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球体ディスプレイとモーション入力を用いた科学コンテンツ
のエンタテイメントシステム化と展示評価手法
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概要：本発表では相模原市立博物館 2014 年度夏季企画展「JAXA ×博物館 太陽にいどむ〜日時計から太
陽観測衛星まで〜」において開発した，球体ディスプレイ，多重化不可視映像，モーション入力を用いた科
学コンテンツのエンタテイメントシステム化プロジェクト『全身・太陽圏』について報告する．宇宙航空
研究開発機構 (JAXA) 監修のもと，幅広い観覧者が自らの身体を使って，特殊ディスプレイを通じてコン
テンツにアクセスするシステムの設計，認識アルゴリズム，開発，シナリオ，評価手法について報告する．

Entertainment exhibition development and evaluation for science
contents using spherical display and motion analysis
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Abstract: This article reports about a case study of a new attractive science entertainment system for
a collaborative special exhibition between JAXA and Sagamihara City Museum. The exhibited system,
“Zenshin-Taiyou-Ken” (Put your whole body into the heliosphere), had been configured with a spherical
display, multiplex-hidden display and motion interaction. Player can access science knowledge by their whole
body actions. We describe its system details, recognition algorithm, development project, scenario, and
evaluation methods using a cloud file system.
Keywords: 球体ディスプレイ,Kinect, 科学コミュニケーション, 多重化不可視映像,ExPixel

1. はじめに
本報告は，相模原市立博物館にて 2014 年 7 月 12 日より

8 月 31 日まで開催された企画展「JAXA ×博物館 太陽に
いどむ〜日時計から太陽観測衛星まで〜」において開発・
展示されたエンタテイメントシステム『全身・太陽圏』の
開発および展示評価について，特に特殊ディスプレイを通
じてコンテンツにアクセスするシステムの設計，認識アル
ゴリズム，開発，シナリオ，評価手法について報告する．

2. 関連研究
近年，科学技術の研究成果を幅広い人々に向けて伝え
1
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図 1

相模原市立博物館での『全身・太陽圏』展示の様子
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る，科学コミュニケーションが注目されている．また，専

すでに衛星からの画像は一般的になっており，球体ディス

門性の高い科学技術の研究成果を分かりやすい表現で幅広

プレイそのものが教育やミュージアムでの一般来場者に

い人々に向けて伝える情報メディア技術の研究も注目され

とって，体験のフックとなるアトラクションメディアに

ている．

なっているという点である．

古くはプラネタリウムやドームシアターといった，ミュー

Dagik プロジェクトがコンセプトとして掲げている通り，

ジアムの構造そのものを使った全天周映像がある．没入

自作可能なディスプレイによるアトラクティブメディアの

感，視聴性は高いが，シアターという位置づけであり，利

開発も重要な要素であろう．清水の「投影ディスプレイ環

用者とのインタラクティビティは必ずしも高くはない．コ

境」においてはバルーンディスプレイ，アミッド・スクリー

ンテンツ提供側は，相手の理解度や視聴状態を，視聴者の

ンの環境構築について報告されてており，ホームセンター

年齢や演出手法で設定するか，特殊な機材や上映時のプラ

等で入手可能な素材により幅広い発想のディスプレイが開

ネタリアンによるトーク以外に視聴側とインタラクション

発できることを報告している [15]．岩田らの「背面投射球

を取る方法が存在しない．

体ディスプレイ」においては球面スクリーンを VR に応用

球体ディスプレイも同様に，惑星や地球そのものの科学
を全球で伝えるインパクトがあり，展示開発に利用される

する際の問題点を整理し，その実現方法についてが報告さ
れている [6]．

メディアである．野沢は「Geo-Cosmos −世界初の映像地

映像以外にインタラクティビティを拡張する材料および

球儀−」において，2001 年に開館した日本科学未来館の

例として，小池・的場らの「AquaTop Display」[14] は，触

シンボル展示である「Geo-Cosmos」について報告してい

れる水をつかった特殊なディスプレイであり，強いインタ

る [22]．一般的に球体ディスプレイはプロジェクションに

ラクティブ体験を可触性とともに生み出すことができる．

よる方式で構成されるが，Geo-Cosmos は LED による総

インタラクティブ性と可触性は重要な要素であるが，一

画素数 951,040 画素の発光球体ディスプレイであり，見る

方で，惑星・天体規模の科学映像と，人間の全身をつかっ

角度に対する色ずれも考慮されている理想的な球体映像メ

た自由なインタラクションを統合した体験とするために

ディアである．コンテンツは人工衛星による地表，気象画

は，単にリアリティだけではなく，体験者の自己認知性，

像上映のほかに，トラックボールによるインタラクティブ

特に物理的なサイズスケールやメタファー，記号化に対し

な操作端末や，地球温暖化シミュレーション動画をつかっ

て，十分な設計がなされている必要があるだろう．

た実演が開発されている．一方で，
『地球を転がす』という

佐藤，橋本らは「D-vision」プロジェクトにおいて，CAVE

インタラクションしか持ちえないため，公共の館の巨大シ

型の角を FRP による曲面ディスプレイによって構成し，

ンボルを一般来場者がトラックボールで自由に操作すると

ユーザの視野角にとって自然に取り囲むディスプレイシス

いうインタラクティビティには課題もあったのであろう．

テムを提案している [8], [11]．周辺視野と中央視野において

その後，2011 年にリニューアルされた「Geo-Cosmos 2」で

プロジェクタの構成・解像度を変えた 24 台の GWS による

は，自発光球体ディスプレイは 10,362 枚の有機 EL パネル

クラスタリングシステムで，解像度は約 4,600 × 3,600pixel

による 1,000 万画素以上のデバイスになり，一般来場者向

のリアルタイムレンダリングを実現している．WireGL を

けの地球データ閲覧端末として「Geo-Scope」
，地図表現の

用いたゲームシステムの大画面没入化や，リアルタイム物

ネット共有端末として「Geo-Pallette」が追加された [17]．

理シミュレーションと触覚によるインタラクション，体験

科学者自身による球体ディスプレイ開発，および地球惑

者が広い空間を自らの足で歩き回るためのデバイスとの統

星科学に関する情報発信手法で最も注目すべきは，齊藤

合も行われている [1]．

らの 4 次元地球儀「ダジック・アース (Dagik Earth)」プ

一方，リアリティ，特に科学的事実をベースとしたコン

ロジェクトである [2]．DAGIK とは DAta-shocase system

テンツだけでなく，ゲームセンター等のアミューズメント

for Geoscience in Kml の略で，Google Earth や偵察衛星

施設について，特に大型筐体による業務用エンタテイメン

画像等で使用される KML(Keyhole Markup Language) を

トシステムによる手法も参考にすべきであろう．「機動戦

教育機関向け，ミュージアム向けに，球体投影用のリア

士ガンダム 戦場の絆」(2006 年) のために開発されたドー

ルタイムレンダリングソフトウェア「CKK (Chikyu Kuru

ム型コックピット筐体は，パノラミック・オプティカル・

Kuru)」とオープンな科学データの整備提供を行ってい

ディスプレイ「p.o.d.」とよばれる半球スクリーンによって

る [5]．Dagik Earth にはキーボード，マウスといった標準

構成されており，操縦席型の筐体にプレイヤーが入り，超

的なユーザインタフェースによる球体画像の操作機能があ

広角レンズ装着の高精細プロジェクタにより半球面の内側

るが，Wii リモコンやバランス Wii ボードでその入力をエ

に没入感の高いインタラクティブ映像を提示し，SF 世界

ミュレートして，インタラクティブ操作が行えることが報

での戦闘を体験できる高度なエンタテイメントシステムが

告されている [7]．また Google Earth を使った例も報告さ

実現している．「ガンダム」というキラーコンテンツとと

れている [9]．Dagik Earth の研究から読み取れることは，

もに広く普及した「p.o.d」であるが，プロトタイプとして

c 2014 Information Processing Society of Japan
⃝

236

2

「O.R.B.S. (Over Reality Booster System)」が 2000 年発
表されており [20]，エンタテイメントシステムとしての光

3. 展示企画『全身・太陽圏』

学系，プロジェクタの選定，ドーム径の設計などに重点が

本研究では，「Dagik Earth」のコンセプトである「低

置かれていることが読み取れる [12]．「ガンダム」はキラー

価格・簡易・学校教育向け」という路線に対して，公共の

コンテンツであるが，ほかのコンテンツとして，同ディス

ミュージアムでの企画展をフィールドに，
「中規模，エンタ

プレイシステムを使用した戦闘機コックピット「マッハス

テイメント要素の向上，かつ無人運用で幅広い年齢向け」

トーム」(2013 年) も発表されている．

というターゲットを設定して研究・開発を行った．具体的

「p.o.d.」のような没入型ドームディスプレイは画質や

なターゲットとして，相模原市立博物館 2014 年度夏季企

没入感の上で利点が多い，一方で，戦闘機という設計であ

画展「JAXA ×博物館 太陽にいどむ〜日時計から太陽観

れば許容できるが，幅広いユーザに向けた自由なインタラ

測衛星まで〜」における展示物を開発した．

クションの実現には制約が多い．また業務用エンタテイメ
ントシステムは無人運用をベースとしており，体験者シナ
リオの設計や機器の精度，安全性の維持などで参考にすべ
き点が多い．

3.1 開発手法の特徴
開発手法は一般の業務開発のような仕様書ベースではな
く，協働事業・共同研究という枠組みでプロトタイピング

斎藤らの「Dagik Earth」プロジェクトの研究コンセプ

を十分に行いながら，公的なミュージアムとしての承認プ

トでも語られている通り，大型球体ディスプレイやインタ

ロセスも経由する必要もあった．また科学コンテンツ面は

ラクティブ展示は多くの人々を惹きつけるアトラクション

博物館の山田陽志郎学芸員の指導のもと，JAXA から阪本

である．一方で，大型球体ディスプレイは数千万円〜数十

成一氏，大川拓也氏の監修で行った．『全身・太陽圏』とい

億円規模の展示開発であり，業務用エンタテイメントシス

う名称は JAXA 阪本成一氏による意見も参考にして 3 者で

テムは数百万円規模である．公共のミュージアムの企画展

決定し，事前の印刷物への掲載，市の広報等の承認を得た．

で利用できるケースは限られてくるだろう．
一方，DagikEarth が一般に普及するにつれ，新しい課
題も生まれる．ミュージアム企画展での展示として採用す
るうえでの新規性・集客性である．展示の簡易さやスケー

開発手法の進行は，以下のようなフェーズで表現するこ
とができる．

( 1 ) 【α版】Dagik Earth, AMATERAS, Unity, 自作エン
ジンによる機能テスト版

ラビリティ，予算的制約とは別に，体験者の興味を刺激す

( 2 ) 【β版】AMATERAS + Unity による合体テスト版

るような見た目であり，かつ，提示するコンテンツもテー

( 3 ) 【科学のひろば版】先行して機能統合テストを 2014 年

マに合わせて，最新かつキュレーション可能な状態になっ

6 月 14 日「科学のひろば」にてユーザテストを実施．

ている必要がある．人工衛星からの科学データ画像は単一

結果を踏まえてシステム構成を完全に見直す．

視点であることが多いが，コンテンツ化するうえでは多数

( 4 ) 【公開版】2014 年 7 月 11 日に博物館て公開

の視点が必要であり，表示方法に柔軟性が必要である，ま

( 5 ) 【更新版】2014 年 7 月 12 日以降の更新版

た科学コミュニケーターによる実演や，オペレータ介在に
よるデモ展示ではなく，無人運用での体験システムを開発
する上では，映像や科学データだけでなく，音声の取り扱
いも必須であろう．
このような目的のためにドームシアターへ投影するコン

それぞれのバージョンにおける特徴および評価の概要は
以下のとおりである．
フェーズ (1) は単体テストによる機能検証を実施，画質
面・インタラクション面で要求を満たしていないことが判
明した．

テンツ映像を編集・生成するソフトウェアとして，オリハ

フェーズ (2) コンテンツの品質向上とインタラクション

ルコンテクノロジー社の「AMATERAS Dome Player 3.0」

の合体機能テスト．Kinect による AccuMotion を実装し，

[10] が製品および無償版で提供されている．AMATERAS

モーションコマンドの素案を実装した．

は大変高い品質で映像を扱うことができ，全天周画像，音

フェーズ (3) 横浜での一般公開イベントを使ったユー

声付き動画，RICOH Theta のような全方位カメラ画像の

ザテストを実施した．球体画像のみでは AccuMotion の

取り扱いや，球体ディスプレイへの投影映像も生成する

フィードバックが十分でなく，体験者が何をしてよいかわ

ことができる．また，MIDI, OSC, DMX といった外部接

からないことが明らかになった．また科学コンテンツの意

続インタフェースおよびスクリプト機能を保有しており，

味や演出が不十分であるため，ExPixel による解説ディス

ネットワークや外部プログラムからの上映制御が可能であ

プレイの追加を決定した．

る．AMATERAS の画質および機能は十分であるが，イン

フェーズ (4)ExPixel による解説画面の追加，コンテン

タラクティブな映像生成や体験者の状態認識を行うために

ツ，シナリオ，ボイス，サウンドエフェクト，外装パネル

は，より多くのソフトウェア要素およびインタラクション

を設置し，相模原市立博物館・特別展示室にて設営．

に関する知見を外部プログラムに追加する必要がある．
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ラー処理の拡充，音声データのタイミングなど細かな調整

家族内で，その体験者，子供に分かる言語でコミュニケー

とランキング機能の実装．会期末まで運用．

ションを間接的にとれるような特徴を持っている．

なお，(1) から (4) までの期間は約 2 か月．開発失敗の可

(3) 無人運用システムはミュージアム側からの要望がベー

能性もふまえて，Dagik Earth による展示機材も準備する

スになっているが，実際にオペレータを最低 1 名必要とす

体制とし，各バージョンでの互換性を維持するため，アプ

る設計ではコスト的に見合わないばかりか，技術的にも不

リケーション間の通信はキーボード信号の発行で実装した．

十分であると考える．またシナリオはゲームシステムのよ
うに勝ち負けを重視するのではなく，必ず全員がゴールに

3.2 展示企画側のリクエスト
展示システムの開発に至るまで，Dagik Earth の評価及

たどり着くが，ある程度のグレードは評価できるような仕
組みを考える．

びアルファ版の開発検討を繰り返したレビューののち，博

また有用性として，(1) 科学探査衛星などの公開取得デー

物館学芸員側および JAXA 側からの以下のようなリクエ

タをそのまま利用できる，(2) 多重化不可視映像の有効な

ストが挙げられた．

用途開拓，(3) 体験状態の遠隔物理評価手法の確立，といっ

• 無人運用のシステムであること
• 企画展は “日時計から観測衛星まで” と幅広い

た点が挙げられる．
企画展は無人運用でのオペレーションとなるため，体験

• 太陽観測衛星「ひので」科学映像を表示したい

の品質および機能を確認するため，事前に神奈川工科大学

• ガリレオの黒点スケッチを表示したい

主催の展示展「科学のひろば」にてプロトタイプの展示テ

• モーション入力を用いて映像を操作したい

ストを行った．

• 迫力がほしい，エンタテイメント性は高くてよい
• 音声は派手にしてよい
• 複数のプロジェクション，ディスプレイを使ってよい

3.4 プロトタイプのソフトウェア構成
プロトタイプシステムでは映像コンテンツ出力用の「AM-

• 幅広い人が体験できるように

ATERAS Media Player 3.0」とモーション認識用の部分

• 科学的な内容として最先端を展示したい

は AccuMotion[4] を実装した Unity Standalone App. によ

• 企画展の出口ゾーンに設置される予定

り構成した．Unity App 側では「溜め動作」を使い，通

開発側からは，技術的新規性として，(1) 球体ディスプレ

称「必殺技コマンド」とした．受け取ったモーションによ

イを使った科学コンテンツに対し，(2) モーション入力を

り Win32API による 4 種類のキー信号の発行が行われる．

用いたエンタテイメントシステム化を行い，(3) モーショ

AMATERAS 側ではプレイリストを用いて動画の切り替え

ンデータを用いた展示評価を行いたい，という要求を盛り

を行っている．初めにデモ表示用の太陽が流れ，モーショ

込むこととした．

ンによって動画が切り替わると 10 秒後にデモ表示に戻る
ようスクリプトを組んだ．プレイヤーの自然な動作を確認

3.3 技術的新規性

するため，特に説明や解説は設定していない．

本研究では，技術的新規性として以下の特徴が挙げら
れる．

( 1 ) モーション入力を用いた，科学映像のエンタテイメン
トシステム化

( 2 ) 多重化不可視映像を使った，プレイヤ間の科学コミュ
ニケーションの支援

( 3 ) 無人運用システム，解説不要，プレイヤが失敗しない
シナリオ設計
以下，技術的新規性の詳細について述べる．

3.5 プロトタイプのハードウェア構成
プロトタイプのハードウェア構成について，フェーズ

(1)〜(3) のプロトタイプではコンテンツ投影用球体アクリ
ルドーム（CASIO, EASY DISPLAY, YE-D500) を，DLP
プロジェクタ（BenQ，MP515，2500 ルーメン，800 × 600）
を使用した．グラフィックスおよびインタラクションを
担当する PC は 1 台で，体験者の認識には Kinect を使用
する．

(1) モーション入力は Kinect と AccuMotion[4] アルゴリ
ズムによる必殺技の溜めモーションを利用することを想定
した．

(2) 多重化不可視映像は，パッシブ型 3D 液晶フラット

3.6 プロトタイプ展示におけるフィードバックと改善
プロトタイプ版によるテスト展示を通して，体験者のエク
スペリエンスを収集した．開発側の設計では AccuMotion

パネルによる多重化不可視映像 ExPixel[3] を使用する．

アルゴリズムを使う場合，通常は「モーション 1（溜めモー

ExPixel は偏光板を通した映像と，裸眼での視聴映像で異

ション）→モーション 2（必殺技発動）
」という流れである

なる映像を提示できる特徴を使う．メインの体験者には裸

が，実際には体験者がシステムの前でモーション 1 を実施

眼映像でゲームプレイの方法を表示，周囲にいる保護者や

しても，オペレータ人員無し，フィードバック音だけでは

兄弟には，偏光板を通して，科学解説を表示する．つまり，

何をしていいのか分からず，周囲の大人に助けを求める状
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況が散見できた．
観察によると，特に AccuMotion は，モーション 1 認識
時のサウンドエフェクトによりフィードバックを返してい
るにもかかわらず，球体ディスプレイのインパクトが大き
い上に，サウンドエフェクトだけでは十分な情報がないた
め，体験者が何をしてよいかわからず，正解であったとし
ても迷いがある状況になる．
そのためシステム構成を見直し，操作状態を表示する
ディスプレイを増やし，AccuMotion の姿勢評価関数を使
いつつも，その値を溜めてキーモーションとするのではな
く，モーション 1 をキーとして，認識時にはそのまま状
態遷移することで低年齢の体験者に対応できることが複数
回のテストを通して確実になった．また，システム側から
の音声解説は有効であることが分かったため，声優による
派手なフィードバックとナビゲーションを実装することと
した．
ドーム径については自作のアクリルドームなどとも比較
し，最終的にはドーム径を 770mm(EASY DISPLAY,YE-

D770) に変更し，ディスプレイは球体およびプレイ解説＋
科学解説用に 2 台の構成となった．

4. 本開発
4.1 ハードウェア開発
図 2 「科学のひろば」でのプロトタイプ．【上段】フェーズ (2) で
は解説が必要であったが，【下段】(3) では改善が見られた

本開発のハードウェア図面および制作の様子を図 3，図

4 で示す．太陽を投影するためのアクリルドームは EASY
DISPLAY（YE-D770），アクリルドーム用プロジェクタ
（BenQ，MP515，2500 ルーメン，800 × 600）
，ExPixel 用 3D
モニタ（三菱，Diamondcrysta WIDE RDT234WX-3D,23
インチ)，モーション認識用カメラ（Microsoft Kinect)，そ
れらすべてを統括する PC（GIGABYTE, BRIX Pro GB-

BXi7-4770R）で構成されている．筐体の構造は作業性と安
全性を考えメタルラック（Luminous) で構築し，アクリル
ドーム用マウンタ（自作）
，3D モニタ用マウンタ（VESA）
で構成している．

4.2 ソフトウェア開発
本システムは図 6 のように，メインプログラムとなる
モーション認識および球体ディスプレイへの映像投影部
「TKO」と，ExPixel 映像投影部「TKX」の 2 つのプログ
ラムにより構成されている．

TKO では Kinect からのモーション入力，シナリオ制御，
球体映像出力，サウンド出力 ExPixel への信号の処理を行
い，TKX では ExPixel によって 2 つのコンテンツを流し
ている．体験指示が表示される裸眼用映像，球体コンテン
図 3 筐体設計最終版・側面図

ツの科学説明が表示される不可視映像を生成している．2
つのプログラム開発には Unity C#を用い，TKO と TKX
の通信には Win32API.dll によるキー入力発行を使用して
いる．
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図 7

ExPixel によるプレイヤ向け用情報 (右・裸眼) と科学解説
(左・フィルタ越し)

図 7 は ExPixel によるプレイヤ向け用情報 (右・裸眼)
と科学解説 (左・フィルタ越し) の様子である．メイン体
図4

開発の様子：ルミナスをベースとした筐体にドームディスプレ
イを装着

験者からは裸眼映像のみが見える状態であり，周囲のプレ
イヤや家族などが，科学解説を読み，家族内の会話として
科学コミュニケーションを行えるような動的複合ペルソナ

[19] を考慮した設計になっている．図 1 のとおり，フィル
タ越しの映像も設計通りの効果を生んでいる．

4.3 シナリオ進行とモーションによる必殺技コマンド

図 5

筐体完成：化粧板と ExPixel ディスプレイおよびフィルタを
設置した

図 8

シナリオ進行

全体の進行は映像および声優によるボイスナビゲーショ
ンによって進行する．シナリオ進行は図 8 のような構成に
なっており，TKO において認識される．あらかじめ設定
されたテンプレートモーションの関節データとの近似値
が閾値を超えた場合，正しいボイスが再生される．時間切
れ，もしくは誤りであったとしても，そのまま進行し，最
終フェーズの「体験評価」において，ランキングが示され，
最高位になると「宇宙管制官の称号」が授けられる．
相模原市立博物館における科学解説の言語的ターゲット
年齢は中学生とされているが，実際の体験者は幼児から
大人，高齢者まで幅広い．実際の子供プレイヤのテストと
図 6 公開版フェーズ (4) システム構成

して，表示やボイスの日本語難度の確認，小学校低学年を
ターゲットとして複数回のランスルーテスト，ロケテスト
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図 9

X 線望遠鏡 (XRT) に関する科学映像にアクセスする必殺技
『エックス・レイ・テレスコープ!!』の表示 (上)/体験者の動作
例 (下)

を行った．シナリオ上の「体験者がいる限り進行する設計」
もこのようなテストと印象，体験者の振る舞いからフィー
ドバックした結果である．また新規の体験を待つプレイヤ
に向けて，体験方法および目的を示唆するマンガを図 10
のように制作し，筐体側面に表示した．

5. リモート評価手法とアップデート
システムは Dropbox および起動時のバッチファイルと
コンフィグファイルを使い，遠隔地から更新およびデー
タ取得が行える．過去，新潟自然科学館での遠隔開発ケー
ス [21] や，鳥取での「Manga Generator」プロジェクトの
長期展示展示 [13]，および先端科学技術館＠ tepia での常
設展示 [18] といった，遠隔ミュージアムでの展示開発の経

図 10

体験方法を解説するマンガ

験から実装している.
本評価方法を実施した地検として，展示企画側・ミュー
ジアム側も，来場者の反応を見て「こういうシナリオがい
い」
，
「体験者はこのように反応している」
，といったフィー
ドバックが返ってくるため対応する方法を実装することが
正しいと考える．
また，繁忙期ピークだけでなく，時間帯の違いにより，
体験待ち列がない場合もあり，当初想定の体験時間よりも
長く体験させることができるようなケースも生まれる．現
場に調査員やオペレータが付き添うと，体験者の振る舞い
が異なる場合もある．実際の現場を把握するためのログ取
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得方法をシステムに組み込むことは重要であることがわ

持する光学特性を保持することがわかっており，球体ディ

かった．

スプレイ面も多重化・不可視映像化が可能である．今後，

なお，姿勢評価に関しては，毎回の体験ごとに体験者か

別の展示企画にも使用することができるだろう．

ら取得した KinectAPI における，体験者の個々の骨を表す

体験者のリモート評価およびリモート更新機能は本稿執

Bones の座標情報および, AccuMotion で使用する各 Bones

筆時点では明確な結果を導くに至っていないため，別の機

による関節の内角を数値として書き出している.

会があれば報告したいが，ノウハウの集積であり，今後も

本稿執筆時点では明確な結果を導くに至っていないが，
取得した値を Unity 上の GameObject へ与えることで「体

継続的に実験および知見を積み重ねていくべきであると考
えている．

験者の取ったポーズ」
「類似度」を再生可視化することがで

謝辞 本研究に協力いただいた，相模原市様，相模原市

きる．特に，必殺技コマンドとして設定した姿勢が適切で

立博物館学芸班 木村知之様，山田陽志郎様，宇宙航空研

あったかどうか，各被験者の平均・分散を取得することが

究開発機構の阪本成一様，大川拓也様，外観アートを担当

できることの意味は大きい．
データには姿勢のほかに，総体験者数，日付，時刻を記
録しているため，
「何曜日のどの時間帯にお客さんが多い」

していただいた女子美術大学 韓俊姫様，Dagik Earth プロ
ジェクト，開発に協力していただいた白井研究室の各位に
この場をお借りして感謝の意を表します．

といったデータ可視化することもできる．なお体験者の画
像を取得することも技術的には可能である．すべての体験
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