
“スマートタイプ” のためのデザイン
私たちがよりよく生きるために身の回りのあらゆる〈モノ・ハコ・コト〉はどのようにあるべきか。よりよい生を享受する存在としての “スマー

トタイプ” を仮定した場合、それをもたらしてくれる〈デザイン〉とはどのようなものかをいつも考えています。

遠田研究室
entalab

2015 年千葉県生まれ。

楽しいこと大好き！

Designs for “SMART-TYPE”

研究室説明会
1 月 25 日 ( 金 ) 18 時 00 分から 40 号館 604 室にて実施
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遠田研究室では常にふたつの問いを投げかけています。

ひとつは〈私たちはどのように生きるべきか〉という問

いです。単にプロダクトや空間の創造そのものを目的と

するのではなく、これからの私たちはどのように生きる

べきかをまず考え、その結果をうけてそれを支えるため

の〈モノ・ハコ・コト〉の在り方を考えます。あらゆる

創造は、あるビジョンを実現するための手段に他ならな

いからです。

もうひとつは〈君は世界をどうしたいのか〉という問い

です。いま与えられている生き方や暮らし方，価値観が

普遍的な答えであるとは限りません。誰かから与えられ

た世界に満足することなく、これを疑い、よりよい生き

方を享受できる世界とはどのようであるべきかを、ゼミ

生ひとりひとりに思い描いて欲しいと思っています。

このような思考トレーニングの受け皿として用意したの

が「スマートタイプ（SMART-TYPE）」という言葉です。

よりよい生き方を享受する存在としての「スマートタイ

プ」を近い将来の人間像として思い描き、その存在を成

立させるために必要な〈モノ・ハコ・コト〉を考えるこ

とが研究室での取り組みの柱となっています。

ここに展示されている作品は、学生ひとりひとりが考え

た〈生き方〉であり、それを実現するための〈モノ・ハコ・

コト〉に他なりません。作品そのものにも注目してもら

いたいところですが、もっと注目して欲しいのは学生た

ちが思い描いた世界観のほうです。それらは一朝一夕に

得られたものではなく、ゼミから卒業研究にかけた２年

間の中で交わされた議論の成果でもあります。

その上で、議論を机上の空論で終わらせないために、更

にふたつのアクションを求めています。

ひとつは〈実際につくってみせる（Demo or Die）〉とい

うことです。「絵に描いた餅」という言葉がありますが、

餅を絵に描くだけではなく、実際に杵でついて食べさせ

てみなさいと求めています。そうでなければ体験を伴っ

た批評に至らないからです。また、一歩踏み込んだ議論

のためにはプロトタイプの存在が不可欠だからです。

もうひとつは〈測って比べてみせる〉ということです。

ついた餅のうまみが一体どこにあったのかを科学的に検

証しなさいと求めています。創造を自己満足で終わらせ

るのではなく、つくったものによって私たちの考え方や

行動がどのように変化し、それによって何かの問題が解

決されるのかどうかが示されなければなりません。

このふたつのアクションを成し遂げるためには、クリエ

イターとして必要なものづくりの技術と、リサーチャー

として必要な科学的思考との両方をバランスよく身につ

ける必要があります。さらには自分で作り上げた世界観

を信じ、定めた目的に向かって突き進むためのパッショ

ン（情熱）がなければなりません。

あらためて、ここに展示されている作品は学生ひとりひ

とりが考えた〈生き方〉であり、それを実現するための〈モ

ノ・ハコ・コト〉に他なりませんが、それ以上に、大学

生活４年間の集大成として彼ら彼女らがゼミや卒業研究

を通じて学習したことが結実したものであります。その

過程で得た達成感はこれからの人生を支える大いなる自

信の根拠となるものと信じて止みません。

2019 年 2 月

遠田 敦



複合商業施設内におけるテナントファサードに対する入店動機評価モデルの構築
私たちが何か意思決定をおこなうとき、自分自身の意思でそれをおこなっているように思えるが、実は周囲の環境を通じて得られる感覚によって

決定させられていることも多い。複合商業施設において好みで店を選んだつもりが、実は空間によって選ばされていた、といえるかも知れない。

佐藤 光将
SATO Terumasa

左に示された VR 空間は、複合商業施設内の廊下をイメー
ジしたものである。どの店舗に入店したいと思えるだろ
うか。廊下形状、テナントの開口幅、廊下の通路幅、評
価対象との距離を変数としてそれぞれの条件を組み合わ
せて構成した 216 パターンの実験場面を VR 空間内に用
意し、ヘッドマウントディスプレイを用いた被験者実験
によって、入店動機評価モデルを構築した。モデルから
実験場面と入店動機との関係について検討した。

日本の本格的な複合商業施設の第 1 号は，1969 年にオー

プンした「玉川髙島屋 SC」とされる．以来、複合商業

施設は年々増え，全国で 3,134 施設が営業している。し

かし、ネットショッピングの拡大や少子化、ロードサイ

ド店の増加などの要因によって新規出店は減少し、また

ゴーストタウン化するような施設まで出てくるような状

況になったことから、そのあり方が問われるようになっ

ている。従来の研究では、複合商業施設における消費行

動は単純に滞在時間に比例するという考え方が広く浸透

しており、いかにして滞在時間を増やす施策を講じるこ

とができるかということが議論されがちであった。テナ

ント店舗内の様子をみながら興味の引かれる店舗を回遊

しながら自然と滞在時間が長くなるような空間設計がな

される方がより健全なあり方ではないかと考えた。

そこで本研究では、複合商業施設内のテナントファサー

ドに対して、その見え方を店舗内に陳列されている商品

やブランドなどではなくファサードの見え方と入店動機

との関係を明らかにするために実験をおこなった。実験

結果から入店動機評価モデルを構築することを目的とし

た。実際の商業施設ではさまざまな文脈が複雑に絡んだ

状況で入店動機が決定されるが、ここでは単純にファ

サードの見え方だけが入店動機にどのような影響を及ぼ

すかについてのみ着目した。被験者に提示する実験場面

は、入店動機に影響を与えると考えられる変数を組み合

わせて構成されるが、それらを実空間から探してくるこ

とは不可能であるため、VR 空間の中でそれらを構成する

こととした。本実験では特に「8 種類の廊下形状」「テナ

ントの開口幅」「廊下の通路幅」、「評価対象との距離」

の 4 要因を組み合わせ、計 216 パターンの実験場面を構

成した。入店動機の評価実験では、被験者に左上図上段

の〈基準場面〉と〈比較場面〉とをそれぞれ一定時間見

せたのち、指定した店舗に対する入店動機の強さを、マ

グニチュード推定法を用いて評価させた。〈基準場面〉

の右壁にある店舗を普通と仮定して実験を実施した。

実験結果に対して回帰分析を実施し、入店動機に対する

各要因および水準の影響度の強さを算出した。算出した

数値から入店動機評価モデルを構築し、4 要因を組み合

わせて入店動機を最も高くする組み合わせで構成した廊

下場面が左上図下段となった。つまり、〈ト字型の廊下〉

〈開口幅 14[m]〉〈通路幅 8[m]〉〈評価対象との距離 25

[m]〉の組み合わせであった。ト字型の評価店舗は左上

下段の画像の曲がり角奥の店舗である。最も入店動機を

高くする廊下場面は上記の通りだがそのほかの入店動機

については本研究で構築された入店動機評価モデルに条

件を当てはめることで算出することができる。

1996 年神奈川県生まれ。

遠田研ゼミ長。幼少期のころから「てる」と呼ばれる。実家が遠いという

ことで、ゼミ室に寝泊まりすることから「学校暮らし」の異名をもつ。口

を開くと大体のことが嘘なんですけどね（笑）

ふらっと NEW 店

卒業研究発表会 2 月 24 日 ( 日 ) 10 時 00 分より登壇



没入型 VR システムを用いた錯覚表現がもたらす運動機能向上に関する研究
VR を使って人間に〈錯覚〉を引き起こし、ある種の認知を狂わせる。結果的には人間にメリットを生じさせようという取り組みである。システムが

賢くなれば、気持ちがノらない時は甘めに、負荷をかけるべき時は厳しめに〈錯覚〉させ、より効率の良いトレーニングが実施できるようになるだろう。

田子 大地
TAGO Daichi

自分自身の運動の結果を刺激として受け取り、それに対

して反応する。つまりできなかったことをできたように

見せれば、あたかも本当に自分でできたたように錯覚さ

せることができ、それに対してより好ましい反応を誘発

できるのではないかと考えた。本研究では、〈懸垂が繰

り返しできるようになる〉という場面を取り上げ、HMD

を用いて懸垂ができたように見せることで、その錯覚が

運動機能の向上にどの程度寄与することができるか検討

をおこなった。

近年、安価な没入型ヘッドマウントディスプレイ（Head 

Mounted Display：HMD）が発表されていく中で、仮想

現実（Virtual Reality：VR）を活用したコンテンツは身近

な存在となってきている。VR とは仮想的な映像空間を現

実のように体験できる技術のことを指し，近年では視覚

情報の VR に加え，コントローラも HMD と同時に扱う

ことで身体情報もVRの中で扱うことができるようになっ

た。一方、人間の脳は感覚器官で受け取った刺激を中枢

神経で感じとり、それを意識的あるいは無意識的に脳か

ら筋肉へ反応するよう命令を出し、伝えることで行為や

動作がうまれる。運動指令と実行、それに伴う感覚は、〈自

分が手を動かした〉という感覚と〈動いているのは自分

の手だ〉という感覚の対応を生み出す。

これらの背景から、本研究では運動機能の向上を目的と

した活動に対し、VR を用いた〈強調表現〉を刺激として

提示した場合、それが与えられなかったときと比べてど

の程度運動機能が向上するか検討することを目的として

実験を実施した。

室内で実際に懸垂ができる器具を用意し、懸垂ができる

空間を用意した。懸垂器具にぶら下がり、腕が伸びきっ

た状態から持ち上がった状態までの鉛直方向の変位ΔH

を断続的に捉えるためのセンサーをこれに取り付けた。

このΔH を用いて VR 空間内の映像を鉛直方向に動かす

プログラムを Unity によって実装し、被験者にこれを装

着させて懸垂をおこなわせた。なお、VR 空間内に表示さ

れる CG の鉛直方向への挙動は、ΔH に対して重み付けを

して変動できるようにもし、実際に持ち上がった以上の

距離を表示させることで高く持ち上がったように〈強調

表現〉をさせることができるようにした。実験条件は、

〈VR を使用しない条件〉、〈VR を使用するが強調表現は生

じさせない条件〉、〈VR を使用して強調表現を生じさせ

る条件〉の 3 条件で実施した。それぞれの条件下で被験

者実験を実施し、懸垂 1 回あたりの懸垂距離、連続して

懸垂できた場合の各懸垂距離の総和としての合計懸垂距

離、および懸垂回数を評価指標として分析を実施した。

実験結果より、1 回あたりの懸垂距離、合計懸垂距離お

よび懸垂回数の 3 つで好成績を示したのは〈VR を使用

しない条件〉であった。実験に使用した VR 機器の性能

や CG 表現が被験者のトレーニング効果に対して悪影響

を及ぼしたのではないかと考えられる。また〈VR を使用

するが強調表現は生じさせない条件〉が全体的に低調で、

〈VR を使用して強調表現を生じさせる条件〉が〈VR を使

用しない条件〉と同水準であったことから、VR 機器の煩

わしさによる悪影響に対して強調表現がそれを穴埋めす

る効果を発揮したのではないかと考えられる。これらの

結果を踏まえると、VR 機器を用いたトレーニングにおい

て、若干の強調表現を持たせなければ〈VR を使用しない

条件〉の水準よりもトレーニング効果が得られない可能

性が明らかになった。

1996 年埼玉県生まれ。

スペースデザインコース専攻。実家暮らしで通学に往復約 4 時間半かけて

大学4年間を登校。いまさらながら時間を無駄にしていたなと後悔している。

最近では時間を大切に効率よく使うことを心がけている。

Muscle VR+

卒業研究発表会 2 月 23 日 ( 土 ) 10 時 15 分より登壇



仮眠後の作業効率を指標とした仮眠環境の評価モデルに関する研究 
理想的な環境というものは常には存在せず、あるのは現実という制約による限定的な環境だけである。この研究は〈仮眠〉という目的を〈大学〉

という制約の中でいかに最大化させるかということについて考えたものである。

田原 大地
TAHARA Daichi

午後の眠気対策や作業効率を向上させる手段として、昼

の時間帯に仮眠を短時間とることが有効であると明らか

となっている。午後の授業の学習効果を高めることを目

的として、授業で使わない教室を仮眠室として提供し、

学生に仮眠をとらせることができないかと考えた。そこ

で本研究では、仮眠の効果を最大限に高められる空間に

ついての知見を得ることを目的として、仮眠環境と仮眠

後の作業効率指標との関係を用いて考察をおこなった。

2015 年に公表された「国民健康・栄養調査」によると、

日本人の 4 割近くは 6 時間未満の睡眠しかとっていない

ことが明らかとなっている。また、2016 年には安倍総

理大臣が内閣府官房に「働き方改革実現推進室」を設置

したことによって働き方改革が始動し、長時間働くこと

よりも短時間でも高い労働生産性で働くことに重きが置

かれるようになった。そのような背景の中、作業効率を

上げるための手段として、多くの企業や学校が〈仮眠〉

に注目している。昼休みの時間帯に仮眠をとることを推

奨するだけでなく、仮眠室の設置や、仮眠の効果をより

高めるための装置を導入するなどの取り組みがおこなわ

れている。仮眠の効果に期待したいのは大学も同様であ

る。しかし、大勢の学生を同時に収容するような仮眠室

の設置や、設備の導入コストなどの問題が足かせになっ

ているため、仮眠を取るためには空き教室などを使うし

かない。

そこで本研究では、大学という限られた仮眠環境の中で

実現可能な、効率の良い仮眠の方法を発見することを目

的として二段階の実験を実施した。特に、大学内でおこ

なう昼休みの仮眠という点に着目し、食堂や図書館など

の空間が持つ雰囲気や、仮眠時における姿勢、起床時の

状況などの要因があたえる影響について着目した。

第一実験では昼休みの時間帯に被験者を集め、実験条件

に応じて仮眠をとらせるという実験を実施した。仮眠時

の条件としては、〈空間の明るさ〉〈騒音〉〈監視されて

いるという心的圧力の有無〉〈仮眠時の姿勢〉を要因とし、

それぞれいくつかの水準を組み合わせて実験条件を構成

した。それぞれの条件下で仮眠をとらせるが、仮眠の前

後にクレペリンテストを実施し、その結果の変動を指標

として仮眠効率を数値化した。得られた仮眠効率を目的

変数、実験条件を説明変数として数量化Ⅰ類を実施し、

それぞれの説明変数の影響度を算出した。その結果、〈空

間の明るさ〉では 50[lx]、〈騒音〉は 55[dB]、〈心的圧力〉

は「なし」、〈仮眠時の姿勢〉は「水平」を条件とした場合に、

仮眠後の作業効率が最も高くなることが明らかになっ

た。

第二実験では、第一実験で得られたその後の作業効率が

上昇しやすい仮眠の条件を利用して仮眠をとらせた。そ

の際に、覚醒誘導器具を用いて目元の明るさを徐々に明

るくし自然に起床させるという条件を加えて比較実験を

おこなった。その結果、覚醒誘導器具を用いて自然に目

覚めさせる条件ではその後の作業効率に有意な差はみら

れなかった。これは、覚醒誘導器具の光量が足りなかっ

たことや、暗い画面でも発光していたことが今回の結果

に影響を与えてしまったと考えられる。

1996 年埼玉県生まれ。

スペースデザインコース専攻。甘いものと寝ることが大好き。研究室に他

の田原と大地がいることから危機感を覚えている。ストレスがたまると夜

中に散歩へと出かける。

Nap - up - UP

卒業研究発表会 2 月 24 日 ( 日 ) 15 時 45 分より登壇



対話型学習支援ロボットを用いた調べ学習の教育効果の検証
「調べ学習」の本質は何を調べたかではなく、〈調べ方をどのようにして身につけたか〉という点にある。情報の検索は容易になったが、情報のあ

りかを予想するのは難しい。本研究は〈対話型学習支援ロボット〉のどのような挙動が学習効果をより高めるものかを見いだそうという研究である。

新田 陽
NITTA Minami

学生の調べ学習において学習手段の選択は重要であり、
さまざまな学習手段の中から学習内容に合った方法を見
つけ出す必要がある。TA などの上級生や教員に相談す
るのも方法のひとつだが、時間が合わない場合も多い。
そこで本研究では、これからの調べ学習には〈対話型学
習支援ロボット〉が活用されるようになると想定し、こ
れを用いた調べ学習での学習効果をより高める学習環境
の検証を目的として調査および実験を実施した。

現在の大学生の多くはインターネットの検索エンジンを

用いて調べ学習をおこなっており、さまざまな情報の中

から正しい情報を見つけることが難しいというだけでな

く、その情報をそのまま複製して課題を終わらせてしま

うという問題もはらんでいる。TA や教員に相談すると

いう方法もあるが、時間的な都合が合わない場合も多い。

そこで本研究では、学生の学習内容に合わせて調べ方や

取り組み方、情報源を提案する〈対話型学習支援ロボッ

ト〉の開発を念頭に置き、それによる学習効果をより高

める学習環境や対話内容についての基礎的な知見を得る

ことを目的として調査および実験を実施した。特に大学

内で〈対話型学習支援ロボット〉を利用することを前提

とし、図書館にある蔵書を活用した調べ学習に誘導する

方法について着目した。時間を選ばずに学習の相談役と

なってくれる〈対話型学習支援ロボット〉があれば、学

生の学習時間の自由度を高めるだけでなく、調べ学習課

題の質の向上に寄与できると考えた。

実験に先立ち、調べ学習に関する実態調査を実施した。

アンケート形式で実施し、学習内容を「事例探し」「レポー

ト課題」「大学に関する調べ事」の 3 項目にわけ、それ

ぞれに対して「今まで取り組んできた調べ学習の方法」

と、「これから取り組みたい調べ学習の方法」について

聴取した。事前に与えた情報の違いが回答結果に影響す

ると考え、被験者は取り組み方のイメージを想起させる

ための写真を提示したグループ B と、提示しなかったグ

ループ A との 2 群に分けた。

その結果、「今まで取り組んできた調べ学習の方法」と「こ

れから取り組みたい調べ学習の方法」の質問で「インター

ネットで探す」という回答が多くみられた。また、「こ

れから取り組みたい調べ学習の方法」では「インターネッ

トで探す」という回答が多く、その次に「図書館（本）

で探す」という回答がみられた。

〈対話型学習支援ロボット〉を使用して調べ学習をおこ

なう印象評価実験では、〈対話型学習支援ロボット〉が

野菜や花などに関する解説とクイズ出題をおこなった。

この実験では C グループ（解説とクイズが 3 問）と D

グループ（解説とクイズが 15 問）との 2 群に分けた。

その結果、A、B、C、D グループ共通の「今後、対話型

学習支援ロボットで調べ学習をおこないたいと思うか」

という質問では「そう思う」という回答は C グループで

最も多かった。その次にDグループ、Aグループ、Bグルー

プの順に多い結果となった。D グループのように解説と

クイズの出題数が多いと、学生は集中力が低下し、調べ

学習に飽きてしまうことから、学習効果の向上にはつな

がらないと考えらえる。また、A、B グループは実際に〈対

話型学習支援ロボット〉を使用していないため、どのよ

うな調べ学習の支援をおこなってもらえるのかイメージ

がつかず〈対話型学習支援ロボット〉に対する期待は少

なくなったのではないかと考えられる。

1996 年福島県生まれ。

スペースデザインコース専攻。鶏のから揚げをこよなく愛している。遠田研

究室に配属されたのち、当時のゼミ長兼遠田研給食委員会委員長 J の食に対

する考え方に感銘を受け、給食委員会に所属する。J から委員長の役割を引き

継ぎ、密かに遠田研全国おいしい食の旅！を計画している。

凄腕 ツトムくん

卒業研究発表会 2 月 23 日 ( 土 ) 15 時 30 分より登壇



大学キャンパスにおける〈居場所〉のなりたちに関する研究
ひとりになれる〈居場所〉はどこにでもあるように思えるが、実態としては驚くほど少ない。誰かと向かい合うことも大切だが、自分と向き合える空間もま

た不可欠である。そのバランスが崩れたとき、私たちの中の何かもまた崩れゆく。空間の運用方法を工夫してそのバランス調整をする方法へ展開してゆきたい。

枌 唯香
HEGI Yuika 

公共空間とは、多人数に向けてひらかれた空間であると
されているが、多人数の中にいながらも個人に向けてひ
らかれる空間でもあるべきではないだろうか。利用する
状況によっては多人数と共に過ごすための空間になった
り、あるいは個人の〈居場所〉にもなったりと変化する
空間の様相を、学生のための公共空間ともいえる大学
キャンパスにおいて実態調査をもとにして分析した。

人間関係はストレスの大きな要因であり、不登校などの

問題につながりかねない。文部科学省は問題を解決する

うえで “心の居場所” の必要性を提唱した。〈居場所〉と

は物理的に居る場所という意味に加え、「ありのままで

居られる」というような心理的側面も含まれる。その空

間は、家（ファーストプレイス）や学校・職場（セカン

ドプレイス）以外の空間（サードプレイス）にあるとさ

れている。大学生にとっての〈居場所〉は、一日の多く

の時間を過ごし、身近な公共空間でもある大学キャンパ

ス内に見出せることが人間関係におけるストレスを軽減

するためにも必要であると考えた。現在の大学キャンパ

ス内の〈居場所〉たり得る場所や、その利用実態につい

ても十分に明らかにはなっていないため、大学キャンパ

ス内における学生の〈居場所〉となるサードプレイス的

空間について調査することとした。特に研究室配属前の

2 年生を対象として実施した。

調査は 2 段階で実施した。第 1 段階であるアンケート用

紙を用いた予備調査では、普段から利用する大学キャン

パス内の場所について、〈相手〉〈時間帯〉〈目的〉の各

水準を組み合わせた 18 パターンの質問に回答させた。

その結果、どの質問でも新旧両食堂の利用が多く、中で

も〈友達〉と一緒にいるときには時間帯や目的にかかわ

らず食堂を利用する人が多いという結果になった。また、

〈ひとり〉になると図書館の利用が増え、その分食堂の

利用数は減った。

第 2 段階である本調査では建物の図面を用意し、予備調

査で扱った 18 パターンの項目それぞれについてより具

体的で詳細な利用場所を図面上にプロットさせた。3 ヶ

月以内に利用したことがあることを条件とし、実際に被

験者を現地に赴かせてその際の状況についてヒアリング

を実施した。データを比較すると、予備調査で利用の多

かった新旧両食堂では、〈友達〉といるときは大きめの

テーブルがずらりと並ぶエリアをまんべんなく利用する

が、〈ひとり〉になるとテーブルの端や柱付近の席を利

用する傾向にあることが分かった。学生の利用が多い食

堂は、多人数が効率よく密集し、その場に長くいられる

ように空間が計画されている一方で、ひとりでは居にく

くいため、勉強場所（セカンドプレイス）以外の〈居場所〉

（サードプレイス）としては機能しにくいと考えられる。

その中でも、旧食堂 2 階の大きなテーブル並ぶエリアは、

〈ひとり〉での利用が比較的多かった。これは、〈ひとり〉

の利用数が多い図書館と周辺環境の特徴が似ているから

ではないかと考えられる。全体的に薄暗い印象と、天井

高や窓などの周辺環境の特徴が単調でない空間は個人に

対してひらかれ、〈ひとり〉での利用を促しやすいので

はないかと推測される。

現在の大学キャンパスは、〈居場所〉は限られた一部の

場所に存在しており、学生が〈居場所〉を見つけやすく

するためには、レイアウトを動的に変えることで空間の

質を変容させ、動的に〈居場所〉を作り出すような操作

が必要だといえる。

1997 年千葉県生まれ。

スペースデザインコース専攻。貧乏なので研究室の冷凍庫に冷凍ご飯をストッ

クしています。年末の大掃除のとき、去年の先輩が置いて行ったタッパー入

りの冷凍ご飯を後輩に捨てさせたときは、さすがに心が痛みました。

Changeable Space

卒業研究発表会 2 月 23 日 ( 土 ) 11 時 15 分より登壇



方向線素特徴量を用いた手書き文字評価に関する研究
〈味わい深い〉というのは、決してウマいわけでもなければヘタなわけでもない。〈ウマい－ヘタ〉という評価に縛られるのではなく、もっと違う

評価軸を求めることができて、それが「なんとなくいい」と感じられるようなものであれば、人はもっと自由に生きられるようになるのかもしれない。

武藤 美暁
MUTOH Yoshiaki

左上に並べられた 36 の手書き文字のうち、あなたはど
の文字がヘタウマで、どの文字がウマで、どの文字がヘ
タに見えるだろうか？きれいで美しい、まるでフォント
のような文字ではなく、いわゆる〈ヘタウマ〉と呼ばれ
るような文字を書けるようになるトレーニングツールを
本研究は開発した。

パソコンやスマートフォンが普及した現代日本において

も、目で文字を読み手で文字を書くことは言語活動の基

礎として失われることはない。文部科学省が定める学習

指導要領においても、文字のなぞり書きや書き取り学習

することが明記されている。しかし、いわゆる（とめ・

はね・はらい）のような文字の基本パーツを学習する時

期は、まだ未熟な小学一年生である。字を上手に書く意

義も、またそれを修得するための認知と技巧的能力も低

い段階で学習しなければならない。そのため、習熟度が

低いまま書字学習期間を終えてしまう。

大人になってからも文字を書く機会は多く、季節の挨拶、

お礼状など書く時に、自分の文字の下手さに気づかされ

る。書写技能検定など手書き文字に関する検定は多数あ

り、文字を綺麗に書くことに関心を持つ人は少なくない。

しかし、文字を綺麗に書きたいと思っていても、大人に

なる過程で字の〈癖〉が身に付き、技能向上は難しい。

一方で「書は人なり」と言われるように、書き癖には書

き手の人柄が現れるともいわれる。味わいがあり書いた

人の個性が滲み出るような文字を書くためのノウハウ本

さえ出版されている。癖にはネガティブなイメージがあ

るが、そんな癖字のなかにも可読性が高く、見ていて心

地良いものも存在する。これをここでは〈ヘタウマ〉な

文字と呼ぶこととする。きれいな文字が書くことを目指

すこともいいが、身に付いた書き癖を活かして〈ヘタウ

マ〉と評価される文字を目指すことも、ひとつの方向性

としてあってよいのではないかと考えた。

本研究では、文字認識技術の分野で用いられる方向線素

特徴量を使い〈ヘタウマ〉文字の特徴について考察した。

その上で、ヘタウマ度評価モデルを構築し、これを用い

た手書き文字トレーニングツールの開発をおこなった。

本研究では以下の 3 つの段階で実験が実施された。第 1

段階では、手書き文字のサンプル収集をおこなった。収

集したサンプルをスキャンして画像補正し、方向線素特

徴量から 196 次元の特徴量を抽出した。また、実験者の

主観から、得られたサンプルをヘタウマ度に応じて 11

段階に分類し、各段階から 4 サンプルずつ、計 44 サン

プルを抽出した。第 2 段階では、抽出した 44 サンプル

を被験者に提示し、ヘタウマ度に応じて 11 段階に並べ

させる評価実験を実施した。それぞれのサンプルの評価

得点の平均値を文字の〈ヘタウマ得点〉とした。以上の

2 段階から、第 1 段階で得た方向線素特徴量を説明変数、

第 2 段階で得たヘタウマ得点を目的変数とした評価モデ

ルを構築した。第 3 段階では、SD 法による印象評価ア

ンケートを実施した。得られたアンケート結果から因子

分析を実施し、因子得点を用いて〈ヘタウマ〉な文字の

評価構造について考察をおこなった。因子分析の結果よ

り、「嫌悪感」と「幼稚さ」を兼ね備えた文字が〈ヘタウマ〉

な文字に属することが明らかになった。

1996 年福島県生まれ。

遠田研唯一のプロダクトデザインコース専攻。某家電量販店 AVC 装飾担当ア

ルバイター。新しいもの大好き。稼いだお金は、お酒とタバコとガジェット

に…。そんな私の夢は家族をイタリア旅行へ連れていくこと。春からは定期

預金を始めます。

ヘタウマ☆ジャッジ

卒業研究発表会 2 月 24 日 ( 日 ) 11 時 15 分より登壇



色彩による感情の共有を用いた向社会的行動の促進
他者をより適切に理解し、より的確なコミュニケーションを実現するための補助デバイスの提案である。SNS で他人をわかったつもりでいるという認

識は間違いで、生身の人間の表情に簡単に騙され、相手の真意を酌むのは尚も難しいということを改めて認識させたことが、この研究の真価である。

渡邉 悠
WATANABE Yu

色彩が抱かせるイメージには特徴的な傾向があり、色に

よってはポジティブな印象を持たせて必要以上にネガ

ティブな印象を与えずにイメージを伝達できることがわ

かっている。問題はこれをどのようにして事前に相手に

対して伝えるかということである。本研究では、感情の

状態を色として「感情色」と呼び、その通知が対話時に

起こす影響とその傾向を検証することを目的として実験

を実施した。

第 1 実験はモニターに映し出された映像の人物の発言に

対し、被験者は友人関係であるという条件のもとで自由

に受け答えをさせる内容とした。その際の実験条件とし

て、はじめに〈話し相手の感情の状態を表したとする色

を明度で表現したものを、SNS の画面に似せた形式で 1

日 1 回、連続して 3 日間スマートフォンへ通知した被験

者群〉と、〈なにも事前情報を与えなかった被験者群〉

とに分けた実験を実施した。通知内容は、感情の表現色

が〈徐々にポジティブな印象へと変化する条件〉と、〈徐々

にネガティブな印象へと変化する条件〉の 2 条件を用意

した。これらの実験に用いた映像は同じ会話内容で、被

験者に対して〈ポジティブな印象を与える表現〉と〈ネ

ガティブな印象を与える表現〉との 2 条件を用意した。

これらを組み合わせた計 4 パターンの実験を実施した。

各実験パターンでの被験者から得られた受け答え発言を

文字に起こし、機械学習によって得られたポジティブ－

ネガティブ度の極性評価モデルをこれに適用して、それ

ぞれの発言のポジティブ－ネガティブ度（極性値）を数

値化した。4 パターンの実験条件それぞれで得られた極

性値の平均値を分析した結果、条件の違いによって極性

値には有意な差がみられなかった。このような結果に

なったのは、明度のみによる表現が、しかも SNS の画面

によって伝えられるというような迂遠な方法では、心理

状態を対話相手に伝えるにはインパクトに欠けていたの

ではないかと考えられた。実際に目の前に提示される映

像中の対話相手の仕草のインパクトが強く、そちらが優

先されて感情の状態が判断されていたと考えられた。

これらを踏まえて第 2 実験として有彩色を用いたウェア

ラブルデバイスの評価実験を実施した。耳に装着するデ

バイスの発光によって感情の状態を表現するものとし

た。色彩にはポジティブな発光色として緑、ネガティブ

な発光色として赤を用いた。実験の流れは第 1 実験と同

様とし、映像の発話者にはデバイスを装着させた。会話

内容は第 1 実験のものと変えず、表現を特徴づけないも

のとした。実験の条件はデバイスの緑と赤の発光色の違

いの 2 パターンとして実験を実施した。

2 パターンの実験条件の極性値を求め、これを分析した。

分析の結果、緑の発光色の母平均が赤の発光色の母平均

を上回り、極性値に有意な差が認められた。この結果の

原因として、有彩色による感情の表現が伝わりやすかっ

たこと。会話時に相手の感情の状態を確認できるため、

情報の時間差が生じないことが考えられた。

以上のことからウェアラブルデバイスの発光色によっ

て、コミュニケーションの良好なタイミングを他者に伝

え、ネガティブな言動をあらかじめ起こさせない環境を

作ることが期待される。

1996 年大阪府生まれ。

スペースデザインコース選考。主食 - 牛乳。しゃべっていないと呼吸ができ

ない僕ですが、ゼミ配属から早 2 年。これまで頑張ってきたつもりですが、

他の 6人からするとキャラが弱いそうです。なんだかなぁ、無念です。

B - Link

卒業研究発表会 2 月 24 日 ( 日 ) 11 時 45 分より登壇
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