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水族館向けスマートフォンARアプリの
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概要
スマートフォンアプリ開発事例として、水族館向けスマートフォンAR (Augmented Reality)アプリの開発について
説明する。本アプリは「魚津水族館ARおさかな図鑑」として iOS端末とAndroidOS端末用に開発し、
それぞれの
公式マーケットプレースで提供している。
本アプリは水族館の来館者に新たな楽しみを提供するとともに、魚に関する知識を学習してもらうことを目的と
している。アプリ名称にもあるように、本アプリはARを用いたゲームを通して魚の情報を獲得し、
その情報を図鑑
化して閲覧できる機能を持つ。
本事例では、水族館というアミューズメント型展示施設のフィールドに合致するように、堅牢なAR設計、安全に
考慮した設計をした。また、開発リソースを共有できる開発手法をとることにより効率的にマルチプラットフォーム
の開発を行った。

1. はじめに

楽しみにつながるようなアプリを目指し開発した。アプリにはス
マートフォンデバイスの性能を十分に活用し、AR技術を用いた

富山県魚津市にある魚津水族館は、
２０１３年に創立１００周年

機能を盛り込んでいる。AR技術とは現実世界の映像上に情報

を迎えた国内で最も歴史ある水族館である。著者らは魚津水

を重ね合わせる技術で、スマートフォンのカメラを使ったアプリ

族館創立１００周年を記念したリニューアルオープンに合わせ、

への応用が広がりつつある。

魚津水族館専用スマートフォンアプリを開発した。

水族館向けの国内のスマートフォンアプリ例としては、ライブ

水族館の来館者は魚を見て回り、触れ合い、解説を読むこと

カメラ機能を持った「サンシャイン水族館アプリ」[１]やジンベ

で楽しみ・喜びや知識・情報を得る。さらに、水族館内では携帯

エザメと記念撮影ができる「美ら海ARカメラ」[２]などがある

電話やスマートフォンのカメラで写真を撮影する人々を多く見か

が、本アプリ開発時点では、ARと組み合わせて、館内の魚の情

ける。特に、水槽内の魚だけでなく、水槽の脇に設置されている

報を持ち帰ることをコンセプトにしたアプリはなかった。

解説板（魚の写真及び解説文）の写真を撮影する姿を良く見か

本稿の構成は以下のとおりである。第２章では、本アプリの概

け、デジタルデータの持ち帰りが盛んである。近年ではスマート

要について説明する。第３章では、本アプリを含むシステムの構

フォンの普及が進み、水族館の来館者のスマートフォンの所持

成と開発方法について述べ、第４章では、開発を通して得られ

率も高まっている。我々はここに着目し、スマートフォンで魚の

た知見について述べる。第５章では本プロジェクトの成果と今

情報を手軽に持ち帰ることができ、その行為が来館者の喜びや

後の展開について述べる。
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2. アプリの概要

映像に拡張情報を重畳する技術を指すことが多い。AR技術
を活用したスマートフォンアプリを考える場合、しばしばス

アプリはAndroidとiOSに対応する。

マートフォンのカメラを構える行為に対しユーザが恥ずかし

本アプリは大きくわけて以下の二つの機能からなる。

いなどの抵抗感を持つことがある。しかし、水族館のような
展示施設用アプリの場合、撮影姿勢をとることは周囲から見

(２)魚図鑑機能

ても自然なことであるため、ユーザに受け入れられやすく、

(１)のゲーム機能で魚情報を収集することで、(２)の図鑑機能
で閲覧できる情報が増えるという構成となっており、図鑑をよ

AR技術の親和性が高い事例であると言える。
(２)認識方式の選定

り充実させていく過程を来館者に楽しんでいただくとともに、

ARシステムでは重畳すべき情報の内容や表示位置を決定

魚の知識を広めることを目的とする。以降では機能ごとに概要

するために、なんらかの手段によって現実環境と利用者との

と特徴を説明する。

位置関係を認識しなければならない。この認識方法によって、
ARシステムは位置認識型と映像認識型とに大別することが

2.1 AR魚収集ゲーム機能

できる。位置認識型では、多くの場合GPSにより利用者の

本アプリではARを使った魚収集ゲームを主機能としている。

現在位置情報を取得する方式となるが、本事例では屋内利

ユーザは、スマートフォンカメラ映像内に現れ、ゆらゆらと移動

用が前提であり、GPS衛星からの信号が受信しづらいため

する魚型のシルエットを制限時間内にタッチして捕まえるとい

適さない。また、映像認識型を考えた場合でも、水族館内は

うゲームを楽しむことができる。このゲームで捕まえることがで

演出上あるいは飼育上の理由から薄暗い領域が多く、堅牢

きた魚の数分だけ、図鑑に情報が蓄えられる。

な画像認識システムが求められる。そこで本アプリでは映像
認識型の中でも比較的認識率の高いマーカ認識型を選択し
た。この方式であれば水族館のような照明の弱い場所でも
認識が可能である。この方式ではマーカを認識して、
マーカ
に付随する I D 情報、映像内におけるマーカの位置情報、カメ
ラとマーカの姿勢情報を計算し、表示すべき情報と位置を決
定する。

図１ AR 魚収集ゲーム画面
本アプリでは水族館というアミューズメント型展示施設の性
質も鑑みて、以下に示す観点から、ARの利用に関する設計を
図２ 認識マーカ

行った。
(１)展示型施設との親和性

(３)水槽への重畳表現

ARとは広義には人が知覚する現実環境をコンピュータに

本アプリでは館内の水槽から７ヶ所を選んでマーカを貼り付

より拡張する技術である。AR研究は古くから行われている

け、認識したマーカの IDによりユーザの現在位置が特定水槽

が、近年のスマートフォンの普及によりARという言葉は研究

の前であることを判別している。
これにより、
その水槽と関連の

者のみならず、一般のスマートフォン利用者にも飛躍的に認

あるデータをユーザに表示することができる。また、
ゲーム中は

知された。

マーカと水槽とカメラの位置関係から、必然的にカメラ映像の

スマートフォンを用いたARの場合、カメラを使って映し出
される映像上にさまざまな電子情報を重ね合わせて、現実

背景が水槽となるため、
重畳した魚のシルエットがあたかも水槽
内を遊泳しているかのように感じるという効果も期待できる。
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(１)AR魚収集ゲーム機能

(４)探索操作

生物情報取得時に眼前の水槽内の生物と比較し、実物と説

ゲーム性を高めるため、タッチすべき魚のシルエットはラン

明文と画像とを合わせて学習することができる。

ダムで出現するようにし、さらに必ずしも画面内に収まるよ

また図鑑で表示される説明文では、単にその生物を説明

うにはしない。これにより、ユーザには魚を発見するために、

するだけではなく、富山県や魚津市のトピックに即した情報

周囲を見回すような探索操作が求められる。この操作に対応

も説明しており、近隣の来館者には親しみ深いものに、遠来

するため、ARマーカの位置情報に加え、スマートフォンに搭

の来館者には地域性の発信となるよう工夫している。

載の加速度センサーと方位センサーとを併用し端末の向き

(２)閲覧時の操作性

や動きをリアルタイムに連携させている。こうした新しい感

スマートフォンで閲覧する図鑑アプリが 持つ操作性とし

覚の操作の楽しみも提供する一方で、安全面にも考慮し、出

て、ピンチイン・アウト操作による拡大縮小や、フリックによ

現範囲を一定内に制限し、スマートフォンを大きく動かすよ

る情報送りなどの基本操作に対応している。

うな探索操作や、スマートフォンを構えたままの移動などは
生じないように配慮している。

(３)ユーザのモチベーション喚起
ある水槽に設置されたマーカに関連している魚情報を、制
限時間内にすべてタッチして取得できた場合、通常の図鑑情

2.2 魚図鑑機能

報に加え特別な動画コンテンツを閲覧できるようにしてい

本アプリのもう一つの機能は魚図鑑機能である。魚図鑑機能

る。また、
マーカの設置場所ごとに見ることのできる動画コン

ではAR魚収集ゲーム機能で取得した分の魚情報を、画像と説明

テンツは異なるようにし、入館者がゲーム後の楽しみが増え

文とでスライドショーのように閲覧することができる。この図鑑

るような工夫をした。この動画コンテンツは通常の画像と同

を充実させることが、AR魚収集ゲームをプレイするユーザのモ

じように、何度も閲覧することができる。このような特定条

チベーションとなり、館内の随所に設置されたマーカを探すため

件達成による特別な情報が存在することは、ユーザのモチ

に、各水槽を隈なく散策することもユーザの楽しみの一つとなる。

ベーション向上となりうる。

魚図鑑機能では、
下記に示すように、情報の有用性、閲覧時の
操作性、ユーザのモチベーション喚起に留意し設計している。

また、画像/動画や説明文などのコンテンツはネットワー
クを介し専用サーバから更新することが可能である。このた
め水族館側で季節ごとに新たなコンテンツを追加すること
や、期間限定の特別イベントを企画することも可能である。
これにより、図鑑を拡張・充実させる目的のリピータが増加
することも期待できる。

3. システム構成
本案件のシステムはスマートフォンアプリとコンテンツサーバ
とからなるシンプルな構成である。スマートフォンへのアプリの
図３ 魚図鑑画面
(１)情報の有用性
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ダウンロード及び、アプリからコンテンツサーバへの通信を円
滑に行えるように、水族館内にWi-Fi環境の導入を行っている。

魚津水族館は「北アルプスの渓流から日本海の深海まで」

アプリ開発は i OS、Androidに対応することが要件であっ

「日本海を科学する」といったテーマを掲げている。本アプ

た。加えて、水族館リニューアル期日が迫っており、短納期での

リでは水族館のテーマに即し、日本海と渓流の水生生物、さ

対応が必要であった。そのため、ハイブリッドアプリの形式を

らにそれらに限らず、周辺の生物まで対象に広げ、
６６種類の

採り、工数の削減を図った。ハイブリッドアプリとはHTML５ア

生物情報を搭載した。各生物情報は館内の関連の深いコー

プリケーションをネイティブのブラウザコンテナに搭載する方

ナーの水槽に関連付けられており、その水槽に貼り付けられ

式で、ウェブアプリ開発技術を流用して共通のソースで、複数の

たマーカを使ってゲームを行うことで取得できる。そのため、

OS向けアプリ開発を行えるため、
マルチプラットフォーム展開
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の容易性が開発者に注目されている。米国調査会社も２０１６年

り優先して先に開発を行った。しかし、後に行ったAndroid開発の

までに過半数のモバイルアプリがハイブリッドアプリになると

ほうが、デバイス機能利用の機種依存の問題が強く、対応とテス

予測している[３]。

トに多くの時間を要することになった。一方、iOSは発売されてい
る機種が少なく、また機種差も少ないため、この問題の影響は少

分は両OS用にそれぞれのネイティブ言語で別々の開発を行って

ない。最終的にAndroidにおいては、すべての機種に対応するこ

いるが、魚図鑑機能部分に関しては、
ブラウザ上で動く共通言語で

とはできず、いくつかの機種については未対応機種として公開し

開発し、両OSとも同じソースを使用し開発工数を削減している。

た。仕様設計段階で、事前にデバイス機能部分についてのテスト

AR魚収集ゲーム機能部分に関してはVuforiaというQualcomm
社のARライブラリを基本部分に使っており、ライブラリから取

を行い、多くのAndroid機種で汎用的な性能を保証できる仕様を
検討すべきである。

得されるマーカID情報と、
マーカ姿勢情報に加え、端末の加速

iOS、Androidともに、考慮すべき点として、発売時期による端

度センサー、方位センサーから仮想空間上の表示物体とカメラ

末スペック差が想像以上に大きいことがあげられる。今回のよう

との位置関係の状態を計算している。描画にはOpenGL ESを

なゲーム性のあるアプリの場合、認識と描画のための演算速度

用いている。

が、ゲームの難易度にまで影響を与えてしまわないような配慮を

魚図鑑機能部分はHTML５とJavaScriptで実装している。
スマートフォンらしい見た目と振る舞いを実現するためjQuery
Mobileなどのフレームワークを活用している。

すべきである。
HTML要素を使った部分に関しての i OSとAndroidに対する
再利用については、ほぼ問題なく、効率的に開発できたと考えて

２種類の異なる方式の実装はPhoneGapというフレームワー

いる。唯一、両OSのファイルシステムの差を吸収するため、それ

クで結合されており、HTML部分からJavaScriptインタフェー

ぞれで開発する部分があったが、図鑑表示など多くの箇所につい

スを通して、ネイティブコードを呼び出すことでアプリを構成し

てはコードを共有することができている。ブラウザコンテナ上で

ている。

のスマートフォンの演算描画性能は年々向上してきており、単純
なネイティブアプリとのパフォーマンスの差は少なくなってきて
来館者のスマートフォン（iOS または Android)
ハイブリッドアプリ

マーケットプレース インストール

館内wifi
コンテンツサーバ

図鑑
データ

更新

いる。
マルチプラットフォーム開発を考える場合、
ブラウザコンテナ
上でアプリの機能のほとんどをカバーできるならば、ハイブリッド
アプリの形態をとることで開発効率の大幅な向上が期待できる。

HTML5 コンテンツ
図鑑機能
ハイブリッドフレームワーク
ネイティブコード
ARライブラリ

ゲーム
機能

5. 成果と今後の展開
本案件では、水族館の来館者に楽しさと知識を提供するスマー
トフォンアプリを開発し、施設の集客と来館者の満足度向上に貢

図４ システムの構成

献した。今回のように展示施設やアミューズメント施設で集客効
果を期待したスマートフォンアプリの需要は高い。そのような場
合の手段として、ARを使った機能は現在の機器性能で十分に実

4. 開発を通して得られた知見

現性があり、エンターテイメント要素の高さから集客効果が高い

本開発はマルチプラットフォーム開発案件であり、かつ、カメラ

ことが分かった。今後はAR機能を簡易に活用できるようなパッ

や各種センサーなどのデバイス機能使用を伴う事例である。
マル

ケージを開発し、動物園や博物館など多くの施設での展開を検討

チプラットフォームを効率的に開発するためにハイブリッドアプリ

していきたい。また、本案件を通し水族館程度の薄暗い光源でも

形態をとりつつも、デバイス機能使用の要件が足かせとなり、開

スマートフォンのAR技術で十分な位置認識精度が得られること

発工程やテスト工程に想定以上の工数を要した。本章では課題

が分かった。このことから、工場作業員向けの操作指示システム

となった事項と知見について述べる。

など、特定業務向けの新しいインタフェースとしての可能性も模

iOS用アプリは公開に審査を要するため、Android用アプリよ

索していきたい。
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本案件の場合、高レスポンスが必要なAR魚収集ゲーム機能部
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