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概要

2016 年からはじまった 「ファブキャンパス (http://fabcampus.sfc.keio.ac.jp/)」 
プロジェクトは、 ものを 「つくる」 施設の整備がおおむね完了し、 つくられたものを、 
キャンパスで実際に使ったり、 体験したりする新たなフェーズへと移行しつつある。

現在のところ、 建築系研究室を中心としたセルフビルド系のプロジェクト (「オクタ
ドーム」 「スモーキングスペース」) が先行し、 テクノロジー系研究室を中心としたモ
ビリティの実験 ( ドローン、 ロボット、 自動運転など ) が続々と開始されようとして
いる。

しかし忘れてはならないことは、 SFC には 1990 年の開学当時から蓄積されていた 
「メディアアート」の遺伝子があることである。 メディアアートは約 10 年ほど前に、 
屋外公共空間への展開方法が研究され ( 東京大学デジタルパブリックアートプロジェ
ク ト ) 、 こ こ 数 年 は、 ア ル ス レ ク ト ニ カ「POST-CITY(2016)」、千 葉 市
「META-CITY (2018)」、 Sony 銀座 「Wikitopia DesignCompetition (2018)」 など、 
多くの関係者を巻き込みながら、 さらなる社会展開が模索されている。

2019 年春学期特別研究プロジェクトでは、 過去から現在に至る、 関連するさまざま
な文脈を網羅的に調査し整理したうえで、 SFC で取り組むべき新たな 「パブリック ・ 
メディア ・ アート」 の方向性を検討し、 その実現に向けての課題を検討した。SFC30 
年周年に向けての実装の手掛かりとなるべく資料化した。

2019 年 田中浩也研究室 春学期 特別研究プロジェクト

SFC パブリックメディアアート



対峙したものとの対話によって感性の開拓を促す、 私的公共空間を作り出す一連の体
験ではないだろうか。（斎藤）

私たちはダウィンチになれる可能性がある。
現在まで展開されている表現の欠片を整理し、 細分化された領域を集約することで新
しいメディアを博物学的に構築する。
SFC で展開されるすべての研究会や個人が何をしているのか、 どんなプロジェクトが
あるのか一つ一つリサーチし、 それらとコラボを計って短期決戦での新たなアート領
域の開拓を試みることが私たちには可能だ。 私たちはこれからの村 ( 文化 ) を作るト
リガーになることができるのではないだろうか。（松本）

•SFC の公共空間は、 全ての塾生 / 教員 / スタッフがアクセス可能なスペースであ
り、 人々の交流が行われる場所。 自然が豊かでカモや昆虫、 カエルなどの生物も生息
している。
•建物の背が低いために空は広く上に夕日はとても綺麗にキャンパスを彩り、 落とさ
れる影に息を飲む。
•夜は暗く静か。 外に椅子は少ないが、 芝生に覆われる地面に座ることができる。
•様々な分野を専門とする学生、 教員がいる ( が横の繋がりが希薄 )
•他学年や生徒先生関係なく良い意味で距離が近い
•自由で個性的な発想、 行動をする人が多い
•学際的な視点による問題発見、 問題解決を求められる
•ハードでもソフトでもものづくりができる学生が多い、 できる設備がオープンアク       
セスで整っている
•みんなインターネット大好き

SFCパブリックメディアアートとは



•Twitter をみんな重要なコミニュケーション手段として使う
•みんな常にパソコンを持っている
•ウェブサービスがたくさん生まれる残留する人がいる (24 時間キャンパス )
•SPMA のあるべき姿
•なるべく多くの SFC の人が協力して企画、 制作を行う
•様々な分野の学生、 教員が偶発的に交流できるきっかけとなる
•多くの人がインタラクションできる、 したくなる ( 自己参加を促す仕組み )
•24 時間楽しめるものである
•設置場所だけに完結せず、 インターネット上にも存在や意味が拡張されている
(OMO)
•例えばネット上の情報と同期する、 そこで出会いがネットにシェアされる ( ハッシュ
タグ ) など
•変わりゆくキャンパス、 SFC 生の意見に合わせて進化していく
•みんなのシンボルとして認識されている ( みんな写真を撮る、 待ち合わせ場所に使わ
れる、 通称ができるなど )
•個性的な人々、 多様な分野、 価値観を反映した意匠が凝らされている ( なんか普通
じゃない )
•SFC の景観と合う
•自然豊かなキャンパスだからこその良さが活かされている
•生物とのインタラクション
•植物の中に無機物があることで出せる異質な雰囲気 ( 単純に目立つ )
•逆に自然にカモフラージュ

（斎藤な）



WIKITOPIA 
INTERNATIONAL 
COMPETITION

オンライン百科事典 Wikipedia のように、「みん
なでつくる」未来の都市を実現する取り組み。計
計算機科学者であり、ソニー CSL に所属している
竹中雄一郎が主体となって行なっている。情報工
学・電子工学・建築・都市デザイン・アクティビズム・
政治学など、幅広い分野の知見を総合した学際的
な研究を行い、また 21 世紀においてはイノベー
ションを起こすために踏むべきプロセスが変わっ
てきているとの考えのもと、これまでの科学技術
研究の枠を超えた多面的な活動をする。

Wikitopiaとは？

Wikitopia プロジェクトが具体的なまちづくりを展
開していく上での基盤要素となるデザイン、技術、
制度、概念となるアイデアを募集したコンペ。第 1
回と第 2 回が行われ、第 1 回は１１７点（審査対
象は１０１点）、第2回は５３点（審査対象は４６点）
の応募があった。右の図は、応募作品を分類分け
したもの。

公式サイト :
https://wikitopia.jp/competition/index.html

Wikitopia 
International 
Competitionとは？
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WIKITOPIA INTERNATIONAL COMPETITION

私たちが選んだ作品

第１回コンペディション銅賞

Wonderspace Public Machine

地下通路の壁に大型ディスプレイを設置し、仮想店
舗として使用する提案です。購入された物品は、物
流施設から直接購入者の家へと配送されます。物理
的な店舗を構えるよりも安価な出店を可能にします。

街中を動き回りペットボトルを回収し、それを材
料としてパブリックファニチャーなど様々なプロ
ダクトを生み出す機械の提案です。機械内部に 3D
プリンターが内臓されており、何をプリントする
かは市民による投票で決定されます。

第１回コンペディション銀賞

Virtual window shop

現実味があるかは置いといて、
面白い考えだと思う！

場所の有効活用にもなるし、経費削減にもなる。
その上で雇用も生まれる！



第 2回コンペディション一次選考通過作品

ビルの隙間のレイトショー

新しいコミュニケーションアプリの提案です。
拡張現実メガネを身に付けた人々が、公共空間
において互いのアバターのみを見て出会いま
す。アバターを介したコミュニケーションを通
して互いに興味が芽生えた人々は、メガネを外
しリアルな関係へと移行していきます。

ソニーパーク周辺のビルを利用して、映画投影
用の大型スクリーンを上空に架け渡すアイデ
ア。上映する映画はスマートフォンアプリを通
して広く募集され、投票で選ばれた映画が夜間
に上映される。パークにはクッションや絨毯が
敷かれ、訪問者はそれらの上で寝転がって映画
を楽しむことができる。映画の合間には広告が
表示され、パークに収益をもたらす。

第１回コンペディション作品

Avatar

リアル版オフ会！？体験してみたい！

空にスクリーンを配置する、
そして寝ながら映画を観れるのはいい！
人が集まる素敵な空間になりそう



未来のアートはよりプロジェクト型に
METAC ITY のコンセプトデザインを務めた青木竜太さんへのインタビュー

METACITY とは千葉県、幕張メッセで行われた思考実験とプロ

トタイピングを通して「ありえる都市」の形を探求するリサーチ

プロジェクトである。SFC メディアパブリックアートを構想する

中で、アートコミュニケーションのアプローチで都市での新たな

可能性を模索する METACITY は参考になるのではないかと考え

た。そこで METACITY のコンセプトデザイナーである社会彫刻

家、青木さんにインタビューを敢行した。

ー本日はよろしくおねがいします。METACITY には多様な肩書き

を持った方々が参加しているのが印象的だったのですが、どのよう

な基準でキュレーションしどのように巻き込んだのですか？

たとえば生命科学におけるひとつの課題として、コミュニティの拒

絶反応が挙げられます。研究の成果発表を行う際に、宗教や知識の

なさから反発が起きる。新しい概念を社会にインストールする際に

反発を減らしていくことは非常に大事です。

反発を減らすためには、余白を含むアートの特性を生かし、活動段

階から市民の人たちに参加してもらうことで自分ごと化させること

が挙げられます。

ー METACITY は千葉市幕張メッセで開催されましたが、幕張市が

METACITYに求めていた価値とはどういうものだったのでしょうか。

これは千葉市長もおっしゃっているのですが、「幕張は何もない！」

と（笑）クリエイターの人たちが面白がって居座るようなカオティッ

クなものがない。実は幕張は国家戦略特区で、許可さえ取ればドロー

ンを飛ばすことができたりと＜新しいことを始める素地はある。＞

そこにクリエイティブなエコシステムを作り、産業が生まれる場所

にしていきたいと考えています。

ー今年の 1 月に行われたイベントからどのような展開が考えられて

いるのでしょうか。

METACITY のイベントでは、人々に「何か起き始めているんだな」

と印象付けることも一つの大きな役目でした。現在は各分野で出て

きた『言葉のタネを培養している』段階です。その言葉を分析し少

しずつ動き始めている状態です。今年一年は探索期間で、来年のオ

リンピックイヤーに少し大きめのイベントを開催する予定です。イ

ベントを開催することで、「千葉で何かやっている」と様々な人に

伝わると良いなと思っています。幕張は本社を抱える企業も多いの

で、企業との接続も図っていきたいです。

出典 : NEUT http://neutmagazine.com/smog-free-project

基本的には知り合いの方に声をかけているのですが多様な分野の方達

を集めるという前提条件があります。日頃から本を読んだりテレビを

見たりして挑戦しようとしている面白い人たちを見てストックにため

ていますね。

ー多くの人々を巻き込むには高いモチベーションに巻き込むことが必

要だと思うのですが、どのように巻き込んでいるのでしょうか。



ーMETACITY でも Ouchhh の作品が展示されていましたが、

プロジェクションマッピングを用いた作品の魅力は何です

か？

プロジェクションマッピングは瞬間的な美しさで、少しより

時間的・空間的な広がりとつながっていってほしいですね。

例えば、オランダのDaan Roosegaarde による北京の公園に

巨大空気清浄機が集めたスモッグの粒子を圧縮しダイヤモン

ドを作り、それを販売した売り上げで新しい清浄機をという

ような作品があります。そのように社会のループに組み込ま

れたら良いと思っています。

分が生み出したもの人に影響を与えられている、というのを

知れたら嬉しいですよね。私がいないとダメなんだ、と人に

限らずものに対しても感じさせたり・・・。お土産って何で

石とかどうしようのないものを買ってしまうのか考えてみる

と、記憶をトリガーするためであると思うのですが、そうい

う工夫も良いのではないでしょうか。

ー作品を構想する際に構想者の意図が技術職の人たちに伝え

るためにはどうしたら良いのでしょうか。

コミュニケーションが一致しないときには、コンテキストが

一致していない。お互いの大事にしているものがずれてしま

うんですね。例えば紛争の解決手法にNVCというのがあるの

ですが、お互い感情を一旦置いて、目指したい世界を共有す

るんです。そのようにお互いは違う生き物だと理解しつつ、

同じ方向を見ている、ということがわかるコミュニケーショ

ンが必要だと思います。

ーこれからのアーティスト像はどうなっていくのでしょうか。

現在社会起業家・都市計画者と呼ばれている人がアーティス

トになっていくのではないでしょうか。造形ではなく不可視

なもので活動している人は多く存在しています。社会彫刻家

としてのアーティスト像を探っていきたいですね。

文責・大河原

ーMETACITY のような活動が幕張に限らずあらゆる場所で始まった

らどのような変化が生まれるでしょうか。ソフトウェア起点で都市

を作りたいというのは世界中にあって、全体が関わっていくのは難

しいかもしれないけれど、一部が関わるのは考えられると思います。

実行して徐々に見える世界があると思っています。

ー現代 /アートは受け手の認知・気づき・変化を求めますが、それ

は鑑賞者の感性に依存していると感じます。現代アートはどうある

べきなのでしょうか。

アートって時代の流れに沿って解釈するのに時間がかかって

きています。これからは鑑賞するのに時間のかからない「砂

糖的なアート」ではなく、プロジェクト型で時間をかけて鑑

賞する「スルメのようなアート」が社会に浸透していくので

はないでしょうか。



タイトル

SFC の３D 点群データ計測
計測結果と SFC 回遊型アートへの活用例



計測結果と
SFC メディアアートへの応用可能性

レーザースキャナを取り付けたバックパックを背
負って歩くだけで、全方向の 3D 点群データを採
集可能な” 3DWalker”。今回は、キャンパス前の
バス停からすぐの「もうひとつのエントランス」
からキャンパス正面に位置する森周辺のデータを
採集。一度に計測可能な時間は約８分。足元から
木の上まで広範囲の点群データを計測できる。

これから開催されるであろう、SFC メディアアー
ト ( 回遊型メディアアート ) において、3D 点群に
よる空間データの活用が期待できるだろう。実際
に現地に出向いて調査することの重要性は言うま
でもないが、空間の３ D データを利用することで、
木の上など実際には見ることが出来ない範囲まで
何度でも確認できる。これにより、今まで目を当
てられなかった空間に対して何かしらの芸術的要
素を盛り込むなど、表現の幅が広がると期待でき
る。

バックパック型レーザースキャナ” 3D 
Walker” で SFCの森周辺を計測

SFCメディアアートへの応用可能性

このように、広範囲の３ D 点群データを十分な精
度で計測できる。また点群で作られたマップ自体
も幻想的な雰囲気を醸し出している。



24 時間キャンパスを紐解く
1 日中キャンパスで過ごせるという利点を学生はどのように活用しているのか

夜間の活動実態
「昔はもっと沢山いたらしいけど、今は 20 人か 
30 人くらいかな。長期休暇中は数人程度。」
残留している学生数を夜中に把握しにくる通称
ざんおじと呼ばれる警備員のおじさんはこう
語った。SFC は 24 時間キャンパスの精神を創
立当時から掲げている。年々減少しているもの
の、学生らは夜な夜な夜の大学でなにかしらの
活動をしている。今回はそのなにかしらの活動
実態を暴いった。Twitter の呼びかけに賛同した
現役生・卒業生・先生ら総勢 17 名が調査に協
力してくれた。結果は 9 つに分類することがで
き、右の円グラフには先生方と SFC1 期生を除
いて集計した。また、割合が 1 になった 3 つに
関してはその他のカテゴリーで集計している。

夜間利用の仕方ランキング

1位 課題をやるため

2位 天体観測

2位 研究会

1位 課題をやるため
・特教かイオタらへんで授業の課題
・研究室にこもって課題をやりがち、楽しみはあま
りない。
・友達と二人で映画流しながら課題。冬に暖房が
つかないので常に心も体も寒い。
・基本個人ワークをし、寝る場所はベンチとかラム
ダなど、基本的ランダム
・メディアで読書、卒論、試験勉強
・重い課題の時は泊まり込みも



2位 天体観測
・星を見る。SFC は三等星、天気が良ければ四等
星まで見れる（茅ヶ崎里山公園にいくと星がよ   
く見える）
・人口の光がないので星が綺麗。

2位 研究会
・Δ、研究室業務 ( 村井研 )
・館内ハウス ( 冷暖房が 24 時間稼働する )・DNP 
森アト（人も多い）で準備&ついでの残留 

1位 課題をやるため
・特教かイオタらへんで授業の課題
・研究室にこもって課題をやりがち、楽しみはあま
りない。
・友達と二人で映画流しながら課題。冬に暖房が
つかないので常に心も体も寒い。
・基本個人ワークをし、寝る場所はベンチとかラム
ダなど、基本的ランダム
・メディアで読書、卒論、試験勉強
・重い課題の時は泊まり込みも

4位 楽しむため
・近隣に比べ比較的豊かな環境が残っているた
め広葉樹林及び草地 ( テアトロンやゼータ周辺 ) 
で昆虫採集。絶滅危惧種も見つかる
・人に聞かれたくないトークをするための場所
として
・滞在棟の前の空間（セミナーゲストハウス）で、
研究で残っている友人と話したりおかし食べた
りしてます。

4位 通学事情
・家が遠い
・翌日一限の時もとまっていました。お
うちに帰るのが面倒な時も

6位 サークル
・サークルの稽古や練習
・タウの観葉植物が置いてあるスペースで
友人たちと寝る間を惜しんでボードゲーム
をする

その他
・学内バイト (CNS コン )
・授業とかで SBC に泊まったり
・なんとなく家に帰りたくないときもメ
ディアにいると安心した。

◀課題製作中の画像

◀研究会風景

夜間残留してます。夕
食はかつ屋かガストの

出前で、学期中は月に
 4-5 回、1 時頃までい

て車で帰ってます。

未来想像塾で泊まりが
別途あってその際はそ

こで。特に忙しいとき
は教員とゲスト用のセ

ミナーハウスを取って
そこ

でシャワーも浴びてい
ます。( 在学生だった 

) 当時はκ11 が深夜開
放されて寝袋で寝てる

人が結構いました。

また各研究室で泊まり
込む人もいました。私

は車の後ろ座席を倒し
て寝袋で寝てましたね

。ネット回線がキャン
パス

外では遅過ぎて、また
端末もキャンパス内が

最高だったので泊まり
込んでたと記憶してま

す。 琴坂将広准教授

卒論・修論のレビュー
で夜間いました、同じ

ゼミの人たちの卒論・
修論締め切りをサポー

トで。

当時所属していた研究
会は HCI/UI/CS 関連

。 当初は近隣にコンビ
ニもなく、Σ館の自動

販売機の

カップラーメンをすす
るか、車を持っている

人が買い出しに行くな
どでした。

なぜか買い出しに車で
出る人にかぎって研究

の進度が遅れていたよ
うに記憶しています。

伊賀さん (SFC1期生）



第 I 期
1990 ~ 2000

第 II 期
2001~ 2007

SFC ART HISTORY
1990~Future

2002年出版 2006年出版

MD メディア
デザインプログラム 始動

メディアアート

コンピュータ
ミュージック

サイエンス
アート

映像 CG・アニメーション

デザイン思考

インタラクションデザイン

日本のメディアアートの第一人者による
藤幡正樹研究会

サイエンスアート批評家
坂根厳夫氏

最先端分野の音楽の研究・創作を行う
岩竹徹研究会

日本のメディアアートの先駆けであり color as a concept
を提唱した藤幡正樹、サイエンスアートの評論家であり、
SFCでサイエンスとアートの繋がりを論じた坂根厳、コン
ピューターミュージックの先駆者である岩竹徹の三者が
SFCの設立当初から携わる。
三者がSFCでサイエンスアートの授業を始める。

稲蔭正彦 ( CG・映画 )、奥出直人 (デザイン思考 )、岩竹徹らによ

りデジタルメディアとエンターテインメントの研究を主体としたメ

ディアデザインプログラムが始動。SFCが日本初のデザインが学べ

る総合大学となる。2002年に「デザイン言語」(奥出直人・後藤

武編/慶應義塾大学出版/2002)が出版。2003年に脇田怜(ファッ

ション)が、2005年には田中浩也 (デザインエンジニアリング )、

中西泰人 (時空間デザイン )が SFCに着任。



第Ⅲ期
2008~ 2018

第Ⅳ期
Future

デザインリサーチ

Fab
デザインエンジニアリング

サイエンスアート

ものづくりサークル
A&T

ドローン
モビリティ

４K/8K

X-city

X-body

X-musicX-music
AI × 音楽
身体科学×音楽

世界の音楽比較研究

2013 年出版

X-design 始動

Art

Design

Science

Engineering

発見 探求

実装応用

2008 年稲蔭、奥出が退任し KMD(Keio Media Design) を日吉
に設立。残された脇田、田中、中西に加え加藤文俊 ( コミュニケー
ションデザイン、社会学者 ) が、新たに着任した筧泰明 ( インタ
ラクティブアート )、山中俊治 ( 工業デザイン )、坂井直樹 ( テキ
スタイルデザイン ) とともに X-design を立ち上げる。2013 年、
「X-DESIGN 未来をプロトタイピングするために」( 山中俊治・
脇田怜・田中浩也編/慶應義塾大学出版/2013)を出版。また、サー
クル「Art &Technology」が 2008 年設立。2013 年メディア
センター内にファブスペースが完成。

2013年に筧、水野が退任し、岩竹が定年を迎えたあと、
同年2016年に藤井進也 (音楽と脳 )、2018年にパトリッ
ク・サベジ (世界の音楽比較研究 )、2019年に徳井直生
(AIと DJ)が着任しX-designが包括するX-musicプロジェ
クトが発足。2019年 SFC敷地内でドローン飛行可能エリ
アが拡大、自動運転バスの実験が進むなど、アート、サイ
エンス、デザイン、エンジニアリングの枠組みを超えて研
究が進む。



第 I 期
1990 ~ 2000

第 II 期
2001~ 2007

1999~2007

1999~2008

1990~2008

1990~1996

1990~1998

岩竹徹
コンピュータミュージック

坂根厳夫
サイエンスアート

田中浩也
デザインエンジニアリング

脇田玲
ファッション・ビジュアルデザイン

佐藤雅彦
アニメーション・CG

藤幡正樹
メディアアート 稲蔭正彦

CG・映画

奥出直人
デザイン思考

中西泰人
時空間デザイン



第Ⅲ期
2008~ 2018

第Ⅳ期
Future

1990~2016

2003~

2005~

2005~

2016~

2018~

2019~

2008~2018

2008 ~2013

2008 ~2013

2015~20182012,

筧泰明
インタラクティブアート

山中俊治
インダストリアルデザイン

坂井直樹
テキスタイルデザイン

水野大二郎
ファッション

藤井進也
脳と音楽

パトリック・サベジ
民族音楽

徳井直生
AI と DJ



Kinetic Art

Kinetic Art とは動的な効果を用いたアート作品のことを指す。大きく以下の二つのカテゴリーに分ける
ことができる。

①　物体が動くもの
②　物体は静止しているが錯覚で動いて見えるもの

２０世紀以前はキネティックアートの目的は生活ス
タイルをより便利に効率的にすることであった。
２０世紀以後、プロダクトの産業技術が発展し、キ
ネティックアートはアート分野のものになっていっ
た。その頃から「キネティックアート」という呼び
名ができる。

そしてバウハウスがキネティックアートとそれに関
連する科学の知識を予備教育のカリキュラムに入れ
る。近年では、造形デザイン・アートにおけるキネ
ティックアートの価値を確かめるために、テクノロ
ジーやテクニックよりもコンテクストや展開の仕方
に研究のテーマが移ってきている。

Kinetic Art とは

Kinetic Art のテーマの変移

Kinetic Art の歴史
古代
キネティックアートは生活用品をより効率化・便利
にしたものだった。
下の写真は糸を巻くための人形と水時計。他にも機
械的な人形劇装置、自動新酒注ぎ機など。

中世（ヨーロッパ）
初期の流れとして時間に合わせて鳴る鈴などの機
械。的な楽器が作られるようになった。
Pierre Jaquet Droz の he writer は自動で絵を描
いたり、文字を書いたり、音楽を奏でたりできる
デ バ イ ス。Copper-plated gold writing 
automaton はフルート演奏機である。

近代（20世紀以降）
アーティストたちは既存の絵画や彫刻に飽き始め、
モーションデバイスに興味を持ち始める。彼らは今
までの研究内容にモーターやギアをとりあえずつけ
てみる謂わばエンジニア的な取り組みをしていた。

写真家たちによる連続的で動的な表現に影響を受け
た芸術家たちはイタリアで 1909 年に未来派と呼
ばれる前衛芸術運動を起こす。彼らは「動き」と「ス
ピード」を熱望した。

~19世紀
便利・効率

20世紀
アートとしての
テクノロジー
テクニック

21世紀
アートとしての
コンテクスト
展開方法

Ancient Egypt Doll Water clock

Pierre Jaquet Droz, the 
writer, 1768

Copper-plated gold 
writing automaton, 1770



Kinetic Art

まとめ
① キネティックアートは徐々に生活の娯楽からアー
トの分野になってきており、テクノロジーと強く結
びついている。
 
② バウハウスは造形デザインの教育においてキネ
ティックアートの重要な地位を築き、キネティック
アートはデザインの教育においてなくてはならない
表現方法となった。

③ キネティックアートのクリエイティブなアイデ
アの中にテクノロジーは存在し、テクノロジーは
新しい分野を開拓していくだろう。

④ キネティックアートはハイテクやダイナミック
な錯覚効果の開発によって進められ、インタラク
ションや鑑賞者の参加を含んでいくであろう。

Umberto Boccioni の unique forms of continuity　
in space という彫刻は風の中を歩く人を表現してい
る。彼は彫刻は運動の表現によって強調され、どんな
マテリアルも制限なく使用されるべきだと主張した。

Umberto Boccioni, unique forms 
of continuity in space, 1913

構造主義の代表格 Tatlin の monument to the 
third international という作品は、それまでの制作
とは反してシンプルなラインで構成することで空間
中の動きを強調している。

Tatlin, monument to the 
third international, 1920

Gabo Naum などが先駆者となり、自然科学の知識
とエンジニアリングを応用した作品が作られる。

Gabo Naum, Standing 
ware, 1920

Laszlo Moholy-Nagy, 
light space modulator, 
1923-30

ダダイズムの作品

Marcel Duchamp, rotary 
glass plates, 1920

Marcel Duchamp, 
Rotoreliefs, 1935

視覚錯覚効果を使った作品

Yaacov Agam, 
Remembrance and 
Growth, 1969

Jesus Rafael Soto, Cruz 
cobalto y limon, 1975

ダイナミックなフォームに電子技術を使ったアート

Gregory Barsamian, 
Juggler, 1997

Robert Rauschenberg, 
Mud-Muse, 1970

鑑賞者も制作の一部となるインタラクションアート

Wer-Ying Tsai, Double 
Di�raction, 1971

Real Dynamics を使った作品

Alexander Calder, 
Rouge Triomphant, 
1963

Yaacov Agam, 
Star of David, 
1983

Tinguely, homage 
to New York, 1960

Kinetic column 
Lumidyne 
system, 1961



技術開発と実験的な作品展示

「空間性」
空間の広がり感や開放感を現実の３次元空間の中で演出できるディスプレイシステムとコンテンツの開発
➡　フィジカルなものをメディウムとして空間に配置しディスプレイとする

レーザによる水滴ディスプレイ 可視光通信の光イ
ンタフェース

「実体性」
外部の環境の構成要素であるモノとして「実体性」の表現に特化した実体型ディスプレイの開発
➡　ディスプレイに表示するものに実体感を与える（3次元に見える、触覚フィードバックがあ
 るなど）

回転型の空間走査型ディスプレイ

「自己参加」
デジタルパブリックアートへの「自己参加」を支援するための大空間における集団のセンシング技術の研
究開発
➡　個々 /集団としての鑑賞者の存在と行動の認識、匿名 IDによってパーソナライズされた情報
 の提示

実体型匿名 ID

木漏れ日のディスプ
レイ

渦輪をスクリーンとするディス
プレイ

手動スクリーンを用いた断面投影ディスプレイ 形状提示型触覚ディスプレイの基礎技術の研究

trans-past café
サーモセンサで人物検知するシステムが過去の人物を映し出す

Sharelog

東京大学デジタルパブリックアートプロジェクト

                          

(2004-2009)



主な展示活動

「空気の港」展（2009）羽田空港
東京大学「デジタルパブリックアートを創出する」
プロジェクト主催で行われた展示会。空港の空気
を取り込んで浮遊する「空気の人」や自分のかば
んに指向性のある音や映像が投影される「かばん
の鳥」、同じく指向性のある音がエスカレーターで
聴こえる「Please Watch Your Step」など空港
の設備、空間の特徴を活かした作品が展示された。

Ars Electronica Campus 2008: Hybrid 
Ego - The University of Tokyo
メディアアートの祭典「アルスエレクトロニカ 
2008」の招聘をうけ東京大学におけるメディア芸
術研究の成果を発表。
structured creature というテンセグリティとい
う構造体で作られたインタラクティブな建築空間
に向けた小さなプロトタイプなどを展示した。

「木とデジタル - テクノロジーが生み出す” 新しい
自然” -」展
木漏れ日のディスプレイやまばたきの葉といった
自然をモチーフにしたメディアアート作品を展示
することで、スパイラルガーデン全体をひとつの
公園と見立てた。

新宿タカシマヤ・レストランズパークと六本木ヒ
ルズでの展示（2008）
Sharelog を公共空間に設置し、一般の方々のイ
ンタラクションを受ける機会を設けた。
六本木ヒルズで 2 日間と新宿タカシマヤ・レスト
ランズパークに 1 ヶ月強の展示を行った。六本木
ヒルズでは屋外に、新宿タカシマヤはデパートの
中に設置した。

展示結果
実験的な技術デモや公共空間での展示を通し、デジタルパブリックアートは人々のコミニュケーションを
活性化することが見えてきた。一方で、長期的な展示や屋外の環境に耐えうるシステムのロバスト性が求
められることも課題として出てきた。また、展示のスペースを公共空間に持ち出すだけでな日常生活の一
部を作品として取り入れることで新しい形のパブリックアートの可能性も広がったと言える。



SFC パブリックメディアアート

 
SFCPMA は SFC という環境で共に過ごしていな
がらも、普段同じサークルや研究室ですごいして
いない学生同士で「野蛮なタッグ」を構成し、異
なる文化・宗教・価値観の壁や摩擦を乗り越え共
同で作品を政策し、その過程と結果の両方を、あ
らゆるメディアを駆使して、なるべくたくさんの
人々に届けるためのものである。以下にはその規
定の案を記す。

(1)SFCの学生で「自分の研究プロジェクトを持っ
ている学生は、参加への応募ができる。自分自身
の研究プロジェクトが行き詰っており、新たな道
を求めている人、新たな出会いの中から、自身の
研究プロジェクトを” 自分でも想像できない方向”
に展開したい人の応募が好ましい。

(2) 実行委員会 ( 仮 ) は、締め切り前までに応募さ
れた学生の中から、意外性と異質性のある組み合
わせを最大限考慮し、２名を選出して「野蛮なタッ
グ」をを結成する。(GIGA 生 × 一般生、語学研
究室 × デザイン研究室、精神分析学 × 自動運転
など )。なお、メインアーティストは２名とするが、
自身の責任においてサポート学生を追加招集して
もかまわない。

(3)「野蛮なタッグ」は５日間という期間で企画か
ら制作までの全てを行い、苦悩や停滞、険悪を含む
その全過程をネット中継、映像録画すること。制作
費は全てクラウドファンディングにより賄う。

(4) その制作物は、SFCに一定期間展示を行うこと。
日没後が好ましく、SFC 生は帰宅前のバスに乗り
込む前に展示を観覧するパターンとなる。また、展
示物に対して『遠隔からの参加』も検討すること。

(5) ここでの制作物は終了後、社会・世界に可能な
限り拡散・展開すること。

過去に存在した似たような例として Esperanza 
Spalding に よる音楽アルバム「EXPOSURE」
(2017) があげられる。



これは
・作曲からリリースまで、そう時間は 77 時間 ( 様
子は全部ネット配信 )
・プレス枚数は 7777 枚 , クラウドファウンディ
ングで限定販売
・作曲中に、壁一面に歌詞を書き出し。最後にそ
れを 7777 枚に切り刻んで、1 枚ずつのプレスに
挿入。
で当時とても話題になった。

2008 年の ORF にもテーマとしてあげられていた
ように、このプロジェクトが目指しているものは
生徒同士のメインストリームの融合ではなくエク
ストリームな融合である。衝突した時共有部分だ
けをそだてるのではなく、それを埋めようとする
エネルギーが創造力に変わるとき何かが起こると
考えている。



パブリックアートの今までとこれから

「モニュメント」の時代
　(建築 )

1930～
( 第一世代 )

1975～
( 第二世代）

2020～
( 第三世代 )

「アンビエント」の時代
　(環境 )

「ハイブリッド」の時代
　(混血・混器 )

ex) ベンチ /噴水 /彫刻

ex) 音 / 映像 /空
　　( 風・霧・泡・紙・膜など )

共同体のシンボルとしてのアート

日常の中のアウェアネスの獲得 (気づき )

現代アート
(「意味」の芸術 )

メディアアート 
(「コンテンツ性」の挿入 )

SNS/ スマホ /
シェアリングエコノミー

ex) 音→指向性スピーカ
　　映像→プロ軸ションマッピング
　　空気→Arduino 等のマイコンボード

インターネットの上の「パブリック」と
実世界の「パブリック」のまだない
組み合わせによる「新パブリック」の創出

45年

45年

異文化が混ざり合う未来社会へ
向けてのタフネス (強さ ) と
フラジリティ (弱さの ) 獲得



1

2

3

4

5

6受付

・キャンパス内に分散展示し、点と点を繋げて「道」を作品として作る

・夜間のSFCを活用

・受付はクロークになっており、荷物預かりや機材 (靴、VR、
  スコップ、etc.) の貸し出しを行う。

・電源や雨の日の対応などが課題となっている。

 SFCにおける回遊型メディアアート


