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早稲田大学国際情報通信研究科、および基幹理工学部表現工学科の長幾朗研究

室は、今日の社会との連係や持続可能な、いわゆるサスティナブルな環境やそ

のデザインを研究課題のひとつとしています。遠く離れた地にいる母親を見守

るシステム、言葉では言い表せない人と人の繋がりを示す方法、ごくありふれ

た机に表示される遠い地との会議や共同作業、人や物のシルエットが導くイン

ターネットの世界や仕事についてのガイダンス、伝統工芸などの技術をやさし

く理解・体験できるデジタルアーカイブ、生活の知恵や経験を生かしたインタ

早稲田大学国際情報通信研究科 / 基幹理工学部表現工学科・長 幾朗 研究室

メディアデザインの未来

　21世紀の今日、前世紀のポストモダニズムや脱構成主義に攪乱された時代から、ふたたび自然主義的な傾向へと向かい始

めています。近年、タンジビリティやハプティックなどのいわゆる人間の感性や情緒を基にした表現が提唱されていますが、

これらの根源には枯渇する地球資源や爆発しつつある人口増加、あるいは都市への過度の集中などの問題や、自然との共生す

る事に関心が移りつつある証かもしれません。エコロジーの概念や問題提起は、先進国の利益保護や既得権の占有に意図があ

ると非難する声もあります。けれども、一方ではフードコストや様々な生産コストの課題など、バブルの時代の余剰や無駄の

削減が解決すべき課題としても取り上げられ、必ずしも否定されるものではないでしょう。そして、今日ではこれらをさらに

明らかな形とするための新たなデザインが求められています。私たちは、次代のデザインについて様々な提案を試みています。

　マーシャル・マクルーハンの「グーテンベルクの銀河系」. におけるひとつの提起は、ウィリアム・アイヴィンスの言葉を借りて、テキスト、つまりは文字型文

化の世界では、コミュニケーションとはこれらを用いて行う事はごく自然の事であり、またこれらによる様々な論理や理論の構築が図られる事になると述べてい

る点でしょう。翻っては、文字型文化、つまりは今日の文明や文化は、これらの拘束から逃れ得ない状況にもあります。マクルーハンは当時の TV 文化の台頭にも

うひとつの幻想としての情報の披瀝を示唆し、メディア、あるいは複数の情報モデルの存在を再検証すべきと述べています。メディアや情報基盤は単一ではなく、

また統合する事は困難である事は明白であり、"Whole Earth" や "Global Village" の概念の相矛盾する面を見せています。つまりは、情報格差等とは無縁の空間が、

また存在する事は明らかでしょう。

　またひとつの提起は、文化の決定項とは機械等のテクノロジーで決定されるものではなく、テクノロジーの内化に至る過程にあると述べていますが、ここにも

一様なプラグマティスムから逃れ得ない矛盾が存在します。今日のディレンマは、ここに由来するとも言えるでしょう。つまりは、有用な情報こそがメディアで

あり、それらの基盤に載り得るものこそ情報であるという短絡なプラグマティスムの論理が、今日の情報やその基盤を決定付けてきたとも言えます。その解決項

としてのポール・レヴィンソンの叙述は、あまりに楽観的です。あるいは、それらを故意に看過しているとも言えます。ただひとつ、芸術や文化の真理や真髄とは、

それらの隆盛期ではなく、むしろ衰退期の沈滞した経過から誕生するとの推論には共感し得ます。巧妙な篩 ( ふるい ) に掛けて、リアルとヴァーチャル、あるいは

プレリアルな情報を選別してきた過程においては、有用な情報、無為な情報を選別し得る鑑識眼は存在し得ません。

　DTP や広告メディア等の従来の印刷媒体に関わる宣伝材料はリアルと称して、WWW 等の材料についてはヴァーチャルあるいはオンラインと選別しています。

それらは、物理的な形態としてのリアル、ノンリニアメディアとしてのヴァーチャルとして捉える単純な分類ですが、これらが市民に及ぼす形態や効果は明らか

に異なっています。このように、同様の情報においても、それらが通過するメディアにおいて、その価値は変質し得る事は明白です。ならば、今日に続くポスト

メディアとはいかなる様態でしょうか。

Ê Ê OneÊ pointÊ raisedÊ byÊ MarshallÊ McLuhan'sÊ "TheÊ GutenbergÊ Galaxy:Ê TheÊ MakingÊ ofÊ TypographicÊ Man"Ê isÊ that,Ê adoptingÊ phrasesÊ ofÊ WilliamÊ Ivins,Ê inÊ text,Ê thatÊ is,Ê inÊ theÊ

worldÊ ofÊ theÊ literalÊ typeÊ ofÊ culture,Ê communicationÊ isÊ carriedÊ outÊ byÊ textÊ itselfÊ asÊ aÊ courseÊ ofÊ matter,Ê andÊ creationÊ ofÊ variousÊ logicÊ andÊ theoriesÊ areÊ alsoÊ soughtÊ byÊ it.Ê

ThereforeÊ theÊ literalÊ typeÊ ofÊ culture,Ê thatÊ is,Ê theÊ present-dayÊ civilizationÊ andÊ cultureÊ cannotÊ escapeÊ fromÊ itsÊ restriction.Ê McLuhanÊ actuallyÊ suggestedÊ thatÊ informationÊ

displayÊwa sÊa notherÊi llusionÊi nÊt heÊri seÊo fÊT VÊc ultureÊa tÊt hatÊt ime,Êa ndÊ statedÊ thatÊ existenceÊ ofÊ aÊ pluralÊ informationÊ modelÊ shouldÊ beÊ reexamined.Ê ItÊ isÊ obviousÊ thatÊ theÊ

media and intelligence infrastructures cannot be unified, and they themselves indicate conflicting aspects of the conceptions of "Whole Earth" or "Global Village." 

ThusÊsp aceÊi rrelevantÊt oÊi nformationÊd ivideÊsur elyÊe xists.

Ê Ê AlthoughÊ McLuhanÊ alsoÊ raisedÊ anotherÊ pointÊ thatÊ contributingÊ factorsÊ ofÊ cultureÊ wasÊ notÊ decidedÊ byÊ technologyÊ ofÊ mechanicsÊ butÊ byÊ theÊ processÊ ofÊ internalizationÊ

ofÊ technology,Ê thereÊ wasÊ alsoÊ aÊ similarÊ paradoxÊ un-escapableÊ fromÊ theÊ practiceÊ ofÊ pragmatism.Ê ItÊ canÊ beÊ saidÊ thatÊ theÊ present-dayÊ dilemmaÊ derivesÊ fromÊ theÊ

paradox.Ê InÊ otherÊ words,Ê theÊ simplisticÊ logicÊ ofÊ pragmatismÊ -Ê usefulÊ informationÊ isÊ aÊ medium,Ê andÊ thingsÊ whichÊ canÊ appearÊ onÊ theÊ infrastructureÊ isÊ alsoÊ aÊ mediumÊ -Ê

hasÊ formedÊ today'sÊ informationÊ andÊ itsÊ infrastructure.Ê AsÊ theÊ solutionÊ toÊ theÊ problem,Ê theÊ statementÊ ofÊ PaulÊ LevinsonÊ isÊ tooÊ optimistic,Ê orÊ overlooksÊ theÊ problemÊ

on purpose. His inference that truth and essence of art/culture do not come into being in the flourishing period of culture but through the stagnant process in the 

decliningÊp eriodÊo fÊc ultureÊc anÊb eÊsymp athizedÊwi th.

Ê Ê InÊ theÊ processÊ ofÊ carefullyÊ screeningÊ andÊ categorizingÊ informationÊ byÊ itsÊ nature,Ê suchÊ asÊ real,Ê virtualÊ andÊ pre-realÊ one,Ê thereÊ isÊ noÊ discerningÊ eyeÊ whichÊ isÊ capableÊ

ofÊ sortingÊ outÊ usefulÊ informationÊ fromÊ uselessÊ infor-mation.Ê AdvertisingÊ materialÊ ofÊ existingÊ printingÊ media,Ê suchÊ asÊ DTP,Ê advertisingÊ mediaÊ andÊ soÊ on,Ê isÊ termedÊ realÊ

material,Ê andÊ materialÊ onÊ WWWÊ isÊ referredÊ toÊ asÊ virtualÊ orÊ onlineÊ material.Ê AlthoughÊ thoseÊ areÊ simpleÊ categorizationsÊ whichÊ regardÊ theÊ physicalÊ formÊ asÊ realÊ andÊ nonÊ

linear media as virtual, their way of influencing the public and the result are clearly different. In this manner, there is no doubt that the value of the same information 

isÊa lteredÊd ependingÊo nÊme diumÊi tÊg oesÊt hrough.ÊT hen,Êwha tÊki ndÊo fÊa Ê formÊ doesÊ theÊ postÊ mediaÊ take?

フェースデザイン等々。これらの提案の多くは、無駄なエネルギーや操作を必

要としない低コストの環境であり、また人と人、そして社会や都市、そして地

域の繋がりを感じさせるデザインです。日本に留まらず、韓国・台湾・中国・

欧米などから集まった学生たちは、それぞれのセンスや概念の違いを超えて協

同する事、さらには共生可能な社会とは何かを実現しようとしています。まだ

まだ学生としての稚拙な表現も見受けられますが、若い感性ならではの試みを

是非ご高覧下さい。
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　メディアデザイン研究室では、これまでの美術・デザインの表現技術とその形態について、そして今日のコンピュータメディア等の動向とその課題を検証してい

ます。また学内外の研究機関や企業等との共同研究を進め、ユニヴァーサルデザイン等の概念を基幹とした Human Centered Design の現状とその概念について考

察しています。今日の美術やデザインの表現は、不可視の構造を有した自然な感覚を促す認知的な形態へと移行しつつあります。つまりは、今日の状況が過度に人

工的な環境ゆえ、むしろ直裁に感覚に訴えるデザインが求められているとも言えます。今日の美術・デザイン制作環境では、従来の表現や制作のプロセスに加えて、

特にコンピュータメディアの特性を生かした制作システムが普及しています。いかなる美術・デザイン表現においても、ユーザビリティに優れたデザインと人との

関係は、より良いインタフェースによって保たれます。本研究室では、更に心理学や認知科学に依拠する概念や理論を応用する事により、適切な表現やそのシステ

ムを提案する事を目指しています。

　1) 視覚表現、表現評価　[ メディアデザイン、可視化表現、コンテンポラリーアート研究 ]

　2) システム構築、情報の構造化　[ インタフェースデザイン、ユーザビリティ・アクセスビリティ評価、デザインマネージメント ]

デザイン支援システム研究 ( レジブルデザインシステム )
今日の美術・デザインの表現は、従来の機械的な構造を顕わにしない、つまりは invisible( 不可視 ) な構造を持ち、より自然に感覚を促す認知的な形態に移行し

ています。現代の過度に人工的な環境において、レジビリティ ( 可読性 ) やタンジビリティ ( 触感 ) による、より legible( 読みやすい、分かりやすい )、あるいは

tangible( 手触りの良い ) デザインが求められています。また、今日のコンピュータメディアを用いたデザインシステムにおいても、従来の表現や制作のプロセスを

実現する事に加えて、特にコンピュータメディアの特性を生かしたデザインやそのシステムが求められています。

インタフェースデザイン研究
いかなるデザインや製品等においても、レジブルやタンジブルな感覚を促す形態、つまりは usability( 使い勝手 ) に優れたデザインの人との関係 (human-tool) は、

より良いインタフェースにより保たれています。心理学や認知科学に基づいた概念や理論をそのデザインに応用する事により、さらに適正なユーザビリティを生み

出す事を試みています。

メディアアート研究
コンピュータや今日の様々なメディアの特性であるインタラクティビィティは、従来のアートやデザインの形態に留まらず、その制作や手法までも大きく変えよう

としています。また、これらは今日の情報の伝達やその表現、私たちのライフスタイルや環境の再認識にまで至っています。メディアアートとは、従来の芸術表現

に加えて、より多様なメディアに浸透して行く存在を指しているとも言えます。

コンテンポラリーアート研究
今日の芸術は、社会や大衆をターゲットとして、さらにそのプロパガンダの力を強めてきたとも言えます。ひとつは、時代における制作素材の質や用具の向上や豊

富さによる mixed media や combine art( 複合表現芸術 ) のようなそれぞれの表現領域を越えた試みが始まりました。また、印刷技術等の向上に加えて、テレビジョ

ンや映像によるメディアの拡張が相乗効果を及ぼしています。このようにして、今日の芸術はその表現域に留まらず、その表現概念のコンセプチュアルな面を強調

するようになりました。これらの状況や関係を読み解く事は、今後の芸術、そしてメディアの行方を理解する上でも重要でしょう。

  The purpose of this project is to study visual technology of the fine arts and design until now, and a movement today's computer media and that problem in the 

first term. Then, we should consider present condition and concept of human centered design based on the concept of barrier free and non-verbal design in the 

second term. Today's fine arts and design expression is moving to the cognition which stimulates awareness of surround with an invisible structure. In other words, 

it can be said that design appealing to senses is being sought in today's extremely artificial environment. The production system which made use of the property of

a computer media is being studied in addition to the process of the traditional expression and production in today's fine arts and design production environment. 

Relations between design in excellent usability and a person are kept by the better interface in any expression of fine arts and design. Its aim is to propose a proper 

expressionÊ andÊ itsÊ systemÊ byÊ applyingÊ theÊ conceptÊ andÊ theoryÊ ofÊ psychologyÊ andÊ cognitiveÊ scienceÊ byÊ theseÊ projectÊ researchÊ onÊ theÊ above.

Ê Ê 1)Ê AdvancedÊ visualizationÊ andÊ visualÊ evaluationÊ [Ê MediaÊ design,Ê VisualizationÊ ofÊ invisibleÊ object,Ê ResearchÊ ofÊ contemporaryÊ artÊ ]

  2) System construction and structuralization of information [ User interface design, Evaluation of usability and accessibility, Design management ]

DesignÊ AidedÊ SystemÊ StudiesÊ (LegibleÊ DesignÊ System)

TheÊ representationÊ ofÊ theÊ today'sÊ artÊ andÊ designÊ doesÊ notÊ exposeÊ theÊ structureÊ ofÊ mechanisticÊ theoryÊ inÊ theÊ past.Ê ThatÊ isÊ toÊ say,Ê itÊ hasÊ theÊ invisibleÊ structure,Ê andÊ

has shifted to cognitive form which stimulates a sense more naturally. In the excessively artificial environment of today, taking into account the validity of legibility 

and tangibility, more legible and tangible design is needed. In the field of computer media, besides realizing the traditional representation and its process, design 

andÊ itsÊ systemÊ whichÊ takeÊ advantageÊ ofÊ computerÊ mediaÊ areÊ especiallyÊ soughtÊ for.

InterfaceÊ DesignÊ Studies

AsÊ inÊ everyÊ designÊ andÊ aÊ product,Ê theÊ relationshipÊ betweenÊ designÊ withÊ excellentÊ usabilityÊ andÊ humanÊ beingsÊ isÊ keptÊ inÊ aÊ betterÊ interface,Ê theÊ formÊ whichÊ stimulatesÊ

legibleÊ andÊ tangibleÊ senses.Ê Today,Ê moreÊ appropriateÊ usabilityÊ isÊ beingÊ soughtÊ byÊ applyingÊ conceptsÊ andÊ theoriesÊ ofÊ psychologyÊ andÊ cognitiveÊ science.

MediaÊ ArtÊ Studies

Interactivity(quickÊ response),Ê thatÊ is,Ê theÊ advantageÊ ofÊ computerÊ andÊ variousÊ otherÊ mediaÊ inÊ theÊ present,Ê hasÊ beenÊ changingÊ notÊ onlyÊ theÊ pastÊ formÊ ofÊ artÊ andÊ designÊ

butÊ theirÊ processÊ ofÊ creationsÊ andÊ styles.Ê ItÊ alsoÊ affectsÊ theÊ stateÊ informationÊ shouldÊ be,Ê ourÊ lifestyleÊ andÊ ourÊ perceptionÊ ofÊ environments.Ê InÊ additionÊ toÊ theÊ stylesÊ ofÊ

representations as in the past, Media Art can be regarded as an transformable art form which infiltrates into more various media.

ContemporaryÊ ArtÊ Studies

TargetingÊ societyÊ andÊ theÊ public,Ê artÊ inÊ theÊ modernÊ ageÊ hasÊ increasedÊ itsÊ powerÊ ofÊ propaganda.Ê OneÊ ofÊ methodsÊ itÊ beganÊ toÊ adoptÊ wasÊ toÊ makeÊ useÊ ofÊ betterÊ qualityÊ

andÊ abundanceÊ ofÊ materialsÊ ofÊ theÊ dayÊ inÊ orderÊ toÊ createÊ artÊ worksÊ calledÊ mixedÊ mediaÊ andÊ combineÊ art.Ê BesidesÊ theÊ improvementÊ ofÊ printingÊ technology,Ê theÊ

expansion of the media by TV and film produces synergy effect. In this manner, today's art not only explores representation techniques but emphasizes conceptual 

aspects of the representation. It is significant to understand these situations and relationships in order to foresee the direction of the media.

私たちは、新たなメディアにおけるデザインを、可読性を備えたデザインシステムとして提案しています。 We propose a designing as a legibile design system in the new media.

Dr. Ikuro Choh Finished Tokyo National University of the Arts.  Doctor of Art.  Professor of Waseda 

University Graduate School of Global Information and Telecommunication Studies.  Head of Waseda 

University Institute of Visual Communication.  He studies theories of visualization for art and design.  And 

he attends to research and develop design system with sensitive devices and visualization of behavioral 

information for Internet and computer media. 

長 幾朗  Ikuro Choh

早稲田大学教授、東京芸術大学後期博士課程修了、学術博士。欧米各地

の大学、研究機関等のコンピュータに関する研究と利用状況について

調査、および講演や客員講師を務めた。美術・デザイン領域における視

覚表現理論と制作技術の研究、およびコンピュータメディアやインター

ネット等における非空間情報の可視化や感覚デバイスを応用したデザイ

ンシステムの研究と開発に取り組む。



furtureimage     7

Collaboration System "Legible+"
ToshiyaÊ FujiiÊ +Ê WonsukÊ NamÊ +Ê PerezÊ PealezÊ Mariano

アイデア醸造の仕組みとして個人の思考活動を支援する環境はパーソナルコンピュータにより整備されつつありますが、個人を超えた協同の

知的活動を支援する場はまだこれからの課題と言えます。身体性の支援や再認記憶に着目すると、協調作業において本当に相手に伝えるべき

情報、毀れ落ちる情報がない記憶方式、そして臨場感の構築に有効な情報とは何かなど、未解決の課題が急速に表面化しています。そして、

その解決の糸口として Legible Design があると考えます。

藤井 稔也
Toshiya Fujii

1964 年 京都生まれ
企業でのエンジニアを経て、ユーザインタフェースの研究に
携わる。共同作業におけるインタフェース、およびデザイン
構築を図っている。
国際情報通信研究科博士課程在籍

南 元晳
Wonsuk Nam

1974 年 韓国ソウル生まれ
大学でインダストリアルデザインを専攻。在韓日本大使館
推薦の国費留学生として来日。個人デザイン事務所代表
国際情報通信研究科博士課程在籍

Introduction

  After the computer is utilized in office work, the improvement of efficiency 
and paperless was expected. However, it is not actualized realistically. 
Appearance of the personal computer has contributed to the improvement of 
the quality regarding design work, but conversely it brought the substantial 
extension of job time as the side effect. GUI and direct manipulation 
environment of the personal computer made the threshold of the computer 
low for many people, but it has not contributed to drastic ease of use.

OurÊ Goal

  In office work, it should be necessary to share field where persons 
commit to something simultaneously. It is so-called collaboration reality. 
The conference system and the personal computer environment have no 
collaboration reality. In that sense, they have deviated from the essence 
of collaboration work. As the beginning which solves those, direct 
manipulation environment of tabletop device is made on an experimental 
basis and the Legible Interface which enlightens the re-recognizing memory 
of the brain on the meeting is researched.
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Editorial and Collaboration System "The ComDesign System"
PerezÊ PealezÊ MarianoÊ +Ê ToshiyaÊ FujiiÊ +Ê WonsukÊ NamÊ
WithÊ theÊ developmentÊ ofÊ theÊ informationÊ andÊ networkÊ technologiesÊ theÊ computerÊ hasÊ becomeÊ aÊ toolÊ essentialÊ forÊ remoteÊ communicationÊ andÊ

collaboration.Ê DifferentÊ methodsÊ hasÊ beenÊ exploredÊ forÊ performingÊ thisÊ task,Ê mainlyÊ centeredÊ inÊ theÊ simpleÊ interchangeÊ ofÊ videoÊ /Ê audio,Ê imagesÊ

or files and not fully use all the support the current computers can provide. In the other side, documents are present in our every day live and are 

frequentlyÊ usedÊ forÊ collaborationÊ andÊ discussion.Ê UsingÊ theÊ documentÊ creationÊ approach,Ê weÊ proposeÊ aÊ newÊ systemÊ forÊ remoteÊ collaborationÊ inÊ

whichÊ theÊ computerÊ takesÊ aÊ moreÊ activeÊ role,Ê notÊ beingÊ onlyÊ simpleÊ interchangeÊ ofÊ theÊ dataÊ betweenÊ theÊ remoteÊ terminals.

  Documents are presents in our every day live. Every individual, in 
different situations must to create different style of documents, from a 
club activity poster to business period results. So we can say everybody 
is familiar with documents. Also in most cases this documents are created 
by working in groups; people get together to create documents that then 
distribute to others. Therefore, we think that the document creation is a 
good environment for long distant communication.
  One of the targets of our system is enhance the communication between 
distant users. This i s made by improving the information exchange, making 
smaller the gap from a remote user to other. The system also is efficient for 
detecting users that not participate actively in the process. The interaction is 
very simple, manipulating directly the elements in a virtual desktop.
The design aids are materialized in the form of design services, a set of 
tools that let the user visualize information and speed up or automate the 
document design or facilitate communication.  The automated design 
services create a new design following different systems using grid 
layout.  Other services provide information, as for example balance of the 
document. The user controls which services are active / inactive so it can be 
easy adapted to different work conditions.

  All the tools needed are fully integrated in the system, including the 
document creation, resource management and document publication. All 
the actions made inside the system are watched and stored. Then this data 
is also fully stored when the document is saved. So the documents inside 
the system are not only the final version, but also the added value of the 
information of how was made. The system includes a document process 
player in which any document creation steps are visualized as a video. It is 
possible to change certain elements before continue or to start redesigning 
in any moment of the reproduction. 
  One of the problems of other advanced systems is that they require an 
specific hardware. This hardware is usually very expensive or even in 
some case only available as prototypes. Our system makes use of advanced 
interfaces, but also remains compatible with more usual hardware. The 
system has a customized user interface manager that allows the system to 
work using a standard mouse and keyboard, a single touch Tablet PC or a 
multi-touch screen. Also has a scalar and portable architecture, in order to 
run in slow machines or limited mobile devices.

ペレス・ペラエス・マリアーノ
Perez Pelaez Mariano

1979 年 スペイン生まれ。
アニメーション制作会社勤務の後、来日。
ユーザーインタフェースの研究に携わる。
国際情報通信研究科博士課程在籍

TouchÊ interactionÊ onÊ aÊ TabletÊ PCÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê AutomatedÊ design
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Drip Painting Simulator
MasakiÊ Yachiune

将来、ミュージアム（美術館、および博物館）は、どのような形態になっているのでしょうか。歴史的に貴重な文化財や資産も、長い年月を

経て劣化し、滅びていく宿命にあります。もし、これらの展示品が失われてしまったら、ミュージアムは何を展示し得るのでしょう。本研究は、

新たなミュージアムの形として「体験」を可能にするシステムについての提案です。本システムでは、絵画技法の中でドリップペインティン

グと呼ばれる表現を、簡易操作で体験できます。制作過程を体験することにより、作品の新たな魅力を発見することができるかもしれません。

見る鑑賞から体験する鑑賞へ

　従来のミュージアムの形態は、展示品と文字情報による解説の陳

列に留まっていました。けれども、今日では学芸員やアーティスト

によるワークショップが頻繁に催され、展示品に実際触れることで

きる「ハンズオン」のような展示手法も増えています。これらは、

作品や制作者の背景にある原理や理念を鑑賞者もその状況を体感し、

理解する展示が望まれており、いわば「物質的な価値」から「経験

する価値」への移行とも言えるでしょう。本研究では、以下の特徴

を備えた環境を「体験型鑑賞」環境と定義し、「経験する価値」を提

供し得る様々な展示形態を試みました。

1）身体性を有した相互作用性のあるもの

2）操作方法、動作が簡潔で分かりやすいもの

3）それぞれの鑑賞者に対して、多様な成果や知識、あるいは解釈

　 が得られること

谷地畝 昌樹
MasakiÊ Yachiune

1983 年 岩手県江釣子村生まれ
早稲田大学理工学部電気電子情報工学科卒業
理工学部在学中に、テクノロジーとデザインの関係に
関心を持ち、現在に至る。
国際情報通信研究科修士課程修了

コンセプトと仕様

本システムでは、米国の画家ジャクソン・ポロック等に代表される

技法「ドリッピング」を容易な操作で体験することを可能にしました。

キャンバスに向かって筆やペンを模したデバイスを振り、インクの

滴りを変化させることで描きます。色彩の選択は、カメラにより認

識するパレット上にカラーチューブを模したオブジェクトを置いて

行います。パレットに置かれたチューブは、3 色までの混色が可能で、

実際のパレットで絵具を混ぜ合わせるように様々な色の選択を可能

にします。

A. 本システムによる制作例
B. 背景色、インクの変更によるバリエーション例
C. 制作、体験の環境
D. 描画デバイス、インクとパレット
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Tac-Tex-Tile with Sounds
KenÊ KikuchiÊ +Ê HarunaÊ Totsuka

様々な事物のテクスチャは、触感（触覚）、イメージ（視覚）、音（聴覚）の 3 種類の情報を持っています。人はテクスチャのイメージからテクスチャ

の触感を想起することができますが、テクスチャの音からも少なからずテクスチャの触感を想起することはできます。本研究では、人が触覚

を誘発され、触感を想起できる音を触感音と名づけました。触感音の特性と触感による判断の方法に着目し、ユーザにより適確な触感情報を

与える方法としてテクスチャイメージに触感音を付与して提示しました。

　例えば、目前にふかふかのクッションがあります。人はそのクッ

ションに実際に触れることができます。しかし、遠く離れた人は、

このクッションの触感をどのように体験すれば良いのでしょうか。

　テクスチャとは、素材の外部的効果を指しており、触感 ( 触覚 )、

イメージ ( 視覚 )、音 ( 聴覚 ) の 3 種類の情報を有しています。そし

て人はテクスチャの 3 種の情報を結びつけて記憶しています。その

ため、テクスチャイメージからその触感を想起することができます。

同様に、テクスチャの音情報からもテクスチャの触感を想起するこ

とができます。このように触覚を誘発され、触感を想起する音を触

感音と言います。触感音には、指などでテクスチャを擦った音、叩

いた音などの接触音や、ホワイトノイズのようなテクスチャに直接

関係はありませんが、触感を想像するような人工音もあります。

　また、テクスチャの触感を表現する単語も多くありますが、主に「凸

凹か平面か」、「硬いか軟らかいか」、「温かいか冷たいか」、「乾いて

いるか湿っているか」の 4 種類のそれぞれいずれか、もしくは複数

の組み合わせを表現する単語により表現することができます。例え

ば、「ざらざらしている」と「でこぼこしている」はテクスチャの凸

菊池 健
KenÊ Kikuchi

1983 年 千葉県生まれ
早稲田大学第一文学部心理学専修卒業
認知心理学、感性を考慮したデザイン研究に取り組む。
早稲田大学国際情報通信研究科修了

戸塚 はる奈
HarunaÊ Totsuka

1980 年 東京都生まれ
東京造形大学絵画科卒業
視覚的表現や色彩と感性の関係について研究。
早稲田大学国際情報通信研究科修了

凹の差による表現の違いであり、どちらも凸凹に分類されます。テ

クスチャの触感については、この 4 種類の組み合わせで構成された

16 分類に大別できます。触感音には、その触感を示す何らかの特性

があり、16 分類の触感を想起する平均的なステロタイプがあると考

えられます。

　本研究では、実際の触感を得ることができない状況において、よ

り的確なテクスチャ情報を提示する方法として触感音を用いまし

た。12種のテクスチャサンプルを用いて、テクスチャのイメージ

タイルを作成し、各サンプルのタイル片ごとに関連する触感音を作

成しました。また、テクスチャサンプルを指で擦った音と叩いた音

の 2 種類を用意しました。そして、ユーザがイメージタイルに触れ、

あるいは触感音を聴き、16 分類の触感を想起できるかを試みました。

乾　　　　　　　　　　 　　　　湿



furtureimage     15

Shiru-it
ManabuÊ OgawaÊ +Ê KeÊ WangÊ +Ê MarikoÊ Chimura

Shiru-it は、コンピュータ、カメラ、プロジェクタ、凸面鏡から成るシルエットを用いたインストラクションシステムです。あらかじめ記録

したエキスパート ( 熟練者 ) のシルエットを学習者に投影することで、学習者は自然に誘導され作業を行います。本研究は、Shiru-it のプロト

タイプを製作し、シルエットによる指示の有効性を明らかにしたものです。

　先にシルエットの持つ誘導性やニュートラリティに注目した道案
内システムを提案してきましたが、本システムでは両手を用いたデ
スクワークなどの一般業務のインストラクションへの応用を試みま
した。シルエットの誘導性とは、静止している身体に視覚刺激を提
示することにより自己移動感覚を誘発するベクションの概念です。
本研究では、人は行為の基準やその範囲の理解として影を利用して
いるのではと考えて、業務のインストラクションなどに用いること
を想定しました。一般業務での作業は、以下のように分類できます。

　1) 机上の平面作業
　2) 机上において空間を要する作業
　3) 室内などの空間において行う作業

　シルエットは二次元であることから、実験の対象とする作業は机
上の平面作業として、両手を用いた書類や文具の整理を試みました。
　本システムは、コンピュータ、カメラとプロジェクタ、凸面鏡か
ら成る電灯型デバイスです。広域の映像を記録・再生するために、
カメラとプロジェクタの映像を凸面鏡により反射させ、シルエット
の記録と再生のカメラ、およびプロジェクタの位置と画角を揃えま
した。作業者が対象物に触ると、センサーにより該当する作業のイ
ンストラクションを開始します。これらの映像は作業の開始点から
終点までの動きを一工程として記録されています。

　本実験では、監督者の指示により、用意した立方体、三角錐など
のオブジェクトを 13 色に配色分類したエリアへ、両手、または片
手を用いて移動する作業を設定し、以下のように指示しました。

　a) 監督者による口頭による指示
　b) スライドによる指示
　c) 被験者に投影したシルエットによる指示

　これらの指示により作業を 15 工程を比較し、ストレスの程度、
作業の楽しさや作業効率を 10 段階で評価したところ、それぞれシ
ルエットが高い評価となりました。監督者に命じられて作業を課さ
れていると感じることに比して、シルエットではこのようなストレ
スが軽減されると考えられます。次に、シルエットの誘導性を明ら
かにするために、図による指示とシルエットが異なった指示をして、
その評価をしたところ、シルエットに引かれる感じがすることから、
ベクションの存在が認められ、またシルエットによるインストラク
ションが、より短時間で的確、かつ作業者の心理的においても、楽
しく、心地よく、作業ができることが分かりました。
　今後は、セル生産方式の工場内作業や机上の空間を要する作業、
セルフサービスの飲食店などを想定して、サインや音声、実写映像
などと併用したインストラクション環境の構築を予定しています。

小川 学
ManabuÊ Ogawa

1985 年 神奈川県生まれ
東京造形大学デザイン学科卒業
大学在籍時から WEB ディレクター、クリエータと
して活動。インタフェースデザイン研究に携わる。
国際情報通信研究科修士課程在籍

王 可
KeÊ WANGÊ

1984 年 中国福建省生まれ
上海理工大学芸術デザイン学院視覚伝達学科卒業
3DCG と今日のメディアの情報表現に関心を持つ。
国際情報通信研究科修士課程在籍

千村　真理子
MarikoÊ Chimura

女子美術大学芸術学科卒業
国際情報通信研究科修士課程在籍
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PIC-TEX Interface
MakotoÊ Kanemaru

　情報の発信者と受信者が、言語を介してコミュニケーションを図

る場合、文字と読み、意味などの文字情報、また、図形や色彩など

の視覚情報、これらをあらかじめ互いに意味を共有していることが

前提です。このような状況において、発信者と受信者がその文字情

報と視覚情報について照合しているのは、それぞれに内包する既得

の概念です。このような文字情報と視覚情報、そしてその概念を橋

渡しする役割を容易に設定することが出来れば、スムースな情報共

有が可能になるとの仮説により、PIC-TEX のインタフェース構築を

図りました。

　PIC-TEX の名称は、Picture[ 絵画・図画・肖像・写真 ] と Text[ 文

章・主題 ] を融合したものです。本システムは、視覚情報を介して

多様な言語情報の「ゆれ」をユーザ自らが発見することを目的とし

ています。複数の事物が写り込んでいる画像には、その名称を初め

として、その事物の概念に関する情報が「ひらがな」、「漢字」、「英語」

などの多様な言語で形成されています。ユーザーはこれらの画像か

ら、それぞれの事物を選択し、タッチすることにより、その名称や

関連した情報を取り出すことが出来ます。このようにしてユーザー

は様々な事物の情報を多様な形式で得ることが出来ます。

金丸 誠
MakotoÊ Kanamaru

1984 年 島根県松江市生まれ
富山大学教育学部情報教育課程卒業
情報教育分野の視点から、インターフェースデザイン、
メディア論に関心を持つ。
国際情報通信研究科修士課程在籍

　今回、幼児向け漢字学習ソフトウェアとして、ニンテンドー DSi

で稼働する PIC-TEX の製作しました。画面の事物をタッチすると、

その物体を表す「漢字」と「ひらがな」のいずれかが一定の割合で

飛び出します。これを十字キーを操作して、キャッチします。L ボ

タンを押すと、取得した情報を参照することが出来ます。

海外などでの異文化交流において、視覚情報と文字情報を結びつけて「概念」を共有することは可能でしょうか。これらの支援の方法として

視覚情報と文字情報をひとつのインタフェースにより扱えるシステムとして PIC-TEX（Picture-Text）を提案しました。PIC-TEX は、利用者がイ

メージから関する情報を引き出すことで、多様な情報を共有するコミュニケーションツールです。ゲームの要素を取り入れた PIC-TEX の 活用

方法として、ニンテンドー DSi を用いた幼児向け漢字学習ソフトウェアを提案しています。 
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City Walk Navigation System Using Google Map
HiroakiÊ Takahashi

近年、江戸時代や明治、大正の情報を記載した古地図などを手に、町を探索している姿を多く見掛けます。このような地図を携えて歩くと、普

段は何気なく通り過ぎている交差点や施設なども、より魅力的に見えてきます。本研究室と台東区との共同プロジェクトでは、膨大な区内の史

跡資料を整理し、地図情報と照合して、より有効に適切な情報を提供する方法を試みています。文化情報を配信するウェブページを基に、また

町歩きをしながら、リアルタイムにこれらの情報を取得出来る方法として、Google map を介して史跡などの情報や解説を受信する方法を提案

します。

　早稲田大学長幾朗研究室と台東区の文化情報を配信する文化振興

プロジェクトも早 4 年目を迎えました。地域文化やその情報の多

くは、郷土資料館や図書館などの資料室の奥深くに埋もれていたり、

時には資料が整理されてもテキストベースや紙媒体のリストが制作

されていても、時間や空間における資料の位置付けが適確でなかっ

たり、活用する側にとっては利用しにくく、あるいは大変狭い分野

や内容などの不足があったり、地域の知的財産として十分に活用さ

れているとは言えない状況があります。また文化財や紙料の記録は、

腐食や退化、制作時の素材の喪失や自然災害での紛失など日々失わ

れている現状を考えると、結果として地域の伝統文化や技能をも消

滅、枯渇させてしまうことが懸念されます。 

　日本では、平成 18 年 (2006)12 月に「観光立国推進基本法」を立

てて、21 世紀の日本の重要な政策の柱として位置付けました。基本

理念としては、地域の創意工夫で住民が誇りと愛着を持つことが出

来る地域社会の発展を通じて国内外からの観光を促進するとしてい

ます。これに伴い、政府は国際競争力のある魅力ある観光地の形成、

観光産業の国際競争力の強化を唱えていて、観光立国の確立を目指

していることが窺えます。そのためには地域の文化財の保護や保全

は、欧州先進国と同様に資産を産業資源として評価し、位置付ける

高橋 宏彰
HiroakiÊ Takahashi

1979 年 神奈川県出身
University of Lethbridge 卒業
日本の歴史、伝統文化、重要建築等に関心を持ち、
台東区の文化プロジェクトに参加。
国際情報通信研究科修士課程在籍

必要があります。浅草や上野などの観光地を擁した台東区の地域経

済基盤を確立させるためにも、この政府の方針は重要なファクター

であり、周到な戦略が必要です。現在、本研究室ではすでに町歩き

や史跡巡りのための資料の作成に着手しており、インターネットの

ウェブページ「台東区文化ガイドブック・文化探訪」の閲覧に加え、

PDF 形式の地図などをダウンロードしたり、プリントアウトを可能

としています。これに加えて、携帯端末などによるより地域に即し

た情報配信を試みています。

　台東区内には多くの観光客で賑わうスポットもありますが、一般

的なガイドブックには掲載されていなくても、その地域の発展の経

緯や歴史を刻み込んだ史跡や資産も存在しています。またそのよう

な資産が確としてない区内の地域でも、生活と密着した再生により

集客に成功している町会もあります。このような個別の情報をより

詳しく知りたいという要望も多くあります。このような町歩きと携

帯出来る文化情報により、歴史的地域や文化財を十分に顕在化出来

るものと考えます。そのため、iPhone などの高品位・高密度の情報

配信を準備しています。

台東区文化ガイドブック「文化探訪」　http://www.taito-culture.jp/
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Sheet-metaphor Interface
Yosuke Iga      Mariko Kawasaki

近年、高解像度のディスプレイと市街でのネットワーク環境の普及から、日常においてもディスプレイでの文章閲覧の機会が増えています。

今日の一般的なコンピュータオペレーションでは、GUI(Graphical User Interface) による WIMP(Window, Icon, Menu, Pointing device)、そしてキー

ボードとマウスを用いていますが、初心者は学習が必要です。本研究では、日常の電子ペーパーデバイスを用いて、日常において書類や紙料

を取り扱うように容易に操作出来るページオペレーションとして、「シート・メタファ」を提案します。

　ページをめくったり、要らなくなったメモを丸めて捨てたりとい

うような行為は、読むことと密接に関わっています。ねじる (twist)、

曲げる (bend)、折り畳む (fold) などの、日常生活から得てきた「手

により物を扱う経験」をコンピュータオペレーションに応用し、複

雑な入力操作等の学習や習得に時間を割くことなく、誰でもすぐに

操作出来ることを目指しています。

　今日では、電子ペーパーデバイスを含むハンドヘルド・デバイス

においても、WIMP とキーボードとマウスを前提としたオペレーショ

ンが基本です。しかし、スマートフォンなどを初めとして多くのデ

バイスではマウスなどのポインティング・デバイスやキーボードが

備わっていないため、現在の GUI では操作に支障をきたしています。

したがって、ハンドヘルド・デバイスに最適化された操作性の導入

が必要でしょう。これらの課題について、本研究では電子ペーパー・

デバイスの可曲デバイスによる WIMP を補完するインタフェースの

開発を目的とし、「シート・メタファ」による操作性を提案しています。

薄さに比してある程度の強度を保ちながら、変形が可能なシートを

応用したインタフェースでは、シートを曲げたり、丸めたり、傾け

たりする動作を応用しています。

　例えば、シートの上でボールを転がすような表現では、ボールは

シートの高い方から低い方へ転がっていきます。これをテキスト表

示に応用したものが「坂すべり・メタファ」です。WIMP による

スクロール機能を補完する操作として位置付けました。一定量の文

章は段落単位で表示し、シートの一辺を持ち上げるとスクロール

し、次のページを表示します。また、鉛筆で書かれた文字を消しゴ

ムで消して消し屑を捨てる経験の応用が「消しくず・メタファ」です。

WIMP の「削除」機能を補完する機能として、シートを両手で曲げ

て消し屑のように中央に集めて捨てることが出来ます。また中央に

テキストを集めた時点でシートを平らに戻せば、再度文章に復帰し

ます。

　私たち人類は、永らく両の手を用いて無限の可能性を生み出して

きました。投げる、つかむ、切る、丸める、揺らす、押すなどの多

様で細やかな手の行為からすべての文明や生活が育まれてきました。

この歴史を踏まえて、これらの行為を新たなデバイスやそのオペレー

ションに応用することにより、さらなる操作性の向上が可能となる

でしょう。

伊賀 陽祐
Yosuke Iga

1979 年 兵庫県神戸市生まれ　
東京造形大学デザイン学科卒業
ライティング関連の企画・設計業務に従事後、
現在の研究に取り組む。
国際情報通信研究科修士課程在籍

川﨑 麻り子
MarikoÊ Kawasaki

1985 年 東京生まれ
早稲田大学第二文学部　思想・宗教系専修卒業
コミュニケーションの変容と身体表象の関係に
興味を持つ。来期よりメディアコンテンツの制
作に取り組む。国際情報通信研究科修士課程在籍
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GEO BLOCK
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今日、世界は様々な問題を抱えています。少子化、一方では人口爆発、温暖化、新型インフルエンザなどの新たな疫病の流行など、人類を取

り巻く状況は厳しい様相を呈しています。私たちは、このように多くの問題を抱える未来について「GEO BLOCK」を提案しています。国や地

域、土地への執着や呪縛から解放され、個人単位で能動的に移動し、自由に共同体を構成し、複合化していく社会は、地図の上でブロックを次々

と組み変えていくような世界です。これは、人と人、人と環境というような共生への意識が高まる未来社会へのひとつの示唆になるでしょう。

　あなたは、未来の世界について想像することが出来ますか。例え

ば、100 年というスパンで世界を見ると、あるいは日本に関して言

えば、100 年前に山手線が開通しました。そして 100 年後には、海

面上昇により日本のすべての砂浜が失われると予想されています。

 このように、温暖化により様々な環境が変質してしまう未来では、

現在のように国や地域、土地に執着し、縛られた居住方法とは異なっ

たスタイルが生まれるかもしれません。また、先進国の多くでは少

子化の進行により家族の構成や形態が変わり、世帯ではなくて個人

をひとつの単位とするような社会に変わるかもしれません。「GEO-

BLOCK」は、個人が生活空間ごと世界のいずれの地にでも好きなよ

うに移動し、社会を築いていく未来の世界についてのビジョンで

す。個人が自在に移動し、コミュニティを形成し、さらには消えて

いく様は、ひとつの菌が繁殖して子実体を作るキノコのような在り

方にも似ていて、人類や個人の共生についての新しい概念を投げ掛

けています。移動するのは個人だけに留まりません。公園や建物な

ど、今日土地に定着している建造物も同様に、コミュニティが形成

されれば、取り巻くように、セル・オートマトンにも似て、商店が

集えば商店街が自ずと形成されるでしょう。人種や国境、国籍とい

うような概念も薄れ、日本人で日本に住み、日本語を話す田中さん

が、100 年後のこの世界では日本人で南極に住み、ピジン語を話し

ているかもしれません。個性を示すモノと多様性を示すポリの概念

がうまく協調して複雑に混じり合いながら形成される社会の姿がこ

こにあります。

　LEGO を用いて「GEO BLOCK」を作成しました。自由に BLOCK

を手に取って移動させて組み替えて下さい。そして、今日の世界に

ついて、そして未来について考えてみて下さい。

移動することにより、新たなコミュニティが形成される

竹之内 要人 Kaname Takenouchi
東京工芸大学工学部建築学科・早稲田大学芸術学校卒業
広告代理店勤務を経て 、国際情報通信研究科修士課程在籍

佐藤 公美 Kumi Sato
早稲田大学第二文学部 表現・芸術系専修卒業

国際情報通信研究科修士課程在籍

宋 臻 Zhen Song
同済大学アニメーション学科卒業

国際情報通信研究科修士課程在籍

ヨルゲン・ハットロイ Jørgen Hatløy
ベルゲン大学文化人類学科卒業
国際情報通信研究科修士課程在籍
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Oi-system
NobuhitoÊ AonoÊ Ê Ê Ê Ê Ê ShuheiÊ Nagashima

「食」は生活には欠かせない要素であり、生活や健康を維持するための根源です。けれども、今日の人々の食生活はどうでしょうか。生活環境

や暮らしの変化により多様なライフスタイルが確立される中で、食生活は多くの問題を抱えています。それは人々の健康を脅かすだけでなく、

食文化の未来や環境に関する問題をもはらんでいます。私たちは、より身近な視点から食の問題を考え、日常の買い物の方法から食生活を変

える Oi-system を提案します。

　今日、人々が抱える食生活の問題の多くは、買い物の方法に起因

するのではないでしょうか。様々なライフスタイルがある中で、誰

もが食に関する十分な知識をもって買い物をしているとは限りませ

ん。何の計画も持たずにスーパーマーケットで、好きなものを好き

なだけ買い物カゴに入れる人々は、自身が何を目的に買っているの

かすら理解出来ていないように見えます。毎日のようにスーパー

マーケットに通う主婦ですら、夕飯のメニューのマンネリ化に悩ま

されているに違いありません。Oi-system は購入した食品の情報を

携帯端末に表示し、買い物カゴの中身を視覚化することによりサ

ポートするシステムです。

　通常の画面では、6 種類の基本食品群に分類して表示し、栄養価

の割合を視覚的に得ることが出来ます。また、計画的な買い物をす

る人には、料理のレシピに合わせた必要な食材を表示し、無計画な

買い物をする人に対しては、選んだ食材と相性の良い食品の繋がり

を表示することで買い物をサポートします。さらに、一日の買い物

の内容だけでなく一月、一年の長期的のスパンで自身の健康を管理

することも出来るでしょう。

　Oi-system は、携帯端末により食事のベストバランスに合わせた

買い物をサポートし、適正な食生活を実現します。

青野 信仁
Nobuhito Aono

1989 年生まれ 神奈川県出身
デザインとコンピュータを用いた視覚表現に興味を持つ。
早稲田大学基幹理工学部表現工学科三年

長嶋 修平
ShuheiÊ Nagashima

1989 年 3 月生まれ
システムデザインに興味を持つ。
早稲田大学基幹理工学部表現工学科三年
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KeweiÊ YuÊ Ê Ê Ê Ê Ê MayumiÊ Tomita

現代社会では、国や地域を問わず都市化が進み、人工的な風景がその特徴となりました。都市の人工物の増加と植物などの減少により、人

と自然のバランスは崩れ、さらに環境の悪化を加速させています。温暖化や資源の大量消費、エネルギー不足などは、私たちが避け得ない

社会問題です。環境改善を目指し、グリーンエネルギーの活用と地域の癒し空間の創出により、私たちの暮らしを見直し、生活のスタイル

を変える方法のひとつとして kokage（木陰）を提案します。

　kokage は、太陽エネルギーを利用した様々な機能を持っています。

そして、より自然と融和した環境を提供します。構造はとても簡単

で地域や地形に関わらず、都市の隅々にまで設置できます。そして、

kokage 自らの変化とその機能により、周辺の気温のコントロールと

緑化を実現する循環システムを備えた装置です。太陽光により蓄電

し、kokage に降り注いだ雨水は地下に貯水され、周囲の植生に供給

し、また都市部の異常乾燥や温暖化を是正するミスト ( 霧 ) を生成

します。都市部に kokage を設置することによってヒートアイラン

ド現象などの都市問題を解決することが出来ます。kokage は樹の循

環システムや森の機能を模してデザインされています。昔から、私

たちは樹の陰に集うことで癒され、ゆとりを持った生活をしてきま

したが、今日では経済成長を優先したことなどから、自然と乖離し

つつあり、また余裕を持った生活をすることが出来なくなりました。

自然への無関心は、環境や社会の問題をさらに悪化させます。私た

ちの生き方について、この「木陰」でゆっくり考えてみませんか。

兪 科偉
KeweiÊ Yu

1982 年 中国上海生まれ
上海大学卒、デザインに興味を持つ。
早稲田大学基幹理工学部表現工学科三年在籍

冨田 真弓
MayumiÊ Tomita

1988 年 静岡県生まれ
日常の「あったらいいな ?」と

「素敵だな !」を探し、旅する 21 歳。
早稲田大学基幹理工学部表現工学科三年在籍

kokageの葉が雨水を集めます

貯蔵された雨水は植物に水を与えます 貯蔵された雨水はミスト(霧)となって循環します
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ShinoÊ SuzukiÊ Ê Ê Ê Ê Ê AyakaÊ ShimizuÊ Ê Ê Ê Ê Ê TatsufumiÊ YoshizakiÊ Ê Ê Ê

サスティナブルな未来を創造するためには、今日を見つめ直さなければなりません。今日の人々はコミュニケーションの手段を

多く持ちながらも、本質的な人と人の繋がりを得ていないのではないでしょうか。これらの諸問題を解決するためには、まずは

歴史を遡る必要があるでしょう。人々の繋がりが確かなものであった時代に存在した場を創出し、未来の再生を提案します。

Ma
　昔、人々を繋いでいたもの、それは井戸でした。人々が集う間と

しての井戸端は、水を汲み取る用途の他にコミュニケーションを図

る場として大きな存在でした。しかし、その姿はいつしか消え、地

域の人々が会話を交わす当前の日常ですら非日常になってしまいま

した。現代の社会では、コミュニケーションの手段は様々な形で存

在しています。インターネットでの会話が日常になりましたが、地

域の繋がりは薄弱になり、ましてや井戸端のような生活に溶け込ん

だ間は無くなってしまいました。顔と顔を合わせるコミュニケーショ

ンを失ってしまって、私たちは満たされているのでしょうか。

鈴木　詩乃
ShinoÊ Suzuki

1988 年 東京生まれ
基幹理工学部表現工学科三年在籍

清水 彩加
AyakaÊ Simizu

1988 年 東京生まれ
基幹理工学部表現工学科三年在籍

吉崎 竜文
TatsufumiÊ Yoshizaki

1988 年 青森生まれ
ものづくりに興味を持つ。
基幹理工学部表現工学科三年在籍

Ido と We do
　未来に、井戸や井戸端を再生する。それは過去の形ではなく、新

たな Ido にすることが必要です。汲み上げるのは水ではなく、エネ

ルギーや地域資産であり、未来の生活を構成し、そしてサスティナ

ブルな社会を創ることです。エネルギー創成や地域資産の顕在化を

地域で創出し、提示することでより良い循環が可能になります。こ

の Ma を利用することにより人々の距離は近づき、本来のコミュニ

ケーションの姿が再生されます。そして、繋がりを持つことで、現

代社会の独りよがりな I から We とへいう考えを持つようになるで

しょう。ido



　가독성이 겸비된 디자인 시스템으로서 새로운 미디어에 대한 디자인을 제안하고 있습니다

　미디어 디자인 연구실에서는 지금까지의 미술 및 디자인의 표현 기술과 그 형태에 대해 , 그리고 오늘날의 컴퓨터 미디어 등의 동향과 그 과제를 검증하고 있습니
다 . 또한 , 학내외의 연구 기관이나 기업과의 공동 연구를 계획하고 진행하여 , 유니버설디자인 등의 개념을 바탕으로 한 Human Centered Design 의 현재와 그 개념
에 대해 고찰하고 있습니다 . 현대의 미술 및 디자인의 표현은 , 시각화되지 않은 구조를 갖는 자연스러운 감각을 촉진하는 인지적 형태로 옮겨가고 있습니다 . 다시 
말하면 오늘날의 환경이 과도하게 인공적인 상황으로 인해 , 오히려 직접 감각에 호소하는 디자인이 요구되고 있다고 할 수 있습니다 . 오늘날의 미술과 디자인 제작 
환경에서는, 지금까지의 표현이나 제작 프로세스에 더해, 특히 컴퓨터 미디어의 특성을 살린 제작 시스템이 보급되고 있습니다. 모든 미술과 디자인 표현에 있어서, 
사용성에 뛰어난 디자인과 사람과의 관계는 보다 좋은 인터페이스에 의해 유지되고 있습니다 .
　본 연구실에서는 심리학이나 인지 과학에 근거하는 보다 심도 있는 개념과 이론을 응용함으로서 , 적절한 표현과 시스템을 제안하는 것을 목표로 , 다음과 같은 주
제를 연구하고 있습니다 .

　1) 시각표현 , 표현평가   [ 미디어디자인 , 시각화 표현 , 컨템퍼러리 아트 연구 ]
　2) 시스템 구축 , 정보의 구조화    [ 인터페이스디자인 , 사용성 및 접근성 평가 , 디자인 매니지먼트 ]

　

　　

　

　

　‘구텐베르크 은하계’ 에서 Marshall McLuhan 은 William  Ivins 의 말을 인용해 , 텍스트 즉 문자형 문화 안에서의 커뮤니케이션에 있어서 문자를 이용하
는 것은 극히 자연스러운 일이며 , 문자를 이용해 여러 가지 논리나 이론의 구축을 도모하게 된다는 점을 제기하고 있습니다 .
반면에 이와 같은 사실은 문자형 문화 , 즉 오늘날의 문명이나 문화는 , 이러한 속박에서 벗어날 수 없는 상황에 있다는 것을 뜻하기도 합니다 .  McLuhan
은 당시의 TV 문화의 대두에 대한 또 하나의 환상으로서 정보의 피력을 시사하고 , 미디어 , 혹은 복수의 정보 모델의 존재를 재검증 해야 한다고 말하고 
있습니다 . 미디어나 정보기반이 단일한 것은 아니나 , 통합한다는 것은 명백히 곤란하다는 , "Whole Earth" 나 "Global Village" 의 개념상 모순되는 면을 보
여주고 있습니다 . 다시 말하면 정보격차 등과는 무관한 공간 또한 존재한다고 할 수 있을 것입니다 .
　다른 하나의 제기는 , 문화를 결정하는 조건은 기계 등의 과학기술이 아닌 , 과학기술에 도달하는 과정에 있다고 말하고 있습니다만 , 여기에도 한결같은 
실용주의에서 벗어날 수 없는 모순이 존재합니다 . 오늘날의 딜레마는 이 점에서 유래한다고도 할 수 있을 것입니다 . 결국에는 유용한 정보가 바로 미디
어이며 , 그 기반이 될 수 있는 것이야말로 정보라는 짤막한 실용주의의 논리가 , 오늘날의 정보와 그 기반을 결정지어왔다고 할 수 있습니다 . 그 해결조건
으로서의 Paul Levinson 의 기술은 너무나 낙관적인 것입니다 . 아니면 그것들을 고의로 간과하고 있다고도 할 수 있습니다 . 하지만 , 예술과 문화의 진리 
혹은 본질이란 , 그 융성기가 아니며 , 오히려 쇠퇴기의 침체한 경과에서 탄생한다는 추론에는 공감할 수 있습니다 . 교묘한 체를 통해 리얼과 가상 , 혹은 
프레리얼한 정보를 선별해 온 과정에 있어서 , 유용한 정보와 무작위의 정보를 선별할 수 있는 감식안은 존재할 수 없습니다 .
　DTP나 광고 미디어 등의 종래의 인쇄 매체에 관련되는 선전 재료는 리얼로서, WWW 등의 재료에 대해서는 가상 혹은 온라인으로 선별하고 있습니다. 
그것들은 물리적인 형태로서의 리얼 , Nonlinear Media 로서의 가상으로 파악하는 단순한 분류입니다만 , 이것들이 시민에게 미치는 형태나 효과에는 분
명한 차이가 있습니다 . 이처럼 같은 정보라 해도 그것들이 통과하는 미디어에 따라 , 그 가치가 변할 수 있다는 것은 명백합니다 . 그렇다면 , 오늘날 계속
되는 포스트 미디어라고 하는 것은 어떠한 모습일까요 .

　　馬歇爾 ˙ 麥克魯漢（Herbert Marshall McLuhan）的著作「古騰堡銀河系」（The Gutenberg galaxy: the making of typographic man）裡曾經提到

－借用威廉艾文斯（William Ivins）的說法－在文本之下，也就是在這個文字型文化的世界裡，透過文字來溝通是相當理所當然的事情 ；透過文字，各式

各樣的論理以及理論被建構出來；也正因為如此，在今天這個文字型文化的社會裡，我們似乎無法逃離文字的圈套。麥克魯漢認為當時電視文化抬頭的現象，

不過就是另一個如幻覺一般的訊息傳播方式的興起罷了 ；我們應該對於媒體、或者說是複數的媒體模式再度檢視。媒體並非單一的存在，因此要統合是相

當困難的事情，跟所謂的「Whole Earth」、「Global Village」的概念其實是互相矛盾的 ；也可以說，雖然表面上看來沒有所謂訊息傳遞的貧富差距的問題，

但事實上它是存在的。

　　另外提到的一點是，文化的決定性因素並不是取決於機械等等技術性的因素，而是取決於技術如何內化的過程，這裡也存在著一樣的矛盾，因為我

們始終無法逃離實用主義 (Pragmatism)，而這也就是為什麼今天我們會處在進退兩難的狀態。如果說具有實用性的訊息才可以稱為媒體的話，那麼存

在於媒介本身的訊息也應該稱為是媒體，這個採取捷徑的實用主義理論，其實才真正決定了今天的訊息傳播方式以及它的基礎。保羅 ˙ 萊文森（Paul 

Levinson，「數位麥克魯漢」作者）企圖找出解決方法，卻又常常過與不及－不是太過樂觀就是看得太過嚴重 ；唯一一點可以得到我們共鳴的是，保羅 ˙

萊文森推論藝術或是文化的真理或是精神，並不是在它的全盛時期誕生，而是當它進入衰退期的過程中才誕生。我們不可能在訊息傳播的過程中架起一個

巧妙的篩子，將現實以及虛構區別開來 ；也不可能在面對前現實的訊息的階段，以銳利的眼光篩選出有用以及無用的訊息。

　　如果說平面印刷、廣告媒體等等以印刷媒體為宣傳手法的是現實性的，那麼網際網路（www）就是虛擬、或說是線上（on-line）的傳播方式。雖然

說只是用物理性的差異來區別這兩者，但是就因為這樣的差距，當訊息到達民眾時的型態跟效果卻有明顯的差異；同樣的訊息經過不同的媒體傳達的時候，

訊息本身的價值也可能會變質。在今天這個後媒體時代，媒體到底是以什麼樣的狀態存在著？

可讀性的設計方法 / 可讀性的設計方法 / 가독성을 겸비한 디자인 시스템

　在面臨新媒體的當下，我們致力於研究具有可讀性的設計方法

　　在媒體設計研究室裡，我們研究從以前到現在的美術、設計的表現技術及型態，以及今天電腦媒體的動向以及今後的課題。同時我們也與學校內外的研究機關及

企業進行共同研究與企畫案，並且慢慢地移轉至以共用性設計 (universal design) 為基幹的人性化設計 (Human Centered Design) 的現狀以及型態的考察上面 ；在今天

這個過度人工化的環境裡，訴求於感覺的設計才是真正被需求的。

　　今天的美術以及設計的環境來說，研究的重點是如何在過往的製作系統裡加入電腦媒體的運用 ；無論是什麼樣的美術或設計表現，具有良好可用性的設計因其良

好的介面而可以與使用者保持良好關係。在本企畫的研究當中，更應用了心裡學以及認知科學的概念與理論，企圖提出適當的表現方式以及系統，並且設定了以下的

研究主題 ：

　1) 視覺表現、表現評量  [ 媒體設計、可視化表現、當代藝術研究 ]

　2) 系統建構、訊息的構造化   [ 介面設計、可用性 / 易接近性評量、設計管理 ]
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