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メディアラボ へ続く階段 (ヘルシンキ芸術デザイン大学にて)

メディアラボ331は 

おもしろいものを制作することで 

社会や地域に貢献することを目指す 

ものづくり大好きな集団です



2012 
メディアラボ331 誕生前 

メディアラボ331は「面白い」「新しい」「人を楽しませる」作品を制作する集団です。ま

た、ただ作品を作るだけではなく、それによって社会をより良いもの、より楽しいものにす

ることを使命としています。 

メディアラボ331として活動を正式にスタートしたのは2013年6月のことです。それ以前は、

ゼミで協同制作を行ったり、それ以外の時間は雑談をしながら、アイデアを出しあったり、

技術について語り合うという活動を行っていました。各自がお昼ごはんを食べながら色々語

るという、かなりユルい集まりでした。 

佐野が個人的に面白い作品を制作する試みは、様々行われてきました。例えば2011年に

は、夏のゼミ展のために、来客を3階まで誘導するためのトリックアートを制作したことが

あります。 

その他にも、CMワークショップという学内の別のプロジェクトでお世話になった、大川に

ある若波酒造様とのプロジェクト「アートのある蔵」で作品を制作していました。 



 



2013 
メディアラボ331としての活動を開始 

ことばあめ 
2013年に入り、出身大学の繋がりがきっかけとなり、佐野は「水の巡回展ネットワーク」

というグループに参加します。この団体は国土交通省や東京学芸大学の教員と学生、展示関

連の制作会社、気象キャスターの団体など多分野のメンバーが参加して巡回展を企画・運営

している団体です。 

メンバーが福岡を訪問された時に、

福間の居酒屋又兵衛でお刺身を食べ

ながら雑談しているうちに企画がま

とまったのが「ことばあめ」という

インタラクティブ作品です。 

来場者が前を通ると、上から言葉の

雨が降ってくるという体験型展示で

す。先ほどの飲みの場でお刺身を食

べながら概要を聞き、その場の勢い

で「ああ、それできますよー」と言っ

てしまったことを、後で少し後悔し

たことは内緒にしておきましょう。 

仕組みについては、論文などにまと

めているので割愛しますが、Kinect

を活用して骨格認識を行い、物理演

算ライブラリのBox2Dを用いてシ

ミュレーションを行う2つのプログ

ラムから成り立っています。 

この作品を作るにあたり実感したことが「本当に良い物を作ろうと思うと、一人でできる範

囲を超えなくてはならない」ということです。これが、メディアラボ331誕生のきっかけに

なりました。 



「一人でできる範囲を超える」とは、作業量が多いということではありません。展示物は「作

品単体でひとり歩きしても、不特定多数の人を満足させる」という厳しい条件が求められる

ハードルの高い作品ですが、そのような作品のためには多方面からの知見やアイデアが必要

であるということです。 

例えば骨格認識をするために、多くの人に

体験してもらう必要もあります。また、体

験してみてどのように感じるのか、という

率直な意見も重要になってきます。 

さらにデザインのチカラも不可欠です。今

回の画面のデザインや素敵なキャラクター

やBGMは、東京学芸大学の優秀な学生さん

にチカラを貸していただきました。さらに

什器のデザインや展示に適した大きさの試

算、現場での配置のしやすさ等は展示のプ

ロフェッショナルのご協力を頂きました。 

このように、実に多くの方々のアイデアと

知見、そしてクリエイティブが結集して完

成したのが「ことばあめ」でした。 

本学の学生も、ゼミや学部に関係なく「面

白そうだから」という理由で協力してくれ

たことが、現在のメディアラボ331へとつながっています。 



色々と打ち合わせを経て完成した作品は、2013年6月13日に東京のAMOA(荒川知水資料館)

にてお披露目されました。当日は偶然来日していたAalto大学メディアラボのディレクター

Kari-Hans Kommonen氏にも見学していただきました。 

ご存知の方もいると思いますが、佐野はメディアラボに訪問研究員として滞在していました。

そこで「わさび」がきっかけで彼と知り合い、公私に渡り色々とお世話になったのですが、

彼が居なければ「メディアラボ331」は誕生していなかったかもしれません。 

AMOAでの設営作業を終えて「今は学生とグループを作り一緒に制作活動をしているんです

よ」と何気ない会話をしました。そう、この時までは「メディアラボ331」という名称はな

かったのですが、突然頭の中に何かが閃き、こう続けました。「で、団体名なんだけど、

Aaltoのメディアラボにあやかって『メディアラボ331』にするけど……いいかな?」と。ち

なみに、末尾の「331」は、メディアラボの中での佐野の研究室の部屋番号です。 

Kari-Hansu氏は笑顔で「Hyvää!(そりゃあいい!)」と二つ返事。これがメディアラボ331誕生

の瞬間でした。なお、この作品は現在の日本を巡回して、各地で人気となっています。 

ことばあめ(2013) …… 水の巡回展ネットワーク + メディアラボ331 

 
プログラム  佐野彰 

ディレクション  佐野彰 

キャラクターデザイン 東京学芸大学 正木研究室 

BGM制作   東京学芸大学正木研究室 

Special Thanks  太郎良歩未、永井葵、Suji Ahn 



アートのある蔵2013 
前年度に引き続き若波酒造様とのコラボレーションを行いました。お客様がお見えになっ

た時に試飲をするためのスペースですが、今村さんの立ち位置やお客さんの目線を考え、あ

る状況になって初めて謎が解けるような配置にして制作しました。 

夜中に黙々とマスキングテープを貼る作業は大変でしたが、徐々に完成していく様子が楽し

く、完成してしまうのがちょっともったいなくなるぐらい楽しい制作でした。 

アートのある蔵2013「酒」「猪口」 (2013)  …… 若波酒造合名会社+ メディアラボ331 

 
プロデュース 今村友香 + 佐野彰  

ディレクション 佐野彰 

Special Thanks 永井葵、太郎良歩未 



まねちゃん 

気象キャスターネットワークが行っている、東日本大震災の復興支援事業の一つである、気

象イベント用に制作した作品です。画面に現れる形に合わせ、身体を動かすことで点数を競

うゲームです。作品名は当時流行っていた某ドラマに影響されているわけではありますん。 
• • • • •

イベントでは、現地の方(特にこども達)に楽しんで頂けたそうです。 

まねちゃん（2013）…… メディアラボ331 + NPO法人 気象キャスターネットワーク 

企画  佐野彰、永井葵、太郎良歩未、Suji Ahn 

デザイン   田崎万紀子 

プログラミング  佐野彰 

プロデューサー   佐野彰 

Special Thanks  大峯佳奈子、岡田麻里、蛯原未帆、児玉和音、西川涼、平田亜紀 



KSUGL ゆるキャラグランプリ応募映像 

学内の女子学生支援室(通称KSUGL)、およびキャラクター「くすぐるちゃん」の紹介映像で

す。驚くべき短時間での撮影と編集で映像を制作し、無事ゆるキャラグランプリにエントリー

することができました。ドアを開けるのに傘を使ってひっぱったり、ドリーがないのでキャ

スター付きの机で代用したり、夜中にハイテンション状態で編集したり、楽しい思い出ばか

りの作品です。 

くすぐるちゃん紹介映像（2013）…… 九州産業大学女子学生支援室(KSUGL) + メディアラボ331 

企画・演出 田中友紀（芸術学部デザイン学科） 

ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ  田中友紀 

実写パート撮影  西川涼 

映像編集  佐野彰、西川涼、田中友紀 

撮影協力  田崎万紀子、Suji Ahn、九州産業大学女子学生支援室（KSUGL) 



2014 
地域との連動 

前年度の活動の成果があり、各方面から作品の制作のお話を頂戴しました。メディアラボ

331として本格的な活動を開始し、新メンバーも加入して活動の場を拡げました。 

若波酒造「YoungWave」 

2014年度はお酒造りの様子をドキュメンタリーとして撮影しました。なかなか入る事がで

きない麹室での撮影も行い、お酒造りに携わるプロの姿を記録しました。 

若波酒造 YoungWave（2014）…… メディアラボ331+若波酒造合名会社 

企画   今村友香、佐野彰 

撮影  西川涼、佐野彰、今村友香 

編集   西川涼、川越千聡、佐野彰 



ぽとぽとかいだん 
「ことばあめ」繋がりで制作依頼を受けた作品です。新潟県三条市に完成予定の防災ステー

ションにことばあめを設置したいという依頼だったのですが、実際に現地に行ってみると太

陽光の関係で設置できる場所がない事に気づくというハプニングがありました。しかもそ

の日の夕方には市長宛にプレゼンをすることになっているというピンチ。そこで急遽「階段」

を使って作品を作るアイデアが閃き、その場にあったありあわせの映像でテストを行いまし

た。その様子をiPhoneで撮影し、夕方の市長へのプレゼンで流しOKを頂くという、今思い

返すと離れ業のようなスピードで企画をまとめた作品だったと思います。 

基本的な考えはことばあめと同じ

でしたが、速度を向上させたいと

思い、プログラム言語をProcessing

からOpenFrameworksに変更しま

した。さらにプロジェクタの映像

と実際の空間と、センサの映像の

位置をぴったりと合わせる必要が

ある、非常に難しい作品でした。 

しかし、この作品も現地での設営

作業をして頂いたプロの職人さん

に助けて頂いて、見事完成の運び

となりました。 



お披露目会は地元政界のお歴々が来場していましたが、みんな楽しんでくれている様子を、

末席にいた佐野はニヤニヤして眺めていたのを思い出します。 

ぽとぽとかいだん（2014）…… メディアラボ331+新潟県三条市+国土交通省北陸地方整備局 

企画   佐野彰 

プログラミング 佐野彰 

ディレクション 佐野彰、メディアラボ331 

機器制作   佐野彰 

Special Thanks  西川涼、江口翔英、川越千聡 



床上浸水って大変! ポンプで水を汲み出そう 

水の巡回展の新作ということで、色々とアイデアを考えていましたが、ポンプを使ったら面

白そうという、単純なアイデアを形にしたものです。ポンプが組み上げる水量をセンサで測

定し、その数値を画面の中の水面と一致させています。基本部分はUnityとArduinoを組み合

わせて実現しています。 

作品には実際の水を使っていますが、安くて丈夫、かつ巡回先でもすぐに買い求めることが

できる水槽として「ゴミ箱」を選定しました。そのため、展示会場に宅配便でこの作品を送

ろうとしたところ、営業所のおばちゃんに「ゴミは送れません」と言われ、ゴミじゃないと

10分ぐらいかけて説明したのも、今となっては良い思い出です。 

床上浸水って大変!ポンプで水を汲み出そう（2014）…… メディアラボ331+水の巡回展ネットワーク 

企画   佐野彰、小川瑞季、メディアラボ331 

プログラミング 佐野彰 

ディレクション 佐野彰、小川瑞季 

機器制作   佐野彰 

Special Thanks  児玉和音、西川涼、井上真依 



古賀ブライトフェスタ 映像プロジェクション 

福岡県古賀市の地域イベント「古賀ブライトフェスタ」のイベント用の映像制作を行いまし

た。このイベントのハイライトである花火の前に上映される

映像で、幅約200mの終末処理場の壁をスクリーンにした大

型映像です。川の妖精「かづるん」が星を追いかけるという

ストーリーでアニメーションを制作し、プロジェクタを6台

使用した複雑な投影を行いました。 

無事に成功しましたが、様々な思い出のある作品でした。

(1) 本番直前にプロジェクタが異常終了 (2)上映が始まってか

ら、プロジェクタの位置がずれているのに気づき、慌てて修

正 (3)トラックに発電機とプロジェクタを積んで、真っ暗な

中を激走 (4)予定の時刻になっても花火がなかなか上がらず、

MCの川越さんがアドリブで切り抜ける (5)前夜のリハーサル

の時に、対岸にいた佐野が職務質問される……等この他にも

多くの伝説や事件があった作品でした。 

映像もかなり好評で、翌日に商工会の方から丁寧なお電話を頂きました。映像が人の心を

大きく動かす事を、改めて実感した作品でした。 



なお、この作品は、後藤くんを始めとして、学生の皆さんが主体的に取り仕切って制作して
くれた事を太字ゴシックで強調しておきます。 

古賀ブライトフェスタ プロジェクション映像制作(2014) …… メディアラボ331 + 古賀市商工会青年部 

プロデューサー 後藤健太、佐野彰 

企画   佐野彰、後藤健太、安武知咲 
   メディアラボ331 

ディレクション  安武知咲、後藤健太 

制作  後藤健太、安武知咲、川越千聡、   

   阿部菜月、井上真衣、小川瑞季、 

   中村はるな 

Special thanks  西川涼、江口翔英、児玉和音 



別府公民館50周年記念事業 

福岡市城南区にある別府(べふ)校区にある公民館から依頼を受けた作品です。公民館が50周

年を迎え、大きなイベントを開催するが、そこでプロジェクションマッピングをやるには、

どのぐらい予算がかかるのでしょう?という相談がきっかけでした。 

予定されていたイベントの日が秋であり、天候が読めないことからプロジェクションマッピ

ングをあまりお薦めしなかったのですが、その後色々あって、「別府の歴史をプロジェクショ

ンを使ってステージで上映する」「公民館模型にリアルなプロジェクションマッピングする」

という映像をメディアラボで制作するということになりました。(今思えば何がどうなって

このような結論になったのかよく覚えていませんが……)。 

ともかく別府の歴史をストーリー仕立ての映像で伝える事になり、会場の小学校の体育館を

いかに不思議な空間にするのか?をギリギリまで考えました。10時からのイベントなのに、

朝9時の段階でまだ編集していたのを覚えています(しかも公民館の人には平静を装いつつ) 

当日のイベントは大成功で、歴史映像は臨場感からか泣き出す子も出たほどでした。秋本く

ん渾身のオカマ役は(いい意味で)話題となりました。佐野はケーブルテレビの取材を受けま

したが、寒いギャグがカットされずに放送され、残念な人の称号を我が物にしていました。



別府公民館50周年記念事業映像(2014)   …… メディアラボ331 + 城南区別府公民館記念事業実行委員会 

総合プロデューサー + 総合ディレクション 佐野彰 

プロダクションマネージャー   阿部菜月 

「別府歴史映像 未来への橋渡し」 

原案構成   城南区別府公民館記念事業実行委員会 

絵コンテ  秋本哲志 

ディレクション  秋本哲志 

プランニング補  永田はるひ 

出演   宝満剛(ベッフェル氏) + 秋本哲志 (町娘?) 

Premiere編集  西川涼 

AfterEffects編集   佐野彰 

Special Thanks  小川瑞季 、阿部菜月、川越千聡、 
   石内俊治(ピー・ビーシステムズ) 、 
   メディアラボ331 



 
「ミニプロジェクションマッピング 」 

原案構成  佐野彰 

歴史写真選定  田崎万紀子 

模型製作   川越千聡、阿部菜月、山下大樹、後藤健太、佐野彰 

映像制作   佐野彰 

Special Thanks  メディアラボ331 



MediaLab331初期メンバー

第1版 2015年2月5日 

第2版 2015年2月17日


