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健康促進のための AR 観光ウォーキング支援システムの構築
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1.はじめに
近年,生活習慣病に悩まされている人が多数存
在する.その対策として,ウォーキング等の軽運
動が生活習慣病予防・改善になると言われてい
る.しかし,これらの軽運動は単調作業であり,モ
チベーションを維持して行うのは難しい。一方
で,日本には観光地が多数存在しており ,観光客
も多数存在する.観光はコースなどに沿って歩く
ことが多いため,観光を行うということは同時に
ウォーキングも行っていることになり ,結果的に
生活習慣病の予防・改善にもなることが期待で
きる.しかし,観光を行うにあたって地図を利用
することが多いと思われるが,地図を利用するに
あたって,観光地がどこにあるか分かりにくい ,
現在位置が分からず ,目的地までどのように向
かえばよいか分からないといった問題がある.
そのため,我々はスマートフォンを用いて,これ
らの観光とウォーキングの両方をサポートする
ことで,健康維持のモチベーションにつなげるシ
ステムの構築を行っている .具体的には,ポート
アイランド内の施設や公園がどこにあるかを把
握して現在地からルートを表示したり ,任意の区
間で他の人と歩くスピードを競争したりするシ
ステムを構築している[1].しかし,地図などの 2
次元情報では具体的な場所を把握することが難
しく,目的となる施設の方向や距離を直感的に把
握することが困難である .また,スマートフォン
の OS によっては本システムを利用することがで
きないといった問題がある.そこで,本研究では,
Web ベ ー ス で 施 設 の 場 所 情 報 を AR(Augumented
Reality)技術を用いて 3 次元空間上に表示する
ことにより,視覚的に観光のサポートを行うこと
により,より利用者に対して利便性が向上するシ
ステムの構築を行う.
2.方法
本システムは,上記のウォーキングシステム上
において,スマートフォンのカメラ映像に AR 技
術を用いて各施設情報の表示を Web ブラウザ上
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で動くように構築する.そのために,現在位置の
座標やデバイスの向きを取得するための
GeolocationAPI,ブラウザ上にカメラ映像を表示
するための Canvas を用いた.これより,ウォーキ
ングシステム,AR 技術,Canvas,Geolocation API
について説明する.
2.1 ウォーキングサポートシステム
本サポートシステムは,ウォーキングの範囲を
特定して場所の情報を共有することで,競争意識
やウォーキングを行う人にとって有益な情報を
提供する仕組みである[1].図 1 のような交差点
の情報に加え,道路やコンビニ,トイレといった
情報のデータベース化を行っている.本システム
はこれらのデータベースの情報を用いて施設情
報の提示を行う.

図１:交差点情報
2.2 AR 技術
AR 技術とは,現実環境にコンピュータを用いて
情報を付加提示する技術である.具体的には, ス
マートフォン等のカメラを通した映像上に 3DCG
等の物体を表示することによって,あたかも現実
の空間に仮想物体が存在するかのように見せる
ことができる.
AR には,マーカ等の目印を画像認識・空間認識
などの技術を利用して解析し,仮想物体の表示す
る位置を決定するビジョンベース AR と,GPS によ
る位置情報や磁気センサによる方位等を利用し
て仮想物体の表示する位置を決定するロケーシ
ョンベース AR がある[2].本システムでは観光地
がある場所に仮想物体を表示することを目的と
しているため,位置情報等を利用したロケーショ
ンベース AR を利用して構築を行う.また,施設情
報の表示に 3DCG を使うと,処理に時間のかかる
ため,文字列を 2 次元情報として扱う.
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2.3 GeolocationAPI

3.結果

Geolocation API とは,HTML5 で利用できるユー
ザの 位置 情報 を 扱う API であ る . . 無線 LAN・
WiFi・携帯電話基地局・GPS・IP アドレスなどか
ら位置情報やデバイスの向き等を取得すること
ができる[3].以前は, スマートフォンやタブレ
ット PC など,キャリアが異なるデバイスで位置
情報を取得する際には,それぞれ固有の記述が必
要であったが, Geolocation API をサポートして
いるブラウザであれば、デバイスに関係なく、
同じ記述で位置情報の取得することができるよ
うになった[4].本システムでは,スマートフォン
の GPS を利用してユーザの位置情報・デバイス
の向きを取得する.

本システムの実行結果を図 3 に示す.図の丸で
示している地点に対象の施設がある.多少のズレ
があるものの,目的の位置に施設情報を表示して
いる.

2.3.Canvas
Canvas とは,HTML5 で追加された図形を描くた
めの標準仕様である.四角形や円をはじめとする
様々な図形の描画,それらの変形,グラデーショ
ンを含む色や背景などのスタイル,画像やテキス
トとの合成などの表現が可能である .[5]本シス
テムでは,Canvas にカメラ映像を取り込んで,そ
の上に文字列を合成する.
2.4.システム概要

4.考察

本システムの概要を図 2 に示す.流れは以下の
通りである.
1.スマートフォンの Web ブラウザから URL を入
力し,本システムにアクセスする.
2.GPS で現在の位置情報を取得し,サーバへ送
る.
3.現在の位置情報と各施設の位置情報から施
設情報の表示位置を決定し,スマートフォン
へ送る.
4.Web ブラウザ上に施設情報を表示させる.

図 3:実行結果

施設の場所情報を AR 技術を用いて Web ブラウザ
上のカメラ映像に表示した.これにより,スマー
トフォンを持っている観光者に対して視覚的に
観光のサポートすることができると考えられる
ので,今後検証を行う必要がある.また,図 3 では
対象の施設のあたりに施設情報を表示すること
ができているが、移動をすると現在位置情報取
得時にズレが生じ,施設情報の表示位置が変わっ
てしまった.今後,移動しても現在位置情報にズ
レが生じないようにする必要がある .また,本シ
ステムは Web ベースで構築しているため,実行時
の文字列の合成にラグが生じる.今後,ラグの軽
減を行う必要がある.
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