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☆ この論文では、ヒューマンインタラクションへの新たな分析の枠組みを提案し、その枠

組みが、デジタルな作業道具（digital work materials） のデザインに対する新たな考

えを提供することを、先行研究を通して紹介する。 
 
1. INTRO 
 ☆分散認知の枠組み 
① 人間を社会における複数のサブシステムで捉え、個人間の機能的な関係（役割）の

中で全体的な機能を果たす（→伝統的な認知科学とは異なった分析の単位） 
② 認知活動は、単に頭の中で記号を処理し機能しているのではなく、外界にある環境

をも認知資源として利用されている 
―分散認知では、局所的なサブシステムが大局的な機能を成し遂げるための協調活

動を探る 
◇認知を in the wild（自然な環境）で考えた場合にみられるプロセス 

① 社会的グループにおいて認知は分散化されている 
② 認知は内的構造と外的構造（物質、環境）とのインタラクションの過程を

含む  
③ 認知は時間を隔てて分散化されている 

 
 
２．A Distributed Cognition Approach  
２－１ Socially Distributed Cognition 

 分散認知ははじめ Roberts によって考案（１９６４）され近年では知能や記憶を研

究する文化人類学者や社会学者、分散化された問題解決の過程を研究する AI の研

究者、小規模の集団の問題解決過程やの陪審員の意思決定を研究する社会心理学者、

科学的発見の過程に関心を持つ哲学者を中心に注目を集めている 
→社会構造自体が、認知的構築物であるという立場に立つことによって、社会集

団に関するモデルを人間の脳のモデルとして利用できる 
 

――分散認知では単にほかのメンバーに認知が分散されているということを示唆す

るだけではなく、人とその環境の持つ構造との社会的なインタラクションの過
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程を示唆する  
  問題提起 
   １．個人の認知過程は集団の中でどのように変化するのか？ 
   ２．グループ単位（全体）での認知特性がそのグループ内にいる人々（個々人）の

認知活動とでは、どう違うのか？ 
   ３．グループに参加することで個人の認知がどう影響するのか？  
 
２－２ Embodied Cognition 
   ・ 認知は外界に embodied（具体化）されている（進化論的な裏づけ）  

・ 脳の構造は、内的資源と外的資源の相互作用によって規定 
認知は頭の中ですべて行われるのではない 
人間の身体と外界の資源も重要である 

・ 外的資源としての作業道具(Work materials)を、認知システムの一部分として考

える 
２－３Culture and Cognition 

 人は複雑な文化的環境に適応しており、認知を文化的な要素から切り離して考えな

い 
文化の捉え方 
・文化は、人間の作り出した心的、歴史的、文脈的構造との相互作用の中で作られ、

人や社会、物質に分散化された認知プロセスは文化的所産によって形成される 
→cognition in the wild(Hutchins, 1995) 

 
・個人を複雑な文化的な環境の一つの要素として考える（Cole,1996; Shore1996; 

Strauss and Quinn 1998） 
 

・文化は、学習、問題解決、推論のための土台を作る 
取り組むべき課題 
分散認知は文化、文脈、歴史を認知の理論に再度取り入れる 

既存の認知モデルでは説明が困難であることから従来のモデルを修正する必要があ    
る 

 
２－４Ethnography of distributed cognitive systems   
  →分散認知システム（embodiment；文化的要素、社会的分散）を考えていくうえで、 

新たな認知的エスノグラフィーを考えていかなくてはいけない 
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 従来のエスノグラフィー 
  ・言語的な意味構造を通して意味システムを考えてきた 
新たなエスノグラフィー 
・意味や行為の物理的、社会的意味を考える必要性 
・人々が単に何を知っているのかのではなくて、行為を遂行する上で一体なにを知り、

その事実を知った上で行動するのかに注目 
 

分散認知の HIC 研究における人類学的データの収集方法 
・ ビデオ観察、音声録音、出来事の記録（Goodwin,1996, Suchman,1987） 
・ インタラクションの履歴の記録（Hill and Hollan, 1994） 
 

  人類学的分析の意義と視点 
    ・行為の意味は状況に埋め込まれているので、脳がどのようにして情報を処理して

いるのかを知るだけでは不十分であり、物質的、社会的世界においてどのような

情報が処理されているのかを知る必要がある 
   ・研究者は、研究対象のドメインに対して実践的な関わりをもたなければならない 

・人が環境に対してどのように関与し、外界の資源を用いているのかを検討 
  
☆ 外界にある要素が人間にとってどのような役割をもっているのかに関する実践的な事

実を知らないと、新たなディスプレイやインターフェースの構築の際に有益な要素を除

外してしまう 
 
・速度計測器の利用に関する事例（Hutchins,1995） 

 新しく開発されたデジタル速度計測器では、コックピット（エアバス）の中でパ 
イロットが使う round-dial は取り除かれた。しかし、これは結果的にユーザーに

とっては使いにくいシステム環境となった。最新のコックピット（エアバス）で

は、古い機器を新しいデジタルの表示のものに変えたものである。 
    

事例分析 
→オペレーションマニュアルやインタビュー、トレーニングプログラムへの参加

を通して、パイロットたちは速度計測器を使って速度に関する意味的な概念空間

の構築を行っていた。彼らにとって速度計は数字以上の意味を持ち、速度に関す

るさまざまな知覚的な表象を構築するために利用していた。  
 
デザイナー達は、なぜ、行動が予想できず、古いモデルを用いるはめになったのか？ 
→パイロットと古い機器とのインタラクションの過程や概念的な言語表現を明確に
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するような方法論が欠如 
 
   

３.An integrated framework for research   
分散認知における統合されたフレームワークの提示→FIG. 1 
 ※完璧に統合された研究プログラムが構築されてはいないが、先行研究からプログラム 

が有効であるということを紹介し、認知科学や HCI のデザインに新たな方法論を提案 
 

① フレームワークの規律 
 人々は環境における多様な構造的特徴を調整し構築する 
 認知的な資源の平衡を保つためには心的努力が必要 
 実践的な状況において、認知的な資源を環境へ外化（off-load）する 
 認知的な資源の平衡を保てるような要素が社会構造の中に存在する   

 
② エスノグラフィー：情報の流れやシステムの認知的プロパティー、社会構造、文化的

プロセスといった現象の観察、記録 
 
☆認知人類学は、ある活動に参与する人々にとってそこで起きた出来事や物がどのよ

うな意味を持つのか、その意味付けはどのようにして行われるのかを記録する 
ハッチンスの先行研究 
・シップナビゲーション：エキスパートは、デザイナーが意図して用意したものを利

用することなく、タスクを自分たちにとって使いやすいものに

するために利用しやすい環境をみずから作り上げていた 
・コックピット：パイロットは、気象レーダーを燃料タンクの作動状況を確認するた

めの指標として用いている 
→エスノグラフィックな手法を使わないとこのような諸特徴は発見されなかっただ

ろうし、特定の状況でどのようなことが起きているのかという事実を明らかに

するのは他の方法では困難であると考えられる 
     
③ 実験： 

・ 実験は、エスノや理論的に導かれた重要な知見を、自然沙汰でおきる事象に         

対して統制した状況を生み出し、より具体的で詳細な知見を提供する 
・ エスノグラフィーでは分析が限界とされるようなデータの性質を実験では補う

ことができる 
・ 「認知人類的に妥当」な実験状況を提案しデータの価値を高める 
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④ 道具のデザインプロセス（理論、観察、実験の組み合わせ） 
理論（分散認知）、エスノグラフィー、実験の三者の枠組みは、互いのデータを精緻

化、強化し合い作業道具のデザインに関するアイデアを提案し、またそれを検証す

る土台を作る 
エスノグラフィー：新しいデザインのための有効なヒントを提供する 
実験：分散認知の理論の確証と、デザインの有効性を確かめる 
デザイン：新しい道具を現場に提供するとともに、新たな構造やインタラクショ 

ン過程の指標を与える 
 
作業道具と作業場の関係 

新しい作業道具は分散認知システム全体にとって変化をもたらすことになるので、新

しい作業道具の構築は新たな作業場を構築することになる 
 
☆エスノ的な観察→理論・実験→ツールのデザイン→エスノ観察….のループは、この分

析枠組みにおいて重要であり、理論と方法論と製品の信憑性を高める 
 

 
３－１ Ship Navigation  
 US 海軍における船のナビゲーションに関する認知人類学的分析（Hutchins, 1995;  

Seifert and Hutchins, 1992） 
 
道具の使用に関する分析：道具の使用が単純な計算論的な意味とは異なった方法で用いら

れていた  
仕事場における社会的構造の分析：問題解決が個人レベルと集団レベルで行われていた 
 
→協同作業（ナビゲーション）では、複数の人々や様々な道具の間の相互作用の結果、 
事柄の出来不出来が決まる 

    
☆ここで観察された内容は実験的な方法で分析できる 

例： 
航行を終えた船員たちの会話分析のなかで方位に関する３桁の数字の情報を、

自分たちの身体の位置との関連のなかでその方位をかんじる。（ex．北東 135 度

は自分の身体の右側を指す。） 
 
・船の位置が海路との間でズレが生じたとき、身体を使ったクロスモーダルな表現を
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用いて修正している→分散認知システムにとって重要なエラー検出の機構をエキス

パートの用いた心理実験によって明らかにする 
    

☆ここでの、ハッチンスの仕事はデザイン活動を含まなかった事から、電子海図のデ

ザインの基礎となるようなものを作ることはできないだろうか 
 
３－２ Airline Automation  
ハッチンスの行ったボーイング 747－400 に乗ったパイロットの認知的エスノグラフィッ 
クな研究（Hutchins, 1995） 
観察現場 

 ジャンプシート後部からの観察 
 パイロット育成プログラムでのトレーニングの様子 
 トレーニングプログラムのデザインを手がけるワークショップでの知見 

 
作業道具のデザイン 
ホーランド：STEAMER プロジェクト（Hollan, 1984） 
ハッチンス：一連の研究に基づいたボーイング自動飛行機能に向けたグラフィカルイン

ターフェースの構築を実現(Hutchins,1996) 
 
 研究の成果と新たな速度計測器 

・ 新たなコンピューティング技術の提案（ターゲット速度の自動注釈、加速度表示

etc）や、使いやすかった古いモデルでシステムを再構築   
・ 大気速度インディケータ針の空間的な位置情報を視覚的に顕著なものにする為

の装置を構築   
 

 ☆心理実験を導入してシステムの有効性を検討 
→眼球運動の測定を通してデザインされた機器の操作をどのようにしているのかを 
分析し、理論的、人類学的方法論とデザインの信憑性を確かめる 

 
３－３ Beyond Direct Manipulation 
HCI の研究の目的→いかによい直接操作性の持つインタフェースを構築できるか 
 
☆ 直接性を引き起こす表現の使い方 

→人々は表現や、表現された結果のものを双方に使用したり、一緒にしたものを使用

している 
   表現の分類 
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１．表現そのもの 
２．表現しようとしている対象を指し示すための媒介的な表現 

 表現の使い方に関する様々な事例 
① 漁師：シンボリックな言語表現 

底引き網を仕かけている漁師の共同作業のなかでの会話で、ディスプレイの中

に現れる fish のことを flecks や sprinkles と表現している。そしてこの言葉と

普通の文を組み合わせて that fleck is dense enough to set the net upon という。

（Hazlehurst,1994） 
 
  ② 飛行機整備士：意味的空間、ジェスチャー、 

ボーイング７２７の飛行機整備士は、燃料漏れがあるという事実をキャプテン

らに伝えようとする過程で意味的に構築された空間やジェスチャーを用いてい

る（Hutchins and Palen,1997） 
 
   HCI における表現の使い方の事例 
    PC の動作：主体にとって意味のある動作 

・デスクトップ上のファイルを他のファイルにドラッグするという動作は、単

にアイコンを動かしているというのではなく、ファイルのコンテンツを移動

させる 
     ・表現された対象を主体にとって操作しやすいように移動させ、表現された対 

象の持つ独自の意味とは異なった意味のある配置の仕方を行う 
       ex．ゴミ箱の近くに削除したい（将来的にしなくてはならない）ファイル

を置いておく 
   
事例の分析 

・自分たちにとって遂行しやすいような方法を見つけて対象に関する意味的な処理

を行う 
・知的な作業を遂行する上では、エージェントと環境の密接な関連と、意味の再構

築過程が重要である 
 
インターフェースの構築に取り上げられるサブジェクト 

 どうのようにしたら反射的な使用を促進する表現を作り出すことができるのか 
 ユーザーの意思決定を容易にさせる為にはどのような表現形態を用いることが有

効なのか 
 ユーザーの解釈の枠組みを促進させる：今何がおきていて、次に何をしなければい

けないのか 
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→これらの問いに応答するためには、主体が実世界で行動した時に作り上げる概念

的（意味的）世界を模倣するような環境を開発することが重要である 
  
３－４ History Enriched Digital Object 

HCI 研究の分散認知的な取り組みのひとつ→インタラクションや活動の履歴を記録 
   

☆活動記録を有効利用することで、インタラクションを促進させる 
・ 複雑な環境（ship navigation）におけるエキスパートの行動にとって、“利用の

歴史”は非常に重要であった（Hutchins, 1995） 
   ・ エアバス A-320 の分析では、単純なメディアにおける使用の履歴が統計的なメ

ディアではとても支援出来ないような効果があった（Gras, 1991） 
  
システムのデザイン 

インタラクションの履歴をひとつのオブジェクトとして表現し、作業場へのデザイン

の研究に導入する 
ex.レポート、フォーム、ソースコード、マニュアルページ、メール etc 
→あるファイルのソースコードに関してあるセクションが何を参照して作られ

たのかを知ったり、デバック作業を行うときの有益な情報源となる 
 
☆ スクロールバーを用いた歴史的な足取りに関する研究の紹介 

→History Enriched Digital Objects（Hill, 1992; Hollan, 1994） 
・ 利用可能なドキュメントやソースファイルに関して、過去にどういったインタラ

クションが行われていたのかをスクロールバーを用いて見やすくする 
――誰が編集し、誰がそのドキュメントを閲覧し、どれぐらい時間をかけた

のかをトレースする 
   ex．ネットニュース、マニュアルページ、メール etc 

→他のユーザーがどのようなものに対してどのような足取りで、どれぐらい

時間をかけていたのかを参照することで自分の行動を支援する 
 
３－５ PAD++：Zoomable multiscale Interface 
分散認知の考えをベースにしたマルチスケールのインタフェースの構築 

Zooming Interface：画面を重ねて配置するのではなく、拡大・縮小によって大量の情

報を見たり操作する手法を指す。このシステムでは、すべての対

象を連続的に拡大縮小することによって画面を有効につかうこと

ができるという特徴をもつ 
 ⊡Pad++：マルチスケールのインターフェースの利用を支援するためのソフト（Bederson 
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and Hollan,1994） 
特徴： 
・ 複数の視点を提供できるようなレンズ 
・ コンテンツの中身をズームさせたりすることで中身をわかりやすくする 
・ 動かしたいものを簡単に動かせるような動作環境 
・ ナビゲーションを支援するような歴史的な足取りの記述 
・ ハイパーテクストの貼り付け、レイアウトやアニメーション etc 

            （詳しくは→http://www.cs.umd.edu/hcil/pad++/sitemap/） 
 
⊡Pad Prints：Netscape にリンクされた Pad++のアプリケーションで、ウェブ上のナビ

ゲーション支援を行うことを目的に作られている（Hightower,1998） 
特徴： 
・ あるユーザーがブラウザーのリンクをたどると、そのユーザーのたどった跡を記

録していく 
・ 今まで見ていたページや、自分の履歴を見ることができる 
・ 一般的な情報探索課題を行い、他のブラウザーと比較した結果、よい成績が得ら

れた（Hightower,1998） 
 
☆これらのシステムに搭載された技術は、人間や集団がどのようにしてモノに適応

（adapt）するのかということに焦点をおく点で分散認知の枠組みを反映している 
   
３－６ Intelligent use of space 
Pad++は、人間が作業を行う上で重要とされるような思考プロセスを考慮し、分散化され

た認知過程を反映している 
         

  例えば、１．どこに何を置いたのかを視覚的に提示することや、変化した内容を視覚

化すること 
２．物体を自分にとって思い出しやすいような大きさで表示しておく 
３．自分の作業空間のなかにあるものを必要に応じて動かす 

空間の使い方 
→我々は、行為を遂行するために作業を行う空間を常に再編している 
空間を上手に使えば、認知的負荷（時間、記憶、努力）は軽減される 

 
空間の機能に関する３つの類型（Kirsh, 1995） 

  ①モノの選択を単純化（安易）にさせるための空間編成能力 
  ②視野を見やすくするため（知覚）の空間編成能力 
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  ③心的処理の負荷を軽減するための空間的ダイナミックス 
この類型は、ワークショップ、プレイルーム、コンピューターゲームのテトリスの 
事例分析（ビデオ観察）から得られた 

  
観察された内容 
・ 問題を簡易化する：アフォーダンスを避けるために何かを、覆い隠したり、隠した

りしたり、逆にアフォーダンスを引き起こすようなものをハイライトしたり 
  ・ 作業をしやすくするために視覚的な環境を再構築 

・ ある事柄を計算するために媒介的な表現を使用 
 

 
４ Conclusions and future directions   
HCI に今後求められるもの 

・ 複雑にネットワーク化された世界を対象としたより高度なインターフェース 
・ 社会的、物理的な環境とコラボレートしながら目的を達成できるような作業場 
・ 分散認知という統合された分析の枠組み 
 

◇従来の単一の情報処理的な考え方との比較 
 情報処理心理学では、外界と主体の間にある溝を埋めるような橋をつくることであり 

コンピュータやインターフェースは、認知する主体の外部にあってシンボリックな変

換（transaction）を通して主体に認識される（Card, 1983） 
―→分散認知の枠組みでは、溝をどのようにしたら埋められるのかということを考え

ない 
      さまざまな共同作用は、内的、外的資源によって確立され維持される 

主体は社会的、物質的な環境との密接な関係の中で認知活動を営む 
 
◇分散認知の枠組みからの提案 
   digital な作業道具や協同的な作業場を作る上で人類学的な観察や統制された心理実

験を行い、自然な環境での人間の活動と分散化された認知過程の分析を行う 
    特に、 

・ 社会的メンバーに分散化された認知の過程 
・ 内的構造と外的構造の相互作用 
・ 以前の出来事の生成物はどう以後の出来事の状況を変えることができるか（歴

史的な足取りの記録） 
分析枠組みの展望 
☆認知人類学的な研究手法を取り入れ、エスノグラフィーと心理実験を統合して分析する 
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事が、インタフェースの研究の発展につながる 
☆使用の履歴を記録することで、ユーザーの支援に結びつくだけでなく新たなインタフェ

ースのデザインや構築に有益な情報を提供する 
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