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アーティストの思考を覗いてイノベーション・起業のヒントを得る！

ＳｐｒｉｎｇＸ 超学校「アーティスティック・スーパーポジション・ラボ」
１１月２２日（日）から全５回のオンライン講義開講
一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫）、株式会社 KMO（代表取締役：小田島 秀
俊）は、
「SpringX」のプログラムである「超学校」において、さまざまな分野のアーティストが対談形
式で語る新シリーズ「アーティスティック・スーパーポジション・ラボ」を、2020 年 11 月 22 日
（日）から 3 月 21 日（日）の期間、全 5 回にわたりオンラインで開催しますのでお知らせします。

本シリーズでは、
「アートと科学」
「アートと技術」という二つの異なる性質のものを重ね合わせ、新し
い表現を生み出し続ける 4 名のアーティストが登壇します。
「スーパーポジション（superposition）
」と
は、物理学などでいう「重ね合わせ」のことで、常識では捉えきれない多面的で社会にひらかれた視点か
ら、どのように社会に影響を与えてきたか、新しいジャンルやキャリアを切り拓いてきたかを、対談形式
で語り、未来を創り出すクリエイティブな思考やスタートアップのヒントを提供します。
アートとは一見、無縁と思われる人工生命、物理、生命科学、ロボットなどとの重ね合わせからアーテ
ィストや研究者たちは、どのような思考を経て業界に変革をもたらしたのか、イノベーションを起こす発
想力、テクニック、ビジネス化までの軌跡を語ります。
今後もナレッジキャピタルでは、スタートアップ人材のための学びの場を、
「超学校」を通じて SpringX
にて提供してまいります。
以 上
＜開催概要＞
・タイトル：SpringX 超学校「アーティスティック・スーパーポジション・ラボ」
・開 催 日：11月22日（日）
、12月20（日）
、2021年1月17日（日）、2月21日（日）
、3月21日（日）
（全5回の連続講義）
・開催時間：午後3時～4時
・配信方法：Zoomウェビナー
・申込方法：公式ウェブサイトより
https://kc-i.jp/activity/chogakko/artistic/202011/detail20201122.php
・参 加 費：5,000円（全5回分）
（税込み）
＜本件に関するお問い合わせ先＞
一般社団法人ナレッジキャピタル 担当：稗方・財満
電話：06-6372-6427
E-mail：press@kc-i.jp
※ナレッジキャピタルは、2013 年 4 月に民間企業主体により開業した「グランフロント大阪」の中核施設です。
「感性」と「技
術」を融合し、「新たな価値」を創出する世界初の「知的創造・交流の場」として、開発事業者の出資により一般社団法人ナレッジ
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キャピタルと株式会社 KMO が共同運営しています。

＜SpringX 超学校「アーティスティック・スーパーポジション・ラボ」概要＞
異質なものを重ね合わせることで社会に変革をもたらすアーティスト・研究者が、起業に必要なクリエ
イティブな思考についてメディアアートキュレーターと対談形式で語る全 5 回の連続講義です。
●第 1 回 「世界のアーティスティック・キュレーション」／2020 年 11 月 22 日（日）
本シリーズのファシリテーターをつとめるメディアアートキュレーターの羽生 和仁氏が、民間企業の
一社員からドイツでアート・キュレーションの会社を起業するまでの過程をアーティストとの関わりを
通じて語ります。第 2 回以降に登場するイノベーティブなアーティストについても紹介します。
［スピーカー］羽生 和仁／メディアアートキュレーター
福岡大学卒業後、日本コロムビア株式会社を経て 2000 年にベルリンでサウンドアー
トやメディアアートをキュレーションする会社 Onpa e.K.を設立。プラダ財団主催
「キュレートアワード」ファイナリスト、NEoN Digital Arts フェスティバルパート
ナー、Tabularasa Transnational Art の日本代表アートコンサルタンシーを担当。

仮

●第 2 回 「人工生命を絵画にする」／2020 年 12 月 20（日）
人工生命をモチーフに描く作品をインスタグラムで発表する.ino（イノ）氏のアート活動について紹
介します。人工知能から人工生命へと興味が広がり、それに関する数式をアート作品に活かすという発
想の特異性を追求しながら、日常におけるわたしたちの視点との差異を探ります。
［ゲスト］.ino （イノ）／サイエンスアーティスト
大阪大学大学院で天体物理学を専攻。NASA Godard Space Flight Center への研究留
学も経験する。2018 年に博士号（理学）を取得後は、ビッグデータ業界でデータサイ
エンティストとして活躍する傍ら、2019 年からサイエンスアート活動を開始。物理学
や人工生命などの科学的な研究を芸術作品として発表している。
●第 3 回 「音楽と物理の世界」／2021 年 1 月 17 日（日）
世界最高峰の実験・電子音楽レーベルの一つ raster-noton における、初の女性ソロアーティストとし
て世界で活躍する Kyoka 氏。物理学で用いられるフーリエ解析を基にするなど、
「音」を構築する独自
のテクニックに迫ります。ヨーロッパでは大学の講義も行うほか、数々のプロジェクトに携わるなかで
キャリアを確立した自己プロデュースの秘密も探ります。
［ゲスト］Kyoka／サウンドアーティスト
ベルリン・東京を拠点に活躍するクリエイター。坂本龍一の Stop Rokkasho 企画や
chain music への参加、Nobuko Hori とのユニット Groopies、Minutemen / The
Stooges のマイク・ワットとのプロジェクトを行う。ドイツの raster-noton からレー
ベル史上初の女性アーティストとして 2012 年に 12 インチ『iSH』をリリース。

Photographer: Joji Wakita

●第 4 回 「バイオそしてアート」／2021 年 2 月 21 日（日）
金魚に逆品種改良を施し、祖先であるフナの姿へと戻すことで人間の手からの解放を試みるプロジェ
クトでアート界に強力なインパクトをもたらした作品『金魚解放運動』にフォーカスします。アートを
通して生物と人間との関係の見直しを迫る活動について解説します。また、メディア芸術祭受賞作品
や、今後の展開についても語ります。
［ゲスト］石橋 友也／アーティスト
1990 年生まれ。2014 年早稲田大学大学院卒業。大学では生物学を専攻。バイオテク
ノロジーや AI など、現在進行系のテクノロジーと人間、社会とのあり方を問いかける
作品を多く手掛ける。漆職人やエンジニアらとの協同によるプロジェクト「between
#4 Black Aura」で第 23 回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞を受賞。
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●第 5 回 「ロボットと人間をつなぐパフォーマンスアート」／2021 年 3 月 21 日（日）
脳からの指令を受け止め動きを生みだす私たちの身体は、科学の力でどこまでロボットで再現できる
のか。人が鍛錬の末に獲得する身体パフォーミングを、ロボットに乗り移らせる研究者、力石 武信氏。
彼はいかにして人の滑らかな動きをロボットで再現し、アートへと昇華しているのか、その秘密を探り
ます。
［ゲスト］力石 武信／ロボティシスト・ロボット研究者
東京藝術大学 COI 拠点特任講師。2010 年にロボット演劇プロジェクトに参加して以
来、世界各国でロボットを用いた多くの作品に参加している。また、工芸作品のロボ
ット化やロボットアートを用いた教育ワークショップなどを通じた社会課題への取り
組みなど、多方面からロボットインタラクションなどの工学研究を進めている。

【ナレッジキャピタル施設概要】
施設名

ナレッジキャピタル

所在地

〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館

施設案内

The Lab．みんなで世界一研究所
（アクティブラボ・カフェラボ・イベントラボ）

地下 1 階～3 階

フューチャーライフショールーム

1 階～6 階

SpringX

2階

ナレッジシアター

4階

ナレッジサロン

7階

コラボオフィス・コラボオフィスネクス

7 階～8 階

カンファレンスルーム

8 階・10 階

ナレッジオフィス

9 階～13 階

コンベンションセンター

地下 1 階～地下 2 階

運営組織
代表者

一般社団法人ナレッジキャピタル
株式会社 KMO

事業者
（五十音順）

NTT 都市開発株式会社
株式会社大林組
オリックス不動産株式会社
関電不動産開発株式会社
ジャパンエクセレント投資法人
日鉄興和不動産株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社竹中工務店
東京建物株式会社
日本土地建物株式会社
阪急電鉄株式会社
阪急阪神リート投資法人
三菱地所株式会社
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代表理事
宮原 秀夫
代表取締役 小田島 秀俊

