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児童の体験を考慮した音楽づくり教育支援システムの評価と改善
三森 理司†1

三上 凛†2

力武 克彰†2

概要： 近年，小学校の音楽教育において音楽づくり教育が導入されている．この教育方法を支援するために，児童
向け音楽づくり教育支援システム「MelOn」が開発された．自由作曲や，会話形式の文章で作曲知識の学習を行える
システムである．本研究ではユーザエクスペリエンスデザインに基づく MelOn のテスト，改善案提案，改善を行う．
研究のプロセスとしては，プラグマティックペルソナ作成，第 1 回ユーザビリティテスト，インタビューによる評価，
ペルソナ作成，改善案の提案と改善，第 2 回ユーザビリティテスト，インタビューによる評価という順に行っている．
第 1 回ユーザビリティテストでは手当たり次第にボタンを押してしまう児童が数多く見られた．これを受けて改善案
として，会話形式の文章の代わりに動画で説明するという案が挙げられた．実際に改善して第 2 回ユーザビリティテ
ストを行った所，学習のしやすさや分かりやすさは向上したものの，児童が説明を飛ばしてしまうということの解決
には至らなかった．今後は意図を持った作曲が出来るようになるという事をより意識し，自由作曲メインで開発を進
めていくことが望まれる．
キーワード：ユーザエクスペリエンスデザイン，音楽づくり教育，MelOn，ユーザビリティテスト

1. はじめに
近年，小学校の音楽教育において音楽づくり教育が導入

スは主に以下のようになっている．


プラグマティックペルソナ作成



第 1 回ユーザビリティテスト，インタビューによる評

されている．音楽づくり教育とは小学校学習指導要領の「表

価

現」で導入されており，音の組み合わせ等の作曲に関する



ペルソナ作成

知識を学習するための教育方法である．小学 5～6 年生に関



改善案提案，改善

しては，様々な音楽表現を活かし即興的に表現する，音を



第 2 回ユーザビリティテスト，インタビューによる評

音楽に構成する過程を大切にしつつ，音楽の仕組みを活か

価

して思った通りの音楽を作る等，応用力が求められたもの

本稿の構成について説明する．まず第 1 章では研究背景

になっている[1]．この教育を支援するために，児童向け音

や研究に関するシステムの簡単な解説を行い，第 2 章では

楽づくり教育支援システム「MelOn」が小松らによって開

研究概要や研究の流れの説明を行う．第 3 章ではユーザエ

発された[2]．音楽づくり教育が本格化する小学校 5～6 年生

クスペリエンスやユーザエクスペリエンスデザインの定義

を対象としている．自由に作曲を行うことが出来る他，良

や説明，ユーザエクスペリエンスデザインに基づき行う事

いリズム，和音といった作曲知識の学習が出来るシステム

の説明を述べる．第 4 章では音楽づくり教育について詳し

である．児童が作曲の知識を学習しそれを活かして，悲し

い説明を行う．第 5 章では MelOn の詳しい概要や機能の説

い曲や楽しい曲等の意図や意味を考えながら作曲が出来る

明を行う．第 6 章ではユーザエクスペリエンスデザインに

ようになること，音楽に興味を持ってもらうことを目標と

基づく MelOn の改善について説明する．第 7 章では分析と

している．

考察，第 8 章では研究のまとめについて記述する．

MelOn のユーザは児童であるため，ユーザインタフェー
ス等も児童に合ったものが必要となる．本研究ではユーザ

3. ユーザエクスペリエンスについて

エクスペリエンスデザインに基づく MelOn のテスト，改善

3.1 ユーザエクスペリエンスおよびユーザエクスペリエ

案提案，改善を行う．改善によって児童が手軽に作曲の知

ンスデザインの定義

識を学ぶ，意図を持った作曲が出来るようになることを目
指す．

テム，サービスを使用した，または使用を予期したことに

2. 研究概要
2.1

ユーザエクスペリエンスとは ISO によると「製品，シス

研究の内容

起因する人の知覚や反応」[3]と定義づけられている．その
注訳として「ユーザエクスペリエンスには、使用前、使用
中、使用後に生じるユーザの感情、信念、嗜好、知覚、生

研究の目的としては，音楽づくり教育において児童が手

理学的・心理学的な反応、行動や達成のすべてを含む。」と

軽に作曲の知識を学び，意図を持った作曲が出来る，とい

ある[4]．ユーザエクスペリエンスデザインとは，理想のユ

う体験を与えられるシステム作りである．

ーザ体験を検討，実現するために必要な機能，デザインを

本研究では，ユーザエクスペリエンスデザインに基づき，
MelOn のテスト，改善案提案，改善を行う．研究のプロセ
†1 仙台高等専門学校 情報電子システム工学専攻
†2 仙台高等専門学校 情報システム工学科
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作る考え方のことを指す．デザイン前にコンセプトに基づ
く体験を視覚化する、デザイナーが疑似体験するといった
ことが可能になる[5]．
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3.2 児童向けシステムにおけるユーザエクスペリエンス
デザイン
MelOn は小学校 5～6 年生向け，即ち 10～12 歳を対象と
している．ニールセン[6]によると Web のユーザビリティの

での感想を詳しく得ることが目的である．

4. 音楽づくり教育とは
学習指導要領で述べられている音楽づくりについて説

面では児童と大人とで求めるものや目的が異なるとされて

明する．

いる．例えばウェブサイトの訪問目的に関しても大人は「用

4.1 音楽づくりについて

事を済ませる事，コミュニケーション/コミュニティ」とな

音楽づくりとは，小学校の音楽の学習指導要領内の「表

っているが児童は「エンターテイメント」となっている．

現」の項目で導入されている教育方法である．小学校 1～2

またホームページの目的や価値を待とうとする気持ちに関

年，小学校 3～4 年，小学校 5～6 年に音楽づくりという項

しても，大人は出来るだけ待つが，児童はすぐに満足感を

目があり，それぞれ違う指導事項が書かれている．例とし

得たがる．そして児童でも年齢ごとに行動や考え方が異な

て小学 5～6 年では音楽づくり教育の項目に「いろいろな音

るため，児童向けにデザインをするときは年齢層の対象を

楽表現を活かし，さまざまな発想を持って即興的に表現す

絞るべきとされる．

ること。」「音を音楽に構成する過程を大切にしながら，音

ゲルマンもまた 10～12 歳のシステムを開発する時は機

楽の仕組みを活かし，見通しを持って音楽をつくること。」

能を特化するべきと述べている ．以下はゲルマンが立証

とある．2008 年に改訂された第 8 次学習指導要領で，音楽

している 10～12 歳向けのアプリケーションで満たしてい

づくりという言葉が使用された．音楽づくり教育の例とし

るべき 5 つの要素である．

て和音を作る，音楽構造に着目した音楽づくり，諸民族の

・複雑な考えを単純なインタフェースによって表現できる

音楽を基にした作曲等の活動がある．また，ふしやリズム

・複数の方法で複数の表現が出来る

づくり，ボディーパーカッションなども行われている [8]．

・モバイル機器で動作する

4.2 音楽づくり教育の有効性と問題

[7]

・正誤ではなく個性を称えるつくりになっている

音楽づくり教育には，より創造的に音楽を作ることを楽

・そのアプリケーションは対象を狭く設定し，児童が自分

しめるようになる，音楽の構造が理解しやすくなるといっ

は特別であると思えるようなデザインになっている

た有効性がある[9]一方，創作指導に教師が苦手意識を感じ

本研究ではこの 5 つの要素を基に MelOn の考察を行う．

ている[8]，指導方法が分かりにくい，時間があまりとれな

3.3 ユーザエクスペリエンスデザインの一環として行う

い[10]といった問題もある．また現在 IT は教育分野に応用

事

されつつあり，音楽科の授業でもソフトウェアによる授業
本システム開発では，ユーザエクスペリエンスデザイン

が考案されている．しかし教育用ソフトウェアのインスト

に基づき，ペルソナ作成，プラグマティックペルソナ作成，

ールに時間的，金銭的コストがかかる，ソフトウェアを利

ユーザビリティテスト，インタビューを行った．

用した授業を行う時間がない，ソフトウェアの機能が多く

3.3.1 ペルソナ

複雑で，習得に時間がかかるといった問題がある [2]．

ペルソナとは，インタビュー等の事実に基づいて作る仮
想ユーザのことである[4]．名前やその人の特徴，暮らしの
シナリオ等といった要素から構成される．事実に基づいて
いる為，ペルソナを対象とした新機能を考える，といった
使い方が出来る．
3.3.2 プラグマティックペルソナ
プラグマティックペルソナとは，インタビュー等の事実
に基づかず，開発者の主観を基に作成する，いわば仮のペ
ルソナである．開発者間のユーザ像の共有や要求管理等に

5. MelOn について
4 章で挙げた音楽づくり教育における問題を解決するた
めに音楽づくり教育支援システム MelOn が小松らによっ
て開発された[2]．Web システムでありブラウザ上で利用す
ることが可能である．音楽づくり教育が本格化する小学校
5～6 年生を対象としている． MelOn には大別して，自由
作曲モードと学習モードがある．トップ画面は図 1 であり，
ここから別のモードに進むことが可能である．

役に立つ．
3.3.3 ユーザビリティテスト
ユーザビリティテストとは，実際に児童に利用して貰い
行うテストである．児童がシステムを利用している時の反
応や行動の観察が目的である．
3.3.4 ユーザインタビュー
対象としているユーザの情報を集めるためにユーザイン
タビューを行う．プラグマティックペルソナ改訂，ペルソ
ナ作成のための情報を集めること，ユーザビリティテスト
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図 1

MelOn のトップ画面
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5.1 自由作曲モードの概要
自由作曲モードの画像を図 2 に示す．譜面は 3 オクター
ブ，16 小節で構成されており，それぞれ画面左部の上下ボ
タン，画面下部の左右ボタンで動かすことが出来る．
作曲では，音符を配置する音符配置モード，既において
ある音符を削除する音符削除モードがあり，それぞれ画面
上部の鉛筆，消しゴムボタンをクリックするか，右クリッ
クすることでモードを変更出来る．音符配置モードのとき
図 3

は，譜面をクリックすることによって音符を配置すること

学習モードの章立て

が出来る．配置時にドラッグをすると配置する音符を伸縮
させることが出来る．また既に配置されている音符をクリ
ック&ドラッグで音符の移動，ダブルクリック&ドラッグ
で伸縮が可能である．音符削除モードの時は，音符をクリ
ックすると配置されている音符を消すことが出来る．また
ドラッグ時にマウスカーソルに触れた音符も消える．
画面上部の音符マークのボタンを押すと作曲した音楽を
再生することが出来る．再生速度は 5 段階あり画面右上の
ボタンで変えられる．音符の音色はピアノ，トランペット，
バイオリンの 3 種類があり，右下のボタンで変えることが
可能である．また画面下部にある矢印のボタンはそれぞれ
保存，呼び出しボタンとなっており作曲した譜面の保存，
図 4

呼び出しをすることが出来る．

図 2

学習モードの画像

自由作曲モードの画面

5.2 学習モードの概要
図 5

学習モードでは，MelOn の使い方，音楽のつくり方を学
習することが可能である．解説の事柄は図 3 のように章立
てになって分かれており，ユーザは好きなところから学習
することが出来る．学習モードは図 4 のように先生と生徒

学習モードでの作曲

6. ユーザエクスペリエンスデザインに基づく
MelOn の改良プロセス
本システム開発では以下のプロセスで開発を行った．

との会話形式で MelOn の使い方や音楽の知識について説
明している．ページの一番下には図 5 のような譜面があり，



プラグマティックペルソナ作成

学習した内容を実際の作曲を通して確認できる．学習モー



第 1 回ユーザビリティテスト，インタビューによる評
価

ドの作曲はあらかじめ音符を置ける場所が指定されており，
その場所に音符を置いていく形式になっている．音符の配



ペルソナ作成

置が正しい場合は音符が緑色になり，間違っている場合は



改善案提案，改善

音符が赤色になる．作った曲を再生して，作り方の例と合



第 2 回ユーザビリティテスト，インタビューによる評

致していたら次の学習に進むことが出来る．
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第 1 回ユーザビリティテストの流れ

開発者同士のユーザ像の共有を目的としたプラグマティ



全体 45 分

ックペルソナを作成した．方針として，MelOn の目的であ



1～3 分:自己紹介

る「意図を持った作曲が出来る」
「音楽に興味を持ってもら



10 分:MelOn の使い方学習

う」の 2 つに沿うように作成を行った．主な内容として，



10 分:自由作曲

リコーダーをよくやっている，作曲に興味があるが楽譜が



10 分:音楽のつくり方学習

読めないことから実行できずにいるというものである．実



10 分:自由作曲

際に作ったプラグマティックペルソナは図 6 である．今回



1～3 分:アンケート記入

のプラグマティックペルソナの特徴を以下に示す．対象年

児童が利用している間，児童がどのように操作をしている

齢は MelOn の対象を参考にし，プロフィールは樽本らの文

のか，どのような反応をするのか等を観察する．

[4]

献 を参考に実際に存在するかのように考えた．また一見

児童の観察の結果，手当たり次第にボタンを押していて

音楽と関係なさそうな特徴に関しては，後の分析で関連付

学習をなかなか進めない児童が多く見られた．これについ

けられる可能性があるためあえて記述した．

て，児童が作曲画面で何をするべきか分からなかった結果



プロフィール

ではないかと考察した．原因として MelOn の作曲画面のボ



さとう ゆうた(11 歳)

タンが 21 個とかなり多いこと，学習画面の説明が文字のみ



性別:男

で理解し辛いことが考えられる．



出身地:宮城県太白区



職:学生

童のうち 4 人を対象に音楽の授業や体験に関するインタビ



住まい:一軒家

ューを行った．内容は音楽をやってきて苦労した事，それ



特徴

に苦労したと考える理由である．回答を以下に示す．



インドア派

音楽をやってきて苦労した事



音楽に興味はあるが難しいと考えている



楽器の演奏が難しい



PC が家にある



合唱するときの歌詞の暗記が大変



コミュニケーション能力は並程度



輪唱に苦労した



ハンバーグが好き

苦労した理由

またユーザビリティテスト終了後に，参加して貰った児



今までやったことがないことだから



輪唱で他人と自分の声が混ざり混乱してしまうから

6.3 ペルソナ作成
6.1 で作成したプラグマティックペルソナ，ユーザビリ
ティテストやインタビューで得た情報を基にペルソナを作
成した．今回は 3 人のペルソナを作成した．プラグマティ
ックペルソナとインタビューで一致していた情報は，音楽
に対して苦手意識があるという点である．インタビューに
より新たに判明した点は，輪唱に苦労している，記憶力が
ある等である． 実際に作ったペルソナのうちの 1 つを図 7
に示す．また図 7 のペルソナの特徴を以下に示す．特徴に
関しては，インタビュー時の児童の様子等も加味して記述
図 6

実際に作成したプラグマティックペルソナ

している．


プロフィール

のユーザ像の共有に使用した．



三重 奏人(みえ たくと)(11 歳) 男

6.2 第 1 回ユーザビリティテスト，インタビュー



出身地:宮城県仙台市青葉区

近隣の小学校へ出向きユーザビリティテストを行った．



職:小学生

第 1 回ユーザビリティテストは，音楽づくりの学習を利用



特徴

する前と後でどれだけ作曲の様子や曲が変わるか，MelOn



活発で頭がいい

が使いやすいものになっているかの調査が目的である．第



社会ニュース等を度々チェックしている

1 回ユーザビリティテストは小学校 4～6 年生 16 人を対象



リーダーシップがある

に行った．ユーザビリティテストは主に以下のような流れ



それ故反発することも多い

プラグマティックペルソナは，主に共同開発者の三上と

で行った．
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に行った．テストの流れは以下のようになっている．
第 2 回ユーザビリティテストの流れ


全体 45 分，実施時間 35 分



5 分:自己紹介とテストの流れの説明



5 分:自由作曲



10 分:音楽のつくり方の学習



10 分:自由作曲



5 分:アンケート記入

今回は音楽のつくり方は時間の関係で譜面の上下左右遷移，
2 音のみのメロディ，ハーモニーづくりの項目のみ学習し
て貰った．今回のユーザビリティテストでも，児童が利用
している間，児童がどのように操作をしているのか，どの
ような反応をするのか等を観察する．
図 7

児童の観察の結果，初めは全ての児童が動画をしっかり

実際に作成したペルソナ

ペルソナは主に共同開発者の三上とのユーザ像の共有

見ていたが，途中から動画を飛ばしてすぐに作曲に移って

に使用した．

しまう児童が見られた．最終的に動画を全て見た児童は 15

6.4 改善案提案，改善

人中 3 人という結果であった．自由作曲では動画を全て見

ユーザビリティテストやペルソナを基にして MelOn の

ていた児童は学習内容を活かして作曲をしていた．また動

改善案を提案，開発を行った．児童がより分かり易く学習

画を一部しか見ていない児童も譜面の上下左右遷移は使い

できるということを改善の方針とした．今回は第 1 回ユー

こなせていた．

ザビリティテストで児童が文字のみの説明に苦労していた

またユーザビリティテスト終了後に，参加して貰った児

という点から，学習モードの説明を動画形式にするという

童のうち 5 人を対象に MelOn に追加してほしい機能や前回

改善案を提案した．従来会話形式で説明されていた MelOn

のユーザビリティテストと比べた感想等のインタビューを

の使い方，音楽のつくり方を 30 秒程度の動画で説明する．

行った．回答については以下に示す．

この改善により児童が実際に利用する前にシステムがどの

追加してほしい機能や要望

ように動作するか視覚的に分かるようになる．またボタン



音質の改善

の効果も視覚的にみられるため児童にとって理解しやすく



サンプル譜面の実装

なることが期待できる．実際に動画を学習モードに取り入



楽器の追加

れた時の図を図 8 に示す．



音符ごとに別の音色に出来る機能の実装

第 1 回ユーザビリティテストと比べた感想


文章と動画では動画の方が見やすい



動画時間が 30～40 秒では長いため，15，20 秒程度が
良い

7. 分析，考察
本研究ではプラグマティックペルソナ，ペルソナ作成，2
回のユーザビリティテストを通して児童向け音楽づくり教
育支援システムの改善を行った．
7.1 改善の結果と考察
主に行った改善として学習モードを文字形式から動画形
式にするというものである．結果としては，1 番目に学習
した譜面の上下左右遷移は全員使いこなせていた．また動
図 8

動画を取り入れた学習モード

6.5 第 2 回ユーザビリティテスト，インタビュー

画を全部見た児童は自由作曲においてハーモニーや 2 音の
メロディ等学んだことを活かして作曲をしていた．よって

改善した MelOn を用いて再びユーザビリティテストを

動画にしたことで学習自体の分かりやすさは向上したと考

行った．機能改善の結果学習にどれだけの効果が出るか，

えられる．しかし動画を途中から飛ばして学習を進めてし

動画学習が児童にとって効果的かの調査が目的である．第

まう児童も多く見られた．

2 回ユーザビリティテストは小学校 4～6 年生 15 人を対象
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の，児童が学習を飛ばしてしまうという問題はそのままだ

児童が行詰まってしまった際に読める，見られる形式にす

ったため根本的な解決には至らなかった．児童が文字，動

るという方法がある．また第 2 回のユーザインタビューで

画に関わらず学習モードで学習をせずに作曲に移ってしま

ほしい機能についての回答から考えられる児童のニーズと

ったことについては，ニールセンが述べている「児童がす

しては「もっと本格的に音楽を作りたい」だと思われる．

ぐに満足感を得たがる」という点より，児童がすぐに作曲

そのため，今後は意図を持った作曲が出来るようになると

[6]

をしたかったためと考えられる ．よってこれを解決する

いう事をより意識して開発していくことが重要であると考

には学習モードの根本的な改革が必要と考えられる．

えられる．

7.2 5 つの要素についての考察
5 つの要素について MelOn が満たしているか考察を行う．
7.2.1 複雑な考えを単純なインタフェースによって表現で
きる

8. まとめ
ユーザエクスペリエンスデザインに基づいて児童向け音
楽づくり教育支援システム「MelOn」のテスト，改善案提

ユーザビリティテストを行った時，児童は最初手当たり

案，改善を行った．主に行ったことはプラグマティックペ

次第にボタンを押していた．この点からやや直観性には欠

ルソナ作成，2 度のユーザビリティテスト，ペルソナ作成，

けると考えられる．しかし操作方法を覚えた後は，様々な

MelOn の改善案提案と改善である．改善内容は，児童が学

機能を活かして作曲をしていたので複雑な考えを表現でき

習モードの説明を読み飛ばしてしまうという事から，学習

るという点は満たしていると考えられる．

モードの説明が文字だったものを動画にするというもので

7.2.2 複数の方法で複数の表現が出来る

ある．改善の結果，学習のしやすさや分かり易さの向上が

この要素については，MelOn は音符の配置や長さ，音色

見られたが，読み飛ばしてしまうという事は変わらず，根

次第で多彩な楽曲を作ることが可能であるため，満たして

本的な解決には至らなかった．今後は自由作曲モードと学

いると言える．

習モードの統合，自由作曲モードの改善と言う方針で開発

7.2.3 モバイル機器で動作する

するのが有効だと考えられる．

MelOn 自体はスマートフォンやタブレット等の機器でも
動作するため一応は満たしていると言える．しかし完全に
対応しているとはいえずダブルタップでズームしたりする
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ことがあるため，今後はモバイル使用を見据えた開発も織
り交ぜていくと良いと考えられる．
7.2.4 正誤ではなく個性を称えるつくりになっている
この項で言う「正誤ではなく個性」とは，児童に正しい，
間違っていると思わせず，児童の思うままの個性が活かせ
る作りになっているかということを基準とする．学習モー
ドでは音楽のつくり方と同時に，正しい作り方と誤った作
り方も教えている．しかし音楽のつくり方を学んだ後は自
由作曲にてより個性が発揮できるようになると考えられる．
よってこの要素は満たしていると言える．
7.2.5 アプリケーションは対象を狭く設定し，児童が自分は
特別であると思えるようなデザインになっている
ここでの対象とは，システムのテーマのことである．
MelOn は自由作曲や学習モードにおいて，音楽づくりとい
うテーマに基づいて作られている．また 2 回目のユーザビ
リティテストでは，知っている曲を作れて喜びながら自慢
している児童も見られた．この点からこの要素は満たして
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いると言える．
7.3 MelOn の今後の展望
以上のことや，ユーザビリティテストで文字や動画が飛
ばされていたことから，学習モードはメイン機能から「児
童が必要な時に使う機能」として自由作曲モードのサブ機
能として実装するのが良いと考えられる．例として，学習
モードの動画部分を自由作曲のオプションとして実装し，
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