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序章 

1 

序章  

 

「作品」は「表現」することと「鑑賞」することから成り立っている．「表

現」は，「鑑賞」があって初めて「作品」となる．鑑賞は，作品を「みる」と

いう行為から始められ，固定観念にとらわれることなく，感じたことを自分の

知識や経験を通して自由に考え，作品のもつ意味を解釈し，その思考を表現す

る創造的なプロセスでもある．鑑賞は知識の集積というよりは，みる人の経験

や好みにも依存する個人的な行為である．また，作品と向かい合い，対話する

ことは，自分自身と対峙し，みつめることにも繋がる．みることが，豊かな感

じ方やさまざまな見方を知るきっかけであり，作品と対峙する創造性への出発

点である． 

美術鑑賞プログラムの実践家であるアメリア・アレナスは，以下のように記

している． 

 

アートはつねに、そこにないものを語っている。そしてアートの意味と

は、作品が「枠」で取り囲んだ、しっかりと捕まえていなければ今にも

逃げ去っていくようなものにたいする、私たち自身の直観のなかに存在

する。（中略）鑑賞者ひとりひとりに可能な体験を囲んだ「枠」なのだ。

これは古今を問わず、あらゆるアートについてあてはまる真理である。             

（アレナス 1998, pp.190-191） 

 

つまり，美術はかなりの部分を個人の鑑賞に依存する．美術と対峙し，みる

ことによって，鑑賞者の心の中に生まれるものの入口が美術である．また，ア

レナスは以下のようにも書いている． 

 

美術とは私たちが多かれ少なかれ思い通りに、好みや能力、そして経験

にしたがって、点けたり消したりできる装置である。 

（アレナス 2001, p.40） 
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同じ作品をみても，みる人それぞれ美術から得るもの，心に生まれ育つもの

は異なる．美術鑑賞は本来，作品をみることからそれぞれの知識や経験を通し

て考えることである．みる人の思いや考えはさまざまであり，各人が解釈する

作品の意味は自ずと異なる．鑑賞は，作品をみることによって印象を受け止め，

得られたそれぞれの思考を表現する行為である． 

さらに，アレナスは，鑑賞教育のヒントとして，以下のように記している． 

 

美術鑑賞は観察力を高め、つぎにそうした観察を系統立てて思考にまと

める能力を、そして思考を言葉で表現する力を育てる。（中略）つぎつ

ぎと新しいことを考え、推測の正しさを試す作業をくり返すうちに、問

題を解決する能力も高まり、（後略） 

（アレナス 2001, pp.151-156） 

 

以上のように，美術鑑賞は受動的な行為として受け取られる場合が多いが，

本来は，作品と向き合い，よくみることによって作品の印象を感じ，考えたこ

とをまとめ，表現する創造的な行為である．美術鑑賞は情操教育にとどまらず，

みることにより観察力を高め，感じとった情報を分析し思考にまとめる力を向

上させ，まとめた思考を表現する力を育てる可能性をもっている． 

 

 

１章 研究の背景と目的 

 

1.1 研究の背景 

 

⑴ 美術館における鑑賞支援の必要性 

美術作品を鑑賞するための場として代表的なのは美術館である．一般的に，

美術館は，博物館と区別して捉えられているが，国際博物館会議 International 

Council of Museums （以下，ICOM）や日本の博物館法においては，美術館

は「博物館（Museum）」に含まれる． 

以下に「博物館」の定義についてまとめる． 
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ICOMでは，「博物館」は以下のように定義されている． 

 

"A museum is a non-profit making, permanent institution in the service 

of society and of its development, and open to the public, which 

acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for 

purposes of study, education and enjoyment, material evidence of 

people and their environment. (...)" 

 

また，日本における博物館法では，以下のように定義されている． 

 

「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を

収集し、保管（育成を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下

に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に

資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研

究をすることを目的とする機関（後略） 

（博物館法第1章総則第2条） 

 

「博物館」には，「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に・・」とあるよ

うに，歴史博物館，美術館，科学館，水族館，動物園，植物園などが含まれ，

美術館は，「芸術」の分野に関する「博物館」の一つである． 

次に，美術館と他の博物館において，来館者が展示物をみる時の特徴を比較

する．どの「博物館」も，来館者に，みて，考えさせることが目標ではあるが，

展示物の見方には相違がある．博物館では，展示物の観察をおこない，正確な

知識を得ることが主な目的である．展示してあるものが，何時，どこで，誰に

よって，どのように使用されるのか，また，生物ならば，どのような環境でど

のように生息しているかなども含め，展示物は知識を得るための媒体としての

役割を担っている．一方，美術館では作品の鑑賞が主な目的であり，それは知

識を集積することだけではない．作品そのものをみて，感じ，その人なりに理

解し，味わい，思いをめぐらす．作品は，自分自身をみつめ理解するための鏡

であり，創造性への媒体でもある．そのため，展示におけるキャプションの位
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置に違いがある．博物館では，わかりやすさが優先され，展示物の上にキャプ

ション[1-1]や音声解説用のナンバーが載せられる場合がある．しかし，美術館で

は，展示物そのものの鑑賞が優先されるため，壁面や空間が作品の一部となる

ような現代美術や彫刻等の立体作品の場合は特に，キャプションは鑑賞の阻害

とならない視野の外に距離をおいて設置される． 

日本の首都圏にある美術館と博物館を合わせた492館を対象とした調査をも

とに，美術館の現状が他の博物館とどのように異なるのかをみてみる．この調

査は対象となった館を，美術館，歴史博物館，科学博物館，資料館，その他の

５館に分類し，その内，数の多い美術館，歴史博物館，科学博物館の３館を比

較している．それぞれの館に対し，３年前と比較した来館者数の増減を尋ねて

いるが，入館者数が「増えている」と回答した割合が最も高いのは科学博物館

で52.2％であった．一方，「減っている」と回答した割合が最も高いのは美術

館で36.1％だった．また，「博物館」にはいくつかの機能があるが，「どのよ

うな機能を最も重視しているか」という質問に対して，科学博物館では，「教

育普及」という回答が最も多く34.8％，次いで「資料の展示・企画」が30.4％

となっている．それに対し，美術館では，「資料の展示・企画」という回答が

最も多く58.1％，「教育普及」という回答はわずか3.2％に留まっていた（第

一生命経済研究所 2006）． 

以上のように，美術館は他の博物館と比較した場合，来館者が減少している

館の割合が多く，最も重視している機能として教育普及をあげる館の割合が極

めて低い． 

そもそも，教育普及は「一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な

説明、助言、指導等を行い、（後略）」（博物館法 第３条３）とあるように，

館の事業の一部としてあげられている． 

学校教育における鑑賞についてみてみる．日本における美術教育は，従来，

表現が中心であったが，鑑賞も重要となり，文部科学省学習指導要領において，

現在では両面から教育の目標が提示されている．1998年告示の文部科学省学習

指導要領における改定では，「（前略）博物館等の社会教育施設や社会教育関

係団体等の各種団体との連携（後略）」（中学校学習指導要領-第２章 各教科-

第６節 美術）と記され，学校と地域の美術館との連携による積極的な鑑賞が

[1-1] 

キャプションとは，展覧会場におい

て，作品の横などわかりやすい位置

に，作者名，生没年，作品名，制作

年などの情報を記載した札である． 
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奨励され，学校行事として美術館見学がおこなわれ始めている．たとえば，石

川県の金沢21世紀美術館では，開館前から６年間にわたって，美術館で展開す

るプログラムを地域の小学校などを会場に実施していた．さらに，開館後は市

内の小中学生全員を館に招くとともに，来館した子どもが，再度家族を連れて

館を案内することを促進するような仕組みをつくるなどの活動をおこなって

いる（文部科学省 平成17年版文部科学白書第1部第2章第2節6）． 

このように，学校教育における鑑賞教育の普及には，美術館の働きが重要で

ある． 

一方で，インスタレーションやメディアアートなども含め，美術作品の表現

が多様化[1-2]することにより，美術館に来館する機会が少なく，作品に親しむ機

会の少ない鑑賞者には，さらに作品の理解が難しくなっている．そのため，自

分自身で作品を理解するのではなく，作品に対する専門家の見解を受け入れる

だけにとどまる受動的な鑑賞となる場合が多くなる．鑑賞者が作品を観察し，

考える行為に至るためには，作品に対する既成の知識や概念を押し付け，受動

的な行為に止めてしまうのではなく，鑑賞者が感覚を働かせ作品をみる時の手

助けをし，作品を解釈するために考えようとする思考を支援し，創造的で能動

的な行為となるように導くことが重要なのである． 

このように，美術館では「教育普及」を重視している館の割合が少ない状況

がある中で，学校行事として美術館見学がおこなわれ始め，教育普及の重要性

が見直されてきた．さらに，作品表現が多様化し作品の解釈が難しくなってき

ている現状があり，作品鑑賞の経験が少ない人に対する鑑賞支援が，益々必要

となっている． 

 

⑵ 美術館での鑑賞支援の現状 

教育普及の一環として，近年，美術館において，従来のキャプションや解説

パネル[1-3]のほかに，セルフガイド，ギャラリートーク，音声ガイドなどの鑑賞

支援がおこなわれている． 

文字や静止画像で構成が可能な紙媒体の鑑賞支援は，キャプションや解説パ

ネルのように会場に設置されるものと，各個人で利用するセルフガイドに大別

され使用されている．セルフガイドは，作品について理解を深めるための補助

[1-2] 

多木浩二らが編集した日本近現代美術

史事典では，絵画，版画，彫刻，イン

スタレーション，パフォーマンス，メ

ディアアート（芸術とテクノロジー）

について述べ，写真や音楽なども含め，

現在の美術が横断的で多様化している

ことを記している（多木・藤枝編 

2007，pp.134-141）． 

[1-3] 

解説パネルには，展覧会の趣旨説明や

あいさつ，年表，各コーナーの趣旨説

明，各作品の解説等があり，会場やコ

ーナーの入口，各作品の横などに設置

される． 
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手段として用意された紙媒体の解説で，会場で入手し持ち帰ることができるも

のと，利用した後，設置場所に返却するものとがある．一般にセルフガイドは，

館の代表作品や展示作品に限定されることが多く，希望のガイドが入手できな

いことがある点や，設置場所が問題点としてあげられる． 

また，展覧会場で時間を決め，学芸員らが作品解説をおこなうギャラリート

ークや，ボランティアガイドなどが展覧会のみどころなどを解説するガイドツ

アーは，時間の制限があることや説明に個人差があることが問題点としてあげ

られる． 

さらに，音や映像による鑑賞支援として，音声ガイドやビデオがある．音声

ガイドは聴覚情報のみの情報提供であり，ビデオは，設置場所を確保しにくい

ことや空間全体のイメージが壊れることから，設置場所の問題点があげられる．

鑑賞支援の種類による特徴を問題点も含めて＜表1-1＞にまとめる． 

 

表1-1 作品鑑賞支援の特徴と問題点 

 

 

⑶ 携帯情報端末を使用した美術館での鑑賞支援の試み 

これらの鑑賞支援に加え，携帯情報端末による鑑賞支援の試みが始められて

いる．その背景には，インターネットの浸透と携帯情報端末の普及があげられ

る．2007年のインターネット利用率は，10代後半から30代は90％を越えてい
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る．また，自宅のパーソナルコンピュータ（以下，PC）からの利用が62.3％に

対し，携帯電話・PHSからの利用が，69.2％となり，自宅のPCによる利用者数

を上回った[1-4]．携帯電話やPersonal Digital Assistant（以下，PDA）のような

携帯情報端末は益々身近となっている．PDAは，電子手帳として2003年前後

に広く普及したが，現在は，その機能も含む携帯電話やスマートフォンに移行

してきた．携帯電話・PHSの契約数は，2008年4月現在で1億758万台を越えた[1-5]．

音声通話機能に加え，インターネット，カメラ撮影，音楽再生，GPS，決済機

能など，PDAの機能も含め，携帯電話は多機能となっている．また，携帯電話

などによるコミュニケーションは，通話よりEメールが主流となり[1-6]，携帯電

話を使用して文字を書き込むことが日常的な行為となりつつある． 

携帯情報端末を使用した鑑賞支援は，紙媒体や人による鑑賞支援と比較する

と，いくつかの利点がある．まず，文字，音声，画像，映像など，多様な媒体

による情報伝達が可能である．次に，各人が単独で使用できるため，様々な属

性をもつ人の多様な目的や時間に対応することができる．さらに，鑑賞者から

の情報発信が可能であるため参加性が高い．これらを利用してシステム化する

ことによって，鑑賞教育に長けたナビゲーターがいなくても，汎用性が高い鑑

賞支援を提供できる． 

 

 

1.2 研究の目的 

 

本研究は，美術に親しむ機会の少ない人を主な対象として，作品をよくみて

考える能動的で参加型の鑑賞行為を誘発し，ユーザ・エクスペリエンス

（User-Experience：以下，UX）の高い，携帯情報端末を使用した作品鑑賞支

援システムを開発し，デザインする．高度なUXの実現にあたり，携帯情報端

末のネットワークを利用し，写真と感想の共有，および，検索機能をもたせる．

また，システムを有効に機能させ，使いやすくするために，ユーザをデザイン

プロセスの中心に据えて設計する，ユーザ・センタード・デザイン

（User-Centered Design：以下，UCD）に基づき，ユーザビリティを向上させ

[1-4] 

インターネット協会『インターネット白書

2007』, p.47, 2007 

[1-5] 

朝日新聞（日刊）2007年2月8日,p3， 

朝日新聞社, 2007 

[1-6] 

モバイル・コンテンツフォーラム監

修『ケータイ白書2008』, p.25，2007 

； 『ケータイ白書2009』, p.18, 2008 
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る．さらに，ユニバーサルデザインにも考慮し，鑑賞者の特性と多様な状況に

対応することを目的とする． 

 

鑑賞は本来，能動的で創造的な活動を含んだ行為である．既成の作品情報を

受け入れるにとどまらず，自ら進んで作品を観察し，印象を受けとめ，経験や

知識を通してその人なりに作品を解釈し，思考をまとめて表現する．しかし，

多くの場合は鑑賞者の内面における個人的な営みにとどまりがちである．参加

型の鑑賞は，作品と向き合い，それとの対話を公開し，他の鑑賞者と共有する

ことによって，鑑賞が本来もっている能動的で創造的な行為に繋ぐことが可能

である． 

そこで，本研究では，そのような参加性と能動性を高めるために，写真と感

想を投稿することによって公開し，共有するシステムを開発する．写真と感想

を用いることで，作品をみることから始める鑑賞のプロセスを体験させること

ができる．また，共有することによって，さまざまな着眼点からおこなわれた

鑑賞を認識させ，新たな鑑賞へ導くことが可能となる．さらに，文章だけでな

く，画像が加わることによって，人間の感覚は刺激され，記憶を深めることが

可能となる（Paivio 2001, pp.91-110）． 

 

 

1.3 関連研究と事例 

 

携帯情報端末を使用することによって，これまでにない鑑賞支援が可能とな

った．しかし，その歴史はまだ浅く，研究や事例の数は極めて少ない．使用機

器や目的から，この分野の主な研究と事例を以下にあげる． 

 

1.3.1 携帯情報端末を使用した鑑賞支援の現状 

オリジナルの携帯情報端末も含め，PDAを使用した鑑賞支援の関連研究や事

例として，以下があげられる． 

 

・ 矢谷らによる「博物館におけるPDAを用いた協調学習支援システム」の研究 
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・ Zancanaroらによる「Using Cinematic Techniques in a Multimedia Museum 

Guide」の研究 

・ 国立民族学博物館における「みんぱく電子ガイド」 

・ パナソニックネットワークミュージアム 林原自然科学博物館 ダイノソアフ

ァクトリーの「FACTスコープ」 

・ 兵庫県立歴史博物館における「Indoor Navigationシステム」の実験 

また，携帯電話を使用した鑑賞支援の関連研究や事例として，以下があげら

れる． 

・ M. Nickerson による 「1-800-FOR-TOUR: Delivering Automated Audio 

Information through Patron's Cell Phones」の研究 

・ J.Trant らによる 「Mobile Phones : A New Way To Engage Teenagers In 

Informal Science Learning」の研究 

・ 鳥羽水族館の携帯電話による情報提供 

・ ヴァンジ彫刻庭園美術館の携帯電話による作品解説と作家解説 

・ 横浜トリエンナーレ 2005 における「電波ポスター」 

さらに，屋外における携帯電話を使用した関連事例としては以下があげられる． 

・ 尾道携帯観光ナビシステム 「どこでも博物館」 

また，UXを高める携帯情報端末を使用した鑑賞支援としては，以下のみで

ある． 

・ S. Hsi によるエクスプロラトリウムにおける「Electronic Guidebook」 

 

上記事例の内容は本論文の各章でそれぞれ示すが，中でも，特に代表的な鑑

賞ガイドである国立民族学博物館における「みんぱく電子ガイド」と，UXを

高めるエクスプロラトリウムにおける「Electronic Guidebook」の研究の内容

を以下に示す． 

 

A) 国立民族学博物館における「みんぱく電子ガイド」 

「みんぱく電子ガイド」[1-7]は，国立民族学博物館（大阪府吹田市）における

携帯情報端末を使用した展示解説装置である．開発の契機は，外国語による展

示解説の必要性と，来館者の疑問にいかに答えるかということであった．その

[1-7] 

初代のみんぱく電子ガイド 

 
（栗田 2000, p.6） 
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目的は，展示資料が，本来生活の中のどのような場所で，誰によって，どのよ

うに使用されてきたのかを伝えるためのものである．携帯情報端末の位置情報

を赤外線によって認識し，無線LANを通じてコミュニケーションサーバに送る

システムである．当時の電子ガイドは独自に開発されたもので，イヤホン・ジ

ャックが二つあり，音声を２人で同時に聴くことが可能であった．操作は，当

時のゲーム機の感覚で，装置の左側にある十字キーを利用して選択をおこない，

右側にあるAボタンで「決定」，Bボタンで「キャンセル」をおこなった．解説

は動画，静止画，音声で構成され，内容は，30秒あまりの基本情報が300本，

それに加えて詳細な情報を合計すると約８時間であった（栗田 1999, 

pp.39-50）． 

1999年から日本語版の使用が始められ，当初の契機に沿って，2000年から

英語版，2001年からは中国語版の運用が開始されている．2008年現在の「み

んぱく電子ガイド」は，市販の携帯型ゲーム機が利用され，韓国語版も追加さ

れている． 

 

B) S. Hsi によるエクスプロラトリウムにおける「Electronic Guidebook」 

「Electronic Guidebook」の研究が，エクスプロラトリウム[1-8]において，S. 

Hsi を中心として，1998年から進められ，実験が継続しておこなわれている

（Hsi 2002, pp.48-54）．これは，独自に開発されたハンドヘルドで，赤外線

通信により，ネットワークに繋がれ，テキスト，画像，音声の情報伝達がおこ

なわれる[1-9]．その導入が館内でのユーザ体験をどのように変えて増大させるか

をテーマとしている．その一連の研究においておこなわれた実験は，来館者が

展示された資料や装置の前に立ち，「Electronic Guidebook」を30秒程度使用

することによって，実際の展示物に対する興味を誘発し，館内において展示品

を積極的に使用することを目的としている．ここでは，主にボランティア解説

者，科学の教師，博物館の会員メンバーが被験者となっている．実験では，

「Electronic Guidebook」が使用できるように，５分のトレーニングをおこな

い，その後館内で，45分の体験を実施している．評価は，行動観察，インタビ

ュー，ログファイルからおこなっている．行動観察から，被験者が「Electronic 

Guidebook」のコンテンツに集中した時間があった場合は，その後，実際の展

[1-8] 
エクスプロラトリウム
（Exploratorium: the museum 
of science, art and human 
perception）は，サンフランシ
スコにある，1969年に倉庫を改
造して作られた，科学，アート
と人間の知覚に関する体験型博
物館である． 

[1-9]

 
Figure: Wireless set-up for the 
Electronic Guidebook Project 
at the Exploratorium 
（Hsi 2002, p.50） 
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示にも興味を示したという結果を得ている．また，実験前のインタビューでは，

被験者の大多数はハンドヘルドが展示品の体験を妨げるだろうという意見だっ

たが，実験後は，「Electronic Guidebook」の内容に関して，肯定的なフィー

ドバックが得られたと報告されている． 

 

1.3.2 問題点の整理  

問題点は大別して二つある．一つは鑑賞支援方法としてのシステム自体の問

題であり，もう一つは，デザインにおける問題である． 

 

⑴ システムにおける問題点 

これらの事例は，必ずしも携帯情報端末の利点を活かしたシステムになって

いない．具体的な問題点を以下にまとめる． 

① 情報提供が一方向である 

館から提供された情報を選択することはできるが，一方向のみの情報提供で

ある．館側から一方向の情報提供である場合，鑑賞者は受動的になり，携帯情

報端末から提供される情報のみに集中してしまい，自ら展示資料をみる行為や

考える行為を誘発するまでには至らない場合が多い． 

② 情報提供の対象が限られている 

館の関係者や専門家を中心とした調査から得た情報提供では，専門的な知識

をもった人に対する情報提供となる場合が多い．専門的な知識をもった人だけ

ではなく，より多くの人が使用できる鑑賞支援が必要である． 

③ 情報提供の内容が更新されず，変化がないため発展性がない 

作品解説，作家解説など，鑑賞対象ごとの情報提供の内容に変化がないため，

発展性がなく，くり返し使用してもUXの向上に繋がらない． 

 

⑵ デザインにおける問題点 

これらのシステムにおいては，デザインが，ほとんど考えられていないこと

である．より多くの人が使用でき，わかりやすく，使いやすい鑑賞支援に則し

たデザインになっていない．具体的な問題点を以下にまとめる． 
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① ユーザが中心にいない 

システムの技術開発が優先し，ユーザの立場に立ったデザインの視点が欠け

ている．利用するのはユーザであるため，館側の立場からのデザインではなく，

ユーザの視点からデザインする必要がある．プロジェクトの早い時点でユーザ

を中心に加え，デザインプロセスを進めなければならない． 

② インターフェースのデザインが使いにくい 

ページごとに，画面のレイアウトや配色，文字の大きさなどが異なっている．

このように，インターフェースのデザインに一貫性がない場合，ユーザにとっ

て使いにくい．作品を鑑賞するためにわかりやすく使いやすいインターフェー

スのデザインが必要である．ユーザが記憶しやすく，操作方法を学習しやすい

デザインが求められる． 

③ 多くの人が利用可能なデザインとなっていない 

コンテンツは幅広いユーザをターゲットとした場合でも，使用する時点で，

専門性の高い言葉が使用されていることや，識別するための有効な明度差や彩

度差がつけられていないことにより，使用できる対象者が限定されている．小

学生や色覚特性をもった人にとっては，使用しにくいデザインである． 

 

 

1.4 研究の特徴と意義 

 

本研究では，携帯情報端末の機能を利用し，鑑賞者が投稿した写真と感想を

共有することによって，参加性を高め，能動的な鑑賞を誘発するこれまでにな

い鑑賞支援システムを開発している．同時に，そのシステムを有効に機能させ

るため，UCDに基づき，ユーザビリティとユニバーサルデザインを考慮するこ

とによって，鑑賞者の特性や多様な状況に対応した使いやすいデザインを実現

している．新たな鑑賞支援方法を開発した上で，そのシステムを有効に機能さ

せる質の高いデザインを実現しているため意義がある． 

本研究の特徴を以下に示す． 
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⑴ 携帯情報端末を使用した鑑賞支援 

第１の特徴は，鑑賞支援において携帯情報端末を使用したことである．携帯

情報端末を使用することによって，鑑賞者の多様な目的や時間に対応する．ま

た，一方向のみの情報提供ではなく，双方向の鑑賞支援をおこなう．さらに，

LANやインターネット機能を利用し，文字や音声，画像などのメディアによる

情報提供をおこなう． 

 

⑵ 共有とユーザ・エクスペリエンス 

第２の特徴は，共有とUXである．能動性と参加性を高めるために，鑑賞者

から投稿された作品の写真と文章による感想を公開し，他者と共有する．これ

によって，さまざまな作品の理解の仕方があることを認識させる．すでに述べ

たが，Allan Paivioによると，文字情報だけでなく，画像が加わることによっ

て人間の感覚は刺激され，記憶を深めることが可能である．また，Karen 

Donoghueは多くの事例をあげ，UXについて述べている（Donoghue 2002, 

pp.219-228）が，本研究ではUXを高めるために，検索機能の反復使用によっ

て，新たな発見へ誘導し，鑑賞における自身の変化を自覚させる． 

 

⑶ ユーザ・センタード・デザイン，ユーザビリティ，ユニバーサルデザイン 

第３の特徴は，システムを有効に機能させるために， UCDに基づき，ユー

ザビリティを向上させ，ユニバーサルデザインを実現することである． 

本研究では，システムを使用する鑑賞者の立場から，D.A.ノーマン（Donald 

A. Norman）の考え方を踏まえ，開発の早い段階からユーザニーズを考慮した

上で，鑑賞者のフィードバックを得ながらデザインプロセスを進める． 

さらに，UCDの手法を基本としながらユーザビリティを高め，鑑賞者がスト

レスなく，使いやすいシステムとする．ヤコブ・ニールセン（Jakob Nielsen）

とJISのユーザビリティのための指標を検証しながら本研究を進める． 

また，デザインを進めるにあたり，機種の特性や画面のサイズなど携帯情報

端末の制約を踏まえた上で，使いやすいデザインを目指す． 

また，ユニバーサルデザインにも考慮する．ロナルド・メイス（Ronald L. 

Mace）は，ユニバーサルデザインを，できるだけすべての人が使えるようにす
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るアプローチとしている．本システムでは，色覚特性に考慮し，屋外での使用

に対応した，色彩におけるユニバーサルデザインを目標に，より多くの人がみ

やすい色彩計画とする． 

 

 

1.5 論文の構成 

 

本章に続き２章では，PDAを使用し，鑑賞者であるユーザの立場からUCD

の考え方に基づきデザインを進め，本研究において基本となる作品鑑賞ガイド

を構築する．ここでは，テキストによる作品解説と作家解説，および音声によ

る作品解説を提供するシステムを開発し，デザインする．鑑賞者が時間に制約

され，ルートに拘束されることなく，鑑賞者のペースで鑑賞できる作品鑑賞ガ

イドの構築を目指す．名古屋市美術館において実証実験をおこない有効性を検

証する． 

３章では，携帯電話を使用し，作品鑑賞ガイドを提供するとともに，感想を

投稿し共有するシステムを開発し，ユーザビリティに考慮したデザインを実現

する．作品をよくみて考える能動的な鑑賞を誘発するために，感想を文章化し

て投稿することを支援する．また，作品のストーリーや描かれているモチーフ[1-10]，

色やマチエール[1-11]など，異なった個性をもった人の，さまざまな着眼点から鑑

賞が存在する．それらの多様な鑑賞が可能なことを鑑賞者に認識させることを

目指して，感想を共有する参加型の鑑賞支援を実現する．豊田市美術館と広島

市現代美術館において実証実験をおこない有効性を検証する． 

４章では，都市の中で，写真と感想を共有し，UXを向上させるために，繰

り返し使用することによって，満足感や達成感に繋がる検索機能を設けたシス

テムを開発し，デザインする．写真による表現を投稿と共有に加えることによ

って，能動性と参加性を高め，検索機能の使用から，新たな発見への繋がりや，

鑑賞における自分自身の変化を認識させる．美術館という美術作品のための空

間から，生活と密着した都市の中に鑑賞の場を広げる．さらに，ユニバーサル

デザインの実現のために，鑑賞者の色覚特性[1-12]や多様な状況に対応する色彩計

[1-10] 
モチーフ（motif）とは，芸術的
表現の動機となる主題． 

[1-11] 
マチエール（matière）とは，材
料，素材といった美術作品にお
ける材質的な効果． 

[1-12]  
色覚特性とは，色の知覚が多数
派と異なる，目の特性の一つで
ある． 
「色彩科学ハンドブック」，東京
大学出版，（日本色彩学会編 
1998，pp.481-500）における「色
盲」，「色覚異常」のことである
（高柳 1996，pp.186-187）． 
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画とする．広島市内に点在する６作品を鑑賞対象として実証実験をおこない，

有効性を検証する．  

最後に５章で，本論文の結論をまとめ，今後の美術作品の鑑賞支援の方向性

と可能性について述べる．  
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２章 Personal Digital Assistant を使用した 

   ユーザ中心の作品鑑賞ガイド 

 

2.1 本章の目的 

 

本章では，鑑賞教育が重視されている一方で，作品表現が多様化することに

より，理解しにくい作品が増加している現状を考慮し，美術鑑賞に親しむ機会

の少ない人を主な対象として，Personal Digital Assistant（以下，PDA）を使用

した，本研究で基本となる作品鑑賞ガイドを開発する．同時に，鑑賞者の立場

からユーザ・センタード・デザイン（User-Centered Design：以下，UCD）の

考え方に基づいて，テキストによる作品解説と作家解説，および，音声による

作品解説を提供するシステムを有効に機能させるデザインを実現する．時間や

ルートに拘束されず，鑑賞者のペースで鑑賞できる作品鑑賞ガイドを目指し，

美術館において実証実験をおこない，その有効性を検証する． 

携帯情報端末の内，PDAを選択した理由は以下である． 

その一つは，PDAの画面の画素数と表示面積が携帯電話より大きいことであ

る．二つ目は，携帯電話は美術館内において着信通話の危惧があるため，使用

を禁止されている．三つ目は，一般に普及している携帯電話は，データ通信速

度が 9.6kbit/s のものが多く[2-1]，画像を多用すれば，携帯電話に受信するための

時間が長くなり，鑑賞者にストレスがかかる．また，一つのページに含まれる

コンテンツのデータの大きさが，画像を含めて 5kbyte/s 未満に制限されている

ことから[2-2]，ピクセル数の大きい画像の表示が困難な現状がある． 

 

 

2.2 関連研究と事例 

 

2.2.1 PDAを使用した関連研究と事例の現状 

PDAを使用した研究として以下があげられる． 

[2-2] 

5kbyte/s未満に制限された理由とし

て，携帯電話に搭載可能なメモリ容量

が少ないことがあげられる．

（NTTdocomo「作ろうiモードコン

テンツ」全機種共通の画面を作成する

場合の目安・基準

http://www.nttdocomo.co.jp/servic

e/imode/make/content/html/notice

/standard/index.html）(2008.12.01

取得) 

 

[2-1] 

9.6kbit/sのデータ通信サービスは，

1995年に始まり，2001年には

384kbit/sも始まったが，本章のガイ

ド開発時にはまだ普及していなかっ

た．（NTT ドコモレポート No.40

「携帯電話のデータ通信速度の進化」

2006.02.23 

http://www.nttdocomo.co.jp/binary

/pdf/info/news_release/report/0602

23.pdf ）(2008.12.01取得) 
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A) 矢谷ら「博物館におけるPDAを用いた協調学習支援システム」 

矢谷らは，学校教育において「総合学習」に対応した協調学習をいかに支援

するかをテーマにしている．博物館において，生徒が２組に分かれ，２台のPDA

を連携させて展示物に関連するクイズを解くことによって，子供たちの学習を

支援する．Musexと呼ばれるシステムを構築し，博物館における実証実験によ

ってその効果を検証している（矢谷ら 2003, pp.169-170）． 

 

B) Zancanaro ら「Using Cinematic Techniques in a Multimedia 

Museum Guide」 

Zancanaro らは，フレスコ画の博物館において，画像撮影に映画のテクニッ

クを使用することによって，楽しく効果的にユーザの学習を支援することをテ

ーマにしている． この博物館には 15 世紀に描かれたフレスコ画のパネル 11

枚が，壁４面に設置してある．赤外線通信によって，鑑賞者の位置を検出し，

まず壁面全体が PDA の画面に表示される．その数秒後に，１枚のフレスコ画

が PDA の画面に拡大され，音声によって解説がおこなわれる（Zancanaro ら 

2003）． 

 

次に，PDAを使用した博物館や美術館での鑑賞ガイドとして，以下の事例が

あげられる． 

C) パナソニックネットワークミュージアム 林原自然科学博物館 ダイノソアファ

クトリー 

ダイノソアファクトリー（東京都江東区， 2002 年開館 2006 年閉館）にお

いて，化石研究の活動をみせるという館の目的のもとに，解説や誘導などの情

報伝達がテキスト，音声，画像を用いておこなわれた[2-3]．PDAは「FACTスコ

ープ」と名付けられ，その機種は，カシオポケットPC2002，通信は Bluetooth

であった．個人 ID とパスワードを登録することによって，自宅や学校のパー

ソナルコンピュータから個人専用ページへアクセスできる．レポートなどの作

成のために，会場で自分がどの展示資料をみたかを再度確認し，解説情報を含

め閲覧することが可能である． 

[2-3] 

ダイノソアファクトリー 

http://www.date-navi.com/odaiba/

dinosaur.html 

（2003.06.17取得） 
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D) 横浜美術館「PDA端末による展示施設内ガイダンスシステム」 

横浜美術館（神奈川県横浜市）において，2003 年に１ヶ月間 NTT ドコモ

「M-stage」の利用による作品鑑賞ガイドの試行がおこなわれた[2-4]． 「M-stage」

とは，PHS 通信と PDA などの端末を組み合わせて利用する映像や音楽配信サ

ービスのことである．PDA は，NTT ドコモの「Musea」が利用され，メディ

アは，テキスト，音声，画像が使われた． 

この実験に伴い，同社電子認証サービスである「FORTrust」を利用して，提

供されたコンテンツを館外からウェブページで閲覧する試みも実施された．会

場での参加者の鑑賞ルートが記録に残り，その情報を含めて閲覧できるシステ

ムであった．情報を得ることができるのは，美術館での参加者で，退室時に電

子証明書入りカード型CDを配布された先着 1000 名に限定されていた[2-5]． 期

間は美術館での実験実施期間を含めた３ヶ月であった． 

 

E) 兵庫県立歴史博物館「Indoor Navigation システム」 

 兵庫県立歴史博物館（兵庫県姫路市）において，2003 年に１ヶ月間，ナビゲ

ーションシステムの開発を目的とする実証実験が，（株）NTT コムウェアによ

って実施された[2-6]．PDAは，富士通ポケットルークス，通信は Bluetooth によ

り，博物館の資料の解説をおこなっていた．メディアは，テキスト，音声，静

止画像が使われた．展示室で実際にみたい資料を，PDA画面で選択すると， 画

面に矢印が表示され，その資料が展示されている場所へ参加者を誘導するシス

テムとなっていた． 

 

2.2.2 問題点の整理 

 

⑴ システムとしての問題点 

① システムが鑑賞者のペースに対応できていない 

鑑賞者が自分のペースで，作品をみて考えることができる支援となっていな

い．また，興味がある作品だけをみる場合や，鑑賞にかけることができる時間

に差がある場合への対応がされていない． 

[2-5] 

会場で配布されたCDは，一般に流通

している雑誌の付録とされたため，美

術館で実験に参加しなかった人も閲

覧が可能であった． 

[2-4] 

Mobile Communications 

（横浜美術館） 

http://mobile.kahaku.go.jp/report/y

okohama/yokohama.html

（2003.06.17取得） 

http://www.kosaido.co.jp/topics/20

030224.html（2003.06.17取得） 

 

[2-6] 

Indoor Navigationシステム

http://www.nttcom.co.jp/research/t

heme/017_indoor/page_02.html

（2003.06.17取得） 
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② 展示空間とPDA内における位置の対応が明らかでない 

携帯情報端末の中での仮想的な移動では，方向や方位，距離や速度の感覚が

ない．そのため，階層構造の計画がされていないことが原因で，ユーザは，PDA

内のどこに来たのか，どこに進めばよいのかわからなくなり迷う．展示室と

PDA内の位置の対応が明確になっていない． 

③ PDAに不慣れな人への対応ができていない 

スクロールが使用しにくいことに加え，スクロールによってテキストが移動

し，読むことに支障をきたす．また，スタイラスペンが使いにくいことも問題

点である．スタイラスペンは，ディスプレイ画面にペンの先端を接触させるこ

とによって，マウスと同様の操作をおこなうことができるペン型の入力装置で

あるが，慣れていないユーザにとって，鑑賞をしながら操作することはストレ

スとなる．  

④ 支援のためのツールが鑑賞の阻害となっている 

美術館における作品鑑賞では，鑑賞のための空間に作品以外のものや色が入

ると鑑賞の阻害となるため，ガイド用のナンバーは鑑賞の阻害となる．特に，

空間や壁面に対して広がりを持つ彫刻やインスタレーションなどの現代美術作

品では設置場所が問題となる． 

 

⑵ デザインとしての問題点 

① 携帯情報端末の小さい画面に対応していない 

携帯情報端末は画面が小さいため，一度に表示できる情報量が限られる．一

度に伝達する文章が，携帯情報端末の１ページに表示できる量を越えている場

合や，一枚の画像が大きい場合は，スクロールが必要となる． 

② ページの画面構成が統一されていない 

ページごとに画面構成が異なり，統一がされていないため，記憶しにくい．

文字の大きさ，文字の間隔，行の間隔のバランスが悪いことが原因で，読みに

くい．画面構成，文字の構成などの表現に一貫性がないために，混乱をきたす． 

③ ナビゲーションが適切でない 

現在のページはどの階層構造のどの位置であるのか，ナビゲーションのデザ

インがなされていないことが原因で，把握できなくなり迷う．また，移動の仕
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方がわかりにくい，画面の何をどのように操作すれば意図した情報に到達でき

るのか，あるいは元のページに戻れるのかが不明確で迷う． 

④ コンテンツを的確に伝える色彩計画とデザインがされていない 

システム設計者の思い入れがデザインに反映され，過剰な表現や配色がされ

ていることが原因で，システムを利用する鑑賞者に特定の先入観を与えてしま

う．また，なぜその色に決定したかという必然性がなく，目立つためだけの配

色であることが原因で，鑑賞の阻害となる．これらは，コンテンツをありのま

ま鑑賞者に伝えるデザインになっていない． 

 

 

2.3 作品鑑賞ガイドのシステム 

 

本章のシステムでは，まず，鑑賞者のペースで鑑賞を実現するために，３種

類の鑑賞方法を用意する．次に，展示室とPDA内における位置の対応を明確に

するために，展示室の壁面色とPDA画面の背景色の色相を合わせる．さらに，

PDAに不慣れな人でもストレスなく操作できるように，タッチパネルによる操

作とする．また，展示室で鑑賞の阻害となる要素を少なくするために，作品サ

ムネイルをボタンとして使用し，ガイド用のナンバーを展示室に表示しない．  

 

2.3.1 システムの機能 

 

⑴ ３種類の作品鑑賞ガイド 

鑑賞者が自分のペースで鑑賞するための支援を目指し，「テーマ別にさがす」，

「順路にそってみる」，「代表作をみる」の3種類の作品鑑賞ガイドを用意する．  

①「テーマ別にさがす」 

鑑賞したい作品のみを自由な順序で鑑賞することを目的とし，まずテーマを

選び，その中から作品を選択するガイドである．テーマは，「カップルズ」，「現

代美術」，「エコール・ド・パリ」，「メキシコ・ルネサンス」に分類する．これ

は，名古屋市美術館の常設展会場のテーマに沿った構成である．作品サムネイ

ルから文字によるキャプション，文字による作品解説（以下，作品解説），文字
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による作家解説（以下，作家解説），音声による作品解説（以下，音声解説）が

選択できる＜図 2-1＞． 

 
図2-1「テーマ別にさがす」 

 

②「代表作をみる」 

展覧会の代表作品を鑑賞することを目的としたガイドであり，担当学芸員が

選んだ 18 作品を順に鑑賞する方法である．全ての作品から，キャプション，

作品解説，作家解説，音声解説を選択することが可能である＜図 2-2＞． 
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図2-2「代表作をみる」 

 

③「順路にそってみる」 

全ての作品を鑑賞することを目的として，展示室に並べられた 51 作品を順

番に鑑賞するガイドである．全ての作品について，作品サムネイルからキャプ

ションをみることができる．代表的な作品については，作品サムネイルからキ

ャプション，作品解説，作家解説，音声解説によるガイドをおこなう． 

作品解説や作家解説まで進める作品は，画面に用意したボタンをクリックす

ることによって閲覧することができる＜図 2-3＞． 

 

図2-3「順路にそってみる」 
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⑵ 会場のレイアウト図を利用した会場説明 

「テーマ別にさがす」では，展示室でみている作品の位置とPDA内を対応さ

せ，明確にする目的から，会場のレイアウト図を用意する．名古屋市美術館の

常設展会場のテーマに沿って「カップルズ」，「現代美術」，「エコール・ド・パ

リ」，「メキシコ・ルネサンス」に分類し，会場壁面の色は，各コーナーにより

異なっているため，PDA内のレイアウト図に反映させ，同じ色相で表現した 

＜図2-4＞． 

 

図2-4「テーマ別にさがす」の会場レイアウト図を利用 

 

⑶ スクロール・タッチパネル・操作説明 

事例の調査から，スクロールとスタイラスペンが使用しにくいということが

わかった．そのため，PDAの操作に慣れていない人への対応として，スクロー

ルを使用せず，画面に１ページ単位で情報を表示する．１ページで表示できな

い場合には，次の画面に進むことで情報量に対応する． 

同様に．スタイラスペンも使用せず，タッチパネルとして直接指でクリック

し，使用する． 

さらに，操作方法は，スタートの次に２ページを使用して説明する．また，

操作練習のページも用意した． 

操作を理解し，記憶しやすくするために「進む」と「もどる」を基本として，

操作の構造を単純化する． 
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⑷ 作品サムネイル 

作品サムネイルには，三つの機能をもたせている．一つ目は，鑑賞の阻害と

なっているガイド用ナンバーの機能である．作品サムネイルを，直接選択ボタ

ンとすることによって，展示室にナンバーを設置する必要がない．次に，展示

室とPDA内の位置の対応を明確にする機能をもっている．さらに，PDAの操作

に慣れていない人にとって，直感的な選択のための機能である＜図2-5＞． 

 
図2-5 作品サムネイルの利用 

 

⑸ テキストと音声による情報提供 

常に鑑賞に適した作品との距離を保つことを可能とするために，キャプショ

ンをPDA内に用意する．作家名，生存年，作品名，制作年，表現の種類のそれ

ぞれを日本語と英語で記述し，提供する．作品サイズが様々であることから，

作品鑑賞に最適な距離とキャプションを読むために必要な距離は異なる．手元

にキャプションと同じ情報があることによって，鑑賞者はキャプションを読む

ための移動を避けることができる．  

テキストによって提供される情報は，キャプション，作品解説，作家解説で

ある．音声では，作品解説をおこなう．テキストによる作品解説と同じ内容を

音声で提供する．予備実験では，音声で１分を越えると長く感じられたが，本

実験では45秒から55秒である．なお，音声による解説時でもテキストによる解

説を画面に表示し，聞き逃した内容の確認がおこなえるように配慮する． 

 

2.3.2 システムの実装とサイト構造 

PDAは，ヒューレット・パッカード iPAQ Pocket PC h5450 を使用した．

選択の理由は，無線 LAN（IEEE802.11b）の機能を搭載していたことがあげら
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れる．また，ディスプレイ画面において，65,536 色を表示することが可能で

あり，他機種と比較して表示色が多いことは，作品サムネイルの表示に有効で

ある．さらに，Macromedia のソフトである Flash が使用可能であることも理

由のひとつである．これにより，作品サムネイルを選択ボタンとし，会場のレ

イアウト図の各コーナーをクリッカブルマップ[2-7]として，直接選択する機能を

もたせることができる．OSは，Microsoft Pocket PC 2002 Software である． 

Webサーバは，Power Mac G4 MacOSX personal web Sharing を用いて，ロ

ーカルエリアネットワークを構築する． Web サーバのソフトウェアは，Mac 

OSX personal web Sharing に準じ，Apacheを使用する．ネットワークには，

現在一般的に利用されている無線 LANの IEEE802.11b 規格のルーター（NEC 

Aterm WARPSTAR Version 2000）を用いる．11台の PDAを同時にアクセス

した場合でも，システムに支障がないことを確認できてから，実験をおこなう． 

システム全体のサイト構造を＜図2-6＞に示す． 

 

 

 

[2-7] 

クリッカブルマップ（clickable map）

は，分割した画像の中にリンク先を設

定し，クリックした位置に応じてリン

ク先に移動するという機能，もしくは

そのような機能を持つ画像である． 
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図2-6 システムのサイト構造 

 

 

2.4 ユーザ・センタード・デザイン 

 

PDA を使用した鑑賞支援の現状では，デザインの視点の欠如から発生する

問題点が多いことがわかった．鑑賞者が使いやすいシステムとして，有効に機

能させるために，システムをつくる側の都合ではなく，ユーザである鑑賞者の

視点に立った，ユーザ中心のデザインを進めることが必要である． 

 

2.4.1 ユーザ中心のデザインプロセス 

ユーザ中心のデザインについて，認知心理学者であるD.A.ノーマンは，イン

ターフェースのデザインにおいて，難しい作業を単純なものにするための７つ

の原則をあげており，その最初に次の項目をあげている（ノーマン 1990, 

pp.309-310）． 

 

1 外界にある知識と頭の中にある知識の両者を利用する。 

 

ノーマンは，三つのメンタルモデル[2-8]を示している．その三つとは，「デザ

インモデル」と「ユーザのもつモデル」と「システムイメージ」である．デザ

イナーが頭に描いたシステムの概念化である「デザインモデル」と，ユーザが

システムの挙動を説明するために作り上げた「ユーザのもつモデル」が一致す

ることが理想であるが，ユーザとデザイナーはシステムそのものを介してしか

やりとりをすることができない．そのため，そのシステムの外観や操作，その

マニュアルなどの「システムイメージ」が重要となる（ノーマン 1990, 

pp.311-312; Norman 1988, p.189）． 

ノーマンは，デザイナーが，「ユーザのもつモデル」と「システムイメージ」

を一致させるために，「デザインモデル」を具現化するための原則を以下の２か

ら７の項目としている．  

 

[2-8]  

 

（ノーマン 1990，p.311） 



２章 Personal Digital Assistant を使用したユーザ中心の作品鑑賞ガイド 

 28 

2 作業の構造を単純化する。 

3 対象を目に見えるようにして、実行のへだたりと評価のへだたりに

橋をかける。 

4 対応づけを正しくする。 

5 自然の制約や人工的な制約などの制約の力を活用する。 

6 エラーに備えたデザインをする。 

7 以上のすべてがうまくいかない時には標準化する。 

 

UCD は，ユーザ中心のデザインプロセスの一つである．これはソフトウェ

アやウェブサイトをはじめとした製品やサービスを使いやすくするために，ユ

ーザをデザインプロセスの中心に据えて設計する方法である． 

その代表的な国際規約として，国際標準化機構（International Organization 

for Standardization） [2-9]において，1999 年に制定された ISO 13407

（Human-centred design processes for interactive systems ）がある．日本では，

ISO 13407は，2000年に日本工業規格（Japanese Industrial Standard）[2-10]にお

いて，「人間工学-インタラクションシステムの人間中心設計プロセス-インタ

ラクティブシステムの人間中心設計過程-」（JIS Z 8530）として翻訳され，規

格化されている． 

その序文に，「人間中心のシステムは，ユーザーをサポートし，ユーザーに学

習意欲をもたせる。」とある．また，JIS Z 8530 で用いる主な用語として「イ

ンタラクティブシステム（interactive system），プロトタイプ（prototype），ユ

ーザビリティ（usability），有効さ（effectiveness），効率（efficiency），満足度

（satisfaction），利用の状況（context of use），ユーザー（user）」の８項目を

あげ定義している．さらに，人間中心設計の一般的な原則として，以下の４項

目をあげている（JIS Z 8530 2000，p.3）． 

 

a）ユーザーの積極的な参加，及びユーザー並びに仕事の要求の明解な理解。 

b）ユーザーと技術に対する適切な機能分配。 

c）設計による解決の繰返し。 

d）多様な職種に基づいた設計。 

[2-9] 

国際標準化機構（International 

Organization for Standardization）は，

世界共通の規格・基準を制定している民

間の組織のことである．本部はスイスの

ジュネーブにある．ISOとして，広く世

界で知られている． 

[2-10] 

日本工業規格（Japanese Industrial 

Standard）は，工業標準化法に基づき，

主務大臣が定める日本の鉱工業品に関

する国家規格である．JISとして広く日

本国内で知られている． 
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ユーザ中心のデザインでは，システムはユーザの能力を支援し補助する役割

を担った上で，使いやすく，ユーザの満足感に結びつくものでなければならな

い．本研究では，この考え方を基本としてデザインを進める． 

UCD の設計プロセスは，評価の結果を初期工程にフィードバックして，プ

ロセスをくり返しながら進める．第一段階として，観察やインタビューにより，

ユーザ調査をおこなう．第二段階として，ユーザニーズの分析をおこなう．第

三段階として，プロトタイプを制作する．第四段階として，評価をおこなう．

本研究では，これをフィードバックしながら進める． 

以上から，本研究では，アンケートに加え，インタビューと行動観察をおこ

なうことによって，ユーザニーズを把握し，実証実験をくり返し，フィードバ

ックをとりながらデザインを進める． 

 

  

 
2.4.2 デザインの具現化  

PDAの小さい画面を考慮してデザインを進め，適切なナビゲーションとわか

りやすい画面構成，コンテンツを的確に伝える色彩計画を目標とする．  

 

⑴ 画面を有効に利用したデザイン 

PDAの小さな画面に対応するために，画面をいかに有効に利用するかが重要

になる．そのため，ページの構成要素であるボタンやフォントの書体や配列を

考える． 

① ボタンのデザイン 

メニューボタンの大きさを14.5mm角とし，ポインティングエリアは16mm

角とした．鑑賞用と移動用のボタンの大きさは 8mm角とし，ポインティング

エリアの大きさを 9mmとした．これらのボタンの大きさは，ペーパーによる

プロトタイプを制作し，10代から 50代の鑑賞者を対象にテストをおこないな

がら試作用サイズを決め，さらに，予備実験をおこった上で決定した．タッチ

パネルとするため，ディスプレイ画面において，ボタンに陰影を付け立体的に
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表現することによって，ユーザは直感的にボタンと認識することができる．ま

た，画面の下部に用意するボタンは，「戻る」，「ホーム」，「テキストによる作品

解説」，「音声による作品解説」，「進む」の５つで構成し，そのページで使用す

る必要のないボタンも小さく表示し，位置を明確にした上で固定する＜図 2-7＞． 

 
図2-7 ボタンのデザイン 

 

② フォントの書体・サイズ・行間 

フォントの書体，サイズ，行間は，数種類のペーパーによるプロトタイプを

制作し，10代から 50代の鑑賞者を対象にテストをおこないながら試作し，予

備実験をおこった上で決定した．また，作品に特定の先入観を与えないために，

フォントの書体は，文字の線の太さが一定で視認性が高いゴチック体を選んだ．

液晶画面で最もわかりやすく，通常使われている書体である．さらに，作品鑑

賞が「難しい」という印象を与えないために，丸ゴチック体とした． 

フォントサイズについては，ペーパーでプロトタイプを作り，決定した．ま

た，最も文字情報が多い作品解説と作家解説は5.5ポイントとした．読みやす

いとされる余白と行間を考えて，17文字×12行（200文字／ページ）の配列と

する． 

 

⑵ ページのレイアウト 

すでにシステムの機能で記したが，スクロールを使用せず，画面に１ページ

単位で情報を表示する．記憶しやすくするために，ページ画面のエリアを３分

割し，どのページにおいても，位置を統一する．上部をカテゴリーのエリア，

中部は内容を表示するエリア，下部は操作説明のエリアとする＜図 2-8＞． 

さらに，各エリアにおける文字や画像の位置や大きさなどを全てのページ

で統一する．作品サムネイルの基本サイズは 13mm 角とし，その中に，作

品をトリミングせずに縮小して表示した．形は作品と同様である．これらによ

り，情報のエリアの差を認知させやすくすると同時に，読みやすいページの

レイアウトとする． 
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図2-8 ページにおけるエリアの分割 

 

⑶ ナビゲーションの位置と形の統一 

ユーザにとって記憶しやすく，ユーザに必要以上に考えさせない，迷いにく

いナビゲーションとするために，ページにおけるナビゲーションの位置とボタ

ンの形を統一する． 

ナビゲーションの位置は，ディスプレイ画面の上部と下部に固定した．上部

は各コーナーの「テーマ」や「メニュー」等の説明のためのカテゴリーとし，

下部は移動と鑑賞のためのボタンで構成する．それぞれのボタンの位置は，全

てのページで統一する．  

 

⑷ 調和のとれた色彩計画 

本ガイドの機能は作品鑑賞の支援であるため，過剰な表現をすることなく，

コンテンツをありのままに鑑賞者に伝えるためのデザインとする．そのために

は，色彩計画が必要であり，特に彩度が重要であると考える．ガイドの画面に

彩度の高い色を使用すると，対比現象が起こり鑑賞の阻害となる．一つは，継

時対比により，作品そのものの色が異なってみえる現象である．PDAの画面で

みていた色の残像が，作品に目を移した時に重なり，色が実物とは異なってみ

えてしまう現象である．もう一つは，同時対比により，PDAの画面がみえにく

い現象である．特に，隣接する色に補色を使用した場合は，互いの色が影響し

合い鮮やかさが強調されるため，コンテンツや文字が見づらくなる．高彩度の

配色は避け，調和のとれた配色にすることが重要である． 

また，各展示室の壁面色を，画面の上下のエリアに，色相を合わせて使用す
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る．これよって，鑑賞者に展示室と PDA で表示されているコンテンツを対応

させ一致させやすくする．加えて，ページ全体を引き締め，内容を表示した部

分の情報を際立たせる効果もあり，文字や画像を読みやすく，わかりやすくする． 

 

 

2.5 美術館における実証実験と評価 

 

名古屋市美術館の常設展会場において，一般鑑賞者を対象として，３日間の

実証実験をおこなった．評価は，アンケートと行動観察によって検証した．PDA

は 11 台準備し，あらかじめコンテンツをインストールした上で，参加者に貸

し出した．また，会場には床に展示した作品があるため，PDAの落下による作

品の損傷を防止する目的から，参加者には PDA を首から吊り下げて使用して

もらうこととした． 

 

 

2.5.1 実証実験の流れ 

① スタッフは，実験をおこなう展示会場の入口に設置した受付で，PDA とイ

ヤホンを貸し出す＜図 2-9＞． 

② スタッフは，参加者に展示会場の入口で，画面を見ながら操作方法の説明を

おこなう＜図 2-10＞． 

③ 参加者は，操作練習のページを使って，指での練習をおこなう＜図 2-11＞． 

     
図2-9 受付             図 2-10 操作方法の説明    図 2-11 PDAの指操作 

 

④ スタッフは，所定の位置で，PDA の操作に戸惑っている参加者を補助し，

その行動観察をおこなう＜図 2-12＞＜図 2-13＞． 

⑤ 参加者は，鑑賞終了後アンケート用紙に記入する＜図 2-14＞． 
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⑥ スタッフは，鑑賞を終えた実験の参加者から PDAとイヤホンを回収する． 

     
図2-12 テキスト解説による鑑賞  図 2-13 音声解説による鑑賞    図 2-14 アンケートの記入    

 

 

2.5.2 評価と考察 

有効アンケート数は 129 であった． 

 

３種類のガイドの必要性と有効性について 

⑴ システムに対する評価と考察 

鑑賞者のペースに対応し，３種類用意したが，必要性や有効性は以下のよう

であった． 

(Q) PDAのガイドは美術館にあった方が良いですか？  

「ぜひあった方がよい」，「あった方がよい」の合計は78％であった 

＜図 2-15＞． 

(Q) PDAのガイドは鑑賞の役に立ちましたか？  

「役に立った」，「やや役にたった」という回答を合わせると 79％であった 

＜図 2-16＞． !"#$%&'()*+,-./01234567

89:

;<:

98:

=:

>?-./0123

-./0123

@AB4CD3

DEFC23

    

!"#$%&'()*$+,-./0123

456

786

976

:6 ;6

+,-<1

==+,-<1

>.?@ABC

D/E+,-1B2<1

+,-1B2<1

  
図2-15 PDAのガイドは美術館にあった方が良いですか  図 2-16 PDAのガイドは鑑賞の役に立ちましたか 

 

自由記述では，以下の意見が得られた． 

・「それぞれのペースに合わせてガイドを楽しめるのでとてもよい．」（３名） 
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・「テーマ別に見る方法が便利でした．」（３名） 

・「自分の思い通りに使えて良い．」（３名） 

以上より，PDAを使用したガイドは美術館において鑑賞の補助として必要で

あり，有効であると検証できた．鑑賞者のペースに合わせて用意した３種類の

ガイドは，良い評価を得られた． 

 

展示室に対応させた画面について 

(Q) 次の画面へスムーズに進めましたか？  

「やや迷った」，「迷った」を合わせると 45％であった＜図 2-17＞． 
!"#$%&'()*+,-./01

234

354

264

724

284

&'()

99&'()

:;<=>?@

99AB/

AB/

 
図2-17 次の画面にスムーズに進めましたか 
アンケートの自由記述から下記の肯定的な意見が得られた． 

・「自分の気になるところに戻れるので良い」（３名） 

一方，課題となる記述意見として以下の意見があげられる． 

・「順路にそってみる」が鑑賞者の順路と一致していない」（４名） 

・「順路にそってみる」から外れると鑑賞していた途中に戻れない」（３名） 

以上より，肯定的な評価があったが，迷うと答えた鑑賞者も多くいた．展覧

会の展示計画そのものが鑑賞ルートを定めていなかったため，「順路にそってみ

る」という鑑賞方法自体に無理があったと推測できる． 

 

タッチパネルについて 

(Q) 指での操作はしやすかったですか？  

「ややしにくかった」，「しにくかった」の合計は 60％であった＜図 2-18＞． 
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./0

110
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310
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456"789
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図2-18 指での操作はしやすかったですか 

 

アンケートの自由記述から下記の意見が得られた． 

・「操作が簡単で良い」（３名） 

一方，課題となる記述意見として以下があげられる． 

・「２度「もどる」のボタンを押さないと次の作品に進めない」（４名） 

２度「もどる」のボタンを押すことにストレスを感じた参加者がいた反面，

上記の「操作が簡単で良い」という記述にも繋がっていると考察できる．階層

構造と操作を単純化するために，２度「もどる」のボタンを押すシステムとし

た．直接戻るシステムとすれば，ボタンの数が増えると同時に操作も複雑となる． 

行動観察から，タッチパネルの使用に関して，年齢の高い人ほど画面を軽く

叩く動作ができず，使いにくいように見受けられた． 

以上のように，タッチパネルは，PDAの操作に不慣れな人に充分には対応で

きていないことがうかがえた． 

 

作品サムネイルについて 

アンケートの自由記述から下記の意見が得られた． 

・「絵画の一覧があり大変使い良い」（５名） 

行動観察から，展示室に掲示してあるキャプションを読むために前進する参

加者はみられなかった．また，解説用のナンバーがないことによる戸惑いも見

受けられなかった． 

以上から，PDA内に作品サムネイルがあることによって，展示室から作品鑑

賞の阻害となるガイド用ナンバーを省くことができ，鑑賞のための，よりよい

環境が整った．また，展示室と PDA 内の位置の対応を明確にし，直感的な選

択を可能にすることができた． 
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⑵ デザインに対する評価と考察 

画面を有効に利用したデザインについて 

(Q) ボタンの大きさはどうでしたか？  

67％が「ちょうどよい」と回答をした＜図 2-19＞． 
!"#$%&'()*+,-./

01

231

451

61 71

%&8

99%&8

:;*)<8

99='8

='8

 
図2-19 ボタンの大きさはどうでしたか 

 

すでに記したように，作品サムネイルについても，良い評価が得られており，

ボタンや作品サムネイルを使用することによって，画面を有効に利用したデザ

インであることが検証できた． 

 

 

 

ページのデザイン，スムーズなナビゲーションについて 

(Q) 画面のデザインはどうでしたか？  

28％が「使いやすい」，29％が「やや使いやすい」と答え，「どちらでもない」

という回答を加えると，79％が特に問題を感じていないことが明らかとなった

＜図 2-20＞．  

これにより，使いやすいページのデザインとなっていることが検証できた．  

 !"#$%&'()*+,-./

012

032

002

432

02

56786

7756786

)9:+;<6

7756=>6

56=>6
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図2-20 画面のデザインはどうでしたか 

 

ナビゲーションについては，「進む」，「戻る」を基本とし，スムーズなナビゲ

ーションを目指した．先にあげた，次の画面への移動に迷った参加者が多かっ

たが，それについてさらに分析をおこなった．  

次の画面へスムーズに進めた人の指操作と，次の画面へスムーズに進めなか

った人の指操作を比較検討した．次の画面へスムーズに進めた人にとっての指

操作は＜図 2-21＞である．「ややしにくかった」，「しにくかった」を合わせる

と 38％だったのに対し，次の画面へスムーズに進めなかった人にとっての指操

作は＜図 2-22＞であり，「ややしにくかった」，「しにくかった」を合わせると

73％であった．従って，次の画面へスムーズに進めたかどうかに，指操作が影

響したと推測できる． !"#$%&'()*+,")*-
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図2-21次の画面へスムーズに進めた人にとっての指操作 図2-22 次の画面へ迷った人にとっての指操作 

以上のように，画面のデザインについては高い評価が得られた．しかし，ナ

ビゲーションについては，よい評価が得られず，指操作が評価に影響したと考

えられる． 

 

調和のとれた色彩計画について 

(Q) 画面の色はどうでしたか？  

31％が「よい」，20％が「ややよい」と答え，「どちらでもない」の回答を加

えると，81％が特に問題を感じていないという結果であった＜図 2-23＞． 



２章 Personal Digital Assistant を使用したユーザ中心の作品鑑賞ガイド 

 38 

!"#$%&'()*+,

-./

01/

-1/

.2/

0/

34

5534

&67(894

553:94

3:94

 
図2-23 画面の色はどうでしたか 

 

また，自由記述には以下の意見がみられた． 

・「色が派手すぎず鑑賞の邪魔にならない」（７名） 

以上より，鑑賞の阻害とならず，コンテンツを的確に伝える色彩計画となっ

ていることが明らかとなった． 

 

デザインについて，さらに分析を進めた． 

画面のデザインに関して，２％が「使いにくい」，19％が「やや使いにくい」

と回答し，５人に１人はデザインに問題があると感じている．この要因につい

て，さらに集計を進めると，画面の色は＜図 2-24＞のように 60％が問題を感

じていなかったのに対し，ボタンのサイズは＜図 2-25＞でみられるように

70％が小さい，やや小さいとの回答であった．  

したがって，21％の人が画面のデザインが使いにくいと回答した理由は，ボ

タンのサイズが小さいと感じたことによるものであることがわかった． 
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図2-24 画面が使いにくい人にとっての画面の色  図 2-25 画面が使いにくい人にとってのボタンサイズ 

 

さらに，自由記述意見として以下があった． 

・「私には良いが高齢者には見にくいのではないか（色と文字）」（３3名） 
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鑑賞の阻害とならず，コンテンツを的確に伝える色彩計画となっていること

がうかがえる一方で，高齢者には見にくいのではないかという意見があり，ボ

タンの大きさや，配色の調整などの課題が残った． 

 

 

2.6 まとめ 

 

本章では，PDA を使用し，本研究の基本となる作品鑑賞ガイドを実現した．

テキストによる作品解説と作家解説，および，音声による作品解説を提供し，

鑑賞者のペースで使用できる３種類の鑑賞方法を開発し，鑑賞者の立場から，

UCD の考え方を基本としてデザインをした．美術館において実証実験をおこ

ない，アンケートと行動観察により，その有効性を検証した． 

実証実験の結果から，PDAを使用した作品鑑賞ガイドは美術館における鑑賞

支援として，必要かつ有効であることがわかった．３種類の鑑賞方法は，鑑賞

者のペースに合った鑑賞の支援となっていた．作品サムネイルを使用したこと

で，ガイド用のナンバーを展示室に表示する必要がなくなり，作品との適正な

距離を保ち鑑賞ができた．順路から外れると元の位置にもどれない場合があっ

たが，展示計画に依存していたと考えられる．また，タッチパネルの操作に慣

れていない参加者が多くみられ，今後の検討が必要である． 

小さい画面に対応したデザインについては，おおむね肯定的な評価を得た．

画面構成を統一することによって使いやすいデザインになっていたことが検証

できた．また，色彩計画については，鑑賞の阻害とならず，コンテンツを的確

に伝えることになっていることが検証できた．しかし，ボタンのサイズがやや

小さいという回答が画面におけるデザインの評価に影響し，課題が残った．  

 UCD のプロセスにしたがい，アンケート評価と行動観察の結果からフィー

ドバックを得て，さらにユーザニーズの理解を高め，第二段階のデザインに活

かし，その質の向上を図る． 
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3.5 参加しやすさを重視したシステムとその評価 

 

本章は，携帯電話を使用して，作品についての感想を文章によって表現

し，その感想を他者と共有することで，作品をよくみて考える双方向の鑑賞

を支援するシステムを開発し，デザインをすることを目的としている． 

前節ですでに，豊田市美術館の常設展会場において，一般鑑賞者を対象と

して実証実験をおこなった．参加者の直感性を重視するために，インターフ

ェースの制作には Flash を使用した．Flashを利用できる携帯電話はまだ流

通が少なかったため，実験では携帯電話は貸出しとした．おおむね良い評価

を得ることができたが，携帯電話を貸し出したことにより操作ミスが発生し

た．携帯電話はキャリアやメーカー，機種の違いによってボタンの位置や操

作方法が異なる．これまで携帯電話の操作をしたことのない参加者は問題な

く操作ができても，自分自身の携帯電話に慣れている参加者にとっては，操

作が分かりにくく，誤操作が発生した．また，「戻る」の操作がわかりにくい

箇所があったという指摘と，画面における横方向の移動が，携帯電話の機能

的制限により，十字キーの上下のボタン操作になっていたため，とまどった

という意見があり，課題となった． 

ここでは，前節で指摘を受けた操作上の問題点を改善するとともに，携帯

電話を貸出したことにより発生した問題点を解決するために，参加者自身の

携帯電話を使用する． 

 

3.5.1 システム 

感想を投稿し，他者と共有することで，作品をよくみて考える鑑賞支援

を目指すという目的は前節と同様である．本節では，多くの人が参加しや

すいシステムとするために，参加者自身の携帯電話を使用する． 

また，「戻る」の操作にわかりにくい箇所があった点と，上下のボタン操作

で横移動をおこなったことが原因で鑑賞者を混乱させたため，ここでは，画面

上の横移動を廃止し，縦移動のみとする． 

 

 



３章 携帯電話を使用した作品の感想共有 

 66 

⑴ システムの機能 

①  機種を選ばないコンテンツの提供 

より多くの人が参加しやすいシステムとするために利用できない携帯電話

を最小限にとどめる．そのため，Flashなどのアプリケーションが搭載されて

いない機種やCPUの性能が低い機種でも，鑑賞体験が可能なように画像サイ

ズを小さくした＜図3-32＞． 

 
図3-32 ほとんどの携帯電話で表示が可能な画像 

 

②  投稿と閲覧による双方向の鑑賞支援 

双方向の鑑賞支援を実現するために，作品の感想を文章で投稿させ，共有

し，閲覧させる機能は前節と同様である． 

しかし，参加者自身の携帯電話を使用するために，ここではクリッカブル

マップ使用しなかった．できるだけ多くの携帯電話で使用可能とするため，

このシステムは，iモード対応HTML Version1.0を用いて記述する．また，投

稿のための着眼点は，立体作品であるため「テーマについて」，「形につ

いて」，「素材について」，「色について」，「大きさについて」，「そ

の他」の６項目とした．閲覧時には，それらの着眼点に加え，各感想をま

とめて表示する「すべてを読む」を含め，７種類とした． 

③ その他 

二次元バーコード（QRコード）の使用 

ここでのシステムでは，各自の携帯電話を使用するため，QR（Quick 

Response）コード [3-8] を使用してサイトにアクセスする．前節の実証実験では，

携帯電話を貸し出したため，ウェブアドレスをあらかじめ登録していた．ここ

[3-8]  

QRコードのQRとは，Quick Response

に由来し，高速読み取りができるように

開発された，日本では最も普及している

二次元コードということができる．

1994年にデンソーの開発部門が開発し

たマトリックス型二次元コードの一種

である．白と黒の格子状のパターンで情

報を表す． 
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では，参加者自身の携帯電話を使用するため，サイトへのアクセスにQRコー

ドを使用する． 

パスワードの使用 

本研究は，作品を目の前にした鑑賞体験を支援するシステムである．前節

と同様に，美術館で作品を鑑賞していない人によって，館外から書き込まれ

るということを避けるため，会場に来た人だけにパスワードを発行する 

＜図3-33＞． 

 
図3-33 パスワードと操作説明 

 

スクロールの利用 

他者の感想の一覧は，前実験の意見から，スクロールを利用して表示する．

携帯電話でのEメールの送受信が生活の中に普及し，スクロールの操作が日

常化していると考えられたため試みる．作家解説について，前節同様，１ペ

ージに収まるようなレイアウトとし，100文字を基準とする．しかし，携帯

電話の機種によって文字の大きさや行間が異なり，表示される文字数はさま

ざまであるため，スクロールが必要となる場合もある． 

 

⑵ システムの実装とサイト構造 

本システムは，前節と同様に，ウェブサーバ上のCGIプログラムによって実

装される．しかし，鑑賞者の携帯電話を使用するため，このシステムが出力す

る鑑賞情報は，iモード対応HTML Version1.0を用いて記述する．このバージ

ョンのHTMLは，ほとんどすべての携帯電話に対応していることが選択の理由

である． 
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ウェブサーバとデータベースサーバのOSは，FreeBSD 6.1-Releaseを利用し

た．ウェブサーバのソフトウェアにはApache 2.2.3を，データベースサーバの

ソフトウェアにはPostgreSQL 7.4.13を使用した．また，CGIプログラムの作

成にはPHPスクリプト， PHP 5.1.2 を用いて作成した．鑑賞者は，QRコード

で示されたウェブサイトにアクセスし，携帯電話のウェブブラウザを利用して，

投稿，閲覧，検索をおこなう．システムのサイト構造を＜図3-34＞に示す． 

 

図3-34 システムのサイト構造 

 

3.5.2 デザイン 

⑴ 携帯電話の機種を選ばないデザイン 

携帯電話は，メーカーや機種の違いに起因して，色や書体の表示が異なる．

表示色の問題で，機種によっては，全く読むことができない図と地の配色もあ

る．ここでのシステムでは，鑑賞者が自分自身の携帯電話を使用して感想共
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有をおこなうことが重要であるため，キャリアや機種によって変わる表示の

状態を逐次チェックしながらデザインを進める．  

鑑賞者自身の携帯電話を使用することから，書体は鑑賞者が常に見慣れた

フォントでの鑑賞が可能である．情報を提供する作品解説などのタイトルは，

本文と区別するために中央揃え，本文は通常通り左揃えとし，レイアウトを

統一する．さらに，行間の調整ができないため，タイトルと本文の間には空

行を入れ，両者のエリア分けを明確にし，読みやすさに考慮する． 

 
⑵ ユーザビリティの高いデザイン 
前節と同様に，ユーザビリティの高いデザインをおこなう． 

 

3.5.3 美術館における実証実験と評価 

2006年４月28日と５月１日の２日間，広島市現代美術館において実証実

験をおこなった．一般の来館者を対象とし，アンケート，行動観察，インタ

ビューによって，システムとそのデザインの有効性を評価する． 

 

⑴ 実証実験の流れ 

① スタッフは，会場入口で実証実験の説明をおこなう． 

② 参加者は，自身の携帯電話を使用してQRコードを読み込み，実験のため

のサイトへアクセス後，パスワードを入力し，実験を始める＜図3-35＞． 

③ 参加者は，会場を自由に移動しながら，作品の前で感想を記入し，また，

感想を閲覧する＜図3-36＞． 

④ スタッフは，参加者に同行し，鑑賞の阻害とならないように配慮しなが

ら行動観察をおこなう＜図3-37＞． 

⑤ 参加者は，鑑賞終了後アンケート用紙に記入する．  

⑥ スタッフは，インタビューをおこない，アンケートの項目以外で参加者

の意見を聞き出し記録する＜図3-38＞． 
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図3-35 QRコードの読み込み           図3-36 鑑賞 

 

     
図3-37 行動観察              図3-38 アンケートとインタビュー 

 

⑵ 評価と考察 

実験に参加した総参加者数は 63，有効アンケート数は 58 であった． 

(Q) 携帯電話はどれくらい使用しますか？ 

90％の人が毎日と答えた．携帯電話が生活に浸透していることがわかる 

＜図 3-39＞． !"#$%&'()*+,-./0
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図 3-39 携帯電話はどれくらい使用しますか    

 

(Q) 携帯電話でよく使用する機能を，使用頻度が高い順に番号を入れてください． 

用途別使用頻度についての回答は，E メール，通話，カメラの順であり，

文章の読み書きが日常化していることが明らかとなった＜図 3-40＞． 
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図3-40 携帯電話の用途別使用頻度 

 

(Q) 美術館へはどれくらいでかけますか？ 

年に３～４回が一番多く，次いで年に１～２回であった＜図 3-41＞． 

前節の実証実験の参加者と来館頻度を比較すると，本実験の参加者の方が，

鑑賞経験の少ない人が多いことがわかる． !"#$%&'()*+,-./,
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図 3-41 美術館へはどれくらい出かけますか 

 

① システムに対する評価と考察 

携帯電話はキャリアやメーカー，機種の違いによってボタンの位置や操作

方法が異なる．参加者は，自分自身の携帯電話に慣れていることが原因で，

誤操作が発生した．本節では，参加者自身の携帯電話を使用することで，課

題を解決した． 

 

携帯電話の機種を選ばないコンテンツの提供について 

実験に際し，本システムに対応できない携帯電話を使用している参加者は，

１名のみであった． 
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(Q) 本日の携帯電話を使用した感想共有システムについて，総合的な満足度は

100 点満点で何点くらいだと感じましたか？ 

本システムに対する総合的な満足度の平均は77.5点であった．最高が100

点，最低が 10 点と個人差は生じたが，低得点が飛び値であり，ヒストグラム

の山は高得点側にあるため，総合的な満足度は高いと考えられる＜図 3-42＞． 

 
図3-42 総合的な満足度のヒストグラム 

 
「来館頻度」に対する評価別の「総合的な満足度」を分析した．平均してこ

のシステムに対する満足度は高く，来館頻度が高い人にも評価が高い傾向がみ

られる＜図 3-43＞． 

 
図3-43「来館頻度」に対する評価別の「総合的な満足度」 

 

しかし，課題となる意見として以下があった．  

・携帯電話に気をとられ作品鑑賞に集中できない．（９件）  

作品鑑賞に集中できないと答えた鑑賞者の属性をみると，４件は鑑賞経験

が豊富であり，鑑賞支援を必要としない被験者であった．また，２件は携帯
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電話の使用が週に１～２度であり，その主用途が通話であるなど，ほとんど

携帯電話を使用していないことがうかがえる．携帯電話のテキスト入力に慣

れていない被験者であったことが推測できる． 

以上から，携帯電話の機種を選ばないコンテンツの提供について，よい評

価を得ることができ，本研究の対象としている鑑賞経験の乏しい人について

も，よい評価を得ることができた． 

 

感想の投稿と閲覧による双方向の鑑賞支援について 

(Q) 作品を目の前にして感想を書き込むことは作品鑑賞に役立ちましたか? 

「大変役に立った」19％，「役に立った」44％を加えると 63％であり，

半数以上の人が役に立ったと答えた＜図 3-44＞． 

行動観察では，感想を書き込むために考えている姿が見られ，各人の作品

に対する考察が深まっていると推測できる．作品をみて考える鑑賞支援が

実現できていること考えられる． 

(Q) 作品を目の前にして感想を読むことは作品鑑賞に役立ちましたか？ 

「大変役に立った」24％，「役に立った」54％を加えると 78％であった．

感想の記入より，感想の閲覧の方が鑑賞支援に有効であると答えている 

＜図 3-45＞． !"#$%&'()*+#,-./012!"34'5678(9:
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(Q) 感想を書くために普段より作品を良く見ましたか？ 

「よく見た」48％，「ややよく見た」16％，の合計が 64％であった．感

想の記入が作品観察の誘発に繋がったことがわかる＜図 3-46＞． 

図3-44 作品を目の前にして感想を書き込む 
 ことは作品鑑賞に役立ちましたか 
 

     

図3-45 作品を目の前にして感想を読むことは 
 作品鑑賞に役立ちましたか 
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本節の広島市現代美術館での実験（以下，広島）と，前節の豊田市美術館

（以下，豊田）とを比較する．「よく見た」の回答は，広島が48％に対し，

豊田は43％であり，やや広島が上回っている． 

行動観察から，通常の鑑賞距離より近づいて作品を観察している被験者

が多く見られた＜図 3-47＞．この行動から，作品を細部まで観察しようとし

ていることがうかがえ，能動的な鑑賞に繋がっていると考えられる． !"#$%&'()*+,-.#+%/01&2

345

675

645

85

85

+%/&

99/&

)*:;<

)*+,=0,/>2?&

)*+,/>2?&

  
図3-46 感想を書くために普段より作品をよく見ましたか 図 3-47 細部まで観察 

 
「来館頻度」に対する評価別の「感想を書くことが鑑賞の役にたったか」を

分析すると，来館頻度が高い人ほど「感想を書く」ことが鑑賞の役にたったと

答えていることがわかった＜図 3-48＞． 

 
図3-48「来館頻度」に対する評価別の「感想を書くことが鑑賞の役にたったか」 

 
「来館頻度」に対する評価別の「感想を読むことが鑑賞の役にたったか」を

分析すると，「大変役に立った」，「役に立った」を合計すると，来館頻度の高

い人ほど「役に立った」と答えている＜図3-49＞． 
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図3-49「来館頻度」に対する評価別の「感想を読むことが鑑賞の役にたったか」 

 

また，「感想を読むことが鑑賞の役にたったか」に対する評価別の「総合的な

満足度」を分析すると，「役に立たなかった」と答えた人よりも，「役に立った」

と答えた人の方がこのシステムに対する満足度が高いことがわかる＜図3-50＞． 

 
図3-50「感想を読むことが鑑賞の役にたったか」に対する評価別の「総合的な満足度」 

 

「普段より作品をよくみたかどうか」に対する評価別の「総合的な満足度」

を分析すると，普段より作品をよくみた人ほど，このシステムに対する満足度

が高いことがわかる＜図3-51＞． 
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図3-51「感想を書くために普段より作品をよくみたか」に対する評価別の「総合的な満足度」 

 

(Q) 今後このようなサービスがあれば利用したいと思いますか？ 

「利用したい」，「やや利用したい」の合計が82％であり，システムのサ

ービスが始まれば，多くの人が利用しようとしていることがわかった 

＜図3-52＞． 

豊田では，「利用したい」30％，「やや利用したい」30％で合計が60％

であり，広島は豊田を大きく上回っている．  
!"#$%&'()*+,*+-./0123456789(+*:;*<=>

?@A

BBA

C?A

DA EA

89(+*

FF89(+*

GHI:J*K/*

FF89(+L/*

89(+L/*

   

図3-52 今後このようなサービスがあれば利用したいと思いますか 

 

インタビューにおいて，双方向の鑑賞支援に対し，肯定的な意見と

して下記があげられる． 

・発見や気づきがあった．（17件） 

・他者の意見がためになる．（15件） 

・自分の意見をよく考え整理できた．（14件） 

行動観察では，椅子に座り，時間をかけて他者の感想を閲覧している参
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加者が多くみられた＜図 3-53＞．他者の感想に対して興味を持って閲覧し

ていることがうかがえる．  

  

図3-53 感想の閲覧 

 

以上のことから，作品を目の前にして感想を読むことが鑑賞の役に立ち，

感想の投稿に加え，閲覧による双方向の鑑賞支援が実現していることが検証で

きた． 

  

② デザインに対する評価と考察 

携帯電話の機種を選ばないデザインについて 

(Q) 画面の配置は使いやすくデザインされていましたか？ 

「使いやすかった」51％，「やや使いやすかった」21％の合計が72％で

あった＜図3-54＞． 

「使いやすかった」の回答は，豊田は40％で，広島が上回っている． 
!"#$%&'()*+,-./012(3456
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:89
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>?@ABC(

))'(D+(
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図3-54 画面の配置は使いやすくデザインされていましたか 

 

(Q) 画面の配色は見やすくデザインされていましたか？ 

「見やすかった」61％，「やや見やすかった」21％の合計は82％であった    

＜図3-55＞．画面の文字や選択部分の色は，機種により変換され，機種によっ
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ては，読むことができない図と地の配色もあるが，このように高い評価を得た．

常にフィードバックしながら進めた結果である． 

(Q) 画面の文字の大きさはどうでしたか？ 

83％が「ちょうどよい」と回答している＜図3-56＞． 

これに対し，豊田では56％に対し，広島が大きく上回っている．参加者自

身の携帯電話を使用し，見慣れたフォントサイズであることが評価に繋がっ

たと推測できる．  !"#$%&'()*+,-./0123456
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図3-55 画面の配色は見やすくデザインされていましたか 図3-56 画面の文字の大きさはどうでしたか 

 

(Q) 画面の文字のフォントスタイルはどうでしたか？ 

「見やすかった」79％，「やや見やすかった」5％の合計が84％であった 

＜図3-57＞． 

豊田は「見やすかった」57％，「やや見やすかった」24％，合計が81％で

あった．いずれも高い評価であるが，「見やすかった」だけを比較すると，広

島が大きく上回っている．参加者自身の携帯電話を使用し，見慣れたフォン

トスタイルであることが評価に繋がったと考えられる． 

(Q) 画面の文字の行間隔はどうでしたか？ 

「見やすかった」78％，「やや見やすかった」３％という回答の合計が82％

であった＜図3-58＞．豊田は，「見やすかった」62％，「やや見やすかった」

22％，合計が84％である．合計は豊田の方が高いが，「見やすかった」だけ

を比較すると，広島が大きく上回っている． 
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図3-57 画面の文字のフォントスタイルはどうでしたか 図3-58 画面の文字の行間隔はどうでしたか 

 

以上により，参加者自身の携帯電話を使用したことにより，多様な機種に

対応し，画面の配置と配色について，おおむねよい評価が得られていること

が検証できた．また，文字の大きさや行間など，文字のレイアウトについて

は，大変高い評価が得られた．文字に関する情報は，鑑賞者自身の携帯電話

に依存するため，画面構成がそれぞれ異なる．行揃えや空行の使用位置を考

慮しデザインをおこなったことも高い評価に繋がったと推測できる． 

 

ユーザビリティについて 

(Q) 操作しにくい部分はありましたか？ 

「あった」という回答が 43％の 24人であった． 

インタビューから「戻る」に関する意見が以下の 12件あげられた． 

・作品選択画面に戻るために２度「戻る」のボタンを押さなければならな 

い．（６件） 
・スクロールがない方がよい．（６件） 

戻る操作が２度必要であり面倒であるという意見については，操作をシン

プルにするため，２度までは許容範囲と考えたデザインであった．１度で戻

れるようにするとボタンの数が増え，わかりにくいインターフェースとなる． 

操作に迷っているように見受けられた参加者に二度声をかけた．２件ともイ

ンターネットへの接続に時間がかかったという理由であった．設置環境の問題

から，実験会場の美術館では，電波が入りにくい状況があったことも操作に影

響したと考えられる． 
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(Q) 画面デザインに対する満足度を100点満点で評価すると何点くらいだと感

じましたか？ 

平均は79.2点であった．満足度の最高が100点，最低が30点となり，個人

差が生じた＜図3-59＞．しかし，低得点が飛び値であり，ヒストグラムの山は

高得点側にあるため，画面デザインに対しても全体的には満足度が高かったと

考えられる． 

 
図3-59 画面デザインに対する満足度 

 

「感想を書くために普段より作品をよくみたかどうか」に対する評価別の「画

面のデザインに対する満足度」を分析すると，普段より作品をよくみた人ほど，

画面のデザイン対する満足度が高いことがわかった＜図3-60＞． 

 
図3-60「感想を書くために普段より作品をよくみたか」に対する評価別の「総合的な満足度」 
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しかし一方で，表示について以下の指摘があった． 

・作品の写真が小さい．（17件） 

この内，鑑賞するには写真が小さいと意見を述べている人が多くいた．し

かし，作品サムネイルは写真自体を鑑賞するためのものではなく，本デザイ

ンにおいて直感的な選択を可能とするための記号である．この鑑賞支援は，

作品を目の前にした鑑賞を基本としており，携帯電話に表示されたサムネイ

ルを鑑賞するものではない．説明不足により誤解が生じたものと理解される． 

なお，操作しにくい部分があったと答えた人の画面に対する満足度の平均は

80.7点と大変高い評価であり，全体の平均79.2点を上回っている． 

インタビューでは，「不満点は特にない」，「全体的に問題はない」，「見に

くいところはない」などの意見があり，否定的な意見はなかった． 

以上のように，鑑賞者は迷うことなく，満足度においても高い評価を得るこ

とができた．このように，ユーザビリティにおいて高い評価を得ることができた． 

 

 

3.6 まとめ 

 

本章では，携帯電話を使用し，作品鑑賞ガイドを提供するとともに，作品

をよくみて考え，感想を投稿し共有するシステムを実現した．直感性を重視

したシステムと，参加しやすさを重視したシステムを開発し，ユーザビリテ

ィに考慮したデザインを実現した． 

感想を文章として投稿することで，能動的に作品をよくみることを促し，

投稿された感想を共有，閲覧することで，参加性を高めた．２回の実証実験

をおこない，アンケート，行動観察，インタビューにより有効性を検証した． 

鑑賞者自身の携帯電話を使用することにより，２章からの課題であった，

携帯情報端末に不慣れな人に対応することができた．双方向の鑑賞支援を実

現し，本システムが鑑賞の役に立ったという高い評価を得ることができた． 

行動観察から，作品の細部まで積極的に観察している様子がみられ，能

動的な鑑賞が実現できていることがみてとれた．また，鑑賞者が長い時間，
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他者の感想を閲覧している姿がみられた．感想を共有し，参加型の鑑賞と

することで，さまざまな着眼点の違いを発見する鑑賞支援が実現できたと

考えられる． 

携帯電話の小さな画面に対応し，使いやすいデザインが実現できた．また，

携帯電話の機種の違いに起因する文字や配色の表示の違いに対応し，ほとん

どの機種で使用でき，よい評価を得た．さらに，ユーザビリティにおいても，

迷うことのないデザインに対し，よい評価が得られた． 

以上から，自分の目でみて考えることを誘発する双方向の鑑賞支援システム

を開発し，ユーザビリティの高いデザインを実現した． 
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３章 携帯電話を使用した作品の感想共有 

 
3.1 本章の目的 

 
携帯電話を使用し，作品鑑賞ガイドを提供するとともに，作品をよくみて考

え，感想を投稿し共有するシステムを開発し，ユーザビリティに考慮したデザ

インを実現する．作品の感想を文章化し，それを投稿，公開することによって，

他の鑑賞者と共有することができる，双方向の鑑賞支援を目標とする． 

作品に親しむ機会の少ない鑑賞者は，専門家の作品に対する見解を受容する

だけにとどまり，受動的な鑑賞になる場合が多い．作品に対する既成の知識や

概念を鑑賞者に提供するだけではなく，鑑賞者自身が作品をみて考える能動的

で参加性のある支援が必要である． 

２章では，本研究の基本となる作品鑑賞ガイドを実現し，PDAを貸し出して

実証実験をおこなった．おおむね良い評価を得ることができたが，システムに

おいては，タッチパネルが操作に不慣れな人へ対応できなかった点，および，

展示室とPDA内の位置の対応が課題となった．また，デザインにおいては，ボ

タンサイズが課題として残った．  

実験当時，一般に普及している携帯電話は，データ通信速度が9.6kbit/sであ

った．そのため画像を多用するページを携帯電話に受信するための時間は長く

なる．さらに，画面の画素数が120×160ピクセルであるものがほとんどである

ことや，一つのページに含まれるコンテンツのデータの大きさが画像を含めて

5kbyte/s未満に制限されていることから，ピクセル数の大きい画像の表示が困

難であるという現状があった． 

また，携帯電話は，美術館内において着信通話の危惧があるため，多くの美

術館で使用が禁止されていたこともPDAを選択した理由としてあげられた． 

しかし，その後，作品の前で携帯電話を使用してメモをとる行為が許される

館も多くなり，携帯電話の多機能化に伴い館側の対応も寛容になりつつある．

携帯電話の性能においても現在は，画面が大きくなり，解像度も上がった．さ

らに，通信速度が速くなり， Eメールの送受信やウェブブラウジングなど多機

能化が進み，日常的な情報発信のツールとしても使用されている． 
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これらの現状を踏まえ，本章では，携帯電話を使用し，鑑賞者自身が作品を

みて考える，能動的で参加性のあるシステムを開発し，デザインする． 

美術館において作品鑑賞ガイドを提供するとともに，感想を投稿し，共有す

るシステムを開発する．感想を投稿することで，作品をよくみることを促し，

能動的な鑑賞に導く．その投稿が公開，共有されることで，参加型の鑑賞とす

る．また，共有された感想を閲覧することで，作品の色や素材など，多様な着

眼点から鑑賞がおこなわれていることを認識させる． 

システムを有効に機能させるため，UCDを基本として，ユーザビリティを高

めるデザインをおこなう． 

２回の実証実験を通して，その有効性を検証する． 

 

 

3.2 関連研究と事例 

 

3.2.1 携帯電話を使用した関連研究と事例の現状 

 

携帯電話を使用した関連研究として，以下があげられる． 

A) M. Nickerson「1-800-FOR-TOUR: Delivering Automated Audio 

Information through Patron's Cell Phones」 

M. Nickerson による携帯電話を使用した音声によるガイドの研究 

「1-800-FOR-TOUR: Delivering Automated Audio Information through 

Patron's Cell Phones」 は，VXML（Voice Extensible Markup Language）を

利用して，あらかじめ作られた 60 秒程度の音声によるガイドを製作し，鑑

賞者が展示作品の下に表示してある番号に電話をかけて，その解説を聴くシ

ステムである（Nickerson 2005）． 

 

B) J.Trantら「Mobile Phones : A New Way To Engage Teenagers In 

Informal Science Learning」 

J.Trantらによる「Mobile Phones : A New Way To Engage Teenagers In 

Informal Science Learning」は，携帯電話を使用し，博物館の内外で，科学の
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学習を実現することを目的としている．無線ネットワークからダウンロードし

た情報を，音声ガイドによって提供する方法である（Trant 2006）．  

 

携帯電話を使用した博物館などの事例として，以下があげられる． 

C) 鳥羽水族館 

鳥羽水族館（三重県鳥羽市）は，1999年から，携帯電話に対応した情報提供

をおこなっている[3-1]．写真のギャラリーをトップページに置き，飼育日誌，通

信販売，映像，水族館生物のガイドがある．携帯電話は，i-mode，EZweb，

Soft Bank，L-modeに対応し，メディアは，テキスト，静止画，動画，音声が

使われている．  

 

D) ヴァンジ彫刻庭園美術館 

ヴァンジ彫刻庭園美術館（静岡県長泉町）は，2002 年開館と同時に，携帯

電話による作品情報や作家情報の提供をおこなっている[3-2]．携帯電話のキャリ

アと機種は，NTT ドコモの i-mode で，通信は携帯電話用 Web（X navi）で

ある．メディアは，テキスト，静止画，音声であった．館の設置環境の問題か

ら館内に電波が入りにくく，館外のみの情報提供となっていた． 

 

E) 横浜トリエンナーレ2005 

2005 年 11 月５日，『横浜トリエンナーレ 2005』の会場において，ICタグ

と携帯電話を使った情報配信システム「電波ポスター」の実験がおこなわれた[3-3]．

イベント会場等に設置された ICタグリーダを内蔵したポスターに利用者が IC

タグをかざすことにより，そのポスターに関連した情報が利用者の携帯電話に

電子メールで自動送信されるシステムであった．  

 

3.2.2 問題点の整理 

上掲の関連事例の問題点を以下に示す． 

 

⑴ システムにおける問題点 

① 携帯電話の多様な機能を活かせていない 

[3-1] 

鳥羽水族館, 

http://www.aquarium.co.jp/keitai/i

ndex.html, （2003.06.17取得） 

[3-2] 

ヴァンジ彫刻庭園美術館, 

http://www.vangi-museum.jp/index.

html, （2003.06.17取得） 

[3-3] 

横浜トリエンナーレ2005・モバイルナ

ビゲーション：電波ポスター,  

http://www.dnp.co.jp/artscape/10t

h/denpa/index.html 

（2006.04.04取得） 
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館側からの一方向的な情報提供であり，鑑賞者の側からの発信がない．また，

文字に限った情報提供や音声のみの情報提供など，メディアが限定されている

ため，携帯電話の多様な機能を活かせていない． 

② 携帯電話の機種等が限定されている 

携帯電話のキャリアや機種が限定されていることに加え，貸し出しがされて

いないため，鑑賞者が限られる． 

 

⑵ デザインにおける問題点 

① システムやコンテンツが利用しやすいデザインとなっていない 

ページのどこをどのように操作すると求める情報にたどり着くのか，使用方

法がわからない．ページごとに，使用方法や操作をする場所が異なるため迷う

など，理解しやすく，記憶しやすいデザインとなっていない． 

② 携帯電話の小さい画面のデザインができていない 

携帯電話は，PDAよりもさらに小さな画面である．そのため，画面に表示で

きる情報量はさらに少ない．文章量が多い場合や画像が大きい場合は，１ペー

ジの画面に表示できないため，スクロールが必要となり，全体を把握しにくい． 

 

 

3.3 感想の共有とユーザビリティ 

 

ユーザが感想を投稿し，共有できるシステムを開発し，ユーザビリティに考

慮したデザインを実現する．館からの一方向的な情報提供でなく，鑑賞者の側

から感想を投稿することで，双方向の鑑賞支援をおこなう． 

本章では，一般に普及した携帯電話を使用したシステムとする． 

関連事例では，携帯電話の多様な機能を活かしたシステムとなっておらず，

情報の提供が一方向的であった．また，携帯電話の機種が限定されていたこ

とに加え，貸し出しがされていないため，鑑賞者が限られていた．さらに，シ

ステムやコンテンツがわかり辛く，記憶しにくい．加えて，携帯電話の小さい

画面に対応していないため，直感的に把握しやすいデザインとなっていなか

った． 
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これらの問題点を解決するために，ここでは，ユーザビリティを高めたデザ

インを実現する． 

 

3.3.1 感想の共有 

作品をよくみて考えることを促すために，鑑賞者に，作品をみた感想を自

分自身の言葉でまとめさせる．携帯電話からインターネットを通じてウェブサ

ーバにアクセスさせ，感想を文章として記述，投稿させる．さらに，自分と異

なる鑑賞の着眼点や感じ方の違いに気づかせるために，投稿された感想を共

有，公開し，他者に閲覧させる． 

これらによって，双方向の鑑賞支援を実現し，能動的で参加型の鑑賞支援

を目指す．  

 

3.3.2 ユーザビリティ 

先にあげた問題を解決するために，ユーザビリティの概念に注目してデザイ

ンをおこなう． 

ユーザビリティ（Usability）は一般に「使いやすさ」と訳され，特定の利用

目的を達成するための使いやすさやわかりやすさのことである． 

ウェブサイトにおけるユーザビリティ研究をリードする，認知心理学者ヤコ

ブ・ニールセン（Jakob Nielsen）は，以下のような指標をあげている． 

 

・学習しやすさ（ Learnability ）：システムは、ユーザーがそれを使って

作業をすぐ始められるよう、簡単に学習できるようにしなければならな

い。 

・効率性（ Efficiency ）：システムは、一度ユーザーがそれについて学習

すれば、後は高い生産性を上げられるよう、効率的な使用を可能にすべ

きである。 

・記憶しやすさ（ Memorability ）：システムは、不定期利用のユーザ

ーがしばらく使わなくても、再び使うときに覚え直さないで使えるよう、

覚えやすくしなければならない。 
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・エラー発生率（ Errors ）：システムはエラー発生率を低くし、ユーザ

ーがシステム使用中にエラーを起こしにくく、もしエラーが発生しても

簡単に回復できるようにしなければならない。また、致命的なエラーが

起こってはいけない。 

・主観的満足度（ Satisfaction ）：システムは、ユーザーが個人的に満足

できるよう、また好きになるよう、楽しく利用できるようにしなければ

ならない。 

(ニールセン 2002, pp.21-30；Nielsen 1993, pp.25-37) 

 

ま た， 1998 年 に国際標準化機構（ International Organization for 

Standardization）において，ISO 9241-11として定義され，1999年に日本工

業規格（Japanese Industrial Standard），JIS Z 8521として翻訳されたユーザ

ビリティは「使用性」としてまとめられている．その定義はISO 13407（1999

年）においてさらに整理され，JIS Z 8530（2000年）では「ユーザビリティ」

として翻訳されている．その定義を以下に示す． 

 

・ユーザビリティ（usability） ある製品が，指定されたユーザーによっ

て，指定された利用の状況下で，指定された目標を達成するために用い

られる際の，有効さ，効率及びユーザーの満足度の度合い。 

・有効さ（effectiveness） ユーザーが，指定された目標を達成する上で

の正確さと完全さ。 

・効率（efficiency） ユーザーが，目標を達成する際に正確さと完全さ

に費やした資源。 

・満足度（satisfaction） 不快さのないこと，及び製品使用に対しての肯

定的な態度。 

 

『ユーザビリティハンドブック』によると，ニールセンの定義では，学習し

やすさや効率，記憶しやすさなどの面で問題がないかどうかを確認し，マイナ

ス面をなくすことによって，ユーザビリティを評価する． 
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一方，JIS Z 8530では，正確に目標が達成できるかどうかや，目標の達成ま

でに費やした資源があるかないか，また，製品やサービスに対して満足できる

かどうかなどの肯定的な基準で判断される． 

鑑賞は，ユーザによって興味のある作品が異なり，また，鑑賞方法も異なる

ため，個人差が大きい．ユーザビリティは，使いやすさに関わる「有効さ」，

「効率」と「満足度」であるためデザインとの繋がりが強い．そこで，ここで

は，日本において一般的に使用されているJISを基本として進めていく．JIS Z 

8530におけるユーザビリティの指標を以下のように解釈する． 

「有効さ」：鑑賞は，興味のある作品や方法の個人差が大きいため，正解が

あるわけではない．「正確さ」や「完全さ」という基準は当てはまらないため，

ここでは評価の指標としては考慮しない． 

「効率」：ユーザによって鑑賞方法が異なるため，個人差が大きい．鑑賞に

費やした時間ではなく，ニールセンを参考に，操作に迷ったかどうかを分析す

る． 

「満足度」：アンケートで，100点満点で何点と感じたかを質問し，回答を

得る． 

 

 

3.4 直感性を重視したシステムとその評価 

 

本節では，感想の投稿と閲覧に際し，直感的な操作を可能とするために，画

像をボタンとして直接選択するクリッカブルマップとする．実験時点では，こ

の機能を使用できる携帯電話が普及していなかったため，対応する機種を貸し

出しとする．また，作品の基調色を，ページの背景色の色相と合わせることに

よって直感性を高める．これらにより，ユーザビリティに考慮したデザインを

実現する． 

なお，作品鑑賞に親しむ機会が少ない鑑賞者が対象であるため，コンテンツ

等の文章は平易な言葉を使用し，難しさを感じさせない表現とする． 
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3.4.1 システム 

本節のシステムでは，まず，双方向の鑑賞支援を実現するために，携帯電話

のインターネットを利用し，感想の投稿，共有，閲覧をおこなう．さらに，ク

リッカブルマップを使用することで，注目点を直感的に選択できるようにする．

作品をよくみて考える鑑賞行為を誘発するために，以下のような機能を準備する． 

 

⑴ システムの機能 

① 感想の投稿 

双方向の鑑賞支援を実現するために，作品の感想を文章で投稿させる．ク

リッカブルマップを利用し，「人」，「色」，「筆づかい」など，作品に応じ

て７点の選択肢を用意する＜図3-1＞．その中から注目点を一つ選び＜図3-2＞， 

作品の感想を文章にまとめて投稿させる＜図3-3＞．なお，インターフェー

スの制作に使用するソフトウェアは，Macromedia Flash Lite 1.1である． 

     
図3-1 7 つの選択肢       図 3-2 感想テーマの選択    図 3-3 感想の記入 

 

投稿に使用する名前はハンドルネイムでもよいこととしたが，感想を書込む

場合は，記名させることによって，自分自身の感想に対しての責任を意識させ

る．また，感想の閲覧時には，記名があることによって，それらの感想に親近

感がもてるように配慮した． 

② 共有された感想の閲覧 

上述のクリッカブルマップを使用して閲覧する．そのために，それぞれ

の作品に応じた七つの注目点と，すべての感想をまとめた「すべてを読む」

を加え，８種類の選択肢を用意する．次に，感想の頭10文字の一覧で，最新

の投稿より上から順に，５件ずつ表示する＜図3-4＞．さらに，その中から
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１件が選択されると，感想の全文とニックネーム，投稿日時を表示する

＜図3-5＞．  

   
 図 3-4 感想の一覧       図 3-5 感想の閲覧   

 

③ その他 

パスワードによる認証 

本研究は，作品を目の前にした鑑賞体験を支援するシステムである．なぜ

なら，ディスプレイや印刷物でみる画像では，作品鑑賞の上で重要な筆使い

や質感，詳細な色彩などを知ることはできない．美術館で作品を鑑賞してい

ない人によって，どのような場所からでも書き込まれるということを避ける

ため，会場に来た人だけにパスワードを発行する． 

エラーへの対応と移動方法の説明 

ログイン時の入力ミスに備えて，再度入力を促すページを設定し，そこから

ログイン画面に戻る． また，鑑賞者がシステムの利用中に操作方法を常に確

認できるように，各ページの下部に操作方法を表示する．操作に使用するボタ

ンは，直感性を重視し，「戻る」を携帯電話の左下にある（＊）に割り当て，

「終了」は，右下にある（♯）に割り当てる．「移動」は十字キーの左右が，

携帯電話の機能上の制限により使用できないため，上下を使用し，「決定」は

十字キーの中心のボタンを使用する．さらに，トップページであるログイン画

面の下半分を，操作方法の説明とする．実証実験会場で，携帯電話の画面を見

ながら，鑑賞者に操作の説明をおこなう． 

レイアウト図と作品サムネイルの使用 

展示室と携帯電話に表示されている画面の対応を明確にするため，作品選択

画面を会場レイアウト図とし，各作品をそれぞれの展示位置にサムネイル表示

で配置する＜図3-6＞．  
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作品情報と作家情報の提供 

２章と同様に，作品解説と作家解説の提供をおこなう． 展示室と画面表

示の対応を明確にし，直感的な選択を可能とするため，作品サムネイルを使

用する．また，読みやすさに配慮して，スクロールをしないレイアウトを考

え，携帯電話の１画面に表示できる大きさの画像とする＜図3-7＞．  

      

図3-6 平面図と作品サムネイルの利用  図3-7 作品情報と作家情報 

 

⑵ システムの実装とサイト構造 

鑑賞者は，携帯電話からインターネットを通じてウェブサーバにアクセスし，

CGI プログラムによるデータの登録と呼び出しをおこなう．ウェブサーバは，

1.25 GHz Power Mac G4 ，OS は Mac OS X10.4 を用い，Personal Web 

Sharing に準じてApache1.3 を使用した．システムのサイト構造を＜図 3-8＞

に示す． 
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図3-8 システムのサイト構造 

 

3.4.2 デザイン 

前章の実験で，実験の参加者から，ボタンの大きさが高齢者などには，やや

小さいのではないかという指摘があった．そこで本章では，ソフトウェアのボ

タンではなく，携帯電話の十字キーによる操作に代えることによって解決する． 

 

⑴ 小さい画面に対応したデザイン 

携帯電話は PDA よりもさらに小さな画面であり，一度に表示できる情報量

はさらに限られる．そのため，操作用のボタンを画面の外に出し，十字キーを

使用することで対応する． 

前章と同様に，書体，サイズ，行間は，数種類のペーパーによるプロトタ
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イプを制作し，10代から 50代の鑑賞者を対象に，テストをおこないながら試

作し，予備実験おこなった．その結果から，書体は作品に特定の印象を与えず，

文字の線の太さが一定で視認性が高いゴチック体を選んだ．液晶画面で最も読

みやすく，通常一般的に使用されている書体である．また，文字サイズは 5.5pt

を基本とした． 

前章と同様に文字の表示数は，画面の構成に余裕を持たせて， 14 文字

×6 行とする． 

 

⑵ ページのレイアウト 

携帯電話に書き込む文字はキャリアや機種に依存し，フォントの書体や

行間などが指定できず，デザインすることができない．そのため，感想と

パスワードの入力以外のテキストは画像とした． 

 

⑶ ユーザビリティの高いデザイン 

また，直感的な選択を可能にするため，クリッカブルマップを採用し，画像

自体をボタンとして選択する．さらに，作品の基調色をページの背景色として

使用する．これらにより，ユーザビリティの高いデザインを実現する． 

どの作品についてのページであるか，展示室と画面を対応させ，鑑賞者

が操作に迷わないようにするために，作品のサムネイルを使用する．画面

が小さいため，それを補う配色として，上記したように，作品の基調色と

ページの背景色の色相を合わせて使用する＜図3-9＞． 

 

図3-9 作品の基調色を使用した色彩計画 
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3.4.3 美術館における実証実験と評価 

2005年12月17，18日の２日間，豊田市美術館の常設展会場において，

一般鑑賞者を対象として実証実験をおこなう．クリッカブルマップ作成の

ために使用したソフトウェアである Flash への対応と，総合的なスペック

から，動画再生機能をもった携帯電話に，あらかじめWebアドレスを登録して

おき，参加者にこの携帯電話を貸し出して実験をおこなう．携帯電話はNTT 

DoCoMo Foma SH901isを２台使用し，予備としてvodafone 903SH を

１台準備する． 

アンケート，行動観察，インタビューにより，有効性を検証する． 

 

⑴ 実証実験の流れ 

① スタッフは，会場入口で参加者に携帯電話を貸し出し，実験の説明をお

こなう． 

② 参加者は，実験のためのサイトへアクセス後，パスワードを入力し，実

験を始める． 

③ 参加者は，会場を自由に移動しながら，作品の前で感想を記入し，また，

感想を閲覧する． 

④ スタッフは，参加者に同行し，鑑賞の阻害とならないように配慮しなが

ら行動観察をおこなう＜図3-10＞． 

⑤ 参加者は，鑑賞終了後，アンケート用紙に記入する＜図3-11＞． 

⑥ スタッフは，インタビューをおこない，アンケートの項目以外で参加者

の意見を聞き出し記録する＜図3-12＞． 

   
図3-10 行動観察        図3-11 アンケート       図3-12 インタビュー 
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⑵ 評価と考察 

２日間の有効なアンケート数は，37 であった． 

(Q) 携帯電話はどれくらい使用しますか？  

83％の人が毎日と答えた＜図 3-13＞．携帯電話が生活の中に普及している

ことがわかる． !"#$%&'()*+,-./0
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図3-13 携帯電話はどれくらい使用しますか 

 

(Q) 携帯電話でよく使用する機能を，使用頻度が高い順に番号を入れてください． 

用途別使用頻度についての回答は，E メール，通話，カメラの順であり，

携帯電話の使用方法が多様化していることが明らかとなった＜図 3-14＞． !"#$%&'()&*+
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図3-14 携帯電話の用途別使用頻度 
 

(Q) 美術館へはどれくらいでかけますか？  

「年に 3-4回」が一番多く 41％，次いで「月に 1-2回」が 38％であった 

＜図 3-15＞． 
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図3-15 美術館へはどれくらいでかけますか 

 

① システムに対する評価と考察 

投稿と閲覧について 

(Q) 本日のケータイを使用した感想共有システムについて，総合的な満足度は100

点満点で何点くらいだと感じましたか？  

満足度の平均は 72点であった＜図 3-16＞．最高が 100 点，最低が 20点と

個人差は生じたが，低得点が飛び値であり，ヒストグラムの山は高得点側にあ

るため，総合的な満足度は高いと考えられる．  

 
図3-16 総合的な満足度のヒストグラム 

 

本研究は，鑑賞経験の少ない人を主な対象としている．「来館頻度」に対する

評価別の「総合的な満足度」を分析すると，美術館にあまり来ない人ほど，こ

のシステムに対する満足度が高いことがわかった＜図3-17＞． 



３章 携帯電話を使用した作品の感想共有 

 56 

 
図3-17「来館頻度」に対する評価別の「総合的な満足度」 

 

(Q) 作品を目の前にして感想を書き込むことは作品鑑賞に役立ちましたか? 

「大変役に立った」８％，「役に立った」62％の回答を加えると70％であり，

感想を書き込むことが鑑賞の役に立ったことがわかった＜図3-18＞． 

(Q) 感想を書くために普段より作品をよくみましたか？ 

「よく見た」43％，「やや見た」27％の回答を加えると70％であった 

＜図3-19＞．感想を書き込むことが，本研究の目的である作品をよくみること

の誘発に繋がったことが明らかとなった． !"#$%&'()*+#,-./012!"34'5678(9:
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(Q) 作品を目の前にして感想を読むことは作品鑑賞に役立ちましたか？ 

「大変役に立った」14％，「役に立った」61％の回答加えると75％であり，

感想を読むことが鑑賞の役に立ったことがわかった＜図3-20＞． 

図3-18 作品を目の前にして感想を書き込むことは 
 作品鑑賞に役立ちましたか 

図 3-19 感想を書くために普段より作品をよくみましたか 
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本節のシステムにおいては，「感想を書き込む」ことより「感想を読む」こ

との方が，鑑賞の役に立ったと答えた参加者が多いことが明らかとなった． !"#$%&'()*+#,-./0!"12'3456(78

9:;
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図3-20 作品を目の前にして感想を読むことは作品鑑賞に役立ちましたか 

 

以上から，作品を前にして感想を書くことと，他者の感想を読むことが鑑賞

に有効であることが検証できた．これらによって，双方向の鑑賞が実現できた．

また，感想を書くことによって，作品をよくみることを誘発できた． 

 

「来館頻度」に対する評価別の「感想を書くことが鑑賞の役にたったか」に

ついて，さらに分析を進めると，来館頻度が「年に１～２回」の 100％が「役

に立つ」と回答していることがわかった＜図 3-21＞． 

 

図3-21「来館頻度」に対する評価別の「感想を書くことが鑑賞の役に立ったか」 

 

「来館頻度」に対する評価別の「感想を読むことが鑑賞の役にたったか」を

分析すると，来館頻度が「年に１～２回」の 100％が「役に立った」と答えて

いることがわかった＜図 3-22＞． 
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図3-22「来館頻度」に対する評価別の「感想を読むことが鑑賞の役に立ったか」 

 

「感想を書くことが鑑賞の役にたったか」に対する評価別の「総合的な満足

度」を分析すると，感想を書くことが鑑賞に「大変役に立った」と答えている

人の「総合的な満足度」が最も高いことがわかった＜図 3-23＞．しかし，「役

に立たなかった」と答えている人の「総合的な満足度」も 70点と比較的高い．

インタビューから，感想を書かなかった理由として「機械操作がわかりづらか

った」，「人の感想を見るのはいいが，書くのは作品に目がいかない」，「作品に

何も感じなかったので感想を書き込まなかった」などがあげられていた．さら

に，「役に立たなかった」と感じている人の来館頻度は，「週に１～２回」と「月

に１～２回」であり，比較的高い． 

 
図3-23「感想を書くことが鑑賞の役に立ったか」に対する評価別の「総合的な満足度」 
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また，「感想を読むことが鑑賞の役にたったか」に対する評価別の「総合的な

満足度」を分析すると，「感想を読む」ことが鑑賞の役に立ったと答えている人

ほど，このシステムに対する満足度が高いことがわかった＜図 3-24＞． 

 
図3-24「感想を読むことが鑑賞の役にたったか」に対する評価別の「総合的な満足度」 

 

「感想を書くために普段より作品をよくみたか」に対する評価別の「総合的

な満足度」を分析すると，全般的には「作品をよくみた」人ほど，このシステ

ムに対する満足度が高いことがわかる＜図 3-25＞． 

 
図3-25「感想を書くために普段より作品をよくみたか」に対する評価別の「総合的な満足度」 
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このように，鑑賞に親しむ機会の少ない人ほどシステムに対する評価が高い

ことが明らかとなった．本研究は，鑑賞経験が少ない人を主な対象としている

ため，目標通りの結果を得ることができた．  

行動観察では，感想を書き込むために考えている姿が多くみられ，作品

に対する各人の考察に繋がると推測できる． 

以上のことから，携帯電話の機能を活かし，感想の投稿と閲覧により，一方

向の情報提供ではなく，双方向の鑑賞支援が実現できたことが検証できた．  

しかし，「戻る」の操作がわかりにくい箇所があったという指摘と，画面に

おける横方向の移動が，携帯電話の機能的制限により，十字キーの縦のボタ

ン操作になっていたためとまどったという意見があった．直感的な操作，わか

りやすさの観点から検討が必要である．また，「スクロールを利用してもよい

のではないか」という意見も複数あった． 

前章からの課題であった，タッチパネルに不慣れな人への対応においても，

自分自身の携帯電話との操作性の違いが原因となり，本節でも解決には至らな

かった． 

 

② デザインに対する評価と考察 

小さい画面に対応したデザイン 

(Q) 画面の文字の大きさはどうでしたか？ 

(※[3-7]：感想の入力欄と感想の表示欄以外) 

「ちょどよい」が 56％で一番多く，次いで「やや小さい」が38％であった．「や

や大きい」は0％，「大きい」と「小さい」はそれぞれ3％と少ない＜図 3-26＞． 

(Q) 画面の文字のスタイルはどうでしたか？ 

(※：感想の入力欄と感想の表示欄以外) 

「見やすかった」57％，「やや見やすかった」24％を合わせると 81％であ

り，高い評価であった＜図 3-27＞． 

[3-7] 

※：携帯電話のメーカーや機種の違

いに起因し，文字の大きさや書体，

配色などがそれぞれ異なった表示と

なるため． 



３章 携帯電話を使用した作品の感想共有 

 61 

!"#$%#&'()*+,-./

012

342

32 52
32

&'6

77&'6

89+*:6

77;(6

;(6

   

!"#$%#&'()*+,-./012345

678

9:8

;;8

<8 =8

>?@5A4

??>?@5A4

0BC2DEF

??>GH5A4

>GH5A4

 
図3-26 画面の文字の大きさはどうでしたか    図 3-27 画面の文字のスタイルはどうでしたか 

 

(Q) 画面の文字の行間はどうでしたか？ 

(※：感想の入力欄と感想の表示欄以外) 

「見やすかった」が 62％で過半数を超え，「やや見やすかった」の 22％を合

わせると 84％であり，高い評価であった＜図 3-28＞． 
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図3-28 画面の文字の行間はどうでしたか 

 

フォントの書体・行間については，80％以上が「見やすい」との高い評価で

あった．文字サイズについては，「ちょうどよい」が過半数ではあったが，「や

や小さい」との評価も多く，課題が残った． 

 

以上のように，小さな画面に対応したデザインについては，おおむねよい評

価を得ることができた． 

 

ユーザビリティについて 

(Q) 操作方法でわからないところがありましたか？ 

「あった」という回答が 13％の５人であった． 

インタビューから下記の理由がわかった． 

・携帯電話の使用が初めて（２件） 
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・「戻る」がわからなかった（２件） 

・慣れていない機種（１件） 

(Q) 操作しにくい部分はありましたか？ 

「あった」という回答が 67％の 25人であった． 

インタビューから理由の分析をおこなった． 

・「戻る」がわかりにくいところがあった（11件） 

・自分の携帯と操作方法が違う（４件） 

・小さい（２件） 

「小さい」と答えた人は，自分自身の携帯電話で表示される見慣れた文字の

大きさが印象を左右したと考えられる． 

行動観察では，初めて携帯電話を使用するという小学生が，迷うことなくシ

ステムを操作して鑑賞をおこなっている様子がみられた．しかし，日常的に携

帯電話を使用している参加者は，貸し出された携帯電話と自分のものとの操作

の違いに戸惑っている様子が見受けられ，スタッフが声をかける場面があった． 

(Q) 画面の配置は使いやすくデザインされていましたか？ 

「使いやすかった」が40％と大変多く，「やや使いやすかった」30％の回答を加

えると70％であった＜図3-29＞．多くの人が使いやすいと答えていることが明らか

となった．  !"#$%&'()*+,-./012(3456
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図3-29 画面の配置は使いやすくデザインされていましたか  
 
 (Q) 画面の配色は見やすくデザインされていましたか？ 

「見やすかった」が54％と過半数を超え，「やや見やすかった」の38％を加える

と92％となり大変高い評価であった＜図 3-30＞．作品の基調色を画面のベースカラ

ーとしたことが，評価に繋がったと推測される． 
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図3-30 画面の配色は見やすくデザインされていましたか   

 

(Q) 画面に対する満足度を100点満点で評価すると何点位に感じましたか？ 

平均は，77点であった．満足度の最高が100点，最低が30点となり，個人差

が生じた＜図3-31＞．しかし，低得点が飛び値であり，ヒストグラムの山は高

得点側にあるため，画面デザインに対しても全体的には満足度が高かったと考

えられる． 

 
図3-31 画面満足度のヒストグラム 

 

ユーザビリティについて，満足度は高い評価であった．なお，操作方法でわ

からないところがあったと答えた５人についても，満足度の平均は92点で非常

に高い．また，操作しにくい部分があったと答えた25人の平均点は，全体の平

均と同様の77点で，やはりよい評価であった． 

 

以上のように，小さい画面に対応したデザインにおいては，おおむねよい評

価が得られ，ユーザビリティにおいても，ほぼよい評価を得ることができた． 
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４章 ユーザ・エクスペリエンスを高める作品鑑賞 

 

4.1 本章の目的 

 

美術鑑賞をより豊かにすることを目標に，これまで３回の実証実験を美術館

においておこなってきた．本章では，美術館への来館者に限らず，さらに多く

の人に対して，ユーザ・エクスペリエンス（User-Experience: 以下，UX）を

向上させ，鑑賞行為の参加性を高めることにより，能動性を向上させるための

取組みをおこなう．都市空間で，鑑賞者が写真と感想を投稿し，公開，共有す

る鑑賞支援のシステムを開発する．また，鑑賞者が持つ特性や多様な状況に対

応することが重要であるため，ユニバーサルデザインに着目する． 

美術館という美術作品のための空間から，生活と密着した都市の中に鑑賞の

場を広げ，鑑賞者自身の携帯電話を使用して，実証実験をおこなう．なお，評

価のための材料として，参加者に対するアンケート，インタビュー，行動観察，

および，参加者の投稿内容を用い，本システムとデザインの有効性を検証する． 

 

 

4.2 関連事例 

 

4.2.1 屋外における鑑賞支援の事例の現状 

携帯電話を使用した，双方向の情報提供をおこなっている屋外での事例とし

て下記があげられる． 

A) 尾道携帯観光ナビシステム 「どこでも博物館」 

尾道携帯観光ナビシステム 「どこでも博物館」は，広島県尾道市で，2002

年から2003年におこなわれたプロジェクトである．その目的は，まち全体を博

物館にするというものである．携帯電話を通じて，観光客や市民に対し，観光

案内やまちの文化・歴史などの情報を提供している．また，観光客は，旅の印

象や疑問を書き残すこともできる．まちの中の解説するものの前に，石づくり

のフクロウが置いてある．そのフクロウに書いてある番号を，携帯電話のウェ
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ブ画面に入力することによって，「名所」，「寺」といった「観光スポット」や店

の情報を入手することができる．  

 

UXについては，鑑賞との関係ではほとんど関連事例がなく，研究がおこなわ

れていない．すでに１章で述べたHｓiによるエクスプロラトリウムにおける

「Electronic Guidebook」の研究に加え，鑑賞や携帯電話を使用した事例では

ないが，Karen Donoghueがあげた一つの事例を下記に示す． 

B) K．Donoghue 「Built for Use: Driving Profitability through the User 

Experience」 

Karen Donoghueは，シェーカー家具（Shaker Furniture）を提供するアメ

リカの企業のシステムにおけるUXを例にとり，その哲学とデザインは情報携帯

端末におけるUXの設計にも通じるものであると述べている．シェーカー教徒は，

自分達が使用する家具を自らデザインし，制作していた．そのオリジナルを企

業が復元し，完成品だけでなく，ユーザが自分で組み立てることができるサー

ビスを提供している．そのシステムは，ユーザが家具を上手く組み立て，その

プロセスを楽しみ，それによって，より高いUXを得ることができるというもの

である（Donoghue 2002, pp.219-228）． 

 

4.2.2 問題点の整理 

⑴ システムとユーザ・エクスペリエンスにおける問題点 

① 能動性と参加性が低い 

ユーザが自ら進んで参加しようとする能動性を誘発するシステムとなってい

ない．また，文章による参加は可能であるが，携帯情報端末として使用可能な

その他のメディアを使用していないため，参加性が低い． 

② UXを高めるための工夫がない 

満足感や達成感を得るために，UXが考慮されておらず，携帯情報端末を使用

して，それを具体化していく仕組みがない．また，参加した記録をユーザ自身

のものとしてまとめることができない． 
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⑵ デザインにおける問題点 

① 参加者の特性や多様な状況に対応していない 

屋外で使用する画面の色彩としては，視認性が低い配色である．また，より

多くの人がわかりやすく，みやすい配色となっていない． 

② 鑑賞の対象となる場所への誘導性が弱い 

屋外において，情報を入手するための目印が小さいため，視認性が低い．そ

のため，鑑賞の対象となる場所への誘導性が弱い． 

 

 

4.3 鑑賞の共有とユーザ・エクスペリエンス 

 

本章では，参加性を高めることによって，さらに能動的な鑑賞行為を誘発す

ることを目指す．感想だけでなく写真も共有することによって，言葉だけでは

表現できない，さまざまな着眼点からの鑑賞を目指す．また，UXを高め，満

足感や達成感を得ることができる鑑賞支援を目指す．普段，美術館に足を運ば

ない人や色覚特性をもった人も視野に入れ，さらに幅広い参加者を対象とする． 

より能動的な鑑賞行為に導くために，作品の部分，あるいは全体の形，色や

素材など，鑑賞者が興味をもった着眼点に基づき，自分自身の携帯電話による

作品の写真撮影を促し，感想とともに投稿させる．作品を画像として記録する

ことで，写真として表現させる．これによって，鑑賞者の感想を書きやすくす

るだけでなく，言葉だけでは表現できない鑑賞体験を可能とする．写真による

画像と文字による感想を組み合わせることによって，鑑賞を豊かにする効果が

期待できる． 

さらに，投稿された写真と感想を，他の鑑賞者たちと共有する．文字情報だ

けでなく，画像の情報と組み合わせて提示し，学習することによって，人間の

感覚は刺激され，記憶を継続させることが可能である．画像は，テキストと結

び付き，それらを統合するものとして作用することにより，エピソード記憶に

おいて重要な役割を果たす．そして，その本質的な意味を象徴する役目を果た

すのである(Paivio 2001, pp.91-110)． 
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また，プレゼンテーションに関する実験ではあるが，言葉と画像を組み合わ

せた場合，聴衆は72時間経過後，言葉だけを用いた場合の6.5倍以上，記憶が

継続するとの実験結果が報告されている（Broner 1978, pp.65-66）． 

これらから，他者の鑑賞の意図や考え方を理解しやすくするために，写真を

使用することは，記憶に残し，記憶を継続させるために有効であると考えられる． 

 

4.3.1 ユーザ・エクスペリエンスとは 

ユーザ・エクスペリエンス（User-Experience : UX）とは，ユーザが製品や

サービス，ウェブコンテンツを繰り返し使用することによって，うれしさや満

足感，達成感などを得ることのできるユーザの体験のことである．UXは，連

続的なものであり，システムを使い始めた段階での経験だけでなく，長期的に

利用した後での経験も重視されている． また，UXは，体験そのものだけでな

く，サービスやウェブコンテンツを利用する時の周りの環境や，ユーザの体験

前後の状況など，利用時の全てのプロセスにおいて作用し合い，全体としてユ

ーザにフィードバックを与える．そのため，UXの計画においては，早期から

ユーザリサーチをおこない，できるだけ多くの状況や利用のプロセスを把握し

た上で，ユーザやコンテンツに合致した計画を立てることが重要である（クニ

アフスキー 2007, p.47）． 

それを踏まえて本研究では，UX向上の一つの方法として，携帯情報端末の

もつ検索機能に着目する．検索されるコンテンツは，投稿によって，写真と感

想が更新され，蓄積されて増加する．時間の経過とともに展開するコンテンツ

は，ユーザがくり返しアクセスするインセンティブとなることが期待される． 

 

4.3.2 ユーザ・エクスペリエンスのための機能 

より多くの人がさらに能動的な鑑賞をおこない， UXを高めるために，本シ

ステムには以下のような機能をもたせる． 

 

⑴ 写真と感想の投稿と閲覧 

鑑賞者は，携帯電話を使用し，実際に作品をみて，その部分や全体，色や素

材などの興味をもった着眼点から，写真を撮影することによって，言葉だけで
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は表現できない鑑賞体験を，画像として記録する．メール機能を利用して，感

想を文章として書き込み，写真とともに投稿する． 

投稿された写真と感想は，感想の頭10文字程度の一覧で，最新の投稿より上

から順に表示される．一件を選択すると，その感想と合わせて，投稿された写

真，投稿者のニックネーム，投稿日時が，一つの画面に表示される＜図4-1＞． 

           

図4-1 投稿の閲覧                  図 4-2 入力画面 

 

⑵ 検索を通したユーザ・エクスペリエンス 

参加者は，ニックネームとパスワードを入力することによって，繰り返しア

クセスし，投稿をおこなうことによって，それまでのデータがサーバ上に蓄積

される．投稿と閲覧をおこない，検索が可能である＜図4-2＞．本研究では，検

索を利用することによって満足感や達成感に繋げ，UXを向上させる． 

一つ目の検索は，「気になる言葉で調べる」である．気になる言葉を入力する

と，その言葉を含むすべての投稿が，文章の頭10文字程度の一覧で，最新の投

稿より上から順に表示される．次に，その中から一件を選択すると，感想の全

文と写真，投稿者のニックネーム，投稿日時が，画面上に表示される＜図4-3＞．

同じキーワードでも，異なる作品にたどり着き，自分とは違う着眼点から撮影

された写真と感想に到達することは，他者の感じ方や思考に触れることを可能

としている．それによって，驚きや発見，鑑賞における新たな興味や意欲を誘

発する．  

二つ目の検索は，「自分の感想をさがす」である．ニックネームを入力して，

検索することによって，個人の鑑賞履歴が新しい投稿から順に，上から表示さ
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れる＜図4-4＞．その時々の自分自身の気持ちのあり方や，作品とかかわり，印

象を受けとめ，作品を読み，分析，解釈し，評価するという一連の行為におけ

る自分自身の変化を，この検索を通して認識することが可能である．過去の鑑

賞体験を写真と感想によって再確認させ，その結果から，満足感や達成感に繋

げる． 

      
図4-3 気になる言葉の検索      図 4-4 自分の感想の検索 

 

⑶ その他の機能 

・ 作品解説と作家解説の提供 

美術館の学芸員らの専門家によって書かれた，作品と作家の解説が提供され

る．本論文の２章，３章と同様に，１ページに表示する文字の量は100文字程

度を基本とする． 

マップの提供 

都市では，鑑賞者を誘導するためにマップを使用する．鑑賞のために移動す

る範囲が比較的広域におよぶため，作品の位置をわかりやすくするために，本

システムでは，２種類のマップを提供している． 

一つは，６つの作品の位置を表示したマップである．鑑賞者が自分でルート

を決めることができ，６作品すべてのピクトグラムをマップ内に表示した． 

もう一つは，作品のピクトグラムをマップの中央に配置した作品近傍のマッ

プである．作品にある程度近づいてから，作品にたどり着くまで使用するマッ

プである． 
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エラーへの対応 

ログイン画面に操作方法の説明を書いてあるが，入力ミスをした場合に備え

て，再度入力を促すエラー画面を設定し，その画面からログイン画面に戻る． 

「戻る」と「終了」のボタン 

３章の実証実験と同様に，鑑賞者がシステムの利用中に操作方法を常に確認

できるように，各ページの下部に操作方法を表示する．操作に使用するボタン

は，「戻る」を携帯電話の左下にある（＊）に，「終了」は，右下にある（♯）

に割り当てる＜図4-5＞．「決定」は十字キーの中心のボタンを使用する． 

 

図4-5「戻る」と「終了」 

 

4.3.3 システムの実装とサイト構造 

本システムは，鑑賞者が自分自身の携帯電話を使用することを前提にしてい

る．より多くの人が鑑賞を体験するために，本システムが利用できない携帯電

話を最小限にとどめることを目標とした．本システムは，鑑賞者それぞれの携

帯電話を使用できるよう，ウェブサーバ上のPHPスクリプトによって実装され

る．なお，このシステムが出力する鑑賞情報は，iモード対応HTML Version1.0

を用いて記述する．このバージョンのHTMLは，ほとんどすべての携帯電話に

対応していることが選択の理由である．鑑賞者が投稿するデータについて，現

在，多くの携帯電話は，HTML以外の投稿フォームをもっていない．そのため，

ウェブサイト上に携帯電話のメールソフトを起動するHTMLページを作成し

た．写真と感想のデータはこのページを経由して，メールとしてメールサーバ

に投稿される．メールサーバは，メール解析用Perlスクリプトで感想や写真な
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どのデータを抽出して，データベースサーバに記録する．ウェブサーバとデー

タベースサーバ，およびメールサーバのOSは，FreeBSD 6.1-Releaseを利用し

た．ウェブサーバのソフトウェアにはApache 2.2.3を，データベースサーバの

ソフトウェアにはPostgreSQL 7.4.13を使用した．メールサーバのソフトウェ

アには Postfix 2.3.7 を使用し，Perlスクリプトは Perl 5.8.8 を用いて作成し

た．また，PHPスクリプトは PHP 5.2.2 を用いて作成した．鑑賞者は，QRコ

ードで示されたウェブサイトにアクセスし，携帯電話のウェブブラウザを使用

して，投稿，閲覧，検索をおこなう． 

ウェブのサイト構造を＜図 4-6＞に示す． 

 

図 4-6 ウェブのサイト構造 
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4.4 ユニバーサルデザイン 

 

本章では，より多くの人を対象とし，美術館内にとどまらない環境での鑑賞

支援を実現するため，ユニバーサルデザインの概念を参照する．より多くの人

を対象とするために，鑑賞者が日常使用している自分自身の携帯電話を使用し，

３章と同様に，ここでも携帯電話の機種の違いに起因する画面表示の違いに対

応したデザインをする． 

 

4.4.1 ユーザビリティと比較したユニバーサルデザイン 

ユニバーサルデザインとは，年齢や障害の有無にかかわらず，だれもが無理

なく使用できるデザインのことである． 

ユニバーサルデザインという言葉は，1985年に，建築家，製品設計者，教育

者であるロナルド・メイス（Ronald L. Mace）がはじめて使用した．メイスは，

ユニバーサルデザインを「製品や建築ができるだけすべての人に使えるように

デザインしようとするアプローチである」と定義している（オストロフ 2003, 

p.3）．1995年，彼が教鞭をとるノースカロライナ州立大学のユニバーサルデ

ザイン・センター(Center for Universal Design: CUD)で「ユニバーサルデザイ

ンの原則」第1.1版がまとめられた．その後の改訂で現在，原則は以下のように

なっている（ストーリー 2003, pp.134-147）． 

 

原則１.利用における公平性 

原則２.利用の柔軟性 

原則３.シンプルかつ直感的な使い勝手 

原則４.わかりやすい情報提供 

原則５.ミスに対する許容性 

原則６.身体的労力を要しないこと 

原則７.適当な使用のためのサイズと空間 

 

ユニバーサルデザインは，ユーザビリティと重複する部分があるため，それ

らを比較する． 
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ユーザビリティを研究している黒須正明や山岡俊樹らは，ユニバーサルデザ

インとユーザビリティがどのように異なっているかを以下のように述べている． 

 

たとえば，「多様な特性をもち，多様な状況におかれている人々が，

その特性や状況に適合した形で，自分の目標としていることを，可能

な限り，有効に，効率的に達成できるようにするべく，人工物のデザ

インをすること」と定義することができる．このように定義すると，

ユニバーサルデザインとユーザビリティの定義の違いは，「多様な特

性や多様な状況」という部分になる．言い換えれば，ユニバーサルデ

ザインはそうした多様な特性や多様な状況を意識しながらユーザビリ

ティの高い人工物を設計することといえる． 

（ユーザビリティハンドブック編集委員会 2007, p.24） 

 

ユーザビリティは，特定のユーザに特定の状況での使いやすさを意味するが，

ユニバーサルデザインは，多様なユーザに多様な状況での使いやすさを提供す

ることである．つまり，ユニバーサルデザインは，鑑賞者の特性や多様な状況

に対応したユーザビリティの高いデザインである． 

本章では，より多くの人が鑑賞体験をおこなうことを念頭において，色覚特

性をもった人も含めて，視認し，可読しやすい色彩計画とする．また，多様な

状況におかれている屋外でも使用可能な計画とし，色彩におけるユニバーサル

デザインをおこなう． 

 

4.4.2 デザインの具現化 

⑴ 色彩計画におけるユニバーサルデザイン 

日頃，美術館に足を運ぶ機会が少なく，色覚特性をもった人も含め，多くの

人の使用を目指し，色彩計画をおこなう．色覚特性に配慮した色彩計画をおこ

なうにあたり，日本色彩学会編『色彩用語辞典』と，日本色彩学会編『新編

色彩科学ハンドブック』を参考に，色覚特性の特徴について整理し，みやすい

色の選択と色彩の配色を導き出す． 
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① 色覚特性 

色覚異常（色盲）といわれる色覚特性には，先天的な場合と後天的な場合が

ある．先天的な場合は，補色関係にある色に対して色弁別が困難なことがあり，

この２つの反対色を結ぶ混同軸によって先天赤緑色覚異常，先天青黄色覚異常，

全色盲に大別される．他方，等式法（色合わせ法）に必要な原色の数によって，

異常３色型色覚，２色型色覚，１色型色覚に大別される．さらに混合比の違い

によって，異常３色型色覚は第１色弱，第２色弱，第３色弱に，２色型は第１

色盲，第２色盲，第３色盲に分類される＜図4-7＞． 

 
図4-7 先天色覚異常の分類（日本色彩学会編 2003, p.216を参照） 

 

先天赤緑色覚異常は，Ｘ染色体（Ｘ連鎖性）劣性遺伝で，その発生頻度は，

日本人男性の約５％，女性の約0.2％，男女を合わせた保因者は約10％である． 

正常色覚男性ではＸ染色体長腕に，一つの赤遺伝子の下流に１～数個の緑遺

伝子が配列しているが，先天赤緑色覚異常では，赤遺伝子と緑遺伝子の交叉に

よって相同的組み換えが起こり，その結果，両遺伝子の一部ずつが結合したハ

イブリッド遺伝子が生じているとされている．先天赤緑色覚異常には赤錘体色

素の欠落した第１色覚異常（第１色盲）と，緑錘体色素の欠落した第２色覚異

常（第２色盲）があり，その割合は１：3.0～3.5である．いずれの場合も赤～

緑の波長域で色の差を感じにくくなる． 

分光視感効率において，第１色覚異常では長波長域感度低下が特徴で波長

540nm付近に極大があり，感度曲線は全体に短波長側に移行する．第２色覚異

常では波長560nm付近が極大で，やや正常者より長波長側に移動する＜図4-8＞． 
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先天青黄色覚異常は，常染色体優性遺伝で，青錘体視物質の異常であり，第

３色覚異常（第３色盲）ともいうが，元々の青錘体の数が少ないことから，生

活上の不便は全くといっていいほどない．頻度は0.002～0.007％（１万～５万

人に１人）とされ，非常にまれである．第一色覚異常は全体の25％，第二色覚

異常が75％とされ，どちらも赤～緑の波長域で色の差を感じにくくなる． 

 
 

 

 

② 視覚特性による色の見え方の特徴 

赤緑色覚異常の色覚特性は，黄色と緑の区別が困難であり，更に，第１色盲

の色覚特性では，赤は暗く見えてしまう．第３色盲の人では，青～緑領域の弁

色能が低下しているとされるが，明度に対する弁別能は良好であるとされている． 

アメリカ国立衛生研究所（NIH：National Institutes of Health）で医療画像

の解析用に開発された，画像解析ソフトウェアと「ImageJ」とプラグインファ

イル「VischeckJ」を組み合わせることにより，色盲シミュレーション画像を

作成することができる．VisCheck は，ウェブ画面や印刷物で，どのような配

色が色覚特性をもった人に見分けにくいのかをチェックし，全ての人にみやす

い配色を検討するために開発されている． 

ここでは，図を作成し，シミュレーションを試みた＜図4-9＞．この画像に

おいては，第１，第２，第３色盲，それぞれの特徴がみてとれる． 

 

図4-8 分光視感効率：正常者，第１色盲，第２色盲の比視感度曲線 

（日本色彩学会編 2003, p.217） 
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図4-9 視覚特性シミュレーション 

 

③ 色覚特性に配慮した色彩 

色覚特性に考慮し色彩計画を進める上で，まず，日本人男性の５％に存在す

るとされる，赤緑色覚特性に対応する必要がある．シミュレーションからわか

るように，第１，第２異常ともに赤～緑領域での弁別能が低下しているが，第

１異常では，さらに赤色の弁別が困難であることから，第１異常に考慮するこ

とにより第２異常も考慮することができると考えられる．第３異常は，頻度は

少ないが第１，第２異常と異なり，青～緑領域の弁色能が低下しているとされ

るため，第１異常と第３異常に配慮して色彩計画を進める必要があることがわ

かる． 

すでにみた通り，特に色相と明度が重要である．第１異常においては，やや

明度差の弁別能が劣るものの，どの異常においても，明度に対する弁別能は比

較的良好であるとされている．これより，明度差を大きくすることによって，

全色盲も弁別が可能である．色相においては，弁別可能な範囲で使用し，これ

を補うために彩度差を付ける．  

しかし，正常色覚のユーザにとって，補色に近い高彩度の配色は，鑑賞の阻

害となる可能性が大きいため，避けることも必要である．ユニバーサルデザイ

ンを考慮し，色覚特性をもった人だけでなく，正常色覚の人にとっても，認識

しやすく読みやすいページの色彩計画とする．そのために，明度差を大きくし

た組み合わせとすることは，色覚特性をもった人にわかりやすくなるだけでな

く，屋外での視認性と可読性を向上させることができるため，有効である．色

相については，赤と緑の配色や，マゼンタと青の組み合わせを避ける計画とす

る．また，正常色覚の人に配慮して，高彩度の色を隣接して使用することを避

け，彩度差をつけることによって，対比現象がおこらない配色とする． 
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携帯電話の機種による表示の違いに対応するため，３つのキャリアから，代

表的な機種の画面を確認しながらデザインを進めた． 

 

⑵ ピクトグラム 

屋外で画面の視認性を向上させ，ユーザの直感的な選択を実現するために，

このシステムではピクトグラムを使用する．今回，鑑賞対象としているのは，

建築物など規模が大きいため，ピクトグラムをデザインする際に，作品の形の

特徴を捉えて抽象化することが重要である．図（作品）と地（背景色）の明度

差をつけることによって，視認性を向上させる＜図4-10＞． 

さらに，前節で述べたが，そのピクトグラムを使用し，作品のある位置まで

の誘導を目的として，２種類のマップを用意する．一つは，６作品の場所を一

つにまとめた全体のマップであり，もう一つは，作品のピクトグラムをマップ

の中央に配置した作品近傍のマップである． 

また，インターフェイスの直感的な理解を可能とするために，ホームとエラ

ーの画面でもピクトグラムを使用する．ピクトグラムの使用は，携帯電話の小

さなディスプレイ画面を効率よく利用するためにも有効である＜図4-11＞． 

    

図4-10 世界平和記念聖堂のピクトグラム 図4-11 ピクトグラムの使用：ホームとエラーの画面 

 

⑶ その他 

① 機種を選ばない文字のレイアウト 

鑑賞者自身の携帯電話を使用するため，機種による表示の違いに配慮したデ

ザインとする．３章の５節でおこなった実験と同様に，画面における文字の読

みやすさを考慮してレイアウトをおこなう． 
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② ページのエリア分割 

記憶しやすく，使いやすいレイアウトとするため，ページ画面のエリアを分

割し，位置を統一する．これにより情報のエリアの差を認知させやすくする． 

 

 

4.5 都市における実証実験と評価 

 

4.5.1 都市における作品鑑賞 

鑑賞対象は，都市景観に調和し，広島という場所性と歴史性を踏まえて，代

表的な作品を選んだ． 

 

⑴ 屋外における作品鑑賞の特徴 

このような作品を鑑賞対象とする特徴として，以下の項目があげられる． 

自由な鑑賞時間 

屋外にあるため，時刻や時間を気にせず鑑賞できる． 

作品表情の変化 

季節や天候，時刻によって作品の見え方が変化する． 

多様な着目点 

都市の中の作品は，その土地固有の歴史や機能をもっている．それらのさま

ざまな点に着目し，鑑賞することが可能である． 

 

⑵ 鑑賞対象とした作品 

広島市内において，鑑賞者が半日で歩ける距離にある，以下の６作品を選択した． 

A）世界平和記念聖堂(1954) 

建築家：村野藤吾(1891-1984) 

 

図4-12 世界平和記念聖堂 
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「モダン，日本的，宗教的，記念的」がテーマである（献堂50周年記念誌部

会編 2005, p.38）．地域性，歴史性を踏まえ，ドーム上の鳳凰像は，原子爆

弾からの「復活の象徴」であり，蓮や梅を照明や窓のモチーフとするなど，日

本の広島に建てられる教会ということを意識した作品である．ファサードの彫

刻は，広島出身の彫刻家である円鍔勝三が担当している． 

村野は，日生劇場をはじめ，様式的，装飾的とされる多くの作品を設計した，

近代日本を代表する建築家である． 

 

B）旧日本銀行広島支店（1920） 

建築家：長野宇平治(1867-1937) 

 

図4-13 旧日本銀行広島支店 

 

爆心地から380mという近距離で被爆しながらも当時の姿を残す，広島の昭

和初期を代表する歴史的建造物である．構造は鉄筋コンクリート造り，正面７

スパンの内，中央３スパンは４本のイオニア式の柱で支え，その両脇２スパン

ずつを大壁造とする（日本建築学会編 1998, p.174）．現在は，ギャラリー

スペースとして市民に利用され，平和を願い世界中から贈られた折り鶴は常設

展示されている． 

長野の代表作に，旧大倉精神文化研究所（現大倉山記念館）（1932年）があ

る．長野は多くの銀行の設計に関わり，旧日本銀行広島支店は最晩年の作品で

ある． 

 

C）平和大橋（1952） 

作家：イサム ノグチ（1904-1988） 
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図4-14 平和大橋 

ノグチが慰霊という場の性格を踏まえてデザインした橋である．構造は，突

合せ溶接を用いたプレート・ガーター橋である．広島平和記念公園を挟んで，

二つの川がある．公園のメインゲートがある道の両脇にそれぞれ架かる，平和

大橋が生を表し，西平和大橋は死を表している． 

ノグチは彫刻家として広く知られているが，照明器具，家具，舞台美術，庭

園や公園などの環境設計まで多くの作品を残している．札幌に建設されたモエ

レ沼公園は，没年となる1988年に設計したものである． 

 

D）世界平和都市記念碑（原爆死没者慰霊碑）（1952） 

建築家：丹下健三(1913-2005) 

 

図4-15 世界平和都市記念碑（原爆死没者慰霊碑） 

 

「広島市平和記念公園及び記念館」の設計競技において，一等に入選した丹

下の作品である．広島市街を東西に走る100m道路（平和大通り）は，公園の

メインゲートがある道であり，それに直行する軸線を，ゲートとなる広島平和

記念資料館と原爆ドームを結ぶ軸として設定し，その軸線上に記念碑がある（広

島都市デザイン研究会 1996, p.75）．世界平和都市記念碑の前に立つ人の視

線を原爆ドームへと導き，公園全体の構成における中心的な役割を果たしてい

る．記念碑の下には，原爆死没者名簿がおさめられており，埴輪の家の形がと

られている． 
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丹下の作品は，国立屋内総合競技場（代々木体育館）をはじめ，アジア，ヨ

ーロッパ，アメリカなどにも建設されている．  

 

E）広島西消防署（2000） 

建築家：山本理顕(1945-) 

 

図4-16 広島西消防署 

 

「安心の宝石箱」という概念のもとに設計され（広島市 2004, p.7），消防

署という施設の機能に加え，地域に安心感を与え消防活動への関心を高めるこ

とを目的としている．建物の外壁を透明のガラスのルーバーにすることによっ

て，内部で働く消防士の動きが外部からも感じられる．空間は鉄骨によってグ

リッド状に仕切られ，明快な規則により構成されている． 

山本は，横須賀美術館をはじめ，建築を構成するシステムそのものをデザイ

ンの要素として表現している． 

 

F）道標（1995） 

作家：清水九兵衛(1922-2006) 

 

図4-17 道標 

 

ひろしま美術館の屋外看板の横に設置された作品である．美術館の象徴的な

作品であり，鑑賞者を館へ導入する役割を担っている．「道標」というタイトル

は，設置場所が交差点の角であることや美術館との関係を考慮しながら清水自
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身が名付けた（ひろしま美術館 1995）． 

清水は，イタリアの彫刻に影響を受けているが，ヨーロッパとは異なる日本

の風土，都市空間に調和したアルミ合金を素材とした，スケールの大きな作品

により，数多くのパブリックアートも手がけている． 

 

4.5.2 実証実験と評価 

実証実験は，2007年５月19日，20日，および，６月30日の３日間実施する．

市民を対象とし，実験では参加者自身の携帯電話を使用する．実験の間隔を一

ヶ月以上空けた理由は，参加者のリピーターを出すことに加え，季節を変えて

実験をおこなうことにある．評価は，アンケート，インタビュー，行動観察に

よっておこない，鑑賞者からの投稿も考察の対象とする． 

アンケートは，スタッフが質問をして参加者の回答を記述する．インタビュ

ーは，スタッフが対面して，アンケートの項目以外で，参加者が気付いた意見

を引き出し，記述する． 

 

⑴ 実証実験の流れ 

① スタッフは，参加者に手順を説明する． 

② 参加者は，自分の携帯電話を使用して実験のためのサイトへアクセス後，ニ

ックネームとパスワードを入力し，プログラムをスタートする． 

③ 参加者は，興味のある作品を選んで作品を前にして，写真と感想の投稿，検

索や閲覧をおこなう＜図4-17＞． 

④ スタッフは，参加者に同行し，鑑賞に影響を与えないように配慮しながら行

動を観察し，記述する． 

⑤ スタッフは，参加者が鑑賞を終了したことを確認し，口頭でアンケート調査

をおこなう＜図 4-18＞． 

⑥ スタッフは，インタビューをおこない，アンケートの項目以外で参加者の意

見を導き出し記録する． 
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図4-18 作品の写真撮影        図4-19 口頭でのアンケートとインタビュー 

 

⑵ 評価と考察 

アンケートとインタビューの有効数は81であり，投稿数の合計は441であった． 

調査の対象は，事前に参加を申し込んでいた市民や大学生に加え，当日その

場で参加した人たちである． 

(Q) 美術館へはどのくらい出かけますか？ 

来館頻度は，「今までに１～２回」，「年に１～２回」がほぼ同数で，合わせる

と全体の88％を占めている＜図4-20＞．これにより，実証実験の参加者は，お

おむね本研究の対象としている鑑賞経験の少ない人であったことがわかった． 
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図4-20 美術館へはどのくらい出かけますか 

 

① システムに対する評価と考察 

能動性と参加性について 

(Q) 作品の写真を撮ることが鑑賞の役に立ちましたか？ 

「役に立った」，「やや役に立った」の合計が86％であった＜図4-21＞． 

多くの人が，写真を撮ることが鑑賞の役に立ったと答えたことが明らかとなった． 

インタビューから，「検索されるかもしれない写真と感想を送るのがうれし

い」という意見があり，参加型であることによって，より能動的に鑑賞ができ
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ていることがうかがえる． 

(Q) 普段より作品を良く見ましたか？ 

「よく見た」，「やや見た」を合わせると75％であった＜図4-22＞． 

システムを利用することで，感想の記入が作品をよくみることに繋がったこと

がわかった． 
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図4-21 作品の写真を撮ったことは作品鑑賞に役立ちましたか   図 4-22 普段と比べて作品をよく見ましたか 

 

インタビューから「写真を撮ることでよく見ることができた（観察できた）」，

「自分の意見を整理できた」，「ぼんやりしたイメージが明快になった」などの

意見があった．投稿するために，作品をしっかりみることができ，鑑賞の基本

である観察がおこなえていることがわかった． 

また，行動観察からも，みることに集中して観察している被験者が多くみら

れた．さらに，作品の写真を撮るために，自ら積極的に観察しようとしている

ことがうかがえた． 

(Q) 他者の感想を読むことが鑑賞の役に立ちましたか？ 

「役に立った」，「やや役に立った」の合計は80％であった＜図4-23＞． 

インタビューでも「写真があると他者の感想がよりわかりやすい」，「他者の

閲覧が自分と違う視点があり参考になった」など，他者の投稿を閲覧すること

が，自分と異なった着眼点や感想の違いの発見に繋がっていることがうかがえる． !"#$%&'()*+#,-./0
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図4-23 作品を目の前にして感想を読むことは作品鑑賞に役立ちましたか 
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以上のように，写真を撮ることが鑑賞の役に立ったことがわかった．また， 参

加者が写真を撮るために，自ら進んで観察していたことがみてとれた．さらに，

閲覧時には，他者の感想を読むことが鑑賞の役に立ち，写真があることによっ

て，より他者の感想を理解しやすいことがわかった． 

インタビューや投稿内容から，参加者が撮った写真が閲覧されることへの期

待感や投稿することの楽しさを感じていることがわかり，参加型であることに

よって，より能動的に鑑賞ができていることが検証できた． 

 

検索によるユーザ・エクスペリエンスについて 

(Q)「気になる言葉で調べる」検索は使用しましたか？ 

54％が「使用した」と答え，その内，「役に立った」，「やや役に立った」の

合計は62％であった．実験開始時から有効被験者数の81を実験前半の参加者

40人と，後半の参加者41に分けて分析すると，前半の使用率は23％で，その

内「役に立った」は０％，「やや役に立った」は56％であった．後半の使用率

は85％で，その内「役に立った」は26％，「やや役に立った」も合わせると66％

の人が役に立ったと回答した． 

インタビューでは，「気になる言葉の検索は，同じキーワードでもどれも違っ

た感想なのでおもしろい」，「気になる言葉の検索は便利でおもしろい」など，

「おもしろい」という意見が多数あった． 

以上のように，「気になる言葉で調べる」検索のアンケートで前半と後半を比

較すると，実験後半の参加者の評価が高くなった．使用率は３倍以上となり，

「役に立った」は０％から26％に向上し，「やや役に立った」も合わせると10％

評価が上がっている．これにより後半は，評価が高くなっていることが明らか

になった．インタビューでは，「おもしろい」という意見が多くあった． 

(Q)「自分の感想をさがす」検索は使用しましたか？ 

60％が「使用した」と答え，その内「役に立った」，「やや役に立った」の合

計は76％であった．前半の使用率は35％で，その内「役に立った」は21％，「や

や役に立った」は29％であり，合計で50％であった．後半の使用率は85％で，

その内「役に立った」は40％，「やや役に立った」は46％，合計で86％の人が

役に立ったと答えた． 
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インタビューでは「検索を利用すると自分の投稿が客観的に読めた」，「感想

を６件送ったので，最初の方の文章と最後の方の文章を比較してみたかった，

途中からおもしろくなってきた」などの意見があった． 

「自分の感想をさがす」検索は，実験後半の参加者の評価が高くなった．こ

の検索の前半と後半を比較すると，使用率は２倍以上となり，「役に立った」は

19％，「やや役に立った」は17％高くなり，合計で36％評価が向上している． 

(Q) 本取組み全体への満足度を100点満点でお答えください． 

（以下，総合的な満足度） 

この平均は76.5点であった＜図4-24＞．満足度の最高が100点，最低が30点

と個人差は生じたが，ヒストグラムの山は高得点側にあり，総合的な満足度は

高いと考えられる．  

 

図4-24「総合的な満足度」のヒストグラム 

 

さらに，「写真撮影の有効性」に対する評価別の「総合的な満足度」を分析す

ると，写真撮影が鑑賞の役に立ったと感じている人ほど総合的な満足度が高い

という傾向にあることがわかった＜図4-25＞． 
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図4-25「写真撮影が鑑賞の役に立ったかどうか」に対する「総合的な満足度」 

 

実験後も，朝の出勤時や夜，雨の日の鑑賞体験などの投稿があった．時刻や

天候，作品の周囲に人が多いか少ないかなど，作品のおかれている環境が変化

することによって，鑑賞者が受ける印象も変化している．それによる発見や驚

きが投稿から読みとれた．また，写真を感想で補足している鑑賞や，感想を写

真で補っている投稿，作品が都市の中で機能していることに対する感動などの

投稿がおこなわれていた．都市の中で，写真と感想を組み合わせることによっ

て，作品に対するさまざまな鑑賞体験がおこなわれていることがみてとれる． 

以上のように，「気になる言葉で調べる」検索から，おもしろさや満足感を得

ていることがうかがえた．また，「自分の感想をさがす」検索からは，自分の鑑

賞が変化していることの喜びや達成感などがうかがえた．さらに，投稿からは，

写真と感想を組み合わせることによって，さまざまな鑑賞に繋がる新たな発見

や驚きが読みとれた．本システムを使用し，鑑賞体験を繰り返すことによって，

上記のようにUXを高めていることがわかった． 

 

② デザインに対する評価と考察 

色彩について 

(Q) 画面の配色は見やすくデザインされていましたか？ 

「見にくかった」，「やや見にくかった」という回答を合わせても６％であり， 

ほとんどの被験者が問題を感じていないことが明らかとなった＜図4-26＞．色

覚特性があると申し出た被験者は２名であったが，両名とも「見やすかった」

と回答している． 
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図4-26 画面の配色は見やすくデザインされていましたか 

 

インタビューから，デザインについての良い意見が多数あり，多くは「わか

りやすく問題はない」という評価であった．しかしその反面，「もっとカラフル

に」という意見も数件あった．本システムは鑑賞支援であり，鑑賞者と作品を

ストレスなく直感的に繋ぐことがデザインの目的である．システムの画面のデ

ザイン自体が主張することによって，作品に特定の印象を与えることのないデ

ザインをおこなっている．また，色覚特性をもった人にとっては使用できる色

が限られているため，多彩な配色にする意味がない． 

以上のように，色彩について大変高い評価を受け，色彩におけるユニバーサ

ルデザインが有効であることが検証できた． 

 

ピクトグラムについて 

(Q) ホームの形などを現したピクトグラムの表示はわかりやすかったですか？ 

「わかりにくかった」，「ややわかりにくかった」という回答を加えると問題

を感じている被験者は12％であった＜図4-27＞． 
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図4-27 ピクトグラムの表示はわかりやすかったですか 

 

実験開始時から有効被験者数の81を実験前半の参加者40人と後半の参加者

41人に分けて分析すると，前半の「わかりにくかった」，「ややわかりにくかっ
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た」という回答の合計は17％であったのに対し，後半の合計は5％であった．

後半は再度アクセスした人が含まれる． 

ピクトグラムの使用には学習が必要であるが，継続的に使用することでピク

トグラムが有効であるということが分析できた．したがって，ピクトグラムの

使用によって，鑑賞の対象となる場所へ効率的に誘導できると考えられる． 

 

デザインについて，さらに分析を進める． 

(Q) 画面デザイン全般に対する満足度を100点満点でお答えください．（以下，画

面デザインの満足度） 

平均は74.3点であった．満足度の最高が100点，最低が13点となり，総合満

足度よりもさらに個人差が生じた＜図4-28＞．しかし，低得点が飛び値であり，

ヒストグラムの山は高得点側にあるため，画面デザインに対しても全体的には

満足度が高かったと考えられる． 

 
図4-28「画面デザインの満足度」のヒストグラム 

 

(Q) 画面の配置は使いやすくデザインされていましたか？ 

「使いにくかった」，「やや使いにくかった」という回答を合わせても６％で

あった＜図4-29＞．これにより，使いやすい画面の配置ができていたことがわ

かった． 
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図4-29 画面の配置は使いやすくデザインされていましたか 

 

「画面配置の使いやすさ」に対する評価別の「画面デザインの満足度」を分

析すると，画面配置が使いやすいと感じている人ほど画面デザインの満足度が

高いという傾向にあることがわかった＜図4-30＞． 

図4-30「画面配置が使いやすかったかどうか」に対する「画面デザインの満足度」 

 

さらに，表示ナビゲーションについて「感想が多くなると下までスクロール

して次の画面に行くのが面倒」，「検索機能があることがわかりにくい」などの

指摘があった． 

 

以上のように，色彩におけるユニバーサルデザインについては，高い評価を

得ることができた．また，ピクトグラムについては，良い評価であったが，使

用するために学習が必要であることがわかり，再度アクセスした人ほど使いや

すいと答えていることが明らかとなった． 
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4.6 まとめ 

 

都市の中で，写真と感想を共有し，UXを向上させるために，繰り返し使用

することによって，満足感や達成感に繋がる検索機能を設けたシステムを開発

し，デザインした．写真と感想を共有することによって，能動性と参加性を高

め，都市の中に鑑賞の場を広げた．さらに，ユニバーサルデザインを実現し，

鑑賞者の特性や多様な状況に対応する色彩計画とした． 

鑑賞者自身の携帯電話を使用し，広島市内において実証実験をおこない，有

効性を検証した． 

鑑賞の着眼点を写真として表現することによって，言葉だけでは表現できな

い鑑賞体験が可能となった．それによって，さまざまな着眼点から，より能動

的な鑑賞行為に繋がった．また，写真と感想を投稿する参加型であることによ

って，鑑賞の意欲を誘発し，鑑賞者の能動性を高めることに結びついた．共有

した投稿を閲覧する場合も，写真があることによって，他者の考えを理解しや

すくすることに結びついた． 

また，二つの検索により，UXを向上させることができた．投稿することの

楽しさや，鑑賞における自身の変化に気付かせ，満足感や達成感を高めること

に繋がった．検索により，鑑賞者は自分とは違う着眼点から撮影された写真と

感想に到達し，他者の感じ方や思考に触れることによって，驚きや新たな発見

を得ていたことも明らかになった． 

さらに，画面の色彩計画では，屋外においても問題なく使用でき，使いやす

いという高い評価が得られた．また，色覚特性をもった人も含め，ほとんどの

参加者が問題を感じていないことが明らかとなり，色彩におけるユニバーサル

デザインが実現できたと理解できる． 

ピクトグラムについては，再度アクセスした参加者が多い実験後半の方が前

半より評価が高かったことから，その使用には学習が必要ではあるが，繰り返

し使用することで有効性が向上することがわかった． 

以上，実証実験によって得られた評価に示された通り，参加性を高めること

によって，能動的な作品鑑賞を誘発し，UXを向上させる鑑賞支援が実現できた．
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また，色彩におけるユニバーサルデザインが有効であることが検証でき，都市

において，より多くの人が参加可能なデザインが実現できた． 
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５章 結論 

 

本論文では，美術鑑賞支援システムの開発とデザインの両面からユーザ・エ

クスペリエンス（User-Experience：以下，UX）を高める作品鑑賞支援につい

て論じた．美術鑑賞に親しむ機会の少ない人を主な対象として，携帯情報端末

を使用し，参加性を高めることによって，能動的な鑑賞行為を誘発するシステ

ムを開発し，ユーザ・センタード・デザイン（User-Centered Design：以下，

UCD）を基本として，そのシステムを有効に機能させるデザインを実現した． 

 

第一段階では，PDAを使用し，美術館において，時間に制約されることなく，

鑑賞者のペースで使用することを目的として，本研究の基本となる作品鑑賞ガ

イドを実現した． PDAを使用した作品鑑賞ガイドは美術館における鑑賞支援

として，必要かつ有効であることが検証できた． 

第二段階では，携帯電話を使用し，作品鑑賞ガイドを提供するとともに，作

品をよくみて考え，感想を投稿し共有するシステムを実現した．直感性を重視

したシステムと，参加しやすさを重視したシステムを開発し，ユーザビリティ

を高めるデザインをおこなった．２度の実証実験を通して，双方向の鑑賞支援

が鑑賞の役に立ったという高い評価を得ることができた． 

第三段階では，携帯電話を使用し，美術館という美術作品のための空間から，

生活と密着した都市の中に鑑賞の場を広げ，UXを高める作品鑑賞支援システム

を実現した．参加性を高め，より能動性を向上させる鑑賞支援が実現できた．

作品の写真を撮影することが鑑賞の役に立ったという評価を受けた．また，検

索は投稿が増えた後半が特に評価が高かった．画面の配色については，非常に

高い評価を受け，多様な特性と多様な状況に対応した，色彩におけるユニバー

サルデザインが実現できたことが検証できた． 
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本研究の成果を以下に示す． 

① 携帯情報端末を使用した双方向の作品鑑賞支援 

携帯情報端末を使用することによって，参加者のペースで鑑賞する作品鑑賞

支援を実現した．また，LANやインターネット機能を利用し，文字や音声，画

像などのメディアにより，鑑賞者が必要な時に，必要な情報の提供をおこない，

一方向のみの情報提供ではなく，多くの鑑賞者に対し，双方向の鑑賞支援が実

現した．  

 

② 鑑賞における共有とユーザ・エクスペリエンス 

鑑賞者から投稿された作品の写真と文章による感想を公開し，他者と共有し

た．写真による画像を加えることによって，投稿内容からわかるように，言葉

だけでは表現できない鑑賞体験を誘発することができた．また，参加性を高め，

より能動的な鑑賞行為を誘発する鑑賞支援が実現した．また，検索機能の反復

使用によって，UXを高めたことが評価された．気になる言葉の検索からは，

新たな発見に導くことができ，投稿者のニックネームからの検索では，鑑賞に

おける自身の変化を自覚させることができた．これらによって，うれしさ

や満足感，達成感に繋げ，UXを向上させる鑑賞支援が実現した．  

 

③ ユーザ・センタード・デザイン，ユーザビリティ，ユニバーサルデザイン 

デザインを進めるプロセスとして，UCDを基本とし，ユーザビリティを向上

させた．また，携帯情報端末の小さい画面に対応し，携帯電話の機種の違いに

起因する画面表示の違いに対応したデザインを実現した．さらに，より多くの

人の使用を目指し，色覚特性に対応した色彩計画とすると同時に，屋外で使用

することを考慮した色彩とした．その結果，実証実験において高い評価を得る

ことができ，鑑賞者の特性や多様な状況に対応した色彩におけるユニバーサル

デザインが実現できた．  
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以上，本研究では，携帯情報端末を使用した美術作品鑑賞支援システムを開

発し，デザインした．実証実験の評価で示される通り，受動的になる場合が多

い鑑賞行為を，本システムを使用することによって，参加型で能動性の高い鑑

賞行為へと導き，さらに，UXを向上させる鑑賞支援を実現した． 

また，システムの技術開発が優先する現状において，鑑賞者の立場からUCD

を基本とした使いやすいデザインを実現した．これらは本研究の成果であり，

今後の鑑賞支援に寄与できるものと考えられる． 

 

能動的な鑑賞行為を活かしたこれからの鑑賞支援 

今日，PDAや携帯電話などのほかに，携帯用ゲーム機やiPodなどの新たな携

帯情報端末が急速に普及している．これらの機器がもっている，加速度センサ

ーやWi-Fi 機能を利用することによって，新たな鑑賞支援が考えられる． 

鑑賞は個人的な行為である．しかし，本研究の実証実験の中で，鑑賞者が作

品を前にして，笑顔で会話を交わしている場面がしばしばみられた．本研究

のシステムを利用することによって，鑑賞者の間に会話が生まれていた．シ

ステムを使用することによって，鑑賞者の間にコミュニケーションを誘発し，

そうしたコミュニケーションをさらに活性化するシステムの開発を目指した

い． 

また，本研究で，美術館という美術作品のための空間から，生活と密着した

都市の中に鑑賞支援の場を広げた．鑑賞対象は，何気ない日常生活の中にも存

在する．それに気付く豊かな感受性を育て，鑑賞することの楽しさや充実感に

導くための鑑賞支援も必要である．生活の中に存在する日常的な鑑賞行為を誘

発する鑑賞支援の開発も今後のテーマである． 
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05)  奥村和則, 伏見清香, 入部百合枝, 茂登山清文, 「携帯情報端末を使用した作品鑑賞ガイドのデ

ザイン制作」, 日本図学会, 日本図学会2004年度大会学術講演論文集, pp.67-70, (2004) 
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06)  伏見清香, 奥村和則, 入部百合枝, 茂登山清文, 「携帯情報端末を使用した作品鑑賞ガイドのデ

ザイン提案とその評価」, 日本デザイン学会, デザイン学研究第 51 回研究発表大会概要集, 

pp.102-103, (2004) 

07)  伏見清香, 奥村和則, 入部百合枝, 茂登山清文, 「展示における作品鑑賞ガイドの現状と方向性-

2」日本展示学会, 展示学, 第 38号, pp.36-37, (2004) 

08)  伏見清香, 奥村和則, 入部百合枝, 茂登山清文, 「PDAを使用した作品鑑賞ガイドのナビゲーシ

ョンデザインとその評価」, 日本建築学会, 日本建築学会学術講演概要集, pp.205-206, (2004) 

09)  奥村和則, 伏見清香, 入部百合枝, 茂登山清文, 「PDAを使用した作品鑑賞ガイドのページデザ

インとその評価」, 日本建築学会, 日本建築学会学術講演概要集, pp.207-208, (2004) 

10)  伏見清香, 「携帯情報端末を使用したデザインにおけるユーザ・エクスペリエンス-1」, 日本展

示学会, 展示学, 第 40号, pp.46-47, (2005) 

11)  伏見清香, 菊池紀子, 茂登山清文, 「美術館における鑑賞共有システムのデザイン」, 日本建築

学会, 日本建築学会中国支部研究報告集, 第 29巻, pp.465-468, (2006) 

12)  伏見清香, 菊池紀子, 茂登山清文, 「ケータイを使用した作品鑑賞共有システムのデザイン」, 日

本図学会, 日本図学会2006年度大会学術講演論文集, pp.163-166, (2006) 

13)  伏見清香, 「ユーザ・エクスペリエンスの分類と特徴」, 意匠学会, デザイン理論, No.48, 

pp.68-69, (2006) 

14)  伏見清香, 茂登山清文, 「携帯電話を使用した鑑賞共有システムのデザイン」, 日本デザイン学

会, デザイン学研究第53回研究発表大会概要集研究報告集, pp.136-137, (2006) 

15)  伏見清香, 関口洋美, 茂登山清文, 「美術館における感想共有システムのデザインと評価-ケー

タイを使用した作品鑑賞-」, 日本展示学会, 展示学, 第 42号, pp.52-53, (2006) 

16)  伏見清香, 「ケータイを使用した作品鑑賞共有システムのデザイン」, 日本図学会, 日本図学会

2007年度大会学術講演論文集, pp.89-92, (2007) 

17)  伏見清香, 吉村浩一, 関口洋美, 茂登山清文, 「フィールドミュージアムにおけるユーザエクス

ペリエンスのデザイン」, 日本展示学会, 展示学, 第 44号, pp.36-37, (2007) 

18)  伏見清香, 茂登山清文, 「携帯電話を使用したパブリック・アート鑑賞支援システムのデザイン

-視覚特性に考慮したデザイン-」, 日本デザイン学会, デザイン学研究第54回研究発表大会概要

集研究報告集, pp.220-221, (2007) 

19)  伏見清香, 茂登山清文, 「都市空間における携帯電話を使用したパブリックアート鑑賞支援のデ

ザイン」, 日本建築学会, 2007日本建築学会四国支部研究報告集, pp.89-92, (2007) 
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その他の研究業績 

01)  伏見清香, 「フィールドとしての博物館・美術館」日本認知心理学会第2回大会シンポジゥム3

パネラー, 日本認知心理学会, 日本認知心理学会第2回大会発表論文集, pp.3-4, (2004) 

 

受託研究等 

01)  伏見清香, 「短大・大学における教育活動」, 財団法人愛銀教育文化財団，研究助成, (2003) 

02)  井上透（代表）, 伏見清香（分担者）他, 「移動体通信を用いた新しい博物館展示解説の研究」, 

文部科学省科学研究費補助金14208019, 基盤研究(A), (2004-2005) 

03)  伏見清香, 「システム技術とユーザを繋ぐデザインの研究」, 財団法人サタケ技術振興財団, 研

究助成, (2007) 

04)  伏見清香（代表）, 「携帯電話を利用したパブリック・アートの鑑賞体験をデザインする」, 文

部科学省科学研究費補助金19611012, 基盤研究(C), (2007-2009) 
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