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Visual Communication Design

友人との会話から、地域社会、あるいは世界の人びとへ向けたメッセージまで。
自らの経験を軸に、ものごとを良く見つめ、
その中から発見したことを思考し、かたちにする。

視覚伝達デザイン学科は、常に変化していく社会に応じることのできる、
多様な卒業生を輩出しています。
入学して最初の授業は「五感を解放すること」や「身体性」を重視した
ワークショップではじまります。
自らの感覚の覚醒を通して、何を伝えたいかが見え、
伝えるための方法を見出せるようになります。
本学科は、デザインの根底にある「視る力」
「伝える力」を最大限まで育てていきます。
この冊子では、これから視覚伝達デザイン学科で学べることについて、

学科紹介

ほんの一部ではありますが紹介します。

視 覚 伝 達デザイン学 科

学生それぞれの「メッセージを伝える力」を育てることで、

武蔵野美術大学 造形学部

コミュニケーションとは、
「視ること」
「感じること」を通して「伝え合うこと」です。

Visual Communication Design

「メッセージ」を伝えるために

2022

視覚伝達デザイン学科における教育の特質

視覚伝達デザイン学科の教育の特質は、
まず基礎課程にお

最後に上記の専門教育と並行しながらコミュニケーション

ける基礎概念を入門ととらえず、全ての造形を支える最も重

を環境、情報、
ライティング（writing）スペースという三つの観

要な基盤と考えていることです。そこでは学生個々が持つ感

点から捉え、既存のデザインにはない未知のデザインを探求

性と知覚能力の覚醒とその開発を目指しています。それを前

する授業が用意されています。高学年においてこのプロフェッ

提に身体の拡張としてアナログからデジタルに至る多様なメ

ショナル（専門）教育とアドバンス（未来思考）デザイン探求

ディアを工房教育も含めて実践的に学びます。さらに環境を

の双方が設定されている点が本学科の最も大きな特徴です。

観察し情報を収集し、それらを編集、構成することのクリエイ

その理由は教育の場こそが未来のデザインを切り開く創発的

ティビティ
（創造性）
とダイナミズム
（楽しさ）
をデザインの基礎

な場でありたいと願っているからに他なりません。優秀な学生

として学ぶのです。その為のユニークなカリキュラムが用意さ

たちはお互いが切磋琢磨する中でこの複雑なプログラムをこ

れています。次の特徴は高学年において30種以上の多様な

なしていきます。最終的に学生による学びの集大成である卒

専門教育のプログラムが用意されていることです。学生はこれ

業制作では、非常に高度な専門性を実現したもの、学生個々

ら先端的かつ高度なデザイン実務と理論を主体的に選んで

の社会への鋭い洞察を含むもの、今日的な観点から埋れた

組み合わせ、多様な専門性を自らが統合していきます。いわゆ

過去の事象に新たな光をあてたもの、未来を予見するアヴァ

る研究室が用意したコースを学生が選ぶこととは大きく異な

ンギャルドな挑戦等々が生み出されています。

る特徴を持っています。
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1年次

2 年次

3 年次

4 年次

個人を基盤にした

個から発展する

共同活動を通じた

社会的視点に立った

アイデンティティの確認

コミュニケーション環境の

集団と個の関係性の

個性の確立と

自己の内面や

確認

確認

美的感性の創造

外面的感性の開発

個

社会
集団
グループ

ライティング
スペース
デザイン
情報デザイン

環境デザイン

視覚伝達メディア
専門技術

教員一覧

個

2016 – 2021年度卒業生進路一覧

社会
集団
グループ

31

視覚伝達理論

工房紹介

時空

空間・立体

視覚伝達
理論

30

平面

基本基礎

共通基礎

クリエイティブと学びのつながり

社会
集団
グループ

個

社会
集団
グループ

個

26

1st year
1

年次

感性と知覚能力の覚醒と発展なくしては、

個の造形能力の可能性は広がりません。

身体をベースとして環境を読み取り、
見出していく一回性の経験のかけがえのなさ。

アナログ的手法から築かれる学びの礎。
すべてのデザインの可能性は、

自らと世界の再発見からはじまります。

手で視る ︒眼で触れる ︒
再 構 築される身 体と空 間の関 係
色彩構成I・空間構成I［造形による対話］
̶

いままでの学びのスタイルを「ほぐし」、仲間との対話によって
それぞれの「ちがい」を見つけ、見ることの意味、描くことの
意味を捉えなおし、自分自身の感覚を見直すことで、
コミュニ
ケーションの原理を学んでいきます。

1st year

色をつくる・みる
̶

様々な現象を実際に体験しながら色を
つくることで、色彩に対する知識と創造
力を広げていきます。
̶

3 大杉美奈『color FILE』

1年次・開講科目
空間構成I
色彩構成I
製図

タイポグラフィ
視覚伝達造形基礎

［II類科目］
視覚デザイン論I
Basic Skills of Critique & Presentation

［造形総合科目］
造形総合・絵画I
造形総合・彫刻I
絵画基礎

3

1

タイポグラフィ
̶

2

金属活字による組版の実技実践、
そして手で描いた文字をコ
ンピュータ用のデジタルフォントにする一連のプロセス。そのア
ナログ、デジタルの両面によって、活字の歴史と視覚制御によ
る書体生成のメカニズムを学びます。

線との対話
̶

08

09

書記言語の原点は「描く」
という人間における身体的行為
から生起しており、
この問題はタイポグラフィだけでなく原初

線をテーマとして、一本の線を描く造形的な対話や遊びの中

的な造形原理として不可欠なものです。制作者自身の身体性

から、線を発見し、記述していきます。

を稼働させ、身体と史的に受け継がれてきた造形が文字に結

̶

実していることをあらためて認識します。

1 裸野ひかる
『曲』

̶

2 矢島慶乃『風のさすらい』

4 関口公輔『ながれ文字』

年次

身の回りにある環境をよく観察すると、

さまざまな現象
（＝情報）
が溢れていることに
気づきます。まずそれを記述してみる。

そこにある新たな発見をどう編集し、
構成していくのか。

そのプロセス全体にデザインがあります。

構成演習

［II類科目］

メディア演習

フューチャー・トレンド

視覚伝達デザイン演習

Basic Skills of Critique & Presentation

視覚表現演習A〜F

視覚デザイン論II

空間構成II

視覚言語
印刷概論
写真演習

工房教育からメディアの成り立ちを知り︑デザインの造形原理を体得していきます

2年次・開講科目

2

視覚伝達デザイン演習［ユニットパターン］
̶

講義と実践プログラムを通して、かたち、運動、素材の基本原
理と応用を学び、造形力・構成力・視覚感性を習得します。特
に前期では、人間の動作を観察しながら、ユニットパターンを
組み合わせてピクトグラムとして表現します。

身体的な一回性から複製による拡張へ︒

ことばで、スケッチで、写真で、立体で…。

造 形 原 理を学ぶこと ︒基 礎 的なデザイン思 考とは何か

2nd year
2

3

̶

4 田辺奈緒『歩く・走る・跳ぶ』

1

構成演習［レシピ］

5

6

̶

自ら選んだ料理をテーマとした資料の収集、フィールドワー

4

メディア演習［シルクスクリーン］

ク、行為のプロセスの記述を通して、デザインが成立するため

̶

の動機の発見、調査、記録、表現、伝達といった基礎的な構

コミュニケーションを支える身体の拡張として人類が生み出し

造を学習します。ここでは、デザインを行う際に重要なプロセ

てきた複製技術のひとつである印刷を、原理から制作プロセ

スの理解に重点が置かれます。

スまで体験することで印刷表現の特性を理解し、
その可能性

̶

を探ります。

1 甘利早『ハレとケ お赤飯を食す』

̶

2 河村裕太『暦とじ』

5 岩切美朋『ラプトル』

3 渡辺香乃『金平糖のかたち』

6 濱田美桜『たぬき』

10

11

̶

この授業は「自分の色彩図鑑・カラーアトラス」を制作する
授業です。色と形の実験的な制作を通して、色彩を見る楽し
さを発見し、作品へと発展させていきます。
̶

1 山口遥輝『空間のスタディ』

視感覚をみがくデザイン手法の多様性を経験します

視覚表現演習F［カラーアトラス］

フォルム︑色︑空間を意味に従って微細にコントロールする︒

基 礎 課 程のまとめ ︒専 門 課 程への入り口 ︒
メデ ィ アを通して学ぶ ︑多 様なデザイン ・ メソ ッ ド

2nd year
1

5

空間構成II
̶

ミセルコト。デザインとして答えを可視化するプロセスを理解します。コミュニケート
のベースとなる、何をという発信者の視点、美しくという制作者の視点、魅せるという
対象者の視点。3つの視点でアイデアを俯瞰しながら
「遊べる紙モノ」
を制作します。
̶

5 北川貴基『みんなで遊ぶ漫画クリエイター』

4

視覚表現演習A［知覚地図］
̶

環境に含まれる様々な情報を知覚し、行動や思考
へと連鎖していく複合的な感覚世界を捉え直すこ
とが授業のテーマです。フィールドワークやドローイ
ングによる記述を通して発見した知覚のメカニズム

6

を、図によって視覚化する方法を学びます。
̶

4 曽我かれん
『ウチ・ソト・オトの知覚地図』

視覚表現演習D［植生図鑑］
̶

エディトリアルデザインにとって必要不可欠な文字の組み方と冊子物の基本となる

3

グリッドシステムを用いたブックフォーマットを軸に
「ムサビの植生図鑑」をテーマに
言葉と図像による編集と造形を試みます。

視覚表現演習B
［映像と音響のデザイン］

2

視覚表現演習E［物語と色］

̶

6 日永沙希『視点』

̶

̶

デザインを構成する基本的要素である言葉とイメージの

前半で、映像（アニメーションと実写）
と音響効果（サウン

関係を考察します。任意のテキストの空間、時間、構造、

ド・デザイン）の基礎を学び、それぞれの特質や相乗効果

意味、感情などを分析し、具体的なイメージに変換する試

について考えてもらいます。後半では、グループで短編劇

み。与えられたA3見開きが連続する空間の中で言葉とイ

映画に取り組み、映像と音による実験的な作品の完成を

メージの相互作用が生み出す新たな意味、メッセージを

視覚表現演習C［トイデザイン］
̶

「新しいおもちゃを考え、実際につくる」
ことを通して、デザインプロセスとエンジニアリ

目指します。

生成する様々なスタディを行います。

ング、
コミュニケーションの新しい形を学ぶことを目的とします。

̶

̶

̶

2 小林友麻『ARROGANCE』

3 小髙綾華『棒』

7 相川樹梨亜
『JUNKER MUSEUM』
7

12
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3rd year
3

年次

「環境」
「情報」
「ライティングスペース」
コミュニケーションを三つの観点から捉え、
社会のあり方とともに、

テクノロジーと造形の歴史を見直す。
現代の諸問題と交差する若者の視点。
5

発見から生まれる、創発的なデザインの試みです。

3年次・I群開講科目

空間構成III（環境デザインIA）
環境デザインIIA

情報デザインIA・IIA

情報デザインIB・IIB

ライティングスペースデザインIA・IIA
［II類科目］

情報デザインA

Information Design A
̶

段階的に設定された実習課題と講義を
通して、情報デザインの基礎的な知識、

1

考え方を学ぶ。情報の特質と人間の認

デザイン特別演習I

知の仕組みを系統的に理解し、情報デ

ウェブ情報デザイン論

ザインの具体的な制作へ進んでいく。
̶

1 島田想『ウォークマート』
2 吉田果純『容器の気持ち考えた？』
2

環境デザイン

7

Community Design

̶

「もの」
「こと」
「関係」をチームでデザインすることを通して、デ

プ（3）、後期は公民館、図書館、病院、福祉作業所などの
フィールドリサーチを経て、大学と地域コミュニティとの共同
̶

3 小さな夏休み『あつまれ！ムササビ怪盗団』
4『異才たちのアート展「同じまちで、生活しているのです。」』

4

Writing Space Design

̶

歴 史・社 会・テクノロジ ー ︒
デザインの新たな可 能 性の探 究

ザインをいかに社会に活かしていくかを追求する。前期は遊
びの記憶を発展させて計画する子どもの造形ワークショッ

事業（4）
を実践する。

ライティングスペースデザイン

6

描く、書く、記録する、編集する、伝達するといった人間の身体をベースとして、グラ
フィック、書物、ネットワークから環境までも含めたコミュニケーションの歴史が生み
出した様々な視覚表現要素を分析・統合し、新たな記述の可能性を試みる。
̶

5 伊藤江美厘・齋藤陽菜・中田竜成・コウイツヒ・松田若夏『510兆1000億分の1』
6 小山実織『隙目の形』
7 並木景『Clowns Foolish Heroes』

情報デザインB

Information Design B
̶

人間は自身の身体機能を拡張させるた
めに様々な工夫をし、そしてデザインを
考えてきた。人間が本能的に行うこれ
らの工夫を、
「体験」
というキーワードか
ら考え、制作する。
̶

8
3

16

17

8 飯塚あや
『文字のない世界』

専 門 的な実 技と理 論の習 得 ︒
自 覚 的な統 合

3rd&4th year
3,4

年次

デザインの実務的な能力の開発に
専門的技術や理論の習得は欠かせません。

多様な専門性を学びながら問いかける。

自分は何のスペシャリストとなるのか？

34 種類のプログラムからの選択は、

8

個に委ねられ、個が専門性を編んでいきます。
1

2

10

1 吉田果純『みどり集』
2 藤巻佳穂『MODE mode』
3 小森未来『ワニくん』
4 WU LINXIN『gastronometry』

9

5 渡辺優斗『抜く仕事』
6 高橋さくら
『サンタクロース明朝』

3

7 玖村玲実『心象』
8 玉木まゆ『祖父』
9 川添大輝『鹿のダイヤグラム』

12

10 伊藤江美厘『吾輩は猫であった』
11 加藤万結
『カトウマユのどうでもいいこと』

3・4年次・開講科目

12 大城勝太『通学路の虫たち』

アイデンティティと

13 飯塚あや

ブランディングコミュニケーション

4

アート・ディレクション
［㈱電通による寄付授業］
イラストレーションI・II・III

『UNDERTALE紹介サイト』
14 HUANG YIFEI

サンタクロース明朝

『TOKYO IS GOOD project』

ヴィジブルランゲージ演習

11

映像デザイン

15 岡友紀子『映画酒』

エディトリアルデザイン
音響表現
クロスメディアコミュニケーションデザイン
コンテンツ・ビジュアライゼーション
写真
タイプフェイスデザイン
ダイヤグラムデザイン
タイポグラフィック・コンポジション
デジタルアニメーション
6

データグラフィックス
パッケージデザインI・II
ブックバインディングI・II
ベーシック・タイポグラフィ
編集とデザイン
マーケティングコミュニケーション
デザインIA・IIA・IB・IIB
モーションイメージ
モノガタリ考
［II類科目］
映像論
海外最新デザイン事情I・II
情報文化論
マーケティングコミュニケーションデザイン論
メディア論
5

18

19

7

13

14

15

覚醒した個の眼差しは社会に向けられ、
深い洞察によって統合され、形を生み出す。

そこに色濃く反映されるのは、
未知へ挑戦する姿勢と強く輝く個性。

多様かつ新たな視覚伝達デザインが
生み出されていきます。
4年次・開講科目

視覚伝達デザイン
（ゼミ）A〜H

［II類科目］

デザイン特別演習II

伊藤遼佑『ぼくたちのひみつき
ち̶子供の行動と遊び̶』
̶

ひとり遊びができるようになる2歳児を
対象にした知育玩具の提案である。作
者は子どもの認知の発達を長期間観
察して、色と形の区別、見えるものと見
えなくなったものの確認、並べることに
よる数や空間の把握、穴に通すことに
よる見立て、容器に移し替える精緻な
バランスが必要な行為など、５つの特
徴的な行動をデザインの軸として選び
出した。子どもが遊ぶ姿の映像からは、
言葉の理解、身体感覚のコントロール、
挑戦という総合的な行動の変化と、複
数の観点から繰り返し遊ぶことの意味
が伝わってくる。作者が関わってきた保
育園では、
もうすぐこの玩具を使い始め
る。
（齋藤啓子）

22

23

個に立ち返り導き出される ︑それぞれのデザインアプロ ー チ ︒学びの集 大 成は卒 業 制 作に現れる

4th year
4

年次

伊林和香『分類の分類̶図が
伝える世界への眼差し̶』
̶

作者は4年間を通じて曖昧な事象を視
覚化することにこだわりを持ち続けてき
たが、本作でその蓄積が結晶化された
と言える。人類が生み出してきた分類
思想の潮流を位置付けた年表。80点
にのぼる古今東西の図を翻訳し、自ら
の解釈によって図解した書物。作図に
よって思考を後押しすることを示したア
プリケーション。いずれも質・量ともに優
れたものだが、
その裏にある作者のメッ
セージは、思考によって図が生まれ図に
よって思考が育まれる、視覚化がもたら
す知の往還である。対象を捉え、分解
し、カテゴライズし、図を通して推論を
重ね、結論を導出する。そうした知のサ
イクルを3つのメディアを通して豊かに
伝えてくれている。学部の卒業制作とい
うレベルを超えた大変素晴らしい研究
成果となった。
（中野豪雄）

4th year
浜田優『memento mori』
̶

作者がこれまでずっと気になっていた
こと、それは「死」とは何かについてで
あり、それが本作の動機だ。脳死など
の今日的、医学的知見はもとより、宗
教・文化・絵画史的な探究の過程で彼
は人類の遺してきた膨大な死をめぐる
図像をみた。その上で彼がこの1年以
上かけて行ったことは様々な要因で出
会った動物の死骸を目の前に置き、ひ
たすら見つめ観察し、淡々と壮絶に描く
ことであった。彼はそこで死体が腐敗し
朽ちるまでの巨大なドラマとエネルギー
を見、体感している。言葉では語ること
のできない死についての、
これは現代の
九想図なのだ。
（寺山祐策）

24

25

三木和奏『どんどこせかい』
̶

作者は、植物を育てながらその成長を
観察し記録していく中で、
タネから根や
葉が生えてきて、枯れてまた再生される
生命の循環に興味を持った。その経験
からリピートによるアニメーションのアイ
デアが生まれ、3秒間隔で繰り返される
動きを組み合わせて、そこに現れる表
現の面白さを追求した。心地よいリズ
ムに乗って、人間と妖怪の祭りが展開
し、生命感あふれる楽しい世界が表現
された。丸いスクリーンのアイデアも成
功している。
（西本企良）

クリエイティブと 学びのつながり

Interview

3

4

キモいくらいに好きを極める
4 年次での卒業制作では、幼少期に好きだった昆虫の魅力に立ち返り、 ましたが、納得のいく作品に仕上げられたと思います。
実家の庭にやってくるキアゲハを7ヶ月間、毎日観察しました。産みつけられ

3
1

岩渕真理

ブックデザインの仕事もしていたのですが、決まりきったフォーマットから逸

か、
その生命のドラマをダイアグラムに落とし込み、作品『私の庭の昆虫

脱できない図鑑編集のあり方に課題があると感じていました。
そこで、
より生

生態』を完成させました。当時指導してくださった新島実先生（ 2017 年

態学的で物語性がある図鑑をつくるべく、東京大学情報学環の修士課

度退任）からは、他学科の先生もキモいと驚くほど という意味合いで「キ

程に進学。
「図鑑の歴史的背景のリサーチ」、
「 新しい図鑑のあり方に必

モいは、
すごい」
という言葉を掛けていただき、
とても心強かったです。
また、

要な思想」、
そして「科学絵本図鑑の制作と子どもたちに読み聞かせる効

制作する中で面白さを共感して励ましてくださった。その頃の経験は今も、

果検証」の三段構えで研究を進めました。

私のものづく
りの力になっていると感じています。

感性を信じ、伸ばしていく

岩渕真理 Mari Iwabuchi
絵本作家。2009年凸版印刷入社。2012年に独立し、
その後
絵本作家に。並行して東京大学情報学環修士課程に進学し、
2017年修了。絵本作品に福音館書店『ヤママユ』
『にわのキア

2008 年度卒業生

ゲハ』
。2021年には朝日新聞社
『新・ドリドル先生物語』
の連載
で、
1年間挿絵を担当した。

大学は「好きでしょうがないこと」を見つけ、専門分野として育む場でもあり

一方、科学絵本の制作と並行して、自然写真の撮影や図鑑の編集・

た 200 個の卵がどのくらいの割合で生存するのか、
どのように成長するの

自然の魅力を伝えつづけるために

2020 年には『ヤママユ』の絵本も出版されました。全国 3ヶ所へ取材に行

凸版印刷に入社後は、
クリエイティブディレクターとして企業のカレンダー

き、自宅でもヤママユを育て観察をしていたのですが、耳をすますと幼虫

制作などを手掛けていました。そこでは印刷の過程などを学ぶことができま

が葉っぱを食べる音が聞こえて、
それがまるで、雨音のように美しいのです。

したが、学生時代の「観察して、記録、編集し、デザインまでする」
という制

レイチェル・カーソンは、美しいものに目をみはる感性を「センス・オブ・ワン

作のプロセスに立ち返りたいという思いが強くなり、3 年ほどで退社。フリーラ

ダー」
と言い表しました。私自身も自然の神秘に触れ、未知なものに目を見
張り、？ の答えを探求する楽しさを感じていますし、
そこで得た発見を、絵

ンスの道へと進みました。

ます。
しかし社会に出て仕事をしていると、仕事と自分のやりたいことが乖離

その傍ら卒業制作が、エプソンが主催する
「カラーイメージングコンテス

本作家として、研究者として、幼年期の子どもたちに伝えています。なにかを

してしまうことも往々にしてあります。
「これだというものに出会えたら、決して手

ト2009 」で賞を頂いたことがきっかけとなり、福音館書店と共に、絵本『に

特別に感じる感性に、得たスキルを掛け合わせることで、
きっと自分らしさが

放さないで」
そう語るのは、絵本作家の岩渕真理さん。視デで学んだこと、

わのキアゲハ』の制作が進みました。4〜5 歳の幼児がキアゲハになった

輝くはずです。

これまで制作した絵本や研究について紹介していただきながら、社会に出

気持ちで読めるよう、絵本の形に物語を再構築していく。そのためには、細

てからも
「好き」を探求しつづける意義が語られました。

部まで手を抜かず粘り強く取り組む必要がありました。出版まで4 年かかり

自然には人間の一生で知り尽くせない魅力が溢れています。今後は対
象を広げ植物や動物、人物にも広げていけたらいいですね。

素直に学び、好奇心の芽に気づく
小さい頃から生き物の観察や絵が好きで、大学進学を考えた時、予備校
の先生から「デザインのスキルを深く学ぶことも楽しいはず。就職もしやす
いよ」
とアドバイスをいただき、視デへの進学を決めました。
入学してみると、視デの先生にはおおらかで温かな眼差しがあり、私自
身のびのびと学べたと思います。1 年次の授業「トラストウォーク」では、視
覚だけでなく身体感覚からも多くのことを発見できるのだと実感しました。3
年次の「ライティングスペースデザイン」では、胎児が成長する過程を研
究。その神秘を本に落とし込む中で「私は生き物の成長過程や不思議さ
に興味があるのだ」
と、
自分の好奇心の方向性に気づくことができました。
̶

1,3,4 絵本『にわのキアゲハ』
（福音館書店「かがくのとも4月号」
）
より 2016年
2 卒業制作作品『私の庭の昆虫生態』2009年
5（上）
ヤママユの幼虫（下）幼虫が紡いだ緑の繭。森の宝石とも言われている
6 絵本『ヤママユ』
（福音館書店「かがくのとも9月号」
）2020年
2

28

29

5

6
ロングバージョンのインタビューをwebに掲載しています。巻末のQRコードからご覧ください。
また過去のインタビュー
（1.田中せりさん、
もあわせてご覧ください。
2. 見里朝希さん）
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5

ブラインドウォークから学んだゼロに戻る大切さ

複数の軸を持ち、掛け合わせることで唯一無二になれる

近年の映像業界全体を見渡してみると、
テレビ、映画、
ゲーム、
テレビ CM

代表作である
『りったいいきものずかん』は、
『しまじろうのわお！』内のコン

など、既存のコンテンツに加え、
ウェブ CM、SNSをはじめとするデジタルコ

テンツとして、
自由視点映像技術を用いて開発したアプリです。水の中の

ンテンツ内の動画など、
ますます多様化しています。そんな変化の最中で、

生き物の形や動きを、
いろいろな角度から見て、学べる。
このように、教育と

映像の撮り方・見方の原理に立ち返り、新しい技術の開発にまで踏み出

技術それぞれの軸を組み合わせることは、唯一無二のものを生み出し、新

せたのはなぜだったのだろうかと振り返ると、
その原体験は視デの授業に

たな価値を世の中に提供しうるものです。今後は学生と一緒に学び合い

あったように思います。

ながら、ゼロから教育コンテンツを考えていくことに挑戦するのもいいなと考

特に1 年次のトラストウォークの授業には驚かされました。目隠しをして、
裸足で校内を歩き回る。当時は「これがデザインなのか？」
と不思議に思
1

江里口徹平

江里口徹平 Teppei Eriguchi
株式会社カーボン代表、
慶應義塾大学メディアデザイン研究科
在学。学部卒業後、
CM制作会社に入社。2012年自由視点映
像技術の特許取得。現在は映像や教育コンテンツ、
イベント等

2000 年度卒業生

の企画・演出・製作、
映像にまつわるICT技術の開発・実装を行
なっている。

えています。
さらに現在は、特許技術を応用し、1 分でセッティングが完了する自由

いましたが、今思い返せばそれは、
これまでの固定概念を一度壊すという

視点映像用のデバイス開発と、
そこで撮影した動画を共有するプラット

意味合いがあったのではないかと思うのです。僕はイラストレーターを目

フォームづくりに取り組んでいます。私自身、映像ディレクター、研究者、

指して入学したのですが、
この授業があったから
「イラストレーターになら

経営者、
さらには作詞家と、
この10 年で複数のスキルを持つジェネラリス

なきゃ」
という考えに縛られることなく、
アニメーションや映像制作への道も自

トになりました。
しかし自分の力だけでは限界もある。
これからはゼロに立ち

由に模索できた。
これまでの価値観を一度壊し、ゼロに戻すことへのハー

返りながらも、他分野の知見やユーザーの力などを掛け合わせ、世の中に

ドルが下がったことで、今も新たな挑戦が続けられていると感じています。

インパクトをもたらすような、
より大きな構築にチャレンジしていきたいですね。

少し先の未来も予測できない今、私たちは大学での学びにどのような意
味を見出すべきなのでしょうか？ 現在、幼児向け教育番組『しまじろうのわ
お！』の総合演出を手掛ける江里口徹平さんは、社会に出てからの21 年
間を「視デで学んだからこそ、ゼロに戻して考えられた」
と振り返ります。コ
ンテンツ制作から映像技術の開発まで、多様な概念の分解と再構築をし
つづける江里口さんに、
これまでの学びと今後の挑戦について伺いました。
6

「仕事」
と
「やりたいこと」を並行して進める
新卒から10 年以上、CM ディレクターをしていました。その期間、広告代
理店にステップアップすべきか、興味があるインタラクティブなデジタルコ

2

ンテンツ制作の道に進むべきか、何年も探り、悩みながら働いていたのを
覚えています。ターニングポイントを迎えたのは2012 年。幼児教育番組
の演出担当になり、特許取得を叶えたことで、
ようやく仕事とやりたいことが
進展していきました。
現在の仕事は大きく分けて2 軸あります。ひとつめは、
テレビ東京系列で
1〜8：©Benesse Corporation／しまじろう

放送されている
『しまじろうのわお！』の番組制作。アニメと実写にパートが

7

分かれているのですが、僕はクリエイティブのトップとして全体を取りまとめ

̶

̶

1『りったいいきものずかん』
タイトル（
『しまじろうのわお！』
より）2015年

5『じかんのうた』
（
『しまじろうのわお！』
より）2015年

2『しぜんミュージアム 透明標本』
（
『しまじろうのわお！』
より）2018年

6 『りったいいきものずかん』
（
『しまじろうのわお！』
より）2015年

3『生きる』
（
『しまじろうのわお！』
より）2019年

約30種類の水の中の生物を、
スワイプすることでいろいろな角度から見ることができる

命や自然の大切さやまなざしを育む、実写コンテンツを制作してきた

7 30台ほどのカメラを用いて撮影する、
自由視点映像技術

4 『うみをまもろう』
（
『しまじろうのわお！』
より）2021年

8 自由視点映像技術を用いた撮影の様子『りったいいきものずかん メイキング』2015年

つつ、実写パートの制作を手がけています。ふたつめは、
自由視点映像技
術という特許技術を用いた事業。
この技術はユーザーが視点を選択でき
る自由視点映像において、視点の切り替えを高速で行うもの。
これを社会
実装させるべく、慶應義塾大学の大学院で研究しながら進めています。

8

「日本賞」
「Contents Asia」
「Asia Academy Creative Awards」で番組が優秀賞・最優秀賞を受賞
3

30

31

ロングバージョンのインタビューをwebに掲載しています。巻末のQRコードからご覧ください。
また過去のインタビュー
（1.田中せりさん、
もあわせてご覧ください。
2. 見里朝希さん）

工房

デザインの原理をつく
りながら学べる場所

2016 – 2021年度卒業生進路一覧（五十音順）

教員一覧

製造業

光村印刷株式会社

赤城乳業株式会社

レンゴー株式会社

専任教員

非常勤講師

─

─

寺山祐策

アンナ＝マリア・
ウィルヤネン

視覚伝達デザイン学科には各メディアに特化した工房や施設があり、

アサヒ飲料株式会社

学生は必要に応じて利用することができます。

味の素株式会社

エンターテイメント・ゲーム・アニメ

多くの貴重な機材を取り揃えているのが、本学科の特徴です。

株式会社伊勢半

株式会社アクワイア

花王株式会社

株式会社オリエンタルランド

石塚英樹

李ナレ

大田暁雄

石井雄一郎

北崎允子

石垣貴子

キュージュリヤ

宇井眞紀子

後藤映則

上田和秀
宇佐美雅浩

活版工房

キリンビバレッジ株式会社

株式会社カプコン

コクヨ株式会社

グリー株式会社

株式会社サンリオ

株式会社ゲオネットワークス

株式会社資生堂

株式会社コーエーテクモゲームス

常盤薬品工業株式会社

株式会社コーエーテクモホールディングス

有限会社中村鞄製作所

ココネ株式会社

齋藤啓子

株式会社ナリス化粧品

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

白井敬尚

日清食品株式会社

コナミホールディングス株式会社

パナソニック株式会社

株式会社Cygames

陣内利博

株式会社ペリカン石鹸

株式会社ジークレスト

ぺんてる株式会社

株式会社ジェー・シー・スタッフ

株式会社メリーチョコレートカムパニー

株式会社スクウェア・エニックス

ユニチャーム株式会社

株式会社セガゲームス
株式会社ディー・エヌ・エー

貴重な機械や活字を使って印刷の特徴や魅力を実体験することができます。
視覚伝達デザイン学科は、活版工房を持っている唯一のデザイン学科です。

広告・マーケティング・デザイン事務所

株式会社ドリコム

アクセンチュア株式会社

任天堂株式会社

株式会社アドブレーン

株式会社ハル研究所

株式会社ADK アーツ

製本工房

大和田龍夫
岡田憲明

古堅真彦

岡村健一

客員教授

片山裕

奥窪宏太
小沢一郎
加藤賢策

荒俣宏

君塚洋一

株式会社ぴえろ

沢田耕一

木村文敏

株式会社ADK インターナショナル

プラチナゲームズ株式会社

中島信也

工藤陽介

株式会社カナリヤ

株式会社プロダクション・アイジー
ポリゴンマジック株式会社

森本千絵

倉方雅行

株式会社クレオ
株式会社広美

株式会社ポケモン

株式会社サンアド

株式会社マーベラス

ThereThere

株式会社レベルファイブ

黒田敏康
小出正志
佐井国夫
研究室スタッフ

斉藤好和

─

佐久間崇

助教

杉下城司

小坂由利子

鈴木功

タイププロジェクト株式会社

情報通信・映像（TV）
・展示・その他

株式会社たき工房

株式会社アイ・エム・ジェイ

株式会社電通

株式会社Asian Bridge

シルクスクリーン印刷専用の工房です。

株式会社電通デジタル

株式会社NHKアート

印刷のしくみを一から学び、密度の濃い印刷の世界に浸ることができます。

株式会社東急エージェンシー

株式会社カヤック

株式会社東京アドデザイナース
株式会社東北新社
有限会社nendo
株式会社博報堂

株式会社サイバーエージェント

株式会社博報堂アイスタジオ

シッピーノ株式会社

株式会社博報堂プロダクツ

株式会社スリムビューティハウス

廣村デザイン事務所

株式会社テレビマンユニオン

株式会社ブラビス・インターナショナル

ニフティ株式会社

株式会社マーキュリー

株式会社乃村工藝社

瀬戸友恵

株式会社マーベリック

株式会社ビー・プライム

鍋田瑞歩

株式会社マッキャンエリクソン

株式会社フュービック

株式会社YAOデザインインターナショナル

ビービーメディア株式会社

三木和奏

白鳥佐和

鈴木基真

株式会社劇団ひまわり

多比良歩南

ソンユミン

株式会社コロプラ

高橋恵子

ダイノサトウ

株式会社コンセント

濱元拓

高橋歩
谷田幸

教務補助

勝浦美咲
岸田花音

飛山裕幸
中村成一
西尾彩
橋詰宗
花崎攝
原正樹
藤野敦志

株式会社ライトパブリシティ

株式会社フェリシモ

フランスの18世紀以降の製本道具が取り揃えられた本格的な製本工房では、

クリエイティブコミュニケイションズ

富士ソフト株式会社

北條みぎわ

本をつくる工程とその仕組みを学び、
自らの手で美しい本をつくることができます。

株式会社レマン

株式会社ブルースタジオ

堀口裕美

株式会社ベネッセコーポレーション

本多育実

出版・印刷

株式会社ミクシィ

株式会社朝日新聞社

株式会社ムラヤマ

株式会社KADOKAWA

ヤフー株式会社

一般社団法人共同通信社

株式会社ローソン

株式会社幻冬舎メディアコンサルティング

株式会社ワールド

昌和印刷株式会社

写真工房

映像工房［制作スタジオ］

映像工房［上映室］

出力室

撮影スタジオとモノクロ写真の現像・プ

映像や音響の編集・制作のための工房

映写機から現代のメディアまで、多様な

B0サイズ対応のインクジェットプリンタ

リント用の暗室があります。また、各種

です。レコーディングスペースやデュアル

機器での上映に対応した視聴覚室で

をはじめ、3Dプリンタやカッティングプ

カメラやレンズ、三脚など写真機材も完

モニターのハイスペックなコンピュータ

す。プレゼンテーションルーム設備とし

ロッターが設置されており、作品制作に

備しています。

設備など映像の制作に特化しています。

ても利用できます。

活用することができます。
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中野豪雄

氏家真清

─

株式会社宣伝会議

印刷工房

［主任教授］
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三浦竜郎
室賀清徳
柳下祐介
柳川智之
山口弘毅

株式会社生活の友社

公的事業・進学・その他

大東印刷工業株式会社

斎藤清美術館

株式会社日本医療企画

公益財団法人日本財団

大日本印刷株式会社

宮城県七ヶ宿町役場ふるさと振興課

吉田謙二

図書印刷株式会社

大学院進学（武蔵野美術大学・

渡邉翔

凸版印刷株式会社

東京藝術大学・慶應義塾大学）

株式会社凸版グラフィックコミュニケーションズ

学校教員（図工・美術）

株式会社プレジデント社

作家活動

株式会社ベースボール・マガジン社
株式会社毎日新聞社

山本太郎
横山宏
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