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第三の波(アルビン・トフラー,1980)
メディアの流通革命(メディアの技術史,斎藤,1999)

古代
2万年前：ピレネー山脈洞窟画
1万年前：農業革命

共同生活、家内工業
BC4000：メソポタミアの絵文字

記録、知恵の蓄積、時間を超えたコミュニケーション
1445年：グーテンベルグの印刷術

印刷物の頒布、知識レベルの急速な向上
16世紀中：産業革命

大量生産、会社社会
1837年：モールスの電信機

電気通信時代
1946年：ENIAC

情報化社会
20世紀中：情報革命

在宅勤務、知的環境
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コンピュータの歴史

BC3000：そろばん（中国)

1642年：歯車式加算機

1946年：ENIAC（最初の電子計算機)

1946年：UNIVAC-1（商用機)

1964年：IBM　SYSTEM/360

1977年：APPLE2

1980年：Ethernet

1990年：WINDOWS3.0
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絵画
(CG)
の
歴史

2万年前：ピレネー山脈ラスコー洞窟画
　狩猟呪術
BC3000：エジプトピラミッドの壁画
　規則に従った記録としての絵画
BC500～：芸術としての自由な作風
5世紀～11世紀：暗黒時代
　信仰のための絵画：説教の手段として神を賞賛
14世紀：奥行きの付加
　Giotto：3次元空間の描画法
15世紀：完全な遠近法
　Masaccio：一点透視図法
15世紀：写実性への挑戦
　van Eyck：写実的で精巧な表現
16世紀：ルネサンス
　da Vinchi：明暗法
19世紀：レアレスム
　Courbet：実世界の描写
19世紀：写真
　Niepce,Daguerre,Talbot：芸術的表現手段
1963年：Sketch Pad- Sutherland
1980年代：リアリティの追求
　レンダリング
　レイトレーシング＆ラジオシティ
　Synergetic Image Creator
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HIの歴史的背景

歴史的背景：
　ＣＧ，ＯＳ，人間工学，生産工学，認知心理学
　ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer 　
Interaction 

機械側：
　コンピュータグラフィクス, オペレーティングシステム,
プログラミング言語, 開発環境

人間側：
　対話の理論，色彩理論，言語学，社会科学，認知心理学
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HIの歴史

1950 ～
　認知心理学の台頭
　　心理学における，人間の認知能力の解明

1963
Sutherland: Sketchpad
Computer Graphics の黎明
　　　　→ CAD/CAM, 医療画像処理,...

1973
XEROX Alto.

1977
Kay and Goldberg: Dynabook
personal computing, bit-map display, Ethernet, 
mouse, menu, window,desktop metaphor
→ window system, UIMS,... 
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ビジュアルインタフェースの歴史

コンピュータインタフェースの要素：
マウス，ウィンドウ，アイコン，メニュー

1970 年代～ 1980 年代初頭 Xerox PARC 
(Palo Alto Research Center) で GUI の研究
・1973 年 PARC
　Alto 開発（1200台強）
・1975 年 Xerox
　Star 開発開始
・1981 年 Xerox
　Star 発売
・1984 年 Apple
　Macintosh 発売
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スケッチパッド

1962 年, Ivan E. Sutherland, Sketchpad 
発表
点,線分, 円弧をライトペンで CRT 上に描画

それらの間に拘束を設定し，その拘束を保持し
て，移動, 拡大, 縮小, 回転, コピーが可能

Sutherland
最初のウィンドウプログラム作成
最初のクリッピングアルゴリズム



9

ウィンドウ

•1962 年 Sutherland

Sketchpad でスクリーンの分割

•1969 年 Engelbart

NLS(On-Line System) にウィンドウ

•1972 年 Alan Kay (PARC Smalltalk)

ビットマップのウィンドウ開発

•Dan Ingalls (Smalltalk)

BitBlt 開発

•Alan Kay

オーバーラッピングウィンドウ開発

•Larry Tesler (PARC)

カット＆ペースト編集法の開発
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マウス

•1950 年代～ 1960 年代

CRT に向かってライトペンを使用

疲れる．ペンをホルダから取り出す．仕舞う．

•1964 年 Douglas Engelbart (SRI)

新しいポインティングデバイス考案

William English 試作：「マウス」と命名

当時は車輪マウス

車輪の一回転で画面の端から端まで

•1971 年 Jack Hawley (PARC)

電圧計→シャフトエンコーダ（デジタル化）

•1972 年 Ron Rider (SRI)：ボールマウス考案

•1979 年 Apple Lisa のために再設計

コストが 1/4 に
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メニュー
•1960 年代
メニューはただのコマンドリスト
•Bit Blt の出現（必要時に出し使用後消す）
＋マウス → ユーザインタフェース
•Smalltalk
ポップアップメニュー開発
メニューが隠した画面の保持
メニュー → ディスプレイマネジャ
（隠れている間の画面の変化に対応）
•1981 年 Xerox Star
各ウィンドウの上にメニューバー
•Apple Lisa, Macintosh
画面の上にメニュー領域
プルダウン方式
•1984 年 William D. Atkinson
プルダウン方式の特許取得
•その後
tear-off メニュー（移動可能）
階層的メニュー
習熟度別メニュー など



12

アイコン

•1962 年 Sutherland 図形間の制約を図示
•1967 年　Alan Kay, Ed Cheadle (Utah 大)
Flex machine で program と data を示す箱
•1973 年 David Canfield Smith (Stanford 大) 
•アイコンの研究 (Kay が指導)
Smith が icon ( ＝聖像 ) と命名
Xerox の研究者はStarのiconのために初版までで３年間研究
•アイコンの国際化の問題
不要なものを捨てる操作：
NeXT はブラックホール
→ icon designer Karen Elliott は評価
→ English は批判（ごみ箱からは拾える）
その他：オタクにうけるだけ
•1981 年 6月 Star 発売．GUI が一般の目に
•1983 年 1月 Apple Lisa 発売
•1984 年 1月 Apple Macintosh 発売
GUI の成功 → MS-DOS, UNIX world
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情報の外在化と情報メディア

エデンの恐竜(カール・セーガン）

　生物の種と個体間の情報継承機構との共進化

•遺伝子による世代間の継承(gene)

•脳の発達による音声を用いた情報継承

•本に代表される対外の情報記憶媒体を用いた情報継承

　(meme)　　　情報メディア

脳内に保持された情報を情報メディアを用いて表現

＝外在化

外在化した情報＝コンテンツ

＝コード、ジェノタイプ：情報の定義、生成規則

＋モード、フェノタイプ：表現様式、スタイル
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電子情報メディア

As We May Think(バーニバ・ブッシュ）
　Memex、ハイパーリンク、1945

Augmenting Human Intellect: 
A Conceptual Framework

(ダグラス・エンゲルパート）,1962
　AUGMENT、ハイパーリンク、ブートストラッピング
　共同作業支援(CSCW) 、統合環境

Dyna Book (Reactive Engine)
(アラン・ケイ）,1968
　Alto、Amalltalk
　GUI、Star WS

Macintosh, Windows
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ミームメディア

利己的遺伝子(gene):リチャード・ドーキンス

　文化の進化も遺伝子的進化と類似

文化的遺伝子(meme)

・遺伝子

・芸術,模倣(mimesis)

・自己複製、組換え、突然変異、自然淘汰

次世代の知識メディア(マーク・ステフィック）

　ミームメディア,1986

・外在化：KB, DB, MM, WWW

・編集, 流通, 管理の大衆化
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計算機システムから見た
ヒューマンインタフェース

•コストバランスの変化に対応

手法としての仮想化

　計算機資源の有効活用から人間の知的資源の有効活用

　CPU, memory, ...端末 multi-window,...仮想現実

•コマンドインタフェースから視覚インタフェースへ
　※メニュ，アイコン，マウス， 手書き，ジェスチャ, …
　※米国の社会背景

　※デバイスハンドラからウインドウシステム，UIMS 

•マルチメディア化

　マルチメディアインタフェースとパーソナルＤＢ

•自然言語インタフェース

　我々の経験 in 日本語プログラミング

•個人の生産性拡大からグループの生産性拡大へ

　ネットワークからＣＳＣＷ，グループウェア
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休み

ここでひと休み
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人工現実感とは？

人工現実感（Virtual Reality; VR）

•現実の物質世界とは別に、コンピュータによって人工的に

合成された世界

•みかけや形は原物そのものではないが、

本質的あるいは効果としては現実であり原物であること

•人間は動作等によって、その世界に働きかけ、感覚器を通し

て、その世界を知覚

•人間の能力拡張のための道具であり、 現実世界の本質を時空

の制約を超えて人間に伝えるもの

•航空機整備訓練の例(Boeing)
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人工現実感の基本構成
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人工現実感の行動計測

人間の動作、姿勢、位置、意志、感情などの状況を
計測・認識してコンピュータに直接入力

•空間位置計測
•空間内における６自由度の位置と姿勢を計測

•動作・ジェスチャ計測
•人間の姿勢や関節の動きなどを計測

•生体信号計測
•事象関連脳電位（運動準備電位）、心拍、血圧、筋電位、
眼球運動などを計測
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臨場感覚提示

人間の感覚器官に情報を提示することにより、

仮想の世界を認識させる

•視覚情報提示

•聴覚情報提示

•前庭感覚情報提示

•触覚情報提示

•皮膚感覚情報提示

•深部感覚情報提示
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視覚情報提示：HMD

HMD(Head-Mounted Display)
両眼に視差のある画像を提示することで立体的な映像
を提示する装置

•立体像を提示できる
•没入感が高い
•広い場所を必要としない

問題
•　装着感
•　重量
•　個人使用
•　酩酊感
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触覚情報提示：触覚による認知

•受動的触知　－手指の皮膚を物体に固定して

　　　　　　　何であるかを認識

•能動的触知　－手指を随意的に動かすという

　　　　　　　触運動が伴う

　　　　　　　ハプティック知覚 (haptic perception）

一般的には、２つの触知が同時

全体を把握し（能動的触知）、

注目箇所を調べる（受動的触知）ことのくり返し
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仮想空間シミュレーション

仮想空間をシミュレーションするためには、

（１）仮想空間情報の保持

（２）仮想空間情報の更新

（３）仮想空間情報の提示

が必要

人間に提示する仮想空間が、あたかも現実世界のよう

に振る舞うためには、行動計測によって得られた情報

から仮想空間をシミュレーションし、それに応じた情

報を提示
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仮想空間情報の保持

仮想空間情報　－臨場感覚提示方法に依存する
•視覚情報　・・仮想物体の形状、位置、姿勢、 表面形状、
　　　　　　　色など
•聴覚情報　・・音場、物体密度、形状、位置など
•触覚情報　・・重さ、表面材質など

主な保持情報
視覚情報における物体の形状の表現方法
•ポリゴン －形状を小さな平面の集まりとして記述
•テクスチャ －表面の色や質感を表現
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仮想空間情報の更新

人間の動き、仮想物体相互の拘束関係、物理法則に応じて、

リアルタイムに仮想空間情報を更新する

（１）物理法則に基づくシミュレーション

仮想物体の表面形状、質量、弾性係数などから、物体間の衝

突判定や運動方程式を利用して、仮想物体の動きを制御

計算量が膨大

（２）物体の状態に基づくシミュレーション

仮想物体がとりうる状態において、予め物体間の拘束関係や

運動法則を定めておき、各状態を遷移することによって

物体の動きを制御
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仮想空間情報の提示

視覚情報の作成

（１）Ｚバッファ法

　　　奥行き情報を記録するＺバッファにより陰面処理を行う

　　　最も簡単で高速、ハードウェア化が可能

（２）スキャン・ライン法

　　　視点と走査線から決まる平面を作り、３次元物体とその

　　　平面の交線から表示部分を決定

　　　Ｚバッファ法より高速だが、アルゴリズムが複雑

（３）レイ・トレーシング法

　　　視点から画面上の各点を通って仮想物体に向かう光線の

　　　反射・透過・屈折を追跡する

　　　計算量は多いが高品質

　　　３次元空間中の仮想物体を映像として表現



28

ネットワークVR ; NVE

ネットワークVR
Networked Virtual Environment; NVE

ネットワークに接続された複数のコンピュータを用いて
仮想空間を共有し、仮想の社会を生成

応用分野
教育／訓練
遠隔会議
共同設計

　　：
複数人がディスカッションし意志決定
複数人が協力して作業
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CSCWの観点から見たNVE

CSCW(Computer Supported Cooperative Work)
計算機利用の共同作業環境
人間・技術・社会の３つの側面を持つ

　　　　　　　同期　　　　　　　非同期　

　集中　　会議支援システム　作業引継ぎ支援

　分散　　ＮＶＥ　　　　　　共同論文執筆
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インターネットとは？

INTER+NET: 

　→　コンピュータネットワークが相互に接続

　　　された世界唯一のネットワーク

米国ARPANET(国防省)から始まる

通信プロトコル（コンピュータ間で使う言語）として

　TCP/IPを実装していること

TCP/IP: 

WWWやホームページだけではない！
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TCP/IP:
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
OSI7層構造モデル

ISOが提唱している、

Open System Interconnection （開放型システム間相互接続）

階層番号　名称 　　　　　　　　　　規定している内容

７ アプリケーション層(Application Layer)　　　　　業務に依存した処理

６ プレゼンテーション層(Presentation Layer)) 

　　　　　　　　　　　データ表現方法の取り決め（使用する文字コード等）

５ セッション層(Session Layer)　　業務を開始／終了するための取り決め

４ トランスポート層(Transport Layer) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　アプリケーション同士の電文の送受信

３ ネットワーク層(Network Layer)　　コンピュータ同士の電文の送受信

２ データリンク層(Data Link Layer)　　隣接したノードに１ビットを転送

１ 物理層(Physical Layer) 　　　　伝送路の物理特性（ハードウェア依存）
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インターネットの特徴

特徴
•オープンネットワーク
•情報の集約と共有

できること
•World Wide Web 
•電子メール
•FTPによるファイル転送
•ニュースグループ
•遠隔ログイン(Telnet) 
　　　：
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日本のインターネット普及率
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インターネットの未来像



35

モバイルインターネット

•ノートパソコンの小型軽量化

•PDA( Personal Digital Assistant)の高機能化
通信ができるモバイル端末によりインターネットに接続
いつでも Whenever 
だれでも Whoever 
何にでも Whatever 
どこでも Wherever

•携帯電話、PHSの高機能化
NTTドコモのIモード、DDIのEZ-Web
ユビキタス(ubiquitous )コンピューティング
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インターネット技術の応用

・電子商取引（サーバーモール）

・ビデオオンデマンド

・遠隔医療

・遠隔会議

・遠隔教育

・ネットワークVR（NVE）

　　　：

空間の制限を撤廃
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まとめ

コンピュータインタフェース
•入出力装置

•直接操作

•GUI

•VR

•インタネット

•ＣＳＣＷ
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おわり
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セキュリティ

インターネットのようなオープンネットワークでは、
不正使用されないことが前提

パスワード

ファイアウォール

暗号

認証 、etc

侵入行為

不正アクセス

データ破壊・改竄

機密データの不正閲覧

情報機器の機能停止

ウィルス等の不正行為

を防止
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暗号化技術

暗号とは？
•通信文にスクランブルをかけて、送信者が意図する
受信者しかスクランブルを解除できないようにする
•第三者が読んでも意味が分からない

利用目的
•守秘
•認証

利用分野
•電子商取引
•医療情報、行政情報の電子化
etc
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3次元直接操作の例
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ジェスチャー
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アプリケーション例
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スクリーンショット



46

TangibleBit: MIT Media Lab.
(直接的に接触して感知操作）

UIモデル　　　　GUIモデル　　　　　 TUIモデル

情報

表現制御

入力 出力

情報

間接表現遠隔制御

入力
直接操作

出力
ﾋﾟｸｾﾙ･音

実体　
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 情報

間接表現

入出力
ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ

出力
ﾋﾞﾃﾞｵ投影

直接表現

制御
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Tangible
Bit 1
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Tangible
Bit 2


