
画像による行き先掲示板システム

中 田 豊 久��

行き先掲示板とは，例えば居室のドアなどに配置する掲示板で，訪問する人に対して，
不在の時に今どこにいるのかを掲示するものである．提案するシステムは，位置を掲示す
るユーザは，現在いる場所でその場所が分かる様な画像をデジタルカメラで撮影する．そ
の画像はリアルタイムに居室のドアに配置した小型計算機の画面に転送される．訪問者は
その画像を見て，不在の人の行き先を知り，場合によってはその画像にらくがきをする．
このようなシステムを構築し，初期実験を行った結果，訪問者は画像のみである程度行き
先を認識することができ，そして，らくがきを残すことを確認した．
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�� はじめに

研究室や教員の居室のドアに，行き先を示す「行き先掲示板」がある．従来からの方法として

は，予めよく行く先をリストした紙の上にマグネットなどで行く先を示すものがある．この方法
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図 � 画像による行き先掲示板システムの概要．
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では行く前に必ず変更しなければいけないことや，また，予定外の行動に対応することができな

い．そこで，���や携帯電話などのデバイスを用いて，リアルタイムで現在の居場所を知らせ

るシステムも数多く提案されている．グループウェアなどのスケジューリング機能と連携させる

ものもある．しかしこれらの方法では，煩雑な操作が必要であったりすることがあった．そこで

本研究では，図 �のような行った先で撮った写真をドアの前に掲示することで実現する行き先掲

示板を提案する．

この画像による行き先掲示板では，行き先を知らせたい人は，カメラ機能を持つ携帯電話や無

線���機能を持つデジタルカメラを持っていると仮定する．そして行った先で，その場所が分

かるような写真を撮る．その画像は自動でドアの前の計算機に送られ，表示される．訪問者はそ

の画像を見ることにより，どこにいるのかを知ることができる．

このシステムの利点は，行き先を知らせることをほぼ �つの操作でできることである．近年に



なって販売されている ��	
�カード��は，記憶メディアである ��カードとしてデジタルカメ

ラに挿入すると，その ��に保存された画像を自動的に無線 ���経由でサーバにアップするこ

とができる．このようなデバイスを使うことにより，行き先を知らせたい人は，デジタルカメラ

の電源を�にして，シャッターボタンを押すという操作だけで，自らの居場所を訪問者に伝

えることができるようになる．

さらに，訪問者からのフィードバックとして，表示された画像にらくがきができるようになっ

ている．この機能により，居場所を知らせる人は，自らがとった画像を見ている人がいることが

わかり，居場所を知らせるというタスクに対するモチベーションを維持することに役立つ．

本論文では， �章で画像を用いた行き先掲示板の利点，課題について述べる．次に �章で実装

したプロトタイプシステムの構成を示し，そのシステムを用いた初期実験と評価について �章で

記述する．そして �章で関連研究に言及し， �章でまとめ，今後の課題について述べる．

�� 画像による行き先の掲示

行き先掲示板には，位置を知らせる側，および居室に訪問する側の �者のユーザがいる．前者

の位置を知らせる側の，画像による行き先掲示板システムの利点は以下であると考えている．

� � � デジタルカメラのシャッターボタンを押すだけで行き先を掲示できるため， ���などの

デバイスを用いる方法に比べて，居場所を設定する操作が容易である．

� � � 行き先候補を予め列挙しておくような事前準備が必要がない．

� � � 紙の上でマグネットなどで行き先を示す方法に比べて，予定外の行動に対応することが

できる．

� � � 訪問者の残すらくがきによって，画像を見ている人がいることが分かり，システムを使

い続けるモチベーションを維持することを支援できる．

一方，画像を見て行き先を知る側のユーザの利点，または，欠点のすべては明らかとされてい

ない．その中でも懸念される課題は以下の �つであると考えている．

課題 � 訪問者が画像のみによって居場所を理解することができるのか．

課題 � 訪問者が画像にらくがきを残すであろうか．

本研究ではまず，上記の �点について実装したプロトタイプを用いて検証することを目的とす

る．
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図 � ハードウェア構成図．
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�� プロトタイプシステム

��� ハードウェア構成

図 �にシステムの構成図を示す．システムは，デジタルカメラ， ��	
�カード，画像表示用

の計算機，および無線 ���の環境で構成されている． ��	
�カードの制約上，無線 ���アク

セスポイントはインターネットに接続している必要がある．

��� デジタルカメラ����	
カード

��	
�カードは，記憶メディアである ��カードとしてデジタルカメラに挿入すると，その

��に記録された画像を自動的にサーバにアップすることができるようになる製品である．この

ような製品を用いることにより，無線 ���機能のないデジタルカメラに無線 ���機能を付加

するだけでなく，電源を入れてシャッターを押すという従来からあるインターフェースによって

本システムを利用することができるようになる．

また，近年ではこの ��	
�に対応したデジタルカメラも登場している（例えば，カシオ

��
�����）．この対応デジタルカメラを使うことにより，サーバへアップデートしている途中

のカメラの電源断を抑制したり，サーバにアップしない設定にすることもできる．サーバにアッ
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図 � プロトタイプシステムの外観．行き先を知らせるユーザは行った先でデジタルカメラのシャッターを押す（左
図）．居室のドアの前には小型計算機が貼り付けられている（中央図）．訪問者は計算機の横にあるスタイラス
を使って画像にらくがきをすることができる（右図）．
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プしなければ，そのデジタルカメラは通常のデジタルカメラとしても使用できる．

��� 画像表示，らくがき機能

ドアの前に配置する計算機には， ��	
�カードから送られてきた画像を画面に表示するプロ

グラムが実装されている．また，画像を含めて画面上にらくがきをする機能を有している．らく

がき機能は，マウスのドラッグによって線を描画する機能をソフトウェアで作成し，タッチディ

スプレイでマウスを動かせる計算機を使用することによって，スタイラスで画面上にらくがきが

できるようにしている．これらのソフトウェアは ����によって実装した．

らくがきには����機能が実装されている．書かれたストローク単位で元に戻すことができ

る．但し，らくがきは時間を超えて複数人で行われる可能性があるため，他人が書いたらくがき

も消してしまわないように， �分以上経過したストロークについては ����できないようにし

ている．

書かれたらくがきは，表示する画像が入れ替わるタイミングでハードディスクに保存される．

そして新しい画像に入れ替わると，前の画像の時に書かれたらくがきは画面上からは消える．出

先で写真を撮ったユーザは，その画像のままで居室に戻ったときは，その画像に書かれたらくが

きを見ることができる．また，出先で �枚以上の画像を撮った場合には，すでに入れ替えられた

過去の画像に書かれたらくがきは，ハードディスクに保存されているものを見ることになる．こ

の場合には，ドアの前の計算機を操作しなければいけない．

表 � プロトタイプシステムの初期実験期間．

-� �� � .'�����	��� ���
� 
� ��� 	��� �'�����	��

試験運用の項目 期間

画像による位置の提示 $//0年 1月 �日～ 2月 �2日 3継続中4

らくがき機能 $//0年 5月 $6日～ 2月 �2日 3継続中4

�� 初期実験と考察

��� 初期実験の概要

画像による行き先掲示板の訪問者側の利便性や課題を明らかとするために，初期実験を行っ

た．行き先を掲示するユーザは本論文の筆者が担当し，筆者の所属大学における居室のドアの前

に画像による行き先掲示板システムを配置した．その居室とは，筆者が �人で占有しているス

ペースであり，筆者以外の人物は使用できないものである．よって行き先掲示板に表示される画

像は，筆者の現在の居場所を示すことは，特に説明せずとも訪問者は理解できる．そこで訪問者

には予めシステムの事を説明することは行わなかった．訪問者は，訪問した時に初めてシステム

の存在に気づき「筆者が現在いる場所で撮影した画像がこの画面に表示されている」という旨の

説明文だけを見て，システムを使用した．

初期実験の期間は，表 �に示す通りである．但し，本論文の執筆時も運用中であり，今後も引

き続き運用し続ける予定である．

図 �にらくがき機能が開始された以降の撮られた画像の枚数と，その中でらくがきが書かれた

画像数を示す．横軸は日にちを表し，縦軸に画像を撮った回数を示す．色の付いている部分は，

らくがきが書かれた画像の枚数である．例えば， �月 ��日は �枚の画像を撮り，そのうち �枚

の画像にらくがきが書かれたことになる．

また，らくがき機能の開始前（���� 年 �月）に，居室を訪れた学生や教職員に対してアン

ケート調査を行った．その結果，事前のアポイントメントがなく，訪問してみたら不在であった

ケースに該当した人が �名いた．その人たちに，その時にシステムにどのような画像が表示され

ていて，筆者の行き先が分かったかどうかを確認した．また，らくがき機能については，実験期

間中に書かれたらくがきについてすべて計算機内に保存し，どのような使われ方をしているのか

確認した．

��� 画像によって居場所が認識できるか

図 �に，実際に表示した画像とその時に訪れた人の意見を記載している．訪問者は不明と記載

されている画像は，その時に訪問者がいなかったか，もしくはアンケートによりそのような画像
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図 � 実験期間内に撮影した画像数とその中でらくがきが書かれた数．例えば 5月 $0日には 2枚の画像が撮られ，そ
のうち $枚の画像に対してらくがきが書かれた．
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を見たという人を発見できなかった画像である．

画像を撮る被験者は，当初は図 �の左上ように，現在いる場所の全体を撮るような画像をよく

使用していたが，行き先がわかりにくいという指摘を受けて，右上， �段目の左のように部屋を

識別できる物を撮るようになってきた．しかし近くのコンビニエンスストアなどに出るときに

は，無線 ���の範囲の外に出るため，部屋を出る前に図 �の �段目の右のような外の画像を撮

り掲載していた．このときに訪問した人は，外を捜しに行ったが発見できなかった．

また，帰宅時については，居室内にあるホワイトボードに書いた「帰宅」という文字をデジタ

ルカメラで撮った画像を表示していたため，行き先を認識できない訪問者はいなかったようであ

る．

図 � 掲示版に写した画像と，訪問者がそのような画像を見た時に行き先を理解できたかどうか．撮影した時の状況を
画像の上に，訪問者のアンケートから推測される行き先の認識度合を下に記述している．
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アンケートからは，従来の紙とマグネットの行き先掲示板に比べて行き先が分かりにくいとい

う意見もあった．これは画像から行き先が直接的に分からず，かつ，訪問したのにもかかわらず

不在であったという不満が影響を与えていると考えられる．今後はより行き先が分かりやすい画

像を撮ることで改善していくものであると考えている．



図� 画像に書かれたらくがきの例．
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��� らくがき機能の使われ方

実験期間の約 �ヵ月間に ���枚の画像が掲示され，そのうち ��枚の画像に対してらくがきが

書かれた．実験期間内の撮られた画像枚数と，そのうちにらくがきが書かれた画像数とを図 �に

示している．休日などを抜かし，システムを使用した日数は ��日であり，そのうち ��日（約

 �!）の日には少なくとも �回以上のらくがきが観測されている．

図 �には，実際に書かれたらくがきについて示す．左のらくがきは，訪問したことを残して

いったものと考えられる．中央のらくがきではさらに，「～について教えてほしい」という旨の

メッセージを残している．このらくがきをした人に対して後でその時の状況について調査したと

ころ，わざわざ訪問して質問するほどの内容ではないが，らくがきとして残すというシステム自

体に対する興味も手伝って，そのようなメッセージを残したと言っていた．一方右のらくがき

は，ただのらくがきであると思われる．この時に表示していた画像は，居室内にいるという注釈

の付いた画像である．居室内にいるにもかかわらず，らくがきをして，訪問せずに立ち去った

ケースである．このように居室に居るにもかかわらずらくがきを残すというケースは少なくな

かった．この現象の原因には， �つにはシステムの目新しさがあると考えられる．そこで今後は

システムの運用を通して，このような現象が減少するのか，または，減少しないのかについて調

査していきたい．

�� 関連研究

��� 行き先掲示板に関する関連研究

行き先掲示板を電子化する研究は，従来から様々なものが提案されている．例えば中山ら��

は，オンライン上に行き先掲示板を作成するシステムを用い，実世界でのコンタクトを促進する

システムを開発している．また，乃村�� の開発した行き先掲示板は，グループウェアと連動して

動作することができる．そして，土持ら�� は，事前に作成されたオンラインのスケジュールだけ

でなく，普段身に付けている携帯電話の位置情報からリアルタイムに，そして現実に即した現在

位置を提示するシステムを開発している．

一方，本研究では，グループウェアとの連携は行わない．また，行き先を掲示するユーザは最

小限の操作でシステムを利用可能になるように，デジタルカメラのシャッターを押すという操作

だけで機能が実現できることが特長である．しかしこのような方法では，位置の掲示を受ける

ユーザの利便性を損なう可能性がある．具体的には，画像を見ても行き先が分からない場合であ

る．この点については図 �の右上，左中のような具体的な居場所を示すものを撮影することに

よって，画像から居場所を認識できると考えている．しかし評価が不足しているため，今後も引

き続き実験を繰り返す予定である．

��� 画像による位置認識に関する関連研究

画像を用いて位置を知る技術には，例えば街中などで人のナビゲーションをするために，ラン

ドマークとなる建物が写った画像を表示してそれを目印に右や左に行け、といった指示を出す研

究がある��．この場合には，ナビゲーションを受ける人の位置を認識するだけでなく，画像が写

している場所の位置情報についても，予めその画像に埋め込んでおいたりする必要がある．そし

て，その画像へ埋め込む位置情報を自動で行うという研究もいくつかある．つまり，写真に写っ

ているものがどこにあるものなのかを，自動で判定する技術に関する研究である．例えば，すで

に位置が埋め込まれた画像との類似度合いを用いて自動判定をするという研究がある� �．

本研究では，位置の自動認識は必要ない．それは，計算機が位置を認識しなくてもシステムの

目的が達成できるからである．システムの目的は，訪問者に居場所を伝えることである．この目

的のために，例えば，屋内における測位システムを用いることを考えてみる．そのような技術

には，無線 ���を用いる方法（例えば，日立製作所 �"#��$�%"����，�&�$	��'"�	��など）

や，超音波を用いる方法�� など数多く提案されている．しかしそれらを実現するにはコストが多

くかかり，一般的な環境下で容易に実現できるものではない．そこで本システムではコストのか

かる測位機能を人間の能力に依存することにした．人間であれば，例えば自分の通う大学構内で

あれば，画像からその写っている場所をある程度は認識することができると思われる．画像を転

送する計算機などのデバイスでは位置については全く認識されていないにもかかわらず，人間が

画像を見ることを前提としているため，人を含めたシステム全体としては位置の認識機能が入っ

ていると見ることができる．
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��� コミュニケーション支援に関する関連研究

本システムは，コミュニケーションを支援するシステムともいうことができる．画像を共有

し，書き込みをしてコミュニケーションするシステムは， (&"$)#��などの有名なサイトが既に存

在する．また，本システムではらくがきが可能となっているが，このらくがきを用いたコミュニ

ケーションには，伊藤ら�� のシステムがある．これは物に書くらくがきによって時間を超えたコ

ミュニケーションを実現するものである．らくがきを用いるという点では本研究と同じである．

�� おわりに

本論文では，画像を用いて位置を知らせる行き先掲示板について提案した．システムの利点

は，位置を掲示するユーザはデジタルカメラのシャッターを押すだけでよいという最小限の操

作，予め行き先の候補を用意しておく必要がないこと，そして，位置の掲示を受けるユーザが残

すらくがきによってシステムを運用するモチベーションを維持することを支援できることであ

る．構築したプロトタイプについて，画像を見て位置を推定するユーザ側に �つの課題があっ

た．まず，画像から行き先を知ることができるか，そして，らくがきを残してくれるか，であ

る．本論文ではこの �点について調査し，実験は継続中ではあるが，現時点である程度位置は認

識できる，かつ，らくがきを残してくれるという結果を得た．

今後は，以下の �点についてシステムの改善、調査を進めていく予定である．

� デジタルカメラの代わりに携帯電話を使用する．

� 行き先掲示板としての評価を行う．

�つ目は，��	
�を用いたプロトタイプでは，無線 ���の範囲内でしかシステムを利用でき

ないという欠点がある．そこで，シャッターボタンを押すだけという操作方法を維持しつつ，携

帯電話網を利用できるように，携帯電話のアプリケーションとしてシステムを実装することを検

討している．

�つ目は，行き先掲示板としての評価を行うことである．従来からある紙とマグネットの掲示

版に比べて，容易に利用でき，かつ行った先でも行き場所が変更できるといった柔軟性があるこ

とを評価実験を通して明らかにする予定である．
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