GPS 携帯電話を利用した目的地探索行動と空間認知に関する研究
Destination Search Behavior and Spatial Perception Using a GPS Mobile Phone
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Abstract : Recently, many functions have been included in mobile phones, and Global
Positioning System (GPS) is one of them. In my previous experiment, destination search
behavior using a GPS mobile phone had two problems. One was bad precision of GPS
mobile phone and the other was small screen size of GPS mobile phone. This study tried
two kinds of experiments to solve the two problems. The first experiment was done in
low-rize residential area: Kashiwa-no-ha. We compared effectiveness among GPS mobile
phone, paper maps, and direct experience of routes. The second experiment was done in
high-rize building area: Awaji-cho. We compared the effectiveness of expression of
standing point in two ways: circle expression and point expression.

1. 研究の背景と目的

には不評かつ使いにくかったということ、また

1.1 研究の背景

②GPS 携帯電話の画面が小さく、画面表示の

2000 年代に入り、携帯電話の機能は向上の

工夫などを行わないと紙地図よりも有効なツ

一途を辿ってきている。中でも、GPS(Global

ールになりにくい、
という 2 つの問題点を GPS

Positioning System)機能は、2007 年より携帯

携帯電話が有していたことが分かった。

電話の全機種に標準搭載されるようになり、誰

1.2 研究の目的

もがその存在を認知している機能になった。

このような点を考慮し、本研究では、2005

2007 年現在、観光分野や災害時の情報発信な

年時の実験に於いて問題になった 2 つの課題

ど GPS 携帯電話を利用する試みが広がってき

を解決していくことを目的とし、新しく２つの

ており、その幅広いサービスが期待されている。

実験を行った。

2005 年秋季、我々はその当時まだあまり

具体的には、まず GPS 携帯電話の精度が最

GPS 携帯電話の利用が拡がっていなかった理

良と思われる低層住宅地の地域で被験者の人

由を探るため、東京メトロ丸の内線沿線、及び

数を増やして再実験を行い GPS の有用性を再

東京都文京区西片地区において紙地図と GPS

検証した。また、仮に低層住宅地では GPS 携

携帯電話を持って探索行動する場合の有用性

帯電話の精度が良かったとしても、高層ビル群

の違いを比較する実験を行った。((藤原弘道な

で GPS 機能を使用する状況は頻出すると想像

ど)(2006)：「GPS 携帯電話を利用した目的地

されることから、GPS の精度が悪い場所にお

探索行動に関する研究」)

ける携帯電話のより良い表示方法について比

2005 年時点で KDDI 社が提供していた

較実験を行うことで検証した。

GPS 携帯電話を使って実験を行ったのだが、
結果としては

①高層ビル群が多いところ場

所である御茶ノ水、淡路町などといった地区で
は GPS 携帯電話の精度が非常に悪く、被験者

2.低層住宅地での実験
2.1 実験個所と被験者
GPS 携帯電話の有用性を再検証することを
Hiromichi Fujiwara

試みた低層住宅地での実験は、2006 年秋季に
千葉県柏市柏の葉 1 丁目〜3 丁目の地域、6 コ
ースのルートで行った。(図 1,表 1) 柏の葉地
区は、第 1 種住宅専用地域で、2 階建ての住宅
の割合が非常に高く、南方にランドマークとな
りうる高い鉄塔が一つあるのみであった。
図 2, 図 3 実験で使用した GPS 携帯電話

図１ 柏市柏の葉地区
表１ 実験ルートの長さ
単位（m)
実験箇所１
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実験箇所6
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図 4 実験で使用した紙地図

が、このグループの被験者には、自動車で実験
開始場所に一反降ろされた後、何も持たずに記
録者と一緒に正しいルートを歩いて記憶して

実験に参加した被験者は総数で 66 名であっ

もらった。その後、再び自動車に乗って移動し

た。内、女性が 55 名で全て聖徳大学（千葉県

てスタート地点まで戻り、何も持たないで先ほ

松戸市）の学生、男性が 11 名で全て東京大学

ど歩いて記憶した道を再び歩いてもらった。

の学生であった。被験者の平均年齢は 20.4 歳

2.3 実験の手順

であった。
2.2 3 種類の歩き方(GPS,紙地図,記憶歩行)

被験者にはまず空間認知の能力との相関が
高くとれるとされる方向感覚質問用紙（Santa

この実験では 3 通りの歩き方で被験者に歩

Barbara Sense-of-Direction）(Hegarty et al.)

いてもらいその結果を比較した。まず、GPS

に答えてもらった。そして被験者に無作為に決

携帯電話を持って歩く被験者には、実験開始地

めてもらった 3 種類の歩き方の内のいずれか

点で予め登録しておいた目的地の番号を入力

で目的地まで探索行動を行ってもらった。

してもらい、携帯画面に表れる地図と携帯電話

実験対象地は計 6 箇所あり、それぞれの箇

から発せられる音声案内を頼りに目的地まで

所で実験が終わるたびに簡単なアンケート及

歩いてもらった。(図 2，図 3)

び、ゴール地点からその実験対象地のスタート

紙地図を持って歩く被験者には、実験開始場
所に着いた後、該当する箇所の紙地図（1 つの

地点の方角を推定してもらい、専用の記録用紙
に記入してもらった。

コースにつき 1 種類の紙地図）を手渡した。

1 箇所の実験が終わると、次の実験箇所へ移

そして、その地図を頼りに目的地まで歩いても

動した。これらを繰り返し、6 箇所での実験が

らった。(図 4)

終わると、まとめのアンケートと、スケッチマ

最後に記憶歩行のグループについてである

ップを被験者に描いてもらった。スケッチマッ

プでは、6 箇所の実験コースの道のりの図を覚
えている範囲で白紙の紙に記入してもらった。

3.低層住宅地での実験の結果と考察
3.1 実験結果
まず、GPS 携帯電話、紙地図、記憶歩行のい
ずれの被験者間においても、方向感覚質問用紙
(SOD)の平均得点に有意な差は見られなかっ
たことから、均質な被験者の間で実験が行われ
たことが言えた。また、図 5 は被験者の行動を
捉えた小型 GPS の位置情報を線で結んだもの

表 2 グループ間の結果の平均値
歩き方
方向感覚 (Max=7)
総歩行距離 (m)
平均歩行速度 (m/s)
立ち止まり回数
到達回数 (Max=6)
方角推定誤差(°）
スケッチマップ正解数 (Max=6)

ＧＰＳ携帯
3.6(0.24)
1918(93)
1.1(0.02)
2.5(0.4)
5.1(0.26)
34.2(5.5)
1.3(0.34)

紙地図
3.3(0.24)
1569(72)
1.1(0.02)
1.4(0.4)
5.4(0.21)
23.6(2.8)
2.4(0.35)

記憶歩行
3.2(0.19)
1519(53)
1.3(0.02)
0.1(0.1)
5.8(0.09)
19.2(1.4)
2.7(0.41)

表 3 多重検定の結果
GPS ＜ 紙地図 , 記憶歩行
総歩行距離
GPS , 紙地図 ＜ 記憶歩行
平均速度
GPS ＜ 紙地図 ＜ 記憶歩行
立ち止まり回数
GPS ＜ 記憶歩行
方角推定誤差
スケッチマップ正解数 GPS , 紙地図 ＜ 記憶歩行
GPS ＜ 記憶歩行
難易度
また、被験者個人のレベルで行動結果を分析

であるが、結んだ線が道路上にあることから、

すると、総歩行距離が長い被験者は、目的地へ

GPS の精度は概ね 5m 以内で実験が行われた。

の到達回数が少ない、長時間の立ち止まり回数
が多いなどの相関があることが分かった。
3.2 実験結果の考察
低層住宅地という GPS の精度が最良となる
地域においても、GPS 携帯電話の被験者は他の
グループの被験者よりよいパフォーマンスを
示さなかったが、GPS 携帯電話を被験者が使い
慣れていないことが原因の一つと考えられる。
また、GPS 携帯電話は周辺の景色に気を取られ

図 5 被験者の歩行ルート

なくとも目的地まで辿り着けることから、慣れ

表 2 にグループ間の行動結果の平均値、標準

てくるとカーナビゲーションのように便利に

誤差をまとめた。そして、その平均値を多重検

なる可能性が高いとも思われる。さらに、被験

定によって比較したものを表 3 にまとめた。総

者の個人差は大きいものの、画面上の表現の工

歩行距離、長時間の立ち止まり回数など、多く

夫や音声案内の出し方などはまだまだ改善の

の場合において GPS 携帯電話の被験者は、同じ

余地があると思われる。今回の実験では到達回

道を 2 回歩いている記憶歩行の被験者に比べ

数に有意な差が出なかったが、実験ルートの距

て数値的に悪い結果となっている。が、しかし、

離の短さも影響している可能性が高い。(図 6)

GPS 携帯電話と紙地図の被験者の 2 グループ間
においては、平均歩行速度やスケッチマップで
描いてもらった図の正解ルート数などの様に
有意な差が見られないものもあった。
また到達回数を見ると、1 回のコースの長さ
が 150m から 300m といった短距離だったことも

ＧＰＳ携帯電話は、紙地図、記憶歩行に比べて歩行距離が長く、歩行速度
が遅く、立ち止まり回数が多い傾向があった。

また、ＧＰＳ携帯電話の被験者は、実験対象地の実験空間に関する知識を
他のグループより得ていなかった。
しかし、ＧＰＳ携帯電話のグループは成功回数では、他のグループと遜色
はなかった。
ＧＰＳ携帯電話は、ほかの事に頭を使わずに歩行できるとも言える。
多くの被験者はＧＰＳ携帯電話の使用に慣れていなかったことも影響。
画面の大きさの問題、表現上の問題も考慮されるべきである。

あり、6 回の実験中で 10 分以内に目的地に到
達した被験者がほとんどであった。到達回数に

実験ルートが短かったため、成功、失敗の差が大きく現れなかった。

被験者の個人差の開きは大きく、まだ調査をする必要があると思われる。

おいては GPS 携帯電話、紙地図、記憶歩行の被
験者の間に有意な差は見られなかった。

図 6 低層住宅地での実験の考察

4.携帯画面表示の比較実験

は聖徳大学(千葉県松戸市)の学生 18 名に参加

4.1

してもらった。また、後半に行った実際の立ち

携帯画面表示の比較実験の仮説

後半の実験では、精度が悪い場所であっても、

位置からずれている点を表示してある画面表

GPS 携帯電話のパフォーマンスを良くするた

示(図 9)の実験の被験者には、東京大学の学生

めの携帯電話の画面表示の改善案を探った。

10 名に参加してもらった。

2005 年の実験時に於いて精度が悪い場所に
於いては、現在位置が表示される点が実際の立
ち位置とは異なることが多く、多くのユーザー
を混乱させる要因になっていた。
そこで我々は、精度の悪い場所では敢えて、
現在位置を正確な点で表そうとはせず、半径の
ある円表示で表示したほうが分かりやすいの
ではないかという仮説を考えた。(図 7)
図 10 実験対象地 (地下鉄淡路町駅周辺)
GPS精度

より良い？

被験者にはまず、方向感覚質問用紙(SOD)
と、属性に関するアンケートに記入してもらっ

① 円表示

た。その後、最初の実験開始地まで記録者と共
画面に示される点

悪い？

② 従来の
点表示

実際の立ち位置

図 7 円表示による現在位置表示の仮説

そして東京大学今井修特任教授が行った淡

に歩いてもらった。
実験開始地に着いて初めて記録者から実験
で使用する紙地図を被験者に手渡した。前半の
実験の被験者は円表示のもの(図 8)を、後半の

路町駅周辺における定点観測によると、取得さ

実験の被験者は点表示のもの(図 9)を手渡した。

れる点のばらつきは約 90%の確率で半径 50m

この時、被験者が住居表示番号を頼りに現在位

の円内に収まっていることから、実験では半径

置を推定してしまうことが予備実験で多く見

50m の円表示を示して実験を行うことにした。

られたため、本番の実験では住居表示番号を表

(図 8)

示していない地図を手渡すことにした。
被験者は、まず実験開始地で動き回らないと
いう条件で（ただし 360 度周りを見渡しても
良い）地図の中で自分がどこ立っていて、どの
方向を向いているのかを推定し、渡された地図
中に記入してもらった。
その後、記録者による簡単な質問を受けた
あと、次に動き回っても良いという条件で、再

図 8, 図 9 円表示の地図, 点表示の地図

4.2 実験の種類と被験者の説明
実験を行う際、本実験を行う前に被験者 9
名(東京大学の学生)で予備実験を行った。

度、地図中のどこに自分が立っていてどちらを
向いていたのかを記入してもらった。
再度アンケートを行った後、次の実験場所
に移動してもらった。6 回の実験が終わると、

本番の実験に於いては、前半に行った円表

まとめのアンケートとなどを行ってもらい、実

示による現在位置表示(図 8)の実験の被験者に

験を終了した。なお、実験で使用した地図では

東西方向 250m、南北方向 300m を表示した。

18 変数

樹状図:

ウォード法
ユークリッド距離
A
B
H
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Q

5.携帯画面表示の比較実験の結果と考察
5.1

携帯画面表示の比較実験の結果

まず、前半の円表示の実験の被験者と後半の
点表示の被験者間において方向感覚質問用紙
(SOD)の得点には平均値に有意な差はみられ

0

2

4

6

ず、実験では、地図を読む能力に差がない被験

8

10

12

14

16

結合距離

者間で行われたことが示された。

図 12 クラスター分析の結果

アンケートの結果を見ると、住居表示番号を

グループと似通っていた。

消した地図を使用したことが原因となり、「こ

また、予備実験では住居表示がある地図で実

の地図の表現方法は使いやすかった（分かりや

験を行ったのであるが、この予備実験では円表

すかった）ですか？」という質問を行ったとこ

示の地図は使いやすいと答えた被験者が 9 名

ろ、7 段階評価で使いにくいと答えている人の

中 6 名と多く、また方向感覚質問用紙の得点

割合が、約 80%になった。(図 11)

も上記、円表示のグループ①、点表示のグルー
プと有意な差が無かったことから、住居表示番

GPS携帯電話：画面表示の使いやすさ

号が地図中にあれば、現在位置表示が円表示で
点表示

も点表示であっても大差がないことが予想さ
円表示

れることが分かった。
0%

1:非常に使いやすい
2
3
4
5
6
7:非常に使いにくい

20%

40%

60%

80%

円表示

点表示

0
1
1
2
6
5
3

0
2
0
0
5
3
0

100%

図 11 携帯画面表示の使いやすさ

5.2

携帯画面表示の比較実験の考察

これらの結果をまとめると、次の 3 つのこ
とが分かった。まず 1 つ目には、現在位置を
把握するには、方向感覚質問用紙(SOD)の項目
で点数が高い人の方が、現在位置を把握しやす

次に被験者個人の行動結果の結果について

い傾向にあること。2 つ目には、地図中に住居

調べた。被験者個人の方向感覚質問用紙(SOD）

番号の表示がないと、地図を読み解くのがとて

の点数、実験に要した所要時間、現在位置推定

も困難になること。そして 3 つ目は住居番号

の正解数などをまとめて相関をとると、明らか

の表示があると、円表示の現在位置表示の地図

に相関が高いと推測されるものを除くと、方向

でも使いやすいと答えた人が多かったであろ

感覚質問用紙(SOD)の点数と他の数値との相

うと予備実験の結果、方向感覚質問用紙(SOD)

関が高いものが多いということが分かった。こ

の得点との相関などの結果から推測される、と

のことは、後半の点表示の実験を行った 10 人

いうことが分かった。

の被験者についても同じことが言えた。次に、
相関で用いた値について、それぞれ標準偏差で

6.まとめと今後の展望

基準化したうえで被験者 18 人についてクラス

6.1

研究のまとめ

ター分析を行った。(図 12)クラスター分析を

本研究では、2005 年時の実験で問題となっ

行った結果、図 10 の上半分のグループ(グルー

た、GPS の精度の問題と画面の表示の仕方の

プ①とする)は方向感覚質問用紙(SOD)の得点

工夫について解決すべく 2 つの実験を行った。

が高く、アンケートの回答も点表示の被験者の

1 つは低層住宅地での実験、もう 1 つは携帯画

面の表示の比較実験を淡路町駅周辺で行った。
低層住宅地での実験では、GPS 携帯電話の
精度は概ね 5ｍ前後で、非常に良かった。
GPS 携帯電話の被験者のグループの行動結
果によると、所要時間や立ち止まり等が多いと
いうことも分かったが、目的地到達という点で
役割を十分に果たせそうだということは分か

図 13 RFID の利用状況のイメージ

り、また、方角推定などの方向などを考えなが

すでに東京大学情報学環坂村健教授のグル

ら歩行しなくても目的地まで到達できるとい

ープでは、
「ucode(ユーコード)」という RFID

う点で新しい発見があった。

を街中につけて、専用の装置「ユビキタスコミ

後半の実験では、住居表示番号を地図中に

ュニケーター(uc)」を使って、自律移動支援、

記載しなかったことで実験を難しく設定しす

観光情報提供などの試みを東京銀座地区を始

ぎたが、住居表示、ランドマークの表示の重要

め、様々な場所で試みている。(図 14, 図 15)

性の高さ、また、方向感覚質問用紙(SOD)の点
数が行動に影響するということが分かった。ま
た、実際の位置とずれた点表示と円表示は方向
感覚質問用紙(SOD)の得点が高い人にとって
は、読み解くのはさほど難しいことではないと
いうことも分かった。
以上の結果を、方向感覚質問用紙（SOD）
の得点が、高い人と低い人、また GPS 携帯電

図 14 (左) 銀座ユビキタス計画

話の精度が良い場所、悪い場所での利用のマト

図 15 （右） ユビキタスコミュニケーター (uc)

リックスにして表すと、
下の表 4 の様になる。

現状では、まだユビキタスコミュニケーター

表 4 実験結果のまとめ

(uc)という専用の機械を使わないと ucode(ユ

GPSの精度が良い場所

GPSの精度が悪い場所

方向感覚質問用紙
（ＳＯＤ）の得点が高い人

画面表示が円表示であって
GPSの精度も良く、問題なく
も、住居表示番号、ランド
目的地へ到達できる。
マークを頼りに目的地へ到達
できる。

方向感覚質問用紙
（ＳＯＤ）の得点が低い人

住居表示番号や、ランドマー
クが地図中に分かりやすく表
時間は多少かかるかもしれ
現されていることが重要。地
ないが、目的地へは到達で
図が苦手な人にとっても分か
きる。
りやすい地図表現の努力の
余地がまだまだある。

ーコード)の読み取りはできないのであるが、
このような技術を早く GPS 携帯電話等でも利
用できるようにし、様々な用途で活用できるイ
ンフラを整えるべきだと我々は考えている。
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