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研究成果の概要（和文）：本研究では、単純な線や図形などの静止した情報を手がかりに、頭の中に動きのイメ
ージを生み出してしまう現象そのものを「指向性の生成」と定義し、具体的には、線・矢印・文章・視線という
視覚要素を選定し、人間の補完能力をより引き出すことができる作品制作を行った。
これにより、1つの図版からでも動きの質感や時間の経過を見出すことができることを確認した。
制作物は、2017年2月3日から18日まで神保町のSOBOギャラリーにて『指向性の原理』という展示会として公開さ
れた。また、2018年3月には展示作品の記録及び考察を書籍とWebで公開した。

研究成果の概要（英文）：In this research, the acquisition of sense of motion from a single piece of 
still information such as a simple line, have been defined as “production of directionality”. 
Specifically, I selected visual elements such as lines, arrows, texts and gaze, and made work that 
can draw out human complementary ability more. As a result, it was confirmed that the texture of 
movement and the passage of time can be found from even one figure.
The work was released as an exhibition "Principles of Directionality" at the SOBO gallery in 
Jimbocho from February 3 to 18, 2017.In addition, in March, 2018, the record and consideration of 
the exhibition work was published on the book and the Web.

研究分野： 動的・静的メディアにおける表現方法
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１．研究開始当初の背景 
現在のメディア芸術と呼ばれる表現領域で
は、4K・8K 映像や VR といった高画質・高
情報量のフォーマットへの技術革新が進ん
でいる。一方、ゾートロープやフリップブッ
クといったこれまで映像の原理を作り上げ
てきたメディア表現では、提示する情報量が
少ないゆえに、鑑賞者の頭の中で情報を補完
することでイメージを生み出すという、高情
報量のメディア体験に匹敵し得る体験を生
み出しているが、その可能性について再考さ
れることは少ない。 
 
また、研究代表者は「静止した 2 枚の図版を
順番に見せることにより、図版に描かれてい
ない動きや質感を頭の中に表象させる」とい
う『差分』と題した表現研究や、NHK 教育
テレビ「2355」などで、画面に映っていない
情報を補完させる映像表現を制作・研究して
いく上で、このような「鑑賞者の頭の中で情
報を補完させる」表現自体が、鑑賞者に驚き
と知的好奇心をもたらす強力な認知を伴う
表現になることを検証してきた。 
 
２．研究の目的 
本研究では、リミテッドな視覚情報（数枚の
図版、線・点のみの映像など）のみを提示す
るだけで、鑑賞者の頭の中に様々な動きや質
感を作り出す新しいメディアデザイン表現
手法の開発を行うものである。 
 
視覚心理学や知覚研究の知見を活用するこ
とにより、裸眼立体視や仮現運動によるアニ
メーション表現といった、その後の世界のメ
ディア表現の核となった表現手法に匹敵す
るような新しい表現手法として確立させる
ことを目的としている。 
 
３．研究の方法 
本研究では、たった 1つの静止した図版（情
報）から、動きや時間の経過を生み出すとい
うことを「指向性の生成」と定義し、指向性
を生成する可能性のある視覚的要素として
「線」「矢印」「文章」「視線」という 4 つを
選択した。これらの要素について「鑑賞者の
頭の中で動きや時間の経過を感じさせる」表
現の試作を作りながら、それぞれの要素の可
能性を考察した。 
 
また、制作した作品は研究 2年目の段階で実
際に展示会を行い、多くの人に成果を公開す
ることで、デザイナーを始めとした様々な来
場者からのフィードバックを得た。そして展
示会でのフィードバックを踏まえた上で、3
年目に図録を制作することで、本研究で開発
した表現方法の可能性を整理するというこ
とを行っている。これらの方法を取ったのは、
表現方法論の研究は、社会、特に実務を行っ
ているデザイナーを始めとした表現者に対
して知見を伝え、広く実践されることが非常

に重要であると考えたためである。 
 
４．研究成果 
本研究では、4 つの視覚的要素が指向性を生
み出す条件について整理し、実例として作品
を示す中でこれらの視覚的要素を用いるこ
とで、鑑賞者の頭の中で動きや時間の経過を
感じさせることが可能であることを検証す
ることができた。 
以下、個別の視覚的要素がもたらす指向性に
ついて述べる。 
 
（１）線 
線という要素が指向性を持つための特徴と
して、「痕跡を示している」「物理的に動く物
を抽象化している」という２つが上げられる。 
[図１]のように線の端点に何かオブジェク
トを配置することで、線はオブジェクトの痕
跡のように認識することができる。同じ線で
もオブジェクトの位置を変える（[図２]）と、
真逆の方向に進んでいるように見える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [図１]  [図２] 
また、[図３]は落ちる液体、[図４]は反射す
る光を抽象的に線で表現したものだが、経験
上、具体的な動きや変化を知っている現象に
関して、抽象度を上げて線として表現するこ
とによって、指向性を持った視覚的要素とす
ることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [図３]  [図４] 
 
（２）矢印 
線の延長線となる、指向性を持つ視覚的要素
として「矢印」がある。「線」ではオブジェ
クトとその痕跡という概念を適用すること
で指向性を持たせていたが、矢印は線に鏃
（やじり）の部分が付くことで、指向性が生
まれる。 
通常「矢印」と呼ばれて私たちがイメージす
るのは「→」のような短い線を持った、既存
の矢を想起する図形だが、[図 5]のような例
では、長い矢印として捉えることができる。 



 

 
  [図５]     [図６]      [図７] 
また、矢印は一本の長い線として接続してい
なくても、短い矢印を組み合わせて 1つの指
向性を生むことがある([図 6],[図 7])。 
 
（３）視線 
図として存在していないものにも、指向性を
感じるものとして「視線」がある。視線によ
って私たちは、目から対象物までの間に指向
性を感じている。実際の人の顔でなくとも、
[図 8]のように抽象化した顔を配置して視線
が生まれるように黒目を設定すると、線自体
は描かれていないのにもかかわらず、[図 9]
のような見えない線の指向性を感じること
ができる。 

   [図８]       [図９] 
また線や矢印といった要素は、基本的にはデ
ィスプレイの中など、表示されているメディ
アの中だけで機能していたが、視線の場合、
線自体が描かれていないため、メディアの外
へ指向性を向けることができる。例えば[図
10]のように、画面の中の顔が画面の外のピ
ンポン玉を見ているといった、メディアを乗
り越えて成立する状況を作り出すことがで
きる。このように実際に作品制作・展示を行
うことによって具体的に体感・検証可能な事
例を作り出すことに成功した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  [図 10] 
 
（４）文章 
私たちが普段、文章を読んでいる時の目の動

きを「線を追っている」ものとして捉え、文
章自体を、指向性を持った線として扱った
（[図 11]）。また、文字の間隔による体感速
度の違い（[図 12]）や、意味がつながるよう
に文字を追いかけるという前提で、文字同士
が接していないレイアウト（[図 13]）を試み
た。文章を「意味を持った文字の連なり」と
定義し直すことで、文字のレイアウトを変更
することで、新しい指向性を持った視覚的要
素として利用できる可能性を確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       [図 11] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
    [図 12] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       [図 13] 
 
これらの実例は『指向性の原理』というタイ
トルの展示会として、2017 年 2 月 3 日から
18 日までの 11 日間（日・祝・月休廊）に神
保町の SOBO にて行った。僅かな期間であっ
たが、約 700 人のデザイナー及びデザインに
関心の高い属性の来場者が訪れた。また、展
示作品及びその考察を図録の形で制作し、
2018 年 3 月に書籍・Web（考察のみ）の形で
公開を行った。 
表現方法の探求と合わせて、実例を展示公開
することで、本研究の目指していた「リミテ
ッドな視覚情報によって脳内で動的な情報
を生み出す」という表現方法が多くのデザイ
ンに関わる人々の関心を寄せることに成功
したと考えている。 
 
今回開発した表現方法を用いると、わずかな



情報量を提示するだけで、動きの変化などの
膨大な情報を、鑑賞者の側が「勝手に」作り
出すということになる。一般的な映像表現で
は、頭の中に一方的に情報が送り込まれてい
くという鑑賞体験になるため、想像するとい
うよりも見て状況を理解するということの
比重が高い。しかし、本研究によって開発さ
れた「リミテッドな視覚情報によって脳内で
動的な情報を生み出す」手法を用いると、鑑
賞者は動きを能動的にイメージする必要が
あるため、従来の映像とはまったく異なる
「動きを感じる体験」をさせることができる。
受動的ではなく能動的にメディアと関わる
ことを要求する本研究によって開発された
表現は、これまでのメディア表現とは異なる、
人間の認知能力を活かした新しい表現方法
論の可能性を切り拓くのではないかと考え
ている。 
 
今後は、本研究によって開発された手法をい
かに社会に実装し、提案していくかというフ
ェーズに入る。放送・ゲーム・展示・出版物
など様々なメディアにおいて実践を行いな
がら、方法論としての確立および認知を高め
ていくことで、視覚表現文化の新しい可能性
を示していきたい。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔図書〕（計１件） 
①著者名：菅俊一 
 出版社：UMISHIBAURA 
 書名：指向性の原理 
 出版年：2018 年 
 総ページ数：96 
 
〔その他〕 
ホームページ等 
①指向性の原理とは何か 
 http://ekrits.jp/2018/04/2577/ 
※ 研究代表者が作成した図録「指向性の 

原理」内の論文「指向性の原理とは何
か」を掲載 
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