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2.8 授業科目

科目のねらい・特色

　モチーフワークは前半と後半、２つのパートから構成されます。

前半では約１週間の期間を通じて、教員と学生それぞれのプレゼ

ンテーションと、グループでのディスカッション、フィールドワー

クを通じて、IAMASを構成するメンバーとして相互の理解を深め

ていきます。プレゼンテーションでは、多様なバックグラウンド

を持つ参加者各自の視点を具現化していきます。グループでのディ

スカッションでは、メンバーを随時組み換え、様々な関連性の中

から各自のメディア表現のありかたを探求します。フィールドワー

クでは、学外に出かけ、地域に対する理解を深めるとともに、そ

の活用の可能性を探ります。

　後半では、これまでの授業で生まれた成果物に対して、グルー

プワークによって分析を試みます。客観的に多様な視点から考察

を深めることで更なる可能性を探ります。

講義形態

プレゼンテーション、ディスカッション、フィールドワーク、グルー

プワーク

講義計画・項目

　個人、あるいはグループごとにフィールドワークや調査、議論

を行います。最終的な成果としてプレゼンテーション、レポート

提出を行います。

課題説明

・教員と学生によるプレゼンテーション（前半）

・グループによるディスカッション（前半）

・フィールドワーク（前半）

・テーマ設定（後半）

・グループワーク（後半）

教科書・参考書等

必要に応じて授業で紹介します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 20% レポート等、提出物の内容

日常点 80% 出席および授業参加の姿勢

導入科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    Motif Work

モチーフワーク
担当：小林昌廣・前田真二郎・吉田茂樹・桑久保亮太・前林明次・小林茂・
　　　赤羽亨・伊村靖子
単位：２単位　　　 履修対象：１年　教室：ホールA･B（C404･C405）
学期：前期（４・５月）＊は非常勤講師
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科目のねらい・特色
　この授業では、メディア表現の基礎となる技術・考え方を映像
インスタレーション作品の制作を通じて習得します。数多くの実
践に携わる講師の指導のもと、展示の裏側や展示空間のとらえ方、
設営に関する技法や技術的側面について集中的に学ぶ事を目的と
しています。

講義形態
演習

講義計画・項目（予定）
１日目 （１コマ）　　　　　導入 課題説明
　　　 （２－４コマ）　　　プロジェクター設置演習
２日目 （５－７コマ）　　   プロジェクターによる実験、
　　　　　　　　　　　　 アイデアスケッチ
　　　 （８コマ）　　　　　プラン発表
３日目 （９－12コマ）　　 課題制作展示
４日目 （13コマ）　　　　 課題制作展示
　　　 （14－15コマ）　   講評

評価方法
種別 割合 備考

課題 40% 課題への取り組み

日常点 40% 積極性　協働性

レポート 20%

導入科目　　　　　　　　　　　　　　　　Expression in Media Foundation

メディア表現基礎
担当：赤羽亨・桑久保亮太
単位：2単位　　履修対象：1年　　教室：ギャラリー 1（C311）他
学期：前期（4月）

導入科目　　　　　　　　　　　　　　　   Information Studies Foundation

情報学基礎 
担当：小林孝浩・安藤泰彦・山田晃嗣
単位：2単位　　　履修対象：１年　　　教室：ホールA（C404）他
学期：前期（４～６月）

科目のねらい・特色

　情報技術は、現在激しく進化しつつあるあらゆる技術・サービ

スの根幹に位置し、その役割は重要性を増しながらも急速に一般・

無意識化しています。この科目では、そのような情報技術を俯瞰し、

その重要性を再認識しつつ、手の届くところに引き寄せることを

目的とします。技術を学ぶだけではなく技術がどのように使われ

るか／使いたいかを意識できるよう、具体的なテーマに基づいた

実習形式で、企画の提案からその具体化までをひととおり体験し

てみます。

講義形態

演習、レポート等

講義計画・項目

・プログラミングの基本的な考え方

・開発環境について

・企画立案

・企画についてのフィールドワーク

・企画に基づいた開発、フィードバック

・まとめ

教科書・参考書等

必要に応じて随時配付、指定します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 課題への取り組みを評価します。

日常点 50% 理解度が基準点に達することが要件です。
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綜合科目　　　　　　　　　 General Studies B (Representation x Culture)

綜合学 B（表象文化特論）
担当：小林昌廣
単位：2単位　　　履修対象：1・２年　　　教室：講義室W（W301）
学期：後期　　　　曜日：水曜　　　　　　　時限：3限

科目のねらい・特色

　メディア表現（ここで云うメディア表現は、アートやデザイン

に限局されず、より広大かつ精密な社会表現や精神表現を含めま

す）に関わる現実的かつ現代的問題を読解するために、さまざま

な時代と人物、作品を事例にあげ、表現者ないし研究者としてい

かなる思考＝志向＝嗜好が可能かつ必要となるかについて自覚的

に考える契機を討究します。

講義形態

講義（座学）

講義計画・項目

授業内でとりあげる人物はおよそ以下の通り（順不同）；

レヴィ＝ストロース、ミシェル・フーコー、メルロ＝ポンティ、

ロラン・バルト、ジャック・ラカン、ジル・ドゥルーズ、九鬼周造、

土方巽、三島由紀夫、井筒俊彦など

授業内でとりあげるテーマはおよそ以下の通り（順不同）；

現代思想、美学・美術史、美術解剖学、舞踊身体論、芸術批評、

身体論、医療人類学、芸術療法、死生論など

教科書・参考書等

必要に応じて講義中に紹介します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50％ 課題レポート

日常点 50% 出席並びに受講態度

綜合科目　　　　　　　General Studies A (Aesthetics x Culture x Society)

綜合学 A（現代美学特論）
担当：吉岡洋 *・室井尚 *・秋庭史典 *
単位：２単位　　　履修対象：１年　　　教室：講義室W（W301）他
学期：前期（６-７月）　　 曜日：火曜　  時限：３・４・（５）時限

科目のねらい・特色
　現代アートやメディアアートとも密接な関わりを持つ「ポピュラーカル
チャーとは何か？」という問題を考えます。
　ポピュラー・カルチャーとは、娯楽を目的とした文化商品とみなされがち
であるかもしれません。けれども注意深く検討してみると、そこには人間や
社会について考える様々な手がかりを見出すことができます。アニメ、マン
ガ、ゲームなどについて、どのように理論的に語ることができるのか、それ
らを批評したり研究するとはどういうことなのか、それらは私たちの文化の
どのような変容を指し示しているのか、といった問題を考察します。

講義形態
　３人の担当者によるリレー講義とします。吉岡が代表者として最初の講義
時に説明しますが、具体的な進め方については各担当者の指示にしたがって
ください。

講義計画・項目
１「ポピュラー・カルチャーと無意識」６／５（吉岡）
　本講義の統一テーマである「ポピュラー・カルチャー」をどのようにとら
えるべきか、それは他の文化から何によって区別されるのか、文化を「ポビュ
ラー」たらしめるものは何かといった問題について、概観的な説明を試みま
す。そのためにまず、私たちが知らず知らずに内面化している近代的な芸術
観、「ハイ・カルチャー」という規範について考えます。次に、そうした高
級文化ではすくい取ることのできない、20世紀以降の大衆社会・メディア
社会における「無意識」という問題を考えます。精神分析と社会批判との関
係を概説し、時間の許す限り、実際に私たちが親しんでいるポピュラーカル
チャーの具体的事例が、どのような意味で「無意識」と関わりあっているの
かについて考えます。

２「ポピュラー・カルチャーとメディア・テクノロジー」
　６／20、７／11（室井）
　現代「ポピュラー・カルチャー」と呼ばれているものは、前近代における
民衆文化とは決定的に異なり、それはメディアとテクノロジーの進歩を度外
視してはそもそも考えることができません。「ポピュラー・カルチャー」に
おいては、ある領域ではテクノロジーが前景化され別の領域では意識化され
ることはありませんが、そうした表層的な現象を越えて、テクノロジーがポ
ピュラー・カルチャーの「存在可能性の条件」となっていることは誰も否定
できないでしょう。その意味で、ポピュラー・カルチャーについて問うことは、
テクノロジーについて問うこと、とりわけコンピュータの普及以降のメディ
ア・テクノロジーについて問うとこにほかなりません。
　さて、コンピュータ以降のメディア・テクノロジーは、ぼくたちの世界観
や身体になにか新しいものをもたらしたのでしょうか？　写真以降のテクノ
ロジーに関するさまざまな議論を振り返ると同時に、新しいメディアにさら
されている自分たちの具体的な経験をもとにして考えていきます。テクノロ
ジーと技術の問題を対立や併存ではなく、もともと同じ活動性から始まった
ものとして捉え直し、グローバル・マーケットと経済活動に組み込まれてし
まったジャンルとしてのメディアアートではない新しい「技芸」の可能性に
ついて、議論をしながら考えていきたいと思います。そうした議論を通過し
た上で、ふたたび「ポピュラー・カルチャー」をどのようにとらえればよい
のかという問いに立ち戻ってみたいと思います。

３「ポピュラー・カルチャーの美学は可能か？ 」
　６／13、７／６（秋庭）
　美学とはそもそも近代の学問であり、市民社会以降の「芸術」の役割やそ
の制度性と不可分なものとして発達してきました。つまり美学とはその成立
上、「モダン」な思考なのです。それではポストモダン、あるいはそれ以降
の状況において、美学はどのような役割を果たすことができるのでしょうか。
とりわけ、近代芸術とはその到達範囲も社会的機能も大きく異なる「ポピュ
ラー・カルチャー」を前にしたとき、美学にはいかなる課題が与えられてい
るのか、「ポピュラー・カルチャー」について考えそれを分析するためには、
美学はどのように自己を変容させる必要があるのか、そもそも、ポピュラー・
カルチャーに美学は必要なのか？ そうした原理的な問題について考えるた
めに、近代美学の祖のひとりとされているカントの『判断力批判』とその歴
史的受容を再検討します。カントの思想は近代の始まりであると同時に古い
ヨーロッパの形而上学の際にきわめて重要だからです。

４「ポピュラー・カルチャーとは何か？ 」７／20（秋庭・室井・吉岡）
　最後の回では３人の講師が集まり、これまでの講義内容を踏まえて、学生
と徹底的な議論を行う予定です。

教科書・参考書等
授業中に指示または配布します。

評価方法

種別 割合 備考

課題 50% 各担当者による課題レポートなど

日常点 50% 授業への参加度
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科目のねらい・特色

　1945年以降、現在までのメディア表現を通史的に取り上げます。

本科目は、３人の担当教員の専門が異なることを特色とし、メディ

ア技術の進展、メディア・リテラシーの変遷、現代美術の拡張を

横断することがねらいです。担当教員それぞれの専門は、コン

ピュータ、ネットワーク、映像メディア学、芸術学。

　講義を通じて、２年次の作品制作、論文執筆の準備として、学

生自身のメディア表現研究のコンテクスト＝歴史観を構築する手

がかりを得て欲しいと考えています。

講義形態

講義、ディスカッション

講義計画・項目

　講義は全15回。原則３人の担当教員が、毎回、特定のテーマに

ついて専門の分野から講義します。

教科書・参考書等

必要に応じ、授業内で指示します。（以下は、参考）

・山下裕二（編）『日本美術の現在・未来』小学館、 2016年

・椹木野衣（編）『拡張する戦後美術』小学館、 2015年

・ジョナサン・クレーリー『24/7』NTT出版、2015年

・ロン・ホワイト『コンピューター&テクノロジー解体新書

　ビジュアル版』SBクリエイティブ、2015年

・飯田豊（編著）『メディア技術史』北樹出版、2013年

・松井茂、伊村靖子（編）『虚像の時代　東野芳明美術批評選』

　河出書房新社、2013年

・ケイシー・リース他『FORM+CODE』BNN、2011年

・ハル・フォスター『デザインと犯罪』平凡社、2011年

・坂村健『痛快 !コンピュータ学』集英社、2002年

・藤幡正樹『アートとコンピュータ : 新しい美術の射程』慶應義

　塾大学出版会、1999年

・西垣通（編）『思想としてのパソコン』NTT出版、1997年

　その他（逐次刊行物、展覧会カタログ）等

評価方法
種別 割合 備考

課題 20% 課題レポート、プレゼン等

日常点 80% 授業への積極的な取り組み

綜合科目　　　　　　　　　  General Studies C (Media×Environment×Art)

綜合学 C（メディア・環境・芸術）
担当：吉田茂樹・松井茂・伊村靖子
単位：２単位　　履修対象：１・２年　　教室：講義室W（W301）他
学期：後期　　　曜日：火曜

専門科目　　　　　　　　　　　　　　　  Art Theory A (Information × Art)

芸術特論Ａ（情報×芸術）
担当：前田真二郎・安藤泰彦・三輪眞弘
単位：2単位　　　履修対象：１・２年　　教室：講義室W（301）他
学期：後期　　　　曜日：火曜　　　　　　時限：３限

科目のねらい・特色

　音楽・映像・現代美術・メディアアートにおける表現を実作者

からの視点をまじえて考察します。

講義形態

講義および演習

講義計画・項目

■「映像表現」（担当：前田）

　ランダム・アクセス可能な映像視聴が標準となった現在におけ

る時間芸術のあり方、モバイル端末からのリアルタイム配信が珍

しいことではなくなった動画共有時代における劇場の可能性、多

様な切り口から、現実世界と情報環境を同時に生きるこの時代の

映像表現を考察します。

・映画史／写真表現／実験映画／ビデオアート

■「インスタレーション」（担当：安藤）

　インスタレーションを一つの表現形態としてではなく、表象空

間と現実空間が互いに侵犯し合う、あるいは浸透し合う境界領域

としてとらえ直します。授業では幾つかの美術表現をピックアッ

プし、メディアの特性、表象・イメージの枠組み（フレーム）、展

示の場、観客の視線を中心に考えます。

・絵画とインスタレーション／サイト・スペシフィック／映像イ

ンスタレーション

■「音楽・作曲」（担当：三輪）

　音楽を創る、作曲するとはこのメディア社会の中で一体何をす

ることなのでしょうか？コンピュータを用いた「作曲」の具体的

な実践から未来の音楽と芸術創造について考えます。

・コンピュータ音楽／アルゴリズミック・コンポジション

教科書・参考書等

講義中に指示または配布します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% レポートなど

日常点 50% 授業に対する取り組み姿勢
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専門科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Art Theory C (Media × Art)

芸術特論Ｃ（メディア×芸術）
担当：前林明次・赤松正行・四方幸子 *
単位：2単位　　　　履修対象：１・２年　　教室：講義室W（W301）
学期：後期　　　　　曜日：金曜　　　　　　時限：３限

科目のねらい・特色

　1990年代初頭にあらわれた「メディアアート」と呼ばれる表

現は、更新される情報技術をいち早く取り込み、諸領域を横断し、

新旧のメディアをかつてない方法で連結するだけでなく新たなメ

ディアを発明するなど、そのあり方自体が既存のフレームを逸脱

していく運動としてとらえることができるでしょう。現在、ソー

シャルメディアに代表されるコミュニケーションの変容、自然災

害や環境・エネルギ―問題など、さまざまな問題がつながり人々

に共有されはじめた社会において、「メディアアート」のもつ意味

や可能性をあらためて検討することが必要となっています。それ

は同時にわたしたちの人間の存在や世界との関わりを再検討する

ことにもなるでしょう。授業では毎回、担当する教員がそれぞれ

の視点からテーマに沿って事例を挙げ、問題提起および分析、考

察を行います。また３人の教員による対話の機会を設けることで、

問題の共有と相互触発を活性化します。

講義形態

講義およびディスカッション

講義計画・項目

（四方）

メディアアートの展開 / 環境的無意識 / 拡張されたキュレーショ

ン

（前林）

インタラクションについて／環境と知覚、知覚と表象／メディア

とリアリティ／感覚をつくる

（赤松）

アートとメディアをめぐる身体性／感覚性／日常性／接続性／偏

在性／商業性／クリティカル・サイクリング

教科書・参考書等

必要に応じて授業で紹介します。

評価方法
種別 割合 備考

課題

日常点 100%
出席および授業参加の姿勢、簡易なレポート
など

専門科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Art Theory B (Body × Art)

芸術特論Ｂ（身体×芸術）
担当：小林昌廣・田川とも子 *
単位：2単位 履修対象：1・2年　　教室：講義室W（W301）
学期：集中（8月） 　　　　　　 

科目のねらい・特色

　芸術表現（メディア表現を含む）を＜歴史・身体・哲学＞の三

つの場所から計測します。すなわち、表現における美術史的考察、

身体論的分析、および哲学的討究のそれぞれの手法を用いて、そ

もそも「表現」とは何であるかという根源的な問いかけに対する

解答の（不）可能性を証明します。今年度はとくに身体論的分析

を医学と美術の両方向からアプローチします。

講義形態

集中講義（座学）

講義計画・項目

・美術史的素材：フェルメール、ジャコメッティ、マグリット、

　デュシャン、サイ・トゥオンボリなど

・身体論的素材：維新派、ダムタイプ、

　劇団態変、

　劇団態変、土方巽、ROSASなど

・哲学的素材：カント、アドルノ、デリダ、

　スティグレール、西田幾多郎など

・今日的素材：身体変工、コスプレ、J-POP、SNS、AKB48など

教科書・参考書等

必要に応じて授業中に紹介します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 40% 課題レポート

日常点 60% 出席並びに受講態度
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専門科目　　　　　  Information Society Theory A (Information × Society)

情報社会特論Ａ（情報×社会）
担当：吉田茂樹・金山智子・Dominique Chen*
単位：2単位 履修対象：1・2年 教室：講義室W（W301）
学期：後期  曜日：金曜  時限：２限

科目のねらい・特色
　我々の活動は全て何らかの社会性を持っていますが、現代社会で
は情報技術や情報モデルの変遷に伴って、社会的な活動の内容や形
態が非常に多様なものになっています。一方、全てのミクロ、マクロ、
メゾレベルの社会において、人とのインタラクションから問題解決や学
習をおこなう能力として、社会知があげられます。このように社会が作
り上げられる知のあり方や、その中で関わる情報の問題についてフォー
カスをあてながら、社会をどのようにデザインできるのか、アプローチ
していきます。本講義では、人の活動形態や社会モデルの変遷が情
報技術に何を求めてきたか、逆に情報モデルの進化が社会における
種々な活動や社会モデルにどのような影響を与えてきたか、また今後
の新たな社会モデル・情報モデルの可能性について、事例を挙げつ
つ概説します。

講義形態
講義、ディスカッション
講義に関連した課題が出ます。

講義計画・項目
第１, ２回（10/6 ドミニク）情報技術の批評的実装：コンセプト・
　　　　　　　　　　　　　プロトタイピング実践
第３回（10/12 吉田）モデルの変遷と社会の変化（時系列面から）
第４回（10/13 吉田）仕組みの連携と社会の変化 ( 連携の面から )
第５,6 回（10/26,11/2 吉田）情報モデルと社会の変化について
　　　　　　　　　　　　　　 の課題発表と議論
第７, ８回（11/10 ドミニク）情報技術の批評的実装：コンセプト・
　　　　　　　　　　　　　  プロトタイピング実践
第９回（12/1 吉田）情報モデルと社会の変化についての課題発
　　　　　　　　　　表と議論
第10回（12/8 金山）コミュニティーと社会/コミュニティデザイン
第11回（12/14 金山）コミュニティーと社会 /コミュニティデザイン
第12回（12/15 金山）コミュニティーと社会 /コミュニティデザイン
第13,14回（1/19 ドミニク）情報技術の批評的実装：コンセプト・
　　　　　　　　　　　　　  プロトタイピング実践
第15回（1/26 金山）コミュニティーと社会/コミュニティデザイン

教科書・参考書等
必要に応じて随時配布、指定します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 40% 課題への取り組みと内容を評価します。

日常点 60% 講義への出席およびディスカッションへの
参加状況を評価します。

専門科目　　　　　　　　  Information Society Theory B (Body × Society)

情報社会特論Ｂ（身体×社会）
担当：小林昌廣・松井茂・入江経一 *
単位：2単位 履修対象：1・2年 教室：講義室W（W301）
学期：後期  曜日：水曜　 時限：２限

科目のねらい・特色

　「情報と社会」を表象文化論的に読みかえて「身体と都市」とし

ます。そして、現代において身体が、都市がいかなる様相を呈し

ているかについて、過去のすぐれた事例を紹介しつつ外挿するこ

とを試みます。身体と都市が、ときとして同じ顔を見せ、ときと

して相容れない対立を喚起するそのダイナミズムを教室で体験す

ることをねらいとします。

講義形態

３名の担当教員によるソロ講義および対話形式による授業

講義計画・項目

・ベンヤミンの都市論

・ベンヤミンの写真論

・ベケットの演劇論

・ベケットの都市論

・バルトの写真論

・バルトのメディア論

・フーコーの狂気論

・フーコーの監獄論

教科書・参考書等

授業中に紹介します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 40% 課題レポート

日常点 60% 出席並びに受講態度
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科目のねらい・特色　

　情報はメディアを通じてどのように意味を変え、形を変え、蓄

積されてきたのでしょう。人々はメディアによって、どのように

情報を受け取ってきたのでしょう。またメディアのデザインによっ

て、社会や暮しは大きく変化しましたが、そこへもたらされた功

罪を客観的に検証します。

　過去から現在まで社会における様々な動向を読み解き、構造や

仕組みなど俯瞰的にこれからのデザインについてディスカッショ

ンを行います。

講義形態

講義およびディスカッション

各回事前に文章（英文含む）を読みレポート提出を行います。

講義計画・項目

2016年度の講義事例 

・汎用技術と表現

・戦後デザイン史 

・スペキュラティブデザイン

・考現学の「現在」

・ゲストレクチャー：

　　田川　欣哉（takram design engineering 代表）

・ゲストレクチャー：

　　松川　昌平（慶應義塾大学SFC環境情報学部准教授 ）

　　久保田晃弘（多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース

　　　　　教授）

教科書・参考書等

必要に応じ配布します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 制作・レポート・発表

日常点 50% 出席および参加意欲

専門科目　　　　　　　　　　　　 Design Theory A (Information × Design)

デザイン特論A（情報 xデザイン）
担当：瀬川晃・赤羽亨・伊村靖子
単位：2単位 履修対象：1・2年 教室：講義室W（W301）
学期：後期  曜日：水曜　　　　　時限：１限

専門科目　　　　　　　　　Information Society Theory C (Media×Society)

情報社会特論Ｃ（メディア×社会）
担当：鈴木宣也・山田晃嗣
単位：2単位 履修対象：１・２年　　教室：講義室W（W301）
学期：後期  曜日：火曜　　　　　　時限：１限

科目のねらい・特色
　歴史的経緯を踏まえれば、一般的なメディアは戦争の道具の一
部として始まったと言われていますが、その後マスメディアは発
展して我々の生活に密接に関わってきました。しかし旧来型のマ
スメディアは役割りを終えようとしており、今後は多様化するこ
とが想定されます。そのような社会背景を鑑みると、これまでの
受動的なメディアではなく、特性を把握した上で適切なメディア
を選択して利用する、または状況に応じてカスタマイズしたり、
更には自分で作る、ということが必要となります。そのため本講
義では、多様化するメディアの現状を従来の視点から飛躍し、新
たな視点から捉えることを試み、さらに新たな提案を模索し、今
後のあるべきメディアの未来像を探求することを目的としていま
す。

講義形態

　座学・プレゼンテーション・ワークショップ・グループワーク

など

講義計画・項目

1. 授業説明＋メディアと社会 

　授業概要の説明と、現在のメディアの状況を取り上げ、メディ

アと社会、あるいは個人とメディアの関係について概観します。

2-4. メディアと社会を探る方法

　インターネット時代における、社会とメディアの接点を多彩な

視点で見つめ、それらをデザインする方法や仕組みについて学び

ます。

5.-7. メディアと社会の課題抽出

　リサーチやフィールドワークを通じて、メディアと社会におけ

る現況を調査し、課題の抽出を試みます。

8-11. メディアと社会に関する分析と提案

　抽出した課題に対する新しい価値の分析と同時にそれに対する

提案を探ります。学んだ方法や仕組みを具体的に試します。

12-14. メディアと社会の未来

　提案するメディアを試行した結果を考察し、今後のメディアと

社会のあり方について考えます。

15. まとめ

教科書・参考書等

必要に応じて随時配布、指定します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 課題への取り組みを評価します。

日常点 50% ディスカッションへの参加度合いについて評
価します。
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専門科目　　　　　　　　　　　　　　　　Design Theory B (Body ×Design)

デザイン特論Ｂ（身体×デザイン）
担当：小林孝浩・平林真実
単位：2単位 履修対象：1・2年 教室：講義室W（W301）
学期：後期 　　　　　曜日：金曜　　　　　時限：１限

科目のねらい・特色

　技術の進化に伴い、ますます身体機能が拡張・改変されつつあ

ります。本講義では、これに密接に関わる研究や技術を具体的に

取り上げ、身体にとってのデザインとは何かについて考察します。

前半では知覚の仕組みと社会ネットワークにより変化した関係性

やコミュニケーションについて、講義、輪読形式で学びます。後

半では、これらの知識を活用しつつ、既存研究の調査分析し、身

体とそれを取り巻く環境の変革に着目した新しいインタフェース

についての考察と提案を演習形式で行います。

講義形態

講義、輪読

講義計画・項目

・シンギュラリティーについて

・プレ・シンギュラリティーについて

・現時点での先進的研究事例について

・人類の今後について

教科書・参考書等

レイ・カーツワイル　ポスト・ヒューマン誕生―コンピュータが

人類の知性を超えるとき／日本放送出版協会

齊藤 元章　エクサスケールの衝撃／PHP研究所

その他、必要に応じて随時配布、指定します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 提出物等

日常点 50% 受講態度

科目のねらい・特色

　デザインに関しては先人達によるさまざまな理論や方法論があ

りますが、現実的にはその通りに実行できるものはありません。

デザインプロセスやデジタルファブリケーション、インタラクショ

ンなどのトピックについてレビューしディスカッションすること

を通じて、研究を進める上で必要となる知見や理論、方法論を学

びます。

講義形態

　基本的な形態として、指定したテキストについて割当を決めて

各自が丁寧に読んで要約して発表し、それを元に全員で多様な視

点からディスカッションすることを通じて理解を深める、という

ことを毎回繰り返します。なお、コミュニケーション言語は英語

を基本とします。

講義計画・項目

テキストの輪読による発表とディスカッション

教科書・参考書等

テキストは授業開講時に日本語または英語で最適なものを指定し

ます。参考までに、昨年度はデザインプロセスやデジタルファブ

リケーションに関する英語論文を用いました。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 提出物等

日常点 50% 出席等

専門科目　　　　　　　　　　　　　 　　 Design Theory C (Media×Design)

デザイン特論C（メディア×デザイン）
担当：小林茂・James Gibson
単位：2単位 履修対象：1・2年 教室：講義室W（W301）
学期：後期  曜日：火曜  時限：２限
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制作演習科目　　　　　　　　　　　　　　　　 Information Design Seminar

情報デザイン演習
担当：古堅真彦 *・Andreas Schneider*・中谷日出 *
単位：2単位 履修対象：1・2年 教室：講義室W（W301）
学期：集中（８～９月）

科目のねらい・特色

　ユニークなデザインメソッドや思考ダイアグラムのリサーチか
ら、デザイン開発やアイデア、ディシジョンメイキングの上でそ
れらの方法論がどのように有効かを検証します。さらに具体的な
テーマを設定して、物とユーザ、それを結ぶ情報との複雑な相互
関係を理解し、デザインの開発、プロトタイピングを行い、最後
にドキュメンテーションを行い、プレゼンテーションスキルを向
上させます。さらにインターネット環境を踏まえたグラフィック
デザインメソッドに着目し、メディアに関する情報デザインに
ついて講義と実践を交え考察します。ウェブでは情報アーキテク
チャーという概念が一般的になり、構造の重要さが認識されるよ
うになっており、ウェブデザインという中でデザインの構造化を
理解します。グラフィックデザインでは造形基礎言語を学びなが
らメッセージを効果的に伝えるデザインについての理解を深めま
す。

講義形態

講義と実践およびディスカッション

講義計画・項目

担当：古堅（８/23）
アルゴリズミックにグラフィックを作成する手法を学ぶ。一般的
に「絵」というものは手と筆具を使って作成していくものであるが、
この授業ではプログラミングを使い「計画的」に絵を構築する。
　手作業では身体的な抑揚を絵に込めることができるが、その反
面、反復、規則性、大量などの要素を盛り込むことが困難である。
授業ではJavascript内に実装されているCanvas機能を活用して、
コンピュータを使ってアルゴリズミックに絵を構築する方法を体
験的に学ぶ。
 
担当 : Andreas Schneider （9/4)
1. Overview of Design Thinking Methods and Models
2. Introduction to Design Factors: Background,
　Design Specifi  c Views, Extended Views
3. Identifi  cation of specifi  c Use-Cases
4. Analysis and References
5. Proposition
6. Conclusion / Presentation
 
担当：中谷（9/8）
ドキュメンテーションとプレゼンテーション

教科書・参考書等

テキストは適時配布します。
必要に応じて授業で紹介します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 40%

日常点 60% 出席等

科目のねらい・特色

　プロジェクト実習を実施するにあたり、表現の口耳となる実践

的なスキルの修得と同時に、表現の手足となる先進的な加工装置

等についての実習を目的としたオムニバス形式の科目です。現代

社会における問題の発見や解決方法の実習を通じて、専門性に自

足することのない複眼的な視野、および実践的関心を基盤とする

理論形成能力の育成を目指します。研究能力の修得とその基礎と

なる知の内実化を培い、基礎理論と調査分析法・論文作成のため

のデータ収集・分析、レポート執筆に至るまで、具体的な研究方

法の習得を目指します。研究の段階を丹念に辿り、それをミニリ

サーチとしてまとめることで、目の前の事象を多角的に捉え、そ

の成果を学術的な論文に仕上げていくため、どの分野の研究者に

も必須の能力、実践へ向けた理論の再構成を思考するアカデミッ

ク・トレーニング等を行います。

講義形態

講義、プレゼンテーション、ワークショップ

講義計画・項目

論文調査：研究論文等を書く場合必ず必要となる、研究の前段階

で必要な論文の調査方法、効率的な論文の読み方を学びます。

文面構成：論文の役割やルールなど、論文を執筆する際に知って

おくべき事柄を学びます。

行動分析 / 統計分析：ユーザの反応や意図を洩らすことなく捉え、

調査、分析する手法を学びます。初期のニーズ調査や問題発見、

フィードバックフェーズにおける試作品の評価につながる技術で

す。

ワークショップデザイン：ワークショップについて理論や体系な

どを学び、実践する方法を獲得します。

情報工学：プログラミングの導入などの情報処理を主とする工学

的な実現方法を学びます。

3Dプリンタ・レーザー加工演習：立体物の作成ができる積層3D

プリンタの使い方を、CADの操作から学び、最先端の造形手法を

学びます。また同様に、レーザーにより素材を切断、彫刻する装

置の使い方を学び、試作造形力の強化を狙います。

教科書・参考書等

テキストは適時配布します。

また必要に応じて授業で紹介します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 30% 課題への取り組みと内容を評価します。

日常点 70% 出席および授業参加の姿勢を評価します。

制作演習科目　　　　　　　　　　　　　　　　Project Techniques Seminar

プロジェクト技術演習
担当：鈴木宣也・三輪眞弘・金山智子・小林孝浩・小林茂・小林昌廣・
　　　前田真二郎・赤羽亨・瀬川晃・山田晃嗣・会田大也 *
単位：2単位　　　履修対象：1年　　　教室：講義室W（W301）他
学期：前期
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制作演習科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Media Design Seminar

メディアデザイン演習
担当：永原康史＊
単位：2単位 履修対象：1・2年 教室：講義室W（W301）
学期：集中（９月）

科目のねらい・特色

　紙媒体から映像、電子メディアに至るまで、デジタル技術によっ

て拡張されたグラフィックデザイン領域とその周辺の知識を体系

的に学び、それらの影響関係について考察する。

講義形態

集中講義とワークショップによる

講義計画・項目

・メディアの影響関係１（デザイニング・プログラム）

・メディアの影響関係２（パラメトリックデザイン）

・文字によるコミュニケーション１（タイプフェイスデザイン）

・文字によるコミュニケーション２（タイポグラフィ）

・図によるインフォメーション１（インフォグラフィックス）

・図によるインフォメーション２（データヴィジュアライゼーシ

　ョン）

　上記から、履修者の要望を踏まえて複数項目選択し、集中講義

とワークショップを構成する。

教科書・参考書等

特になし。

必要な場合、適宣配布します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50%

日常点 50% 出席状況

制作演習科目　　　　　　　　　　　　　　　　　Interactive Media Seminar

インタラクティブメディア演習
担当：桑久保亮太
単位：2単位　　履修対象：1・2年　　教室：ギャラリー1・2（C311・312）
学期：集中（８・９月）

科目のねらい・特色

　電子デバイスを軸とした、インタラクティブな作品の個人制作を

通して、着想から電子回路の実装、プログラミング、造形、プレゼ

ンテーションまでの一連のプロセスを体験します。

　指定した素材とデバイスを使ってさまざまなインタラクションの

試行を繰り返し、感覚的に面白いと感じた事を抽出し、それらを分

析して一般化する方法を模索します。 

 

講義形態

制作実習とディスカッション

講義計画・項目

・素材と遊ぶ

・感覚の収集と分析

・電子回路とプログラム

・造形

・展示

教科書・参考書等

必要に応じ、授業で紹介します。

評価方法
種別 割合 備考
課題 60% 制作過程と作品の完成
日常点 40% 出席率
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プロジェクト科目　　　　　　　　　　Practical Project Studies I・II・III・IV

プロジェクト実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
担当：各担当教員
単位：各 2単位
履修対象：1年（実習 I・II）・2年（実習 III・IV）
教室：プロジェクト室（W508）他　学期：前期（I・III)・後期（II・IV)

科目のねらい・特色

　プロジェクト科目に配置されたプロジェクト実習 I・II・III・IV は、

本学で最も特色ある科目のひとつであり、修士研究を行う枠組み

としての役割を果たす重要な科目です。メディア表現の社会的な

意味をはかり、社会へ向けた成果の発信や外部との連携を強く意

識し、領域横断的に運営されます。この科目の目的は、協同活動

によって複数の領域のノウハウ、経験を効果的に統合し、より高

度な研究成果、技術開発を目指すところにあります。また、教育

的な効果を内部に求めつつ、同時にその成果を外へと還元してい

くことが考えられています。この領域横断的な科目を履修するこ

とによって、広い視野と企画力、組織力、加えてアイディアを実

現にまで導くマネージメント能力などを身につけることを目指し

ます。プロジェクトの詳細については「2 .9 プロジェクト一覧」

の各シラバスを参照してください。

講義計画・項目

　各プロジェクトで決められたミーティングを基本として、さら

に随時、各自が研究を進めます。プロジェクトの研究成果は、学

会や研究会での学術的交流活動、国内外の展覧会での展示、本学

が運営するイベントやオープンハウスなどでの発表が設定されま

す。

科目のねらい・特色

　修士研究に関する研究指導、またその過程と問題解決方法など

の指導を、研究指導教員が研究指導にあたります。主指導教員に

は、研究指導資格のある教員があたります。また学生の取り組む

主題が複数の領域に係る際には、同様に資格のある副指導教員を

あて、その研究指導にあたります。このような複数指導体制でも

教育研究指導の責任は主指導教員にあります。最終的な評価もま

た主指導教員と副指導教員２名の合計３名で行います。特別研究１・

２は各学年に対応し、2Aは２年前期に、2Bは２年後期に実施して

います。この科目の単位を取得するには、積極的に研究指導を受

けるだけでなく、学期ごとに複数教員との面接（自らの研究・作

品の意図および内容、進捗状況などを説明し、それに対して意見、

アドバイスを受ける）を実施する必要があります。また、１年次

は年次制作発表において作品発表と研究中間報告、報告書の提出

が必要です。２年次は構想発表と研究中間発表など、修士取得に

掛かる発表等を必要とします。

講義形態

ゼミ、面談、発表

講義計画・項目

・年次制作発表

・研究報告（修士研究構想発表、中間発表）

・特別面談

教科書・参考書等

主指導教員らが学生の研究主題にあわせて適宜紹介します。

評価方法

　ゼミ内での発表内容、上記発表会等での研究発表、中間レポー

トなどを総合的に評価します。年次制作発表時あるいは修士研究

構想発表時に研究報告書の提出が必要です。年次制作報告はA4

サイズ５枚程度、修士研究構想発表はA4サイズ１枚程度を目安と

します。進級の必要条件になりますので必ず提出してください。

また、各発表会等への出席も評価に考慮します。

特別研究科目　　　　　　　　　　　　　　　　 Special Research 1･2A･2B

特別研究 1･2A･2B
担当：研究指導教員
単位：各 2単位 履修対象：1年（特研 1）・2年（特研 2A･2B）
学期：通年　 
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2.9 プロジェクト一覧

　多岐の分野に渡る活動がプロジェクトとして計画されていま

す。この科目は修士研究を行う重要な枠組みですから、希望する

研究テーマに沿った指導が受けられるプロジェクトを見付けるこ

とが重要です。プロジェクトの仕組みや位置づけをよく理解した

上で履修してください。ここでは、みなさんが履修、参加できる

ものを記しています。このうち単位が取得できるのは「履修対象」

のプロジェクトだけですので、注意してください。

　履修可能なすべてのプロジェクトについては、そのシラバスが

本ガイドブックに掲載されています。全学生は、まずこれらのい

ずれかを履修します。

　プロジェクトの中には、「時限的に学生を募集」する活動があ

ります。これは例えば、外部活動のスケジュールが未確定であっ

たり、連係企業との調整状況によって活動内容が変化するなど、

授業としての充分な活動内容が保証できないために履修対象とは

なっていない活動です。開催準備が整えば何らかの方法で周知さ

れますので、希望する活動であれば参加するとよいでしょう。現

在の段階で活動することが決定している履修対象外のプロジェク

トを右に「参加型プロジェクト」として記します。ただし、履修

プロジェクトに加えての参加となりますから、スケジュールなど

自身の負担を考慮する必要があります。事前に必ず担当の先生と

相談し、関わり方を確認してください。

【履修対象プロジェクト】

　　　アートを／で考えるプロジェクト

　　　あしたをプロトタイピングするプロジェクト

　　　あたらしい TOY

　　　HDII 高精細映像技術を用いた表現研究プロジェクト

　　　Craft, Fabrication and Sustainability

　　　体験拡張環境プロジェクト

　　　IAMAS図書館・アーカイブ・プロジェクト

　　　根尾コ・クリエイション

　　　福祉の技術プロジェクト

【参加型プロジェクト】　（履修対象外）

　　　NxPC.Lab プロジェクト

　　　これからの創造のためのプラットフォーム

　　　たるてつ II

　　　場所・感覚・メディア
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研究概要

　このプロジェクトは、アート作品の発表や展示企画、パフォー

マンス、批評など、学生の多様なアートの実践と研究を支えるた

めのプロジェクトです。それぞれの活動のプレゼンテーションと

ディスカッション、文献講読、展覧会の鑑賞と批評などを中心に

ゼミ形式ですすめます。

　今年度も、メディア・アート、アートと地域性、アートと身体

などのキーワードの中からテーマを絞り込んでディスカッション

できればと考えています。

　各地の展覧会やイベントに可能な限り足を運び、「アートの現在」

を体感することをめざし、同時に＜表現＞に関わる文献を読み進

めます。

　「アートを／で考えるプロジェクト」という言葉には、アートの

表現自体を考えるという意味と、アートの作品・制作を通して、

社会的・文化的諸問題を考えるという二つの意味が含まれていま

す。

参考文献

　プロジェクト内でプリント配布

研究計画（継続的）

　リサーチ（文献、電子書籍、展覧会）、ディスカッション、展覧

会の鑑賞と批評　成果報告の検討

評価方法

公開ゼミ、電子書籍、展示などで一般への公開を考えます。
種別 割合 備考

課題 50% 研究・作品制作の成果、それに至るプロセス
の両方を評価します。

日常点 50% プロジェクトに対する取り組み姿勢とその成
果を評価します。

プロジェクト科目

アートを／で考えるプロジェクト
研究代表者：小林昌廣
研究分担者：安藤泰彦
教室：プロジェクト室（W508）

プロジェクト科目

あしたをプロトタイピングするプロジェクト
研究代表者：鈴木宣也
研究分担者：赤羽亨
教室：プロジェクト室（W508）他

研究概要

　現状の社会課題を抽出し、未来を見据えたプロトタイプの実現

と、それによる未来像の創出、そしてプロトタイプの現実化を念

頭に活動するプロジェクトです。プロトタイプとは、ユーザエク

スペリエンスを考慮したインタラクションデザインを実践すると

ともに、情報通信技術を利用しながら社会における意義を検討し

ながら、実稼働し体験可能な「モノ」だけではなく、教育的ワー

クショップや社会基盤システムなどへ向けた試行的な取り組みと

しての「コト」も含みます。

　実現する為に利用する思考ツールやデザインプロセスなどは、

プロトタイプの意味や価値を左右する重要な役割があります。そ

こでプロジェクトでは、これまでに IAMASで編み出したプロト

タイピングメソッドや、一般的なデザイン思考や人間中心設計、

サービスデザイン思考などを試行しながら、その思考ツールやデ

ザインプロセスも同時に研究対象として検討していきます。また

このプロジェクトではひとりで作るのではなく、学生同士あるい

は教員も含め共創することを体験し、プロジェクトを自分たちで

推進するための方法論の獲得も含まれます。

研究計画

　研究テーマの設定から、そのテーマにかかるアイデア創出、プ

ロトタイプ実現、展示・実験によるフィードバック抽出、これら

一連のプロセスを経験します。

　教員・学生が企画する複数の勉強会を実施し、知識と技術の両

面の習得と共に、共創するための礎を築きます。思考ツールやデ

ザインプロセス、プログラミングなどに関する検討など随時進め

ていきます。

　教員・学生が企画する複数の勉強会を実施し、知識と技術の両

面の習得と共に、共創するための礎を築きます。思考ツールやデ

ザインプロセス、プログラミングなどに関する検討など随時進め

ていきます。

　さらに展示や、９月や３月に開催される学会などをマイルストー

ンとして設定し研究を進めます。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50％ 制作・展示発表・学会発表

日常点 50％ 積極性・協働性
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プロジェクト科目

ＨＤⅡ高精細映像技術を用いた表現研究プロジェクト
研究代表者：前田真二郎
研究分担者：瀬川晃・伊村靖子
教室：プロジェクト室（W508）、ビジュアルスタジオ

プロジェクト科目

あたらしい TOY
研究代表者：クワクボリョウタ
研究分担者：金山智子
教室：プロジェクト室（W508）、教員室 E

研究概要
　各家庭に大型液晶テレビが普及したのは2000年代後半のこと
でした。地上テレビ放送が完全にデジタル化した2012年を境に
急激だったともいえるHD映像の標準化については落ち着いた印
象がありますが、我々をとり囲む映像環境は近年さらに高解像度
化しています。スマートフォンで4Kフォーマットの動画が撮影で
きることも珍しくなくなってきており、2016年には、現行の16
倍にあたる8Kテレビの試験放送が開始されました。
　2000年代後半にHDフォーマットが登場した直後には、現在の
デジタルサイネージやフォトフレームがこれほど普及すると想像
できた人はそれほど多くはいなかったのではないでしょうか。映
像の高解像度化は従来よりも繊細な描写を実現するといった単純
なことではなく、新たな表現形式を創出してきた事実があります。
それらのことを踏まえてさらなる映像表現を模索することが本プ
ロジェクトの目的です。

研究計画
・調査・機材テスト
・ディスカッション
・作品・コンテンツの制作
・映像業界との連携
・成果発表
　例：IAMAS OPEN HOUSE
　　　PJ発表会など

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 調査　制作　発表

日常点 50% 積極性　協働性

研究概要
　本プロジェクトは参加者各自の選んだテーマを巡って、「作る」
「伝える」「考える」３つの過程を循環しながら新しいクリエイショ
ンのあり方を模索します。
　現代社会の抱える大きな問題のひとつにアカデミズムとポピュ
リズムの乖離が挙げられます。研究の場と社会との接点において
それは、専門化を進めれば進めるほど人に伝わらなくなるジレン
マとして表れています。
　一方で、どんなに些細な考えや発見でも、誰が・誰に・どのよ
うに伝えるかでその意味合いが重大なものとなる事があるように、
メディア表現を研究する上では、表現の内容を問うことが重要な
のはもちろんのこと、いかに伝えるかという問題も無視すること
は出来ません。そのため、ここではクリエイションを「作る」「伝
える」「考える」の連続したプロセスとして捉えて実践的に取り組
んでいきます。
　制作にあたっては「アート」「デザイン」「エンターテイメント」
「エンジニアリング」という既存のジャンルから想起される「らし
さ」や「～であるべき」にとらわれることなく、各自の興味を存
分に掘り下げ、人や社会とコミュニケーションをとる事に専念す
るため、TOY（おもちゃ）という枠組みを設定して進めていきます。
　同様に発表についても従来の発表形式にこだわらず、各自のテー
マに応じて商業施設・公共空間・学校・家庭などざまざまな場と人々
を対象とした発表と対話の機会を設定し、TOYを通じて広く人々
や社会とのコミュニケーションを試みていきます。
　これらのアプローチは必ずしもそれぞれのジャンル・専門領域
を軽視するものではなく、最終的には各文脈に照らして再評価し、
自分の行ったクリエイションを位置づけることを想定しています。
そのために折りを見て学内外から各領域のスペシャリストをゲス
トとして招き、コメントやディスカッションを行います。

研究計画
・予備的習作
・参考文献、事例、展示等のリサーチ
・各自の制作と相互レビュー
・対外発表（展示、ワークショップその他）とフィードバック
・ゲストによるレクチャー、ディスカッション
・個別の制作・プロジェクト全体の成果評価

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 制作・展示発表・考察

日常点 50% プロジェクトへの参加状況など
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プロジェクト科目

体験拡張環境プロジェクト
研究代表者：平林真実
研究分担者：小林孝浩
教室：プロジェクト室（W508）

研究概要

　人工知能が全人類の知能を凌駕する技術的特異点（シンギュラ

リティ）に達した世界では、従来の延長による考え方や技術予測

は不可能となるなど、大きなパラダイムの変化が予想されていま

す。本プロジェクトでは、シンギュラリティーが及ぼすであろう

影響を考察しつつ、我々の体験が拡張される環境を創出するため

の研究を行います。

　特にリアルタイム時空間、インターネットなどの情報空間、知

能ロボットなどを対象として、未来を見据えた体験を実現するた

めに、作品としての表現やシステムやサービスとしての実現など、

利用可能な技術を駆使することで実践的な適用も考慮して展開し

ます。

研究計画

　はじめに、シンギュラリティをはじめとする未来を予想するた

めの知識や現在の研究の動向調査や基本的な技術に関する知識共

有の時間を勉強会形式で設けます（履修者の必要に応じて開催し

ますので履修時点での知識は、やる気でカバーできます）。

　ターゲットとなる拡張すべき体験やそれらを実現する環境とし

てのイベントや状況を想定して、各自あるいはチームで制作を行

います。

　体験を拡張するための環境として，イベントや展示などに実践

的な展開の機会を設けることを推奨していますので、実社会での

実験、ユーザテストと改良を進めるサポートも行います。

　成果としては研究としてだけではなく、表現やエンターテイン

メントとし体験拡張を行う環境を作り得たかを重視しますので、

学会発表、イベントの中での展示、イベント自体の実施、作品と

しての展示などを多様な方法での展開を期待します。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50％ 展示発表・学会発表

日常点 50％ 積極性・協働性

研究概要

　デザインや素材などの分野で活躍する企業や個人などと連携し、

それぞれの持つスキルやノウハウ、手法を共有し、手仕事とデジ

タルファブリケーションを組み合わせた持続可能なスモールビジ

ネスのための新しい考え方を探求します。

　3Dプリンタやレーザー加工機、CNCといったデジタル工作機

械によりデジタルデータを元に「製造」するデジタルファブリケー

ションは、デジタル工作機械を備えた市民工房とその世界的なネッ

トワークである「FabLab」などを中心に「ファブ」として広く認

知されつつあります。一方で、手作業を中心に発展してきた工芸

においても、ファブを手法として取り入れようとする動きが出て

きました。これら２つの要素の掛け合わせによる新しい産業領域

の可能性について、最初から経済的な持続可能性も視野に入れな

がら探求します。

研究計画

　デジタル工作機械を活用し、工芸分野の人々とも連携しながら

家具や住宅の内装などについて様々なアイデアを1/1スケールで

制作していきます。それをMaker Faire のようなイベントで展示

したり、試験的に販売したりすることを通じて製品としての実現

性を検証していきます。なお、コミュニケーションの言語は日本

語及び英語で行います。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50％ 制作・展示発表・学会発表

日常点 50％ 積極性・協働性

プロジェクト科目

Craft, Fabrication and Sustainability プロジェクト
研究代表者：小林茂
研究分担者：James Gibson、山下健（研究補助員）
教室：イノベーション工房（W101）、教員室Q（W102）
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研究概要

　本プロジェクトは、岐阜県本巣市根尾地区（旧根尾村）で、何

百年にも亘って様々な生活文化を創造・伝承してきた地域住民と

地域内外のクリエイティブな人たちが交流しながら、持続可能な

共創社会について探求することを目的としています。

　根尾は、泰澄証人の開いた能郷白山神社、慶長時代から口伝で

受け継がれてきた能郷の能・狂言、樹齢1500年以上の淡墨桜な

ど豊かな自然と文化遺産のある地域です。他の農山村と同様、生

活と生産が一緒となった暮らしの中で多くの利器や文化を生み出

してきました。一方、４割以上が限界集落で、超高齢化や後継者

不足、空き家や害獣などの問題が深刻化しています。本来、根尾

地区の住民は、技術と文化を育み、“暮らす” 精神力とセンスは「よ

そもの」や現代の自治システムよりもはるかに強いものをもって

います。

　在るものを壊し新しいものを創り続け肥大化する文明からの転

換が迫られている現代、自然とともに循環する時間の中で地域が

育んできた知恵・技術や経験を、新しい技術や視点をもって捉え

直し、これからの持続可能な地域社会や定常経済、暮らすことと

は何かを考えていきます。

研究計画

　今年度は、これまでの活動拠点（ねおこ座）と、新たに根尾の

空き家を使って、根尾北部の限界集落を中心としたフィールドワー

クでの記録による新しい表現活動を公開していきます。将来消え

ていく限界集落を異なる形で未来へとつなげていく活動を模索し

ます。さらに、昨年から休耕地で始めた畑作業から、エネルギー

やテクノロジー、農業とコミュニティなどについても活動を通し

て、循環型の持続可能な社会について考えていきます。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% アイデアや企画の提案と実施

日常点 50% プロジェクトへの参加

プロジェクト科目

根尾コ・クリエイション
研究代表者：金山智子
研究分担者：James Gibson・小林孝浩
教室：プロジェクト室（W508）他

プロジェクト科目

IAMAS図書館・アーカイブ・プロジェクト
研究代表者：小林昌廣
研究分担者：前田真二郎・松井茂・伊村靖子
教室：プロジェクト室（W508）図書館　他

研究概要

　「図書館・アーカイブ・プロジェクト」は、情報科学と芸術との

交流が築きあげてきたメディア・アートを中心に、本学が標榜す

る「メディア表現」を過去・現在・未来の視点から検証し、再定

義することを主題としています。

　図書館は、学術情報を体系的に収集・保存・提供する場です。

いま学術情報は、書籍に止まらず、デジタル情報、動画、SNS等々

と際限なく拡散しつつあり、こうした情報の活用はもちろんのこ

と、過去の印刷物の情報化（デジタル化）、分類手法、タギング、

検索方法の研究、知財としての運用といった事柄は、現代社会の

制度設計そのものを思考する基盤にもなります。

　本プロジェクトは、図書館を「知」の循環を体感する場と位置

づけ、アーカイバル・リサーチ──実証的な情報収集と編集によ

る資料化、「知」の改変と再編──を手法として、作品制作やメディ

ア研究を実践します。特に、メディア・アート作品に関する資料

収集、編纂、閲覧環境のデザイン、展示、再制作・再演も視野に

入れて活動します。

　こうした研究活動を通じて、図書館の機能を考え、「IAMASら

しい図書館」を創造するプロジェクトです。

研究計画

　本プロジェクトは、既存の学術領域に拘らず、実証的に新たな

コンテクストを提示していきます。その提示の方法として作品制

作の形態をとることも想定しています。基本的にゼミ形式での授

業を計画しています。また、活動の場となる図書館従来の活動も、

本プロジェクトに含まれています。図書館本来の活動に、プロジェ

クトの成果を提示する機会を接続していく予定です。

　1　公開の読書会などの企画、配信

　2　図書館のデザインやレイアウトの工夫

　3　蔵書の電子書籍化の検討と実施

　4　IAMAS独自の図書分類法の提案

　5　図書館を活用したアーカイバル・リサーチの実践

評価方法
種別 割合 備考

課題 50％ 調査・研究・発表

日常点 50％ 積極性・協働性
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研究概要
　IAMAS と岐阜工業高等専門学校との学校連携をきっかけに
2011 年度から始まった、新しいものづくり手法の開発を目指す
プロジェクトです。
　インターネットの普及によりコミュニケーションのコストが限
りなくゼロに近づき、デジタルファブリケーションの普及により
多様性に対応した製造を行うためのハードルが大幅に下がりつつ
ある中、身近になったテクノロジーをポップに活用することで私
たちの生活はもっと豊かにできるはずです。
　昨年度は、本巣市根尾においてフロントエンドデバイスやスマー
トフォンアプリ、ウェブサービス、バックエンドなど様々な分野
の専門家と共に Internet of Things（IoT）の可能性と課題を探求
しました。今年度も、引き続き実際のフィールドにエネルギーや
環境なども視野に入れながら探求します。

研究計画
　外部の連携パートナーと共に、それぞれが得意とするスキルを
提供しながらワークショップや展示、実証実験などを繰り返しな
がら、実際の現場で有効に機能し、かつ地域の人々によって持続
可能な計画の提案と実装を行います。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 制作・展示発表・学会発表

日常点 50% 積極性・協働性

プロジェクト科目

ものづくりオープンメソッドプロジェクト
研究代表者：小林茂
研究分担者：吉田茂樹
教室：イノベーション工房（W101）、教員室Q（W102）

プロジェクト科目

福祉の技術プロジェクト
研究代表者：山田晃嗣
研究分担者：小林孝浩
教室：プロジェクト室（W508）他

研究概要
　現代社会に生きる我々はライフスタイルのみならず価値観など
も多様化しています。このプロジェクトではそうした現代に生き
る人々が時折感じる課題や不具合などを技術で解決し、未来の我々
の生活におけるQOL向上を目指しています。ここではそうした「福
祉」を広く捉えて、それぞれの身近に存在する課題や興味も含ん
だ内容としています。これまで扱った内容として、障がい者に関
することや、発展途上国に関すること、森林に関すること、子供
の教育に関すること、食に関することなどをテーマにして活動を
してきました。
　プロジェクトでは関係する方々とのフィールドワーク通じて得
られた事象をメンバーとの議論を経て、解決策や当事者では考え
が及ばなかった新たな視点を提案をすることを目的としています。
また、これらの提案はプロジェクト終了後など最終的にどのよう
にすると持続可能であり、当事者を含む関係者にとってより良い
方向となることも意識して検討しています。

研究計画
　メンバーそれぞれが取り組みたい問題に対する提案手法につい
て、随時関係する団体の方と意見交換をする機会を設けます。プ
ロジェクトは学会発表や各種展示などのスケジュールも考慮して
進めます。

2016年度の活動状況（参考）：
 ６月　春日の森にてワークショップに参加
 ７月　オープンハウスでそれぞれの取り組む問題を提示
 ８月　職業リハビリテーション学会にて発表
12月　ATACカンファレンス京都にて発表
２月　プロジェクト研究発表にて展示
※随時、特別支援学校や福祉団体と連携し、具体的なフィールド
での検証を実施しました。
※ 2017年度は岐阜県美術館で実施するアートまるケットにも参
加する予定です。

評価方法
種別 割合 備考

課題 50% 研究課題の取り組みや、展示・発表

日常点 50% プロジェクトへの参加状況など
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【履修対象外】参加型プロジェクト

NxPC.Lab
研究代表者：平林真実

研究概要
　NxPC .Lab (Nex t -d imens ion  P l u ra l  med i a  C lub 
experienceLaboratory) は、クラブやライブといった音楽会場に
おける臨場感を拡張し、音楽空間におけるコミュニケーションを
次のステージに導くためのテクノロジーを研究開発するプロジェ
クトです。
　現在のメディア体験においては、対話性、参加性は当然のもの
となりつつあります。音楽体験においてもアーティスト /観客 /
会場 /インターネット空間らの相互作用を促すテクノロジー用い
ることにより体験の拡張し、臨場感の拡大を齎すことが可能です。
　本プロジェクトでは、音楽会場に適用可能な新しいテクノロジー
の調査・研究・開発とそれらの実験の場としての音楽ベントの実
施により、実践的な研究を進めていきます。
　必要に応じて勉強会等を開催しながら技術的基盤の習得などを
行いながらイベントにより実験を行っていきます。DJ,VJ などに
おける新しい試みや会場空間における実験、イベント企画運営な
ど様々な立場で参加可能です。
　学内を中心としたイベントの他、体験拡張環境、メディア・地
域・鉄道プロジェクトの連携、都市部（東京、名古屋、京都など）
における年１回程度の外部イベントを目標としています。

【履修対象外】参加型プロジェクト

これからの創造のためのプラットフォーム
研究代表者：前林明次

研究概要
　このプロジェクトでは、アート、デザイン、思想、暮らし等の様々
な領域における実践者の知見に触れ、現代社会の課題を考察する
ことで思考の可動域を広げ、これからの時代の「創造」のあり方
を探ります。

これまでにおこなったレクチャー /ワークショップ /展覧会
第１回「生きるための昆虫食」　
　　　講師：野中健一（立教大学教授）
第２回「セルフビルドという思想」　
　　　講師：清水陽介（どっぽ村代表）、黒川大輔（木工房結主宰）
第３回「国家とインターネット」　
　　　講師：講師：和田伸一郎（立教大学准教授）
第４回「フランシス・アリスー境界線上で生まれる物語」　
　　　講師：吉崎和彦（東京都現代美術館学芸員）
第５回「大人の食育」ワークショップ
　　　講師：清水康生・恵（レストラン「トリコローレ」経営）
第６回「弱いロボットーできないという可能性」
　　　講師：岡田美智男（豊橋技術科学大学教授）
第７回「つくられていく地域ー揖斐郡池田町での実践」
　　　講師：土川修平（土川商店経営）
第８回「えをかく かく かく！－今を生きるために欠かせないもの」
　　　講師：アーサー・ビナード（詩人）
第９回「金生山　明星輪寺」
　　　講師：冨田精運（金生山明星輪寺住職）
第10回「石徹白（いとしろ）の小水力発電－潜在的な自治のちから」
　　　講師：平野彰秀（NPO法人地域再生機構副理事長）
第11回「地の声、時の声を聞く－郡上八幡の暮らしとナリワイから」
　　　講師：井上博斗（郡上八幡音楽祭プロデューサー）
第12回「映像人類学講義1ー新しいナラティブの創造」
　　　講師：川瀬慈（国立民族学博物館助教）
第13回「映像人類学講義2ー川瀬慈の世界」
　　　講師：川瀬慈（国立民族学博物館助教）
第14回「フィールドの音をとるーきこえる音から、きこえない音まで」
　　　講師：柳沢英輔（同志社大学文化情報学部助教）
第15回「人・音・織・機」
　　　ゲスト：末松グニエ文（写真家）、伊藤悟（人類学者）
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【履修対象外】参加型プロジェクト

たるてつ II
研究代表者：金山智子
研究分担者：平林真実

【履修対象外】参加型プロジェクト

場所・感覚・メディア
研究代表者：前林明次

研究概要
　2012年より、岐阜ローカル鉄道の一つ、樽見鉄道とさまざま
な取り組みを行ってきました。2012年には、ジョン・ケージに
よるプリペイドトレインの再演、AR（現実拡張） を搭載させたク
リスマストレイン、地域資源を再編集・デザインした柿カフェト
レイン、そして音、光、映像を用いたクラブトレインを企画・実
施しました。
　2013年度からは、メディア・地域・鉄道プロジェクトとして、
毎年１～２回ほどクラブトレインやライブトレインを実施し、ま
た、新しいインタラクションの実験と実践を行ってきました。こ
れまでの実践では、ローカル鉄道を輸送媒体としてではなく、一
つの空間メディア、またはメディア空間としてとらえ、そこに新
しいインタラクションをデザインすることで、新しい価値を生み、
奥美濃ソウルトレイン、Trainspotting,　クラブトレイン 2016
など、現実社会での需要創出につながりました。
　たるてつ II では、これまでの成果を踏まえて、さらに、地域活
性や循環経済を意識したインタラクションデザインや、都市と山
間部を接続する取組みなど、樽見鉄道やその周辺地域・環境を活
用し、新しいモノやコトの創造に挑戦していきます。

研究概要
　歴史と地理、そして人々の営みなどの要素が複雑に絡み合いな
がら変化を続けているのが「場所」です。その場所に対して感覚
と知覚を開き、新たなやり取りをはじめるにはどのような方法が
あるでしょうか？　このプロジェクトではセンサリー（感覚）メ
ディアとしてのフォノグラフィー、写真、映像表現にみられる
「場所とのかかわり」を多角的に捉えなおし、人類学的なアプロー
チとも連携しながら新たな芸術表現の可能性を探っていきます。
フィールドワーク、勉強会、作品鑑賞会、そして多分野の研究者
との交流から上記の方法論を探求し、作品制作、展覧会開催等に
より成果を発信していきます。


