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第 2章　教育課程

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


