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1. 研究の背景・目的
JR 東日本の提供する Suica は，日付や残額を含
めた乗降車の履歴を過去 20 件分保存しており，専
用リーダにより履歴を読み出すことが可能である
（図 1）.この履歴は，次のような特徴を持つ．
・ 時間と場所とその移動に関して客観的な記録
が保存されている
・ 個人の体験の記録だが，当人を記録から特定
することはできない
・ 体験している本人は自分の記録を容易に特定
することができる
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アートにおけるインタラクション手段としては非
常に有効であると考えられる．
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システム構成図

本研究ではデジタルパブリックアートにおけ
るインタラクションの手段として Suica を利用す
るという提案を行った．実際に Suica によってイ

3. 実験結果
以上のシステムを研究室公開の際に展示し，被
験者（鑑賞者）の反応を見た．二回に分けた研究
室公開 3 日間において述べ 138 人の方に体験して
いただき，登録された履歴は 2423 件であった．
地図上への可視化について，被験者からは，自

ンタラクション可能なシステムを構築，展示を行
い，鑑賞者の反応について観察した．
今後は，Suica の履歴の持つ特徴をより活かす
ための研究として，www を用いた履歴の共有と，
その利用方法について提案していく予定である．

分の過去の履歴が可視化されるというのは非常に
新鮮で面白い，という反応や，他の人の行動のパ
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図 4 実験の様子

