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刊行のことぱ
人工物発達学は、2006年春、当時、総合研究大学院生であった安藤昌也君が、長期的ユーザビリティに関す

る研究を進める中、ユーザが利用している道具について民族学や歴史学の観点からその多様性や時問的展開に
関する分析をしたらどうか、と着想を得たことに起点を持つ。残念ながらある事情により彼の研究は進捗を見
ることがなかったが、黒須は指導教員としてその着想の展開を行った。まず研究の視野を人工物全般に拡張し、
そこにユーザエ学からの基準として有効さや効率、満足などの指標を導入し、多様性への展開とそこにおける
選択・非選択という形で概念化を,、す、めてきた。

このアプローチは、ユーザエ学の観点からみたとき、人々が利用している人工物が、どのような基準に関し
て最適といえるのか、ユーザビリティという基準はそのような多様な基準の中でどのような位置づけになるの
かを考えることにつながる。ユーザビリティエ学や人問工学、認知工学などの領域では、有効さや効率などが
人工物設計の目標基準とされており、人間の諸特性に適合した人工物を設計することが適切であると考えられ
ている。しかし、世の中には様々な価値体系やイ言念体系があり、有効さが低くても、あるいは非効率であうて
も、何からの理由で利用されつづけている人工物がある。その理由となっている基準が維持される価値も意味
もないものであれば、基準を仞り替えて有効さや効率を重視するアプローチに釖り替えてもよいだろうしか
し人間の生き方において、有効さや効率という基準が至高のものであるという根拠はない。人工物とその利用

にまつわる人間の生き方を全体として把握し、人工物の適切な発達の形を考えること、これが黒須の考える人
工物発達学である
幸い、人工物発達学は2007年度から総合研究大学院大学の学内助成金である葉山高等研究センタープロジ

エクトのーつとして採択された。この研究は「人工物発達に関する総合的研究」というタイトノレで、センター
プロジェクトの四つの領域の中で「人間と科学」という領域に属している。総合研究大郭完大学の文化科岸靭
究科に所属する地域文化学専攻、比較文化学専攻、国際日本研究専攻、日本歴史研究専攻、そしてメディア社
会文化専攻に所属する教員や学生の皆さんに参加していただき、十数名のプロジェクトチームを編成した。そ
の時点では、人工物発達学という概念はまだ生まれたての状態であったため、黒須がその概念やアプローチに

関して論倫を作成した。それが本報告書の第一部となっている。
初年度の研究の進め方は次のようにした。まず全員の共通テーマを設定した。人工物発達学の基本は、人間
が何かをしたいときに人工物を利用する時点である。したがって「何」をするかによって、人工物の範囲が確
定する。初年度は「伝える」をテーマとした。伝えることに関する様々なメディア、それを利用する場や目的

昊啄リ用者の特性などとの関係を捉えようとするものである。この共通テーマのために、共通の質問紙を作成し、
海外調査のために英語版も作成した。これらに関する報告が本報告書の第二部である。
人工物発達学をきちんと体系づけてゆくためには、様々な観点から人工物の発達について考察することが北、
要であり、それは必ずしも共通テーマについての分析検討を行っていれぱできあがるものではない。その意味
で、これは特に学生諸君の場合に該当するが、自分の研究を人工物発達学の視点から術瞰してみて、そのこと

が自分の研究にとっても、また人工物発達学にとっても、その発展に寄与するような形での活動も行った。こ
の活動に関する報告が本報告書の第三部である。
プロジェクトはオープンであり、脚寺新たにご参加いただける。今後もさらに様々な方が参加されることに
よって学としての広さ弌探さが増すことを期待している。本報告書がそうした発展のためのーつの契機となれ
ば幸いである。
黒須正明

葉山高等研究センタープロジェクトの概要

研究の進め方は、まず文化科学研究科の6専攻の教員・学生(卒業生を含む)からメンバーを募り、チームを
編成したb チームメンバーは表3の通りである。
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また以下のテーマを年度テーマとして設定した。
H19年度伝えること、 H20年度学ぶこと、 H21年度楽しむこと
チームメンバーは、これらのテーマの分析を各自の専門分野の視点を活かしながら掴隹する。ただし学生メ
ンバーの場合には、自分の研究テーマと人工物発達学を関連させ、それぞれの立場から人工物発達に関係した
テーマ設定をして活動を行う。

年度活動は図のような形で実施する。まず全体ミーティングを行って方向性を確認、し、その後各自の研究を
推進し、それを年度内に集約する。
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プロジェクトチームの年度内活動のフロー
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年4月から専攻長)、2007年から現在は東京大学教育学研究手斗客員教授を側五高等教育におけるデジタノレ教
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