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効率的な地図ナビゲーションのための階層的ルートマッ
プの生成
王 方舟

栗 陽 五十嵐 健夫

ルートマップにおいてルーティング情報を効果的にユーザに提示するためには，曲がり角の詳細な情報などを示す
ための大縮尺図や，ルート全体の概観を示すための小縮尺図など様々な縮尺 (スケール) と表示範囲を持った地図の
ビューにユーザが効率的にアクセスできる必要がある．一方，一般的なルートマップのブラウジングや印刷システ
ムにおいては，この点が十分に達成されているとは言えない．この問題を解決するため，我々は「ルートツリー」
と呼ばれるルートマップの階層構造と，その構造を自動生成するアルゴリズムを提案する．ルートツリーは様々な
アプリケーションに応用可能な構造であり，本稿では，インタラクティブなルートマップの閲覧システムである
RouteZoom と，ルート情報の印刷のための TreePrint の 2 つのアプリケーションを提案する．我々は提案した 2
つのアプリケーションに関してユーザ評価実験を実施し，その有効性を検証した．

One of the diﬃculties with standard route maps is displaying routing information in both large scale to
show details and small scale to show an overview. We propose a new hierarchical structure for route maps
called a Route Tree to address this problem, and describe an algorithm to automatically construct such
a structure. A Route Tree is a structure that can be used by various applications, and in this paper we
propose two Route Tree applications, interactive map browsing and route information printing. We run
evaluation studies with two proposed applications and the study showed a promising results.

する際に，様々なスケールや表示範囲をもつ複数の

1 はじめに

ビューへのアクセスを必要とする．例えば，ルート

ルートマップとは，2 つの地点間のルートを示し，

の全体を把握するためには小さなスケールのビュー，

目的地に到着する為に必要な情報を提供する地図の

ルート中の曲がり角や分岐点など POI (Point of In-

ことである．ルートマップは，従来より据え置きの地

terest) と呼ばれる場所の周辺の詳細な情報を知りた

図データベースを用いたカーナビゲーションシステム

いと思う時は大きいスケールのビューといった具合

などで使われており，最近ではスマートフォンやタブ

である．一方，一般的な紙印刷の地図帳や，Google

レット型 PC の普及により，Google Maps [5] などの

Maps などのシステムに採用されている標準的な地図

Web ベースのシステムが様々なユーザにとって身近

閲覧手法においては，ユーザは欲しい情報を得るため

なものになってきている．一方で，これらのシステム

に手動で地図のスケールや閲覧範囲を操作してそれ

は，依然としてユーザビリティに関するいくつかの問

らの情報を含む適切なビューを探す必要がある．ユー

題を抱えている．

ザの必要とする情報は，ルートマップ中の現在地や

一般的に，ユーザはルートマップから情報を把握

ユーザ自身の興味によって刻一刻と変化するため，こ
のような手動での操作は時として非常に面倒に感じ

Hierarchical Route Maps for Eﬃcient Navigation.
Fangzhou Wang, Takeo Igarashi, 東京大学大学院情報
理工学系研究科, The University of Tokyo.
Li Yang, グーグルリサーチ, Google Research.
コンピュータソフトウェア, Vol.29, No.1 (2012), pp.78–84.
[研究論文] 2013 年 1 月 8 日受付.

られる．逆に言えば，もしユーザの必要とする情報を
含むビューに素早く簡単にアクセスする手法が存在す
れば，ルートマップのユーザビリティは大きく向上す
るであろうと考えられる．
本稿では，上記のようなユーザにとって有用な情報
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応じて様々なアプリケーションに応用することができ
る．その有効性および汎用性を示すため，本稿では更
にルートツリーを用いた 2 種類のアプリケーション
を提案する．1 つ目の「RouteZoom」はインタラク
ティブなルートマップの閲覧のためのアプリケーショ
ンであり，2 つ目の「TreePrint」はルート情報の印
刷のためのアプリケーションである．

2 関連研究
Agrawala ら [1] は，手書きのルートマップを模倣し
た抽象化されたルートマップを自動生成するシステ
ムを提案した．生成された地図においては，複数のス
ケールの情報が 1 つのビューに融合されている．一
方で，ルートの幾何的な形状や道の視覚的な長さと
図1

ルートツリーの例．なお，この図はデータ構造の内

部表現を可視化したものであり，実際にユーザがみるもの
ではない．

いった情報は歪められ，またルート周辺の情報は大幅
に削られている．このため，ユーザが道を間違えた際
に元のルートに戻ることが著しく難しくなっており，
道の形や周囲の建造物などから正確な地図中の位置

への素早く簡単なアクセスを可能にするために，その

を特定することも困難になっている．さらに，道の幾

ような情報を過不足なく網羅したビューを事前に抽

何的な形状が歪められているため，いくつかのマップ

出し，
「ルートツリー」と呼ばれる階層構造として保

サービスで提供されている航空写真などの機能との

存する手法を提案する．特に，ユーザがルート情報を

相性も悪い．

把握するために重要となる 1)POI 周辺の詳細な情報，

Karnick ら [9] は，ルートの抽象化を行わずに，ルー

2) 複数の POI 間の位置関係および道の形の情報の 2

ト全体のビューの周りに一つ一つの POI に対応する

つを効率的に提示することを目標とする．

詳細なビューを適切な順番で並べることで，複数のス

ルートツリーの例を図 1 に示す．この構造の重要な
特徴は主に以下の 3 つである．

ケールの情報を視覚化する手法を提案している．しか
し，この手法には，各ビューのスケールが内容によら

1. 根ノードはルート全体のビューを表しており，

ず固定であるため必要な情報が得られない場合があ

ツリーの各ノードは，親ノードのビューの一部を

ること，POI の数だけビューが生成されるために似

より大きな縮尺で表すビューになっている．

たようなビューが生成され冗長であること，POI が

2. ルート中の任意の部分区間について，必ずその

ルート全体の一部に密集している場合 POI 同士の距

区間を可視化に十分な大きさのスケールで描い

離感や位置関係が把握できなくなる，といった問題

ているノードが存在する．

がある．また，幾つかの既存のマップサービス [5] [11]

3. ノード数および各ノードの表すビューのサイズ
が適切である．

が提供する類似の印刷機能も，Karnick らの提案手法
と同様の問題を抱えている．

本稿ではさらに，ルートツリーを自動で計算しその

複数のスケールをまたいだ地図の閲覧手法に関して

構造を最適化するアルゴリズムを提案する．最適化

も，様々な研究がある．その多くは，Furnas ら [4] の

の際にアルゴリズムに与える評価関数のパラメータ

魚眼レンズに代表される Focus + Context の手法を

を調整することで，ツリー生成の際に様々な制約を加

応用したもの [2] [3] や，複数のスケールの画面を同時

えることができる．このため，ルートツリーは目的に

にユーザに見せる Overview + Detail の手法を応用
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したもの [6] [8] である．その他のアプローチとしては，

表1

T ype(R) の定義例

従来の拡大縮小や平行移動のインタフェースを拡張し
直進

曲がり角

分岐点

高速道路

7

11

17

幹線道路

9

13

17

補助幹線道路

10

14

17

区画道路

14

18

17

...

...

...

...

たものがある．五十嵐ら [7] は，画面のスクロールの
速さに合わせて自動で地図のスケールを変化させる手
法を提案した．Malacria [10] らは，画面上に円を描く
というなめらかな操作で地図の拡大縮小およびドラッ
グを実現するインターフェースを提案した．Robbins
ら [13] は閲覧画面を幾つかのエリアに分割し，それら

...

エリアを繰り返し選択することによりズームイン操
作を行うことを可能にする ZoneZoom と呼ばれる手

成する際の地図画像の縮尺を決定する．提案アルゴリ

法を提案した．一方で，これらの閲覧手法はユーザに

ズムでは，以下の式を用いてスケール値を評価する．

よる入力の情報のみを利用しており，閲覧する対象で

Scale(R) = max{T ype(R), Dist(R)}

ある地図のセマンティクスは無視されている．我々の
提案した RouteZoom アプリケーションは，ユーザイ

ただし R はルートセグメントを表す．

T ype(R) は 1) セグメントを含む道の種類 (高速道

ンタフェースは ZoneZoom の提案手法を基にしてい

路，国道，住宅地の道など)， 2) セグメントが POI

るが，一方で上記のズームすべき範囲をルート情報か

を含んでいるか否か (含んでいる場合，その種類も)，

ら自動抽出しているという点で従来手法と大きく異

の 2 つの要素によって定義されるスケール値を返す．

なる．

表 1 に定義の例を示す．ある道が地図中に描画される
か否かは，ビューのスケールとその道の種類に依存す

3 ルートツリーの生成アルゴリズム

るため，これを 1 つの基準としている．曲がり角や

本稿で提案するルートツリーの自動生成アルゴリ

分岐点などの POI を含むセグメントについては，詳

ズムは，オンラインのルート検索サービス [12] などか

細なビューで表示するため，より大きなスケール値を

ら得たルート情報を入力とし，ルートツリーを出力

付与する．POI の種類によってユーザにとっての重

とするものである．アルゴリズムは大きく分けて，ス

要度や可視化に必要なスケールは異なるため，スケー

ケール評価，初期ツリー生成，最適化の 3 つのステッ

ル値は POI の種類ごとに定義される．Dist(R) は隣

プをたどる (図 2)．以下の各節において，それぞれス
テップの詳細を述べる．
①スケール評価

3. 1 スケール評価
入力とするルート情報は，ルートの幾何的な形状や
各部分の道の種類，POI の位置やその種類などの情

②初期ツリー生成

報を含んでいる．ルートの形状は，緯度経度座標上の
ポリラインとして表現され，POI はポリライン上の
点として表される．アルゴリズムは，まずこのポリラ

③最適化

インを短い線分の断片に分割した上で，スケール値と
呼ばれる値を各断片に付与する．この断片をルートセ
グメントと呼ぶ．スケール値は，各ルートセグメント
を地図上で可視化するために必要最小限の地図のス
ケールを表す値であり，0 から 20 前後 (地図データに
より異なる) の整数で表される．この値はビューを生

図2

ルートツリー構築アルゴリズムの概要
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a. ルートの複製

b. セグメントの削除

81

を最小化することで最適化を行う．これによりツリー
全体のノード数および各ノードの表すビューのサイズ

複製されたルート

を調整する．

スケール値
小

3. 3. 1 評価関数

大

最適化の際に用いる評価関数は，以下の式で定義さ
c. ノード生成

d. 生成されたツリー

れる．

cost(t)

=

score(n)

=


∑  1015
 1/score(n)

(if score(n) ≤ 0)

(if score(n) > 0)
n∈t
α · nodesize(n) + β · childsize(n)

ただし，t はルートツリー，n はノードを表す．α
図3

初期ツリー構築

と β は重み付けのパラメタであり，現実装では等し
く 0.5 に設定している．

り合う POI 同士が描画されたビュー中で近づきすぎ

nodesize(n) はノードの表すビューの大きさに対

ないように設定された制約関数である．この関数は

する制約関数であり，childsize(n) は n の子ノード

与えられたルートセグメント R とその近隣の POI の

に対する制約関数である．α の重みを増やすと，各

距離に基づき，ビューの中で POI 同士の距離が一定

ノードの表すビューの大きさは均一になる一方，子

(例：30 ピクセル) 以上になるような最小のスケール

ノードが表す領域が親ノードのビューの中で占める大

値を返す．これにより，POI 間の位置関係をより明

きさが不均一になる．β を増やした場合は逆になる．

確にする．

nodesize(n) の定義を以下に示す．またそのグラフの

3. 2 初期ツリー生成
アルゴリズムは第 2 ステップとして，初期ツリーと
呼ばれるルートツリーの一種を生成する．図 3 に生
成手順の概要を示す．アルゴリズムはまず，それぞれ
のスケール値に対してセグメント化されたルートを
複製する (図 3-a)．次に，複製したそれぞれのルート
に対して，対応するスケール値より小さなスケール
値を持つルートセグメントを削除する操作を行う (図

3-b)．そして，連続したルートセグメント同士を接続

プロットを図 4 に示す．


exp(A · (s(n) − p · Mmax ))






(if s(n) < Mmin )




2
 exp(B · (s(n) − p · M
max ) + 1.0
nodesize(n) =

 (if Mmin ≤ s(n) ≤ Mmax )





exp(B · (s(n) − p · Mmax )2 + 1.0




 (if Mmax < s(n))

A = ln(a)/M, B = (a − 1.0)/M 2 , C = (b − 1.0)/M 2
M = Mmin − p · Mmax

し，対応するスケール値を付与してノードを作成する

(図 3-c)．最後に，各ノードをルートセグメントの集
合とみなし，その包含関係に基づいて枝で接続するこ

3. 3 最適化

return value

とで初期ツリーを生成する (図 3-d)．

nodesize(n)

1

a

b

0

-1

前ステップにおいて生成された初期ツリーは，ノー
ド数が過剰で，また各ノードの表すビューが非常に小
さく，実用性に乏しい．最終ステップとして，アルゴ
リズムは下記に定義されるツリー評価関数の評価値

Mmin

図4

view size

p・Mmax

nodesize(n) のグラフ

Mmax
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ただし，a，b，p は値域 [0.0, 1.0] のパラメータであ

a. 子ノードに統合

b. 隣接ノードに統合

c. スケール値 +1

d. セグメントの拡張

り，Mmin および Mmax は各ノードが表すべきビュー
の大きさの上限および下限を表すパラメータである．
なお，s(n) はノード n の表すビューの大きさを表す．
これらのパラメータは全てアプリケーション依存で
あり，アプリケーションによって違った値が設定され
る．目標とするビューのサイズは p · Mmax に設定さ
れ，Mmax を大幅に超過した場合は負の値をペナル
ティとして返す．

childsize(n) の定義を以下に示す．
childsize(n)
′

onechild(n )

1∑
onechild(n′ )
k
(
)
(Mmax /s′ (n′ ) − m)2
exp
2 · σ2

=
=

図5

最適化時に適用する操作

配列の各セルは初期ツリーのノードの 1 つと対応し，
その値は対応するノードに対して前述の 4 つの操作

ただし，k は n の子ノードの数，n′ は n の 1 つの
′

′

′

のいずれを適用するかを表している．この配列を先頭

子ノードを表す．s (n ) はノード n の表す領域が，

から走査し，初期ツリーの各ノードに対して操作を適

ノード n の表すビューの中で占める大きさを表す．こ

用していくことにより，適切なノード数とビューの大

の関数は子ノードの表す領域のサイズが，親ノードの

きさをもつルートツリーを初期ツリーから生成するこ

ビューにおいて Mmax の 1/m である時に最大値を返

とができる．操作の適用の過程で，操作対象のノード

し，1/m から離れるほどより小さな値を返す．これ

がそれより前の操作によって消えてしまっていた場合

により，親ノードのビューにおいて子ノードの表す領

は，その操作をスキップする．同一の初期ツリーのも

域が過度に大きすぎたり，逆に小さくなりすぎるのを

とでは，各操作配列は最終結果のルートツリーと一対

防ぐ．

一に対応していると言える．各操作配列の適応度は，

3. 3. 2 遺伝的アルゴリズムによる最適化

生成されたツリーのコストを評価関数で評価した結果

ツリーの最適化は遺伝的アルゴリズムを用いて行

の逆数とし，単純なルーレット選択を用いて次世代を

われる．基本的なアイディアは，以下の 4 つの操作を

生成する．交叉には一点交叉を用い，突然変異は配列

初期ツリーに繰り返し適用することで，ツリーのノー

の各要素を一定確率でランダムに変更する．評価関数

ド数を減らしつつ，各ノードの表すビューのサイズを

の詳細は次節にて述べる．遺伝的アルゴリズムは，1

大きくしていくというものである．

世代の個体数を S 個として，操作配列を第 I 世代ま

1. 対象ノードを子ノードに統合する操作 (図 5-a)

で最適化することによって最終結果となるツリーを生

2. 対象ノードを隣接するノードに統合する操作

成する．現実装では，S = 500, I = 1000 としている．

(図 5-b)
3. 対象ノードのスケール値を 1 増やす操作 (図 5-c)

4 ルートツリーの生成結果

4. 対象ノードの含むルートセグメントを前後に 5

図 6 に，前節で説明したアルゴリズムによって自

つ拡張する操作 (図 5-d)

動生成されたルートツリーの例を示す．この例にお

ルートツリーの最適化は，遺伝的アルゴリズムによ

いてはロンドンの郊外に位置する West Lodge Park

り「操作配列」と呼ばれる配列を最適化していくこと

Hotel から Hyde Park までの約 20km のルートを

で行われる．操作配列は，初期ツリーのノード数の定

階層化した結果を示している．図 6-a に入力となる

数倍 (現実装では 7 倍) の長さを持つ整数配列である．

ルート，図 6-b に生成結果の概要，図 6-c および図
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300px

d
c

300px

図6

a b
c d

300px
300px

ルートツリーの生成結果．(a) 入力とするルート．(b) 生成されたルートツリーの概要．(c)，(d) ツリーの部分拡大
図．なお，この図はデータ構造の内部表現を可視化したものであり，実際にユーザがみるものではない．

6d に生成結果の一部の拡大図を示す．生成において
は，a = 0.1，b = 0.0，p = 0.9，m = 5，σ = 1.0，

5 アプリケーション

Mmax = 300 × 300px，Mmin = 30 × 30px をパラ

本稿では，ルートツリーの応用例として，インタラ

メータとして設定した．結果においては，ルートが木

クティブなルートマップ閲覧システムである Route-

構造として構造化され，根がその全体を含むビューを

Zoom と，ルートマップの印刷のためのシステムであ

表している．各ビューにおいて分岐点が密集している

る TreePrint の 2 つのアプリケーションを提案する．

ところなど，より大きなスケールで可視化する必要が

以下，それぞれのアプリケーションの詳細と，機能を

ある部分については，子ノードとしてビューが生成さ

実現するためにルートツリーを生成する際に用いた

れ拡大されており，可視性が保たれている．これはス

評価関数の設計について述べる．

ケール評価の結果を反映したものになっている．
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5. 1 RouteZoom

RouteZoom アプリケーションの概要を図 7 に示

「Next」「Previous」ボタンを選択して，表示された
ルートに沿ってビューをスライドすることができる．

す．本アプリケーションのユーザインタフェースは，

地図のスケールや表示範囲はスマートズームと同様

広く地図閲覧に使われている従来の Pan&Zoom イ

に，スライド後適切に調整される．これら機能は従来

ンタフェースを拡張したものになっている (図 7-a)．

の操作方法の拡張として実装され，従来手法と組み合

RouteZoom には 2 つの主要な機能がある (図 7-b)．

わせることでより効果的な閲覧を実現する．

1 つ目は「スマートズーム」と呼ばれる機能である．

提案手法は従来手法に比べ，ユーザの目的とする

RouteZoom では，システムは自動でユーザがズーム

ルートマップ上の情報により簡単かつ少ないインタラ

インしたいであろうと思う範囲をメイン画面にサジェ

クションで，より素早く到達できると考えられる．具

ストする．ユーザはサジェストされた範囲を選択する

体的には 1) ドライブ前にルートの情報をある程度把

だけで，そのエリアの詳細なビューを得ることができ

握しておきたいとき，既知の部分 (自宅周辺など) は

る．ユーザはまた，画面の右下に表示されたコマンド

飛ばして自信がない部分に素早くアクセスできる，2)

ボタンを選択することによって，適切な表示範囲と

ドライブ中に現在地周辺の情報が気になった時，次の

スケールをもつビューへとズームアウトすることが

いくつかの交差点の概要や目印になるもの，それぞれ

できる．標準的な地図アプリケーションにおいては，

の交差点まで距離などの情報を素早く得ることがで

ユーザはズームインした後に手動で表示位置を調整

きる，3) モバイルデバイスを使用時に片手が塞がっ

する必要があるのに対して，この機能は地図のスケー

ていてマルチタッチジェスチャーが利用できないよう

ルだけでなく，その位置をも適宜調整することで適切

な時でも，指一本のタップのみによって快適にルート

なビューをユーザに提供することができるという点

マップを操作することができる，などの利点が考えら

が重要な違いである．2 つ目は「スマートスライド」

れる．

と呼ばれる機能である．ユーザは右下に表示された

(a) ユーザインタフェース

アプリケーションはまず対象のルートに対しルート
ツリーを生成する．生成に用いたパラメータは，図 6
で用いたものとほぼ同じだが，Mmax = 800 × 600px，

Mmin = 50 × 50px とした．これはアプリケーション
の実際のウィンドウの大きさに対応したものになって
いる．スマートズーム機能は，生成されたルートツ
リーの親子関係をトレースすることにより実現され
る．スマートスライド機能の実現にあたっては，アプ
リケーションはまず生成されたルートツリーを根か

(b) スマートズーム & スマートスライド

ら葉まで順番に走査し，ルート中に出現する全ての

POI について，それぞれの POI を含むノードに関連
付ける．スマートスライドのコマンドボタンが押さ
れた際，アプリケーションは現在のビューに隣接する

POI に関連付けられたノードを集め，それらノード
の中で現在のビューとスケール値が一番近いものを目
標ノードとする．現在のビューと目標ノードのスケー
ル値の差が 2 以下であれば，ビューをスケールしつつ
目標ノードにスライドする．スケール値の差が 3 以
上であった場合は，現在のビューのスケール値を保っ
図7

RouteZoom アプリケーションの概要
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たまま，隣接する POI の位置にそのままスライドす

示されるような印刷機能を実現することができる．最

る．これは，急激なズームイン・アウトによってユー

初のページにはルート全体のビューが印刷され，ルー

ザが混乱するのを防ぐための措置である．

トの各部分に対応する中間スケールのビューがナンバ
リングされた上地図画像中に示されている．ユーザは

5. 2 TreePrint

各ビューの番号から，ページの下半分に記されたペー

TreePrint は，ルートマップを 3 種類のスケール

ジを参照することにより，該当部分のより詳細な情報

に分けて印刷するためのアプリケーションである．

を閲覧することができる．

TreePrint は，ルート全体の概要を示すビュー，POI

従来の印刷手法と異なり，TreePrint アプリケー

レベルの詳細なビュー，そしてその中間のスケールの

ションでは，各ビューのスケールはそのビューに含ま

ビューの 3 種類の地図画像を生成する．各地図画像

れる情報に基づき最適化されている．このため従来手

のスケールは，地図に含まれる内容に合わせて適切に

法によく見られた 1) 似たようなビューがいくつも生

調整される．生成した地図画像を用いると，図 8 に

成される，2) ビューのスケールが小さすぎて情報が
得られない，などといった問題は発生しない．また，

(a) TreePrint Layout

中間スケールのビューの存在により，各 POI 間の位
置関係なども明確化され，次の POI までの距離や道
の形なども読み取ることができるようになっている．
ルート全体が長く，POI が一部に密集している場合
などこれらの情報は従来の手法では地図から読み取
ることが困難であったが，本手法ではそれを可能にし
ている．

RouteZoom と同様に，アプリケーションはまず対
象のルートに対しルートツリーを生成する．生成さ
れたツリーの根が全体のビュー，深さ 1 のノードが
中間スケールのビュー，深さ 2 のノードが POI レベ

(b) Google Maps Layout

ルの詳細なビューに対応する．生成パラメータとして

a = 0.1，b = 0.0，p = 0.9，m = 16，σ = 1.0 を設
定し，Mmax および Mmin には，各ノードの深さに
17. Turn left onto Brown St

18. Slight left at Kimball Ct

go 0.1 mi
total 19.2 mi

go 115 ft
total 19.2 mi

応じて異なった値を設定する．この値は前述の 3 種
類のビューそれぞれのサイズに対応させて定義する．

RouteZoom に比べて m が小さい理由は，クリックや
Unknown road

タップなどのインタラクションを必要としないため，
親ノードのビューにおいて子ノードの表す領域の大き
さをより小さくすることが可能で，またそれにより生
成される木の深さを減らすことができるためである．
生成されたルートツリーの葉の深さが全て 2 であ
れば，各ノードをその深さに応じてレイアウトする
図8

(a)TreePrint の出力結果を用いた印刷例および

(b)Google Maps との比較．なお，(b) の全体のビュー
中のマーカーは比較のため手動で加えたものである．

だけで印刷結果が生成されるように思える．一方で，
生成されたルートツリーの深さは必ずしも均一でな
く，また全ての POI が深さ 2 の詳細なビューに含ま
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れるとは限らない．詳細なビューに含まれない POI

に対する答えを探してもらう，というタスクを行なっ

があると，POI を順番に走査したいだけの時などに，

てもらった．質問の内容は各交差点の曲がり方や，そ

中間スケールのビューやルート全体のビューに戻る

れぞれの曲がり角の目印になるものなど，地図から

必要があり煩雑である．そこで，深さ 2 のノードに

の情報の読み取りを問うもので，回答は全て 4 択の

含まれない POI があった場合，その POI を含む深さ

選択式となっている．回答はセッションを単位として

2 のノードを強制的に生成する処理を施す．また，深

行われる．各セッションは 4 つの質問セットで構成さ

さ 3 以上のノードが生成されてしまった場合は，そ

れ，セットごとに 1 つのルートについての 5 項目の

の親をたどって深さ 2 のノードを削除することで木

質問がある．回答は専用のシステム (図 9) 上で行い，

の深さを減らし，最終的な深さを 2 以下に抑える処

回答までにかかった時間，地図とのインタラクション

理を施す．これらの操作により，全ての POI が詳細

の回数および時間，問題の正解率などの情報が記録さ

なビューに含まれることを保証し，またレイアウト

れる．量的実験の目的はこれらの情報について従来手

の一貫性を保つ．なお，長さ 30km 以下の中短距離

法と提案手法の比較を行うことである．

のルートの場合，多くの場合生成された木の深さは 2
前後で収まる．

被験者が各セッションを終了するごとに，質的評価
として，そのセッションで使用した手法について，被
験者に 7 段階のリッカート尺度を用いたアンケート

6 ユーザ評価実験

に答えてもらった．さらに，アンケート回答後に簡単

我々は RouteZoom に関して量的および質的評価実

なインタビューを行い，より多くの視点からのユーザ

験，TreePrint に関しては質的評価実験を行い，提案
手法と従来手法を比較した．

ビリティ評価を試みた．
図 10 に，実験の結果を示す．t 検定を用いた検証の
結果 (図 10-a)，回答までのインタラクション時間 (地

6. 1 RouteZoom

図の操作にかかった時間) やインタラクションの回数

RouteZoom の評価実験においては，16 名 (男性 12

(クリックやドラッグの回数) において，RouteZoom

名，女性 4 名) の被験者を対象とし，量的および質的

のほうが優位にあることがわかった．これは，提案手

な評価を行った．被験者は IT 企業の従業員であり，

法は従来手法に比べて，より少ないインタラクション

日常的にルートマップシステムを利用している．

コストでの情報収集が可能であることを示している．

実験においては，画面に表示されたルートに関して

一方で，地図の読解時間や回答選択の時間を含めた，

いくつか被験者に質問をし，RouteZoom および従来

トータルの回答時間や回答の正答率そのものには有

のマニュアルな地図操作 (ドラッグによる移動および

意差はみられなかった．トータルの解答時間に有意

マウスホイールまたはダブルクリックによるズーム

差が見られなかったのは，被験者が提案手法によって

のみ) のいずれかでルートマップを閲覧してその質問

削減された地図とのインタラクションの時間を質問
への回答時間に回しているためであると考えられる．
一方で，この回答時間の増加は必ずしも正答率に貢献
できておらず，これはユーザが質問に誤答する場合の
多くはルート情報に対する本質的な勘違いが原因で
あるためであることが考えられる．
質的評価のアンケート結果を図 10-b に示す．表中
の p 値はウィルコクソンの符号順位検定によるもの
である．アンケート結果は，被験者が全体的に従来

図9

ユーザ評価実験用システムの概観

手法より RouteZoom の方を好んでいることを示し

97
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図 10
の評価結果．エラーバーは 95%信頼区間を示している．

Q5$

Q6$

ており，特に RouteZoom はより「素早く」
「簡単に」

6. 2 TreePrint

ルートマップを閲覧できる方法であると評価してい

我々は TreePrint について，20 名の被験者 (男性

る．これは量的実験の結果として示した通り，インタ

16 名，女性 4 名) の被験者を対象とした質的評価を

ラクションコストを大きく削減したことが影響して

行った．各被験者は特定のルートを描いたルートマッ

いると考えられる．また，多くの被験者が既に従来の

プを見せられ，その提示するルート情報を 3 分以内

単純な Pan&Zoom の手法を使い慣れていると思われ

にできる限り理解するよう伝えられる．ルートマップ

る一方で，Q4 の結果は，従来手法と RouteZoom の

は従来の Google Maps (図 8) または TreePrint のレ

学習コストに大きな差はないことを示している．さ

イアウトのいずれかにしたがって描かれている．3 分

らに，被験者は従来手法より RouteZoom を将来的に

が経過した後，被験者は自分が今見たルートマップに

使って行きたいと表明している．

ついて，7 段階のリッカート尺度を用いたアンケート

アンケート後のインタビューにおいて，我々は「従

に答えてもらい，加えて簡単なインタビューを行う．

来手法より素早く操作できる」「正確に適切なビュー

被験者ごとに，これらの作業を Google Maps および

に移動できる」などの多くのポジティブなフィード

TreePrint のレイアウト両方について順番に行うこと

バックを得た．一方で，
「サジェストされたエリアが

により，評価を行った．順番は公平になるようにバラ

小さすぎて見づらいことがある」「サジェストされた

ンスをとった．

エリアが何を意味しているのか直観的でない」などと

図 11 にアンケートの結果を示す．表中の p 値は，

いった多くの今後改善していくべき点も指摘された．

RouteZoom の評価と同様にウィルコクソンの符号順

特筆すべきは，一部の被験者がスマートスライド機能

位検定によるものである．結果は，TreePrint レイア

を好んでいる一方で，該当機能を全く使わないユーザ

ウトは従来のレイアウトに比べ，POI 同士の位置関係

もいたことである．そのような被験者の多くは，いち

がより明確であり，また各 POI の詳細情報およびそ

いち右下のコマンドボタンに注意力を向けなければ

の周辺のコンテクスト情報両方についてより多くの情

ならない点が非効率だとコメントしている．この問題

報を提示していることを示している．すなわち，提案

点は何らかのショートカットキーを設定することで比

手法は従来手法に比べ，より多くの有用なルート情報

較的容易に解決できると考える．

を提供していると考えられる．結果はまた TreePrint
によるレイアウトは従来のものと同じくらい理解し
やすく，学習コストの増加もほとんどないことを示し
ている．
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図 11

TreePrint の評価結果．エラーバーは 95%信頼
区間を示している．

性を示した．
本稿では RouteZoom については量的評価実験を
行ったが，TreePrint についても，実際の利用におけ
る有効性を厳密に検証するためには，別途量的評価実
験が必要である．また，50km を超える長距離のルー
トなどで，生成された木が深くなった場合の適切な印
刷レイアウトのデザインなども今後の課題となって
いる．
現時点の実装では，最適化におよそ 10 秒から 20

アンケート後のインタビューからは，多くの被験者

秒程度の時間を必要とする (最適化を除いた処理コス

が TreePrint の中間スケールのビューを好んでいる

トは 1 秒以下である)．リアルタイムのナビゲーショ

ことがわかった．これについて被験者のコメントとし

ンシステムとの連動を考えると，最適化の時間コスト

ては「周辺の大雑把なルート状況が素早く把握でき

を少なくとも 5 秒以内に抑える必要があると考える．

るので，心の準備をするのにすごく役立つ」「２つの

一方，このようなアルゴリズムの高速化は，データ構

場所の間の距離感が明確になる」などがあった．従来

造の最適化や，最先端の進化計算アルゴリズム，およ

手法および提案手法ともに，POI 間の距離はテキス

び並列計算などを用いることによって十分実現可能で

トとして印刷されてはいるものの，このようなテキ

あると考える．

スト情報は地図による図示に比べて遥かに直観的で

謝辞 本研究の内容について多くの議論をしていた

はなくわかりづらい，というコメントもあり，地図に

だき，助言を与えてくださった五十嵐研究室のメン

よる距離感の明確化は大きなメリットになると考え

バーに感謝する．また，インターン期間中に多くのサ

られる．一方で，階層的なレイアウトの欠点を指摘す

ポートを頂いた陳黎勇氏 (Google) およびチームメン

るコメントもあった．例として，
「階層的なインデッ

バーに感謝する．

クスは目的の場所に辿り着くまでのスピードを遅く
する」「3 段階のスケールでの表示よりも 2 段階のほ
うがビュー同士の関係性がわかりやすい」などがあっ
た．レイアウトの単純さと提示する情報量はトレード
オフの関係にあるため致し方ない部分はあるものの，
より直観的でわかりやすいビューの同士の対応付けは
今後の研究課題の 1 つである．

7 まとめと今後の課題
本稿では，ルートツリーと呼ばれるルートマップの
階層化手法についての提案を行った．ルートツリー
は，ルート情報を把握するために必要な地図のビュー
を自動抽出することで，ユーザのルートに対する理解
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