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灯すための装置

Hayate Kobayashi

The Reluming Apparatus
2020年

灯すためのアニメーション

アニメーション
映像にまつわる原体験がある。

1995年 北海道出身

4 00

小学生の頃、夏になると近所のおじさんが映写機を引っさげて、

2018年 慶應義塾大学環境情報学部環境情報学科 卒業

レーザータイプ小型プロジェクター搭載自走式ロボット×2、
台×2、
仮設壁、
スピーカー
（ヤマハ MSP3）
×2、
スタンド、
ライ
ト、
Arduino UNO、
Mac Mini

駐車場の壁に子ども向けのアニメ映画を上映していた。
熱く蒸した

2020年 東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻 修了

東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻 修了制作

夜に、
カタカタカタ…と映写機特有の音が鳴りながら、
ぎゅうぎゅう

2020年- ベルリン芸術大学大学院 Kunst und Medien科 在籍

詰めに座って、
目の前に広がる巨大な映像と音に私は心躍っていた。

「灯すための装置」は、
修士一年次より継続している、
レーザータイプ

seek” begins. Each scene seemed to be totally unrelated. However,

その映像は色褪せていて、
ぼやけた音が大音量で近所中に鳴り

b.1995 Hokkaido, Japan

小型プロジェクターを搭載した自走式ロボットによる空間的なアニ

those fragmentary scenes will become connected gently with one

響いていたけれど、
当時の私はその巨大な映像の存在感を全身で

Lives and works in Berlin, Germany

メーション作品である。
アニメーションの内容と同期しながらロボット

theme; “reluming”, even though the projected image is blurred and

が動くことで、
あたかもアニメーションが眼前に「いる」かのような感覚

defocused.

感じ取った。
時が経ち、
その光景はすっかり絶えてしまった。
私は展示
のたびに、
かつて存在したその原風景―映像の崇高さ、
湿度、
声が、

2018

を表象させ、
フレームや物語性といった短編アニメーションのもつ

頭に過り、
蘇るのである。

Bachelor of Arts in Environment and Information Studies, Faculty of

要素の脱構築を試みた。

“The reluming apparatus” consists of two self-propelled robots
with small laser-projectors, two platforms for each robot, and two

Environment and Information Studies, Keio University, JP
現在の私の興味は、
アニメーションという形態を拡張することにある。

2020

投影されるアニメーションは、
きわめて個人的な記憶に基づく内容で

speakers with 2ch-screening. The robot itself is programmed the

既存のフレームや単一の展開を超えて、
いかにアニメーションを生き

Master of Film and New Media Studies, Department of New Media,

あり、
断片的なシーンのオムニバスによって構成される。
そのため、
ろう

movement such as going straight or returning left. Therefore, the

せられるか。
例えば私の作る
「アニメーション」は、
時にロボットや装置

Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts, JP

そくを消したシーンを見たと思いきや、
次には突然ロボット同士がかく

robot will synchronize the movement with the appropriate timing

という身体を借りて、鑑賞者の眼前に「いる」感覚をもたらす。
この

2020-

れんぼをする。
いずれも一見無関係なシーンのように思えるが、
「灯す」

of the animation. However, the robot doesn’t have that much

ような映像装置の実験・実制作と、
視覚文化史やメディア考古学、

Absolvent, Kunst und Medien, an der Fakultät Gestaltung, der Universität

というキーワードに則って、
それらの断片的なシーンは、
ぶれながら、

accuracy as it can’t reach to the specific position at every time.

ゲーム研究のリサーチを交えて、
より開かれたアニメーションについて

der Künste Berlin, DE

ぼけながら、
緩やかに、
一つの個人的なアニメーションとして繋がっていく。

As a result, the robot projects imperfect, clumsy animation. In a

考えている。

conclusion, as a whole, the imperfection of the projected image
本作品は、
レーザータイプの小型プロジェクターを搭載した自走式

will give us the sense of “animation existing there” recalling the

ロボットを2台、
ロボットが縦横無尽に移動するための台を2点、

abstract memory with the content of personal animation.

Relume the Animation

スピーカーを2台使用し、2chで上映した。直進や左回転といった

Let me explain about my formative experience of moving images.

動きをプログラムされたロボットは、
アニメーションのタイミングと同期して

Every summer in childhood, there was a local guy who had

動くものの、
毎回完璧に指定位置に辿り着けるほどの再現性は無く、

8mm movie projector. He projected kids-anime film to parking

結果として不完全でぎこちないアニメーションが露わになる。
しかし

space’s wall which transforms as a temporary screen. That night

それらの不完全さは、
個人的な内容のアニメーションとも相まって、

was unforgettable - that humidity, temperature, rattling sound

より記憶に近い、
ぼんやりとした鑑賞体験を与え、
眼前にアニメーションが

of movie projector, packed tightly, and of course, the enormous

「いる」感覚を鑑賞者にもたらす。

visual image and sound. The image was faded, and blurry sound
felt the liveliness of moving image throughout my body. However,

“The reluming apparatus” is a spatial animation by two self-

that scenery was faded away as time passed. That scenery, with the

propelled robots with small projectors. When I was young, I

nobility, humidity, voice of moving images, crosses in my mind

always had one desire - animation leaps from the boundary of

whenever I exhibit.

the frame and appears in front of my face. From that moment, I
aimed to deconstruct the element of animation such as frame and
narrativity, through making viewers feel the existence of animation

itself. Beyond the existing frame and the single plot, how can the

by a projector-mounted robot that synchronizes the movement

animation live by itself ? With the ‘body’ such as robot and devices,

with the timing of the animation.

Biography

My current interest is how to expand the form of animation

the animation living with the body, embodies the existence of
animation. Through experimentation and making process of self-

The content of animation is based on my personal memory and

made devices and research in visual studies, media archaeology, and

it consists of the different fragmentary scenes as an omnibus.
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game studies, I contemplate more opened animation.

Therefore, right after the scene of blowing candles ended, the
scene of hiding and seek which robot itself tries to “hide and

a

The Reluming Apparatus

was echoing loudly across the street. However, I simultaneously
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MEDIA PRACTICE 19-20での展示風景
Exhibition at MEDIA PRACTICE 19-20, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.
2020年1月17日
（金）- 19日
（日）
東京藝術大学 横浜校地 元町中華街校舎 アニメーションスタジオ
レーザータイプ小型プロジェクター搭載自走式ロボット×2、
台×2、
仮設壁、
スピーカー
（ヤマハ MSP3）
×2、
スピーカー用スタンド
（K&M 20120B）
×2、
ライ
ト、
Arduino UNO、
Mac Mini、
openFrameworks
W3640 × D5600 × H2500（mm）

小型プロジェクターを載せたロボット2台が、
中心に設置された台の
中でそれぞれ動いている。鑑賞者は台の周囲を行き来する形で、
自由な位置で鑑賞できる。
投影されるアニメーションは、
ロボットという
身体を借りて、
ぶれたりぼけたり、
縦横無尽に投影位置が変化する。
ロボットを通じてアニメーションそのものを動かすことで、
アニメーション内
の主観と動作の表象を試みる。
2 robots with small laser projector, moves back and forward in

Speaker 2

2 middle-installed platforms. Audiences experience the animation
in any position around the platforms. With the robot as a body, the

3640mm

animation is projected distorted, blurred, and changes its projected

(H:3140mm)

position dynamically. Through making animation itself move
by robots, this work aims to represent the points-of-view and
movements in animation.

(H:150mm)

1600mm

5600mm

(H:3140mm)

Robot 1

Robot 2

1820mm
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2000mm
(H:3140mm)
Speaker 1

Scale : 1/50

The Reluming Apparatus

The Reluming Apparatus

(H:150mm)
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展示プラン
Exhibition plan at MEDIA PRACTICE 19-20, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.

入口から見た図
From the entrance
Speaker 2

鑑賞者はロボットの入った台の周囲であれば、
どの位置から

Robot 1

でも自由に鑑賞できる。
多くて10名前後が同時に鑑賞できる。

mm
00
55

20

00

In any position besides the platform of robot, the audience
can stand or sit down to experience the animation.
Approximately 10 audiences can watch simultaneously.
By the feature of focus-free small projector, sometimes

m

m

animation will be projected on the audience's body
上からの俯瞰図
From the ceiling

accidentally.

The Reluming Apparatus

位置にあてても焦点が合う。
そのため、
鑑賞者の身体にアニメー
ションが偶発的に投影されることもある。

Speaker 1

m
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m
3140

The Reluming Apparatus

また、
レーザータイプの小型プロジェクターという特性上、
どの
Robot 2
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シーン① ろうそくの炎を吹き消すシーン
Scene 1 : Blowing up the breath to the candles

手前のロボットは人の横顔を映す。
息を吸って、
ふー、
と吐く。
奥のロボットはろうそくと炎を映す。
ふーっという息の音に同期して、
ロボットが左から右へと直進する。
その結果、
ロボットの移動
によって生まれた空気が、
映像内のろうそくの炎に影響して消火したと錯覚が生まれる。
The front robot projects the man's side face. He inhales and exhales a breath, with stable position.
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physical effect, we understand that the candles in animation were blown out because of physically-generated air.

The Reluming Apparatus

The Reluming Apparatus

The back robot projects the candles and fires. With the man exhales, the robot goes left to right. Because of this
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シーン② バケツを運ぶシーン

アニメーションにおける主観と客観の動作をぞわぞわと表象させることを試みた。

Scene 2 : Carrying the bucket, filled with full water

In this scene, I tried to depict the physical movement of objective and subjective view within animation through the
combination of animations' contents and robots' movements.

奥のロボットはバケツを運ぶ人の主観を映す。
バケツを持ち上げると同時に、
投影像が床から壁へと移動する。
The back robot projects the subjective viewpoint of the-bucket-carryingman. When he holds up the bucket, the projected image will go up to the

11

奥のロボットはバケツを運ぶ人の主観を映す。
バケツを持ち上げると、
手前と同様、
一歩踏み出すごとに左右に若干ブレる。

The Reluming Apparatus

The Reluming Apparatus

wall from the floor.

The front robot projects the objective viewpoint, which is the figure of man. When carrying the bucket, the robot slightly blurs left and right.
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手前のロボットはバケツを運ぶ人の姿（客観）
を映す。
バケツを運ぶべく一歩踏み出すごとに、
左右にロボットが動き、
像がブレる。

The back robot projects the subjective viewpoint. Same as above, the robot slightly blurs left and right in each steps.

シーン③ 自転車に乗って、風景が回転するシーン

シーン④ かくれんぼのシーン

Scene 3 : Rotating the landscape by bicycle

Scene 4 : Robots try hide and seek

まるで動くパノラマ写真のように、
フレームの外に一続きに広がる風景
を見せたかった。
自転車が漕ぎ出すと、
ロボットの回転によって、
風景
が回転する。
駅近くの路上や港の際というロケーションの異なる風景
が回転している。
実際に自走式ロボットを回転させて撮った風景が
ありありと展開されていく。
何度も回転する。
なので、
自転車が風景を
追い越したり、
風景が自転車を追い越す。
少年がロボットを「これド
ローン？」
と訊いたところで、
シーンが終わる。
I want to make the moving panorama, the continuous landscape
in this scene. When the bicycle cycles, the landscape also cycles by
robots’ rotations. Various locations are shown such as the street
nearby station, a boating dock and so on. I shoot the locations
through rotating the camera-mounted robot. As robots rotate
many times, the bicycle overtakes the landscape and vice versa.
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らし、
所定の位置まで移動する。
移動し終わると手前のロボットが動き
出し、
探す。
途中、
手前のロボットが映像で光を投影し、
奥のロボット
の位置を探し当てる。
「みいつけた！」の声でロボットの動きが止まる。
2 robots are playing hide and seek. The back robot lights
foot with projected light, and moves into the position. When
finished, the front robot starts to move and seek. Halfway
the front robot projects light and finds the back robot.
With a voice, “Found you!”, the robot stops.
The Reluming Apparatus

The Reluming Apparatus

When a boy asked his dad like, “Is this a drone?”, this scene ends.

ロボット二台がかくれんぼで遊んでいる。
奥のロボットが足元に光を照

実際に右記のようにロボッ
トを回転して撮影。
I shoot with robot as the right picture.
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映像装置の簡略図

システム図

Structure of the robot used in “The Reluming Apparatus”

Structure of the system in “The Reluming Apparatus”

Servo Motor
for rotation

Servo Motor S03T

Raspberry PI 3B+

HD Pico Laser
Projector

Arduino Uno

Breadboard

USB cable
3F

HD Pico Laser Projector HD301D1

AC cable
AC cable

HDMI

Mobile Battery
（5V）

Arduino UNO

Raspberry Pi
「灯すための装置」では、
投影角度の制御方法にサー
ボモータを使用し、
180度自在に投影される角度を制御
Mobile Battery RAVPOWER RP-PB19

できる機構を制作した。
また本作では、
コードレスに電源が供給できるよう工夫した。
具体的には、
本作以前の作品群では、
コンセントに繋が

USB cable

れたケーブルによって電源を供給しているため、時間が
経つにつれてケーブルが巻き絡んでしまう現象が見られた。
そのため、
コンセントからモバイルバッテリーへと電源の供給
Mobile Battery RAVPOWER RP-PB19

2F

方法を変更した。
これにより、
コードレスで安定した動作が
可能となり、
コードレスゆえに屋外での投影や、GoPro

USB cable

カメラを載せた屋外撮影が可能となった。
いわゆる野生の
プロジェクターの誕生である。

DC-DC converter
(5V to 12V)

for changing the degree of rotation, freely in 0-180 degree.
The Reluming Apparatus

Second, I made the cordless power supply. Specifically
saying, before this work I used the cord connected to a
plug for power supply. However, the cord gradually gets
tangled as time passes. Therefore, I changed the power
supply from the cord to the mobile battery. Because of

Arduino
Duemilanov e
for 4WD Robot

AC cable
Mobile Battery
5V to 12V
boosted

the mobile battery, the robot itself can move stably and
eternally. Additionally it is able to project in outside,
or shoot with GoPro camera in any place. This is a so-

15
4WD 58mm Omni Wheel Robot by Nexus robot

called the birth of wild projector.

The Reluming Apparatus

In this work, I made 2 systems. First, I used Servo motor
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1F(The lowest part)

制作過程：発端、制作の動機

リファレンス：幻燈、写し絵、
スクリーン・プラクティス

Making Process : The beginning point, and motivation to make this work

Reference : The Japanese magic lantern, Utsushie, Screen Practice

「幻燈が始まると、
暗い壁にはたちまち、
手でしかと触れることのできない虹色が輝き、
多くの色合いの超自然的な幻影が現れ、
さまざまな伝説の物語
がステンドグラスに描かれたかのごとく、
一瞬の光のうちにゆらめくのだったが、
…されど、
私の悲しみはそのためにますます深まるばかりだった」
マルセル・プルースト、
高遠弘美訳（2010）
『 失われた時を求めて』
より

“A magic lantern; … it substituted for the opaqueness of my walls an impalpable iridescence, supernatural phenomena of many colours, in
which legends were depicted as on a shifting and transitory window. But my sorrows were only increased thereby.”
“In Search of Lost Time (À la recherche du temps perdu)”, Marcel Proust, 1913-27

昨夏、
写し絵公演を鑑賞する機会があった。
だるまが掛
け軸から飛び出す内容の公演で、
落語調の語りに合わ
せてスクリーンのあちこちにブレながらだるまが動いて映し
出されていた。
そのとき、
だるまがスクリーンからはみ出し、
劇場の壁へ投影された。
その瞬間私は、
だるまがいる
！
と、
キャラクターが眼前に迫る存在感を感じた。
Last summer I had an opportunity to watch the Utushie ;
Japanese magic lantern show. The story was about a
Daruma who wanted to escape from a wall scroll, and
thus the Daruma was projected blurry to any position with
the rakugo storytelling. At that moment, the Daruma was
accidentally projected onto the outside of screen. It was on
the wall of theater. Then I thought, “Daruma is here!” with
the unnatural and bursting existence of the Daruma.

動くプロジェクター案の初期スケッチ
（2018）
Draft sketch for moving projector(2018)

これは「風呂」
と言う桐製の投影装置である。
江戸の写し絵で
は、
演者がスクリーンの裏で手持ちで風呂を持ち、
語りに合わ
せてスライドを抜き差しする。
スライドを瞬時に動かすと、
アニメー
ションのごとくスクリーン上のキャラクターが動いてみえる。
This is a “Furo”, the wooden projection device. In Edo’s

Utushie , the performer holds this in the back side of screen,
and moves the slide horizontally with the narration. When the
performer moves slide in a blink, the character on the screen will

17

The Reluming Apparatus

The Reluming Apparatus

be animated.

昔からアニメーションのフレームの外を覗いてみたいという欲求があった。
上映会特有の、
備え付けのプロジェクターとスクリーンという設えに飽きて
いたんだと思う。
我々の生活する現実は、
VR特有の仮想的な世界でも、
16:9で区切られたフレームの内でもない。
空は天に、
草は地にあるように、
フレームの外で経験する沢山の風景をそのまま見せたかった。
I have an desire, that I want to see the outside of frame in animation. I think I was got bored in the screening’s ordinary situation, where you
see film projected by the mounted projector and screen. Our reality doesn’t exist within frame. We doesn’t live in the world of virtual reality, or
within the 16:9 frame. As the sky exists above and the grass exists below, I want to make the numerous out-of-frame experiences.

“Furo”, the projection device used in Utushie (collected by Waseda Univ, enpaku)
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先述の「風呂」は小型軽量ゆえに、
一人の写し手が一つ、
あ

リファレンス：不完全な映像、Vlog、Oddly Satisfying Videos

るいは複数の投影装置を抱え、
移動しながら映像を投影する。

Reference : The imperfect moving images, Vlog, Oddly Satisfying Videos

そのため投影装置ごとにそれぞれ異なるイメージをスクリーンに
投影できた。
例えば歌川国芳の浮世絵『当盛水滸伝』
の挿

「もの」
（Goods）
というのはじつに魅惑的です。

絵では、
図の通り、
①語り手である福助、②人魂、
③骸骨一、

紙束。夢に見たことがあるでしょう。
じつに美しい。封を切った包みにも独特の魅力があります。隅が破けているようす、
まるで誘っているようです。

④骸骨二、
⑤背景である墓場の光景の五つのレイヤーによっ

最初の一枚を取り出す時の、
あの特別な感覚。
なにかが変わるような、
あの感覚。
これが「もの」
（Goods）
です。

て構成されている。
当時の記述によると、
背景を除く四つのレイ
ヤーは、
それぞれ別の写し手によって独立して動かされた。

It’s fascinating because it is goods.

Because the above-mentioned “Furo” is small and light, each

Reams of paper. Haven’t you dreamed of reams of paper? It’s absolutely beautiful, beautiful, beautiful stuff. What you do with a ream of paper

performer holds one or more Furo and projects images with

can never quite come up to what the opaper offers in itself. There’s something about that broken package, you know, where the corner is torn,

moving. Each Furo projects different images onto screen.

and it invites you to come in it. And there’s something about taking out that first sheet that sort of changes it. These are goods.

For example, the left Ukiyo-e from Kuniyoshi Utagawa shows 5
layers. 1. Fukusuke(Performer), 2. Human’s soul, 3. First Skeleton,
4. Second Skeleton, and 5. The graveyard as a background.

歌川国芳「当盛水滸伝」挿絵(1829)より
A figure from Kuniyoshi Utagawa “Tousei-Suikoden”(1829)

According to the description, each layers except background
were moved by each performers.

スクリーン・プラクティスはチャールズ・マッサーによって提唱され
た、
映像とテクノロジー、
語り、
音楽、
音響効果などから構成さ

3 slides from “Norton Lecture ‘Goods’”, Charles Eames, 1971, at Harvard University special lecture.

れる文化的実践を指す。
写し絵もこの広義なスクリーン・プラク
ティスの歴史に属するといえる。
写し絵の上映では、
このような複数の風呂とスライドを組み合わ
せ、
画像の明滅、
切り替え、
大きさの変化、
縦横の移動、
画像

Oddly Satisfying Videosという映像のジャンルがある。
木や泡をひたすら削るものやドミノ倒しといった、
「視聴者が心地よいと感じる出来事や特
定のアクション」をドキュメントしたスタイルの映像を指す。
1971年にCharles Eamesが語った「もの」
（Goods）
の持つフェティッシュな良さのように、
「よさ」は50年が経って、
インターネットを経由して循環している。

を揺らす技法、
多重映写、
装置を重ねて上下二段で映写す

Oddly satisfying videos are a genre of internet video clips that portray repetitive events or actions that viewers find satisfying. Typical subjects

る技法が用いられていたという。

include materials such as wood and foam being manipulated (carved, smoothed, dissolved, etc.). As Charles Eames told us the fetish Goods in

目まぐるしい映像の変化に加え、
三味線、
唄い手、
鳴り物、
口上

1971, “Goods” are circulated in these 50 years, influenced by the internet.

が組み合わさることで、
視覚と聴覚に訴える極めて高度なライ
ションマッピングといった精緻さとは対極のぎこちなさこそが生命
感を宿す要素たりうるのではないかと感じた。
Screen practice is a cultural practice, proposed by Charles Musser,
写し絵の投影風景(小林源次郎
『写し絵』
中央大学出版部(1987)より)

that is consisted of moving images, technology, narrative, music

A figure of projecting Utushie from “Utsushie ” by Genjiro Kobayashi, 1987

and audio effects. It is said that Utushie also belongs to the
history of the screen practice in a broad sense.
In Utsushie , there are various techniques by plural Furos and
slides. For example, the blink, switch, size changing, crisscross

The Reluming Apparatus

moving, blur, multi-projection, and double-deck projection are
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used.
It is a surprising fact, that the extraordinary advanced live
performance was used to be held in Edo Period; that you can
影絵眼鏡にて白壁に絵を写す図
(平瀬輔世
『天狗通』
環翠堂(1779)より)
A figure of projecting through magic
lantern from “Tengu-Dori ” by Hose
Hirase, 1779

see the dizzying moving images synchronized with Shamisen,
singer, noisemaker, and narration. I thought that the clumusiness
of image, contrary to projection mapping, is a key element that
carries a vitality.

「古民家ひとり暮らし」
というVlogを例に挙げたい。
このチャンネルでは、
一人の男性
が伊豆の古民家に一人暮らしする様子を淡々と紹介する。
際立って大きな出来事
が起きるわけではない。
だからこそ安心して鑑賞し続けることが出来、
その他愛なさに
美しさを感じる。
また注視すべきはVlogにおいて日常「らしき」風景が捉えられている、
その構図である。
カメラを前にその存在を意識せず、
「日常生活」
そのものを撮ることは難しいであろう。
そのため日常生活を題材にVlogを撮る時、
被写体である作者は日常「らしき」振る
舞いをカメラレンズの前で行う。
しかしその振る舞いには従来のYouTuberの演技
による人工さはあまり感じられず、
結果として鑑賞者はその振る舞いを自然な、
「日常
生活」の一つと信じてしまう。
I want to cite the Vlog called “Living alone in old folk house ”. This Vlog describes the
daily life of a man who moved to Izu. There is no big event happening in the Vlog.
Therefore, I can relax to watch and I feel the sense of authenticity.
Also, I want to think of the composition, that captures something “like a daily life”.
It is difficult to capture the daily life itself, as the Vlogger was in front of camera.
Therefore, h/she pretends some acts like a daily one. However, as those behaviors
seem natural than the artificialized YouTubers’ acts, the audiences trust that as a “daily
life” itself.
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ブ・パフォーマンスが、
江戸で行われていた。
私はそのプロジェク
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リファレンス：個人的なアニメーション

抽象性としてのメタファー

Reference : The personal animation

個人的なアニメーションにおいて、
メタファーも重要な要素で
ある。
ノルシュテインは、
アニメーションは鑑賞する行為を介して
アニメーションは「個人的なものの反映」であると語ったのは、

「抽象性と物質性」を同時に扱うと述べ、
その点でアニメー

ロシアのアニメーション作家、
ユーリ・ノルシュテインである。
その

ションは文学や演劇に近いと語った。
例えば文学を読むとき、

言葉を聞いたとき思い出されるのは、
Igor Kovalyovの短編

読者が目にしているのは文字列に過ぎないが（物質性）、読

アニメーション「Milch」だ。
Milchは脈絡のない、
一見無関係

者は言語を介して、
意味の次元の世界を体感している
（抽象

なシーンの組み合わせが特徴的である。
男の子がミニカーを

性）。
アニメーションにおいても、
描かれているもの
（物質性）
と、
そ

動かしたり、
青年が女の後ろをつけていたり、
と思えば、
おばさ

れが捉えさせるもの
（抽象性）
の二重性が根本的に存在する。

んが光る顔パックをつけて眠る。
犬はその裏で静かに吠える。
私

ノルシュテインは抽象性を「メタファー」
という言葉でも語る。
そ

は登場人物の関係性云々関係なく、
この世界に没入し静か
に衝撃を受けた。

“Milch” by Igor Kovalyov, 2005

Strings (as a materialness)

れは物理的な世界には存在しないが、
感じ取られる存在である。
Metaphor as an abstractness

“Animation is a reflection of personal thing”, was said by Russian

In personal animation, metaphor is a significant element.

animated filmmaker, Yuri. B. Norstein. When I heard that word,

Norstein said that, animation deals with abstractness and

I reminded of short animation “Milch” by Igor Kovalyov. Milch

Language

materialness simultaneously, and by that, animation is close

is distinctive in that threadless, totally unrelated scenes combined.

to literature and drama. For example, when reading literature,

For example, each scene shows a boy rattles toy car, a young man

the reader see only the string(materialness). However,

walks behind a lady, and an old lady gets shining face mask, with

the reader interprets the dimension of meaning through

a little barking cry of dog. Without thinking of the relationship in

language(abstractness). Same thing can be said in animation, that

each character, I was shocked and immersed in this perspective.

Meanings (as an abstractness)

the duality of what had drawn(as a materialness), and what can
be interpreted(as an abstractness) exist. Norstein said abstractness
as a “metaphor”. Metaphor doesn’t exist in this physical world,

アニメーションの個人的な側面について語るにあたって、
ユー
リ・ノルシュテインの「話の話」を例に挙げたい。
「話の話」は狼
の子や布にくるまれた赤ん坊、
古びた家が霧の中からぼんやり
と現れては消える内容であり、
確固とした物語が理解しづらい。
そしてそれらのモチーフは、
「私のなかにいつもこうした記憶が生
きているのなら、
何かがそれを結びつけているのだろう」
というノ
ルシュテインの確信のもとに構成されている。
つまりノルシュテイン
にとって、
アニメーションは従来の アニメ のような、
「共有する
ための物語ではなく、
個人的な世界が生起する時空間を作り
出すためのアニメーション」を意味する。
私はこの定義を全面
的に肯定し、
これを 個人的なアニメーション と呼ぶ。
About personal animation
“Das Märchen der Märchen (Tale of Tales)” by Yuri B. Norstein, 1979

To state the personal side of animation, I want to give “Tale
of tales” by Yuri B. Norstein as an example. In this work, the
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audience can’t grasp the content itself, as the scenes were blurry
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and each motifs repeatedly showed and disappeared. These
motifs were consisted by the Norstein’s conviction like; “I think
‘something’ connects to the scene, when ‘something’ is living in
my memory”. That is to say, for Norstein, animation defines not
the story to share like traditional animation, but the way to arise
time-spatial experience of personal world. I accept this definition
totally, and call it as a “personal aniamtion”.

but you can feel it.
メタファーに関連する概念として、
セルゲイ
・エイゼンシュテインが
提唱した「原形質性」が挙げられる。
原形質性とは、
作り手の
想像力に従っていかようにも姿を変えられる全能性を可能に
する、
ドローイング・アニメーションの性質を指す。
エイゼンシュテ
インは原形質性を単にビジュアル
（物質性）
におけるメタモル
フォーゼについて語っているのではなく、
メタファーを知覚するレ
ベル
（抽象性）
で生じる変容であると述べる。
つまり、
原形質性
によって、
物質的にはタコでありつつ、
メタファーとしては象とし
て知覚される、
という現象が可能なのではないかという考察もで
きる。
そのような原形質性から認識されうるリアリティが次々と変
わることに、
アニメーションの独自性があるのではないかと考えられる。
As a relevant concept of metaphor, I want to cite “plasmaticness”
by Sergei Eisenstein. Plasmaticness is a property of drawing
animation, which enables having almightiness that can transform
character freely, by animator’s imagination. Eisenstein doesn’t
think plasmaticness not as a materialness (e.g. Metamorphose),
but as a abstractness at a level the audience can perceive the
metaphor. That is to say, through plasmaticness, it can be
said that even though the character is visually an octopus, but
can be perceived as an elephant at a metaphor level. It can be
said that, the originality of animation includes the property
that continuously changes the perceivable reality through
plasmaticness.

The Reluming Apparatus

個人的なアニメーションについて
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制作過程：プロジェクターの実験
Making process : Experiments with projector
実験1: QUMI Q6の投影像を鏡で反射させる

実験2: QUMI Q6をステッピングモータで回転させる
Experiment 2: Rotating the QUMI Q6 via stepping motor
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ステッピングモータ
（SM-42BYG011-25）
の上に、
水平方向に板を載せ、
その板の上にQUMI Q6を載せる。
ステッピングモータが回転すると、
QUMI Q6の
投影面も回転する。
試しに私が歩いているアニメーションを投影し、
回転させると、
回転のステップ数の影響か、
常にブレながらも投影像が空間中を360度
2018年9月の制作開始時点では、
軽量プロジェクタのQUMI Q6を使用していた。
QUMI Q6の投影面を鏡に向けると、
鏡の反射により、
投影像は反射し

回転し続ける。
投影像の輪郭が定まっておらず、
常にブレていることで、
まるでゴーストを目の当たりにしているかのような異様な存在感と恐怖が感じられた。
１

て鏡とは対の壁面に投影される。
試しに私が歩いているロトスコープのアニメーションを投影する。
その状態で鏡を回転させると、
まるで投影像
（図でいう人

ステップごとの秒数を60ミリ秒ごとと遅めに設定すると、
途端に常にブレる現象が生じる。

の絵）
が幽体離脱したかのように、
いったん像の位置から離れ、
また憑依するかのごとく、
再び元の位置の像へと戻る。
On the stepping motor(SM-42BYG011-25), I put the board horizontally and QUMI Q6 onto the board. When the motor rotates, the projected image will rotate
At September 2018 as the beginning of making, I used a lightweight projector; QUMI Q6. When I turn the lens of QUMI Q6 to a mirror, the projected image

too. I projected the animation of myself walking, and made it rotated. Probably because of the number of rotating steps in motor, the projected image rotated

reflect to the opposite side of the wall by the reflect effect of mirror. I projected the animation, that is a rotoscope of myself walking. Rotating the mirror with

360-degree in a room with always blurred. Because the contour of projected image was consistently blurred, I could feel the strange existence and fear as if I

that state, the projected image(a man) leaves and comes back again as if it were in out-of-body traveling.

were encountered a ghost. When I put the second of every step in motor to 60ms, suddenly the image will be blurred extremely.
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Experiment 1: Reflecting the projected image through a mirror
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実験3: QUMI Q6で投影しながら、凸レンズの抜き差し

実験4: ピコレーザープロジェクタの底面をソレノイドで押し、
ブレを生じさせる

Experiment 3: Moving horizontally the convex lens, with projection by QUMI Q6

Experment 4: Pushing the bottom face of Pico Laser Projector and making a natural glitch
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めているアニメーションを投影する。
そして、
「だるまさんがころんだ！」の「だ！」の箇所で凸レンズを外してみる。
すると、
図の最右部の通り、
像のボケは

2018年12月にUltimens社製HDピコレーザープロジェクタを購入する。
光源がレーザーダイオードであるため、
どこでも常にピントが合う。
ソレノイド

外れ、
鮮明な像が壁面に映る。
投影像と凸レンズの組み合わせでは、
だるまさんがころんだを含めた、
キャラクタの主観の表現や、
ゴーストのような

の鉄芯をプロジェクタの底面に密着させる。
高速で上下運動を繰り返すことで「ダダダダダダ…」
というソレノイド特有の音が、
まるで工事現場のブ

得体の知れないもの特有の恐怖感を表すのに適しているとわかった。

ルドーザーの音に聞こえてくる。
ブルドーザーの画像をプロジェクターで投影しながら、
ソレノイドを高速で上下させて、
ダダダダダダ…という音ととも
に投影像を高速で上下にブレさせてみた。
像は時に乱れて投影される時があり、
魅力的である
（左図の最右部がそれにあたる）。
いわば天然のグ

I set the lens of QUMI Q6 to the convex lens. Then, by the distance between the projector and lens, the projected image will be blurry like a left photo. I

リッチである。

projected the animation of myself as the tagger of Japanese grandma’s footsteps game. When saying “Da!” in game and taking off the lens simultaneously, the
projected image gets clear as the rightmost part of the photo. In a combination of projected image and convex lens, I thought it was appropriate that expressing

At December 2018, I bought a HD Pico Laser Projector by Ultimens, Inc. Because the light source is laser diode, the projected image is always focused in every

the subjective viewpoint of character including the grandma’s footsteps game, or somewhat a ghostlike.

surface. I put that lead of solenoid in the bottom surface of the projector. I repeated the up-and-down-movement at fast speed, the sound of solenoid, like da da
da da… sounded like a bulldozer. Then, I projected the image of the bulldozer, and made the solenoid repeat that movement fast with that peculiar sound. The
projected image sometimes gets glitched, and it was enchanting. I call it a natural glitch.
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QUMI Q6の投影面を凸レンズに向ける。
すると、
凸レンズの距離によって、
投影像は左図のようにボケる。
試しに私がだるまさんがころんだで鬼を務
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制作過程：映像装置の制作

Nexus Robot社製 4WD 58mm オムニホイールロボットを試す

Making process : Making the machine to move projector itself

タミヤ社の工作キットを用いた実験から、
トルクを強化する必要性と、
運搬が想定されたロボットを探す必要性が生じていた。
探した結果、
タミヤ社の工作キットを試す
（2018年9月）

Nexus Robot社製の4WD58mmオムニホイールロボットが該当すると

プロジェクターそのものを動かす装置を制作するにあたり、
まず私はタ

わかった。
具体的には、
Arduino Duemilanoveの互換ボードが搭載

ミヤの工作キットを購入して組み立て、
動作するか試した。
初めに、

されており、
かつ四輪のオムニホイールであるため、
トルクや直進性が３

タミヤ社のツインモーターギヤボックスを用いて、
前後左右の四方

輪よりも出やすい。
また、
オムニホイールはどの方向にも移動可能な車

に取り付けられた車輪をDCモーターを経由しArduinoで制御し、

輪であり、
制御方法が簡易である。
そして2019年1月にRaspberry Pi、

前後左右に移動できるようにした。
Arduinoの電源はモバイルバッテ

Arduino互換ボード、HDピコレーザープロジェクタ、
ACアダプタ３点

リーで供給することで、
ポータブルなラジオ
・コントロール・カーを制作した。

（ロボット本体、
Raspberry Pi １台、
HDピコレーザープロジェクタ１台）
を組み合わせた、
原型となる映像装置が完成した。

Trying with Tamiya’s DIY kit (at September 2018)
For making the device that moves projector itself, I bought the

Trying with Nexus Robot’s 4WD 58mm Omni Wheel Robot

Tamiya’s DIY kit. Then I assembled it and tried how it worked.

From the experiment of Tamiya’s DIY kit, I found necessity of

Firstly I tried Tamiya’s twin motors gear box, controlled the 4

strengthening the torque, and finding the robot that is purposed for

wheels through DC motor with Arduino. I set the mobile battery

carrying. As a result, I found the 4WD 58mm Omni Wheel Robot by

as a power supply for Arduino, and made a portable radio control car.

Nexus Robot is appropriate for this situation. Concretely saying, the robot
gets more torque and straightness than 3WD wheels, as of on board
compatible Arduino Duemilanove, and 4WD Omni wheel. Moreover,
omni wheel is a wheel that can move to any direction, and is easy to
manipulate. In January 2019, I made a draft machine which has Raspberry

タミヤ社のタンク工作基本キットを試す

Pi, compatible Arduino board, HD Pico Laser Projector, and 3 AC

上記に加えて、
タミヤ社のタンク工作基本セットを用いて、
キャタピラ

adapters(1 for robot, 1 for Raspberry Pi, and 1 for projector).

カーを制作した。
キャタピラの上に大きめの板を取り付けることで、
QUMI Q6などの軽量プロジェクターを運べる仕様にした。
このカー

そして修士二年次の制作では、
投影角度の調整が出来ていなかっ

も先述と同様、
Arduinoの電源をモバイルバッテリーで供給してい

た点に着目した。
一時は最上部にステッピングモーターを設置し、
モー

るため、
ポータブルである。

ターのシャフトの先にプロジェクターを載せた板を取り付けることで、
360

しかし上記の試みはQUMI Q6を載せた時点で終わってしまう。
板

度自在に投影可能な仕様を作った。

の上にプロジェクターを載せても、
プロジェクターの重量が重いた

しかし不具合が見られたため、
修了制作の「灯すための装置」では、

め、
トルクが足りず動きが止まってしまうのだ。
そのため、
QUMI Q6より

その制御にサーボモータを使用し、
180度自在に投影される角度を制

も軽量のプロジェクタを探す必要が生じたこと、
また上記のラジコン

御できるようにした。
また電源の供給方法についても、
コンセントからモバ

カーとキャタピラカーは上に物を載せる仕様ではないことから、
他の

イルバッテリーへと電源の供給方法を変えることとした。
これにより、
コード

機構によってプロジェクターそのものを動かす装置を制作する必要

レスで安定した動作が可能となり、
コードレスゆえに屋外での投影や、

性が生じた。

GoProカメラを載せた屋外撮影が可能となった。
いわゆる野生のプロ
ジェクターの誕生である。
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Added to above, I made caterpillar car with basic tank DIY kit by Tamiya

Making for the graduation work, I focused on the mechanism of

inc. I attached the big wooden board on the caterpillar, and enabled the

controlling the degree of projection. One time I attached the stepping

lightweight projector such as QUMI Q6 carry. Same as above, this car is

motor at the top part. By attaching the board to the head of shaft of

portable as the power was supplied through mobile battery.

motor, the 360 degree projection is enabled. However, the trouble were

However, these trying were stopped when I put QUMI Q6 on these

seen while exhibition.

cars. Because of the weight of projector and lack of torque, the car was

Therefore, in the graduation work “The Reluming Apparatus”, I used the

stopped. Therefore, I could find the necessity of making other machine,

servo motor to the above problem, and it enabled 180 degree projection

finding other lightweight projector, mainly because the radio control car

precisely and stably. Moreover, I changed from the AC cable to mobile

and the caterpillar car was not purposed for carrying something.

battery for power supply. By that, the machine works cordless and stable.
Also, it is able to project in outside, or shoot the video in anywhere with
GoPro camera. I call this, as a birth of ‘wild projector’.
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Trying with Tamiya’s basic tank DIY kit
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制作過程：撮影と演技

制作過程：ロトスコープとアニメーション制作

Making process : Shooting and acting

Making process : Rotoscope and animation-making

ロトスコープとは、
実写素材を1フレームずつなぞることで制作さ
れるアニメーションの技法である。
実写素材を撮るにあたり、
私
はアニメーションになりきった。
私にとって、
アニメーションっぽく動くというのは、
大きく過剰に動
いて演技するということだ。
例えばロトスコープアクターは、
ディズ
ニーの白雪姫に始まり、
実写素材を撮るために動きを演じる。
私は大げさに動いて、
アニメーションの一部になる。
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contour in every frame of shooting film. To shoot a film, I

映像素材はもっと試したいパートでもあった。
ロトスコープに落ち

pretended as an “animation”.

着いた理由は、
黒背景・白線の動画だと、
プロジェクターの特

For me, pretending like animation means that acting

性により、
アニメーションが眼前に「いる」感覚が感じられる点

exaggerative and excessively. For example, from “Snow

にある。
ピコレーザープロジェクタはルーメンが極端に暗い
（20

White and the Seven Dwarfs” by Disney in 1937, there was a

ルーメン）
のため、
黒背景の映像を投影すると透明に馴染む

“rotoscope actor” for shooting the film. I became a part of

特性がある。
この特性を用いて、
黒背景に白線でブレを強調し

animation through exaggerative acting.

たロトスコープを制作した。
For me, making the animation is what I want to try more.
The reason why I drew rotoscope in this work, is that, the
audience can feel the sense of animation exisiting in front
of them by property of the projector. Pico Laser projector
has the extremely low lumen(20lumen), so that the black part
of projected image will be transparent. With this property, I
made rotoscope animations with black background and white
line which exaggerated the blur.

The Reluming Apparatus

The Reluming Apparatus

Rotoscope is a technique of animation, by drawing the
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制作過程：ロボットの振る舞いと投影

過去作：「キャッチ アンド リリース」
（2019）

Making process : Behaviors of robots with projection

Past works : “Catch and Release”(2019)

ロトスコープが終わると、
ロボットの動きの振り付けへと作業が移る。
今回
用いたロボットは、
回転方向と速度を制御できる。
台の上にロボットを置

Robot arms with pico laser projectors, facing.

Top view

き、
アニメーションのタイ
ミングをもとにロボットの動作のプロットを立てる。
例

AirMac

えば、
ろうそくのシーンでは、
吹き始めた瞬間に60の速度で右に平行移
動、
という具合である。

1st Robot arm

この作業の醍醐味は、
投影像とロボッ
トの動きの組み合わせによる、
予想

Speaker

外の視覚効果を目撃できることにある。
例えばバケツの水の揺れのシー
ンでは、
ロボットを左右に若干ブラすと水の重さが伝わる現象を偶然見
つけた。
このような現象の発見こそ、
この作品を作る中での歓びである。

2nd Robot arm

When finished rotoscope, I make the choreography of robots. The robot
I used can control the direction and speed of moving. I put the robot on

Speaker
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of animation. For example, in the blowing moment of candle scene, I set
60 as speed and straight right as direction.
What I like most is that I can find the interesting physical-visual effect with

二台の小型プロジェクター搭載ロボットアーム
（Tinkerkit Braccio）
による空間的なアニメーション作品。
ロボットアームが連想ゲームで遊んでいる設

a combination of projected image and robot. For example, in the scene of

定で内容を制作した。
やってみると、
ロボットアームの動作の速さから、
「連想ゲームしているのが伝わらない」
との指摘を受けた。
初めはロボットアームの

shaking water in a bucket, accidentally I found the phenomenon, that the

可能性を模索すべく試みたものの、
自走式ロボットのほうがより自由度があると判断し、
自走式ロボットでの実験を進めることにした。

audience can feel the weight of water when robots were shaking left and
right slightly. These discoveries are my pleasure.

“Catch and release” is a spatial animation with 2 small-laser-projector-mounted robot arms. I made the plot in a situation which robot arms were playing
word association game. Because of the fast movement of robot arms, professor said that “I couldn’t see they were playing that game”. Therefore, I
evaluated the self-propelled robot more free than the robot arm. Thus, I decided to resume the experiment of the self-propelled robot.

The Reluming Apparatus

The Reluming Apparatus

the platform, and think the plot of robot’s movement based on the timing
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過去作：「いるための装置」
（2019）

眠るための装置

Past works : “Time to exist”(2019)

Time to sleep
2019年
アニメーション
4 20
レーザータイプ小型プロジェクター搭載自走式ロボット×1、
台×1、
筐体×1、
Arduino UNO、
仮設壁、
スピーカー
（ヤマハ MSP3）
×2、
Mac Mini
東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻 修士一年次作品
INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019 デジタルコンテンツ部門 優秀作
第25回学生CGコンテストアート部門 最終ノミネート

「眠るための装置」は、
修了制作「灯すための装置」のもととなった、
レーザータイプ小型プロジェクターを搭載した自走式ロボットによる
空間的なアニメーション作品である。
本作は、
小型プロジェクターと
自走式ロボットの組み合わせにより、
どのような表現が可能になるの
かを探る、
実験的な内容となった。
あのくらいの位置で、
あのくらいの大きさで、
あのくらいの動きで、
今日も
アニメーションは起きて眠る。
「起きて、
起きて」の声で、
小型プロジェクターを載せた装置が前後
左右に動き出し、
アニメーションは起きる。
人が泳ぐシーンでは、
装置
自体が回転し、
アニメーションが壁を沿って泳ぐ。
アニメーション単
体ではなく、
アニメーションそのものを動かすことで生じる映像のリアリ
ティを考察する。
アニメーション自体の移動やおぼろげなマッピング
によって、
画面のフレームを超えた、
その場限りの個人的な短編アニ
メーションを上演する。

“Time to sleep” is an experiment of spatial animation by one selfpropelled robots with small projector. Through this work, I wanted
to seek the possibility of combination with small-laser--projector

行為に自覚的にさせるパラフィクションを参照し、
多視点で見る行為を題材に内容を制
作した。
地面に種を植えるアニメーションを投影し、
天井の照明を灯して花を育てたり、
カ
エルが天井へと帰ったり、
断片的な構成にした。
小説を読むような内容を咀嚼する面白

The Reluming Apparatus

さはあったものの、
そのようなスローな面白さではなく、
もっと速く伝わる、
視覚効果の面白
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さに惹かれていたと気づき、
原点回帰へと繋がった。

and the movement of robot.
At that position, size, and movement, animation wakes up and sleep.
At the beginning, the device which carries small laser projector
moves back and forward, with the voice of “Wake up!”. In
the scene of person swimming, the device itself rotates and
animation actually swims along the gallery’s wall. I wanted to

“Time to exist” is a spatial animation with 1 small-laser-projector-mounted self-

contemplate the reality of moving images not only by animation’s

propelled robot. I referred to “Parafiction” by Atushi Sasaki; a fiction that makes

content, but making animation itself move. By animation-itself-

reader be aware of the act of reading itself. Based on that, I made a plot with

movement and vague projection mapping, this work performs

a theme of the act of watching via multi-view. The scene was fragmentary. For

improvised-personal-short-animation playing beyond the frame.

example, after the animation of plating a seed is projected, the ceiling light will be
lighted up to grow the plant. Or the frog goes back to the ceiling. I found interest
in slow interpret like reading novels. However, I found that I got interested in
more fast interest; the interesting visual effect. That brought me back to my roots.

b

Time to sleep

一台の小型プロジェクター搭載自走式ロボットによる空間的なアニメーション作品。
読む
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3640mm
(H:3140mm)
Airmac Extreme

MEDIA PRACTICE 18-19での展示風景
Exhibition at MEDIA PRACTICE 18-19, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.
2019年1月19日
（土）- 20日
（日）

2540mm

東京藝術大学 横浜校地 元町中華街校舎 アニメーションスタジオ

(H:1550mm)

レーザータイプ小型プロジェクター搭載自走式ロボット×1、
台×1、
筐体×1、
仮設壁、
スピーカー
（ヤマハ MSP3）
×2、
スピーカー用スタンド
（K&M
20120B）
×2、
Mac Mini、
openFrameworks

1640mm

W3640 × D5600 × H2500（mm）

(H:150mm)

小型プロジェクターを搭載した自走式ロボット１台、
ロボット用の土台
１台、
白色の筐体1点、
ワイヤレスヘッドホン２点、
Mac Mini１台、
サ
ブディスプレイ１台によって構成されている。
囲うように仮設壁が建て
られており、
観客は土台を前にアニメーションを鑑賞する。
白い筐体
の赤く光ったボタンを押すと、
アニメーションが開始される。
「眠るため
の装置」では、
私自身初めて映像装置を制作していたため、
その可

button, 2 wireless headphones, 1 Mac Mini inside the box, and 1

(H:150mm)

self-propelled robot, 1 platform for the robot, 1 white box that has

2160mm

2900mm

“Time to sleep” is consisted of 1 small-laser-projector-mounted

(H:1550mm)

Robot with cord

能性を広げるための実験として内容の制作に取り掛かった。

When the audience pushes the red lighting button on the box, the
animation will be started. In this work, as this was first time for
me to make this kind of projection device, I wanted to seek the

5600mm

audience will experience this animation in front of the platform.

(H:3140mm)

sub display. The walls were built and surrounded the platform. The

possibility of this device while making.

Power tap box

Speaker 2

Time to sleep

Box with button

Time to sleep

Speaker 1
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36
Scale : 1/20

MEDIA PRACTICE 18-19 展示プラン
Exhibition plan at MEDIA PRACTICE 18-19, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.

全体図
The whole

鑑賞者はロボットの入った台の前で鑑賞する。
水泳のシーンではマシンが回転するため、
仮設
壁を超えて泳ぐ人の姿が投影される。
アニメー
ションはフレームを超える。
Audiences experiences this animation in
front of the platform that has robot inside.
In the scene of swimming person, the robot
rotates itself. Therefore, the swimming
man will be projected beyond the wall.

37

上からの俯瞰図
From the ceiling

Time to sleep

Time to sleep

Animation will animate beyond the frame.
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INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019での展示風景
Exhibition at INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019, in Grand Front Osaka, EVENT Lab.
2019年11月29日
（金）- ３0日
（土）
グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ
レーザータイプ小型プロジェクター搭載自走式ロボット×1、
台×1、
筐体×1、
仮設壁、
スピーカー
（ヤマハ MSP3）
×2、
スピーカー用スタンド
（K&M
20120B）
×2、
Mac Mini、
Mac Book Pro、
openFrameworks

Time to sleep

Time to sleep

W2700× D2700 × H2000（mm）
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INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019 展示プラン
Exhibition plan at INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019, in Grand Front Osaka, EVENT Lab.

2700mm
(H:2700mm)

2500mm

Speaker 1

ge

ima

ted

jec
Pro

Robot with cord

Power plug

2700mm

Speaker 2

Robot with small projector
Power tap
box

270

(H:

(H:2700mm)

2000mm

Wooden rail

(H:150mm)

2700mm

(H:2700mm)

(H:150mm)

0m

270

m

mm
)

Box with button

m
0m )
270 70mm
2

(H:

Wooden rail

Power tap box

350mm

Power plug

Speaker 1

(H:900mm)

Power plug

Speaker 2

Box with button

350mm

Time to sleep

Scale : 1/16

Time to sleep

(H:900mm)
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シーン① 紙が動き出すエピローグ

シーン② ゴルフのシーン

Scene 1 : Epilogue with a paper, which will move with motion of robot

Scene 2 : Playing golf
ボタンが押されると、
目覚まし時計の音とともにタイ
トルがフェード
イン・アウト。
次に紙がフェードイン。
紙は５コマで動いており、
「…
ねぇ、
これ何枚で動いてる？」
という男の声が。
「うーん、
５枚くらい
じゃないかなぁ…」
という女の声。
「５枚かぁー。
まぁ、
これから動く
けどね」
と男が話すと、
紙は壁に沿って、
すーっと滑るように動く。
After pushed button, the title fades in and out with the sound
of alarm. After that, the paper will be projected onto the wall.
The paper moves in 5 frames, with a man asking “Hey, how
many frames does this animation have?”. A woman replies
“Hmmm… I think it’s in 5 frames.” A man said “5 frames…
Well, it will animate.”, and the paper will move onto the wall
smoothly with robot’s rotation.

ゴルフのシーン。
男がゴルフを試みてクラブをボールに当てるが、
ボールは一向に動かない。
女が「違う違う、
これこうじゃない？じゃないとアニメーション
にならないよ」
と言い、
再度クラブを振ってボールに当たると、
ロボットは少し左に動き、
ボールは少し左へ進む。
その後、
「いーち、
にー、
さーん」
と男女
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In this scene, boy and girl were playing golf. The boy tried to hit the club to the ball. However, the ball doesn’t seem to be moved. The girl said
“No no, isn’t it in this way? Otherwise, it won’t animate”. The girl hit the club to the ball, and at that moment, the ball will slightly move to left as
the robot moves so. After that, he and she counted the number like “one, two, three…”, and they hit the club to the ball. Gradually the ball goes
nearby the hole, and finally, it gets into hole.

Time to sleep

Time to sleep

が数え始め、
数字を言ったあとにクラブをボールに当てることで、
ボールは徐々に左へ進み、
ついに穴に入る。
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シーン③ 水泳のシーン

シーン④ メタモルフォーゼのシーン

Scene 3 : A man is swimming

Scene 4 : Metamorphose in Animation
ドロドロとした液体のようなものがサイン波の音とともに溶けてい
る。
左に平行移動すれば逆再生、
右に平行移動すれば正再
生というルールが持ち込まれ、
映像のプレイバックがロボットに
よって司られている。
In this scene, something like a heavy liquid is melting with a
sound of sine wave. With the rule, the left-horizontal-move
is reversing, and vice versa, the robot will manipulate the
playback of animation.

水泳のシーン。
手で飛び込み際を押さえ、
飛び込む。
次の瞬
間、
ロボットが回転し始め、
それにしたがって泳ぐ人が壁に沿っ
て泳ぐ。
途中、
男女が人の泳ぎ方について議論する。
そして「で
もこっちのほうが良くない？」
という男の声で、
泳ぎ方は左回転の
ゆっくりとした動きに定まっていく。
In this scene, a man is swimming. He puts his palm on the
and thus the swimming person will be projected in and
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the slow-left-rotating swimming.

beyond the wall. Suddenly the man and woman discuss the
way of swimming. However, with a man’s voice, “Don’t you
think this way seems to be good?”, the way will be directed to

Time to sleep

Time to sleep

corner, and jumps in. In the next moment, the robot rotates
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シーン⑤ だるまさんが転んだのシーン

シーン⑥ 歩いて布団へ戻り、眠るエンディング

Scene 5 : Playing Japanese Statue game

Scene 6 : Walking, coming back to home, and sleeping on the bed.

歩いて布団に戻って寝るシーン。
投影位置ごとの質感や
感触の違いを、歩行音と動作のスピードによって表した
かった。
急いでたり、
歩いたりするも、
徐々に疲れて寝る。
In this scene, robot will go back to his bed and sleep.
I want to express each different texture by projected
だるまさんがころんだでロボットが遊ぶ。
だるまさんがころん「だ！」

position, by the different sound of walking and speed of

の瞬間に映像中の人が振り返り、
ロボットは止まる。
アニメーショ

movement. Sometimes he hurries and walks, gradually

ン自体は人（鬼）
の画を写した客観でありながら、
ロボットの振

he gets tired and goes to sleep again.

る舞いはだるまさんがころんだを遊ぶ子の振る舞いであること
で、
投影像と投影装置の主従関係がかき乱される。
Robot is playing Japanese statue game. When the “Da!” was
said, the person in the projected image will look back, and the
robot stops. The relationship between the projected image
and device will be disarranged as the animation’s content is an
objective view of person(tagger), but the robot’s movement is

Time to sleep

Time to sleep

a behavior that plays the game.
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パウンドケーキと佐藤先生

映像の構成：登場する3つのシーンについて

The pound cake and Mrs. Sato

The content of this film: About 3 scenes in video

2018年

佐藤先生が毎年冬に送ってくれるパウン

映像、
手紙、
テキスト、
写真

ドケーキ。現在と過去を結びつけるインタ

4 00

フェースとしてパウンドケーキを写す。
食べ

東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻 メディアデザイン特別演習 課題作品（指導教員：佐藤雅彦）

ると過去を思い出す時がある。

第24回学生CGコンテストアート部門 大山慶評価員賞 BRONZE
Mrs. Sato sent me the pound cake every
私が家族で北海道から東京に越して以降、
20年間メールと手紙で文

winter. As an interface of current and

通していた佐藤先生に電話をかけた。
佐藤先生と直接話したのは、
北

past, I shoot the pound cake. When I eat

海道にいた頃のみであるため、
実に20年ぶりの対話となった。

it, sometimes I remember the past.

電話がもたらすリアリティを増幅させるべく、
佐藤先生との事前の話し合
いは一切せず、
ぶっつけ本番で佐藤先生の働く発達支援施設に電
話をかけ、
録音した。
20年という時間が風化させていた佐藤先生の像

① パウンドケーキ

が、
声となって、
くっきりと浮かび上がってきた。
そしてそれは、
20年前の私

Scene 1: The pound cake

が記録された写真に、
北海道の穏やかな空気を吹き込むかのような

過去を思い出しながら食べる。
手紙とパウ

会話だった。
その空気と佐藤先生の人柄がにじみ出ている3分半の対

ンドケーキでしか見えない佐藤先生の像

話、
そして現在の私が交錯するような映像を目指して編集した。

を思い浮かべる。
五分間だけ北海道を思
い返す。

I called Mrs.Sato who I correspond with via E-mail and letters for
I eat the pound cake, remembering the

20 years. It has been for the first time in two decades that I directly

past. I imagine the image of Mrs. Sato,

talk with Mrs.Sato, as I did when I was toddler in Hokkaido.

only visible in the form of the letter and
pound cake. I reminded of Hokkaido in

To increase the reality of call, I didn’t had any beforehand meeting

5 minutes.

with Mrs.Sato. But I did the phone call to children treatment center
where Mrs.Sato worked with no rehearsal. With her voice, there
was a sharp image of Mrs. Sato which was weathered in 20 years.
And yet, it breathed the calm atmosphere of Hokkaido to the

② パウンドケーキを食べる自分

photograph of my younghood. I tried to depict the conversation

Scene 2: Myself eating the pound cake

which represents that atmosphere and the character of Mrs.

幼少期に故郷の北海道で撮った写真を

Sato, and the current portrait of myself in 3 minutes and half.

積み重ねる。
写真でも徐々に年齢を重ね
ていく。
最後に佐藤先生と写っている写真
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I pile up the childhood photos of
hometown. Gradually I get older in

c

photos. At the end I put the photo with
Mrs. Sato.

③ 幼少期の写真を積み重ねる
Scene 3: Piling up childhood photos

The pound cake and Mrs. Sato

The pound cake and Mrs. Sato

を置く。
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冬になると、
毎年佐藤先生からパウンドケーキが贈られてくる。

佐「え？なに」

佐藤先生とは、
20年前、
僕が発達支援施設にいた時にお世話に

小「あれって、
どうしてパウンドケーキなんですか？毎年。
贈られるものが」

なった先生だ。

佐「あ… あの〜… パ
（笑）」
佐「私が、
日持ちするのが一つと。
」

映像の構成：対話について
The content of this film: About dialogue between me and Mrs. Sato

小林（以下、
小）
「もしもしー。
」

小「はい」

相談室の女性（以下、
相）
「相談室です」

佐「だから遠くにも贈れるし」

小「もしもし」

小「はい」

相「はい」

佐「だから… ふふふふ
（笑）。
だから、
うん、
それであの、
皆が喜んでも

小「えっと、
わたくし、
あの、
20年前にそちらでお世話になった小林と申

らえてっていうので、
」

しますが、
佐藤先生って今いらっしゃいますか？」

小「ふんふんふん」

相「はい、
おります。
小林何さんでしょうか？」

佐「あの、
毎年贈ってます。
」

小「小林颯です」

小「あ、
そうなんですね。
」

相「颯さんですね、
少々お待ちください」

佐「はい。
そうなんです。
で、
」

小「はい」

小「あ、
うん…」
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佐藤先生（以下、
佐）
「もしもし」

言ってたことあったじゃない」

小「もしもし。
…あ、
佐藤先生、
ですか？」

小「はい、
はい」

佐「そうです、
お久しぶりでございますね」

佐「だから、
チョコレートケーキも一緒に贈ることにしました」

小「お久しぶりです」

小「あぁ、
そうなんですね」

佐「えぇぇ？
！」

佐「はい、
はい。
」

小「20年ぶり…」

小「え、
そういう、
」

佐「はやちゃん自身でしょう？」

佐「あのー、
」

小「はい」

小「はいはいはい」

佐「えぇぇ… お元気ですか？」

佐「うんと、
クリスマスのプレゼントのような感じで、
私は、
パウンドケーキを、

小「元気です」

皆さんにお贈りしてるんです」

佐「今… もう就職したんだよね？」

小「あ、
そうなんですね」

小「あ今、
大学院に通っていて…」

佐「はい。
」

佐「あ、
大学院に行ったんだっけ」

小「こう、
何というか…どんなことを思って、
毎年贈られているのかなと」

小「はい。
」

佐「あのー、
」

佐「今年。
」

小「毎年作られているのかなと」

小「そうなんです」

佐「ハハハハ
（笑）
。
私が、
食べてほしいなと思う人たちに贈ってます」

佐「あ、
そ〜っか。
」

小「あ、
そうなんですね」

小「そうです」

佐「はい、
そうなんです。
食べてほしいなって、
もしかしたら喜んでくれる

佐「それはそれは。
」

かなと思う人たちに贈っております。
」

佐「なんかもう、
あの、
お母さんとはね、
話して、
」

小「ふんふんふんふん…」

小「はい、
はい」

佐「ふふふふふ
（笑）… 喜んでくれてるでしょ
？」

佐「凄い活躍しててっていうか、
」

小「いや、
もうすごいおいしいです、
毎年」

小「いやいやいや、
」

佐「ね。
だから、
私が、
あの、
作れるまで、
作りますよ。
贈ります。
」

佐「着々、
着々と自分の夢に進んでるみたいだったから、
安心してました」

小「ありがとうございます」

小「あー、
あははは」

佐「あはははははは
（笑）」

佐「あ、
そ〜っか。
」

小「凄い、
毎年楽しみに待ってます」

小「ありがとうございます」

佐「うん。
あ、
パ、
パウンドケーキの、
あの、
写真も撮ってあるの？」

佐「今何…、
突然思い出したの？
（笑）」

小「あ、
まだ、
あんまり撮れてなくて…」

小「あ、
今、
ちょっと、
大学院で、
」

佐「そっかそっかそっか
（笑）」

佐「うん」

小「ちょっとこれから、
集めます」

小「映像を作っていて、
」

佐「うん。
はい、
そういうことです」

佐「うん」

小「ありがとうございます」

小「その課題で、
」

佐「はい、
元気でね。
」

佐「うん」

小「はい、
ありがとうございます、
また夏に」

小「ちょっとお訊きしたいことがあるんですけど、
」

佐「たまにお電話ください」

佐「はい。
なんでしょうか」

小「あ、
はい、
また夏になったら、
」

小「佐藤先生って、
毎年パウンドケーキ贈られるじゃないですか」

佐「ありがとうございます、
はーい」

佐「はいはい。
はい」

小「あ、
はい、
」

小「あれって、
どうして」

佐（ガチャ。
受話器を下ろす音）

佐「えぇ」

小「梨を贈りますので」

小「パウンドケーキ… なんですかね？」

The pound cake and Mrs. Sato

The pound cake and Mrs. Sato

佐「チョコレートケーキも、
はやちゃん好きだったって言ってたでしょ？
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制作プロセス：佐藤先生とのコミュニケーションについて

2018年12月26日に贈られてきたパウンドケーキと手紙。
冬になると、

Making process: About the communication with Mrs. Sato.

毎年佐藤先生からパウンドケーキが贈られてくる。
チョコレートとプ
レーンのパウンドケーキの二種類が贈られる。
ふと、
なぜ毎年贈るも
本作は授業課題で制作した映像だ。
課題のテーマは「身近に潜む

のがパウンドケーキなのか気になった。

コミュニケーションを映像化しなさい」
というもの。
当初は道端に潜む
サインなど、
屋外に潜むサインをもとに歌を作って映像化しようかと考

The pound cakes and letter, sent at December 26th, 2018. Every

えていた。
しかしどこか作る気力が湧かず、
違和感を抱いていた。

winter, Mrs. Sato sent me the pound cake. There are two kinds of
pound cakes; Chocolate and plain. At one moment, I wondered

This work is made in a class assignment. The theme of the

why Mrs.Sato sends me the pound cake.

assignment is “Make a film about the communication that is close to
you”. Firstly, I took several pictures from that theme. For example
I took the sign that is hidden in road or surroundings. And I was
thinking to make a song from it. However, somehow I sensed a
discomfort that I don’t have a motivation to realize that idea.

ある時ふと、
佐藤先生とのコミュニケーションを思い出した。
私が初めて送ったメールは、
佐藤
先生宛だった。
故郷を離れてから私は佐藤先生と毎年文通する仲である。
そして毎年冬に
なると、
パウンドケーキが贈られてくる。
これだ！
という直感が働き、
私はこの佐藤先生とのコミュニ
ケーションを映像化することを決めた。
At one moment, I reminded of my communication with Mrs. Sato. My first E-mail was to
Mrs. Sato. After leaving from my home town, Hokkaido, me and Mrs. Sato exchanges letters
every year. And every winter, Mrs. Sato sent me the pound cake. I thought “This is it!”. Then
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スでありますように。
来年は良い年になりますように」
と書かれている。
A photo from the letter. This is a letter that have sent after letting
Mrs.Sato watch “The pound cake and Mrs. Sato”. It says, “I make
and give the pound cake to who says it delicious. Hope you have a
good christmas, and a nice year”.

The pound cake and Mrs. Sato

The pound cake and Mrs. Sato

I decided to make a video about this communication.

入っていた手紙より。
私がこの作品を佐藤先生に見せた後の手紙。
「おいしいと言ってくださる方に、
差し上げているだけ。
楽しいクリスマ

初めて送ったメールの抜粋。
迷子になった日の日記を書いて送った。
From the first mail I have sent to Mrs. Sato. I wrote down about the day I got lost.
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展示プラン：OPEN STUDIO 2018での展示について

展示プラン：第24回学生CGコンテスト 受賞作品展 CGC Meeting での展示について

Exhibition plan at OPEN STUDIO 2018, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.

Exhibition plan at “CGC Meeting”, the 24th Campus Genius Contest Winner's exhibition in Miraikan.

Installation View at “CGC Meeting”, Miraikan, Tokyo
Text

本作は第24回学生CGコンテストにて大山慶評価員賞

Mail

（BRONZE）
を受賞した。
受賞作品展では展示形式が

Text

自由だったため、
映像作品の背景を見せたいと思い、
映像、

Mail

iPad

テキスト、
メール、
手紙、
写真のインスタレーションを構成した。
This work got the Kei Oyama prize(BRONZE) at the

The pound cake and Mrs. Sato

the form of exhibition is not limited. Therefore, to show

55

Pic

ture
Pic

ture

本作は所属していた東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻の成果展示「OPEN
STUDIO 2018」にて上映された。
プロジェクターから壁に向けて全面で投影されており、
鑑賞者
は椅子に腰掛けたり、
立ったりして映像を鑑賞する。

projected this film to the wall and the viewers watch with sitting on the chair, or standing.

one

ture

film, texts, mail, letter, and pictures.

Media, Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts. The projector

dph

Pic

the background of this work, I made an installation by

This work is screened at “OPEN STUDIO 2018”, the annual exhibition of deparment of New

Hea

Por
tfol
io

Exhibiton Plan

The pound cake and Mrs. Sato

24th Campus Genius Contest. In the winner’s exhibition,
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展示会場内に配置したテキスト
Text I exhibited in the installation version of “The pound cake and Mrs. Sato”

《パウンドケーキと佐藤先生について》
小林 颯
《パウンドケーキと佐藤先生》は、
私の所属する東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻の課題作品として作られたもの
です。
佐藤雅彦教授の授業で、
「身近に潜むコミュニケーションを見つけて映像化しなさい」
という課題でした。
この紙では、
制作に
至るまでの経緯と、
制作後に残ったものについて、
書いていきたいと思います。
私は制作を行う時、
自己流の二つの作り方があると考えています。
一つ目は、
新たな技術を用いて、
試行錯誤している際に発見した
現象から着想する作り方。
二つ目は、
それを作らざるを得ない、
個人的な衝動があって、
その思いのままに作ってしまう作り方。
《パウンド
ケーキと佐藤先生》は間違いなく後者で、
衝動に突き動かされて作っていました。
ここで、
このモチーフで作らないと一生後悔する、
と
思いながら作っていました。
幼少期、
４歳まで私は家族と北海道で暮らしていました。
言葉の発達が遅く、
自閉傾向と診断された私は、
間もなく発達支援施設である北海道クリスチャンセンターに通うことになります。
そこで
出会ったのが佐藤先生でした。
私は北海道で暮らしていた頃の記憶が三つしかありません。
一つ目はベビーカーの中から眺めた
雪まつりの雪像。
二つ目は一人でエレベーターの中にいる時の主観。
三つ目は発達支援施設で佐藤先生と遊んだ積み木の思い出。
その後、
東京に越してきてから、
約20年もの間、
私は佐藤先生とメールと手紙で文通していました。
初めて佐藤先生にメールを送った
のは、
5歳の時です。
当時、
兄が作ったローマ字入力表がパソコンデスクの上に置かれていて、
私は見よう見まねでローマ字入力を
覚え、
ひらがなも書けないまま、
それでもメールを打っていました。
そして当時両親が作っていた家族新聞を読み返すと、
佐藤先生に送った

The pound cake and Mrs. Sato

The pound cake and Mrs. Sato

初めてのメールが載っていました。
それは右のようなメールでした。
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メールに出てくる やまと は、
双子の兄の名前です
（私は双子の弟）
。
佐藤先生から返事が返ってきては、
こちらも返信を書く。
そんな生活が

像の像

一年くらい続きました。
が、
小学校に入学すると小学校のほうが楽しかったのか、
佐藤先生にメールを書くのも年一回ほどのペースに落ちて

The image of image

いきました。
そんな時、
奇妙な習慣が出来ました。
佐藤先生から毎年、
冬にパウンドケーキが贈られてくるのです。
レーズンの入ったプレーンと、
チョコチップの入ったチョコレート味のパウンドケーキ。
冬になってだいぶ経って、
（さすがに今年は無いかな
…？）
と思った頃に届くのです。
手紙も付いてきます。
「はやちゃんがすっかり大人びて驚いています」
そして私はそのお礼に、
梨と手紙を毎年
送ります。
「今年から大学に入りました。
まさに光陰矢の如しですね」
こんな生活が約20年続いてすっかり馴染み、
風化していたそんな頃に大学院で「身近に潜むコミュニケーションを映像化しなさい」
という課題
が出ました。
当初は別の案で行こうと考えていましたが、
締切三日前になって、
あの特異な習慣を思い出しました。
（そういえば毎年、
冬になると、

2018年
インスタレーション
サイズ可変
東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻 インターメディア特別演習 課題作品（指導教員：畠山直哉）

2018年4月に亡くなった愛犬のイメージを掴むために、
カメラオブスクラを
制作した。

佐藤先生からパウンドケーキが贈られていたな…。
）
それからはもう早くて、
佐藤先生の電話番号を探り、
ぶっつけ本番で、
佐藤先生に毎年
パウンドケーキを贈る理由を訊きたい、
という衝動がありました。

歴史上最古のカメラとも言われるカメラオブスクラの眼を通して、
最新の
カメラを搭載したiPhoneに浮かび上がる像を写し取る。
本来は風景や

翌日。
学校に行く前、
佐藤先生に電話しようと思い、
レコーダーをonにし、
iPhoneで佐藤先生宅に電話をかけました。
緊張した面持ちで「佐藤

人物を被写体とするこの装置が、
iPhoneというデバイス上の像を被写体と

先生はいらっしゃいますか？」
と訊くと、
旦那さんが「佐藤先生はいま職場にいます」
と言いました。
私は咄嗟に発達支援施設の電話番号を

した瞬間、
定着されるイメージはどのような変化をもたらすのだろうか。
写

調べ、
電話をかけました。
スピーカー機能が上手く切り替わらない。
切り替わり、
「佐藤先生はいらっしゃいますか？」
と訊くと
「いますよ」の声。

真家・畠山直哉教授による、
「イメージの定着」
をテーマに、
カメラオブス

代わってもらうその間に緊張は頂点に達していました。
「もしもし」。
その声を聴いた瞬間、
20年間で風化していた佐藤先生の像が、
くっきりと眼前に現れるかのようなカタルシスを感じました。
もう覚えて
いないけれどなぜか懐かしさがありました。
会って今の姿を見せたいなと思いました。
ただその高揚感はだんだん、
私の会話の不器用さで
減衰していくような感覚がありました。
伝えようと思っているのに、
会話したいと思っているのに、
一向にその会話は弾まない。
そしてその佐藤先生

クラの制作を通して像のキャッチを試みるという課題にて制作した。

I wa s t r y i n g t o d e p i c t my i m a g e o f my b e l ove d d o g ,
who passed away on April 2018 with camera obscura.

の気持ちは電話しているこちら側にも届き、
ますますどうしよう…という思いが募るばかり。
用意していた、
パウンドケーキの作られた理由を訊く

Camera obscura is so-called the most old camera on the history.

文章を言って、
間をどうにか繋げようと思いながらも、
たどたどしい言葉しか発せられず、
そういえば母親から
「電話するときに 梨贈るので って

Through the lens of oldest mechanism, I traced the picture of

言っといてね」
と言われたのを思い出し
「梨贈るので…」
と言いかけたその瞬間、
電話は切られました。

my dog taken by the latest iPhone which I actually used to take a
picture of my dog. Generally speaking, this device stands for tracing

全然上手くいかなかったな、
と思いました。
でもこれでいこうと確信していました。
とてつもなく断片的で個人的だけれども、
現代だからこそ映える

the subject such as actual landscape or portrait. However, how

豊かな対話だったと思っていたからです。
そして家族新聞からいくつか幼少期の私の写真を切り抜き、
それらの写真を使って撮影していき

the image will be changed if the subject is the screen of iPhone.

ました。
それまでの映像制作では大量のシーンを撮っていたのに、
《パウンドケーキと佐藤先生》ではたった３シーンで撮影が終わりました。
編集では、
この単語でこのシーンが来るな…という直感で編集していきました。
後から思えば、
編集では、
直感から、
そのときの対話の持つ
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The image of image

The pound cake and Mrs. Sato

空気を再現するための自然を作っていたのではないかと思います。
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学内講評 展示風景
Exhibition view at annual assignment presentation, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.
東京藝術大学 横浜校地 元町中華街校舎 講義室
自作カメラ・オブスクラ、
iPhone、
ライ
ト、
ドローイング
W1500 × D2000 × H2000（mm）

カメラ・オブスクラを自作してみると、
ボケが強調される点、
そして反射してアクリル板に写る像が、
ピクセル単位の画素
では無い点が面白いと感じた。
その特徴を通じて、
どうにか
して亡くなった犬の印象をそのまま表すことはできないだ
ろうか。
そう思い、
カメラ・オブスクラとiPhoneを置き、
トレー
シングペーパーでカメラ・オブスクラに写ったイメージを写
し取った。
After making the draft version of camera obscura,
I th o u g h t th e two i n te r e s ti n g p o i n ts ; Fi r s t i s
exag gerating the blurring effect, and second
is showing the natural pixel which was not
computational, but authentic as this device showed
the image from reflected to acrylic board. Therefore,
I thought how could I depict the impression of
my beloved passed-away dog more natural than the
normal camera? Therefore, I put the camera obscura
and iPhone, and traced the image on the transparent

The image of image

The image of image

acrylic board.
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The image of image

The image of image
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OPEN STUDIO 2018 展示風景
Exhibition view at OPEN STUDIO 2018, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.
東京藝術大学 横浜校地 元町中華街校舎 2F廊下
自作カメラ・オブスクラ、
iPhone、
ライ
ト、
ドローイング

The image of image

The image of image

W1500 × D2000 × H2000（mm）
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4 drawings, through my handmade camera obscura
Pencil on tracing paper
210 x 297mm, 4 pieces

The image of image

The image of image

2018
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制作の動機

カメラ・オブスクラに関する資料をもとに、
まずはこの装置を作ろうと考えた。

The beginning point of making this work

Reading the below paper, I thought I wanted to make this device at first.

I want to capture my image of beloved dog who passed away at April 4th, 2018.
Only I saw the last living moment of dog.
The image that I can't end up to my dog

Can't do anything about it.

Having my dog's ashes, I imagined my dog's moving figure, with an actual weight.

Blur

That I don't remind of usually

Focused

Exposure

Transparent gutter

Timing
Material
Pictures with blur on purpose
Try to trace
through projection

Edge blur

Pictures with motion on purpose

Pictures with distance on purpose

Time axis

Drawing on
tracing paper

Why couldn't I end up?
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The work is eloquent, it's not your mouth.

Will be compared with other artists deal with “the death of dog”.
Daido Moriyama - Mixed with poster, TV, etc. Can't interpret at first sight. Messed up.
Walker Evans: “Photo Studio” the photo of photo. Takes the sign and characters.

The image of image

The image of image

Image of image
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2014年から2018年まで使っていたiPhoneで撮りためてきた愛犬の画像。

制作過程：カメラ・オブスクラの設計

設計のためのスケッチ。
段ボール箱と黒紙を用いて試行錯誤する。

Photos of my beloved dog taken from 2014 to 2018 by my iPhone.

Making process: Designing the camera obscura

Sketches for designing the camera obscura. Trying to prototype with cardboard box

The image of image

The image of image

and black paper.
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iPhone stand

240mm

28
0

15

00

m

m

mm

Camera obscura

715mm

The image of image

The upper side

42
0

The bottom side

m

m

The image of image

The image of image

Left and right side

The board
Side(without lens)

for reflecting mirror
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Side(with lens)

Scale : 1/10

5枚の犬の写真を重ねて、
カメラ・オブスクラを経由してスケッチブックに描く。

Making process: Sketching through the selfmade camera obscura

I drew a sketch with 5 pictures of my beloved dog via camera obscura.

5枚の犬の写真を重ねて、
輪郭をなぞる。
I drew a contour of 5 pictures of my beloved dog via camera obscura.

The image of image

The image of image
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制作過程：自作カメラ・オブスクラを通じたスケッチ
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リファレンス：Walker Evans「License Photo Studio」(1934)

個展〈チューニング〉

Reference: “License Photo Studio” by Walker Evans, 1934

Solo Exhibition “Tuning”
2018年
展示
W2900 × D3700 × H2040(mm)
2018年1月6日 - 10日、
No.12 Gallery（東京）

「未来には、
誰でも15分間は世界的な有名人になれる」

I researched the relationship between technology and affluence,

これは、
消費社会を主題としてポップ・アートを手掛けた芸術家、
アン

and the art works which mainly focused on ‘Post-Internet Art’ by

ディ
・ウォーホルが「15 minutes of fame」の中で語った言葉であ

Marisa Olson. Through the research, I made the short animation

る。
この言葉は、
インターネット前提社会における我々と、
ソーシャル・

“Betweener”, and the installation “Waterfall of receipts”. In

メディアとの関係性とも接続しうるのではないだろうか。

exhibition, I exhibited 2 above-mentioned works;The short
animation titled “Betweener”, I made in January to October

大学の卒業研究の一環で、
インターネット前提社会における豊かさを

in 2017. I exhibited animation, the visual and storyboard. The

テーマに、
短編アニメーション作品「Betweener」、
インスタレーション

installation titled “Waterfall of receipts”, I made in October 2017

作品「レシートの滝」
と個展〈チューニング〉
を制作・実施した。

to January 2018. I exhibited installation that prints tweet with
prices and the receipts.

Twitterのフォロワー数や、
Instagramのいいね！など、
社会的地位
が数字として過剰消費される現代において、
豊かな状態、
とは何を
指すのか。
現代社会における豊かさをテーマに、
フィルターバブルや
ウェルビーイングといった、
テクノロジーと豊かさの関係性や、
ポスト・
インターネット・アートを中心とした美術作品のリサーチを行った。
リ
サーチをもとに、
短編アニメーション作品「Betweener」
と、
インスタ
レーション作品「レシートの滝」
を制作した。
展示では、
2017年1月か
ら10月まで制作してきた「Betweener」
とビジュアルならびに絵コン
テ、
2017年10月から2018年1月まで制作してきた、
ツイートと各ツイー
トの値段をレシートとして印刷するインスタレーション作品「レシートの
滝」
と出力されたレシート群を展示した。

“In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.”
This is the words by Andy Warhol, who made pop art with
the theme of consumptive society. I think these words can be
connected to the relationship of us at present, internet-developed
age and social media.

The image of image

two works and solo exhibition with the theme of affluence in
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this internet-based society. These are a short animation titled
“License Photo Studio” by Walker Evans, 1934, referred from Max Hirshfeld Pictures website.
この作品では、
ある時代・地域の、名前をもつ人物を撮影しているが、沢山羅列されることで一目見ても何かよくわからない印象を抱かせる。
写真を通じた存在感について考える。

“Betweener”, a device installation titled “Waterfall of receipts”,
and a solo exhibition “Tuning”.
In this society, it is where social position is excessively consumed as

This work shows several named people in one period and area. However, because the portraits were so aligned, I got an impression of

a number such as the followers of Twitter, or likes of Instagram.

many and unspecified portraits. I try to contemplate the existence through pictures.

What can be the state of staying affluent? Based on this problem,

e

Solo Exhibition “Tuning”

As a graduation project in the undergraduate college, I made

78

展示のコンセプト
The concept in this exhibition

コンセプトをもとにテキストを書き、
展示空間に展示した。
Based on the concept, I wrote text and exhibited in my solo exhibition.

“Tuning”

チューニングは、
「調律」
「同調」の意味を持つ。調律の意で言

Tuning means “tuning to some instruments” or “attuning

えば、
ある定められた一つの音のトーンに合わせるために、
自ら

to others”. In the meaning of the former, the tuning can be

の音を合わせていく行為であるといえる。例えば、YouTube上で

said as, adjusting one sound to one criteria of sound. When I

「Tuning」
と検索をかけると、無数の楽器のチューニングの動画

searched with “Tuning” on YouTube, I could find numerous

を見つけられる。
ある動画は、
個人がギターをチューニングしている

videos that tune instruments. One video shows a person

様子が示され、
またある動画は、
オーケストラの楽器の音のトーンを

tuning the guitar. Another video shows an orchestra tuning

チューニングする様子が示される。
そのさまに私は、
現代社会に生き

many instruments. Watching those videos, I imagined the

る我々とSNSの関係性を想起した。
つまり、
一つの求められた基準

relationship between us and social media. In other words, I

に自己を合わせていくかのような感覚に、
フィルターバブルによって視

had a sense of adjusting one’s self to one required criteria.

野が狭められた人々のイメージを抱いたのである。

And I had an image of people who got limited perspective by
the filter bubble.

We do live our everyday lives, with tuning.
We do tune numerous information of social media.
He tweeted that, I think this was right.
She liked that post, I like that too.
He followed her, I follow her.
She posts too much, I unfollow her.
In this modern age, where is consumed a lot of numerical social position,
what is the state of affluence?
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Hayate Kobayashi
Written at December 20th, 2018

Solo Exhibition “Tuning”

Solo Exhibition “Tuning”

This exhibition shows the works with the theme of the affluence in this modern age.
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Exhibiton view from inside

Solo Exhibition “Tuning”

Solo Exhibition “Tuning”

Exhibiton view from outside
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Exhibition plan

2900mm
(H:2040mm)

Display
Device 2

Visual of
“Betweener”

Media Player

“Betweener”
screening on display

Text

Receipts as a specimen
Caption
Storyboard

Caption
iPhone

Visual 1

Notes
Caption

Visual 2

“Waterfall of receipts”
Device 1

Visuals on

“Waterfall of receipts”

laser printed

Device 1
W300 x D300 x H900(mm)
iPhone

Draft sketch of exhibition plan

Storyboard

Device 2

3700mm

A4 paper x 2,

(H:2040mm)

A1 paper x 1,

W130 x D180 x H249(mm)

Receipts as a specimen
8 receipts, acrylic and wooden board
W560 x D10 x H241(mm)
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Guide

Scale : 1/56

Solo Exhibition “Tuning”

Solo Exhibition “Tuning”

Note
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Waterfall of receipts , Receipts as a specimen / 8 receipts, acrylic and wooden board, 2018

Solo Exhibition “Tuning”

Solo Exhibition “Tuning”

Waterfall of receipts , Receipts on the floor
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“When I'm lying down, I want to really die. But when I
sit, I don't wanna die.” ¥35

“When I read the report from student, this is what I
always feel; The authors will 'miss' to write down what
they truly was impressed. Therefore, what they weren't
impressed much will be written down flawlessly.
Therefore, readers should tune to what wasn't written
down in the books. If readers focus on what was written
flawlessly, they will 'miss'.” ¥5696

“I appreciate that I have a professional design nerd to
near!” ¥3467

“Type C - I forgot my Type C. I'll be dead.” ¥8096

Waterfall of receipts , device that prints out tweet with prices, 2018

“Please be with me forever - 'my bed' ” ¥458

Waterfall of receipts , iPhone displaying each tweet with prices, 2018

“For me, who began to work a year ago, that is mentally
same as the high school student who participates to the
high school soccer league” ¥1318

“https://t.co/p95yy90r0t” ¥3286

“RT @hiraokojo: I'm shy. So when I had to drink after
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senior got angry to me about that, and I was taught one
thing from him. “When you get that kind of feeling at
drink, you should say “Ya, ya” with having a drink, and
you can get close to them!” So I did and...” ¥3290

Solo Exhibition “Tuning”

Solo Exhibition “Tuning”

live, I was alone or went out from there. However, the

88

Solo Exhibition “Tuning”

Solo Exhibition “Tuning”
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リファレンス：パーソナライゼーション、
フィルターバブルとウェルビーイングの関係性
Reference : Relationship between personalization, filter bubble and Well-being
フィルターバブルとは、
検索エンジンによって、
自分が見たい情報だけ
しか見えなくなる状態を指す。
検索エンジンがユーザの閲覧履歴を
参考に、
望むコンテンツを推測し、
よりパーソナライズドされた情報の
みが与えられていく。
イーライ
・パリサーは著書において、
フィルターバ
ブルの中でユーザは効率良く検索できる一方で、
我々が接する範
囲を制限するため、
創造性に影響を与えてしまうと述べた。
創造性
に関していえば、
孤立、
検索エンジンの推測の内容が見れないこと、
ユーザが自らフィルターバブルに入ることを選択していないことの三
点の問題が挙げられると同氏は述べた。
Filter bubble is a state that the users only see what they want to see
through search engine. The search engines such as Google, feed us the
more personalized information, referring to the browsing history with
inferring the wants. Eli Pariser stated in his book, that the filter bubble
influences to the creativity as users get limited sources with efficiency.
To state more about the creativity, Eli pointed out the following three
problems; First as isolation, second as that users can’t see what the
search engines implied, third as that users don’t choose to get into filter
bubble voluntarily.

Betweener , Storyboard, 2017
Betweener , Screening on display, 4'25", Stereo, 2017-18
私がそもそもインターネット前提社会に興味を抱いた理由に、U20
（Under 20）
として扱われた恐怖が挙げられる。
U20とは インター
ネット上で活躍している20歳未満の大学生 という意味の造語であ
り、
私はそのラベルから、
ラジオ番組に出演したりしていた。
当時私は
快感と恐怖を抱いていた。
その恐怖が何によるものなのかを考えたと
きに、
人の価値が数字で捉えられてしまう世界と、
化粧するように本
性を隠せてしまう世界に恐怖を感じていた。
ウェルビーイングとは、
「自分の潜在能力を最大限発揮できている豊
かな状態」を指す。
自らの思考を持つことでさえ阻害されてしまうこの
世界で、
豊かであるとは一体どのような状態なのか考える。
The reason why I got interested in this internet-based society, is that I
used to have a fear of being treated as “U20(Under 20)”. U20 means
“Under 20 years old college student who work well in internet”. And
with that label, I got some opportunities to appear as a guest on a
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I had a fear then, I thought that there were two fears; First is to the
world where people are valued in a numerical value, and second is
to the world that you can hide your true colors like makeup.
Well-being means “the state of being affluent in which the person
uses him/her ability utmost”. In the world where people are limited to
have their own think, I want to contemplate what is the state of being
affluent.

Solo Exhibition “Tuning”

Solo Exhibition “Tuning”

radio show. Since then, I had a pleasant and fear. To think about why
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Betweener
2018年
アニメーション
4 25
MEC Award 2018 佳作
ASK?映像祭 入選
第23回学生CGコンテスト エンターテインメント部門 最終ノミネート
豊かさとは何か。
Twitterのフォロワー数やInstagramのいいね！の
数など、
社会的地位が数字として過剰消費される現代において、
本来の豊かさとは何を指すのか。
「ニーズ」に死を、
と題されたWIREDの記事を見て、私はPosttruthが 目に見えた目標を達成しても、
決して感情的に満足できな
い状況 だと捉えた。
そしてその状況は、
エサを放って魚を釣る人とそ
れに釣られる魚たちの構図に近いと考えた。
その構図を、
数字と塔の
世界を題材に、
3,485枚に及ぶ手描きアニメーションによって表した。

We are “Betweener”. I was thinking of abundance in this modern
age. Like followers on Twitter or the number of likes on Instagram,

“In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.”

the social position is clearly visualized and consumed excessively.

from 15 minutes of fame, by Andy Warhol

Depending on those situations, what kind of state is abundance
originally?
I was reading the article titled “Give the death to 'Needs'”. When
I read it, I thought post-truth is a situation that can hardly be
satisfied emotionally although the people achieve their aim. That
situation resembles to the composition between angler and caught
fishes. Based on the world of numbers and towers, I drew 3,485
hand-drawings to realize this animation.
Reference:
“Give the death to 'Needs'”, text by Kei Wakabayashi, WIRED
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f

Betweener

Betweener

https://wired.jp/2017/01/03/needs-dont-matter/
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From the story board; Scene with protagonist and the highest tower

Protagonist

Side face

Protagonist, look away at the highest tower

From the story board; Scene with protagonist and the highest tower
Camera moves at very high speed
Camera moves to upper right diagonally
The highest tower
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- And, has a net.
- Many fishes and food
- Rod

Betweener

Betweener

The highest tower
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Betweener

Betweener

From the scene, protagonist change his character in a moment
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作品内のメタファー

本作では、
人々の欲求の普遍的な変化を描くために、
メタファーを多用した。

About metaphors used in “Betweener”

数字に始まり、
多くの対象や行為がメタファーとして用いられている。
In this work, I used a lot of metaphors to express the universal shift of
mankind's desire. From the numbers, I expressed metaphors with many
objects and acts.

本作は魚を食べるシーンが象徴的に表現されている。魚を食べるという行為は、消費の象徴である。表面上の豊かさ、
ないしは価値を噛みしめる
行為として暗示されている。
初めは主人公は美味しそうに魚を食べていたものの、
徐々に一匹二匹の魚では満足しきれなくなってしまう。
このシーンに
主題と関連する、
際限なき欲求とわかっているのにも関わらず満足しきれない状況が表現されている。
This animation expresses the scene of eating fishes symbolically. The act of eating fishes symbolizes the consumption. I put that act as a
metaphor of consuming the pseudo affluence or the numerical values. At first, the protagonist eats fishes deliciously. However, gradually
he can’t endure with a little amount of fishes. This scene expresses the main theme - that the people can’t satisfy themselves in excessively
頭上の数字は、
表面上の豊かさを暗示している。
この塔の世界では、
皆、
頭上の数字が何を表しているのか知らず、
とりあえず魚釣りに励む様子が

consuming, even though they knew that was a limitless desire.

描かれている。
何を指すのかわからない漠然とした目標へと励む様子は、
皆一様に利己主義ではないかという意味を暗示している。
Numbers on the head implies the pseudo affluence. In this world of towers, everyone don’t know what the number means. However, they do
fishing tentatively. The state of working towards abstract goal, implies that everyone has egoism.

最も高い塔の住民のみ網を所持している。網は権力の象徴である。網は魚を効率良く捕獲できる。
また網は、塔に住む住民を蹴り飛ばせられる。
一度網を持ってしまえば、
その住民は表面上の豊かさを高めることに尽くしてしまう。
ある日、
主人公は最も高い塔の住人が波に呑まれた事実を知り、
その塔に置かれた網の存在を思い出す。
その存在が頭から離れず、
ついには釣り竿で権力としての網を得てしまう。
Only the citizen of the highest tower has a net. The net is a symbol of power. The net can land fishes efficiently. Moreover, the net can kick
out towers’ citizens. Once the person gets the net, h/she devotes himself to ascend the position. Once upon a day, the protagonist knew the
fact that the citizen of highest tower was suffered from tidal wave. At the same time, he reminded of the existence of net - left in the highest
tower. As he couldn’t forget the existence, he ended up robbing the net as a power by fishing rod.

Betweener

中では、
主人公がこの魚の量と数字が比例する関係性を発見し、
企む様子が描かれている。
The fishes implies as the existence of enriching the quality of the pseudo affluence. As you see the highest tower, audience can see that, the

Betweener

魚はそうした表面上の豊かさを高める存在として暗示されている。
最も高い塔を見ればわかる通り、
魚が多ければ多いほど、
頭上の数字は高い。
作
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more person gets fishes, the higher tower is. In this work, the protagonist finds out the proportional relationship between the amount of
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fishes and number. After knowing the relationship, he plans how to become the highest.
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