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1. はじめに
博物館において,動線計画は博物館の基本構想・設計段
階において考えなければならないものである.しかし,動
線は展示完成後に予想していたものとは異なる場合があ
るため,展示完成後に再評価する必要がある.動線の再評
価の手法として観察調査[1]がある.しかし,観察調査には
十分なサンプル数を得るために人的負担が膨大となる問
題がある.
一方,近年,鑑賞支援専用のスマートフォン用アプリケ
ーション（以下,アプリ）を提供する美術館・博物館が増
加している[2]-[5]. 我々も,静岡県立美術館のロダン館を
対象としたスマートフォン用アプリによる鑑賞行動デー
タの収集システムを構築し,文献[6]においてアプリを活用
することで,調査にかかる人的負担を大幅に軽減できるこ
とを示した.一方で,収集した鑑賞行動データの分析では,
典型的な行動パターンを抽出する際に目視による手作業
によって行っていた.そのため,さらに鑑賞行動データが
増大した場合には,人手による分析が困難になると考えら
れる.
本研究では,先行研究で課題となっていた鑑賞行動分析
の自動化を目的とする.先行研究で構築した静岡県立美術
館のロダン館を対象とした鑑賞行動分析システムを基盤
とし,すでに収集したデータについて配列解析[7]による
鑑賞行動パターンのクラスタリングと可視化の事例につ
いて示す.

説文や音声案内を表示・再生するために画面上の作品を
選択することで,鑑賞者の位置と注目している作品が紐付
いた鑑賞行動ログの記録を行う.鑑賞後,アンケートに回答
し,送信ボタンを押すと鑑賞行動ログとアンケートデータ
がセットになり,端末内に蓄積される.
本研究が対象とするロダン館は,図 1 に示すようなラグ
ビーボール状の立体的な構造を持ち,19 世紀を代表するフ
ランスの彫刻家であるオーギュスト・ロダンの作品 32 点
が階段状になったスキップフロアーに展示されている.ロ
ダン館には特定の順路がなく,入館者は自由な順路で鑑賞
することができる.
先行研究における実証実験は,2015 年 11 月から翌年 2
月の約 4 ヶ月に渡って,380 名の一般入館者を対象に実施
された.目視による分類によって,入館者の行動パターンは
「反時計回り型」｢時計回り型｣｢その他型｣に分類できる
ことを示した.

図 2. 配列解析の入力データ例

3. 配列解析による鑑賞行動分析

図１. 静岡県立美術館ロダン館のフロアマップ

2. 先行研究の概要
先行研究[6]において開発されたシステムは, 静岡県立
美術館のロダン館を対象として,iBeacon を用いた鑑賞者
の現在位置の推定機能を持つスマートフォン用の美術館
アプリと,鑑賞行動ログを受信し蓄積するサーバから構成
される.アプリは,ロダン館内での使用を前提としており,
鑑賞者の現在位置を推定するとともに,鑑賞者が作品の解
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本研究では先行研究において人手で行っていた鑑賞行
動パターンの分類を配列解析によって自動化する.配列解
析とは遺伝子の塩基配列やタンパク質のアミノ酸を解析
することにより,遺伝子やタンパク質の構造や機能,進化的
な由来を解明する技術である.これによって,複数の遺伝子
配列の類似度を算出することが可能になる.これを行動パ
ターン分析へ応用し,鑑賞者の移動経路を配列化すること
によって,配列解析による分析が可能となる[7].本研究で
は,配列解析ソフト ClustalTXY[8]を使用して,フロアを単
位とした移動経路の配列解析を行う.

3.1 入力データの生成
まず,図 2 に示すように館内を 9 つのフロアに分割し,各
フロアにアルファベット１文字を割り当てる.次に,鑑賞者
の一定時間毎の滞在フロアデータを抽出し,滞在フロアを
表す文字を連結した文字列を構成し,これを入力データと
する.その際,配列解析の入力データは,1 人の鑑賞者に対し
て,時間経過を考慮するデータと考慮しないデータの 2 種
類を用意した.時間経過を考慮するデータは抽出した文字
列をそのまま利用するが,考慮しないデータは,同一フロア
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が連続する場合は,同じ文字を省略することとした.例えば,
時 間 経 過 を 考 慮 す る 場 合 の デ ー タ が HHHAABBBCB
AHH ならば,考慮しない場合のデータは HABCBAH とな
る.また,時間経過を考慮しない場合,最初のフロアである
フロア H のみ滞在し続けるデータは除外した.このように
2 種類の入力データを用意することによって,時間経過を
考慮する場合は滞在フロアと滞在時間に注目した分析が,
考慮しない場合は移動経路のみに注目した分析が可能に
なる.
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3.2 配列解析の結果とその可視化
生成した入力データを用いた配列解析を実行し,得られ
た結果からデンドログラムを作成し,鑑賞者の行動パター
ンを幾つかのグループに分類する.
(a) 時間経過を考慮した解析
380 件の鑑賞者について,300 秒毎の滞在フロアの系列
を文字列とした入力データを生成した.このデータをもと
に配列解析を行い,得られたデンドログラムから鑑賞者の
行動パターンを 4 つのグループに分類した.
一例としてグループ１の文字列をサンキーダイアグラ
ム[9]として可視化したものを図 3 に示す. サンキーダイア
グラムとは,工程間の流量を表現する図表である.矢印の太
さで流れの量を表し,特にエネルギーや物資,経費等の変位
を表す為に使われる.図 3 から,グループ 1 はフロアーH に
長時間滞在した後に各フロアに分散していく傾向がある
ことがわかる.このように時間経過を考慮することでフロ
アでの滞在時間を加味した分類が可能となる.
各グループの行動パターンをフロアマップに重ね合わ
せて時計回り型,反時計回り型,その他型に分類したものを
図 4 に示す.その際グループ 4 についてはさらにサブグル
ープに分割を行っている.結果から配列解析によって類似
した移動経路を持つグループに分割できていることがわ
かる.
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図 3.グループ 1 のサンキーダイアグラム

(b) 時間経過を考慮しない解析
時間経過を考慮した解析と同様に 380 件の鑑賞者につ
いて滞在フロアの系列を文字列とし,連続する同一の文字
を圧縮した入力データを生成した.このデータをもとに配
列解析を行い,得られたデンドログラムから鑑賞者の行動
パターンを 3 つのグループに分類した.紙面の制約から詳
細な結果は割愛するが,時間経過を考慮していないため移
動経路のみに特化した分析結果が得られた.

4. まとめ
本研究では,静岡県立美術館のロダン館を対象とした鑑
賞行動分析の自動化を行った.配列解析を用いることで時
間経過を考慮した解析と時間経過を考慮しない解析の事
例について示した.
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図 4.時間を考慮した解析における移動経路の分類
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