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YCAMを知り尽くす3日間―
多彩なプログラムで描きだす、YCAMの過去・現在・未来

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］
TEL：083-901-2222　FAX：083-901-2216　メールアドレス：press@ycam.jp
〒753-0075 山口県山口市中園町7-7　http://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。

山口情報芸術センター［YCAM］では、多岐に渡る
YCAMの活動をあらゆる人々に向けて紹介する一
年に一度のイベント、YCAMオープンラボ2017
「HELLO, YCAM!」を開催します。
YCAMは、メディア・テクノロジーを用いた新しい
表現と鑑賞者をつなぎ、好奇心や想像力を刺激す
る教育プログラムの提供、また、YCAMでなければ
生み出せないオリジナル作品を制作、発表してきま
した。近年は、さまざまなかたちで蓄積したメディ
ア・テクノロジーにまつわる知識や経験を、地域課
題や資源を結びつける取り組みもおこなっていま
す。
今回開催する「HELLO, YCAM!」では、YCAMのこ
うした多様な取り組みを、トークセッションやライ
ブ、展示、体験プログラムなどを通して紹介してい
きます。市民やさまざまな専門家と「ともに作り、
ともに学ぶ」ことを活動理念におきながら、幅広い
アプローチで探求を続けるYCAMへの理解を深め
る契機になることを目指します。
是非この機会にご参加ください。

イベント

2017年12月15日（金）～17日（日）　入場無料　
山口情報芸術センター［YCAM］館内各所

YCAMオープンラボ2017
「HELLO, YCAM!」

2017年9月22日プレスリリース

山口情報芸術センター［YCAM］イベント

「HELLO, YCAM!」のイメージビジュアル
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2017年9月プレスリリース イベント

12月16日 12月17日

2017年12月16日（土）、17日（日）

会場：YCAMスタジオA
入場無料　※要申込

モデレーター：伊藤亜紗（東京工業大学リベラルアーツ研究教育
院准教授）

トークで迫るYCAMの研究開発 ―

多彩なゲストとの対話からYCAMの今を読み解く！

トークセッション

YCAMは「R&D（研究開発）」と呼ばれる活動を基盤に、
教育、芸術表現、地域の3分野で多彩なプロジェクト、イ
ベントを実施しています。今回のトークセッションで
は、現在、YCAMの活動を特徴づける研究開発プロジェ
クトを8つのカテゴリーから紹介します。YCAMのプロ
ジェクト担当者と、関連するアーティストや研究者を招
き、事業のプロセスや今後の展望を語り合います。

10:30～11:00　イントロ｜菅沼 聖（YCAMエデュケーター）

11:00～12:00　映画／YCAM Film Fatory

杉原永純（YCAMキュレーター）×柴田 剛（映画監督）、三宅 唱（映画監督）

10:30～11:30　学び／未来の山口の授業+コロガル公園シリーズ

YCAM教育ラボメンバー（菅沼 聖、朴 鈴子、山岡大地）×エキソニモ（アートユニット）

13:00～14:00　身体／RAM+Perception Enginerring 

竹下暁子（YCAMパフォーミングアーツ・プロデューサー）×橋本裕介（KYOTO 

EXPERIMENTロームシアター京都プログラムディレクター）、大脇理智（YCAMメ

ディアトゥルグ／アーティスト）

13:00～14:00　布／株式会社細尾+YCAM共同研究開発

井高久美子（YCAMキュレーター）×

細尾真孝（株式会社細尾 常務取締役／MITメディアラボ ディレクターズフェロー）、

筧 康明（アーティスト／研究者／慶應義塾大学准教授）、古舘健（アーティスト／プ

ログラマー）

14:30～15:30　地域／RADLOCAL

石川琢也（YCAMエデュケーター）×

林 篤志（一般社団法人Next Commons Lab代表理事）

14:30～15:30　音楽／sound tectonics

城 一裕（YCAM専門委員／九州大学芸術工学研究院准教授）、石川琢也（YCAMエデュ

ケーター）×

徳井直生（株式会社Qosmo代表取締役）、環ROY（ラッパー／音楽家）
16:00～17:00　バイオ／YCAM Bio Research
YCAMバイオリサーチプロジェクトメンバー（伊藤隆之、津田和俊、高原文江）×

伊藤亜紗（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授） 16:00～17:00　インスタレーション作品の修復／三上晴子作品の修復

渡邉朋也（YCAMアーキビスト）×

久保田晃弘（アーティスト／研究者）、馬 定延（映像メディア学）

18:30～19:00　クロージング

伊藤亜紗＋伊藤隆之（YCAM R&Dディレクター）

17:30～18:30　Mix-Session
各プロジェクトの担当者が設定されたテーマのもと、YCAMの活動の根本にある、「と

もにつくり、ともに学ぶ」ことの意味をモデレーター、そして会場の参加者を交えた

対話を通じて探っていきます。 17:30～18:30　Mix-Session

19:00～21:00　HELLO, PARTY!　※要申込＋有料

スタジオAロビー｜参加費：1,000円（食事、ワンドリンク付き）

「HELLO,YCAM!」の参加者が一堂に介し、ゲスト、YCAMスタッフ、来館者が対話を

交わし、交流を深めます。
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sound tectonics #20
AIDJ（powered by Qosmo）VS Guest DJ

2017年9月プレスリリース イベント

2017年12月15日（金）19:00～22:00　

会場：YCAMスタジオA
出演：徳井直生（Qosmo）、ゲストDJ（近日発表）

料金：1,000円　※要チケット購入

音楽表現において人工知能（AI）はいかに人間を触発しうるのか―

AIと人間のDJイベントを開催！

国内外の最先端のサウンド・アート、音楽表現を紹介するライブコン
サートシリーズ「sound tectonics（サウンド・テクトニクス）」の第20
弾として、徳井直生率いるQosmo（コズモ）によるDJイベントを開催
します。
本イベントは、AIを用いた作品制作や、アルゴリズミックデザインなど
を手がけるQosmoが、AIと人間の対話を目的として2016年からおこ
なうプロジェクト「AI DJ PROJECT」をバージョンアップさせたもの
で今回は、プログラマーでDJの徳井直生らが開発した人工知能のDJ（AI 
DJ）と、人間のDJが出演し、お互いに曲をかけあうスタイル“Back
to Back” でプレイします。AI を人間の模倣として捉えるのではなく、
人間とは違ったロジックが人間の創造性を豊かにさせるものとして捉
え、表現におけるテクノロジーと人間の可能性についてDJを通して実
験的に考察します。

sound tectonics #20
チケット情報

発売日  10月7日（土） 10:00～

セブンチケット：  セブンコード 058-937

1,000円前売・当日

料金：［オールスタンディング／200名］

※出入り自由
※未就学児童入場不可
※託児サービスあり

電話／窓口：

託児サービスのご案内

車椅子・補聴システムのご案内

山口市文化振興財団チケットインフォメーション

有料。12月8日（金）までにチケットインフォメーションへお
申込みください。

事前にお問い合わせください。

083-920-6111
10:00～19:00 ※火曜休館、祝日の場合は翌日

インターネット：

www.ycfcp.or.jp
24時間受付 ※要事前登録
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2017年9月プレスリリース イベント

作品展示 1 
大脇理智＋YCAM「The Other in You―わたしの中の他者」

作品展示 2
株式会社細尾＋YCAM 共同研究開発成果展示

2017年12月9日（土）～2018年3月11日（日）
11:00～17:00　入場無料
会場：YCAMスタジオB
対象：13歳以上
※13歳未満のお客さまはモニターでご覧いただけます。

2017年12月9日（土）～2018年3月11日（日）
10:00～19:00　入場無料
会場：YCAMホワイエ＋2Fギャラリー

鑑賞者も作品に登場する！？

VRが可能にする究極のダンス体験

人類にとって布とは何か―西陣織の老舗・細尾とYCAM

との共同研究の成果を公開！

アーティストの大脇理智とYCAMによる新作インスタ
レーションを発表する展覧会です。
大脇はYCAMインターラボのメンバーとして、またアー
ティストとして、メディアテクノロジーによって生み出
される身体表現の新たな可能性を探ってきました。本展
で大脇が発表する同名の新作は、バーチャル・リアリティ
（VR）技術などのテクノロジーを通して、鑑賞者がダン
サーと同じステージにいるかのように、間近でダンスを
鑑賞できる映像インスタレーション作品です。 見るも
のの感覚を揺さぶるような表現の数々によって、鑑賞者
の意識、とりわけ他者と自分の境界が変容していくこと
になるでしょう。

京都の西陣織の老舗・株式会社細尾との共同研究の成果
を発表する展覧会です。
古代から人類とともにあった布は、生活や民俗宗教に根
ざし、地域の風土に適す、さまざまな技術が生み出されて
きました。 細尾との研究開発の起点となった布の根源
的な要素である「組織構造」と「糸（素材）」に焦点を当て、
現代の技術や視点を取り入れた、新しい布の可能性を提
示します。また、布の初源に立ちかえるものとして、日本
古来の布である大麻布を参考作品として展示するととも
に、2015年から慶應義塾大学筧康明研究室、古舘健とと
もに開発を進めてきた新作の布を公開します。

オリジナルのヘッドセットをつけて作品を体験している様子

織物の制作過程（参考画像）
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プチ・ワークショップ
会場：コミュニティー・スペース、レストラン・スペース

YCAM探検ツアー
会場：館内各所

映画上映
会場：スタジオC

ポップアップショップ
会場：インフォメーション・スペース

※上映スケジュール等、詳細はウェブサイトで公開します。

※実施スケジュールは、当日会場に掲示します。

YCAMのオリジナルワークショップのために開発した道具など

に触れられるブースです。ワークショップのアクティビティを

手軽に体験できます。

展覧会やパフォーミングアーツの公演など、YCAMで開催され

るイベントの多くはYCAMオリジナルのものです。一体YCAM

の裏側ではどんなことが起こっているのでしょうか。「YCAMの

工場」とも言えるバックヤードを探検するツアーを開催します。

YCAMは山口市唯一の映画館でもあります。「HELLO, YCAM!」

では、YCAMの映画制作プロジェクト「YCAM Film Factory」で

制作した作品を一挙に公開します。その他、1959年の小津安二

郎監督作品「お早よう」を英語字幕版で上映します。

「さわれるYCAM、持ち帰れるYCAM」をテーマに、日常の中で

商品に触れるたび、YCAMでの経験を呼び起こすような商品を

セレクトし、販売します。また、山口の食材を存分に味じわえる

フードサービスも計画中です。

体験プログラム＋ショップ
2017年12月15日（金）14:00～18:00、16日（土）+17日（日）10:00～19:00

「お早よう」©1958 松竹株式会社

2017年9月プレスリリース イベント
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開催概要

2017年9月プレスリリース イベント

2017年12月15日（金）～17日（日）
入場無料　※一部プログラムは要申込、有料です
山口情報芸術センター［YCAM］館内各所

YCAMオープンラボ2017

「HELLO, YCAM!」

主催：山口市、公益財団法人山口市文化振興財団
後援：山口市教育委員会 
助成： 平成29年度 文化庁文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業
共同開発：YCAM InterLab
企画制作：山口情報芸術センター［YCAM］

YCAM Q&A R&Dプロジェクト紹介

「YCAM Q&A」は、みなさんが日頃抱いている「YCAMってな

に？」という疑問とそれに対する答えを、一問一答形式で紹介し

ます。質問の中には、あなたが以前から気になっていた疑問もあ

るかもしれません。「HELLO, YCAM!」の入り口となるコーナー

です。

YCAM内部に設置された研究開発チーム、「YCAMインターラ

ボ」が中心なって進めているプロジェクトについて、パネルや映

像で紹介するコーナーです。さらには、YCAMスタッフが直接

みなさんの疑問にお答えします。

パネル展示
2017年12月15日（金）～17日（日）　

「トークセッション」+
「HELLO, PARTY!」申込方法

「HELLO, YCAM!」のウェブサイト（10月下
旬公開予定）もしくはポータルサイトより、
申込フォームにお進みいただくか、YCAM1
階のチケットインフォメーションにて直接
お申込みください。

URL：

openlab.ycam.jp/2017


