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近年，水族館や科学館など教育展示施設において，デジタル技術やメディアを応用したインタラクティブ展示が，来館
者に楽しみながら学ばせるエデュテインメントへの効果が期待されるとして様々な展示施設で用いられている．しか
し，既存のインタラクティブ展示の多くは視覚情報を用いており，音や音楽を主軸においた展示や研究は少ない．本研

究では，本来の展示内容との共存や，来館者同士のコミュニケーション促進の観点から展示施設における音と音楽の利
用に着目し，来館者に音楽体験を提供するインタラクティブ展示を制作した．製作したシステムを実験及びデモ展示を
通して評価し，教育展示施設を対象としたサウンドインタラクションシステムを提案する． 
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1. 序論 

 近年，博物館を中心とした教育展示施設ではコレクショ

ンや研究内容を一方的に展示するだけではなく，来館者に

実際に体験させる，楽しみながら学ばせるといった，エデ

ュテイメントの考え方が重要視されている．その中で，来

館者に対し能動的な体験を提供する展示が盛んに行われて

おり，特に，デジタル技術を応用したインタラクティブ展

示は，従来の体験型展示に比べて導入や維持にかかるコス

トが少なく，水族館や科学館をはじめとした多くの展示施

設で取り入れられている[1]．一方で，既存のインタラクテ

ィブ展示に関する研究から，鑑賞体験の孤立や本来の展示

内容との共存が問題視されている[2-3]．  

 そこで，本研究では展示空間における音の利用に着目し

た．視覚情報が多くを占める現在の教育展示に対して，音

による演出を行うことは，従来の展示内容が持つ意図を強

調しながら効果的な演出を付加することが期待できる．さ

らに，音はその空間にいる全員が共有され，音楽体験の共

有はコミュニケーション促進効果も含むことから[4]，本来

の展示内容との共存と，鑑賞体験の質向上の両立が期待さ

れる． 

 幅広い層の来館者が集まる教育展示施設に適したインタ

ラクティブ展示を作成するために，本研究では水族館と科

学館の異なる展示施設を対象に，能動的な音楽体験を提供

することを目的に 2 つのシステムを製作した．これらのシ

ステムを実験，展示することで得られた評価から，教育展

示施設におけるサウンドインタラクションシステムに求め

られるデザインや，ユーザビリティを提案する． 

2. システムの実装 

 本研究では様々な種類の展示が混在する現在の教育展示

施設において，音楽を使った演出システムに適切なインタ

ラクションデザインを提案するために水族館展示と科学館

の天体展示を対象とした 2 つの音楽システムを制作した． 

2.1 水族館を対象としたシステム”AQUBE” 

 AQUBE は水族館の水槽を泳ぐ魚の動きを画像処理によ

ってリアルタイムで検出し[5]，特定の場所を魚が横切るこ

とで音が再生されるシステムである．ユーザが水槽の前に

3 色のカラーキューブを設置し，その上を展示生物が通過

すると予めカラーキューブに割当られていた音を生成する．

システムの全体図およびキューブ操作の様子を図１に示す． 

 

図 1 AQUBE の全体図およびキューブ操作の様子 

2.2 天体展示を対象としたシステム”StarBells” 

StarBells は天体が持つ情報を元にタッチ画面上に星空のア

ニメーションを描画し，描画された星をユーザがタッチす

ることで星の名前などの視覚的な情報が追加されると同時

に，星の情報を元に音が生成されるシステムである．シス

テム操作の様子を図１に示す． 

 

図 2 StarBells を操作する様子 



 

3. システム評価 

3.1 AQUBEの評価 

 本研究では，水族館における水槽展示を対象としたシス

テム AQUBE を研究会にて 2 回展示し，実際に体験した参

加者からフィードバックを得た． 

 2 回の展示を通して，参加者からは魚が音楽を奏でると

いうシステムのコンセプトや生成される音楽に対して，高

い評価を得ることができた．特に，調性や音階を制限した

音楽を提示したことにより，魚の動きという偶然性を多く

含みながらも生成される音楽に対して“きれい”，“落ち着

く”といった評価が得られた．また，展示中，参加者の多

くがキューブを積極的に配置しながら他の参加者たちと魚

や音楽について会話をしている様子が見られた．このこと

から AQUBE が提供している体験が，参加者同士のコミュ

ニケーションのきっかけとなっていると示唆される．  

 一方で，どの魚やキューブに反応して音が生成されてい

るのかわからないという，音によるフィードバックの不明

確さが指摘された．そこで，ユーザが配置したキューブと

生成される音楽の関係性を明確に確認できるよう，キュー

ブに LED を搭載し，視覚的なフィードバックを付与する改

良を行った． 

3.2 StarBellsの評価 

 本研究では科学館の星空展示を対象としたシステム

StarBells を被験者実験と展示による二つの方法で評価した．

StarBells はユーザが直接タッチパネルを操作して音楽を演

奏するという体験を提供しているため，AQUBE に比べて

さらに厳密なサウンドインタラクションが求められる．そ

のため，まず StarBells を用いた被験者実験を行い，システ

ムが提供する音のフィードバックが明確にユーザに示され

ているかを検証した． 

 被験者実験では，StarBells のプロトタイプをリアルタイ

ムに生成された音と，あらかじめ録音された音の 2 つの条

件下でシステムを 2 人 1 組で 2 分間ずつ使用させ，被験者

によるシステムの操作回数の測定および，主観評価を行っ

た． 

表 1 StarBells の評価実験結果 

 リアルタイム 録音音源 

 タッチ（回） GUI(回) タッチ(回) GUI(回) 

A1 52 8 50 26 

B1 119 3 122 4 

A2 44 0 83 6 

B2 47 2 59 3 

A3 46 0 34 0 

B3 65 4 43 6 

A4 109 1 120 0 

平均 68.86 2.57 73 6.43 

 

 システム操作回数の実験結果を表１に示す．被験者は 14

名７組で，2 分間の試行中，画面上に表示された星をタッ

チした回数と GUI をタッチした回数をそれぞれ測定した．  

タッチ回数および GUI の操作回数の測定結果に対し対に

なる 2 群間の T 検定を行ったところそれぞれ片側確率

p1 = 0.298，p2 = 0.087となり，5％水準で有意差は見られ

なかった．主観評価で被験者のほとんどが音提示条件の違

いに気づいていなかったことからも，プロトタイプのフィ

ードバックが不明確であったことを示唆している． 

 そこで，音生成と同期したアニメーションを付与したシ

ステムでデモ展示を行ったところ，展示参加者のほとんど

が星をタッチする入力と音の対応を確認していた．また，

星の情報を元に生成した音色や星の情報を参照することが

できることに対する高い評価を得ることができた． 

4. 結論 

 本研究では 2 つの異なる教育展示を対象としたインタラ

クションシステムを制作し，展示空間における能動的な音

楽体験の提供を目標にユーザによる評価を行った．どちら

のシステムも本来の展示が持つ情報を元に音楽を生成する

ことで，システムによる演出と既存展示との両立を目指し

た．その結果，多くのユーザから，システムのコンセプト

や生成される音楽に対して高い評価を得ることができた．

一方，音によるフィードバックでは入出力の対応をユーザ

に提示することは難しく，視覚など，複合的なフィードバ

ックを提示することが必要であることが明らかになった． 

 実際に複数の参加者がシステムを中心に魚や星などの既

存展示についてのコミュニケーションをしている様子も観

察された．これらの結果から，来館者が能動的に参加する

音楽体験を提供することで，展示空間のコミュニケーショ

ンや魅力の促進が可能であると考えられる．今後は，実際

の展示施設での応用を目指し，フィードバックの増強や，

システムの拡大を行っていくとともに，システムによる教

育効果の検証を行っていきたい． 
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