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オンライン地図における地理的・意味的特性に基づく
表示オブジェクトの動的再構成方式
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あらまし 近年，オンライン地図をはじめとする地図サービスが多く提供されるようになってきている．しかしなが

ら，これらのサービスは，店舗の位置等をマッピングするといった，情報付加を中心としたものである．そのため，地

名や領域等の表示オブジェクトの過密化が起こり，地図の理解を妨げている．一方，地図を利用する目的はユーザに

よって異なり，全てのユーザが同じ情報を求めているわけではない．そのため，状況に適合し，かつ，ユーザの意図

に沿った表示オブジェクトを呈示する手法が必要とされている．そこで，本研究では，地図上の表示オブジェクトを

再構成する手法を提案する．本手法では，地図操作や表示されている地図画面の地名を用いて，ユーザの意図に沿っ

た表示オブジェクトを決定する手法を地理的特性と定義する．また，地名の概念的な上下関係を用いて，過密化した

オブジェクトの中から必要な表示オブジェクトを決定する手法を意味的特性と定義する．これらの 2つを用いて表示

オブジェクトを再構成した地図を呈示する．また，プロトタイプを作成し，評価実験を行った．
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Abstract In this paper, we propose a method to enhance digital map interface by reflecting users’ intentions

with automatically restructured visible objects on maps. The users’ intentions are extracted from the sequences of

the users’ map operations (zooming, centering, and panning), and they determine the types of objectives based on

the sequence patterns or the semantic relation between place names. We define operation chunk mechanism and

semantic relation. Operation chunk mechanism is defined as geographic characteristics, which expresses the meaning

of the operation sequences. Semantic relation is defined as semantic characteristics, which expresses the meaning

of relation between two place names. We also explain restructuring function mechanism combining the operation

chunks and the semantic relations based on the users’ intentions. We have developed a prototype system based on

this method and evaluated the appropriateness of the above mentioned definitions. The experimental results show

that the restructuring function mechanism is defined appropriately, and that the automatically restructured map is

sufficiently effective.
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1. は じ め に

現在，オンライン地図をはじめとする地図サービスが数多く

提供されている．[1]～[3]．しかし，現状のサービスは情報のマッ

ピングといったような情報を付加するサービスがほとんどであ

る [4]～[7]．そのようなサービスでは，地図上に情報が必要以

上に多くなり，ユーザの地図理解を妨げている．また，現在の

サービスでは，全てのユーザに対して同一の情報を提供してい

る．しかし，地図利用の目的はユーザによって異なる．例えば，

観光するための下調べを目的として地図を見る場合であれば，

主に有名な地点やランドマーク的な地点というものに関心があ

ると考えられ，地点と地点のルートを調べている場合であれば，

主に交差点名や通りの名称というものに関心があると考えられ

る．このように，ユーザの目的によって必要な情報は異なる．

また，近年，パソコンでのオンライン地図のほかに，携帯電

話といった移動端末，ゲーム機器等でも地図が一般的に利用さ

れるようになり，様々な人々が手軽に地図を利用出来るように

なってきている．そして，携帯端末においては画面の表示領域

が限られており，表示オブジェクトが過密になりやすい．例え

ば，携帯電話のような小さな画面領域のプラットフォームにお

いて，全ての表示オブジェクトを呈示することはユーザにとっ

てデメリットが大きい．移動時には，ユーザは全ての表示オブ

ジェクトから何か関心のある地点を探そうとするのではなく，

既に何か目的があり，その目的に沿った情報が知りたいのだと

考える．そのため，その目的に関する表示オブジェクトを強調

することで，ユーザの地図理解の支援を行うことができる．

そこで，ユーザの地図操作と地名間の関係を用いて建物や公

園，山などの表示オブジェクトを再構成して呈示する方式を提

案する．略地図のように情報が再構成された地図はよく利用

されており [8]～[10]，地図情報を再構成することは一般に受け

入れられている．本稿における再構成とは，地図上の表示オブ

ジェクトをユーザの意図を抽出することで強調，または淡化す

ることをいう．地図操作からのユーザの意図抽出による再構成

を地理的特性，地名間の関係性を用いる再構成を意味的特性と

定義し，これらを用いて再構成機能を作成した．

以下，本稿の構成を示す．まず 2節では本研究の概要と関連

研究について述べる．3節では地理的特性と意味的特性の定義

について説明する．4節では再構成機能の例と効果について説

明する．5節では作成したプロトタイプシステムについて説明

し，評価実験とその考察を行なう．最後に 6節でまとめと今後

の課題について述べる．

2. 本研究の概要と関連研究

2. 1 本研究の概要

本研究では，オンライン地図における地理的特性と意味的特

性を用いて，地図上の表示オブジェクトの再構成を行い，呈示

する手法を提案する．本手法は，地理的特性を用いて再構成す

るタイミングを決定し，意味的特性を用いて再構成する表示オ

ブジェクトを決定する．これらの特性を組み合わせることで再

構成機能を定義し，表示オブジェクトの再構成する．地理的特

性として，ユーザの地図操作により意図抽出を行う．地図操作

として 4種類を定義し，地図の操作列から意味のある操作のか

たまり（操作チャンク）を検出し，そのチャンクの組み合わせ

によって，用いる再構成効果の種類を決定する．意味的特性と

して，地名の縮尺出現パターンと領域関係を用いる．地名の縮

尺出現パターンとは，ある地名が詳細度において，どの縮尺に

出現しているかというパターンのことである．選択された地名

間の関係を，このパターンと領域関係を用いて地名の関係性と

して判定する．これら 2つの手法を用いて，ユーザにとって効

果的な再構成機能を作成し，表示オブジェクトの再構成を行う．

再構成機能は，操作チャンクの組み合わせと地名の関係性を用

いることで定義する．ユーザユーザユーザユーザ操作操作操作操作 地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性ユーザ地図操作意味的特性意味的特性意味的特性意味的特性・縮尺出現パターン・領域
出力出力出力出力再構成再構成再構成再構成ユーザユーザユーザユーザ操作操作操作操作 地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性ユーザ地図操作意味的特性意味的特性意味的特性意味的特性・縮尺出現パターン・領域
出力出力出力出力出力出力出力出力再構成再構成再構成再構成

図 1 地理的・意味的特性に基づく動的再構成の概念図

2. 2 関 連 研 究

関連研究として，ユーザの暗黙的な意図を抽出しようとする

研究が幅広い分野で行われており，マウスやキーボードの操作

を分析する研究 [11] や，Web ページを閲覧する際の視線行動

を分析する研究 [12]等がある．それらの研究の中に，地図操作

からの意図を抽出するものも多くある．平元らは，地図操作か

らWebページを呈示する手法を提案しており，その検索クエ

リとして地図上の地名を利用し，操作チャンクからユーザの意

図を抽出する．そして，その意図に沿って関心があると思われ

る地名を選択する [13]．手塚らは，地図上に経路を描画し，そ

の経路に沿ってWeb空間を仮想的に移動しながら地域に関連

するWebページを閲覧出来る「車窓」システムを開発してい

る [14] [15]．このシステムでは，表示するWebページの決定を

地図内で重要度の高い地名を計算式で求めることで実現してい

る．廣瀬らは，地図操作から意図に沿った地図を呈示する手法

を提案しており，地図操作列によって関心のある地点を判断し，

縮尺等が変化した地図が呈示される [16]．Aoidhらは，地図を

操作するマウスの動作や位置によって意図を抽出し，空間的で

はない情報を呈示する 2画面システム「TArcHNA」を開発し

ている [17] [18]．これらの研究は，地図操作からの意図抽出と

いう入力の部分では本研究と同じであるが，出力が異なり，本

研究では情報が再構成された地図が呈示される．

次に，略地図（一種の再構成地図）の生成に関する研究につ

いて述べる．田中らは，略地図生成の要素として意味情報と図

形情報をあげている [19]．意味情報とは，地図内にどの地図構

成要素が存在するか，あるいはその構成要素の名称・種別はど

のようなものかといった内容に関する情報であり，図形情報と

は，地図構成要素の形状・大きさ・位置などに関する情報であ

ると定義している．情報を再構成するという観点は本研究と共

通するが，地図生成の要素として地図操作そのものから意図を

抽出する地理的，地名やその出現パターン（縮尺）から意図を



抽出する意味的を定義している点が異なる．

ほかに，Webの内容から地理的領域の特性付けを行う研究が

あり，手塚らはメノトミーを用いて地名の意味拡張を行いその

地名と関連のある語句を抽出している [20]．尾崎は，地図イン

タフェースを用いたWeb検索と呈示手法を提案しており，地

名等でWebページ間の距離やカテゴリを判断し地図上にアイ

コンという形で呈示する [21]．これは，情報をマッピングしよ

うとするものであり本研究とは異なる．

ユーザが指定した地図領域から地名を分類し，その地名を組

み合わせることで効率的にWebを検索，地域情報を要約して

呈示するシステムが提案されている [22]. 井上らは地名の種別

として，住所型地名，ランドマーク，その他の施設名称をあげ

ている．地図上の地名を用いる点では本研究と似ているが，本

研究では地名を同位関係や上下関係といった概念的な関係を用

いており異なる．

また，ユーザの意図を客観的に判定する手法として，視線行

動記録装置を用いるものがある [23] [24]．福田は，関心のある

視覚刺激に対して瞳孔は拡大するという研究から，瞳孔運動を

測定することによりユーザの関心度を測定できると述べている．

木下らは，対象を領域に分け，それぞれの領域に視点が停留す

る時間を測定する手法で視線を分析している．主観的な実験だ

けでなく，これらの手法を用いて，客観的な実験を行っていく

必要があると考える．

3. 再構成の定義と特性

3. 1 表示オブジェクトと再構成

再構成とは，地図上の表示オブジェクトをユーザの意図に

沿って強調・淡化をすることである．なお，表示オブジェクト

とは，地名とその地名の持つ領域のことを指す．再構成は，地

理的特性と意味的特性の 2つを用いることで行う．地理的特性

（表 1）である地図操作と操作チャンクを用いることで，再構

成のタイミングを決定し，意味的特性（表 2）である地名同士

の縮尺出現パターンと領域関係を用いて，再構成する表示オブ

ジェクトを決定する．本節では，これらの再構成の詳細につい

て説明する．

表 1 地理的特性

地図操作 ズームイン

ズームアウト

センタリング

移動

操作チャンク 絞込

広域探索

移動

位置確認

3. 2 地理的特性

3. 2. 1 地 図 操 作

地理的特性とは，ユーザの縮尺の変更や地点の移動という地

図に対する操作や，現在表示されている地図画面の地名から，

再構成を行う地名や領域を判断し，再構成を行うことである．

表 2 意味的特性

縮尺出現 同一

パターン より広域な縮尺

より詳細な縮尺

領域関係 独立

包含

被包含

一致

重複

また，地図操作によって画面上のユーザによって重要となる領

域が変化することがあげられる．例えば，関心のある地点を地

図画面の中央に持ってくるような操作（センタリング）がある．

この操作が行われた場合，関心のある地点を中央に表示させた

ことから，画面中央にユーザの関心があると推測できる．

本研究で用いる地図操作として４種類を定義する．より詳細

な地図に縮尺を変更する操作であるズームイン (i操作)，より

広域な地図に縮尺を変更する操作であるズームアウト (o操作)，

地図の位置を変更する操作である移動 (p操作)，ある地点を選

択して中心に表示させる操作であるセンタリング (c操作)であ

る．この地図に対する 4種類の操作，また，それらを複合した

操作にはユーザのどういった情報が得たいかという意図が含ま

れていると考えられる．

　

3. 2. 2 地図操作からの意図抽出

操作がいくつか組み合わさり，意味のあるまとまりになって

いるものを操作チャンクという．この操作チャンクがユーザの

意図の切れ目となる．本研究では表 3に示すように，操作チャ

ンクとして，絞込チャンク，広域探索チャンク，移動チャンク，

位置確認チャンクの 4パターンを定義する．

表 3 操作チャンク

操作チャンク名称　 表記 　ユーザ操作

絞込 N c+i+

広域探索 W c+o+

移動 P [pc]+

位置確認 C o+i+

絞込チャンク 地図上の何かの地点に関心を持ち，その地点を

もっと詳細に見ようとする操作列である．c操作により関心の

ある地点に近づき，関心のある地点をさらに詳細に見ようとし

て i操作を行う．

広域探索チャンク 地図上の何かの地点に関心を持った後に，

別の地点を見ようとする操作列である．ある地点を c 操作に

より中心に表示させた後，o操作によって広域な地図に切り替

える．

移動チャンク 同縮尺地図内で地図の表示位置を変更する操作

列であり，ある地点から別の地点を探索しようとするもので

ある．

位置確認チャンク 現在表示されている地点と他地点との位置

関係を把握するために，一度地図の縮尺を広域なものに切り替

え，確認後に元の縮尺の地図に戻るという操作列である．



3. 3 意味的特性

3. 3. 1 地名の縮尺出現パターン

意味的特性とは，選択された地名の関係によって再構成する

表示オブジェクトを判断するものである．地図操作だけでなく，

選択された地名同士の関係を用いることで，さらに適切な再構

成が行えると考える．意味的特性として，地図が持つ詳細度と

領域を基に地名同士の関係を判断するということがあげられる．

例えば，姫路市という地名に関心を持った後に神戸市という地

名に関心を持ったならば，このユーザは市というレベルで地図

を見ていると推測できる．このような場合には，次の操作によっ

て現れた地図画面に「市」というレベルと同じレベルの地名を

呈示したり強調したりすることが有効になると考える．我々は

オンライン地図に特有の，詳細度制御に基づく地名の縮尺にお

ける出現パターンを用いることで，地名の関係性を抽出できる

と考えた．図 2は詳細度制御による地名の出現パターンの例を

表したものである．便宜上，縮尺が３段階であるものとして説

明する．各縮尺の地図には地名が表示されており，1/21000の

地図では知恩院,京都市,清水寺である．図 2中では，全ての縮

尺で出現している地名は知恩院と清水寺，1/21000 と 1/8000

で出現している地名は京都市，1/8000と 1/3000で出現してい

る地名は高台寺と一休庵，1/3000 のみで出現している地名は

下河原町とウエスティン都ホテルだということがわかる．

1/21000

1/8000

1/3000

清水寺清水寺清水寺清水寺京都市京都市京都市京都市知恩院知恩院知恩院知恩院
清水寺一休庵京都市知恩院高台寺

知恩院 清水寺 ウエスティン都ホテル一休庵清水１丁目高台寺

1/21000

1/8000

1/3000

清水寺清水寺清水寺清水寺京都市京都市京都市京都市知恩院知恩院知恩院知恩院
清水寺一休庵京都市知恩院高台寺

知恩院 清水寺 ウエスティン都ホテル一休庵清水１丁目高台寺
図 2 地名の縮尺出現パターン

詳細度による縮尺出現パターンの判定として，同一，より広

域な縮尺，より詳細な縮尺という関係を定義する．

同一関係 地名同士の関係が同じレベルであるということであ

る．例えば，清水寺と知恩院という地名は縮尺出現パターンが

完全に一致しているため，同一関係となる．

より広域な縮尺関係 ある地名が選択された後，その地名より

も広域な縮尺においても出現する地名が選択された場合の関係

である．例えば，1/3000から 1/8000の縮尺に出現する地名で

ある一休庵を選択した後に，1/3000から 1/21000の縮尺に出

現する清水寺を選択した状態は，1/8000 の縮尺までに出現す

る一休庵から，1/21000までの縮尺に出現している清水寺へと

変化しているため上位関係となる．

より詳細な縮尺関係 ある地名が選択された後，その地名より

も詳細な縮尺にしか出現しない地名が選択された場合の関係で

ある．例えば，知恩院と京都文化博物館という地名は，それぞ

れ，1/3000から 1/21000の縮尺，1/3000から 1/8000の縮尺

に出現しており，1/21000の縮尺までに出現している知恩院か

ら，1/8000 の縮尺までにしか出現していない京都文化博物館

を選択したため下位関係となる．

3. 3. 2 地名の領域関係

地名同士の領域の関係について説明する．領域の関係として

は，独立（隣接），包含，一致，重複がある．原則として，2つ

の地名のうち，最も新しく取得された地名を主体として考える．

例えば，京都府庁という地名が取得された後に上京区が取得さ

れた場合には，「上京区は京都府庁を包含している」ということ

になる．

独立とは，知恩院と二条城のように地名領域が重なっていな

いものである．包含とは，京都御苑と京都御所のように最も新

しく取得された地名の領域にもう一つの地名の領域が完全に含

まれた状態を指す．被包含は，その逆となる．一致に関しては，

全く同じ領域であることである．重複に関しては，大阪駅と梅

田駅のように地下と地上で領域の一部が重なっているような地

名である．

3. 3. 3 地名の関係性の判定

地名の関係性は，詳細度による地名の縮尺出現パターンと領

域の判定を組み合わせて判定する（表 4）．本研究では，地名

の関係性の分類として，同位関係，上位関係，下位関係の 3つ

を定義する．地名の関係性を判断するために，地名の詳細度に

よる縮尺出現のパターンと，その領域関係を用いる．縮尺出現

パターンが比較している地名と同じであった場合，つまり，同

一関係であれば領域の状態に関わらず同位関係となる．より広

域な縮尺関係としては，先の地名より後の地名の方がより広域

な縮尺で出現している関係のことをいう．逆に，より詳細な縮

尺関係は，先の地名の方が後の地名より，より広域な縮尺で出

現していることになる．より広域な縮尺関係，または，より詳

細な縮尺関係で，それぞれの地名の領域が独立していた場合は，

無関係とする．

表 4 地名の関係性

独立 包含 被包含 一致 重複

同一 同位 同位 同位 同位 同位

より広域な縮尺 無関係 上位 無関係 上位 上位

より詳細な縮尺 無関係 無関係 下位 下位 下位

3. 3. 4 地名の関係性についての予備実験

地名の関係性について妥当性を検証するため，京都市内のあ

る一定の領域内の地名を抽出し考察を行った．具体的には，京都

御所周辺（経度:135.44.14～135.46.13，緯度:35.0.20～35.1.34）

に存在する 1/21000，1/75000，1/150000の地名と領域データ

を抽出し，総当りで関係性を判定した．なお，抽出出来た地名

数は 58個である．表 5は，その結果の一部である．京都御苑

と二条城は詳細度による縮尺出現パターンが同一関係であり，

領域では独立関係にあることから同位関係と判断された．同位

関係と判定された地名の組み合わせは全体の 90％となってい

る．上京区を主体としたとき，京都府庁は下位の関係にあたる．

上京区という領域に京都府庁が含まれているということは，一

般的にも理解できる．上位関係と判定された地名の組み合わせ



表 5 地名の関係の例

同位関係 ｛二条城，京都御苑｝，｛中立売署，西陣署｝，｛にじょう，上京区｝

上位関係 [京都府庁，上京区]，[扇町，上京区]

下位関係 [御所，京都迎賓館]，[上京区，中京区役所]

無関係 ｛にじょう，朱雀高｝，｛御所，西陣局｝，｛同志社女子大，御所｝

は全体の 3％前後となっている．上位関係と逆である下位関係

の例としては，御所と京都迎賓館という組み合わせがある．京

都迎賓館から見て御所は自らを包含する関係であり，かつ，縮

尺出現パターンにおいても御所の方がより広域な縮尺で出現し

ている．そのため，京都迎賓館を主体としたときに，御所と京

都迎賓館の関係が下位という判定は妥当である．下位関係と判

定された地名は全体の 3％前後となっている．にじょう（駅名）

と朱雀高校は，地名同士に上下関係があり，かつ独立関係であ

るため無関係と判定された．にじょうは駅であり，朱雀高校は

学校であるので，妥当な判定であるといえる．無関係と判断さ

れる地名の組み合わせは全体の 6％程度となっている．

ここまでの地名同士の関係は，妥当な関係の例であったが，

いくつか特殊な地名の関係が判定されている．例えば，にじょ

うと上京区という関係は，上京区を主体としたときは上位関係

のように予想されるが，本研究の手法では同位と判定される．

このように判定されることで，にじょうという駅が上京区にお

いて重要な地名であるということがわかる．また，失敗例とし

て上京区と中京区役所という関係がある．中京区役所を主体と

したとき，上京区は明らかに独立関係であり，下位関係という

判定は不適当である．この判定が発生した要因としては，それ

ぞれの地名が領域を矩形の形で保持しているため，いびつな形

状の領域をカバーした場合に誤差が発生してしまうということ

があげられる．

4. 再構成機能とその効果

4. 1 表示オブジェクトの再構成

地理的特性と意味的特性という 2つの特性を用いて，ユーザ

にとって有益な表示オブジェクトの再構成を定義する．再構成

機能の概念を図 3に示す．地理的特性と意味的特性の効果は独

立しており，それぞれでどのような再構成効果を行うかを判定

する．例えば，多地点探索再構成であれば，地理的特性として，

広域探索チャンクと移動チャンクが検出された際に多地点探索

再構成と判定する．意味的特性としては，選択された地名の関

係を同位，上位，下位のどれであるかを判断することでユーザ

の意図を判定する．それらで決定した再構成機能を地図に反映

させることで再構成を行う．本節では，再構成の効果と特性，

それらを用いて作成した再構成機能について述べる．

4. 2 再構成効果

再構成を行う際の効果として，地理的特性より 4種類，意味

的特性より 2種類，合計 6種類を定義する．

【地理的特性による効果】

• 　新規出現表示オブジェクト強調（OE1）

　　　ユーザの地図操作によって新しく出現した表示オブジ

　　　　ェクトを強調を行う．p操作や縮尺の変更操作によっ

　　　　て新たに呈示された領域を目立たせようとするもので

　　　　ある．

• 　既出表示オブジェクト淡化（OE2）

　　　現在呈示されている地図領域と，前画面に呈示されて

　　　　いた地図領域を比較し，両方に出現している領域を淡

　　　　化させる．

• 　選択表示オブジェクト強調（OE3）

　　　選択した表示オブジェクトの強調を行う．c操作で中

　　　　央に呈示された地名にはユーザの関心があると考える

　　　　ため，その部分を強調する．

• 　選択領域間強調（OE4）

　　　すでに他の効果によって強調された領域間の強調を行

　　　　う．該当する領域を全て含む最小矩形領域を強調する

　　　　ことで実現される．

【意味的特性による効果】

• 　意味的関係表示オブジェクト強調・淡化（NE1）

　　　選択された表示オブジェクトの持つ地名を比較して，

　　　　判定された地名の関係を用いて表示オブジェクトを強

　　　　調・淡化する．同位関係と判断された場合には，同一

　　　　関係となる表示オブジェクトのみを呈示し，それ以外

　　　　のものを淡化する．

• 　関心地名呈示（NE2）

　　　縮尺を変更する操作が行われた際に，詳細度制御によ

　　　　って変更後の縮尺では本来は出現しない地名であって

　　　　も，必要に応じて表示を行う．

4. 3 再構成機能の種類と特性

4. 3. 1 再構成機能の特性

本研究において，再構成機能は図 3のように，地図操作チャ

ンクの組み合わせと選択された地名の関係性を用いることで，

ユーザの意図を抽出して作成する．なお，地図操作と地名の関

係の両方を用いて再構成を行う場合もあれば，地図操作のみを

用いて再構成を行うこともある．

再構成機能の作成手順は以下の通りである．

（ 1） 再構成機能の構成要素となる操作列を定義する．

（ 2） ユーザの意図に沿った再構成効果を決定する．

（ 3） トリガの位置を決定する．

以下に，再構成機能を作成する際の構成ルールについて述

べる．

• 　操作列を正規表現で記述できる．

• 　操作チャンクを１つ以上含む．

• 　トリガによって再構成が発生する．

• 　再構成機能の重複を許す．

• 　 c操作時における中心に最も近い地名を中心地名とし

　　　　て取得する．



i p o c

絞込 広域探索 移動 地名
Dユーザユーザユーザユーザ操作操作操作操作

位置確認 同位 地名
C

地名
B

地名
A

操作操作操作操作チャンクチャンクチャンクチャンク
地地地地名名名名

意意意意味味味味的的的的関関関関係係係係上位 下位 無関係
関心地点絞込 単純移動多地点探索 選択移動位置確認再構成機能再構成機能再構成機能再構成機能

i p o c

絞込 広域探索 移動 地名
Dユーザユーザユーザユーザ操作操作操作操作

位置確認 同位 地名
C

地名
B

地名
A

操作操作操作操作チャンクチャンクチャンクチャンク
地地地地名名名名

意意意意味味味味的的的的関関関関係係係係上位 下位 無関係
関心地点絞込 単純移動多地点探索 選択移動位置確認関心地点絞込 単純移動多地点探索 選択移動位置確認再構成機能再構成機能再構成機能再構成機能

図 3 再構成機能概念図

• 　同一の地図操作でも地名の関係性によって再構成の結

　　　　果が異なる．

以上の手順を用いて我々は 5 種類の再構成機能を作成した．

それらの構成を表 6に示す．

4. 3. 2 多地点探索

多地点探索再構成機能とは，ある地点から他の広域な領域へ

探索範囲を広げようとする操作が行われた際に，選択された地

名が同位関係である場合に発生する再構成機能である．この再

構成機能が発生した場合には，ユーザは先に関心を持っていた

地点と同じような表示オブジェクトを探索していると考えられ

る．再構成効果としては，選択された表示オブジェクトの強調，

c操作された地名と同位関係となる表示オブジェクトの強調を

行う．この効果により，類似した地点の発見を補助することが

出来ると考える．なおトリガは c操作とし，この効果は c操作

が行われ同位関係の判定となるまで継続する．図 4 の例では，

平安神宮を c操作した後に o操作を行い，八坂神社を c操作し

た状態である．平安神宮と八坂神社は同位関係であり，これら

の表示オブジェクトに加えて，高台寺などの同位の関係にある

表示オブジェクトを強調している．

図 4 多地点探索の例

4. 3. 3 関心地点絞込

関心地点絞込再構成機能とは，ある地点に関心を持ち c操作

を行い，その後に詳細な情報を得ようとして i操作をするもの

である．選択された地名同士がどの関係かということは用いな

い．この再構成機能が発生した場合には，ユーザは何か目的を

持って地点を絞り込んできていると考えられる．

再構成効果としては，操作によって新しく出現した表示オブ

ジェクトを強調，選択された表示オブジェクトの強調が行われ

る．絞り込む際に，新たな表示オブジェクトを強調することで，

目的地点の発見を補助できると考える．なお，トリガは i操作

とし，この効果は一度きりで継続はせず，i 操作が行われる度

に再構成が行われる．図 5の例では，平安神宮という地名と領

域を強調し，また，この縮尺で新たに現れた表示オブジェクト

も強調している．

図 5 関心地点絞込の例

4. 3. 4 単 純 移 動

単純移動再構成機能は，p 操作が連続して行われているが，

選択した地名同士に関係がなかった場合に発生する再構成機能

である．つまり，地名の関係が無関係の場合に発生する．この

再構成機能が発生した場合には，特に関心のある地点が発見

できずにいる，または，自らの位置がわからなくなっている状

況にあると考えられる．再構成効果としては，既出の表示オブ

ジェクトの淡化，選択表示オブジェクトの強調が行われる．既

に一度見た表示オブジェクトを淡化することで，ユーザに対し

どの部分を見て，どの部分をまだ確認していないかということ

を示すことが出来る．なお，トリガは p操作，もしくは c操作

とし，これらの操作が続く間は効果も継続する．図 6は，西本

願寺の方向から京都駅に向かって移動した場合の効果例であり，

前操作時に表示されていた地図領域が淡化されている．

4. 3. 5 選 択 移 動

選択移動再構成機能は，p操作が行われているうちに，選択

した地名同士に同位，上位，下位の関係性がある場合に発生

する再構成機能である．この再構成機能が発生した場合には，

ユーザは何かに関心を持ち，意図的にそれらの地名を選びなが

ら移動していると考えられる．再構成効果としては，既出表示



表 6 再構成機能

再構成機能名称 ユーザ操作列 操作チャンク組み合わせ 意味的関係 再構成効果

多地点探索 c+o+[pc]+ W・P 同位 OE3・NE1

関心地点絞込 c+o+([pc]∗c+i+)+ W・N 用いない OE1・OE3

単純移動 [pc]+ P 無関係 OE2・OE3

選択移動 [pc]+ P 同位 or 上位 or 下位 OE2・OE3・NE1

位置確認 [pc]+o+i+ P・C 用いない OE4・NE2

図 6 単純移動の例

オブジェクトの淡化，選択表示オブジェクトの強調，地名の関

係性による表示オブジェクトの強調が行われる．一度見た領域

の淡化に加えて，地名の関係に従って表示オブジェクトを呈示

することで，ユーザが次に求めている表示オブジェクトの候補

を示すことが出来ると考える．なお，トリガは p操作，もしく

は c操作とし，これらの操作が続く間は効果も継続する．

4. 3. 6 位 置 確 認

位置確認再構成機能は，p操作が行われた後，o操作が行わ

れた際に発生する再構成機能である．c操作された地名を全て

呈示する必要があるため，地名の関係は用いない．この再構成

機能が発生した場合には，ユーザは p操作を行っていて自らの

位置を見失う，どのように地点を調べてきたのか確認したいな

ど，一度現在地を現在より広域な地図で確認しようとしている

と考えられる．再構成効果としては，選択領域間強調，消去地

名再表示が行われる．選択領域とは，再構成機能の発生より前

に行われた c操作等で強調された表示オブジェクトのことを指

す．選択領域を全て含むような最小矩形領域を強調し，また，o

操作時に，詳細度制御により選択した地名が消去されてしまう

可能性があるため，センタリングされた地名は強制的に呈示す

る．この効果により，ユーザの見ている位置とこれまでに移動

してきたルートに近いものが呈示出来る．図 7では，東本願寺

を c操作後，移動しながらプラッツ近鉄，京都タワー，伊勢丹

をそれぞれ c操作し，その後 o操作を行った状態である．c操

作で強調された 4つの地点を含む矩形で強調を行っている．

5. 評 価 実 験

5. 1 プロトタイプシステム

Visual Studio2005の C＃を用いて，プロトタイプシステム

図 7 位置確認の例

の作成を行った．なお，地図データとしてゼンリンの Z-map

AREA2を用い，地名レイヤーを削除した地図を使用している．

また，地名座標データベースと領域座標データベースは自

作した．地名座標データベースは，地名，経度，緯度の情報が

CSV形式で格納されており，地図が操作によって再描画される

度に表示する地名をデータベースより選択し表示している．さ

らに，地名座標データベースには地名ごとにどの縮尺に出現し

ているかという情報を 1（出現），0（非出現）で保持している．

領域座標データベースは地名に対する領域が矩形の座標で保存

されており，地名，領域の左上経度，左上緯度，右下経度，右

下緯度の情報が CSV形式で格納されている．領域の呈示が必

要となった際に，その対象となる地名とマッチングを行うこと

で領域を呈示している．

システムは大きく 4つの部分から構成されている（図 9）．イ

ンタフェース部は，ユーザが操作する地図とその操作によって

再構成が発生する地図の 2つが表示されており，縮尺を変化さ

せるボタンを配置している．ユーザは左側の地図を操作するこ

とで，その意図に適した再構成地図を右側の地図で見ることが

出来る．チャンク判定部は，地図操作（ズームイン等）を取得し

蓄積，定義されたチャンクとマッチングを行い，ここで定義さ

れたチャンクと入力された操作列が一致した場合に地名の関係

性の判定を行う．地名の関係性判定部では，チャンク判定にお

いて判定された再構成機能に対して，意味的特性が条件となっ

ている場合に，センタリング地名を取得し地名の関係性につい

て判定する．再構成決定部では，チャンク判定と地名の関係を

判定する．判定された結果が再構成機能の条件に当てはまった

場合に，その該当する再構成機能で定義された再構成を行う．

その際に，地名座標データベースと領域座標データベースを用



いて呈示する地名と領域を決定，呈示位置を計算し呈示する．

図 8 プロトタイプの画面イメージ
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図 9 システム構成

5. 2 実験１：検出された操作意図の適合率

ユーザが意図したタイミングで適切な再構成機能が発動して

いるかを検証するために，学生５人が実際にオンライン地図を

操作したデータを用いて実験を行った．被験者は全員デジタル

地図を使用したことがあり，操作手法について理解をしている．

被験者は，何らかの目的を持っており，その目的を達成するま

で自由に地図を操作することが許されている．被験者自身の合

図をもって地図操作を終了した後，記録しておいた操作履歴を

用いて被験者にシステムが意図を検出した際にどのような意図

で操作を行っていたか聞き取りを行った．被験者の回答と，再

構成機能の目的 (意図）が合致していれば (1.0) を，合致して

いなければ (0.0)の点数を与え評価した．

この評価を基に，5つの再構成機能に対して，システムの意

図検出数を分母，被験者の意図との適合数を分子とし，適合率

を算出した．その結果を表 7に示す．今回の実験で全 1098操

作が行われ，そのうち 231操作についてシステムが意図を検出

した．その 231操作のうち，161操作が被験者の操作意図と合

致した．5つの再構成機能全体の適合率としては，約 58.7％と

なり，概ね有効であるといえる．

また，位置確認再構成機能の検出数が他の再構成機能より低

くなっていることがわかる．この再構成機能は，p操作を行っ

た後に o操作を行い，現在の位置を確認，そして i操作で元の

縮尺の地図に戻るというものである．しかし，ズームアウトの

直後に i操作が行われることが少なく，位置関係を調べるとい

う意図があまり無い，または，操作列の定義に問題がある可能

性がある．選択移動の適合率が低い要因としては，市街地等で

明確な目的地を持たず，散策をするように地名を選択するよう

な傾向がある被験者が多かったため，うまく地名の関係が取得

出来なかったのではないかと考えられる．なお，単純移動に関

しては，選択移動以外の p操作を単純移動としたため，検出数

が非常に多くなっている．

表 7 検出された操作意図の適合率

再構成機能名称　 　適合数/検出数 適合率（％)

多地点探索 13/17 76.5

関心地点絞込 13/21 61.9

単純移動 123/150 82.0

選択移動 8/35 22.9

位置確認 4/8 50.0

平均 — 58.7

5. 3 実験２：再構成機能出力の有効度

　再構成機能によって出力された再構成地図が有効であるか

を検証するため，それぞれの再構成機能が出現する状況を想定

した操作データとその出力を実験データとして用いて，有効で

あると判断した場合には (1.0)を，有効でないと判断した場合

には (0.0)の点数を与える形式でアンケートを行った．被験者

は，学生 10人である．実験データは 3パターンあり，被験者

はそれら全ての実験データを見ることで評価を行った．3つの

実験データの中に，5つの再構成機能が少なくとも，合計で 2

つ以上発生するように実験データを作成している．例えば，京

都大学を起点とし，周辺地点の探索を行ったところ，京都御所

を発見し詳細を調べるという状況を想定し，デモの操作中に再

構成機能を自然な状態で組み込んでいる．この例の場合では，

多地点探索再構成機能，単純移動再構成機能，関心地点絞込と

いう 3つの再構成機能が含まれている．

実験 2の結果を表 8に示す．5つの再構成機能の全体の有効

度は，約 53.2 ％となりある程度有効であるといえる．位置確

認再構成に関しては，有効度が 70.0 ％を超え有効性の高い再

構成機能であると言える．

有効でないと判定された理由として，強調された表示オブ

ジェクトの中に被験者にとって必要の無いものが含まれている

ということがあり，必要な表示オブジェクトは個人差が大きい

ことがわかる．また，「強調・淡化の効果が過度である」，「見た

いものが隠れてしまっているのでは」，といったインタフェー

スに関する意見もあった．

表 8 再構成機能出力の有効度

再構成機能名称　 　適合数/呈示数 有効度（％)

多地点探索 18/30 60.0

関心地点絞込 9/30 30.0

単純移動 33/50 66.0

選択移動 11/30 36.7

位置確認 22/30 73.3

平均 — 53.2



6. ま と め

本稿では，オンライン地図において表示オブジェクトを再

構成する方式を提案した．再構成の手法として，地図インタ

フェース操作からの意図抽出を行う地理的特性，ユーザによっ

て選択された地名の関係を判定することで再構成を行う表示オ

ブジェクトを判断する意味的特性という 2つを定義し，それら

の再構成を組み合わせることで，効果的な表示オブジェクトの

再構成を実現した．本稿では，作成したプロトタイプシステム

を用いて，定義した再構成機能を発動するタイミングの適合率

と再構成機能の有効度に関して実験を行い，提案した再構成機

能が有効であることを確認した．今後の課題としては，適合率

や有効度が低かった再構成機能についての地図操作列の再定義，

地図を利用するプラットフォーム毎に有効な再構成機能を検討

する必要があると考える．適合度や有効度が高かった再構成機

能について，再現率を高めて精度を上げていくことも課題であ

る．また，主観による評価を行ったが，視線行動記録装置を用

いた視線分析手法 [23] [24]を用いて客観的な評価実験を行う必

要がある．
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