
ARを用いた教材の開発 

所属 山下研究室 

指導教員 山下茂 

発表者 池村 優哉 

2013年度 情報教育コース 卒業研究 中間発表 



目次 
§開発概要 
 
§開発環境について 
 
§これまでの取り組み 
 
§Google Mapの表示について 
 
§実行画面 
 
§今後取り組む事項 
 
§開発環境 
 
§参考文献 



開発概要 

 ロケーション型ARを

管理者が作成する
ことができるソフト 



 

 

 

 

学校の近辺にある
生物の多様性マッ
プが作れる！！ 

社会科見学のときに
役に立つ！！ 

地域の歴史につい
て知ることができる
マップが作れる！！ 

各地域や教科、分野に合わせた 
オリジナルの教材を作ることができる 

理科の先生 

社会の先生 

①生徒がICTを身近に感じる 
 

②学習内容への関心が高まり、定着が促進 
 

２つの効果が期待される 



開発概要～起動画面～ 

教育福祉科学部では、
「福祉の心と実践性」
をキーワードとし、こ
どもを支援できる質の
高い教員、時代に対
応し地域の文化創造
に貢献できる人材、
生き甲斐をもち健や
かに共に生きる社会
を目指す人材の養成
に取り組んでいます 

(出典：大分大学HP 
http://www.ed.oita-

u.ac.jp/) 
 
 削除 非表示 

ARタグをユーザーが
作ることができる 

http://www.ed.oita-u.ac.jp/
http://www.ed.oita-u.ac.jp/
http://www.ed.oita-u.ac.jp/
http://www.ed.oita-u.ac.jp/


開発概要～地図画面～ 

教育福祉科学部では、
「福祉の心と実践性」を
キーワードとし、こども
を支援できる質の高い
教員、時代に対応し地
域の文化創造に貢献で
きる人材、生き甲斐をも
ち健やかに共に生きる
社会を目指す人材の養
成に取り組んでいます 

(出典：大分大学HP 
http://www.ed.oita-

u.ac.jp/) 

削除 非表示 

現在位置 

http://www.ed.oita-u.ac.jp/
http://www.ed.oita-u.ac.jp/
http://www.ed.oita-u.ac.jp/
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開発概要 
～ARタグの作成方法～ 



 

位置情報 

画像の参照 

説明文 

決定 

ＡＲ 

ＭＡＰ 

現在地 

位置情報が入力される 

タイトル 



開発概要 
～ARタグの作成方法～ 

金閣寺 

GPS機能を用いることによって
自分が作りたい場所にARタグ
を作成することができる。 



ARタグの作成方法 

金閣寺 



管理者のフローチャート 
起動 

位置情報 
取り込み 

AR作成 

DBに格納 

終了 

カメラ起動 



使用者のフローチャート 
起動 

終了 

地図起動 

カメラ起動 

AR表示 

位置情報 
取り込み 



開発環境について 

 

 

 

Eclipse ADT AndroidSDK  

研究の目的がARの作成のため 
WINDOWSのデスクトップで開発を行い 
エミュレーターで動かすことができる。 

なぜJAVA?? 



これまでの取り組み 

7月 ・開発環境(Eclipse, 
SDK,ADT)の導入 

8月 ・Javaの学習 

9月 ・GPSセンサーの学習 
・Google Mapの表示 

10月 ・Cameraの起動 
・ARタグの表示 



Google Mapの表示 

Google MapsAPI

が新しいバー
ジョンになり 

従来の方法だと
APIキーの取得
ができないため。 

起動は出来るが 
MAPが表示されない！！ 

Google Developerにアクセスし、 
フィンガープリントを提出することで 

APIキーが取得することができる 



実行画面 

 

ARタグ 

作成画面 



ARタグについて 
現在位置の取得 
public class GPSARApp extends Activity 

implements 
SensorEventListener, LocationListener{  
private LocationManager locationManager;  
private GeoPoint geoPoint;  
private GeomagneticField geomagneticField;  

問題点：登録した地点とまったく同じ場所に来ないと 
表示することができない！！ 

緯度：33.177112 
経度：131.605718 

最終発表までに・・・ 
・ARタグが表示される範囲を広くする 
・登録した地点までの距離を示す 



ARタグ作成画面 

タイトルを入力し決定ボタンを押すとARタグが作成される。 

if (editText.getText().toString().equals("")) {  
Toast.makeText(this, "テキストを入力してください", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 } else if (geoPoint == null) {  
Toast.makeText(this, "位置情報が取得できません", Toast.LENGTH_LONG).show();  
} else {  
ContentValues values = new ContentValues();  
values.put("info", editText.getText().toString());  
values.put("latitude", geoPoint.getLatitudeE6());  
values.put("longitude", geoPoint.getLongitudeE6());  
db.insert(DB_TABLE, "", values);  
cursor = db.query(DB_TABLE, new String[] { "info", "latitude", "longitude" }, null, null, null, 
null, null); arView.readTable(cursor); cursor.close(); editText.setText(""); 
Toast.makeText(this, "テキストが登録されました", Toast.LENGTH_LONG).show(); } }  



ARタグの作成 

テキストを入力して
ください 

現在位置
情報取り
組み 

本文入力 

DBに格納 

位置情報が取得でき
ません 

テキストが 
登録されました 

if(editText.getText().toString().
equals("")) {  
Toast.makeText(this, "テキスト
を入力してください", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 } else if (geoPoint == null) {  
Toast.makeText(this, "位置情報
が取得できません", 
Toast.LENGTH_LONG).show();  

} else {  
ContentValues values = new 
ContentValues();  
values.put("info", 
editText.getText().toString());  
values.put("latitude", 
geoPoint.getLatitudeE6());  
values.put("longitude", 
geoPoint.getLongitudeE6());  
db.insert(DB_TABLE, "", values);  
cursor = db.query(DB_TABLE, new 
String[] { "info", "latitude", 
"longitude" }, null, null, null, null, 
null); arView.readTable(cursor); 
cursor.close(); 
editText.setText("");  

Toast.makeText(this, "テキスト
が登録されました", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); } }  



今後取り組む事項 
・目標物への距離の表示 

 

・AR教材の作成システムの取り組み 

（ARタグの作成画面の開発） 

 

・Google Mapの表示、ARタグの連動 

(javaでの開発が困難な場合HTMLで作成しブラウ
ザ上での表示を行う) 

 

・UIの検討 

 



開発環境 

OS Windows  7 

言語 Java 

開発環境 Eclipse 
Android Development Tools(ADT) 
Android (SDK) 



参考文献 

@ITいまさら聞けないAR（拡張現実）の基礎知識 

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1109/26/news136.html 

AR（拡張現実）の成長の勢いは止まらない 

http://wizbiz.jp/MagazineArticle.do?magazineid=4&articleno=38 

・[Java] Google Maps Android API v2 を利用して地図を表示する 

http://www.ipentec.com/document/document.aspx?page=android-google-maps-
android-api-v2&culture=ja-jp 

Ajax Tower IT技術の取得を目指す方向けの学習サイト 

http://www.ajaxtower.jp/googlemaps/charset/index1.html 

SoftBankスマートフォンサービス開発支援サイト 

https://www.support.softbankmobile.co.jp/partner_st/home_tech9/column10-
1.cfm 

Androidアプリ位置情報プログラミング 

CLINKS株式会社 
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