
インタラクティブ・アートを導入した
演劇演出・広報における子どもと大人の愛情コ
ミュニケーションの実践と調査
-アウトリーチの手法としてのインターフェース設計とマネージメント-

川畑泰子
九州大学大学院芸術工学府芸術工学専攻 CCDコース博士後期課程１年
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分析ちゃん
謝辞 劇団ティンカーベルの劇団員、ご家族の皆様
劇団ティンカーベル 団長 原千波先生に感謝申し上げます。

分析ちゃん



①先端メディアを利用した表現・配信の可能性追求と提案  
  ×                 
②公共文化施設を「作品を産み出す場所」へ & 公共文化施設の活用
  ×                 
③日本における文化芸術振興人材育成に関する問題
の解決プロセスの提示

研究目的と方法

アートマネジメント×先端メディア表現・広告を通した制作によって、
地域社会への貢献・文化の創造と芸術活動の評価関数の数理モデルの設計
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「劇団ティンカーベル」

～子供とこどもの心を持った大人の為のミュージカル劇団～

オリジナル・ミュージカルの創作を通して、一人一人の存在価値
を発見し、豊かな感性と優しい心を育て、子ども達をはじめとし
たメンバーの人生をより良いものにする手助けをします。
アマチュアによる質の高いミュージカルを創作、公演することに
より市民文化に寄与をする。
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　なぜ子供をテーマとしているか
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オリジナル・ミュージカル『雪の女王』の公演  　　　九州大学HME協力
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今回のプロジェクトまでの道のり
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　これまでの活動報告
facebookページ : https://www.facebook.com/JuTuantinkaberu

ブログ：　http://tkbell.cocolog-nifty.com/

活動HP：　http://tkbell.web.fc2.com/program.html

５月 facebook、ブログ、HP立ち上げ活動アーカイブ化
６月　広告制作、配布活動、活動日誌のスタート

プチミュージカルレッスン
７月　広告配布活動、WEB広告配信スタート、説明会スタート

８月　体験レッスン、長門市ロケ
劇団ティンカーベルの作品を映像コンテストに出品

９月　福岡市内ロケ
１０月　パサージュ広場公演

金子みすゞ映像コンテストにて、いいね！数４位と８位を入賞
１１月　詩の朗読会のスタート、DVDの完成

１２月　YouTubeにて配信スタート、老人ホーム・児童会館にて年末公演
福岡市内・各地域へDVDの配布

２０１３年
２月

福岡市内ホールにて制作・合宿・本公演予定
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歌舞伎から得たマネジメント手法

1. 社会のニーズを読み込むこと

修士研究「江戸歌舞伎における広告表現」より

時代のライフスタイルの活性化

価値観、美意識形成＝地域と生活の豊かさの実現

学問・自然・歴史とのふれあい（教育的要素）＝ 江戸歌舞伎では、
意図的に歴史的要素を盛り込んでいた

→ 結果的に江戸の庶民のリテラシー向上につながった
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今回のプロジェクトの背景

多様な価値観や自分とは異なる文化や歴史を持つ人々と共に、

正解のない課題や経験したことのない課題を解決していかなければならない
「多文化共生」の時代

12年11月11日日曜日



今回のプロジェクトの目的

金子みすゞの詩を通して、私たち日本人の祖先の心に触れ、日本人の自然へ
の畏敬の念やすべての命に対する愛と感謝の心を深く理解し、自ら朗読し、
その心を発信することを通し、子供達の自尊心を育てる。

そして、国際人として誇りをもつ大人への成長のきっかけとし、芸術が人材
育成へと寄与することを狙いとするものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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仙崎ロケへの目的

①みすゞの故郷での詩の表現を通して、日本人の心や
美学を理解し、自尊の精神を育む。

②　皆とふれあい協力する中で、自分の想像力・表現
力を高め、創造作品のテーマを深く表現する。

③　挨拶と集団行動を身につける。今なにをやるとき
か？を常に意識する。
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8/24（金）リハーサル日
　　　　　8:00パピオ出発，バスにて仙崎へ、昼・仙崎公民館到着
　　　　　昼食、撮影リハーサル各場所
　　　　　（金子みすゞ館、八坂神社、極楽寺、金子みすゞ通り）
　　　　　玉仙館にて夕食、宿泊
8/25（土） 児童撮影日
　　　　　9:00 仙崎公民館集合、子供達の撮影、
　　　　　公民館にて昼食（保護者の皆様の炊き出し協力お願い致します。
　　　　　18:00（予定）児童主演者とその保護者の皆様はバスにて帰福
　　　　　玉仙館にて夕食、宿泊（朝食・夕食がでます。）
8/26（日）最終撮影日
　　　　　9:00 仙崎公民館集合、少人数の撮影、公民館にて昼食
　　　　　19:00頃　福岡到着
　　　　　（細かい時間や予定その他は、変更することが有ります。）

仙崎ロケの内容・日程
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歌舞伎から得たマネジメント手法

２、希薄化している人と人とのコネクションを大事にしたマネジメント

修士研究「江戸歌舞伎における広告表現」より

コラボレーション・他分野と「連」をなすことによって生まれる
創作的工夫（ジャンルの多岐化）

→ 斬新性・新規性のある芸術表現が多分野で可能となり、
    江戸の文化発展へ

江戸歌舞伎では、吉原・相撲・俳諧・浮世絵・他文化との
契約書無しのコラボレーションが多く行われ、文化発展に役立った
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歌舞伎から得たマネジメント手法

 ３、人々の視覚に訴える斬新な演出方法

修士研究「江戸歌舞伎における広告表現」より

演出においても、当時江戸で発展した紙や布といったひとつの「メディア」
服飾文化・化粧・髪型による
過剰な身体拡張表現が当時においての先端的表現であった

→ 歌舞伎役者の使用した衣装・化粧・髪型の大流行
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現代との比較にみる問題点・提案
今回のプロジェクトで活用されたマネジメントと報告

⑴先端メディアを利用した表現・配信
　の可能性追求と提案                  
⑵ 公共文化施設を「作品を産み出す場所」へ                     
⑶ 日本における文化芸術振興人材育成に
　関する問題

１、社会のニーズを読み込むこと
２、希薄化している人と人とのコネクションを大事にしたマネジメント
３、人々の視覚に訴える斬新な演出方法

を意識した
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現状の問題点
                     
①先端メディアを利用した表現・配信の可能性追求と提案  
 

アウトリーチの手法としての
必要性・視覚的魅力の創出
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現代との比較にみる問題点・提案

①先端メディアを利用した表現・配信の可能性追求と提案     

アウトリーチの手法としての必要性・視覚的魅力の創出

アウトリーチ
・文化施設を使用する際、芸術や文化に触れる機会の少ない市民に
　対して、働きかけを行うこと

例：ギャラリートーク、バックステージツアー、レクチャーコンサート
　　→ 芸術＋教育との連携が多く含まれる
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現代との比較にみる問題点・提案

①先端メディアを利用した表現・配信の可能性追求と提案

先端メディアにおける数理的表現
→ 教育的要素の伝達の可能性
　 子供達に対して数学・化学分野への興味創出

→ 医療・福祉・教育機関との連携
    マルチメディアを用いた演出技法によって、
    障がい者の方々も楽しめる劇場鑑賞体験の創出性ある創造への期待  

12年11月11日日曜日



現代との比較にみる問題点・提案

①先端メディアを利用した表現・配信の可能性追求と提案

アウトリーチの手法としての必要性
→ 必要を論じるにあたり、自らも制作・演出・広報を行う

マネジメントを行う中で、出会ったアーティストの方々との「連」
の育みから生まれる斬新なアイディアへの期待
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 現代との比較にみる問題点・提案

①先端メディアを利用した表現・配信の可能性追求と提案

インタラクティブアートなど、メディアを用いた
アーティストとのコラボレーションを公共文化施設で開催
人の流れを創出（インタラクティブの可能性）

戦略的広告活動、先端性、人々のニーズを読んだマネジメントが必要
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 インタラクティブなデジタル教材の開発と普及
 　　　～時代の要請を受けて、芸術の可能性を追究する～  

問題点 

一番芸術を必要としている人達こそ、劇場へいけないの
ではないだろうか。
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福岡の教育機関一万枚を配布
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福岡の教育機関一万枚を配布
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なぜfacebook(SNS)を利用するのか
SNS→「ユーザー間のコミュニケーションを促進するサービス」である。ユーザーが自身のプロフィー
ルを公開したうえで、近況を報告しあったり、情報交換を行ったり、というのが基本的な利用法

• ニュースフィード/ウォールを使ったコミュニケーション:
• チャットを使った会話:
• イベントの告知
• いいね!(Like!)の共有: 
• ソーシャルゲーム: 
• スポット/チェックイン機能
• もともとFacebookが一般向けのサービスをはじめたのは
　　2006年(日本語版は2008年)。

Googleトレンドで検索した、Facebookの検索数の指数とニュース参照数。2009-2010年と時間を
かけて話題性があがっていることがわかる
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なぜfacebook(SNS)を利用するのか

インプレスR＆Dのインターネットメディア総合研究所より
2012年6月12日、インターネット利用者約5,639人を対象に実施した「インターネット利用動向調査」の結果

調査結果によると、2012年5月時点での日本のソーシャルメディア利用者の推計値は5,060万人だという。昨年の3,530万人から1,530万人増加しており、特にこ
の2年間で加速度的に伸びているそうだ。また5,060万人のうち、投稿や書き込みなど、何らかの情報発信を行っているユーザーは3,290万人と推計され、ソー
シャルメディア利用者の65.0％に該当。
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なぜfacebook(SNS)を利用するのか

【調査方法】 インターネット調査
【調査日時】 2012年9月19日（水）～2012年9月20日（木）
【調査対象】 15才～69才の男女　2,163人
【調査目的】インターネットの利用動向を時系列で捉える。
 
【調査項目】
・インターネットの利用機器・頻度・目的
・インターネットのサービス認知および利用状況
・利用しているインターネットサービス　など
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なぜfacebook(SNS)を利用するのか
ネットレイティングス・3月22日発売

スマートフォンによるメディア接触状況の実態調査レポート「スマートフォン・メディア利用実態レポート Vol.4」によると

今回の調査では、スマートフォンからSNSを利用している人の割合が、10代男女と20代女性で増加していることがわかった。

10代の男性は、2011年9月の前々回調査では40％、2011年12月の前回調査では57％で、今回は63％だった。10代の女性は前々回67％、
前回69％で、今回が76％。20代の女性は前々回53％、前回63％、今回は73％。

　SNSの利用端末は、スマートフォンからSNSを利用する人の割合は71％となり、前々回の62％、前回の68％と比べ、増加していることが
わかった。反対に、SNSを利用していない人の割合は、前々回27％、前回23％、今回21％と減少した。

　スマートフォンを利用するきっかけとなった理由を男女別にみると「従来型携帯電話と比較して機能が優れている」（男63％、女51％）、
「従来型携帯電話と比較して使いやすい」（男19％、女14％）などを挙げたのは男性の方が多く、「友人・知人の薦め」（男12％、女
17％）、「家族の薦め」（男5％、女21％）「販売店の店員の薦め」（男5％、女8％）など、人からの薦めを挙げたのは女性の方が多かっ
た。
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今回のプロジェクトの内容
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今回のプロジェクトの内容
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http://misuzu333.jp/smc/82/

https://www.facebook.com/misuzu.smc2012

http://misuzu333.jp/smc/84/

４位

８位
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現代との比較にみる問題点・提案

②公共文化施設を「作品を産み出す場所」へ

施設は「貸す」ものであり、「産み出す」場所でないという問題
作品を産み出す場所を求めているアーティストはあらゆる場所にいる
だからこそ、この２者をつなげるプラットホームつくりが必要

→ 江戸歌舞伎興行の際も、劇作家・役者共に劇場で制作を
　 行っていたため、頻繁な興行が可能であり、文化発信の
    持続が可能となっていた

12年11月11日日曜日



現代との比較にみる問題点・提案

②公共文化施設を「作品を産み出す場所」へ

成功例    鈴木忠志が芸術総監督として指揮した
(財）静岡県舞台芸術センター（Shizuoka Performing Arts Center : SPAC）

専用の劇場や稽古場を拠点として、
専属の俳優、専門技術スタッフが活動を行なうことができる演劇人養成施設
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 現代との比較にみる問題点・提案

②公共文化施設を「作品を産み出す場所」へ

成功例    山口情報芸術センター（YCAM）のように展示スペース、劇場、ミニシアター、
市立中央図書館を併設する複合文化施設

コンピュータや通信技術などを使ったメディアテクノロジー　メディアアート作品　
演劇　ダンスパフォーマンスの公演　映画上映　サウンドイベント　
ワークショップやレクチャー
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現代との比較にみる問題点・提案

② 公共文化施設を「作品を産み出す場所」へ

伝統的マネジメント・成功例    嘉穂劇場
60年前は200以上周りに劇場があった中のひとつ

台風による倒壊や火事など困難はあったものの、
この舞台にたった役者及びに演目は多種多様
ストリップ、ボクシング、オペラ、歌舞伎、能楽、モダン演劇、
アバンギャルド、ロックコンサート、クラシック

過疎地にも関わらずこのような著名なアーティストを招致することが可能

人と人のコネクションを利用したアーティストの招致、
自由度の高い演出が理由
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劇団ティンカーベル

教育機関との連携と活用（小学・中学・高校・大学）

公共施設との連携と活用
（福岡市内・地方の公共施設）

レッスン場としての活用、撮影現場としての活用、制作・発表場所としての活用

福岡市内・長門市内への
広告配布、撮影、制作、人材派遣・協力
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　長門市青海小学校の協力 金子みすゞ記念館の協力
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⑶ 日本における文化芸術振興人材育成に関する問題

アート・マネジメントとは

芸術活動が今日の社会において自律的に維持・存続していくための経営戦略

役割：芸術を観客に紹介すること
芸術活動の保証と創造可能

目的：文化事業のノウハウを持って如何に文化的ニーズに応え、
芸術と観客、芸術と社会をつなぐかが任務

12年11月11日日曜日



現代との比較にみる問題点・提案

⑶ 日本における文化芸術振興人材育成に関する問題

アートマネジメント人材育成カリキュラム
→「企画制作」や「実技・理論」の見込みが立たない

12年11月11日日曜日



現代との比較にみる問題点・提案

⑶ 日本における文化芸術振興人材育成に関する問題

具体的問題
                     
・「専門性認証制度」が整備されていない点

・「まちづくり」などアートを通じた地域社会への貢献の
     プログラムが曖昧であること

・現場研修ないし現場経験につながるアプローチがなかなか
   行われない現状

12年11月11日日曜日



⑶ 日本における文化芸術振興人材育成に関する問題

公共文化施設を「作品を産み出す場所」へ
    ×                 
先端メディア表現の可能性追求と提案
    ×                 
日本における文化芸術振興人材育成に関する問題

の解決へ向けたアートプロジェクトとアートマネジメント

先端メディアを用いた作品制作を自らも行う

12年11月11日日曜日



⑶ 日本における文化芸術振興人材育成に関する問題

先端メディアとアートマネジメントをなぜ同時にするか
→ 外的障壁の乗り越えのきっかけの可能性の追求

「芸術に触れる人の母集団を大きくしていく」
鑑賞者開発における外的障壁をなくすインフラとして
先端メディアが役立つ可能性
・地理的障壁
・経済的障壁
・物理的障壁
・情報的障壁
・文化的障壁　　　他メディアを超える魅力が可能と考える
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⑶ 日本における文化芸術振興人材育成に関する問題

先端メディアとアートマネジメントをなぜ同時にするか
→ 内的障壁の乗り越えのきっかけ

アマチュアがプロを超える斬新さ、新しさ、楽しさ、
気軽にアートに触れる機会の創出

斬新で先端的な表現を加えて驚きと感動を加えることがそこに必要

                     

12年11月11日日曜日



学生スタッフの派遣と
要請

メディアアートでの演出 施設ブッキングイベント主催・マネジメント

劇団ティンカーベル

アート・
マネジメント
人材育成

地域
文化
発展

公共文化
施設・過疎地
の活用

12年11月11日日曜日



研究意義・期待すること

福岡独自の芸術文化発信

先端メディア表現の必要性の提示

算術など科学的分野と芸術表現を組み合わせることによって得る
感動と必要性の提示

芸術の社会における必要性の提示

12年11月11日日曜日



現状報告

facebookページ : https://www.facebook.com/JuTuantinkaberu

ブログ：　http://tkbell.cocolog-nifty.com/

９月　福岡市内ロケ
１０月　パサージュ広場公演

金子みすゞ映像コンテストにて、いいね！数４位と８位を入賞
１１月　詩の朗読会のスタート、DVDの完成

１２月　YouTubeにて配信スタート、老人ホーム・児童会館にて年末公演
福岡市内・各地域へDVDの配布

２０１３年
２月

福岡市内ホールにて制作・合宿・本公演予定

12年11月11日日曜日
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facebook、ブログ、企画サイトによる配信
地域社会の芸術活動における先進的SNS(facebook)での活動配信のメ

リット
（場所、人間関係の障壁を超えたアウトリーチの可能）

１、主催者＋周りの人間関係⇒周りの友人への
周知が簡単にできること

２、活動のアーカイブが可能であること

３、写真・動画の配信が可能

考察

12年11月11日日曜日



facebook、ブログ、企画サイトによる配信

地域社会の芸術活動における先進的SNS(facebook)での活動配信のメ
リット

（場所、人間関係の障壁を超えたアウトリーチの可能）

４、mixiなどと異なりfacebook未登録のユーザーもアクセスが可能であ
ること

５、匿名性のない生身が反映されたネットワークが構築されるため情
報としての信頼性が高い

６、ブログとHP、YouTubeを連動させることにより、信頼性を伴った情
報をWEB

上に告知ができる。

考察

12年11月11日日曜日



facebook、ブログ、企画サイトによる配信
地域社会の芸術活動における先進的SNS(facebook)での活動配信のメ

リット
（場所、人間関係の障壁を超えたアウトリーチの可能）

７、関係者の名前も反映できるため、ミクロな地域社会の関係性をそ
のまま地域から離れた地域への発信、海外への周知にまで繋がる

８、頻繁な活動報告、またはユーザーに対して有益な情報を配信する
ことで活動が公正明大に行われていることを印象付けさせる
（＝芸術活動における社会性を認知させることにつながる）

９、アクセス解析により、どれだけのユーザーが活動を知り、興味を
持っているかが数値として明らかにすることができる

考察

12年11月11日日曜日



facebook、ブログ、企画サイトによる配信
地域社会の芸術活動における先進的SNS(facebook)での活動配信のメ

リット
（場所、人間関係の障壁を超えたアウトリーチの可能）

１０、実際の地域でのアナログの活動と、芸術活動のデジタル配信を
する中での社会に対する理解度が進むといったメリット

１１、新たな人脈、行っている芸術活動への賛同者や協力者が集まる
こと、新たな「連」を育むきっかけとなる

時代を謳歌するメディアを利用することの「重要性」を
みることができる

考察

12年11月11日日曜日



facebook、ブログ、企画サイトによる配信
地域社会の芸術活動における先進的SNS(facebook)での活動配信のメ

リット
（場所、人間関係の障壁を超えたアウトリーチの可能）

１０、実際の地域でのアナログの活動と、芸術活動のデジタル配信を
する中での社会に対する理解度が進むといったメリット

１１、新たな人脈、行っている芸術活動への賛同者や協力者が集まる
こと、新たな「連」を育むきっかけとなる

時代を謳歌するメディアを利用することの「重要性」を
みることができる

考察

12年11月11日日曜日



facebook、ブログ、企画サイトによる配信

地域社会の芸術活動における先進的SNS(facebook)での活動配信のメ
リット

（場所、人間関係の障壁を超えたアウトリーチの可能）
１２、子供を対象とする活動は親の理解が第一に必要である。

（現状調査では、小学校・中学校への芸術活動のワークショップのア
ウトリーチがうまくいかないといった団体の声が九州地方でも頻繁に
あがっている。障壁としては小学校の教師の理解が得られないといっ

た理由がほぼ全部を占めていた。）

考察

12年11月11日日曜日



facebook、ブログ、企画サイトによる配信

地域社会の芸術活動における先進的SNS(facebook)での活動配信のメ
リット

（場所、人間関係の障壁を超えたアウトリーチの可能）
１３、携帯・パソコンなどWebに接続が可能な電子機器の所持率が小
中学校にも高く普及し、子供から大人まで対象とする「芸術活動」に

対しての接触時間が増える

＝芸術活動が行われいること知るきっかけ作り、参加の動機つくりに
も寄与、日常からの芸術活動への触れ合いが増える

考察

12年11月11日日曜日



今後行う必要があるリサーチ
今後の活動後、または１２月・２月の公演にてアンケートで調査をとる必要

①関係者・お客様の親・子供へのアンケート
学校以外での子供に関連すイベント・習い事にいく基準は？

どうやって知るか？
何時頃がよいか？

デジタル・コンテンツの魅力
子供に与えたいと思う教材

普段経験ができないことを体験できるか
安心できる環境で体験できるか
社会的保証をうけた活動であるか
（子供を大切に思う親心）

遊園地要素

②映像演出に関してのリサーチ
（主観評価法かSD法で評価軸をあらかじめわかりやすく選定する）

今まで見た舞台・ライブ・コンサートの中でみた映像とくらべどうであったか？
インタラクティブ（双方向性）を感じる演出であったか？

映像演出の必要性は？etc

12年11月11日日曜日



具体案１と実践

現在の日本の演劇界の課題　　
「持続性」・西欧的演劇表現にとってつけた伝統的表現の違和感

演劇に能・歌舞伎が所持していた「身体性」と「拡張性」をどう現代の社会
をふまえ獲得するかが課題

俳優過去：歌舞伎・能にみる過
剰な身体拡張

現在：インタラクティブ演
出による身体拡張

新しい社会を生きる人間の感覚を利用した新たな日本の演劇演出へ

過去と現在の社会の文脈をつなげた持続性ある演出提案、日常の中で
みることのできない身体拡張から与える感動

今後行われる舞台で提案する先端芸術表現と演出の提案

12年11月11日日曜日



１２月、２月の公演にて舞台演出として加える研究要素
-インタラクティブ・アートと演劇-

モーションキャプチャー/kinectを利用
http://www.creativeapplications.net/openframeworks/little-magic-stories-openframeworks-kinect/

12年11月11日日曜日
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作品クリエーター コンテンツ受益者

・映像の(HSB)や(RGB)、明度、彩度、動きの速さ、
音色（高さ、速さ）をその場で反映し、学習するプ

ログラムの考案

12年11月11日日曜日



対話型インタラクティブ進化映像の提案
GAの利用

入力インターフェース
理想のシステム出力と実際の出力の心理距離の活用

評価関数：色相、オブジェクトの透過、照度、x,y,z

主観評価値

心理距離の数値化として、１～１００とする。（尺度を荒くした方が、インターフェースの改善効果がある）
細かく数値を求めるよりかはざっくりとしたほうが良いともあるが、結果の精密さに欠けるのでは？

結果の可視化を簡単にできれば良いのでは？（ビジュアル化）（参考文献より）
課題：時系列、入力を繰り返すことに心理的疲労があるのではないか？

ゲージの微妙な調整が必要
→改善法として、過去から遡って評価を蓄積するものではなく、短い時間で評価するために、入力のたびに評価を導入していく。

進化計算

12年11月11日日曜日



対話型インタラクティブ進化映像の提案
GAの利用

・入力インターフェースから、値の蓄積、最
適化をして、次に表示する映像の初期値をか
える。操作者の入力した値から、最適化し
て、出た映像の蓄積によって、その後の映像
出力の結果がより簡単に、状況、環境にそっ
たものを提示できるのではないだろうか。

評価関数：色相、オブジェクトの透過、照度、x,y,z

最適化計算

12年11月11日日曜日



対話型インタラクティブ進化映像の提案
GAの利用

２,ファジーシステムによる映像出力照度レベルの調整機能
プロジェクションマッピングにおける、映像の投影において重要なのは、出力する画面の
大きさとその場所の明るさである。センシングをすることによって認識できるものとしま

す。
第１のファジーシステムを画面の大きさアスペクト比の認識

ルール強度を
例えばx1として、（800,800)、(1280,800),(1080,1280)で値を振り分け

第２のFSを明るさの調整とする。x2として（暗い(1)、やや暗い(2)、蛍光灯(3)、やや明る
い(4)、明るい(5)、野外(6)）で値を振り分け

IF x1　が大きく、かつx2が大きければ、THEN

出力する映像の明度は明るく（y*＝・・・）
TSKモデルでの設計が妥当火と考えています。

さらに、似たような条件を繰り返し、学ぶように（NN,GA）など組み込めればもっと良
いのではないかと考えています。（映像を投影する現場は、時間との戦いになることが多
く、瞬時に狙った通りに投影できれば、作業スピードが格段にあがり、演出の内容もより

良くなることが期待されるためです。）

12年11月11日日曜日



「歌舞伎」にみる、
コンテンツのブランディングの手法を応用させたことを明示できれ
ば、日本という場所で、福岡という地方でアート・マネージメント
を提案することの意味が生まれるのでは？

→評価技法として、数理モデルを応用させ、比較をする予定
手法として、口コミ数、メディア（新聞・Web・紙広告）などの配
布数の具体的な数値を使用・現象の数理モデル、経済物理学の視点
で具体的にグラフによる結果の可視化からの分析と評価法・方程式
の提案

個人レベルのモデルと社会規模のモデルの関数を提案
この提案をすることで、その他の活動でもアートマネージメントを
行う上で役立てる要素、必要な要素を知ることができ、評価軸とし
ても使用することができればと考えている。

最終的な今回のプロジェクトの評価技法

12年11月11日日曜日



最終的な今回のプロジェクトの評価技法

→facebookなど広告によって生まれた口コミ数、リーチ数と実際にかかった広告費の比較。

→いかに安価に告知するか？
アートマネージメントを行う中で、安価に告知を行い
社会に対してアウトリーチをかける手法の提案までに結びつけることを目標としたい。

12年11月11日日曜日



研究意義・期待すること

福岡独自の文化発信

先端メディア表現の必要性の提示

算術など科学的分野と芸術表現を組み合わせることによって得る
感動と必要性の提示

芸術の社会における必要性の提示

聴覚障碍者向けの演劇・コンサートの娯楽の提供

12年11月11日日曜日



5. 参考文献
・文化庁「劇場、音楽堂等の制度的な在り方に関する検討会」
http://www.bunka.go.jp/ima/press_release/pdf/ongakudo_ikenboshu.pdf

・公立文化施設による地域活性化
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20111108086.pdf

http://www.creativeapplications.net/openframeworks/little-magic-stories-openframeworks-kinect/
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・プロデューサー仕事の手順とすすめ方　日本能率協会マネジメントセンター
・アーツ・マネジメント概論　水曜社　
・アウトリーチのすすめ　財団法人地域創造
・國文学　江戸の劇空間-比較演劇の視点- 學燈社
・アートマネジメント：２０１０・２０１１年後期授業
・２０１１年修士論文「江戸歌舞伎における広告表現」川畑泰子
・「江戸名物狂詩選」デジタルアーカイブス
・「江戸の看板」松宮三郎　東峰出版 
・山東京伝　　文化元年「近世奇跡孝」
・現代訳として「日本随筆大成　第II期６」吉川弘文館
・「図解人物日本の女性史７　江戸期女性の美と芸」相賀徹夫　小学館
・
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インタラクティブ・アートを導入した演劇演出に
おける子どもと大人の愛情コミュニケーションの
実践と調査
-アウトリーチの手法としてのアートインターフェース設計とマネージメント-

川畑泰子
九州大学大学院芸術工学府芸術工学専攻 CCDコース博士１年
源田研究室
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