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Web ブラウザ上で動作可能な AR ナビゲーション機能を持つモバイル OPAC の開発
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要　旨

　　本研究では，大学図書館の利用促進を目的とし，利用者が探している図書を探す時間短縮を

行うための，AR ナビゲーション機能を持つモバイル OPAC を開発した。また，検索結果に書籍

の付加情報を表示するために，WebAPI の利用を行った。本システムは Web アプリケーションと

して開発し，Web ブラウザのみで動作可能としたため，スマートフォンの機種や OS を選ばずに

利用可能とした。これらにより，利用者は図書館の利用頻度に関係なく，目的の図書に素早く到

達できることが期待できる。そして実際に本システムを用いて県立広島大学広島キャンパス図書

館においてユーザテストを行い，本システムの有効性や問題点を検証した。

1．はじめに

　全国の大学において，大学生の「図書館離れ」が問題となっている [1][2]。その原因として，

1990年代以降のインターネットの普及により，図書館に足を運ばなくても情報を得ることができ

るようになったこと等が挙げられている。

　そのため，多くの大学図書館では，様々な取り組みを考案し，実施している。例えば館内のゾー

ン設定による飲食やディスカッションを可能にしたり，図書館脱出ゲームなどのイベントを実施

している [3][4]。これにより，図書館の入館者数が改善したケースなども報告されている。

　このような方策の一つに，書籍を短時間で効率よく発見する手法を考案し，導入している事例

が見られる。例えば，図書館の蔵書検索システム OPAC に対し，配架マップを表示する機能を

付加する [5]，AR（拡張現実感）を用いて書籍までナビゲーションを行うシステムなどを開発・

運用し，短時間で書籍を探し出すことを可能にするなどの試みがなされている [6][7][8]。

　しかし，前述した OPAC の機能の多くは，モバイル版の OPAC では利用することができない。

また先行事例で利用されている AR を用いたシステムの多くは， 各機種 ・ OS に対応したネイ

ティブ・アプリケーションであるため，開発時間やコストが発生する。また本学の現行の OPAC
においては，書籍を評価する情報や，配架マップの表示等の機能がないという問題点があり，特
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に本学広島キャンパスは図書館形状が独特であるという事情もある。

　そこで，本研究では Web ブラウザ上で動作可能な，AR ナビゲーション機能を持つモバイル

OPAC を，本学の広島キャンパス向けに開発する。これにより，個人のスマートフォンを用いて

素早く目的の書籍に辿り着けるようにし，学生の図書館の利用促進を図る。

2．Web ブラウザ対応の AR ナビゲーション機能を持つモバイル OPAC の開発

2．1　大学図書館の現状と問題

（1）近年の大学図書館における他大学の取り組みと問題

　大学生の図書館離れを解決するため，他大学では短時間で目的の書籍を探し出すことを目的に，

AR を用いた書籍ナビゲーションシステムや，OPAC の配架マップ機能などの開発を行っている。

しかし，これらには，モバイル端末で利用可能な機能が少ないことや，開発に多くのコストが必

要になるという問題がある。また，ほとんどの OPAC は，PC での利用が推奨されており，モバ

イル版の OPAC では配架マップ機能が利用できない。さらに機能や書籍情報が少ないため，図

書館を歩きながら OPAC を利用することが困難である。

　また，AR を用いた図書ナビゲーションシステムの多くは，スマートフォンのネイティブ・ア

プリケーションであるため， アプリケーションの公開のために登録や審査費用等がかかる。また，

機種や OS ごとにアプリを開発する必要があり，開発時間やコストがかかる。

（2）本学の図書館の現状

Fig. 1　県立広島大学　広島キャンパス図書館の形状（左）と3階の配架マップ（右）

　本学の図書館における書籍探索行動について，本学の学生を対象にアンケートを行ったとこ

ろ，75% の学生が図書館で書籍を探す際に，パソコンで OPAC を利用していると答えた。また，

図書館利用頻度の低い学生の半数が，図書館では「本を探すのが面倒」と回答した。そこで，本

学の OPAC について，利用者にインタビューを行ったところ，いくつかの問題点があることが

判明した。

　まず，本学の OPAC では，書籍の表紙画像や内容といった，利用者が書籍を選ぶ上で参考と

なるような書籍の評価をする情報がない。また，本学の OPAC では，書籍の分類記号を基に配

架場所を探す必要がある。しかし，視覚的に配架場所が分かるようなマップなどの機能がない。

　そこで本研究では，これらの問題点等を解決するために，本学の広島キャンパスの図書館向け

の Web ブラウザで動作する AR ナビゲーション機能付き OPAC の開発を行った。本学の広島キャ

ンパスは，一般的な図書館とは異なり，円筒状の特殊な形状をしている（Fig.1）。書棚は360度
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本に囲まれるように放射状に設置されており，中央の吹き抜けから全ての書棚が見える構造と

なっている。よって，通常の図書館のような入り組んだ書棚の構造よりも，AR ナビゲーション

に適していると考えられる。

2．2　開発したシステムの概要

　本システムは，利用者がモバイル端末を用いて，素早く目的の書籍に辿り着くためのシステム

である。本学の OPAC の問題点や，書籍探索における先行研究の問題点を踏まえ，WebAPI を用

いた OPAC の機能拡張と，AR を用いた配架書棚までのナビゲーション機能に重点を置いて開発

を行った。また，Web ブラウザで動作するため，機種・OS を問わず利用可能となる。

　WebAPI による OPAC の拡張機能では，複数の外部 WebAPI を用いることにより，検索結果に

おける書籍の付加情報の充実と，近隣図書館の蔵書情報の取得を目的とした。また，AR を用い

た配架書棚までのナビゲーション機能では，Web ブラウザのみで動作する AR 機能を用いて，検

索した書籍の配架書棚までのスムーズな到達のアシストを目的とした。

Fig. 2　本研究で開発したモバイル OPAC の処理の流れ

　開発したシステムの利用の流れを Fig.2に示す。まず，モバイル OPAC で書籍の検索を行うと，

図書館の書籍データを格納したデータベースから，検索条件に一致する書籍データを検索する。

もし，検索条件に一致する書籍があれば，WebAPI にアクセスし，取得した表紙画像等のデータ

を付加した書籍情報を表示する。そして，配架マップや AR を用いたナビゲーション機能を提供

し，視覚的に配架書棚まで案内を行う。また，検索条件に一致するデータが無い場合は，カーリ

ル API を用いて近隣図書館の蔵書を検索し，取り寄せが可能であることを表示する。

2．3　各機能の概要

（1）WebAPI による OPAC の機能拡張

　本機能は，様々な WebAPI を用いて，本システムで提供する書籍情報を充実させることを目

的とする。今回は GoogleBooks API，楽天ブックス API，OpenBD，カーリル API という 4 つの

WebAPI を利用した。まず，GoogleBooks，楽天ブックス，OpenBD が提供する API を用いて，

書籍画像や書籍内容を取得・表示する。利用者が OPAC で書籍検索を行うと，サーバに検索キー

ワードが送られる（Fig3中 1 ）。サーバは入力されたキーワードから，書籍データを格納したデー

タベースを用いて検索を行い（Fig3中 2 ，3 ），一致したデータの ISBN を元に，各 WebAPI にリ
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クエストを行う（Fig3中 4 ）。WebAPI に書籍データがあれば（Fig3中 5 ），受け取った書籍情報

を検索結果に付加して表示する（Fig3中 6 ）。

　もし，本学の図書館に蔵書が無い場合は，カーリル API を用いて，近隣図書館の蔵書検索を

行う機能を開発した。本システムでは，広島県立図書館と広島市立図書館の蔵書を検索，蔵書の

有無を取得・表示する。この機能により，近隣図書館に蔵書があれば，本学の図書館から，書籍

を取り寄せることが可能であることを通知できる。

Fig. 3　本システムと外部 WebAPI の関係

（2）AR を用いた配架書棚までのナビゲーション機能

　本機能は，AR を用いて配架書棚まで案内することで，短時間で書籍に辿り着くことを目的

として開発した。Web ブラウザ上で動作させるため，HTML でのカメラ画像の取得・表示に

WebRTC（Web Real-Time Communication）を用いた。カメラ画像の認識は，Javascript の OpenCV
ライブラリである cv.js[9] を利用し，カメラ画像から取得したマーカの識別には，Javascript の AR
ライブラリである aruco.js[10] を利用して開発を行った。

　各書棚に対して貼り付けた固有のマーカ（Fig.4）をカメラで認識することで，利用者の現在

地を特定する。現在地と配架書棚の位置関係をサーバ上で計算し，配架書棚までの方向と，いく

つ先の書棚であるかを画面上にリアルタイムにメッセージとして表示する（Fig.5）。

Fig. 4　利用した AR マーカと書棚への貼り付け
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Fig. 5　AR ナビゲーション画面（左）と，実際の表示例（右）

　例えば，23番の書棚に目的の書籍があり，利用者が19番の書棚にいるとする（Fig.5）。まず，

19番の書棚のマーカにカメラをかざすと，右の矢印と「 4 つ先の書棚にあります」と表示される

（Fig.5中 1 ）。この指示に従って進んでいくと，22番の書棚のマーカでは，右の矢印と，「 1 つ先

の書棚にあります」と表示される（Fig.5中 2 ）。さらに進み，23番の書棚のマーカにカメラをか

ざすと，「この書棚にあります」というメッセージと，本のイラストが表示される（Fig.5中 3 ）。

このように，利用者がどこの書棚にも掲示されているマーカをかざすと表示される AR 画面の指

示に従い進むだけで，目的の書棚に辿り着くことを可能とした。

3．ユーザテストの実施

3．1　ユーザテストの概要

　今回開発したモバイル OPAC の有効性を検証するため，県立広島大学の学生11名を被験者と

してユーザテストを行った。被験者ごとにランダムに指定した書籍を，本学の既存の OPAC と，

本研究で開発したモバイル OPAC を用いてそれぞれ 1 冊ずつ，計 2 冊探させ，書籍を見つける

までにかかった時間の比較を行った。この際，被験者には実験用の端末ではなく，個人の所有す

るスマートフォンを利用させた。実験の前後に，被験者に対してアンケート調査を行った。

3．2　実験結果

　実験の結果，被験者全員が既存の OPAC を利用したときよりも，モバイル OPAC を利用した

方が，平均約 2 分46秒早く書籍を見つけることができた（Fig.6）。特に 2 階の探索時間に大きな

差が見られたのは，　3　･ 　4　階は分類記号で書棚が分けられているが，　2 階は書籍の大きさや，期

間限定のコーナー等，分類の基準が複雑であるため，既存の OPAC では配架場所が分かりづら

いと考えられる。これに対し，モバイル OPAC を利用した際には配架マップや AR ナビゲーショ

ン機能を用いることで，書棚の配置を把握していなくても，短時間で書籍に辿り着くことができ

たのではないかと考えられる。
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Fig. 6　ユーザテストの様子（左）と，それぞれの OPAC の各階数の平均探索時間

　実験後に行ったアンケート調査では，「本学の OPAC に比べて書籍の配架場所は見つけやす

かったか」という質問に対し，約 9 割の被験者が「とても見つけやすかった」と回答した。その

理由として，AR や配架マップを用いることで配架場所が分かりやすかった，PC 版 OPAC と違

い PC が埋まっていて使えないということがない，配架場所をメモする手間が無い，などの点が

挙げられた。

　しかし，「AR で表示される文字は見やすかったか」，という質問では，約 4 割の利用者が「少

し見にくかった」と回答した。これはスマートフォンの画面の大きさに起因していると思われる

が，AR で表示される文字の大きさや色をもっと見やすくするよう改善が必要である。また，追

加を希望する機能として，利用者の貸出履歴，貸出期限等が分かる機能や，利用者に合わせた本

を勧める機能などが挙げられた。この対応には，マイページ機能を付加し，利用者個人に合わせ

た機能の追加が必要であろう。

4．おわりに

　本研究では，学生の図書館の利用促進を図ることを目的に，Web ブラウザ上で動作可能な AR
ナビゲーション機能を持つモバイル OPAC の開発を行った。外部 WebAPI を用いることで，より

充実した書籍情報を提供することが可能となった。また，配架マップや目的の図書が配架されて

いる書棚までの AR ナビゲーション機能を開発することにより，目的の書籍への到達時間の短縮

を試みた。

　そして，本学の学生を被験者として，本学の OPAC と本システムの書籍探索時間の比較を行

うためのユーザテストを行った。この結果，被験者の図書館利用の頻度に関わらず，全員の探索

時間を短縮することができた。また，実験後のアンケートからも本システムの有用性が確認でき

た。

　今後の課題として，スマートフォンの小さな画面に合わせ，AR のメッセージの表示を改善す

ることが挙げられる。また，利用者の貸出履歴や貸出期限を知らせるなど，マイページ機能の開

発が必要である。これらの機能の向上によって，学生のさらなる図書館利用の促進を図ることが

できると考える。また，図書館側は学生の利用動向の把握が容易になり，図書館の今後の運営に

役立てることが期待できる。
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