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Aqua Mapping : 水槽を介した観賞魚とのインタラクショ
ンシステム
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概要：
魚を飼い，その水槽を鑑賞することは，我々の生活に潤いと落ち着きを与えてくれる．観賞魚を飼育する
上で水槽内の環境や魚の体調管理が重要となるが，観賞魚は自分の状態を飼い主に伝えることができない
ため，飼い主が魚の状態に基づきインタラクティブに飼育することは難しい．本研究では，観賞魚の位置
情報をもとに水槽背面のディスプレイに観賞魚の状態を表示することで，飼い主に水槽内の環境や観賞魚
の体調などの情報を伝えるシステム “Aqua Mapping” を提案する．本システムにより水槽を介した観賞魚
とユーザのインタラクティブな飼育環境を提供する．

Aqua Mapping : Interaction system with ornamental fish through the
aquarium
Nohiro Isokawa1,a) Yuuki Nishiyama2,b) Tadashi Okoshi2,c) Takuro Yonezawa2,d)
Jin Nakazawa1,e) Kazunori Takashio1,f) Hideyuki Tokuda1,g)

Abstract:
It relaxes us and enriches our daily lives to rear fish and appreciate an aquarium. In that case, the aquarium
environment and the physical condition management of the fish become important. However, it’s diﬃcult
that an owner rears aquarium fish interactively based on the state of the fish because fish can’t tell the owner
about its state. Thus, this study proposes the ”Aqua Mapping” which informs an owner about the condition
of an aquarium and fish by indicating fish state on the screen set behind the aquarium using the position
information. This system can oﬀer interactive rearing environment between an user and fish through an
aquarium.

1. はじめに
近年，犬や猫などペットのライフログデータを利用して

ペットとのインタラクションを図る研究やサービスが広く
行われている．本稿では，数あるペットの中でも最も手軽
でポピュラーな物の一つである “観賞魚” をテーマに，飼い
主と観賞魚のインタラクションを実現するシステム “Aqua

1

2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

慶應義塾大学 環境情報学部
Keio University, Fuculty of Environment and Information
Studies
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科
Keio University, Graduate school of Media and Governance
isokichi@ht.sfc.keio.ac.jp
tetujin@ht.sfc.keio.ac.jp
slash@ht.sfc.keio.ac.jp
takuro@ht.sfc.keio.ac.jp
jin@ht.sfc.keio.ac.jp
kaz@ht.sfc.keio.ac.jp
hxt@ht.sfc.keio.ac.jp

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

Mapping” を提案する．
魚を飼い, その水槽を鑑賞することは, 我々の生活に潤い
と落ち着きを与えてくれる．岐阜大学とジェックス株式会
社の共同研究 [1] によると観賞魚には人を癒す効果がある
という研究結果が出ている．
観賞魚を健康に長期間飼育する上で，水が汚くて元気が
ない，餌が与えられていなくて空腹であるなどの魚の状態
を知ることはとても重要なことである．魚の状態を知るこ
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とで餌やりや水換え，水槽の掃除などの世話を適切に行う
ことができる．また，魚のことをより理解することで観賞
魚の飼育に新たな楽しみが生まれ，飽きることなく毎日の
世話を行うことができるであろう．
しかしながら，魚は自身の状態を飼い主に伝えることは
できないため飼い主が観賞魚の状態を正しく把握すること
は難しい．この問題は言葉を持たないほぼ全てのペットに
当てはまることではあるが，人の言葉を理解したり，表情
や仕草がある程度読み取れる犬や猫などと比べ，言葉が届
かず表情なども読めない魚の状態を正しく把握することは

図 1

Aqua Mapping の様子

より難易度の高いと考えられる．
また，犬などには体に直接センサなどのデバイスを取り
付けることができるが，魚には直接センサを取り付けるこ

また，上記二つの研究以外にも，ペットと飼い主のイン

とはできない．そこで本システムでは，魚の行動パターン

タラクションについての研究やサービス [4], [5], [6] が数多

から観賞魚の状態を検知し，検知した観賞魚の状態をユー

く存在するが，その多くが犬や猫などの動物を対象とし，

ザにわかりやすく伝えるために水槽背面のディスプレイに

ペットにデバイスを取り付けることでペットの状態や位置

情報を表示する Aqua Mapping を提案する．観賞魚の空腹

情報，そのとき見ている風景などのライフログデータを取

や怯えなどの状態がディスプレイに表示され，ユーザがそ

得している．

れに対して餌をやる，観賞魚が怯えるような行動を控える

本研究の対象とする，観賞魚などの体にセンサを取り付

などのアクションを起こすことで飼い主と観賞魚のインタ

けることのできない小さな動物には上記手法は利用でき

ラクションが発生する．本システムにおける飼い主と観賞

ない．

魚のインタラクションの定義の要点として以下の点が挙げ
られる．

• 観賞魚の状態がユーザにとってわかりやすく確認でき
ること

本システムと近い，魚の行動をカメラを用いて監視する
研究として，馬場らによる研究 [7] が挙げられる．この研究
は水質の管理のために水槽内の魚をカメラで撮影している．
水質が悪くなると魚が異常行動を起こすため，それを検知

• ユーザが観賞魚に対してアクションを起こすこと

することによって水質の管理を行うという研究である．コ

• ユーザが飽きることなく楽しく観賞魚飼育を続けるこ

イ，フナ，およびタナゴを実験に用い，その行動パターン

とができること
本研究の意義は以下の３点である．

• 観賞魚と飼い主のインタラクションのためのシステム
を提案したこと

• システムの機能を，システムにとって理想的な水槽，
飼育する上で現実的な水槽の二つの水槽で評価した
こと

を連続監視する事によって異常行動や生死を検知し，水質
異常を早期発見する事に取り組んでいる．このシステムは
水質管理のためのシステムであり，飼い主と．ペットとの
インタラクションを目的とする本研究とは趣旨が異なる．

3. Aqua Mapping
Aqua Mapping は，観賞魚の状態がユーザにとってわか

• アンケートによってシステムの実用性を評価したこと

りやすく確認でき，それに対してアクションを起こすこと

以降の節において，第 2 章では関連研究をまとめ，第 3

で飼い主と観賞魚のインタラクションが発生する．それに

章で本システムの実装と機能要件について述べる，第 4 章

よってユーザが飽きることなく楽しく観賞魚飼育を続ける

では機能要件に対する実験と評価，アンケートによるシス

ことができ，ユーザと観賞魚双方にとって快適な飼育環境

テムの評価を行った．第 5 章では評価に対する考察を行

を形成することを目的としたシステムである．

い，第 6 章で本研究をまとめた．

2. 関連研究

本システムでは，水槽正面にカメラを設置し，魚の行動
パターンから観賞魚の状態を識別し，その情報を水槽背面
に表示することで飼い主に伝える．情報の表示方法として

ペットと飼い主とのインタラクションを図る研究として

は，観賞魚の上部に来るように水槽背面のディスプレイに

は，Yonezawa らの研究 [2] や，Paldanius らによる研究 [3]

吹き出しを表示し，そこに状態を表示することで観賞魚が

が挙げられる．これらの研究はそれぞれ猫と犬にカメラや

自身の状態を喋っているように見せることで，飼い主に

GPS などのセンサが搭載された首輪型のデバイスを取り

とって観賞魚とコミュニケーションしていると感じるよう

付け，それらから取得した情報を元にユーザとペットのイ

に設計した．Aqua Mapping を使用した時の実際の観賞魚

ンタラクションを促進するという内容の研究である．

の見え方を図 1 に示す．
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図 2

分類器を作成した魚種 (カクレクマノミ)

3.1 機能要件
本システムの機能要件は以下の三つである

• 魚の検知

図 3

魚の検知とトラッキングの処理の流れ

• 魚の継続的なトラッキング
• 状態の判定と表示

ラッキングされている領域の大きさが極端に大きくなった

“魚の検知” は，水槽を撮影する Web カメラの画像を解

り小さくなった場合や，そのまま一つの場所から完全に動

析し，魚が水槽内のどこにいるのかを検知する．“魚の継

かなくなってしまった場合には，トラッキングが外れたと

続的なトラッキング” は魚の検知で検知した位置情報をも

見なして再び魚の検知からやり直す．トラッキングにも物

とに行う．トラッキングが外れた場合には，魚の検知から

体検知と同じく OpenCV を用いた．

やり直す．“状態の判定と表示” は魚の位置情報の推移から

魚の検知とトラッキングの処理の流れをフローチャート

魚の状態を判定し，水槽の背面のディスプレイに表示する．

として図 3 に示す．魚の位置と大きさを算出するために物

三つの機能要件それぞれについて以下で詳しく説明する．

体検知とトラッキンギを組み合わせて行った理由としては

3.1.1 魚の検知

二点ある．

まず，水槽正面に設置したカメラの画像から観賞魚を検

まず物体検知のみで位置と大きさを算出した場合，カク

知する．画像の解析にはライブラリとして Open CV*1 の

レクマノミを検知するために用いた分類器は自作したもの

物体検知 *2 を用い，観賞魚を検知する分類器も合わせて

であり，誤認識が発生することがある．物体検知を続ける

作成した．なお，分類器を作成した観賞魚の魚種はカクレ

と処理が膨大になってしまい，システムに負担がかかって

クマノミ（図 2）であり，実際の水槽の中のカクレクマノ

しまう．という問題が発生する．

ミを撮影して分類器作成のための正解データとした．分類

逆に，トラッキングのみを用いて位置と大きさを算出し

器の作成には，正解データの画像 4000 枚，不正解データ

た場合，色情報のみでトラッキングを開始すると広い領域

3000 枚の合計 7000 枚の画像を用いた．

から探すため，時間がかかったり他のものを認識してしま

web カメラを用いて水槽の映像を撮影し，その映像中の

う可能性がある．また，魚がトラッキングで追いきれない

１フレームずつから OpenCV の物体検知を用いてカクレ

ほどの素早い動きで動いたり，周囲の明るさにより色情報

クマノミを検知する．その後，検知した魚の水槽内におけ

が変化した，というような理由でトラッキングが外れてし

る位置と大きさを算出する．動画の処理速度に関しては

まう事があり，そのような場合にはトラッキングのみで復

30fps で物体検知の処理を行った．

帰することは難しい．という問題点がある．

3.1.2 魚の継続的なトラッキング
魚の検知モジュールにおいて検知された観賞魚の位置，

上記のような問題を解決し，魚の位置と大きさを正確に
かつ効率的に取得するため，まず画像検知を用いて魚の位

大きさに大きな変化が見られないまま，五秒間が経過する

置と大きさを調べ，大きな変化がなく正しく検知できてい

と観賞魚を正確に認識できていると見なし，認識した領域

るとみられる時にその物体をトラッキングするという手法

内の色情報をもとに魚のトラッキングを開始する．五秒間

をとった．

経過せずに位置，大きさの数値が多く変化した場合は誤認

3.1.3 状態の判定と表示

識が発生したと見なし，魚の検知からやり直す．また，ト
*1
*2

http://opencv.org/
http://opencv.jp/opencv-2svn/cpp/objectd etection.html
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上記二つのモジュールで算出された魚の位置大きさの情
報から観賞魚の速度，加速度，泳いでいる向きなどを算出
し，それらの情報を元に観賞魚の状態を機械学習を用いて
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図 4

図 5

落ち着いているときの吹き出し

活発に活動しているときの吹き出し

図 8 システム構成図

図 6 何かに怯えているときの吹き出し

図 7

餌を食べているときの吹き出し

判定した．判定する観賞魚の状態としては，今回は以下の
図 9

四種類の状態に分類して判別した．

• 落ち着いている
(一定の場所に静かに漂っている状態)

3.2 システム構成
本システムの構成図を図 8 に示す．

• 活発に活動している
(水槽内を自由に活発に泳ぎ回っている状態)
• 何かに怯えている
(脅威から逃げるために素早く逃げ回っている状態)
• 餌を食べている

Mac mini*4 をシステムのメインに用いた．また水槽は，
水槽背面と水槽内のずれを軽減するため，薄型のもの *5 を
選んだ．

4. 評価実験

(餌を食べている状態)
なお，本システムの機械学習にはフリーソフトウェア

Weka*3 を用い，アルゴリズムとして決定木の “J48” を使
用した．機械学習の教師データは，水槽内に手を入れてお
びえさせる，餌をやって食事させるなどそれぞれの観賞魚
の状態を意図的に作り出して撮影した実際の水槽の動画を
元に作成した．
状態の表示については，上記二つのモジュールから算出
された魚の位置情報を用い，観賞魚の上部に表示されるよ
う，判定した状態に基づいた図 4〜7 のような吹き出しの
画像を表示する．なお，魚が水槽の右端付近に来た場合は
吹き出しを反転させて表示する．
*3

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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カクレクマノミ一匹のみの水槽 (水槽１)

本稿では，システムの評価として，魚の状態の認識精度
を調査するための三つの機能要件の評価と，アンケートに
よるシステムの有用性の評価を行った．
機能の評価は，カクレクマノミ一匹以外の魚もおらず，
底砂や配管などもなるべく少なくしたシステムにとって理
想的な環境である水槽１（図 9）と，実際の飼育環境によ
り近い，カクレクマノミ以外にも複数の魚がおり，底砂や
貝などの装飾品もある環境の水槽２（図 10）の二種類の水
槽において，“魚の検知”，“魚の継続的なトラッキング”，“
状態の判定と表示” の三つの機能要件それぞれについての
評価を行った．
*4
*5

https://www.apple.com/jp/mac-mini/
アートアール 450（45 × 14 × 31cm）

4
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表 2 魚の継続的なトラッキングの評価
水槽１

水槽２

トラッキング精度

96 ％

12 ％

（秒数）

(289/300sec)

(38/300sec)

トラッキングが外れた回数

1回

4回

表 3

状態の判定の評価
水槽１

水槽２

判定精度

82 ％

判定不能

（秒数）

(246/300sec)

ことのできた秒数の計測と，トラッキングが外れてしまっ
図 10

複数の魚がいる水槽 (水槽２)

た回数について評価した.
魚の継続的なトラッキングにおいては，正しく状態を判

表 1

定し，正確な位置に表示するために，90 ％以上の精度が必

魚の検知の評価

水槽１

水槽２

検知精度

89 ％

42 ％

（枚数）

（89/100 枚）

（42/100 枚）

要であると考えられる．
結果は表 2 に示す．水槽１では，ほぼ常時，正確にト
ラッキングを続けることができた．トラッキングが外れて
しまったのは，観賞魚が水面近くに移動し水面に映った魚

アンケートによる評価は本システムの有用性を調査する

を誤認識してしまった一回のみであった．また，トラッキ

ため，google フォームによるアンケートを Web 上に公開

ングが外れてしまってもすぐに復帰することができた．し

し，18 名の回答を得た．まず，回答者を “観賞魚飼育をし

かし，水槽２においては，ほぼトラッキングができないと

ている者”，“観賞魚飼育をしてみたいと思っている者”，“

いう結果になった．まず．物体検知が長く続かないためト

観賞魚飼育をしたいと思っていない者” の 3 種類に分類し，

ラッキングに移行することが困難であり，トラッキングを

それぞれについて質問を行った．

してもすぐに外れてしまい，復帰も遅かった．

以下の節にて各機能要件の評価とアンケートによる評価
のそれぞれを詳しく説明する．

4.3 状態の判定の評価
状態の判定の評価に関しては，各水槽において撮影した

4.1 魚の検知の評価
魚の検知の評価については，それぞれの水槽において撮

5 分間の動画のうち魚の状態を正確に判定できた秒数を計
測して評価した．また，評価に使用した動画に関しては，

影した画像の中からランダムで 100 枚を選び，その 100 枚

機械学習の教師データと同じように意図的に観賞魚の状態

の画像のうち，何枚においてカクレクマノミを正しく検知

を作り出して撮影した．

することができたかについて評価した．
魚の検知においては，トラッキングに移行するためには
五秒間観賞魚を検知できる必要があるため，観賞魚が正面

状態の判定においては，結果がリアルタイムに更新され，
実際にユーザがしばらく眺めるため多少のブレは許容でき
ると考え．80 ％以上の精度を目標とした．

や背後を向いている，激しく動いて画像がブレているな

結果を表 3 に示す．水槽１では，8 割程度の精度で，正

どの場合を除き，90 ％以上の精度が必要であると考えら

確に魚の状態を判定することができた．水槽２ではトラッ

れる．

キングが続かないため，ほぼランダムに魚の状態が表示さ

結果を表 1 に示す．水槽１においては，89 ％の精度でカ
クレクマノミを検知することができた．検知できなかった

れるような結果となってしまい，魚の状態の判定を評価す
る意味は無かった．

時の状況としては魚が完全に正面，または後ろを向いてし
まっていたり，激しく泳いでいてブレてしまっている時な

4.4 アンケートによるシステムの有用性の評価

ど限られた状況のみであった．逆に，水槽２においては半

本システムの有用性を調査するため，google フォームに

分以下の精度でしかカクレクマノミを検知することができ

よるアンケートを Web 上に公開し，18 名の回答を得た．

なかった．

まず，回答者を “観賞魚飼育をしている者”，“観賞魚飼育を
してみたいと思っている者”，“観賞魚飼育をしたいと思っ

4.2 魚の継続的なトラッキングの評価
魚の継続的なトラッキングについては，各水槽で撮影し
た 5 分間の動画のうち，正確に観賞魚をトラッキングする
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ていない者” の 3 種類に分類し，それぞれについて質問を
行った．以下に，質問内容と回答結果を表 4，表 5 に示す．
質問は Q7 と Q9 は二択，それ以外は，そう思わない・感
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じないを１，そう思う・感じるを５とした五段階評価とし

いた状況もあったが，観賞魚がトラッキングされた時間が

た．Q4〜8 は図 1 を提示し，質問を行った．Q9 は水槽１

短く，判定が正しかった秒数もトラッキングできていた秒

（図 9）と水槽２（図 10）の画像を提示し，質問を行った．

数の 1/4 以下であることから，ランダムに魚の状態が表示

また，それぞれの質問に理由を問う自由記述欄を設けた．

されている状態と変わらないと考え，判定不能という結果

5. 考察
前章の評価実験を踏まえ，“魚の検知”，“魚の継続的なト

に至った．

5.4 システム全体に対する考察

ラッキング”，“状態の判定と表示” の三つの機能要件に対

システム全体の評価結果の考察としては，魚一匹のみが

する評価結果とシステム全体についての考察，アンケート

存在する水槽においては，“魚の検知”，“魚の継続的なト

の結果によるシステムの有用性についての考察を行った．

ラッキング”，“状態の判定と表示” の三つの機能要件全て
においてシステムは問題なく動作することが確認できた．

5.1 魚の検知精度に対する考察

しかしながら，実際の観賞魚の飼育環境に近い，複数の魚

魚の検知精度に必要である 90 ％という基準に対し，水

がおり底砂や貝などの装飾品もある水槽においては “魚の

槽１における評価結果では，1 ％低い結果となった．しか

検知” と “魚の継続的なトラッキング” がほとんど機能せ

しながら，90 ％という基準はカクレクマノミが正面を向い

ず，“状態の判定と表示” に至っては判定することができな

ている，ブレているなどどうしても検知できない場合を除

いという結果になった．水槽内の環境が異なるだけで，こ

いて定めた値である．水槽１の評価結果において検知され

こまで大きな差が出ることとなった．

なかった 11 ％は全て上記のようなどうしても検知できな

水槽１においてこのような結果になった理由としては，

い画像であったため，水槽１における魚の検知精度は十分

魚の検知と魚のトラッキングがうまくかみ合い，トラッキ

であると考える．

ングへの移行とトラッキングが外れたときの復帰がスムー

水槽２における評価結果では，42 ％と，基準を大きく

ズに行われたためと考えられる．観賞魚が，正面や背後を

下回る結果となった．そのような結果となった理由として

向いたり，激しい動きをしない限りは検知可能なため，ト

は，分類器の作成を水槽１で行ったため，水槽１では魚が

ラッキングに移行することが容易であった．

検知できたような状況でも，他の魚や飾りの貝をカクレク

また，水槽２においてシステムが機能しなかった原因と

マノミと誤検知してしまうことがあったためであると考え

しては魚の検知の精度によるものが大きいと考える．本シ

られる．

ステムでは，五秒間正しく観賞魚が検知されなければト
ラッキングに移行しないため，観賞魚が検知しやすい状況

5.2 魚の継続的なトラッキング精度に対する考察
水槽１における評価結果では、基準とされる 90 ％を上

にあってもその他の魚などを誤検知してしまう環境ではト
ラッキングに移行することが困難であった．

回る結果を得ることができた．また，トラッキングが途切

この問題の解決策として，魚の検知精度を強化するため

れた回数も１回のみで，途切れた後も直ちに復帰すること

に．サンプル数を増やした分類器の作成や，複数の分類器

ができた．これは，魚検知からのトラッキングへの移行が

を組み合わせることなどが考えられる．

スムーズに行われたためと考えられる．
水槽２における評価結果では，基準を大きく下回る 12
％という結果になった．また，トラッキングが外れた回数

5.5 アンケート結果によるシステムの有用性についての
考察

は４回であり，途切れた後は復帰に時間を要した．トラッ

アンケートによる調査の結果を踏まえ，本システムにお

キングが外れる要員としては，他の観賞魚や配管の影に

ける飼い主と観賞魚のインタラクションの定義の要点で

入った時，色が似た他のものにトラッキング対象が移って

ある，

しまった時が挙げられた．トラッキングが外れたため魚の
検知に移行するが，魚の検知精度が悪く五秒間続かないた
め，トラッキングへの移行が困難となったと考えられる．

• 観賞魚の状態がユーザにとってわかりやすく確認でき
ること

• ユーザが観賞魚に対してアクションを起こすこと
• ユーザが飽きることなく楽しく観賞魚飼育を続けられ

5.3 状態の判定精度に対する考察
水槽１における評価結果では、基準とされる 80 ％を満
たす 82 ％という結果を得ることができた．本システムは，
水槽１においては十分な動作をすることが確認できた．
対して，水槽２においては判定不能という結果になった．
判定不能とした理由としては，実際には状態が判定できて
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ること
について考察を行った．

Q4 から，回答者は魚が実際に自分の気持ちを喋っている
ように感じる傾向があると言えるだろう．また．Q6，Q7
における記述欄に，“餌をやるタイミングがわかる”，“犬
や猫みたいに鳴かないから、お腹がすいてるのかどうかわ
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表 4 アンケート結果

1

2

3

4

5

Q1:魚の考えていることがわかったら楽しいと思いますか？

0人

1人

2人

7人

8人

Q2:魚の状態（空腹，寝ているなど）がわかったら魚を飼育する

0人

0人

0人

6人

12 人

0人

2人

2人

8人

6人

1人

0人

5人

6人

6人

2人

4人

3人

7人

2人

Q6:このように魚の状態が表示されたら楽しいと思いますか？

0人

0人

2人

6人

10 人

Q8:水族館などでこのように魚の状態，種類，生態などの情報が

0人

0人

3人

8人

7人

上で便利だと思いますか？

Q3:魚の状態を判別して，知らせてくれるシステムがあったら魚
の飼育をしたい (魚の飼育が楽しくなる) と思いますか？

Q4:この画像を見て，魚が実際に自分の気持ちを喋っているよう
に感じますか？

Q5:この画像のように水槽の背景に吹き出しが表示されることに
より魚とコミュニケーションが取れていると感じますか？

表示されるとしたらもっと興味がわくと思いますか？
表 5 アンケート結果 (Q7,Q9)

Q7:このように魚から「おなかすいたー」という吹き出しが出て

やる

16 人

やらない

2人

水槽１

1人

水槽２

17 人

いた場合，餌をやりますか？

Q9:どちらの水槽が好みですか？

かりづらいけど、吹き出しがあればお腹がすいたのか！よ

的な環境では本システムは問題なく動作するが，実際の飼

しよし、餌をやろうとなる” などの回答があった．これら

育環境に近い，複数匹の観賞魚がいる環境では状態の検知

のことから，観賞魚の上部に吹き出しを表示することで，

が不可能であるという結果を得た．また，アンケートによ

観賞魚の状態がユーザにとってわかりやすく確認できてい

る評価により，本システムは観賞魚とのインタラクション

ると考えられる．

の定義を概ね満たすと言えた．

Q6 の回答結果から，観賞魚の上部に吹き出しが表示さ

今後の展望として，観賞魚認識とトラッキングの強化のた

れればほとんどの回答者が餌をあげると言える．Q2 の記

めに，魚類追跡のためのアルゴリズムに関する研究 [8], [9]

述欄にも “状態がわかれば魚のして欲しいことができる”

のアルゴリズムを取り入れていきたいと考えている．また，

という回答があった．これらのことから，魚の状態によっ

実際の飼育環境に近い水槽では，複数の観賞魚が存在する

てユーザが観賞魚に対してアクションを起こす傾向がある

と考えられるため，同時に複数の観賞魚の状態の認識，ま

と考えられる．

た，魚種も増えると考えられる．そのため，観賞魚の魚種

Q1，Q3，Q6 から，魚の状態がわかることを楽しいと思

の判別や，生態の情報なども表示できるようにしたいと考

う傾向があることがわかった．また，自由解答欄にも “か

えている．そのようなシステムが実現すれば，アンケート

わいいし楽しそう”，“これなら続けられそう” という回答

の Q8 の結果にもあるように，個人の観賞魚飼育のみなら

が多かった．また，6 名の “観賞魚飼育をしたいと思って

ず，水族館などでの利用も可能になると考えている．

いない者” のうち３名が Q3 において４または５と回答し
た．本システムは，ユーザが飽きることなく楽しく観賞魚
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