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研究テーマ（発表タイトル） 

Sense Sound 

 

※必ず＜企画シート作成上の注意＞を確認してから、ご記入をお願いいたします。 

１．研究概要（目的・狙いなど） 

目的：聴覚障がい者とそうでない人が一緒に音楽を楽しむ場を作りたい。  

多くの人が音楽は聴覚で「聴くもの」という認識なのでは無いだろうか。しかし、実際には音楽は聴覚だけで

はなく視覚や音の振動を肌で感じて音楽を「体感」している。その音楽の「体感」を利用して、ライブなどの

コンサートで聴覚障がい者が耳の聞こえる人と一緒に音楽を楽しむ事が出来るようになるシステムの創造に

Challenge する。 

２．研究テーマの現状分析（歴史的背景、マーケット環境など） 

プロモーター、プロダクション、レコード会社、会場などに障がい者への対応や、聴覚障がい者のコンサート

参加の有無などの現状について電話やメールでアンケート調査を行った。その結果、視覚障がい者、身体障が



い者などの参加はあるが、聴覚障がい者のコンサート参加はほとんど無く、身体障がい者や視覚障がい者への

対応の対策はあるが、聴覚障がい者への対応の対策は無い。という回答を得られた。しかし、聴覚障がい者専

用のコンサートは存在する。手話やシャボン玉などの視覚や音の振動を利用したコンサートで、聴覚障がい者

からは大きな反響を呼んだそうだ。しかし、聴覚障がい者とそうで無い人が一緒に楽しむコンサートはほとん

ど無い。現在の障がい者数は平成 18 年度の厚生労働省の調査では、聴覚障害者は、18 歳以上は 34 万 3,000

人、18 歳未満は 1 万 7,300 人となる。障害を持つ持たないに関わらず、友達と一緒にコンサートに参加したい

と思っているのは私たちだけではないはずだ。 

３．研究テーマの課題 

実際の聴覚障がい者専用コンサートで行われたのは、振動を利用して音楽のリズムを聴覚障がい者に感じて貰

うというもの。聴覚障がい者 1 人につき 1 台のスピーカーを前に置き、大音量でコンサートの高音域と中音域

の音楽を流して振動を胸元で感じてもらう。足元にはフロアシェイカーという振動する台を置き、低音域を振

動させる。この二つを組み合わせて音楽を体感してもらうのだ。しかし、スピーカーとフロアシェイカーを１

人１人に用意するとコストがかかる上に場所もとる。さらに、この方法で耳が聞こえる人と一緒にコンサート

を楽しむには無理がある。聴覚障がい者は振動を感じることができる程度の音量は、耳が聞こえる人にとって

は大きすぎ、苦痛なものになってしまう。そこで私たちは、これらのデメリットを解消し、聴覚障がい者と障

がいを持たない人が一緒に楽しめる方法を考えた。今ではみんなが持っているスマートフォンのバイブレーシ

ョン機能を使用すれば、場所もコストもかからない上、大音量の音を鳴らさずに聴覚障がい者へ振動を伝える

事ができる。また、障害を持たない人も同じように音楽を体感できる。そこで私たちは、リアルタイムで流れ

ている音楽を振動に変換させるアプリを開発することにした。 

４．課題解決策（新たなビジネスモデル・理論など） 

スマートフォンのバイブレーション機能を利用した聴覚障がい者が音楽を楽しめるアプリを開発する。スマホ

がメロディーラインのリズムを振動に変換させ、低音域の振動は会場内で自然に伝わる振動を感じて貰い、メ

ロディーラインのリズムをグラフィックで表し、コンサート会場のモニターに表示することで、振動と視覚で

音楽を体感して貰う。スピーカーを使用しないので、障がいを持たない人と一緒にコンサートを楽しむことが

できる。 

５．研究・活動内容（アンケート調査、商品開発など） 

株式会社竹中工務店音響設計部門へ聴覚障がい者専用コンサートについてインタビュー調査を行い、視覚と振

動を利用したコンサートの仕様と、その課題を教えていただいた。聴覚障がい者にもインタビュー調査を行

い、２者の意見をもとにアプリを考案した。アプリの仕組みは、音楽をスマホに取り込み、音を音量と高さを

数値で表せる「スペクトル」に変換し、スペクトルからメロディーラインの周波数(音の高さ)を選択して、選択

した周波数の音が設定してある音量以上の音量で鳴るとスマホが振動するようにした。曲や会場によって周波

数や音量は変わるので、コンサート会場のモニターへ曲ごとに設定する数値を表示するものとする。 

６．結果や今後の取り組み 

アプリのシステム設計は完了しており、プログラム完成は、来年四月を予定している。秋頃に大阪市中央区社

会福祉担当部署と連携して地域コンサートイベントを行い実際に実用化出来るかテストをする予定である。同

時にビジネスプランも立て直し、アプリ改良も進め、再来年 4 月には各コンサートで実際に使用して貰える様

に宣伝活動を行い、実用化したい。この Sense Sound が実用化されれば、聴覚障がい者が障がいを持たない人と



一緒に音楽を楽しめるようになるだけでなく、音楽業界にとっても、新たな客層の開拓につながると私たちは

考えている。 
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＜企画シート作成上の注意＞ 

※本企画シートは、「日本語」で書かれたものとし、1 チーム・1点提出してください。 

※本企画シートの項目に沿って、ご記入をお願いいたします。各項目に文字数制限はありませんが、1~7以外の項目を追加することは「不可」とさせていただきます。 

※本企画シートは、西日本インカレ事務局への連絡事項と企画シート作成上の注意を含め、3 ページ以内に収めてください。事務局から審査員に渡す際は、A4サイズでプリント

し、3 ページ目までを渡します。 

※企画内容は、未発表の（過去に他誌・HPなどに発表されていない）ものに限ります。ただし、学校内での発表作品は未発表扱いとなります。 

※商品写真、人物写真、音楽などを掲載・利用する場合、必ず著作権、版権の使用許諾を得てください。日経 BP社・日経 BP マーケティング社は一切の責任を負いません。 

※書籍や新聞等の文献から引用した場合は、出典先（使用した文献のタイトル・著者名・発行所名・発行年月など）を明記してください。統計・図表・文書等を引用した場合も

同様に明記してください。また、Web サイト上の資料を利用した場合は、URL とアクセスした日付を明記してください。 

※電話番号や住所などの個人情報は記載しないでください。 

※その他、注意点については「企画シート・パワーポイントの作成および提出について」をご参照ください。 
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