
2015年度連携事例　
全リスト

No. 連携区分 研究名称 企業名 /組織名 場所 担当教員等

1 共同研究
APIを提供する工作機械の評価及びそれを適切
な理解の元で普及させるための方法のデザイン
並びにその実行に関する共同研究

ローランド ディー.ジー.（株） 岐阜県大垣市 小林茂教授

2 共同研究 点光源を利用した新しい映像表現の研究に関
する共同研究 （株）TRUNK

岐阜県大垣市、
東京都港区 クワクボリョウタ准教授

3 共同研究
根尾コ・クリエイション 
（根尾地区における共創手法を通じた地域再
生の研究）

グレイセル（株） 
（株）TAB

岐阜県本巣市

金山智子教授 
小林孝浩教授 
ジェームス・ギブソン准教
授

4 共同研究 地域の集合的記憶の記録と想起の促進に関す
る研究 （株）マナビノタネ 宮城県石巻市 鈴木宣也教授

5 共同研究

「オープンイノベーション」の手法の一つである
「ハッカソン」「メイカソン」をより一般に普及さ
せるための、現状の問題点認識と実施フロー
の確立

AOLオンライン・ジャパン（株） 東京都千代田
区ほか 小林茂教授

6 共同研究 映像・コミュニケーション領域における新たな
デザイン価値創造

パナソニック（株） 
AVCネットワークス社 大阪府門真市 鈴木宣也教授 

赤羽亨准教授

8 地域連携 一心寺地獄絵を使った地域振興の取り組みに
関する相談

揖斐川ワンダーピクニック実行委員会 
浄土宗一心寺 
三輪神社 
北野神社

岐阜県揖斐郡
揖斐川町

金山智子教授 
高尾俊介研究員 
高見知里技術支援専門職

9 地域連携 長良川鉄道との連携相談 長良川鉄道（株） 岐阜県関市 金山智子教授 
平林真実教授

10 地域連携 OKBストリート・ラッピングバスのデザイン （株）大垣共立銀行 岐阜県大垣市
金山智子教授 
平林真実教授 
高尾俊介研究員

共同研究：
民間企業等の研究者と本学の教員が、
共通の課題に対して対等な関係で行う研究

地域連携：
岐阜県内の企業や NPO法人等の団体と本学の教員が、
地域の課題解決を目的として連携した事例

地域連携

その他 相談

共同研究
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No. 連携区分 研究名称 企業名 /組織名 場所 担当教員等

11 地域連携 「ミズマクおおがき2015 StartingPoint～大垣
の新進美術家たち」カタログデザイン （公財）大垣市文化事業団 岐阜県大垣市 瀬川晃准教授

12 地域連携 タルイコネクション 垂井町観光協会 岐阜県不破郡
垂井町 前田真二郎教授

13 地域連携 樽見鉄道での移動体を使った企画 樽見鉄道（株） 岐阜県本巣市 金山智子教授 
高尾俊介研究員

14 相談 電子音響音楽祭広報物（リーフレット・Webサ
イト）デザイン制作 ふれあい福寿会館 岐阜県岐阜市 三輪眞弘教授 

瀬川晃准教授

15 相談 岐阜県立森林文化アカデミー ウェブサイトのリ
ニューアル 岐阜県立森林文化アカデミー 岐阜県美濃市 瀬川晃准教授 

高尾俊介研究員

16 相談 水道を使った高齢者の見守りサービスのアプリ
ケーション開発 （特非）つくしん棒 岐阜県郡上市 山田 晃嗣准教授

17 相談 3Dスキャン技術を応用した鍼灸技術支援につ
いての相談 （株）ユニド・コーポレーション 岐阜県各務原

市 小林孝浩教授

18 相談 十六銀行赤坂支店移転に関連したイベントに
ついての相談 （株）十六銀行 岐阜県大垣市 瀬川晃准教授

19 相談 岐阜県美術館SNS運用及び通信環境整備 県民文化の森 岐阜県美術館 岐阜県岐阜市 金山智子教授 
高尾俊介研究員

20 相談 音声認識技術の応用についての相談 ソフリング（株） 岐阜県大垣市 高尾俊介研究員 
北村茂範（教務課）

21 相談 高精細映像の配信等の研究についての相談 さくらインターネット（株） 東京都新宿区 前田真二郎教授

22 相談 駅前ビル（Apio）の再開発に関する相談 （株）スペース 岐阜県大垣市 金山智子教授

23 相談 養老公園でのPepper稼働に関する相談 タック（株） 岐阜県養老郡
養老町ほか 小林孝浩教授

24 相談 大垣駅商店街周辺での連携に関する相談 （特非）水都まちづくり 岐阜県大垣市 高尾俊介研究員

25 相談 商品開発の共同研究に関する相談 凸版印刷（株） 大阪府大阪市 高尾俊介研究員

26 相談 海水濾過装置のビジネスモデル構築に関する
相談 三相電機（株） 兵庫県姫路市 小林孝浩教授 

高尾俊介研究員

27 相談 ドローンに関するプレゼンテーション （株）One Groove 岐阜県大垣市 吉田茂樹教授

28 相談 IAMASの産学連携状況に関する問い合わせ 岐阜信用金庫 岐阜県岐阜市 北村茂範（教務課）

29 相談 デジタルサイネージの活用に関する相談 NTT西日本岐阜支店 岐阜県岐阜市 北村茂範（教務課） 
高尾俊介研究員

30 相談 十六銀行関連企業の提灯制作に関する相談 （株）十六銀行 
岐阜工芸（株） 岐阜県岐阜市 小林茂教授 

高尾俊介研究員

31 相談 プラチナプラザでの連携に関する相談 （特非） 多目的交流サロン プラチナプラザ 岐阜県大垣市
小林孝浩教授 
瀬川晃准教授 
高尾俊介研究員

32 相談 ドリームコア入居企業からの事業内容に関する
相談 （公財）ソフトピアジャパン 岐阜県大垣市 高尾俊介研究員

33 相談 音楽関連ビジネスアイデアに関する相談 エイブル（株） 岐阜県大垣市
金山智子教授 
北村茂範（教務課） 
高尾俊介研究員

34 その他 授業「モチーフワーク」内でのMESHの活用 ソニー・デジタルエンタテイメント・サービ
ス（株） 岐阜県大垣市 クワクボリョウタ准教授

35 その他 仙台市産業振興事業団視察 （公財）仙台市産業振興事業団 
仙台市 岐阜県大垣市

金山智子教授 
高尾俊介研究員 
北村茂範（教務課）

共同研究：
民間企業等の研究者と本学の教員が、
共通の課題に対して対等な関係で行う研究

地域連携：
岐阜県内の企業や NPO法人等の団体と本学の教員が、
地域の課題解決を目的として連携した事例

地域連携

その他 相談

共同研究
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No. 区分 名称 実施期間 場所（市区町村） 担当教員等

1 展示 「ARアートミュージアム」～動き出す不思議な
絵～ 2015年3月27日 – 5月10日 愛知県名古屋市 赤松正行教授

2 展示 リレーショナル・ポッド 光の水をつかまえて！ 2015年3月28日 – 5月6日 岐阜県大垣市 安藤泰彦教授

3 展示 ミラノサローネ「Imagine New Days」 2015年4月14日 – 4月19日 ミラノ  トルトーナ
地区、イタリア クワクボリョウタ准教授

4 展示 再生される肌理 Ⅲ 2015年4月21日 – 4月26日 愛知県名古屋市 前田真二郎教授 
瀬川晃准教授

5 展示 マテリアライジング展Ⅲ 情報と物質とそのあ
いだ 2015年5月16日 – 6月21日 京都府京都市 松井茂准教授 

城一裕講師

6 展示 オープン・スペース 2015 2015年5月23日 – 2016年3月6日 東京都新宿区
瀬川晃准教授 
松井茂准教授 
城一裕講師

7 展示 企画展「動きのカガク展」 2015年6月19日 – 9月27日 東京都港区 クワクボリョウタ准教授

8 展示 「ARアートミュージアム」～動き出す不思議な
絵～ 四日市展 2015年7月28日 – 8月19日 三重県四日市市 赤松正行教授

9 展示 アートまるケット 日比野克彦ディレクション「花
は色の棲家」 2015年9月5日 – 12月13日 岐阜県岐阜市 金山智子教授

10 展示 IAMAS ARTIST FILE #03 BEACON 2015 
LOOK UP !

2015年9月10日 – 10月12日 岐阜県岐阜市 安藤泰彦教授

11 展示 第4回 展開図武道会 ～この椅子いいっすね！ 2015年10月17日 – 10月18日 岐阜県飛騨市
小林茂教授
山下健研究補助員
高見知里技術支援専門職

12 展示 羽島光陰 2015年10月24日 岐阜県羽島市 赤松正行教授 
八嶋有司研究員

13 展示 IAMAS WORKS 2015年11月1日 – 11月29日 岐阜県大垣市 安藤泰彦教授

14 展示 福祉用具・介護ロボットフェア 2015年11月17日 岐阜県岐阜市 山田晃嗣准教授 
小林孝浩教授

15 展示 SIAFラボ アーティストセレクション クワクボリョ
ウタ 《 LOST#13 》 2015年12月11日 – 2016年1月11日 北海道札幌市 クワクボリョウタ准教授

展示

イベント

上映

講演
出演

その他

ワークショップ

パフォーマンス

2015年度
IAMAS関連イベント
全リスト
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No. 区分 名称 実施期間 場所（市区町村） 担当教員等

16 展示 大垣駅南北自由通路・光プロジェクト 2015 
『トランス・フロア2 Trans-Floor2』 2015年12月11日 – 12月13日 岐阜県大垣市

安藤泰彦教授 
平林真実教授 
小林孝浩教授

17 展示 岐阜おおがきビエンナーレ2015 2015年12月19日 – 12月23日 岐阜県大垣市

安藤泰彦教授 
赤松正行教授 
小林孝浩教授 
小林昌廣教授 
前田真二郎教授 
三輪眞弘教授 
クワクボリョウタ准教授 
瀬川晃准教授 
松井茂准教授 
James Gibson准教授 
八嶋有司研究員 
高尾俊介研究員 
池田泰教システム管理専門職 
大石桂誉システム管理専門職 
星卓哉情報支援専門職 
高見知里技術支援専門職

18 展示 メリーからくりスマス 2015年12月19日 – 12月25日 岐阜県大垣市 金山智子教授 
平林真実教授

19 展示 触楽展Ⅱ 2016年1月8日 – 2016年1月14日 愛知県名古屋市 鈴木宣也教授 
赤羽亨准教授

20 展示 ともに、つくる、つたえる、かなえる展 2016年1月16日 – 2016年2月15日 岐阜県岐阜市 瀬川晃准教授

21 イベント 美濃のいえ 公民家プロジェクト / more mino 
house public

2015年4月26日 岐阜県美濃市 金山智子教授

22 イベント 地獄絵スタンプラリー in 揖斐川ワンダーピク
ニック 2015年5月31日 岐阜県揖斐郡揖

斐川町

金山智子教授 
高尾俊介研究員 
高見知里技術支援専門職

23 イベント 研究会「戦後日本におけるマス・メディア受
容と現代芸術の文化学」 2015年7月18日 – 7月19日 岐阜県大垣市

松井茂准教授 
金山智子教授 
赤羽亨准教授

24 イベント 奥美濃ソウルトレイン 2015年8月1日 岐阜県関市 金山智子教授

25 イベント 真夏の夜の怖い噺 2015年8月15日 岐阜県美濃市 金山智子教授 
小林昌廣教授

26 イベント TRAINSPOTTING 2015年11月21日 岐阜県大垣市
松井茂准教授 
金山智子教授 
赤羽亨准教授

27 パフォーマンス 「虹機械 公案 -001」公開収録 2015年6月12日 岐阜県大垣市 三輪眞弘教授

28 パフォーマンス マテリアライジング展 III クロージングイベント 2015年6月21日 京都府京都市 城一裕講師

29 パフォーマンス サントリー芸術財団 サマーフェスティバル
2015

2015年8月26日 東京都港区 三輪眞弘教授

30 パフォーマンス IAMAS SOUND ARCHIVE 2015年9月12日 岐阜県岐阜市 松井茂准教授

31 パフォーマンス 女声合唱団暁 第8回演奏会 2015年11月29日 東京都港区 松井茂准教授

32 パフォーマンス インターカレッジ・ソニックアーツ・フェスティ
バル2015

2015年12月19日 – 12月20日 京都府京都市
城一裕講師 
三輪眞弘教授 
小林昌廣教授

33 ワークショップ 生成音楽ワークショップ＜鳴釜神事＞ 2015年9月13日 岐阜県岐阜市 城一裕講師

34 ワークショップ IoT Boot Camp 2015年9月28日 – 9月29日 岐阜県本巣市
金山智子教授 
小林茂教授 
小林孝浩教授

35 ワークショップ おむすび博「みんなで作る不思議なバッジ」 2015年11月8日 岐阜県大垣市 高見知里技術支援専門職 
高尾俊介研究員

36 上映 イメージフォーラム・フェスティバル2015 2015年4月28日 – 6月28日 東京都新宿区 前田真二郎教授

37 上映 『波のした、土のうえ』上映会 + トークセッショ
ン 2015年11月10日 愛知県名古屋市 前田真二郎教授

38 上映 KINO-VISION 2015 2015年11月27日 – 11月29日 京都市下京区 前田真二郎教授

展示

イベント

上映

講演
出演

その他

ワークショップ

パフォーマンス
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No. 区分 名称 実施期間 場所（市区町村） 担当教員等

39 講演 ネットワークコンソーシアム岐阜 公開講座「落
語を笑遊する～噺家列伝」

2015年4月 – 2016年3月の
不定期金曜日 岐阜県岐阜市 小林昌廣教授

40 講演
イノベーションを引き起こす「共創型アプロー
チ」のすすめ これからのものづくりとエコシス
テムの姿

2015年5月14日 東京都千代田区 小林茂教授

41 講演 これからの創造のためのプラットフォーム 公開
レクチャー第09回「金生山 明星輪寺」 2015年5月29日 岐阜県大垣市 前林明次教授

42 講演 第2回京都大学ー稲盛財団合同京都賞シン
ポジウム 2015年7月11日 – 7月12日 京都府京都市 三輪眞弘教授

43 講演 トリエンナーレスクール 第9回「Maker×Art 
Makerムーブメントが広げるアートの可能性」 2015年9月27日 愛知県名古屋市 小林茂教授

44 講演 International Workshop on Time Series 
Data Sonification （TSDS2015） 2015年9月29日 – 9月30日 茨城県つくば市 城一裕講師

45 講演 POST 「SESSION 3 – テクノロジー×未来のも
のづくり」 2015年10月11日 岐阜県大垣市 小林茂教授

46 講演 インターリンク：学生映像作品展（ISMIE）
2015

2015年10月24日 – 10月25日 東京都練馬区 前田真二郎教授

47 講演
[Intermedia Theater] Constellation of 
Things (4) – Digital Objects Enchant and 
Mediate

2015年10月30日 ソウル特別市竜山
区、韓国 赤松正行教授

48 講演 これからの創造のためのプラットフォーム 公開
レクチャー第10回「石徹白の小水力発電」 2015年11月7日 岐阜県大垣市 前林明次教授

49 講演 MakerCon Tokyo 2015 基調講演 2015年11月7日 東京都江東区 小林茂教授

50 講演 『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』上映＋トー
ク 2015年11月22日 東京都渋谷区 松井茂准教授

51 講演
これからの創造のためのプラットフォーム 第
10回公開レクチャ「石徹白の小水力発電
－潜在的な自治のちから」

2015年11月7日 岐阜県大垣市 前林明次教授

52 講演 TOKYO WORK DESIGN WEEK 2015 2015年11月22日 東京都渋谷区 小林茂教授

53 講演 「SPINNING BARTHES 100歳のロラン・バル
ト」ショート・プレゼンテーション 2015年11月7日 東京都中野区 小林昌廣教授

54 講演 第2回 岐阜 桂文治独演会 2015年11月22日 岐阜県岐阜市 小林昌廣教授

55 講演 これからの創造のためのプラットフォーム 公開
レクチャー第11回「地の声、時の音を聞く」 2015年12月5日 岐阜県大垣市 前林明次教授

56 講演 アイドルの美学 ̶アイドル文化をどのように語
るか？ 2015年12月13日 神奈川県横浜市 小林昌廣教授

57 講演 水都おおがき演劇アゴラ2015 「書く女」関連
企画講演「樋口一葉の一生について」 2016年1月25日 岐阜県大垣市 小林昌廣教授

58 講演 中小製造業のためのセミナー 自社製品づくり
をはじめよう 2016年2月9日 岐阜県岐阜市 小林茂教授

59 出演 サキどり「“ファブ施設”でDIY大進化」 2015年7月5日 - 小林茂教授

60 出演 メ～テレ「MADE IN FICTION」 2015年9月12日 - 市野昌宏研究補助員

61 その他 「光枡」のクラウドファンディング 2015年7月7日 - 小林茂教授

62 その他 「ファブ社会の基盤設計に関する検討会」 報
告書の公表 2015年7月7日 - 小林茂教授

63 その他
IAMASという大学院大学 – Open House 
2015 – インタビュー「 IAMASに来る人、
IAMASでできること 」

2015年8月29日 - 城一裕講師

64 その他 コロカル『貝印 × colocal「つくる」
Journal！』

2015年9月1日 
2015年9月8日 -

金山智子教授 
小林茂教授

65 その他 「雰囲気メガネ」のクラウド・ファンディング 2015年9月8日 - 赤松正行教授

66 その他 アンソロジー詩集『現代詩100周年』 2015年10月25日 - 松井茂准教授
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