
多摩美術大学
情報デザイン学科
 情報芸術コース
Information Art Course

Department of Information Design,
Tama Art University

M e d i a  A r t  T e x t  B o o k

メディア

 芸術
 テキストブック



01新世紀美術宣言
髙橋史郎

『東京ジプシー』 遠藤麻里 (2005年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術

コース卒業制作作品 写真 : 三橋純)　開くと1メートルを超える巨大な絵本。製本

された白い本の中に、原案・作画とも自らの手で、東京に住む同世代の愛の物語

が描かれている。この世界にただ一冊、ここにしかない世界、ここにしかない物語。
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　音声・言語・平面・空間・身体に

よる様々な表現芸術は、シャーマ

ンが演ずる共感体験から始まっ

て、アーティストによる個人所有

の作品、デザイナーによる複製量

産の製品を経て、現代においては

サーバーからネットに発信される

遍在的な情報へと様変わりし、表

現媒体の境界がシームレスに溶

解しはじめている。 絵画の額縁

や、美術館というフレームの中で

成立してきた芸術は、今、 全世界

を覆うサイバースペースの中で新

たな自由を獲得しつつある。 禁断

と未知のサイバースペースに踏

み込み、人間の知性を開放するメ

ディア芸術の展開は、芸術文化の

有り様に大きな変化をもたらし、 

美的感性の対象を拡大する。 

　人間は肉体の外界に、物質文明

を蓄積してきたが、その負の側面

が明らかとなるにつれて、地球環

境を脅かす存在となりつつある。 

物質文明による地球環境の破壊

が反省され、サイバースペースの

影響力にも批判的な検討が加えら

れている現在、人間の精神文化を

代表する芸術文化が再認識され

る時代にある。 学問や芸術などの

非物質な世界への探究が、物質界

をリードしなくては、都市文明も、た

だの自然破壊にしかすぎない。 芸

術は、現実世界と非現実世界をつ

なげ、アトムとビットのあいだにイ

ンタラクションを起こしながら、世

界を循環させる。 

　芸術創造のプロセスは、多様に

分化した人間活動の諸相を有機

的に統合し、知性・理性・感性と肉

体による表現を綜合する全人間的

な営みである。芸術は人間どうしが

豊かな関係性を復活させる役割

を負っている。芸術の豊かな表現

力が発揮され、見る側の感性に受

け入れられるならば、芸術作品の

メッセージは説得力を発揮して、

現実社会を突き動かすこととなる。

美的共感によってこそ、コミュニ

ケーションが成立し、共同体社会

が維持される。 

　メディア芸術の歴史は浅く、欧

米・近東・アジアともに、同じスター

トラインを切ったところである。メ

ディア芸術の国際交流は、民族の

言語や習慣、地域の垣根を越え

て、人と人の感性が触れあう豊か

なコミュニケーションを実現し、広

く世界と交信することが出来る。軍

事力や経済力などのハードパワー

ではなく、芸術文化のソフトパワー

によってこそ、憎悪の連鎖や貧困

の格差などの問題に対処できる。

社会が急激に変化していく中で、

豊かな共同体社会を維持していく

ために、メディア芸術はかつてなく

重要なものとなっている。 

　多摩美術大学は1935年の創立

以来70年間にわたり、美術とデザ

インの最先端で創作的研究を実践

し、量的に膨張してきたが、今日、質

への課題を突きつけられている。 多

摩美術大学が育ててきた豊潤な実

績を基として、多彩なメディアを自

在に駆使し、未来の想像力を実現

できる新しいタイプのアーティスト

が育っていくことが望まれる。
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02２１世紀のメディアと芸術
久保田晃弘・港千尋

　芸術の誕生以来、「表現媒体」

を意味するメディアと芸術は、常

に深いつながりを持ちながら、共

に進化してきた。15世紀の印刷技

術、19世紀の蓄音機、そして写真

や映画などの映像技術の出現は、

当時の芸術に大きな影響を与え

た。さらにコンピューターやネット

ワークといった20世紀のデジタ

ル・メディアは、インタラクションや

身体・知覚の拡張といった新たな

表現領域をつくりだした。

　デジタル・メディアの「デジタル」

とは「数」のことである。映像、音

響、テキストと、形式はさまざまで

も、それらの表現を、すべて数の集

まり(数字列)として表現するのが

デジタル・メディアである。言い換

えれば、あらゆる形式の表現は数

の集まりに還元されて、等価のもの

として扱われる。

　今日のデジタル・コンピュー

ターは、いわば数の塊だ。まずはそ

の量と速度に着目してみよう。「メ

ガ」は約100万、「ギガ」は約10

億、そして「テラ」は約1兆のことで

ある。掌に収まるポータブルなデ

ジタル機器ですら、ギガ単位の量

や速度を持っている。たとえば1ギ

ガ(10億)という量の数は、ざっと

1000冊の本、250曲分の音楽に

相当し、1ギガ(10億)分の1秒とい

う時間は、1秒間に地球の周りを7

回半回る光が、たった30cmしか

進むことのできない時間である。

そんなコンピューターが接続され

たインターネット上には、地球の総

人口を超える80億以上のウェブ

ページが存在し、世界のインター

ネット人口も7億人に逹した。

　めまいのするような話だが、私た

ちはいま、このような量と速度をそ

なえた技術を手にしている。もはや

コンピューターやネットワークは

単なる道具ではない。それは21世

紀の芸術のための、巨大で高速

で、そして最も身近な素材なのだ。

そんなメディアをつかって創作す

るとは、どういうことなのだろう。以

下の各章では、さまざまな表現の

可能性や、そのために必要な方法

論を、できるだけ広い分野を通して

紹介してみたい。

グーテンベルグ聖書 15世紀に印刷された世界最初の本格的な
活字本と言われているグーテンベルグ聖書。

左：キャラクターを使ったキーボード・アート 『Popular Mechanics』 10, 1948 より　http://blog.modernmechanix.
com/2006/03/13/ascii-art-1948/)　右：初期のコンピューター・グラフィックス 『ピクチャー・プロセッシング』  (Theodor 
H. Nelson 「Computer Lib/Dream Machines」1974 より　http://www.digibarn.com/collections/books/computer-lib/)
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1999年6月28日のインターネット地図 (http://research.lumeta.com/ches/map/)

『Google Earth』 (http://earth.google.com/) でみた地球（上）と多
摩美術大学（下）

初期のビデオマガジン『ラディカル・ソフトウェア』誌創刊号 (http://www.
radicalsoftware.org/)　
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03 ポスト情報時代の芸術
久保田晃弘

　情報の世紀は終わった。

　世界初の大型汎用デジタルコ

ンピューター「ENIAC」の誕生か

ら60年。 パーソナル・コンピュー

ターの誕生、インターネットの普

及、検索やショッピングサイトの台

頭と、20世紀の後半はまさに情報

の世紀であった。そして21世紀。

情報の世紀が終わると共にデジタ

ル革命も終焉を迎え、時代は多様

なメディアがハイブリッドに混在す

るポスト情報社会へと移行した。 

　情報の時代のキーワードは、

アトム(物質)からビット(情報)へ、

であった。しかし今や、コンピュー

ターにはさまざまなデバイスが接

続され、環境の中にコンピュー

ターは遍在している。21世紀の

ポスト情報時代の芸術は、ヴァー

チャルな情報世界や映像音響世

界と、フィジカルな物質社会や有

機的な身体生命の双方を複合的

に結びつけた、統合的な素材やメ

ディアを対象したものである。その

ためにも、クラフト、デバイス、プロ

グラミング、映像音響などに関す

るスキルと文化がヘテロに交錯し

た、新世代の研究制作環境が必

要不可欠となってくる。

　太古から、生命や身体の中に

はビットとアトムが混在していた。

DNAは生命の源であると同時に

デジタル情報メディアであり、脳は

意識や感情に駆動される高度な

情報処理装置であると同時にタン

パク質の塊でもある。身体抜きに

脳が存在し得ないように、アトム抜

きにビットは存在し得ない。そんな

生命、脳や身体を対象としたバイ

オアートは、ポスト情報時代の芸

術を導く重要な鍵を担っていると

いっても過言ではない。21世紀は

名実ともにバイオの世紀でもある。

Connection Machine CM-2　65536個のプロセッ

サーを持つ超並列コンピューター  (Thinking Machines 

Corporation, 1988)

原田大三郎CG作品（1993）
NHKスペシャル 『驚異の小宇宙 人体2 脳と心』より
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人間の第一染色体のDNA地図 (U.S. Department of Energy Human Genome Program, 
http://www.doegenomes.org)

テクノロジーによる身体の再構築を試みるアーティスト「ステラーク」
Marquard Smith他「Stelarc: The Monograph」Mit Press (2005)

『Genesis』Eduardo Kac 大腸菌のDNAに組み込まれた聖書のテキストが紫外線によって変容していく 。(http://www.
ekac.org/geninfo.html,1999)

『Visible Human Server』デジタル・データ化された人間の体を任意の断面で見ることが
できる 。 (http://visiblehuman.epfl.ch/)

『テレプレゼンスからバイオアートヘ』

Eduardo Kac『Telepresence & Bio Art: Networking 

Humans, Rabbits, & Robots 』 Univ of Michigan 

Press (2005)
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04 先端領域としてのアートとデザインの融合
佐々木成明

　アートとデザインの境界とはな

んだろう。この議論に長らく結論が

出ないのは、境界そのものが本来

無いからではないだろうか。アー

ティストもしくはクリエイターやデ

ザイナーという言葉は職種を指す

のか。それぞれの表現者や生み出

された作品に課せられた目的の

違いを言い表すのだろうか。

　我々の社会は物質から情報の

時代へと変容した。現代では古く

から信じられてきた価値と概念が

崩壊し、ボーダレスな社会が立ち

上がりつつある。もっとも優秀なデ

ザイナーとはアーティストであり、

先進的なアーティストとは社会的

な活動を視野にもつデザイナーと

して活動を行う。いまだ手つかず

の新たなる世界の美しさを伝え、

人と人、物と人を結びつける。身体

と心を、世界と人間をつなぐ活動。

それは最初からデザインとアート

という境界を意識したところから始

まるものではない。

　もともと日本において「美術」と

いう言葉が使われ始めた時代、音

楽や演劇など、より広義的な芸術

表現全域を言い表していた。科学

とテクノロジーが文明を支え、新

たな次元に我々を連れて行こうと

する現在において、美術とは再び

広義的な活動になるべきであろう。

　ルネッサンスの時代。レオナル

ド・ダ・ビンチは医学や工学にも精

通していた。広範囲に及ぶ知識と

好奇心を結びつけ、さまざまな芸

術表現と発明を行った。一方ミケ

ランジェロは絵画や彫刻にとどま

るだけでなく、ヴァチカンの警備兵

のコスチュームデザインや、建築、

都市計画までも手がけた。そして

政治家(フィレンツェ共和国の築

城長官)でもあったのだ。

　デジタル・ルネッサンス。我々の

時代に必要とされるのは、アートと

デザイン、そして科学や社会学など

の多領域までを融合させる創造力

をもった表現者ではないだろうか。

『最後の審判』ミケランジェロ・ブオナローティ ( バチカン宮殿内のシスティーナ礼拝堂に描かれた壁画。1541年完成 )

ローマ・ヴァチカン市国の警備隊 そのコスチュームはミケ
ランジェロのデザインと言われる。

7 



『SPACE MAESTRO』 井上恵介 (2003年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品　平成17年度文化庁メディア芸術祭インタラクティブ部門審査員推薦賞受賞　
写真：大森有起 )自作コントローラーにより、音と光を空間的に移動させる事によって生まれる音響空間パフォーマンス。

『coeur de jeune fille #2.0』 小林幸乃 (2005年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸

術コース卒業制作作品　写真:三橋純 )　環境にしこまれたセンサーにより 読んでいる本の

内容によって照明をコントロールするインスタレーション作品。

『ヴィトルヴィウス的人間』 レオナルド・ダ・ビンチ ( ヴェネツィア アカデミア美術館蔵 )紀元前

1世紀頃のローマの建築家ポッリオ・ヴィトルヴィウスは、著書「建築論」のなかで、腕を伸ば

した人間は円と正方形の両方に正しく内接すると主張した。ダ・ヴィンチはこれに感銘を受け「ヴィ

トルヴィウス的人間」を描いた。描かれている人物は40歳頃のダヴィンチ自身といわれる。
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　歴史のうえで人間がこれほど大

量の映像に囲まれて生きたことは

ない。写真が誕生して160年あま

り、映画の誕生から110年、いまや

ポケットのなかにテレビを入る時

代である。インターネットのおかげ

で地球そのものが24時間ひととき

も眠らない、映像の惑星になってし

まった。現代人はおそらく、中世の

人が一生のあいだに目にする画よ

りも、はるかに多くの画像を毎日眺

めているのではないだろうか。

　写真・映画・ビデオ、いずれもそ

れが発明された時代には、高度

な技術を必要とするものだった。

機材は高価だったし、それ以上に

技術の習得が難しかった。誰もが

ディズニー映画に憧れたけれど、

それを作ることがどれほど大変な

ことなのかは想像を超えていた。と

ころが今日私たちはマルチメディ

ア技術の発達によって、映像を見

るだけでなく作ることも比較的簡

単にできることを知っている。場合

によっては、たったひとりで絵を描

き、撮影し、編集し立派なアニメー

ションを作ることもできる。撮りた

めた写真に好きな音をつけて映

画にすることもできるし、ビデオの

記録をドキュメンタリーにすること

も可能だ。こうして映像の世界は、

爆発的に拡大し、日々ユニークな

作品が世界中で生まれている。

　必要なのは映像を通して何か

を伝えたいという気持ち、そしてふ

だんの生活では見落としている、

大切なことに気がつくための、観

察の力だろう。道具は身の回りに

ある。映像の世界は、夢と想像力を

もった新しい才能を待っている。

05 映像の世界
港千尋
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ビデオアートを代表する芸術家ナム・ジュン・パイ
クによる、寝転んで鑑賞する作品『ビデオ・フィッ
シュ』パイクは映像を、それを見る人の身体性を
含んだ空間芸術へと拡張した。（写真：港千尋）

ニューヨーク市マンハッタンのタイムズ・スクエア。取り囲む建築の壁面がほぼすべてスクリーンとなることにより、
歴史的な広場はひとつの映像空間と化している。(写真:港千尋)

粘土でつくられたモノが縦横無尽に動き回るクレイ・アニメーションの世界

に新時代を拓いたニック・パークス。大ヒット作『チキン・ラン』のセット。モ

ノ作りの面白さと創意工夫があふれている。(写真:港千尋)

映像の世界
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06 メディアアート
久保田晃弘

　私たちの身の回りには、光、音、

電磁波、映像音響、コンピュー

ターやインターネットといった

様々なメディアが溢れている。メ

ディアアートはそんな物質、情報、

空間、時間を横断する多様なメ

ディアを素材とした、新たな芸術

表現を総称したものである。今日

では特に、デジタル・テクノロジー

を中心に、バイオ・テクノロジーや

ナノ・テクノロジーといった新たな

科学技術を活用する芸術表現一

般を指すようになり、そのためファ

インアートの伝統が根付いてい

るヨーロッパでは、ニューメディア

アートと呼ばれることも多い。

　メディアアートの起源は、19世

紀前半の写真発明の時代にまで

遡ることが可能だが、より直接的

には20世紀半ばの、フルクサスや

EATといったアート&テクノロジー

運動からの影響が大きい。特にそ

こで生まれたインスタレーション

やパフォーマンスといった表現形

態は、そのまま今日のメディアアー

トにも深く受け継がれている。

　もうひとつのメディアアートの起

源は、ハイパーテキスト、 データ

ベース、ネットワークをめぐるノン

リニア（一方向に連なる時間軸を

もつ）な物語理論と、インターフェ

イス、インタラクション、イマージョ

ン(没入性)にかかわるアフォーダ

ンス
※

以降の知覚理論の発達であ

る。それらはいずれも、人間とは何

か、あるいは社会とは何か、という

問題へと回帰され、単なるテクノロ

ジー賛歌としてのデザインやエン

ターテイメント表現を超えて、芸術

が本来持っている批判性や批評

性を呼び起こしながら、これから

の時代にとって必要不可欠な営み

へと進化しつつある。

ウェブの表象を解体するブラウザー・アート (http://jodi.org)

※アフォーダンス：アフォーダンス(Affordance)「与える、提

供する」という意味の「アフォード(afford)」から、アメリカ

の生態心理学者ジェームス・ギブソンが1950年代後半に

作った造語。生物をとりまく環境の中にある物の持つ属性

(形、色、テクスチャーなど)が、その物自身をどう取り扱った

ら良いかについてのメッセージを知覚する者に対して発し

ている、とする考えである。アフォーダンスは、それまでの経

験と知覚と運動の関係から得られるある種の現象であり、

主体と客体を分ける二元論的な考え方を乗り越えるための
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1968年にロンドンで開催された最初の大規模なコン
ピューター /メディア・アートの展覧会『サイバネティック・

セレンディピティ』のポスターと会場風景 (http://www.

medienkunstnetz.de/exhibitions/serendipity/)

ハイパーテキスト映画 : デビッド・ブレア『WAXWEB』
(http://www.iath.virginia.edu/wax/) 

データベース映画 :レフ・マノビッチ『Soft Cinema』
(http://www.softcinema.net/)

『Sonic Acts XI - The Anthology of Computer Art』　
60年代に始まったコンピューターアートの歴史を辿るフェス
ティバル (2006.2.23-36, http://www.sonicacts.com/)

『runme.org』 ソフトウェア・アートのポータルサイト 
(http://runme.org)

『クリエイティヴ・コモンズ』 情報を共有することで創造的
な環境をつくりだす (http://creativecommons.org/)

『ロボット・アート』 ロボットの可能性をアーティスティック
に探求する (http://artbots.org/)
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07 芸術の多様化̶インスタレーション
モリワキヒロユキ

　今日の芸術は実に多様化し、芸術によって表現され

る領域は大きく拡大している。

　古くからの芸術では、画面のなかに外的な世界の瞬

間を封じ込め、永遠に伝えることが芸術の主な役割だ

と認識されていた。これまで芸術の世界で築きあげら

れてきた、そのような空間と時間の認識が、20世紀に

入ると大きく変容することになった。ルネッサンス時代

からの伝統的に受けつがれてきた「遠近法」による形

体の描写は、ピカソによって複数の視点からとらえられ

るものとなって「キュビズム」の実験が行われた。また

同時期にイタリアの未来派の画家たちによって、画面

のなかに時間を取りいれる試みがなされた。これらが

きっかけになって芸術は、われわれの概念を拡大する

思考のための道具となっていったのである。

　これまで芸術のための主な舞台は、額縁に囲まれた

絵画のなかの空間や、彫刻が鎮座する台座のうえだっ

た。現代ではさらに広い表現空間が意識されるように

なっている。そのように拡大した表現舞台を「インスタ

レーション」と呼ぶ。インスタレーションとは、場所や空

間全体を作品として体験させる芸術である。

　拡大しつづけるインスタレーションの概念は、とどま

るところを知らず、ついには建物のなかの空間を脱出し

て野外空間にも広がっていった。そのような作品は「ラ

ンド・アート(もしくはアース・ワーク)」と呼ばれ、非常に

規模の大きなものとなった。

　

　また、空間から環境へと作品が拡大しつづけると同

じに、われわれの思考の枠組みもどんどんと広がって

ゆく。空間の意識が拡大すると同時に、時間の概念も深

くとらえられるようになった。時間の概念を作品に取り

いれるということは、作品が固定化されないで「変化」

することを受けいれるようになるということである。未来

派が試みたのは「動いているように見える絵画」であっ

たが、ロシア構成主義のナウム・ガボは世界ではじめ

てモーターを用いて、実際に動く彫刻を制作した。動く

彫刻(キネティック・アート)は、空間表現に時間の要素

を加えることに成功した芸術である。

　現代の芸術では時間の概念を意識することで、作品

は固定化されるだけではなくなってきている。あらかじ

め決められた何かのイメージを写しとるのではなく、偶

然によって生まれたかたちをそのまま作品にしたり、制

作のプロセスや状況もふくめて見せるような、パフォー

マンス性の強い作品も登場している。このような作品で

は、その時だけしか体験できない一回きりのものにな

ることもある。

『死にいたる階段』村上陽子 (2004年度多

摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース

作品 写真:作者提供)　「死」をテーマとした

静謐な空間を表現するために、建物の階段ス

ペースをすべて真っ白にして、所々に詩の断

片をちりばめた。鑑賞者は階段を上りながら

それらを読み進める。最終的に屋上にいたる

間に、作者が体験してきた祖父の死の経過を

たどることになる。このように、ある特定の

場所でしか成立しない特別な空間構成の作品

のことをサイトスペシフィックなインスタレー

ションという。
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キネティック・アート 『WAVE-1010』田中真聡 ( 多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース非常勤講師 )　この作品では絶妙なバランスによって構成される金属のオブジェが、非常にゆっ
たりとした動きを見せる。機械部品を思わせるパーツが見せる穏やかでスムーズな動きは、機械でありながらも生物的な印象を感じさせる。

インスタレーション『木もれ陽プロジェクト』木村崇人

木もれ陽は、葉と葉が重なってできる小さなすき間に光が差しこんで生まれる

もの。光源の形を変えることで、星の形をした木もれ陽ができる。

ライト・アート『ミラボン』宮本和奈 (2005年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作
作品　写真:三橋純 )ミラーボールを直接手で操作できるようにして、光の乱反射を空間に映し出す作品。
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08 メディアによる空間と時間の物語創造
モリワキヒロユキ

　メディア・テクノロジーの進展にともなって、時間と空

間はさらに新しい解釈を与えられるようになった。キネ

ティック・アートは、ギリシャの彫刻に見られるような永

遠のかたちを否定して、刻 と々変化する様子そのもの

を表した。絵画における色彩表現では、絵の具という

物質の反射光を問題にしていたのに対して、光そのも

のを表現する「ライト・アート」では、一気にわれわれを

異次元へ導いてくれるような可能性が秘められている

ことに気づき、新しい芸術の到来を感じさせた。そのよ

うな革命的な芸術を実現させた動きの表現、光の表現

を支えたのは、テクノロジーの進歩にほかならない。

　メディアが発達することによって写真、映画、テレビ

などさまざまなコンテンツが生まれるようになった。そ

れではインスタレーションのような空間をあつかう体

験型芸術においては、メディアはどのようにあつかわれ

るのだろう。

　作品空間のなかでメディアがとりあげられるとすれ

ば、映像、音響、光、運動などがミックスされる総合的

な芸術表現がくりひろげられるだろう。そこではコン

ピューターが実現するヴァーチャル空間と、われわれ

のリアルな空間をつなぐ新しい感覚が実現される。

　空間のなかに入りこんで、その場所そのものを体験

するインスタレーションでは、かつてのように芸術という

ものが、作り手から受け手への一方通行ではなくなって

きている。そして作品に関わる「人間」が大きくクローズ

アップされてくる。歩き回ることのできるリアルな空間が、

メディアの行き交う空間として再認識されるのだ。作品

と観客が相互に動きかけ、反応する「インタラクティヴ・

アート」は、空間と人間の状況の変化をダイナミックにと

らえて、リアルタイムに処理をすることのできるメディア・

テクノロジーの特長を生かした芸術表現である。

インタラクティヴ・アート『レイヨ=グラフィー』モリワキヒロユキ（写真：作者提供）

鑑賞者の影に反応して、影の部分が光るインタラクティヴな作品。リアルタイムに変化する影

の像をあつかう点は昔からある「影絵遊び」を現代風にアレンジしたものであるといえる。

単純な原理であるが、鑑賞者の興味によって遊び方を限定しないため、創造的な拡がりを感

じさせる作品。

『Loop Scape』クワクボリョウタ(多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース非常勤講師) 

LEDドットディスプレイを用いたシューティング・ゲーム風の作品。円環状に表示されるディス

プレイのキャラクターをプレーヤー自身が歩き回りながら操作する。移動しなければゲーム世

界を把握できない点が、身体を用いたゲームの提案となっている。自分の発射した弾が回って

きて、自分自身に当たってしまうこともある。対戦型のゲームであるが、敵と味方が明確に区

別できなくなることが、この作品の特徴となっている。

インタラクティヴ・パフォーマンス『人弦プ

ロジェクト』松村志野 (2004年度多摩美術
大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業

制作作品 写真：作者提供) 人弦 (にんげん)

とは、身体に取りつけられたロープを操って、

人の動きを音に換えるデバイス。空間に張

りめぐらされた弦を使って奏でられる音響

システムを使用したパフォーマンス作品。
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インタラクティヴ・オブジェ『ManGlobe』力石咲 (2003年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品　平成15年度文化庁メディア芸術祭アート部門インスタレーション審
査員推薦賞、第9回学生CGコンテスト インタラクティブ部門最優秀賞、たけしの誰でもピカソアートバトル2004審査員特別賞　写真：大森有起 ) 観客が作品の前に立つと、毛糸の編み物で型

どられた世界地図にあるまぶたが、ぱちくりぱちくりとなまめかしく動く。まぶたの奥には樹脂製の目玉が輝いている。とぼけた面白さが伝わってくるインタラクティヴな作品。
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　私たちの身体は、眼、耳、鼻、舌、皮膚などの器官を

通じて、さまざまな情報を得ています。それらは感覚、

知覚、認知の過程を経て、私たちの脳で情報処理され

ます。感覚とは、眼や耳といった器官外からの刺激を

受けたとき、その刺激に直接関わる体験であり、知覚

とは、器官に入った刺激情報が感覚過程を経て、その

形や色、音色がわかる体験です。そして、認知の段階で

は、知覚された対象の意味や対象間の関係を理解し、

概念、記憶、推論、想像を構成していきます。以下の作

品は、視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚、第6の知覚と言わ

れている身体のバランスをとる重力覚などの知覚情

報をインターフェイスとして、それらをリアルタイムに空

間に投影していく表現で、私たちの身体と空間の対話

を作り出します。このような観客参加型のインスタレー

ションは、インタラクティヴ・アートと呼ばれています。

 ここで紹介するプロジェクトは、視覚、聴覚、触覚、重

力覚などの情報を得るために、それぞれのインター

フェイス・デバイスを個別に研究、制作しながら進め

ています。身体機能を拡張する作品を制作するために

独自のインターフェイスとコンピューター・プログラミ

ングによって、ビジュアルとサウンドを生成します。この

ようなコンピューターを媒介とした観客参加型のイン

タラクティヴな表現は「メディア・アート」とも総称され、

90年代から様々な場所で展示されるようになりまし

た。形態としての作品そのものよりも、身体と空間の「間

（ミディアム）」に存在する情報交換のプロセスを表現

しています。そして、これらの作品は、常に動き続ける私

たちの身体情報と同じく、1秒1秒違った動きを継続し

ていきます。空間表現自体は、インタラクティヴかどう

かに関わらず、インスタレーションと呼ばれ、美術館や

様々な公共空間全体を使った展示が1980年代から

数多く行われるようになりました。

『Information Weapons』 三上晴子 1990年 スーパー・クリーンルームを会場とした
インスタレーション

09 知覚と表現̶インタラクティヴアート
三上晴子
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 ■視覚の表現

 　『モレキュラー・インフォマティクス:視線のモル

フォロジー』は、1996年のプレミア公開から2002年

まで、ヴージョン・アップをしながら世界各地で発表し

ているプロジェクトです。この作品は、視線によって3次

元空間に形態を生成していくインタラクティヴ・インス

タレーションで、「視ることそのものを視る」、「無意識と

意識の連鎖」という2つのコンセプトから、空間と視線

のダイアローグ環境を作り出しています。アイ・トラッキ

ングという視線入力のテクノロジーとコンピューター・

プログラムにより、観客の視線が生成した形態の軌跡

がリアルタイムに空間に投影されていきます。このイン

スタレーションでは、体験者の視線の位置変化に連

動した角度に振れながら動くプロジェクションによっ

て、空間全体が「観客の視線情報」で構成されていきま

す。視線というものはいつも容赦なく動き回っていて、意

識的にコントロールできるように思えますが、実は無意

識の作用が働きかけている場合が多く、視線の動きに

は個々の観客の心理状態が反映されています。ここで

使った視線入力デバイスは観客の目の大きさや瞳孔

の違いなどを考慮して、初めにキャリブレーションとい

う個々の視点を合わせることにより視線コントロール

が自由になります。視点をおいた場所に形態が自動生

成され、それらが軌跡となっていきます。視線の動きは

3次元空間上の移動にあわせてリアルタイムにXYZ軸

に数値化され、体験者の視点が画面にとどまるときは

前に進みます。

『モレキュラー・インフォマティクス
 視線のモルフォロジー ヴァージョン 2.0』 三上晴子

1996年秋、オランダ、ロッ
テルダムのDEAF96で発
表。2人用に設計され、2
人の体験者の視線間に起
こるテリトリーとコミュニ
ケーションの問題を表現。
2つの視線による軌跡が接
近、離れていく中で別の形
態も生成される。

『モレキュラー・インフォマティクス　視線のモルフォロジー ヴァージョン 3.0』 三上晴子

視線入力によって描かれた個々の軌跡データ。人によって
様々な形態が生み出されている。

1998年にフランスの2つの
メディア・アート・フェスティバ
ルに発表、3次元サウンドの位
置認識を取り入れた。相手の
視線の動きが上下左右の方向
から聞こえてくる。

『モレキュラー・インフォマティクス
 視線のモルフォロジー 観客の視線の軌跡』 三上晴子
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＜PHOTO by ＞
Naoya Hatakeyama (Information Weapons)
Mikio Kurokawa, ARTLAB (Molecular Informatics Ver1.0)
V2 (Molecular Informatics Ver2.0)
Miwa Koizumi (Molecular Informatics Ver3.0)
Takashi Otaka, ICC (World Membrane)
Kenichi Hagihara,YCAM (gravicells)
Hiroki Obara (gravicalls)

三上晴子『World, Membrane and the Dismembered 
Body』 バージョン・アップされた作品は 1998年オランダ 
"The Art of the Accident" DEAF98、2000年、フランス、
ナント美術館 "Vision Machine" で展示された。

いう特別な部屋で3次元音響装

置を使い、空間にそれらの身体音

が回ったり、耳に近づいたり、遠ざ

かったり、その時々の音の波形の

状態で音場が変化していきます。

『World, Membrane and the 

Dismembered Body:存在、皮

膜、分断された身体』は、聴覚と身

体の音の関係を表現したインタラ

クティヴな音響インスタレーショ

ンです。「NTT インターコミュニ

ケーション・センター(ICC)」では、

情報芸術コースの客員教授の四

方幸子氏、同非常勤講師の畠中

実氏がキュレーターとして多くの

展覧会を手がけています。

 ■聴覚の表現

　『World, Membrane and the 

Dismembered Body:存在、皮

膜、分断された身体』は、1997年

に、NTT東日本のメディア・アー

ト専門のミュージアム、「NTT イ

ンターコミュニケーション・セン

ター(ICC)」がオープンした時の

常設作品です。聴覚をテーマに、

観客の心臓や肺などの身体から

発生する体内音と、インターフェ

イスから取り込まれてコンピュー

ターでプログラムされたスピー

カーから流れる増幅された体内

音の2重の状態が空間に存在し

ます。音の反響がない「無響室」と
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 ■重力覚の表現

　『gravicells:グラヴィセルズ』

は、2004年に「山口情報芸術セ

ンター(YCAM)」でのプレミア公

開後、ロッテルダム『DEAF04』、

2005年には、ベルリンの『トラ

ンス・メディアーレ05』、トリノの

『シェアー・フェスティバル』、フ

ランスの『メディア・アート・フェス

ティバル05』、リンツの『アルス・エ

レクトロニカ05』など、ヨーロッパ

を巡回し、東京のNTT インターコ

ミュニケーション・センター（ICC）

「アート&テクノロジーの過去と

未来」展でも展示されました。 

　重力覚は第6の知覚と呼ばれ

ていて、私たちの身体は内耳にあ

る三半規管で重力を捉らえていま

す。車に乗ってほんの少しこの知

覚を揺すぶられただけで酔ってし

まう程、重力と身体の関係性は深

いものです。知覚を補助し身体機

能を補完するものとして、目には眼

鏡、耳には補聴器が装着されるよ

うに、人工内耳は使用することで重

力の知覚を補います。人工内耳を

使用することで長年の重力の歪み

で知覚が衰えていた老人が転ばな

くなるという実験結果もあります。

　『グラヴィセルズ』は、6m×6m

のアンバランスな床の上に立っ

て歩くという行為だけで、作品に

参加することができます。床には0

から1000までの値を計測できる

225枚の水圧センサーが埋め込

まれていて、観客の体重、体の傾

き、歩くスピードなどをコンピュー

ターに取り込んで計算しています。

参加している体験者全員の動きと

変化が、センサーを通じて音・光

(LED)・画像の動きを生成し、空間

全体が大きく変容していく体験型

のインタラクティヴ・インスタレー

ションです。また他の観客との関

係性や惑星軌道上のGPS衛星の

位置、感度、速度も作品に反映さ

れていきます。これら全ての力が引

き合って造り出された空間は、観

客のインタラクション(関与)により

歪んでいきます。時間が経過する

と、GPS衛星の軌跡が円を描きな

がら空間に残り、空中のLEDによ

り実際に3次元計算による歪みが

リアルタイムにスリットの窓のよう

に見えてきます。この作品では、観

客自らが観測点となり空間や世界

の一部となって関わることになりま

す。私たちの知覚領域が拡張され

たものとして、インスタレーション

の場も引き合う重力によって、常に

運動している場であることを表現し

ています。

三上晴子・市川創太コラボレーション作品「gravicells/ グラヴィセルズ」
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10 情報から記憶へ
港千尋

　私たちが普段なにげなく使って

いる情報という言葉。世界経済の

情報から個人情報まで、さまざまな

種類があるが、それらには共通す

る点がある。まず情報は常に何か

についての情報であるということ。

二番目に情報はたいてい記録さ

れているということ。三番目にコン

ピューターが社会のすみずみに浸

透した今日、それらの記録は複製

が可能ということだ。情報は記録さ

れ、複製される。画像や音声そして

文章も、コンピューターによって記

録され複製され、保存されている。

　それらの記録にくらべると、記

憶はいい加減だ。人間はときに間

違って覚えたり、せっかく覚えたこ

とを思い出せなかったり、完全に

忘れてしまったりする。CDやDVD

と違って、脳はその時々の身体の

状態にも影響を受けるし、感覚や

感情とも密接に関係している。嬉し

かったり悲しかった出来事は、た

いてい強く記憶されている。何年も

会わずに忘れていた友人が、とつ

ぜん夢にでてくることもある。記憶

されていることは確かに過去のこ

とだが、それが常に現在形で現れ

るところに記憶の不思議さがある。

パリ国立印刷所に保管される初期の金属活字　グーテンベルグによる活版印刷の発明は文字情報の大量複製を可能にし、近代社会の基礎を築くことになった。(写真:港千尋)

　脳のなかに蓄えられた情報は、

想像力の助けをかりて、さまざまな

イメージとなっている。記憶とは姿

を変えながら生きる、このイメージ

のことなのだろう。このイメージこそ

が、芸術的な創造の核心をなして

いる。記憶はモノを正確に思い出

すためだけにあるのではない。過

去と対話しながら、現在を見つめ、

生み出された新たなかたちを未来

へ手渡すための、創造の力なのだ。
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もし写真という発明がなければ、科学も社会も

芸術も、今とはずいぶん違うものになっていただ

ろう。それは私たちの記憶のあり方にも深い影響

を及ぼしている。(写真:港千尋)

グラフィティ　表現の場所は、いまや美術館やギャラリーを抜け出てインターネット空間にも都市空間にも見つけることができる。グラフフィティは、国境を超えたアートムーブメントとなり現代都市
の記憶の風景をなしている。(写真:港千尋)
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11映像表現̶世界を描く、世界を創る
佐々木成明

　言語では記述されない物を描き伝える。私たちの祖先が洞窟に壁画を

描いた太古の昔から人間の伝えようとする想いに突き動かされて美術は今

日に至る。描き出された世界とは目の前に拡がる自然だけでなく、神々の

物語や自分自身の内部に想い浮かんだ精神世界までさまざまだ。

　機械の眼で捉える写真術、動きを記述する映画(映像)は、それまでの絵

画に演劇や音響の要素を加え、人間の手の業では描ききれなかった世界

を提示する。映像メディアは新しい世界を作り出し、我々の言葉では表現し

きれなかったメッセージを伝える。

　約150年前に発明された写真と、その後の映画の誕生以来、我々の視

覚世界は映像メディアによって拡げられた。そしていまコンピューターを使

用することで映像の表現は新たな領域へと拡がっている。CGによる現実に

はない世界の創造、ビデオ・ゲームに代表される操作可能な映像コンテン

ツ(作品)。従来の造形表現やデザインの発想では思いもつかなかった新

たな美術の可能性が映像表現には潜んでいる。今日多くのアーティストや

デザイナーが映像メディアを使用した新しい表現に取り組んでいる。

　映像メディアとは単にテレビのような一方向に映しだされるだけではな

く、コミュニケーションの道具でもある。映像は世界を描き伝えるだけでな

く、人間同士の豊かな関係性や社会を創り出している。遠く離れたところに

いる友人にメールで写真を送り、自分が観たものや体験したことを共有す

ることも映像メディアが可能としている。もっと伝えたい、もっと分かり合いた

い気持ちが人間にある限り、映像メディアはこれからも進化を続けていく。

洞窟絵画　フランス南部アルデシュ渓谷のシュペ洞窟に描

かれていた洞窟絵画。古いものでは約3千年前のものが

ある。(写真:港千尋)

映画の発明者リュミエール兄弟　パリのグラン・カフェ地

階のサロン・ナンディアンで、1985年12月28日に史上

初の映画を有料で公開した。

ダゲレオタイプ　ダゲール撮影 (1837年) 世界最初の実用

的写真。ダゲレオタイプはダゲールにより発明され、1839

年8月19日にフランス学士院で発表された。(L’Atelier 

de l'artiste : un daguerréotype de 1837, réalisé par 

l’inventeur de ce procédé photographique, Louis 

Jacques Mandé Daguerre )

「月世界旅行」(1902年)　ジョルジュ・メリエスによって脚本・監督されたモノクロ・サイレント映画。当時の映画としては複

数のシーンがあり、物語があるという、非常に画期的なものであった。世界初の SF映画とされ、映画史を語る上で必ず登場

する作品。
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web サイト「YouTube」 (http://www.youtube.com/)

米国カリフォルニアのユーチューブ社が運営する動画ポー

タルサイト。ユーザーがアップロードした膨大な数の動画

が公開されている。

ナム・ジュン・パイク『Pre-Bell-Man』ドイツ・フランクフルトのコミュニケーション美術館 (This image is licensed 

under Creative Commons. Paik Nam-June: Statue in front of the Museum fur Kommunikation, Frankfurt am Main, 

Germany.)

左：パパ・タラフマラ『青い頭の雄牛』  演出：小池博史 (多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース非常勤講師 )   映像:佐々木成明 (写真:小熊栄 )

中：パパ・タラフマラ『未来の空隙は響き』演出:小池博史   映像:佐々木成明   LEDスクリーン:モリワキヒロユキ (写真:小熊栄 )

右：パパ・タラフマラ『WD-What have we Done?』演出：小池博史  映像:佐々木成明 (写真:小熊栄 )
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12 CGI̶コンピューターが描く世界
原田大三郎

『ロケット』中江昌彰 (2005年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品 )

原田大三郎CG作品 (1996): 映画『Swallowtail Butterfly』( 原作・監督 /岩井俊二 )より

　今、私たちの生活は、コンピュー

ターテクノロジーを抜きに語るこ

とは出来ません。インターネット、

携帯電話などあらゆる状況の中で

コンピューターは私たちと密接に

関わっています。そして、その状況

は芸術表現の中においても同じこ

とが言えます。絵の具や絵筆の代

わりに、キーボードやマウスを操

作してコンピューターに向かい、

作品を創るアーティスト達が沢山

います。そして、それらの活動の中

で、最近のある大きな波は、「デジタ

ル」というキーワードのもとに繰り

広げられる、グラフィックと映像の

表現です。

　特に映像の世界では、デジタル

のビデオカメラや映像編集&合

成に特化したコンピューター、また

“無”から画像を作り出すことが

出来るCGの技術、これらの登場

によって、10年前とは全く異なっ

た新しい映像表現の世界が生ま

れました。それは「デジタル」という

マトリックス状のフィルターに現

実世界(アナログ)を流し込み、世

界を“ドット化”する……あたかも
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『未来都市計画図』柿沼周史 (2004年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品　第10回学生CGコン

テスト静止画部門佳作 )

『ほんとうはひとつの話』堅木ゆり子 (2004年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品 )

『GREEN OASIS』小山内久美子 (2004年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品 )

すべての外部情報を“脳”で処理

し、現実を認識している私たち人

間……その行為と同じようなプロ

セスが、このデジタル化の作業で

は行なわれています。私たちが今

見ている一般のテレビ放送では、

349920個、ハイビジョン放送で

は2073600個というドットが存在

しています。アーティストはドット化

された世界を独自のコンセプトと

テクニックで操作し、新しい世界を

再構築していきます。

　アーティストによって表現された

ドットの海のうねりからは、ある時

は美しい自然が、ある時は最新の

VFX技術によって作られた映画

が、またある時は良質なドキュメン

タリー作品が眼前に広がるのです。

　CGI(Computer Generated 

Image)、コンピューターが作り出

すこのデジタルな新しい映像表現

のフィールドは、まだ成長段階で

す。実は前述したドット数では足り

ません。このドット数ではアナログ

な現実を再現出来ないのです。お

そらく皆さんが大学で学び、卒業

し社会で働くようになるころには、

現在高画質と呼ばれているハイビ

ジョンを越える、映像フォーマット

が出現することになるでしょう。そ

れらの映像は、最先端のフラット

ディスプレイによって現行のハイ

ビジョンを越える密度と鮮やかさ

で映し出されているはずです。それ

は人類が初めて眼にする、巨大な

発光する映像です。そこでは新し

い感覚と新しいコンセプトが必要

になるでしょう。
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13 フューチャーシネマ̶情報としての物語
佐々木成明

　映画は何かしらのメッセージや

世界を表象する。そして映画は見

る者を他の場所、他の時間への移

動を可能とする。映画とは我々人

間の視覚と聴覚を委ねることで、

別の感覚を立ちあげてくれる装置

(マシーン)と捉えられる。現代では

かたちのない情報が物質と同じく

社会を形成する重要な要素となっ

ている。映画は誕生以来、活字メ

ディアや絵画などの静止画ではま

とめきれない観念的な情報を見る

者の精神や思考へと直接伝えてき

た。映画における物語とは、情報の

入れ物のように、複雑に絡み合っ

た事柄や人間の思いを他者に伝

える。我々は映画の中に描かれた

『tokyo landscape』佐々木成明　モーション・コラージュにより都市における交通環境を複合的に重ね合わせた映像作品。ハイビジョンの高画質な図像がこまかなディテールまで描写する。鑑

賞者は動く騙し絵的な別次元の世界を体験する。

『オドルデクおどらでく』松尾明子 (2004

年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸

術コース卒業制作作品 ) 映像に登場するの

は作者の祖父。タイトルの「オドルデク」

("Odradek")はカフカの短編小説『父の気が

かり』からの引用されている。20分の映像

をスチール写真と共に展示した映像インスタ

レーション作品。

人間に自分を重ねあわせることで、

まったく他者の感覚や経験を理解

し、楽しむ。

　そして現在では映画はフィルム

への単なる記録と再生の媒体か

ら、デジタル技術によりインタラク

ティヴ (操作性)や仮想性をもつ

プログラムの存在として多様なも

のとなっている。ネットを介したビ

デオ・ゲーム、あるいはヴァーチャ

ルな映像装置の体験さえも広義的

に映画いう総称に含めて考えられ

る。映画は、反応する映像、生きて

いるシステムとしての映像 「̶生在

的映画」へと進化しつつあるのだ。
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『Web of Life』ジェフリー・ショー（写真提供：ICC)　作品に設置されたスキャナーにより鑑賞者の手相がスキャンされ、その情報がシステムに送られることで ,映像と音響が変化していく。ネッ

トワーク型の作品に鑑賞者自らが参加して ,多様なテーマから成る視聴覚の相互関係のめくるめく世界を生成する。

『THE SPACE BETWEEN ～空間の間』ミッシェル・ローバー (写真:佐々木成明 ) 小さなシャーレの中で人の動きを集合体として描いた映像作品。顕微鏡で覗いた微生物のように人間の群れが

ガラスシャーレの中に見て取れる映像インスタレーション作品。

『IAMTVTUNERINTERFACE』渡邉朋也 (2005年度多摩美術

大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品　第11回

学生ＣＧコンテスト インタラクティブ部門佳作　写真:小原大貴)

　現在放映されている全てのテレビ番組が 3次元のオブジェク

トのテクスチャーとなって巨大スクリーンに映し出される。ネッ

トの視聴率と観客のリモコン操作に対応しながら、画像がグラ

フのように上下に移動して次々とそのイメージは変容していく。

ありそうでないこのテレビ・アートの前には、我々の否応無しの

日常が現れてくる。
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14 音響表現̶サウンド・アートの拡がり
久保田晃弘

　イタリア未来派の画家ルイジ・ルッソロは、1913年

に「雑音芸術宣言」を発表した。1952年にアメリカの

作曲家ジョン・ケージは、ロバート・ラウシェンバーグの

『ホワイト・ペインティング』に触発されて、『4分33秒』

という無音の曲を初演した。20世紀の音響表現は、こ

の騒音(ノイズ)と無音(サイレンス)の狭間から、視覚表

現を主とする美術とも密接に関連しながら、広くサウン

ド・アートの呼称で多様な展開を繰り広げた。

　動きによって音を発生するキネティック・アートの一

種としての音響彫刻や、発振器や変調器などのテクノ

ロジーを用いた電子音楽、そして音と映像をシンクロ

させたオーディオビジュアル・アートなど、美術と音楽

の境界を乗り越えようとするサウンド・アートは、インス

タレーションやパフォーマンスを含むさまざまなジャ

ンルを横断する、クロス・カルチュラルな表現のひとつ

の象徴ともなった。同時に、80年代半ば以降のCDの

普及とDJによるアナログ・レコードの復活、90年代に

おける音楽のネットワーク配信と著作権問題の顕在化

など、音をめぐるテクノロジーは、そこから派生するさま

ざまな社会問題とも深くかかわってきた。

　90年代後半以降のコンピューターの急速な小型化

と高性能化は、ラップトップ・パフォーマンスという新た

なオーディオビジュアル・パフォーマンスのスタイルを

可能にした。インターネットを活用したネット・パフォー

マンスや、多様なインターフェイス・デバイスを駆使し

た自作楽器、既存の玩具や回路を改造するサーキッ

ト・ベンディングやハードウェア・ハッキング、リアルタイ

ムにプログラミングを行いながらパフォーマンスを行

うライブ・コーディングなど、今日のサウンド・アートは

クロス・カルチュラルな拡がりのみならず、新たなテク

ノロジーを活用したアート表現の実験場さながらの活

況を呈している。

ルイジ・ルッソロの雑音調整機『イントナルモーリ』

1970年大阪万国博覧会におけるシュトックハウゼンの空

間音響パフォーマンス(http://www.stockhausen.org/)

さまざまなサウンド・オブジェを空間的に配置することで人工の熱帯雨林音響をつくりだす。

(The Idea of David Tudor's Rainforest. Ron Kuivila, et al., ICMC 2000 Berlin, http://www.audiosynth.com/icmc2k/)
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ジョン・ケージによる無音の曲『4分33秒』の初演プログラ

ム（1952年8月29日,ニューヨーク州ウッドストック・マー

ヴェリック・ホール）

電子玩具を創造的に改良するサーキット・ベンディングに

よるパフォーマンス (e)-bombers  左より小島準矢・森浩

一郎・緒方昂児・山口崇洋・稲福孝信 @町田市立国際版画

美術館  (2005年） 

『マテリアルAV̶共鳴するインターフェース』  久保田晃弘 (NTTインターコミュニケーションセンター 2003 http://www.ntticc.or.jp/Archive/2003/Sounding_Spaces/ 　写真：大高隆）

共通のデジタルデータから音響と映像を同時生成することでデジタル表現の本性を表わにする。

『con』 谷口暁彦　（2005年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品　写真：三橋純)
透明な液晶ディスプレイに映し出される概念上の3次元空間とその奥にある実際の3次元空間を結びつけるインターフェイス。
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情報芸術コースの学生作品の受賞展示一覧は以下のURLでご覧ください。
http://www.idd.tamabi.ac.jp/award.html

メディア芸術の場̶代表的な美術館など
三上晴子

日本のメディア・アートでは、キャノン(株)が1990年代

に毎年開催していたアートラボによる展覧会や、「NTT

インターコミュニケーション・センター(ICC)」、そして

文化庁が毎年行っている「文化庁メディア芸術祭」があ

ります。文化庁メディア芸術祭で定義されている「メディ

ア芸術」とは、インタラクティヴ・アート、デジタルサウン

ド・アート、デジタル加工による静止画、デジタル加工に

よるアニメーション、インターネットを使ったネットアー

トからなるアート部門と、CMや映画、商業アニメーショ

ン、ゲーム、漫画などのエンターテイメント部門があ

り、幅広い意味で「メディア芸術」を定義しています。

　情報デザイン学科情報芸術コースの非常勤講師、

クワクボリョウタさんは、文化庁メディア芸術祭アート

部門の最優秀賞を受賞、また大学院 2年の平川紀道

くんも4年次の卒業制作『GLOBAL BEARING』で

アート部門の優秀賞を受賞しました。また、NTT イ

ンターコミュニケーション・センター (ICC) では、同

じく大学院 2年の大畑彩さんの卒業制作『internal 

sense』が最年少で展示されました。前橋アート・

コンペでは、大学院 2年の飯沢未央さんの作品

『external heart』がグランプリを受賞するなど、国

内のメディア芸術フェスティバルで、情報デザイン学

科情報芸術コースの学生達も活躍しています。

キヤノン・アートラボ  文化庁メディア芸術祭

『DriftNet』平川紀道 (2005年度多摩美術大学院情報デザイン領域 情報芸術コース作品　平成17年度文化庁メディア芸術祭インタラ

クティブ部門審査員推薦作品　第11回学生CGコンテスト インタラクティブ部門優秀賞受賞 )

『external heart』 飯沢未央 (2005年度多摩美術大学院情報デザイン領域 情報芸術コース作品

前橋アートコンペ・ライブグランプリ受賞 )

『internal sense』大畑彩 (2004年度多摩美術大学

情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品 ) 
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　世界のメディア・アートでは、オーストリアのリンツで

毎年開催されている「アルス・エレクトロニカ」が大き

な動きです。新しいセンターの増築と、アート&メディア

のアーカイブの建築物がコンペティションされていて、

さらに大きなセンターになっていくでしょう。現在は8つ

のセクションにわけて展示、イベントを行っています。

8つのセクションとは、コンピューター・アニメーション

&ヴィジュアル・エフェクト、デジタル・ミュージック、ネッ

ト・ヴィジョン、デジタル・コミュニティ、インタラクティ

ヴ・アート、U19フリースタイル・コンピューティング

(19歳以下のコンピューターを使った作品)、ザ・ネク

スト・アイデア(アート&テクノロジー基金)の他に、数多

くのシンポジウムやワークショップ、レクチャーです。

　他には、オランダのロッテルダムで2年に一度開催

されている「DEAF／ダッチ・エレクトロニック・アー

ト・フェスティバル」、ドイツのベルリンで毎年開催され

ている「トランス・メディアーレ」、フランスの「メディア・

アート&シアター・フェスティバル」、スペインのバルセ

ロナ「ソナー」、メディア・アート専門の機関であるカー

ルスルエのZKMで行われている展覧会など、ヨーロッ

パでは「インタラクティヴ・アート」を展示するオーガニ

ゼーションが数多くあります。これらの新しい分野は、

日本、海外を問わず、今後さらに必要不可欠な芸術表

現になっていくでしょう。

『GLOBAL BEARING』平川紀道 (2004年度多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品　第8回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞受賞、第10回学生CGコンテスト イ
ンタラクティブ部門最優秀賞受賞、SFC Digital Art Awards2004インタラクティブ部門最優秀賞受賞、アジア・デジタル・アート大賞2005インタラクティブアート部門優秀賞受賞　写真：作者提供 )

 ZKM(カールスルエ・ドイツ ) アルス・エレクトロニカ

(リンツ・オーストリア)

DEAF( ロッテルダム・オランダ ) トランス・メディアーレ (ベルリン・ドイツ )
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カリキュラム

情報芸術コースのカリキュラムは、 基礎課程 [1年次]、 専門課程 [2～3年次]、 卒業研究制作 [4年次]、
3つのステップから構成されています。

個別に設定されたテーマにもとづいて、基礎課程で習得したスキル

や感覚を有機的に発展させていきます。

概念や手法を、個別の作品制作を軸に掘り下げていく実技系ワーク

ショップと、理論やフィールドワークを通じて横につなげていく講義

系科目を立体的に組み立てることで、個々の可能性を深め拡げてい

きます。 

内容：情報デザイン演習 (インスタレーション基礎 /メディア&インスタレーション/メディ
ア芸術/サウンド&ソフトウェア・アート/映像音響創造/インタラクション/CGIワークショッ
プ )/テクノロジー・アート史 /メディア教育システム論 /ベンチャー起業論 /インタフェース
概論/デジタル表現論/映像デザイン論/写真デザイン論/メディア芸術論/サウンド・アー
ト/音響・音楽論 /パフォーミング・アート概論など

2・3年次　専門課程
実技と講義の双方を通じて、作品制作に必要不可

欠なスキルや知識を習得すると同時に、作品制作

のためのプランニングやフィールドワークの基本的

な手法を身につけます。

基礎課程では美術大学の伝統的な教育方法論を

尊重し、同時に映像音響作品の視聴を通じて、学

生教員間の共通言語や共通体験をつくりだします。

内容：情報デザイン演習(映像/音響/アニメーション/平面 /立体/ウェ
ブ基礎演習および共有感覚 /作品計画ゼミナールなど)

1年次　基礎課程

情報芸術コース概要
　メディア芸術とは、コンピューターやネットワークといった
デジタル・メディアを活用した創造的な芸術表現の総称で、

芸術と科学技術の境界領域にある革新的な世界です。情

報デザイン学科情報芸術コースでは、このメディア芸術に

おけるインスタレーション /パフォーマンスと映像音響コン

テンツを2本の柱として、インタラクティヴなインスタレー

ション、オーディオ・ビジュアル・パフォーマンス、未来の

映画（フューチャー・シネマ）、デジタル・アニメーション

などの多彩な表現に取り組んでいます。情報と物質が一体

化した、ポスト情報時代のテクノロジーを背景とした作品制

作を通じて、21世紀における芸術・デザイン・科学技術・

哲学の統合的な理解と実践的な研究を行っています。

　既存の領域の枠に収まらない、新しい時代のクリエイタ－

やイノベータ－、そして情報文化を推進するプロフェッショ

ナルは、あらゆる場で渇望されています。情報芸術コース

の卒業生は、メディア・アーティストや映像作家をはじめ、

ウェブ、インターフェイス/インタラクション、ソフトウェア

/デバイスに関連する独立系プロダクションや、広告、イベ

ント、ゲーム、編集・制作などの映像音響産業全般で幅

広く活躍しています。

多摩美術大学 
メディア芸術プログラム

多摩美術大学 情報デザイン学科 

arts&media@tamabi

マン・ツー・マンの指導による卒業研究制作に取り

組みます。3 年次までに身につけた個々のスキルと

豊かな人間性をベースに、新領域へとつながる横

への広がりを探求します。

前期終了時には作品を完成させ、後期は展覧会や

コンペなどを通じて、展示、発表や流通まで、作品

を社会的に展開していきます。

4年次　卒業研究制作

内容：情報デザイン演習/卒業研究制作(メディア・インスタレーショ
ンスタジオ、サウンド&メディア・アートスタジオ、写真と映像、デ
ジタル・シネマスタジオ ) 『メディアアートの寓意』 津島岳央（2005年度情報デザイン学科情報芸術コース卒業制作作品

平成17年度文化庁メディア芸術祭インタラクティブ部門審査員推薦賞受賞、第11回学生CGコンテ
スト インタラクティブ部門最優秀賞受賞　写真：三橋純）
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久保田晃弘 教授［サウンド・パフォーマー]

クボタアキヒロ/1960年大阪生まれ/東京大学大学院工学系研究科博
士課程修了/工学博士/アルゴリズム、インターフェイス、音響の3つ
をテーマに現在デジタル表現における素材論に関する考察と制作

を行う/99年『消えゆくコンピューター』/2001年『ポスト・テクノ
(ロジー)ミュージック』/現在デジタル表現とコード・コンポジショ

ンに関するテキストを執筆中。

港 千尋 教授［写真家］

ミナトチヒロ/1960年神奈川生まれ/早稲田大学政治経済学部政治
学科卒/ガセイ南米研修基金を受けて南米各地に滞在、85年～パ
リを拠点にして写真活動を行うとともに執筆活動を開始/90年『赤
道』(第1回コニカプラザ奨励賞)/96・97年『記憶̶創造と想起の
力』(サントリー学芸賞)

原田大三郎 教授［CGアーティスト］

ハラダダイザブロウ/1956年福岡生まれ/筑波大学大学院芸術研究
科総合造形コース卒/83年第16回現代日本美術展佳作賞/第1回日本
芸術文化振興賞受賞/マルチメディアグランプリ'94MMA会長賞/CG
を中心とした映像表現を追究。SFX、コンサート映像の監督など。

髙橋史郎 教授 ［造形作家］

タカハシシロウ/1943年東京生まれ/多摩美術大学大学院修了/キネ
ティックアート作品《立体機構シリーズ》を「エレクトロマジカ’

69」、「現代美術の動向展」、大阪EXPO70などで発表したのをはじ
め、マイコン制御の作品「黒い手」「踊る1本の棒」「手話ロボット」

「ジャンケンロボット」などを「国際コンピューターアート展」、電

気通信科学館などで発表する。個展「新しい空気膜ロボットの遊び

展」をはじめ世界各地で『空気膜造形シリーズ』を発表する。

三上晴子 助教授［メディア・アーティスト］

ミカミセイコ/文化庁メディア芸術祭実行委員/欧米を拠点に視覚、

聴覚、触覚など知覚によるインターフェイスをテーマとしたメ

ディア・アートを発表/ミロ美術館(スペイン)/ナント美術館(フラン

ス)/DEAF(ロッテルダム)/トランスメディアーレ(ベルリン)/アート

ラボ(キヤノン)/ICC常設展(NTT)/オーストリア応用美術館/山口情報

芸術センターなど/2004年「作品集」出版(スペイン)

佐々木成明 助教授［映像作家］

ササキナルアキ/1963年広島生まれ/武蔵野美術大学大学院造形研
究科デザイン専攻(視覚伝達デザインコース)修了/メディアアート

作品を国内外の美術館で発表する活動と並行し、ゲーム・デジタ

ルコンテンツ、CM、舞台作品の映像化や舞台映像演出などの分

野で活動。/05年『映像情報学入門』編著)/「ヴィデオ・ダンス」
準グランプリ受賞/95年「国際ハイビジョン・フェスティバル」
ミュージック&ダンス部門グランプリ受賞他。

モリワキヒロユキ 助教授［ライト・アーティスト］

筑波大学大学院芸術研究科デザイン専攻修了/インタラクティ

ヴなインスタレーション作品。人の影に反応する「レイヨ=グラ

フィー」「夢を見る夢を見た...」(ARTEC '95準グランプリ受賞)/
「Geo-Sphere」ロレアル奨励賞受賞)/小林幸子電飾衣装やパパ・タ

ラフマラ舞台美術など異分野とのコラボレーション。

執筆者紹介

多摩美術大学 
美術学部 情報デザイン学科情報芸術コース
Arts & Media Program Department of Information Design, 
Infomation Art Course, Tama Art University

http://www.idd.tamabi.ac.jp/

2007年4月新校舎完成！
　多摩美術大学八王子キャンパス内に情報デザイン学科

のための新校舎が完成します。この新校舎は、最新の映

像音響制作機器やネットワーク回線を備え、共有のアトリ

エやギャラリーを活用することで、大型のメディア芸術作品

の制作が可能となっています。新校舎の隣には、伊東豊雄

氏の設計による新図書館も並行して建築中です。さまざまな

メディアが交錯した、ダイナミックな創造的環境が 2007年

4月に完成します。

http://neom.cocolog-nifty.com/republic/
　日替わりで映像クリエータのショートムービーを配信する、ニフ

ティのプロジェクトの「NeoM rePublic 」では、情報芸術コース
の学生映像作品が週1回のペースで公開されています。プログ
ラムはビデオポッドキャスティング (iPodへの映像配信 )でも展
開されています。

http://webagora.jp/
　ウェブアゴラは情報デザイン学科とあなたを結ぶチャンネルで

す。今日、ほぼ全ての教育機関がホームページを持っています。
そこでは、理念や設備が素晴らしいといったステートメントが多
くを占め、その割には大学の数ほどの多様性に富んでいるわけ
ではありません。そういった情報は学科を紹介するためにもちろ
ん必要なのですが、今、本当に望まれている情報というのはリア
ルな「いま、ここ」を知ることができる情報ではないのでしょうか。
情報デザイン学科では学生のリアルな声を外部に伝え、外部と
のさらなる交流を図るため、学科のウェブサイトから全く独立した
ウェブサイトを作り、ウェブマガジンの発行をおこなっています。

この小冊子「メディア芸術テキストブック」は PDFファイルとしてWeb
上での閲覧、ダウンロードが可能です。配布中のDVD「多摩美術大
学 メディア芸術プログラム 学生作品集 2006」もこちらのアドレスにア
クセスしてご覧いただけます。

著作権に関して:この発行物に記載されている文章は全てク
リエイティブ・コモンズ(区名表示・非営利・同一ライセンス）
として利用可能です。

http://www.idd.tamabi.ac.jp/
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