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研究成果の概要（和文）：本研究では,スマートフォンなどの情報通信技術が市民生活へ普及す

る中,生涯教育における天文分野での新たな教育基盤システムの開発を行い,その有効性と普及

へ向けた問題点を実証実験によって明らかにした.具体的には,天文ニュースから教材開発を支

援するためのシステムや,教材をモバイル端末に配信し,インタラクティブな学習を可能にする

システムを開発した.実証実験を通し,実用性の評価・検証を行った. 
 
研究成果の概要（英文）：In this study, we have developed a new educational system for 
astronomy education for lifelong learners. Some feasibility studies have been conducted in 
order to evaluate the effectiveness of the system, and also find the problems to overcome in 
the future. We have developed a support system to create teaching materials from 
astronomy news and a system to deliver educational materials to handy terminals for 
interactive mobile learning.  
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１．研究開始当初の背景 
 天文分野における新たな発見や知見，ある
いは大学や研究機関などにおける研究成果
は専門家を対象としたものが多く，これらを
広く一般に還元する社会的責任が増大して
いる．Web はそのための有効な手段であるが，
一般の人々への還元には最新の仕組みを活
用した平易な教育・学習システムの構築が求
められる．一方，最近の PC の画像生成能力
の飛躍的向上とコンピュータ・ネットワーク
の高速化・大容量化により，実写やコンピュ
ータ・グラフィックス(CG)による映像を活用

したオンライン教育システムの開発が進ん
でいる．また，PC 以外の機器として，携帯
電話やモバイル端末，携帯ゲーム機なども，
デジタル教材を送受信する端末として可能
性が増してきている．しかしながら，国内外
の一般学習者向けの天文教育分野において
は，観測データや画像を Web サイトから PC
用に発信しているものが多く，上記のような
PC 以外の端末への配信に関する研究はほと
んどない．また観測データなど事実のみを提
示するものが多く，その内容は専門家向けで
あり，生涯学習を対象とした教育機能が少な
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いのが現状である． 
 申請者らは，専門家向けに観測データその
ものを提示するのではなく，一般の学習者向
けに観測データを３次元 CG によるシミュレ
ーションによって，わかり易く映像化する研
究を 1993 年より国立天文台，名古屋市科学
館と共同で実施してきた．その成果の一部で
ある CG アニメーションは 1995 年に日本天
文学会から推薦を受け，海外も含めた天文教
育関係者に配布された．また各種学会でも評
価 さ れ ， 1994 年 に は 芸 術 科 学 会
NICOGRAPH 論文コンテストにおいて入選，
1995 年には第 36 回科学技術映像祭にて科学
技術庁長官賞を受賞している．更に，一連の
天文教育用 CG 映像生成のための研究論文に
対して 2001 年教育システム情報学会より論
文賞を受賞している．加えて申請者らは，仮
想教育空間基盤システムやモーション・キャ
プチャ装置を活用した教育支援システムの
開発など，新しい情報技術を活用した教育へ
の応用の研究実績がある．このような仮想空
間における天文教育は，日常では理解が困難
な天体現象を理解する上で極めて有効な手
法である．初学者向けの地上からの天体観測
においては，身体の尺度を利用することが有
効であり，モーション・キャプチャ装置によ
る教育支援の実績を活かして天体観測ガイ
ドに発展させていくことが可能である． 
 また，blog や SNS 等，最近の Web アプリ
ケーションの進化と普及は，現在進行してい
る天体現象の解説などを，PC 環境がない屋
外からでも時間的遅延なく配布することを
可能にすると共に，Web を介した教授者と学
習者とのコミュニケーションを容易にする
可能性を有している． 
 
２．研究の目的 
（１）教材作成支援システムの開発： 生涯
学習の場である科学博物館天文掛の学芸員
が教材を作成することを支援するため，最新
のあるいは蓄積された天文ニュースから適
切な素材を取得するための天文ニュース可
視化システムの開発を目指した．また，作成
した教材を効率的に再利用することを目的
としたダイナミック教材システムの開発を
目的とした．さらに，実際の観測活動を教材
に結びつけるため，光害観測及び集約システ
ムの開発を目指した．また，生成された教材
を進化させるための概念を構築し，その基盤
機能の開発を目指した．さらに，日常の天文
観測活動を支援し，収集されたデータを基に
教材を開発するためのシステム構築も行う． 
 
（２）教材配信システムの開発： 教材作成
支援システムで作成された教材は，携帯端末
上に配信され，博物館内でガイドとして利用
するための教材配信システムであるモバイ

ル・ミュージアム・ガイド・システムの開発
を目指した．本研究の目的は，情報通信技術
を活用してプラネタリウムと展示をつなぎ，
学芸員の教育活動，来館者の鑑賞を支援する
ことにある．プラネタリウムでの学芸員自ら
による生解説は，季節や天文現象に合わせた
内容を提供できるという利点がある．本研究
では，そのプラネタリウム解説と関わる天文
展示に対し，学芸員自らが来館者に，その時
期特有の見どころ等を伝えられる情報伝達
の仕組みを設計，開発し，評価を行う． 
 
３．研究の方法 
（１）教材開発用天文ニュース可視化 Web シ
ステム 
 代表的な天文ウェブサイトからニュース
を取得する方法と，それらを学芸員の教育活
動に利用しやすい形式で保存するための情
報管理手法を開発する．ここでは，Yahoo 
Pipes を利用した情報取得機能と，学芸員に
よる編集を可能とするニュース管理機能を
開発し，その実用面での有効性を明らかにす
る．先行研究の多くでは天文ニュースの提示
をテキストベースで行なっているのに対し
て，グラフィックスを活用した理解しやすい
デザインを重視した可視化手法を検討し，学
芸員の利用に適するように開発した各種可
視化機能について検討する．本研究で開発し
た可視化のためのインタフェース・デザイン
は，単にニュースを表示するのみではなく，
ニュースの特性に応じた表示やニュース間
の連携も直感的に表現可能とする．また，学
芸員がニュースを基にした教材開発を支援
するために，ニュース再構成のための編集シ
ステムも開発する．ある主題で選択されたニ
ュース群をニュースパッケージとして編
集・保存し，異なる学芸員間でそれらのパッ
ケージを相互利用することが可能な環境整
備を行う． 
 
（２）学芸員の生解説と展示をつなぐモバイ
ルガイド 
 スマートフォンやタブレット端末での利
用を想定した Webアプリケーションとして
モバイルガイドを開発するために，HTMLや 
CSS、JavaScript を用いた．これらの携帯情
報端末では，基本的にタッチパネルを用いて
操作を行う．そこで，モバイル端末向けのフ
レームワークである jQuery Mobileを利用す
る．このフレームワークを用いることで，ス
マートフォンやタブレット端末など，画面の
サイズが異なる場合も自動で調節して表示
することができる．コンテンツを蓄積するデ
ータベースには MySQL を用いる．モバイル
ガイドの Web アプリは，HTML と PHP で記
述し，データベースにあるコンテンツを読み
込んで，動的にモバイルガイドのページが生



 

 

成されるようにする． 
 
（３）観測活動を支援する Webシステムと展
示教材の開発 
 観測地点が固定で少人数による観測のた
め,多数の地点の観測を行うことが難しい，
という従来の夜空の明るさ観測方法の課題
を解決するために,本研究では,新しい観測
方法である SQM(Sky Quality Meter)と GPSを
用いた夜空の明るさの同時観測システムを
開発した（図 1）.この観測システムは,モバ
イル端末に搭載されている GPS機能を利用し
て観測地点の位置情報を取得することによ
り,観測者各々が複数地点において SQMを用
いて夜空の明るさ観測を行うことにより,少
人数でも多くの地点の観測結果を同時刻内
に取得することができるようになる.なお,
この観測においては,夜空の明るさを調査す
る観測者と観測者に指示を与える 指示者に
役割を分担し,指示者はリアルタイムに表示
される観測結果を Web ブラウザ上のマッ プ
を見ながら,その都度，他の観測地点又は方
面を決定し観測者に指示を与えるという役
割を担う.観測地点については,観測データ
の科学館における展示・教育への活用を視野
に入れ,市民にとって身近な地点を観測者が
選定することとする. 
 具体的な観測手順を以下に示す. 
①観測者は,SQM とモバイル端末を携帯し,は
じめの観測地点において位置情報を取得,夜
空の明るさを観測し,その場で結果を Web 上
から投稿する 
②指示者は,リアルタイムに表示される結果
を見ながら,それぞれの観測者に次の観測地
点の方向を指示する 
③指示を受けた観測者は,次の観測地点へ移
動し,再度観測・投稿を行う 
※以後手順②, ③を決められた時間内に複
数回繰り返す. 
 

 
図 1. 観測活動を支援する Web システム 

 

４．研究成果 
（１）教材開発用天文ニュース可視化 Web シ
ステムの開発 
 天文教育用データベースの基盤を構築す
るために， Web上に散在している天文ニュー
スを集約し，可視化するためのシステムの開
発を実施した（図２）.本システムでは，国
立天文台などが提供している最新の天文ニ
ュースを半自動的に収集することができる．
また，収集された天文ニュース群を学芸員が
編集・管理することによって，プラネタリウ
ムのための教育番組制作など教材開発に寄
与することを目的とした基盤機能の開発を
行った． 

 
図 2. 天文ニュース可視化 Webシステム 

 
（２）学芸員の生解説と展示をつなぐモバイ
ルガイドの開発 
 開発したモバイルガイドは，プラネタリウ
ムのテーマとそれに関連する展示を並べた
「テーマ一覧ページ」，ゾーンごとに展示室
の展示を並べた「展示一覧ページ」，それぞ
れの展示に関する情報を示した「展示解説ペ
ージ」から構成される．来館者は「テーマ一
覧ページ」か「展示一覧ページ」のどちらか
を利用して，情報を見たい展示を選択し，「展
示解説ページ」で解説の文章やビデオを閲覧
する(図３)． 
「展示一覧ページ」と「テーマ一覧ページ」
は，画面の下段にあるタブを用いて切り替え
る． 
 

 
図 3. 展示一覧ページのインタフェース 

 
「リスト一覧ページ」，「テーマ一覧ページ」
から展示を選択すると，おのおのの展示の 



 

 

展示解説ページに遷移する．展示解説ページ
では，「学芸員の見どころビデオ」，「展示作
品のねらい」，「知識プラス ワン」の 3 つの
コンテンツが表示される．最初は展示の写真
と 3 つのコンテンツの名称だ けが，リスト
で表示されている．その中から見たいコンテ
ンツを選択すると，リストが下に開いてコン
テンツの中身が表示される．「展示作品のね
らい」と「知識プラスワン」の 場合は，解
説の文章や写真，図が表示される．「学芸員
の見どころビデオ」では，その展示に関する
ビデオが，一覧でサムネイル画像とともに表
示される．さらに，その中から見たいビデオ
を選択すると，自動的にプレーヤーが起動し
て，ビデオが再生される（図４）．  
 

 
図 4. 展示解説ページのインタフェース 

 
 本システムを一般来館者に使ってもらい，
ガイドを使うことで展示物の理解は深まっ
たか，等のアンケート調査を実施した．その
結果，多くの来館者が理解は深まったと答え，
本システムの有効性が実証された（図５）． 
 

 
図 5. 一般来館者による評価結果 

 
（３）観測活動を支援する Webシステムと展
示教材の開発 
 図６は,試作した観測データの投稿画面で
ある.観測者は,Web ページにアクセスし,投
稿ページにおいて「位置情報を取得する」ボ
タンを押すことで,簡単に現在位置を取得す
ることができる.位置情報は,JavaScript で
位置 情報を取得する APIである Geolocation 
APIを用いて取得している. 

 
図 6. モバイル端末からの投稿インタフェ
ース 
 実験には,GALAXY Tab(7 インチ)を使用し,
観測者に対して一人一台ずつ貸し出した.な
お,実証実験を実施するにあたり,操作手順
を記した紙媒体の 実験マニュアル(A5 サイ
ズ,全 14 ページ:付録参照)を作成し,代表者
に対して実験マニュアルを参照しつつ実験
端末を用いて使い方のレクチャーを行い,そ
の後,観測者に実験端末を貸し出す際に観測
者同士で操作のレクチャーを行い,実験当日
まで各自予備投稿などを行うことでスムー
ズに実験を実施できるよう準備を整えてい
ただいた. 
  実証実験の実施日は,通常の夜空の明るさ
観測と同様に,対象期間を約 2 週間(2011 年
11 月 18日から 11月 30日)設け,期間中よく
晴れた日に,担当者の判断によって実施の連
絡を行うという方法をとった.また,実験中
の指示や観測者同士のコミュニケーション
は,主にメー ルを用いて行い,今後観測結果
を様々に活用できるように,それぞれの観測
地点において実験端末のカメラアプリを用
いて周辺環境の撮影も行った. 
 実証実験を実施した結果を,図７に示す.
なお,実証実験により,試作した Webシステム 
が問題なく動作することが確認され,結果と
して,39地点(42投稿)のデータを取得するこ
とができた. 

  
図 7. 実証実験結果マップ 



 

 

 観測結果と基とした教材展示物を,2012 年
12 月 20 日(木)閉館後の展示室へ導入した.
展示に興味を持ち, 星座を探して見ようと
思った来館者が携帯電話を準備し,QR コード
を読み取るために十分な時間を持たせるた
めに,最後の星座観察のおすすめ画面につい
ては,他のスライドよりも長く表 示するこ
とにした(図８). 

 
図 8. 観測データを基にした教材展示 
 
（４）ダイナミック教材管理システムの開発 
 ウェブ教育システムにおいて，作成された
教材を複数の教育者が動的に進化させる機
能の基盤を開発した．図９に示すとおり，教
授者 Aが作った教材 Aにさらに例題を付加す
ることで，新たな教材 A1を作り出す．また、
教授者 Bが作成した教材 Bと連携して新たな
教材 AB を創り出すことができる．このよう
な動的に進化させる教材は，教育現場での臨
機応変な指導に役立つものと考えている．ま
た，教材のバージョンを管理するためには，
図 １０に示すような管理機能が不可欠で
あり，その基盤を開発した． 

 

 
 
 
 
 

図 9. 教材の進化の様子 

 
図 10. 教材バージョン管理 
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