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1 背景

本プロジェクトは，公立はこだて未来大学に所属する

大学生 (以下，未来大生と呼ぶ)を対象とし，観光都市函

館で開催されるイベントへの参加を促すアプリケーショ

ンの設計と実装を目的とする．

　未来大学は，約 88 ％の人が道外からの出身者 [1] で

あるため函館の街の魅力について知らないと考えられ

る．そのため函館で開催されるイベントに関して詳しく

知っている人は少ないと考えられる．また，地元出身の

大学生でさえも知らない情報が多く存在している．そこ

で大学生が函館の街の魅力に気付き，行動を起こすには

どのようにしたら良いか考えシステムの設計および実装

を行った．

2 課題の設定と到達目標

前期は各自が調査した公共交通の問題や観光面で起き

ている問題について解決策の事例や報告書を基に議論を

行った．その議論からどういった問題があるのかをブレ

インストーミングし，重要なキーワードを抜き出しマイ

ンドマップの作成を行った．その結果，未来大生の半数

は道外出身であることから函館の魅力について知らない

のではないかという問題を発見した．函館の魅力を教え

るには我々自身が函館の魅力に気付いていなければなら

ない．しかし，一般的に未来大生は，函館の観光名所と

いった表層的な観光情報のみで，観光を支える食・イベ

ント・伝統・産業といった街の魅力を充分知らない．こ

のことから，函館の大学生は日常における街の魅力を知

らず，行動範囲が狭いのではないかという仮説を立て

た．この仮説を検証するためにインタビュー調査を行っ

た．調査を行う対象として，未来大生，教育大生の各 5

名に対しグループインタビューを実施した．ここでは，

大学生の行動範囲を把握するため日常生活と函館の魅力

について調査を行うこととした．

　さらに指導的立場の方へ酒を切り口に函館の魅力と大

学生の現状について調査した．調査を行う対象として，

公立はこだて未来大学中島学長，函館市青年センター仙

石センター長へインタビューを行った．インタビューを

実施した際，学生は積極的に行動し飲み会のような大人

の魅力を体感すべき場を経験すべきだと示唆を得た．さ

らに，大人の魅力を体感出来る場としてバル街への参加

を勧められた．実地調査として 6月 20日に開催された

大門バルに参加した．バル街は数件の店を飲食するイベ

ントのことである．参加した結果，バル街は様々な年代

の人と気軽に会話できる貴重な場である．しかし，未来

大生が参加するには勇気のいるイベントであることが考

えられた．そこで，未来大生をバル街へ参加させること

を支援するアプリケーションの開発を目標とした．

　後期は前期の調査を踏まえた上で，WEBサイトや携

帯アプリケーションの実装と評価を行うことを課題とし

た．前期で問題を明らかにするところまではできたが，

後期は提案したものを実装する予定であったが我々の分

析不足であったため，提案内容について話し合う必要が

あり，すぐ実装に至ることはできなかった．そのためも

う一度，我々が解決すべき問題に関して再定義するとこ

ろから後期は始めた．最終的には我々が作成した成果物

を基にフィードバックを得るところまでを到達目標と

した．

3 問題解決のプロセスとプロジェクトの成果

3.1 課題解決のプロセス

前期の調査から，分析，提案，後期の評価に至るまで

の流れを説明する．

調査と分析：各自で公共交通の問題についてディスカッ

ションを行った．その議論の中で重要なキーワードを抜

き出し，ブレインストーミングを行った結果から大学生

の行動範囲が狭いという仮説を立てた．そこで大学生の

行動範囲を調査するため，未来大生，教育大生に対しイ

ンタビューを実施した．インタビューは未来大生，教育



大生各 5名に対して行った．それぞれ学生に対しては，

学校と自宅以外で何をしているのか，ふだんとは違う

ちょっと贅沢な遊びはあるのか，学生以外の人と飲みに

行ったりするかなどを調査した．指導的立場の方 2 名

には，酒の魅力について，酒を楽しむ上でどういった知

識が必要か，酒の席での失敗・成功体験は何か，どんな

時にどういった人と飲むかなどを調査した．その調査結

果として，未来大生は車を利用しているのにもかかわら

ず必要最低限のことを身近な場所で済ませているのに対

し，教育大生は車通学が禁止されているのにもかかわら

ず自ら新たな発見を求めていることが分かった．考察と

して，教育大生は未来大生に比べて行動範囲が広く，函

館の魅力に気付くための行動力があると考えられた．ま

た，指導的立場の方から大人の魅力を体感できる場とし

てバル街に行ってみてはどうかというアドバイスをいた

だき，実地調査として大門バルに参加した．一店舗一店

舗はしごする楽しさや踏み込んだ大人の魅力を体感する

ことが出来る場であった．さらに調査したところ，教員

らも Facebookや Twitterなど SNS上でバル街に参加

しているのが目立っていることから，街の魅力に触れる

きっかけになり未来大生がバル街に参加するには良いと

考えられた．

中間発表から後期：中間発表では問題意識の設定から仮

説を立て調査を行い，そこから発見した問題に対する解

決策の提案を発表した．学生や教員から，結論に至るま

での流れや，調査対象の違いによる問題，調査の甘さが

指摘された．後期はそれらを踏まえた上で，問題設定の

し直しやシステムおよびサービスの実装と評価を行うこ

とにした．

提案の決定：後期の始めに班分けを行い，各班で問題

を議論した．企画班，遊び班，募集班の 3 つに分かれ

た．班に分かれた後，提案をそれぞれ行い，ペルソナを

作り発表した．推敲を行った結果，企画班と募集班が

FUN-BAR(ふんばる)開発班に，遊び班が I.T.A(Ideally

Trustful Avatar)開発班となり活動をした．

評価：FUN-BAR 開発班はあらかたの機能を開発する

ことが出来た．しかし，バル街の開催時期に合わせて開

発することが出来なかったほか，予定していた Twitter

との連携が出来なかった．I.T.A開発班は最終発表まで

に必要な工数を見積もった結果，完成形までに至らない

と判明したため一部の機能のみを実装することを目標と

した．また，支給されたアンドロイドタブレット端末の

バージョンの違いから，使用するはずだったタブレット

アクチュエータ Kubiとの一部の動作を完成させること

が出来ず，満足のいく結果に至らなかった．

3.2 プロジェクトの成果

後期は，前期の調査と中間発表でのレビュー，議論を

踏まえて未来大生の行動範囲を広げるためのシステムの

開発を行った．

　 FUN-BAR 開発班は，学生がバル街を楽しく参加で

きるアプリケーションの開発を行った．人から店，店か

ら人を探せる Person-Restaurant Social Network(PRS

ネットワーク)を提案し，それらを実現するために人と

店のつながり可視化システム「FUN-BAR(ふんばる)」

を開発した．具体的に PRSネットワークとは，ノード

と矢印を使い，どのユーザが多くのユーザにレビューを

見られているのかが分かるグラフや他のユーザが来店

した店を見る事ができるグラフを表現したものである．

(図 1)
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図 1 Person-Restaurant Social Networkとは

未来大生が FUN-BAR を利用することでバル街に参

加しやすくなるのではないかと考えている．現状の問

題として，バル街を知るきっかけが Facebookや Twit-

terなどから信頼できる情報を得る機会が少ないことで

ある．そこで分散している情報を一つに集約すること

で，知りたい情報が一目でわかるようにしたのが FUN-

BARである．

このアプリは大きく分けて 3 つの機能がある．「人と

店のつながりを可視化するグラフ描画作成機能」，「他の

ユーザが来店した店を可視化し足跡を表示する機能」，

「有益な情報を共有するためのツイート機能」である (図

2，3)．1つ目の機能は，ノードと矢印を用いて人と店の

つながりを可視化することである (図 2 右)．これによ
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りレビューに信憑性が生まれ，店選びに失敗しないよう

にすることが可能となる．2つ目の機能はノードと矢印

を用いて他のユーザが来店した店を可視化し足跡を表示

することである (図 2 左)．これにより教員など気にな

る人が訪れた店を参考に店を回ることでより大人の目線

に立ってバル街を楽しめる．3つ目の機能は，分散して

いる情報を集約し有益な情報を共有することである (図

3)．これは，未来大生は Twitterの利用者が多いことを

利用し，バル街に参加していない人にもバル街の情報を

伝えられる．

　 FUN-BARの 3つの機能がもたらす想定効果につい

ては，まず，これらの機能によって，大人や学生のつな

がりが拡大し，バル街の知名度が上がり，バル街に参加

する学生の増加が予想される．さらにたくさんあるバル

街の店から店選びをスムーズにさせ，函館の街の魅力を

知るきっかけになると考えられる．

　 FUN-BAR の使い方は以下の通りである．FUN-

BAR にアクセスすると，ユーザの情報を入力する画

面になる．Twitterと同様，自分の Twitterのユーザア

カウントとパスワードを入力するとサーバーにこれら

の情報が保存され使えるようになる．バル街の実施回数

と店を選択すると，その店の写真・情報と店で書かれた

ツイート内容，そして誰がどのツイートを参考にしてツ

イートしたかが分かる関係グラフが矢印とノードによっ

て表示される．図 2の左図は，想苑の店の写真と店情報

が表示され，その下には Twitterユーザを表したノード

が，矢印は誰がどのユーザのページを見たかが一目で分

かるようにしてある．例えば、グラフ中の yanagi さん

は多くのユーザに参考にされている．図 3はその店でツ

イートされた情報が集約されている．その店で書かれた

ツイート内容か関係グラフのノードをタップすると，選

択したユーザのツイートした内容と行った店が地図上に

表示される．図 2 の右図は，keiji さんが来店した店を

表示している．ここで，ツイートのボタンをタップする

とツイート画面に遷移する．今いる店とツイート内容を

入力するとツイートすることができる．この時，誰かの

ツイートを見た上でツイートをすると関係が生まれ，自

分のノードから参考になった人のノードへ矢印が引かれ

る．

　 I.T.A班は，一人でもバル街を楽しむことができるア

ンドロイドアプリケーションシステムの実装を行った．

一人でもバル街を楽しむためにバル街で寂しい思いをし

ないことが必要になる．そこで一人飲み専用対話型シス

テム「I.T.A(Ideally Trustful Avatar)」を作成した．

　このアプリケーションによって，バル街に一人では行

きにくいといった問題に着目し理想の虹嫁 (アニメ，マ

ンガ，ゲームなどの媒体)キャラクタとデートをするこ

とで一人飲みを 120%楽しむことができるようになると

考えている．前期の調査結果から現状の問題として，バ

ル街は未来大生が参加するには勇気のいるイベントであ

ると考察できたのでその手助けをできるようにしたのが

I.T.Aである．

　 I.T.Aはアンドロイドタブレットと Kubiと呼ばれる

タブレットアクチュエータを用いて動作する．Kubiは

傾きや視野角を遠隔操作によって調整でき，水平方向

には最大 300度回転，上下 90度まで傾けることができ

る．ばね仕掛けのアームで挟む形式により，ほぼすべて

のタブレットを縦向きもしくは横向きで支えることがで

きる．[2]

　 I.T.Aは大きく分けて 3つの機能がある．「いくつか

のモーションを持っているアバタを表示する機能」，「シ

ナリオ制御により自由にモーションの組み合わせをする

ことができる機能」，「シナリオ制御によってタブレット

アクチュエータの動作を同期させる機能」である．1つ

目の機能は，理想 (好み) のキャラクタを用いることで

ユーザとアバタに信頼関係を持たせることができる．2

つ目の機能は，ユーザの音声に対応したモーションを組

み合わせることにより擬似的な対話を実現することに

よって，あたかもユーザが一人であることを感じさせな

いようにすることができる．3つ目の機能は，ディスプ



レイに表示されたアバタモーションと Kubiの動作を同

期させることによって，モーションにリアリティを持た

せることができる．(図 4)

図 4 I.T.A動作例

I.T.A の 3 つの機能がもたらす想定効果については，

まず，一人ではバル街に行きにくい問題に対して，バル

街に参加しやすいよう一人でもバル街にいく勇気を与え

行動を促すことができると予想される．また，バル街に

参加するように促すことで街の魅力に徐々に触れるよう

になり，新たな函館の魅力の発見につながると考えられ

る．これらは，学生側にとっての予想される効果である

が，店側にとっても効果があると考えられる．学生が好

きなキャラクタと一緒に行動し，バル街に参加すること

で新たな客層（オタク）の獲得につながると考えられる．

　想定している I.T.Aの使い方は以下の通りである．バ

ル街が開催されている店に行き Kubiを設置後タブレッ

トをはめ，好きなキャラクターを選択する．ここでは 4

人，初音ミクを筆頭として，鏡音リン、鏡音レン、巡音

ルカと好きなキャラ選択することができる．アバタ選択

後，待機状態になりユーザからの「(選択したキャラクタ

の名前)，～だね」という発言を受け取ると「～」の部分

に対応した動作に遷移する．その動作が終了すると自動

的にアバタは待機状態になり次の動作を待つ．言葉と身

振り手振りのインタラクションによって対話に臨場感を

与えることが出来る．今回動作の例として，上目遣いや

考える動作，飲む動作，酔った動作などの約 22種類のア

バタモーションが実装されている．デモムービーを撮影

した際は Unityで一連のシナリオを作り，Kubiの動き

に関しては遠隔操作によって操作をして完成に至った．

4 今後の課題

　今後は 2月 4日に行われる秋葉原の課外発表会に向

けて，I.T.A と FUN-BAR のブラッシュアップを進め

ていく予定である．両者とも最終発表の段階で完成には

至っておらず，課外発表会まで，どこまで改良を進めて

いくのか実装の計画を具体的に決めていく必要がある．

実際にユーザに使ってもらい評価を受け取り，両システ

ムによって未来大生の行動範囲が広がることを確かめた

い．最終発表でのレビューでは，実際に使ってみたいと

いう意見や，使うには少し恥ずかしいといった意見が多

く聞かれたことから，実装できなかった部分や改良すべ

き部分を洗い出して実装していく予定である．

　この一年を通して我々に足りないものが多々あったと

感じている．その例として，スケジュール管理を行って

いたにもかかわらず計画的に物事を進めることが出来な

かったことや，発表会での事前準備が足りなかったこと

である．10 月末に市立函館高校がプロジェクト学習を

見学した際には事前準備が足りなかったために伝えた

かったことが伝えられず苦い経験を味わってしまった．

そのためにも来年度には事前準備などを怠らず，プロ

ジェクト学習でやっていることを伝えてほしいと考えて

いる．

　我々は来年度のプロジェクト学習の学生が今年度行っ

てきた内容を引き継ぐことを期待していない．本プロ

ジェクトは問題意識の設定から課題の設定，システムの

実装と評価まで一連のプロセスを学ぶことができると考

えている．この一連のプロセスを踏むことによって研究

するときの心構えや，どういったところに注意して物事

を進めるべきかなど学ぶことが出来るからだ．是非とも

来年度はユーザの評価まで行い，成果物が有効的である

ことを示してほしいと考えている．
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