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研究成果の概要（和文）：多様で個性的な興味や関心をもつユーザの博物館における学習を支援するためには、
「なにを見るのか」だけでなく「どのように見る（鑑賞・学習する）のか」という身体的インタラクションに対
応することが重要である。そこで、ユーザの身体的インタラクションに対応して展示解説や集合知の検索を行
い、個性的な発見を創造的に発展させることができる博物館学習支援システムを作成した。

研究成果の概要（英文）：When we watch exhibits in a museum, it is important to consider not only 
what we watch but also how we watch them. However, guide systems generally help us only from the 
viewpoint of what we watch. To solve this problem, we developed a guide system corresponding to 
user's embodied interaction.

研究分野： メディア工学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
高度情報化社会の到来にともない、IT 技術
を積極的に利用して生涯にわたる多様で個
性的な学習を支援する環境を整備すること
の重要性が高まっている。生涯にわたる学習
の拠点として、さまざまな知的資源が蓄積さ
れている博物館がある。博物館の展示はその
知的資源を社会に還元する仕組みとして重
要で、展示内容の理解を促進させるためにガ
イドシステムが近年積極的に導入され、盛ん
に利用されている。しかし、博物館で現在用
いられているガイドシステムでは、ユーザが
博物館で「なにを見るのか」については考慮
されているが、「どのように見る(鑑賞・学習
する) のか」という学習における身体性につ
いては考慮されていなかった。 
 
２．研究の目的 
博物館での学習では、展示との身体的なイン
タラクション、すなわち、自由に歩きまわっ
て、さまざまな角度から展示を俯瞰したりそ
の一部をじっと見つめたりすることが重要
である。したがって、多様で個性的な興味や
関心をもつユーザの博物館における学習を
支援するには、「なにを見るのか」だけでな
く、「どのように見る(鑑賞・学習する) のか」
という身体的インタラクションに対応する
ことが重要である。また、展示に対してめば
えた個性的な発見を創造的に発展させるに
は、他のユーザたちの多様で個性的な発見(集
合知) と結びつけることが重要である。そこ
で、ユーザの身体的インタラクションに対応
して展示解説や集合知の検索を行い、展示に
対する個性的な発見を創造的に発展させる
ことができる博物館学習支援システムを作
成することをめざす。 
 
３．研究の方法 
ユーザの身体的インタラクションに対応し
て展示解説や集合知の検索を行う学習支援
システムを作成するため、以下の研究を行っ
た。 
(1) 身体的インタラクションの測定 
(2) 複数対象への注意分配の解析 
(3) 発話や身体的インタラクションの一貫

性の指標化 
(4) ユーザの身体的インタラクションとコ

メントを記録・検索する学習支援システ
ム 

(5) SNS におけるコミュニケーションの調
査 

 
４．研究成果 
(1) 身体的インタラクションの測定 
身体的インタラクションに対応した学習支
援システムを作成するために、ユーザの身体
的インタラクションを測定する方法につい
て研究を行った。まず、メガネ型ウェアラブ
ルデバイスに搭載されたさまざまなセンサ
を用いてユーザの身体的インタラクション

を測定し、その結果をユーザが携帯するスマ
ートフォンに Bluetooth を用いてリアルタ
イムに送信して記録できる環境を構築した。
そして、ユーザの顔の向きをメガネ型ウェア
ラブルデバイスに搭載された加速度センサ
と地磁気センサとジャイロセンサを用いて
高精度に測定する方法を明らかにした。次に、
ユーザの負担を軽減するため、メガネ型ウェ
アラブルデバイスではなく、環境に設置した
カメラを用いて測定したカラー画像および
深度画像でおおまかな姿勢計測を行い、さら
に深度情報を精査することで、ユーザの顔の
向き・体幹の向き・手と肘の位置を高精度に
推定し、その身体的インタラクションを記録
できる環境を構築した。さらに、指差しジェ
スチャを用いた指示インターフェイスにつ
いて調査・分析を行い、指示動作を制御理論
にもとづいてモデル化することを試みた。そ
して、ユーザの指差し動作を検出すると、ユ
ーザが指示しているものや場所を推定する
方法について検討した。 
 
(2) 複数対象への注意分配の解析 
注意は、興味や関心などと強い相関がある。
このため、ユーザの注意をうまく解析するこ
とができれば、ユーザから明示的な要求がな
くても、その意図を先読みして、適切なタイ
ミングで支援することができる。そこで、同
時に複数の対象に注意を分配している状況
を対象に、注意分配を正しく計測・解析する
研究を行った。まず、日常動作における身体
の使い方が注意の状態によって変化する様
子を計測・解析できるようにするため、環境
に設置したカメラを用いて姿勢計測を行い、
ユーザの頭部・体幹・手の動きを高精度に推
定できる環境を構築した。そして、複数の注
意対象が存在するとき、ユーザはそれらにど
のように注意を分配するのか、頭部・体幹・
手の動きや、それらの相互関係について分析
を行い、特徴的なパターンが現れることを明
らかにした。 
 
(3) 発話や身体的インタラクションの一貫

性の指標化 
カメラやその他のセンサの高機能化や小型
化が今後一層進むと考えられる。そして、そ
れらのデバイスを装着・利用してユーザの身
体的なインタラクションを測定・記録し、そ
れらの情報を他のユーザと共有しながら作
業や学習を行うことが期待されている。そこ
で、ユーザ間のインタラクションを時系列の
パターンとして記述し、そのコミュニケーシ
ョンのパターンを調査した。その結果、ユー
ザのコミュニケーションのパターンの頻度
や時間的構成の中にユーザの振る舞いの特
徴が現れることがわかった。さらに、ユーザ
のコミュニケーションの円滑さを評価する
ため、発話や身体的インタラクションの一貫
性を指標化する方法についても検討した。 
 



(4) ユーザの身体的インタラクションとコ
メントを記録・検索する学習支援システ
ム 

博物館での学習では、「なにを見るのか」だ
けでなく、「どのように見る(鑑賞・学習する) 
のか」も重要である。すなわち、自由に歩き
まわって、さまざまな角度から展示を俯瞰し
たりその一部をじっと見つめたりすること
が博物館での学習では重要である。そこで、
以下の点を考慮した学習支援システムを作
成した。 
 ユーザの負担の少ない方法で、その身体

的インタラクションを検出・記録する 
 ユーザの身体的インタラクションに対

応して、他のユーザの身体的インタラク
ションの記録やコメントにアクセスで
きる 

このシステムは、環境に設置したカメラを用
いて、ユーザの顔の向き・体幹の向き・手と
肘の位置を高精度に推定し、その身体的イン
タラクションを記録する。具体的には、ユー
ザが左手を挙げて合図すると、システムは、
(a) ユーザの顔の向き・体幹の向き・手と肘
の位置を記録し、(b) ユーザが右手で指さし
ているものや場所を推定し、(c) (a) と(b) 
に関連づけてユーザのコメントを記録する。
さらに、ユーザの位置や指示したものや場所、
コメントを手がかりにして、他のユーザの身
体的なインタラクションの記録やコメント
を検索してユーザに示す。ユーザの身体的イ
ンタラクションは 3D グラフィックスで再現
される。これは、ユーザの年齢や性別などの
属性を保護するとともに、図 1 に示すように、
さまざまな視点から自由に身体的インタラ
クションを再現することができるからであ
る。大学生 12 人を対象にした評価実験では、
ユーザの挙手による合図はすべて正しく検
出できたが、ユーザが指示しているものや場
所の推定結果は、およそ半数のケースで修正
する必要があった。誤推定の原因には、見て
いるものや場所を右手で指示するよりも先
に左手を挙げてしまったケースがあった。3D 
グラフィックスで再現された身体的インタ
ラクションについては、他のユーザのだけで
なく、自分の身体的インタラクションを再現
して見ることができることによい評価が与
えられた。 
 
(5) SNS におけるコミュニケーションの調

査 
提案するシステムは、博物館でユーザが出会
い、情報を交換し、学習を発展させるのを支
援することをめざしている。このシステムで
できることや問題点を明らかにするために、
SNS でのコミュニケーションについて調査
を行った。まず、SNS における信頼性を損な
うおそれのある情報やそれを投稿したユー
ザを検出する方法について検討した。次に、
SNS でのコミュニケーションのパターンを
調査し、聞き手が不特定である場合、話し手

の態度が言語によって異なることも明らか
にした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図１さまざまな視点から再現できるユーザ

の身体的インタラクション 
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