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概要：本研究は, 歩きスマホをせずに目的地に辿り着ける道案内ツールの提案と, 提案するツールの有効

性の検証を目的とする. 提案するツールはリストバンド型であり, 電子コンパスが搭載された「クリッ

プ」から向いている方角を認識し, 左右のリストバンドに付いた振動モーターで進行方向を, LEDライト

の色で目的地までの距離情報を伝える. 視覚情報を最小限に抑え, 主に触覚情報で道案内をしようと試み

た. 本研究では, 有効性の検証のためにプロトタイプを制作し, 実証実験を行った. 実証実験の結果, 提

案する道案内ツールの有効性が確認された. また, 歩きスマホと比べて周りの景色に注意を向けることが

可能になり, 人々の安全な歩行を実現できるという結論に至った.  
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1. はじめに 

日本人の方向感覚の鈍い人の割合は 40％で

あり[1], これまで多くのガイドブックや道

案内ツールが開発されてきた. 近年, Google

マップなどのスマートフォンを介したガイド

マップを頼りに目的地を探査することが主流

となっている. 一方で, スマートフォンの普

及に伴い, 歩きスマホが問題となっている. 

本研究では, 歩きスマホをせずに進路を把握

することができ, 安全な歩行を可能とする道

案内ツールの開発を試みた. 

 

2. 歩きスマホについて 

近年, 歩きスマホをやめるよう促す広告を

数多く見かける. 歩きスマホに係る事故は

年々増加傾向にあり[2], 歩きスマホの問題

は深刻化している. 歩きスマホの理由として, 

道案内ツールの使用が第 2 位を占めている

[3]. このことから, 歩きスマホをせずに目

的地を探査できるツールは, 歩きスマホの問

題を緩和するだろう. 

 

 

3. 先行研究 

先行研究には, 若林が提案する, 帽子のつ

ば部分に配置した LED により進行方向を示す

ツールのように[4], 視覚情報量を減少させ

ることにより安全な歩行を目指す研究がある. 

また, NTT ドコモが提案する, 捻られる「触

感」で進行方向を示すスティックデバイスの

ように[5], 触覚を用いた道案内ツールの研

究も進んでいる.  

 

4. 道案内ツールの提案 

本研究で提案するツールは, リストバンド

型の道案内ツールである. 道案内の方法は以

下の通りである. まず, ベルト部分に装着し

た電子コンパスが搭載された「クリップ」か

ら向き情報を入手する. 入手した情報を基に, 

振動モーターで進行方向を伝える. 右に曲が

る場合は, 右側の振動モーターが振動し, 左

に曲がる場合は左側の振動モーターが振動す

る. 振動パターンは「小刻みな振動」と「長

い振動」の 2種類ある. 曲がる地点に近づく

と「小刻みな振動」が開始され, 曲がり角に

到着すると「長い振動」に切り替わり, 曲が



り終わると振動は停止する. また, 道を間違

えると両側の振動モーターで「長い振動」が

開始され, 向きを変えると停止する. ゴール

地点では両側の振動モーターが小刻みな振動

を 8回繰り返す.  

また, LED ライトの色で目的地までの距離

情報を伝える. スタート地点では赤色に光り、

ゴール地点に近づくに連れて暖色系の色から

寒色系の色に変化し、ゴール地点では青色に

光る。ユーザーは色を何段階で変化させるか

を設定することができる. 例えば 4 段階に変

化するように設定した場合, スタート地点で

赤, 1/3地点で黄, 2/3地点で緑, ゴール地

点で青に色が変化する. 目的地にどの程度近

づいたかが一目で分かるようになっている.  

提案するツールのイメージ図を図 1 に示す.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 提案するツールのイメージ図 

 

5. プロトタイプを使用した実証実験 

本研究では, プロトタイプを作成し, 実証

実験を行うことで, 提案するツールの有効性

を検証した. プロトタイプは, 小型 Wi-fiモ

ジュール ESPr Developerを Arduinoのマイコ

ンとして動かすことで Wi-fi 通信を実現し, 

スマートフォン上で振動モーターや LED ライ

トを遠隔操作した. 振動モーターは左右それ

ぞれの小刻みな振動(5 秒間)と長い振動, 道

を間違った時の両側の長い振動, 目的地到着

時の両側の小刻みな振動(8 回)ができるよう

にプログラムした. フルカラーLED ライトは

「赤, 黄, 緑, 青」の 4段階で変えられるよ

うにプログラムした.  

実験は 2 種類行った. 1 つ目の実験では, 

どの程度複雑な道まで案内可能かを検証した. 

2 つ目の実験では, 地図を把握した上で道案

内ツールを使用した際に, 目的地到着の補助

をする役割があるかを検証した.  

1 つ目の実験では, 五叉路以上の道や道の

間隔が狭いところでのスムーズな歩行は困難

であることが分かった. 同時に, 複雑な道で

も時間をかければ目的地に辿り着けるという

ことが分かった. 2つ目の実験では, 有効性

があることを示すことができた. また, 提案

した道案内ツールは周囲の景色を見ることを

容易にし, 人々の安全な歩行を実現できると

いう結論に至った.  

 

6. おわりに 

今後の展望として, 間違えた道に入っても, 

その道から最短ルートを検索し直す機能を付

けたり, 更に分かりやすく指示を出す方法を

研究したりすることで, より便利なツールに

改善していきたい.  
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電子コンパス搭載のクリップ 

(向いている方角の情報を入手) 

目的地に近づくに連れて 

LEDライトの色が変化する 

(4段階の場合, 赤→黄→緑→青) 

 

進行方向側の 

振動モーターが振動 


