
別紙 1

論文の内容の要旨

-描画行動分析 によるイ ンタフェース評価 と

混 色作成 システム の提案-

論文題 目 コ ンピュータ創作 システム にお けるユーザイ ンタフェースの研究 

創作作業 にお ける コンピュータの利用 は,以前で は,主 として高度 な専 門技術

や知識 を持つ専 門家 に限 られていた.しか し,グラフィ ックスを用 い視覚的に操

IUU
ftneracese

作イ メー ジを表現 す る Gl,情報 に物理 的な実体 を与 え直接触 れて操作 できる T
leU rT )な ど,使 いやす さ,誰で も使えるシステム を 目的bT iang(

としたユーザ イ ンタ フェースに関する研究 が盛 ん に行 なわれ,コンピュー タ操作

を習熟 して いな いユーザで も扱 えるよ うになった.これ によ り,対象ユーザ を限

定す る ことな く,我 々の創作環境は,紙 と鉛筆 といった従来 の創作道具 か らコン

ピュータへ と移 り変 わって きて いる.しか し, この様 な創作環境 の変化 が,ユー

ザ にどのよ うな影響 を与 えるのか,また,現 状 の創作 システムがユ-ザ にとって

使 い易 く十分 な創作支援 が行 なわれて いるかは定 かでない.本研究で は,これ ら

の問題 に取 り組 む ことによ り,創作 システム のユーザ イ ンタフェー ス に関す る新

しい知見や システム を導 き出す .

まず.創作環境 の変化 が,ユーザ に どのよ うな影響 を与えるのかを調査す るた

め,環境の変化 を受 けやす く早急 な調査 が必要 な子供 の創作環境 に着 目した.千

供 の身近 な創作活動 の一つである描画 を対象 に,従来 の紙 とク レヨンによる描画

行 動 とコ ンピュー タ を用 いた描画行動 を比較分析 し,両描画活動 の相違点 ･類似

点 を調査 した.自然な描画活動 による描画 ツールの純粋な比較 を行 な うため,描

画 に対す る苦手意識 がな く,実験上の指示を与 える等意思 の疎通 が可能な ,5歳

の幼児 を対象 とした.分析方法 には,幼児 を対象 とで き,定量 的な分析 が可能な

時 間見本法 と質 的な分析 が可能な事象見本法 を連携 して適用するハイブ リッ ド

な手法 を提案 し,描画実験 ･分析 を行 なった.そ の結果,幼児 の描画行動 を詳細

に分析 し,重要 な知見 を得 る ことが出来た.まず,一般的な描画特性 として描画

時 間や描画 中の注 目点な どはツール によ らない ことが確認で き,コンピュータ上

の描画 システムで も幼児 に とって馴染 みやす い環境 を構築で きる可能性 を確認

した.また,ツール の種類 による異なる行動 として は色の変更時 にお いて違 いが
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定量的に示され,各描画ツール環境に特有 の行動 を抽出する事 ができた.さ らに,

すでに選択されて いるアイ コンをもう一度 クリックする描画 ソフ トの特性 によ

る不 自然な行動が判明 し,幼児の認知特性によるイ ンタフェースの問題点が示さ

れた.これ らの分析結果 は,幼児の描画インタフェースや描画環境 を考 える際に

有益であると考 える.

次に,コンテンツ制作 において重要な役割 を持つ色に着 目した.デザイナーな

どの専 門家は作品作 りにおいて長時間かけてイ メージに合 う色を作 り出 し一つ

の色を選択す る.先の幼児 の描画行動調査結果 において も,色の選択行動 に描画

時間の 3割 を費やす傾向が見 られ, コンテ ンツ制作 においては,対象ユーザ を限

定する ことな く色彩 を故 う作業は多 く,頻繁 に色選択作業が要求される.しか し,

コンピュータ創作 における現状の色選択 システムでは,ユーザが所望の色 を選択

す るには,様 々な色彩 を表示する方式やカ ラーモデル といった各システムのメカ

ニズムを知る必要があ り,色彩 に関す る学習が要求 される.そ こで,本研究では,

これ らの問題 を解決するため,各ユーザ が持つ色彩感覚を活かす ことで個 々のシ

ステムを理解す る必要 をな くし,色彩 の専門知識 を要する色の数値表現 を用 いず

に色を表現 させる ことよ り,ユーザが所望する色 を作 り出せる "TilePaleHe 
(TP)"を提案 した.提案 システムT Pは,各ユーザが持 っている色空間のイメージ

や知識 に合わせてユーザ 自身が色空間を設定できる.つ まり,タイル をピクセル

のメタファとす るタイル状のイ ンタフェースを操作する ことよ り視覚的に混合

した色の量や作成過程を表現す る ことが可能になった.また ,TPの評価実験か ら,

その有効性 を示す ことができた.ディスプ レイ上で実用的に使用できるレベルの

パ フォーマンスが得 られ,視覚的に混合 した色 の量や作成過程 を表現する ことで

システム理解 を促進させ,さ らに,ディスプレイ上で容易に色混合でき,混合色

が作 りやすいシステムである事 が確認できた.このような結果 よ り ,TPの混色作

業 を通 じ,色彩感覚を高める創造的な支援や,教育 ツ-ルへの活用などの可能性

が考 え られる.また,色作 り作業支援 を通 じて,コンテンツ制作 ･創作作業の促

進が期待できる.
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本論文 は, コンピュータ創作 システム にお けるユーザ イ ンタフェースの研究,

特 に,描画行動分析 による幼児 のコンピュータ描画 イ ンタフェース に関す る影 響

調査,な らび に,創作活動で重要な役割 を持つ色 の生成作業支援 につ いて調査 し

た もので ある.調査 ･分析 の結果 よ り,幼児 の描画イ ンタフェースにお ける新 し

い知見 を得､ また､T P(iePlHeと名付 けた新 しい混色 システム を提案 してTl ae )
いる0本論文 の具体 的な内容 は以下 の通 りである｡

第 1章では,紙 と鉛筆 といった従来 の道具 か らコンピュータへ と移 り変わ りつつ

ある創作環境 の変化 について述べ,環境変化 による創作活動への影響調査 ,現 状

の創作 システム にお けるユーザ ビリテ ィー調査 の重要性 を指摘 している. また,

本研究 の 目的 として,環境変化 の影響 を受 けやす い子供 を対象 に創作活動 にお け

るツール による影 響調査 と,創作作業 の促進 を 目指 し創作活動 において重要 な役

割 を持つ ｢色｣ の選択活動支援が挙 げ られた.

第 2章では,環境変化 の影響 を受 けやす い子供 を対象 に,創作活動 にお けるツー

ル による影響 を調査 した.描画 に苦手意識 を持 たない幼児 を対象 に,紙 へ の描画

と電子 ペ ンを用 いた描画 ソフ トによる描画活動の比較 を,定量的 に分析 した.定

量 的な分析が可能 な時間見本法 と定性 的な分析が可能 な事象見本法 を連携 して適

用す る手法を用 い分析 を行 なった結果,両描画活動 の類似点,相違点,そ して描

画 ソフ ト特有 の行動 につ いて考察 している.幼 児 の認知特性 によるインタ フェー

スの問題点,そ して,幼児 の描画インタ フェースや描画環境 を考 える上で,重要

となる知見 について まとめている.

第 3章で は,創作活動 において顕著 に見 られる色選択作業 に着 目し,新 しい色選

択 ツールが提案 された.コ ンピュータの色選択 ツール の現 状 と従来研究 の問題点

を分析 し,新 しい色選択 ツール (カ ラーパ レッ ト)の所要条件 をまとめた.提案
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システムでは,ユーザ のシステム理解 を促進 させるため,各ユーザが持っている

色空間のイメージや知識 に合わせて,ユーザ 自身が混色範囲の設定 を可能 にす

る.また,専 門知識 を要する色の数値表現 を使用せず,混色 した色の量 とその作

成過程 を視覚的に表現する実現方法 として,タイル状のインタフェース (タイル

イ ンタフェース)が提案 された.

弟4章では,弟3章 において検討 した混色作成支壌 システムの実現方法 に従 い,

提案 システム "TilePalette(TP)''を実装 した. TPの基本構造 と,タイルイ ンタ

フェースの操作方法 を説明 し,混色範囲の設定や混色の実行方法な どが具体 的に

示された.

尭5章では,実装 した TPの有効性が確認された .WindowsOSに常備され一般的

に利用 されている色選択 ツール ｢色の設定｣とTPの両パ フォーマ ンスを測定,そ

の結果 を比戟分析す る.その結果,使 い易さ,実用性 といったシステムの効果 ･

効率 ･満足度 においてTPの有効性が示された.また,今後 ,TPに期待できる効果

や課題 について まとめて いる,

弟6章では ,TPの応用活用について検討 している.まず,新たなターゲ ッ トユ

ーザ として,色彩 の知識 を持つ専門家や,ツールが提供する色数 の中か ら使用す

る色を選択す る傾 向にある色彩 の知識 を持たない就学前の幼児について検討 し,

その可能性が述べ られる.次 に,TPのタイルイ ンタフェースが持つ表現力や操作

性 よ り,教育的ツールへの転用を検討 し,色彩の知識 を持つ専門家 の色彩感覚や

感性 に適 した色作成支援や子供 の創造性 を促進す る創作 ツール としての可能性

について まとめて いる.

弟7章では,結論 として,従来 のツール とコンピュータによる幼児の描画行動

の比戟分析結果 と,提案 された混色作成支援 システム ''TP" のシステム概要,

及び,その評価結果 についてまとめている.そ して,最後 に,筆者 の考える創作

システムの未来像 が述べ られた.

以上のような内容 に鑑み,本論文は博士 (工学)の学位請求論文 として十分な

価値を有すると判定 した.




