
 
 

 



 
 

 
 
 

science【名】   
1. 自然科学 
2. 技術   

 
 
 
 

art【名】    
1. 芸術、美術  
2. 技術   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

人間は、様々な角度から世界を理解しようとしてきた。 

科学者の文法を使うとそれは科学となり、 

芸術家の文法を使うとそれは芸術になる。 

人間の根源的な性質を追及しているふたつの文法が交わるとき、 

人々は、新しい視点から世界を見る機会を得る。 
 

Human beings have been trying to understand the world from various different perspectives. 

If you use the language of the scientist it becomes science, 

and if you use the language of the artist it becomes art. 

When the two find common ground, it opens up a dialogue that offers people a glimpse of the 

 truth that both pursue. 

 

 

 

science [n] 

knowledge about the structure 

and behaviour of the natural 

and physical world, based on 

provable facts. 

 

 

art [n] 

human creative skill or its 

application; use of the 

imagination to express ideas or 

feelings. 



 
 

職業を教えてください。 

――― 私は 視覚の研究者 であり、 

「見る」ことの原理を解明し、 

法則化する。 

 

 

 

 

Saccade-based Displayについて教えてください。 
――― 眼が動いている間に、1次元の LED光源を高速で点滅さ

せると、眼球運動によって、網膜上に 2次元イメージが描かれる。

眼を止めて見ると、点滅する 1 次元光源だが、視線が LED の前

を横切ると、2次元像として知覚される。このディスプレイでは、 

眼を動かした時だけ、はっきりと

像が見える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、眼球運動を真似て、LEDの前で カメラ  

を動かしても 2次元像を見ることができる。 
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Tell me about what you do. 
 
― I am a scientist, a 
researcher of vision.  
 
I elucidate the nature of 
“seeing” and find new laws of 
seeing. 
 

What is Saccade-based 
Display? 
 
― One dimensional LED light 
sources are flickering during 
eye movements. As eyes 
move, a two dimensional 
image is drawn on the retina. 
Although it seems to be a 1D 
light source during fixation, a 
2D image is perceived when 
the eyes travel in front of the 
display.  

In fact, you can capture the 
2D images if you move a 
camera in front of the LED in 
the way that simulates the 
experience of looking by eye. 
 



 
 

職業を教えてください。 

――― 私は 視覚の芸術家 であり、 

「見る」こととは何か、作品を通

して表現する。 

 

 

 

 

Polyluminous Imagingについて教えてください。 
――― Saccade-based Display（以下 SD）で知覚される像は眼

を動かした約 50ms（1/20 秒）のあいだだけ像が描かれ、眼の動

きを止めると像は消えてしまう。そのとき、私は 

何かを見ているのはわかるが、 

何を見ているのかわからない。 
 

 

私が見たものはいったい何なのか、 

それを理解するために SD で見えているはずの像を 写真 

に撮ってみた。 
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Tell me about what you do. 
 
― I am an artist, a creator of 
visual images.  
 
I express my experience of 
‘looking’ through the creation 
of works of art. 
 

What is Polyluminous Imaging?
 
― A perceived image with 
Saccade-based Display (SD) 
can be ‘seen’ only during an 
eye movement, which lasts 
approximately 50 milliseconds, 
and disappears as soon as the 
eye stops moving.  
 
Consequently, when looking at 
SD, while I know that I saw 
something, I could not grasp 
what it was that I was seeing. 

 
What was I looking at? To 
understand it, I began 
experimenting by taking 
photographs of these flickers of 
images the SD presents. 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDで見えるものは、どんな意味を持つのでしょうか。 

――― 見えているのは自分の眼が 

動いた軌跡。 
普段は、視覚システムが眼球運動中の知覚を抑制しているため、

眼球運動によって生じるボケた網膜像は知覚されない。しかし、

眼球運動中であっても、SDの像のように、コントラストが高く、

高空間周波数の像は、それを知覚することができる。 

 

 

 

眼球運動中に描かれた網膜像の知覚される奥行きや時間関係は、

眼球運動後に知覚される環境情報に影響を受ける。そのため、 

眼球運動における過去は 

未来によって決定される。 
ともいえる。 
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What do the images 
perceived by SD mean? 
 
― What you see is the path of 
your eye movement.  
 
In typical visual experiments 
the blurred retinal image is 
not perceived as the visual 
system suppresses the 
sensitivity during eye 
movement. However, if the 
contrast and the spatial 
frequency are high as is the 
case with SD images, they 
become perceivable. 
 
 
The perceived depth and time 
relationship of the retinal 
images during the eye 
movement are influenced by 
the environmental information 
post movement.  
 
Therefore, one can say that 
the cumulative past of the eye 
movement is determined by 
the future. 
  



 
 

写真に写ったものは、どんな意味を持つのでしょうか。 

――― 写真に写るのは自分の手の

動きの軌跡。 

 

シャッタースピードや、手の動かし方の軌道の違いによって、 

カメラはいろいろなサッカード像を捕らえた。 

それは面白くて予測できないような像の重なり合いを生む。 

 

 

１枚１枚の写真は時間幅を持ち、そのなかに運動が感じられる。 

写真の中の運動は過去の連なり、

断続の連続。 
とも言える。 

 

 

 

そして、それらをスライドのように、 

順番に重ね合わせた。 
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What do the images captured 
in the photographs mean?  
 
― What you see is the path of 
my movement.  
 
 
 
The camera captures various 
saccade-induced images 
depending on the shutter 
speed and the way I move the 
camera. This process creates 
interesting layers of SD 
images which could not be 
preconceived otherwise.  
 
Each photograph has an 
implicit duration of time and 
gives the observer a sense of 
movement.  
 
Therefore, one can say that 
the movement within the 
photographs are individual 
moments and a continuous 
trail of the past, images which 
are both still and moving. 

Then I started to compose 
new images by a process of 
layering of the resulting 
photographic images.   



 
 

 
 
 
 
 
 

SD を見ていると、像を見ようとして「見る」という行
為に普段よりも引きずり込まれます。なぜなのでしょう。 
――― 普段、自分の眼球運動を意識することは殆どない。ＳＤ

の前に立つと、 

いつのまにか、眼の動きが生じて、 

いつのまにか、像が見える。 

 

 
ＳＤを見るときに、どのような像が見えるかは眼を動かさないと

わからない。そして、眼を動かすたびに、見える像が異なる。 

 

また、像が眼球運動を行った一瞬しか見えないので、 

自分の眼を使って、瞬間を切り取るような感覚がある。 
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Why does the viewer get 
drawn into the act of looking 
more than usual by seeking to 
‘look’ at the images projected 
by SD? 
 
― We are not normally 
conscious of our eye 
movements. But when 
presented with the SD the 
eye moves involuntarily so 
you see the image. 
 
 
 
 
 
 
 
You will not know what you 
will see until your eye 
movement allows you to see 
it, and every eye movement 
presents you with another 
image. You only see the 
image for a fraction of a 
second which means that you 
are capturing a fragment of a 
second with your vision.  
 



 
 

スライドを重ね合わせる方法をとったのはなぜですか。 
――― 写真一枚一枚にも意味はあったけれど、それを順番に重

ねあわせながら表示すると、 

静止画なのに、動いているように

見える。 

 

 

 

 

 

イメージは、ポリフォニー（多声音楽）。調和の中に、ふと不調和

が入ってくると、調和の美しさが際立つ。 

ひとつひとつの写真の動きの関係性のなかに調和・不調和があり、 

瞬間的な動きのイメージが連続

の運動を感じさせる。 
 

 

 

 

 

ふたつの映像が重なっている時間、すごく映像に引き込

まれます。なぜでしょう。 
――― 先に出ていた写真と後から出てきた写真のどちらに 

フォーカスを当てたらよいか、わからない。先に出ていた写真に

フォーカスしているうちに、それは消えてしまい、 

いつのまにか、 

後から出てきた写真に 

意識のフォーカスが移る。 
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Why did you choose the method 
of layering transparent images?
 
― While I could see the 
significance of individual 
photographs, I realized that I 
can also create movement by 
overlapping the still images. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My reference for this is 
polyphony. Harmonic beauty is 
distinctive when it coexists with 
elements of discord. The 
photographs capture both the 
harmony and dissonance in the 
images and there is an implicit 
sense of movement in the 
succession of the frozen 
moments in time. 

Why does the overlapping of 
the two images draw viewers 
deeply into the imaging? 
 
― One has a choice of looking 
at the present image when the 
next image appears or of 
switching focus. While focusing 
on the new image, the previous 
image it overlaps with 
disappears.  
 
The focus is constantly shifting 
to the newest images without 
our being conscious this is 
happening.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 普段は眼をとめたものだけが見えているけれど、SD だ

と眼を動かした時にだけ像が見える。 

 

 
SDで像を見る体験は、 

意識に上らない瞬間が眼の前に

現れる、 

普段の視覚体験と反対の体験。 
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― Normally, you would only 
look at the objects which you 
stop to look at, except during 
SD when you only see the 
objects while your eyes are 
moving. 
 
 
 
 
The experience of looking at 
images by SD is the opposite 
to what you see normally as it 
visualizes the moments which 
you are not usually conscious 
of.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― SD では一瞬しか像を見ることができない。写真に撮れ

ば、像をじっと見ることができる。 

 

 

 

 

Polyluminous Imagingを見る体験は、 
本来瞬間的であるものが連続し

て映し出される 

SDでの視覚体験と反対の体験。 
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― The images from SD only 
appear for a fraction of a 
second. On the other hand, 
the images captured in 
photographs can be viewed 
for as long as you like. 
 
 
 
 
Polyluminous Imaging offers 
the viewer the opposite to the 
viewing experience of SD, by 
way of presenting in the form 
of a series of overlapped 
photographic images what 
can only be experienced 
ephemerally as SD. 
 



 
 

Saccade-based Displayの知覚像には、どんな特徴があり
ますか。 
――― SD では、2 次元像は網膜上にのみ存在する。環境には   

スクリーンやモニタは存在せず、その像の位置を決定するような 

定位するための手がかりが環境

には存在しない。 
 

 

だから 

空間上での奥行きが一意に決ま

らない。 
 

 

そして、 
像の範囲を決定するような 枠がない。 
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What is the characteristic of 
perceived images with SD? 
 
― With SD the 2D image only 
exists on the retina. The image 
projection does not require a 
screen or monitor and there is 
no visible clue to determine the 
position of the image in space.
 
 
 
 
 
 
 
Therefore, you cannot 
determine the depth of the 
projected space and the image 
does not sit in a frame to locate 
where it begins and ends. 



 
 

Polyluminous Imagingを敢えてモニタで展示したのは
何故ですか。 

――― 枠が表現をつくる。 
 

 

 

枠があることで、表現できるものが広がる。 

例えば、永遠に広がる空間を表現したい場合にも、枠は役に立つ。 

永遠は枠からはみ出してしまって、そこにすべては描かれない。 

 

 

見る人は、枠があるから枠の外を

想像する。 
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Why did you choose to present 
the Polyluminous Imaging as a 
monitor display? 
 
― The image is complete with 
the edges that the monitor 
provides. 
 
 
 
 
Visual expression can implicitly 
be extended beyond the edges 
of a frame, hinting at an infinite 
space which cannot be 
contained but is suggested by 
the way the image relates to it. 
 
 
 
 
 
 
The frame implies what may 
exist beyond its edges.  
  



 
 

SDの大きさが異なることで見え方が変わりますか。 

――― 大きさが変わると 質感が変わる。 
 

 

小さな SD や単色の SD で人間の絵を出しても、絵や記号が出て

いるという感覚しかないが、等身大の SD でフルカラーの人間の

姿がぱっと見えると、突然、 

そこに何かが「いる」という感覚 

が生じる。 
 

 

 

SDをたくさん空間に配置すると、 

その 空間の質感が変わる感覚 がある。 

 
 
 
 
プロジェクションで等身大フルカラーの人間の画像を見ても、 

何かがいるという感じにはならない。プロジェクションでは 

投影面に映る動く絵、 

そして、スクリーン表面の素材 

を見ている。 
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Does the scale of SD impact the 
way we see the images? 
 
― Variation of scale changes 
the sense of presence of the 
image in space. 
 
 
When projecting a human 
picture with a small scale SD it 
is only felt as a picture or 
symbol, but when it scales up to 
a full-colour life size display 
suddenly you feel the physical 
existence of something in the 
space. 
 
 
 
 
 
 
If you have many SDs in a 
space, this further enhances the 
spatial presence. 
 
 
 
 
 
 
 
If you view the full colour life 
size human figure as a 
projected image on a screen 
you do not feel its existence in 
the same way as with SD. 
 
What you see projected on the 
screen is the pictures in motion 
and the surface material that 
the screen is made with.  



 
 

 

作品の大きさに意味はありますか。 

――― 大きさが変わると 空間が変わる。 

 

 

絵画の場合、 

遠くから見ると描かれているものの 

イメージが見える けれど、 

近づいて見ると表面の  

マテリアルの質感が見える。 

 

 

絵画表現において大切にしているのは素材。顔料やパネルの質感、

絵の具の調合はとても大事。 

顔料の種類や光源の位置によって、見え方が変わるのが面白い。 

見る人は、作品に近づいたり遠くから見たりして、作品の中にぐ

いぐい入っていく。 

そうして、自分の中に世界を広げていく。 

 

ウェブサイトを見て作品を体験したつもりになる人がいるけれど、

実は全然体験したことにならない。 

ウェブで見ているものは 

絵ではなくモニタ。 
 

絵を見る人は、ずっと見ていられると言うけれど、ウェブで見て、

そういうことを言う人はいない。 
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Do you find the scale of work is 
significant? 
 
― The change of scale will 
change the sense of the space.
 
 
 
 
When you look at a painting at a 
distance you see the image that 
is painted, but when you come 
closer to the surface you notice 
the texture of the materials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When painting I select the 
materials with great care. The 
quality of pigments, the surface 
of panels and the mixing of the 
paints are very important. 
The character of pigments or 
the direction of the light source 
transforms the image. By 
changing your viewing position 
so you become absorbed in the 
world of the painting. 

Some people think they can 
see works of art by viewing 
them on the web, but this is a 
misconception. All you see on 
the web are images mediated 
through the surface of the 
screen. 
 



 
 

 
 
 
 
――― 「ものを見る」うえでは、 

「何を見ているのか」そして、 

「どこの視点から見ているのか」

ということが重要。 

 

 

 

映像や写真では、鑑賞者が何を見るか、そして、鑑賞者の視点も、

作者が編集することができる。 

絵画の場合、何を見るかは、作者が決めるが、絵に近づいたり、

見る角度を変えたり、見る視点を決める権利は、ある程度、鑑賞

者にもある。 

 

しかし、SDでは、見る視点だけでなく、 

何が見えるかということすら 

鑑賞者に依存 している。 

 

 

 

 

だからこそ、SDの像がどのように見えるかを研究している。 
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― In visual perception, it is 
important to know ‘what it is that 
you are looking at’ and ‘from 
what view you are looking at it’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projected images and 
photographs are dependent on 
the editor who selects and edits 
the images. 
 
Artists decide what to paint and 
the viewer participates actively 
in looking by changing their 
distance or angle. 
 
But SD is not only dependent on 
the viewer’s viewpoint but also 
relies upon their interaction for 
the image to be ‘seen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
That is why I investigate how 
our eyes see SD images.   



 
 

 
 
 
 
――― 「ものを見せる」うえでは、 

「何をどう見せたいのか」そして、 

「作品が作者の視点を超えられ

るか」ということが重要。 

 

 

Polyluminous Imagingでは、SDの前で動かした私の手の動きの

軌跡が写真になっている。 

そして、それをもう一度映像に戻している。 

 

写真の中の軌跡が自分の手の動きだということを 
 

私は知っているけれど、見る人は

気付かない。 
 

写真を撮った私の視点は、映像を見る鑑賞者の視点からは消える。

鑑賞者は Polyluminousの世界に入ってしまうから。 

 

 

作家の視点が消えることこそが作品を見せる醍醐味。 
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― In visual expression it is 
important to know ‘how you 
want to present it’ and ‘if the 
work exists beyond the 
creator’s view’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Polyluminous Imaging it 
is the path of my movement 
in relation to the SD that is 
captured in the photographs 
and the trail is represented 
in the projected images. 
 
 
 
 
While I know that it is my 
physical movement the 
viewer is unaware of this. 
 
 
 
 
The vision of the artist who 
took the photographs need 
not be known to the viewer 
as they enter into the world 
of Polyluminous Imaging. 
 
It brings me a sense of 
achievement to know that 
the work has gained a life 
independent from the artist 
in this way.     



 
 

どのように研究を形にしていきますか 
――― 研究は私にとって世界のパズルを解くこと。 

普段からパズルのピースを自分で見つけ、コレクションしている。 

 

 

 

 

ピースが世界にどうあてはまるのか、これまでの 研究者

としての経験と勘で「なんだかわからないけ

れどこれは面白そうだ」と感じたものを大事にして仮説を立てる。 

形が現れてくるまで 試行錯誤を繰り返し、

実験をデザインする。 

 

 

 

 

過去の文脈から新しい文脈を 
生み出すことができれば、それが論文になる。 

 

 

 

それが正しいことを証明するためには、 

ぜんぶ調べる。 
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How do you form a process of 
scientific research? 
 
― I regard my research as 
finding solutions to the puzzle 
that is the world. I am always 
finding and collecting the pieces 
with which to solve the puzzle. 
 
 
 
 
With my experience and instinct 
as a researcher I create a 
hypothesis based on the 
phenomena which are 
interesting and unanalyzed to 
resolve the question of how 
these pieces fit the puzzle. I 
design a number of experiments 
with repeated trial and error 
until they begin to form a 
concrete analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
When a new line of thought 
emerges it will become a new 
thesis. 
 
 
 
 
 
For a scientific researcher it is 
essential to prove the 
correctness of the thesis and to 
that end I try every scenario and 
permutation that I can possibly 
think of. 
 



 
 

どのように作品を形にしていきますか 
――― 作品作りは私にとって、自分の集めたピースで思いもよ

らないパズルを完成させること。 

普段から、パズルのピースをコレクションしている。 

 

 

 

 

ピースをどのように組み合わせるかは、 

これまでの 画家としての経験と勘で 
「なんだかわからないけれどこれは面白そうだ」と感じたものを

大事にして、仮説を立てる。 

形が現れるまで、 試行錯誤を繰り返すが、

最適解はない。 
 

 

 

表現として成功 しているものを作品とする。 

 

 

 

実験的なプロセスは踏むけれど、作品として実現させるのが第一

の目標だから、 

ぜんぶ調べている暇はない。 
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How do you form a process of 
creating works of art? 
 
― I regard my work as 
creating a new and unseen 
puzzle that will have a place 
in the world. I am always 
collecting the pieces with 
which to create my puzzles. 
 
With my experience and 
instinct as an artist I create a 
hypothesis based on the 
objects and ideas which are 
interesting but unanalyzed to 
approach the question of how 
I can invent with these 
elements. I design a number 
of experiments with different 
materials and methods 
leading to the formation of 
concrete elements with which 
I can build a new structure. 
 
 
 
 
 
 
When I have succeeded in 
inventing a new form of 
expression visually it can 
become a work of art. 
 
 
 
For an artist the creation of an 
artwork is the primary 
concern and while I invent 
through experiment I make 
choices that relate to 
experience of things seen and 
the desire to invent new ways 
of seeing them.  



 
 

人間の知覚はどのように調べるのですか。 
――― 脳の活動だけを見ても人間の知覚は分からない。 

主観的な指標や言葉、行動で評価する心理物理学の手法がある。 

 

 
 

 

 

――― 時々使う方法なのだが、 

言葉も ひとつの文化の中では、 

共通の感性の物差し。そう考えると 

思いがけず面白いことがおこる 

ことがある。 

 

 

 

例えば、「さらさら」や「ざらざら」というオノマトペは、誰もが

同じような触感を思い起こす。それらを、主観イメージに基づい

て配置すると、何らかのルールが見えてくる。 
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How do you study human 
sensory perception? 
― We are not necessarily 
studying perception when 
the research is to simply 
measure brain activity. 
However, I am aware of a 
psychological methodology 
of evaluating perception by 
observing subjective 
indicators, language and 
human behaviour. 
 
― There is a method that I 
often use. Language 
functions as a common 
measurement of sensibility 
within a given culture. By 
analysing a language one 
sometimes inadvertently 
stumbles across interesting 
phenomena. 
 
 
 
 
 
For instance, some 
onomatopoeia in Japanese 
which describe different 
surfaces reminds everyone 
in the cultural community of 
the textures that they 
describe, resulting in a 
certain rule that can be 
found in the subjective 
arrangement of these 
words. 
     



 
 

作品のなかで、色や形はどのように決めるのですか。 

――― 自分が便宜上使っている色彩のデータセットに基づく。 

ただし、それらは、青は”暗い”、”密度が薄い”など、 

主観的な言葉でできている。 
 

 

 

言葉は信じられますか？ 
――― 同じ「青」でも、 

それを表す主観的な 言葉は異なる。 
しかし、だからこそ、 

共通の感性の物差しが欲しい 

ときがある。 

 

 

 

 

 

――― 時々使う方法なのだが、 

視覚に頼らずに主観的な属性だけで考えると、 

思いがけず面白いことがおこる  

ことがある。 

 

 

 

例えば、「青」や「赤」という言葉に、その、”暗い”、”密度が薄い”、 ”

明るい”、”明度が高い”、などの主観的属性をくっつけて並べてみる。

記号化された色相環。記号を絵の具に還元すると、不思議なとりあ

わせができている。 

 

 

 

R. Kubota (2009) p.9 

How do you decide the 
rules that you use to order 
the colours and forms in 
your work? 
 
― When I make colour 
decisions they are usually 
based on information about 
the pigments, which 
includes subjective but 
commonly used words to 
describe their various 
characteristics, e.g. a blue 
can be ‘dark’ and ‘low 
density’.  
 
 
How reliable are words in 
conveying meaning? 
― There are various 
subjective words with which 
to describe the same 
properties of colours. For 
this reason, I sometimes 
wonder if a commonly 
understood lexicon of 
descriptive words would 
benefit artists. 
 
 
 
 
 
― There is a method that I 
often use. By designing a 
work without relying on 
visual properties but only 
using linguistic descriptions 
of the colour attributes it is 
possible to arrive at an 
interesting and sometimes 
unpredictable creation. 
 
For instance, organizing the 
words ‘blue’ or ‘red’ with 
some subjective attributes 
such as ‘dark’, ‘low density’, 
etc., to create a chromatic 
cycle. When these words 
are transcribed into the 
actual pigments an unusual 
colour combination can 
result.   



 
 

――― 研究者は、 

普遍的な一般法則を見つける 
ことが目的。 

 

 

ただ、一般的な人間の知覚の共通性質を調べることは、 

それは誰でもない 仮想人間 の性質を調べているだけ。 

「ひとりひとり」の性質は一般性をもたない。 

しかし、それらが 普遍性 を持つ、見えない糸で紡がれ

たとき、それは世界の 法則 になる。 

 

 

 

それは、 

 

「あなたにもあり、私にもある」 

人間にとって根源的なものの 

見方、感じ方 である。 

 

J. Watanabe (2009) p.10  

― As a scientific researcher 
my aim is to find universal 
rules that relate to our 
understanding of natural 
phenomenon. 
 
 
 
Many researchers study 
sensory perception common 
to humans, not by studying 
individuals, but by examining 
characteristics of a ‘generic’ 
human being.  
 
 
However, the characteristics 
of individuals are not 
necessarily common to all 
human beings. When 
common threads are found 
that relate to all they will 
present us with an 
understanding of the 
universal rules, including the 
perception of senses and 
feelings which are 
fundamental to human beings 
and that we all share. 



 
 

―――― 芸術家は、 

人の心を動かす普遍の美を追求 
することが目的。 

 

 

 

一部の文化で一時的に評価される美術は 

ファッション に過ぎない。 

流行は普遍の美としては残らない。 

文化・人種・時代を超えて 普遍的 に「良い」ものが、

5000年経っても美しいと評価される 表現 になる。 

 

 

それは、 

 

「あなたにも、私にも美しい」 

人間にとって根源的な美しさ 
である。 

 

           

R. Kubota (2009) p.10 

― As an artist I seek to create 
art works that translate my 
experiences as a human 
being and that are 
comprehensible and moving 
for the viewer. 
 
 
 
 
Fashion is ephemeral and 
does not stand the test of time 
as a universal value. But 
when something possesses a 
quality which touches people 
beyond the constraints of 
culture and time there is a 
universal characteristic in that 
expression, examples of 
which have survived over 
thousands of years. 
 
 
 
 
 
 
One quality is a perception of 
beauty which is perhaps a 
fundamental value that we all 
share. 
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