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山口情報芸術センター［YCAM ］イベント

マシュマロ・レーザー・フィースト

「 もしも、森のいきものになったら 」
2016 年 10 月 6 日（木）、7( 金 )、9（日）、10 日（月・祝）
山口情報芸術センター［YCAM ］、山口市仁保・犬鳴の滝

「森のいきもの」の眼を通して世界を体感する ― 話題の VR 作品が日本初公開！
山口情報芸術センター［YCAM ］では、ロンドンを
拠点に活躍する、クリエティブ・デザインスタジオ、
マシュマロ・レーザー・フィースト（MLF ）による
バー チャル・リアリティ（=VR ）体験作品、
「もしも、
森のいきものになったら」を開催します。
本作品では、人間とは違う視覚を持った森の生きも
のたち、トンボ、ユスリカ、フクロウ、カエルの眼に
なって 、森を移動するかのような体験ができます。

MLF は英国北西部の湖水地方にある森を、レーザー
を使って立体物を記録できるスキャナーで撮影し
ました。観客は、特製のヘッド セットを装着する
ことで、その景色を 360 の視界で自由に見渡すこ
とができます。

MLF は、急速に発展し身近になってきた VR 技術
を背景に、私たちの世界の感じ方に働きかける作
品を発表し、世界的に高い評価を受けてきました。

YCAM では、仮想空間と現実空間の体験を組み合
わせることで、一歩進んだ VR 体験を生み出す本作
を日本初公開します。また、作品体験と合わせて、
トークイベントやワークショップなど YCAM だけ
の特別プログラムを展開します。いつも見ている

© Marshmallow Laser Feast

英国北西部の湖水地方「グリスデールの森」にて作品を体験する様子（ 2015 年）

風景とは全く違う世界を、目、耳、皮膚を通して体
験いただけます。この機会にぜひご参加ください。
この機会に、取材や記事掲載にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
［お問い合わせ］

山口情報芸術センター［YCAM ］学芸普及課
〒 753-0075 山口県山口市中園町 7-7

TEL：083-901-2222 FAX：083-901-2216 メールアドレス：press@ycam.jp ウェブサイト：www.ycam.jp
取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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予想を超える体験を生み出す ― 最注目のクリエイティブ集団、マシュマロ・レーザー・フィースト

英国「グリスデールの森」をスキャンしてつくられたイメージ

「もしも、森のいきものになったら」は、英国の湖水地方に実在
する「グリスデールの森」を、360 の撮影が可能なドローンと

© Marshmallow Laser Feast

マシュマロ・レーザー・フィースト

マシュマロ・レーザー・フィースト
レーザースキャナー、CT スキャンを使って撮影されました。観

客は ヘッドセットに搭載された耳全体を包み込むようなサラウ
ンドサウンドと、体に響く音声バイブレーションによって圧倒
的な臨場感を味わいつつ、さらに野外ツアーでは、森の中で作
品を鑑賞することで、植物や土の匂い、風などの肌触りによっ
てさらに増幅された体験を楽しめることでしょう。また、会場と
なる山口の森を深く知るワークショップも開催します。バイオ
テクノロジーのさらなる可能性を探るために YCAM でスタート
したプロジェクト、YCAM バイオ・リサーチのチームとともに、
森の生きものを採取したり、顕微鏡で観察したり、DNA 解析を
おこなうなど、自分の手を使って森の豊かさを実感していきま
す。また、
「もしも、森のいきものになったら」はどのようにつく
られたのか、山口の森を実際にレーザースキャナーで 360 撮影

ロンドンに拠点をおくクリエイティブ・スタジ
オ。常に予想を超える没入体験を作り出すこと
で、世界中の観客を魅了してきた。その作品は、
動くインスタレーション、映像、ライブパフォー
マンス、そしてバーチャル・リアリティとさまざ
まなジャンルに及び、アート、コマーシャルの両
分野で高い指示を得ている。近作に、フォルク
スワーゲン CM「The Invisible made Visible 」、
カストロールエッジ CM「Titanium Trials 」、U2
のライブ演出「Invisible 」など。

し、そのデータを MLF が操作しながら、製作過程を紹介するトー
クイベントを開催します。五感をフルに使って楽しめる企画を
通して、新しい仮想・現実空間での体験と、そうした私たちの感
覚に変化をもたらすこれからのアートを提案します。
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関連イベント

トークイベント

マシュマロ・レーザー・フィースト

360 の物語「もしも、森のいきものになったら」のつくりかた
「もしも、森のいきものになったら」はどのようにつくられたのでしょ
うか？作品と同じように、山口の森をレーザースキャナーで撮影し、
そのデータを目の前で加工しながら、製作の過程をアーティストが解
説する、特別なトークです。また、ヴァーチャル・リアリティを駆使し
て人の五感を刺激してきた MLF の活動をご紹介します。

日時：2016 年 10 月 9 日（日） 18：00 〜 20：00
会場：山口情報芸術センター［YCAM ］ホワイエ
料金：無料（※要申込）
英日逐次通訳あり

スピーカー：アーシン・ハン・アーシン
（マシュマロ・レーザー・フィースト

クリエイティブディレクター）

トークイベント申込み方法
イベント名 + 氏名（フリガナ）+ 人数を明記の上、メールにてお申込み
ください。
メールアドレス：reserve@ycam.jp

360 PV 体験

スクエアプッシャー｜ Stor Eiglass
音楽シーンに数々の挑戦をしてきたミュージシャン、スクエアプッ
シャー（トーマス・ジェンキンソン）。Stor Eiglass はその音楽の世界に体
ごと飛び込むような体験をさせてくれるプロモーションビデオです。
この 360 見わたせるバーチャル・リアリティ作品は、MLF、アニメー
ション・スタジオ Blue Zoo、イラストレーター Rob Pybus と共同で
制作されました。
日時：2016 年 9 月 10 日（土）― 10 月 10 日（月・祝）11:00 〜 17:00
休館日：火曜日
会場：山口情報芸術センター［YCAM ］インフォメーションスペース
対象：13 歳以上
料金：無料
※お一人ずつヘッドセットをつけて体験いただきます。

3/4

2016 年 7 月プレスリリース

イベント

開催概要

マシュマロ・レーザー・フィースト

「もしも、森のいきものになったら」
2016 年 10 月 6 日（木）、7 日（金）、9 日（日）、10 日（月・祝）
山口情報芸術センター［YCAM ］
山口市仁保・犬鳴の滝

野外ツアーで体験する（※要申込）
VR 体験作品「もしも、森のいきものになったら」
＋ YCAM バイオ・リサーチ・ワークショプ「森の DNA 」
日時：2016 年 10 月 9 日（日）、10 日（月・祝）
① 9:30 〜 14:30 ② 11:45 〜 16:15 ③ 13:30 〜 18:00
※全て同じツアー内容です。
会場：山口市仁保・犬鳴の滝
講師：田中浩（山口県立山口博物館動物担当理学博士）
伊藤隆之・津田和俊・高原文江・朴鈴子（YCAM ）
対象：13 歳以上
※申込み方法は右記を参照ください。

YCAM で体験する

「野外ツアーで体験」申込み方法
申込受付開始：8 月 6 日（土）
【体験＋ワークショップ】
一般：2,500 円

any 会員・25 歳以下・特別割引：2,000 円
（おやつ・傷害保険込、各回定員 16 名）
※特別割引：シニア（ 65 歳以上）、障がい者および介護者 1 名
が対象

申込み方法
希望日時、住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、
電話番号、メールアドレスを明記の上、メールまたは

FAX にてお申込みください。
メールアドレス：reserve@ycam.jp

FAX：083-901-2216
【注意事項】
●雨天の場合は、内容が変わることがあります。
●野外ツアーの会場はハイキングコース（森林）です。
動きやすい服装、靴でご参加ください。
●長袖、長ズボン、帽子の着用をお勧めします。また飲
み物をご持参ください。

VR 体験作品「もしも、森のいきものになったら」
日時：2016 年 10 月 6 日（木）、7 日（金）11:00 〜 18:00
会場：山口情報芸術センター［YCAM ］ホワイエ
対象：13 歳以上
料金：無料

主催：公益財団法人山口市文化振興財団
後援：山口市、山口市教育委員会、ブリティッシュ・カウンシル
助成：平成 28 年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

体験時間：約 9 分

協力：仁保自治会、東北大学災害科学国際研究所、山口大学

お一人ずつヘッドセットをつけて体験いただきます。

企画制作：山口情報芸術センター［YCAM ］

技術協力：YCAM InterLab

IN THE EYES OF THE ANIMAL
コンセプト：Marshmallow Laser Feast
ディレクション：Barnaby Steel & Robin McNicholas
エグゼクティブ・プロデューサー：Eleanor Whitley
クリエティブ・ディレクション：Ersin Han Ersin
ヴィジュアルアーティスト : Natan Sinigaglia
サウンド・デザイン： Antoine Bertin, SounDoesnTravel
プロダクション・デザイナー：Marc Winklhofer
インテリア・デザイナー：Abraham Manzanares
アシスタント・プロデューサー：Annatruus Bakker
ツアー・プロデューサー：Ben Larthe
ツアー・テクニカル・コーディネーター：Cristina Tarquini
委嘱：Abandon Normal Devices, Forestry Commission Englandʼs Forest Art Works
プロデュース：Abandon Normal Devices, Marshmallow Laser Feast
助成：Arts Council England, Forestry Commission England
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