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Kids Workshops : 
Let’s use Danish design ! 

2005
August 6

let’s make something to sit on!

August 20

let’s make toys with playful sounds!

8月6日「スワルカタチ」をつくろう ！

8月20日　音の出るおもちゃをつくろう ！

The Kids Workshops for primary school 

children were conducted by professional 

designers. The program had two parts : 

a guided tour of the 5 thematic rooms - 

for the participants to have an interactive 

experience with projects featured in the 

exhibition - followed by a workshop.

Organized by : IdcN

主催：㈱ 国際デザインセンター

「Use it!」展の期間中、小学生を対象にしたこどもワー

クショップを開催。デザイナーの指導のもと、五感を刺

激する作品に触れた後、簡単なものづくりに挑戦。
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inStruCtOrS 講師

Haruhiko Ito _ Industrial designer, AT Design, 

Seiko Mizuno _ Craft designer, AT Design, 

Junichi Watanabe _ Architect, AT Design, 

Nobuyuki Inaba, Tsuyoshi Nagura

伊藤晴彦 _インダストリアルデザイナー、ATデザイン、

水野誠子 _クラフトデザイナー、ATデザイン、

渡辺潤一 _ 建築家、ATデザイン、

稲波伸行、名倉剛志

水野誠子 _クラフトデザイナー、ATデザイン、

渡辺潤一 _ 建築家、ATデザイン、

稲波伸行、名倉剛志

こどもワークショップ：デンマークのデザインに触ってみよう  ！
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Urban development for all generations

We are not doing enough to fulfill 
the needs of children in an urban milieu.
In addition to Disneylands and TV games, 
we need to invest more effort into 
daily life environment. Well-designed 
playground equipment, for example, 
is enough to begin to merge the child’s 
imaginative world with the real built 
environment. Play helps children learn the 
motor, cognitive and social skills needed 
in today’s rapidly changing world.

すべての世代のまちづくり

都市環境は子供たちにとって決して良好なものとはいえない

ディズニーランドやテレビゲームだけでなく、日常の環境の向上にも目を

向けるべきである

遊具における優れたデザインは子供たちの想像力を広げる

今日の変化の激しい社会に対応するためにも、遊びを通して運動機能や社

会的能力や認知力を育むことが大切である

aXiOM pLaYGrOund EQuipMEnt, LappSEt GrOup, tHE FEnnia priZE 2005, FinLand

ラップセットグループ, フィニア大賞2005、フィンランド

rEStaurant praQ(tHE nEtHErLandS) d: JannEkE HOOYManS & Frank tJEpkEMa

子ども連れの家族も楽しめる新しいコンセプトのレストラン

レストラン・プラク（オランダ）d：ジャンケ・ホイマンズ＆フランク・ジェプケマ
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The exhibition spotlighted the contrastive features found 

in contemporary creations by 160 designers from 29 

countries (Brazil, Canada, Turkey, United Kingdom, U.S.A.,  

Uruguay). At this venue, cultural traditions and culinary 

art from each participant’s countries were also presented 

by their embassies in Japan 

次世代を担う若いデザイナーが描く21世紀のデザイン。世界29ヶ国・

地域の160名の作品を一堂に展示し、同時代の同世代の作品を対比

して見せ、各国の文化的な背景を併せ紹介。

出品国 : ブラジル、カナダ、コスタリカ、キューバ、デンマーク、フィン 
ランド、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、インド、イスラエル、

イタリア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ペルー、

ポルトガル、シンガポール、スロバキア、南アフリカ、台湾、タイ、イギリス、 
アメリカ、ウルグアイ

関連イベント：「インターナショナル・テイスト・ストリート」

各国在日大使館による自国の生活文化、ティータイム風景を紹介。

THE NEXT GENERATION

Toward the Next Generation : 

The Challenges of  
Young Designers from  
Around the World

「次の世代へ：世界のヤングデザイナーの挑戦」

Organized by  : Design Next Generation  

Organizing Committee (City of Nagoya and IdcN)

In collaboration with Icograda and participating 

countries’ embassies in Japan (Embassy of the 

United States of America, Her Britannic Majesty’s 

Embassy, Royal Norwegian Embassy, Embassy of 

Israel, Embassy of the Republic of Slovenia,  

Embassy of Finland, Embassy of the Slovak  

Republic in Japan, Embassy of Italy, Embassy of 

the Republic of Turkey, Embassy of the United 

Mexican States, Royal Netherlands Embassy, 

Royal Thai Embassy)

主催：デザインネクスト展開催委員会

（名古屋市、㈱ 国際デザインセンター）

協力：Icograda、各国在日大使館（アメリカ大使館、英国大使館、 
ノルウェー大使館、イスラエル大使館、スロベニア大使館、フィン

ランド大使館、スロバキア大使館、イタリア大使館、トルコ大使館、

メキシコ大使館、オランダ大使館、タイ大使館）

1997
March 5 — 16

 / Design Hall, IdcN

3月5日〜16日 

国際デザインセンター・デザインホールCan designers prove to us that design is a most 

powerful instrument for improving the quality of 

our daily lives and the products that surround 

us? Viewed from the fresh perspective of young 

designers from diverse cultures, traditions and 

climates all around the world, this project aims 

to explore the future trend of design via exhibitions, 

workshops and symposiums covering all  

disciplines 

異なる文化を背景に持つ世界各国の若いデザイナーたちの新鮮な視点

を通して、これからのデザインの潮流を探ろうとする企画。展覧会、ワー

クショップ、国際シンポジウムを開催。各国の異なる文化、伝統、生活、

風土の中から生まれるさまざまな挑戦的な提案から未来の風を感じるこ

とができるだろう。

Organized by : Design Next Generation Exhibition  

Organizing Committee (City of Nagoya and IdcN)

主催：デザインネクスト展開催委員会（名古屋市、㈱国際デザインセンター）
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Design : 
The Next Generation

デザイン - ネクストジェネレーション

ネクストジェネレーション

108
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THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000 THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000
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This exhibition featured the work 

of promising young Finnish  

entrepreneurs and design offices. 

A workshop and symposium were 

held concurrently, highlighting the 

entrepreneur spirit among Finland’s 

youth. The speakers told us about 

a successful example of business 

development in which young 

designers established a network of 

audacious young entrepreneurs 

and skilled manufacturers  

developing global marketing 

strategies 

フィンランドの若い起業家やデザイン事務

所15社の展示と、出展デザイナー集団を

迎えてのワークショップ・国際シンポジウム。

フィンランドの若い世代に芽生える起業家

スピリットをクローズアップ。独創的な若い

起業家が、熟練した製造業者とのネットワー

クの形成を通してグローバル・マーケットで

ビジネス開拓に成功した例を紹介。

Young Finnish Entrepreneurs

「森と湖の国の若い起業家」 

Organized by : Design Next Generation Organizing 

Committee (City of Nagoya and IdcN)

Co-organized by : Design Forum Finland

主催：デザインネクスト展開催委員会（名古屋市、

㈱国際デザインセンター）

共催：フィンランドデザインセンター   

1997
November 17 — 25

 / Atrium, NADYA PARK

11月17日〜25日

ナディアパ−ク・アトリウム

THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000THE NEXT GENERATION

ネクストジェネレーション
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Representatives from leading  

design companies like Microsoft and  

Frog Design participated in the  

forum and talk, tackling questions 

of how the digital medium has 

transformed the design process 

based on human feelings and 

senses, and the design itself, as 

well as considering how it will 

further change in the 21st Century 

デジタル化の進展によってデザインを取り巻

く環境が大きく変わりつつある。人間の知覚

や感性をベースにするデザイン・プロセス、 
あるいは、デザインそのものが、今後どのよ

うに変貎していくか。マイクロソフト、フロッ

グデザインなどの先端企業の展覧会と国

際シンポジウムを開催。デザインの最先端

の現場から、デザインの近未来と21世紀

への課題が語られた。

Organized by : Design Next Generation Organizing  

Committee (City of Nagoya,IdcN)

主催：デザインネクスト展開催委員会（名古屋市、㈱国際デザインセンター）

 
DIGITAL MAGIC : 
The New Drivers of Innovation

「デジタル・マジック：未来へ疾走するトップランナー」

1999
February 26 - 27 / Design Hall, IdcN

2月26日・27日

デザインセンター・デザインホール

THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000

GuESt SpEakErS 話題提供者

 1 Chris Tobey _ User Interface Design Manager, Hardware Division, Microsoft U.S.A., 2 Kevin 

Ketchurn _ Designer, GM Design Center U.S.A, 3 Kazuo Kawasaki _ Design Director, Doctor 

of Medical Science Japan, 4 Shunji Yamanaka _ President, Leading Edge Design Japan, 5 Kouji 

Morimoto _  Animation director Japan, 6 Tetsuya Mizuguchi _ Executive Producer, Sega Enterprises 

Consumer Software Department, CSR & D Dept. Japan, Takehiko Katsuo _ Chief Editor, Nikkei Design 

Japan, Hiroaki Kitano _ Senior researcher, Sony Computer Science Laboratories, Inc Japan, Mark 

Rolston _ Creative Director, New Media Lab Frogdesign U.S.A.., David Bentry _ Designer, GM Design 

Center U.S.A., Takashi Yamashita _ Freelance writer, author Japan

1 クリス・トービ _米国マイクロソフト社ハードウェア部門ユーザーインターフェース・デザイン・マネージャーアメリカ、2 ケヴィン・

ケチュン _ GMデザインセンター・デジタル・デザイナー　アメリカ、3 川崎和男 _デザインディレクター、医学博士　日本、4 山

中俊治 _リーディング・エッジ・デザイン主宰　日本、5 森本晃司 _アニメーション監督　日本、6 水口哲也 _ セガコンシューマー

第4研究開発部部長　日本、勝尾岳彦 _日経デザイン編集長　日本、北野宏明 _ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサー

チャー　日本、マーク・ロルストン_ニューメディア・フロッグデザイン社クリエイティブ・ディレクター　アメリカ、 デビッド・ベントリー

_ GMデザインセンター・デジタル・デザイナー　アメリカ、山下卓 _デジタルジャーナリズム誌『WIRED』日本版ライター　日本

3

4   5   6

THE NEXT GENERATION

ネクストジェネレーション

1  2
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Held on the occasion of the 400th anniversary of the 

first relationship between Japan and Holland, this com-

bination of exhibition, lecture, workshop, and seminar 

introduced the work of 60 promising young designers 

from the Netherlands. The event’s exhibitors fell into 

three categories : Droog Design; young designers  BNO, 

YD+I ( referring to an innovative project bringing together 

young designers and large, conventional corporations ) ; 

and Phillips Future Plan. The cross-cultural portion of  

the program included a presentation by Mr.Gjis Bakker, 

co-founder of Droog Design collection; design  

presentations by 24 Dutch and Japanese groups; and 

three simultaneous cross-cultural seminars 

and workshops 

日蘭修好400年を迎えたオランダの若いデザイナーにスポットを当て、展

覧会と交流の複合イベントを開催。3部構成からなる展覧会は、気鋭の集

団「ドローグデザイン」ほかBNO新進デザイナー約60人の作品、欧州の

大手企業と若手デザイナーの産官学共同プロジェクト「YD+I」、そして代

表的な企業・フィリップスデザインセンターが描く近未来の住空間を紹介。

国際会議では、ドローグデザインの創始者でオランダの代表的デザイナー、

ハーシュ・バッカー氏が基調講演を行う。オランダからは出品者のうち24
人が来名し、日蘭若手デザイナーによる国際ワークショップと交流セミナー

を行った。

Organized by : Design Next Generation Organizing  

Committee (City of Nagoya and IdcN)

Supported by : Netherlands Embassy, Consulate  

General of the Netherlands, BNO/Association of Dutch 

Designers, Netherlands Design Institute,  

and Phillips Design

主催：デザインネクスト展開催委員会（名古屋市、㈱国際デザインセンター）

後援：オランダ大使館、オランダ領事館、オランダデザイナー協会 (BNO)、
オランダデザインセンター、フィリップスデザインセンター

 

The Dutch New Innovators

 In commemoration of the four hundredth anniversary of  

friendly relations maintained by the Netherlands and Japan

日蘭友好400年記念・名古屋・オランダ交流事業

「The Dutch New Innovators オランダ発・新進デザイナーのメッセージ」

2000
March 9  — 15

 / Atrium at NADYA PARK, and 

Excel Room, Presentation 

Room, Seminar Room and  

Design Workshop at IdcN

3月9日〜15日

ナディアパ−ク・アトリウム、デザインセンター・

エクセルル−ム、プレゼンテーションルーム、

セミナールーム、デザイン工房

THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000

d / Droog Design d / Droog Design

THE NEXT GENERATION

ネクストジェネレーション

d / Droog Design
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THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000

d /  Paul Harsanyiw / ポール　ハルサンニ

THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000

d /  Frozen Fountain
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THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000

d /YD+I

THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000

Acupuncture suit  鍼健康スーツ  d /  Paul Harsanyiw / ポール　ハルサンニ
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PRESENTING YOUNG DUTCH DESIGN : GlOBAl, FlAT AND COOl

Maggie Kinser Hohle _Writer

This cross-cultural event and exhibition ran for 2 weeks and 

attracted 5,000 visitors. The exhibition was built as a 

collection of 24 cubicles, which were easily accessible from 

various points and open to view from above 

The front row was occupied by Droog Design, the forerunner 

of the postmodern Dutch design movement; and MX 10MB, 

the projects by members of BNO. The second “ hallway ” 

offered a multi-textured tour of the work of young designers 

who are recent graduates from a variety of Dutch art schools; 

and the products of The Frozen Fountain, a shop founded in 

1985 that sells contemporary furniture and home accessories 

created by new design graduates in the Netherlands and 

abroad. Their work was chosen on the basis of individuality, 

relation to the Japanese design environment, and social 

meaning. The third row of cubicles led the visitor into Dutch 

industry and its design challenges ; represented here was 

YD+I (Young Designers & Industry) ’99, an innovative collabora-

tion among major European companies and the brightestt-

minds of the younger generation of designers. At the end of 

the exhibition was a temporary bookshop stocked by BIS,  

the foremost design publisher in the Netherlands 

Of the 5,000 visitors to the exhibition, 1,000 filled out 

questionnaires. 80% were under 20 years old, and 20% 

commented specifically on particular exhibitions. Many  

people also inquired about where they could buy the 

products. This proves that the concepts were not  

overwhelming, but simply supported the products. A great 

number of visitors were very satisfied that they were allowed 

to touch the objects on display. Most of the young visitors 

truly appreciated the chance to directly experience the work 

of young foreign designers and asked that the IdcN offer more 

opportunities like this 

At the intimately cross-cultural portion of the program,  

Mr. Bakker introduced the audience to the organization, 

frugality, and democracy of the Netherlands, and its people 

and presented a wide range of Dutch design, which has  

come to mean design which is logical, meaningful, “ cool ”  

and beautiful 

The interactive workshop featured presentations by four groups 

of Japanese design students and four groups of Dutch designers; 

followed by 3 seminars and workshops on the following 

themes. 1 -  How do you see the future ?  2  -  What is Japanese 

design ? What is Dutch design ? Participants shared ideas with 

their contemporaries from their own and another culture 

The Dutch designers said that they were more impressed with 

the sophistication and kindness of the Japanese people, and 

the respect for nature in Japanese traditional culture and 

crafts, than with any modern design. Japanese students rarely 

have the chance to interact so fully with one another and their 

contemporaries from another country. This event resulted in  

a reproduction, for a short time, in hierarchical Japan, of the 

extremely “ flat ” and democratic society of the Netherlands 

ヒエラルキーのないダッチデザイン

マギー・キンザー・ホーリ_デザインライター

開放的なアトリウムに出現した24の小部屋から成る展覧会場は、さながら

迷路。メインの入口に大半を占有したのは、今やオランダのポストモダン・

デザイン運動の主翼を担う「ドローグデザイン」。そしてオランダデザイナー

協会から出展の若手デザイナー年鑑「MAX10 MB-BNO」。通路に導か

れて行くと、オランダ各地の芸術学校の最近の卒業生である若いデザイナー

による独自性や社会性と共に素材（新素材開発あるいは既存素材の新規用

途開発）を観点に選りすぐられた多種多様な作品が巡覧できるようになって

いる。この列の最後の小部屋には、1985年創業のオランダ国内外の若手

によるモダンな家具や小物などを扱うショップ「フローズン・ファウンテン」の

商品が並ぶ。最後列には、オランダの企業とそのデザインチャレンジ「YD+I 

(Young Designers & Industry)’99」、ヨーロッパの大手企業と才気溢れ

る若手デザイナーの連携による先例のない斬新な共同研究開発の成果の集

大成。会場の最後に登場してオランダのデザインに興味を持つ観客を喜ば

せたのが、オランダ最大手のデザイン書籍出版社「BIS」の仮設のブックショッ

プである。

この展覧会のアンケートに答えてくれたのは5,000人中1,000人で回答者

の8割が20歳以下の若者だった。個 の々展示品について具体的なコメント

THE NEXT GENERATION  1997 1997 1999 2000

を添えたり作品の入手方法を訊ねた人がこのうちの２割もいた。これは、展

示品のコンセプトがうまく反映されたよい商品だということを示している。彼

らの大半が、作品の多くを手に取って触ることができたことに満足を覚え、

海外の若手デザイナーの作品を直接目にする機会に恵まれたことに感激し、

もっと機会が増えればと希望していた。

11日 に行われた交流行事では、ハーシュ・バッカー氏がオランダの機構や質

実性、民主主義やその国民性を紹介した上で、「クール」で美しいデザイン 
と定評されるオランダデザインについて語った。続く交流セミナーでは、日

本のデザイン学生とオランダ人デザイナーの4つのグループがプレゼンテー

ションを行い、それぞれのプロジェクトのコンセプトと目的を披露した。その

後3つのテーマ別に分かれ、同時進行の意見交換へと移った。参加者たち

は、同じ文化圏あるいは異文化圏からやって来た同世代の人 と々アイデアを

分かち合った。

一方、オランダ人のデザイナーたちが感銘したのは、日本人の如才のなさや

親切な心づかい、日本の伝統的文化や工芸の中に見られる自然への畏敬の

念であったようだ。短い時間だったが、このイベントは、日本という階級型社

会の場を借りて、一切の「上下関係を排除した」オランダ型民主主義社会

が再現された瞬間だったのではないだろうか。
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A lONG−lASTING CREEK :
Creating opportunities for the future 
is our job

Will the next generation hold the key to 
our future or will they be the lost 
generation ? The voice posed by many of 
the creative young talents whom I have 
come to collaborate with suggest that our 
future generation genuinely desire to use 
their gifts for the service of humanity÷…
however, as Da-Wei lin (Taiwan) observed :
“ The designer’s mind is like a long-lasting 
creek. But without the support from 
the business world, the creek will run 
dry soon.”

未来へのきっかけを与える、それが私達の役割

次世代を創るヤングデザイナー達は未来潮流への羅針盤を握るのだろうか

それとも、羅針盤を見失ったロスト・ジェネレーションとなってしまうの

だろうか 

異なった文化のなかで育ってきた感性が、何を見、何を思い、何に価値を

見いだしているのか

「デザインする心は、尽きることのない潮の流れ。でも、この流れはビジ

ネス界のサポートがなければすぐ枯れる」(ダ・ウエイ・リン-台湾)

この叫びは、クリエイティブなデザインマインドが厳しい社会の中で大き

な挑戦をしている現実を語っている
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the World Wide Web has expanded, giving us a 

chance to meet people from all over the world. 

How about innovators on the other side of the 

globe? What kind of lives do they lead? What are 

their interests? Each year, innovators in numerous 

fields visit IdcN. The event is an opportunity to 

discover what inspires these innovators’ creative 

ideas. We believe that the ideas born of the 

smallest happenings in these talented individuals’ 

daily lives have the power to change our lives. 

This series, presenting the most recent design 

information from abroad, aims not only to 

explore the work of these designers, but also to 

examine their humanity, their values, and the 

essence of their creativity 

イノベーター(innovator)。革新的な視座をもって、常に私たちの前に

新しい世界を開拓してみせてくれる人たち。WORLD WIDE WEBの
ネットワークが広がり、人 と々知り合うチャンスが増えたが、果たして、

WWWの向こう側にいるイノベーターたちは、どんな日常を送り何に興

味を覚えているのだろうか？

この企画は、領域を越えてグローバルに活躍する世界のイノベーターや

クリエイターを迎え、海外の最新デザイン情報を聞くトーク＆ディスカッ

ション。仕事はもとより、彼らの人生観、価値観、発想の原点、クリエイ

ティブの本質を探る国際シンポジウム。独自のネットワークを通じて世

界の各地のデザインを紹介。

IdcN’s latest Design Information 
from Overseas 

GuESt SpEakErS 話題提供者

Dr. Mark Nelson_Vice President, Global 

Ecotechnics Inc., former Biospherian U.S.A., 

Kazuo Kawasaki_ Industrial designer Japan

マーク･ネルソン博士 _グロバール・エコテクニック社副

会長、バイオスフィア2研究者 アメリカ、川崎和男 _工業 

デザイナー　日本 

POWER TAlK #1

Design Paradigm for 
the 21st Century : Dr. Mark Nelson

Organized by : IdcN and Nagoya Urban Institute

主催：㈱ 国際デザインセンター、㈶ 名古屋都市センター

パワートーク　第1弾「21世紀のデザイン・パラダイム」

2000
January 26 / Nagoya Urban Institute

1月26日

名古屋都市センター

Dr. Mark Nelson, former Biospherian, decorated  

scientist, and hands-on Vice President of  

the environmental project firm, Global Ecotechnics, Inc., 

showed us how technology can serve  

humanity’s direction 

第１弾は、生態開発研究会社「エコテクニックス社」副会長であり、チー

ムリーダーとして「バイオスフィア2」での実験生活にも参加した、地球 
環境＆宇宙環境の応用システム、循環システム・テクノロジーの責任者、

マーク・ネルソン氏が語る。

Organized by : IdcN

主催：㈱ 国際デザインセンター
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POWER TALK
海外最新デザイン事情「POWER TALK」　
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www.idcn.jp/powertalk/
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lIVING IN THE NOOSPHERE ; BIOSPHERIAN IN NAGOYA

Maggie Kinser Hohle _Writer

“ It is a great time to be alive; because our constantly 

metamorphosing problems allows us to come up with new 

solutions.”

  - Dr. Mark Nelson

Dr. Nelson began his presentation with a brightly-colored 

diagram with four ovals, the “ technosphere ”, “ geosphere ”, 

and “ biosphere ”, intersected by the “ ethnosphere ”.  

The latter is the realm of human culture, with the values of 

beauty, the sublime, and fulfillment, according to  

the diagram and Ecotechnics’ policies. The meeting point of 

all these sections of the cosmosphere was marked with a 

black dot. It was the “ noosphere ”, or the sphere of intelligence, 

where all of humanity’s specific projects take place  

He then showed a short video introducing Biosphere 2, 

which is being used as a laboratory for programs like 

Columbia University’s Earth Semester and could serve well 

as the beginning of closed system studies of distinct  

environments all over the world 

Dr. Nelson divides his time between Bali, New Mexico, and 

the Australian outback, where Global Ecotechnics is running, 

respectively, such diverse regional programs as a natural 

wastewater treatment program, a ranch managed as a 

center for wellness and innovation; and a program to create 

a biodiverse sustainable ecology in an overgrazed plantation. 

Other Ecotechnic projects are a rainforest enrichment 

program run since 1982 in Puerto Rico; an integrated 15-acre 

property in the Mediterranean run since 1975, and a restored 

high desert property replanted with two thousand trees and 

now serving as a 135-acre Centre for innovation 

In 1993, the Russian Cosmonautics Federation awarded  

Dr. Nelson the Yuri Gagarin Jubilee Medal for outstanding 

service to international cooperation in space and  

the environment. He is also a member of the Explorer’s Club, 

New York. The next frontier is space 

But this is not the euphoric, technology-led, race-to-space ’60s. 

Dr. Nelson pointed out that now technology must serve, not 

determine, humanity’s direction. The design process of 

Biosphere 2 was a mind-boggling exercise, because  

engineers and ecologist began the project “ as enemies ”. 

Ecologists had to learn to translate their insights into 

numbers, and engineers, whose work had to play  

the supporting role, literally, needed to design a system in 

which every wave and gust of wind had to be technologically 

generated, and all biproducts absorbed and recycled. Each 

person had to see technology as part of the whole  

biosphere. Thanks to this intellectual jump made for  

Biosphere 2, now we are seeing the possibility of living in 

space with new understanding of Biosphere 1, the Earth 

POWER TAlK   #1 #2  #3  #4 #5 #6 #7 #8

ヌースフィアから名古屋へ来たバイオスフィリアン 

マギー・キンザー・ホーリ_デザインライター

現代は生きるのに素晴らしい時代

なぜなら､次 に々形を変えて起きてくる問題こそが

新しい解決策を私たちにもたらすから

 　　　　　　　　　　　̶ マーク･ネルソン博士̶

国際デザインセンターが海外のデザインの最先端事情を提供する「POWER 

TALK」。第1弾には､異色の講師､マーク･ネルソン博士｡博士は､アメリカ

･アリゾナ州で91年から2年にわたり行われた､密閉されたドームの中で水

や空気､食料といった限られた資源のすべてをリサイクルしながら自給自足の

生活を送るという実験的なプロジェクト､｢バイオスフィア2｣に実際に入った

研究者で､環境プロジェクト会社､グローバル･エコテクニックス社の副会長

でもある｡グローバル･エコテクニックス社は､バリ島､ニューメキシコ､オース

トラリア奥地など各地で､それぞれの地域特性に合った多様なプログラムを

展開している｡例えば､排水処理プログラム､健康とイノベーション(創意と

工夫)啓蒙を目的とするセンターとして運営される農場､過剰放牧された牧

草地において多様な生物種が存続できる生態系を探るプログラムなど｡この

他いくつものプロジェクトが紹介されたが､いずれも､結果がものを言う世の

中で同社が成果をあげていることを証明している｡

現代はもはや､60年代のような安易なテクノロジー先行の宇宙開発競争を

善しとする時代ではない｡博士は､今やテクノロジーは､人間が目指す方向を

決定するのではなく人間の方向性に資するものでなくてはならない､と指摘し

た｡｢バイオスフィア2｣の設計段階では相容れなかったエンジニアとエコロ

ジストが､テクノロジーが地球という生命圏において不可欠な要素であると

納得した上でこのプロジェクトに取り組む必要がある､と学んだ｡ プロジェク

トを通して得られたこの知的な飛躍によって､私たちは今､｢バイオスフィア

l｣､つまり地球についての新しい理解の上に立って宇宙空間に生きる可能性

を見い出している｡

unknowable 

But in Contact

the new

Specific project,

noosphere,

Humanity.

EtHnOSpHErE

BiOSpHErEtECHnOSpHErE

GEOSpHErE

COSMOSpHErE
宇宙圏

文化圏

地球圏

技術圏 生命圏

未知

プロジェクト、
精神圏、
人間性



GuESt SpEakErS 話題提供者

1 Johanna Grawnder _ Architect and space 

designer Italy, 2 Mark Jensen _ Architect  

U.S.A., 3 Masayuki Kurokawa _ Iindustrial 

designer  Japan, 4 Wang Xu _ Graphic 

designer China, MC : Nobuko 

Shimuta _ Design journalist Japan

1 ジョアンナ・グラウンテル _ 建築・空間デザイナー 

イタリア、2 マーク・ジェンセン _ 建築家 アメリカ、

3 黒川雅之 _プロダクトデザイナー 日本、

4 王序 _グラフィックデザイナー 中国、進行：紫牟田

伸子 _デザインジャーナリス　日本　

POWER TAlK #2

How Innovation Springs
from Daily Life

パワートーク　第2弾「イノベーティブは日常から生まれる」

Organized by : IdcN

Co-organized by : Nagoya Urban Institute

主催：㈱  国際デザインセンター

共催：㈶ 名古屋都市センター

2000
September 22 

/ Nagoya Urban Institute

9月22日

名古屋都市センター
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3 leading fi gures from U.S.A. Italy, and China were 

invited to share their views from a multitude of creative 

disciplines ranging from architecture, space design, 

interior design to visual communication design 

建築、空間・インテリア、グラフィックの分野で活躍する欧米、アジア

の３人のクリエーターを迎え開催。異なる文化背景を持つ彼らが、それ

ぞれ何に注目し、どのような制作活動を行っているのか、トーク＆ディス

カッションを繰り広げた。

1

4

2

3

www.idcn.jp/powertalk/



GuESt SpEakErS 話題提供者

1 Thierry van Kerm _ Executive Director 

of Icograda Belgium, 2
 
Bo Linnemann, 

3 Kim Meyer Andersen _ Kontrapunkt  

Denmark, 4 Robert L. Peters _ President of 

Icograda  Canada

1 ティアリー・バン・カム_ Icograda事務局長 ベルギー、

2　ボー・リンネマン、3 キム・マイヤー・アンデル

セン _コントラプンクト社代表　デンマーク、4 ロバート・

L・ピータース _ Icograda会長 カナダ、

POWER TAlK #3

Design of Public Space

パワートーク　第3弾「パブリックという場のデザイン」

Organized by : IdcN

Co-organized by : Nagoya Urban Institute

主催：㈱  国際デザインセンター

共催：㈶ 名古屋都市センター

2000
October 12 / Nagoya Urban Institute

10月12日

名古屋都市センター

Design of the Indoor and outdoor signs for
the National Museum of Denmark  国立美術館
(p.132 & p133)
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AN IMPETUS FOR RECONCEPTUAlIZING A PUBlIC PlACE IN JAPAN 

Nobuko Shimuta _Design journalist and Director of Information Design 

Institute, Nippon Design Center 

In Japan the concept ‘ public ’ remains ambiguous. What is a 

public place? Where is it? What is ‘ public ’ on earth ? The 

boundary between public and private has been ill defi ned in 

our country. The same is true in the fi eld of design 

Kontrapunkt developed the lucid, superb corporate identi-

ties for the public offi ces in Denmark. Their identities were 

reproached at fi rst for their bold colors and for being too 

innovative, but they have gradually gained acceptance and 

recognition across Europe. For the establishment of the 

European Union has led to major changes in the identities of 

the EU-wide public offi ces. Mr. Robert Peters spoke about 

the primal functions of design, referencing designs found in 

Africa, the Middle East, Canada and other places that ensure 

public nature as a symbol of locality and anonymousness 

rather than universality. He also discussed how the role of 

graphic design is changing according to how we face social 

challenges and disseminate information 

Kontrapunkt had put forward the innovative proposal and 

Danish public offi ces, which are highly aware of its signifi -

cance, had entertained them. Many people in the audience, 

myself included, realized that there is a great difference 

between Denmark and Japan. A number of opinions were ex-

pressed from the fl oor, including : “ I don’t think the designs 

of Japanese public offi ces are good ”, and “ Whom on earth 

does a public place target ? ” The program carried enormous 

signifi cance, directing the attention of Japanese designers to 

a fundamental question: What does ‘ public ’  mean ? 

133

www.idcn.jp/powertalk/

This program aims to study the essence of public design 

referring to the methods of analysis for society and the 

environment, as well as a communication design that is 

concerned with the places where many different people 

can go about such as government and other public 

offi ces, public institutions, international event venues 

including those of the Exposition and the Olympic 

Games, and all other public spaces 

官公庁や公共団体、万博やオリンピックなどの国際事業、あるいは公共

の場、多種多様な人 の々集まる場におけるコミュニケーションデザイン

のあり方や、社会や環境の分析の手法など、公共デザインをひも解く

トーク＆ディスカッション。

1

4

2

3

Corporate identity design 
for Post Denmark  郵政省

d / Kontrapunkt

(p.132 - p134)
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『日本のパブリック空間を見直す契機として』

紫牟田伸子 _デザインジャーナリスト

第3弾のテーマは「パブリックという場のデザイン」とされたが、この背

景には、日本におけるパブリック（公共）という概念が曖昧だということ

がある。どこがパブリックであり、そもそもなにが「パブリック」であるの

か、日本においてはその境界は判然とせず、デザインにおいても未成熟

な部分が多い。

プレゼンテーションに迎えたコントラプンクトはデンマーク官公庁のCI
デザインを手がけており、10年前の外務省を手始めにひとつひとつ行

なわれたCIデザインは、彼らのデザインアイデンティティが透徹され

た秀逸なものだ。次にプレゼンテーションしたピータース氏は、アフリカ

や中近東、カナダ等 に々おける、グローバルというよりはむしろ、地域的

なアノニマスな記号としての公共性をもつデザインを紹介し、デザイン

の本質的な機能について語った。氏は、その中で社会に対してどのよう

に挑戦でき、情報をどのように整理整頓しながら人に伝えていくことが

できるか、という意味で大きな役割をもつグラフィックデザインのあり方

そのものが変化している、という点を指摘した。

コントラプンクトの提案の斬新さとそれを受け入れた官公庁の意識の

高さに、日本の状況とは大きな違いを感じたのは私だけでなく、会場か

らも「日本の公共のデザインはいいとは思わない」「そもそもパブリック

といったときにどういう人が対象になるのか」といった質問が相次いだ。

日本のデザイナー間で、「パブリックとはそもそもなにか」という意識の

端緒を開いたという意味で、興味深いものがあった。

POWER TAlK #4

New Directions of Design 
from Asia
パワートーク　第4弾「アジアという未知数」

GuESt SpEakErS 話題提供者

1 Hin Tan _ Architect Malaysia, 2 Lin Fan

_ Industrial designer China, 3 Propaganda 

Thailand, 4 Michael Foley _ Industrial 

designer India, 5 Wong Chiu Man _ space 

designer Singapore

8 cutting-edge creators from Malaysia, 

China, Thailand, India and Singapore 

gave an enlightening insight into the 

marketing trends in their regions.

1 ヒン・タン _ 建築家 マレーシア、2 リン・ファン _イン

ダストリアルデザイナー 中国、3 プロパガンダ社 タイ、

4 マイケル・フォーリー_インダストリアルデザイナー 

インド、5 ワン・チュー・マン_空間デザイナー シンガポール

など今最も注目を集めているアジア5ヶ国8名のクリ

エイターのクリエイターを迎えた、アジアのデザイ

ン市場の現状と方向性についての講演会。

2002
April 10 / Presentation Room, IdcN

4月4日10日

デザインセンター・プレゼンテーションルーム

Organized by : IdcN

主催：㈱  国際デザインセンター

d / Michael Foley / 

マイケル・フォーリー India インド

1

4 5

2

3

www.idcn.jp/powertalk/

Identity design for the Royal Library of Denmark  
ロイヤル・デーニッシュ・ライブラリー

Design of the letterhead for Ministry of 
Foreign Affairs of Denmark for Post 
Denmark  外務省

Redesign of the Coat of Arms 
for the National Archives of 
Denmark  国立公文書館
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THE EAST MEETS THE EAST  Chiharu Watabe _ Design journalist 

This symposium offered us a special opportunity to learn 

about design contexts in other parts of Asia that are rarely 

covered by mainstream media in Japan. The program was a 

new experience much appreciated by the audience 

According to Lin Fan, home electric appliances in China are 

little more than imitations and have not yet developed into 

their own style. His personal project is concerned with uniting 

the traditional and the contemporary. Lin Fan’s ballpoint pens 

are in the form of a calligraphy brush and his chairs feature  

the motifs of stained glass and paper cutouts 

Michael Foley remarked, “ More is better in India. The more 

decorative an object is, the better it is accepted. ”Most of 

the designs (clocks, stores) by this in-house designer are 

brilliantly colored or richly golden, probably in response  

to their consumers’ consciousness. Yet the prototypes he 

created embody a high-tech oriented, simple form 

The work of Propaganda, whose team designs various 

household products, includes plates that stand lengthwise 

and an electric bulb-shaped lamp that engenders the image 

of a matchstick. These designs are less colored by  

nationality, exuding the kind of humor associated with 

Droog Design 

There are all kinds of national circumstances and design 

approaches in Asia. The session focused on the topics of 

regional characteristics and nationality. Hin Tan remarked 

that in a multicultural country it is hard to find homogenous 

roots, particularly in Malaysia. His opinion delineates a 

future that lies beyond globalization. As exports rely on  

the field of product design, he wonders about the kind of 

design opportunities that will appeal to the wider world.  

If we promote networking with Asian countries, we can 

improve these opportunities and be exposed to a new  

vision that lies beyond our current grasp 

POWER TAlK   #1 #2  #3  #4 #5 #6 #7 #8

d / Lin Fan / 

リン・ファン China 中国

『イーストミーツイースト』　　渡部千春 _デザインジャーナリスト

講演者はマレーシア人建築家のヒン・タン氏、シンガポール人建築家

のワン・チュー・マン氏、中国人プロダクトデザイナーのリン・ファン氏、

インド人プロダクトデザイナーのマイケル・フォーリー氏、タイのプロダ

クトデザインチーム「プロパガンダ」の5組。

　「中国では家電製品に関してはコピーの域を出ず、独自のモノが作ら

れてはいない」と言うリン・ファン氏は、個人のプロジェクト作品として、

筆のフォルムを用いたボールペンや、切り絵やステンドグラスをモチー

フにしたいすなどを発表。伝統とコンテンポラリーの融合に画策してい

る様子がうかがえた。

マイケル・フォーリー氏は「インドではモアイズベター。装飾はあればあ

るほどいい」と言う。彼のインハウスデザイナーとしての時計や店舗の

デザインはこうした消費者意識を反映してか、金の色味が強いものや

鮮やかな色彩のものが多かったが、個人のプロトタイプ作品ではハイテ

ク志向のシンプルなフォルムになっている。

家庭用雑貨のプロデュースを行っているプロパガンダの作品には強い

国民性はなく、縦置きが可能な皿や、電球そのままの形をマッチ棒の頭

に見立てたランプなど、ドローグデザインなどにも通じるユーモアが見ら

れた。

アジアをテーマにしたトークだっただけに地域性や民族性が話題に上っ 
たが、「多様な民族を抱えるマレーシアでは自国のルーツを探り出すの

は難しい」というヒン・タン氏の意見は、グローバル化の先にあるものを

予見している。特に輸出を前提にしたプロダクトデザインでは、世界に

出ていく際に何を独自性としていくのかが問われるが、この点では日本人

も含めすべての参加者が各 模々索をしているように感じた。

POWER TAlK   #1 #2  #3  #4 #5 #6 #7 #8

d / Lin Fan / 

リン・ファン China 中国
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d / Hin Tan / ヒン・タン Malaysia マレーシア d / Propaganda / プロパガンダ Thailand タイ
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d / Michael Foley  / 

マイケル・フォーリー India インド

d / Wong Chiu Man  / 

ワン・チュー・マン Singapore シンガポール

d / Propaganda / プロパガンダ Thailand タイ
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POWER TAlK #5

Mapping the “ Diversity of
the Sensory World ”

パワートーク　第5弾「感覚世界の多様さを地図化する」

2002
November 13 / Atrium, NADYA PARK

11月13日 

ナディアパーク・アトリウム

GuESt SpEakErS 話題提供者

Kohei Sugiura _ Graphic designer  Japan, 

Martin Venezky _ Graphic designer  U.S.A.

杉浦康平 _グラフィックデザイナー 日本、マーティン・

ヴェネツキー  アメリカ

Organized by : IdcN

Co-organized by : International New Designer 

Workshop Organizing Committee and Icograda2003 

CONGRESS Organizing Committee

主催：㈱  国際デザインセンター

共催：国際若手交流ワークショップ開催委員会、

世界グラフィックデザイン会議開催運営会

POWER TAlK   #1 #2  #3  #4 #5 #6 #7 #8

「被子植物の開花と受精」をテーマとした感覚地

図。杉浦の指導による、谷口誠子（神戸芸術工科

大学・学生）の作品（ ２００２年）

Special guest speaker Kohei Sugiura talked about 

the “ mapping " of sensory perceptions, a subject that 

has become the life work of this designer.  He drew 

the audience into his story, and by the end of the lecture 

we could not help but anticipate a new way of looking 

at our world 

杉浦康平氏がライフワークとして取り組む感覚の地図化についての特

別講演。「考えもつかないような新しいモノの見方を見いだせるか ？  」と
の問いが投げかけられた。レクチャーの最後には、世界を捉える目線が

全く新たに生まれ変わる期待感が会場を包み込んだ。

The sensory perception map of the bloom 

and fertilization of angiosperm, produced 

by Seiko Yamaguchi, a student at Kobe 

Design University, under the guidance of 

Professor Sugiura. (2002)

www.idcn.jp/powertalk/
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1 Study for the “ Dog Map ” illustrating 

the transitions of various stimulations 

perceptible by a dog during a routine trot. 

「犬地図」のためのスタディ。犬が感知するであろう

さまざまな刺激をひろいあげ、散歩の道のりに従っ

て、その推移を図化している。

Dog Map 犬地図  (1962-74)

d / Kohei Sugiura / 杉浦康平

2 The “ Dog Map ” study represents 

the man’s-eye-view ofthe environment: 

a house, the walls enclosing it, the dog 

inside, a big tree, and a trash bin placed 

in a small path against the wall.

「犬地図」のためのスタディ。人間が見とる環境。

一軒の家とそれを囲む塀、その中で飼われている

犬。大きな樹木、塀の脇の小路に置かれたゴミ捨て

場など。

MAPPING THE “   DIVERSITY OF THE SENSORY WORlD  ”

Kohei Sugiura _ Graphic designer 

When we go to Bali in Indonesia, we are caught in the stare 

of enigmatic eyes; Thousands of these “ single eyes ”, wide 

open, glitter brilliantly, near the ground where walls and 

pillars stand in sacred places. They are called “ Karang 

bintulu ”. Above and below the image of the eye, whirling 

grass thrives--in relief. You soon realize that these eyes 

relate to no living creature 

According to the Btalinese, they are the eyes of the immovable : 

trees, rocks, earth, mountains. At the same time, they are 

believed to be transcendental eyes in which the “ panca 

mahabhutani ”— the fi ve elements that make up all forms of 

matter — are united in function. In any case, the Balinese 

sense an extraordinary power, susceptible to the surrounding 

atmosphere, within things that are not normally considered 

“ living ”. They have crystallized this power, though only 

barely perceptible, as the “ Karang bintulu ”, — images of 

huge eyes thickly covered with waving leaves of grass 

Today, we tend to see the world only through the human 

eye, and this sight is veiled with a sense of human supremacy. 

And so in society we consistently make human being 

the subject of our dialogue.  Our entire society is ruled by a 

world view in which everything revolves around our human 

senses and the systems that allow for our insistence on 

human rights. If we live our lives in this context, we can 

hardly see why we should reexamine our conventional view 

of the world, nor can we appreciate the sensory perceptions 

of longer-lived entities, of plants, say, or stones 
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1

3
2

3 By mapping a dog’s olfactory 

perception, these are transformed into 

those representations in the illustration, 

demonstrating the differences between 

smells and the strength level of smells. 

それらが、犬の嗅覚世界の中で匂いの差異、濃度

変化へと変容する。
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The taste sensory organ of a fish is in its face, directed 

against the current. A butterfly’s is mounted between the 

long legs that stand upon a petal. Small vermin catch the 

faint scent of an animal’s sweat and descend to eat the skin. 

The Indigo Bunting, a type of bird, can read the constellation 

in which the North Star glows, and under its guidance 

migrate to a destination far away  

What world do these creatures perceive? I have attempted 

to map the world of scent that dogs perceive so precisely.  

A dog walks along, sniffing happily ( sometimes with desire ) 

and all along it distinguishes the smells left by other dogs.  

A dog’s sense of smell is estimated at anywhere from a 

hundred to a million times stronger than that of man.  Dogs 

must experience time and space in a way that satisfies their 

world of scent, a way that is exclusive and relevant to 

themselves : the differences among smells, their varying 

strengths, the locations and levels marked, and the variation 

of rhythms. By lowering my head to the level of a dog’s nose, 

bringing myself nearer to the earth and successively  

approximating the dog’s space, I too have experienced this 

dizzying fluctuation of smells 

By opening up our senses of perception and conceding  

the conventional human-dominated subject to that of other 

living or non-living entities, let us try to grasp the world 

afresh, and then map the experience through which we have 

been united with the other entities. And for the first time,  

I’m sure that we will become aware that the environment 

surrounding mankind sheds another harmonious light, 

imperceptible to the conventional eye. The faint stare of 

those immovable presences, the eye of “ Karang bintulu ”,  

will teach you of the countless entities — living and  

non-living — concealed within Nature, and of the copious  

layers fixed within their individual environments, unique and 

perceptible to their individual senses 

する星座を見取り、遙かな渡りを成しとげる。これらの生きものが感知する世

界とは、いったいどのようなものなのだろう。

かつて私は、犬の感覚を主題にして、彼らの鋭敏な嗅覚がとらえる匂い世界

を地図化してみた。散歩の道すがら、犬たちは楽しげに、ときに狂おしく、マー

キングされた他の犬の匂いを嗅ぎ分ける。その嗅覚の鋭さは、人間の100

倍とも100万倍ともいわれている。匂いの差異、その強度、分布する位置や

高さ、リズムの変化など、彼らの嗅覚世界を堪能させる充実した時空体験が

あるはずである。犬の鼻の高さに私自身の頭を下げ、大地に身を近づけなが

ら、さまざまな匂いが波動しあう、めくるめく空間を追体験しえた。

私たちの感覚をひらき、主語を人間以外のものに譲り渡して、この世界をと

らえ直してみる。他者になりきった体験を、地図化してみよう。そのとき初め

て、人間をとり囲む全環境が親和的な光を帯び、別の輝きを放つことに気づ

くのではないだろうか…。動かぬものたちのひそやかな視線、カラン・ビントゥ

ルの一つ眼は、大自然に潜む数知れぬ生命の存在と、それぞれの感覚がと

らえきる環境世界の豊かな重なりを教えてくれる。
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「感覚世界の多様さ」を地図化する

杉浦康平 _グラフィックデザイナー

インドネシアのバリ島に行くと、不思議な眼が私たちをじっと見つめている。

聖域の壁や柱の地面すれすれのところに数知れず見開かれた、らんらんと輝く

「一つ眼」である。バリ島では、「カラン・ビントゥル」と呼ばれている。レリー

フとして刻みこまれた大きな眼玉の上下には、渦巻く草葉が生い茂る。この

眼が動物のものでないことを告げている。

バリの人びとの説明を聞くと、樹や岩、あるいは地面や山といった動かぬもの

がもつ眼だという。また、この世を形づくる根源的な物質である「五大（地・水・

火・風・空）」の働きが一つに凝集した、ただならぬ眼だともいわれている。

いずれにせよバリの人びとは、私たちがふつう生きものと呼ばないものに、周

囲の気配に感応する特別な力を見いだしている。そしてその微かな力を、渦巻

く唐草に覆われた大きな眼玉、カラン・ビントゥルとして表現していたのである。

今日のわれわれは、ともすれば人間にとらわれ、人間の眼だけでこの世界を

見つめている。現代社会では、主語となるものはあくまでも人間である。社会

の全体が、私たちの感覚を中心とする世界観や、人間の権利が幅を利かす

さまざまなシステムに支配されている。人類に比べて途方もなく古い植物や

岩石の感覚に身を置いて世界をとらえ直すことなどは、日常生活に追われる

なかで思いつくこともできないのである。

魚は、水流に向かう顔面に味蕾をもつという。蝶も、花びらをふむ細い脚に

味蕾が分布するという。小さなダニは、動物の汗の幽かな匂いをとらえ、落

下して皮膚に食らいつく。ルリノジコという鳥は、その両眼で北極星を中心と

Change of gustatory sense for various plates in the world 
 味覚地図 (p.144 & p145)



GuESt SpEakErS 話題提供者

1 Craig Au Yeung _Cross-media artist  

Hong Kong , 2 Millie Wong Mei Lan

_ founder, Design Concept Shop ‘Here’ 

Hong Kong, 3 Cindy van den Bremen

_ Contextual designer The Netherlands, 

4 Nobuho Miyawaki _ Chief Designer, 

Technical Research Center Headquarters 

Design Center, INAX Corporation  Japan, 

5 Naoko Makamura _ Event Director,NHK 

Japan

1 クレイグ・オウ・イェン_クロスメディア・アーチスト 香港、

2 ミリー・ウォン・メイ・ラン_デザインコンセプトショップ

[Here]創立者 香港、3 シンディ・ファン・デン・ブレー

メン_コンテクスチャル・デザイナー オランダ、4 宮脇伸歩

_㈱INAX技術研究所空間デザインセンター長、5 中村

奈穂子 _NHK名古屋放送局イベントディレクター
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I’M HOME

パワートーク　第6弾「ただいま I’M HOME」

2004
Novermber 4-11 

/ Presentation Room and Design 

Workshop at IdcN

11月4日・11日

国際デザインセンター・プレゼンテーションルーム、

デザイン工房 

Organized by : IdcN

Co-organized by : International New Designer Work-

shop Organizing Committee (City of Nagoya andIdcn)

主催：国際若手交流ワークショップ開催委員会（名古屋市、㈱国際デ

ザインセンター）
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d / Craig Au Yeung _ cross-media artist

クレイグ・オウ・イェン／クロスメディア・アーチスト 

Gatekiten  我的天

Home, Chinese Home  回家真好

Half Full  半飽

design/myself  設計私生活

1

4

3

5

2

www.idcn.jp/powertalk/
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Craig Au Yeung, a cross-media artist based in Hong Kong, who has been enjoying 

high popularity across Asia, presented a fresh look at the issue of home living from 

a global perspective. The fi rst part of the symposium focused on the theme 

entitled “ Home is where heart is! ” and the second “ I’m home ” 

アジアで人気沸騰中のクロスメディア・アーチスト、クレイグ・オウ・イェン氏が企画するパワートーク第

6弾。家について、あらためて新鮮な視線を注ぐための2部構成のシンポジウム。第1部「家は、心の縁

（よすが）、すべての中心／Home is where the heart is!」第2部「ただいま/I'M HOME」。
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Design from Asia

パワートーク　第7弾「アジアのカタチ」

GuESt SpEakErS 話題提供者

1 Masaki Yokokawa _ CEO of George’s 

Furniture Co., Ltd  Japan, 2 Sujata Keshavan 

Guha _ Co-founder and Managing Director 

of Ray + Keshavan Design  India , 3 Kenneth 

Cobonpue _Vice President, Interior Crafts of 

the Islands, Inc.  Philippines

1横川正紀 _ CIBONE・㈱ジョージズファニチュア代表 日本、

2 スジャタ・ケシャバン・グハ _ R+Kデザイン創立者・専務

取締役 インド 、3 ケネス・コボンプエ _インテリア・クラフト・

アイランド専務取締役 フィリピン

2005
June 17/ IdcN

6月17日

国際デザインセンター

Organized by : IdcN

Co-organized by : Japan Industrial Design Promo-

tion Organization, ASEAN Promotion Centre on Trade, 

Investment and Tourism (ASEAN Japan Center), and 

Aichi Trade Association 

主催：㈱  国際デザインセンター

共催：国際機関ASEANセンター、㈶  日本産業デザイン振興会

後援：デザイン ＆  ビジネスフォーラム
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流通、デザイン、ブランディング・マーケティングの視点から、世界市場

に向けたアジアのデザイン開発、職人の活性化、製品の価値や魅力を

生活者に伝えるブランド戦略の構築について語るトーク。日本から流通、

フィリピンから家具デザイン、インドから経営戦略のエキスパートを招き、

3氏は、会場を埋めた約110人にのぼるデザイン関係者、教育関係者、

学生等を前に、デザインに対する独自のアプローチ、現状、ビジョンを、

映像を交え語り、会場からの活発な質疑や意見交換に応じた。

それは、台頭する「アジアのカタチ」の魅力を実感させたばかりでなく、

東南アジアの国 が々それぞれのユニークな地域性、文化性を深く認識し

意欲的に生かすことによって、西洋モダニズムに比肩するアジアンモダ

ニズムともいうべきものを作りあげ世界市場に参入している現状を知らし

め、アジアのアイデンティティーとその価値観に対して問いを投げかけた。

Table Modern Service  

d / Masaki Yokokawa  / 横川正紀 _CIBONE

The presentation focused on issues that Asia needs to 

address related to targeting the world market. These 

include focusing on the development of design, encouraging 

artisan skills, and establishing brand strategies that 

communicate the value and charm of products from the 

perspectives of distribution, design and branding. Guest 

speakers included an expert in the fi eld of market 

distribution from Japan, a furniture designer from the 

Philippines and a management strategist from India. 

They shared their expertise, unique experiences, current 

situation and visions by projecting images for an audience 

that numbered about 110, comprising students and 

professionals from the fi elds of design and education that 

later participated in a question and answer session 

This program highlighted the charm of emerging Asian 

forms and demonstrated that the countries in Southeast 

Asia have entered into global markets with products 

embodying an Asian modernism that can equal Western 

modernism, while sustaining regional characteristics and 

local cultures. The occasion helped us ask questions 

about Asian identities and values 

1
3

2

www.idcn.jp/powertalk/
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DESIGN CHAllENGES IN CONTEMPORARY INDIA

Sujata Keshavan Guha _ Co-founder and Managing Director of Ray and 

Keshavan Design 

Living and working in India presents unique challenges to 

the designer. Its people live simultaneously in the Stone Age 

and the Silicon Age. India is largely a Hindu country, yet it 

has more than a hundred million Muslims, as well as 

substantial communities of Christians, Sikhs, Buddhists and 

Jains. There are fourteen major languages, each with a script 

and literary tradition of its own. India has the largest pool of 

technically trained scientific manpower in the world.  

Yet almost half its adult population is illiterate 

Those who work, as I do, in the areas of strategic brand and 

communication design have to be acutely aware of this 

diversity and disparity. To find out what values and  

aspirations would unite these diverse sets of people, and 

then highlight these in communication and design, is a 

challenge that is at once daunting and thrilling 

In the last decade there have been profound and  

unprecedented changes in the business environment in 

India. In 1991 the policies based on self-reliance were 

dramatically abandoned in favor of economic liberalization 

and integration with the world economy. Just as India has 

now opened its doors to the rest of the world, for the first 

time, Indian companies are taking their goods and services 

to new and distant markets 

In this changed scenario one can see the assertion within 

India of a new globalized language of design, divorced from 

any particular cultural context. It is ironic that designing for 

a larger, but strangely more homogenized global market, 

seems in many ways easier than designing for a single 

country : India 

Taj News Magazine for the Taj Group of Hotels
タージ・ホテル・グループ発行の雑誌「Taj News」の、編集・デザイン・出版
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こうした状況が、女性パイオニアとしてブランド・アイデンティティとグラフィッ

ク畑をリードするケシャヴァン氏の仕事の背景にある。同氏はインドの国立デ

ザイン大学を卒業後、エール大学でグラフィックデザイン修士号を取得。ポー

ル・ランド氏の下で仕事をした後、故国に戻りグラフィックデザインとブランド・

アイデンティティのコンサルタント会社、R+Kデザイン社を設立したのは、

89年。現在、スタッフ25名、内15名がデザイナーである。

90年の経済の自由化により、コカコーラのような多国籍企業がインド市場に

参入しインドの会社もまた国外での経済活動が許されるようになると、「グロー

バル化という新たなパラダイム」が展開。インド国内企業には、国内で多国籍

企業との競争に勝つために商品デザインを新たにする必要性や、国際的に通

用するビジュアル・アイデンティティへの転換が迫られ、また、老若男女、文

盲の人 に々も配慮した分かり易い良いデザインが不可欠となってきている。

近年R+Kでは、デンマークやドイツのクライアントの依頼でインドのR+Kが

デザインを行い、市場は中国、南アフリカといった、複数の国を巻き込んだ

仕事も増えているという。また、国際化を背景に、ハイテク産業分野のクラ

イアントが増加。R+Kは、カルナタカ州政府のバイオテクノロジー産業振興

事業（州内に毎月何百と起業されるバイオテクノロジーの起業振興支援）に

関する印刷物や、IT関連会社／サービス、携帯電話サービス、ソフトウエ

ア会社等 の々ブランド・アイデンティティやグラフィック等のデザインを請け

負う。グローバルなカテゴリーと呼ぶべきこの領域で用いる言語は英語で、 
インドから多くの仕事が発信されていることを広く世界に向けて知らせていく

価値は大きい。国際化にともないアイデンティティーの喪失が危惧されると

ころだが、R+Kは、主に国内をターゲットにするものではグラフィックに「インド 
らしさ」を表出させるようにしているという。

Casa Mia Stores in India/CI

「インドはブランド」世界市場進出を図る処方箋（講演レポート）

スジャタ・ケシャバン・グハ _ R＋Kデザイン創立者・専務取締役

インドの現状を知ることなくして、スジャタ・ケシャヴァン・グハ氏が関わる仕

事の内容を理解することは難しい。

広大なインドは多くの地域に分かれ、主要言語は15を数え、115以上の方

言が入り交じる複雑で特異な国である。富裕層もあれば、仕事を持たず貧

窮にあえぐ人 は々総人口の30％に上る。しかし、世界に稀に見る面白い国で

もあって、16～19世紀当時の生活そのままに暮らす人 が々いる。ライフス

タイルに限らず、何から何まで対極もまた真。つまり、アイデンティティの一

般化に与しないのがインドであるという。しかし、1990年の経済の自由化以

降、急速に人 の々ライフスタイルは変貌しつつある。成人人口の文盲率が約

50％という一方で、台頭するIT産業やバイオテクノロジー関連人口は、今

や世界一を誇る。
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POWER TAlK #8

50:50 - love & marriage,
work & children, family & society

パワートーク　第8弾 「50:50̶恋愛・結婚、仕事・子育て、家族・社会」

GuESt SpEakErS 話題提供者

Nicolas Fonseca _ Producer, Bluesponge  

Canada, Mouna Andraos _ Creative  

Director, madeinMTL / BlueSponge Canada, 

Ziad Touma _ Director, madeinMTL Canada, 

Participants from International New 

Designers Workshop2006

ニコラス・フォンセカ_プロデューサー カナダ、モウナ・

アンドラオス _クリエイティブディレクター カナダ、　ジアド・

トーマ_プロデューサー カナダ、　国際若手デザイナーワー

クショップ2006参加者

2006
February 10 / NIC (Nagoya Interna-

tional Center)

2月10日

名古屋国際センター

Organized by : International New Designer Workshop 

Organizing Committee

主催：国際若手交流ワークショップ開催委員会

www.idcn.jp/powertalk/

Mind trEE   マインド・ツリー

Ray+Keshavan has worked closely with 

MindTree to extend their vision of  

“ Imagination, Action and Joy ”. R+K did 

this in their offices by working with  

paintings made by mentally challenged 

children, a cause MindTree is deeply  

committed to.

2年前にR+Kが関わった興味深いケース・スタディ、

Mindtree Consulting社のブランディング・プロジェ

クト。インドには社会と積極的に関わろうとする志の篤

い起業家たちも生まれている。このプロジェクトは、脳

性まひの子供たちが描く絵を会社のグラフィックやロゴ

に発展させていく試みで、名刺、レターヘッド等ステー

ショナリー、CI、サイン計画、オフィスのインテリア（写真）

に採用。子供はともに働き収入を得ることで自分たちの

力を実感し、同社にとっては地域の子供たちを支援した

活動とプロジェクトのユニーク性が大きな反響を呼んだ

という。

Package for Global Green Company
Global Green Companyのためのパッケージデザイン

Package for HLL
Hindustan Lever Limitedのための美肌
クリームパッケージデザイン

In a world where women and family are becoming more  

diversified, traditional values towards home, family and 

work are now collapsing. We feel that this collapse 

demands that we seriously consider new perspectives on 

how we can use design to develop new visions and 

scenarios on how we want to live. This Power Talk 

focused on the result of the workshop whose goal was to 

explore gender-specific design with a social impact 

through a new-media documentary approach 

近年、日本では、生活水準が高まり豊かになる一方で、勢いを増す価

値観の多様化に伴い、家庭、家族、仕事に対する従来の価値観が

失われつつある。こうした社会変化に大きく関わるのが女性の存在で

あろう。世界８カ国４８人の参加を得て「５０：５０ - 恋愛・結婚、仕事・

子育て、家族・社会」をテーマにワークショップを開催。その成果が

PowerTalkで公開された。
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In a parallel way, the community truck aims at the similar 

objective of bringing the men into the traditionally women 

only world of birth, children and communities in general. 

When the walls are torn down, couples, families and 

neighborhoods can understand how they can help each 

other to build a society where everyone finds the support 

they need at any stage of their lives 

The social subway network system creates community and 

builds human connections so that men and women can live 

(and commute) next to each other and trust rather than fear 

one another. By focusing on a specific female security issue, 

they showed us how solutions of segregation and division 

only bring about more problems and that only by tackling 

the source of problems can we hope to truly bring  

long-term solutions 

And finally, the “ Je t’aime ” (I love you) proposition hopes to 

break the taboo behind relationships and bridge the gap 

between the ideal visions of young women with regards to 

love and marriage and their increasing anxieties. “ Je t’aime ” 

proposes a space for young people, girls and boys, men and 

women, to communicate and exchange their perceptions 

and feelings so that their couples can become the strong 

foundation cells that will create tomorrow’s society 

WOMEN IN NAGOYA  : DESIGNING FOR SOCIAl CHANGE   

Mouna Andraos _ Creative Director, Interactive Designer

We opened the workshop with 40 different images of 

gender-specific designs brought in by the students from all 

over Asia and the World 

Most of what we got then were expressions of divisions, of 

specificities between men and women 

But seven days later what we saw were images of collaboration, 

attempts at bridging the gap between gender, and propositions 

reaching out and examining the causes and questioning  

the divided worlds of men and women. While researching and 

analyzing the situation of women in Nagoya, the young 

designers have attempted to conceptualize and propose 

universal design solutions that talk about what it is to be human 

first and tailor them to the very specific Nagoyan realities 

The revised taxi proposition is an example of how to modify 

and adapt an existing service to better embrace the needs of 

the entire population : where taxis were more easy and 

functional for a confident male population, the student’s 

re-design transforms them into welcoming and functional 

environment for all, men, women, elderly and babies 

The “ uni-life ” team offers us a vision of gender-free design, 

proposing real objects to bridge the gap between traditional 

gender tagged tasks ; creating hybrid functional objects that 

bring the home closer to the office and the office into the 

house. Through concrete ideas, they offered us a vision of 

how design can truly help change people’s daily lives and 

slowly affect social norms and rigid mentalities 

POWER TAlK   #1 #2  #3  #4 #5 #6 #7 #8

As designers, they went out and observed the world  

around them, they questioned and researched and  

examined people, situations and data in order to better 

understand the task ahead of them. Design was the tool 

they had to propose solutions and each team chose a 

different approach to answer the common goal of proposing 

a better vision of the world they researched and observed. 

Through propositions of policies, of products, of spaces and 

experiences, they are illustrating how design is truly about 

changing people. As designers, we create scenarios of use 

that inform changes in users’ habits and behaviors and inevi-

tably start to deeply impact the social fabric. And each time 

we imagine a better life, an easier life for someone, we step 

beyond form and aesthetic and enter the realm of anthropology 

Through these specific design propositions, the workshop 

participants offered us a vision of a world where a woman 

can be safe and autonomous and where individual choices 

and desires can be respected as they are, regardless of 

gender and beyond taboos. The young generation of 

Japanese men and women face enormous challenges ahead 

of them and the results demonstrate that positive and 

appropriate solutions can and should be created, one issue 

at a time, in order to construct a better global system 

It is in the hands of the youth to create the world they want 

to live in, sitting together around a table, hearing one another’s 

opinions and overcoming language and gender barriers. We 

hope they will continue doing just what they did in this 

workshop, and going back to the drawing board to redraw 

everything they don’t like and bringing to reality the vision 

they have of the world they want. And the enthusiasm and 

energy of the students this week, their dedication and 

excitement are the best demonstration they are clearly up 

to the challenge if only they are given the chance 

Under the theme of “ Balance of family and work ”, 

B team came up with the solution: Uni-Life, for 

their client: trendy high-end life style stores, 

targeting professionals (married or living with a 

partner).

Bチームは「家庭と仕事の両立」のテーマの下、クライアントを「高

級ライフスタイル雑貨ショップ」、ターゲットを「仕事と家庭の両立

を願う男女」に想定し「ユニ・ライフ」を提案。
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POWER TAlK   #1 #2  #3  #4 #5 #6 #7 #8

ワークショップは、各自が持ち寄ったジェンダーに特化したデザイン例

を紹介することから始まった。それらは主に、男女間の差異や区別に目

を向けたジェンダーデザインであった。しかし、最終日を終える頃に私

たちが目にしたのは、男女間の協力や、ジェンダー間のギャップを埋め

る試み、そのギャップが生まれる原因を把握し掘り下げ何故と問いただ

す提案だった。名古屋に住む女性の状況を調査、分析しながら、彼らは

「まず人ありき」の前提からスタートし、具体的に現実へ還元できる普

遍的なデザイン解決を試みた。

「新しいタクシーサービス」では、意図的とは言わぬまでも男性の都合

に合わせた現行のタクシーサービスを検証し、老若男女を視野に入れ

あらゆる世代の人 に々喜ばれ機能する再デザインを試みている。

「ユニ・ライフ」は、従来性別によって固定化されてきた役割の溝を埋

めるジェンダーフリーのデザインを展開。家庭をより職場に、職場をより

家庭に近づけるハイブリッドな機能性の高い品を具体的に作ることで、

デザインが人 の々日常生活を変え、社会のきまりや頑迷なメンタリティ

に緩やかに影響を与えていくことができるというビジョンを見せた。

「コミュニティバス」は、伝統的に女性の持ち場とされてきたご近所付

き合いや出産や子育てに、男性の参加を促す目的で運行される。壁が

なくなれば、夫婦、家族、隣人を問わず、人生のどの段階においても互

いに助けあうことのできる社会を実現する方法が見えてくる。

「ネットワークシステム」は、男女が互いを怖がるより、むしろ隣り合いな

がら信用し合って生活（通勤・通学）できるコミュニティ（人間同士のつ

ながり）を目指す。女性のセキュリティ問題にフォーカスを絞り、女性車両

のように問題を隔離するだけでは問題の解決とならず、その根本を問い

直すことこそが長期的視野に立った解決策となる、との見解が示された。

最後に、「ジュテー厶（I love you）」は、男女間のタブーを壊し、若い女性

が理想とする恋愛や結婚観と抱え込む不安感とのギャップを埋めるこ

とを意図。個 の々カップルが明日の社会を作る強固な基盤細胞となれる

よう、互いの考えや感情を解き放し交流し合うスペースを提案している。

Under the theme of “Security ”, C team came up 

with the solution: Bee Com, for their client: City of 

Nagoya, targeting Nagoya women in subway.

Ｃチームは「安全な街づくり」のテーマの下、クライアントを「名古

屋市」、ターゲットを「名古屋市民」に想定し「Bee Com (犯罪

撃退ネットワークシステム)」を提案。

POWER TAlK   #1 #2  #3  #4 #5 #6 #7 #8

Under the theme of “ Gender ”, E team came up with 

the solution: New taxi service, for their client: taxi 

companies, targeting young mothers with  

children and all users across the different age groups.

Bチームは「ジェンダー（男/女の差異）」のテーマの下、クライアン

トを「タクシー業界」、ターゲットを「子育て中の母親をはじめ、老若

男女」に想定し「タクシーサービス」を提案。

我 デ々ザイナーは、使い手の習慣や行動に変化をもたらし、必然的に

社会構造に影響を及ぼすことになる「用い方のシナリオ」を創るのであ

る。質の良い、暮らしやすい生活を誰かのために考えるたびに、形や美

しさを超えて人間学の領域に足を踏み入れていくのである。

これらのデザイン提案を通して、一人の女性が安全に自立することので

きる世界をいくつかの形で描いて見せた。今回の成果は、より良いグロー

バルシステムを築くためには前向きで的確な解決策を一つ一つ着実に

生み出していかねばならぬことを語っている。

テーブルを囲み、互いの意見に耳を傾け、言葉やジェンダーの壁を乗り

越えて、自分たちが住みたい世界を創り出す。それは、これからの若い

人 の々手に委ねられている。ワークショップで行ったこと、即ち、世界に

耳を傾け、観察し、ボードに自分たちが好まないもの全てを描き出し、彼

らが願う世界のビジョンを現実的なかたちにする、といったことを参加者

は今後も続けていって欲しい。

彼らが今後もこうしたビジョンを表現できる機会に恵まれ、自分の提案

が社会に影響を与えることができると実感するならば、彼らは熱意をもっ

て現実の問題と向かい合い真の解決はどうあるべきかを社会に示してい

くであろう。

『社会変革につなげるデザイン』 

 モウナ・アンドラオス _クリエイティヴ・ディレクター、

インタラクティヴ・デザイナー
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未来への挑戦：高齢化、少子化、女性の社会進出

日本は「人」をもっと活かせるはず

生かされずにいる人材：「女性」が、日本再生のカギを握っている

包容する: 誰かがドアを開けて、チャンスを与えてみること

キャプション入れる

Future Challenges : aging population, 
low birth rate, professional 
career women
If its women continue to be left 
behind, Japan will never achieve 
anything like its real potential. 

(TIME VOl.166, AUGUST 29, 2005)

Tolerance : 
pass on the opportunities to others
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The International New Designers Workshop has 

been held once a year in Nagoya, Japan since 2000. 

Aiming to nurture the next generation, which is 

courageous in challenging conventions, this project 

encourages cross-disciplinary collaboration amongst 

academic institutions, industries and the public 

sector, and each workshop is made up of  

members from different disciplines, genders and 

cultural backgrounds. To this end, over 300  

students of architecture, industrial design, visual 

communication design, multimedia, as well as 

young professional in-house designers from  

companies and writers from design-related 

magazines from 38 nations have participated in 

this multi-cultural, multi-disciplinary workshop 

日本をはじめ世界各国の若者が国籍・ジャンル・企業・学際の枠を

超えて集う、日本で唯一、世界でも類を見ない創造的・国際的なも

のとして、国内外の注目を集める国際若手デザイナーワークショップ。 
狭義のデザインという概念を超え、DESIGN FOR SOCIAL 
INNOVATIONSを核にグローバルな視点で捉えた社会の課題を、 
デザインや創造力で解決できる人材の育成を図る。過去7年間の参加

者は38ヶ国・300人を超え、当時は学生や駆け出しのデザイナーだっ

た若者も、顕著な活躍を見せはじめている。

/

Discovering Innovative Perception  
and Communication

「新しい知覚の発見／新しいコミュニケーションの発見」

GuesT proGram leaders 講師

Mitsuo Katsui, Minoru Niijima, Yusaku 

Terayama _ Musashino Art University

勝井三雄、新島実、寺山祐策 _ 武蔵野美術大学視覚

伝達デザイン研究室

parTicipanTs 参加者

47 participants from 8 countries / 

Aichi Prefectural University of Fine 

Arts and Music, Musashino Art 

University, Nagoya City University, 

Nagoya University of Art, Nagoya 

Zokei University of Art and Design, 

winners of Nagoya Design DO!  

International Competition 2000

愛知県立芸術大学・名古屋市立大学・名古屋芸

術大学・名古屋造形芸術大学・愛知県立芸術大

学・名古屋市立大学・名古屋芸術大学・名古屋

造形芸術大学・武蔵野美術大学の学生36人と、

海外若手デザイナー8ヶ国11人の、合計47人

2000
November 9-13

 / School of Design

and Architecture, Nagoya City 

University and Nagoya region

2000年11月9日〜13日 

名古屋市立大学芸術工学部キャンパス、

名古屋近郊

Organized by : International New Designers 

Workshop Organizing Committee ( City of Nagoya  

and IdcN )

主催：国際若手デザイナーワークショップ開催委員会

（名古屋市、㈱ 国際デザインセンター）

W
o
rk

sh
o
p

International 
New Designers 
Workshop

国際若手デザイナーワークショップ

www.idcn.jp/workshop/

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP/
国際若手デザイナーワークショップ
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INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP   2000 2001 2002 2003 2004 2006

summary reporT  開催レポート

One of the challenges in conceptualizing this workshop is to 

encourage young designers to explore their capacity for new 

frontiers of communication and to develop an awareness of 

the rich culture and traditions amongst us. For Asian designers, 

especially amongst the young generation, establishing a 

unique identity is in need of urgent attention. We believe that 

by offering an opportunity for young designers and students 

to reexamine the cradles of our tradition (eg. The talented 

craftsmen/creators who have achieved a sense of place and a 

sense of belonging in their work) ; a spirited, fresh perspective 

and a strong Asian identity will come to life 

Spotlighting the collaboration of all the young creative 

minds from across the globe, this workshop places a unique 

emphasis not on designing products, but on generating 

experiences. Hence the novel approach of the participants 

designing, collectively, a journey of ‘ self-discovery ’ 

On a personal note, bringing educators and schools together 

may be one of the most overlooked challenges of the design 

education system today. Part of the problem is institutional. 

In Japan, the system has failed to create a culture in which 

design educators from different disciplines and different 

institutions all feel like part of a team, where they can work 

together. By cracking the culture of isolation in many 

schools, this workshop succeeded in transforming  

the relationship between schools to a symbiotic one - in so 

doing, achieved a way to find a new language for design - 

which has much to do with sharing experiences   

[ SHARING EXPERIENCES   Leimei Julia Chiu _ Director, Global Communica-

tions, International Design Center NAGOYA ]

このワークショップの開催にあたって立ち上げたコンセプトの1つは、若

いデザイナーたちが従来の枠を越えた新しいコミュニケーションの地平

に立ち、個 人々の持つ豊かな文化的背景を再確認することであった。

若いデザイナーや学生に、伝統について再吟味する機会を提供するこ

とで、彼らが新たな境地を拓き、アジア人としての強固なアイデンティ

ティーを見出すことができるのではないかと考えた。有能な若手デザイ

ナーたちのコラボレーションに焦点を当てたこのワークショップでは、作

品を生み出すことよりもさまざまな体験をすることに力点を置いた。これ

は、デザインに対する今までにない画期的な取り組み方であり、総括す

れば、いわば「自分さがしの旅」のようなものだったと言える。

本ワークショップは、５校にわたる大学の教授陣や学校側の協力を得て

開かれた。個人的には、このことは今日のデザイン教育制度の枠を越

えた試みではなかったかと思っている。教育制度の重大な欠陥は制度

上のものである。日本の制度は、専門や学校が異なったりするデザイン

教育者たちが、チームの一員としてともに仕事をしているのだと実感で

きる文化環境を奪っている。多くの学校がかかえる孤立化という文化に

切り込んだこのプロジェクトは、学校間のこのような有りようを共生関係

へと変えていく一助となったのではないか。そして、「体験を共に分かち

合う」新たなデザイン言語の誕生を期待したい。

 [『共有体験　五感に聴く』　キュー・リーメイ・ジュリア _ 国際デザインセンター・海外ネットワー

クディレクター]

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP   2000 2001 2002 2003 2004 2006

今回のワークショップの試みは大きく2つに分けられる。

ひとつは［知覚の発見］。デザインの視点から、人間の感覚や知覚につ

いて集中して経験、実験し、思考する場を作ることである。デザイナー

は多くの場合、与えられた課題を机の上、コンピューターの前、スケッチ

ブック、あるいは、図書資料やデータの上で思考する。しかし、今日私た

ちを取り巻く環境の問題や社会構造の大きな変化を前にしてデザイン 
を考える時、それだけでは充分とはいえない。私たちは、デザイナーが

自らの五感を開いて環境に直接アクセスし、そこで知覚が新たに生成す

る場を注意深く見つめることが重要なのだと考える。私たちの知覚が変

われば世界も変わる。それは従来の作り手と受け手といった関係やデ

ザインの構造そのものを問い直すことになるだろう。

2つめは［コミュニケーション］。今回のワークショップの与えられた条件

によってもたらされたものである。各自が、プロダクトやビジュアルコミュ

ニケーションや建築やクラフトといった多様な領域の専門家であり、多様

な文化的背景をもった集団がワークショップを成功させるためには、どの

ようなことを行えばよいか。私たちはそれをコミュニケーションデザイン 
という方法を用いることで可能なのではないかと考える。人と人のみなら

ず人と環境とのやりとりも当然含め、関係をつくりだすこと、そしてそれ

を記録するプロセスを今回のデザインワークショップの目的としたい。

[『新しい知覚の発見/新しいコミュニケーションの発見』　企画者：勝井三雄、新島実、 

寺山祐策／武蔵野美術大学・視覚伝達デザイン研究室]

WorKsHop ouTline  企画趣旨

Our workshop will attempt research on two points:  

‘ discovering sense perception ’ and ‘ communication ’. We 

will record, discuss and consider the theme of the human 

sensory organs and perception itself and recognize anew 

that designers must at all times leave their five senses open, 

in order to communicate with the environmental problems 

and drastic changes in the social infrastructure. The world 

changes in accordance with changes in our perception. This 

fact forces us to reexamine the conventional relationship 

between the creator of design, the audience, and the very 

structure of design 

Our second point, ‘ communication ’, is raised by the 

workshop itself. Participants will come from a wide variety 

of disciplines and cultural backgrounds. Communication 

design is the tool we will choose to attempt a new  

relationship not only among people but also between 

people and the environment. These intangible goals,  

of relating and experiencing, will present participants with 

exciting and meaningful experiences, more enriching than 

could be hoped for, were we limited ourselves to creating  

a particular, tangible product 

[ DISCOvERING INNOvATIvE PERCEPTION AND COmmUNICATION  Mitsuo 

Katsui, Minoru Niijima, Yusaku Terayama _Visual Communication Design 

Laboratory, Musashino Art University ]
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GuesT proGram leaders 講師

Toshiharu Ito _ Arts Historian,  

Say Takeyama _ Architect, Assistant 

Professor at Kyoto University, Naoto 

Fukasawa _ President, NAOTO FUKASAWA 

DESIGN, Katsutoshi Ishibashi _ Editor-in-

chief of Axis design magazine

伊藤俊治 _ 美術評論家・美術史家、竹山聖 _ 建築家 

・京都大学助教授、深澤直人 _ Naoto Fukasawa 

Design代表、石橋勝利 _ AXIS誌編集長

parTicipanTs 参加者

Total 60 participants from Japan, 

Austria, Hong Kong, Singapore and 

Malaysia

日本、オーストリア、香港、シンガポール、マレーシア 

の計5ヶ国・60人

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP/

  
Discovering innovative
communications

「新しいコミュニケーションの発見・都市の隠された情報を開く」

2001
October 28 – November 3 / IdcN,  

Former residence of Sasuke Toyoda, etc.

10月28日〜11月3日

国際デザインセンター、旧豊田佐助邸ほか

WorKsHop ouTline  企画趣旨

The Workshop 2001 aims to discover what we might thus 

call “ urban unconciousness ”. In the workshop, we will 

conduct fieldwork and then include it in design in order to 

elicit important questions. In the city lurk programs of veiled 

desires, concealed memory networks, the super-system that 

effects the urban infrastructure, the city’s secret physical 

style, and history and stories that have been tacitly transmitted 

and shared among communities. We will explore a city’s 

interior by pursuing these things, and both observe and 

survey them, in order to identify the appropriate questions 

At this point, we will re-examine how we feel and  

understand, and we will listen to and accept what other 

participants feel and understand. One of the basic tenets of 

communication is the intertwining of our own ideas with  

the imagination and creativity of others. We will continue 

the process through dialogues and shared experiences.  

This practice is vitally important to designers living in  

the twenty-first century, a time when we can foresee  

the outbreak of conflict between religions, ethnic groups, 

cultures, and media 

We will search for the feelings and thoughts of other partici-

pants and at the same time reveal both the light and dark 

sides of a city. Through this operation, we will explore the 

relationship between the city and human beings,  

the city and nature, and the city and  the epoch, and arrange 

them into a certain practical proposal. From that point we 

will launch another exploration afresh. We will gain access 

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP   2000 2001 2002 2003 2004 2006

to the “ urban unconsciousness ” that lurks in those many 

and various forms inside a city, clarify the questions  

involved, and thoughtfully discuss how best to express them. 

By sharing our experiences in search of the “ urban  

unconsciousness ”, we will discover innovative communications 

and together design new relationships 

[REvEALING INFORmATION HIDDEN IN THE CITY  Toshiharu Ito _ Art  

Historian, Professor at Tama University]

www.idcn.jp/workshop/

国際若手デザイナーワークショップ
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INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP   2000 2001 2002 2003 2004 2006

summary reporT  開催レポート

Each individual has formed a concept of “ city ” on his or her 

own experiences and lives. So the young designers, architects, 

and artists who came to the workshop had to free  

themselves from their preconceived ideas about the “ city ” 

by perceiving the real City of Nagoya. Through the workshop 

they were able to recognize the abstract associations of  

the image of “ city ”. To access the constants ruling their  

concepts of the “ city ”, we tried making every group  

an international one. The participants photographed their 

fragmentary experiences and specified what would be 

viewed though their individual filters. We thought that if 

they filtered out different phenomena in the same location 

and under the same circumstances on their own, they would 

be led to encounter the same constants, which would be 

manifest even amidst their differences 

The result was that many of the groups seemed to reach 

a deadlock in communicating with each other as well as 

putting together their partial experiences. However, I think 

the workshop’s goal was achieved insofar as they were able 

to confirm among themselves that the convergence of 

entities observed through multifarious sensibilities reflected 

faded, gray chaos. Individuals are apt to produce a chimera 

trying to educe something beautiful out of chaos. This is also 

a reality — one revealed only in the activity of people from 

different cultures trying to gather, in a short time,  

tremendous volumes of information carried by urban 

community. In the workshop each participant must have 

awakened to the reality that the sensor he carries, believing 

it to be the only one, is actually only one of a hundred  ! 

[ DISCOvERING INNOvATIvE COmmUNICATION- REvEALING  

INFORmATION IN THE CITY  Naoto Fukasawa _ President, Naoto  

Fukasawa Design ]
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ワークショップ２００１は、“都市の無意識”とでも呼べるものをフィールドワー

クから発見し、具体的な提案型のデザインに落とし込んでゆく。都市の

見えない欲望のプログラム、都市の隠れた記憶のネットワーク、都市を

動かしているス－パーシステム、都市の秘められた身体のスタイル、都

市の中で暗黙に共有された歴史や物語・・・。そうしたものを見つけに

都市の内部へ入り込み、観察し、調査し、問題群を顕在化させる。

そこでもう一度自分の感じ方やとらえ方を検証してみよう。さらに他者の

感じ方やとらえ方を受け入れてみよう。対話と共通体験により他者の想

像力や創造力を自分の中に組み込み、展開させることがコミュニケーショ

ンの基本である。そのことは宗教や民族、文明やメディアの衝突がさま

ざまな形で予感される２１世紀を生きるデザイナーにとって最重要の課題

である。相手が何を感じ、考えているのかを、手さぐりで探しながら、同

時に都市の光と闇を浮かび上がらせてゆく。地下鉄や路地の匂い、壁や

樹木の手ざわり、歩行や雲、月の速度、子供や老人の視覚、いつも鳴り

響いているノイズやサブリミナルなサイン・・・。

そうしたものを通して都市と人間、都市と自然、都市と時代などの関係

を探究し、ひとつの提案を具体化し、そこから再び新しい問いを発してゆ

く。多種多様な形で潜在化している“都市の無意識”を露にし、その問

題点を指示し、それをどう表現してゆくかの議論を積み重ねてゆく。新し

いコミュニケーションの発見は、こうした“都市の無意識”をともに見い

出し、共有することから始まってゆく。そしてそれは新しい関係をデザイ

ンしてゆくことでもある。

[『都市の隠された情報を開く』　伊藤俊治 _ 美術史家・多摩美術大学教授]

d / Sophie Grell / ソフィー・グレル

個人が思い込む「都市」という概念には各 が々そこで暮らしてきた経験や生

活の背景が混ざり込んでいた。だから、ワークショップに集まった若いデザイナー

や建築家やアーティストは、まず名古屋という都市のリアリティーを見い出す

ことで、その固定概念を取り除かなければならなかった。それは彼等にとって

「都市」という抽象を理解するための試練だった。その「都市」という概念

を規定する不変項を掴むために、あえて、1グループに異なる国の参加者を

集めた。そして各 が々持つフィルターを通して何が見えてくるかを確かめるた

めに都市の断片を写真で撮り発表しあった。自分と他人が同じ場所でそして

同じ状況下で異なる事象をフィルターに通すことで、その違いのなかにある不

変項を探したかった。結果的にはコミュニケーションや作品のまとめ方に行き

詰まったグループが多かったようだが、多くの感受性が捉えたものの集合が

色褪せたグレーのカオスであったことを参加者が確認し合ったことで、このワー

クショップの目的は達成されたように思う。とかく個人は何か美しい何かをま

とめあげようとして幻想の創造物をつくりあげてしまうが、多くの異なる文化を

持つ参加者が短時間に多量の都市のもつ情報を集める行為からしか見えな

いリアリティーもあり、それは今まで自分が持っていたセンサーを一つだと思

い込んでいたことが、100個あったのだと自覚するような気付きであったに違

いない。

[「新しいコミュニケーションの発見・都市の隠された情報を開く」を終えて 

深澤 直人／Naoto Fukasawa Design 代表]

d / Angus Ngai Chung Hon / アンガス・ニャン・チャン・ホン d / Julia Lindenthal / ジュリア リンデンタール



GuesT proGram leader 講師

Martin Venetzky _ Graphic designer U.S.A

マーティン・ヴェネツキー_グラフィックデザイナー 

アメリカ

parTicipanTs 参加者

32 participants from Croatia, Australia, 

Mexico, Lithuania, Bulgaria, China, 

Taiwan, the United States, Holland, 

and Japan. The Japanese participants 

included the in-house designers from 

Brother Industries Ltd. and elsewhere, 

university students and graduate  

students from Aichi Prefectual  

University of Fine Arts and Music, 

Nagoya Zokei University of Art and 

Design, Nagoya City University and 

Seian University of Art and Design.

クロアチア、オーストラリア、メキシコ、リトアニア、

ブルガリア、中国、台湾、アメリカ、オランダから活

躍中のデザイナー。ブラザー工業等の企業内で活

躍するデザイナーと愛知県立芸術大学、名古屋造

形芸術大学、名古屋市立大学、成安造形大学の

大学生、大学院生。計10ヶ国・32人。

Co-organized by : Icograda2003  

CONGRESS Organizing Committee

Supported by : NHK, Zip-Fm, Radio-I, 

Asahi Shimbun, and Osu Players Theater

共催：世界グラフィックデザイン会議開催運営会

協力：NHK、ZIP-FM、Radio-I、朝日新聞、大須演芸場、

名古屋市交通局

 
 
 Invisible In Between Behind
Underneath

「目には見えないストーリー」

2002
November 8—14

/ IdcN and Nagoya region

11月8日〜14日

国際デザインセンター・名古屋市内
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www.idcn.jp/workshop/

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP/
国際若手デザイナーワークショップ

EXPOSURE AND INvENTION 

It is a useful adventure to unmask the machine behind the 

spectacle. Can we possibly invent a new, even more wondrous 

and fantastic spectacle ? Are there even greater stories  

hidden behind the ones we have become familiar with ? 

Can these stories make the familiar strange again? Can they 

invigorate the sterility of normalcy and calculation ?

WE ARE DESIGNERS 

We are designers, and we have the imagination, the curiosity, 

the resourcefulness to move the mountain of expectation. 

We can inspire new perspectives, and reveal the invisible. 

We can spin webs of connection between radio towers and 

subway passages! And we can bring wonder back into every 

footfall of every one of us ! 

[INvISIBLE STORIES Martin Venetzky _ Graphic designer]

WorKsHop ouTline  企画趣旨

 

What stands before us is not what we see. What we see is 

the name of what we are seeing. It is the name that fixes  

the picture and compares it against what we know 

BEHIND BENEATH UNDER IN-BETWEEN 

Names, though, cannot assure us of what is behind what we 

are seeing. They make no mention of the amazing world that 

buzzes underneath what we thought was solid ground. Words 

have not yet been invented to describe the fantastically  

invisible world that stretches in between this office tower 

and that train station 

THE SPECTACLE 

So what keeps us from sneaking behind, from jamming our 

hand through ? What keeps us away from the puppet’s 

strings, from the power cord in the wall? Why, the spectacle, 

of course!  This spectacle “ over there ” tells us what we’re 

seeing and where our eyes should focus. But we shall ask our 

kind and curious students to look “ over here ” instead. 

Wander back behind, inside, beneath, in between 
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最終プレゼンテーションは、メンバー間に強い結束
と同時に、名古屋という街と日本文化との新たな
接点を生み出した。街の気配（音）を「Mystery 
Catcher」と名付けた箱を使って色で表現したグ
ループ。コミュニケーションをとれないメンバーの
現実をそのまま地図化したグループ。名古屋城の外
（攻）と内（守）の視点からメンバーが観察し感じ
たものを地図におとしていったグループ。コミュニケー
ションギャップなどをテレビ塔の巨大モンタージュ写
真に地図化したグループ。驚くような切り口の街が、
まさに現れ出たのである。

The final presentations made it clear 
that in addition to building strong  
relationships between group members,  
new connections with the city of 
Nagoya and Japanese culture had 
been realized. Surprising aspects were  
revealed. One group caught and 
translated the sounds of the  
environment into colors through an 
inventive device called a “ mystery 
catcher ”. Another group created a  
collage of images and text that  

represented the communication  
difficulties they encountered. The 
third group mapped the visible and 
invisible boundaries of Nagoya Castle, 
layering different perspectives to 
effect the collision and melding of 
experiences. The final group created 
a large photomontage using scale to 
portray different vantage points of 
the TV Tower.
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私たちは、ものの「名前」を知っている。だが目を通して見ているものは情報

の一片に過ぎない。「名前」や「言葉」は、本当には私たちが見ているものの

背後に「在る」ものを知らしめることはない。

では、私たちを阻んでいるものは何だろう？「操り人形の紐」から、「壁の中の

配線」から、私たちを遠ざけているもの、それは「眺め」（傍観的視野）だ。

私は好奇心旺盛な学生諸君に「他でもないココ」の背後や内側、真下や隙

間に目を凝らし、主体的に関わってみて欲しいと思う。

　諸君、眺めの蔭に潜む機械や名前の裡にうごめくストーリーを発見しに、 
名古屋の街に繰り出そうではないか。。

[「目には見えないストーリー」Mapping the Invisible InBetween

Behind Underneath マーティン・ヴェネツキィ_グラフィックデザイナー]
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For me this was a big step, thinking about the global design 

that we will have in facing this new 21st Century. You no 

longer need to speak the same language or have the same 

culture. Our imagination will be our language, and creativity 

our vocabulary. Hope and patience are our guides for 

making it happen 

I think I have a before and after experience from the workshop, 

both as a designer and a person. For the first time in my life, 

I realized that design is not only the tool for creating  

commercial designs. Design goes beyond, it guides us to  

the essence of mankind in understanding and appreciating  

the gift of life. People turn into spectators and protagonists of 

a better world, by using design as the storyteller of our 

dreams, hopes and wishes 

Our invisible stories are ahead of us, every day in  

the simplest detail in our creative minds. We just have to take 

them out of their environment and show that everything 

exists for a purpose. We just have to give it our personal 

meaning in our design experience 

[INSIDE INvISIBLE  Jennifer Sonderby _ Creative Director, San Francisco 

Museum of Modern Art ]

summary reporT  開催レポート

 

After one full day of travelling I finally reached my  

destination : Japan 

I heard many stories, saw several books and films about it. 

But experiencing such an extraordinary country opened my 

senses and spirit like never before 

We visited two opposite visions of Japanese culture :  

The Past and Present. We could not understand many contents, 

but sounds, objects and images helped us experience  

the question, “ what is inside reality ? ” 

As designers from different cultures, we focused on what  

we saw inside reality : boxes covering the mystery of  

imagination and energy, powered by the synchronization of 

body movements with different shapes and colors inside  

a sound catcher 

The final project was a real challenge, in every design and 

communicative aspect. We had to develop our design skills at 

the highest level. When you have an idea as a designer, you 

always try to realize it the best you can. But imagine five  

different designers with different languages, cultures and design 

studies who have to come up with one design solution  

あっちのバス、こっちのバスを乗り継いで、ついに2500マイルの機上

の旅へ。そして、マーチンと私が降り立ったのは、名古屋空港。出迎え

てくれたのは、耳慣れない言葉を話す親切な人 と々判読不能な日本語

の地図。コミュニケーションの手立ては、走り書きのスケッチと笑顔と「 ？ 」
のジェスチャーのみ。これから待ち受けるワークショップでは、言葉とコミュ

ニケーションが大きなハードルとなるであろうと容易に予測のつく幕開け

ではあった。

デザインの必要性をいかに理解するか？「デザインありき」を顕在化さ

せないデザインはどの程度まで可能であるか？ワークショップの企画要

請を受けたマーチンと私は、そのテーマを、まったく新たな視点から行う

都市探索に絞った。

参加者の出身国が千差万別ならば、話す言葉も専門デザイン分野も

千差万別。そんな彼らが4つのグループに分かれて、名古屋の街を探

訪する。目に見えない「蔭に潜むもの」を探り、日常的な目を離れて発

想する。そして、グループ毎に訪れた場所の地図を創っていった。

ワークショップの中心軸は、アイデア交換とコンセプトづくりである。コミュ

ニケーションが最大の難関であったが、最初の2、3日は絵や身振り手

振りでの交歓である。最後の2日間は各グループに加わったプロの通訳

者のお陰で、お互いの言わんとすることを理解し合い、一気に最終プレ

ゼンテーションへと盛り上がっていった。ワークショップの相互交流と協

力、忍耐、友情、即興性は、外からは捉えにくいものではあるが、その

成果は測りがたいほど大きい。

［『下の、後ろの、間に潜む見えないものを描き出す』 ジェニファー・ソンダビー／

サンフランシスコ現代美術館クリエイティブディレクター］
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As the world’s first convergence of 68 universities from 5 

continents to build a new bridge for the academic circles 

of international design, this project included a sympo-

sium, workshops, and exhibitions that focused on how to 

deal with current problems facing design schools. The 

goal was to provide an opportunity to re-evaluate and 

revamp the curriculum in order to properly prepare 

students for future challenges, and to create a worldwide 

network of educational institutions for design  

Participants concluded that though they came from very 

different cultural environments, current graphic design 

programs had very much in common.  We identified 

common challenges that need to be tackled: how to 

preserve the local cultural context, how to deal with 

accelerating globalization, ever-evolving technology 

and faculty development; how to nurture students’ skills, 

and how to efficiently archive design research/design 

history materials  

Co-organized by : 2003 Icograda CONGRESS 

NAGOYA JAPAN Steering Committee and 

IEN (Icograda Education Network)

共催：世界グラフィックデザイン会議開催運営会、

IEN (Icograda Education Network国際グラフィック団体

協議会教育ネットワーク)
参加者：世界26カ国・68大学・186人の教育者、学生等

   
Challenges in the Educational
Environment of Design 

「デザイン教育現場」

IEN Symposium cum 
INTERNATIONAL NEW DESIGNERS  

WORKSHOP 2003 2003
October 7-8

 / Nagoya Congress Center 

10月7日・8日

名古屋国際会議場

国際デザイン教育界の新たな架け橋、世界初の試みとして、各国のデ

ザイン教育現場が直面する課題を考える会議やワークショップ、展覧

会などを実施。各国が自らの教育内容を振り返り吟味し、世界的な教育

機関のネットワーク構築を目指すものとした。このシンポジウムを通して、

文化が異なっても今日のグラフィックデザインの教育プログラムはどこ

も共通しており、同様な課題に取り組んでいることがわかった。その課

題とは、グローバル化への対応、固有文化の保存と振興、急激な技術

変化への対応能力の開発、デザインリサーチとデザイン史の資料開発

の必要性などである。
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iem symposium cum 

THe inTernaTional desiGners 

WorKsHop 2003 exHibiTion

デザイン教育機関国際会議・国際若手デザイナー

ワークショップ2003展「入口と出口̶グラフィック

デザイン教育の基礎と卒業制作」

October 8-11, 2003

2003年10月7日～11日

This exhibition focuses on current 

challenges in curriculum development  

by comparing expectations as  

reflected in foundation course student 

projects with results as presented in 

final year projects. 

学生による基礎学習における作品と4年次の卒業

制作の結果を比較する特別展示を開催。世界各国

の大学の現在の教育課程を知るまたとない機会と

なった。

parTicipanTs 参加者

68 universities and academic  

institutions, 186 educators/students 

from 26 countries

世界26カ国・68大学・教育機関・186人の

教育者・学生等

 

inviTed scHools 出展大学 

Honk-Ik University Korea, Tsing Hua 

University  China, National Institute of 

Design India, Musashino Art University   

Japan, Tama Art University Japan, 

Tohoku University of Art and Design 

Japan, Nagoya Zokei University Japan, 

Tokyo Polytechnic University, School 

of Arts Japan,University of Brighton 

UK, Shenka College of Engineering and 

Design Israel, Lebanese American  

University Lebanon,Rhode Island 

School of Design  USA, California 

Institute of the Arts USA, College for 

Creative Studies USA

弘益大学 韓国、清華大学美術学院 中国、国立デザ 

イン研究所 インド、多摩美術大学 日本、武蔵野美術 

大学 日本、東北芸術工科大学 日本、名古屋造形芸

術大学 日本、東京工芸大学 日本、ブライトン大学  

イギリス、シェンカデザイン工科大学 イスラエル、レバ 

ノンアメリカ大学 レバノン、ロードアイランドデザイン 

スクール アメリカ、カリフォルニア芸術大学 アメリカ、 

カレッジフォークリエイティブスタディーズアメリカ

www.idcn.jp/workshop/

www.education.icograda.net/

世界デザイン教育機関国際会議

国際若手デザイナーワークショップ2003
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in which we are headed, whilst final projects are those which 

insure a point of direct contact with our society,  

which affects its future direction. The presentations in this 

workshop focused on these two components: an entrance 

and an exit, highlighting basic education and final projects 

Representatives of 11 leading graphic design schools from 

China, India, Israel, Japan, Korea, Lebanon, United Kingdom 

and the United States compared the expectations generated 

among first-year studies with the results of the programs as 

reflected in the work of final-year students. What’s more, we 

had students present their work, efficiently conveying the 

fact that they are part of an evolving education, in which  

the audience is expected to participate enthusiastically. 

From this was generated a student-teacher dialogue, 

resulting in the success of this symposium and workshop 

CHALLENGES IN THE EDUCATIONAL 

ENvIRONmENT OF DESIGN

     What is the past that visual design should abandon, and 

what is the legacy that should be inherited by the future ?  

In order to generate an innovative framework, education 

must allow for perpetual change from the radical  

perspectives of the future. Each and every one of us  

involved in design and educational institutions is well 

aware of his or her grave responsibility to instill design 

 in young souls as rich energy that will build up as an  

instigating force in society.

The 20th century was one of science employed in the 

reckless pursuit of realizing the dreams or ideals we had held 

when we stood on its threshold. That century was also one 

that caressed gorgeous, wonderful design. On the other 

hand, within the context of a wide range of tensions, like  

the emergence of mega cities, population explosion, wars, 

the north-south divide, the issues of ethnic groups, and  

the emergence of borderless countries and cultures, we have 

now begun a journey in quest of genetics and a sustainable 

environment. And great waves break upon us, urging us to 

make a giant shift in communication media 

In order to do this, we need to affirm the direction education 

should take by trying to determine the differences based in 

regions, ethnicity, and traditions, as well as their common 

points. Basic education explicitly mirrors the directions  
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世界デザイン教育機関国際会議「デザイン教育現場」を終えて  勝井三雄 _ 武蔵

野美術大学名誉教授、国際若手デザイナーワークショップ開催委員会委員

　　　  教育は、未来形のアバンギャルドな視点から常に変化していくこと自体

が、新しい枠組みを生成していくために必要だと考えます。そしてデザ 
インは豊かなエネルギーとして、社会に蓄積される起爆剤となることを

若い命に期待し、その責務の重大さを教育とデザインに携わるわれわ

れの一人一人が強く意識しております。

いま、私どもはかつて産声をあげた世紀の初頭とは違った枠組みを造り出す

必要に迫られています。それは生物としての人間、地球と人間圏の関わり方、

文明社会の中での人間としての視点から、人と人とのコミュニケーションをど

のように解き明かすかという問題です。

その為には地域、民族、伝統からおこる差異と共通性は何かを見極め、教育

にどのように立ち向かっているかを確認する必要があると考えました。そのこ

とが最も端的に表れるのが基礎教育であり、一方、直接社会と接点をもち

未来社会の姿に影響をもつ卒業制作にもスポットを当て、入口と出口の2点

に絞る発表にしました。更に、現場のリアリティを伝えるであろう学生自身に

よる発表を提案したことで、そこに生まれた学生と教師との対話が、今回の

成功を助長した証しともなりました。

Mitsuo Katsui _ Honorary professor, Musashino University of Arts & Chairperson, 

Organizing Committee, IEN Symposium cum International New Designers Workshop
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GuesT proGram leader 講師

Craig Au Yeung _ Cross-media artist Hong 

Kong

クレイグ・オウ・イェン _クロスメディア・アーチスト 香港

parTicipanTs 参加者

Total 18 participants from 7 universities, 

5 companies from 8 countries

Ahn graphics Korea, Furryfish  Singa-

pore, FABRICA Italy, Hunan University 

China, Singapore National University 

Singapore, Shenkar College of Engi-

neering and Design Israel, BROTHER 

INDUSTRIES Ltd., INAX Corporation, 

Tokyo Zokei University, Nagoya Zokei 

University of Art & Design,  

Nagoya University of Art

ahn graphicsデザイン社 韓国、Furryfishデザ

イン社 シンガポール、FABRICA イタリア、湖南大学  

中国、シンガポール国立大学 シンガポール、シェンカ

工科大学 イスラエル、ブラザー工業㈱総合デザイン 

部、㈱INAX総合技術研究所空間デザインセン

ター、東京造形大学、名古屋造形芸術大学、名古

屋芸術大学計8ヶ国・5企業・7大学・18人

「ただいま／I’M HOME」

  
I’M HOME
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2004
November 3 – 11

 / IdcN and Nagoya region

2004年11月3日〜11日

国際デザインセンター、名古屋近辺

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP   2000 2001 2002 2003 2004 2006

www.idcn.jp/workshop/

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP/
国際若手デザイナーワークショップ

グローバリゼーション（国際標準化）とローカリゼーション（地域特化）、その 
他、デザイン職能が直面する問題は枚挙に暇がない。だが、今、家というも

のに注目したい。家庭という小宇宙。実は、ここに先端の学術研究を担うに

足るあらゆる情報が詰まっている。ひと月の家賃、ローンはいくら ？ どんな生

活用品を買う   ？ インテリアについてはどう？  ライフスタイルは ？ 冷蔵庫の中

身は  ？　どんな娯楽を楽しむ ？ 家は、あらゆるテーマの宝庫である。シンクタン 
クは、もちろん家族。台所、寝室、あるいは風呂場で、和気あいあい、時に喧々

ごうごうの議論が繰り広げられる。

家は、身体を休め、くつろぎ、楽しむ場所。考え事をしたり、もの事に熱中し

たり、「敬うこと」を学ぶ場所。敬うとは、家族、自分、回りのものに心を尽く

すこと。私が企画に携わる「国際若手デザイナーワークショップ2004̶た

だいま I'M HOME」では、レクチャーの他に、様 な々家庭形態のお宅に伺い、

談話や質問を交え、ご家族と交流する。その後、自分たちが見聞きし感じた

ことを整理し、プレゼンテーションを行う。文化交流の正に有効な企画である。

同時に、私たちデザイナーの仕事とは、抽象的などこかの誰かのためでなく、

「家」に暮らす生身の人 の々ためであることを実感できる貴重な機会となる

であろう。

[家は、心の縁、すべての中心  クレイグ・オウ・イェン／歐陽應霽（香港を中心にア

ジアの若者や文化人の間で人気沸騰中のクロスメディア・アーチスト]

WorKsHop ouTline  企画趣旨

We are having quite a lot of discussion recently on globaliza-

tion and localization. It is undoubtedly an important topic 

for design professionals. While we direct our attention to big 

issues such as the worldwide economy, international trade, 

global media, worldwide design and style trends, we have to 

sit down again to look closely at our home; we will find out 

that our home is such a micro world. It provides us with all 

the findings needed for a most academic field research. How 

much do we pay for the monthly rent or mortgage ? What 

sort of home living products do we purchase? How do we 

decorate our home? What sort of style do we want to live 

in? What kinds of foodstuffs are found in our refrigerator? 

What kind of home entertainment is our favorite ? Our 

home is the center of resources. Our family members are 

the think tank. The brainstorming section starts any time in 

your kitchen, your bedroom, or your bathroom 

Home is a place to rest, to relax and to enjoy. Home is also 

a place to think, to focus and to respect—respect your family 

members, respect yourself, respect the design object that is 

surrounding you—respect with the heart 

During the workshop we will have lectures on the issue of 

Japanese home living by renowned design professionals. We 

will also have precious chances to visit a number of local 

households, feel the home environment, raise curious 

questions, get to know the people and organize and present 

our observation. I believe this will be the most effective way 

of what we call a cultural exchange. And for us who work in 

the design field, it is a very good reminder that we are 

mostly not working for someone who live in outer space, but 

someone who live in a REAL HOME 

[HOmE IS WHERE THE HEART IS !  Craig Au Yeung _ Cross-media artist ]
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THe folloWinG 15 case sTudies Were researcHed durinG THe WorKsHop :  1 Household living in traditional Japanese house   
2 Household is couple under age 30 with or without kids  3 Household with 3 generations living together  4 Household living in public housing built by the government   

5 Household living in single house built by named architect  6 Household working in design or other creative field  7 Household of single male  8 Household of single female   

9 Household with special private collection ( i.e. toys, music instrument, books...etc) 10 Household containing pets  11 Household utilizing home office   

12 Household with disabled member  13 Household of frequent moves (once every 2 or 3 years)  14 House utilized for student boarding  15 Household accommodating  

2 or 3 friends or other unrelated individuals

フィールド・リサーチで訪問した日本の家庭 : 1 日本の伝統家屋に住む世帯  2 30 歳以下の若い夫婦、子ども有または無  3 3 世代同居世帯  4 身障者向けの公団住宅に住む世帯  5 有名建築家の手がけた家に住む

世帯  6 デザインもしくはその他のクリエイティブな分野で働く世帯  7 独居世帯 ( 男性 )  8 独居世帯 ( 女性 )  9 何か特別な蒐集のある世帯 (例：おもちゃ、楽器、本など)  10 ペットを飼っている世帯  11 自宅をホーム

オフィスとして使う世帯  12 バリアフリー対応の世帯 ( 妊娠中、お年寄り、重度、車イス、寝たきり)  13 頻繁に引越をする世帯 (例：1軒に2、3 年しか住まない)  14 学生寮として使われる世帯  15 2、3人の友人または
他人の集まりで共有される世帯
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encounter afresh familiar sounds in a new context. 

The E team’s perspective settled on “ a differentiator ”. 

Despite barriers like walls, time and distance in the homes 

they visited, they felt the tangible “ home ” was achieved 

through communication. At the very end of their presentation, 

they held a solidarity event, in which they asked the audience 

to pop the “ bubble wrap ” that was spread out in the room, 

manifesting the team’s recognition of “ invisible communica-

tion ”, which successfully enveloped the entire venue in 

the materialization of a form of relationship, or “ home ” 　

[Makoto Hagiwara _ Associate professor, Nagoya University of Arts]

summary reporT  開催レポート

 

In IdcN’s Design Workshop Room, each team made its 

presentation in two formats, oral and screened images, 

imparting both experiences and results 

The A Team brought up the relationship in Chinese between 

“ tomb ” and “ home ”; the character [ 家 ] becomes that for 

tomb when the crown dot is removed. The meaning of this 

single dot struck the team members as the relaxation, 

pleasure, and love they witnessed in the homes they visited, 

all three of which distinguish the inanimate quality of a 

tomb from the home as the center of life 

The B team stressed not the physical aspect of home as 

vessel but the importance of the relationship among the 

family members as well as of the events experienced at 

home, because it is home that synchronizes our daily 

routines. The C team fi rst clarifi ed their presentation theme 

by showing illustrations that classifi ed lifestyles at 

the households they had visited. While noting that it was 

diffi cult for them to come up with a defi nite answer, they 

presented several interesting viewpoints that embraced 

the essence of “ home ” such as “ house and home ”, 

“ partitioning ”, “ bordering ” and “ memory ”. One of 

the perspectives the C team presented that attracted 

particular attention from the panelists was that the great 

scope of “ home ” makes for transcendence of the borders 

of a tangible home by virtue of communication 

The D team attempted to point out that “ home ” is 

comprised of everyday, ordinary experiences, by having us 

各チームの発表は、口頭説明に加え会場内のスクリーンにそれぞれの体験

や成果を伝える画像を映しつつ順次進められた。Aチームは、中国語では

［家］が、うかんむりの上の点の一画を除くと［墓］の意になる関係をあげ、

ただ物質的で生気のない墓的なるものと、生の営みの中心である［家］とを

隔てる“一画の点”の意味を訪問した家に見た“ゆとり”や“喜び”、そして“愛”

として浮かび上がらせた。Bチームは、家の物理的な側面ではなく、日 の々暮

らしの“当たり前”が〈HOME〉であり、器としての家よりもむしろ人と人との

関係性と、そこで経験される“こと”の重要性を強調した。〈HOME〉の範囲

はコミュニケーションを介して家の境界を越えて存在するとするCチームの

観点にはパネリストから注目が集まった。

Dチームの発表は、“当たり前や普通の経験”が〈HOME〉を構成しているこ

とを聴衆に気づかせようとした。

Eチームの視点は“隔てるもの”に置かれた。訪れた家庭には壁や時間、距離

による隔てがあっても何らかのコミュニケーションによって〈HOME〉のかたち

がつなぎ止められていくと指摘。[萩原周 _ 名古屋芸術 大学准教授]     
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GuesT proGram leaders 講師

Nicolas Fonseca _ Producer, Bluesponge 

Canada, Mouna Andraos _ Creative Director, 

madeinMTL-BlueSponge Canada, 

Ziad Touma _ Director, madeinMTL Canada

ニコラス・フォンセカ_プロデューサー カナダ、

モウナ・アンドラオス _クリエイティブディレクター カナダ、

ジアド・トーマ _プロデューサー カナダ

parTicipanTs 参加者

Total 48 young designers and 

researchers from Japan, China, 

Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, 

Canada, France and Portugal  

Asus Design Center 台湾 のインハウスデザイ

ナー、香港デザインセンター、『デザインの現場』、

英文情報誌『AVENUE』名古屋、『ART AND 

DESIGN』誌 中国、『Design』誌 中国 の編集者。

武蔵野美術大学、愛知産業大学、名古屋学芸大

学、名古屋芸術大学、名古屋市立大学、名古屋

造形芸術大学、名古屋大学、セントエティエンヌ

市立芸術大学 フランス、リスボン工科大学 ポルト

ガル、香港教育（IVE）大学 香港、国立ソウル大学 

韓国、国立韓国理工大学 韓国、国立チュラロンコン

大学 タイ の学生など計８ヶ国、１３大学、４８人。

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP

国際若手デザイナーワークショップ 2006
February 4 – 10

/ IdcN, NIC (NAGOYA INTERNATIONAL 

CENTER) and City of Nagoya

 2006年2月4日〜10日

国際デザインセンター、名古屋国際センター、

名古屋市内

WorKsHop ouTline  企画趣旨 

The workshop’s goal is to explore gender-specifi c design with 

a social impact, through a new-media documentary approach. 

By the end of the workshop, after a process of documenting 

women-driven lifestyle trends, students will make an 

innovative proposition that will cater to the new social reality 

brought forth by the demographic changes in Nagoya 

In terms of work and marriage, it is often said that Japanese 

women have a unique perspective about their identity, 

which women in other developed countries do not have. We 

will do an exploration of how the lifestyles and values of 

Japanese women affect social trends in this country. In 

particular, in the last 5 years, in Japan as well as many parts 

of Asian countries (Korea, Taiwan, Singapore), we are facing 

an unprecedented social phenomenon of droves of women 

remaining single, a rapidly declining birthrate and an 

increasingly aging population 

This social phenomenon has become great cause for concern 

for both policy makers and industries/academic institutions 

in these countries. In a world where women and family are 

becoming more diversifi ed, traditional values towards home, 

family and work are now collapsing. We feel that this 

collapse demands that we seriously consider new 

perspectives on how we can use design to develop new 

visions and scenarios on how we want to live 

We will explore the city of Nagoya by conducting fi eld 

research about the relationship between design and gender. 

Participants will determine problems related to gender 

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP   2000 2001 2002 2003 2004 2006

近年、日本では、価値観の多様化に伴い、非婚、晩婚、小子化、高齢化と

いった傾向が顕著である。従来の価値観が喪われつつあるこうした社会変

化に大きく関わるのが女性の存在である。先進諸外国の女性とは異なるア

イデンティティを持つと言われる日本女性であるが、都会に住む彼女たち

は今、何を考え、何を欲し、どんなライフ  スタイルを実現しているのか。

「５０：５０　恋愛・結婚、仕事・子育て、家族・社会」をテーマに掲げ、

参加者は、5班に分かれ、クリエイティブディレクターに迎えた映像メディ

ア制作スタジオのブルースポンジ社（カナダ）からドキュメンタリーの制

作手法を学びながら、名古屋を舞台に、コミュニティの活性化を目指す

様 な々活動や、安全な街づくり、女性の働き方の多様化、恋愛と結婚観、

日常生活レベルでの男女間の差異などの観点から、都市と女性のライフ

スタイルの関係について取材を行う。フィールドワークでの収穫を考察し

あい、最終的には、ジェンダーの切り口から新しいデザインによる提案を

図って行く。生き方の選択肢がさらに広がる時流の中で、都会に住む女

性達が活き活きと暮らし参加できる環境や街づくりに貢献する新たなデ

ザインの提案とは、果たしてどのようなものであろうか。[デザインとジェン

ダー   キュー・リーメイ・ジュリア _ 国際デザインセンター・海外ネットワークディレクター]

 
50:50 - Love & Marriage, 
Work & Children, Family & Society

「50：50̶恋愛・結婚、仕事・子育て、家族・社会」

www.idcn.jp/workshop/2006/e/index.html

issues and come up with propositions of how we can use 

design to improve everyday life. e.g. How can we make 

the downtown area more attractive for women to enjoy city 

life ? How can design be applied to the working 

environment ? What can we do to improve the lives of 

young mothers with small children? For older neighborhoods, 

how can we create community services that will bring 

the residents closer ?  [ DESIGN AND GENDER Leimei Julia Chiu _ Director, 

Global Communications, International Design Center NAGOYA ]
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their different backgrounds and cultures, learning how things 

work and how people are in other countries and opening 

themselves to the variety of lifestyles that were united by 

this global initiative 

In order to discuss the subject and to bring forth design 

propositions on a social scale, the approach to this year’s 

workshop has been to use a documentary approach usually 

adopted by filmmakers, but in this case applied to design. 

They had a special lecture by Ziad Touma, Canadian producer 

and director, about documentaries and their production, with 

tips and techniques to transpose this approach to their work. 

The second lecture came from Mouna Andraos, creative 

director and interactive designer from Canada as well, about 

interactive communication and user scenarios, how the 

process could be applied to design. The last lecture was 

about public speaking, with a focus on the communication 

of ideas 

So throughout the week, the participants went into the city 

and interviewed different types of women, visited their 

places of work and leisure, homes and public places where 

they lead so many parts of their lives. They had to get close 

to them and understand the underlying social problems that 

are a part of their lives and of concern to them 

For each fieldwork activity, each team then created content 

modules in order to express in images, sound, video and text 

what they had just experienced. They had to apply concrete 

pieces of media in order to communicate general and 

summary reporT  開催レポート

 

The 2006 edition of the International New Designers 

Worshop of Nagoya has shown itself to be a most creative 

playground for young designers and an incredible opportunity 

to enjoy exchange with a global community 

Yet the biggest challenge came with the subject of this year’s  

workshop which focused on women in Nagoya : building 

communities, work and career, security, love & marriage and 

gender. We had the opportunity to discuss the subject in a 

meaningful way and to tap into the secret lives, the divided 

lives, the desired lives of a variety of Japanese women in 

Nagoya. Such subjects related to women and to their new 

roles are central all over the world. But they often come with 

many taboos and a hush-hush attitude that tend to overlook 

real problems and focus on superficial aspects. But as many 

reports and studies show, one after the other, all societies 

will only be sustainable if women occupy an active role and 

achieve an equal and respected status 

The participants had to come together and bridge the gap of 

INTERNATIONAL NEW DESIGNERS WORKSHOP   2000 2001 2002 2003 2004 2006

conceptual themes or problems. Each exercise was followed 

by a presentation to the entire group for feedback and 

further sharing. From there, they continued to research the 

themes and narrowed down their intentions to one problem 

and one intention to change the lives of women. They then 

worked night and day on a design proposition that could 

achieve real social change and concretely affect the lives of 

the users 

In this perspective, design becomes a combination of meaning 

and output. Product, industrial and graphic design  

come together and mix with experience, policy and  

interaction design 

Design for real social change, brought forth by a global 

perspective of communication and intentions that go further 

than a surface to tackle deeply rooted issues  

[ ON BECOmING SOCIAL DESIGNERS…7 DAYS mADE IN NAGOYA 

Nicolas Fonseca _ producer ]

このワークショップは、若いデザイナーに最も創造的な活動の場を提供し、グ

ローバル社会との親密な交流の機会となった。名古屋に住む日本人女性の多

様な生活スタイルに焦点を当てたものである。女性とその新たな役割という課

題は、広く世界に共通するもので、女性が積極的な役割を担い男性と同等に

個人として尊重される地位の達成は、あらゆる社会の存続に不可欠である。

参加者は、主に日本語や英語やスケッチや身振りでお互いの考えを伝え合い

ながら、他の国 の々有り様を学び、さまざまなライフスタイルに心を開き、お

互いの背景や文化のギャップを埋めていった。

フィールドワークでは、色 な々タイプの女性をインタビューし、彼らの生活の

中に潜む社会的問題を理解しようと試みた。その後プレゼンテーションを行

い、更にリサーチを深め、女性の生活を変えるための課題・意図を1つに絞っ

ていった。このようにして、真の社会変化を達成し現実にユーザーの生活に

影響を与えるデザイン提案を作る昼夜の作業が展開した。

デザインは、ここでは意味とアウトプットの複合である。プロダクトも産業デザ

インもグラフィックも互いに同化し、経験や方策やインタラクションデザイン 
へと姿を変えていく。真の社会変化をもたらすデザインは、グローバルな見

地から、コミュニケーションと意図が図られるとき生まれるのである。

[ソーシャルデザイナーへの「７日間」ニコラス・フォンセカ／プロデューサー]
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Fostering the next generation 
to bravely take on new challenges.  
There’s no point in holding grand 
exhibitions.Accumulate results over 
the long run. The seeds I plant today 
may take five or ten years to grow 
and blossom. How to contribute 
towards bringing the gaps between 
emerging economies and 
the developed world ? 
Promoting collaboration between 
design-related businesses and 
schools.  Initiate multi-disciplinary 
collaborations transcending national 
barriers and network with 
diverse cultures. 

未来を、創る

－派手な展覧会というだけでは意味がない

地道に少しずつ積み重ねていくこと

5年後や10年後に花開くためのきっかけづくり

多様な文化と交流し、新興経済大国と先進国との格差縮小

のための貢献とは何か？

企業とデザイン教育機関のコラボレーションの奨励

国境とデザイン領域を超えたコラボラレーション

新たなチャレンジを促す合同プロジェクトを通し次世代の育成を図りたい



from November ’06 through February ’07, the City 

of Nagoya and the IdcN held events commemorating 

the centennial anniversary of the opening of the 

IdcN. The series of events entitled “ Design for 

Social Innovations ” included the exhibition, a 

live talk and a symposium. They were held under 

the patronage of UNESCO and with endorsements 

from the International Council of Graphic Design 

Associations (Icograda) and the International 

Council of Societies of Industrial Design (ICSID) 

The exhibition featured 32 young designers 

from 15 countries and regions sharing their social 

message with the pubic. It showcased their 

heartfelt design proposals rooted in their own 

experiences and encompassing public welfare, 

medical service, and the lifestyles of 

the physically challenged and the aged, 

among others  

November-February /IdcN, City of Nagoya

11月〜２月／国際デザインセンター、名古屋市

2006- 07

under the patronage of unesco
共催：ユネスコ

名古屋市と国際デザインセンターでは、2006年11月から2007年2月
にかけて、「Design for Social Innovations」をメインテーマとし

たIdcN開館記念特別記念イベント（展覧会＋ライブトーク＋国際シン

ポジウム）を開催した。これは、ユネスコ本部の共催、国際グラフィック

デザイン団体協議会（Icograda）、国際インダストリアルデザイン団

体協議会（ICSID）の承認のもと、開かれたものである。

展覧会では、15の国や地域から32人の社会的メッセージを発信する若

手デザイナーの活動を取り上げ、福祉や医療、障害者や高齢者のライフ

スタイルなど、彼らの生活文化に基づく真摯なデザイン提案を紹介した。

ライブトークと国際シンポジウムでは、次代を担う若手から、第一線で

活躍するクリエイターら11の国や地域から52人をパネリストに迎え、

産業と社会の発展のために創造力をどのように生かせるかを提案した。

ソーシャルデザインとは、デザインが社会や暮らしにどう働きかけ、人

類全体の営みを支えていけるか、ということである。世界規模で深刻

化する問題に対し、この機会には沢山の興味深いストーリーが展開さ

れ、私たちは思いを熱く分かち合うことができた。思いやり分かち合う

精神で、ものづくり産業やテクノロジーは、良き未来への手段になると

実感できる契機となった。今後も、社会問題を見つめるクリエイターが、

一層活躍できる場をつくり、デザインの力を再確認し、具体的な方向性

を見出していきたい。

52 panelists from 11 countries and regions 

attended the live talk and symposium, including 

young creators and masterminds who presented 

their proposals on how to apply creativity to 

the advancement of society and industry  

The essence of social design is to contribute 

toward cultural diversity, social responsibility 

and well-being. The commemorative conference 

gave us an opportunity to share our passion for 

design and hear a tremendous number of powerful 

stories about the major challenges facing our 

entire global community. We reconfi rmed that 

manufacturing industries and technology can be 

applied toward a new, better future, if there is a 

spirit of compassion and community. Nagoya 

and the IdcN will continue to provide ample 

opportunities for conscientious creators to assume 

an active role in resolving social problems, using 

the power of design to pursue a viable course 

that brings meaning and light to our lives  

www.idcn.jp/dsi/
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IdcN開館10周年記念事業  Design for Social Innovations -「創造の軸足を社会へ世界へ共生へ」

The IdcN Commemorative Project

Design for 
Social Innovations
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2006
November 11, December 22 - 23

 / IdcN and City of Nagoya

2006年11月11日、12月22日・23日

国際デザインセンター、名古屋市
coordinaTors  コーディネーター

Robin Huang _ Industrial designer/Associate Professor, Nagoya Univer-

sity of Arts and Sciences, Kazuo Kato _ Director, Kazuo Kato Contextual 

Space Institute, Architect & Associate, Kiyofumi Motoyama _ Associate 

professor, The Graduate School of Information Science, Nagoya University, 

Satoshi Nakashima _ Associate Professor, Aichi Prefectural University 

of Fine Arts and Music, Makoto Shinagawa _ Professor, Design Division, 

Nagoya Zokei University of Art and Design, Yukiya Takakita _Visual 

designer, President, Nagoya Zokei University, Kunihiro Uchida _ Senior 

Managing Director, International Design Center Nagoya Inc., Yoshiyuki 

Wada _ Industrial designer, Dean, design department of Nagoya Universit 

of Arts, Shinichi Yamamura _ Industrial designer, Design consultant and 

President, COB design Co. Ltd. 

内田邦博 _ ㈱ 国際デザインセンター専務取締役、加藤和雄 _ 加藤和雄状況空間研究所所

長、和田義行 _ 名古屋芸術大学デザイン学部長、中島聡 _ 愛知県立芸術大学デザイン科

助教授、山村真一 _インダストリアルデザイナー、㈱ コボ代表取締役社長、品川誠 _ 名古屋

造形芸術大学・大学院教授、高北幸矢 _ 視覚環境デザイナー、名古屋造形芸術大学学長、

ロビン・ファン _インダストリアルデザイナー、名古屋学芸大学デザイン学科助教授、茂登

山清文 _ 名古屋大学大学院情報科学研究科助教授

GuesT speaKers  ゲストスピーカー

Ryotaro Furukawa, Masakazu Inagaki, Toshiki Ishikawa, Masako 

Kitazaki, Kosuke Kuze, Naruto Miyagawa, Tsuyoshi Nagura, 

Shingo Sadakuni, Kouji Sanaka, Asami Sugiyama, Megumi 

Suzuki, Kenji Wada, Saeko Watanabe, Hideki Yano

古川亮太郎、久世耕資、宮川成門、佐中孝二、石川斗志樹、ワダケンジ、渡辺沙

恵子、名倉剛志、すずきめぐみ、稲垣正一、杉山麻美、矢野英樹、北崎允子、定国

伸吾
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“otopen - Searching the new Senses ”

「otopen_ 新たな感覚の探求」2003 年

d / Masako Kitazaki / 北崎允子 Japan 日本

A device that helps the visually handicapped 
persons to feel and sense colors.
色を音に置き換える装置で、視覚障碍者と色の新しい関係
性を研究。

1

32
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During the exhibition period, a 

series of 5 relay talks and roundtable 

discussions were held for the 

exhibitors to exchange ideas with 

the visitors. All together 29 

speakers were invited   

18人の若きクリエイターを含む29人をス

ピーカーに迎え、メーカーやユーザーととも

に、我 が々未来に対して取り組むべきテー

マについて考えた、5回にわたるインタラク

ティブなフリーディスカッション。

Live Talk
The Social Designers : Design for real needs 

ライブトーク

「ザ・ソーシャルデザイナー」Design for Real Needs
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国際シンポジウム

「De s i g n f o r S o c i a l I n n o v a t i o n s : 創造の軸足を社会へ世界へ共生へ 」

Conference DAY 1
Design for Social Innovations
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2007
January 21 / Design Gallery, IdcN, 

City of Nagoya

1月21日/ 国際デザインセンター・デザインギャラリー

Through interactive discussions, 

this session gave the new perspec-

tives of how our young generation 

coming from a diversity of cultural 

backgrounds use design to develop 

new visions and scenarios on how 

we can contribute towards cultural 

diversity and social responsibility.  

111 participants

各国の若手クリエイターを囲んで、それぞれ

の地域に固有の社会背景と最新デザイン

動向について、参加者との対話形式で

進行。 参加者 111人
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The Social Designers : design for real needs
「ザ・ソーシャルデザイナー」- Design for Real Needs

coordinaTor  コーディネーター 

Don Konishi _ Fashion designer, Goodwill Ambassador, Embassy of Israel, 

Tokyo  Japan

ドン小西 _ ㈱小西良幸デザインオフィス代表、イスラエル親善特使  日本

panelisTs  パネリスト

Amitai Burstein _  fashion designer Israel, Oded Ezer _ typography 

designer Israel, CHAU Chiu Man, Emily _ graphic designer Hong 

Kong, Hung LAM _ graphic designer Hong Kong, Wesam Mazhar 

Haddad _ graphic designer Jordan, Park So Young _ in-house designer, 

Samsung Korea, Carlos Manuel González Manjarrrez _ graphic 

designer mexico, Helen Ho Lai-Ching _ design consultant, course 

manager, Temasek Singapore, Wilhelm Chiang _  industrial designer, 

ASUSTek computer Taiwan

チャウ・チウ・マン・エミリー _ グラフィックデザイナー 香港、ハン・ラム _グラフィックデザ

イナー 香港、アミタイ・バースタイン _ファッションデザイナー イスラエル、オデッド・イ

ザル _タイポグラファー イスラエル、ウィサム・マザール・アダッド_グラフィックデザイナー 

ヨルダン、パク・ソヨン _サムソン電子デザイナー 韓国、カルロス・マヌエル・ゴンザレス・

マンハレス _グラフィックデザイナー メキシコ 、？　? ヘレン・ホー・ライチン ＆ デザインコン

サルタントテマセック理工大学コースマネージャー　シンガポール、ウェン-ハム・チャング

_ ASUSTekコンピュータ社インダストリアルデザイナー　台湾

Tree 樹

d / Park So Young / パク ソヨン　Korea 韓国

Illustration of Yin-yang and the fi ve elements 
trees. It refl ects the designer's aim of mod-
ernizing andreinterpreting Korean tradition 
in her work. 5 elements: blue (water), red  
(fi re), yellow (earth), black (charcoal, nature), 
white (light).
陰陽と五つの要素からなる樹のイラスト。人と人との関係、
世界のものとものの関係を象徴。一つのネットワークあるい
はつながりとも言える。人のネットワークは、自然に酷似する。
五色は、青（水）、赤（火）、黄（土）、黒（炭、自然）、
白（光）を表す。

国際シンポジウム

「De s i g n f o r S o c i a l I n n o v a t i o n s : 創造の軸足を社会へ世界へ共生へ 」

Conference DAY 1
Design for Social Innovations
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matchsticks Forest Poster  マッチ棒森林ポスター

d / Wesam Mazhar Haddad / ウィサム・マザール・アダッド Jordan ヨルダン

Social poster

d / Carlos Manuel González Manjarrrez

 / カルロス・マヌエル・コンザレス・マンハレス mexico メキシコ
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Hebrew text font

d / Oded Ezer / オデッド・イザル Israel イスラエル
d / Hung LAM  / ハン・ラム  Hong Kong  香港

Graphic design of Peace of mind Zenter.
香港の非営利団体Zenter（Peace of mind Zenter）のグラフィックデザイン。
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Through propositions of policies, 

of products, of spaces, technology 

innovation and experiences, we 

illustrated how design is truly 

about changing people and that 

positive and appropriate solutions 

can and should be created in order 

to construct a better global system    

596 Participants

パネリストに、今もっとも注目を集める最先

端企業、ロボット工学者、作家、ID・ファッ

ション・建築の第一線で活躍するクリエイ

ターらを迎え、より良い社会の実現のために

デザインは何ができるかを提案した。

参加者　596人

国際シンポジウム

「Des i g n f o r S o c i a l I n n o v a t i o n s : 創造の軸足を社会へ世界へ共生へ 」

Conference DAY 2
Design for Social Innovations
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2007
January 22 / Artpia Hall, 11F at IdcN, 

City of Nagoya

1月22日　ナディアパーク11階・アートピアホール

d / Wen-Ham Chiang & Design Center, ASUS / 

ウエンハム・チャン、ASUSデザインセンター

Taiwan 台湾

Green ASUS—a sustainable design project.
ASUSコンピュータ社での地球環境に配慮したプロジェクト

「Green ASUS」。

d / Chau Chiu Man, Emily / チャウ・チウ・マン・エミリー  Hong Kong  香港

A research project about Chinese new immigrants in Hong Kong
香港における中国本土からの新移民についての研究。

国際シンポジウム

「Des i g n f o r S o c i a l I n n o v a t i o n s : 創造の軸足を社会へ世界へ共生へ 」

Conference DAY 2
Design for Social Innovations



Baby Label   d / Fumie Shibata  / 柴田文江 Japan 日本　Series developed for Combi. コンビ ベビーレーベルシリーズ。

d / Canon Design Center / キャノン㈱総合デザインセンター Japan 日本　Interface design for printers. プリンタ操作インターフェース

Quiora  キオラ   d / Aoshi Kudo of Communication Design Laboratory / 工藤青石  Japan 日本

        package design for SHISEIDO  資生堂プロダクト・パッケージデザイン
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session 2

Creative Industries & 
The New Generation  
これから求められるひとづくり

coordinaTors  コーディネーター

Atsunori Hiraga _  RECRUIT CO.,LTD. Japan, 

Shinichi Yamamura _ President, COBO Co. 

Ltd. Japan 

平賀充記 _ ㈱リクルート首都圏FMカンパニーメディアプ

ロデュース部カンパニーオフィサー 日本、山村真一 _

インダストリアルデザイナー、㈱コボ代表取締役社長 

日本

panelisTs  パネリスト Aoshi 

Kudo _ Designer, Communication 

Design Laboratory Japan, Kazuaki 

Nakamura _ Deputy Senior General Manager 

of Canon Design Center Japan, Kageki 

Shimoda _ Naoki Award winner, picture book 

author, children’s book author Japan, Fahad 

Al Naimi _Qatar Foundation Qatar

工藤青石 _デザイナー、コミュニケーションデザイン

研究所代表 日本、中村一章 _キヤノン㈱ 総合デザイン

センター副所長 日本、志茂田景樹 _ 直木賞作家、絵本

作家、児童書作家 日本、ファハド・アル・ナイミ_カター

ル財団 カタール

Prerequisites for social designers
 ソーシャルデザイナーに必要な条件
Atsunori Hiraga _ RECRUIT CO.,LTD. Japan / 平賀充記_㈱リクルート 株式会社

リクルート首都圏FMカンパニーメディアプロデュース部カンパニーオフィサー

Japan 日本

Fuji Kindergarten   ふじようちえん  d / Takaharu Tezuka + Yui Tezuka, Architect / 手塚貴晴＋手塚由比　Japan 日本

This oval building, with a 200 m circumference, was designed as a village for 500 children. 
 500人の子供のために作られた、外周200ｍの楕円形の幼稚園。一つの村になるように想定されている。

KeynoTe address 基調講演 
Jennifer Leonard _ Co-author of ‘ Massive 

Change ’, IDEO  U.S.A

ジェニファー・レオナルド _「マッシブ・チェンジ」共同作者、

IDEO主任研究開発者 アメリカ

session 1

Cultural Diversity & 
Lifestyles 

文化的多様性＆暮らし

coordinaTors  コーディネーター 

Takaharu Tezuka + Yui Tezuka _ Architect 

Japan

塚貴晴＋手塚由比 _ 建築家 日本

panelisTs  パネリスト 

Fumie Shibata _ Industrial designer Japan, 

Yoshiko Watanabe _ Chairperson of 

Women’s Information Society & Executive 

Planner of Recruit Co. Ltd. Japan, Jennifer 

Leonard

柴田文江 _インダストリアルデザイナー　日本, 

渡邉嘉子 _ 女性たちの情報化研究会会長、㈱リクルート

HR‐DCエグゼクティブプランナ 日本, ジェニファー・

レオナルド
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Yoshiko Watanabe

Women’s Information Society & Executive 

Planner of Recruit Co. Ltd. 

Leonard

柴田文江 インダストリアルデザイナー　

渡邉嘉子

201
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session 3

Design for Social 
Innovations
創造の軸足を社会へ世界へ共生へ

coordinaTors  コーディネーター

Kazuo Kawasaki _ Design Director, Doc-

tor of Medical Science  Japan, Jennifer 

Leonard _ co-author of Massive Change, 

IDEO  U.S.A 

川崎和男 _ デザインディレクター 日本、ジェニファー・

レオナルド　アメリカ

panelisTs  パネリスト

Indrasen Vencatachellum _ Chief of the 

Section for Arts, Crafts and Design, Division 

of Arts and Cultural Enterprise, UNESCO  

France, 

Toshio Fukuda _ Professor of Dept. of Micro 

System Engineering and Dept. of Mechano-

Informatics and Systems, Nagoya University  

Japan, Wahei Hirai _ Managing Offi cer, 

Toyota Motor Corporation  Japan 

インドレーセン・ヴェンカタヘルム _ユネスコ本部芸術

文化部長 フランス、福田敏男 _ 名古屋大学大学院工学

研究科教授 日本、平井和平 _トヨタ自動車㈱常務役員 

日本

Total Artifi cial Heart 人工心臓のアドバンスデザインモデル   d / Kazuo Kawasaki / 川崎和男  Japan 日本

An exhibition featuring past partici-

pants from the International New 

Designers Workshop  

Through propositions of policies, of 

products, of spaces and experi-

ences, around 32 creators from 15 

countries /regions (Austria, Croatia, 

France, Hong Kong, Israel, Japan, 

Jordan, Korea, Malaysia, Mexico, 

Portugal, Singapore, Taiwan, The 

Netherlands, U.S.A.) illustrated how 

design is truly about changing 

people and that positive and 

appropriate solutions can and 

should be created in order to 

construct a better global system  

1,926 visitors

展覧会「ザ・ソーシャルデザイナー」 Design for Real Needs
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Exhibition   
The Social Designers : Design for real needs 

2006-07
December 22 — February 4

/ Design museum, 4F at IdcN, 

City of Nagoya

12月22日（金）〜2月4日（日）

国際デザインセンター4階・デザインミュージアム

203

国際若手デザイナーワークショップの歴代

参加者の中から、実社会で「我 は々社会に

対して何ができるのか」という課題に真摯

に取り組んでいる若手旗手の活動を紹介。

出品者は、作品づくりを環境、暮らし、福祉、

人種差別といった社会問題の解決につなげ

ようと試みる15カ国（日本、アメリカ、イス

ラエル、オーストリア、オランダ、クロアチ

ア、シンガポール、台湾、大韓民国、フラン

ス、ポルトガル、香港、マレーシア、メキシコ、

ヨルダン）の32人。入場者1,926人

Surgical Simulator   d / Toshio Fukuda / 福田敏男 Japan 日本

Patient Specifi c High Precision Surgical Simulator “ EVE ” 医療用超精密人体ロボット「イブ」。
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展覧会「ザ・ソーシャルデザイナー」 Design for Real Needs

Exhibition
The Social Designers : Design for real needs 

n exhibition featuring past partici-

pants from the International New 

hrough propositions of policies, of 

products, of spaces and experi-

ences, around 32 creators from 15 

countries /regions (Austria, Croatia, 

France, Hong Kong, Israel, Japan, 

Jordan, Korea, Malaysia, Mexico, 

Portugal, Singapore, Taiwan, The 

Netherlands, U.S.A.) illustrated how 

design is truly about changing 

people and that positive and 

appropriate solutions can and 

should be created in order to 

construct a better global system 

国際デザインセンター4階・デザインミュージアム

国際若手デザイナーワークショップの歴代

参加者の中から、実社会で「我 は々社会に

対して何ができるのか」という課題に真摯

に取り組んでいる若手旗手の活動を紹介。

出品者は、作品づくりを環境、暮らし、福祉、

人種差別といった社会問題の解決につなげ

ようと試みる15カ国（日本、アメリカ、イス
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exHibiTors 出展者

Ryotaro Furukawa _ Architect Japan R, Toshiki Ishikawa _ Marketing 

Researcher Japan, Masako Kitazaki _ Fuji Xerox Human Interfase Design 

Deveiopment Japan, Kosuke Kuze _ Nagoya TV Japan, 

Naruto Miyagawa _ Industrial Technology Center Gifu Prefectural 

Government Japan, Tsuyoshi Nagura _ Graphic designer Japan, 

Naoshige Ogawa _ Designer Japan, Kenji Wada / Design planner  

Japan, Hideki Yano _ Lecturer at Tama Art University,Designer Japan, 

Julia Lindenthal _ Architect Austria, Rüiger Suppin _ Architect 

Austria, Davor Bruketa+Nikola Zinic _ Bruketa&ZinicOM Croatia, 

Aiko Oshima +Vincent Ciccone _ Tetsu(Paris) France, Chau Chiu 

Man,Emily _ Graphic designer Hong Kong, Hung Lam _ Graphic 

designer Hong Kong, Amitai Burstein _ Fashion designer Israel, 

Oded Ezer _ Typographer Israel, Wesam Mazhar Haddad _ Graphic 

designer Jordan, Park So Young _ Samsung Electronics designer Korea, 

Joceyline Leong _ Graphic designer malaysia, Carlos Manuel Gonz 

lez Manjarrrez _ Graphic designer, Professor, Universidad Nuevo Mundo 

and An huac mexico, Joao Flecha _ IADE institute of Lisbon in Industrial 

Design Portugal, Helen Ho Lai-Ching _ Consultant at the Center of 

Design Innovation, Course Manager for the Diploma in Product & Industrial 

Design Department of Temasek Design School Singapore, Lee Tian 

Huan _ Creative director Furryfish Singapore, Lee Tze Ming _ Industrial 

designer Ziba design Singapore, Wen-Ham Chiang _ Industrial 

designer design department of ASUS Computer Taiwan, Frank Tjep-

kema+ Janneke Hooymans _ Tjep The Netherlands, Jennifer 

Sonderby _ Creative Director at the San Francisco Museum of Modern Art 

USA, Robert Zolna _ Design Strategy, GravityTank USA
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古川亮太郎 _ 建築家 日本、石川斗志樹 _マーケテイングリサーチャー 日本、北崎允子 _ 富

士ゼロックス㈱ヒューマンインターフェイスデザイン開発部 日本、久世耕資 _ 名古屋テレビ放

送株式会社技術局 映像技術部 取材担当 日本、宮川成門 _ 岐阜産業技術センター技術支援

部 日本、名倉剛志 _グラフィックデザイナー 日本、小川直茂 _デザイナー 日本、ワダケン

ジ_デザインプランナー 日本、矢野英樹 _ 多摩美術大学講師、デザイナー 日本 、ジュリア・

リンデンタール_建築家 オーストリア、ルディガー･スピン_建築家 オーストリア、ダヴォール・

ブルケタ＋ニコラ・ジニチ _ Bruketa&ZinicOM主宰 クロアチア、オオシマアイコ＋ヴィ

ンセント・チッコーネ _テツTetsu(Paris)主宰 フランス、チャウ・チウ・マン・エミリー_

グラフィックデザイナー 香港、ハン・ラム _グラフィックデザイナー 香港、アミタイ・バース

タイン_ファッションデザイナー イスラエル、オデッド・イザル_タイポグラファー イスラエル、

ウィサム・マザール・アダッド _グラフィックデザイナー ヨルダン、パク・ソヨン _ サムソン

電子デザイナー 韓国、ジョセライン・レオン_グラフィックデザイナー マレーシア、カルロス・

マヌエル・ゴンザレス・マンハレス _グラフィックデザイナー、ヌエボムンド大学教授 メキ

シコ、ジョアオ・フィリップ _リスボン工科大学大学院修士課程エンジニアデザイン専攻 ポル

トガル、ヘレン・ホー・ライチン _デザインコンサルタント、テマセック理工大学コースマネー

ジャ シンガポール、リー・ティアン・ファン _ Furryfishデザイン社代表 シンガポール、リー・

ツェミン _ Z iba社インダストリアルデザイナー シンガポール、ウェン・ハム・チャング 

_ASUSTekコンピュータ社インダストリアルデザイナー 台湾、フランク・ティプケマ＋ヤネケ・

ホイマンス _ Tjep主宰 オランダ、ジェニファー・ソンダビー_ サンフランシスコ近代美術

館クリエーティブディレクター アメリカ、ロバート・ゾルナ _グラヴィティータンク社デザイン

戦略担当 アメリカ

Bling Bling medallion  d / Janneke Hooymans, 

Frank Tjepkema / フランク・ティプケマ&ヤネケ・ホイマンス  
The Netherlands オランダ

Imagine the money you can save on brand 
clothes by wearing just this medallion! 
Winner of the Dutch Design Awards in 2004. 
このネックレスは、シンボルが何重にも重ねられ、
これ一つで何着ものブランドファッションを節約できる ！ 
（現代のブランド志向をオランダ流のドライ・ユーモアで風刺。） 
オランダデザインアワード2004ファッションデザイン
部門受賞。

d / Robert Zolna / ロバート・ゾルナ USA アメリカ

Great Lakes in My World, a grade school science activity planner 
developed with a team of writers, teachers, designers and illustrators as 
an education program to promote appreciation and conservation of 
the Great Lakes, the world’s largest body of fresh water lakes.
子どもたちに向けた、五大湖（世界最大の真水湖）の理解と保護のための促進ツール。
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“ T(h)echo en mexico ” mexico 2004  d/ Rüdiger Suppin / ルディガー・スピン Austria  オーストリア

In Oaxaca, Mexico a 10 ha permacultural project was founded by the “ Instituto Tonantzin 
Tlalli ”(ITT) with the aim to regenerate the local social and agricultural conditions.
 地域の社会的・農業的状況の再生を目指し、Instituto Tonantzin Tlalliがメキシコのオアハカに設立した、10ヘクタールものパー
マカルチャー・プロジェクト。2004年メキシコにて完成。
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French language dictionary  ‘ le Petit Robert 2007 

d / テツ Tetsu  ( Paris )  France フランス

Content redesign of the French language dictionary.
 フランス国語辞書「新ル・プチ・ロベール2007」のコンテンツデザイン。



House in Kunitachi  「国立の家」

d / Ryotaro Furukawa  / 古川亮太郎 Japan  日本

Housing for a mother in her 60s and her 
son’s family with their twin babies. 
Balancing independency and intimacy 
between the two inhabiting families and 
delivering ties to the natural environment 
are the themes pursued throughout every 
layer of designing, from large-scale site 

planning to the smallest details.
２世帯３世代の２つの家。個人・家族のそれぞれを完全に独
立させた上で、家族間や環境との繋がりを持たせるという関
係がさまざまなレベルで計画されている。
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Bowling game  “  Wooden toys designed to help physically-

impaired children to develop their mental and physical strength”

ボウリングゲーム「障害児の心身の発達成長を促す木製遊具の開発」  

 d / Naruto Miyagawa  / 宮川成門 Japan  日本

A toy for all children even for those who have difficulties 
rolling the balls due to physical disabilities.
動くボールを押すだけで遊べるボウリングゲーム。つかんで転がすといった行為が
困難なこどもでも遊ぶ事ができる。
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NISHIvULCAN (fighters for citizens’ health) 
町健康戦隊ニシバルカン

d / Tsuyoshi Nagura  / 名倉剛志  Japan  日本

Character design to promote citizens’ 
health in Nishiharu Town. It was 
popular with every generation.
愛知県西春日井郡西春町が町民に対して行った健康
促進キャンペーンのキャラクターデザイン

d / Amitai Burstein / アミタイ・バースタイン

Israel イスラエル

Fashion design integrating 
the latest digital technology
技術革新を生かしたファッションデザイン

209



210 211

DESIGN FOR SOCIAL INNOvATIONS   Exhibition Live Talk Conference_DAY 1 Conference_DAY 2  Portfolio

URA  (Urban Redevelopment Authority of Singapore)

d / Lee Tian Huan  / リー・ティアン・ファン Singapore シンガポール

An interactive multimedia presentation that provides a simplifi ed view of how urban city planning is done in Singapore. 
「都市再開発ゲーム」インタラクティブなマルチメディアプレゼンテーションを通じ、シンガポールで行われる都市開発コンセプトについて体験することができる。
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The Challenges of Shino : A record of 365 days of a handicapped chimpanzee 

Produced by Nagoya Broadcasting Network (broadcasted in January 2004)  / テレメンタリ-2004「シノの挑戦～障害チンパンジー365日の記録」 
取材：メ～テレ（2004 年 1月放映） sound direction / Kosuke Kuze   / 久世耕資  Japan 日本

This is a documentary portraying the 365 days of Shino, a chimpanzee who had been surviving on her own with the right 
half of her body handicapped, until she was accepted into the herd of other chimpanzees.

右半身が不自由なため、１頭で育てられてきたチンパンジー「シノ」が群れに受け入れられるまでの365日間を追ったドキュメンタリー番組に音声として参加。

第４回（２００４年度）映像技術奨励賞、テレメンタリ-2004最優秀賞、第３回中映協映像コンテスト（中部映像関連事業社協会主催）番組部門グランプリ、

中全映協グランプリ2005番組部門最優秀賞を受賞。

テレメンタリ-2004「シノの挑戦～障害チンパンジー365日の記録」 

This is a documentary portraying the 365 days of Shino, a chimpanzee who had been surviving on her own with the right 
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 Portfolio Review
2007
? January 22/ Artpia Hall, 11F IdcN

11月22日

ナディアパーク11階・アートピアホール

Organized by : International New Designers Workshop 

Organizing Committee, IdcN Commemorative Project 

Organizing Committee  (City of Nagoya, International 

Design Center NAGOYA)

Under the patronage of UNESCO

Sponsored by : ASUSTek Computer Inc.

Supported by : Chubu Bureau of Economy, Trade and 

Industry, Embassy of Israel, JAGDA (Japan Graphic 

Designers Association), JDF (Japan Design Foundation), 

JIDPO (Japan Industrial Design Promotion Organization), 

Nagoya Chamber of Commerce & Industry, Nagoya 

Convention & visitors Bureau, The Organization of 

Advertising Creation, Architecture Institute of Japan, 

Japan Institute of Architects, Aichi Society of 

Architects & Building Engineers

Produced by  : Leimei Julia Chiu _ Director, Global 

Communications, International Design Center NAGOYA

主催 : 国際若手デザイナーワークショップ開催委員会、IdcN開館10周

年記念国際会議開催委員会 (名古屋市、㈱ 国際デザインセンター)
共催 : ユネスコ本部（国連教育科学文化機構）

協賛 : ASUSTekコンピューター

後援 : イスラエル大使館、経済産業省中部経済産業局、㈶ 国際デザイン交

流協会、㈶ 名古屋観光コンベンションビューロー、㈶ 日本産業デザイン振

興会、㈳  日本グラフィックデザイナー協会、㈳  日本広告制作協会、名古屋

商工会議所、中部デザイン団体協議会、㈳  日本建築学会東海支部、㈳  日
本建築家協会東海支部、㈳  愛知建築士会

企画・プロデュース : キュー・リーメイ・ジュリヤ _ ㈱国際デザインセンター・

海外ネットワークディレクター

DESIGN FOR SOCIAL INNOvATIONS   

This program was devised as a point of contact between 

the industrial and educational sectors, where companies 

gave students practical hints about the job market. 

68 professionals from 63 companies and 65 students 

majoring in design and architecture from 12 universities 

and professional training colleges participated in 

the program and actively engaged in the exchange of 

opinions. It created a golden opportunity for the 

companies to discover new talent among the students 

企業と教育界の接点として、企業から学生への実際的な指導の場とし

て開催された。63社の企業が参画し、12大学・専門学校から参加の

65名のデザイン・建築学生との間で活発な意見交換が行われ、新た

な才能を発掘する絶好の機会となった。
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Epilogue あとがき

Spirit of the times  スピリット・オブ・ザ・タイム

Wars, on a macro scale, can alter the economic, 

cultural and spiritual balance of our world.  

In peacetime, designers adhere to certain  

aesthetic and formal principles. In the first decade 

of the 21st century, in the aftermath of 9/11,　
followed by the global economic crisis and the war 

in Iraq, excess and luxury seem like insignificant 

extravagances. We are experiencing an important 

shift in design. Superficiality is out - depth of 

feeling is in. Everyone is at work building his or 

her own form of Utopia and seeking other  

alternatives for solace 

The stories of the creative individuals featured in 

this book tell how beauty can be solace, salvation, 

loving of the world and of life and be useful. Their 

compassion are constant reminders to us that if 

we stand high enough, we can reach the sky, 

discover true wisdom and meet our true souls 

戦争は、幅広い意味で、世界経済、文化、精神のバランスを変容させる。

デザイナーは、平和な時代にあっては特定の審美性や形式にこだわるが、

２１世紀初頭に地球規模の経済危機を招いた米同時多発テロ、あるいはイ

ラク戦争という混乱の中では、過剰と贅沢は無意味なむさぼりとしか思え

ない。デザインの方向性は社会的背景や人 の々心理を反映し、より深く、

本質的なものへと大きく変化しようとしている。うわべは飽くまでうわべに

過ぎず、心の深みは増すばかり。誰もが自分のユートピアを創ろうと心を

くだき、何かしらの癒しを求めている。

さまざまなプロジェクトで多くの優れたクリエーターによる提案に出会うた

び、私は、美しさとは、慰めや救い、世界や人生を愛することなのだと確

かな手応えで実感する。彼らの溢れる思いは、「私たちが思いっきり背筋

を伸ばすなら、大空にはばたき、本当の智慧を見つけ、自分の本当の魂に

出会うことができるよ」という絶えざるメッセージとなって私たちの心に語

りかけてくるのである。
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