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第１章　序

1.1 研究の背景
　

　情報社会において，ヒトの行為が，コンピュータとの関わりの中で変化し

てきている．私たちは，コンピュータを操作するために，ディスプレイを見

つめ，マウスを動かし，キーボードを打っている．見つめる先のディスプレ

イでは，手に握られているマウスに連動して，カーソルが動き，フォルダや

ゴミ箱を模したアイコンに重ねられている．ディスプレイ上のカーソルを動

かすために使っているマウスは，ポインティング・デバイスと呼ばれ，ディ

スプレイ上のどこかを指さし，対象のイメージを選択するためのものであ

る．しかし，マウスはその「ねずみ」という名前が示しているように，ヒト

が今まで何かを指さすために使っていた人さし指やペンなどの細長い棒状の

ものとはかけ離れた形をしている．にもかかわらず，私たちは，マウスを手

にして，ディスプレイ上のカーソルを動かし，クリックや，ダブルクリッ

ク，ドラッグ＆ドロップなどと名付けられた「行為」を，ディスプレイ上に

映し出されたデスクトップ・メタファーに基づいたイメージとの関係の中

で，さも当然のように行っている．

　マウスを握って動かすという身体的行為と，それと連動して起こるカーソ

ルの「移動」や，ファイルの「選択」や「移動」といったディスプレイ上の

イメージの変化によって生じる「行為」は，グラフィカル・ユーザ・イン

ターフェイス（GUI）やビデオゲームが開発される以前にはなかったはずの

ものである．しかし，GUI によってコンピュータが一般化した後，私たち

は，特に何の疑問も抱くこともなく，この新たな「行為」を毎日行ってい

る．つまり，私たちの注意はコンピュータ・ディスプレイに注がれ，自分の

手をみることなくコンピュータを操作している．そこで，私たちは，身体的

行為に連動するディスプレイ上のイメージの変化を，自分の「行為」として

受け入れている．

1.2 研究の目的と意義

　 本研究では，現在，一般化し，世界中の多くの人が使用している GUI 

が，「ディスプレイ行為」を形成した一つの事例と捉え，行為の視点から考

察する．そのために，GUI につながる重要なアイデアを提示したスケッチ

パッド，マウス，スモールトーク，デスクトップ・メタファーを技術的，道

具的な側面からではなく，ヒトの身体的行為と，ディスプレイ上のイメージ
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との関係から捉え直す．そして，身体的行為とイメージとの関係の段階的な

変化が，「ディスプレイ行為」という新しい行為を形成していったことを明

らかにする．

　 「ディスプレイ行為」という概念を，ユーザ・インターフェイスの領域に

導入することで，技術的・道具的観点で主に捉えられてきた GUI を，ヒト

の行為という新たな観点で捉えることができる可能性を示す．iPhone や 

Wii など，ヒトの行為に着目したユーザ・インターフェイスの登場によっ

て，ヒトとコンピュータとの関わりは大きな変化を迎えようとしている．そ

のために，アップル社のマッキントッシュが発売されて，二十年余りの間，

コンピュータのディスプレイに向かう私たちの行為をかたちづくってきたデ

スクトップ・メタファーを採用した GUI の成立を，行為の観点から改めて

考えることは，新しいユーザ・インターフェイスの開発に大きく寄与するも

のと考える．

　 また，CPU や GPU の急激な進化にはじまり，果ては量子コンピュー

ティングに行き着くような技術的な進展は，私たちの身体的な理解とはかけ

離れたものになってきている．従来，コンピュータには，情報処理の速度や

記憶容量といった多くの技術的制約があった．しかし，その制約ゆえに，

コンピュータとヒトの身体的能力のバランスが取れていたともいえる．その

結果，私たちが行いたいことをコンピュータで実現していくという形で，ヒ

トがコンピュータとの対話において主導権を握っていたと考えられる．だ

が，今後のコンピュータはヒトの能力をはるかに超えていくものになってい

くことは間違いない．その際，どのようにして，ヒトが主導権を握りながら

コンピュータとの関係を築いていくのか．この問いに対して有効なのは，従

来の道具的・技術的観点ではなく，本研究で示すヒトの行為から，コン

ピュータを捉えていくことだと考える．

　つまり，ヒトがコンピュータで何を行うのか．そのために，ヒトの行為や

身体感覚を，コンピュータとの対話にどのように組み込んでいくのかを問う

こと．本研究の意義は，「ディスプレイ行為」というヒトの新たな行為の概

念を提示し，ヒトがコンピュータを主体的に使用していくことを考えるため

の基盤を作ることにある．

1.3　「ディスプレイ行為」

　 ユーザ・インターフェイスは，主に技術的・道具的観点から捉えられてき

た．しかし，それでは，なぜ，私たちが，何の違和感もなしに，マウスを操

作することで，ディスプレイ上のボタンを「押す」ことができ，ファイルの
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アイコンをゴミ箱に「入れる」ことや「消す」ことができるのかを説明する

ことができない．コンピュータが一般化し，その操作に関する用語が日常会

話にも使われるようになった今，コンピュータに対して日々行っている身体

的行為と，それに連動して起こるディスプレイ上のイメージの変化から生じ

る新たな「行為」を，ヒトの行為の歴史の中でどのように位置づけるのかを

考える必要がでてきている．

　 ユーザ・インターフェイスで，私たちが操作対象として見ているのは，

ディスプレイ上の「ファイル」などのイメージである．しかし，私たちが実

際に触れているのは，マウスやキーボードのプラスチックや，ディスプレイ

の表面のガラスである．見ているものと，触れているものの分離から，ヒト

とコンピュータとの間では，ヒトが実在のものに対して行っている行為とは

異なる行為，身体的行為とディスプレイ上のイメージの変化を結びつけた新

しい「行為」が遂行されていると考えられる．この「行為」を，「ディスプ

レイ行為」と呼ぶ．そして，「ディスプレイ行為」の領域は，ビデオゲーム

や携帯電話など，コンピュータの処理能力の増大とディスプレイの高性能化

や小型化とともに，私たちの生活に次々に入り込んできている．

　「ディスプレイ行為」を端的に表している言葉が，この行為を一般化した

アップル社のユーザ・インターフェイス・ガイドラインにある．それは，

「見たものを指示する（憶えてタイプする代わりに）[See-and-Point 

(instead of remember-and-type)]」1-1) である．現在，私たちは，ディスプ

レイ上のイメージを見て，マウスなどでそれらを指示することや，コント

ローラーでそれらを操作することを，なにも考えずに行っている．それは，

主要なコマンドを，状況に応じて最適なものを入力する操作とは全く異なる

ものである．「見たものを指示する」という言葉は，ディスプレイ上のイ

メージに対して，ただ行為を行うことを促す「ディスプレイ行為」を的確に

表しているものである．　

　 ディスプレイ上のイメージを指さすことでコンピュータを操作する「ディ

スプレイ行為」は，直示による文脈依存を示す言語行為を連想させるかもし

れない．私たちは，目の前にある物を「これ」「あれ」と言うだけで，名前

を言うこともなく指示することができる．指さし選択から生じる「ディスプ

レイ行為」も同様に，名前を言うことなく，ディスプレイ上のイメージをた

だ指示するだけで行為を遂行できる．この意味では，J.L.オースティンに

よってはじめられた言語行為論1-2) の流れの中に，「ディスプレイ行為」は

位置するといえる．

　言語行為論は，直示が文脈依存性をもち，その使用の際に，真偽を一義的

に決めることができないにもかかわらず，適不適が扱えるのはなぜかという
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ことを明らかにする規則作りをしてきた．1-3) よって，「ディスプレイ行

為」にもその行為の適不適を扱うための規則が必要だと考えられるかもしれ

ない．しかし，本研究の目的はそこにはない．なぜなら，本研究は「ディス

プレイ行為」の規則ではなく，その形成過程を考えるものだからである． 

そのなかで，「ディスプレイ行為」の遂行を成立させる規則のようなものを

示すかもしれないが，本研究では，その規則を明確にすることが目指されて

いるわけではない．

　 私たちは，ディスプレイ上のイメージを見て，マウスなどを用いて，それ

を指さすという「ディスプレイ行為」を，自らの身体を使って何度か試行錯

誤した後に行えるようになる．このような道具とヒトの身体的行為に関し

て， ピエール・レヴィは，次のように書いている．

道具を使うために，私たちは，身ぶりを習得しなければならないし，

反射的動作を身に付けなければならないし，心的および身体的アイデ

ンティティを再構成しなければならない．鍛冶屋，スキーヤー，運転

手，収穫する人，編み物をする人，サイクリストは，一種の拡大さ

れ，変容され，ヴァーチャル化された身体に道具を結合させるため

に，自分の筋肉や神経組織を変えてしまった．1-4)

　コンピュータと向き合う中で，私たちは，レヴィが指摘するように「心的

および身体的アイデンティティを再構成し」，「自分の筋肉や神経組織を変

えて」いき，それが「ディスプレイ行為」を形成していったと考えられる．

本研究が考察するのは，この過程なのである．

　

1.4 関連研究

　本研究の特徴は，「ディスプレイ行為」という概念を導入することによっ

て，ユーザ・インターフェイスを，ヒトの行為とディスプレイ上のイメージ

との関係から考察する点にある．以下，本研究と関連する研究を取り上げ，

それらとの違いを示す．

　 「直接操作」という，GUI を含めたユーザ・インターフェイスの領域で

影響力をもつ概念を， ベン・シュナイダーマンは提唱した．彼は「直接操

作」とコマンド入力による操作によるミスの頻度に注目するなど，主に操作

効率という道具的観点から，ユーザ・インターフェイスを捉えている．ま

た，「直接操作」は，ディスプレイ上のイメージの中で完結しており，マウ

スなどの入力デバイスとイメージとの関係の考察には至っていない．1-5)
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　 コンピュータの登場によって，ディスプレイ上に展開するイメージの変化

を論じたこれまでの研究では，レフ・マノヴィッチが，ニューメディア研究

において大きな影響力をもった『ニューメディアの言語』の中で，現代のヒ

トを取り巻くイメージの分類を行っている．その中で，マノヴィッチは，コ

ンピュータ・ディスプレイに表示されている画像が，伝統的な意味で「イ

メージ」と呼ばれてきたものとは異なっていると指摘する．しかし，このイ

メージの変化と，私たちの行為の関連について論じることはない．1-6)

　ユーザ・インターフェイスをめぐるこれまでの研究では，喜多千草が文献

実証主義に基づき NLS からアルトへと至る過程を詳細に考察している．そ

こで，喜多は，開発者がどのような考えでシステムの開発を行ったのかとい

う「開発思想」を重要視して，アルトは単体として考えるよりも，最初期の

クライアント・サーバ・システムを実現したシステムとして，インターネッ

ト時代におけるコンピュータのひな形として考えるべきだという新たな視点

を提示した．その中で，アルトのインターフェイスについての記述もある

が，喜多はイメージや行為の問題として，NLS とアルトを扱っていな

い．1-7)

　 ティエリー・バーディニは，エンゲルバートの思想を考察していく中で，

ユーザ・インターフェイスのデザインにおいて言語と身体の関係の重要性を

提示する．さらに，マウスという道具とライトペンという先行する道具の違

いを示すとともに，マウスによって，ヒトの身体性がディスプレイの中に持

ち込まれたと指摘する．しかし，このディスプレイに持ち込まれた身体性と

ディスプレイ上のイメージとの関係を，行為という視点から考察することは

行っていない．1-8）

　以上，情報科学に近い領域で本研究に関連する研究をみてきたが，ヒトの

行為とディスプレイ上のイメージを結びつけて考察しているものはない．そ

こで，コンピュータを直接扱っていない研究を参照し，ヒトの行為とディス

プレイ上のイメージを結びつけることを試みた．

　 行為とイメージの関係を考察する際に，ジークムント・フロイトの「マ

ジック・メモについてのメモ」1-9) に書かれていた，何度も描くことができ

るメモ帳であるマジック・メモを，アイヴァン・サザーランドが開発したス

ケッチパッドと対比した．この対比によって，行為とイメージ，そして痕跡

という三つの要素が，コンピュータの登場によってどのように変化したかを

明確にすることができた．

　アンガス・フレッチャーの『アレゴリー』1-10) 及び『思考の図像学』1-11) 

は，言語が視覚的イメージをかたちづくるという観点を与えてくれた．プロ

グラミング言語は世界を考える方法であるとする春木良且による「オブジェ
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クト指向」に関する論考1-12) に，フレッチャーの論考を接続することで，プ

ログラムとアイコンとの間に新しい関係性を見出すことができた．

　ジョージ・レイコフとマーク・ジョンソンによるメタファー論1-13) は，主

に言語表現に関するものである．しかし，彼らが提唱する「イメージ・ス

キーマ」や「身体経験」といった概念が，イメージと行為を扱うコンピュー

タ・インターフェイスの領域に応用可能であることを，久保田晃弘1-14) や楠

見孝1-15) とは異なる視点から示し，「ディスプレイ行為」の形成を考察する

ために用いた．

1.5 論文の構成

　本章以降の論文の構成は以下のようになっている．
　第２章では，コンピュータ・インターフェイスにおいて，ヒトの身体的行

為に直接影響するディスプレイ上のイメージの性質と，それを操作する道具

の変化を考察する．そのために，まず，コンピュータの登場によって，それ

まで強固に結びついていた行為，痕跡，イメージという関係が無効になって

いく過程を，マジック・メモとスケッチパッドという二つの装置から明らか

にする．次に，ヒトの身体を，ディスプレイ上のイメージを選択する行為に

最適化することを目的として開発された道具としてマウスを捉え直し，手元

ではなくディスプレイを見続けることで成立する「行為」が行われ始めたこ

とを示す．

　　第３章では，私たちが直接見ることがないプログラムと，ディスプレイ
に表示されるアイコンとの関係が，私たちに与えている影響を示す．はじめ

に，ディスプレイを支配していたプログラムなどの言語的記号が，私たちを

選択行為に導くアイコンという絵画的記号に置き換わっていった過程を考察

する．その際に，オブジェクト指向という概念を提唱したプログラミング言

語：スモールトークと，コンピュータにアイコンを導入したピグマリオンを

取り上げる．次に，コンピュータの世界に新たに導入されたアイコンという

絵画的記号が示す曖昧さと正しさという性質を，アレゴリーという概念か

ら考える．

　 第４章では，マウスとアイコンの結びつきが，ユーザ・インターフェイス

に与えた影響を考える．まず，レイコフとジョンソンのメタファー論から，

デスクトップ・メタファーが，単に現実を模しているのではなく，私たちの

身体感覚をコンピュータ・ディスプレイに導入したことを示す．次に，コン

ピュータに身体感覚が入り込んでいった過程を，マウスとディスプレイ上の

カーソルによる選択行為から考察する．最後に，マウスとカーソルでアイコ
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春木良且，『オブジェクト指向への
招待』， 啓学出版，1989
春木良且，『オブジェクト指向実用

1-13)
ジョージ・レイコフ＆マーク・ジョ
ンソン，『レトリックと人生』， 渡
部昇一・楠瀬淳三・下谷和幸訳， 
大修館書店，1986
マーク・ジョンソン，『心のなかの
身体』，菅野盾樹・中村雅之訳 
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ジョージ・レイコフ，『認知意味
論』， 池上嘉彦，河上誓作 他訳， 
紀伊国屋書店，1993
ジョージ・レイコフ＆マーク・ジョ
ンソン，『肉中の哲学』， 計見一雄
訳，哲学書房，2004

1-14)
久保田晃弘，『消えゆくコンピュー
タ』，岩波書店，1999

1-15)
楠見孝，「インタフェースデザイン
におけるメタファ」，デザイン学研
究，特集号 Vol.10，No.1，2002



ンを選択する行為が，デスクトップ・メタファーによってまとめ上げられ

「ディスプレイ行為」を形成していく過程を明らかにする．

　第５章では，本論文全体を通しての結論と，今後の研究の課題と発展につ

いて述べる．

7
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第２章　行為，痕跡，イメージの関係の変化と道具の変化：ペンからマウス
へ

　この章の目的は，コンピュータの登場に伴って顕在化したイメージの性質

の変化を，ヒトの根源的な行為のひとつである「描く」ことと，描くため

に用いる道具との関わりでの中で捉えることである．

 レフ・マノヴィッチは，現代社会を「スクリーンの時代」と呼び，そのス

クリーンを歴史的に「クラシカル・スクリーン」，「ダイナミック・スク

リーン」，「リアルタイム・スクリーン」，「インタラクティヴ・スクリー

ン」という四つに分類する．そして，テレビに代表される「リアルタイム・

スクリーン」以後，スクリーンに映し出されているイメージは，もはや伝統

的な意味でのイメージとは言うことができず，それは，「私たちが，まだ言

い表す言葉をもたない新しい表象なのである」と，スクリーンという観点か

ら，イメージを分類している．2-1） しかし，彼は，「伝統的なイメージ」や

「新しい表象」が何であるのかを，はっきりと言うことはない．ハンス・ベ

ルティングは，マノヴィッチの言葉を受けて，それらを分けるものは何かに

ついて，そこではアナログとデジタルと言ったような「メディアによる分類

は機能しない」と述べ，これからのイメージに関する研究においては，「多

くの異なるイメージの種類，機能を分類する必要性」があるとしてい

る．2-2)

 そこで，「描く」という行為とイメージの関係の精査をしたい．そのため

に，アイヴァン・サザーランドが開発したスケッチパッドを考察の対象とし

て，ヒトの根源的な行為である「描く」という行為の変化を，イメージとの

関わりから示す．その際に，スケッチパッドが従来の視覚的表現になかった

表現として「拘束」（constraint）という概念を提示している2-3) というサ

ザーランド自身の言葉を手がかりにする．「拘束」とは，「ペンが実際に

描いていないところに，線が描かれる」ということで実現された概念なのだ

が，この概念によって描かれるイメージと，伝統的な意味でのイメージとの

違いを明確に示すために，ジークムント・フロイトが取り上げたマジック・

メモという装置とスケッチパッドを対比させる．その理由は，これらの装置

が，イメージを「描く」というリアリティをヒトに与えるにも関わらず，イ

メージを表示する面に直接，痕跡を刻むことがないということを特徴とする

装置だからである．この直接刻まれることがないとされる痕跡と，そこから

作り出されるイメージとの関係の相違から，マジック・メモが，行為に一致

する痕跡に基づいたイメージを描いているのに対して，スケッチパッドは，

9

2-1）
Lev Manovich, “The Language of 
New Media”, MIT Press, 2001, 
pp.95-103

2-2）
Hans Belting, ‘Image, medium, 
body : A new approach to 
iconology’, Critical Inquiry 31.2 
(Winter) 2005 ,  pp.315-317

2-3）
Ivan E. Sutherland, ‘The ultimate 
display’ in “Multimedia: From 
Wagner to virtual reality”, Randall 
Packer and Ken Jordan, ed., W. 
W. Norton & Company, 2001, p.
236



指さされた点の位置情報を変換することでイメージを描いていることを考察

する．この考察から，コンピュータの登場によって，それまで強固に結びつ

いていた行為，痕跡，イメージという関係が無効になっていく過程を示す．

ここで，ペンは，従来の痕跡を刻むための道具ではなく，ディスプレイ上の

点を選択するという新たな「行為」のための道具となっている．

　 しかし，スケッチパッドでは，ヒトは，実際のところ，点の選択という

「行為」を行っているにもかかわらず，ペンを用いて昔から行ってきた描く

行為の形態を踏襲したままである．このスケッチパッドが示す道具と「行

為」の関係に着目して，ダグラス・エンゲルバートがヒトとコンピュータの

共進化という考えに基づき，ヒトが古くから指さすために用いてきた細長い

棒状の形から離れて，マウスという四角い箱を選択したことの意味を考察す

る．ここから，ヒトの身体を，行為，痕跡，イメージの結びつきが無効化し

ていくのに伴って生じたディスプレイ上のイメージを選択する行為に最適化

させることを目的として開発された道具としてマウスを捉え直し，手元では

なくディスプレイを見続けることで成立する「行為」が行われ始めたことを

示す．

2.1 イメージ，痕跡，行為の結びつき

　はじめに，マジック・メモとスケッチパッドとを論じるために，キャサリ

ン・ハイルズの「刻み込みの技術」を参照したい．ハイルズは，『ライティ

ング・マシーン』において，次のように「刻み込みの技術」について書いて

いる．

ここで，「刻み込みの技術」という言葉の意味をはっきりさせておこ

う．印刷された本においては，ページに記されている文字は明らかに

刻み込まれたものである．なぜなら，それらは，紙の上にインクの痕

跡として形を形成しているからである．コンピュータは，電極を変化

させ，それらをバイナリコードと組み合わせることで，C++ や Java 

といった高級言語の命令を実行し，蛍光物質をブラウン管に光らせる

ことができる．このことから，コンピュータもまた，刻み込みの技術

を用いていると考えることができる．つまり，刻み込みの技術として

考えられる装置は，痕跡として読むことができる物質的変化を引き起

こさなければならないのである．2-4)
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2-4）
N. Katherine Hayles, “Writing 
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　ハイルズの定義をみると，「刻み込みの技術」とは，私たちに見える形と

しての痕跡を作り出す技術である．室井尚は，このような「刻み込みの技

術」による痕跡付けという原理は，自然の中にも見出される現象であり，

「古代からコインやメダルの鋳造や印鑑などにも用いられてきた技術でも

あった」2-5) と指摘している．

　 ここで注意したいのは，「刻み込みの技術」の起源の古さとともに，そ

の技術を用いて作り出された痕跡を，私たちが，どのように見てきたかとい

うことである．ウィリアム・アイヴァンスは，「昔の手作業の版づくりで

は，製版のための線と報知のための線が同じであった」と書き，版画の歴

史において，その技術の誕生からハーフ・トーン印刷という新しい方法が生

み出されるまでの長い間，製版のために刻み込まれた痕跡そのものが，ヒ

トに視覚的な報知を行うための線として，印刷面にそのままのかたちで押し

つけられてきたことを指摘している．2-6) また，ジル・ドゥルーズは，絵画

の歴史を要約した箇所で，絵画においては，長い間，手覚的（manuel）な

ものが視覚的なものに従属してきたことを指摘し，それを「古典的従属関

係」と呼んでいる．2-7)

　 このように，私たちは，紙の上のインクや，コンピュータ・ディスプレイ

上に提示されている蛍光物質の変化を，装置によって刻み込まれた痕跡とし

て見ているわけではなく，私たちに視覚的に何かを示してくれるものとして

見ているということができる．そこで，ヒトの手，あるいは装置によって刻

み込まれたものを痕跡，そこから派生する視覚的な総体を，イメージと呼ん

でいく．これらのことから，鋳造や印鑑，版画，印刷といった，古くから

イメージを作り出してきた装置は，「刻み込みの技術」による痕跡付けを原

理とし，痕跡とイメージとが強い主従関係で結びつく「古典的従属関係」に

よって，ヒトに，イメージを提示してきたと考えられる．そして，この装置

が作り出す，痕跡付けによって生じる視覚的なものを，私たちは，伝統的に

イメージと呼び，イメージを「描く」という行為は，痕跡付けのことだと考

えてきたということができる．

　ここで，私たちの行為は，キャンバスや紙というイメージを表示する面に

対して，直接痕跡を刻むことである．「直接」とは，例えば，ペンの先を紙

の上に，自分が描きたいところに正確に持っていき，ペンの先を紙の表面に

接触させることである．それは，描きたいイメージに合わせて，手を動かす

と，その手の動きに一致した痕跡が刻まれ，それがイメージとして提示され

ることを意味する．ここでは，行為＝痕跡＝イメージという関係が成立して

いる．2-8)
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2-5）
室井尚，「解説 文化の大転換のさ
なかに：二〇世紀末にフルッサーを
どう読むべきか」，『写真の哲学の
ために』，勁草書房，1999，p.159

2-6）
ウイリアム・アイヴァンス，『ヴィ
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く，硬い対象に対して傷をつける硬
筆の尖筆は，明らかに人間の側が一
方的にふるまうことのできるものと
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北アジアの軟筆は，加えた力と反発
する力との間にあそび＝ずれがあっ
て＜触覚＞は微妙である．軟筆にお
いては書き手のふるまいとそこに生
まれる＜痕跡＞とのあいだには，最
初からずれが生じることが前提と
なっている．

石川九楊，『筆蝕の構造』，筑摩書
房，pp.173-174



　しかし，この行為＝痕跡＝イメージという関係は，不変のものとして存在

しているのであろうか．コンピュータという新たなイメージ発生装置が，こ

の痕跡とイメージとの結びつきの間に起こりつつあった変化を明白なものに

してしまったのではないか．

　ハイルズの言うように，プログラムによる指示通りに作動する電子機器が

スクリーンの表面の蛍光物質に変化を与えることで，行為＝痕跡＝イメージ

を生み出しているのだとすれば，なぜ，私たちは，その行為＝痕跡＝イメー

ジを，何度も，自由に書き換えることができるのであろうか．そこでの痕跡

とイメージとの関係は，自由に書き換えることができない版画や活版印刷に

よる書物などの痕跡付けをもとに生成される行為＝痕跡＝イメージという関

係と同じと言えるだろうか．コンピュータという装置は，伝統的な「刻み込

みの技術」の装置とは，明らかに異なる原理によってイメージを生成してい

るのではないかということを考えてみる必要がある．そのために，フロイト

のマジック・メモとサザーランドのスケッチパッドを取り上げる．

　この二つの装置が，「刻み込みの技術」と，どのような関係をもつ装置な

のかということを示したい．フロイトは，マジック・メモに関して，次のよ

うに書いている．

マジック・メモは，古代において粘土板や鑞盤に記録したのと同じ方

式を採用しているのであり，尖筆のようなもので表面を引っ掻くと，

表面がへこみ，これが「記録」となるのである．マジック・メモでは

この引っ掻く動作は直接行われるのではなく，ボードを覆った二枚の

シートを介して行われる．シートの上から，尖筆でパラフィン紙に覆

われた鑞盤の表面に文字を書きつける．このようにして形成された溝

が，セルロイドの灰白色の滑らかな表面の上で，暗い文字として見え

るのである．2-9)

　また，サザーランドも，スケッチパッドに関して，「普通のペンとちがっ

て，スタイラス自体は，直接，ディスプレイの表面に痕跡を刻むことはな

い．「ペンの先」と「紙」の間には，コンピュータが存在している」2-10) と

述べている．マジック・メモとスケッチパッドにおいて，筆記具の先が，イ

メージを表示している表面に対して，「直接」痕跡を刻むことがないという

ことが，フロイトとサザーランドの言葉からわかる．このことは，この二

つの装置が，イメージを表示する表面に，直接，痕跡を刻み込むことでイ

メージを生成してきた従来の装置とは異なること示している．ここに，イ

メージを発生させる装置の新しい可能性をみることができる．しかし，マ

12

2-9）
ジークムント・フロイト，「マジッ
ク・メモについてのノート」，『自
我論集』，竹田青嗣編，中山元訳，
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2-10）
Ivan E. Sutherland, ‘Computer 
inputs and outputs’, Scientific 
American 215.3 (September 
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ジック・メモとスケッチパッドのそれぞれにおいて「直接，痕跡を刻まな

い」ということが意味していることには違いがあり，そのことが，これら二

つの装置における，イメージ発生装置としての基本的性質を全く異なるもの

にしている．そして，イメージと痕跡とが，それを生み出す私たちの行為に

密接に関わっている以上，その変化は，「描く」行為の変化をもたらすと考

えられるのである．

2.2 マジック・メモ：行為＝痕跡＝イメージの解体可能性

　 フロイトは，自らの記憶と知覚のメカニズムに関する仮説のために，当

時，売り出されていた玩具である，マジック・メモという装置を取りあげ

た．その理由は，この装置のイメージを表示する表面が，「いつでも新たな

受け入れ能力を提供すると同時に，記録したメモの持続的な痕跡を維持す

るという二つの能力を備えている」2-11) からであった．フロイトは，「情報

を無限に受け入れる能力と，持続的な痕跡の保存は，互いに排除しあう特

性」2-12) と考えていたが，マジック・メモは，その相反する能力を同時に実

現する装置であり，その構造は，次のように記されている．

このマジック・メモは，暗褐色の合成樹脂あるいはワックスのボード

に，厚紙の縁をつけたものである．ボードの上を一枚の透明なカ

バー・シートが覆っていて，その上端がボードに固定されている．こ

のカバー・シートは，固定されている部分を除いて，ボードから離れ

ている．この小さな装置でもっとも興味深いのは，このカバー・シー

トの部分である．このカバー・シートは二枚のシートで構成され，

シートは二カ所の末端部分を除くと，互いに離すことができる．上の

シートは透明なセルロイドである．下のシートは半透明の薄いパラ

フィン紙である．この装置を使用しない時にはパラフィン紙の下の面

は，ワックス・ボードの上の表面に軽く粘着している．2-13)

　ここから，マジック・メモについてわかることは，大きく分けて，ワック

ス・ボードとカバー・シートという二つの部分から，この装置が構成されて

いるということである．そして，カバー・シートは，透明なセルロイドの層

と半透明の薄いパラフィン紙から構成されているので，全体としては，三層

構造の装置ということになる．フロイトは，次に，この装置を使用するプ

ロセスを詳細に述べている．
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2-13）
同上書，p. 308

2-11）
フロイト (1996)，p.307

2-12）
同上書，p. 306



このマジック・メモを使う際には，ボードを覆ったカバー・シートの

セルロイドのシートの部分にメモを書く．そのためには鉛筆もチョー

クも不要である．受け入れ表面の上になにか物質を沈着させて記録を

残すのではないからである．マジック・メモは，古代において粘土板

や鑞盤に記録したのと同じ方式を採用しているのであり，尖筆のよう

なもので表面を引っ掻くと，表面がへこみ，これが「記録」となるの

である．マジック・メモではこの引っ掻く動作は直接行われるのでは

なく，ボードを覆った二枚のシートを介して行われる．シートの上か

ら，尖筆でパラフィン紙に覆われた鑞盤の表面に文字を書きつける．

このようにして形成された溝が，セルロイドの灰白色の滑らかな表面

の上で，暗い文字として見えるのである．記録を抹消したい場合に

は，重なっているカバー・シートの下部を軽く上に引き上げ，鑞盤の

表面とパラフィン紙の密着を分離するだけで十分である．すると，文

字を書きつけた場所で維持されていた鑞盤とパラフィン紙の密接な接

触が断たれ，二つの表面が再び重なっても，この記録は再現されな

い．マジック・メモの上の文字は消え，新しいメモを受け入れること

ができる状態になっているわけである．2-14)

　表面を引っ掻く行為が，そのまま痕跡として「記録」され，それがイメー

ジとして表示されることから，マジック・メモには，「刻み込みの技術」が

示す「古典的従属関係」に基づいた痕跡とイメージとの強い結びつきをみる

ことができる．さらに，「文書を書きつけた場所」という箇所に注目する

ならば，描くという行為が行われた場所で，直接的に三層の「密接な接触」

が生じた結果として，イメージが生じている．これらのことから，マジッ

ク・メモは，私たちの描く行為がそのままの形で垂直的に三層に受け渡さ

れていく中で，痕跡とイメージを形成する装置だといえる．ここまでは，マ

ジック・メモが三層構造をもつという点を除いて，普通の紙のメモが示す性

質と何ら変わることはない．この装置の特徴は，「鑞盤の表面とパラフィン

紙の密着を分離する」という行為によって，「マジック」のように，書かれ

ていたイメージを消すことができることにある．このマジック・メモを「マ

ジック」と言わしめるこのメカニズムには，行為＝痕跡＝イメージの関係を

解体する契機が含まれている．

　このことを考えるために，フロイトが，マジック・メモが自由に何度もイ

メージをかいたり消したりできるだけなく，最も下の層であるワックス・

ボードに「持続的な痕跡」2-15) が残っていることを指摘していることに注目

したい．フロイトは，なぜ，普通に装置を使っている際に，さして重要では
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2-14）
同上書，pp.308-309

2-15）
同上書，p.310



ないワックス・ボードに残る痕跡に注目し，「持続的な痕跡」と呼ぶのであ

ろうか．その理由は，彼の精神分析の理論からすれば，無意識にあたるもの

を装置の中に見つけ出したということだろう．しかし，マジック・メモをイ

メージを表示する装置とみたとき，フロイトが，単なる痕跡を「持続的

な」という形容詞をつけて呼んでいることと，この装置でイメージを描くた

めに行われる尖筆で引っ掻くという行為が「持続的な痕跡」が残される最

下層に直接痕跡を刻まないと指摘することは，行為＝痕跡＝イメージの関係

を分析する上で重要だろう．

　 マジック・メモは，従来の紙のメモや黒板では成し遂げることができな

かった「情報を無限に受け入れる能力」と「持続的な痕跡の保存という能

力」とを両立しているのだが，その理由を，フロイトは「この装置は，分離

されているものの，互いに結びついた二つの構成要素──システム──に分

離されているために，この両方の機能を結合するという問題を解決でき

る」2-16) ためとしている．ここで言われている二つのシステムとは，カ

バー・シートとワックス・ボードのことである．「持続的な痕跡」は，ワッ

クス・ボードの表面に刻まれるのだが，そのワックス・ボードの表面に，尖

筆の先が触れることは，この装置においてはありえない．なぜなら，その上

に，カバー・シートが存在しているからである．尖筆の先と，ワックス・

ボードとの間には，常に，カバー・シートが存在している．この構造によっ

て，私たちは，マジック・メモに「持続的な痕跡」を直接刻み込めなくなっ

ている．「刻み込みの技術」によってイメージを作り出す装置として，尖筆

の先が「持続的な痕跡」として残るものを直接刻まないということは，行

為，痕跡，イメージを巡る新たな関係を示唆している．

　ここで，マジック・メモで起こっていることを改めて考えるために，この

装置の特徴である三層構造を構成する各層が，それぞれどのような役割を果

たしているのかを考察する．そのために，もう一度，マジック・メモが，イ

メージを表示する方法と，消去の方法をみていく．ユーザが，マジック・メ

モに描く行為を行って，イメージが表示される条件は，セルロイド，パラ

フィン紙，ワックス・ボードという装置を構成する三層の密着である．逆

に，第二層のパラフィン紙と第三層のワックス・ボードを分離させると，表

示されていたイメージが消去される．その際に，第三層には，そのイメージ

の痕跡が残り続けることになる．このことから，フロイトが「持続的な痕

跡」と呼ぶものが生じる第三層のワックス・ボードのことを「痕跡の層」と

呼ぶ．次に，他の第一層のセルロイドと，第二層のパラフィン紙について

も，フロイトがどのように記述しているかを確かめる．
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同上書，p.310



マジック・メモにメモが記載されている状態で，セルロイドのシート

をゆっくりとパラフィン紙からめくると，パラフィン紙の上にメモが

記載されているのが克明に見える．そこで，セルロイドのシートは不

要なのではないかという疑問が生まれる．しかし実際に使ってみる

と，尖筆で紙にじかに書くと，薄い紙は簡単に皺ができたり，破れた

りすることがわかる．このようにセルロイド・シートは，パラフィン

紙を保護する役割を果たしているのであり，これが外部からの有害な

影響を防いでいるのである．セルロイドは，心的装置では，＜刺激保

護＞に相当する．本来の刺激を受け入れる層は，パラフィン紙であ

る．2-17)

　フロイトは，第一層のセルロイドを，第二層のパラフィン紙を保護するた

めの「保護層」と考えているが，果たしてそれだけだろうか．フロイトが書

いているように，セルロイドなしで，直接パラフィン紙に描く行為を行って

も，うまく行為を遂行するができない．フロイトの心的装置という考えから

離れて，行為という視点からその役割を考えると，セルロイドは，描く行為

の遂行を成立させるために必要不可欠なものだと考えることができる．さら

に，マジック・メモに何かを描いた後に，この層だけを他の二つの層から

分離すると，私たちは，密着したパラフィン紙とワックス・ボードによっ

て，そこに描かれたイメージをより克明に見ることができるのに対して，分

離したセルロイドの板を見ても，そこに明確に見ることができるものは何

もない．つまり，セルロイドは描く行為の遂行のために必要不可欠なもので

ありながら，その上には，イメージや痕跡と呼べるものが何も残されていな

いのである，ここから，セルロイドの第一層は，行為の遂行を成立させるた

めの「行為の層」と考えることができる．

　では，「本来の刺激を受け入れる層」と言われる，パラフィン紙はどうで

あろうか．確かに，パラフィン紙は，保護層を通り抜けてきた刺激を受け入

れるのだが，それは，ワックス・ボードと密着しているときだけである．そ

の際に，パラフィン紙にできる溝は，ワックス・ボードの表面にできた痕跡

にぴったり重なる形で，ユーザにイメージを提示している．パラフィン紙に

できた溝が「持続的な痕跡」と言うことはできない．なぜなら，ワックス・

ボードとの「密接な接触」が断たれると，そこに記されていた溝は消えてし

まうからである．このとき，この溝とともに消えたものは，見ることを可能

にする視覚的なもの，つまり，イメージだと考えられる，このことから，第

二層はイメージを装置に定着させるための「イメージの層」だといえる．
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　これら三層の役割への考察から，マジック・メモは，外部から加えられる

描く行為の遂行を第一層で成立させた後，その行為をイメージと痕跡という

形式に分離し，それぞれを第二層と第三層とで受け入れることで，イメージ

を表示する装置だと考えられる．マジック・メモで，ヒトの描く行為に即応

して示されるイメージは，その発生の根源とみなされてきた痕跡と分離させ

られると同時に，その分離した痕跡と，あたかも一つのもののように密着さ

せられることで，「イメージの層」で表示されているものといえる．

　印刷術の歴史において，「昔の手作業の版づくりでは，製版のための線と

報知のための線が同じであった」のに対して，ハーフ・トーン印刷では「製

版のための線が通常の視覚では感じられることがなく，視覚的な報知をす

る線とははっきり異なっている点」が，人類のコミュニケーション史におけ

る目覚ましい進歩であると，アイヴァンスは指摘している．2-18） マジッ

ク・メモにおいて見ることができる，痕跡を残しつつ，自由にイメージを書

き換えることができるということも，これと同様の重要性をもつと考えられ

る．マジック・メモは，その構造から「製版のための線と報知のための線

が同じ」という昔からの手法で，イメージを，私たちに表示しているのであ

るが，イメージを何度もかいたり消したりするうちに，イメージとして表示

される「報知のための線」と必ずしも一致しない「製版のための線」が，

ワックス・ボードに残されていくことになる．ここでは，「製版のための

線」がイメージを表示する層と密着しているにもかかわらず，その表面にイ

メージを作り出さないということが起こっている．つまり，装置が表示する

イメージと，装置に残り続ける痕跡とが一致しなくなるという大きな変化が

起こったのである．

　この変化が示すのは，行為＝痕跡＝イメージの関係が解体される可能性で

ある．マジック・メモを構成する三層は，それぞれが密着した状態では，第

一層で遂行された行為が，第二層，第三層へと垂直に受け渡され，イメージ

が提示される．しかし，一度その密着を分離すると，第三層に残る「持続

的な痕跡」のみが，かつて行われた描く行為を示すだけである．ここか

ら，「痕跡の層」は，「行為の層」で遂行された行為を受け入れているとい

える．対して，「イメージの層」に何も残らないことは，描く行為を受け入

れはするが，定着させずに通過させてしまったことを示している．行為と結

びついた痕跡と密着しているときにだけ，イメージは行為との結びつきを

持っているといえる．よって，第二層と第三層の分離とともに，イメージは

痕跡だけでななく行為からも引き離されて，消えてしまう．このことは，

ドゥルーズが指摘した，視覚的なものと手覚的なものとの「古典的従属関

係」2-19） が緩んだこととも関係する．この関係の弛緩ゆえに，マジック・
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2-18）
アイヴァンス  (1984)，pp.190-191

2-19）
ドゥルーズ (2004)，p.100



メモのユーザは，痕跡を残しつつ，イメージを描いたり，消したりすること

ができるのである．なぜなら，マジック・メモにおいては，描く行為から生

じるイメージは自らを表示するために，行為と結びついた痕跡を従属させる

ことを，依然として必要としているが，この装置が示す行為＝痕跡＝イメー

ジの解体の可能性によって，その関係は，従来のような絶対的なものとして

は存在しなくなってきているからである．

　以上の考察から，マジック・メモは，行為と結びついた痕跡そのものがイ

メージなのではないということを訴えており，「刻み込みの技術」に基づい

た描く行為において，行為＝痕跡＝イメージとして扱われてきた一つの強固

な関係が解体可能であることを示す新しい装置だと考えることができる．

　また，この変化の重要性は，イメージから切り離された痕跡が，装置の最

下層に「持続的な痕跡」として存在し続けることができるのであれば，行為

や痕跡から切り離されたイメージも存在し続ける可能性がでてくることにあ

る．この可能性は，セルロイドをパラフィン紙から分離すると，パラフィン

紙に表示されているイメージがより克明に見えるというフロイトが記してい

るところに示されている．しかし，このとき，マジック・メモに表示されて

いるイメージは，行為と完全に分離しているわけではない．なぜなら，行為

と結びついた痕跡と密着しているからである．この密着が解かれたとき，イ

メージは，行為と痕跡との関係を失い，完全に消えてしまう．

　フロイトは，マジック・メモが一度消去したイメージを再生することがで

きれば，ヒトの心的メカニズムにより近い装置だと考えることができるとし

ながらも，ヒトの意識のように再生できないことを認めている．そして，マ

ジック・メモが，消去されたイメージを，装置の内部から再生することがで

きれば，これこそまさに「マジック」だと書いている．2-20） そこで，次

に，マジック・メモにおける，行為，痕跡，イメージの関係を，イメージの

再生という観点から考察する．

　イメージは，痕跡との関係を失うと，行為との関係も同時に失って，消え

去り，二度と再生されない．しかし，行為と結びついた痕跡は残り続けてい

るのだから，イメージが行為とともに消えてしまうのであれば，マジック・

メモ自体が，残された痕跡に基づいて，行為を遂行することができれば，イ

メージは再生されるはずである．さらに，痕跡と密着しているときには，イ

メージは，行為の層と分離ができ，より克明に表示されることから，も

し，道具の内部からイメージを再生することができば，イメージの層を保護

する役割も持つ行為の層は必要なくなり，より鮮やかなイメージを表示でき

るはずである．だが，マジック・メモは，イメージを再生できない．なぜ

か．それは，マジック・メモが，イメージを表示するための行為を遂行でき
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フロイト (1996)，pp.310-311



ないからである．行為を遂行するのは，私たち，ヒトなのである．マジッ

ク・メモでは，私たちの行為が，イメージ，痕跡を作り出すのであって，痕

跡から，イメージ，行為が作り出されることはない．言い換えれば，マジッ

ク・メモは，常に，その外部に，直接痕跡を刻み込む行為を行う主体の存

在を必要とするといえる．それゆえに，マジック・メモは，遂行された行為

が，最下層にそのままの形で受け渡されるのに適した垂直の三層構造を，

私たちに提供しているのである．

　では，なぜ，マジック・メモは，内部からイメージを再生するための行為

を遂行できないのであろうか．このことを考えるために，フロイトが「マ

ジック・メモについてのメモ」の最後に「片手でマジック・メモの表面にメ

モを書きながら，別の手で定期的にカバー・シートを鑞盤から剥がしている

と想像すると，人間の心の知覚機能についてわたしが思い描いているイメー

ジに近くなろう」2-21) と書いていることに注目したい．メアリー・アン・

ドーンは，このヒトの両手による行為によって，マジック・メモにもたらさ

れる断続的な動きそのものが意識の役割であり，フロイトは，その断続性

を，時間の概念として考えていたと指摘している．2-22) さらに，フロイトの

無意識について，彼女は，次のように書いている．

フロイトにとって無意識は無時間性によって特徴づけられる完全な保

存の場所である．時間は記憶を浸食するどころか，記憶を保護するシ

ステムの効果なのである．無意識は安息の地であり，表象の純粋な空

間であり，そして主体は喪失のない完全な読解の場なのだ．2-23)

　ドーンの考察から，マジック・メモは，ワックス・ボードの上に「喪失の

ない完全な読解」のための「持続的な痕跡」を残すことから，「無時間性に

よって特徴づけられる完全な保存の場所」という無意識の働きをする部分を

もつ道具であると同時に，ヒトに時間の概念をもたらす断続的働きをする意

識の部分に関しては，私たちの両手による外部からの行為という形で，与え

られている道具であるといえる．

　このことから，ヒトの意識のような固有の時間を生み出す部分を道具の内

部に持たないマジック・メモには，固有の時間がないといえる．ここに存在

するのは，ヒトが遂行する描く行為を，そのまま受け入れることで，はじめ

て時間が発生する装置である．しかし，描く行為は，一度受け入れられる

と，そのままの形で．無時間的な痕跡の層に「持続的な痕跡」として保存さ

れてしまう．外部からのヒトの描く行為が，無時間的な層に保存されるがゆ

えに，マジック・メモは，その痕跡に基づいて，行為を遂行し，イメージを
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同上書，pp.312

2-22）
メアリー・アン・ドーン，「フロイ
ト，マレー，そして映画：時間性，
保存，読解可能性」，『アンチ・ス
ペクタクル　 沸騰する映像文化の考
古学』，長谷正人・中村秀之編訳，
東京大学出版会， 2003，pp.57-58

2-23）
同上書，p.84



表示するということができない．マジック・メモがイメージを再生できない

理由のひとつとして，このように考えることができる．逆に，内部に固有の

時間をもつ装置においては，フロイトが，「マジック」と呼ぶ内部からイ

メージを再生し，それを表示する行為が可能であり，この新たな道具で

は，行為，痕跡，イメージを巡る新しい関係があると考えられる．

2.3 スケッチパッド：行為＝痕跡＝イメージを解体する「変換」という操作

　 スケッチパッドは，1960年代に，マサチューセッツ工科大学のリンカー

ン研究所で行われていた研究プロジェクト “Computer-Aided Design” の集

大成的なプログラムとして，1963年にアイヴァン・サザーランドが作り出

したものである．スケッチパッドのシステムは，TX-2コンピュータ，CRT 

ディスプレイ，ライトペン，押しボタン，コントロール・ノブから構成さ

れ，ライトペンを用いて，ディスプレイ上に，幾何学図形を何度でも正確に

描くことができた．サザーランドは，「この装置は，従来の視覚的表現に

はまったくみることができないコンセプトを実現しており，その一つとして

『拘束』がある」 2-24)  と書いている．

　「拘束」とは，プログラムを構成する変数の自由度を制限してしまうこと

であるが，スケッチパッドでは，この概念は，ユーザが予めこれから描くイ

メージを，コンピュータに対して宣言することで，描くものの自由度を制限

するというかたちで現れる（図 2-2）．描くものの自由度を制限するという

マイナスのイメージがつきまとう「拘束」を，サザーランドは，なぜ，新し

いコンセプトだとするのか．その理由を示すために，スケッチパッドで，直

線を描く手順を具体的にみていきたい．スケッチパッドで直線を描くとする

と，ユーザは，まず「直線」のボタンを押さなければならない．その後，
20

2-24）
Sutherland (2001), p.236

図 2-1　スケッチパッド

図2-1
Matthias Müller-Prove, ‘Vision 
and Reality of Hypertext and 
Graphical User Interfaces’ 2002
http://www.mprove.de/diplom/
t e x t / 3 . 1 . 2 _ s k e t c hp ad . h tm l 
(2008.12.21 アクセス)



ディスプレイ上に，ライトペンを使って直線を描くのであるが，その際に，

描く行為の軌跡が真っ直ぐである必要はない．なぜなら，直線を描くために

は始点と終点さえ決まればいいからである．つまり，コンピュータに予め

「直線」を描くことを示しているので，ヒトの描く行為の軌跡がたとえ曲

がっていたとしても，コンピュータは，その軌跡から始点と終点を抽出し

て，それらを結ぶ直線を表示するのである．確かにこの「拘束」は，現在の

グラフィクス・ソフトウェアでも使われており，私たちがディスプレイに

「直線」や「円」を表示させるのに大いに役立っている．それゆえに，サ

ザーランドが「拘束」を，描くことの自由度を制限するにもかかわらず新し

い表現と呼んでいることは理解できる．

　しかし，この「拘束」という概念は，ただ便利なものとして考えてしまっ

ていいのであろうか．「拘束」を実装したスケッチパッドは，前もって知ら

されていた情報に基づいて，ヒトによって遂行された描く行為とは必ずしも

一致しない図形を，幾何学的な形でディスプレイに表示する．そのとき，私

たちは，ディスプレイに描く行為と結びついた痕跡を確認することができな

い．ここには，使いやすさだけでは済ますことができない描くことにおけ

る，行為，痕跡，イメージの関係が変化が，マジック・メモが示したものと

は異なった形でみることができると考えられる．そこで，サザーランドが視

覚的表現には従来なかったと呼ぶ「拘束」という概念を実現したスケッチ

パッドが示す，行為，痕跡，イメージの関係を考察する．

　なぜ，「拘束」が可能となっているのであろうか．私たちは，前節で行っ

たマジック・メモの考察の最後に，もし装置が独自の時間をもつとしたら，

行為，痕跡，イメージを巡る新しい関係があるのではないかという問いに辿

り着いた．そこで，この装置固有の時間という問題からはじめてみたい．コ
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図 2-2　スケッチパッドにおける「拘束」

図2-2
Computer Sketchpad, 1967
http://www.wgbh.org/article?
item_id=3360989 (2008.12.21 ア
クセス)



ンピュータの登場によって，ヒトの時間意識に革命が起きたと主張するジェ

レミー・リフキンは，『タイムウォーズ』の中で，次のように書いている．

ボルターは，ちょうど石炭が蒸気機関の力の源泉であるように，時間

がコンピュータの力の源泉であると評し，時間は「電気エネルギーの

何十億回とも知れないインパルスをデータ操作の有用な指令に」変え

るために使用されると述べている．時計とコンピュータとの違いは

「普通の時計がそれぞれ均一の長さの秒，分，時の連続をつくり出す

だけなのに対して，コンピュータは秒やマイクロ秒やナノ秒を情報に

変える」という点にある．この新しい計時器にかかると，時間はもは

や出来事の外部に存在する唯一不変な基準点ではなくなる．時間はい

まや「情報」になり，中央処理装置によって直接にプログラムに組み

こまれる．コンピュータの出現によって，われわれは「多様な時間」

の時代に入る．どのプログラムもそれ自体の順序，継続期間，リズ

ム，すなわちそれ独自の時間を持つ．2-25)

　コンピュータは，その内部に固有の時間を持っており，私たちが「多様な

時間」の時代にいると，リフキンは指摘する．また，デジタル・イメージと

身体性の関係を考察するマーク・ハンセンも，コンピュータが行うプロセッ

シングの微少な時間の存在によって，ヒトの「今」が変容してきているとし

ている．2-26) これらの指摘から，コンピュータには，時計によって測られる

ヒトのための時間とは異なる，装置に固有の時間が存在しており，私たちに

影響を与えていることが考えられる．このコンピュータに固有の時間を，ヒ

トの描く行為との関係において考える．

　 装置に固有の時間という考えは，フロイトが取り上げたマジック・メモ

にはなかったものである．なぜなら，マジック・メモでは，外から加わる

ヒトの描く行為によって，装置に時間が与えられていたからである．コン

ピュータが，ヒトのためではない独自の時間をもち，そこから有用な情報を

作り出すことは，フロイトがマジック・メモに求めた「マジック」，装置の

内部で，描く行為が遂行され，イメージが再生してくることに近い．コン

ピュータが，ヒトとは異なる時間に基づいて動いていることは，スケッチ

パッドが，実際に遂行された描く行為とは，必ずしも一致しないイメージを

ディスプレイに表示することに深く関係していると考えられる．このことを

考察するために，Computer-Aided Design プロジェクトにおいて，理論的

中心人物であった，ダグラス・T・ロスの考えを参照する．
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ジェレミー・リフキン，『タイム
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2-26）
Mark B. N. Hansen, “New 
philosophy for new media”, MIT 
Press, 2004, pp.266-267



私たちの Computer-Aided Design の目的を実現するためには，実際

のリアリティそのものの正確な表現をコンピュータ内部に創造しなけ

ればならない．このことが，モデリングの概念を強調する理由であ

る．実際，部分を形成することは，唯一の解かれるべき問題に関する

リアリティなのである．この理想化されたリアリティと本当のリアリ

ティを一致させることは，知覚することやリアリティに直接関係のあ

る側面の全てに表現を与える命題を知的に生成できるかどうかにか

かっている．2-27)

　ロスの言葉から，Computer-Aided Design の目的は，イメージを描く行

為そのものを問題にすること．つまり，描く行為に関する正確な命題を，

コンピュータに与えることであり，それは，描く行為が，どのようなことな

のかということを，コンピュータが扱える理想的な命題の集まりとして記述

することであったといえる．この作業は，ヒトの行為を，コンピュータのた

めに形成していくこと，つまり描く行為を，コンピュータのために，ヒトが

遂行するものとは全く異なる行為として記述することを意味した．　

　この行為の形成は，“n-component elements” と “plex” 構造というコン

セプトとして示された．n-component elements とは，一つの問題に関して

の情報がまとめられた一つのユニットのことである．そこでは，多くの構

成要素の一つ一つが，それぞれ特定の性質をもつものとして存在している．

これらの特定の要素が，次々と結びついていくことによって，その問題を表

すのにふさわしい構造となり，この構造が，plex と呼ばれる．つま

り，plex は「n-component elements が相互に結びついた一つのセッ

ト」2-28) ということになる．コンピュータに直線を表示させることを例とし

て，ロスはこのシステムを説明している．まず，「直線」という要素は，直

線の性質を示すための「タイプ」という成分を含んでいる．そのときに，な

ぜ，その「タイプ」を含む要素が，「直線」と呼ばれるかは，そのようなタ

イプをもつものを「直線」と呼ぶように指示する「名前」という成分が，そ

のことを決定しているからである．そして，直線を示す「タイプ」によっ

て，これから描くものは，二つの先端をもつものであるということも決定さ

れるのだが，この先端の要素も，それぞれ「タイプ」と「名前」という成分

をもつことで，その性質と働きと名前が決定されている．それらは，x，y 

と呼ばれ，直線の要素の中に組み込まれて，直線を構成するようにな

る．x，y という二つの点は，直線の要素に組み込まれることによって，そ

の間の関係が決定される．2-29) このようにして，直線は，様々な成分によっ
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て性質を決定づけられた要素によって構成され，ディスプレイに表示され

る．

　ここで重要なのは，描く行為が，選択の連続によってイメージを表示させ

る行為に置き換わっていることである．ロスの考案したシステムのもとで直

線を描く際に，私たちが行っていることは，まず，「直線」と呼ばれる性質

を選び，次に，その始点と終点を選ぶということである．後は，コンピュー

タが，自動的に，その始点と終点を直線の性質を満たすように結んだイメー

ジを表示することになる．そのとき，直線を表示するために，私たちの選

択とは別に，コンピュータ独自の選択が，コンピュータの内部で行われる．

それは，ヒトの行為をより正確な直線として表示するということに関して，

普通では考えられないほどの細かい分類が，プログラムという形でコン

ピュータに与えられ，実行されていることを意味する．コンピュータは，電

気エネルギーの断続的な動きを利用した固有の時間の中で，膨大な要素の中

から，ユーザが遂行する行為に一致するものを瞬時に選択し，それらを結び

つけて，イメージを表示する．このように，ヒトが，スケッチパッドを用い

てイメージを描いているとき，このシステムの中心に存在するコンピュータ

は，私たちとは全く異なる選択行為という形式で，ヒトの描く行為を理解

し，イメージを表示している．

　ここには，二つの行為のリアリティが存在することになる．ヒトの描く行

為と，コンピュータの選択行為である．そこで，ロスが「理想化されたリア

リティと本当のリアリティを一致させること」2-30) と書くように，コン

ピュータとヒトは，双方が理解できる形式で，問題解決の仕方を互いに示す

必要がでてくる．つまり，コンピュータの選択行為とヒトの描く行為とい

う，二つの行為がもつリアリティを一致させるようにしなければならないの

である．この作業を経ることによって，私たちはコンピュータ内部の複雑な

構造を気にすることなく，選択行為を描く行為と同様のものとして遂行でき

るようになる．この行為のリアリティを一致させることについて，サザーラ

ンドは次のように指摘している．

コンピュータの外の情報の形式と，コンピュータ内部の情報の形式

は，大抵，大きく異なっている．人間は，十進法で数字を扱いたい

が，コンピュータは二進法を用いたい．また，人間は，ドル記号や，

別々にされたユニットやプリントされたものなどを望むのだが，コン

ピュータは，数字を扱うだけである．入出力の情報のための望ましい

形式を明らかにすることは，プログラミングにおいて重要なことであ
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り，特定の形式へ，もしくは，特定の形式から別の形式へ，情報を変

換することは，コンピュータにおいて最も重要な機能である．2-31)

　ここで，サザーランドは，コンピュータの最も重要な機能を「情報を変換

すること」としている．私たちは，コンピュータとヒトとの間を行き交う情

報の形式を，双方が理解できる形へ，コンピュータに変換させなければなら

ないのである．このことから，スケッチパッドにおいては，ヒトの描く行為

を，コンピュータに対して理解できる形式に変換し，コンピュータの選択行

為を，ヒトが理解できる形式に変換することが，最も重要な問題となるは

ずである．つまり，この情報形式の変換に伴って，ヒトの行為の変化が起こ

り，描く行為が，選択行為になるのである．この行為の変化を詳しくみてい

く必要がある．なぜなら，このコンピュータ・グラフィクス・システムは，

ヒトとコンピュータの異なる行為のリアリティを一致させるために，描く行

為と選択行為を相互に理想的な形式に変換し，互いに意味あるものとして向

かい合わせているからである．それゆえに，スケッチパッドは，ヒトとコン

ピュータとの対話という領域において，大きな影響力を持っているのであ

る．

　この行為の変化を示す兆候は，ヒトとコンピュータとが向き合うインター

フェイスのデザインにみることができると考えられる．なぜなら，ヒトとコ

ンピュータとが物理的に接触するインターフェイスが，異なる二つのリアリ

ティを一致させ調停する役割を担っていると考えるからである．そこで，次

に，スケッチパッドで生じた行為の変化を，そのインターフェイス・デザイ

ンにおける，行為，痕跡，イメージの関係から考察していく．

　スケッチパッドは，イメージを描くためのライトペンと，その種類を決め

る押しボタン，それを表示する CRT ディスプレイというインターフェイス

をもっている．この中で，サザーランドが「ディスプレイ表面に，直接，痕

跡を刻まないペン」2-32)と考えているライトペンが最も特徴的なデバイスで

ある．そこで，このライトペンが，なぜ直接，痕跡を刻まないのかというこ

とを，行為の変化という点から考えていきたい．

　 ライトペンを開発した，ロバート・ストッツは，「ライトペンは，まっ

たく新しい表現メディアである」2-33) とし，その理由として，次のように書

いている．

ライトペンは，光電性の装置である．この装置は，ペンの先のレンズ

によってとらえられた光に反応する．とらえられた光は増幅されて，

信号となり，コンピュータへと送りかえされる．コンピュータ内部で
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は，送りかえされた信号がプログラムによって判断され，分岐条件と

して機能する．2-34)

　ストッツの言葉から，サザーランドの言うように，ライトペンが，CRT 

ディスプレイの表面に直接，痕跡を刻んで，イメージを描いているのではな

いということがわかる（図 2-3）．ライトペンが行っていることは，ディス

プレイから発せられる光を感知して，その光を電気信号に変換し，コン

ピュータに送りかえすことである．このことから，ライトペンは，はじめ

に，ディスプレイに表示される光をとらえなければ，イメージを描くことが

できないことになる．そこで，サザーランドは，ディスプレイに何も描かれ

ていない際には「INK」という文字を提示しておき，その光をライトペンで

「触る（touching）」ことで，プログラムが開始されるようにした．この

ことを，サザーランドは「筆入れ（inking-up）」と呼んでいた．2-35)

　筆入れがなされると，コンピュータは，ライトペンがどのようなイメージ

を描いているのかを，その動きから常に位置を特定する追跡プログラムを用

いて推測し，ユーザに提示していく．その際に機能するのが，多くのボタン

である．このボタンを，ユーザが描きたいものに応じて選択することによっ
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Ibid., p.323

図 2-3　光を電気信号に変換するライトペン

図 2-4　スケッチパッドの電気信号の流れ
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図2-3
Sutherland (1966), p.91

図2-4
Sutherland (1966), p.91



て，コンピュータは，ライトペンの動きと押されたボタンの性質から，ユー

ザが描こうとしているイメージを計算し，ディスプレイに表示する（図

2-4）．このイメージの表示及び，ライトペンの動きをとらえるため

に，CRT ディスプレイの表面は，ヒトには見えないが，格子状に区切られ

ている．2-36) この格子の交点のどこにライトペンがあるのかということで，

コンピュータは，ライトペンの位置を知る．つまり，ライトペンが，ディス

プレイのどこを「触っている」のかを，コンピュータが計測し，位置情報と

して確かめているのである．

　ここに，マジック・メモで，私たちがイメージを描くために行っていた尖

筆による痕跡付けに基づく描く行為が，ライトペンによるディスプレイ上の

光の選択という，コンピュータがイメージを表示するために理想的な，位置

情報の選択行為に変化している様子をみることができる．そして，「ライト

ペンによって変更されたイメージの一部は，できるだけ早く再計算されて，

再び，次の位置に表示される」2-37) ことで，ディスプレイにイメージが表れ

る．

　このように，ライトペンという筆記具は，プログラムのために，ディスプ

レイ上の位置情報を示す光の点を選択する道具となっており，ディスプレイ

表面に，直接，痕跡を刻むことはない．その代わりに，CRT ディスプレイ

自体が，コンピュータからの指示により，自らビームを発し，スクリーン表

面の蛍光物質を変化させて，イメージを表示する．その際に，私たちに提示

されるものは，ディプレイ上の蛍光物質の物質的変化による痕跡だとハイル

ズは考えているのだが，2-38)　プールによれば，それは，ユーザの眼に見え

る表示を行うために，電子ビームの持つエネルギーが，光のエネルギーに変

換されたものであり，2-39) CRT ディスプレイは「電気信号を眼に見える形

にする変換する装置」なのである．2-40)

　ここで起こっているのは，コンピュータが，ヒトに描く行為のリアリティ

を与えるために，変換の作用によって，イメージをディスプレイ表面に定着

させているということなのである．このディスプレイから放たれる光が，ラ

イトペンによってピックアップされ，電気信号に変換された後，コンピュー

タに送り返され，プログラムという装置固有の時間に沿って，様々な変換が

なされ，再び，ディスプレイに表示されている．

　ここにはマジック・メモが示したような描く行為と直接結びついていると

いう意味での「持続的な痕跡」はない．そもそも，スケッチパッドは，従来

の意味での描く行為を遂行させる表面を，ヒトに提供していない．スケッチ

パッドでは，描く行為そのものが，選択行為へと変化しているからである．

そして，選択行為によって引き起こされるのは変換という操作であって，私
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たちの行為は，すぐさま電気信号等の他の何かに変換されてしまう．この意

味で，スケッチパッドでは，サザーランドが指摘するように描く行為が，ど

こかの表面で遂行され，その行為によって直接痕跡が刻まれることはない．

マジック・メモでは，垂直方向に密着した三層という構造によって「行為の

層」で遂行された行為が，そのままの形で「イメージの層」を通り抜け，最

も下の「痕跡の層」に辿り着いた．しかし，スケッチパッドでは，行為と痕

跡との間に変換という操作が加わるために，描く行為が示していた，行為が

直接痕跡へと受け渡されることがなくなったのである．つまり，変換とい

う操作によって，行為と痕跡は互いから引き離される．よって，マジック・

メモでは行為と結びついていた「持続的な痕跡」は存在していたが，スケッ

チパッドにおいて，もはやそれは存在していないのである．この変換という

操作によって行為と痕跡の関係が解体したことから，イメージを表示させる

ためのヒトの行為が，描くことから，選択することへと変化したと考えるこ

とができる．

　マジック・メモで，既に，イメージと痕跡との関係は緩んでいたが，ま

だ，行為と痕跡は結びついた．それゆえに，行為は痕跡に縛られ，内部か

ら，イメージを再生させることができないでいた．そこに変換という操作が

加わることで，痕跡が表面上無くなり，この結びつきが無効となった．その

結果，行為，イメージ，痕跡のそれぞれが互いから自由になり，「描く」か

ら「選択」へという行為の変化が起こったといえる．また，イメージは，コ

ンピュータによる変換という独自の時間によって遂行される行為によって，

装置の内部から再生されるようになった．イメージと痕跡との間にも，変換

が行われるために，そのつながりはマジック・メモでの密着のように直接的

ではなくなっている．それゆえに，痕跡との関係を失った後でも，イメージ

は消えることなくディスプレイに表示される．

　さらに，スケッチパッドでは，イメージを表示する表面は，マジック・メ

モのように行為を受け入れる層による保護を受けなくてもよいものに変化し

ている．サザーランドは，変換によって，イメージが作り出されるコン

ピュータ・スクリーンのことを「数学的世界の鏡」と呼び，コンピュータ

は，数学的構造の抽象的な性質を，ルイス・キャロルの『不思議の国のア

リス』のように，人間が適応できる表現の世界へと変換するものだとしてい

る．2-41) そして，スケッチパッドをはじめとするコンピュータは，数学的に

正しい幾何学図形を，CRT ディスプレイに映し出すことで，ユーザの抽象

的思考を助けることを一つの目的にしていると，彼は述べている．2-42) この

「数学的世界」と，それを映し出す「鏡」としての CRT ディスプレイを，

イメージと痕跡という関係から考察すると，そこには痕跡付けに基づいた描
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く行為が意味をなさない世界が存在している．なぜなら，コンピュータが，

プログラムという一つの公理系に基づいて，多くの命題の選択から生み出す

正確な幾何学図形は，その正確さゆえに「どんなに鋭利な針や尖筆をもって

しても切れ目や刻み目をつけることができず，またいかなる溝や皺もそこに

跡を残すことができないようになっている」2-43) と，ミッシェル・セールが

指摘する抽象的幾何学空間に属していると考えることができるからである．

それゆえに，私たちがそこでできるのは，抽象的幾何学図形を選択するこ

とだけとなる．

　また，変換によって，純粋な光エネルギーとしてのイメージを作り出す

ディスプレイ装置は，ドゥルーズが，モンドリアンなどの抽象絵画が展開し

た「抽象的形体は純粋に光学的な新しい空間に属し，しかもこの空間はも

はや手覚や触覚による構成要素はそれを，この空間それ自身に従わせる必要

さえない」といった「抽象的光学的空間」を構成しているということができ

る．2-44) サザーランドは，「抽象的幾何学空間」を生み出すコンピュータと

「抽象的光学的空間」を生み出すCRT ディスプレイというふたつの装置を

結びつけることによって，行為と痕跡から自由になり，より克明になったイ

メージを表示するための強固な表面を，私たちに提示したといえる．私たち

は，この新たな表面の上で，選択行為によって描くという新たな行為を遂行

しているのである．

　この新たな行為を，私たちが受け入れてしまうのは，サザーランドらの研

究開発によって，行為＝痕跡＝イメージという関係に基づいた描く行為とい

うヒトが長く抱いてきたリアリティの外観，つまり，ライトペンという「ペ

ン」を持ち，ディスプレイという「紙」に向かっているようにみえる行為

を，スケッチパッドが採用しているからである．つまり，スケッチパッドに

おけるリアリティを一致させるという作業は，私たちが慣れ親しんだ描く行

為を遂行する形式を，新しい選択行為に適用したということを意味するので

ある．しかし，選択行為には，この行為に適した行為遂行の形式が存在す

るはずである．

2.4 ペンからマウスへ：ヒトとコンピュータとの共進化
　

　 スケッチパッドを開発した二年後の1965年に，サザーランドは「究極の

ディスプレイ」という論文を書いている．このテキストの後半部分は，

ヴァーチャル・リアリティの登場を予言したものとして有名なのだが，前半

部分には，コンピュータと向き合う際に必要とされるヒトの行為と当時の入

力デバイスの状況が書かれている．2-45)

29

2-43）
ミッシェル・セール，『幾何学の起
源』豊田彰訳，法政大学出版
局，2003，p.8

2-44）
ドゥルーズ (2004)，p.97

2-45)
Sutherland (2001), pp.234-236



 サザーランドは，安価で，信頼性もあり，電送可能な信号を容易に発生さ

せられることから，タイプライターのキーボードがコンピュータの入力の装

置の基本となっていることを指摘する．2-46) さらに，キーボードがインター

フェイスの基本となるにちがいないので，ユーザはタッチタイプを習得しな

ければならないという予言までしている．そして，その他の入力デバイスと

して，スケッチパッドで用いたライトペンと，ランド社が開発したタブレッ

トを挙げ，この二つのデバイスは，ディスプレイ上の対象を選択すること

と，コンピュータで何かを描くことを行うのにとても便利だと書いてい

る．2-47)

　ここで，サザーランドは選択行為と描く行為を遂行するための道具として

ライトペンとタブレットを挙げているのであるが，コンピュータのプログラ

ムで一番必要とされるのは，ヒトがディスプレイのどこを指さしているのか

を知ることであると指摘する．2-48) 描く行為が，ディスプレイ上の点を指さ

すという選択行為によって構成されていることを，サザーランドは認識して

いた．この認識を持ちながらも，サザーランドは，選択行為を描く行為で

遂行するという方向でスケッチパッドを開発し，行為を遂行する形式に，

「ペン」で「紙」に向かって描く行為を踏襲したものを採用した．スケッチ

パッドが描く行為の形式を採用していることに関して，ティエリー・バー

ディニは興味深い指摘をしている．

スケッチパッドのスタイラスは，ユーザーの手と目を画面上の表示と

結びつけた．ペンは，杖の先の目と画面上のペンという，両方の役目

を果たしていたと言える．したがってこれは，電信技術からタイプラ

イターまで，目で見たものから手でやることを切り離すように進んで

きた入出力技術の歴史の趨勢を逆転させるものだった．2-49)

　ここで注目したいのは，バーディニが，スケッチパッドでは，行為を遂行

する面とイメージを表示する面が同一なのに対して，タイプライターではそ

れぞれが切り離されて別の面となっていると指摘している点である．

　確かにスケッチパッドでは，選択行為を遂行する面と，その行為の結果が

表示される面は同一である．しかし，ライトペンは，「ペン」という形式

は保っているが，実際には描く行為のための機能を果たしていない．それは

ただ単に「杖の先の目」として選択行為を遂行するために機能しているにす

ぎない．それゆえに，スケッチパッドでは，手と目は同一平面に集約されて

いるのは事実であるが，そこでペンを持つ手によって遂行されているように

みえる描く行為は，実際は，目でみる選択行為なので，「拘束」の概念に基
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づいた手の行為の軌跡とその結果映し出されるイメージとが一致しない表現

が可能なのである．

　以上のことから，スケッチパッドでも，目で見るものと手でやることとは

切り離されていると考えられる．にもかかわらず，バーディニが，スケッチ

パッドが「入出力技術の歴史の趨勢を逆転させるもの」であるとしてしまう

のは，バーディニが，スケッチパッドで遂行されているのが描く行為ではな

く選択行為になっていることを見逃しているからである．スケッチパッドで

起きている手と目の分離が選択行為に基づいて起こっているために，手と目

が行為を遂行する面が分離していなくても，「目で見たものから手でやるこ

とを切り離す」ことが可能になっているのである．

　ここでスケッチパッドと対比されているタイプライターを考えると，この

道具は，文字を描く行為を，ボタンの選択行為に変えたものだといえる．

よって，ペンで文字を描くときには，その先と紙とが触れ合っているところ

見ながら，ペンを導いていく必要があるのに対して，タイプライターでは，

ボタンの位置を憶えてしまえば．それを押すところを見ることなく行為を遂

行できる．このように，タイプライターは，描く行為を選択行為に変更した

することで，行為遂行面とイメージ表示面とを分離させているようにみえ

る．

 しかし，タイプライターを，行為＝痕跡＝イメージの関係から分析する

と，この道具は，行為＝痕跡＝イメージを保持したメカニズムのまま，行為

が遂行される表面と，イメージと痕跡が表示される表面を二つに分離したも

のだといえる．なぜなら，あるひとつのボタンを押した行為の力が，そのま

まの形で，文字のハンマーにつながり，インクリボンを通して，印字面に伝

わり，それが痕跡になり，イメージとなって，私たちに表示されるからであ

る．行為の力そのものは変更せずに，その方向だけを機械的に変更するこ

とで，行為遂行面とイメージ表示面とを分離させているのである．
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　ここでまた，スケッチパッドとタイプライターとを対比させると，タイプ

ライターが選択行為を通して描く行為を行うの対して，スケッチパッドは描

く行為を模した選択行為を行うと考えることができる．

　このスケッチパッドとタイプライターの双方からの影響を受けて開発され

たのが，ランド社のタブレット（図 2-5）である．その開発をまとめたキー

ス・アンキャファーは，スケッチパッドと同様に，ディスプレイの表面で直

接，選択行為をすることを試みたが，行為を遂行する私たちの手が邪魔に

なったので，タイプライターを参照して，選択行為を遂行する面とイメージ

の表示面を切り離したとしている．2-50) 

　このことは，タイプライターが，行為の力をそのまま伝えるという形で，

行為遂行面とイメージ表示面の間に対応関係を形成していたように，この二

つの面の間に一定の対応関係を作れば，分離させることが可能であることを

示している．タブレットは，手の代わりとなる光の点を，ディスプレイに表

示することで，この分離を可能にした行為遂行面とイメージ表示面との対応

を作り出している．スケッチパッドでも，ライトペンが指さす先に十字が表

示されていたのだが，行為遂行とイメージ表示が同一平面で行われていたた

めに，それが見えにくくなっている．ライトペンの先に，その十字が表示さ

れているのだから，私たちの手などでそれが見えにくいのは当然である．逆

に言えば，タブレットは，この見えにくさを，タイプライターという行為遂

行面とイメージ表示面を分離した道具を参照することで，自然なかたちで解

体してしまったといえる．

　スケッチパッドが，行為＝痕跡＝イメージの関係を解体して，描く行為を

選択行為へと変え，タブレットが行為遂行面とイメージ表示面を分離させ

た．しかし，これらの変化に関わらず，ヒトが描く行為に使用し続けている

「ペン」という細長い棒状のものは，そのまま使われ続けられていた．それ

は，この二つのシステムが，描く行為に囚われていることを示している．コ

ンピュータとの対話で，実際に行っていることは，選択行為であると知りな

がらも，ヒトは描く行為を模してしか，選択行為を実現できていない．ここ

には，ヒトがコンピュータという選択に基づいて機能する新しい装置を手に

入れたとしても，そこで行われる行為の形式は．ヒトが長い間慣れ親しんで

きた描く行為であり続けるべきだという考えをみることができる．

　 このような状況の中，ダグラス・エンゲルバートとビル・イングリッシュ

は，ペンとは全く異なる形をしたマウスと呼ばれる入力デバイスを開発す

る．そして，今では，ライトペンやタブレットではなくマウスが，キーボー

ドと共に標準の入力デバイスとなっている．しかし，なぜ，ペンではなく，
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マウスなのであろうか．その手がかりを，開発者であるエンゲルバートの思

想から考えていきたい．

　エンゲルバートは，コンピュータを「ヒトの知能を補強増大」する装置と

して考え，1962年に「ヒトの知能を補強増大させるための概念フレーム

ワーク」という論文を発表している．その中で，彼は，「H-LAM/T」とい

うシステムを提示している．「H-LAM/T」とは，ヒト（H）が，言語（L）

と人工物（A）と方法論（M）を持ち，それらを効果的に使用するための訓

練（T）を行うことを意味する．2-51)　例えば，メモを書くという行為を考え

ると，そこには，言語の習得，手の筋肉運動を協調させ鉛筆を持つこと，

文字の筆記，文章の作成というさまざまなプロセスが存在していることがわ

かる．ヒトは「一群の基本的な感覚・心理・運動のプロセス能力からス

タートし，ある種の人工物プロセスをそれらに加える」2-52) ことで，ひとつ

の行為を成立させる多くのプロセスを実行している．そして，行為の実行に

は，ある程度の身体的訓練によって，鉛筆などの人工物の使い方を身につけ

ることが必要であるから，「H-LAM/T」なのである．ヒトと人工物との関

係を，エンゲルバートは次のように詳述している．

各個人はどうやら，プロセス能力のレパートリー（貯蔵庫・宝庫）と

いったものを発達させ，そのなかから実行するプロセスを構成する能

力を選びだしているらしい．このレパートリーは道具一式のようなも

のである．機械工は自分の道具で何ができ，いかに道具を使うかを知

らなくてはならないが，同様に知的ワーカーも，自分の道具の能力を

知り，それを使いこなすための方法論，戦略，実用的なやり方を身に

つけていなければならない．個人のレパートリーにおける全てのプロ

セス能力は，究極的には個人および持ち合わせの人工物の基本的能力

に依存しており，そしてレパートリー全体は統合された階層構造（こ

れを「レパートリー階層」と呼ぶ）をなしている．2-53)

　

　さらに，新たな人工物の追加などによって，プロセスの一部を変更するだ

けで，プロセスのレパートリー階層全体を変化させることになると，エンゲ

ルバートは考えていた．2-53) ここから，能力のレパートリー階層の変更可能

部分を再設計して，ヒトの基本的能力の有効性を増すことが，エンゲルバー

トの目標となった．これまでに，ヒトは言語を得ることで概念を操作でき

るようになり，さらに鉛筆などの外部シンボル操作のための道具を用いて知

的能力を増幅させてきた．そこで，エンゲルバートは「言語がヒトの思考に

影響を与える」というベンジャミン・リー・ウォーフの仮説から，「文化の
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なかで使われる言語ならびに有効な知的活動能力は，その進展過程におい

て，個人がシンボルの外部操作を制御する手段によって直接影響を受け

る」2-55) というネオ-ウォーフ仮説を提示する．この仮説から，シンボルの

外部操作を自動化するという極めて新しい手段を可能にしつつあったコン

ピュータが，ヒトの知的活動を変化させる人工物として位置づけられ，ヒト

の知的活動能力に大きな影響を与えるものとして考えられる．そして，エン

ゲルバートは，人工物とヒトとの物理的・身体的な接触こそが，ヒトとコン

ピュータとの結合の仕方に最も影響を与える基本的なレベルと考え，その結

合をより自然なものにするための適切な入力デバイスを求めた．

　 その結果，片手で文字入力を行うコードキーセットと，選択行為を行う

マウス（図 2-6）が開発された．コードキーセットは，文字入力デバイスと

してキーボードに代わるものとなれなかったが，マウスは，主要な選択用デ

バイスとして，今も機能している．エンゲルバートの，ヒトとコンピュータ

との共進化という思想で，現在，私たちがマウスを使用する理由のすべてを

説明はできない．しかし，マウスが今でも使われているのは，やはりヒトと

コンピュータとの結合を自然なものにしたからであろう．マウスがもたらし

た，ヒトとコンピュータとの結びつきが示す「自然」とは，何かを考察す

る．

　 エンゲルバートとイングリッシュらは，1967年に選択デバイスの比較実

験をまとめた論文「テキスト操作のためのディスプレイ選択のための手

法」2-56) を発表している．その論文では，マウス，ジョイスティック，グラ

ファコン，ライトペンが比較された．その分析の中で，エンゲルバートら

は，目標選択のスピードや正確さではなく，「選択して操作するヒトの手に

どんな種類の操作が求められるか，選択デバイスを手に取ってコントロール

することの容易さ，あるいはそれを操作する姿勢に伴う疲労効果」2-57)　

が，選択用デバイスに重要なことだとしている．その結果，コンピュータの

未経験者はライトペン，経験者はマウスが，それぞれもっとも早く，正確に

目標を選択できるデバイスであることが示されている．未経験者において，

ライトペンがマウスよりもよい成績を残したのは，対象を直接指さすことが
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図 2-6　エンゲルバートらが開発したマウス

2-56）
William K. English, Douglas C. 
Engelbart and Melvyn L. Berman, 
`Display-Selection Techniques for 
Te x t Man i p u l a t i o n ’ , I E EE 
Transactions on Human Factors 
in Electronics, Vol.HFE-8, No.1, 
1967 pp.5-15 

図2-6
Bootstrap Institute, http://
www.bootstrap.org/chronicle/pix/
pix.html, (2008.12.21 アクセス)

2-55）
同上書，pp.166-167

2-57）
Ibid., p.5



ヒトの本能的な行為だからだと，エンゲルバートらは分析している．このラ

イトペンの心理的な「自然さ」に対して，マウスは，テキストを選択するた

めに見なければならない画面上のカーソルと，手で実際に動かすマウスの位

置が離れているために使いこなすには多少の訓練が必要であった．しかし，

未経験者も，マウスのテキスト選択のパフォーマンスと，ライトペンと比べ

て長時間使用した際の疲労が少ない点に満足していることから，マウスも満

足できるデバイスだと，エンゲルバートらは結論づける．2-58)

　 エンゲルバートの実験が示しているように，マウスは，ライトペンとは異

なり，ヒトにとって自然なものではないが，コンピュータの入力装置として

は優れていた．ここには，ヒトにとって「自然」なものが，コンピュータと

の対話の道具としては最適なものではないという，ねじれが生じている．だ

が，コンピュータと向き合ったときに，ヒトが遂行する行為は，コンピュー

タが求める選択行為である．ならば，選択行為にとって「自然」なものが，

コンピュータ・インターフェイスには最適なものとなるはずである．つま

り，コンピュータの操作が描く行為ではなく選択行為に基づいているのなら

ば，この行為に適した道具を考える必要がある．その際に，もはや，行為＝

痕跡＝イメージの関係が解体しているため，選択行為のためにディスプレイ

に表示される点を動かすための道具として，痕跡が直接イメージを作り出す

描く行為に適した「ペン」という形にこだわる理由はない．

　 エンゲルバートは，ヒトが，コンピュータに向かって何を行っているのか

を考える．そこでは，ディスプレイ上のイメージを選択することが行われて

いる．そして，選択を効率よく行うには，自らの手で直接指さすのではな

く，手の代わりとなる点をディスプレイに表示して，その点を対象に重ねる

ことで選択行為を遂行すればよい．その点を動かすための道具を考えると，

それは直接対象を指さすためのものでも，何かを描くためのものでもない

ので，細長い棒状のかたちをしている必要はない．それは，掴みやすく動か

しやすく，長時間使用しても疲れにくい形をしていればよい．また，道具か

ら手を離しても，「ペン」のように倒れたりせずに画面上の点の位置が変わ

らないものがよい．このようなことを考慮して作り出されたのが，痕跡をつ

けるでもなく，指さすでもなく，ただ掴んで動かすことを促す四角い箱，マ

ウスであった．それは，一目見ただけでは，それを動かすことで，画面上の

点が連動して動いて対象を指さす選択行為を遂行するためのものとは想像で

きない形であった．

　 つまり，エンゲルバートが求めたのは，ディスプレイ上のイメージを選択

するために最適な道具であり，この選択行為を遂行するために，私たちが

長い間親しんできた描く行為の形式を借りる必要はないと考えたのである．
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2-58）
Ibid., 13



確かに，描く行為は，ヒトに大きな影響を与えて，その行為のために身体と

道具とのつながりを作り上げてきた．それゆえに，私たちは描く行為が遂

行することが身についているので，その行為を遂行することは容易である．

しかし，それはコンピュータという新しい対象への操作に関しては，足かせ

にしかすぎなというのがエンゲルバートの考えである．エンゲルバートは，

ヒトはコンピュータとともに共進化しなければならないと提唱し，そのため

に，ディスプレイ上の対象を指さす選択行為に適した道具を開発していくこ

とが必須であり，それがマウスであった．つまり，ヒトとコンピュータとの

最適な結合を作り出すために，ヒトにとっての「自然」な行為の一つとなっ

ていった描く行為の形式をも切り捨てるエンゲルバートの考えが，マウスを

作り出したといえる．

　そして，ヒトの身体的行為とディスプレイ上のイメージの結びつきを重要

視する考えは，oN Line System (NLS) （図2-7）としてエンゲルバートが作

り上げたシステムにおいて結実する．1968年に，エンゲルバートらは，GUI 

の確立に大きな影響を与えることになるデモ（図 2-7）を行う．そこには，

ディスプレイ上のイメージを操作しながら思考するための，イメージと身体

的行為とのフィードバック・ループが存在した．つまり，ヒトにとって「自

然」な行為を促すものではないマウスを使わせることで，行為に対して意識

的にし，行為の結果をイメージとしてディスプレイに表示させ，それを見

て，身体的行為にフィードバックさせるというシステムを，エンゲルバート

は作り上げたのである．それは，ディスプレイ上のイメージを読み取るため

に，常に自分がどんな操作を，何に対して行っているのか，ということを身

体的行為を通して意識化するためだったと考えられる．このシステムにおい

図 2-7 NLS デモ
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図2-7
Doug Engelbart: The Demo, 
h t t p : / / v i d e o . g o o g l e . c om /
v i d e o p l a y ?
docid=-8734787622017763097, 
(2008.12.21 アクセス)



てディスプレイ上のイメージは，身体的行為の確認という役割を負わされて

いる．このことは，手元ではなくディスプレイを見続けることで成立する

「行為」が行われ始めたことを示している．
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第３章　言語的記号から絵画的記号へ：プログラムとアイコン

　この章の目的は，プログラムとアイコンを，言語的記号と絵画的記号とし

て捉え，その関係を考察し，アイコンの性質を明らかにすることである，

　 前章で，コンピュータと向き合うヒトが選択行為を行っていることをみ

た．サザーランドがスケッチパッドで，ヒトの描く行為と，コンピュータの

選択行為という二つのリアリティを一致させようと試みたこと．エンゲル

バートが，選択行為のために最適化した道具としてマウスを作り出したこ

と．これらは，ヒトはイメージを描くのではなく，選択するようになってい

ることを示している．

　現在のコンピュータのデスクトップ画面には，アイコンと呼ばれるイメー

ジが映し出されている．私たちは，マウスと連動して動くディスプレイ上の

カーソルをアイコンに重ねて選択行為を行っている．アイコンというイメー

ジに関しても，私たちはそれを描くのではなく，選択していることになる．

しかし，私たちは，このアイコンについて，あまり考えてこなかったのでは

ないか．それゆえに，バーバラ・スタフォードは，アイコンを含めたコン

ピュータ・ディスプレイ上のイメージに関して，「我々がなお，無数のモニ

ター上を遊弋するばらばらな放出電子，飛び散る光点の混沌をどうまとめる

か，柔軟な方法を欠いていることに気付くべきである．それはなお，良くわ

からない図像象徴システムであるままだ」3-1　と記すのである．

　スタフォードのように，アイコンの性質を理解していないという認識から

考察をはじめたい．前章の考察から選択行為はコンピュータが求める行為で

あったことを考えると，私たちは，コンピュータが表示しているアイコンを

選択させれられているのではないか．コンピュータは，プログラムに基づい

てアイコンを表示することによって，ヒトが選択行為を遂行するように，そ

の行為を拘束しているのではないか．ここで，私たちの行為と関係を持つ以

前に，アイコンはプログラムと関係を持っていることに注目したい．アイコ

ンとプログラムの関係はどのようなものなのか．そして，プログラムとの関

係の中で，アイコンはどのような性質を持つものなのか．

　そこで本章は，アイコンとプログラムとの関係を考察し，その関係からア

イコンの性質を明らかにしていく．そのためにまず，アイコンとプログラム

との関係が，文化史において，長い間行なわれてきた絵画的記号と言語的記

号との争いの現代的な一変形であるということを示す．その後，アイコン

を，コンピュータ・ディスプレイ上に導入した，ディビッド・スミスのピグ

マリオンと，その開発言語であるスモールトークに着目し，アイコンとその
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3-1)
バーバラ・スタフォード，『ヴィ
ジュアル・アナロジー』，高山宏
訳，産業図書，2006，p.56



背後に存在しているプログラムとの関係を考える．その際に，スモールトー

クのアイデアを出したアラン・ケイが，スモールトークのオブジェクトとい

う考えは，現代のモナドみたいなものである3-2) と述べていることから，ラ

イプニッツの思想を参照する．そして，アンガス・フレッチャーのアレゴ

リー論を参照し，アレゴリーという概念を，コンピュータの情報処理という

情報科学の領域の考察に採用することによって，プログラムという言語的記

号から，なぜ，アイコンという絵画的記号が生み出されていくのかを示す．

最後に，プログラムがアイコンを表示することで隠蔽しているものから，ア

イコンが示す曖昧さと正しさを明らかにする．

3.1 絵画的記号としてのアイコンと言語的記号としてのプログラム

コンピュータ・プログラムへの「ユーザ・インターフェイス」は，い

つも象徴的である．操作のための統語的，象徴的な地図を作成してい

るので，それはいつも形式言語へと要約される．それらは，象徴的に

理解される範囲では，ソフトウェア・インターフェイスについて言わ

れるすべては，分類上，言語の項目に該当する．3-3)

　 『ソフトウェア・スタディーズ』の「インターフェイス」の項では，ユー

ザ・インターフェイスが，地図という絵画的なものでありながら，言語とし

て分類されるという矛盾を含んだ指摘がなされている．確かに，グラフィカ

ル・ユーザ・インターフェス（GUI）環境のコンピュータのデスクトップ画

面は，アイコンと呼ばれるイメージを表示しているが，それらを構成してい

るのはプログラムという言語である．それゆえに，アイコンは，プログラム

に制御された動きによって，私たちに提示され，コンピュータを操作するた

めに使われてる．しかし，その際，私たちは明らかに言語を用いて，コン

ピュータを操作するのとは異なる感覚を持っている．このアイコンとプログ

ラムの関係に，W. J. T. ミッチェルが文化史において延々と行われてきたと

指摘する「絵画的記号と言語的記号がそれぞれ，自分だけが接近可能な『自

然』に対して一種の専有権を主張しつつ，支配権を求めて繰り広げる長い闘

争」3-4) の現代版を，コンピュータ・ディスプレイに見ることができると考

える．

　ディスプレイ上には，プログラムという言語的記号から作り出された，ア

イコンという絵画的記号が表示されている．しかし，ここでのアイコンとプ

ログラムとの間の主従関係ははっきりとはしない．見えている部分が主だと

すれば，アイコンが主であるといえるが，そのアイコンをつくり出している
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3-3)
Florian Cramer & Matthew Fuller, 
‘Interface’, Matthew Fuller ed., 
“Software Studies”, MIT Press, 
2008, p. 150

3-4)
W.J.T. ミッチェル，『イコノロ
ジー』， 鈴木聡・藤巻明訳 ，勁草
書房，1992，p.48

3-2)
Alan Kay, ‘The Early History of 
Smalltalk’, Proceedings of 2nd 
ACM S IGPLAN H i s t o r y o f 
P r o g r a mm i n g L a n g u a g e s 
Conference. ACM SIGPLAN 
Notices 28(3), 1993, p. 70



のは，プログラムなので，プログラムが主だと言うこともできる．この関係

を考察する際に問題となってくるのが，「自然」という語である．アイコ

ン，及び，プログラミング言語は，どのような「自然」に接近していこうと

しているのであろうか．アイコンの登場によって，コンピュータに「使いや

すさ」がもたらされたことから考えると，アイコンは，私たちが「自然」

に，コンピュータの状況を認識できるようにするためのものと，とりあえず

は言うことができるであろう．では，プログラミング言語はどうであろう

か．言語が世界を認識するためのツールであるとすれば，これもまた，私た

ちの認識という「自然」を目指しているといえる．

　プログラミング言語は，数学の数式や，化学の化学式と同じように，ヒト

が特定の情報を効率よく認識・伝達するために作りだした人工言語の仲間

である．しかし，ラインゴールドとレヴィンが，『コンピュータ言語進化

論』の中で指摘するように，プログラミング言語が使用されるコンピュータ

は，言語や記号を操作する能力をもった，はじめての機械という側面をもっ

ている．3-5) それゆえに，その言語であるプログラムには，他の人工言語に

はない特徴が存在している．プログラミング言語を，人間の思考の伝達とい

う観点から考察する春木は，この特徴を次のように指摘する．

人工言語の１つであるプログラミング言語が，CPU に対して命令を

送るということは，見方を変えると CPU と人間の会話であると見な

すこともできます．他の人工言語では，あくまで人間同士がコミュニ

ケートする場合を想定しているのに対して，プログラミング言語はコ

ミュニケートの相手として CPU をも想定しなければならないという

点が特徴的です．そして，この CPU はノイマンロジックしか理解で

きず，またそれ以外の言語を学習しようとはしない融通のきかないや

つなのです．ですから，プログラミング言語は CPU と人間の情報の

伝達を第一義的に意識したものとなります．3-6)

　ここで言われている，ノイマンロジックとは，初期の頃から現在まで変化

していないコンピュータの基本設計のことである．それは，ノイマン型アー

キテクチャとも呼ばれ，記憶部と演算部の分離とプログラムの逐次実行方式

を，その特徴として持つものであり，そこでは「主記憶は線形構造を取

り，CPU 内部のプログラムカウンタに基づいて，一基本操作ずつ読み取り

実行」されているので，「われわれが何かの問題をプログラムで記述しよう

とするならば，記憶部に対応したデータと，演算部に対応した手続きの２つ

の要素を用い，処理の道筋は逐次的なものでなければならない」のであ
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3-5)
ハワード・ラインゴールド＆ハワー
ド・レヴィン，『コンピュータ言語
進化論』， 椋田直子訳，アス
キー，1988，p.15

3-6)
春木良且，『オブジェクト指向への
招待』， 啓学出版，1989，pp.
30-31



る．3-7) そして，プログラムは，CPU の制御を第一の目的としているため

に，CPU の原理である逐次性に適した，線形性という構造をもつ言語的記

号が，コンピュータの制御における，絶対的な支配権を獲得したのである．

　 それに対して，ディビッド・スミスは，アイコンを通して，人間が CPU 

を制御できるようにすることで，絵画的記号が CPU に対しての支配権を得

るように試みたのである．3-8) このスミスの試みは，コンピュータという情

報技術に，現実世界とのつながりを示すメタファーを導入することにつな

がっていく．その後のアイコンを操作の中心に据えた GUI の普及によっ

て，現在の多くのパソコンのディスプレイには，「情報技術に媒介されたメ

タファーの空間」3-9) が，ひろがっていったのである．ここで重要なこと

は，「メタファーの空間」，正確には，ディスプレイ上にアイコンという絵

画的記号が配置される平面が，プログラミング言語という特殊なものではあ

るが一つの言語から形成されているという認識を持つことである．GUI に

は，線形的なプログラミング言語と，平面的な情報表示形式であるアイコン

という二つの異なる性質を示すものが同時に存在していることになる．

 そこで，線形的な言語的記号と平面的な絵画的記号の関係を明確にするた

めに，テクストの線形性と画像の平面性に対立を見出すヴィレム・フルッ

サーを参照したい．3-10)

　フルッサーは，ヒトによる世界の把握の仕方が，画像からテクストへと変

わり，写真の登場によって．再び画像をもとにしたものになっているとす

る．3-11) 写真などの装置によって作られる画像のことを，フルッサーはテク

ノ画像と呼び，コミュニケーションに用いられる主要なメディアによって，

ヒトの歴史を「画像ーテクストーテクノ画像」という三つの時代に分ける．

そして，この三つの要素の関係は，テクストは画像から生まれ，テクノ画像

はテクストから生まれた装置とヒトの複合体から生み出されるのだが，テク

ノ画像の制作プロセスはブラックボックス化されているとフルッサーは考え

る．3-12)  さらに，このブラックボックスを明らかにしなければ，「私たちは

テクノ画像についていわば識字力ない人のままにとどまる」3-13) とされる．

　 フルッサーは，「画像とは，＜具象的＞な四次元的関係を二次元的関係

へと縮減したもの」3-14) と定義する．そして，画像を解釈する際にヒトが体

験するのは，最初に見たものを最後にまた戻って見ることができる旋回する

時間であり，この時間は「諸要素を時間的に（たとえば，以前とか以後と

かその間にとかいうように）秩序づけるのではなく，場所的に（右・左・

上・下・大・小というように）秩序づける」3-15) ものとされる．対して，テ

クストは「線形的コードが原理的に，イメージ的事態を経過へ，イメージ的

情景を逐次的過程へ，ひとことで言えば旋回するものを [行に沿って] 横に
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3-9)
石田英敬，『 記号の知／メディアの
知』，東京大学出版会，2003，p.
332

3-7)
春木良且，『オブジェクト指向実用
講座』，インプレス，1995，p.203

3-8)
David C. Smith, “Pygmalion”, 
Stanford University, Ph.D thesis, 
1971

3-10)
ヴィレム・フルッサー，『テクノ
コードの誕生』，村上淳一訳，東京
大学出版会，1997
ヴィレム・フルッサー，『写真の哲
学のために』，深川雅文訳， 勁草
書房，1999

3-14)
フルッサー (1997)，p.136

3-12)
フルッサー (1999)，pp.14-17

3-13)
同上書，p.17

3-11)
フルッサー (1997)，pp.97-98

3-15)
同上書，pp.146-147



滑ってゆくものへと変えるもの」3-16) と考えられてる．そのため，テクスト

の意味は，二次元の平面上を旋回する時間を，一次元的に引き延ばすがゆ

えに，画像が示す意味に比べて，貧しいものだとされる．3-17)

（図3-1）

　

　テクストは画像から生まれ，現在では，そのテクストが画像を作り出して

いるというフルッサーの画像とテクストの関係の考察は，GUI をヒトと 

CPU という二つの自然に対して，言語的記号による支配の終わりと絵画的

記号による支配の始まりを告げたものと考える本研究に大きな示唆を与えて

くれる．コンピュータという新たな場においても，プログラムという言語的

記号と，アイコンという絵画的記号が存在し，自らの占有権を求めて争って

いるのであるが，フルッサーを経由することで，プログラムとアイコンの関

係を以下のように明確に捉えることができる．それは，言語的記号が示す線

形性・逐次性と絵画的記号が示す平面性・旋回性との間の闘争である．し

かし，その全容はブラックボックス化されてしまっており，それゆえに，ア

イコンの性質は明らかになっていない．そこで，アイコンとプログラムとの

関係性を，絵画的記号が示す平面性・旋回性と言語的記号が示す線形性と

逐次性との間に生じる問題という観点から考察を行なうことで，アイコンの

性質が明らかになってくると考えられる．そのために，アイコンという絵画

的記号の導入が，コンピュータにどのような影響を与えたのかを，ディビッ

ド・スミスのピグマリオンを考察し，明らかにする．

3.2 アイコンとプログラムの関係

　 今では，当たり前の存在であるアイコンを，1975年に提出した博士論文

「ピグマリオン：創造的なプログラミング環境」（図3-2）で，コンピュー

タ・ディスプレイ上に導入した．ディビッド・スミスは，アイコンの定義を

次のように述べている．

ユーザとコンピュータとのコミュニケーションは，アイコンと呼ばれ

る素朴な視覚的実在を通して行われる．アイコンは，いくつかの視覚

的及び機械的な属性を持っている．システムは，アイコンの視覚的特

性と機械的意味を一致させている．そして，アイコンは，「変数」
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3-16)
同上書，pp.162-163

3-17)
同上書，pp.155-156

図3-1 ２次元的コードから線形的コードへ図3-1
同上書，p.155



「参照」「データ構造」「機能」，そして「絵」を包摂してい

る．3-18)

　

 この定義から，アイコンは，ユーザに，絵画的記号として情報を提供する

とともに，コンピュータが記憶している線形的な情報にも結びついた存在で

あることがわかる．そこで，スミスが，なぜ，コンピュータの情報表示形式

として，絵画的記号を導入したのかを考察していく．

　 文字から絵へという転換における，スミスの最大の目的は，言語が持つ

線形性という原理とは異なる情報表示形式を，コンピュータに導入すること

であったと考えられる．なぜなら，彼は，論文のなかで，何度も，文字と絵

の性質の違いに言及しているからである．そして，「絵の要素の間に生じる

関係性は，その要素自体がもつものよりも，豊かな意味を空間的に引き出し

ている．・・・多元的コミュニケーションが持つ可能性は，線形的言語で

は，簡単に実現できないものである」3-19) としている．スミスは，フルッ

サーと同様に，一次元的な言語にはない多元性を絵に認めている．ここか

ら，スミスは，言語の線形性と絵の平面性とを対比させ，絵画的記号による

情報表示の優位性を主張しているといえる．

　 さらに，スミスは，この言葉と絵との関係性を，フレーゲアンとアナロ

ジカルという用語で説明する．この二つの用語を，スミスは，アーロン・ソ

ロマンの論文から引用している．その論文のサブタイトルには「知性におけ

る直観と非論理的理性の役割」とあり，ソロマンは，記述している対象に似

せて表現するアナロジカルな記述方式が，このヒトの「直観と非論理的理
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図3-2 マッキントッシュで再現されたピグマリオン

3-18)
Smith, Pygmalion, p.iv

3-19)
Ibid., p.12-13

図3-2
David C. Smith, `Pygmalion`, 
Allen Cypher ed., “Watch What I 
Do”, 1993, p.43



性」を担っているとしている．逆に，論理学者のフレーゲから名付けられた

フレーゲアンな記述方式は，人間の論理的理性を担うものであり，その最

たるものが，表現する対象からの抽象度が高いアルファベットという文字に

よるものになる．3-20) そして，先にも述べたように，コンピュータは，言語

的能力を持った論理的機械であるので，この機械への指示も，論理的なもの

でなくてはならない．そのため，コンピュータのプログラムには，抽象性が

高く，論理的記述が可能であることが特徴のひとつである言語的記号が採

用されている．

　 コンピュータが言語的記号のための新たな空間を生み出したとする，J.　 

D. ボルターは，この論理とコンピュータ・プログラムについて次のように

述べている．

端的に言って，コンピュータ・プログラミングは，数学者と論理学者

が幾世紀にもわたって行ってきた記号操作の最新版である．プログラ

ミングは具体化した論理だ．記号の間に論理的関係を作り上げ，それ

がデジタル・コンピュータのメモリ・チップとプロセッサによって現

実化し，力を持つようになるのだ．少なくとも，十七世紀に近代的な

表記法が発達して以来，数学は特殊な形態のライティングであった．

物理理論を定義する数学の等式は，記号を最高度に用いたテキストで

ある．デカルトとライプニッツの時代以来，或いはまさしくガリレオ

が，自然という書物は数学という言葉で書かれていると主張して以

来，科学自体が形式言語であった．十九世紀，二十世紀には，言語を

形式的かつ厳密にしようという欲求から，人は現代記号論理学，記号

論，論理実証主義，そして最終的にはコンピュータ・プログラミング

に行き着いたのである．3-21)

　この言語という記号を形式的に厳密にしていこうという欲求に基づいて進

展してきた論理的操作の最新版であるコンピュータ・プログラミングの現場

に，スミスは，それとは正反対ともいえる，ヒトの「直観と非論理的理性」

を担うとされる絵画的記号を導入した．なぜなら，スミスは，アイコンとい

う直観的な記述方式を採用することで，ピグマリオンの対象ユーザであるプ

ログラマーが，言語だけではなし得ない創造的思考を行える環境をコン

ピュータに構築することを目指したからである．3-22)

　確かに，ヒトの直観が，言語に基づいているか，それとも，イメージに基

づいているかは，未だに解決をみない論争である．しかし，ルドルフ・アル

ンハイムの「視覚的思考」3-23) を重視するスミスにとって，ヒトの直観と
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3-21)
ジェイ・デイヴィッド・ボルター
『ライティング スペース』， 黒崎
政男・下野正俊・伊古田理訳，産業
図書，1994，pp.16-17

3-20)
Aaron Sloman, Interactions 
between philosophy and artificial 
intelligence: The role of intuition 
and non-logical reasoning in 
intelligence, Artificial Intelligence 
2, 1971, pp.270-278

3-22)
Smith, Pygmalion, p.6

3-23)
ルドルフ・アルンハイム，『視覚的
思考』， 関計夫訳，美術出版
社，1974



は，イメージから発生するものであり，従来のプログラミングにおいて使わ

れてきた文字という形式は，ヒトの直観に対して，形式的で厳密すぎるので

ある．したがって，情報表示形式に言語を採用しているコンピュータでは，

ヒトの直観とコンピュータが表示しているものとの間に，埋めるべき溝が存

在することになる．

　今までは，ヒトが，自らの直観を，コンピュータの情報処理に適した線形

性をもった形式的に厳密な言語に変換することで，その溝を埋めてきたが，

コンピュータの能力の向上によって，この溝が大きくなりすぎたのである．

これに対して，スミスは，ヒトの直観という記述対象に対してアナロジカル

な表示であるアイコンという絵の集合で，プログラミングを可能にすること

で，この溝を埋めようとピグマリオンを提案したと考えられる．ここでは，

人間が担ってきた表示形式の変換を，コンピュータが行うことになる．つま

り，ピグマリオンでもたらされたことは，ノイマンロジックに基づく，コン

ピュータの逐次的情報処理を概観し，制御するため手がかりを，アイコンと

いう絵画的記号によって，ディスプレイ上に映し出したということである．

このアイコンによって構成される「地図」によって，プログラマーは，コン

ピュータの状況を，形式的で，厳密になりすぎた意味不明な言語によって見

る必要も，また，その言語を用いて制御する必要もなくなったのである．

　このように，操作する情報につながる手がかりを視覚的なまとまりで示す

アイコンは，ヒトの直観にあった情報表示形式である．しかし，コンピュー

タにとっては，ヒトの直観の形式に一致させて情報を表示するために，自ら

の逐次的な情報処理とは異なる多元的な絵画的記号による情報表示形式を

押しつけられたことになる．なぜ，このような押しつけが出来たのであろう

か．このことを考える際に，数学という最も形式的かつ厳密な人工言語が作

り出す世界には，二つの秩序があるという，ミシェル・セールの指摘が大き

な示唆を与えてくれる．

私にとって，あらかじめ A を理解することなしには B を理解できな

いし，逆に，A を理解するには B とその続きなしでは済まされな

い．だがここで了解しておく必要がある．というのも，厳密に言う

と，不可逆性はいささかも数学的本質に属するものではないからだ．

むしろ，ふたつの数学的秩序が存在するのだ．ひとつは解を見い出す

もので，したがって不可逆的である．なにしろ，人は既知から未知へ

進み，単純なものから複雑なものを，容易なものから難解なものを

徐々に織りあげるからだ．これこそ発見への道ではあるが，数学的世

界の秩序ではない．それは数学者の演習の秩序なのだ．とはいえ数学
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的世界の秩序はじっさい限りなく可逆的である．すべてとは言わない

までも，多くの道があるひとつの概念，観念に至っている．視点の複

数性の哲学者であり多義的システムの哲学者であるライプニッツは，

これを知っている．3-24)

　

　セールは，数学を，数学的世界の秩序と数学者の演習の秩序というふたつ

に分ける．ライプニッツの考えから，数学的世界の秩序は限りなく可逆的で

あり，ひとつの観念に対して，多くの道があるのに対して，数学者の演習の

秩序は解を見出すもので，不可逆的なものであるとしている．また，「ス

ケッチパッド」で，コンピュータにグラフィカルな要素を導入したアイヴァ

ン・サザーランドは，ノイマン型アーキテクチャのコンピュータでは線形的

アプローチが，コンピュータの内部構造に要求されているわけではないのだ

が，私たちが問題解決において，線形的なアプローチをよくするために，そ

の構造をコンピュータに投影していると指摘する．3-25) 

　この線形的アプローチの投影と，コンピュータのデジタル的な特性が合わ

さって，ほとんどのコンピュータの情報処理形式は，逐次的で，線形的であ

り，不可逆性を示すものとなっている．しかし，それは，セールに言わせれ

ば，「数学者の演習の秩序」にすぎないものであり，サザーランドも，そ

こに必然性はないとしているのである．

　 確かに，数学という人工言語は，線形的に，ステップ・バイ・ステップ

で情報の処理を行なうものであるが，数学においても，絵画的記号を扱う，

幾何学という領域が存在している．それは数学における言語的記号と絵画的

記号の闘争であり，ミッチェルは，この代数学と幾何学の関係を次のように

述べている．

自然に現われてくる別のアナロジーは，代数学と幾何学の関係だ．代

数学は，先へ先へと読み進められる恣意的な音声記号によって作動

し，幾何学は同様に恣意的な形象を空間のなかに配置する．このアナ

ロジーの魅力は，挿絵入りのテクストにおける言葉とイメージの関係

にかなり似ている点であり，ふたつの様態のあいだの関係は，相互的

な翻訳，解釈，例証，装飾などからなる複雑なものである．このアナ

ロジーの問題点は，あまりに完全すぎることだ．すなわち，このアナ

ロジーは，言葉とイメージのあいだの体系的で規則にのっとった翻訳

という，不可能な理想を約束しているように思われるのだ．しかしな

がら，不可能な理想も，われわれがその不可能性を認識している限り

は，時として有益たり得る．数学的モデルの利点は，言葉とイメージ
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3-24)
ミシェル・セール，「デカルトとラ
イプニッツの対話」，『ライプニッ
ツのシステム』， 竹内信夫・芳川泰
久 ・ 水 林 章 訳 ， 朝 日 出 版
社，1985a，pp.151-152
［強調は原文による］

3-25)
Ivan Su the r l and & Carve r 
Mead，’Microelectronics and 
Computer Science’. Scientific 
American, September, 1977, p. 
210



の，解釈面および表象面における相補性，つまり，一方を理解しよう

とすれば必然的にもう一方に訴えざるを得なくなるようなあり方を示

唆している点である．3-26)

　ここでは，線形的な代数学が，恣意的な形象として空間のなかに配置され

るものとして幾何学へと翻訳され，また，その逆も行なわれ得るということ

が言われている．そこには，「不可能な理想」と前置きをしているが，互い

の理解のためには，互いの存在が必要であるという「言葉とイメージの，解

釈面および表象面における相補性」のあり方が示されていると述べられてい

る．さらに，この相補性ということに関して，マーシャル・マクルーハン

は，ボーアの量子力学を参照しつつ，「相補性は，物理的な現象とそれを観

察する人間との相互作用において，本来的に具わっている『ものの見方』の

多様性に焦点をあてることで，単眼的・個人的・抽象的な見方から逃れる手

段として働いた」3-27)  と述べている．

　これらの指摘から，アイコンも，プログラミング言語が示す厳格な論理の

記述から構成される，抽象的で，線形的な見方から逃れるための手段を提供

するものといえるのではないだろうか．なぜなら，スミスは，言語的記号と

絵画的記号との間に生じる相補性を，アイコンを用いて，ディスプレイに映

し出したといえるからである．スミスはセールの考えを直接知っていたわけ

ではないが，ピグマリオンで実現されたことは，セールがライプニッツの体

系を理解するために「人が通常，一直線上に並べて考えるものを一種の表現

空間の平面の上に並べて考えなければならない」3-28) と指摘する考え方の変

更と同じものであった．それは，ノイマンロジックによる線形的な情報処理

を，線形的な言語によって制御するのではなく，絵画的記号を平面に次々と

配置していくことで形成していく「複数の＜列＞的配置の交差配置」3-29) と

いう，マトリックスで制御するということを意味している．このような考え

方をすることで，スミスは，コンピュータにおける新たな創造として，逐次

的情報処理を，言語的記号ではなく，絵画的記号によって，制御することを

目指し，コンピュータの機能に結びついた絵というアイコンの概念を導入す

ることができたのである．

　しかし，「ノイマン型計算機世界では，すべての事象が逐次性を持つもの

として記述され，非逐次性は排除されてしまう」3-30) と，春木が指摘するよ

うに，ノイマン型のコンピュータにおいては，すべてが数学者の演習の秩序

で記述されるものである．よって，コンピュータの世界においては，代数学

と幾何学との間，つまり，言語的記号と絵画的記号との間の相補性は，原

理的には存在しえないのではないか．そしてまた，セールは，「＜列＞とは
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3-26)
ミッチェル (1992)，p.51

3-27)
マーシャル・マクルーハン＆エリッ
ク・マクルーハン，『メディアの法
則 』 ， 中 澤 豊 訳 ， N T T 出
版，2002，p.60

3-28)
ミシェル・セール，「反デカルト あ
るいは多元世界への旅立ち」，『ラ
イプニッツのシステム』， 竹内信
夫・芳川泰久・水林章訳，朝日出版
社，1985b，pp.32--33

3-29)
同上書，p.33

3-30)
春木 (1989)，pp.222-223



ひとつの集合であり，同時に順序法則である」3-31) と述べている．これは，

コンピュータ内部が，今でも，逐次的なノイマン型アーキテクチャであるこ

とと一致している．では，なぜ，スミスは，アイコンを導入することができ

たのであろうか．このことを明らかにするには，ピグマリオンを可能にし

た，アラン・ケイが提唱したオブジェクト指向型プログラミング言語，ス

モールトークを考察する必要がある．

3.3 情報隠蔽から生じる「共在の秩序」

　スモールトークは，ゼロックス社のパロアルト研究所で，スミスの博士論

文のアドバイザーでもあったアラン・ケイらのグループが作りだしたオブ

ジェクト指向型のプログラミング言語である．その特徴は，互いに独立した

オブジェクトと呼ばれるまとまりが存在し，その間を，メッセージが行き来

することで，プログラムが実行されるということにある．それは，過去のプ

ログラミング言語を改良したものではなく，プログラムにおける新しい概念

を作りだしたものであったと，ラインゴールドとレヴィンは，次のように記

している．

スモールトークは，FORTRAN や COBOL の時代のバッチ処理を基

本とする低性能の真空管コンピュータよりはるかに高速で，メモリも

大きいトランジスタ・コンピュータを相手にする対話型プログラミン

グで育った世代が生んだ，最初の画期的成果である．スモールトーク

は，ソフトウエア・オブジェクトから構成される体系という新しいメ

タファーを提示した．ソフトウエア・オブジェクトのそれぞれが固有

のデータと命令を内包し，命令を実行するというよりもメッセージを

交換しあう形で演算処理をするのである．スモールトークは，また一

つの新しい言語ができたという以上の意味を持っていた．コンピュー

タ処理とは何か，コンピュータに何ができるのかを新しい視点から考

えなおす道を開いたのである．3-32)

　では，なぜ，スモールトークは，このようなまったく新しい視点を，プロ

グラミング言語に提供することができたのであろうか．それは，オブジェク

ト内部の情報が，他のオブジェクトから隠されており，互いの情報に干渉す

ることはできないという情報隠蔽の原理によると，春木は指摘している．
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3-32)
ラ イ ン ゴ ー ル ド ＆ レ ヴ ィ ン 
(1988)，pp.323-324

3-31)
セール (1985b)，pp.34-35



オブジェクトは，実装の上からは単に内部の情報を隠蔽した構造体で

しかないのですが，その情報隠蔽のメカニズムを併せ持つことによっ

て得られる効果は非常に強力なもので，オブジェクト指向の持つ利点

は，概ねこの情報隠蔽によって提供されているといっても過言ではあ

りません．内部の具体的な実装情報を外部に隠蔽することによって，

オブジェクトは「まとまり」としての扱いと，メモリ上に連続した記

憶域を持つという実装としての扱いを分離することができます．3-33)

　先に述べたように，ノイマン型のコンピュータにおいては，記憶は線形的

構造をとり，逐次的にしか情報を処理できない．しかし，春木の説明から明

らかになるように，ノイマンロジックにおける情報処理の逐次性を隠蔽する

という消極的な意味ではあるが，スモールトークは，この隠蔽によっ

て，CPU による逐次的情報処理を意識しないプログラムを記述できるよう

なったのである．それは，情報の逐次的処理と非逐次的処理とが区別でき

るようになったということを意味した．この情報処理の形態の区別によっ

て，インターフェイスの層として「絵」という非逐次的で平面性を示す要素

をユーザに見せることと，CPU の層として「変数」「参照」「データ構

造」「機能」という逐次的要素をユーザから隠すことを，同時に行なえるよ

うになったのである．つまり，情報隠蔽というメカニズムによって，情報の

まとまりである複数のオブジェクトが，互いの間に何ら序列関係を持つこと

なく，等価なものとして同一平面上に同時に存在し，メッセージ交換を行な

える空間が生まれたのである．しかし，情報隠蔽によって生み出され，序列

関係を持たない新たな空間は，どのような秩序に基づいているのであろう

か．このことを，ケイが，スモールトークとモナドロジーとの間に親和性を

みていたことから，ライプニッツが考える空間の在り方から考察する．ライ

プニッツは次のように，空間について述べている．

私はどちらかと言えば，一度ならず述べましたように，空間は時間と

同様に相対的なものだと考えています．空間は共在の秩序だと考えて

いるのです．時間が継起の秩序であるように．というのも空間は，一

緒に現実存在する限りでの同時に存在する諸事物の秩序を，可能性の

言い方において示すものだからです．それら事物の個々の存在の仕方

に立ち入ることなくです．そして，いくつもの事物が一緒に見られる

とき，私たちは事物相互間のこの秩序に気付くのです．3-34)
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3-33)
春木 (1989)，p.60

3-34)
ゴットフリート・ライプニッツ，
「ライプニッツとクラークとの往復
書簡」，『ライブニッツ著作集
９』， 西谷裕作・米山優・佐々木
能章訳， 工作舎，1989，p.285



　ここで，ライプニッツは，空間のことを「共在の秩序」と呼んでいる．こ

のことは，何を意味しているのであろうか．それを理解するために，ライプ

ニッツが音楽のことを「隠れた算術」と呼んでいることを指摘し，そこに

「隠れた」という言葉が添えられていることを重要視する米山の考察を参照

したい．

ライプニッツが音楽を算術に従属するものだと捉え，音楽の楽しみあ

るいは協和音・不協和音の内に見出される楽しみという混雑した表象

は「隠れた算術」に存すると主張することは興味深い．＜隠れた＞と

いう言葉を添えていることが重要である．その理解のためにも，ここ

でこの語を一旦外してみよう．＜音楽の楽しみは計算だ＞と言ってみ

るのだ．即ち，計算が意識されているとするのである．どうなるか．

実は，そうすると音楽を味わうことからは即座に離れてしまう．例え

ばリズムでも和音の成り立ちでもいいが，それを意識的に数えたり分

析したりしてみるといい．これは既にリズムに乗ることや和音の美し

さを感得することとは違う．3-35）

　音楽と数学はともに同じものを目指していると多くの論者が指摘している

が，音楽においては，その計算の過程が隠れていなくては音楽になり得ない

と，米山はライプニッツの言葉から指摘する．次に，米山による音楽に関す

る指摘を，ライプニッツの「共在の秩序」から考えてみる．つまり，音楽と

は，個々の音符が，計算され，積み重ねられてゆくものではなく，その積み

重ねの仕方が隠れたときに現れる「同時に存在する諸事物の秩序」であ

り，その秩序に基づいて表出される事物の配置を楽しむものであると．米山

の考察を経由することで，ライプニッツが空間と考えている「共在の秩序」

とは，時間という計算過程が隠れた瞬間に，その計算結果として生じていた

事物の配置の関係性を表出させるものと考えることができる．

　このように考えると，アラン・ケイが，オブジェクト指向型プログラミン

グ言語であるスモールトークで，実現させた重要な性質である情報の非逐次

的処理と，それを生み出す情報隠蔽は，空間とは時間が隠れることで生じ

る「共在の秩序」であるという，ライプニッツの思想と深く結びついている

のである．つまり，オブジェクト指向という考えにおいては，時間に基づい

て行なわれる計算を隠すことで，CPU の逐次的情報処理という絶対的な秩

序から，空間という「共在の秩序」を作り出す．そして，この「共在の秩

序」が，アイコンという絵画的記号のつながりによって記される地図を示す

のに適した平面を，ノイマンロジックのコンピュータに与える．その結果，

51

3-35)
米山優，『モナドロジーの美学』，
名古屋大学出版会，1999，p.198



スミスは，CPU を制御することが可能な絵画的記号であるアイコンを，

ディスプレイに配置できるようになったのである．

3.4 アレゴリーを創造するプログラムという言語的記号

　　既に述べたように，プログラミング言語とは，ユーザと対話するもので

ある．同時に，CPU とも対話するものであるがゆえに，ヒトにとって不可

解な記号となっていた．スミスは，私たちにとって異質なものとなってし

まった言語的記号を，アイコンという絵画的記号で示すことで，コンピュー

タとヒトという異なる秩序をもったものの間に，新たな対話環境を作り出

そうとした．やがて，この対話環境が「機械の中にある世界と，人間の中の

世界をメタフォリカルに重ねていこうという考え方」3-36) に基づいて，アイ

コンは現実世界との類似が求められていった．その結果，コンピュータ・

ディスプレイは，現実世界に類似していなければならないというアナロジー

の原理によって生み出される絵画的記号によって支配され，コンピュータの

逐次的情報処理が現実世界と比喩的に結びつけられたデスクトップ画面が生

まれることになる．

　 コンピュータを，ヒトの直観は視覚的なものであるという信念に基づい

て，ケイは，ノイマンロジックによる逐次的情報処理を隠蔽することで，絵

画的記号を表示するための平面を作った．その平面に，スミスがコンピュー

タを操作するための絵画的記号，アイコンを導入した．けれども，アイコン

を表示することは，コンピュータにしてみれば，従来通りの言語的記号の逐

次的処理の結果として生じているにすぎない．確かに，情報処理という観点

からみれば，プログラムという言語的記号の指示によって，ディスプレイ上

の点が塗りつぶされていくだけである．そして，その塗りつぶされたもの

を，ヒトが，言語的，絵画的記号のどちらかとして解釈する．この意味で，

ディスプレイに映し出されているものが，絵画的記号か，言語的記号かを決

めるのはヒトであって，コンピュータにとって，それは点の集まりにすぎな

い．

　しかし，ここで問題としたいのは，アイコンが，プログラムによって塗り

つぶされた点の集合だということではない．この説明は，コンピュータがプ

ログラムによって，アイコンを「どのように」ディスプレイに表示していく

のかを教えてくれる．だが，ヒトにとって何万行もの膨大な言語的記号の集

まりといえるものが，ディスプレイに表示される時に，「なぜ」絵画的記号

の集まりといえるものになるのかは分からないままである．つまり，デスク

トップ画面と呼ばれることになるインターフェイスのレベルで，プログラム

52

3-36)
西垣通，『電脳汎智学』，図書新
聞，1994，pp.70



という言語的記号が，アイコンという絵画的記号となって表示されるのは

「なぜか」という問いが，まだ残っている．

　この問いを明らかにするための手がかりは，私たちとアイコンとの関係を

説明する言葉にあると考える．アイコンと私たちの関係の説明には，「アナ

ロジー」や「メタファー」という，古くから私たちが使ってきた言葉が与え

られている．しかし，プログラムがアイコンを表示する過程には，このよう

な私たちにとって有意味な言葉が使われることがなく，それはただ「計算結

果」という語で済まされてしまっている．このアイコンとプログラムとの関

係を「計算結果」という情報処理の言葉ではなく，アナロジーやメタ

ファーのような私たちにとって有意味な言葉で考察することが，上記の「な

ぜか」という問いを明らかにするひとつの方法だと考える．

　プログラムという言語的記号が，アイコンという絵画的記号を作り出し，

表示している．ここにはどのような関係性があるのであろうか．この関係を

考えるために，再びライプニッツを参照する．ライプニッツは，「観念とは

何か」の中で，次のように書いている．

　

何か或るものを表出するとは，表出されるべき事物の内にある諸関係

に対応する諸関係を自分の内に持っているものについて言われること

である．だが表出は様々である．例えば機械の模型は機械そのものを

表出しているし，平面上の事物の射影図は立体を，発言は思惟や真理

を，数字は数を，代数の方程式は円や他の図形を，表出している．そ

して，これら諸表出に共通なのは，表出しつつあるものの持つ諸関係

を観察するだけで，表出されるべき事物の持つ対応する固有性の認識

へ到達できるということである．したがって，表出するものが表出さ

れる事物と類似していることは必要でなく，ただ関係の或る種の類比

が維持されるだけでよいことは明らかである．3-37)

　ここで注目すべきなのは，「表出するものが表出される事物と類似してい

ることは必要でなく，ただ関係の或る種の類比が維持されるだけでよい」と

いう記述である．プログラミング言語が，アイコンを作り出しているという

事実は，これらの間に「関係の或る種の類比」が保たれていることを意味す

る．このことから，ひとまず，プログラムとアイコンの間には類比，つま

り，アナロジーが維持されていると考えて，考察を進めていく　

　しかし，なぜ，プログラムとアイコンの間にはアナロジーが維持されてい

るのであろうか．コンピュータにおける記号の意味を考察した P. B. アンデ

ルセンは，コンピュータのようなシステムモデルは，システムの記述から生
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3-37)
ゴットフリート・ライプニッツ，
「観念とは何か」，『ライブニッツ
著作集８』， 西谷裕作・竹田篤
司・米山優・佐々木能章・酒井潔
訳， 工作舎，1990，p.21



じるものであり，このことが，ヒトとコンピュータの言語の使用における違

いとなっていると指摘する．そして，コンピュータは，システム全体に関す

る記述がなければ何も出来ないのに対して，ヒトは，システム全体に関する

記述がなくとも，機能することができると書く．3-38) つまり，ヒトがコン

ピュータに与える論理世界においては，プログラムが記述する関係が絶対的

な秩序となるのである．よって，コンピュータ・プログラムは，アナロジー

を生み出す条件を，自らの論理において作り出すことができるのである．こ

れが，人間が使用する言語との大きな違いである．このことは，コンピュー

タが，言葉の意味の定義を厳密にすることと，二つのものごとを結びつける

関係を自由に決めることが出来るということを意味する．その結果として，

プログラミング言語は，厳密な意味の定義と，限りないアナロジーの連鎖と

いう相反するものを孕む可能性を持つことになるのである．

　 ここから，線形的プログラムは，言語の定義を厳密に追求したものであ

り，オブジェクト指向のプログラムは，アナロジーの連鎖を使ったものとい

うことできるのではないだろうか．なぜなら，線形的プログラムが，CPU 

の論理を記述するために，意味を厳密に定義していくことで機能する分析的

な言語体系なのに対して，オブジェクト指向のプログラムは，それぞれのオ

ブジェクトが，自らをつくり出す厳密な定義の部分を隠蔽して，「あたかも

何かのようだ」という外観に基づいた関係を，オブジェクト間に生成しつつ

機能する言語体系だと考えられるからである．

　プログラムは，ヒトが関係を与え，各要素をつなげていくものである．し

かし，ヒトが与える関係だけでなく，線形的にしろ，オブジェクト指向にし

ろ，コンピュータにおけるプログラムには，言語の外部に存在する強固な力

として，CPU のノイマンロジックが存在している．それが，すべてのプロ

グラミング言語に介入し，要素を繋げている．この介入のために，すべての

プログラムは，ノイマンロジック上で正しく実行されるように書かれなけれ

ばならない．つまり，ヒトがプログラミング言語を形成する関係のすべてを

記述しなければならいのであるが，その記述される関係は，CPU によって

強制されたものなのである．

　 CPU の強制によって，ヒトはプログラムを記述することになる．プログ

ラムを記述するとは，私たち自身が，要素の間にアナロジーを見つけだし繋

げていくというよりも，CPU の力の中で，強制的に「これ」と「あれ」を

繋げていくということに近いものなのである．CPU が要求する厳格な手順

に則って，アイデアを実現するための記述を行っていくこと．それは，CPU 

に半ばとりつかれた形で要素を繋げていき，一つの世界を構成することを意

味するのではないだろうか．
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　私たちに取りつき，一つのアイデアを実現させるために，厳格な手順を実

行させる力をもつものを，アンガス・フレッチャーは「デーモン」と呼ぶ．

そして，このデーモンの力が，アレゴリーを生み出すアレゴリカル・エー

ジェントの主な性質だとしている．3-39) フレッチャーは現実生活において，

私たちが，もしアレゴリカルな人物に出会ったら，次のように描写するだろ

うとしている．

彼は唯一つの考えにとりつかれていると言うだろう，もしくは，完全

に一つのことしか頭にないと言うかもしれない，また，変えることを

決して許すことをしない絶対的に厳格な習慣によって彼の生活は形成

されていると言うかもしれない．彼は，まるで何かしらの隠れた，秘

密の力に駆りたてられているようだ．また，異なる角度から彼を見る

ならば，彼は自分自身の運命をコントロールしているのではなく，何

か別の力，彼の自我の外にある何かによって支配されているみたいだ

と．3-40)

　 フレッチャーの考えに従うならば，CPU の強制の中でプログラムを記述

しているヒトは，いわば CPU というデーモンに取りつかれたアレゴリカ

ル・エージェントとなっているといえる．ここから，プログラムの記述から

生じるものは，アナロジーというよりも，アレゴリーに近いものだと考えら

れる．

　ここまでの考察をまとめたい．まず，ライプニッツの言葉から，プログラ

ムとアイコンの関係には，アナロジーが成立していると仮定した．次に，ア

ンデルセンの考察から，プログラムが二つのものごと自由に結びつけること

ができることを示した．そして，自由な結びつけが，CPU によって強制さ

れた記述によって成立することから，フレッチャーのアレゴリーへと至っ

た．ここで，アナロジーとアレゴリーとの関係はどのようなものなのかを考

えてみたい．はじめに，アナロジーを賞賛し，アレゴリーを批判するバーバ

ラ・スタフォードを参照する．

　スタフォードは，アナロジーを現在では失われてしまった「視覚すること

でのみ思考するような直観的方法をもう一度蘇らせる」3-37)　 ために必要な

概念だとしている．それは，スタフォードが，繋げる＜方法＞としてアナロ

ジーを考えているからである．3-38) このように，アナロジーには賛辞を送る

スタフォードであるが，アレゴリーに関しては，次のように厳しく批判して

いる．
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アレゴリーは，二つの特徴を分け合う修辞装置全体に属している．そ

れらの装置は差異を見出すことで発動するのであって，隠れた類似を

手掛かりに働くのではないし，明瞭さよりも「昏さ」を，曖昧さを計

算ずくで追求する．この曖昧語法は反語，謎，謎々といった不透明な

フィギュール，即ち口ではあることを言いながら意はそれとはちがっ

ている極端で始末の悪いもの言いと，一番近しい．こんなふうに考え

てみると，二つの以上のものが共有するところの特徴に目を向けない

で，むしろ共有していないものばかりをあげつらおうとする強化され

た反アナロジーの一種が即ちアレゴリーなどだと考えると，話は早そ

うだ．3-39)

　スタフォードが書いているように，アレゴリーは「ひとつのことを言いな

がら，別のことを意味する」3-40) ように機能するものである．しかし，スタ

フォードによるアレゴリーへの批判とアナロジーへの称賛は，反アナロ

ジーがアレゴリーであるとしているように，この二つの概念が深く関係して

いることからもたらされている．「アナロジーもアレゴリーも二項対立の構

造にかかわり，バイナリーな論理を含むので，両者の区別は今も，昔も容易

ではない．深いところでは両者は，関係ということを維持するか破壊する

か，同じコインの表と裏なの」3-41) だと，スタフォードは指摘する．

　次に，アレゴリーを再評価するフレッチャーの考えをみてみたい．フレッ

チャーは，現代のアレゴリーと考えられるとするシュルリアリスト絵画とア

レゴリー文学を比較し，そこには共に日常生活とは一致しないアレゴリカ

ル・イメージの視覚的明瞭さを見ることができるとしている．3-42) さらに，

アレゴリカル・イメージについて，次のように書いている．

アレゴリカルな世界は，いわば，変わることのないサイズと形による

モザイクのパネル上に勢揃いした独自の「本当の」オブジェクトを，

私たちに与えてくれる．アレゴリーは，おそらく，独自の「リアリ

ティ」を持っている．しかし，それは，間違いなく，物理的世界の私

たちの知覚に作用する種類のものではない．多くのアレゴリカル・イ

メージは，不合理で恣意的なように考えられることが多いが，これら

のアイデアの関係は，強固な論理的支配を受けているものであり，そ

の主題的内容と理想的に一致している．3-43)

　フレッチャーは，アレゴリーは独自の世界を作り出すもの考える．この独

自の世界は，現実とのつながりがなくなっているものである．対して，スタ
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3-39)
同上書，p.64

3-40)
Fletcher, (1964), p.2

3-41)
スタフォード (2006)，p.78

3-42)
Fletcher, (2006), p.102

3-43)
Ibid., pp.104-105



フォードは， アレゴリーを反アナロジーと呼び， アナロジーは関係を維持

し，アレゴリーは関係を破壊するものだとして，それらは表裏一体のものだ

と考える．ここから考えることができるのは，スタフォードが批判するアレ

ゴリーもまた，アナロジーとは異なる仕方で，ものごとを繋げていく技術な

のではないかということである．つまり，アナロジーでは，ヒトが基準と

なって世界の要素を結びつけていくのに対して，アレゴリーでは，ヒトとは

別の力が働き，ヒトが基準の関係は破壊されるが，そこから新たな関係が

構築され独自の世界が立ち上がるということである．

　スタフォードは，アナロジーがディスプレイ上のアイコンという形式でコ

ンピュータに導入され，私たちに「アナロジーの連繋力」3-44)を示し，新た

な視覚的思考を促すとしている．確かに，ディスプレイ上のアイコンによっ

て，私たちはコンピュータに対して新しい操作方法を身につけたことは事実

である．しかし，スタフォードは，この絵画的記号を生み出すプログラムを

忘れてしまっている．アイコンが表示されているディスプレイの裏側には，

プログラムと CPU が存在していることを忘れてはならない．プログラムと

いう言語的記号を記述する際に，ヒトは CPU に半ばとりつかれた形で，関

係を記述していく．ここで記述される関係は，私たちから見れば，対象を

「分離」しているようにみえる．だが，それは，CPU というもうひとつの

力によって新たなに結びつけられた関係であり，独自のリアリティを生み出

すとフレッチャーが指摘するもの，アレゴリーと考えることができる．

　つまり，コンピュータ・ディスプレイ上のアイコンは，アナロジー的側面

とアレゴリー的側面をもつといえる．アイコンは，ヒトとの関係では，アナ

ロジー的側面を示し，プログラムとの関係においては，アレゴリー的側面を

示すのである．

　次に，プログラムが創造するアレゴリーが，なぜ，アイコンという絵画的

記号を表示するのかを考察していく．フレッチャーは，アレゴリーについ

て，次のように書く．

この（アレゴリーの）モードによるなら，字義通りの意味ひとつだけ

ということはありえず，およそある陳述が有効である場合には，それ

はもうひとつ超越的な意味を，即ち字義通りのレヴェルの向うにもう

ひとつ象徴的な剰余の部分をも孕まねばならいのだというふうに考え

られている．ほとんどのアレゴリーは宇宙-秩序のイメージなのであ

り，その固定し，ヒエラルキー的で無時間的な性格は，時間に依拠す

る分析にそうした宇宙-秩序がさらされる時にはいつも，覿面に問題

的なものと化す．3-45)
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3-44)
スタフォード (2006)，p.182

3-45)
アンガス・フレッチャー，「文学史
によるアレゴリー」，『アレゴ
リー・シンボル・メタファー』，高
山宏他訳，平凡社，1987．pp9-10



 このフレッチャーの指摘から，独自のリアリティを形成するアレゴリーの

力を理解することができる，つまり，アレゴリーとは，言語的記号が字義

通りの意味を越えて，外部に存在している論理が要求する厳格な手順に従う

ことで，「象徴的な剰余」を生み出し，それが絵画的記号を表示するための

無時間的な平面を形成し，絵画的記号を引き寄せてしまう力だといえる．　

　線形的なプログラミング言語は，その構造が，外部の論理システムである 

CPU と一致するよう厳密に定義された言語であるから，字義以外の可能性

はないものであった．それに対して，スモールトークが提案した，オブジェ

クト指向という情報処理形式は，CPU の情報処理を隠蔽する機構をもつこ

とで，CPU とは異なる意味体系をつくり出す．それは逐次的な情報処理が

示す字義通りの意味に，体系的に註釈をつけていく作業なのである．それ

は，アレゴリーが担ってきた働きそのものである．なぜなら，アレゴリーは

最も古くは「言語の隠蔽する作用」を示し，古来から「連繋し合うメタ

ファーの連続体」として機能してきたとされるからである．3-46) それゆえ

に，オブジェクト指向のプログラムは，絵画的記号を引き寄せ，表示すると

考えられる．

　 つまり，字義を隠蔽し「連繋し合うメタファーの連続体」を形成するこ

とによって，オブジェクト指向のプログラムはアレゴリーを創造するように

なる．そして，厳格な手順を実行していくことで，言語的記号に象徴的な剰

余の部分が生じ，無時間的な平面を形成し，絵画的記号を引き寄せる．この

引き寄せられた絵画的記号が，アイコンとなって，ディスプレイに表示され

るのである

3.5アイコンが示す曖昧さと正しさ 
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図3-3 ディピントゥーラ，ヴィーコの
『新しい学』1744年版の口絵

3-46)
フレッチャー (1987)，pp. 12-13

図3-3
ジャンバッティスタ・ヴィーコ，
『新しい学 １』， 上村忠男訳， 法
政大学出版局，2007，口絵



 前節で，プログラムという言語的記号が創造するアレゴリーによって，ア

イコンという絵画的記号が生み出されることが明らかになった．しかし，

まだ，アイコンの性質は明らかになっていない．　

　アイコンの性質を考察するために，フレッチャーがジャンバッティスタ・

ヴィーコの『新しい学』を論じたテキストを参照する．ヴィーコの『新しい

学』の巻頭には，一枚の銅版画の口絵，『ディピントゥーラ』が掲げられ，

その後に，「扉頁の前に置かれている絵の説明」3-47) が書かれている．

地球儀，すなわち，自然の世界の上に立っている，頭に翼を生やした

女性は，形而上学である．これが形而上学という名辞の意味であるか

らである．…… 真ん中にある地球儀は，つぎに自然科学者たちが観

察することになった自然の世界を表象している．そして，上部にある

象形文字は，最後に形而上学学者たちが観照するにいたった知性なら

びに神の世界を表示しているのである．3-48

　この口絵と説明としてのテクストの関係を，フレッチャーは次のように指

摘する．

ヴィーコは『新しい学』の図もしくは「口絵」つまり『ディピン

トゥーラ』で始めるとしても，彼は同時に，「本書の序論の役を果た

すために口絵として置かれた絵の説明」という長大な文章──英語版

で二十三頁──も提供してくれているのである．この「説明」は，

『ディピントゥーラ』が二十三頁分を，ひいては『新しい学』全体を

単一の複雑なイメージへ還元することを，言葉によって示しているの

である．そうすることによって『ディピントゥーラ』は，時間的に引

き延ばされた言葉の構築物を，共時的な象徴的手段によって兼務す

る．画像は一見したこところ覆すこともなく，テクストを図式化する

のである．3-49)

　 ここで，フレッチャーは，充分の長さをもった言語による「説明」自体

が，自らを説明することによって，イメージへと還元していくと指摘してい

る．それは，読んでいると，言語の線形性によって，不可逆的に築かれてし

まう「時間的に引き延ばされた言葉の構築物」が，要素全体を同時に見せる

旋回性を示す絵画的記号として圧縮されていくというプロセスである．この

過程の中で，言葉の意味は，絵自らが生み出す「共在の秩序」に従って，配

置されていく．そうして，言語による時間的な構築物は，平面を支える構造
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3-49)
アンガス・フレッチャー，『思考の
図像学』， 伊藤誓訳，法政大学出
版局，1997，p.214

3-47)
同上書，p.5

3-48)
同上書，pp.5-50



となって，自らの存在を隠すことで，新たな絵画的記号を表出していると考

えられるのである．たしかに，『新しい学』の冒頭の絵は，読み手の理解を

深めるものとして有意義なものである．しかし，ここで重要なのは，その絵

の理解のためには，充分な長さの「説明」が必要ではないだろうかと問い

を発することである．フレッチャーも，「図の中に二つ以上の点があるか

ぎり，詩が空間から空間へ，点から点へと移動する時，時間の推移のない

系列を想像することができるだろうか」3-50) という問いを立てている．

　絵が示すものたちは，充分に長い「説明」があるからこそ，再び，時間的

に配置されて，読み手に理解される．説明がなければ，この絵の意味は，無

数に宙に漂い続ける．なぜなら，その解釈の自由さが，旋回性を示す絵画

的記号の特徴だからである．だから，たとえ説明が一義的なものを強制する

とするにしても，絵の意味を定着するには，言語的記号によるテクストが必

要なのである．それは，言語とそれが体現する論理が，時間と「暴力的に結

合されている」3-51) ゆえに，絵画的記号との関係において，隠蔽されていた

時間が，再び，動きだすということを意味する．このことから，「共在の秩

序」から生じる多くの列の組合せによって生じる絵画的記号を理解するため

に，その分析を「空間的に始めるという事実にもかかわらず，時間的記述の

旋律を奏でて終わる」3-52) ということが，常に起こってしまうのである．

　ここでアイコンとプログラムの関係に戻りたい．アイコンは，先に指摘し

たように，プログラミング言語によって創造されたアレゴリーによって，言

語的記号に象徴的な剰余の部分が生じ，それが絵画的記号となったもので

ある．それは，他の絵と同じように，時間と強く結びついた言語的記号へと

還元できるはずである．しかし，アイコンを生じさせるために適したオブ

ジェクト指向型プログラミング言語の特徴である情報隠蔽によって，その言

語の部分，つまり，逐次的情報処理の部分は，常に隠されている．アイコン

は，この情報隠蔽から生じる構造を持つがゆえに，自らを生み出している言

語の部分を常に隠してしまうものとして，デスクトップに映し出されてい

る．

　 この絵画的記号が，言語的記号を常に隠してしまうという意味で，コン

ピュータにおけるアイコンとプログラムの関係は．ヴィーコの絵と説明文の

関係と異なるのである．従来は，字義が表層であり，アレゴリーが隠され

た層であったものが，コンピュータでは，アレゴリーが表層となり，字義が

隠された層となっている．私たちは，古来，字義の層に入り，そこからアレ

ゴリーの層を構築し，探索してきた．だが，コンピュータ・ディスプレイで

は，はじめからアレゴリーによって作られたアイコンが表示されている．つ

まり，ディスプレイの表面で，意味を求める私たちの探索は終わってしまう
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3-51)
同上書，p.242

3-52)
同上書，p. 241

3-50)
同上書，p.241



のである．ヴィーコの本の読者のほとんどが，絵を見たあとに，文章を読む

のに対して，アイコンを表示するアレゴリーの層が機能しているときに，ア

イコンの本文であるプログラムという字義の層を求めるヒトは，ほとんどい

ない．私たちは，本文の字義を知ることなく，ディスプレイ上を旋回しなが

ら，その平面に表示された絵画的記号が示す意味を曖昧なまま得ているの

である．

　では，なぜ，私たちは，アイコンの曖昧な意味を確かめようとしないので

あろうか．プログラムが創造するアレゴリーから生み出されるアイコン

は，CPU が強制する字義通りの意味から完全に解放されているのかという

とそうではない．何度も記したように，それはただ隠蔽されているにすぎな

い．アイコンは，線形的なプログラムのように字義通りの意味を，ユーザに

要求することはないが，その読みは制限されたものである．なぜなら，ア

レゴリーとは，読み手に字義通りの意味を越えた解釈をもたらすと同時に，

外部から加わる強固な論理によって「正しい」読みを与えられ，読み手の多

様な読みを制限するものだからである．3-53) しかし，アイコンは，その解釈

の可能性を制限されているとはいえ，言葉の意味を越えた読みを孕んだ象徴

性を有するものとして，私たちを字義通りの逐次的な意味の追求から解放す

るものとして機能している．この解釈の可能性の制限と字義からの解放が，

アイコンの性質を規定している．

　アイコンは，自らが示している意味を，言語的記号によって時間的引き延

ばされることがないので，その字義によって定着されることがないまま，デ

スクトップ上を旋回し続ける曖昧な絵画的記号であるということができ

る．同時に，アイコンは，プログラムとのアレゴリーの関係によって，正し

い読みが与えられている絵画的記号でもある．アイコンは，曖昧さと正しさ

という相反するものを同時に，私たちに引き受けさせるものなのである．曖

昧でありながらも，正しさも示すがゆえに，私たちは，プログラムの層へと

入り込むことなく，アイコンと向かい合い続けるのである．それゆえに，私

たちは，アイコンを明確に名指すことができずに，ただ「これ」と指さす選

択行為をするのである．つまり，アイコンは，プログラムとアレゴリーに

よって結びついていることによる解釈の自由の制限による正しさと，字義に

定着されない曖昧さという二重の意味で，私たちを指さす選択行為へと導く

絵画的記号なのである．
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Fletcher (1964), p.305
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第４章　 カーソルによる選択行為と「ディスプレイ行為」：マウスとメタ
ファー
 

　 この章の目的は，メタファーが，ヒトの身体感覚に基づいたものである

ことを示し，マウスによって持ち込まれた「掴む」という身体感覚が，ディ

スプレイ上のアイコンとの関係でまとめ上げられ，「ディスプレイ行為」が

形成されていったことを示すことである．

　 デスクトップ・メタファーに基づいたグラフィカル・ユーザ・インター

フェイス（GUI）は，コンピュータが一般に普及する大きな要因であった．

だが同時に，ヒトとコンピュータとのコミュニケーションに制限を加えるも

のとして批判され続けてもいる．ゲントナーとニールセン は，1996年に，

コンピュータ環境の変化から，言語中心のインターフェイス（Anti-Mac 

Interface）を提唱した．4-1) 翌年，アンドリュース・ヴァン・ダムも，ムー

アの法則に基づくハードウェアの飛躍的な能力向上に対して，ユーザ・イン

ターフェイスのデザインは，ゼロックス社のパロアルト研究所で開発され，

アップル社のマッキントッシュによって一般化されたものが使われ続けてい

るのは驚くべきことだとして，次世代ユーザ・インターフェイスの開発を提

案している．4-2) しかし，これらの提案から，10年以上たった現在でも，私

たちは，デスクトップ・メタファーをもとにした GUI 環境で，コンピュー

タを使用している．

　 また，この10年で処理能力の向上やインターネットの普及などでコン

ピュータを取り巻く環境は変化したが，コンピュータと向き合う私たちの身

体に目を向けるとどうであろうか．すると，私たちの行為も，何ひとつ変

わっていないことに気付く．私たちは，マウスによってディスプレイ上の

カーソルを動かし，アイコンをクリック，ドラッグ＆ドロップすることを繰

り返し続けている．コンピュータでできることが格段に増えたにもかかわら

ず，なぜ，ディスプレイとマウスを用いた私たちの行為が，この10年間変わ

ることがなかったのかということは考察すべき問題だと考えられる．

　そこで，本章では，なぜ，マウスとデスクトップ・メタファーが変わるこ

となく，私たちに提示され，使われ続けているのかということを，ヒトの身

体との関わりから考察していく．そのために，まず，ジョージ・レイコフと

マーク・ジョンソンによるメタファー論を参照して，デスクトップ・メタ

ファーが何をコンピュータに導入したのかを考える．次に，ダグラス・エン

ゲルバートによって，選択行為に適した道具として開発されたマウスが，ヒ

トの認知に揺さぶりを与えることを，モノの形が示すアフォーダンスとディ
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スプレイ上に表示されるカーソルとの関係から考察する．最後に，ゼロック

スパロアルト研究所で，アルトを使用していたグループによって開発された

システムを考察する．その結果，マウスとディスプレイ上のカーソル，アイ

コンとが，デスクトップ・メタファーによって結びつけられ，「ディスプレ

イ行為」が形成されていったことを示す．

4.1 メタファーと身体の関係

　 1996年に，ダン・ゲントナーとヤコブ・ニールセンは，「アンチ-マッ

ク・インターフェイス」という論文を発表した．そこで，彼らは，現在でも

GUI デザインを論じる際にバイブルとして参照されることが多い「マッキン

トッシュ・ヒューマン・インターフェイス・ガイドライン」の原理に，あえ

て反することで，新たなインターフェイスの可能性を論じている．4-3) マッ

キントッシュの第一の原理には，インターフェイスは私たちの馴染みの環境

を用いたメタファーに基づいているべきだと書かれている．4-4) マッキン

トッシュの開発者たちは，この原理に則って，現在まで使用されている洗練

されたデスクトップ・メタファー（図4-1）を開発した．

そこでは，ディスプレイ画面を「机の上（デスクトップ）」と見なし，

「ファイル」，「フォルダ」，「ごみ箱」などを模したアイコンを，マウス

で選択し，クリックすることで，コンピュータの操作が可能になっている．

この原則に対して，ゲントナーとニールセンは，「ワードプロセッサ」は

「タイプライター」にたとえられるが，ワードプロセッサには，タイプライ

ターにはない「やり直し」の機能があるなど，メタファーが示す目標領域

（コンピュータ）と基底領域（たとえる対象）とのミスマッチを指摘する．

そして，彼らは，このようなメタファーの使用は混乱を招くことになるの
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4-3)
Gentner & Nielsen (1996), pp.
70-71

4-4)
アップル，『A p p l e H u m a n 
Interface Guidelines』．株式会社
イントランス訳，アジソン ウェス
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ン，1989，p.3

図4-1 システム1.1. のデスクトップ

図4-1
G U I d e b o o k ， h t t p : / /
w w w . g u i d e b o o k g a l l e r y . o r g /
screenshots/macos11, (2008.12.21ア
クセス)



で，コンピュータ・システムの構造に即した，メタファーに頼らないイン

ターフェイスをデザインすべきだと主張し，言語主体のインターフェイスの

提案を行った．4-5)

　メタファーによる対象の機能のミスマッチを問題視するゲントナーとニー

ルセンに対して，ジョン・キャロルらは，以前から，対象間のミスマッチを

含んではいるが，メタファーの使用は私たちの最も基本的な学習へのアプ

ローチのひとつなので，インターフェイス・デザインには不可欠なものだと

主張していた．4-6) 確かに，コンピュータを取り巻くメタファーには多くの

ミスマッチがあるが，それにも関わらず，私たちは，それらを手がかりにし

て，コンピュータを使い始めて，気がつくと，それらを当たり前のように操

作して自分の作業を進めてきたことは事実である．

　ゲントナーとニールセン，キャロルらは，似ている対象を結びつける言語

の機能としてメタファーを論じたものに依拠している．しかし，彼らが依拠

するメタファー論では，誰もがそこで自由に行為を遂行できるもう一つの現

実のように，デスクトップ・メタファーが機能している現状を説明すること

ができないと考える．デスクトップ・メタファーを考察するための，新しい

視点が必要なのである．

　 認知心理学者の楠見は，現在では，ユーザの多くが，現実のファイルや

フォルダというものを使用する前に，ディスプレイ上の「ファイル」や

「フォルダ」を操作するようになっており，それらをメタファーだと意識す

ることがなくなりつつあると指摘する．4-7) それでも，私たちが何不自由な

くコンピュータを操作できるのは，現実を模したデスクトップ・メタファー

に付随している「知覚的・身体的な反復経験に基づいて成立したイメージス

キーマが大きな役割を果たしている」4-8) からだと，楠見は考えている．

　 ここで楠見が参照しているのは，1980年代に，ジョージ・レイコフと

マーク・ジョンソンによって提唱された「認知意味論」である．4-9) 認知意

味論から考えると，デスクトップでファイルをフォルダに入れたり出したり

する行為に，私たちがすぐに慣れてしまうのは，ヒトの長い歴史の中で培っ

てきた「容器」と「内外」というイメージ・スキーマに合致しているからだ

と説明される．レイコフとジョンソンが認知意味論で示す新しいメタファー

論は，ゲントナーとニールセンやジョンソンらが依拠していた，メタファー

は未知のものを既知のもので示すという考えでは答えることができない問

題，デスクトップ・メタファーが，メタファーとして意識されなくなったに

もかかわらず，なぜ未だに機能するのかを考察する手がかりを与えてくれ

る．
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　 言語学者のジョージ・レイコフと哲学者のマーク・ジョンソンは，1980

年に刊行した『レトリックと人生』で，普段の言葉使いとはかけ離れた詩な

どで使われる文彩として言語特有の性質であると思われていたメタファー

が，日常の思考や行為にまで影響を持つことを示した．4-10) 彼らの主張は，

私たちのメタファーに対する理解を大きく変えるものであった．それは，レ

イコフとジョンソンが，多くのメタファーの意味を，経験基盤主義という

アプローチで分析した結果であった．レイコフは，経験基盤主義の主張を次

のようにまとめている．

概念構造が有意味なものとなるのは，それが身体化されているからで

ある，つまり，それがわれわれの概念形成以前の身体的経験から生

じ，その身体的経験と結びついているからである． 4-11)

　この引用からも明らかなように，レイコフとジョンソンはヒトの身体を意

味発生の中心におく．次に，彼らは，概念形成以前の身体経験には「基本

レベル」と「運動感覚的イメージ・スキーマ」が存在していることを示

す．4-12) 基本レベルとは，象をキリンや虎から区別し，歩くことを走ること

から区別するといった，ヒトが「環境内で一応うまく機能できるように進

化させてきた理解の水準」4-13) である．そして，運動感覚的イメージ・ス

キーマとは「私たちの知覚における相互作用，身体経験，そして認知操作の

繰り返し登場する構造，あるいはこうしたものの中にある繰り返し登場する

構造」4-14) と，ジョンソンは定義している．それは「私たちにさまざまな経

験の間の関係を理解させてくれる水準」4-15) として機能する．そして，この

運動感覚的イメージ・スキーマには，＜容器＞，＜経路＞や，＜上／下＞，

＜前／後＞といった方向性に関するものなどがあることを提示する．私たち

の身体は環境との相互作用の中で，これらのふたつのレベルを用いて，意味

のある概念を生み出している．その中で，メタファーは身体を基盤とした

「私たちの経験と理解（私たちが「世界をわがものとする」仕方）が整合的

で意味あるものとして構造化される過程に寄与する」4-16) ものとして位置づ

けられる．

　レイコフとジョンソンは，意味をもった概念を生み出す基盤として身体を

考えることで，メタファーへの新しい理解を切り開いた．そして，メタ

ファーが，身体的基盤に動機づけられているという考えは，デスクトップ・

メタファーの導入を，新たな視点から考えることを可能にしてくれる．レイ

コフとジョンソン自身も，『レトリックと人生』の2003年版のあとがき

で，デスクトップ・メタファーが，運動感覚的イメージ・スキーマを基盤に
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した概念メタファーであり，メタファー思考の体系的使用が，これらのコン

ピュータの世界を成立させているとしている．4-17) この視点から，デスク

トップ・メタファーが意識されなくなっているという楠見が指摘した問題を

考えると，デスクトップ・メタファーは，ヒトの身体経験をコンピュータの

インターフェイスに導入した結果，「新しく拡長したメタファーの理解を自

動的にそして意識的な内省なしに理解できる」4-18) 状態になったといえる．

　 先に引用したように楠見は，デスクトップ・メタファーが現実に依拠し

たものであったために，そこにイメージ・スキーマが付随していると考えて

いる．4-19) 対して，認知意味論をベースにしたインターフェイス・デザイン

を行っている久保田は，マッキントッシュのガイドラインにおける「メタ

ファー」の項目に関して，「デスクトップや都市といった具体的な何かの，

単なる形や配置をまねることではなく，認知意味論，あるいはイメージ・ス

キーマ的な意味での比喩=メタファーという視点で考えたほうが，より自然

だろう」4-20) と指摘している．この久保田の考えは，コンピュータのイン

ターフェイス・デザインにメタファーを取り入れることが，私たちの慣れ親

しんだ環境をコンピュータに移すということよりも，日常の体験に基づいた

ヒトの身体経験そのものをコンピュータに導入することであったという視点

から考える必要があることを教えてくれる．

　レイコフとジョンソン自身がデスクトップ・メタファーを評価し，また，

楠見と久保田が指摘するように，彼らのメタファー論は，ヒトとコンピュー

タとが行うディスプレイを介したコミュニケーション行為の理解において，

ヒトの身体に大きな役割を与え，デスクトップ・メタファーに基づく GUI 

に対して，新しい理解を提示する力をもっている．それは，現実を模したイ

メージをディスプレイに表示したから，イメージ・スキーマが発生したので

はなく，身体経験やイメージ・スキーマをコンピュータに導入した結果，現

実を模した形式が表示されるようになったという視点を与えてくれる．この

視点を得ることによって，デスクトップ・メタファーは，コンピュータに，

ヒトの身体を巡る感覚や経験を導入したものと考えることが可能になるので

ある．

　

4.2 マウスとカーソル：カーソルによる選択行為

　コンピュータのディスプレイで表現されている世界は，現実の世界ではな

いという単純な事実を考えなければならない．そこは，もともと，コン

ピュータが複雑な論理計算を瞬時に行って表示しているものにすぎない論理

の世界であったはずである．そして，論理の世界は，ヒトの身体を排除して
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いるものとして，レイコフとジョンソンが批判したものである．4-21) この事

実は，コンピュータによって作り出されるディスプレイ世界には，元来，メ

タファーの基盤となるヒトの身体が存在していなかったことを示しているの

ではないか．

　しかし，レイコフとジョンソン，楠見，久保田の説明では，コンピュータ

の論理の世界に，いつ，どのようにして，私たちの身体が入り込んでいった

のかということは考えられていない．ここから，ヒトの身体が，コンピュー

タとのコミュニケーションに入り込んでいくプロセスを詳しくみていく必要

がでてくる．そして，そこには論理の世界にメタファーが立ち上がっていく

様を捉えるという興味深い問題がでてくるはずである．

　メタファー形成の基盤となるイメージ・スキーマは，基本レベルの行為の

繰り返しによって生じるものであるから，身体経験の基本レベルとコン

ピュータとの関係から考察していかなければならない．よって，私たちが，

デスクトップ・メタファーについて，はじめに考えるべきことは，このメタ

ファーが生み出される前に，ヒトの身体経験がその基本レベルで．コン

ピュータの論理世界に何らかのかたちで入り込んでいたのではないか，とい

うことになる．この問題への手がかりを，シェリー・タークルは与えてくれ

る．彼女は，デスクトップ・メタファーを一般化したマッキントッシュのイ

ンターフェイスについて，次のように書いている．

マッキントッシュのインターフェイス──実際はその画面──は，実

物の机をシミュレートしている．私のアップルⅡの CP/M システム
4-22) のような，論理的コマンドで操作される論理的インターフェイス

ではなく，たとえ二次元とはいえ，ヴァーチャル・リアリティだった

のだ．この世界では，空間を進むのと同じように情報の中を進む．実

際，マウスを手にして平面上で動かせば，その物理的な動きが，通常

は矢印か指の形である指示アイコンによって，画面に反映されるのが

わかるだろう．4-23)

　このタークルの記述には，「論理的コマンドで操作される論理的インター

フェイス」と「ヴァーチャル・リアリティ」という対立がある．論理の世界

は，ヒトの身体を排除するのに対して，「ヴァーチャル・リアリティ」は，

ヒトの身体を取り込むことで成立する世界である．だからこそ，私たちはそ

の中で「空間を進むのと同じように情報の中を進む」ことができるように

なる．そして，論理的に構成された情報に空間の属性を重ね合わせ，私たち

の身体が自由に動き回ることが可能になっていることを，私たちは自分が手
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にしているマウスによって，画面上のカーソルを動かすことで理解できると

タークルは指摘している．このことは，マウスという入力デバイスが，論理

的インターフェイスにヒトの身体を取り囲む空間を重ね合わせ，ヒトの身体

経験の基本レベルをコンピュータに持ち込んだことを示唆している．

　マウスは，手元を見ることなく，ディスプレイ上のイメージを選択するた

めに開発された入力デバイスである．このデバイスが示す身体経験とは何か

を考えたい．そこで注目したいのが，マウスを使用するときに，私たちは操

作している自分の手を見ることがないということである，マウスは，選択行

為のための道具であるにもかかわらず，それを動かす手を見ていては，ディ

スプレイ上のイメージを選択することができない．何かを選択するというこ

とは，それを見て場所を確認し，人さし指や細長い棒なりをその方向に向

ける行為を伴っていたので，選択するものを指示する手が視界に入ってくる

ものであった．しかし，マウスでは，選択するために手は動かしながらも，

目はディスプレイに向けられ，マウスと連動して動くカーソルを見続ける．

　久保田は，マウスとカーソルの連動が，コンピュータ・インターフェイス

を現在のような形にしたとして，「マウスというインターフェイスは，常に

その分身である，マウス・カーソルを見ながら操作することを，ユーザーに

強いる．そのことは，現在のコンピュータの GUI の主流である，デスク

トップ・インターフェイスという視覚指向型のインターフェイスのデザイン

と密接に結びついている」4-24) と指摘する．そして，マウスとカーソルに

よって，私たちがディスプレイを一本の指で触れている状態になっているこ

とが，インターフェイス・デザインの可能性を制約していると，久保田は批

判している．4-25)

　このとき，久保田が，マウスを「二次元的な位置情報センサー」＋「１か

ら３つのキー」4-26) として抽象化し，機能だけを取り上げていることに注目

したい．マウスに求められている機能は，ディスプレイ上のイメージの選択

であるから，位置情報を獲得するセンサーと選択を確定するためのボタンさ

えあればいいのだが，マウスは「ねずみ」というその名称が示すように特徴

的な形態（図4-2）をもつことを忘れてはならない．

誰が，石けんと同じくらいの大きさで，扱いにくいプラスチックの小

さな塊を，何かを指さしたり，操作したり，描いたりするために選ぶ

のであろうか．私たちは，多くの時間をかけて，鉛筆やペン，ブラシ

で書くことや，描くことを学んできた．そして，鉛筆をよく削って繊

細な形を描き，細かい文字を書いてきた．これらのことを，マウスで

行うのは簡単ではない．4-27)
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4-24)
久保田 (1999)，pp.46-47

4-25)
同上書，pp.46-47

4-26)
同上書，pp.45-46

4-27)
Bi l l Moggr idge, “Des igning 
Interactions”, MIT press, 2006, p.
17



　

　このビル・モグリッジの言葉は，久保田が見逃しているマウスの形態が，

私たちに大きな影響を与えていることを示している．久保田は，なぜ，マウ

スを機能へと抽象化して捉えたのだろうか．それは，マウスと，ディスプレ

イ上のカーソルを，ひとつのセットとして考えているからだといえる．コン

ピュータを操作しているときに，私たちの意識は主にディスプレイに向けら

れるために，自然とカーソルに集中するようになり，それを動かしているマ

ウスへの関心は薄くなっていくといえる．それゆえに，マウスの具体的な形

は忘れられ，それは機能へと抽象化されていく．つまり，久保田は，ディス

プレイ上のカーソルに見ることに引きつけられて，それを動かすマウスの形

やそれを動かしている手を忘れてしまっている．だが，久保田がディスプレ

イに引きつけられてマウスを握る手を忘れているのと同様に，モグリッジ

は，マウスに引きつけられてディスプレイ上のカーソルを見る目を忘れてし

まっている．マウスは，ペンのように単体で機能せずに，ディスプレイ上の

カーソルとセットで機能することを忘れてはならない．

　マウスを考える上で重要なことは，手と目が分離しながらも繋がっている

ということである．この特徴から，この入力デバイスとコンピュータとの間

に発生する身体経験を考察する必要がある．

　マウスを一般化したマッキントッシュの開発に関わったジェフ・ラスキン

は，はじめてマウスを使った女性が，それを持ち上げる例をあげて，マウス

の使用方法は，それを一目見て生じる「想像によって得られる直観や自然さ

には直結していない」4-28) と指摘する．また，メディアアーティストの藤幡

正樹も，次のように記している．

（マウスの）発明の要点は，ディスプレイ画面の特定の位置を指し示

すのに，直接にディスプレイに触れるような絶対的な位置関係を使わ
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4-28)
ジェフ・ラスキン，『ヒューメイ
ン・インタフェース』，村上雅章
訳， ピアソンエデュケーショ
ン，2001，p.175

図4-2 1987年にマ
イクロソフトが発
表したマウス．棒
状せっけんに似て
いたので，一般に
「Dove bar」と呼
ばれる． 図4-2

Ibid., p.114



ずとも，間接的に相対的な位置関係の指示だけで，それを実現したこ

とである．実際には，対応であって，同一化ではなく，画面とポイン

ターの位置が，人間側に同一化の幻想を作るための装置として使われ

ている．この幻想がユーザーの中で作り出されるまでには若干の時間

がかかる．かつてのいわゆるパソコン講習会で，「マウスを上に上げ

て，メニューを開いてください」と講師に指示されて，本当にマウス

を机から持ち上げた年配の講習者がいたという．人間の物への認知の

過程をこうしたインターフェイスが揺さぶっていることがわか

る．4-29)

　ラスキンと藤幡の指摘するように，マウスの形態は一目見ただけでは，そ

れをどのように機能させるのかがわからないことである，さらに，藤幡は，

マウスを使うには，同一化の幻想を作り上げなければならないとしている．

彼らのマウスへの考察は，久保田とモグリッジの関係を示すと考えられる．

なぜなら，藤幡，ラスキンの指摘は，久保田が注目したマウスがディスプレ

イ上のイメージを指さす選択行為を遂行するために持っている機能と，モグ

リッジが指摘したマウスの形態とが結びついていないことを明らかにするか

らである．それゆえに，久保田は機能，モグリッジは形態のみに着目するこ

となったのである，

　藤幡とラスキンの例はともに，マウスの形態は「持ち上げる」という行為

をアフォードすることを示している．このことは，ディスプレイ上のイメー

ジを選択する道具にとって重要な感覚は「掴んで動かす（grasps and 

moves）」だとする，マウスの開発者であるダグラス・エンゲルバートの考

え4-30）を，マウスが体現していたことを示している．ここでのアフォーダン

スは，コンピュータ・インターフェイスの研究で知られる認知学者のドナル

ド・ノーマンが「物をどう取り扱ったらよいかについての強力な手がか

り」4-31) と言う意味で用いている．ノーマンの考えでは，道具に対して私た

ちが行う行為は，道具が示すアフォーダンスに従うものとされる．

　 しかし，ラスキンと藤幡の例は，形態が示すアフォーダンスにそのまま

従ってしまっては，私たちがマウスを使うことができないこともまた教えて

くれる．マウスを，掴んで，そのまま持ち上げてしまったら，私たちは，

ディスプレイ上のカーソルを動かして，対象を選択することができない．手

元を見ることに集中することなく，ヒトに掴むことを要求するには，一目見

ただけで掴むことをアフォードする形態でなくてはならないが，そのまま，

そのアフォーダンスに従っては，マウスは機能しない．私たちは，マウスの
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4-29)
藤幡正樹，「メディア・アートの未
踏領域」インターコミュニケーショ
ン，Vo l . 1 4 , N o . 1 ，N T T出
版，2005，p.116

4-30)
William K. English, Douglas C. 
Engelbart and Melvyn L. Berman, 
`Display-Selection Techniques for 
Te x t Man i p u l a t i o n ’ , I E EE 
Transactions on Human Factors 
in Electronics, Vol.HFE-8, No.1, 
1967, p.14

4-31)
ドナルド・ノーマン，『誰のための
デザイン？』， 野島久雄訳，新曜
社，1990，p.16



形態が示すアフォーダンスに従いながらも，マウスをディスプレイ上のカー

ソルとの関係の中で使わなければならない．

　 ここで，マウスというディスプレイ上のカーソルとの関係をもつ道具を使

うことを考えるために，アフォーダンスに対して独自のアプローチをする哲

学者，ルース・ギャレット・ミリカンを参照したい．ミリカンは，アフォー

ダンスに対して，「決定的に重要な問いは，アフォーダンスを知覚すること

のうちに，そのアフォーダンスに従うことによって到達する最終の状態を表

象することも含まれているのかどうかということである」4-32) として，最終

の状態は，アフォーダンスによっては表象されないというのがミリカンの考

えである．ここで，マウスを使用するということを，ミリカンの考えから，

改めて考察していく．　

　まず，マウスを使用するために考えなければならない最も重要なことは，

ディスプレイ上のカーソルとの連動である．だが，マウスの形態には，この

連動をアフォードするものはない．その形態が示すのは，「掴む」というこ

とであるから，マウスだけを見て，行為を遂行すると，それを持ち上げてし

まうということが起こっても仕方がない．マウスを使うには，私たちは，マ

ウスが示す「掴む」というアフォーダンスに従いつつも，その外部にある

ディスプレイにも関心を向けなければならない．ディスプレイ上のアイコン

やカーソルなどのイメージは，「見る」ことを，私たちにアフォードする．

マウスの「掴む」と，ディスプレイの「見る」ことは，それぞれのアフォー

ダンスに従っているだけでは機能は，このふたつのデバイスが属するシステ

ムの機能を果たすことはできない．マウスとディスプレイを組み合わせて使

用するという最終の状態を，私たちが思い描けたとき，その表象のもと，

マウスを使うことができるようになるといえる．このとき，私たちは，マウ

スの「掴む」というアフォーダンスに従いつつも，最終的には，その関係

から離れ，ディスプレイ上のカーソルを含めた一連のイメージとの間に，関

係を持つようになる．コンピュータを使用するために思い描いた最終の表象

をもとに，マウスから，ディスプレイ上のイメージへと，アフォーダンスを

知覚する対象を切り替えるのである．4-33)

　さらに，「アフォーダンスの知覚において，目標が知覚されている，ある

いは思考的に表象されていると言えるような意味での「目標」は，場所だけ

である」4-34) という．ミリカンの指摘は，マウスから，ディスプレイへと関

係を移した際に，私たちの行為が，直接的にアフォーダンスに従っているこ

とを示す．なぜなら，私たちがディスプレイ上で行うことは，目標としての

アイコンが示す場所にカーソルを動かしていくという，場所を指さす行為だ
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4-32)
ルース・ギャレット・ミリカン，
『意味と目的の世』，信原幸弘訳，
勁草書房，2007，pp.266-267

4-33)
同上書，pp.226-227

4-34)
同上書，pp.268-269



からである．このときは，アフォーダンスが，最終的な表象と直接的に結び

ついている．

　このアフォーダンスの直接性に引きずられて，久保田は手を忘れ，目に集

中してしていったといえる．私たちは，ディスプレイが示すアフォーダンス

の直接性を確認した上で，モグリッジが注目したマウスの形態という手の部

分に戻ることで，藤幡が指摘したマウスによる認知への揺さぶりを，より明

確に理解することができると考える．

 ティエリー・バーディニが指摘するように，マウスは，プラニメーターと

いうよく知られている工学的原理に基づいているため，画面上のカーソルを

制御するには，ホイールを入れる空間が必要であった．4-35) その結果，私た

ちが現在使っているような手全体で掴むことを必要とする形になった．しか

し，80年代半ばに，スチュワート・カードは，マウスのメカニズムが機械

式から光学式になり，従来の形態を踏襲する必要がなくなったので，新しい

コンセプトに基づいた様々な形態の「マウス」のデザインを行っている．そ

こでは，指を中心にしたペン型や，オーディオのボリュームのような形態

（図4-3）が試された．4-36) カードの試みにかかわらず，マウスは，形態に

おいては，エンゲルバートとイングリッシュが開発したものとほぼ同じまま

である．

　このように考えると，マウスはその形態にこそ大きな意味を持っているこ

とがみえてくる．ダイアン・ホッジスとケンイチ・アカギは，人間工学的に

マウスを考察した中で，ヒトは，マウスの一方の側面に４本の指，その反対

の側面に親指を添えて，掴むようにもつことを観察実験から明らかにしてい
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4-35)
ティエリー・バーディニ，『ブート
ストラップ』，森田哲訳，株式会社
コンピュータ・エージ社，2002，p.
157

4-36)
Moggridge (2006), p.45

図4-3 スチュワート・カードのデザインによるペンマウスとパックマウス

図4-3
Ibid., p.45



る．4-37) さらに，アンケートから，マウスに求められているものが「掴みや

すさ」であることを示している．4-38) ホッジスとアカギの指摘から，マウス

で重要なのは，それを手全体で掴んで動かす身体感覚だと考えることができ

る．

　このことから，マウスを使用する感覚は，鉛筆で絵を描いたり，文字を書

いたりするときとは異なるものになる．この違いを明確にするために，古

生物学の観点からヒトの行為を考察し，「道具は動作をめぐってしか存在し

ない．ふつうそれには，動作をめぐる意味ぶかい痕跡があるので，動作のよ

い証人になる」4-39) と書く，アンドレ・ルロワ=グーランを参照したい．な

ぜなら，行為が示す身体感覚の意味を考えるために，ヒトの行為の歴史を振

り返る必要があると考えるからである．そして，ここで確認したいのは，マ

ウスを掴むように持っているときの感覚が，私たちの身体にとってどのよう

な意味を持っているのかである．ルロワ=グーランは，手に特有な行為を

「爪がもっている傷つける働き」，「指と掌による把握動作」，「指相互に

よる把握動作」とに分類して，4-40) 手の行為の歴史を次のようにまとめてい

る．

霊長類から人間にいたるまで，把握作業の性質が変わっているわけで

はい．ただ目的が多様化し，遂行のしかたが繊細になっていくのであ

る．ものを把握する，こねたりものを受けるのに手を使うという，

指・掌による動作は，手だけによる技術には，あいかわらず基本的で

あるが，霊長類においては，皮剥ぎ皮むきを可能にしている指相互の

動作が，糸つむぎのような巧妙な動作を要する技術の場合にいちじる

しい重要性をおびることになる．4-41)

　この分類から考えると，マウスは何かを手全体で掴むという基本的な「指

と掌による把握動作」，ペンはより洗練された「指相互による把握動作」

によって操作される道具と位置づけることができる．だから，より洗練され

た「指相互による把握動作」を伴うペンで行う作業を，マウスで行うことは

難しいのは，ヒトを含めた生物の手がたどってきた行為の歴史からみても必

然だといえる．ペンではなく，マウスを使用することは，手の行為の歴史か

らみれば，以前からあったより古い行為に属する手のはたらきを用いている

ことになる．よって，マウスは，「指と掌による把握動作」という基本レベ

ルの手の行為が示す，特定の行為のために洗練される以前の原初的な手と道

具の関係がもっていた感覚をコンピュータに持ち込んだといえる．そして，

マウスが「指と掌による把握動作」というより基本的な手の行為に基づいて
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アンドレ・ルロワ=グーラン，『身
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4-40)
同上書，p.235

4-41)
同上書，pp.236-237

4-37)
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いるからこそ，ディスプレイ上のカーソルを動かすために必要な行為が，も

のを握って動かすという誰でもすぐにできる簡単なものになっていることは

強調すべき点である．それゆえに，ほんの少しマウスを使うだけで，ディス

プレイ上の上のカーソルと，それを動かす手の位置が離れていることは克服

されるといえる．

　ディスプレイ上のイメージに目を向けている間も，手全体でものを掴むと

いう感覚は，マウスを操作している限り，常に手とマウスの接触面から生じ

ている．しかし，私たちは，この接触の感覚が生じているところを，あま

り見ることがない．マウスは出来るだけ，ディスプレイを見続けながら作業

を行うために開発された道具だからである．それゆえに，手とマウスの接触

による「掴む」という身体感覚は前面に出てはこない．私たちは見続けてい

るディスプレイ上のイメージに，アフォーダンスの知覚を求めるようにな

り，指さしによる選択行為を行う．つまり，マウスを掴む，動かすというア

フォーダンスを達成した後，この経験を退けて，新しいアフォーダンスを

ディスプレイ上のイメージに求めるようになる．このことは，私たちが，原

初的な手の感覚を持ちながら，ディスプレイ上のイメージに新たなアフォー

ダンスを知覚することを意味する．マウスとディスプレイ上のカーソル，ア

イコンの間で，アフォーダンスが受け渡される．その結果，「掴む」という

原初的な行為と「指さし」というアフォーダンスの直接的な知覚に基づく

行為が結びつけられた選択行為が生じる．

　マウスが示す認知の揺さぶりは，カーソルによる選択行為を遂行するため

に必要な行為が，手の原初的な行為とアフォーダンスの直接的な知覚に基

づく行為であったために，私たちの身体がどちらに従えばよいのかわから

なくなったことに起因していると考えられる．しかし，私たちは，アフォー

ダンスを受け渡すことを身につけることによって，この認知の揺さぶりを容

易に克服することができるのである．

4.3 デスクトップ・メタファーと「ディスプレイ行為」　

　ここで，デスクトップ・メタファーが生み出されたパロアルト研究所に考

察の対象を移したい．なぜなら，この研究所において，ディスプレイ上の対

象物を指さすための道具であったマウスに，次々に新たな行為が付け加えら

れることになるからである．

　パロアルト研究所では，1973年に，アルト（図4-4）と呼ばれるシステム

が開発された．アルトは，アラン・ケイや，バトラー・ランプソン，チャー

ルズ・サッカーが中心となって開発された実験的なワークステーションであ
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り，その大きな特徴は，ディスプレイ上のピクセルがメインメモリのビット

に対応するビットマップ方式を採用していたことである．この決定は，ヒト

が環境の情報を最も捉えることができる視覚を重視したインターフェイスを

提供することが，マシンとソフトウェアの最大の目的であるという開発者た

ちの認識から導かれたものであった．そして，アルトのインターフェイスで

もうひとつ重要なことは，ポインティング・デバイスとして，マウスが採用

されたことである．当時，マウスは，入力デバイスとしては馴染みの薄いも

のであったが，スチュワート・カードによる実験によって，マウスが，ディ

スプレイ上の対象を指示するのに最も適したデバイスということになり，標

準装備されることになった．4-42) 視覚重視の考えと，ヒトの手の原初的な感

覚をコンピュータに持ち込むマウスという道具が，アルトというワークス

テーションで出会うことになる．

　視覚重視のアルトは，ディスプレイ上のイメージを自由に表示することが

できた．このことは，ディスプレイ上のイメージが示すアフォーダンスの直

接的な知覚に基づく指さし選択行為とマウスとの関係に影響を与えた．

　 エンゲルバートのシステムでは，マウス・カーソルのイメージは，単なる

点であった．しかし，アルトでは，カーソルの形は，矢印（→）になる．

カーソルの形が，矢印ではなく点であっても，ディスプレイ上のイメージを

指さす選択行為を遂行することはできる．では，なぜ形が変わったのか．そ

れは，ディスプレイ上のイメージを自由に表示できるようになっために，指

さし選択行為の遂行に，より適したアフォーダンスを示すイメージを表示す

るようになったと考えることができる．

　ここでは，身体的行為を導くアフォーダンスとディスプレイ上のイメージ

が導くアフォーダンスの間に変化が起こっている．エンゲルバートの点の形

をしたカーソルは，単なる画面上の染みかもしれず，それが何かを指さすた

めのイメージであることの手がかりを，私たちに与えない．だが，アルトの

矢印の形をしたカーソルは，ディスプレイ上のイメージを指さす行為を遂行
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4-42)
チャールズ・サッカー,「パーソナル
分散コンピューティング」，『ワー
クステーション原典』，村井純監
訳，浜田俊夫訳， アスキー出版
局，1990，pp.308-309

図4-4 ゼッロクス社，アルト

図4-4
Mac History, http://www.mac-
history.net/computer-history/
2008-10-30/rich-neighbor-with-
open-doors-apple-and-xerox-parc 
(2008.12.21アクセス)



した最終の状態（アイコンに重ねられるカーソル）を示してはいないが，そ

の状態へのプロセスの一部を表象している．ディスプレイ上のイメージを自

由に表示できるようになっために，ディスプレイ上のイメージが示すア

フォーダンスに従うことによって到達するであろう最終の状態の表象を，私

たちに思い起こせさせるようになったのである．それは，マウスが，指さし

による選択行為だけでなく，他の行為を，ディスプレイ上のイメージに誘導

されて遂行できるようになることを意味している．ディスプレイ上のイメー

ジが半ば強制的に私たちの行為を導くようになるのである．

　 マウスが示すアフォーダンスが，ディスプレイ上のイメージが示すア

フォーダンスに受け渡される．受け渡され後，私たちはディスプレイ上のイ

メージとの関係の中で，行為を遂行していくのであるが，マウスと手はその

間，常に接触している．マウスと触れ合っている手から生じる「掴む」とい

う身体感覚が，ヒトに与えられ続ける．この感覚は，イメージとヒトとの関

係の中で，感じにくくなっている．しかし，確かに，存在する．

　従来は，身体感覚とその感覚をもたらす表象，イメージは一致していた．

けれども，マウスとディスプレイ上のイメージとの間には，この一致を見出

すことができない．しかし，アルトは，イメージを自由に表示することが可

能であったため，マウスの身体感覚が蓄積されていく中で，アルトを使用し

たヒトたちは，この感覚と合致した表象を作り出すようになっていったので

はないだろうか．

　 アラン・ケイとアデル・ゴールドバーグは論文「パーソナル・ダイナミッ

ク・メディア」の中で「プログラム経験のまったくない少女が，ポインティ

ング・デバイスで画面に絵が描けないのは，おかしいと考えた．彼女はわれ

われのプログラムをまったく見ずに，スケッチ・ツールをつくった」4-43)　

という報告をしている．この少女の例が示しているのは，マウスがものを

握って動かすというヒトの手の感覚を持ち込んでいるのに，なぜ位置の指

定，指さし行為しかできないのかという疑問である．彼女をはじめとして，

視覚重視のアルトでマウスを使用した多くの人が，ディスプレイ上で起こっ

ている視覚的出来事と，マウスを握る自分の手の感覚との間に，ズレを感じ

ていたと考えることができる．スケッチ・ツールを作った少女は，ディスプ

レイ上のカーソルを，マウスを通じて握っている絵筆と見立てることで，こ

のズレを解決したといえる．ケイとゴールドバーグもこの感覚を示すよう

に，「ブラシは“マウス”でつかみ（grabbed），インク壺に浸し，ブラシの

大きさと形や，ブラシを動かすスピードにしたがって，ハーフトーンの線を

描くことができる」4-44)　と書いている．
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4-43)
アラン・ケイ＆アデル・ゴールド
バーグ，「パーソナル・ダイナミッ
ク・メディア」，『アラン・ケ
イ』， 鶴岡雄二訳，浜野保樹監
修，株式会社アスキー，1992，p.
50

4-44)
同上書，p.44



　ここで起こっていることは，ディスプレイ上にメタファーを経由した表示

を行うことによって，「私たちの経験と理解（私たちが「世界をわがものと

する」仕方）が整合的で意味あるものとして構造化され」4-45)　 ることであ

る，その結果，マウスによって持ち込まれた手の感覚から生じる身体経験と

ディスプレイ上のイメージの間に生じる感覚のズレが埋められるのである．

マウスを掴んでいるという感覚，ものを掴んでいるという感覚の，ものの部

分をディスプレイ上のイメージによって変更すること．掴む感覚に基づいて

作り上げられる表象を，ディスプレイ上のイメージとして映しだすことで，

掴むことからはじまる行為の最終的な表象を，私たちに提示すること．こ

の行為と最終的な行為との間に整合性を与えるのが，メタファーの力なので

ある．そして，デスクトップ・メタファーは，マウスを操作することによっ

て，コンピュータに入り込んだ身体経験を有効にまとめ上げた視覚的表現の

ひとつなのである．

　このことを明らかにするために，まずは，デスクトップ・メタファーの原

型となる「オーバーラップ・ウィンドウ」と呼ばれるシステムをみていきた

い．オーバーラップ・ウィンドウは，アラン・ケイが，当時のどのコン

ピュータにもあふれていた「モード」をなくすために開発したシステムで

あった．モードとは，現在の状況を表すもので，例えばワープロにおける

「入力モード」と「編集モード」といったものを指す．同じキーを押して

も，モードによってまったく違った結果になってしまうので，ユーザは，自

分がどのモードにいるのかをいつも意識していなければならないという厄介

なものであった．このモードを追放するために，ケイは，ウィンドウの重な

りをマウスで入れ換えることを用いた．なぜなら，「ウィンドウを使う直感

的なやり方は，マウスでウィンドウを「一番上」に持っていく（bring）こ

とで，アクティブにするというものだった」4-46) からである．そして，この

一連の流れが，ユーザにとって，自然な行為に見えるので，そこにモードが

ないような錯覚を生み出すことになった．このケイによるモード追放の解決

策は，スクリーンを「机」と考え，ウィンドウを机の上に折り重なっている

「紙」と見立てたもので，後にティム・モットが提案することになる「デス

クトップ・メタファー」の原型であった．

　 ここで，マウスとメタファーという視点から，ケイのオーバーラップ・

ウィンドウを考えると，興味深いことが浮かんでくる．それは，マウスで

ウィンドウを一番上に「持ってくる（bring）」と，ケイが考えていること

である．ここでは，マウスの役割が，ただディスプレイ上の文字やイメージ

を指示して，選択するだけではなくなっている．なぜなら，選択するという

感覚よりも，マウスがウィンドウを「持って」，一番上に移動させるという
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4-46)
アラン・ケイ，「ユーザーインター
フェース：個人的見解」，『ヒュー
マンインターフェースの発想と展開
[新装版]』，上條史彦・小嶋隆一・
白井靖人・安村通晃・山本和明訳，
ピ ア ソ ン ・ エ デ ュ ケ ー シ ョ
ン，2002，p.157
［既存の訳を参照に，引用者が翻
訳］

4-45)
ジョンソン (2001)，pp.211-212
［引用者により訳文を一部変更］



感覚が前面に出て来ているからである．これは「持つ」という身体経験が，

コンピュータの論理世界に入り込んでいたことを示唆している．ケイは，私

たちがマウスを手全体で持っている感覚から，論理の世界に生じた「持つ」

という身体経験を利用するために，ひとつのメタファーを作り，それを視

覚的に表現したのである．

　次に，デスクトップ・メタファーへと直接つながるアイデアをみていきた

い．ティム・モットは，アルトを使用して，グラフィック・デザイナーのた

めのページ・レイアウトシステムのデザインを考えていた際に，次のような

閃きを得たと述べている．

私は，オフィスで何が起こるのかを考えていた．誰かが，書類をとっ

て，彼ら・彼女らは，それをファイルに入れたいので，ファイル棚の

方へ歩いていき，それを棚に置いてくる．もしくは，書類をコピーし

たくて，コピー機のところへ行って，コピーをするかもしれない．ま

た，彼ら・彼女らは，書類を捨てたくて，机の下に手を伸ばして，ご

み箱にそれを捨てることもあるだろう．

そんなことを考えながら，私は興奮して座っていた．バーのナプキン

に最後に書かれたものは，私とラリーが「オフィスの概略図」と呼ぶ

ものであった．それは，ファイル棚，コピー機，プリンターやごみ箱

といったアイコンのセットであった．メタファーは，マウスで書類を

掴み（grab），スクリーン上を動かす（move）といったものであっ

た（図4-5）．私たちは，それをデスクトップとは考えず，オフィス

を動かされる書類として考えていた．それらは，ファイル棚に落とす

こともできるし，プリンターの上で落とすことも，また，ごみ箱の上

で落とすこともできた．4-47)

79

4-47)
Moggridge (2006), p.53

図4-5
Ibid., p.52

図4-5 モットによって再現されたメモ



　モットのこのアイデアが，アイコンによるプログラミング環境を作り出し

たディビッド・スミスのピグマリオンと結びつくことで，デスクトップ・メ

タファーとなるのであるが，ここで重要なことは，モットが「メタファー

は，マウスで書類を掴み（grab），スクリーン上を動かす（move）といっ

たものであった」と，マウスがもたらす身体感覚を強く意識していることで

ある．このモットの言葉は，マウスがコンピュータに持ち込んだ，何かを

握って動かすという手の感覚から生じる身体経験が，デスクトップ・メタ

ファーと固く結びついていることを明示している．

　　また，モットは，デスクトップ・メタファーのひとつの特筆すべき点と

して「シンプルな２次元のアイコン」による表現を上げている．4-48) このこ

とから，デスクトップ・メタファーの目的が，現実に似せた環境をコン

ピュータに移すことではなかったことが伺える．つまり，モットのメタ

ファーの核は，コンピュータが表示するものをオフィスのようにするのでは

なく，マウスによって持ち込まれたものを掴んで動かすというヒトの身体経

験に最適化した視覚表現を作り出し，コンピュータを操作することにあった

といえる．その際，マウスによる行為を，オフィスという現実空間での行為

に見立てる段階を経由させることで，ヒトの身体経験とコンピュータの論理

世界とがスムーズに重ね合わせられているのである．

　デスクトップ・メタファーが生み出される過程で，コンピュータ・インタ

フェースのデザインにおいて実践されているのは，マウスを使っているとき

の手の感覚から生じる身体経験を，メタファーの力をかりてまとめ上げ，そ

れと合致した視覚的表現をコンピュータの論理世界に作ることである．だか

らこそ，私たちは，マウスで，ウィンドウを一番上に「持ってくる」こと

や，書類を「掴んで」，ごみ箱の上に移動して「落とす」ことを，私たちは

とても自然に感じるのである．マウスとデスクトップ・メタファーによっ

て，ヒトの身体経験の基本レベルが，コンピュータの論理世界に意味あるか

たちで重ねられた結果，私たちはマウスを操作することによって，ディスプ

レイ上のイメージを指さす選択行為を遂行することで，ものを掴んだり，絵

を描くといった行為を，コンピュータの論理の世界で行えるようになったと

いえる．それは，マウスによる「掴む」という身体感覚に基づいたメタ

ファーによって整合性を与えられたディスプレイ上のイメージが，アフォー

ダンスの直接的な知覚に導かれる指さす選択行為を，「ディスプレイ行為」

に形成していくことなのである．
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Ibid., p.54



第５章　結

　本研究では，GUI につながる重要なアイデアを提示したスケッチパッド，
マウス，スモールトーク，デスクトップ・メタファーを，ヒトの身体的行為

とディスプレイ上のイメージとの関係から捉え直し，身体的行為とイメージ

との関係の段階的な変化が，「ディスプレイ行為」という新しい行為を形成

していったことを考察してきた．

　 まず，コンピュータの登場によって，それまで強固に結びついていた行

為，痕跡，イメージという関係が無効になっていく過程を，マジック・メモ

とスケッチパッドという二つの装置から考察した．その結果，コンピュータ

は，行為＝痕跡＝イメージの関係を変換という操作によって，無効化するこ

とで，ヒトの行為を自由にし，選択というコンピュータが求める行為に，ヒ

トの行為を合わせていったこと．それだけでなく，ヒトもまた，選択行為

に適したマウスという新たな道具を開発したことを明らかにした．

　次に，私たちが直接見ることがないプログラムと，ディスプレイに表示さ

れるアイコンとの関係が，私たちに与えている影響を考察した．そして，情

報隠蔽という概念によって，オブジェクト指向型プログラミング言語である

スモールトークが，絵画的記号を表示できる平面を形成したこと．オブジェ

クト指向のプログラムが創造するアレゴリーによって，アイコンという，読

みの正しさと字義に辿り着かないことによる曖昧さとを同時に示す，絵画的

記号が，ディスプレイに表示された．読みの正しさと曖昧さを同時を，私た

ちは受け入れるために，指さす選択行為を遂行するように促されることを示

した．

　 最後に，マウスとアイコンの結びつきが，コンピュータ・インターフェイ

スに与えた影響を考察した．そこから，メタファーによって，マウス，カー

ソル，アイコンの連動から生じる「掴む」という感覚と指さす選択行為を結

びつけて，ディスプレイ上のイメージの変化を見ることで，「行為」を遂行

する「ディスプレイ行為」の形成を示した．

　以上のことから，コンピュータが，私たちの行為を，指さす選択行為のみ

に制限するように導いていくこと．同時に，ヒトが，指さす選択行為のみ

で，様々な「行為」をディスプレイ上で遂行できるように，イメージを展開

していくこと．この組み合わせが，「ディスプレイ行為」を形成したという

ことできる．

　「ディスプレイ行為」の導入は，コンピュータという新しい道具が，切り

開いた論理の世界に，ヒトがどのように自らの行為を適応させていったのか

を示すプロセスとしてみることができる．コンピュータが従来の道具と異
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なっていたのは，ヒトの身体的行為を極力排除することで成立する論理の世

界を示す道具であったということである．論理の世界に，身体的行為を導

入していくこと．それゆえに，導入されていくヒトの行為は，今までのもの

とは異なった「ディスプレイ行為」となっていった．

　ヒトがコンピュータと交わる中で生じた「ディスプレイ行為」は，手と目

の直接的な結びつきを解く．だが，それらはゆるやかな関係を持ち続けるの

である．そして，ゆるやかであるがゆえに，直接的な結びつきよりも，自由

な関係が手と目の間に広がっている．このゆるやかな関係においては，私た

ちの手が，ディスプレイ上のイメージにのばされることが重要であって，イ

メージが私たちの目にただ届けられるだけでは「ディスプレイ行為」は生じ

ないのである．手の感覚をどのように形成し，ディスプレイ上のイメージに

反映させるか．それは，マウスなどのハードウェアと，ディスプレイ上のイ

メージを表示するソフトウェアの組み合わせの問題ではなく，ヒトの行為と

イメージの組み合わせの問題なのである．

　今のところ，私たちはディスプレイを介してしか，イメージに手をのばす

ことができない．この制約の中で，「ディスプレイ行為」をより豊かなもの

にしていくには，イメージの展開の種類を増やすことと，イメージの形成に

反映するような身体感覚を生み出す新たな入力装置を開発である．イメージ

の展開の種類を増やすことは，コンピュータの処理能力の向上によって多く

のことが為されてきた．だが，新たな入力装置の多くは，マウスの存在に

よって普及するには至っていない．それは，マウスに合うように作られたデ

スクトップ・メタファーに基づいたイメージに，新たな入力装置を合わせよ

うとしたからだといえる．新たな入力装置は，独自の身体感覚をヒトに与え

るのだから，その感覚にあったディスプレイ上のイメージを作り出さなけれ

ばならないことを，「ディスプレイ行為」は示すのである．

　コンピュータの技術的進展は，ディスプレイという制約をいずれ外すであ

ろう．そして，コンピュータは，手と目とのつながりを解いたように，私た

ちの身体がもつすべての感覚のつながりを解いていくと考えられる．そのよ

うな状況で，ヒトが主体的にコンピュータを使って何かを為していくために

は，「ディスプレイ行為」を越える新たな行為を，ヒトの身体を中心に据え

て考えることが必要なのである．ヒトが自らの身体感覚をどのように組みか

えることができ，その結果，どのような行為を行うことができるのか．その

中で，新たな行為を作り出し，コンピュータを主体的に使用していくこと．

このように，ヒトとコンピュータとの関係を，ヒトの行為から考えていくた

めの基盤を「ディスプレイ行為」は，私たちに与えるのである．

82



　 本研究は，GUI の確立から，「ディスプレイ行為」の形成をみること

で，新たな行為の概念を示した．しかし，ビデオゲームという，もうひとつ

の「ディスプレイ行為」が遂行されている場の考察を行うことはできなかっ

た．ビデオゲームも，GUI と同様に手と目に大いに依存しているものであ

るが，そこに耳が強く入り込んでおり，身体全体への関与が強いものであ

る．ビデオゲームについても「ディスプレイ行為」の視点から考察し，その

概念を拡げていくことが，今後の研究課題である．

　 GUI の確立と一般化によって，ヒトは，物理的対象が示すアフォーダン

スと，ディスプレイ上のイメージが示すアフォーダンスを受け渡しながら行

為を遂行する「ディスプレイ行為」を身につけた．この新たな行為を豊かに

していくともに，それを越えていくことが，これからの情報科学にとって重

要な課題のひとつだと考える．そのために，実際のインターフェイスの制作

まで視野に入れ，「ディスプレイ行為」という視点から，ヒトとコンピュー

タとの関係を継続して考察していきたい．
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