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インタラクティブな大型公共ディスプレイを
安心して個人使用するための情報提示手法
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概要：本研究では，インタラクティブな大型公共ディスプレイでプライベートな情報を扱う際に利用者が
安心して利用可能なシステムの実現を目指す．情報提示方法について過去の調査結果と検討内容を基にし
て利用者が安心して使用することのできる情報提示手法について検討した．検討結果に基づき，利用者の
背後の状況を映像と色情報を用いて可視化することで，表示されている情報の覗き見に対する危険性の程
度を利用者に伝えるシステムを提案した．本提案システムを構築し，その評価を行った．その結果，利用
者に対して一定の安心感を与えることができた．

1. はじめに
駅・空港や店舗などに設置される情報通信機器として，

というデジタルサイネージと，インタラクティブな操作に
よる商取引を融合させているとみることができる．しかし
ながら，自動販売機という特徴上，インタラクティブな操

大型ディスプレイを用いたデジタルサイネージがある．こ

作の結果として得られているのは実際の商品であり，商品

れらは比較的離れた位置からの視認性の高さを活かして看

の購入というドメインに特化した機器である．

板・広告用として使用されているため，一方向性の情報発

個人の情報処理という観点では，現在一般的に活用され

信が現在の主たる活用法である．ここで表示される情報は

ているのは，スマートフォンやタブレット型・スレート型

通常，特定の個人へ向けたものではなく，対象者グループ

PC のように高性能な携帯型情報端末である．これらの機

に対して表示されている．一方，より小型の設置機器では

器は現時点で十分に普及して活用されているが，携帯性の

タッチスクリーンを採用して双方向の情報交換を実現して

高さが必要とされるため物理的な大きさに制約がある．す

いる．例えば，利用者が地図や店舗情報，広告などの情報

なわち，小型で軽量でなければならず，現在の技術の範囲

を自分で選択して表示を切り替えることができる，いわゆ

では表示装置が小型にならざるを得ないことを示してい

る情報キオスクがこれに相当する．このような機器では，

る．選択肢として挙げられる技術としてはプロジェクタが

利用者が公共空間に設置されている機器を一時的に個人利

あるが，組み込み型の小型プロジェクタも現時点では十分

用していることになる．したがって，情報提供者の観点で

な普及には至っていない．

は，利用者の操作に基づいて特定の個人へ向けた情報発信

携帯型情報端末では，表示領域が物理的に小さいという

が可能になり，利用者の観点では，自らの必要な情報を取

特徴から利用者の使用方法が制限される．例えば，地図を

捨選択することが可能になる．近年ではこの両者の特徴を

見る操作では，全体像と細かい詳細部分を同時に視認する

取り入れる取り組みも広まりつつある．国内の事例では，

ことが非常に困難になる．他にも，複数の書類やデータを

JR 東日本ウォータービジネス社の次世代自動販売機 [1]

同時に見比べながら作業することは難しくなり，画面を切

が，高画質の大型タッチディスプレイを搭載した自動販売

り替えるという追加の操作が導入されてしまうことが多い．

機を公共空間に設置している．これは一方向性の情報発信

さらには，電話をかけながら既存の書類を確認し，新規に
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なわち物理的な制約によって，ユーザビリティが低くなる
ことを意味する．
利用者がこのような状況にある場合，公共空間に設置し
てある情報機器のディスプレイが一時的に個人利用できれ
ば，問題の一部は解決できる．例えば，手元の携帯型情報
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るための情報提示手法として，著者らは大型公共ディスプ
レイ周辺における通行者の行動を調査し，ディスプレイ上
の利用者の身体の陰に相当する部分に情報を表示する方法
を提案した [9]．本手法の基本概念は，利用者はディスプレ
イと通行人の間に位置するという事実を利用し，通行人の
死角になる部分を活用するという考え方に基づいている．
利用者と通行人の位置関係を検出することによって，利用
者が一次利用している領域の表示サイズや位置を半自動で
調整し，通行人からの死角を保ち続ける．また，多数の通
行人や過度に近接する通行人が存在すれば，利用者は不安
を感じる．このような場合には利用者は公共ディスプレイ
図 1

インタラクティブな大型公共ディスプレイの使用イメージ

への表示を終了し，携帯型情報端末に作業状況を引き上げ
ることになる．

端末では十分に確認できない地図も，大型ディスプレイで

本手法は，ディスプレイと利用者，通行人の位置的関係

あれば物理的に大きく表示して全体像を視認することがで

を活用したものであり，通行人の検出にカメラが追加で必

きる．ディスプレイの大きさを有効活用すれば，全体像と

要になるが，特殊なディスプレイやセンサが必要ではない．

詳細部分を分けて，しかも同時に表示することもできるこ

したがって，著者らが目指す「比較的簡便な方法で導入で

とになる．大型ディスプレイに地図の全体像を表示し，手

きる」という方針に合致する．しかし，本手法の実装環境

元の携帯型情報端末に詳細部分を表示するといった，複数

を使った予備実験で，作業時におけるウィンドウの移動が

機器での機能分担という使い方も可能になる．

利用者の情報操作を困難にすることが確認された．そこで

このような，公共にある情報機器の一時的な個人利用は，
ユビキタス・コンピューティングのコンセプト [5] として
従来から議論されており，特に会議型のグループウェアで

本稿では，文献 [9] の実装環境を活用しつつ，別の選択肢
を検討する．
本稿で提案し，検討する情報提示手法は以下の通りで

黒板・ホワイトボードを共有する研究が多数取り組まれて

ある．

きた（例えば [6], [7] ）．ところが，公共空間で表示情報を

( 1 ) 背後を通る通行人を映像としてディスプレイに表示

扱う場合 [3], [4] には周囲に不特定多数の第三者がいる場
合が多く，情報を覗き見される可能性がある．同じ情報を
同じ見かけ上の大きさで表示して操作していても，PC 画

し，利用者が確認できるようにする．

( 2 ) 通行人による情報視認の危険の程度を色情報で可視化
し，作業領域に表示する．

面よりも壁面に表示した情報の方が見られやすいという研

手法 (1) は，いわゆるバックミラーを用意するという概

究結果 [2] もあり，インタラクティブな大型公共ディスプ

念に基づく．これは現金自動預け払い (ATM) 装置に一般

レイでは情報をどのように扱うかが課題となっている．

に用いられて普及している手法である．前節の通行調査結

本稿ではこれらの研究と同様の範疇にあるが，特に次の

果から，ディスプレイを見る通行者はディスプレイからあ

ような点を目標にする：

る程度の距離をとりつつ，離れすぎない距離を通ることが

( 1 ) 公共空間に設置されたインタラクティブな大型公共

予想される．そのため，この部分の通行人の情報を利用者

ディスプレイと手元の携帯型情報端末を連携させて，

に可視化して提示することで，ディスプレイ利用者の安

前者における一時的な個人利用を実現する．

心感の確保につながると考えられる．なお，物理的な鏡を

( 2 ) 周囲にいる不特定多数の第三者（通行人）が，ディス

ディスプレイ前面に設置することも考えられるが，本稿で

プレイとどのような位置をとり，どの程度表示を見て

想定しているディスプレイは大型であり利用者の立ち位

いるかを明らかにする．

置を仮定せず，かつ利用者がいない場合にはデジタルサイ

( 3 ) 上記の結果を反映させて，公共ディスプレイを一時的

ネージとして機能することを想定しているため，ディスプ

に個人利用する人が安心できる情報提示手法を提案し

レイ上にカメラで撮った映像を表示して，バックミラーに

評価する．

相当する情報を提示する．

以上の３項目に対して，現在の技術で比較的簡便な方法

背後の映像を撮影して提示する場合，バックミラーと同

で導入でき，かつ利用者に安心感を与えられるような実現

様に利用者の正面から利用者方向へ向けてカメラを配置し

手段を検討する．

て利用者後方のビューを確保する方法では，広範囲の公共

2. 情報提示方法の検討
インタラクティブな大型公共ディスプレイを個人使用す
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

空間を把握するのに不十分である．この観点から，利用者
の上部から俯瞰するようにカメラを配置して背後の映像
を撮影し，ディスプレイ上に表示する．利用者自身とその
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周辺の通行人の位置関係を一覧視することができるため，
ディスプレイ利用者の安心感の確保につながると考えられ
る．一方で，上部から俯瞰したビューでは，俯瞰した映像
では通行人が向いている方向の判別が容易ではなく，通行
人の移動方向を認識するためには短時間映像を注視して，
通行人の移動を把握しなければならない．これは，ディス
プレイ利用者の主たる作業を妨げることになってしまう．
そのため，通行人による情報視認の危険の程度を色に反映
させた矢印を通行人の映像に重ねて表示することで，通行
人の向きとその危険の程度を提示することにした．

図 2

矢印とウィンドウ枠の表示

手法 (2) は，公共ディスプレイ上で作業に集中していた
場合に，通行人による情報視認の危険の程度をより積極的

の危険の程度を色情報で可視化し，作業領域に表示する，

に通知することを目指している．手法 (1) において表示し

という概念を実現する．これらを通して，利用者が安心し

ている俯瞰情報を注視せずに作業に集中していた場合にお

て大型公共ディスプレイで情報利用ができるようにする．

いても，危険の程度を知ることができる仕組みがあれば，

以降では，「大型公共ディスプレイの利用者が扱う情報

利用者に対してより安心感を提供できると考えられる．具

が覗き見られる可能性の程度」を「危険度」と呼ぶ．危険

体的な実現手段として，公共ディスプレイ上で利用中の

度が高いとは，通行人によって情報を覗き見られる可能性

ウィンドウに危険の程度を反映させた色枠を表示する．こ

が高いことを意味する．

れによって利用者は，ディスプレイ上で作業をしながら危
険の程度について素早く把握することができる．

以降の節では，提案手法の有効性を評価することを目的
としたプロトタイプシステムの実装を行う．プロトタイプ

なお，より積極的に割り込む手法としては，ビープ音を

システムでは，利用者の情報行動は Web ブラウザの使用

鳴らしたり，強制的に作業環境にダイアログを表示したり

に制限する．したがって想定される利用シーンは，利用者

するような様々な選択肢が考えられる．本稿では，情報操

が手元の携帯型情報端末で閲覧していた Web 上の情報を，

作の主体性を利用者にもたせたいという観点から，このよ

近くにある大型公共ディスプレイを使って表示する状況で

うな割込みによる手法は扱わないことにした．

ある．

通行人による情報視認の危険の程度を色情報に反映させ
る手段として，通行人と利用者との距離を離散的な領域に
分けて色を割り当てる．そして，近い領域を示す色は危険
度が高く感じられるように，また，遠い領域を示す色は危
険度が低く感じられるようにする．このような，利用者の

3.2 危険度のモデル
本節では，前節で議論した危険度の算出方法と利用者へ
提示手法について述べる．
危険度は，ディスプレイ利用者と通行人の相対的な位置

周辺を距離に応じた離散的な領域に分割して機能を割り当

関係から，以下の２つが基準となる．

てる方法は，Hello.Wall[10] や Vogel らの研究 [11] で採用

( 1 ) 利用者と通行人の距離に基づく危険度

されている．Vogel らの研究では，ディスプレイと利用者

( 2 ) 通行人の向きに基づく危険度

の距離に応じてインタラクションを変化させているのに対

実際にプロトタイプシステムとして実装し，大型公共

して，本研究では，利用者と通行人の距離に応じて，利用

ディスプレイ上で利用者へ提示される情報表現を図 2 に

者の扱っている情報を通行人が視認する危険の程度を割り

示す．

当てる．以上のような領域の概念は，以降の節で危険の程

3.2.1 利用者と通行人の距離に基づく危険度

度のモデル化に使用する．

3. 提案手法の設計と実装
3.1 設計

大型公共ディスプレイの利用者と，そこを中心とした同
心円状に距離を 4 つの領域に分ける．以降では，この設定
した 4 つの領域のことを危険領域と呼び，外側から Z0, Z1,

Z2, Z3 と定義する．

第 2 節で述べた通行人行動の調査結果，及び，第 3 節で

危険領域 Z0 は 240 cm より遠い範囲すべてであり，こ

述べた情報提示手法の検討結果を基に，インタラクティブ

の領域では通常は情報の視認は困難だとみなす．すなわち

な大型公共ディスプレイを安心して個人使用するための情

危険度 0 である．これは，通行人とディスプレイとの距離

報提示手法を設計した．

と，ディスプレイ上に表示されているフォントのサイズに

本システムでは，第 3 節で述べた 2 項目，すなわち，
（1）

ついて試算した結果， 3 m までが読み取り可能な距離だか

背後を通る通行人を映像としてディスプレイに表示し，利

らである [9]．また，この試算結果は飯塚らの情報パーソナ

用者が確認できるようにする，
（2）通行人による情報視認

ルスペースに関する研究 [12], [13] で安心だとされている

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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結果にも合致している．

に基づく危険度を基に，総合的な危険度を定義する．具体

本稿では，ディスプレイはタッチスクリーンであり，か

的には，前述した 4 つの危険領域（危険領域 Z0〜Z3）を基

つ，ディスプレイ利用者の位置はディスプレイから 60 cm

本として，これに通行人の向き（危険領域 R0〜R2）を組

離れていると仮定する．実際にディスプレイ前面に立ち，

み入れる形で総合的な危険度をモデル化する．

表示内容を確認しながら腕を伸ばして操作するには，ディ
スプレイから 60 cm 程度離れることが必要である．

まず，利用者と通行人の距離に基づく危険度について検
討する．利用者に比較的近い位置で，通行人が離れる方向

利用者からの距離を，危険度 0 となる 3 m まで 3 分割

に移動しても，利用者が感じる危険度は大きくは下がらな

すると，80 cm ずつのドーナツ状の領域に分けられる．各

いと仮定する．これは，通行人が進行方向を変えて再び近

領域を，外側から危険領域 Z1, 危険領域 Z2, 危険領域 Z3

づく可能性もあるからである．すなわち，通行人の危険領

に割り当て，危険度をそれぞれ 1, 2, 3 とする．

域 Z3 から Z2 への移動において，危険度の変化は小さい．

3.2.2 通行人の向きに基づく危険度

次に，通行人が少し離れた位置からさらに離れた場合に

通行人の向きによって，利用者の情報を覗き見できる程

は，危険度の変化は大きくなる．これは視認される可能性

度は変化する．これらは人間工学的な特徴によって制約を

がより下がり，ディスプレイ画面上の文字も判別しにくく

受ける．

なるからである．加えて，ディスプレイに表示されている

例えば，ディスプレイ利用者に向かって進行する通行人

情報が利用者の身体の隠蔽領域に入る [9] という効果も生

は，利用者の情報を表示したディスプレイが進行方向に

じる．このような観点から，通行人の危険領域 Z2 から Z1

位置する．したがって情報を見る可能性が極めて高い．逆

への移動は，危険領域 Z3 から Z2 への移動よりも危険度の

に，ディスプレイ利用者を背にして進行する通行人は，利

変化は大きい．

用者の情報を表示したディスプレイが背面側に位置する．

さらに，比較的離れた位置にいる通行人が移動した場合，

背面側を見るためには，頭部を大きく回転させながら，同

危険度は大きく下がらないと考えられる．これは，十分に

じ方向に上半身を大きくひねらなければならず，それでも

危険度が下がっていれば，通行人の移動が危険度の減少に

なお背面側を見ることは困難である．したがって情報を見

あまり貢献しないためである．このような観点から，通行

る可能性は著しく低い．

人の危険領域 Z1 から Z0 への移動は，危険領域 Z2 から Z1

肩の位置を基準にして頭部を回転させて見える範囲を図

3 に示す．通行人の正面を基準として次の 3 つの危険領域

への移動よりも危険度の変化は小さい．
通行人の向き（危険領域 R0〜R2）は，距離に基づく危

を定義する：

険度を増幅させる効果があると考える．つまり，通行人が

( 1 ) 0 〜 30 度未満の範囲（危険領域 R2，危険度 1.5）

利用者に向かってきた場合には危険度がより高まり，通行

( 2 ) 30 〜 85 度未満の範囲（危険領域 R1，危険度 1.0）

人が立ち去っていく場合には危険度が軽減される．この間

( 3 ) 85 〜 180 度の範囲（危険領域 R0，危険度 0.5）

の条件では，通行人の位置が最も影響力をもつと考える．

危険領域 R2 では，頭部を回転することなく正面の対象

以上の考え方を総合的な危険度 RV の算出の基本とする

物を視認することができる．したがって，この範囲内に利

と，RV は通行人の向きに基づく危険度と位置に基づく危

用者の表示情報がある場合には，高い危険度にあると解

険度の積でモデル化できる．

釈する．そこでこの領域の危険度を 1.5 とする．この数値
は，危険領域 R1 の危険度よりも相対的に高いことが重要
である．
危険領域 R1 では，頭部を回転させることによって，自
然に対象物を視認することができる．そこでこの領域の危
険度を 1.0 とする．

RV = r × f (zx )
ここで，r は通行人の向きに基づく危険度であり，zx は
通行人の位置 x に基づく危険度である．

f (x) は，例えば次のようにとることができる：tan−1 (C1 −
x) + C2 . ここで，C1 と C2 は環境に応じた定数を意味す

通行人の正面を基準に 85 度を超えて頭部を回転させる

る．実際には，x は危険領域に応じた離散値 zx をとるた

ことは，一般に困難だとされている．すなわち 85 度より

め，以下の実装では，f (x) の値として事前に設定した定数

も背面側は見えないと解釈できる．一方で個人差要因もあ

を各危険領域に合わせて割り当てた．

るが，眼球運動を組み合わせることによって，さらに広い

以下のプロトタイプシステムの実装では，総合的な危険

範囲を視認することが可能になる．以上のことから，危険

度に基づいて，危険度を表現する色情報を利用者へ提示す

領域 R0 の危険度を 0.5 とする．なお，この数値は 0 でな

る．赤 RGB(255, 0, 0) を最も危険度が高い状態に割り当

いことと，危険領域 R1 の危険度よりも相対的に低いこと

て，青 RGB(0, 0, 255) を最も危険度が低い状態に割り当て

が重要である．

る．これらの間を黄色 RGB(255, 255, 0)，緑 RGB(0, 255,

3.2.3 総合的な危険度の算出

0)，水色 RGB(0, 255, 255) として 5 段階に分け，上記の

利用者と通行人の距離に基づく危険度と，通行人の向き
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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3.3.1 ディスプレイ利用者背後の通行人の識別方法
ディスプレイ利用者の背後を通る通行人の識別は，次の
ように実現した．まずディスプレイ上部に設置したカメラ
で撮影した誰もいない状態の背景画像を用意し，カメラか
らの映像に対して差の絶対値による背景差分を取得する．
その後，映像の RGB 要素を取得し，閾値により二値化す
る．必要のない細かいピクセルを消去するために膨張伸縮
処理を行う．背景統計量の累積処理により，背景画像の時
間的な明度変化を考慮し，誤認識を軽減させる．差分結果
図 3

通行者と利用者の角度関係

に対してモルフォロジー演算の一種である Closing 処理を
行い，差分によって途切れてしまった領域をつなぐ．出力
画像に対してラベリングを行うことで，領域ごとにラベル
番号と重心座標，領域サイズを取得する．ラベリングによ
り取得した領域サイズから閾値内にある対象を通行人と認
識する．

3.3.2 通行人の向きと利用者との角度差
通行者の向きを決定する手段として，上記の通行人の認
識で求められた重心位置が閾値以上移動した場合に，その
前後のフレーム間の座標差から OpenCV の cvFastArctan
により 2 次元ベクトルの角度を求めている．また，移動後
の通行者位置と利用者位置の角度も同様にして求めること
で，通行人から見て利用者がどの角度にいるのかを識別し
ている．

3.3.3 携帯端末の認識
今回のプロトタイプシステムでは，大型公共ディスプレ
イを利用者が利用開始することを明示するために，ディス
プレイ前面に設置した RFID リーダに携帯端末に付けた

RFID カードをかざすことで，そのタイミングと位置を検
出している．
ディスプレイ側のシステムには USB 接続された RFID
リーダを用意し，ここからシリアルポートを用いてシリア
図 4 システム全体の実装環境

ル通信を行った．また，Win32API を用いてシリアルポー
トのハンドルを取得し，受信データと ID タグの一致性の

の値が 5 以下であれば青として，そこから 5 ずつの段階を

監視を行った．以上処理は，通行状況から危険度を求める

とり，10 未満を水色，15 未満を緑，20 未満を黄色，20 以

メイン処理と同時にマルチスレッドで処理している．

上を赤として表示するように定めた．

3.4 矢印を用いた危険度の表示
3.3 プロトタイプシステムの実装

人の認識によって取得された重心位置に矢印型の画像を

プロトタイプシステムの実装は以下の通りである．シス

フレーム間差分によって求められた向きに描画する．この

テムを制御するための PC として HP Compaq 8100 Elite

時，矢印の危険度に対する色は，前項で算出された危険度

SFF PC を使い，ディスプレイ利用者周辺の映像取得に

と対応する色を反映させたものとなる．矢印についてはあ

は，Logicool 社製の USB カメラ C525 を用いた．USB カ

らかじめ用意したマスク画像を用いて通行者位置に描画を

メラと PC の接続には，距離を延長するためにアクティブ

行っている．

リピーターケーブルを使った．また，ディスプレイ利用者
の携帯端末を識別するため，RFID リーダをマイコンボー

3.5 利用中のウィンドウへ色枠を付加した表示

ド（Arduino）を通じて接続した．カメラ映像の画像処理

ディスプレイ利用者が利用中の Web ブラウザ（Internet

とディスプレイ利用者の検出，危険度の可視化を行うソフ

Explorer）に対して，上記のモデルより算出された最も高

トウェアは，C++と OpenCV を用いて実装した．

い危険度の値の色を，ウィンドウの外枠に表示する．この

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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実現には，Windows の拡張ウィンドウ命令を使って透明で
ウィンドウ枠のないウィンドウを作成している．その後，
再描画命令の度にウィンドウの枠になるように 6 px のサ
イズで透明なウィンドウの縁に矩形の描画を行っている．
ウィンドウの生成・描画はマルチスレッドで処理を行って
いるため，映像に対する画像処理と同時に処理を行うこと
が可能となっている．

4. 評価実験
4.1 実験概要
大型ディスプレイ利用者が公共空間でプライベートな情

図 5

通行距離を行う領域

報を扱う際に，本システムを用いることで安心して情報の
利用が可能であることを確認する実験を行った．

行の開始と終了のタイミングで被験者に声をかけ，安心の
程度に関する質問紙に回答を行ってもらう．

4.2 実験内容

なお，利用者には背後のどの位置を通行人が通るかとい

実験は被験者内計画で行い，22〜25 歳の大学生・大学院

う情報は，事前には知らされていない．また，システムの

生 9 名（男性 8 名，女性 1 名）を被験者とした．独立変数

利用順序や通行人が背後を通るパターンについては，バイ

は利用するシステムであり，従属変数は主観評価値である．

アスがかからないようにバランスをとった．

システムが設置可能な公共空間として，山梨大学甲府

各試行の後に，実験者が「このような情報を扱っている

キャンパス Y 号館ロビーで実験を行った．実験に用いた大

時に背後を誰かが通りました，この時にどのように感じま

型ディスプレイは Sony 社製 FWD-S47H1 である．被験

したか？」という質問を口頭で行った．これに対し被験者

者が利用するシステムは次の 4 種類である．

から，不安の程度を 7 段階 (-3：非常に不安 〜 +3：非常に

( 1 ) 映像上の通行者に矢印を表示

安心) の主観評価値として回答してもらった．

( 2 ) ウィンドウの外枠に色枠を表示
( 3 ) 矢印と色枠の両方を表示
( 4 ) システムなし

4.3 実験結果
主観評価値の平均値を図 6〜9 に示す．数値が高いほど

また，各システムに対して，通行人の背後の通行パター

被験者が安心だと感じ，数値が低いほど不安だと感じたこ

ンは危険領域ごと（図 5 ）に利用者の背後に来る位置を基

とを意味する．システム別の平均評価値を図 6 に示す．全

準として 22 個のパターンを設定した．その内，２つは二

体の平均評価値は，22 種類の通行パターン全ての試行に

人の通行人がすれ違う形で通行し，一人が Z0 の時にはも

対する平均評価値を示す．これらの結果から，矢印の表示

う一人が Z2 を通る．一人が Z1 を通る時には，もう一人

と，矢印と色枠の両方を使用した場合に安心感を得られて

は Z3 を通行する．この時，通行はディスプレイと並行に

いる．特に，矢印による表示方法が最も高い安心度のスコ

通行を行う．他の 20 パターンについては全て通行人は一

アとなった．また，ウィンドウへの色枠の表示が，システ

人であり，次の 3 種類の通行方向となる．

ムなし条件よりも低いスコアとなった．

( 1 ) Z0 から Z3 までをディスプレイと並行に通行する
( 2 ) ディスプレイ寄りの位置からディスプレイから離れた
位置へ Z1 から Z3 を通るように通行する

( 3 ) ディスプレイから離れた位置からディスプレイ寄りの
位置へ Z1 から Z3 を通るように通行する
これらの通行方向を，左右それぞれ行う．
利用者には，学内の授業情報が掲載されたキャンパス

通行距離と進行方向別にまとめた結果を図 7 に示す．通
行位置は横に直進，斜め遠は斜めに遠ざかる，斜めに近づ
く，をそれぞれ距離の番号を付けて表示している．結果か
ら，矢印による表示方法は全体を通してシステムなしより
良いスコアとなった．
今回のプロトタイプシステムの評価では，通行人が 1 名
の場合における利用者の安心の程度を評価した．しかし，

ネットワークシステムに対して各自ログインしてもらい自

一般の状況では利用者の周辺に複数の通行人がいる場合が

由に閲覧を行ってもらった．キャンパスネットワークシス

想定される．そこで通行人が 2 名のパターンにおいて得ら

テムでは，教職員とのメッセージ交換を行うことができ，

れた利用者の主観評価値と，利用者により近い通行人と同

成績情報等も扱われている．そのため，学生にとってはプ

じ距離を 1 名の通行人が通った場合に得られた利用者の主

ライベート情報の含まれた情報システムだといえる．

観評価値を比較した．まず，危険領域 3 の位置での比較結

被験者が情報を閲覧している最中に，上記の各パターン

果を，図 8 に示す．図 8 から，通行人 2 名の場合の利用者

で被験者の背後を通行人役の実験者が通る．このとき，通

の主観評価値は，対応するすべてのシステムにおいて，通

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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• 映像上に矢印が一番わかりやすく，危険度も一目で分
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• 映像の上に矢印が表示されるのはその人の進んでいる

㻝

方向，その人との距離がわかるので安心である．しか
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し，映像のほうばかり見てしまった．

• CNS の内容を見られても正直どちらでもいいと感じ
てしまった．

㻙㻞

• 足音が響くので表示される危険度以上に不安を感じた．
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• 枠の色が変わるととても心配になるので，何もない状
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態よりも緊張してしまう．

図 6 システム別の平均評価値

• 枠の情報だけでは不安だった．
• 矢印と枠の組み合わせだと危険度の情報が 2 箇所にな
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本プロトタイプシステムでは，利用者の後方を可視化し
たことにより，利用者は周囲の状況を知ることができた．
このことが，情報利用の安心感につながったと考えられる．
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自由記述による被験者の回答からも，矢印表示を行うこと
で危険度の可視化が想定通り行われていることが示唆され

左右通行の平均評価値

ほホ౯್

ている．一方で，矢印表示で通行者の向きと危険度の表示
㻟

を行ったことで，利用者の背後に対して，過度に注意が向

㻞

けられてしまっているともいえる．このことから，表示方
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法については矢印よりも抽象的な可視化手段を検討する余
地が残されている．
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㻙㻞

が高まってしまった．この理由としては，自由記述でも書
かれている通り，周囲の状況が十分に把握できない状態で
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危険性があることだけを示されたため，システムのない場

距離 2 を通った時の平均評価値比較

合よりも不安感が増してしまったと考えられる．また，両

ほホ౯್

方を用いた場合には，枠の表示が安心感を抑制してしまっ
㻟

た可能性が考えられる．主たる作業を行っている状況で

㻞

は，視線を移して背後の映像を確認するよりもウィンドウ

㻝

周辺の色枠の方が確認しやすいため，危険度が大きく変化
するような状況においては不安感を感じてしまったと考え

㻜

ே㻟

୍ே㻌ྑ㻟

୍ே㻌ᕥ㻟

㻙㻝

られる．
本稿で扱った情報提示手法では，ウィンドウの枠への危
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険度表示が，背後を映像に対する補助的な役割を果たすこ
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距離 3 を通った時の平均評価値比較

と想定していたが，実際にはこの手段では安心感を提供
できなかった．すなわち，ウィンドウ枠への危険度の表示
は，矢印表示に比べて利用者に強い印象を与えていると考

行人 1 名の場合の主観評価値よりも下回っている．すなわ

える．そのため，これらの手段を組み合わせる場合には，

ち，通行人 1 名の場合よりも通行人 2 名の場合の方が，利

危険度が低い状態だけをウィンドウ枠に提示し，危険度が

用者は強く不安を感じているということがわかる．

相対的に高まった場合には，ウィンドウ枠の機能をオフに

距離 4 の場合にも同様の傾向がみられ，矢印による表示
以外のシステムでは，スコアが下がるか同程度という結果

して背後の映像を確認してもらうといったように，役割を
分ける必要があると思われる．

となった．
以下に，被験者から得られた自由記述の回答結果を示す．
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5. おわりに

[11]

本稿では，インタラクティブな大型公共ディスプレイを
安心して個人使用するためには，どのような情報提示手法
が適切であるかを議論した．また，有効と考えられる方法

[12]

を用いてプロトタイプシステムを作成して評価を行った．
情報提示手法の検討を行うにあたっては，大型公共ディス
プレイ周辺における通行者の調査結果に基づき，利用者が
周辺状況を把握できるように背後にいる通行人映像を分か

[13]

ings of UBICOMP Conference (2003).
Vogel, D. Balakrishnan, R.: Interactive Public Ambient
Displays: Transitioning from Implicit to Explicit, Public
to Personal, Interaction with Multiple Users, Proceedings of the 17th annual ACM symposium on User interface software and technology, pp.137-146 (2004).
飯塚，小川: パブリックスペースにおける PC 利用環境の
設計のための利用者後方距離による一考察, ヒューマンイ
ンタフェース学会論文誌, Vol.8, No.1, pp.69-76 (2006).
飯塚，後藤: 情報利用者の主観評価を基にした空間特性
の可視化, ヒューマンインタフェース学会論文誌, Vol.9,
No.4, pp.7-16 (2007).

りやすく可視化して提示した．結果として，利用者と通行
人の位置関係やその危険度について一覧視できるシステム
となり，利用者に安心感を与えることができたといえる．
今後の課題として，危険度と色を対応づけに対して，よ
り適切なモデルの検討が必要だと考えられる．また，危険
領域の基本概念を活用するような他の実現手段を考案し，
インタラクティブな大型公共ディスプレイを安心して個人
使用するシステムの実現に向けてさらなる検討を続ける．
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