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平成 29年 2月 16日（木）

日本ブランド発信事業　報告書

「研究から表現へ」creative method of EUPHRATES

「日本ブランド発信事業」専門家　　　　　

ユーフラテス 有限会社　グラフィックデザイナー／研究員　石川将也

1. 事業概要

　私 石川将也（以下  筆者）は 2017年 1月 12日（木）～ 1月 19日（木）にかけて、「外務省 日本

ブランド発信事業」の一事業として、パリ・デュッセルドルフ・バルセロナの三都市で、所属するユー

フラテスの活動（作品とその制作過程）を発信する講演活動・ワークショップを行った。

　「ユーフラテス」は、慶應義塾大学佐藤雅彦研究室の卒業生によるクリエイティブグループである。

2005年の設立以来、映像・アニメーション・書籍・展示・テレビ番組・グラフィックデザインなど、様々

なメディアにおける表現の開発に取り組んでおり、特に NHK Eテレ（教育テレビ）の番組「ピタゴ

ラスイッチ」や「2355 / 0655」、「考えるカラス」の制作で知られている。中でも「ピタゴラスイッ

チ」は、「ピタゴラ装置」「アルゴリズムたいそう」といった番組コーナーが、日本だけでなく世界

的にも認知されている。

　本事業では、映像を中心に、ユーフラテスがこれまで作り出してきた表現作品を紹介することで、

海外の人々にアニメーションやテレビゲーム、あるいは伝統芸能にとどまらない日本独自の表現の

存在と、その多様さを知ってもらうことを目的とした。また、作品だけでなく「研究から表現へ」

という、私たちがどのように表現を生み出しているか、その制作手法と考え方を紹介することで、

より深い理解が得られるだけでなく、参加する現地の若い人々、特にデザインやアートを志す学生

にとって興味深い機会になるのではないかと考え、講演を構成した。

2. 講演内容（90分）

　私たちユーフラテスは、表現を開発するにあたって、いきなり表現を作り始めるのではなく、あ

る概念や考え方についての「研究活動」を通して「新しい表現手法を開発する」という独特な作り

方を、その前身である慶応大学佐藤研究室の時代から行っている。これを伝えるために、講演のタ

イトルは creative method of EUPHRATES「研究から表現へ」とした。
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　講演の前半では簡単な自己紹介の後、まずユーフラテスの代表作でもある三つの映像「ISSEY 

MIYAKE A-POC INSIDE.」「イデアの工場」「ピタゴラ装置」を上映した。

　そして「ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE.」と「イデアの工場」のそれぞれの背景にある研究活動を

紹介した。これは、私たちが「研究から表現へ」と呼んでいる「作り方」すなわち

（1）ある考え方や概念に注目・研究し、

（2）実験制作を通して表現手法を確立した上で、

（3）最終的な表現に結びつける、

という流れを、2つの全く違う成果物を生んだ研究を例に紹介することで、この作り方が汎用性を

持つアプローチであることが明確に伝わるのではないかと考えたためである。

研究の事例 （1）　認知科学とロトスコープ

「ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE.」 は ISSEY MIYAKE の 2006年パリコレクションのオープニング映像

として制作された。ファッションモデルの関節の動きをトレースし、点や線の動きで表現すること

で、シンプルであるにも関わらず、強い認知が生まれる。その背景には、「認知科学」の考え方と、

アニメーション表現技法「ロトスコープ」についての研究がある。

研究の事例 （2）　工場のハンドリングの動きの研究

「イデアの工場」は大日本印刷株式会社（DNP）のために作られた、仮想的な工場が次々と言葉を製

造していく様子を描いたアニメーションである。そのベースとなったのは、慶応佐藤研で行われた、

実際の工場見学を通して、工場の「ハンドリングの動き」を捨象し、興味深い動きを抽出して新し

いアニメーションを生み出す研究である。

『ピタゴラ装置』（2002～）『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE.』（2007）

慶応大学佐藤雅彦研究室による
認知科学（Biological Motion）の
研究とワークショップ。

佐藤雅彦＋佐藤匡『小澤征爾』（2003）
アニメーション制作手法「ロトスコープ」の
研究のための習作の一つ。

『イデアの工場』（2007）
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　次いで中盤では、私たちが作ってきた映像作品を厳選して、その背景にある考え方や概念につい

て解説しつつ紹介した。このパートで紹介する映像は、スライドで提示した項目の中から、会場の

聴講者層や残り時間などを判断材料に、会場ごとに変更した。ただし、認知科学を背景としたピタ

ゴラスイッチのコーナー「こんなことできません」と、数学を背景とした「現れる数理」は全会場

で上映した。

　終盤では、冒頭で紹介したもうひとつの代表作である「ピタゴラ装置」を生み出しつづけるために、

私たちが開発してきた作り方を紹介した。そして最新の取り組みとして、ピタゴラ装置に「物語を

吹き込む」ことに挑戦した「ビーだま ビーすけの大冒険」を上映した。

　講演は全体で 90分を想定して組み立てたが、中盤の映像を増減することで調節を可能とした。

スライドは英語で作成し、通訳がつく場合は日本語で、そうでない場合は英語で講演を行った。

『こんなことできません』（ピタゴラスイッチより、2010）

この研究は、『factory of dream』（2010）等
さらなる工場のアニメーションシリーズを
生む礎となった。

『現れる数理』（大人のピタゴラスイッチより、2015）
作：佐藤匡

工場の動きの研究
収集・分類・考察（2003）

石川将也、植田美緒による
仮説に基づく実験制作（2003）
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3.パリ報告
1.パリ日本文化会館 講演

日時：2017年 1月 13日（金）18:30～

会場：パリ日本文化会館 小ホール

　パリ日本文化会館（MCJP）は 1997年に設立さ

れた国際交流基金のフランスにおける拠点である。

この小ホールで本事業最初の講演を行った。

　当日の天気はあいにく雨であったが、67名もの

聴講者が参加いただけた。講演は非常に好評で、

それゆえか講演後のレセプションには、聴講者ほ

ぼ全員の参加を得た。これは、レセプション会場

で私たちの作った書籍の閲覧コーナーを設けたり、

講演では紹介しきれなかった「日常にひそむ数理

曲線」の映像 DVDを上映いただけたこともあり、

大変嬉しく思っている。

　私たちの講演は、映像の上映が主体である為、上映環境、特に音響が重要であるが、本会場は素

晴らしい環境であった。当日は、講演開始 2時間前に会場入りし、上映・音響環境の確認と調整を行っ

た。また、前日 1月 12日（木）に通訳の武貞智子さんと 3時間にわたりリハーサルを兼ねた打ち合

わせを行った。逐次通訳の入る講演は初めての体験だったため、この打ち合わせで時間感覚を確認す

ることができた。武貞様はじめ、MCJPのスタッフ、在仏大使館のスタッフの協力により、事前準備

を綿密に行えたことが、本講演と、続く各地での講演の成功に大きく寄与したと考えている。

パリ日本文化会館（MCJP）

講演風景（撮影：MCJP） レセプション（撮影：齋藤順子）
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2.現地デザイナーとの交流会

日時：2017年 1月 14日（土）11:00~13:00

　グラフィックデザイナー Andreas Baldiger氏（http://

www.baldingervuhuu.com）と、氏のアトリエで交流会を

行った。Baldiger氏はスイス出身のグラフィックデザイ

ナーで、書籍の装丁、施設や展示のサイン計画、ブラ

ンドデザインなどグラフィックを中心に活動する一方、

EnsAD（国立高等装飾美術学校）で教鞭をとっている。氏

のこれまでの作品と私やユーフラテスの作品を見せ合い

意見を交換した。Josef Müller Brockmannから連なるス

イスグリッドデザインのはっきりとした美しさを背景に、

認知的な実験と独自に設計した書体を取り入れる氏のデ

ザインは、個人的にも非常に興味深く感じた。特に、認

知科学にはお互い強い関心を持っており、資料や事例な

ど多くの情報交換を行うことができた。また、お互いに

デザインした書籍を交換した。筆者からはアートディレクションを勤めた書籍「指を置く」（佐藤雅

彦＋齋藤達也 著、美術出版社）を提供した。Baldiger氏からは「Of Bridgers & Borders」展示図録を

頂戴した。

3.レイヤーの彫刻ワークショップ

2017年 1月 14日（土）14:30～ 18:30

会場：パリ日本文化会館 教室

　前日の講演会場でもあったパリ日本文化会館において、EnsADなど、デザイン・アートを学ぶ現

地学生を対象に「レイヤーの彫刻」というワークショップを行った。「レイヤーの彫刻」ワークショッ

プは、ユーフラテスの代表である佐藤雅彦と 東京藝術大学大学院 映像研究科 助教 木村稔氏が開発

Baldiger氏のアトリエにて
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した新しい美術教材シリーズ「DEDEkit（デデキット） 考え方のワークショップ」の一つである。

　このデデキットは、ワークショップ（＝手を動かしてある物事を理解すること）を通して、新し

い考え方を学ぶことを目的としたキットである。中でも「レイヤーの彫刻」は、層（レイヤー）と

いう考え方をもとに、透明プレートに描いた平面的な図や絵を配置することで、立体的な造形を作

り上げるというワークショップで、この表現は、大元は慶應義塾大学佐藤雅彦研究室時代に、「レ

イヤー」というコンピュータで使われる概念を用いた新しい表現を模索していた中で生まれたもの

である。そしてこの「レイヤーの彫刻」を作る為には、どのような情報を層状に配置するか、情報

量をどこまで減らせばいいのか、といった「考察する」能力が必要とされる点が、従来の美術教育

のアプローチと異なっている点である。感性ではなく、よく考えることで、美しい物や面白いもの

が作れる、というメッセージは本事業で伝えたいと考えていたことの一つでもあり、フランスでワー

クショップをする機会がいただけることが判明した際、まっさきにこのキットを使用したいと考え

た。佐藤、木村氏、そして発売元の美術出版エデュケーショナルの協力もあり、人数分のキットを

フランスに持参し、ワークショップを行うことができた。

　また、事業に先立つ 2016年 12月 23日（金・天皇誕生日）には、東京築地のユーフラテスにおいて、

事前演習として、レイヤーの彫刻ワークショップを webで告知して募集した 12名に対して行った。

　この事前演習を通して、全体の流れや時間、キットを使うにあたっての注意点、必要なものなど

を洗い出すことができた。特に、このワークショップはその難易度からいって、本来であれば課題

形式にして複数日かけて実施したい内容であるが、1日のワークショップとして完結させるために、

作例「富士山の等高線」「おたまじゃくし（作：森博章）」（写真：美術出版エデュケーショナル）

DEDEkit考え方のワークショップ 「レイヤーの彫刻」セット内容
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参加者が作品を作る際の拠り所となる方眼紙をデザインし、フランスでも使用することができたこ

とが非常に有意義であった。

　フランスでの参加者は 22名であった。練習としてまずキットの作例にある、山の等高線の彫刻

に取り組む者もいれば、いきなりオリジナル作品に挑む者もいたが、印象的だったのは、山の等高

線に取り組んだ者も、ただ作例を正確に作るのではなく、必ず何らかのオリジナリティを取り込も

うと考えて、実践していた点である。制作がひと段落した段階で、全員でひとつずつ作品を見て回り、

講評と意見交換を行った。「どうしてこのように見えるのか」あるいは「どうして意図通り見えな

いのか」といった点について、通訳の武貞さんの協力を得て、対話を行いながら考察を行った。

参加者の作品

東京・築地でのワークショップ（撮影：佐藤雅彦）

MCJPでのワークショップ

参加者による作品 新たにデザインした方眼紙
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　また、ユーフラテスがこれまで作ってきた「レイヤー」という考え方をもとにしたその他の映像

表現や、レイヤーの彫刻同様、欠損した情報を鑑賞者が補完することで美しさが生まれる事例とし

て、筆者が取り組んでいる「レーザーフロッタージュ」という写真作品を紹介し、実演した。終了

予定時刻の 17:30をすぎて、閉館時刻まで作品に取り込む参加者も数名おり、非常に充実したワー

クショップとなったと考えている。

4. デュッセルドルフ報告

デュッセルドルフ映画博物館 講演

日時：2017年 1月 16日（月）19:00～ 21:00

会場：デュッセルドルフ映画博物館　BlackBoxシアター

　デュッセルドルフ映画博物館は、ライン川の近くにある博物館で、映画、映像の特に技術史に重

点をおいた展示が特徴である。

　ユーフラテスは、アニメーションの黎明期に開発された技法「ロトスコープ」を研究し、再発見

することで「ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE.」をはじめとする作品の基盤となる映像手法を開発して

いる。さらに、私個人の近年の研究テーマが「映像の技術史」であり、特に黎明期のアニメーショ

ンの技法（ロッテ・ライニガーの影絵アニメーション）

や映写装置（エミール・レイノーのプラキシノスコープ）

などについてリサーチをしていたこともあり、これ

らの本物の撮影素材や実物大レプリカが数多く展示

されているデュッセルドルフ映画博物館で講演させ

ていただけたことは、驚きであると同時に、大変な

名誉であると感じた。会場は、ちょうど同時期に開

催されていた「デュッセルドルフ日本映画週間」で

も上映会場に使用されている博物館併設の映画館

「Black Box」で、映像・音響ともに素晴らしい環境

であった。

レイヤーという考え方を基にした表現の例：
『実写のマスク』（Eテレ 2355 より、作：石川将也、2010）

欠損した情報を脳内で補うことで立体感が立ち上がる例：
『レーザーフロッタージュ』（作：石川将也、2007）

デュッセルドルフ映画博物館
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　聴講者は日曜日ということもあり、26名で

あったが、客席とひな壇の距離が近く、また私

が英語で直接プレゼンテーションしたこともあ

り、客席と壇上で逐次コミュニケーションをと

りながら、少人数ならではの進行をすることが

できた。また映像も数多く上映することができ、

非常に充実した講演であった。質問も多く、特

に音楽や音の作り方など、一歩踏み込んだ質問

が多かった点が印象的であった。

5.バルセロナ報告

1. BAU Design College of Barcelona 講演

日時：2017年 1月 17日（火）19:00～ 21:15

会場：BAU Design College of Barcelona

　BAU Design College of Barcelona はかつて工場だった

建物を利用した広い空間に、最新の設備を備えたバルセロ

ナのデザイン専門の大学である。講演は学生を中心に 90

名近くが参加し、逐次通訳のベロニカ・カラフェールさん

の協力のもと、対象が学生ということもあり、時間いっぱ

いかけての講演を行った。スペインでの講演は他に２国に

比べ、映像への反応がより顕著であることがまず興味を引

いた。映像一本ごとに拍手が起こるほどであった。

デュッセルドルフ映画博物館「Black Box」での講演。
遮蔽補完という認知現象について解説している。

デュッセルドルフ総領事館が配布した本講演のチラシBlack Box は本格的な映画上映設備を備えており、
当日も「日本映画週間」の一環で邦画の上映が行われていた。

BAU 校内
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　これは、国民性のほかに、フランスやドイツでは参加者に「ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE.」や「ピ

タゴラ装置」を知っている人が多少いたのとは対照的に、スペイン語圏では我々の映像はほとんど

伝わっておらず、この種の映像が全くの初体験だった人が多かったことも大きいのではないかと考

えている。帰国後も twitterを介して、私個人に直接コンタクトを取ってきたのは、バルセロナの

聴講者、特に BAUの学生が多かった。

2.現地デザイン関係者との交流会

2017年 1月 18日（水）13:30~16:00

市内レストラン “L'OLIVE” において、渡邉尚人総領事、嵯峨濃明子首席領事、および現地デザイン

関係者との昼食会の機会をいただけた。前日の講演会場 BAUの先生方をはじめ、現地 UI/UXデザ

イナーの方、そして現地でグラフィック・プロダクトデザイナーとして活躍する角田寛氏と交流し、

バルセロナのデザインについて伺うことできた。また、嵯峨濃首席領事より、カタルーニャ数学博

物館（http://www.mmaca.cat）という体験型数学博物館の存在を教えていただき、時間的に訪問はか

なわなかったものの、「日常にひそむ数理曲線 DVD-Book」を寄贈させていただいた。

BAUでの講演

カタルーニャ数学博物館のパンフレット。
表紙から、ボロノイ図を用いた展示が存在する
ことが分かり、興味をそそられる。

「日常にひそむ数理曲線 DVD-Book」（2010）

グローカル通信第98号



11

3. CASA ASIA 講演

日時：2017年 1月 18日（水）19:00～ 20:45

会場：CASA ASIA ホール

　CASA ASIA はバルセロナでサグラダファミ

リアと並ぶ世界遺産である「サン・パウ病院」

跡にある、アジア文化発信施設である。「サン・

パウ病院」の非常に美しくも、手術室など病院

ならではの機能的な構造を持つ建築に驚かされ

た。講演会場となったCASA ASIAの細長いホー

ルには 80名分の座席が用意され、ほぼ満席で

あった。

　この講演では、前日も通訳を務めたベロニカ

さんと相談の上、私が英語で喋り、ベロニカさ

んはスペイン語で逐次通訳する、という方式を

採った。前日にベロニカさんが内容を把握でき

たことで可能となったのであるが、上映する映

像の数を増やしながら、同時に分かりやすさが

担保され、非常にうまくいったと考えている。

会場は大いに盛り上がり、BAUと同じくここ

でも映像一つごとに拍手が起こっていたことが

印象的であった。

CASA ASIA のある「サン・パウ病院」跡

CASA ASIA 講演会場 ペットボトルを用いて、
工場における部品の動きを解説する筆者。

グローカル通信第98号
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6.メディア対応

滞在中、現地ウェブメディアにも取材・紹介いただけた。

パリの FMラジオ局「japan fm」

http://www.japanfm.fr/article-3575-de-la-recherche-vers-

lexpressionrencontre-avec-masaya-ishikawa.html

スペイン日本文化紹介サイト「cool japan」

http://cooljapan.es/nuevo-diseno-entrevista-masaya-ishikawa/

またこの他に、CASA ASIA の広報よりビデオインタビューを受けた。近日、YouTube 上で公開さ

れるとのことである。

7.まとめ

　以上のように、三都市において、４講演１ワークショップを行った。映像はどこでも非常に好評

であった。言葉の垣根を越えこれほどの理解を得られたのは、私たちが幼児教育番組を中心に、言

語を必要としない表現を数多く作ってきたことも理由の一つであるが、根源的には、私たちが表現

で伝えようとしている物事が、物語ではなく、科学や数学といった「概念」であることが大きいと

考えている。さらに、認知科学という、言語や文化的背景に関係なく人間であれば共通して作用す

る知見を基盤に、表現の開発を行ってきたことも要因であろう。

　また「このような教育番組（ピタゴラスイッチ）が私の国にもあればいいのに」という意見を各地

で耳にした。今回事業を行った 3カ国はいずれも先進国であり、子供への理数教育や STEM教育の

重要性とその難しさについての問題意識・関心が非常に高いことが窺えた。現在、「ピタゴラスイッ

チ」は NHKにおいて海外展開のための英語版の制作が行われており、本講演でも一部使用させて

いただいたが、英語圏に限らず、仏・独・西でも私たちの作るものが受け入れられる可能性は非常

に高いと感じた。

　ユーフラテスの教育映像は、数学や科学における「考え方や現象の持つ面白さそのもの」を伝え

ることを目的にデザインされている点に特長がある。これによって、視聴者が自ら映像に興味を持

ち（＝ interest）主体的に関わることを可能とし、結果「分かりやすい」映像となっている。これは、

難しそうな事柄を、装飾的に親しみやすく見せかけるという従来の教育コンテンツのアプローチ（＝

entertainment）とは全く異なっている。そして、そのような独自の映像を生み出す土壌が、制作者

自らが研究を通して概念から表現手法を生み出すという、ユーフラテスの「作り方」にあることを、

各講演の最後に説明した。聴講者からは、それまで見てきた映像の説得力も相まって、深い理解を

得られたと考えている。

CASA ASIA でのインタビュー取材

グローカル通信第98号
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　今回講演を行った３都市とも、毎年アニメのイベントが開かれるなど、日本文化、特にポップカ

ルチャーに理解のある地域であったが、そのような場所で、日本の表現の多様さを、多くの人に紹

介することができた点を非常に嬉しく思う。日本国内においては、私たちの作るもの、特に「ピタ

ゴラスイッチ」は広く知られており、評価も定まっているといえるが、改めて海外で「初めて見る人」

の反応を目の当たりにすることができたことが、とても新鮮であり、作り手として心を新たにする

体験であった。それと同時に、木寺在仏大使や、渡邉在バルセロナ総領事と講演前にお話しした際

に、私が制作を担当している「こんなことできません」や「どっちが本物？」といったピタゴラの

具体的なコーナー名をあげて感想を言っていただけたことに、驚きとともに、日本国内においても、

自分達の想像を超えた幅広い人々に見てもらえているということを認識させられた。

　一制作者として、自らつくった映像、自ら設計したコミュニケーションが、海外で初めて見る人

にどのように受け入れられるのか、あるいは海外に住む日本人にとってどのように認識されている

のかを知ることは、非常に得難い経験であると思う。この経験と、得られた視点を、これから新た

に作るものに生かしていきたいと強く思う次第である。

　末筆ながら、本事業の実現にあたり、快く送り出して頂いた、NHK「ピタゴラスイッチ」

「2355/0655」のプロデューサー・スタッフの皆さま、恩師である佐藤雅彦先生はじめ、ユーフラ

テスのメンバーに感謝します。そして、「ビーだま ビーすけの大冒険」に各国語で字幕をつけるた

めの翻訳をはじめ、数多くの事前準備に尽力いただき、現地でも強力にサポートいただいた、外務

省大臣官房広報文化外交戦略課、在フランス日本国大使館、在デュッセルドルフ総領事館、在バル

セロナ総領事館のみなさまに深く感謝申し上げたい。本事業が、日本の映像表現・グラフィックデ

ザインがさらに広く国際的に認知される契機となることを願い、またそのための更なる活動を続け

たいという意思の表明を以って、本報告を締めくくりたい。

外務省 日本ブランド発信事業：http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page22_001100.html

ユーフラテス：http://www.euphrates.jp

現在 NIMS（物質・材料研究機構）と取り組んでいる、新しい科学映像シリーズ「未来の科学者たちへ」を
海外で紹介できたことも、非常に喜ばしいことであった。 http://www.nims.go.jp/chikara/

「どっちが本物？」（ピタゴラスイッチより、2014） 「ビーだま ビーすけの大冒険」（ピタゴラスイッチより、2015）
には、各国語の字幕テロップをつけて上映した。

グローカル通信第98号


