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Abstract  

"Tori × Tori" is the skateboard's game that can be intuitively enjoyed. You slide in 

the mysterious world according to the infinite loop image. 

 Recently, the computer technology develops. And, the operation of the personal computer 

is difficult. And, we think that it is difficult to remember operating. Then, we produced 

the work, "Tori × Tori" that was able to be operated without the explanation. We think 

about the interaction that can be operated without the explanation. We make it from the 

device to the image. The user experiences the image of an infinite loop using trick images. 

"Tori × Tori" was made by Taku Oshima and me. I took charge of the image of "Tori × 

Tori". I took the photograph one by one. I project the photograph in the slide show. I 

made the slide show for that. 

 We exhibited "Tori × Tori" at the Hakodate Future university. I evaluated the image 

there. Problems are three. The image is not smooth. The production of the image is useless. 

The turning point of the image is incomprehensible. 

 Our purpose is to solve these problems. 
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概要:   

「トリ×トリ」とは，スケートボードをコンセプトに直感的に楽しめるゲームである．だま

し絵というジャンルの中にある無限ループ映像が作り出す不思議な世界を滑走していく．  

近年，コンピュータ技術は常に発展し続けている．その一方で コンピュータの操作は複雑に

なり，多くは説明書を読むなどの手順を踏まなくては操作方法が理解できない．そこで，本研

究ではコンピュータを使う際に，操作方法の説明を受けることなく操作方法を理解できる作品

として「トリ×トリ」の制作を行った．「トリ×トリ」の制作によって，操作方法の説明なく

操作方法を理解することができるインタラクションの可能性を考える．そして，入力デバイス

からのフィードバックを反映する映像の制作し，だまし絵的な無限ループ映像をユーザに体験

してもらうことも目的としている． 

「トリ×トリ」の制作には大島卓と筆者の２名が共同で取り組んだ．「トリ×トリ」の制作

していく中で筆者は映像の制作を行った．映像は写真をコマ撮りにして，それをスライドショ

ーで表示することにより動画として扱った．その写真を画像編集し，スライドショーのプロト

タイプを制作した．その後，大島にスライドショーの機能を拡張してもらい，「トリ×トリ」

は完成した． 

作品完成後，制作した作品「トリ×トリ」を 2008 年 11 月 25 日から 11 月 28 日まで，公

立はこだて未来大学３階ミュージアムにて研究室展覧会「予感インタラクション 迎山和司研

究室作品展」にて展示を行った．その際，映像についての評価を行った．その結果，３つの問

題点が浮上した．１つ目は映像に遅延がみられること．２つ目は映像の演出が急すぎる．２つ

目は映像の分岐点がわかりにくいこと． 

これらの問題点を解消し，操作方法の説明なく操作方法を理解できるインタラクションの可

能性を考えることが今後の課題として残された． 

 

キーワード: スケートボード，だまし絵, 直感的, 画像編集 
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第１章  序論 
 

 

本章では，本研究の背景と研究目的を以下に述べる． 

 

1.1 背景 

コンピュータ技術の発展に伴い，入力デバイスの複雑化が進んでいる．そのため操作方法の

説明がなくとも直感的に操作できる入力デバイスが登場している．その例として挙げられるの

が任天堂から 2004 年 12 月２日に発売された「ニンテンドーDS」や 2006 年 12 月２日に発売さ

れた「Wii」である． 

「ニンテンドーDS（図１）」は携帯型ゲーム機で２つの液晶のタッチディスプレイが搭載さ

れており，付属のタッチペンやタッチストラップ，指などで画面に直接触れることでの操作が

できる[1]．  

 

 

図１ ニンテンドーDS[2] 

 

「Wii（図２）」は家庭用据え置き型ゲーム機で無線通信によって接続されるコントローラ

「Wii リモコン（図３）」には CMOS センサー（赤外線），及び傾きや動きの変化を検出する 3

軸よる加速度センサーが組み込まれている．このセンサーによって直感的な操作が実現可能と

なっている[3]． 
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図２ Wii[4]  

 

 

図３ Wii リモコン[5] 

 

こういった「Wii」などのゲーム機の登場には以下のような背景がある．近年では，個人が所

有する程度のパーソナルコンピュータ（以降，PC）ですらあらゆることが出来るようになって

きた．しかしその一方で操作は複雑になりマウスやキーボード，コントローラといった従来の

入力デバイスでは操作を覚えるまでに分厚い説明書を読む努力が必要となってしまっている． 

そのような中で 1980 年代後半にアメリカの知覚心理学者ジェームズ・J・ギブソンがアフォ

ーダンスという考えを提唱した．これは環境や物体の持つ属性（形，色，材質など）が，物体

自身をどう取り扱ったら良いかについてのメッセージをユーザに対して発している，とする考

えである．この考えはユーザ・インタフェースの分野に大きな影響を与え，操作方法の説明が

なくとも直感的に操作できるデバイスが登場している． 
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1.2 研究目的 

本研究では，スケートボードをコンセプトとした操作方法を説明することなく直感的に操作

のできるゲーム「トリ×トリ」の制作をする．「トリ×トリ」の制作を通して，操作の説明がな

くても操作方法が理解できるインタラクションの可能性を考える． 

「トリ×トリ」を制作するに当たって，ハードウェアは必要があれば自作することになる．

その際，ハードウェアの形状，色，重量，デバイスを操作した際の表示内容の変化などを操作

の説明がなくても操作方法を理解できるインタラクションの観点から考える．さらに「トリ×

トリ」を体験したユーザの反応などを基に操作の説明がなくても操作方法を理解できるとはど

ういうことか，どのようなことに使うことができるかなどを考える．また，入力デバイスから

のフィードバックを反映する映像の制作し，だまし絵的な無限ループ映像をユーザに体験して

もらうことも目的としている． 

本研究は共同研究者の大島卓と共同で１つの作品を制作する．共同制作を行う上で，役割を

「映像の制作」と「ハードウェアとユーザの操作を映像に反映させるプログラム（以降，操作

システム）の制作」に分け，筆者は「映像の制作」を担当した．よって，本論文は「映像の制

作」について述べる． 

 

1.3 用語解説 

1.3.1 ユーザ 

ユーザとは，機械やコンピュータを使用する人のことである．本研究におけるユーザとは，

後述の第６章にて述べる展覧会の鑑賞者のことを指す． 

 

1.3.2 デバイス 

デバイスとは，特定の機能を持った機器，装置，道具のことである [6]．デバイスには，ユ

ーザの指示・命令をコンピュータに伝えるための入力装置やユーザの入力に対してコンピュー

タが返す反応ユーザへと伝える出力装置等が含まれる．また，それらデバイスによって構成さ

れているコンピュータもデバイスと呼ばれる．本研究においてのデバイスとは，入力装置であ

るスケートボードのことである． 

 

1.3.3 フィードバック 

フィードバックとは，入力に対する出力が返ってくる事態を指す．本研究においてのフィー

ドバックとは，ユーザが「トリ×トリ」の入力デバイスを操作することによって出力映像が変

化することを指す． 

 

1.3.4 インタラクション 

インタラクションとは，ユーザとデバイスの相互作用のことである．本研究においてのインタ

ラクションとは，ユーザがデバイスを操作することによって機械が何らかのフィードバックを

返す．そして，そのフィードバックを基にユーザがまた次の動作を起こすことを繰り返す状態

を指す． 
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1.3.5 インタラクティブアート 

本研究におけるインタラクティブアートとは，ユーザがデバイスのインタラクションによっ

て音や映像などが変化していく対話型のアート作品の事を指す． 

1950 年代から 1960 年代にかけて，デジタルテクノロジーの発展に伴いコンピュータアート

が誕生した．当時のコンピュータの性能は悪く，画像処理には大きな制約があった．コンピュ

ータで読み込んだ画像はプリンタやプロッタに出力する必要があった．そのため，インタラク

ティブでリアルタイムに描画できなかった．しかし，1960 年代後半にグラフィックディスプレ

イが発売されたことによって，リアルタイムな描画が可能となった． 

また，コンピュータアートと同時期に，ビデオアートが誕生した．初期のビデオアートは，

記録メディアとしての役割が重視され，そのメディア性を問うものが多く，芸術の形態や表現

の形式が確立されていなかった．その後，ビデオカメラが発売されたことによって，テープ作

品によるビデオアートが発展した． 

1980 年代に入るとビデオディスクが登場し，インタラクティブに映像を検索し，表示させる

ことが可能となった．その後，急速なコンピュータの普及と技術の向上より，ビデオからコン

ピュータに映像が取り込めるようになり，ビデオ技術とコンピュータ技術の融合が開始された．

このような流れの中で，コンピュータアートとビデオアートが融合し，インタラクティブ性を

持ったメディアアートという分野が確立された． 

メディアアートは，様々なテクノロジー，特にユーザとコンピュータとの関係性から生じた

アートである．メディアアートはコンピュータから，ユーザへの一方向へ働き掛けが行われる

ものが多い．その中で，ユーザを作品の中に取り込み，コンピュータがユーザに働き掛ける．

そして，ユーザの動作によって映像や音，ものの形などに変化するような双方向性を持つもの

をインタラクティブアートと呼ぶ[7]． 

 

1.3.6 アフォーダンス 

アフォーダンスとは，空間において物とユーザとの間に出現する相互補完的な事態である[8]． 

これは，1980 年代後半にアメリカの知覚心理学者ジェームズ・J・ギブソンが提唱した造語で

ある．環境や物体の持つ属性（形，色，材質など）が，物体自身をどう取り扱ったら良いかに

ついてのメッセージをユーザに対して発している，とする考えである．本研究においてのアフ

ォーダンスとは，デバイスから得られる情報を基にユーザに適切な動作を促すことである． 
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第 2 章 関連研究 
 

 

本研究に関連する先行研究を紹介する． 

 

2.1 Spacy 

SPACY（図４）とは，1981 年に伊藤高志によって作られた迷路のような体育館の中をかけめ

ぐる映像作品である[9]． 

約 700 枚の連続したスチル写真をつなぎ合わせており，その視点の動きが直線運動から円運

動や放物線へ，また水平の動きから垂直な動きへと変化しながら，次の写真に飛び込んでいく．

この映像は計画された絵コンテに従い 1 枚ずつ撮影されている． 

 

 

図４ SPACY[9] 

 

2.2 ZoomQuilt 

ZoomQuilt（図５）とは，2004 年に a collaborative art project によってインターネット

上で公開されたインタラクティブアートである[10]． 

画面中央に窓がり，その窓から次の景色が見えており，マウスをドラッグすることで無限ル

ープする絵の中を進んでいくという作品で，1 枚の絵を尐しずつズームして，その後次の絵に

切り替えて無限ループを表現している． 
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図５ ZoomQuilt[10] 
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第 3 章 だまし絵 
 

本章では，本研究の要であるだまし絵について述べる． 

 

3.1 だまし絵 

だまし絵（図６）とは，シュルレアリスムにおいてよく用いられた手法・技法である[11]．

フランス語では「トロンプ・ルイユ」と呼ばれており，その意味は「眼を騙す」である．中世

ヨーロッパにおけるだまし絵は，ユーザに一種の謎解きの快感を味わえるようにユーザに積極

的な参加を促している．よって，インタラクティブアートのコンテンツとして向いていると言

える．  

 

 

図６ だまし絵の代表作である「ルビンの壺」[12] 

 

3.2 シュルレアリスム  

シュルレアリスムとは芸術の形態，主張の一つであり，超現実主義とも呼ばれている．この

シュルレアリスムは 1924 年に詩人であるアンドレ・ブルトン（1896 年 2 月 19 日 - 1966 年 9

月 28 日，以降，ブルトン）が「シュルレアリスム宣言」を発したことにより，芸術運動として

始まった[13]． 

ブルトンによるとシュルレアリスムとは，まず精神の自由や生きることの自由を目指すため

に，夢，驚異，想像，無意識，狂気，偶然に注目する．そして，直接浮かんだ言葉やイメージ

を，何も修正せずに書きとること．それこそが心の純粋な自動記述（オートマティスム）であ

って，思考のありのままの動きを表現する．その結果，夢と現実という対立する二つが共存す

ることが可能になり，心が自由に活動できる超現実（シュルレアリテ）が獲得することができ

ると考えていたのである． 

例えば，ルネ･マグリット（1898 年 11 月 21 日 -1967 年 8 月 15 日，以降，マグリット）と

いう画家がいる．マグリットはシュルレアリスムに影響を受け，イメージを均質に配置する魔

術的リアリズムに到達した．マグリットの代表作に「大家族（図７）」がある．この作品は，鳥 



Tori × Tori 

   

BA Thesis at Future University-Hakodate, 2009  Yuta Kaga 

8 

 

のシルエットの中に青空があって，それに対比するようにその周りに曇天で荒れている海が描

かれている．相反する情景を一つの絵に収めることにより，現実と虚構のイメージを混乱させ

る要因を示すことによりシュルレアリスムを表現しているのである．  

 

 

図７ 大家族[14] 

 

3.3 騙される視覚 

錯視とだまし絵が混同されてしまうことがあるが，厳密には別である．視覚のメカニズムを

問うという点では同じだと言えるが，だまし絵と錯視は学問的には明らかに異なる．なぜなら，

だまし絵は錯視を使っていないのである[15]． 

視覚とは，眼とそれにつながる神経系の働きによって得られる，色，形やその変化について

の情報と，それを基にして構築される外界の空間的な認識や，この情報を得るための機能・能

力のことである．  

「見る」という認識は，最終的に大脳皮質の中にある視覚野の働きによるものである．視覚

野の中で最初に情報が到達するのは第一視覚野と呼ばれる領域で，その後第二視覚野，第三視

覚野，第四視覚野，MT 視覚野と順に情報が処理される．第一視覚野では，特定の傾きの線分

や輪郭に対応した神経細胞が多く，第二視覚野，第三視覚野，第四視覚野，MT 視覚野と高次

の脳領域に進むにつれて複雑な認識を行える神経細胞が増えている．また，高次の脳領域ほど

「見る」という認識の範囲が広い．第一視覚野，第二視覚野などの低次の脳領域で認識するこ

とを心理学上「低次知覚」と呼んでおり，第四視覚野，MT 視覚野の高次の脳領域で認識する

ことを「高次知覚」と呼んでいる． 

錯視は「低次知覚」によるもので，色や形を認識するとき，つまり「見る」という認識の初

期段階で起こることを指している．対して，だまし絵は「高次知覚」によるもので，「見る」状

態が脳で完成する直前に，全体として矛盾が現れるもののことを指す． 
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3.4 マウリッツ・C・エッシャー 

マウリッツ・C・エッシャー（1898 年 6 月 17 日 - 1972 年 3 月 27 日，以降，エッシャー）

は，オランダの画家（版画家）でだまし絵の代表的な人物である．建築不可能な構造物や，無

限を有限のなかに閉じ込めたもの，平面を次々と変化するパターンで埋め尽くしたもの，など

非常に独創的な作品を作り上げた． 

エッシャーの作品でよく見られる特徴に「はめ絵」と「循環」がある． 

エッシャーの「はめ絵」の作品として代表的なのが「モザイク（図８）」である．この作品

は，鳥や魚などを寄せ集めて幾何学模様になったものである．つまり，「はめ絵」とは，ある物

を寄せ集めて別のものに形を成すだまし絵のことである．  

 

 

図８ モザイク[16] 

 

次に，「滝（図９）」という作品がある．この作品は滝が落ちて水車が回っている．水車の右

にある水路から見ると，水が奥に流れるにつれて水路の位置も低くなっている．ところが水路

の支柱に視点を変えると，一番低いと思ったところから滝が落ち，水路の終着点が実は一番高

いところになっている．つまり，水が無限に循環を繰り返して流れているのである．この作品

のように無限に繰り返すだまし絵のことを本研究では「循環」と呼ぶ[17]． 
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図９ 滝[18] 

 

3.5 無限ループ 

前節の図９は平面上に「循環」している作品である．しかし，「循環」を奥行き方向にした

作品がある．図 10 のように一つイメージの中にそれ自身の小さなイメージがあり，その小さな

イメージの中にはさらに小さなイメージがある．さらにその中にも画像の解像度が許す限り果

てしなく描かれている．このような再帰的な画像のもたらす効果はドロステ効果と呼ばれてい

る[19]． 

本研究では，このようなドロステ効果を用いた動画のことを無限ループ映像と呼ぶことにす

る． 

 

 
図 10 ドロステ効果を用いた画像[20] 
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この無限ループ映像の応用例にあたるのが第２章で関連研究として挙げた SPACY や

ZoomQuilt である．ここで ZoomQuilt を例に挙げて無限ループ映像について考えてみる．

ZoomQuilt には，必ず中央に次の場面の絵がはめ込まれた窓が存在する．その窓に次第に近づ

いて行き，窓の中の絵に切り替わる．そして，切り替わった絵の中にはまた次の絵が存在する．

さらに中央の窓に近づいて行き，窓の中にはめ込まれている絵に切り替わる．図 11 を見てもら

えばわかるが，その絵の遷移を数回繰り返すことで最終的に元の絵に戻ってくるのである． こ

の ZoomQuilt の考え方を応用したのが「トリ×トリ」である．具体的には次章のトリ×トリで

述べる． 
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図 11 ZoomQuilt の遷移[21] 
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第 4 章 トリ×トリ 
  

 

本章では，本研究で制作した「トリ×トリ」について述べる． 

 

4.1 作品解説 

「トリ×トリ」とは，だまし絵を用いたインタラクティブアートである．ユーザはスケート

ボードを使った入力デバイスを用いてだまし絵的な映像の世界を体験できる． 

本研究では，操作の説明がなくとも操作方法を理解できるインタラクションの可能性を考え

ることを目的としている．操作の説明がなくとも操作方法を理解できるインタラクションは現

実空間に存在するものを忠実に再現することが最も操作方法を理解させ易い方法である．しか

し，この方法では操作の説明がなくとも操作方法を理解できるインタラクションは表現できて

も，その可能性を考えることは出来ない．そこで，敢えて非現実的な映像を用いることで，現

実空間での操作が非現実的な映像に反映するという作品を制作した．「トリ×トリ」を体験した

ユーザが操作の説明がなくとも操作方法を理解できるかどうかを判断することによってこのイ

ンタラクションの可能性を考えることが出来る． 

「トリ×トリ」は，ユーザが操作する必要があるため，エッシャーのような静止画のだまし

絵ではなく，第２章で関連研究として挙げた ZoomQuilt のように，ユーザの操作によって映像

が変化するタイプのだまし絵を題材とした．この ZoomQuilt は第３章４節の無限ループで述べ

たように中央の窓にどんどん画像の中に入っていくような感覚を与えるインタラクティブアー

トである． 

本研究では ZOOMQUILT を参考に，映像中に用意された窓や絵といった区切られた空間の中に

入っていくような映像を用いることとした．ZOOMQUILT ではマウスの位置によって映像が進む

が，本作品の展示形態ではユーザに全身で体験してもらうためマウスを用いない．よって，特

別な操作システムを用意するために操作の説明なしでユーザに操作方法を理解させる必要があ

る．そこで映像の場面にふさわしい題材を用いて一貫性を持たせた．題材には，前に進むもの，

ユーザが操作するもの，ユーザの興味を引くもの，ハードウェアとして実現可能なものなどの

観点からスケートボードを選択した． 

スケートボードの基本の操作は以下の３つである． 

・スケートボードに乗り，重心移動によって左右に曲がる 

・地面を蹴り出し加速する 

・トリック（技）を繰り出す 

重心移動によって左右に曲がる操作には映像に分岐を設け，そのコースを選択すること，映

像を左右に傾ける対応した．地面を蹴り出し加速する操作には，地面を蹴る動作をした際に画

面を進めることで対応した．トリックを繰り出す操作については次節で述べる． 
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4.2 操作システム 

「トリ×トリ」の操作システムとして，スケートボードを用い，地面を蹴り出す動作とボー

ド上での重心移動による進行方向の変更を再現した操作デバイスを制作した． 

操作デバイスがスケートボードを予期させる形状などをしていれば，スケートボードの経験

のあるユーザや知識として知っているユーザは先述した３つの動作をすることが予想される．

つまり，これら３つの操作を促し，その操作に対して適切な情報を取得できる操作デバイスを

制作することで操作の説明なしに操作方法を理解させるのである． 

スケートボードに乗り，重心移動によって左右に曲がるという操作は，操作デバイスに実際

のスケートボードを用いることで再現した．実在するスケートボードは図 12 のように人が両

足を広げた幅より数センチ長めに作られており，ボード上には滑り止めが敷かれているなど，

人が上に乗ることを考慮して作られている．また，ローラーとボードを繋ぐ軸は図 13 のよう

にやわらかい物体をはさむことで左右に傾くように出来ている．さらに，スケートボードを知

っている者はスケートボードが上に乗って使うものであり，重心移動で左右に曲がれるという

ことを理解している．そのため，スケートボードが置かれていれば，スケートボード上に乗り，

重心移動で左右に曲がれるんじゃないだろうかという考えを促すことが出来る．つまり，スケ

ートボードを操作デバイスに用いることで，重心移動による操作の再現は成されている． 

 

     

図 12 スケートボード      図 13 スケートボードの関節部 

 

地面を蹴り出し加速するという操作に対しては，スケートボード横にローラーを逆さに設置

することで再現した．そもそもスケートボードは地面を蹴り出すことで前に進むものである．

しかし，この操作システム自体が前進すると小スペースでの展示が出来なくなってしまう．そ

のため，ローラーを設置することで蹴り出す位置をローラー上に限定すると同時に，蹴りだし

た反動を打ち消し，設置されたローラーの回転がスケートボードに乗っている際のタイヤから

伝わる振動を再現している． 

３つの操作のうち，トリックを繰り出す動作としてジャンプを想定していたが，実装には至

らなかった．スケートボードではジャンプをする際，浮き上がっているスケートボードの後方

先端を踏むことで前方先端を持ち上げ，その勢いによってジャンプをする．だがスケートボー

ドの前方先端が持ち上がると操作デバイスが安定性を失い，ユーザが転ぶなどの危険が考えら

れたため本研究では採用しなかった． 
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 本作品は，展示のために可搬性が求められた．そのため，スケートボードと地面を蹴り出す

操作のためのローラーなどを１つの台に固定することで可搬性を向上させた．ローラーは地面

の代用となるので台に埋め込み，スケートボードは台上に固定した．以降，全ての部品を台に

固定することで移動可能な操作デバイスを制作することとした．また，台はスケートボードを

乗る場所として，道路のような塗装を施すこととした． 
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第５章 映像制作 
 

 

 本章では，本研究で制作した「トリ×トリ」の映像について述べる． 

 

5.1 開発環境 

本研究での作品の開発環境として，Adobe 社製 Photoshop CS2 と Adobe 社製 Flash CS3 を用

いた． 

Photoshop とは Adobe 社が開発したビットマップ画像編集ソフトウェアである[22]．フォト

レタッチツールを代表するソフトである．写真のレタッチソフトとして知られているが，画像

加工，イラストレーション，印刷業界などあらゆる画像分野で使用されており，この分野では

代表的な存在である．主に写真などの加工に適しており，さまざまなフィルタやプラグインを

追加することによって，機能を拡張することができる．  

Flash とは Macromedia 社（現 Adobe 社）が開発した動画やゲームなどを制作するソフトウェ

アである[23]．また，このソフトウェアで制作されたものは Flash ムービと呼ばれている． 

Flash は，マウスやキーボードなどの外部デバイスの入力情報の取得や WEB サーバとの通信

が可能であり，それらを用いてインタラクティブな作品を制作することが可能である．また，

外部デバイスからの情報の受け渡しなどの複雑な処理を制御するために ActionScript と呼ば

れるプログラム言語を使用することができる． 

 

5.2 シナリオ 

「トリ×トリ」を制作するにあたって，撮影場所の選定をするために函館市内の事前調査を

行った．調査の結果，撮影場所を公立はこだて未来大学，元町公園，函館シーポートプラザ，

富岡３丁目緑地，道南四季の杜公園，八幡坂の６ヵ所に撮影場所を絞った． 

そして，次の場面がどのように遷移するかの図 14 のような樹形図を制作した． 
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図 14 シナリオの遷移図 

5.3 撮影 

作品の画像に用いる写真を１コマずつ撮影した．動画ではなくコマ撮り写真を用いたのは，

動画よりも手ぶれの荒さが目立たないためである．撮影には，Canon 社製のデジタルカメラで

ある EOS Kiss Digital X を用いた．撮影方法としては，まずプラスチック製の段ボールパネル

を目標地点になる窓として壁や看板などに貼り付ける．そして，三脚で固定したカメラを約

30cm 間隔に窓に向って動かしながら１枚１枚撮影した．また，窓の中心には目印を付けており，

その目印が画面の中心になるように心がけた．作品を制作するために 800 枚程度の写真を使用

した． 

 

5.4 画像編集 

撮影した写真を Photoshop CS2 を用いて編集した．画像編集の目的は，窓の中に次の場面の

最初の画像をはめ込むことによって，あたかも今いる場面が窓を通して次の場面につながって

いるかのようにユーザに思い込ませるためである．編集方法としては，まず窓が写っている写

真と次の場面の最初の画像を用意する．そして，それぞれの写真を縦 640 ピクセル，横 960 ピ

クセルの大きさに変更する．次に窓が写っている写真に次の場面の写真を貼り付ける．その後，

自由変形ツールを用いて図 15 のように窓の縁が等間隔になるように編集する．この貼り付ける

作業の際に，写真にズームをしてピクセル単位で調節する． 
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図 15 画像の編集 

 

5.5 スライドショー 

画像編集を行った写真を動画として扱うために Flash CS3 を用いて，スライドショーを制作

した． 

初めにフォルダを８つ作り，画像が分岐する場所を境にしてそれぞれの画像を保存した．フ

ォルダ名は img0，img1，img2，…，img7 とした．また，フォルダ内の画像は第５章２節で述べ

たシナリオの通りにそれぞれ撮影した場所ごとに保存している．そして，Flash で２つのムー

ビークリップを用意した．ムービークリップとは，アニメーションコンテンツを作成すること

やそのコンテンツを ActionScript で操作することができるものである．ムービークリップはそ

れぞれ前面に配置されているのが MC1，背面に配置しているのが MC2 とする．まず MC1 に img0

の画像を順に読み込ませる．そして，画像が分岐する手前 10 枚のところで MC2 に img1 の画像

を読み込ませる．分岐地点に到達したら，MC1を背面にし，MC2 を前面に配置するよう入れ替え

る．それから，背面になった MC1 の画像を読み込むのを中止する．同様に前面に表示されてい

る MC2 の画像が分岐する手前 10 枚になったら，MC1 に img3 の画像を読み込ませる．分岐地点

に到達したら，MC2 を背面にし，MC1 を前面に配置するよう入れ替える．プログラム内部では，

このような流れで次々とムービークリップを入れ替えて，画像を読み込むフォルダを変えてい

く（図 16）．詳しい ActionScript のソースコードは付録に掲載する． 

 

 

図 16 スライドショーの仕組み 
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次に，実際に表示される映像について述べる．映像は，スケートボード横に設置されている

ローラーを漕ぐことによって前へと進む．途中でローラーを漕ぐのをやめるとしばらく前に進

んだ後，映像は止まる．このように，ローラーが再生スイッチの役割になっている．次に映像

全体の流れを説明する．映像は公立はこだて未来大学の場面から始まり、しばらく進むと２つ

の赤枠の窓が現れる．左の窓には元町公園，右の窓には函館シーポートプラザの風景が映し出

されている．その時にスケートボードに乗っているユーザの体重移動によって向う進路が異な

ってくる．体を左へ傾けると元町公園へ、体を右へ傾けると函館シーポートプラザと場面が遷

移する．例えば，函館シーポートプラザの方に進んだとする．しばらくすると再び２つの赤枠

の窓が現れる．左の窓には八幡坂，右の窓には道南四季の杜公園の風景が映し出されている．

公立はこだて未来大学の場面と同様に体を左へ傾けると八幡坂へ、体を右へ傾けると道南四季

の杜公園と場面が遷移する．ここでは道南四季の杜公園に進んだとすると，道南四季の杜公園

の中にはスロープがある．先ほどの分岐の仕方と同じく，左右の体重移動によって，スロープ

の上を乗って進むか，スロープに乗らないかを選択することができる．体を左に傾けるとスロ

ープには乗らず，体を右に傾けるとスロープの上に乗って進む． その後，赤枠の窓が現れ，公

立はこだて未来大学へと場面が遷移する（図 17）．このような流れで最初の公立はこだて未来

大学の場面に戻ってくる．よって，第３章５節で述べた無限ループが実現されたことになる．

また，分岐の選択によって全く別のルートに進むこともできる．映像の分岐が存在する場面は，

公立はこだて未来大学と函館シーポートプラザで，スロープが存在する場面は元町公園，道南

四季の杜公園となっている．  
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図 17 スライドショーの流れ 
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第６章 展示と評価 
 

 

 2008年 11月 25日から 11月 28日まで公立はこだて未来大学３階ミュージアムにて研究室展

覧会「予感インタラクション 迎山和司研究室作品展」（図 18）を開催した．この展覧会にて

本作品を展示した． 

 

 
図 18 展覧会の様子 

 

6.1 展示 

壁面が正面となるようハードウェアを床に設置，正面の壁面にプロジェクタで映像を投影し，

ハードウェア横に作品紹介用のパネルを設置するという形で展示を行った（図 19）．展示中，

説明がなくても操作方法を理解できるインタラクションが表現されていたかどうかを調べるた

め，作品紹介用のパネルには操作の方法は記載しなかった． 

操作システムは図 20 のように壁面が正面に来るように壁面から５ｍの距離に設置した．そ

の際，制御用 PC に繋がるケーブルは床下を通し，ユーザの目には付かないようにした．制御

用 PC は操作システム右側壁直近に置き，コンテナで隠した．制御用 PC から天井伝いにケーブ

ルを伸ばし，出力映像をプロジェクタへ送った．プロジェクタは操作システム正面の壁面へ向

け，映像を投影した．映像の下にはスピーカーを設置し，スケートボードが走っている音を適

宜流した．作品紹介用のパネルはトリ×トリを体験しているユーザが倒れてぶつかったり，掴

んだりしてしまうの防ぐため，操作システムから１ｍ以上左側へ設置した． 
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図 19 トリ×トリの展示様子         図 20 トリ×トリの配置図 

 

6.2 評価 

映像が進むにつれて次の場面に切り替わることに驚いてくれた人や面白いと言ってくれた

人がいた反面，以下のような意見をくれる人もいた． 

・もう尐し映像が滑らかな方がいい 

・何の前触れもなく突然下の絵に飛び込むのは違和感がある 

・分岐点の区別がつきにくい 

また，改良案として， 

・世界の様々な風景が映ればいいのではないか 

・車のマフラーの中や郵便ポストの入口みたいな穴に飛び込んでいってはどうか 

などの意見も得られた． 
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第７章 考察 
 

 

第６章で論じた展覧会の結果から「トリ×トリ」のだまし絵を用いた無限ループ映像は成功

したと考える． 

しかし，映像が円滑に動かなかったのは新たな画像をハードディスクから読み込むという処

理を行っているためである．映像を構成する画像をハードディスクから読み込むには時間がか

かる．PC のオペレーティングシステムの制約上，読み込む時間中は，ほかの処理が停止する．

そのため，再生処理が停止して，本作品では映像がコマ送りのようになってしまった．そこで，

１フォルダ内の画像を１枚の画像の中に並べておき，この１枚の画像の位置を変更するだけで

映像を動くように見せる．このことによって，フォルダが変更した場合のみ画像をハードディ

スクから読み込むので，処理が停止する機会が極端に減り，映像が円滑になると考えられる． 

次に，突然下の絵に飛び込むことについては，撮影する際に分度器などを用いて尐しずつ角

度を変えていくことで解決できる． 

そして，分岐点の区別がつきにくいと意見には既製のアミューズメント用のレースゲームの

ように分岐の手前で矢印を表示させることで誘導させることが可能である． 
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第８章 まとめと今後の展望 
 

 

本章にて本研究の結論と今後の方針を述べる． 

 

8.1 まとめ 

スケートボードをコンセプトとした操作方法を説明することなく直感的に操作のできるゲ

ーム「トリ×トリ」の制作をした．「トリ×トリ」の制作を通して，現実と非現実を両立させる

映像を制作しよう考えた結果，だまし絵を用いた無限ループ映像に辿りついた．このだまし絵

を用いた無限ループ映像によってあたかもユーザは様々な場所を旅しているような感覚に陥る

よう制作した． 

展覧会にて評価を行った結果，「トリ×トリ」の映像にだまし絵を用いた無限ループを用い

たことは成功したと考える．しかし，ユーザに指摘されたように無限ループ映像にはまだ改良

の余地が多く残されている． 

 

8.2 今後の展望 

本研究の作品「トリ×トリ」を改良する．改良の内容には優先順位を付け，項目ごとに改良

していく．まず，映像の円滑化を行う．本作品はユーザが現実空間でスケートボードに乗って

いるような感覚を与える上で，臨場感が重視される．その上で，映像の円滑に動作しないとい

うのは懸念されるべき問題点である．そこで，考察で述べた通りに改良を行い，映像を円滑に

動くようにすることを最優先で行う． 

次に，展覧会にて得られた意見を参考に車のマフラーの中や郵便ポストの入口みたいな穴に

飛び込んでいくような映像を制作，テーブルの上にミニチュアのセットを作りその中でスケー

トボードを乗り回すような映像を制作する． 

 また，スケートボードのトリックを行う演出を入れることによって臨場感を高めることも考

えられる． 
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付録  スライドショーに関するコード 
 

 

//MC のセットアップ 

//画像用 MC の貼り付け--------------------------- 

rotationMc.addChild(base1Mc9); 

rotationMc.addChild(base1Mc8); 

rotationMc.addChild(base1Mc7); 

rotationMc.addChild(base1Mc6); 

rotationMc.addChild(base1Mc5); 

rotationMc.addChild(base1Mc4); 

rotationMc.addChild(base1Mc3); 

rotationMc.addChild(base1Mc2); 

rotationMc.addChild(base1Mc1); 

rotationMc.addChild(base1Mc0); 

rotationMc.addChild(base2Mc9); 

rotationMc.addChild(base2Mc8); 

rotationMc.addChild(base2Mc7); 

rotationMc.addChild(base2Mc6); 

rotationMc.addChild(base2Mc5); 

rotationMc.addChild(base2Mc4); 

rotationMc.addChild(base2Mc3); 

rotationMc.addChild(base2Mc2); 

rotationMc.addChild(base2Mc1); 

rotationMc.addChild(base2Mc0); 

//各 MC 用 loader の作成--------------------------- 

var image_mcl10:Loader = new Loader(); 

var request10:URLRequest = new URLRequest("img/img0/0.jpg"); 

var image_mcl11:Loader = new Loader(); 

var request11:URLRequest = new URLRequest("img/img0/1.jpg"); 

var image_mcl12:Loader = new Loader(); 

var request12:URLRequest = new URLRequest("img/img0/2.jpg"); 

var image_mcl13:Loader = new Loader(); 

var request13:URLRequest = new URLRequest("img/img0/3.jpg"); 

var image_mcl14:Loader = new Loader(); 

var request14:URLRequest = new URLRequest("img/img0/4.jpg"); 

var image_mcl15:Loader = new Loader(); 

var request15:URLRequest = new URLRequest("img/img0/5.jpg"); 

var image_mcl16:Loader = new Loader(); 

var request16:URLRequest = new URLRequest("img/img0/6.jpg"); 

var image_mcl17:Loader = new Loader(); 

var request17:URLRequest = new URLRequest("img/img0/7.jpg"); 
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var image_mcl18:Loader = new Loader(); 

var request18:URLRequest = new URLRequest("img/img0/8.jpg"); 

var image_mcl19:Loader = new Loader(); 

var request19:URLRequest = new URLRequest("img/img0/9.jpg"); 

var image_mcl20:Loader = new Loader(); 

var request20:URLRequest = new URLRequest("img/img0/0.jpg"); 

var image_mcl21:Loader = new Loader(); 

var request21:URLRequest = new URLRequest("img/img0/1.jpg"); 

var image_mcl22:Loader = new Loader(); 

var request22:URLRequest = new URLRequest("img/img0/2.jpg"); 

var image_mcl23:Loader = new Loader(); 

var request23:URLRequest = new URLRequest("img/img0/3.jpg"); 

var image_mcl24:Loader = new Loader(); 

var request24:URLRequest = new URLRequest("img/img0/4.jpg"); 

var image_mcl25:Loader = new Loader(); 

var request25:URLRequest = new URLRequest("img/img0/5.jpg"); 

var image_mcl26:Loader = new Loader(); 

var request26:URLRequest = new URLRequest("img/img0/6.jpg"); 

var image_mcl27:Loader = new Loader(); 

var request27:URLRequest = new URLRequest("img/img0/7.jpg"); 

var image_mcl28:Loader = new Loader(); 

var request28:URLRequest = new URLRequest("img/img0/8.jpg"); 

var image_mcl29:Loader = new Loader(); 

var request29:URLRequest = new URLRequest("img/img0/9.jpg"); 

//変数の宣言 

const FXP:Number = -400; 

const FYP:Number = -250; 

var MaxPic:Array = [20,20,20,20,20,20,20,20]; 

var NextFol:Array = [[2,5],[2,5],[3,4],[6,7],[6,7],[6,7],[0,1],[3,4]]; 

//現在 TopMc の img がアクセスしているフォルダの何枚目かを判定 

var num1:Number = 10; 

//現在 BackMc の img がアクセスしているフォルダの何枚目かを判定 

var num2:Number = 10; 

//最初に表に合わせてある MC 

var TopMc:Array = [base1Mc0, base1Mc1, base1Mc2, base1Mc3, base1Mc4, base1Mc5, base1Mc6,  

base1Mc7, base1Mc8, base1Mc9]; 

//最初に裏に合わせてある MC 

var BackMc:Array = [base2Mc0, base2Mc1, base2Mc2, base2Mc3, base2Mc4, base2Mc5, base2Mc6, 

base2Mc7, base2Mc8, base2Mc9]; 

 

//TopMc 用 loader 

var Firstimg:Array = [image_mcl10, image_mcl11, image_mcl12, image_mcl13, image_mcl14, 

image_mcl15, image_mcl16, image_mcl17, image_mcl18, image_mcl19]; 
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//BackMc 用 loader 

var Secondimg:Array = [image_mcl20, image_mcl21, image_mcl22, image_mcl23, image_mcl24, 

image_mcl25, image_mcl26, image_mcl27, image_mcl28, image_mcl29]; 

//現在表示しているフォルダ番号 

var nowfol=0; 

//TopMc が現在アクセスしているフォルダ番号 

var nowfol1=0; 

//BackMc が現在アクセスしているフォルダ番号 

var nowfol2=0; 

//現在表示中の img が何番目かを表す 

var nowimgnum=0; 

//現在の MC が何番目かを表す（左右共同） 

var nowmcnum=1; 

//フォルダ移動時の左右判定用変数 

var sayuu=0; 

//現在の MC が左用（Top）、右用（Back）どちらかを表す変数 

//var sayuuflg=0; 

var n:Number=0; 

var loopflg=0; 

var jumpflg=0; 

image_mcl10.load(request10); 

image_mcl10.x = FXP; 

image_mcl10.y = FYP; 

image_mcl11.load(request11); 

image_mcl11.x = FXP; 

image_mcl11.y = FYP; 

image_mcl12.load(request12); 

image_mcl12.x = FXP; 

image_mcl12.y = FYP; 

image_mcl13.load(request13); 

image_mcl13.x = FXP; 

image_mcl13.y = FYP; 

image_mcl14.load(request14); 

image_mcl14.x = FXP; 

image_mcl14.y = FYP; 

image_mcl15.load(request15); 

image_mcl15.x = FXP; 

image_mcl15.y = FYP; 

image_mcl16.load(request16); 

image_mcl16.x = FXP; 

image_mcl16.y = FYP; 

image_mcl17.load(request17); 

image_mcl17.x = FXP; 

image_mcl17.y = FYP; 
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image_mcl18.load(request18); 

image_mcl18.x = FXP; 

image_mcl18.y = FYP; 

image_mcl19.load(request19); 

image_mcl19.x = FXP; 

image_mcl19.y = FYP; 

image_mcl20.load(request20); 

image_mcl20.x = FXP; 

image_mcl20.y = FYP; 

image_mcl21.load(request21); 

image_mcl21.x = FXP; 

image_mcl21.y = FYP; 

image_mcl22.load(request22); 

image_mcl22.x = FXP; 

image_mcl22.y = FYP; 

image_mcl23.load(request23); 

image_mcl23.x = FXP; 

image_mcl23.y = FYP; 

image_mcl24.load(request24); 

image_mcl24.x = FXP; 

image_mcl24.y = FYP; 

image_mcl25.load(request25); 

image_mcl25.x = FXP; 

image_mcl25.y = FYP; 

image_mcl26.load(request26); 

image_mcl26.x = FXP; 

image_mcl26.y = FYP; 

image_mcl27.load(request27); 

image_mcl27.x = FXP; 

image_mcl27.y = FYP; 

image_mcl28.load(request28); 

image_mcl28.x = FXP; 

image_mcl28.y = FYP; 

image_mcl29.load(request29); 

image_mcl29.x = FXP; 

image_mcl29.y = FYP; 

base1Mc0.addChild(image_mcl10); 

base1Mc1.addChild(image_mcl11); 

base1Mc2.addChild(image_mcl12); 

base1Mc3.addChild(image_mcl13); 

base1Mc4.addChild(image_mcl14); 

base1Mc5.addChild(image_mcl15); 

base1Mc6.addChild(image_mcl16); 

base1Mc7.addChild(image_mcl17); 
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base1Mc8.addChild(image_mcl18); 

base1Mc9.addChild(image_mcl19); 

base2Mc0.addChild(image_mcl20); 

base2Mc1.addChild(image_mcl21); 

base2Mc2.addChild(image_mcl22); 

base2Mc3.addChild(image_mcl23); 

base2Mc4.addChild(image_mcl24); 

base2Mc5.addChild(image_mcl25); 

base2Mc6.addChild(image_mcl26); 

base2Mc7.addChild(image_mcl27); 

base2Mc8.addChild(image_mcl28); 

base2Mc9.addChild(image_mcl29); 

 

//一番奥が０ 

//ゲイナーセットアップ--------------- 

var gio:Gainer; 

//音声セットアップ-------------- 

var mic:Microphone; 

//振幅の度合い 

var gain:uint = 2; 

 

init(); 

function init():void{ 

 setGainer(); 

 setMic(); 

} 

function setGainer():void{ 

 gio = new Gainer(); 

} 

function setMic():void{ 

 //マイク全てを列挙する 

 var deviceArray:Array = Microphone.names; 

 mic = Microphone.getMicrophone(); 

 mic.setUseEchoSuppression(true); 

 mic.setLoopBack(true); 

 mic.setSilenceLevel(20, 100); 

 mic.gain = 1; 

 mic.addEventListener(ActivityEvent.ACTIVITY, onMicActivity); 

 mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, onMicStatus); 

} 

function onMicActivity(event:ActivityEvent):void { 

 //ここにマイクから入力があったときの処理を書く 

 loopflg=25; 

} 
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function onMicStatus(event:StatusEvent):void { 

 if(event.code=="Microphone.Unmuted"){ 

  this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame); 

 } 

} 

 

function onEnterFrame(event:Event):void { 

 gio.button.addEventListener(PortEvent.RISING_EDGE, function(e:Event):void { 

  gio.led.value = 1; 

 }); 

 gio.button.addEventListener(PortEvent.FALLING_EDGE, function(e:Event):void { 

  gio.led.value = 0; 

 }); 

} 

 

//ここからテスト用

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, every); 

 

function every(e){ 

 if(loopflg>0) 

 { 

  loop(); 

  loopflg--; 

 } 

} 

//画像を表示しループする関数 

function loop(){ 

 if(sayuu==1){ 

  rotationMc.setChildIndex(BackMc[nowmcnum],19); 

 }else{ 

  rotationMc.setChildIndex(TopMc[nowmcnum],19); 

 } 

 if(nowmcnum==0){ 

  Firstimg[nowmcnum+9].unload(); 

  Secondimg[nowmcnum+9].unload(); 

  var req1:URLRequest = new URLRequest("img/img"+(nowfol1)+"/"+num1+".jpg"); 

  Firstimg[nowmcnum+9].load(req1); 

  var req2:URLRequest = new URLRequest("img/img"+(nowfol2)+"/"+num2+".jpg"); 

  Secondimg[nowmcnum+9].load(req2); 

  nowmcnum++; 

 }else{ 

  Firstimg[nowmcnum-1].unload(); 
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  Secondimg[nowmcnum-1].unload(); 

  var req1:URLRequest = new URLRequest("img/img"+(nowfol1)+"/"+num1+".jpg"); 

  Firstimg[nowmcnum-1].load(req1); 

  var req2:URLRequest = new URLRequest("img/img"+(nowfol2)+"/"+num2+".jpg"); 

  Secondimg[nowmcnum-1].load(req2); 

  nowmcnum++; 

  if(nowmcnum==10)nowmcnum=0; 

 } 

 if(nowimgnum==MaxPic[nowfol]){ 

  if(sayuu==1){ 

   nowfol=nowfol2; 

   nowfol1=nowfol; 

  }else{ 

   nowfol=nowfol1; 

   nowfol2=nowfol; 

  } 

  nowimgnum=0; 

 } 

 num1++; 

 num2++; 

 nowimgnum++; 

 if(num1==MaxPic[nowfol1]){ 

  nowfol1=NextFol[nowfol1][0]; 

  num1=0; 

 } 

 if(num2==MaxPic[nowfol2]){ 

  nowfol2=NextFol[nowfol2][1]; 

  num2=0; 

 } 

 jump(); 

} 

 

function aturyokusayuu(){ 

 if(gio.analogInput(0)) 

 { 

  return 0; 

 } 

 return 0; 

} 

 

function jump(){ 

 if(jumpflg>18){ 

  rotationMc.y+=30; 

  jumpflg=0; 
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  loopflg++; 

 }else if(jumpflg>16){ 

  rotationMc.y+=30; 

  jumpflg++; 

  loopflg++; 

 }else if(jumpflg>12){ 

  rotationMc.y+=10; 

  jumpflg++; 

  loopflg++; 

 }else if(jumpflg>7){ 

  jumpflg++; 

  loopflg++; 

 }else if(jumpflg>3){ 

  rotationMc.y-=10; 

  jumpflg++; 

  loopflg++; 

 }else if(jumpflg>0){ 

  rotationMc.y-=30; 

  jumpflg++; 

  loopflg++; 

 } 

   

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tori × Tori 

   

BA Thesis at Future University-Hakodate, 2009  Yuta Kaga 

36 

 

図目次 
 

 

図１ ニンテンドーDS ............................................................ 1 

図２  Wii ....................................................................... 2 

図３   Wii リモコン ............................................................... 2 

図４  SPACY ..................................................................... 5 

図５  ZoomQuilt ................................................................. 6 

図６  だまし絵の代表作である「ルビンの壺」 ...................................... 7 

図７ 大家族 .................................................................... 8 

図８ モザイク .................................................................. 9 

図９ 滝 ....................................................................... 10 

図 10  ドロステ効果を用いた画像 .................................................. 10 

図 11   ZoomQuilt の遷移 .......................................................... 12 

図 12  スケートボード ............................................................ 14 

図 13  スケートボードの関節部 .................................................... 14 

図 14 シナリオの遷移図 ......................................................... 17 

図 15 画像の編集 ............................................................... 18 

図 16 スライドショーの仕組み .................................................. 18 

図 17 スライドショーの流れ ..................................................... 20 

図 18 展覧会の様子 ............................................................. 21 

図 19 トリ×トリの展示様子 ..................................................... 22 

図 20 トリ×トリの配置図 ....................................................... 22 

 

 

 


