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私たちは、広告、製品、ブランド、メディア、イベント、ス
ポーツ、都市デザイン計画など、あらゆるものの体験価値を
増幅し、拡張していきます。

https://www.bascule.co.jp/

社名 : 株式会社 バスキュール

設立： 2000年7月28日

所在地： 東京オフィス :港区虎ノ門 
大阪オフィス :大阪市北区豊崎

スタッフ数： 45人（企画・開発・デザイン）
関連会社： 株式会社LivePark (TV x tech)

テレビ×ネットの新体験づくりに挑む、 
日本テレビとの合弁会社HAROIDの後継会社

DATA × TECHNOLOGY × DESIGN
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人々の行動や感情から自然現象まで、 

テクノロジーの進化によって、 

あらゆる事象をデータ化できる時代になりました。 

私たちバスキュールは、 

それらのデータをクリエイティブの入力ソースとして活用し、 

新しい体験価値へと変換するプロジェクト「データテインメント」に取り組んでいます。
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身の回りにあるあらゆるデータを入力ソースに、新たな体験価値へと昇華するクリエイティブ
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これから「体験価値を高めるまちづくり」につながる 

私たちの「データテインメント」事例を 

いくつか、ご紹介させて頂きます。

6



流星をみつけた瞬間の 
ときめきをエンタメに流星電波観測
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NIHONBASHI 願いの森 by Bascule

”都心に現れた流れ星が見える森”をテーマに、リアルタイム流星観測システ
ム「Meteor Broadcaster」で日本上空の流れ星を即時に検出し、自然現象の
流れ星と演出が連動する体験型イルミネーション・アート・プロジェクトで
す。 

このイルミネーションは、リアルタイムな流星データと連動。流星発生の時
間・大きさ・活性度によってリアルタイムに変化します。自然現象と連動す
ることで従来のイルミネーションとは異なり、いつどんな演出が起こるか誰
にもわからない、スケール勝負ではないイルミネーション体験となっていま
す。さらに、「流れ星に願いを3回唱えると願いが叶う」という言い伝えをサ
ポートするための仕組みも用意。スマートフォンから投稿された願いを預か
り、「願いディスプレイ」が流れ星を検知した瞬間に天に届けます。

http://negai-no-mori.jp/
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https://meteorbroadcaster.com/
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https://meteorbroadcaster.com/


これまで視覚情報の拡張を意味したARですが、 
私たちが目指したのは聴覚情報の拡張。 

現実世界に新しい聴覚情報が加わることで 
人のイマジネーションは刺激され、 

あらゆる「体験」の可能性が立体的に広がっていきます。
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言語の壁を越えて 
音で現実世界を拡張する

場のストーリー 
ユーザーの位置情報 
ステータス
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ARは「見る」から「聴く」へ。
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基本システム
「場のストーリー」とユーザーの「位置情報」および「ステータス」から、 
音声ARシステムがひとりひとりに最適な音を選び出し、配信します。

音声ARシステム

場のストーリー

位置情報
GPS 
WiFi 
Beacon 
センサー 
…

年齢/性別 
国籍/言語 
趣味嗜好 
行動 

周囲の状況 
…

ステータス

街・都市・島 
名所・遺跡 
美術館・モール 
交通インフラ 

…



事例1 美術館

FINAL FANTASY 30TH ANNIVERSARY EXHIBITION  
 「別れの物語展」

ミツカンミュージアム MIM
常設音声ガイダンス

事例2 イベント

映画『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』公開記念
音声ARスパイゲーム「渋谷フォールアウト」

INNOVATION TOKYO 2018
TVアニメ『イングレス』先行上映会
＆AR音声エージェントゲーム体験会「DIVE to INGRESS」

事例３ 観光地

大阪天王寺区 堀越神社 夏季例大祭
「オトガタリ」

GLAY公式アプリ「GLAY」に技術提供

音声AR事例

六本木アートナイト2,019
「オトガタリ 道の記憶」

テレビ朝日夏祭り2019
「捜研の女～ARマリコと合同捜査in六本木」

Nihonbashi Light Cruise 16



事例1 美術館
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FINAL FANTASY 30th ANNIVERSARY EXHIBITION「別れの物語展」

展示物の前に立つと、解説や当時のゲーム楽曲、キャラクターボイス等が再生されます。 
各展示の滞在時間から、その人だけのBGMリストが生成される仕組みも話題になりました。

展示会ガイド

ABOUT 
期間：2018.1.22 - 2.28 
場所：六本木ヒルズ森アーツセンター 
　　　ギャラリー（約1,000㎡） 

FFシリーズ30周年の回顧展にて、音声
ARを導入。音による展示の補足だけで
なく、個々人の記憶や感情に語りかける
エリアを設置して、テーマに対する体験
価値向上を聴覚情報からサポートしまし
た。同時に、バックエンドでは来場者そ
れぞれの行動ログを逐一記録して、これ
まで把握が難しかった、イベント領域に
おける詳細データ管理や分析を実現しま
した。 

同時参加：2,000～3,000人/日





2020



事例2 イベント
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音声ARスパイゲーム「渋谷フォールアウト」

ABOUT 
期間：2018.7.13 
場所：東京都 渋谷エリア 

オリジナルコンテンツ「音声ARスパイ
ゲーム」の第一弾として、映画『ミッ
ション：インポッシブル』とコラボレー
ション。100人以上の規模で参加する、
本格的なスパイゲームイベントを開催し
ました。リアルな体験と映画の世界観を
同時に楽しむ新しいプロモーションスタ
イルを提唱するとともに、行政や地域と
連携した観光イベントへの活用など、音
声ARの可能性を感じる場となりまし
た。 

同時参加：1公演あたり150人/1時間

イヤホンに届く指示のもと、渋谷の通りや店舗内に仕掛けられたステッカー型サイバー兵器を見つけて解除。 
敵・味方合わせて150人以上がマルチで通信しながらゲームが進行します。設置したビーコンは120個。

ゲームイベント



CONFIDENTIAL
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音声ARシステムを身にまとったユーザーはネットでコネクトしあっているため、 
その全貌は常に事務局側で俯瞰できるようになっている。個人にもその様子をリアルタイムに共有することもできる。





事例３ 観光地



　かつて、国を守るため、いくつもの砲台が設置され、
要塞へと変貌を遂げた島がありました。 

やがて、訪れた太平洋戦争。 
しかし、その島に軍艦が押し寄せることはなく、 
使われることのなかった砲台をはじめとする施設は 
その姿、形を残したまま眠りにつきました。 

　 
のどかな紀淡海峡に浮かぶ友ヶ島。 
生い茂る草木。苔の生したレンガ。 

当時の姿をそのままに留めた要塞施設は 
この国で戦争の時代があったことを、 

今に教えてくれます。 

　 
そんな施設の一つ、 

第3砲台が美術館として生まれ変わります。 

歴史遺産をそのまま生かし、 
この施設が生み出す静寂の空間に身を置く。 

そして、暗闇の中で、光に目を凝らす。音に耳を澄ます。 
それがこの美術館の鑑賞方法。 

暗い戦争の時代から時を止めた空間の中で、 
現代に産声を上げた作品と出会う。 

ここは影と光、戦争と平和、過去と現代が交錯し、 
未来が生まれる場なのです。 

要塞島が美術館に。
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聖地巡礼

「友ヶ島第3砲台美術館／友ヶ島要探索」アプリ
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要塞探索ツアー入口 要塞探索ツアー全体マップ

友ヶ島要塞探索ツアー　

スポット詳細

<

ACTIVE
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加太港周辺スポットリスト スポット詳細

加太港周辺スポット情報

もっとも人気の高い第3砲台跡で美術展の企画を開催し、ダウンロードされた音声ARアプリ内に 
島内要塞探索ツアーコンテンツや加太港周辺スポット情報を掲載することで、周辺も回遊してもらえるようにした。



CONFIDENTIAL

30

体験型サウンドドラマ「オトガタリ」

ABOUT 
期間：2018.7.14 - 7.15 
場所：大阪市 堀越神社 境内 

音声ARを活用した物語の新しい体験
フォーマット「オトガタリ」の第一弾。 
その人だけに聴こえてくる音に導かれな
がら、場所から場所へと歩き進むこと
で、土地の歴史・文化・伝説等をモチー
フにしたオリジナルストーリーが立体的
に浮かび上がります。その土地が持つ魅
力を最大限に活かすコンテンツとして、
行政や観光地などへアピールできます。 

SYSTEM 
同時参加：50人/日

1400年以上の歴史を持つ神社の夏季例大祭という特別な舞台が、現実世界と物語世界の境界を曖昧にし、 
よりストーリーに没入できる空間を生み出しました。

サウンドドラマ
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GLAY app presents “GLAY NAVIGATION” in HAKODATE

アプリが起動している状態で、函館エリアに点在するGLAYゆかりの地に近づくと、 
メンバーコメンタリーや関連楽曲を聴くことができます。

アーティストツアー

ABOUT 
期間：2018.8.23 - 8.27 
場所：北海道 函館エリア 

「GLAY×北海道150年事業」のコラボに
関連して、函館を舞台にGLAYゆかりの
地を巡る回遊イベントが実施され、音声
ARのシステムが採用されました。SDK
化により、オープンアプリへの組み込み
が可能になったため、既存のGLAY公式
アプリにGLAY NAVIGATION（グレナ
ビ）として機能追加しました。イベント
時だけでなく、常設化することも可能で
す。 

同時参加：5万人/日 ※イベント時



Nihonbashi Light Cruise

かつて水運で栄えた日本橋の「舟遊び」文化をアップデート！ 
テクノロジーを活用した新しいナイトエンターテインメント
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船の位置に連動して照明が変化するクルーザーに乗船し、 
ライトアップされた「日本橋」を起点にいくつもの名橋や東京を代表する夜景をめぐります。 
また、音声ARのガイドで、現在地と連動したマップや橋の解説、コース上の見所をご紹介。 
日常とは違う船の上から眺める東京の光景と、船上での光と音の演出をお楽しみ頂けます。
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すべてのデータの向こう側にはストーリーがあります。 

これからも増え続ける膨大なデータからどんなストーリーを紡ぎ出すのか。 
そして、そこからテクノロジーとデザインの力でどんな体験を創出するのか。 

データテインメントを通じて、 
夢のあるユーザー体験を未来につくりだしていきたいとバスキュールは考え、 

新しいクリエイションにトライしています。
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38https://iss-kibo.studio/

https://iss-kibo.studio/


私たちのクリエイションが 
2025年 大阪・関西万博に向けて 

大阪スマートシティ戦略にご活用頂けるように 
チャレンジして参ります。 

ご静聴ありがとうございました。




