
デジタル写真の普及に伴い、大量の写真を取得可能となったが、それらを再び縫合するツー

ルを提供することにより、人が場所を認識するための新たなフレームを獲得することを狙っ

た。http://www.photowalker.net/ に無償提供しており、現在ユーザ数は１５万人を越える。

経済産業省未踏ソフトウェアスーパークリエイター賞、日本芸術科学会 DIVA 奨励賞、

WISS 最優秀発表賞を受賞。

Photo Walker

万歩計や電子コンパスなどの新しいデバイスを用いて、場所の微地形を取得

するためのコンピュータソフトウェア。「写真を撮るように地形を採る」こ

とがコンセプトであり、都市のあらゆる地形（自然の地形から人工の地形ま

で、屋内から屋外まで）を連続的に採取できる。また採取した地形を音に変

換し、摩擦を持った歩行運動をスピード・リズム・テンポ・グルーブといっ

た聴覚的な表現に変換する。

Geo Walker

Geo Walker

Computer software to acquire minute geographical features in place with new devices 

such as pedometers and electronic compasses. "To take the photograph, geographical 

features is caught" is a concept, and all the geographical features of the city (From 

geographical features to artificial geographical features of nature from the room to 

outdoor) can continuously be gathered. Moreover, the gathered geographical features is 

converted into the sound, and the walking with friction is converted into an aural 

expression of speed rhythm tempo groove. 
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Computer software to restructure and to understand place of real world as three 
dimension geographical features (ground) defined as tracks of walking. 

GPS が付属され、「どこにでも動かせる」遊具やベンチ、プランターボックス等を配置して、移動

可能な公園を都市のなかに作り出す。「放牧」というネーミングのとおり、街ぐるみでこれらの道

具をまるで牛や羊のように「飼う」ことによって、新しい場所を創造する。現在、実施設計が進行中。

西小山小公園基本設計 / 放牧遊具

実世界の場所を、歩行の軌跡として定義される３次元地形（グラウ
ンド）として再構築・把握するためのコンピュータソフトウェア。

実世界の場所を、景観（スケープ）の離散的集合として再構築・把握するための
コンピュータソフトウェア。

Tanaka Laboratory

Site-Oriented Design Lab

建築・ランドスケープ・情報の３技術を高度に融合し、新
しい「場所」を作ることをターゲットに研究を進めている。
本研究室では「場所は“コンテンツ”であり」「自然環境は
“ メディア ”である」という着眼点から、新しいデザイン
の作品と方法論を構築しています。

The research is advanced aiming at highly 
uniting three technologies (construction, the 
landscape, and information), and making new 
"Place". The work and the methodology of a 
new design are constructed with the point 
aimed at "The place is "Contents"" and "Natural 
environment is "Media"" in this laboratory. 

田中研究室

Site-Oriented Design Lab

It produces by arranging the planter box etc. ..the play equipment 

and "It is possible to move it anywhere" bench ..the attachment to 

GPS.... ..the average of the city of the park that can be moved... These 

tools are created in whole town as shown in naming "Pasture" it and a 

new place is created by "Keep it" as if the cow and the sheep, etc.The 

execution design is progressing now. 

Proposal of park to invent new public space in city. 

Nishi-Koyama small park basic design/
pasturing play equipment

都市の中に新しいパブリックスペースを生み出すための公園の提案。

Assistant Professor, Faculty of Environmental Information
Keio University, SFC
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Photo Walker

It aimed to acquire a new frame for the person to recognize the 

place by offering the tool that sutured them again though 

acquiring a large amount of photograph became possible as 

t h e  d i g i t a l  p h o t o g r a p h y  s p r e a d .  I t  o f f e r s  t o  

http://www.photowalker.net/free of charge, and the number of 

users exceeds 150,000 now. The Ministry of Economy, Trade and 

Industry untrodden software super-creator prize, Japanese art 

science association DIVA encouragement prize, and the WISS 

best announcement prize are won. 

Computer software to restructure and to understand place of 
real world as discrete sets of spectacles. 


