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報道関係各位 

2022 年 3 月 18 日 

クレマチスの丘／ヴァンジ彫刻庭園美術館 

 

ヴァンジ彫刻庭園美術館で、視覚障害者支援アプリ《ナビレンズ》を使ってみませんか？ 

―ナビレンズで快適散策 だれでも楽しめる場所を目指して－ 

 

「クレマチスの丘」（静岡県長泉町）にある、ヴァンジ彫刻庭園美術館では、視覚障害者が音声によって情報

を得ることのできるスマートフォン専用アプリ《ナビレンズ》を 2021 年より導入しました。 

 

【導入のきっかけ】 

当館では、来館いただいたすべての方に豊かな美術館体験をしていただくことを目指しています。その中で

も、美術館における視覚障害者への情報の伝達方法や、安全に施設内をナビゲートする方法を課題として

捉えていました。その課題解決の方法のひとつとして、ナビレンズを導入しました。 

 

【ナビレンズの特徴】 

・情報が埋め込まれたタグを専用アプリで読み取ることで、埋め込まれた情報を音声でお知らせし、視覚障害

者の移動を支援。 

・さまざまな視覚障害者用のナビゲーションシステムや移動支援ツールの中でも、シンプルかつ設置が簡単で

あり、施設に特別なデバイスや機器を設ける必要がない。また、読み取りが早く、最大 16 メートルの離れた

場所からもタグを見つけることができる。 

・タグを使用し、場所の説明や作品の説明といった情報を伝達することも可能。 

・アプリは多言語対応しており、30 か国以上の言語に翻訳することが可能。 

 

ヴァンジ彫刻庭園美術館では、ナビレンズの導入に合わせ、その他にも様々なガイド方法を導入しています。 

今後も、ご利用される皆様のご意見を取り入れながら、多くの来館者に楽しんでいただける美術館を目指して

まいります。ぜひヴァンジ彫刻庭園美術館で、《ナビレンズ》を使ってみませんか？ 
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1. 《ナビレンズ》とは？：日本の美術館初導入の視覚障害者支援アプリ 

 

視覚障害者支援アプリである《ナビレンズ

（NaviLens）》は、「タグ」（QR コードに似た四

角形のカラーコード）を読み込むことで、埋め込

まれた情報やタグとの距離を読み上げるアプリ

です。ヴァンジ彫刻庭園美術館では、どなたでも

美術館を楽しめるよう、日本の美術館では初めて

《ナビレンズ》を導入しました。 

 

この《ナビレンズ》は、様々な機能に優れており、 

・高スピード読み取り（1/30 秒） 

・長距離での読み取り（QR コードやバーコードの 12 倍） 

・視覚障害者に難しいとされるフォーカスが不要 

と、多くの方に使いやすいのが特徴です。 

 

 使用者は、手にアプリを起動したスマートフォンを持って歩きけば、アプリが自動的に近くの「タグ」

を読み取り、情報を取得します。その情報を聞くことで、今自分がどこにいるのか、今ここには何がある

のか、次の場所へ向かう方法などが分かります。 

 ヴァンジ彫刻庭園美術館では、敷地内を移動するための誘導手段として、また、今いる場所や作品を案

内するための取り組みとして、敷地内に《ナビレンズ》を設置しています。 

 

＊《ナビレンズ》：スペインの民間企業と大学が共同開発して

生まれた、視覚障害者向けのスマートフォン専用アプリ。スペ

インをはじめとした様々な国や地域への設置が進んでおり、ス

ペイン・バルセロナやアメリカ・ニューヨークの交通機関や博

物館などでも採用されています。 
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2. ナビレンズの特徴：移動支援／作品説明／多言語対応 

 ヴァンジ彫刻庭園美術館では、ナビレンズの「タグ」を、二つの目的で使用しています。一つ目が、道

案内や今いる場所の情報を伝える移動支援のため。二つ目が、作品の説明をするためです。 

 

-移動支援 

 美術館敷地内の地面には、道案内

のための「タグ」が貼られています。

それぞれのタグには、敷地を移動す

るための情報が埋め込まれていま

す。その情報を聞きながら、視覚障

害者は庭園内を移動したり、今自分

がどこにいるのかを知ることがで

きます。 

 

 

-作品説明 

現在、美術館の屋外庭園に設置さ

れている 15 作品には、作品説明用

の「タグ」が設置されており、タグ

を読み取ると、作品についての説明

が流れます。説明では、作品タイト

ルや年代、大きさと言った基本情報

に加え、触った時の触感なども伝え

ています。 

 

 

＊ヴァンジ彫刻庭園美術館では、イタリア人彫刻家であるジュリアーノ・ヴァンジの彫刻作品を、屋内外に

常設展示しています。「社会の未来を担う子どもたちには、母親にふれるように、彫刻にふれてほしい」と

語るヴァンジ氏の願いのもと、開館当初の 2002 年より、芝生の広がる屋外庭園に設置された作品には「ふ

れる」ことができ、視覚障害者を含む多くの方にふれる作品鑑賞をお楽しみいただけます。 

 

-多言語対応 

 また、《ナビレンズ》は多言語対応もしており、スマートフォンの設定をお好きな言語に変えることで、

自動的に情報を翻訳して読み上げます。グーグルの翻訳機能を使用しており、30 言語以上が対象です。レ

ストランやショップを含む複合文化施設であるクレマチスの丘では、すべての施設で多言語対応のできる

スタッフが常駐しているわけではありませんが、日本語以外を母語とするお客様がご自身の言語でタグを

読み込むことで、スムーズに情報を得ることができます。 
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3. ナビレンズに合わせた様々なガイド方法 

 ヴァンジ彫刻庭園美術館では《ナビレンズ》の導入に合わせ、新しく 4 つのガイド方法を導入していま

す。それは、コンクリートの歩道と芝生の境目を確かめながら進んでいただく「芝生ガイド」、白杖を当て

て使用する「レールガイド」、彫られた溝をガイドラインとする「ライン・ガイド」、展示棟内ではゴム製

のマット“歩導くんガイドウェイ”を使用した「歩導くんガイド」です。 

 「芝生ガイド」や「レールガイド」、「ライン・ガイド」は、元々の景観を生かしながらも、視覚障害者

がスムーズに移動できることを目指して考案されました。“歩導くんガイドウェイ”も、展示物を考慮しつ

つも、展示棟の床の色とコントラストのつくオリジナル色を採用しています。 

  

  

 

また、美術館には 3 つの「触知図」があります。「触知図」とは、書籍の図版や建物内の案内図などに利

用される、視覚障害者が指先で触れて形などを確かめることのできる図です。 

  美術館に入る前には、ぜひ入口に置かれた「触知図」に触ってみてください。施設を 150 分の 1 の大

きさで表しており、いま自分たちがいる場所や、これから歩く経路について事前に知ることができます。 

展示棟内には、ヴァンジ彫刻庭園美術館のチケットセンターと展示棟の入口に置かれた、施設の位置関係

を示す触知図とは別に、もう一回り大きなサイズで作られた「さわる地図」もあります。こちらは敷地内

の傾斜や彫刻作品まで詳細に作り込まれています。 

   

右：Photo by Tadasu Yamamoto 
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ナビレンズを含め、どのようなガイド方法があるのかについては、美術館で作成した動画からもご覧いただ

けます。こちらは、音声での案内も入っているため、視覚障害者の方にも内容を理解いただけます。 

さらに、ナビレンズの他に「ナビレンズ GO」というアプリもあります。こちらは晴眼者や聴覚障害者に向

けられたもので、設定された情報を視覚情報で伝えます。ヴァンジ彫刻庭園美術館では、今後「ナビレンズ GO」

も積極的に活用していく予定です。 

 

4. 導入の背景 ―ユニバーサルミュージアムを目指して－ 

 

-国立オメロ触覚美術館との出会い 

ヴァンジ彫刻庭園美術館は、来館いただいたすべての方に豊かな美術館体験をしていただくことを目指して

います。より多様な方々に楽しんでいただくにはどうしたらいいかと考える中で出会ったのが、イタリア、ア

ンコーナにあるオメロ美術館でした。1993 年に開館したイタリア国立オメロ触覚美術館（Museo Tattile Statale 

Omero）は、全盲のグラッシーニ夫婦によって創設された、視覚障害の有無にかかわらず作品に触れて鑑賞で

きる彫刻美術館で、ジュリアーノ・ヴァンジの作品も収蔵されています。ヴァンジ彫刻庭園美術館もまた、開

館の 2002 年当初から屋外作品にふれて鑑賞することが可能でした。「彫刻にふれて鑑賞ができる」という同じ

特質を持ったオメロ美術館の存在を知ることから、ユニバーサルミュージアムに向けた、ヴァンジ彫刻庭園美

術館での取り組みが始まりました。 

 

-ナビレンズ導入へ 

そのなかで特に課題を感じていたのが、視覚障害者へ作品の情報を伝える方法や、安全に施設内をナビゲー

トする方法です。この課題を解決するため、様々な方法を検討する中で見つけたのが《ナビレンズ》でした。

日本における《ナビレンズ》のアクセシビリティ利用を牽引している「特定非営利活動法人アイ・コラボレー

ション神戸」のご協力を得て、2020 年 12 月より実証実験を開始し、2021 年に正式導入しました。 

導入後も、「タグの情報量が多すぎる」「進むべき方向がわからなくなる」「タグの位置が前すぎる／後ろす

ぎる」など、様々なご意見を頂戴しました。その都度意見を整理し、反映しながら、設置位置や内容のアップ

デートを行っています。 

さらに、《ナビレンズ》とともに、「触知図」や「歩導くん」、「レールガイド」などといった、様々なガイド

方法も取り入れました。広大な庭園と、彫刻を設置するために作られた展示棟からなるヴァンジ彫刻庭園美術

館は、起伏のある地形や蛇行する経路、進行するための目安のない大きく開けた空間など、必ずしも視覚障害

者にとって歩きやすい場所とは言えません。だからこそ《ナビレンズ》だけでなく、様々なものを組み合わせ
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ることで、より安全に美術館を楽しんでいただけるように取り組みを進めています。 

 

-使用者の声 

正式導入前から現在まで、ヴァンジ彫刻庭園美術館では、視覚障害者にナビレンズを実際に使ってもらう実

証実験を繰り返し行なっています。実際の使用者の意見をご紹介します。 

 

・同伴者から情報を聞くだけだと、どうしても同伴者が見えたものや興味のあることに説明が集中してしまう。

タグの情報を読み込むことで、（晴眼者が視覚障害者に説明しなくても）情報を共有できることはよいと思っ

た。（50 代女性） 

・ナビレンズを使う場所が増えればいいと思う。作品の説明を聞くと、触察して確かめたくなった。（40 代男

性） 

・視覚障害になり美術館は諦めていました。ですが、彫刻庭園美術館に行きこのような取り組みを自分たちの

街でも行ってみたいと思いました。（50 代女性） 

・反応がよく実用的だと感じました。視覚障害者が必要な情報を受け取れると感じました。導入してくださり、

美術館をよりよく楽しむことができました。他のどこにもない導入例で、希少、ユニークな点でもありがたい

美術館だと思っています。（50 代女性） 

 

5. 今後の展望 

お越しいただいた視覚障害者の方からご意見を頂き、現在も実験や修正を繰り返し行っています。取り組み

は始まったばかりであり、課題は数多くありますが、今後も学びと修正を繰り返しながら、より良い形で《ナ

ビレンズ》を活用していただきたいと考えています。また、日本語以外を母語とする方や聴覚障害者などに向

けたコンテンツの充実などにも、今後力を入れていきたいと考えています。 

 ヴァンジ彫刻庭園美術館には、美術鑑賞だけでなく、庭園やカフェ、レストランなど、様々な目的を持った

お客様がお越しになります。来館いただいた方がそれぞれ自分のペースで、自分の時間を、自分らしく過ごせ

るような場所でありたいと願っています。《ナビレンズ》の導入をきっかけに、今まで以上に、より多くの方々

にヴァンジ彫刻庭園美術館を楽しんでいただければ幸いです。 

 

クレマチスの丘での取り組みについては、下記のウェブサイトもご参照ください。 

・「視覚障害者支援ツール「ナビレンズ（Navilens）」の導入について」 

https://www.clematis-no-oka.co.jp/event/navilens.html 

 

・「ナビレンズで快適散策 だれでも楽しめる-ヴァンジ彫刻庭園美術館-」（PR 動画） 

https://youtu.be/FwDDJEuQ4fI 

 （プレスリリース内の一部画像は、こちらの動画より参照しています） 

 

・「歩導くんガイドウェイ 導入事例と採用側の思い」（インタビュー記事） 

http://guideway.jp/story/2021-06-10-2446 
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-関連する展覧会 

 2022 年 3 月 29 日（火）まで、ヴァンジ彫刻庭園美術館では、企画展「すべての ひとに 石が ひつよう－

目と、手でふれる世界」を開催中です。８名の現代作家による石彫作品を紹介する本展では、展示作品の多く

にふれて鑑賞できます。《ナビレンズ》と併せて、ぜひご覧ください。 

  （右：Photo by Tadasu Yamamoto） 

 

【展覧会概要】 

展覧会名｜すべての ひとの 石が ひつよう－目と、手でふれる世界 

開催期間｜2021 年 10 月 23 日（土）〜2022 年 3 月 29 日（火） 

開館時間｜2 月・3 月 10:00－17:00 ／11－1 月 10:00－16:30 （入館は閉館の 30 分前まで） 

休館日｜水曜日（11 月 3 日、2 月 23 日（水・祝）は開館）、年末年始（2021 年 12 月 26 日-2022 年 1 月 5 日） 

入館料｜11 月－3 月 大人 1,000 円（900 円）／高・大学生 500 円（400 円）／中学生以下無料 

※（ ）内は 20 名様以上の団体割引 

展覧会 URL｜https://www.clematis-no-oka.co.jp/vangi-museum/exhibitions/1301/ 

 

【関連企業情報】 

NaviLens https://www.navilens.com/ 

特定非営利活動法人 アイ・コラボレーション神戸 https://ickobe.jp/ 

歩導くんガイドウェイ（錦城護謨株式会社） http://guideway.jp/ 

 

 

【お問い合わせ先】 

ヴァンジ彫刻庭園美術館 広報担当：村内 

メール：press@clematis-no-oka.co.jp 電話：055-989-8785 （水曜休） 

〒411-0931 静岡県駿東郡長泉町東野クレマチスの丘 347-1  

クレマチスの丘 HP：https://www.clematis-no-oka.co.jp/ 
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