
図８  アンケート結果 (イベントについて )

（a）表示する説明や画像の量は適切だったか （b）イベントは楽しかったか
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図７  アンケート結果 (AR 機能について )

（a）うまく操作ができたか                             （b）このようなイベントにまた参加したいですか
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図６  アンケート結果 (ナビゲーション機能について )

（a）自分の位置は分かりやすかったか （b）施設の情報は分かりやすかったか
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スマートフォンを活用した園内ナビゲーションシステム

1.  はじめに

特集

概要
　動物園等の園内で利用するため、スマートフォンで動作するナビゲーションシステムを開発した。本システムは、ス

マートフォンの特徴を活かし、イラストマップナビゲーションとAR動植物ガイドという２つの新しい機能を持つ。

　イラストマップナビゲーション機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をスキャンして、その中

をナビゲーションできる機能である。市販の地図を用いる必要がないことや、園内において分かりやすいナビ

ゲーションが提供できることが特徴である。

　また、AR動植物ガイド機能は、AR(Augmented Reality:拡張現実感)技術を用いて実際の映像に合成表示

できる機能であり、必要な情報のみを限定して表示できる点が特徴である。

　本稿では、イラストマップナビゲーション機能とAR動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動物園内で行った

実証実験について報告する。
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　全国の動物園や植物園等では、入園者数の減少が問題となっ

ており、限られた予算でいかに集客を増やすかが課題である。

様々な事業を計画する園もあり、効果的な試みや広報活動が

求められている。そのような状況において、情報通信技術を利

用した園内ナビゲーションや園内ガイドが注目されつつある。

　東京都恩賜上野動物園では、展示動物を画像や音声で紹介

する専用の携帯端末を来場者に無料で貸与するサービスを実

施している[１]。利用者は、携帯端末を動物舎近くに設置された

IC タグにかざすことでガイド情報を取得して、楽しみながら園

内をまわることができる。このようなシステムを導入する園もあ

るが、導入時に園内に専用設備が必要になったり、専用の端末を

使用したりするため、費用や管理が大きな負担になってしまう。

　そこで当社では、一般的に普及しているスマートフォンを活

用して園内のナビゲーションやガイドを行うシステムを開発し

た。園内に機器を設置することなくナビゲーションを実現でき、

かつ、スマートフォン特有のセンサやカメラを用いた新たな情

報提示方法を実現する。

　本稿では、本システムの特徴であるイラストマップナビゲー

ション機能と AR 動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動

物園内で行った実証実験について報告する。

5.  まとめ
　動物園等の園内で利用するためのナビゲーションシステムを

開発し、動物園の入園者を対象に実証実験を行った。

　本ナビゲーションシステムは、イラストマップナビゲーション

と、AR 動植物ガイドからなる。イラストマップナビゲーション

機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をス

キャンして、その中をナビゲーションできる機能である。実験で

は、自分の位置が分かりやすかったという評価が多く、動物園

等の施設において、有効な機能であると考える。

　AR 動植物ガイドは、必要な情報のみを拡張現実技術を用い

て実際の映像に合成表示できる機能である。実験では、園内の

動物や建物に情報を重ねて表示し、操作性、見やすさともに高

い評価が得られた。

　今後、この２つの機能を搭載したシステムを、動物園、遊園

地、ゴルフ場、スキー場等の施設に展開していきたいと考えて

いる。これらの施設には独自の地図が用意されており、本シス
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　イラスト地図を用いたナビゲーション
　携帯端末にはモバイルナビゲーション機能が搭載されてい

るものが増えている。既存のモバイルナビゲーションは、目的

地への道のりがとても分かりやすく、使いやすいシステムであ

る。しかし、動物園などの施設の中においては、詳細な地図がな

く、施設内の展示情報等も表示されない。

　当社が開発した園内ナビゲーションシステムは、園の入口な
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2.2 他者位置共有
　既存のナビゲーションシステムは、GPS 情報により自分の端

末の現在位置が地図上に表示される。しかし、例えば園内で他

のグループが何処にいるかまでは分からない。本システムでは、

スマートフォンとクラウドの連携により、端末のGPS 情報を

サーバに送信して他者に位置を知らせることができる。これに

より、園内にある他の全ての端末の位置をリアルタイムに表示

できる。

　例えばこの位置共有を用いることで、校外学習に来た学校

が全てのグループの位置を把握できたり、園内を巡回している

バスなどに端末を乗せることで乗り物の現在地を把握したり

も可能になる。

　また、サーバ側で位置情報の範囲を予め登録しておくことに

より、その範囲に入ったときにイベントが発生するような仕組

みも搭載した。これにより、特定の動物の周囲に行くとクイズ

が出題されるようなイベントを設定することができる。

4.  実証実験

4.1  実験の実施
　富山県にある動物園において、システムをインストールした

端末を入園者に貸し出して利用していただいた。実験開始時に

端末操作を一通り説明した後、園内を自由に散策していただ

き、３時間以内にゴール地点に来ていただいた。また、何処かの

動物に近づくとクイズが出題されるポイントを６箇所用意し、

全て見つけて質問に答えていただくイベントを付加した。

2.  イラストマップナビゲーション

図１  イラストマップ例

図２  ナビゲーション画面

3.1  ARによる情報表示
　本システムは、スマートフォンを ( 写真を撮るように ) 動植物

に向けると、その映像の中にリアルタイムに動植物の情報が合

成されて表示される。これにより、入園者は楽しく直感的に動

植物の知識を得ることができる。表示される情報は、動物の生

態情報や写真、動画である ( 図３)。

　情報は展示物の位置に関連付けられており、観察する動植物

をどの方向から見ても映像に情報が合成されて表示される。

　また、トイレ、休憩所、えさやり等のイベント時間なども合成

されて表示されるので、必要なときに素早く情報を得ることが

できる。

図３  AR 表示

3.2  局所的AR
　ARシステムの開発は多くの事例 [２] があり、スマートフォン

端末を利用した既存の AR システムも増えている [３]。これら

のシステムに比べて、本システムは提示されるコンテンツ情報

が局所的に管理されている点に特徴がある。

　位置情報によるAR情報提示において、既存のシステムでは、

端末を向けた方向に対して、端末からの一定の距離にある情報

(タグ )を表示している。しかしこの方式の場合、本来見えるべきで

はない壁の向こうの情報までも見えてしまうという問題がある。

　本システムではコンテンツ ( 各動植物 ) 自体に表示すべき領

域を定義し、指定された範囲でしか情報を提示しないようにし

た。これにより、ナビゲーションに本当に必要な情報のみが表

示され、動物園等の展示施設において、間違った情報や不必要

な情報を表示することを避けることができる（図４）。従来は、

表示範囲は端末側で設定する方式がほとんどであり、表示され

るタグ ( コンテンツ情報 ) の方に表示範囲を設定することはな

かった。今回はクラウド側でコンテンツの管理を行っているため、

コンテンツの表示領域など細かい設定が行えるようになった。

図４  局所的 AR 表示

図５  実証実験の様子

実際にはニワトリの
後ろの動物は見えない
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どで配布されている園内イラスト地図 ( 図１) をスキャナーで

読込み、これを通常の地図のようにスマートフォンに表示する。

そして、この地図上に現在位置を示すことができる ( 図２ )。

園内の様子が描かれたイラストマップは、道や建物の位置関係

が分かりやすいようにデフォルメされて描かれており、位置関

係を把握しやすく、施設内の目的地までのルートも分かりやす

い利点がある。このような地図をナビゲーションに用いること

で、位置の把握が格段に向上する。

　しかし、このような地図は、縮尺が一様でないため、実際の位

置情報と連動することが困難であり、既存のモバイルナビゲー

ションシステムには用いられていなかった。本システムでは、ス

マートフォンの画像処理能力とGPS 機能を活用し、独自の地

図画像変換技術を開発した。この技術を用いることで、GPS

からの現在位置とデフォルメされたイラストマップ上の位置を

対応させることが出来るようになり、スキャンした地図上でナ

ビゲーションが可能になった。かつ、独自の地図を利用できるた

め、市販の地図にとらわれることなく、新しいナビゲーションが

出来るようになる。例えば、絵で描かれた古地図の中や、仮想の

地図の中を歩くことも可能になる。

各施設や展示を選択すると
情報を表示

他者の位置 も表示

現在位置 と方向

3.  AR動植物ガイド
　AR は、カメラからの映像に情報を合成して提示する技術で

ある。表示された物を特定するために独自パターンのマーカー

を画像処理によって認識して合成する手法や、GPS等からの

位置情報を用いて合成する手法がある。スマートフォンの普及

により、ARを用いたアプリも増えている。今回のシステムでは

GPS を用いており、各動植物の位置情報と自分の位置情報の

関係により、必要な情報を合成表示している。

名称タグを合成　　　　　     説明文を合成　　　　　　     画像を合成

の位置が分かりやすかったという意見があり、システムの

有用性が伺えた。一方、屋内ではナビゲーションが使えな

いとの意見が複数あり、GPSを使ったナビゲーションの限

界も感じられた。

（２）AR 表示機能について

　図 7 にナビゲーション機能についてのアンケート結果

を示す。AR はうまく操作できたかの問いに対して、「とて

もうまく操作できた」を選ぶグループが多く、ARといった特

殊なインタフェースでも使いこなせていることが分かる。た

だし１５%のグループが「操作できなかった」や「とても操

作できなかった」を回答している。これは、子供の年齢によ

る影響が大きいと考えられる。また、自由記述には、音声に

よる案内もあると良いとの意見もあった。今後 AR 情報提

示の補助的手法として検討を行いたい。

　AR 表示は見やすかったかの問いについては、「とても見

やすかった」と「見やすかった」が合わせて９１%と高評価

であった。合成する情報の文字サイズが小さいことや、屋

外の反射等で見にくいことが心配されたが、特に問題はな

いようであった。

少ない
16%

多い
4%

（３）イベント全体について

　図８にイベント全体についてのアンケート結果を示す。

表示する説明や画像の量が適切だったかの問いに対して、

適切と答えたグループが半数近い４９%であったが、「やや

少ない」「少ない」と答えるグループも４３%であった。コン

テンツの充実が今後の課題である。

　このようなイベントにまた参加したいかの問いに関して

は１００%の参加者が「参加したい」、「とても参加したい」と

回答しており高い評価であった。このような試みは初めて

であり、特に参加者が飽きてしまわないか心配であった

が、そのような傾向は表れなかった。動物園等の施設にお

いて、このようなイベントは興味が高く、集客効果が十分

に期待できることが分かった。

テムを用いることで楽しく分かりやすい情報提示が可能と考

える。また、GPS 以外の位置検出手法を用いて博物館等の屋

内施設でも情報が表示できるように改善する予定である。

　期間は、11～１２月の土曜、日曜のうち４日間を午前午後２回

に分けて実施した ( 図５)。

4.2  実験の評価
　参加者には、利用していただいた後にその使用感や実用性に

ついてアンケートに答えていただいた。参加していただいたグ

ループは親子構成がほとんどであり、子供の年齢は平均６.7 才

であった。貸出した端末は iPhoneが５台、iPad が３台であり、

一度に８組に利用していただいた。回答数は、前半実験 (１１月 )

が２８組、後半実験 (１２月 )が２４組の計５２組であった。

　アンケートは、ナビゲーション機能、AR 機能、イベント全体の

それぞれについて、４ないし５段階評価の項目と自由記述欄を

用意した。 

4.3  アンケート結果
（１）ナビゲーション機能について

　図６にナビゲーション機能についてのアンケート結果を

示す。自分の位置は分かりやすかったかという問いに対し

て、７７%が「とても分かりやすかった」、１５%が「分かりや

すかった」と答えている。本機能が、施設内でのナビゲー

ションシステムの利用に効果があると分かった。

　また、施設情報の分かりやすさの問いに関しても、「とて

も分かりやすかった」「分かりやすかった」の評価が合わせ

て９０% であり、ナビゲーションによる情報提示が有効と

考えられる。

　自由記述からは、普段行かない道を探検できた、トイレ

拡大、縮小、スクロールして
見たい場所を表示



図８  アンケート結果 (イベントについて )

（a）表示する説明や画像の量は適切だったか （b）イベントは楽しかったか
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図７  アンケート結果 (AR 機能について )

（a）うまく操作ができたか                             （b）このようなイベントにまた参加したいですか
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図６  アンケート結果 (ナビゲーション機能について )

（a）自分の位置は分かりやすかったか （b）施設の情報は分かりやすかったか
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スマートフォンを活用した園内ナビゲーションシステム
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　全国の動物園や植物園等では、入園者数の減少が問題となっ

ており、限られた予算でいかに集客を増やすかが課題である。

様々な事業を計画する園もあり、効果的な試みや広報活動が

求められている。そのような状況において、情報通信技術を利

用した園内ナビゲーションや園内ガイドが注目されつつある。

　東京都恩賜上野動物園では、展示動物を画像や音声で紹介

する専用の携帯端末を来場者に無料で貸与するサービスを実

施している[１]。利用者は、携帯端末を動物舎近くに設置された

IC タグにかざすことでガイド情報を取得して、楽しみながら園

内をまわることができる。このようなシステムを導入する園もあ

るが、導入時に園内に専用設備が必要になったり、専用の端末を

使用したりするため、費用や管理が大きな負担になってしまう。

　そこで当社では、一般的に普及しているスマートフォンを活

用して園内のナビゲーションやガイドを行うシステムを開発し

た。園内に機器を設置することなくナビゲーションを実現でき、

かつ、スマートフォン特有のセンサやカメラを用いた新たな情

報提示方法を実現する。

　本稿では、本システムの特徴であるイラストマップナビゲー

ション機能と AR 動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動

物園内で行った実証実験について報告する。

5.  まとめ
　動物園等の園内で利用するためのナビゲーションシステムを

開発し、動物園の入園者を対象に実証実験を行った。

　本ナビゲーションシステムは、イラストマップナビゲーション

と、AR 動植物ガイドからなる。イラストマップナビゲーション

機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をス

キャンして、その中をナビゲーションできる機能である。実験で

は、自分の位置が分かりやすかったという評価が多く、動物園

等の施設において、有効な機能であると考える。

　AR 動植物ガイドは、必要な情報のみを拡張現実技術を用い

て実際の映像に合成表示できる機能である。実験では、園内の

動物や建物に情報を重ねて表示し、操作性、見やすさともに高

い評価が得られた。

　今後、この２つの機能を搭載したシステムを、動物園、遊園

地、ゴルフ場、スキー場等の施設に展開していきたいと考えて

いる。これらの施設には独自の地図が用意されており、本シス
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　イラスト地図を用いたナビゲーション
　携帯端末にはモバイルナビゲーション機能が搭載されてい

るものが増えている。既存のモバイルナビゲーションは、目的

地への道のりがとても分かりやすく、使いやすいシステムであ

る。しかし、動物園などの施設の中においては、詳細な地図がな

く、施設内の展示情報等も表示されない。

　当社が開発した園内ナビゲーションシステムは、園の入口な
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2.2 他者位置共有
　既存のナビゲーションシステムは、GPS 情報により自分の端

末の現在位置が地図上に表示される。しかし、例えば園内で他

のグループが何処にいるかまでは分からない。本システムでは、

スマートフォンとクラウドの連携により、端末のGPS 情報を

サーバに送信して他者に位置を知らせることができる。これに

より、園内にある他の全ての端末の位置をリアルタイムに表示

できる。

　例えばこの位置共有を用いることで、校外学習に来た学校

が全てのグループの位置を把握できたり、園内を巡回している

バスなどに端末を乗せることで乗り物の現在地を把握したり

も可能になる。

　また、サーバ側で位置情報の範囲を予め登録しておくことに

より、その範囲に入ったときにイベントが発生するような仕組

みも搭載した。これにより、特定の動物の周囲に行くとクイズ

が出題されるようなイベントを設定することができる。

4.  実証実験

4.1  実験の実施
　富山県にある動物園において、システムをインストールした

端末を入園者に貸し出して利用していただいた。実験開始時に

端末操作を一通り説明した後、園内を自由に散策していただ

き、３時間以内にゴール地点に来ていただいた。また、何処かの

動物に近づくとクイズが出題されるポイントを６箇所用意し、

全て見つけて質問に答えていただくイベントを付加した。

2.  イラストマップナビゲーション

図１  イラストマップ例

図２  ナビゲーション画面

3.1  ARによる情報表示
　本システムは、スマートフォンを ( 写真を撮るように ) 動植物

に向けると、その映像の中にリアルタイムに動植物の情報が合

成されて表示される。これにより、入園者は楽しく直感的に動

植物の知識を得ることができる。表示される情報は、動物の生

態情報や写真、動画である ( 図３)。

　情報は展示物の位置に関連付けられており、観察する動植物

をどの方向から見ても映像に情報が合成されて表示される。

　また、トイレ、休憩所、えさやり等のイベント時間なども合成

されて表示されるので、必要なときに素早く情報を得ることが

できる。

図３  AR 表示

3.2  局所的AR
　ARシステムの開発は多くの事例 [２] があり、スマートフォン

端末を利用した既存の AR システムも増えている [３]。これら

のシステムに比べて、本システムは提示されるコンテンツ情報

が局所的に管理されている点に特徴がある。

　位置情報によるAR情報提示において、既存のシステムでは、

端末を向けた方向に対して、端末からの一定の距離にある情報

(タグ )を表示している。しかしこの方式の場合、本来見えるべきで

はない壁の向こうの情報までも見えてしまうという問題がある。

　本システムではコンテンツ ( 各動植物 ) 自体に表示すべき領

域を定義し、指定された範囲でしか情報を提示しないようにし

た。これにより、ナビゲーションに本当に必要な情報のみが表

示され、動物園等の展示施設において、間違った情報や不必要

な情報を表示することを避けることができる（図４）。従来は、

表示範囲は端末側で設定する方式がほとんどであり、表示され

るタグ ( コンテンツ情報 ) の方に表示範囲を設定することはな

かった。今回はクラウド側でコンテンツの管理を行っているため、

コンテンツの表示領域など細かい設定が行えるようになった。

図４  局所的 AR 表示

図５  実証実験の様子

実際にはニワトリの
後ろの動物は見えない
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どで配布されている園内イラスト地図 ( 図１) をスキャナーで

読込み、これを通常の地図のようにスマートフォンに表示する。

そして、この地図上に現在位置を示すことができる ( 図２ )。

園内の様子が描かれたイラストマップは、道や建物の位置関係

が分かりやすいようにデフォルメされて描かれており、位置関

係を把握しやすく、施設内の目的地までのルートも分かりやす

い利点がある。このような地図をナビゲーションに用いること

で、位置の把握が格段に向上する。

　しかし、このような地図は、縮尺が一様でないため、実際の位

置情報と連動することが困難であり、既存のモバイルナビゲー

ションシステムには用いられていなかった。本システムでは、ス

マートフォンの画像処理能力とGPS 機能を活用し、独自の地

図画像変換技術を開発した。この技術を用いることで、GPS

からの現在位置とデフォルメされたイラストマップ上の位置を

対応させることが出来るようになり、スキャンした地図上でナ

ビゲーションが可能になった。かつ、独自の地図を利用できるた

め、市販の地図にとらわれることなく、新しいナビゲーションが

出来るようになる。例えば、絵で描かれた古地図の中や、仮想の

地図の中を歩くことも可能になる。

各施設や展示を選択すると
情報を表示

他者の位置 も表示

現在位置 と方向

3.  AR動植物ガイド
　AR は、カメラからの映像に情報を合成して提示する技術で

ある。表示された物を特定するために独自パターンのマーカー

を画像処理によって認識して合成する手法や、GPS等からの

位置情報を用いて合成する手法がある。スマートフォンの普及

により、ARを用いたアプリも増えている。今回のシステムでは

GPS を用いており、各動植物の位置情報と自分の位置情報の

関係により、必要な情報を合成表示している。

名称タグを合成　　　　　     説明文を合成　　　　　　     画像を合成

の位置が分かりやすかったという意見があり、システムの

有用性が伺えた。一方、屋内ではナビゲーションが使えな

いとの意見が複数あり、GPSを使ったナビゲーションの限

界も感じられた。

（２）AR 表示機能について

　図 7 にナビゲーション機能についてのアンケート結果

を示す。AR はうまく操作できたかの問いに対して、「とて

もうまく操作できた」を選ぶグループが多く、ARといった特

殊なインタフェースでも使いこなせていることが分かる。た

だし１５%のグループが「操作できなかった」や「とても操

作できなかった」を回答している。これは、子供の年齢によ

る影響が大きいと考えられる。また、自由記述には、音声に

よる案内もあると良いとの意見もあった。今後 AR 情報提

示の補助的手法として検討を行いたい。

　AR 表示は見やすかったかの問いについては、「とても見

やすかった」と「見やすかった」が合わせて９１%と高評価

であった。合成する情報の文字サイズが小さいことや、屋

外の反射等で見にくいことが心配されたが、特に問題はな

いようであった。

少ない
16%

多い
4%

（３）イベント全体について

　図８にイベント全体についてのアンケート結果を示す。

表示する説明や画像の量が適切だったかの問いに対して、

適切と答えたグループが半数近い４９%であったが、「やや

少ない」「少ない」と答えるグループも４３%であった。コン

テンツの充実が今後の課題である。

　このようなイベントにまた参加したいかの問いに関して

は１００%の参加者が「参加したい」、「とても参加したい」と

回答しており高い評価であった。このような試みは初めて

であり、特に参加者が飽きてしまわないか心配であった

が、そのような傾向は表れなかった。動物園等の施設にお

いて、このようなイベントは興味が高く、集客効果が十分

に期待できることが分かった。

テムを用いることで楽しく分かりやすい情報提示が可能と考

える。また、GPS 以外の位置検出手法を用いて博物館等の屋

内施設でも情報が表示できるように改善する予定である。

　期間は、11～１２月の土曜、日曜のうち４日間を午前午後２回

に分けて実施した ( 図５)。

4.2  実験の評価
　参加者には、利用していただいた後にその使用感や実用性に

ついてアンケートに答えていただいた。参加していただいたグ

ループは親子構成がほとんどであり、子供の年齢は平均６.7 才

であった。貸出した端末は iPhoneが５台、iPad が３台であり、

一度に８組に利用していただいた。回答数は、前半実験 (１１月 )

が２８組、後半実験 (１２月 )が２４組の計５２組であった。

　アンケートは、ナビゲーション機能、AR 機能、イベント全体の

それぞれについて、４ないし５段階評価の項目と自由記述欄を

用意した。 

4.3  アンケート結果
（１）ナビゲーション機能について

　図６にナビゲーション機能についてのアンケート結果を

示す。自分の位置は分かりやすかったかという問いに対し

て、７７%が「とても分かりやすかった」、１５%が「分かりや

すかった」と答えている。本機能が、施設内でのナビゲー

ションシステムの利用に効果があると分かった。

　また、施設情報の分かりやすさの問いに関しても、「とて

も分かりやすかった」「分かりやすかった」の評価が合わせ

て９０% であり、ナビゲーションによる情報提示が有効と

考えられる。

　自由記述からは、普段行かない道を探検できた、トイレ

拡大、縮小、スクロールして
見たい場所を表示



図８  アンケート結果 (イベントについて )

（a）表示する説明や画像の量は適切だったか （b）イベントは楽しかったか
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図７  アンケート結果 (AR 機能について )

（a）うまく操作ができたか                             （b）このようなイベントにまた参加したいですか
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図６  アンケート結果 (ナビゲーション機能について )

（a）自分の位置は分かりやすかったか （b）施設の情報は分かりやすかったか

とても
分かりやす
かった
77%

とても
分かりにくかった

0%

分かり
にくかった
8%

分かりやす
かった
15%

とても
分かりやす
かった
49%

とても
分かりにくかった

0%

分かり
にくかった
10%

分かりやす
かった
41%

30 31

34 35

32 33

スマートフォンを活用した園内ナビゲーションシステム

1.  はじめに

特集

概要
　動物園等の園内で利用するため、スマートフォンで動作するナビゲーションシステムを開発した。本システムは、ス

マートフォンの特徴を活かし、イラストマップナビゲーションとAR動植物ガイドという２つの新しい機能を持つ。

　イラストマップナビゲーション機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をスキャンして、その中

をナビゲーションできる機能である。市販の地図を用いる必要がないことや、園内において分かりやすいナビ

ゲーションが提供できることが特徴である。

　また、AR動植物ガイド機能は、AR(Augmented Reality:拡張現実感)技術を用いて実際の映像に合成表示

できる機能であり、必要な情報のみを限定して表示できる点が特徴である。

　本稿では、イラストマップナビゲーション機能とAR動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動物園内で行った

実証実験について報告する。

特
集

特
集

特
集

　全国の動物園や植物園等では、入園者数の減少が問題となっ

ており、限られた予算でいかに集客を増やすかが課題である。

様々な事業を計画する園もあり、効果的な試みや広報活動が

求められている。そのような状況において、情報通信技術を利

用した園内ナビゲーションや園内ガイドが注目されつつある。

　東京都恩賜上野動物園では、展示動物を画像や音声で紹介

する専用の携帯端末を来場者に無料で貸与するサービスを実

施している[１]。利用者は、携帯端末を動物舎近くに設置された

IC タグにかざすことでガイド情報を取得して、楽しみながら園

内をまわることができる。このようなシステムを導入する園もあ

るが、導入時に園内に専用設備が必要になったり、専用の端末を

使用したりするため、費用や管理が大きな負担になってしまう。

　そこで当社では、一般的に普及しているスマートフォンを活

用して園内のナビゲーションやガイドを行うシステムを開発し

た。園内に機器を設置することなくナビゲーションを実現でき、

かつ、スマートフォン特有のセンサやカメラを用いた新たな情

報提示方法を実現する。

　本稿では、本システムの特徴であるイラストマップナビゲー

ション機能と AR 動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動

物園内で行った実証実験について報告する。

5.  まとめ
　動物園等の園内で利用するためのナビゲーションシステムを

開発し、動物園の入園者を対象に実証実験を行った。

　本ナビゲーションシステムは、イラストマップナビゲーション

と、AR 動植物ガイドからなる。イラストマップナビゲーション

機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をス

キャンして、その中をナビゲーションできる機能である。実験で

は、自分の位置が分かりやすかったという評価が多く、動物園

等の施設において、有効な機能であると考える。

　AR 動植物ガイドは、必要な情報のみを拡張現実技術を用い

て実際の映像に合成表示できる機能である。実験では、園内の

動物や建物に情報を重ねて表示し、操作性、見やすさともに高

い評価が得られた。

　今後、この２つの機能を搭載したシステムを、動物園、遊園

地、ゴルフ場、スキー場等の施設に展開していきたいと考えて

いる。これらの施設には独自の地図が用意されており、本シス
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　イラスト地図を用いたナビゲーション
　携帯端末にはモバイルナビゲーション機能が搭載されてい

るものが増えている。既存のモバイルナビゲーションは、目的

地への道のりがとても分かりやすく、使いやすいシステムであ

る。しかし、動物園などの施設の中においては、詳細な地図がな

く、施設内の展示情報等も表示されない。

　当社が開発した園内ナビゲーションシステムは、園の入口な
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2.2 他者位置共有
　既存のナビゲーションシステムは、GPS 情報により自分の端

末の現在位置が地図上に表示される。しかし、例えば園内で他

のグループが何処にいるかまでは分からない。本システムでは、

スマートフォンとクラウドの連携により、端末のGPS 情報を

サーバに送信して他者に位置を知らせることができる。これに

より、園内にある他の全ての端末の位置をリアルタイムに表示

できる。

　例えばこの位置共有を用いることで、校外学習に来た学校

が全てのグループの位置を把握できたり、園内を巡回している

バスなどに端末を乗せることで乗り物の現在地を把握したり

も可能になる。

　また、サーバ側で位置情報の範囲を予め登録しておくことに

より、その範囲に入ったときにイベントが発生するような仕組

みも搭載した。これにより、特定の動物の周囲に行くとクイズ

が出題されるようなイベントを設定することができる。

4.  実証実験

4.1  実験の実施
　富山県にある動物園において、システムをインストールした

端末を入園者に貸し出して利用していただいた。実験開始時に

端末操作を一通り説明した後、園内を自由に散策していただ

き、３時間以内にゴール地点に来ていただいた。また、何処かの

動物に近づくとクイズが出題されるポイントを６箇所用意し、

全て見つけて質問に答えていただくイベントを付加した。

2.  イラストマップナビゲーション

図１  イラストマップ例

図２  ナビゲーション画面

3.1  ARによる情報表示
　本システムは、スマートフォンを ( 写真を撮るように ) 動植物

に向けると、その映像の中にリアルタイムに動植物の情報が合

成されて表示される。これにより、入園者は楽しく直感的に動

植物の知識を得ることができる。表示される情報は、動物の生

態情報や写真、動画である ( 図３)。

　情報は展示物の位置に関連付けられており、観察する動植物

をどの方向から見ても映像に情報が合成されて表示される。

　また、トイレ、休憩所、えさやり等のイベント時間なども合成

されて表示されるので、必要なときに素早く情報を得ることが

できる。

図３  AR 表示

3.2  局所的AR
　ARシステムの開発は多くの事例 [２] があり、スマートフォン

端末を利用した既存の AR システムも増えている [３]。これら

のシステムに比べて、本システムは提示されるコンテンツ情報

が局所的に管理されている点に特徴がある。

　位置情報によるAR情報提示において、既存のシステムでは、

端末を向けた方向に対して、端末からの一定の距離にある情報

(タグ )を表示している。しかしこの方式の場合、本来見えるべきで

はない壁の向こうの情報までも見えてしまうという問題がある。

　本システムではコンテンツ ( 各動植物 ) 自体に表示すべき領

域を定義し、指定された範囲でしか情報を提示しないようにし

た。これにより、ナビゲーションに本当に必要な情報のみが表

示され、動物園等の展示施設において、間違った情報や不必要

な情報を表示することを避けることができる（図４）。従来は、

表示範囲は端末側で設定する方式がほとんどであり、表示され

るタグ ( コンテンツ情報 ) の方に表示範囲を設定することはな

かった。今回はクラウド側でコンテンツの管理を行っているため、

コンテンツの表示領域など細かい設定が行えるようになった。

図４  局所的 AR 表示

図５  実証実験の様子

実際にはニワトリの
後ろの動物は見えない
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どで配布されている園内イラスト地図 ( 図１) をスキャナーで

読込み、これを通常の地図のようにスマートフォンに表示する。

そして、この地図上に現在位置を示すことができる ( 図２ )。

園内の様子が描かれたイラストマップは、道や建物の位置関係

が分かりやすいようにデフォルメされて描かれており、位置関

係を把握しやすく、施設内の目的地までのルートも分かりやす

い利点がある。このような地図をナビゲーションに用いること

で、位置の把握が格段に向上する。

　しかし、このような地図は、縮尺が一様でないため、実際の位

置情報と連動することが困難であり、既存のモバイルナビゲー

ションシステムには用いられていなかった。本システムでは、ス

マートフォンの画像処理能力とGPS 機能を活用し、独自の地

図画像変換技術を開発した。この技術を用いることで、GPS

からの現在位置とデフォルメされたイラストマップ上の位置を

対応させることが出来るようになり、スキャンした地図上でナ

ビゲーションが可能になった。かつ、独自の地図を利用できるた

め、市販の地図にとらわれることなく、新しいナビゲーションが

出来るようになる。例えば、絵で描かれた古地図の中や、仮想の

地図の中を歩くことも可能になる。

各施設や展示を選択すると
情報を表示

他者の位置 も表示

現在位置 と方向

3.  AR動植物ガイド
　AR は、カメラからの映像に情報を合成して提示する技術で

ある。表示された物を特定するために独自パターンのマーカー

を画像処理によって認識して合成する手法や、GPS等からの

位置情報を用いて合成する手法がある。スマートフォンの普及

により、ARを用いたアプリも増えている。今回のシステムでは

GPS を用いており、各動植物の位置情報と自分の位置情報の

関係により、必要な情報を合成表示している。

名称タグを合成　　　　　     説明文を合成　　　　　　     画像を合成

の位置が分かりやすかったという意見があり、システムの

有用性が伺えた。一方、屋内ではナビゲーションが使えな

いとの意見が複数あり、GPSを使ったナビゲーションの限

界も感じられた。

（２）AR 表示機能について

　図 7 にナビゲーション機能についてのアンケート結果

を示す。AR はうまく操作できたかの問いに対して、「とて

もうまく操作できた」を選ぶグループが多く、ARといった特

殊なインタフェースでも使いこなせていることが分かる。た

だし１５%のグループが「操作できなかった」や「とても操

作できなかった」を回答している。これは、子供の年齢によ

る影響が大きいと考えられる。また、自由記述には、音声に

よる案内もあると良いとの意見もあった。今後 AR 情報提

示の補助的手法として検討を行いたい。

　AR 表示は見やすかったかの問いについては、「とても見

やすかった」と「見やすかった」が合わせて９１%と高評価

であった。合成する情報の文字サイズが小さいことや、屋

外の反射等で見にくいことが心配されたが、特に問題はな

いようであった。

少ない
16%

多い
4%

（３）イベント全体について

　図８にイベント全体についてのアンケート結果を示す。

表示する説明や画像の量が適切だったかの問いに対して、

適切と答えたグループが半数近い４９%であったが、「やや

少ない」「少ない」と答えるグループも４３%であった。コン

テンツの充実が今後の課題である。

　このようなイベントにまた参加したいかの問いに関して

は１００%の参加者が「参加したい」、「とても参加したい」と

回答しており高い評価であった。このような試みは初めて

であり、特に参加者が飽きてしまわないか心配であった

が、そのような傾向は表れなかった。動物園等の施設にお

いて、このようなイベントは興味が高く、集客効果が十分

に期待できることが分かった。

テムを用いることで楽しく分かりやすい情報提示が可能と考

える。また、GPS 以外の位置検出手法を用いて博物館等の屋

内施設でも情報が表示できるように改善する予定である。

　期間は、11～１２月の土曜、日曜のうち４日間を午前午後２回

に分けて実施した ( 図５)。

4.2  実験の評価
　参加者には、利用していただいた後にその使用感や実用性に

ついてアンケートに答えていただいた。参加していただいたグ

ループは親子構成がほとんどであり、子供の年齢は平均６.7 才

であった。貸出した端末は iPhoneが５台、iPad が３台であり、

一度に８組に利用していただいた。回答数は、前半実験 (１１月 )

が２８組、後半実験 (１２月 )が２４組の計５２組であった。

　アンケートは、ナビゲーション機能、AR 機能、イベント全体の

それぞれについて、４ないし５段階評価の項目と自由記述欄を

用意した。 

4.3  アンケート結果
（１）ナビゲーション機能について

　図６にナビゲーション機能についてのアンケート結果を

示す。自分の位置は分かりやすかったかという問いに対し

て、７７%が「とても分かりやすかった」、１５%が「分かりや

すかった」と答えている。本機能が、施設内でのナビゲー

ションシステムの利用に効果があると分かった。

　また、施設情報の分かりやすさの問いに関しても、「とて

も分かりやすかった」「分かりやすかった」の評価が合わせ

て９０% であり、ナビゲーションによる情報提示が有効と

考えられる。

　自由記述からは、普段行かない道を探検できた、トイレ

拡大、縮小、スクロールして
見たい場所を表示



図８  アンケート結果 (イベントについて )

（a）表示する説明や画像の量は適切だったか （b）イベントは楽しかったか
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図７  アンケート結果 (AR 機能について )

（a）うまく操作ができたか                             （b）このようなイベントにまた参加したいですか
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図６  アンケート結果 (ナビゲーション機能について )

（a）自分の位置は分かりやすかったか （b）施設の情報は分かりやすかったか
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スマートフォンを活用した園内ナビゲーションシステム

1.  はじめに

特集

概要
　動物園等の園内で利用するため、スマートフォンで動作するナビゲーションシステムを開発した。本システムは、ス

マートフォンの特徴を活かし、イラストマップナビゲーションとAR動植物ガイドという２つの新しい機能を持つ。

　イラストマップナビゲーション機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をスキャンして、その中

をナビゲーションできる機能である。市販の地図を用いる必要がないことや、園内において分かりやすいナビ

ゲーションが提供できることが特徴である。

　また、AR動植物ガイド機能は、AR(Augmented Reality:拡張現実感)技術を用いて実際の映像に合成表示

できる機能であり、必要な情報のみを限定して表示できる点が特徴である。

　本稿では、イラストマップナビゲーション機能とAR動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動物園内で行った

実証実験について報告する。

特
集

特
集

特
集

　全国の動物園や植物園等では、入園者数の減少が問題となっ

ており、限られた予算でいかに集客を増やすかが課題である。

様々な事業を計画する園もあり、効果的な試みや広報活動が

求められている。そのような状況において、情報通信技術を利

用した園内ナビゲーションや園内ガイドが注目されつつある。

　東京都恩賜上野動物園では、展示動物を画像や音声で紹介

する専用の携帯端末を来場者に無料で貸与するサービスを実

施している[１]。利用者は、携帯端末を動物舎近くに設置された

IC タグにかざすことでガイド情報を取得して、楽しみながら園

内をまわることができる。このようなシステムを導入する園もあ

るが、導入時に園内に専用設備が必要になったり、専用の端末を

使用したりするため、費用や管理が大きな負担になってしまう。

　そこで当社では、一般的に普及しているスマートフォンを活

用して園内のナビゲーションやガイドを行うシステムを開発し

た。園内に機器を設置することなくナビゲーションを実現でき、

かつ、スマートフォン特有のセンサやカメラを用いた新たな情

報提示方法を実現する。

　本稿では、本システムの特徴であるイラストマップナビゲー

ション機能と AR 動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動

物園内で行った実証実験について報告する。

5.  まとめ
　動物園等の園内で利用するためのナビゲーションシステムを

開発し、動物園の入園者を対象に実証実験を行った。

　本ナビゲーションシステムは、イラストマップナビゲーション

と、AR 動植物ガイドからなる。イラストマップナビゲーション

機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をス

キャンして、その中をナビゲーションできる機能である。実験で

は、自分の位置が分かりやすかったという評価が多く、動物園

等の施設において、有効な機能であると考える。

　AR 動植物ガイドは、必要な情報のみを拡張現実技術を用い

て実際の映像に合成表示できる機能である。実験では、園内の

動物や建物に情報を重ねて表示し、操作性、見やすさともに高

い評価が得られた。

　今後、この２つの機能を搭載したシステムを、動物園、遊園

地、ゴルフ場、スキー場等の施設に展開していきたいと考えて

いる。これらの施設には独自の地図が用意されており、本シス
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　イラスト地図を用いたナビゲーション
　携帯端末にはモバイルナビゲーション機能が搭載されてい

るものが増えている。既存のモバイルナビゲーションは、目的

地への道のりがとても分かりやすく、使いやすいシステムであ

る。しかし、動物園などの施設の中においては、詳細な地図がな

く、施設内の展示情報等も表示されない。

　当社が開発した園内ナビゲーションシステムは、園の入口な
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2.2 他者位置共有
　既存のナビゲーションシステムは、GPS 情報により自分の端

末の現在位置が地図上に表示される。しかし、例えば園内で他

のグループが何処にいるかまでは分からない。本システムでは、

スマートフォンとクラウドの連携により、端末のGPS 情報を

サーバに送信して他者に位置を知らせることができる。これに

より、園内にある他の全ての端末の位置をリアルタイムに表示

できる。

　例えばこの位置共有を用いることで、校外学習に来た学校

が全てのグループの位置を把握できたり、園内を巡回している

バスなどに端末を乗せることで乗り物の現在地を把握したり

も可能になる。

　また、サーバ側で位置情報の範囲を予め登録しておくことに

より、その範囲に入ったときにイベントが発生するような仕組

みも搭載した。これにより、特定の動物の周囲に行くとクイズ

が出題されるようなイベントを設定することができる。

4.  実証実験

4.1  実験の実施
　富山県にある動物園において、システムをインストールした

端末を入園者に貸し出して利用していただいた。実験開始時に

端末操作を一通り説明した後、園内を自由に散策していただ

き、３時間以内にゴール地点に来ていただいた。また、何処かの

動物に近づくとクイズが出題されるポイントを６箇所用意し、

全て見つけて質問に答えていただくイベントを付加した。

2.  イラストマップナビゲーション

図１  イラストマップ例

図２  ナビゲーション画面

3.1  ARによる情報表示
　本システムは、スマートフォンを ( 写真を撮るように ) 動植物

に向けると、その映像の中にリアルタイムに動植物の情報が合

成されて表示される。これにより、入園者は楽しく直感的に動

植物の知識を得ることができる。表示される情報は、動物の生

態情報や写真、動画である ( 図３)。

　情報は展示物の位置に関連付けられており、観察する動植物

をどの方向から見ても映像に情報が合成されて表示される。

　また、トイレ、休憩所、えさやり等のイベント時間なども合成

されて表示されるので、必要なときに素早く情報を得ることが

できる。

図３  AR 表示

3.2  局所的AR
　ARシステムの開発は多くの事例 [２] があり、スマートフォン

端末を利用した既存の AR システムも増えている [３]。これら

のシステムに比べて、本システムは提示されるコンテンツ情報

が局所的に管理されている点に特徴がある。

　位置情報によるAR情報提示において、既存のシステムでは、

端末を向けた方向に対して、端末からの一定の距離にある情報

(タグ )を表示している。しかしこの方式の場合、本来見えるべきで

はない壁の向こうの情報までも見えてしまうという問題がある。

　本システムではコンテンツ ( 各動植物 ) 自体に表示すべき領

域を定義し、指定された範囲でしか情報を提示しないようにし

た。これにより、ナビゲーションに本当に必要な情報のみが表

示され、動物園等の展示施設において、間違った情報や不必要

な情報を表示することを避けることができる（図４）。従来は、

表示範囲は端末側で設定する方式がほとんどであり、表示され

るタグ ( コンテンツ情報 ) の方に表示範囲を設定することはな

かった。今回はクラウド側でコンテンツの管理を行っているため、

コンテンツの表示領域など細かい設定が行えるようになった。

図４  局所的 AR 表示

図５  実証実験の様子

実際にはニワトリの
後ろの動物は見えない

謝辞

　本研究の一部は、２０１０年度富山県高度情報通信ネットワーク

社会推進事業実験として実施した。本事業の関係諸氏に感謝

する。

どで配布されている園内イラスト地図 ( 図１) をスキャナーで

読込み、これを通常の地図のようにスマートフォンに表示する。

そして、この地図上に現在位置を示すことができる ( 図２ )。

園内の様子が描かれたイラストマップは、道や建物の位置関係

が分かりやすいようにデフォルメされて描かれており、位置関

係を把握しやすく、施設内の目的地までのルートも分かりやす

い利点がある。このような地図をナビゲーションに用いること

で、位置の把握が格段に向上する。

　しかし、このような地図は、縮尺が一様でないため、実際の位

置情報と連動することが困難であり、既存のモバイルナビゲー

ションシステムには用いられていなかった。本システムでは、ス

マートフォンの画像処理能力とGPS 機能を活用し、独自の地

図画像変換技術を開発した。この技術を用いることで、GPS

からの現在位置とデフォルメされたイラストマップ上の位置を

対応させることが出来るようになり、スキャンした地図上でナ

ビゲーションが可能になった。かつ、独自の地図を利用できるた

め、市販の地図にとらわれることなく、新しいナビゲーションが

出来るようになる。例えば、絵で描かれた古地図の中や、仮想の

地図の中を歩くことも可能になる。

各施設や展示を選択すると
情報を表示

他者の位置 も表示

現在位置 と方向

3.  AR動植物ガイド
　AR は、カメラからの映像に情報を合成して提示する技術で

ある。表示された物を特定するために独自パターンのマーカー

を画像処理によって認識して合成する手法や、GPS等からの

位置情報を用いて合成する手法がある。スマートフォンの普及

により、ARを用いたアプリも増えている。今回のシステムでは

GPS を用いており、各動植物の位置情報と自分の位置情報の

関係により、必要な情報を合成表示している。

名称タグを合成　　　　　     説明文を合成　　　　　　     画像を合成

の位置が分かりやすかったという意見があり、システムの

有用性が伺えた。一方、屋内ではナビゲーションが使えな

いとの意見が複数あり、GPSを使ったナビゲーションの限

界も感じられた。

（２）AR 表示機能について

　図 7 にナビゲーション機能についてのアンケート結果

を示す。AR はうまく操作できたかの問いに対して、「とて

もうまく操作できた」を選ぶグループが多く、ARといった特

殊なインタフェースでも使いこなせていることが分かる。た

だし１５%のグループが「操作できなかった」や「とても操

作できなかった」を回答している。これは、子供の年齢によ

る影響が大きいと考えられる。また、自由記述には、音声に

よる案内もあると良いとの意見もあった。今後 AR 情報提

示の補助的手法として検討を行いたい。

　AR 表示は見やすかったかの問いについては、「とても見

やすかった」と「見やすかった」が合わせて９１%と高評価

であった。合成する情報の文字サイズが小さいことや、屋

外の反射等で見にくいことが心配されたが、特に問題はな

いようであった。

少ない
16%

多い
4%

（３）イベント全体について

　図８にイベント全体についてのアンケート結果を示す。

表示する説明や画像の量が適切だったかの問いに対して、

適切と答えたグループが半数近い４９%であったが、「やや

少ない」「少ない」と答えるグループも４３%であった。コン

テンツの充実が今後の課題である。

　このようなイベントにまた参加したいかの問いに関して

は１００%の参加者が「参加したい」、「とても参加したい」と

回答しており高い評価であった。このような試みは初めて

であり、特に参加者が飽きてしまわないか心配であった

が、そのような傾向は表れなかった。動物園等の施設にお

いて、このようなイベントは興味が高く、集客効果が十分

に期待できることが分かった。

テムを用いることで楽しく分かりやすい情報提示が可能と考

える。また、GPS 以外の位置検出手法を用いて博物館等の屋

内施設でも情報が表示できるように改善する予定である。

　期間は、11～１２月の土曜、日曜のうち４日間を午前午後２回

に分けて実施した ( 図５)。

4.2  実験の評価
　参加者には、利用していただいた後にその使用感や実用性に

ついてアンケートに答えていただいた。参加していただいたグ

ループは親子構成がほとんどであり、子供の年齢は平均６.7 才

であった。貸出した端末は iPhoneが５台、iPad が３台であり、

一度に８組に利用していただいた。回答数は、前半実験 (１１月 )

が２８組、後半実験 (１２月 )が２４組の計５２組であった。

　アンケートは、ナビゲーション機能、AR 機能、イベント全体の

それぞれについて、４ないし５段階評価の項目と自由記述欄を

用意した。 

4.3  アンケート結果
（１）ナビゲーション機能について

　図６にナビゲーション機能についてのアンケート結果を

示す。自分の位置は分かりやすかったかという問いに対し

て、７７%が「とても分かりやすかった」、１５%が「分かりや

すかった」と答えている。本機能が、施設内でのナビゲー

ションシステムの利用に効果があると分かった。

　また、施設情報の分かりやすさの問いに関しても、「とて

も分かりやすかった」「分かりやすかった」の評価が合わせ

て９０% であり、ナビゲーションによる情報提示が有効と

考えられる。

　自由記述からは、普段行かない道を探検できた、トイレ

拡大、縮小、スクロールして
見たい場所を表示



図８  アンケート結果 (イベントについて )

（a）表示する説明や画像の量は適切だったか （b）イベントは楽しかったか
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図７  アンケート結果 (AR 機能について )

（a）うまく操作ができたか                             （b）このようなイベントにまた参加したいですか
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図６  アンケート結果 (ナビゲーション機能について )

（a）自分の位置は分かりやすかったか （b）施設の情報は分かりやすかったか
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スマートフォンを活用した園内ナビゲーションシステム

1.  はじめに

特集

概要
　動物園等の園内で利用するため、スマートフォンで動作するナビゲーションシステムを開発した。本システムは、ス

マートフォンの特徴を活かし、イラストマップナビゲーションとAR動植物ガイドという２つの新しい機能を持つ。

　イラストマップナビゲーション機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をスキャンして、その中

をナビゲーションできる機能である。市販の地図を用いる必要がないことや、園内において分かりやすいナビ

ゲーションが提供できることが特徴である。

　また、AR動植物ガイド機能は、AR(Augmented Reality:拡張現実感)技術を用いて実際の映像に合成表示

できる機能であり、必要な情報のみを限定して表示できる点が特徴である。

　本稿では、イラストマップナビゲーション機能とAR動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動物園内で行った

実証実験について報告する。

特
集

特
集

特
集

　全国の動物園や植物園等では、入園者数の減少が問題となっ

ており、限られた予算でいかに集客を増やすかが課題である。

様々な事業を計画する園もあり、効果的な試みや広報活動が

求められている。そのような状況において、情報通信技術を利

用した園内ナビゲーションや園内ガイドが注目されつつある。

　東京都恩賜上野動物園では、展示動物を画像や音声で紹介

する専用の携帯端末を来場者に無料で貸与するサービスを実

施している[１]。利用者は、携帯端末を動物舎近くに設置された

IC タグにかざすことでガイド情報を取得して、楽しみながら園

内をまわることができる。このようなシステムを導入する園もあ

るが、導入時に園内に専用設備が必要になったり、専用の端末を

使用したりするため、費用や管理が大きな負担になってしまう。

　そこで当社では、一般的に普及しているスマートフォンを活

用して園内のナビゲーションやガイドを行うシステムを開発し

た。園内に機器を設置することなくナビゲーションを実現でき、

かつ、スマートフォン特有のセンサやカメラを用いた新たな情

報提示方法を実現する。

　本稿では、本システムの特徴であるイラストマップナビゲー

ション機能と AR 動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動

物園内で行った実証実験について報告する。

5.  まとめ
　動物園等の園内で利用するためのナビゲーションシステムを

開発し、動物園の入園者を対象に実証実験を行った。

　本ナビゲーションシステムは、イラストマップナビゲーション

と、AR 動植物ガイドからなる。イラストマップナビゲーション

機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をス

キャンして、その中をナビゲーションできる機能である。実験で

は、自分の位置が分かりやすかったという評価が多く、動物園

等の施設において、有効な機能であると考える。

　AR 動植物ガイドは、必要な情報のみを拡張現実技術を用い

て実際の映像に合成表示できる機能である。実験では、園内の

動物や建物に情報を重ねて表示し、操作性、見やすさともに高

い評価が得られた。

　今後、この２つの機能を搭載したシステムを、動物園、遊園

地、ゴルフ場、スキー場等の施設に展開していきたいと考えて

いる。これらの施設には独自の地図が用意されており、本シス
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　イラスト地図を用いたナビゲーション
　携帯端末にはモバイルナビゲーション機能が搭載されてい

るものが増えている。既存のモバイルナビゲーションは、目的

地への道のりがとても分かりやすく、使いやすいシステムであ

る。しかし、動物園などの施設の中においては、詳細な地図がな

く、施設内の展示情報等も表示されない。

　当社が開発した園内ナビゲーションシステムは、園の入口な
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2.2 他者位置共有
　既存のナビゲーションシステムは、GPS 情報により自分の端

末の現在位置が地図上に表示される。しかし、例えば園内で他

のグループが何処にいるかまでは分からない。本システムでは、

スマートフォンとクラウドの連携により、端末のGPS 情報を

サーバに送信して他者に位置を知らせることができる。これに

より、園内にある他の全ての端末の位置をリアルタイムに表示

できる。

　例えばこの位置共有を用いることで、校外学習に来た学校

が全てのグループの位置を把握できたり、園内を巡回している

バスなどに端末を乗せることで乗り物の現在地を把握したり

も可能になる。

　また、サーバ側で位置情報の範囲を予め登録しておくことに

より、その範囲に入ったときにイベントが発生するような仕組

みも搭載した。これにより、特定の動物の周囲に行くとクイズ

が出題されるようなイベントを設定することができる。

4.  実証実験

4.1  実験の実施
　富山県にある動物園において、システムをインストールした

端末を入園者に貸し出して利用していただいた。実験開始時に

端末操作を一通り説明した後、園内を自由に散策していただ

き、３時間以内にゴール地点に来ていただいた。また、何処かの

動物に近づくとクイズが出題されるポイントを６箇所用意し、

全て見つけて質問に答えていただくイベントを付加した。

2.  イラストマップナビゲーション

図１  イラストマップ例

図２  ナビゲーション画面

3.1  ARによる情報表示
　本システムは、スマートフォンを ( 写真を撮るように ) 動植物

に向けると、その映像の中にリアルタイムに動植物の情報が合

成されて表示される。これにより、入園者は楽しく直感的に動

植物の知識を得ることができる。表示される情報は、動物の生

態情報や写真、動画である ( 図３)。

　情報は展示物の位置に関連付けられており、観察する動植物

をどの方向から見ても映像に情報が合成されて表示される。

　また、トイレ、休憩所、えさやり等のイベント時間なども合成

されて表示されるので、必要なときに素早く情報を得ることが

できる。

図３  AR 表示

3.2  局所的AR
　ARシステムの開発は多くの事例 [２] があり、スマートフォン

端末を利用した既存の AR システムも増えている [３]。これら

のシステムに比べて、本システムは提示されるコンテンツ情報

が局所的に管理されている点に特徴がある。

　位置情報によるAR情報提示において、既存のシステムでは、

端末を向けた方向に対して、端末からの一定の距離にある情報

(タグ )を表示している。しかしこの方式の場合、本来見えるべきで

はない壁の向こうの情報までも見えてしまうという問題がある。

　本システムではコンテンツ ( 各動植物 ) 自体に表示すべき領

域を定義し、指定された範囲でしか情報を提示しないようにし

た。これにより、ナビゲーションに本当に必要な情報のみが表

示され、動物園等の展示施設において、間違った情報や不必要

な情報を表示することを避けることができる（図４）。従来は、

表示範囲は端末側で設定する方式がほとんどであり、表示され

るタグ ( コンテンツ情報 ) の方に表示範囲を設定することはな

かった。今回はクラウド側でコンテンツの管理を行っているため、

コンテンツの表示領域など細かい設定が行えるようになった。

図４  局所的 AR 表示

図５  実証実験の様子
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後ろの動物は見えない
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どで配布されている園内イラスト地図 ( 図１) をスキャナーで

読込み、これを通常の地図のようにスマートフォンに表示する。

そして、この地図上に現在位置を示すことができる ( 図２ )。

園内の様子が描かれたイラストマップは、道や建物の位置関係

が分かりやすいようにデフォルメされて描かれており、位置関

係を把握しやすく、施設内の目的地までのルートも分かりやす

い利点がある。このような地図をナビゲーションに用いること

で、位置の把握が格段に向上する。

　しかし、このような地図は、縮尺が一様でないため、実際の位

置情報と連動することが困難であり、既存のモバイルナビゲー

ションシステムには用いられていなかった。本システムでは、ス

マートフォンの画像処理能力とGPS 機能を活用し、独自の地

図画像変換技術を開発した。この技術を用いることで、GPS

からの現在位置とデフォルメされたイラストマップ上の位置を

対応させることが出来るようになり、スキャンした地図上でナ

ビゲーションが可能になった。かつ、独自の地図を利用できるた

め、市販の地図にとらわれることなく、新しいナビゲーションが

出来るようになる。例えば、絵で描かれた古地図の中や、仮想の

地図の中を歩くことも可能になる。

各施設や展示を選択すると
情報を表示

他者の位置 も表示

現在位置 と方向

3.  AR動植物ガイド
　AR は、カメラからの映像に情報を合成して提示する技術で

ある。表示された物を特定するために独自パターンのマーカー

を画像処理によって認識して合成する手法や、GPS等からの

位置情報を用いて合成する手法がある。スマートフォンの普及

により、ARを用いたアプリも増えている。今回のシステムでは

GPS を用いており、各動植物の位置情報と自分の位置情報の

関係により、必要な情報を合成表示している。

名称タグを合成　　　　　     説明文を合成　　　　　　     画像を合成

の位置が分かりやすかったという意見があり、システムの

有用性が伺えた。一方、屋内ではナビゲーションが使えな

いとの意見が複数あり、GPSを使ったナビゲーションの限

界も感じられた。

（２）AR 表示機能について

　図 7 にナビゲーション機能についてのアンケート結果

を示す。AR はうまく操作できたかの問いに対して、「とて

もうまく操作できた」を選ぶグループが多く、ARといった特

殊なインタフェースでも使いこなせていることが分かる。た

だし１５%のグループが「操作できなかった」や「とても操

作できなかった」を回答している。これは、子供の年齢によ

る影響が大きいと考えられる。また、自由記述には、音声に

よる案内もあると良いとの意見もあった。今後 AR 情報提

示の補助的手法として検討を行いたい。

　AR 表示は見やすかったかの問いについては、「とても見

やすかった」と「見やすかった」が合わせて９１%と高評価

であった。合成する情報の文字サイズが小さいことや、屋

外の反射等で見にくいことが心配されたが、特に問題はな

いようであった。
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（３）イベント全体について

　図８にイベント全体についてのアンケート結果を示す。

表示する説明や画像の量が適切だったかの問いに対して、

適切と答えたグループが半数近い４９%であったが、「やや

少ない」「少ない」と答えるグループも４３%であった。コン

テンツの充実が今後の課題である。

　このようなイベントにまた参加したいかの問いに関して

は１００%の参加者が「参加したい」、「とても参加したい」と

回答しており高い評価であった。このような試みは初めて

であり、特に参加者が飽きてしまわないか心配であった

が、そのような傾向は表れなかった。動物園等の施設にお

いて、このようなイベントは興味が高く、集客効果が十分

に期待できることが分かった。

テムを用いることで楽しく分かりやすい情報提示が可能と考

える。また、GPS 以外の位置検出手法を用いて博物館等の屋

内施設でも情報が表示できるように改善する予定である。

　期間は、11～１２月の土曜、日曜のうち４日間を午前午後２回

に分けて実施した ( 図５)。

4.2  実験の評価
　参加者には、利用していただいた後にその使用感や実用性に

ついてアンケートに答えていただいた。参加していただいたグ

ループは親子構成がほとんどであり、子供の年齢は平均６.7 才

であった。貸出した端末は iPhoneが５台、iPad が３台であり、

一度に８組に利用していただいた。回答数は、前半実験 (１１月 )

が２８組、後半実験 (１２月 )が２４組の計５２組であった。

　アンケートは、ナビゲーション機能、AR 機能、イベント全体の

それぞれについて、４ないし５段階評価の項目と自由記述欄を

用意した。 

4.3  アンケート結果
（１）ナビゲーション機能について

　図６にナビゲーション機能についてのアンケート結果を

示す。自分の位置は分かりやすかったかという問いに対し

て、７７%が「とても分かりやすかった」、１５%が「分かりや

すかった」と答えている。本機能が、施設内でのナビゲー

ションシステムの利用に効果があると分かった。

　また、施設情報の分かりやすさの問いに関しても、「とて

も分かりやすかった」「分かりやすかった」の評価が合わせ

て９０% であり、ナビゲーションによる情報提示が有効と

考えられる。

　自由記述からは、普段行かない道を探検できた、トイレ

拡大、縮小、スクロールして
見たい場所を表示



図８  アンケート結果 (イベントについて )

（a）表示する説明や画像の量は適切だったか （b）イベントは楽しかったか
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図６  アンケート結果 (ナビゲーション機能について )
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スマートフォンを活用した園内ナビゲーションシステム

1.  はじめに

特集

概要
　動物園等の園内で利用するため、スマートフォンで動作するナビゲーションシステムを開発した。本システムは、ス

マートフォンの特徴を活かし、イラストマップナビゲーションとAR動植物ガイドという２つの新しい機能を持つ。

　イラストマップナビゲーション機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をスキャンして、その中

をナビゲーションできる機能である。市販の地図を用いる必要がないことや、園内において分かりやすいナビ

ゲーションが提供できることが特徴である。

　また、AR動植物ガイド機能は、AR(Augmented Reality:拡張現実感)技術を用いて実際の映像に合成表示

できる機能であり、必要な情報のみを限定して表示できる点が特徴である。

　本稿では、イラストマップナビゲーション機能とAR動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動物園内で行った

実証実験について報告する。

特
集

特
集

特
集

　全国の動物園や植物園等では、入園者数の減少が問題となっ

ており、限られた予算でいかに集客を増やすかが課題である。

様々な事業を計画する園もあり、効果的な試みや広報活動が

求められている。そのような状況において、情報通信技術を利

用した園内ナビゲーションや園内ガイドが注目されつつある。

　東京都恩賜上野動物園では、展示動物を画像や音声で紹介

する専用の携帯端末を来場者に無料で貸与するサービスを実

施している[１]。利用者は、携帯端末を動物舎近くに設置された

IC タグにかざすことでガイド情報を取得して、楽しみながら園

内をまわることができる。このようなシステムを導入する園もあ

るが、導入時に園内に専用設備が必要になったり、専用の端末を

使用したりするため、費用や管理が大きな負担になってしまう。

　そこで当社では、一般的に普及しているスマートフォンを活

用して園内のナビゲーションやガイドを行うシステムを開発し

た。園内に機器を設置することなくナビゲーションを実現でき、

かつ、スマートフォン特有のセンサやカメラを用いた新たな情

報提示方法を実現する。

　本稿では、本システムの特徴であるイラストマップナビゲー

ション機能と AR 動植物ガイドの機能を紹介し、富山県内の動

物園内で行った実証実験について報告する。

5.  まとめ
　動物園等の園内で利用するためのナビゲーションシステムを

開発し、動物園の入園者を対象に実証実験を行った。

　本ナビゲーションシステムは、イラストマップナビゲーション

と、AR 動植物ガイドからなる。イラストマップナビゲーション

機能は、園内で配布しているようなデフォルメされた地図をス

キャンして、その中をナビゲーションできる機能である。実験で

は、自分の位置が分かりやすかったという評価が多く、動物園

等の施設において、有効な機能であると考える。

　AR 動植物ガイドは、必要な情報のみを拡張現実技術を用い

て実際の映像に合成表示できる機能である。実験では、園内の

動物や建物に情報を重ねて表示し、操作性、見やすさともに高

い評価が得られた。

　今後、この２つの機能を搭載したシステムを、動物園、遊園

地、ゴルフ場、スキー場等の施設に展開していきたいと考えて

いる。これらの施設には独自の地図が用意されており、本シス
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　イラスト地図を用いたナビゲーション
　携帯端末にはモバイルナビゲーション機能が搭載されてい

るものが増えている。既存のモバイルナビゲーションは、目的

地への道のりがとても分かりやすく、使いやすいシステムであ

る。しかし、動物園などの施設の中においては、詳細な地図がな

く、施設内の展示情報等も表示されない。

　当社が開発した園内ナビゲーションシステムは、園の入口な
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2.2 他者位置共有
　既存のナビゲーションシステムは、GPS 情報により自分の端

末の現在位置が地図上に表示される。しかし、例えば園内で他

のグループが何処にいるかまでは分からない。本システムでは、

スマートフォンとクラウドの連携により、端末のGPS 情報を

サーバに送信して他者に位置を知らせることができる。これに

より、園内にある他の全ての端末の位置をリアルタイムに表示

できる。

　例えばこの位置共有を用いることで、校外学習に来た学校

が全てのグループの位置を把握できたり、園内を巡回している

バスなどに端末を乗せることで乗り物の現在地を把握したり

も可能になる。

　また、サーバ側で位置情報の範囲を予め登録しておくことに

より、その範囲に入ったときにイベントが発生するような仕組

みも搭載した。これにより、特定の動物の周囲に行くとクイズ

が出題されるようなイベントを設定することができる。

4.  実証実験

4.1  実験の実施
　富山県にある動物園において、システムをインストールした

端末を入園者に貸し出して利用していただいた。実験開始時に

端末操作を一通り説明した後、園内を自由に散策していただ

き、３時間以内にゴール地点に来ていただいた。また、何処かの

動物に近づくとクイズが出題されるポイントを６箇所用意し、

全て見つけて質問に答えていただくイベントを付加した。

2.  イラストマップナビゲーション

図１  イラストマップ例

図２  ナビゲーション画面

3.1  ARによる情報表示
　本システムは、スマートフォンを ( 写真を撮るように ) 動植物

に向けると、その映像の中にリアルタイムに動植物の情報が合

成されて表示される。これにより、入園者は楽しく直感的に動

植物の知識を得ることができる。表示される情報は、動物の生

態情報や写真、動画である ( 図３)。

　情報は展示物の位置に関連付けられており、観察する動植物

をどの方向から見ても映像に情報が合成されて表示される。

　また、トイレ、休憩所、えさやり等のイベント時間なども合成

されて表示されるので、必要なときに素早く情報を得ることが

できる。

図３  AR 表示

3.2  局所的AR
　ARシステムの開発は多くの事例 [２] があり、スマートフォン

端末を利用した既存の AR システムも増えている [３]。これら

のシステムに比べて、本システムは提示されるコンテンツ情報

が局所的に管理されている点に特徴がある。

　位置情報によるAR情報提示において、既存のシステムでは、

端末を向けた方向に対して、端末からの一定の距離にある情報

(タグ )を表示している。しかしこの方式の場合、本来見えるべきで

はない壁の向こうの情報までも見えてしまうという問題がある。

　本システムではコンテンツ ( 各動植物 ) 自体に表示すべき領

域を定義し、指定された範囲でしか情報を提示しないようにし

た。これにより、ナビゲーションに本当に必要な情報のみが表

示され、動物園等の展示施設において、間違った情報や不必要

な情報を表示することを避けることができる（図４）。従来は、

表示範囲は端末側で設定する方式がほとんどであり、表示され

るタグ ( コンテンツ情報 ) の方に表示範囲を設定することはな

かった。今回はクラウド側でコンテンツの管理を行っているため、

コンテンツの表示領域など細かい設定が行えるようになった。

図４  局所的 AR 表示

図５  実証実験の様子
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どで配布されている園内イラスト地図 ( 図１) をスキャナーで

読込み、これを通常の地図のようにスマートフォンに表示する。

そして、この地図上に現在位置を示すことができる ( 図２ )。

園内の様子が描かれたイラストマップは、道や建物の位置関係

が分かりやすいようにデフォルメされて描かれており、位置関

係を把握しやすく、施設内の目的地までのルートも分かりやす

い利点がある。このような地図をナビゲーションに用いること

で、位置の把握が格段に向上する。

　しかし、このような地図は、縮尺が一様でないため、実際の位

置情報と連動することが困難であり、既存のモバイルナビゲー

ションシステムには用いられていなかった。本システムでは、ス

マートフォンの画像処理能力とGPS 機能を活用し、独自の地

図画像変換技術を開発した。この技術を用いることで、GPS

からの現在位置とデフォルメされたイラストマップ上の位置を

対応させることが出来るようになり、スキャンした地図上でナ

ビゲーションが可能になった。かつ、独自の地図を利用できるた

め、市販の地図にとらわれることなく、新しいナビゲーションが

出来るようになる。例えば、絵で描かれた古地図の中や、仮想の

地図の中を歩くことも可能になる。
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3.  AR動植物ガイド
　AR は、カメラからの映像に情報を合成して提示する技術で

ある。表示された物を特定するために独自パターンのマーカー

を画像処理によって認識して合成する手法や、GPS等からの

位置情報を用いて合成する手法がある。スマートフォンの普及

により、ARを用いたアプリも増えている。今回のシステムでは

GPS を用いており、各動植物の位置情報と自分の位置情報の

関係により、必要な情報を合成表示している。

名称タグを合成　　　　　     説明文を合成　　　　　　     画像を合成

の位置が分かりやすかったという意見があり、システムの

有用性が伺えた。一方、屋内ではナビゲーションが使えな

いとの意見が複数あり、GPSを使ったナビゲーションの限

界も感じられた。

（２）AR 表示機能について

　図 7 にナビゲーション機能についてのアンケート結果

を示す。AR はうまく操作できたかの問いに対して、「とて

もうまく操作できた」を選ぶグループが多く、ARといった特

殊なインタフェースでも使いこなせていることが分かる。た

だし１５%のグループが「操作できなかった」や「とても操

作できなかった」を回答している。これは、子供の年齢によ

る影響が大きいと考えられる。また、自由記述には、音声に

よる案内もあると良いとの意見もあった。今後 AR 情報提

示の補助的手法として検討を行いたい。

　AR 表示は見やすかったかの問いについては、「とても見

やすかった」と「見やすかった」が合わせて９１%と高評価

であった。合成する情報の文字サイズが小さいことや、屋

外の反射等で見にくいことが心配されたが、特に問題はな

いようであった。

少ない
16%

多い
4%

（３）イベント全体について

　図８にイベント全体についてのアンケート結果を示す。

表示する説明や画像の量が適切だったかの問いに対して、

適切と答えたグループが半数近い４９%であったが、「やや

少ない」「少ない」と答えるグループも４３%であった。コン

テンツの充実が今後の課題である。

　このようなイベントにまた参加したいかの問いに関して

は１００%の参加者が「参加したい」、「とても参加したい」と

回答しており高い評価であった。このような試みは初めて

であり、特に参加者が飽きてしまわないか心配であった

が、そのような傾向は表れなかった。動物園等の施設にお

いて、このようなイベントは興味が高く、集客効果が十分

に期待できることが分かった。

テムを用いることで楽しく分かりやすい情報提示が可能と考

える。また、GPS 以外の位置検出手法を用いて博物館等の屋

内施設でも情報が表示できるように改善する予定である。

　期間は、11～１２月の土曜、日曜のうち４日間を午前午後２回

に分けて実施した ( 図５)。

4.2  実験の評価
　参加者には、利用していただいた後にその使用感や実用性に

ついてアンケートに答えていただいた。参加していただいたグ

ループは親子構成がほとんどであり、子供の年齢は平均６.7 才

であった。貸出した端末は iPhoneが５台、iPad が３台であり、

一度に８組に利用していただいた。回答数は、前半実験 (１１月 )

が２８組、後半実験 (１２月 )が２４組の計５２組であった。

　アンケートは、ナビゲーション機能、AR 機能、イベント全体の

それぞれについて、４ないし５段階評価の項目と自由記述欄を

用意した。 

4.3  アンケート結果
（１）ナビゲーション機能について

　図６にナビゲーション機能についてのアンケート結果を

示す。自分の位置は分かりやすかったかという問いに対し

て、７７%が「とても分かりやすかった」、１５%が「分かりや

すかった」と答えている。本機能が、施設内でのナビゲー

ションシステムの利用に効果があると分かった。

　また、施設情報の分かりやすさの問いに関しても、「とて

も分かりやすかった」「分かりやすかった」の評価が合わせ

て９０% であり、ナビゲーションによる情報提示が有効と

考えられる。

　自由記述からは、普段行かない道を探検できた、トイレ

拡大、縮小、スクロールして
見たい場所を表示


