映されたと考えられる．しかしなが

う体験者はおらず，ビューポイントタグを動かすことで，

ら，グループ A の体験者の 6 割以上が，スコア 5 とスコア

それぞれの興味のあるデジタル情報を閲覧することができ

4 を選択していることから，本システムは，スマートフォ

ていた．特に，物理的なタグを移動させることで，携帯端

ン操作に慣れていない体験者でも十分に操作ができるシス

末のコンテンツを切り替える手法は，感覚的に新しく感じ

テムであると考えられる．

るようで，情報取得の手法としてこれまでにない新鮮な体

設問 5 の案内一覧ポスターの理解度を問う設問に関して

験を得たという感想が多かった（表 8：意見 1〜5）．

は，グループ A とグループ B で結果にばらつきが出てい

ほかにも，案内一覧ポスターを眺めながら掲載されてい

るため，今回作成した案内一覧ポスターの紙面のみでは内

る内容に関連する静止画や動画を同時に見ることができる

容が伝わりにくいものであったと体験者が感じていたと考

ため，一覧性に優れた情報閲覧ができるという意見があっ

えられる．一方で設問 6 の本システムの案内一覧ポスター

た（表 8：意見 6，7）
．これは，以前開発した HP-type1 と

を補足する機能に関しては，グループ A，グループ B とも

同様で案内一覧ポスターのコンテンツと携帯端末の詳細情

に高い評価を得ることができた．これらの結果から，本シ

報を同時に閲覧できる効果であると考える．

ステムが案内一覧ポスターの情報を効果的に補完していた
ことが推測される．

ビューポイントタグの超音波センサを利用した距離測定
は，おおむね正確に測定することができたが，タグを設置

設問 7 の本システムが将来的に普及した場合の利用の可

したときに大きな傾きがあった場合に，測定距離に誤差が

能性については，グループ A では，8 割近くの体験者がス

生じることがあった．この問題に関しては，ビューポイン

コア 5，スコア 4 を回答し，グループ B では，同じく，約

トタグの傾きを防止するために，加速度センサで，ビュー

9 割の体験者が利用したいと回答している．以上のことか

ポイントタグの傾き具合を検出し，閾値を超えた場合にア

ら，本システムは，スマートフォンの操作に慣れていない

ラートを鳴らすなどの対応をする必要があると考える．

体験者でもスマートフォンの操作に慣れている体験者と同
程度の高い受容性があることが分かった．

本システムの高い汎用性が発揮された場面として，専用
のアプリケーションをインストールしなくても，参加者が
持っているスマートフォンを利用して，案内一覧ポスター
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のデジタル情報を閲覧することができた．その場で，独自

して利用する場合が見られた．

のネットワークに接続し，所定の URL にアクセスするだ

これには次の 2 つの理由が考えられた．1 つ目は，ビュー

けで，自分の持っているスマートフォンが，ビューポイン

ポイントタグにより，知りたい対象のデジタル情報のアン

トタグと連動することにおどろいたという意見があった

カを入手してデジタル情報を自己の端末で受信すると閲覧

（表 8：意見 13）．また，スマートフォンに搭載された OS

することができるようになるため，その閲覧者にビューポ

に関係なく閲覧できることに利便性の高さを感じているよ

イントタグが一時的に不要となるからだと考える．もう 1

うだった（表 8：意見 14）．

つの理由が，単純に案内一覧ポスターを閲覧しながらシス

ビューポイントタグの形状に関しては，大きすぎるとい

テムを操作できる人数は案内一覧ポスターの幅による制限

う意見（表 8：意見 10）と，現状のままでも見やすいとい

のため，2 人から 3 人が限界であったため，自然に 1 台の

う（表 8：意見 11）
，2 通りの見解を得ることができた．大

ビューポイントタグを共有して利用し始めたのだと考え

きすぎると回答した理由には，複数のビューポイントタグ

る．このように，複数人のグループでデジタル情報を閲覧

を紙面に配置する場合，タグが紙面の一覧性を損なうとい

する場合は，1 つのビューポイントタグを共有することが

うということが原因だと考えられる．

自然発生的に行われたため，複数人グループにおいて複数

今回のビューアの GUI については，ビューポイントタグ

のビューポイントタグを必ずしも必要としないと考える．

の移動を行ってから更新ボタンを押すことでブラウザのコ

このため，複数人で本システムを利用する場合は，今回の

ンテンツを閲覧する流れになっていた．この操作の仕方が

ような並列の情報を取得するのではなく，別の意味づけを

直感的な操作ではないため，ビューポイントタグが異なる

持ったタグとして利用することのほうが，利便性の高い

場所に配置されたときに，閲覧できるデジタル情報が自動

サービスを提供できる可能性がある．

で切り替わることが望ましいという意見（表 8：意見 12）
もあった．

6. システムの検討
6.1 インタラクションについて

6.3 物理的なオブジェクトを利用することの利点
本システムは，従来のデジタルサイネージと違い物理的
なオブジェクトを案内一覧ポスターに配置することで，情
報取得をすることができる．この物理的なオブジェクトを

紙媒体による案内一覧ポスターでは伝えられる情報量が

利用する利点は，複数のタグを利用する場合に閲覧者が同

限られているため，必要最低限の重要な情報だけを精査し

時に異なる観点の情報を直感的に収集できることだと考え

て表示することが一般的である．このため閲覧者にとって，

る．たとえば，提案システムを観光案内マップに利用する

何が記述されているかが分かりやすく，初見における理解

場合，グルメ情報や名所情報，イベント情報など，ビュー

度は，大型ディスプレイを用いたデジタルサイネージより

ポイントタグの意味づけに合わせてタグの配色や記載する

も高い．本システムは，このような特徴を持つ紙媒体ポス

文字を変えることで，異なる意味づけをしたタグとして明

ターをそのまま活かしながら，情報技術によって，動的な

確に分けることができる．これらの異なるビューポイント

情報を加えるシステムであり，アナログな感覚とデジタル

タグを手に取って利用することが，すでに情報選択を意味

な技術をあわせ持つハイブリッド型の情報提示手法であ

しており，この直感的な分かりやすさは，GUI のみのイン

る．この効果は，直感的に情報取得ができるインタフェー

タラクションでは得られない効果であると考える．この手

スと情報伝達の分かりやすさにあると考える．紙媒体の案

法は，目的を共有したグループが本システムを利用し，一

内一覧ポスターとビューポイントタグを利用した情報選択

度に多角的な情報収集をする場合に有効な手立てであると

は，デジタル機器の操作に慣れていない閲覧者にとっても

考える．

受容性が高く，従来から見慣れたポスターという情報提示
手法に無理のなく付加価値を加えることのできる手法だと
考える．

7. まとめと今後の課題
本論文では，これまでの開発した HP-Type1 を拡張し，
複数人が同一の案内一覧ポスターを見ながら，それぞれが

6.2 複数のビューポイントタグの配置について
実験中に 2 台のビューポイントシステムを同時に利用

異なるデジタル情報を閲覧できる HP-Type2 を提案した．
また，提案したシステムに基づき，ビューポイントタグと

した場合，次のような利用形態がよく見られた．数人のグ

そのビューアのプロトタイプを実装した．評価実験では，

ループで，1 人がある場所のデジタル情報を取得すると，

プロトタイプに対応した案内一覧ポスターを利用して，複

他の体験者がすぐにビューポイントタグを別のコンテンツ

数人が異なるデジタル情報を閲覧できることを確認できた．

の上に配置して，他のデジタル情報を取得して閲覧してい

実験結果から，提案システムを利用することで紙媒体と

た．つまり，2 人が別々のビューポイントタグを利用する

情報技術とを組み合わせた新たな情報閲覧手法を提供でき

のではなく，1 台のビューポイントタグを 2 人以上で共有

ることが分かった．また，体験後のアンケート結果からス
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マートフォンの操作に慣れていない体験者にとってもス
マートフォンの操作に慣れている体験者と同程度の高い受
容性を得ることができた．実験結果を基に，本システムを
利用したインタラクションや複数のビューポイントタグを

[6]
[7]

配置することの意味，物理的なオブジェクトを配置するこ
との利点など実利用する場合の知見を述べた．

[8]

しかしながら，現状のシステムは，コンセプトの初期段
階であり実際に街頭で利用するには，解決すべき課題が多
い．特に改良が必要な課題がビューポイントタグの測定精
度の向上，3 つ以上タグを利用した場合の認識手法の確立，

[9]

ビューア機能の改善の 3 つがあげられる．最後に今回明ら
かになった課題とその解決の見通しを述べる．
・座標値取得のセンサの改良
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