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Abstract : Regarding designs on computers, issues about why

and how programming technology will be incorporated to

creative process has been discussed more these several years.

Researches on user interface for designers to program are in its

preliminary stage, but programming technique seems to have

high potential to expand the design possibilities because the
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■■ははじじめめにに

デザインワークにプログラミングという制作手法をとりいれ

るべきかどうかという議論が数年前から盛んに行われている．

今回はそのような状況の中で筆者が行っているデザイン分野に

おける新しいプログラミング教育およびそれを通したデザイン

教育のあり方を提案する．

■■背背景景

プログラミングという制作手段はユーザーインターフェイス

という面ではまだまだ発展途上段階であり，「コンピュータに

熟達した人のみが行える制作手法」という印象が強い．しかし，

手法そのものをとらえてみればコンピュータを根底から操作で

きる道具指向な制作手段であり，「モノを作ること」が目的で

あるデザインワークに非常に有効な制作手段といえる．

また，プログラミングには常にアルゴリズミックな感性とい

うものが要求される．つまり，ある目的を達成するとき，その

ためにはどのような行程がもっとも効率がよいかということを

見極める力が必要とされる．このアルゴリズミックな感性を育

むということは，「機能」や「効率」など「アルゴリズム」に

非常に関係深い要素が常に要求されるデザインワークのスキル

アップにもつながるのではないかとも考えられる．

このようなことから筆者はデザイン分野においてコンピュー

タは有効な道具であり，さらにプログラミングはそのデザイン

ワークにおける思考および制作段階の有効な手段だと考える．

しかし，先述のとおり，一般のデザイナーが簡単にプログラ

ミングするという状況は現段階では困難なものがある．

筆者は普段プログラミングという方法でデザインワークや研

究を行っている．そこでそのスキルを活かし，デザイナーがで

きるだけ直感的に，さらにアルゴリズミックな感性をはたらか

すことができるようなプログラミングの環境作りを目指した．

PPrrooggrraammmmiinngg  BBaasseeとはそのようなプログラミング環境の名

称である．

■■PPrrooggrraammmmiinngg  BBaassee

具体的にはProgramming Baseとは最初の単純作業レベルの

ことはあらかじめソースコードとして用意しておいて，そのソ

ースコード群に書き足すことによって制作をしていく，という

環境であり，プログラミング環境でのテンプレートということ

ができる．

Programming Base開発の経緯としては，Programming Base

という具象にする以前から個人的にプログラミング用のテンプ

レートを用意し，使用していた．しかしあくまで個人的な環境

で作っていたため制作の際にプログラマーとしてのアプローチ

とデザイナーとしてのアプローチをよく混同していた．つまり

テンプレートの根底の部分を書き直しているのか，テンプレー

トを利用してコンテンツを作っているのかがあいまいになって

いた．そこで，テンプレートを他者と共有することでこの問題

を解消しようと試みた．つまり，自分もそのテンプレートの一

利用者になることにより，テンプレートをデザインしているの

か，それともテンプレートを使用しているのかを明確に分ける

ように考えた．このようにすると，このテンプレートのデザイ

ン分野での位置付けを明確にでき，一般のデザイナーもより簡

単にプログラマーではなくデザイナーとしてプログラミングが

行えるのではないかと考えた．

■■PPrrooggrraammmmiinngg  BBaasseeのの構構造造

ここでProgramming Baseの構造について触れておく．

Programming Base自体はＣまたはJava言語で記述するプロ

グラミング環境である．構造としては基本的にいいつつ，どどううすするる

という記述で成り立っている．例えばあらかじめ用意された

OnMouseDownという領域に

g.drawLine(100, 100, 200, 300);

と書けば，マウスのボタンが押されたときに画面上の(100,

100)という位置から(200, 300)という位置まで線を引くという

ものができる．このOnMouseDownというのがいいつつであり，

「g.drawLine(100, 100, 200, 300);」というのがどどううすするるである．

いいつつにはこれ以外に「OnStart（最初に)」「OnIdle（いつも）」

「OnEnd（最後に）」「OnMouseUp（マウスボタンが放されたら）」

「OnKeyDown（キーが押されたら）」などがある．どどううすするるに

はＣまたはJava言語をそのまま記述する．

このほかの特徴としては例えばOnIdleの領域に

g.drawLine(100, 100, mouseX, mouseY);

と書くと(100, 100)の位置から現在のマウスの位置まで線が

引きつづけられるといういわゆるイインンタタララククテティィブブ性性をあらか
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じめ内部の構造に含んでいるというものがあげられる（図）．

Programming Baseの利用者は基本的にこれらのことが一つ

にまとまったファイルを書き換えるだけ作品を作ることが可能

である．

■■制制作作概概念念とと教教育育カカリリキキュュララムム

Programming Baseはあくまでデザイナーが対象なので，コ

ンピュータの内部の機種に依存する部分はできるだけ意識せず

に，デザイナーが持つアルゴリズミックな思考をそのまま記述

できるようにした．つまり導入部分は紙と鉛筆というメタファ

ーで表記できるような仕組み作りを心がけた．ただし，先にも

書いたように筆者はコンピュータやプログラミングは「アルゴ

リズミックな思考を外在化できる道具」だと考えているので

Programming Baseもプログラミング本来がもつ「アルゴリズ

ムの記述」という側面は一般のプログラミング環境と変わらな

いようにしている．また，Programming Base自体はＣやJava

言語で記述していくプログラミング環境である．そこを入り口

にしてさらに技術的な側面からプログラミングを習得するとい

う場面が出てくることも大いに考えられる．そこで

Programming Base自体のソースコードはできるだけオープン

なものにし，構造もできるだけシンプルなものを目指した．つ

まり，初心者は今までのメタファーを使い直感的にプログラミ

ングができて，プログラミングの概念を習得したものはその特

徴を活かしたデザインワークができて，そこからプログラミン

グの技術面での内部の構造に興味を持ったものは比較的容易に

中身を理解できるという環境を目指した．

また教育カリキュラムに関しては，あくまでデザイナーが対

象なので，最初の技術習得段階の教育にはそれほど長い時間を

とるべきものではないと考えたので，既存のプログラミング教

育で使われているボトムアップ方式（単語や文法を順番に１つ

ずつ教えていく方法）ではなく，ボトムアップ方式とトップダ

ウン方式（学生にやりたいことを考えさせ，それにあった手法

を教える）を混ぜたものにした．つまり，最低限の単語や文法

を教え，そこから学生に自由に制作をさせ，それぞれの学生の

必要に応じて個人的に手法を教授する形式にした．このように

することによって個人個人に知識的な差は出るかもしれない

が，それぞれ自分の得意なところができ，全体のコミュニティ

の中での自分の位置づけも明確になるのではないかと考えた．

■■考考察察

このような環境をもって，武蔵野美術大学，多摩美術大学，

国際メディア研究財団や他にさまざまな場所でのワークショッ

プを行った．それぞれの場合において人数，対象，年齢が異な

ったため，単一の教育カリキュラムではなかなかうまくいかず，

その場に応じたカリキュラムが必要なことを痛感した．しかし，

どの場面でも今までのプログラミング教育でよく使われていた

ボトムアップ方式だけでは受講者の「やる気」を喚起すること

はできず，デザイナーに限らず「モノを作る」という明確な目

標を設定してそこを目指して個人（またはグループ）が進んで

いき，そのために必要な概念や技術を習得するというカリキュ

ラム構成のほうが結果として有機的に学習できるのだというこ

とを実感した．

また，できるだけオープンな環境作りを目指し，Program-

ming Baseの使用者でも簡単にProgramming Baseに機能を追加

できるような仕組みを考えたのだが，その仕組みを理解させる

ためにはどのような教育カリキュラムが適切かはまだ研究途中

であり，今後の課題である．
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