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Abstract – It is said that an office worker spends 150 hours per year to look for their
documents and stationery. Searching an object in office or home is time-consuming even
if they are organized and stored in boxes with proper labels. This will be improved if we
have easy methods to identify contents of boxes. This paper proposes ease-of-use technique to create picture database about contents of boxes, and to browse them through
network. We have implemented a system to easily take pictures inside boxes and identify
them using an RFID reader and tags that are attached to the boxes. The system has
been deployed in our office and used in our daily activities to look for objects.
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1.

概要

オフィスや家庭において物探しをするのは大変であ
る．箱を使った収納は分類しやすく便利ではあるが，
ラベルを貼ったり中を開けて見て探すなど探し物を
する際には時間と労力がかかる．本研究では，ものが
入った箱の中身を撮影し，その写真と箱を自動でマッ
ピングし，簡単に閲覧できるシステムを提案する．本
システムでは，箱に RFID タグをあらかじめ取り付け
ている．箱の中身を撮影する際にタグを読み取ること
で箱の中身とタグの識別番号をマッピングする．ユー
ザは PC でこの写真データベースを閲覧することがで
き，どの箱に何が入っているのか簡単に知ることがで
きる．

広く活用されている収納方法である．しかし，箱の中
身を外部から手軽に確認する方法がないため，箱に入
れられた全ての物を把握しておくことは難しい．探し
物をする際には部屋中を動き回っていろいろな箱を覗
き込んだり物をかき分けたりと，煩雑かつ非効率的な
動きが多くなり，大変な手間がかかってしまう場合が
多い．
物探しの手間を減らすために，箱に物を片付ける際
にカテゴリーに分けてラベルを貼って整理することが
ある．しかし，カテゴリー分類は困難であり，面倒で
ある．２つのカテゴリーに属する物をどちらの箱に収
納すべきかという，いわゆる「こうもり問題」が発生
し，探し物をする場面でも複数のカテゴリーの箱を開
けてみる必要が生じる．また，カテゴリーの粒度を適

2.

はじめに

人がもの探しに費やす時間は長い．ビジネスパーソ
ンが書類や文房具など仕事に必要な物を探すのに要し
ている時間は年間 150 時間にも及ぶとも言われてい
る．[3] そこで，物探しの手間を減らす手法として，こ
れまで特定の物に RFID を取り付け，位置を確認でき
るようにしたり [6] ，ユーザが常にカメラを装着して身
の回りを録画する方法 [2] などが研究されている．し
かし，あらゆるところにタグを取り付けたり，常にカ
メラを装着したりするのは面倒で手間がかかるため，
一般ユーザが日常的に利用するのは困難であった．
本研究では，複数の小箱に物が収納されている状態
を前提に，箱の中の物探しを支援するシステムを考え
た．収納箱は多数の小物を分類して収納でき，外観も
すっきりするなどのメリットがあるため，一般的に幅
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正に決めるのは困難である．広汎なカテゴリー設定す
ると同じラベルをもった箱が複数できてしまい，探し
物作業に時間がかかってしまう．逆に，細分したカテ
ゴリーを設定すると，１つのカテゴリーに当てはまる
物の量が少なくて，空箱に近い状態になり，収納効率
が低下する結果になる．
また，取り出しにくい場所などに設置した箱は開け
る機会が少なくなりがちであり，その中に入っていた
物の存在を忘れてしまったり，しまった場所がわから
なくなったりして，結局同じ物を何度も買ってしまう
ことも少なくない．
そこで，箱の中の写真を簡単にデータベース化し，
そのデータベースを簡単に確認することができれば，
探し物をする時間を短縮できるだけでなく，片付けの
時間や，無駄な買い物を抑えることもできると考えた．
また，カテゴリー分類に依存しないシステムとするこ
とで，収納の効率を呼応上で切ると思われる．

3.

箱ブラウザ：収納箱の手軽な撮影と閲覧システム
そこで我々は収納箱の手軽な撮影と閲覧を実現する

ために「箱ブラウザ」システムを提案する．
本システムは，どの箱にどのような物が入っている
か簡単に撮影して写真データとして記録し，箱と写真
を自動でマッピングした後，web サーバで公開する．
本システムを使用して，ユーザは手軽に箱の中身を
データベース化し，どこからでも簡単に箱の中身を確
認することができる．

3. 1

システムの実装

本システムを実装するために収納棚の一角に箱の
中身を撮影するための固定した場所（撮影専用スペー
ス）を設け，そこにシステムを組み込んだ．部屋の決
まった場所で常時稼働するシステムとすることで，思
い立った時にいつでも撮影ができ，気軽に利用できる
と考えた．
本システムで制作した撮影専用スペースの外観を図

図 1 撮影専用スペースの外観
Fig. 1 the space for taking photoes

１に示す．棚の一部を改造し，上方の棚板にはカメラ
とライトを取り付けて，箱を置く下方の棚板の裏面に
は RFID リーダを取り付けた．ホストコンピュータと
して PC/AT 互換機マザーボード 1 は棚に組み込み，

RS-232 経由で RFID リーダ 2 を，また，USB 経由で
デジタルスチルカメラ 3 と，USB パラレル変換器 4 を
接続した．USB パラレル変換器には撮影指示のため
の押しボタンスイッチと撮影照明用のライトを接続し
た．OS には Ubuntu Linux 7.10 を使用し，カメラの
制御にはコマンドラインからの利用が可能でプログラ
ミングが容易であるという理由で capture 5 パッケー
ジを用いた．
それぞれの箱の内側底面には３桁の数字による識
別番号を割り振った RFID タグを取り付けた．また，
ユーザが見てその識別番号をすぐに認識できるよう，
箱には識別番号を書いておいた．

3. 2

写真の撮影

ユーザは撮影専用スペースに箱を置き，撮影用押し
ボタンスイッチを押して箱の中身を撮影する．この時
システムは箱底面の RFID タグを読み取り，撮影した
写真を箱にマッピングする．物の出し入れなど，箱の
中身に変更があった際にはその都度この場所に箱を持
ち込んで撮影を行い，写真データを更新する使い方を
想定している．ユーザが箱を置いて撮影スイッチを押
した後，次のステップで撮影が行われる．まず，プロ
グラムがスイッチ信号を受け取ると，照明用ライトが
1：CPU:インテル社 Celeron D
2：オムロン社 XM-25009，タグは同社 V700-D13P21
3：Canon 社 PowerShot A70
4：FTDI 社 FT245-RL
5：http://sourceforge.net/projects/capture

点灯する．その後，RFID リーダが箱の底面のタグを
読み取り，カメラを起動して撮影する．写真には日付
と秒単位の撮影時刻からなる名前をつけ，先ほど読み
取った識別番号に対応するディレクトリの下に写真を
保存する．

3. 3

写真の閲覧

撮影した写真は，本システムの web サーバ機能によ
りネットワーク上から閲覧できる．効率的な閲覧のた
めに，様々なサイズで箱の写真を表示するよう工夫し
た．まず，全体として効率を上げるため，サムネイル
表示の時点である程度箱の中身を把握できるよう，大
きめに表示すること，次に，たくさんの写真見やすく
配置し，スムーズに閲覧できることに配慮した．そこ
で本システムのブラウザには「なめらかアルバム 6 」
のような，マウスカーソルの速度に合わせたズーミン
グ操作を採用した．実際に作成したブラウザを図２に
示す．なめらかアルバムはサムネイルと大きな画像の
切り替えや，他の画像に切り替える操作や動きをなめ
らかにすることによって，たくさんの画像をシンプル
かつ少ない動作で見られる写真ブラウザである．
マウスカーソルの速度に合わせたズーミング操作を
使うと，サムネイルと大きな画面の切り替えをスムー
ズでシンプルに行うことができるため，写真の数が多
くなっても効率的に探索を行える．また，マウスのド
ラッグの具合に応じてサムネイルの大きさも変化する
ため，ユーザが見たいところのサムネイルは大きく，
6：http://sappari.org/na.html

図 2 実際に作成したブラウザ

Fig. 2 BoxBrowser
図 4 物探しに要した時間の比較
Fig. 4 Comparison of time required to look
for things

被験者５名の感想では，単に時間の短縮になることが
評価されただけでなく，高いところにある箱や重たい
箱をとったりしなくても座ったまま箱の中身を確認で
きる点も評価された．
図 3 ランダムに箱を配置した様子

Fig. 3 Boxes displayed at random

5.

運用

評価実験の結果を得て，複数の人が利用する大学の
研究室にて，日常的に物を探す際に本システムを継続

必要ないところのサムネイルは小さく表示できる．

4.
4. 1

評価実験

的に使用している．
初期準備として研究室内の箱に識別番号を割り振り，
箱には識別番号を分かりやすく記入しておいた．その

実験の概要

後，本システムを使って全ての箱の中身を撮影し，ど

箱の中に物を入れ，多数の箱の中から目的の物を探

こからでも閲覧できるようにした．

す実験を行った．この実験のために 46m の部屋の４

複数の人に，様々な場所から本システムを使用して

2

面に設置した棚に 60 個の箱を置いた．
（図３）使用し

もらった結果，おおむね好評であった．一方で，web

た箱は，幅，奥行き，高さがそれぞれ 35 × 27 × 15cm

ブラウザを開いて物を探すよりも箱にラベルを張るな

の箱が 30 個，35 × 27 × 30cm の箱が 30 個である．

どしたほうが探しやすいという意見が聞かれた．ブラ

被験者は 20 代前半の女性５名である．あらかじめ箱

ウザをいちいち立ち上げるのが面倒であることが一つ

には識別番号を割り振ったタグを取り付け，箱の外側

の原因であると考えられる．常時稼働状態にあるブラ

には識別番号のみを書いておいた．その後，箱の中に

ウザにより，解決できるかもしれない．また，研究室

物をしまって撮影し，部屋の棚にランダムに箱を配置

のように箱の中身を頻繁に出し入れする環境では，箱

した．実際に探してもらう目的物は毎回ランダムに選

から何か物を取り出したり，箱に何か入れたりする度

択し，被験者には言葉で探す物を説明した．被験者は

に写真を撮るのはやはり多少面倒であるという意見も

１回目の探索には本システムを使わず，１つ１つ箱を

あった．しかし，研究室から離れた場所から，研究室

あけて探してもらい，2 回目の探索には本システムを

にある箱の中身を確認できることは大変便利であると

使って探してもらった．１回目と 2 回目の目的の物を

いう意見もあった．また，箱に貼付けたラベルで探し

手にするまでの時間を計測し，比較した．また，被験

ても目的物が見つからなかった場合や，ラベルに書か

者に感想を述べてもらった．

れたどのカテゴリーにも当てはまらない物を探す場合

4. 2

評価実験の結果

など，目的物を探す手がかりがない場合は，たくさん

目的物を手にするまでの，１回目，2 回目の所要時

の箱を開けなくても，座ったままブラウザで他の箱の

間は，図４のようになった．この評価実験では，箱を

中身を確認できるのは便利であるということが確認で

１つ１つあけて目的の物を探すより，箱ブラウザで探

きた．自宅とオフィスなどで，複数の部屋を使ってい

した方が早く目的の物を見つける事ができた．また，

て，物をしまっている箱が分散して置かれている場合

にも，本システムが役に立つと考えられる．

6.

関連研究

7.

まとめと今後の予定

本研究では，複数の小箱に物が収納されている状態
を前提に，箱の中の物探しを支援するシステムを考え
た．そこで，箱の中身を簡単に撮影し，RFID を付け

これまでにも探し物を支援する研究は多くなされて
いる．
光による物探し支援システム [6] は，あらかじめ特
定の物にアクティブ RFID タグを取り付けておき，超
音波３次元位置計測器やアクティブ RFID リーダを用
いて位置を測定し，測定した位置がユーザにわかりや
すいよう，探し物のある付近にスポットライトを照射
するシステムである．また，I’m Here!:物探しを効率
化するウェアラブルシステム [2] は，ユーザが常にカ
メラを装着し，身の回りを録画することによって，探
している物を最後に把持していたシーンをユーザに確
認させ，その時点の体験を思い出す活動を支援するこ
とによって物探しを支援するシステムである．また，

Hide and Seek [1] は特定の物に赤外線受信機，スピー
カ，静電要領センサが搭載されたアクティブ ID タグ
を取り付け，登録名をマイクを通してユーザが発音す
ると，システムから目的物に対して赤外線信号が発信
され，アクティブ ID タグが音を発するシステムであ
る．また，物探し支援のための超音波を用いた誘導シ
ステム CoCo [7] は，あらゆるオブジェクトに加速度

た箱と中身の写真のマッピングを行い，ユーザがその
情報を簡単に閲覧できるシステム「箱ブラウザ」を提
案した．
評価実験の結果，全く手がかりのない状態では，本
システムを使用すると効率よく物探しができるという
ことが分かった．また，実際に研究室に設置し，日常
生活におけるもの探しに活用された．ここで指摘され
た，ラベルを貼る方式に比べた欠点を克服すべく，今
後改良していきたい．今回は，撮影場所を固定した実
装を行ったが，今後，手持ちのデジタルスチルカメラ
などによる撮影方法も取り込んでいきたい．
住宅内部での個人体験の常時受動閲覧による人の記
憶の拡張 [4] を提案している「記憶する住宅」では，個
人が「見たもの」「書いたもの」をスチル画像として
デジタル化し，その個人の住居内の種々の場所に設置
したディスプレイに常時スライドショー表示すること
で，個人の記憶拡張を試みている．本研究で撮り溜め
た写真データも同様に，スライドショーのように表示
し，何があるかをユーザにリマインドさせるようなア
プローチについても検討していきたいと考えている．

センサと位置センサをとりつけ，物の位置を容易に知
ることができる環境のもと，３次元位置センサと超指
向性スピーカを組み合わせたシステムで，超指向性ス
ピーカから放射される超音波を床に当て，その音を少
しずつずらして音の道筋を作ることでユーザを目的物
の方向へ誘導する．
これらの研究はいずれも「よく失くす物」，
「身の回
りの物」に着目しており，探せる物が限られてくる．
また，あらゆる物にタグを取り付けたり，常にカメラ
を装着する事は面倒で，実用性に欠けている．箱ブラ
ウザは，タグを取り付ける単位を箱にしたことで，箱
の中に入っているもの全てが対象となり，ユーザが覚
えきれないような多くの品物をシステム側で把握する
ことができる．

Strata Drawer [5] は，引き出しにしまわれた書類が
地層のように時間とともに積み上げられて行くことに
着目し，引き出しにカメラや高さセンサを組み込み，
収納物の写真と収納物の高さ情報を獲得して，時間軸
と地層の高さに基づいて収納物の画像を閲覧できるシ
ステムである．このシステムは１個の引き出しの中の
書類を対象としているが，本システムでは棚に多数置
かれた箱の中身を撮影することで１個の引き出しより
も大量の物品を対象とした物探しが可能である．
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