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あらまし 本論文では，歩行者用モバイルマップにおけるランドマークの意味包含関係に基づく複合アイコン
生成方式を提案する．具体的には，以下の三つの特徴をもち，地域のイメージの把握が容易で視認性の高いアイ
コン描画手法を実現する．(1) ランドマークの意味的な包含関係を表すランドマークトリーを用いて，複数のラ
ンドマークを包含する複合アイコンを生成する．(2) 行政区域ごとに複合アイコンを生成することによって，地
域ごとに特色を表現する．(3) 各ランドマークの種類に対するユーザの興味の度合を考慮した複合アイコンを生
成する．本論文では，提案方式の実現法を示し，プロトタイプシステムを作成した．更に，提案システムを用い
たデータ工学的及び認知科学的検証実験によって，提案方式の有効性を示した．
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1. ま え が き

近年，携帯電話を利用した歩行者用モバイルマップ

が普及している．これらのモバイルマップでは，GPS

などを用いることによって，現在地を中心とした周辺

地図を表示可能である．また，拡大，縮小，スクロー

ルなどの操作によって，現在地周辺にある道やランド

マーク（個々の建造物）を確認することが可能である．

しかしながら，都心部などのランドマークが密集す

る地域において，縮尺の小さい地図にすべてのランド

マークをアイコンを用いて表示すると，地図上に表示

されるアイコン間に重なりが生じて地図の視認性が悪

化してしまう問題（アイコン衝突問題 [1]）が存在する．

従来から，アイコン衝突問題と類似の問題として，

ラベル衝突問題があり，いくつかの解決策が提案され

てきた [2], [3]．ラベル衝突問題に対する解決手法は，

地図オブジェクトとの対応が付く範囲内でラベルの表

示位置を最適化するなど，幾何学的手法に基づいて実
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現されている．一方，アイコン衝突問題を解決するた

めには，幾何学的手法だけではなく，アイコンがもつ

意味的な関係を考慮すると効果的であると考えた．例

えば，ラーメン屋，うどん屋，寿司屋のアイコンが衝

突して表示されているとき，これらのランドマークの

意味的な包含関係を考慮して，飲食店（街）アイコン

を表示する．これにより，その地域の特徴をあまり損

なうことなくアイコン数の削減が可能になり，上記の

問題を解決できるのではないかと考えた．

そこで，本論文では，地域のイメージの把握が容易

で視認性の高い地図描画手法の実現を目指し [4]～[6]，

ランドマークの意味包含関係を考慮した複合アイコン

生成手法を提案することを目的とする．

従来のアイコン表示方式の問題点と，それに対する

提案方式の解決手法を以下に述べる．

問題点 1 地図上に多くのアイコンを表示すると，道

路や線路などがアイコンで隠れて見えなくなる．その

一方で，地図上のアイコンをやみくもに減らすと，飲

食店街，ビル街などといった，その地域のイメージが

適切に把握できなくなる．

解決策 1 複数のランドマークを意味的に包含する複

合アイコンに統合して表示することにより，地域のイ

メージの把握を可能にしつつ，アイコン数の削減が可

能になる．（問題点 1に対応）

問題点 2 特徴 1を実現する上で，アイコン間の意味
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的な関係のみを考慮してランドマークを統合すると，

大きな道路や河川など，歩行者が横断困難なものをま

たぐ地域に存在するアイコンが一つの複合アイコンと

して生成される．

解決策 2 各行政区域（市区町村，街区など）に存在

するアイコンを一つのアイコン集合として扱い，アイ

コン集合ごとに複合アイコンを生成する．一般に，行

政区域は大きな道路や河川など歩行者が横断困難なも

ので区切られているため，横断困難な道や河川をまた

ぐ複合アイコンを生成することを防ぐ．（問題点 2 に

対応）

問題点 3 特徴 1 を実現する上で，ユーザが興味を

もっているランドマークの情報が必要以上に抽象化さ

れてしまう場合がある．

解決策 3 ユーザの興味のあるランドマークを優先的

に表示するために，ユーザの興味の大きさを考慮して

複合アイコンを決定する．例えば，ユーザが寿司屋に

高い優先度を設定した場合，ラーメン屋，うどん屋，

寿司屋をまとめて「寿司屋がある飲食店街」という複

合アイコンを生成する．（問題点 3に対応）

本論文では，これらの提案手法に基づくプロトタイ

プシステムを開発し，評価実験によって提案手法の有

効性を示す．

2. 関 連 研 究

ラベル衝突問題に対する既存の研究として，各ラベ

ルに複数の表示位置候補を与え，候補の中から衝突を

回避する位置を自動的に選択する方式 [2], [3]などが挙

げられる．しかしながら，これらの方式をアイコン配

置に適用した場合，アイコンの数が少ない場合には有

効であるが，アイコンの数が非常に多い場合には，多

数のアイコンによって地図上の道路などが隠れてしま

うという問題の解決にはならない．

また，アイコン衝突に対する解決策として，アイコ

ンを間引いて表示する方法がある．具体的には，人手

でアイコンを再配置する方式 [7] や，ユーザによって

入力された検索条件を満たすランドマークのみを対話

的に表示する方式 [8]，ユーザが指定したルート上の曲

がり角などに目印となるランドマークを表示した略地

図を表示する方式 [9] などが提案されている．これら

の方式は，特定のカテゴリーのランドマークを検索し

たい場合や，特定の目的地までのルートをたどる場合

には有効であるが，現在地周辺に存在するランドマー

クのイメージを把握したいという要求に応えることは

できない．

更に，ランドマークを，人々が頻繁に目的地とする

建物（オーソリティ型）と，空間的な位置関係を把握す

る際に重要となる建物（ハブ型）に分類し，それらの

特徴を強くもつランドマークのみを表示する方式 [10]

が提案されている．また，3D地図のデータから，視覚

的な大きさや，周囲オブジェクトとの属性の相違を指

標として，表示するランドマークを決定する方式 [11]

も提案されている．これらの方式は，現在地周辺の特

徴的なランドマークを知りたい場合には有効であるが，

地域のイメージを把握したいという要求に応えること

はできない．

つまり，これらの従来手法では，アイコンとして表

示されなかったランドマークの情報は完全に失われる．

これに対し，提案手法では，多数のランドマークを意

味的に包含するアイコンを生成することによって，ア

イコンとして完全に表示できないランドマークの数を

減らすことができる．

一方，オントロジーを用いて地図や知識を表現する

ことにより，より意味的に地図を理解しようとするアプ

ローチもいくつか存在する．例えば，Fonseca [12], [13]

らは，オントロジーを活用することによって，複数の

種類の地図情報を意味的に統合して扱うことが可能

になることに言及している．また，Peachavanish [14]

らは，オントロジーを活用することによって，ユーザ

のあいまいな地図検索要求から具体的な地図検索作業

のためのワークフローを生成する手法について提案し

ている．更に，オントロジーを活用することによって，

地図情報と意味情報を組み合わせた地図の総描システ

ムを実現する研究もある [15]．これらの研究では，地

図そのものを対象としており，アイコン衝突問題を対

象としてはいない．

3. 意味包含関係に基づく複合アイコン

はじめに，意味包含関係に基づくランドマークト

リーと，それに基づく複合アイコンについて定義する．

3. 1 ランドマークトリー

ランドマークトリーとは，様々な抽象度をもつラン

ドマークをノードとし，それらの意味的な包含関係

（Is-a関係）を表した木である．意味包含関係とは，ガ

ストやデニーズはファミリーレストランに包含され，

ファミリーレストランやラーメン屋は飲食店に包含さ

れるといった階層的な包含関係（Is-a 関係）を表す．

ランドマークトリーの例を図 1 に示す．
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図 1 ランドマークトリーの例
Fig. 1 Example of landmark tree.

ランドマークトリーを構成する各ノード N は，名

前，優先度，出現数の三つ組の値をもつ．

名前 ノード N とその子孫全体を包含する意味を表

す．例えば，図 1 のファミリーレストランはガストや

デニーズを包含する．また，ランドマークの名前とア

イコンの図式は 1対 1に対応する．

優先度 ノード N の代表アイコンへの選ばれやすさ

を表す．ユーザは興味のあるランドマークに高い優先

度を与えることにより，そのランドマークを，次節で

述べる複合アイコンの代表アイコンとして優先的に表

示させることができる．なお，優先度はユーザの状況

に応じて，適宜変更することが可能である．

出現数 ランドマーク集合の中で，出現数が 0でない

ノードN の子ノードの総和数である．ただし，ノード

N がリーフの場合は，ノード N がインスタンスをも

てば 1，もたなければ 0である．例えば，ランドマー

ク集合中に，サークル K，ファミリーマート，本屋が

あるとき，図 1 のランドマークトリー中のサークルK

ノードとファミリーマートノードと本屋ノードの出現

数はそれぞれ 1，コンビニノードの出現数は 2，販売

店ノードの出現数は 3となる．

また，ランドマークトリーの各リーフは，図 1 に示

すように，「ガスト栄店」「デニーズ八王子店」のよう

な具体的なランドマークをインスタンスとしてもつ．

3. 2 複合アイコン

複合アイコンとは，複数のランドマークの意味を包

含するアイコンである．例えば，ラーメン屋，うどん

屋，寿司屋の三つのランドマークがあったとき，地図

上にアイコン一つ分の表示スペースしかなければ，こ

れらを個々のアイコンとして表示するのではなく，こ

れらをまとめて飲食店が三つあることを示す複合アイ

コンとして表示する．更に，寿司屋に対して高い優先

度が設定されているとき，寿司屋が一つとその他の飲

食店が二つあることを示す複合アイコンを表示する．

図 2 複合アイコンの例
Fig. 2 Example of compound icon.

図 3 研究で用いた代表的なアイコンの例．上段が通常の
アイコンの例で，下段が複合アイコンの例

Fig. 3 Example of icons. Normal icon (upper). Com-

pound icon (down).

複合アイコンの例を図 2 と図 3 の下段に示す．

複合アイコンは，ランドマークトリーの意味包含関

係に基づいて，以下の四つ組の値をもつ．

複合アイコン名 複合化された全ランドマークを包含

する名前．複合アイコンの上に表示される．

代表アイコン 複合化された全ランドマークを代表す

るアイコン．複合アイコンを代表するアイコン（画像）

として表示される．

代表ランドマーク数 代表アイコンに包含されるラン

ドマーク数．複合アイコンの左下に表示される．

関連ランドマーク数 複合アイコンに包含され代表ア

イコンに包含されないランドマーク数．複合アイコン

の右下に表示される．

図 2 の例において，代表ランドマーク数は寿司屋

の数を表し，関連ランドマーク数は寿̇司̇屋̇以̇外̇の̇飲食

店の数を表す．なお，代表アイコンは，図 1 のランド

マークトリーの各ノードと 1対 1に対応するあらかじ

め用意されたアイコンが表示される．そのため，代表

アイコンの種類は，ランドマークトリーのノードの数

（計 80個）と同じ種類だけ存在する．

4. 複合アイコンの生成法

1.において，アイコンを表示する際に問題となる三

つの問題点とそれらの解決策を指摘した．本章では，

これらの三つの解決策を実現する複合アイコンの生成
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図 4 複合アイコン生成機能の概要
Fig. 4 Compound icon generation method.

方式を提案する．はじめに，解決策 2に対応するため

に，4.2において，行政区域ごとにランドマークをグ

ループ化し，そのグループごとに複合アイコンを生成

する手法を述べる．次に，解決策 1 に対応するため

に，4.3において，複数の複合アイコンを用いて，そ

の地域に存在するランドマークを意味的に包含する手

法を述べる．ただし，抽象度の高いノードを用いて包

含するとそのノードがもつ意味がより曖昧になってし

まうため，可能な限り，抽象度の低い（ランドマーク

トリーの深さが大きい）ノードで包含する必要がある．

最後に，解決策 3 に対応するために，4.4 において，

優先度を考量して代表アイコンを決定することによっ

て，ユーザの意図を考慮した代表アイコン描画手法を

実現する．

4. 1 必要な地図データ

提案方式では，2種類の地図データを用いる．一つ

は，ランドマーク ID，ランドマーク名，ランドマーク

の緯度経度座標から構成されるランドマークデータで

ある．二つ目は，行政区画 ID，行政区画の名前，行政

区画を形成するポリゴンの各点の緯度経度座標から構

成される行政区画データである．

また，ランドマークトリーの意味包含関係，それぞ

れのノードの名前とアイコン画像，優先度は，後述す

るように，前もって作成してあるものとする．

4. 2 複合アイコンの生成

複合アイコンは，図 4 に示すように，前節で述べた

地図データとランドマークトリーから，以下の手順で

生成する．

STEP 1 対象範囲にあるランドマークをデータベー

スから取得する．

STEP 2 行政区域ごとにその行政区画に含まれる

ランドマーク集合を求める．

STEP 3 行政区域ごとにランドマークトリーの各

ノードに含まれるランドマーク数を求める．ただし，

ランドマークトリーの各ノードの親子関係は包含関

係に基づいているため，あるノードの出現数はその子

ノードの出現数の合計となる．

STEP 4 ランドマークトリーに基づき，行政区域

ごとに指定された数の複合アイコンを生成する．

STEP 5 それぞれの複合アイコンに対して，代表

アイコン，代表ランドマーク数，関連ランドマーク数

を求める．

STEP 6 それぞれの複合アイコンに対して，代表

ランドマークの中から，所属行政の中心点に最も近い

ものを一つを選び，そのランドマークの位置（緯度経

度座標）を複合アイコンの配置座標とする．

上記の手順のうち，特に重要なSTEP 4及びSTEP 5

の詳細を次節以降に示す．

4. 3 複合アイコンの導出 (STEP 4)

STEP 4では，ランドマークトリーのルートを起点

として，出現数が 0でない子孫ノードへと幅優先探索

で探索していく．そして，探索されたノードで構成さ

れるトリーの中でリーフにあたるノードの数が，必要

な複合アイコン数に達した時点で，それらのノードが

複合アイコンとなる．

具体的なアルゴリズムを以下に述べる．図 1 におい

て，トリー T に属する各ノード N ∈ T は，そのノー

ドの意味を表す名前 Nname と，出現数 Nnum，優先

度 Npriority をもつ．各ノードの名前とアイコンの図

式は 1対 1に対応する．求めるべき複合アイコンの数

を Pとし，以下の手順に従って複数の複合アイコンを

決定する．ただし，Pは自然数とする．

STEP 4.1 ルートに持ち点 Pを与える．

STEP 4.2 各ノード N は，与えられた持ち点 Pを

出現数が 0でない子ノードの集合Nchildrenに対して，

N ′ ∈ Nchildrenの出現数N ′
numと優先度N ′

priority に

応じて以下のルールに従い分配する．

(1) Pと Nchildren の要素数が等しい場合

Nchildren の各ノード N ′ に対して，持ち点 1 を割

り当てる．

(2) Pが Nchildren の要素数より小さい場合

ノード N が複合アイコンとなる．

(3) Pが Nchildren の要素数より大きい場合

Nchildren の各ノード N ′ に対して，持ち点 Pを均

等に割り当てる．均等に割り当てられない場合には，
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図 5 複合アイコン生成例．(a) 持ち点 3，(b) 持ち点 2

Fig. 5 Generation of compound icon (P = 3, 2).

優先度 N ′
priority の高い順（優先度が等しいときには，

出現数 N ′
num の大きい順）に割り当てる．

STEP 4.3 STEP 4.2の操作をリーフになるか，持

ち点を分配できなくなるまで繰り返す．

STEP 4.4 持ち点をもつノードすべてが複合アイコ

ンとなる．

例えば，あるランドマーク集合において，ラーメン

屋アイコンが一つ，コンビニアイコンが二つ，焼肉屋

アイコンが二つある場合を想定する．複合アイコン数

が 3の場合と 2の場合の例を，図 5 に示す．

4. 4 代表アイコン等の導出 (STEP 5)

代表アイコン，代表ランドマーク数，関連ランド

マーク数は以下の手順によって求められる．

STEP-5.1 ランドマークトリー上で，複合アイコン

に対応するノードをルートとする部分木を考える．こ

の部分木に含まれる出現数 �= 0のノードの中で，最も

高い優先度をもつアイコンを代表アイコンとする．

STEP-5.2 ランドマークトリー上で代表アイコンに

対応するノードの出現数が代表ランドマーク数となり，

複合アイコンに対応するノードの出現数から代表アイ

コンに対応するノードの出現数を減じたものが関連ラ

ンドマーク数となる．

複合アイコンに対応するノードの名前と，これらの

代表アイコン，代表ランドマーク数，関連ランドマー

ク数から複合アイコンは生成される．

5. プロトタイプシステム

4. で述べた提案方式に基づき，図 6 に示すよう

に，サーバクライアント方式でプロトタイプシステム

を実装した．利用する端末は携帯電話を想定してい

る．利用した地図は，ヤフー株式会社の「AlpsMAP

GeoFramework」のベクトルエンジンを用いて地図画

像を表示領域に合わせて動的に生成した．

ランドマークトリーの意味包含関係は，ヤフー株式

会社のスタンダード道路地図データに含まれている種

図 6 プロトタイプシステムの構成
Fig. 6 Archetecture of prototype system.

図 7 プロトタイプシステムにより生成した地図画像例
Fig. 7 A map genereated by prototype system.

別コード表中のジャンルと種別をもとに構築した．プ

ロトタイプシステムで利用したランドマークトリーの

階層構造は，販売店，飲食店などの深さ 1 のノード

15個，コンビニ，ファミリーレストランなどの深さ 2

のノード 41 個，デニーズ，ファミリーマートなどの

深さ 3のノードは 24個ある．アイコンは，オフィス

スローライフ社のピクトグラム [16]，及び，昭文社の

MDX形式ファイル中に含まれるシンボル画像 [17]を

用いた．また，プロトタイプシステムでは，各アイコ

ンに対する優先度は低，中，高の 3値とした．

また，複合アイコンが包含するランドマークを知り

たい場合に，対話的にその内容を確認できる unfold [5]

のインタフェースを実装した．例えば，ユーザがピザ

屋を探しているが，ピザ屋のアイコンがなく，「寿司屋

がある飲食店」の複合アイコンがあったとする．ユー

ザがこの複合アイコンをクリックすると，包含するラ

ンドマークがすべて通常アイコンとして展開表示され

る．その際，複合アイコンが管理する地域のみを部分

的に拡大表示することによって，アイコンが密集する
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問題を回避している．この操作を unfold と呼ぶ．こ

の操作により，ユーザは飲食店に関連した複合アイコ

ンの中にピザ屋があるかどうか確認することができる．

もう一度クリックするとこれらのアイコンが畳み込ま

れ複合アイコンに戻る．この操作を foldと呼ぶ．fold

と unfold を繰り返すことによって，ユーザは対話的

に複合アイコンの内容を確認することが可能である．

プロトタイプシステムにより生成した地図画像の例

を図 7 に示す．この例は，鶴舞駅周辺を 25000 分の

1のスケールで表示した地図画像の例であり，ランド

マークを提案方式に基づく複合アイコンで示したもの

である．

6. 実験と考察

プロトタイプシステムを用いて，データ工学的評価

実験（実験-1），及び，認知科学的評価実験（実験-2）

を行った．

6. 1 データ工学的実験

はじめに，提案手法の有効性を定量的に評価する．

具体的には，以下の 2点について検証する．

検証項目-1 アイコン生成にランドマークトリーに基

づいた複合アイコンを導入することにより，より多く

のランドマークを地図上に表示できるか．

検証項目-2 （複合）アイコン生成に優先度を導入す

ることにより，地図上に表示されるアイコンの抽象度

を下げられるか．

6. 1. 1 実 験 方 法

表 1 に示す四つのアイコン生成方式を比較する．方

式 αは，規定するアイコン数になるまでアイコンをラ

ンダムに間引く方式である．方式 β は，優先度のみに

応じてアイコンを間引く方式である．方式 γ は，ラン

ドマークトリーに基づいてアイコンを複合化する方式

である．提案方式は，ランドマークトリーと優先度に

基づいてアイコンを複合化する方式である．なお，規

定するアイコン数は，アイコンによって隠れる道路や

地図オブジェクトの見やすさを考慮し，経験的に適切

だと思われる数である 50個に設定した．

対象とする地域は，ランドマーク数に基づき，以下

表 1 比較方式の分類
Table 1 Categorization of methods.

優先度なし 優先度あり
複合化なし 方式 α 方式 β

複合化あり 方式 γ 提案方式

の 2地域を設定した．

地域A（要素数小） 名古屋市鶴舞周辺を 2万 5千分

の 1のスケールで表示したときの地図描画範囲に存在

するランドマークの集合（ランドマーク数 300程度）

地域 B（要素数大） 名古屋市栄周辺を 7万分の 1の

スケールで表示したときの地図描画範囲に存在するラ

ンドマークの集合（ランドマーク数 4000程度）

ただし，ランドマークトリー上の各ノードの優先度

の偏りによる実験結果への影響を防ぐため，各ノード

の優先度をランダムに設定した 10通りのランドマー

クトリーを用いて実験を行い，各ランドマークトリー

で得られた結果の平均を最終的な結果とした．

また，ユーザの嗜好に合致したアイコンがどの程度

表示できるかを表すために，以下の二つの評価パラ

メータを定義した．

再現率 与えられたランドマーク集合において，ユー

ザの要求を満たす（優先度中，高の）ランドマークの

うち，アイコンとして表示されたランドマーク数の

割合．

抽象度 アイコンの図式になっているランドマーク

（代表ランドマーク）のランドマークトリー上での深

さの平均．

ただし，複合アイコンにおける関連ランドマークと

して包含されるランドマークには複数の候補が存在し，

確率的にしかその存在数を決定できない．そこで，複

合アイコンに対する再現率の計算において，アイコン

表示されたランドマークの数は期待値 N として表し，

以下のように求める．

N = N1 +
N2

L − 1
(1)

ここで，式中の N1，N2 はそれぞれ，代表ランドマー

ク数，関連ランドマーク数を表す．また，Lは，ラン

ドマークトリーにおいて，複合アイコンをルートとす

る部分木が有する（優先度中，高の）リーフの数を表

す．ここで， N2
L−1

は，それぞれのランドマークが等確

率で存在すると仮定したときの，関連ランドマーク数

によって表されるランドマーク数の期待値となる．

例えば，図 2 の関連ランドマークは，寿司屋以外の

飲食店を表し，図 1 のランドマークトリーの場合，寿

司屋以外の飲食店，すなわち，ガスト，デニーズ，て

んぷら屋，ピザ屋のいずれか一つが 1/4の確率で存在

する．ただし，ここでは，我々は問題の簡略化のため

に，これらの店は等確率で存在するとユーザが認識し

ていると仮定した．ユーザが関連ランドマークとして
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表 2 再 現 率
Table 2 Recall rate.

要素数大 (%) 要素数小 (%) 平均 (%)

方式 α 1.2 17 9.1

方式 β 5.2 39 22.1

方式 γ 16 50 33

提案方式 40 74 57

表 3 抽 象 度
Table 3 Abstraction rate.

要素大 要素小 平均
方式 α 1 1 1

方式 β 1 1 1

方式 γ 1.8 1.4 1.6

提案方式 1.6 1.1 1.3

ピザ屋を想定していた場合，1/4の確率で目的とする

ピザ屋があることになる．関連ランドマーク数は 2な

ので，期待値としては，2 × 1
4
の確率でピザ屋が含ま

れている．つまり，図 2 において，この複合アイコン

がもつ出現数の期待値 N は以下のようになる．

N = 1 +
2

4
=

3

2
(2)

一方，複合アイコンの抽象度の平均値を算出すること

により，生成される複合アイコンがどの程度抽象的な

ものであるかを知ることができる．

6. 1. 2 実験結果と考察

再現率と抽象度の結果をそれぞれ表 2，表 3 に示す．

表 2 の平均の項目が示すように，再現率は，方式 α

に対して，優先度のみを導入した方式 β で約 2.5 倍，

複合アイコンのみを導入した方式 γ で約 3.5倍，両方

を導入した提案方式で約 6倍高いことが分かる．これ

は，優先度を導入することにより，ユーザの検索要求

を満たすランドマークが優先的に複合アイコンとして

表示されるようになるため再現率の値は高くなった．

また，ランドマークトリーに基づくアイコンの複合化

を導入することにより，一つひとつのアイコンが包含

するランドマークの数が多くなるため，再現率が高く

なった．提案方式では，これらの相乗作用により再現

率が更に高くなったといえる．

また，与えるランドマーク集合の要素数に着目する

と，要素数小では，方式 αに対して提案方式が約 4.5

倍程度にあるのに対し，要素数大では，約 35倍となっ

ている．これは，複合アイコンを用いない方式では，

要素数の大きさにかかわらず，アイコンとして表示で

きるランドマークの数はアイコン数と等しいのに対し，

複合アイコンを用いる方式では，要素数が大きくなる

につれて，一つの複合アイコンが包含するランドマー

クの数が増えるためである．

これらのことから，優先度，及び，ランドマークト

リーを導入することにより，再現率が改善する．特に，

与えるランドマーク集合の要素数が大きい場合に，再

現率を大きく改善できることが分かった．

その一方で，たとえ複合アイコンを用いても，規定

するアイコン数が多くなれば，1.で示した問題点 1は

依然として発生する．しかしながら，再現率の実験に

おいて，複合アイコンは，より少ないアイコン数でよ

り多くの情報を表示することが可能になることを示し

た．そのため，規定するアイコン数を方式 αなどの手

法よりも大幅に少なくしてもより多くの情報を適切に

表示できるため，規定するアイコン数を抑えることに

よって上記の問題を緩和することが可能である．

次に，抽象度について検証する．複合アイコンを用

いない方式 α，方式 β では，常に抽象化されていない

アイコンが表示されるため，抽象度は 1である．その

一方で，複合アイコンを導入した方式 γ では，抽象度

が平均 1.6になっている．つまり，複合アイコンを導

入することによって，より抽象的なアイコンが表示さ

れていることが分かる．一般的に，抽象度の高いアイ

コンはユーザによる認識率が低い [18]ため，抽象度の

高い方式 γ ではユーザの認識率の低下が懸念される．

ただし，方式 γ に対して，優先度を考慮した提案方式

では，抽象度が平均 0.3だけ低くなっている．これは，

提案方式において，抽象度の低いランドマークに高優

先度が設定されていた場合，まとめられるランドマー

クすべての意味を包含するランドマークではなく，高

優先度が設定された抽象度の低いランドマークがアイ

コン表示されるためである．これらのことから，優先

度を導入することにより，抽象度を改善できることが

分かったが，ランドマークトリー導入による抽象度の

悪化を完全に改善することはできなかった．

6. 2 認知科学的実験

前節で，複合アイコンを用いることによって，ユー

ザが必要とするランドマーク情報をより多く提示でき

ていることが分かった．しかしながら，提案システム

は，通常のアイコンとは異なる複合アイコンという表

示形式でランドマークを提示している．そのため，通

常のアイコンよりも視認性が低い表示形式であった場

合，前節で述べた利点が生かされない懸念がある．

そこで，従来手法（方式 α）を用いて生成された地

図を利用して後述する課題を行うグループと，提案手

法を用いて生成された地図を利用して課題を行うグ
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図 8 実験で提示した地図の例（複合アイコン使用，札幌）
Fig. 8 Example of a proposed map. (Compound

icon, Sapporo)

ループの二つを用意し，そのグループ間での課題の正

答率やアンケート結果を，認知科学的見地により，比

較検討する．検証する項目は以下の 2点である．

検証項目-3 複合アイコンを導入することにより，ユー

ザがより多くの種類のランドマークを認識できるか．

検証項目-4 新しく追加した形式のアイコンが地図の

視認性を低下させないか．

6. 2. 1 実 験 方 法

91人の被験者が，提示されたアイコン付きの地図を

1分間閲覧して地域のイメージを把握した後，以下の

課題を行う．

課題：地図上に存在するランドマークを，地図を見

た記憶をもとにして，区画（地図を上下左右に 4分割

した区画）ごとに 23 種類のランドマーク候補から選

択する．各被験者には，以下の 2 種類の地図のうち，

一つを提示する．
• 複合アイコンを表示した地図（提案方式）
• ランダムにアイコンを間引いて表示した地図

（方式 α）

実験に利用した地図は，図 8 に示すような，札幌，

東京，大阪，福岡の 4地域である．ただし，被験者が

訪れたことがある地域は除外した．また，提案方式に

おいて，優先度は，アイコンやユーザの条件に依らず，

完全にランダムに設定した．いずれの方式もアイコン

付き地図は，A4 の紙にカラー印刷したものをユーザ

に提示した．同一の地域，同一の方式において，提示

した地図は同一のものであり，計 8種類のアイコン付

き地図を提示した．つまり，地域と方式が同じであれ

ば，ユーザによってアイコンの間引き方や優先度の設

定方法に差や偏りはない．実験に利用したアイコンの

例は，方式 αは図 3 の上段，提案方式は図 3 の下段

に示す．各課題では，存在するランドマークの候補を

選択肢として提示し，被験者は提示された選択肢の中

から記憶に残っているランドマークをすべて選択する

方式をとる．選択肢として提示するランドマークは全

部で 23種類（注1）ある．

はじめに，検証項目 3 における，ユーザのランド

マークの認識度合を評価するために，以下の二つのパ

ラメータを定義する．

Hit率 表示地域に存在するランドマークに関する選

択肢のうち，被験者が選択した項目の割合

False Alarm率 表示地域に存在しないランドマー

クに関する選択肢のうち，被験者が選択した項目の

割合

Hit率，False Alarm率は，いずれも認知科学や認

知心理学の記憶実験で用いられる標準的な記憶指標で

あり，Hit率は，正答率のようなもので，高ければ高

いほど，記憶が正確だったことを示し，False Alarm

率は，誤答率の一種で，高ければ高いほど，記憶が不

正確だったことを示す．Hit率を算出することにより，

地図上の表示地域に存在するランドマークを被験者が

どの程度認識できているかを知ることができ，False

Alarm率を算出することにより，地図上の表示地域に

存在しないランドマークを被験者がどの程度誤認識し

ているかを知ることができる．検証手順は以下のとお

りである．ユーザが選択したランドマークの一覧をグ

ループごとに集計する．提案方式を用いたグループと，

方式 α を用いたグループの Hit 率と False Alarm 率

に有意な差があるか検証する．Hit率が高いほど，ま

た，False Alarm率が低いほど，ユーザがより多くの

ランドマークを正しく認識しているといえる．

次に，検証項目 4における，アイコン付き地図の視

認性に関する評価のために，地図の視認性に関する 5

段階評価のアンケートを実施した．（例：1 =「見づら

かった」～5 =「見やすかった」）．検証手順は以下の

とおりである．被験者は課題終了後すぐにアンケート

に回答し，集計する．提案方式を用いたグループと，

方式 αを用いたグループのアンケート結果に有意な差

（注1）：具体的には，ランドマークトリーにおける深さ 1 のアイコン
（大分類）として，官公署，学校，病院，観光，飲食店，販売店，金融，
鑑賞，住宅，ビル，レジャー，ガソリンスタンド，宿泊施設，公園があ
り，深さ 2 のアイコン（中分類）として，ファミリーレストラン，コン
ビニ，動物園，美術館，小学校，郵便局，警察署，深さ 3 のアイコン
（小分類）として，サークル K，デニーズを提示した．
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図 9 実験結果（Hit 率と False Alarm 率）
Fig. 9 Experimental result.

があるかどうかを検証する．複合アイコンと通常のア

イコンの違いによって地図の視認性に影響が与えられ

るのならば，アンケート結果に差が出てくると考えら

れるためである．

6. 2. 2 実験結果と考察

はじめに，検証項目 3について考察する．図 9 は，

Hit率と False Alarm率の結果を，それぞれ複合アイ

コンあり，なしに分けて比較した結果である．更に，

これらの実験結果に対して，複合アイコンありの結果

となしの結果の差を比較するために t 検定を行った．

その結果，Hit率については，両条件の平均の差は有

意であった (t(65.44) = 2.37, p < .01)．また，False

Alarm率については，両条件の平均に有意な差は見ら

れなかった (t(89) = 1.33, n.s.)．これにより，提案手

法は従来手法（方式 α）に比べより記憶に残りやすい

アイコン表示手法であったといえる．Hit率に有意な

差が生じたのは，複合アイコンの導入により，表示地

域に存在するランドマークの情報が地図上により多く

表示できたためと考えられる．

提案手法において，Hit率が高いランドマークは，コ

ンビニ (62%)，ガソリンスタンド (45%)，公園 (40%)，

学校 (29%)などが挙げられる（注2）．これらは，一般の

生活でよく見かける馴染みやすいアイコンであるため

認識率が高かったといえる．逆に，Hit率が低いラン

ドマークは，レジャー施設 (0%)，美術館 (3%)，鑑賞

(5%) などが挙げられる．これらは一般に馴染みが薄

く，また，抽象的なアイコン表示になってしまうため

認識率が低かったといえる．また，抽象度の高い販売

店 (26%)よりも具体性の高いコンビニ (62%)の方が

Hit率は高い一方，学校 (29%)よりも具体性の高い小

学校 (19%) の方が Hit 率は低いなど，必ずしもアイ

コンの抽象度と認識率に強い関連性はあるとはいえな

い．このように，提示するアイコンの知名度や認識率

に応じて Hit率は左右される．ただし，今回の実験で

はサークル K (8%) の Hit 率はコンビニ (62%) より

も低い．複合アイコンでは，実際にサークル Kがその

表 4 地図の視認性に関するアンケートの結果
Table 4 Result of questionnaire for map visuality.

質問項目 複合アイコン 通常アイコン t 検定
ストレスを感じた 2.13 2.26 n.s.

魅力的であった 1.67 1.78 n.s.

見易かった 1.67 1.91 n.s.

直感的であった 2.38 2.48 n.s.

地域に含まれていても，コンビニとして抽象化された

場合に，サークルKのアイコンが表示されるとは限ら

ないため，サークル K の存在をユーザは認識できな

い．ただし，地域のイメージを把握するという目的に

おいては，コンビニや学校がある地域として認識でき

れば十分である．また，提案手法は，優先度を用いる

ことによって，ユーザにとって興味のあるアイコンを

代表アイコンとして優先的に表示できる．そのため，

興味のあるアイコンは認識しやすいと仮定すると，実

際の利用においては，認識率の問題は優先度を用いる

ことによって改善可能であると考える．

次に，検証項目 4について考察する．地図の視認性

に関するアンケートの結果を表 4 に示す．表 4 より，

複合アイコンあり条件，なし条件の平均を比較するた

め t検定を行ったところ，両条件の平均に有意な差は

見られなかった．これにより，複合アイコンを導入し

ても，通常のアイコン表示と同程度の視認性を維持し

ていることが分かった．

データ工学的実験及び認知科学的実験の結果より，

複合アイコンを導入することにより，地図の視認性を

悪化させることなく，表示地域に存在するランドマー

クをより多く把握可能な地図を生成できたといえる．

7. む す び

本論文では，地域のイメージの把握が容易で視認性

の高い地図描画手法の実現を目指し，ランドマークの

意味包含関係を表すランドマークトリーを用いたアイ

コン複合化方式を提案した．また，提案方式に基づく

プロトタイプシステムを実装し，提案方式の有効性に

関するデータ工学的及び認知科学的検証を行った．今

後の課題として，ランドマークは多様な側面を内包

した概念であるため，本論文で扱ったカテゴリーとし

ての側面だけでなく，ランドマークがもつ多様な側面

（例えば，営業時間や客層など）を複合的に考慮した

アイコン生成が挙げられる．

謝辞 プロトタイプシステムの開発にあたりヤフー

（注2）：括弧内の数字はそのランドマークの Hit 率を表す．以下同じ．
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