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What is Global Innovation Design?

ディアデザイン研究科 (KMD)、ロンドン

のロイヤル・カレッジ・オブ・アート (RCA)

とインペリアル・カレッジ・ロンドン (Im-

perial)、そしてニューヨークのプラット・

インスティテュート (Pratt)である。それ

ぞれの拠点は、創造性とイノベーション

を先導する国際的なリーダーであるとと

もに、アート、デザイン、エンジニアリン

グ、テクノロジ、ビジネスなどの専門性を

補完しあう関係にある。GIDプログラム

に参加する学生は、この3拠点に滞在し

ながら学ぶなかで、修士号を獲得する。こ

れは単なる短期留学プログラムではなく、

21世紀の高等教育が担うべき「複数機関

連携による教育モデル」の提案である。学

生たちは、全く異なる3つの世界的経済

圏に身を置き、異なる文化に触れ、生活

し、学ぶなかで、本プログラムでしか得ら

れないユニークな視点を身につけていく。

GIDは、グローバル社会の中で常に有益

な変化を生み出す「創造的カタリスト（触

媒）」となりうる、新たなグローバル・デザ

イン・リーダーを育てていく。

市場を生み出すビジネスと先端技術を担

う大学間の連携は、グローバルイノベー

mies in the world. GID educates 
global design leaders̶“creative 
catalysts” for positive change in a 
globalized society. 

Global innovation is driven by 
businesses designing for the mar-
ketplace and universities design-
ing at the cutting edge of tech-
nology. To promote this common 
creative pursuit, the GID program 
is partnering with innovative com-
panies across industries and lev-
els̶from multi-nationals to lean 

startups̶to offer a number of 
benefits. Partners gain access to 
a network of elite design students, 
faculty, alumni and business lead-
ers, as well as early recruiting of 
top students. Companies can par-
ticipate as sponsors and clients in 
GID business innovation projects 
that explore beyond the bounds of 
typical corporate R&D, to discover 
new markets, products, services 
and strategies. Finally, partners 
can enroll their employees in the 
GID program for professional de-
velopment in design-based strat-
egy and innovation.

This program is supported as a "Reinventing 
Japan Project" by a grant from the Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology of Japan.

ションの原動力となる。この創造的な探

求を推進するために、GIDプログラムは

産業界をまたにかけるイノベーション・

カンパニーとのパートナーシップ構築を

目指している。国境を超えた大規模なも

のから、リーン・スタートアップにいたる

まで、幅広い利益創出を視野に入れてい

る。パートナー企業は一流のデザイン専

攻学生、教員、卒業生、ビジネスリーダー

とのつながりを得られる他、質の高い学

生を早期に獲得できる。そして、GIDビ

ジネスイノベーション・プロジェクトに

スポンサーあるいはクライアントとして

参画できる。プロジェクトは、新たなマー

ケット、プロダクト、サービス、戦略を創

出することにより、典型的な企業内R&D

の限界を超えていく。パートナー企業は

デザイン主導の戦略・イノベーションに関

する専門性を強化するために、GIDプロ

グラムの中に社員を派遣することも可能

である

本プログラムは、文部科学省「大学の世界展開力強
化事業」に採択されている。

expertise in art, design, engineer-
ing, technology, and business. 
A select group of GID students 
will earn Master’s degrees while 
studying at and traveling between 
all three program centers. This 
is not just a study abroad experi-
ence, but a multi-institution model 
for higher education in the 21st 
century. Students gain a unique 
perspective by living and studying 
on three different continents, im-
mersed in three different cultures, 
amidst three of the largest econo-

The Global Innovation Design 
(GID) program is unparalleled in 
the world, offering a trans-national 
design education that bridges 
three major centers of design, 
culture and industry: Graduate 
School of Media Design, Keio Uni-
versity (KMD) in Tokyo/Yokohama, 
Imperial College (Imperial) and 
Royal College of Art (RCA) in Lon-
don, and Pratt Institute (Pratt) in 
New York. These centers are inter-
national leaders in creativity and 
innovation, with complementary 

グローバルイノベーションデザイン 

(GID) プログラムは、デザイン・文化・産

業の中心である3都市を結ぶ、世界でも

類を見ないトランス・ナショナルなデザ

イン教育を提供する。その拠点とは東京

（横浜）に位置する慶應義塾大学大学院メ
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本プログラムは、国際的なマーケティングにも力を入れ

ている。斬新なロゴデザイン、Webを中心とした情報発

信ツールを作成するとともに、第１回となるGIDシンポ

ジウムおよびワークショップを開催し、GIDブランドの

普及を開始した。主な対象者を、今後GIDが展開するプ

ロジェクトパートナーとなりうる企業人、そして将来の

GID学生候補に定めた。さらに、世界中に点在するパー

トナー候補に向けてシンポジウムのU-Stream中継を実

施し、多くの視聴者の参加を実現した。

このように、GIDは初年度を本格的な活動のための準備

の年として位置付け、確実に質の高いプログラムとなる

ことに重きを置いた。本冊子は、2012年度の約1年間に

わたる活動を詳細に描き出すとともに、今後GIDが生み

出す成果を予感させられるようなエッセイを数多く盛り

込んだ。各活動の様子を収めた写真を数多く収録し、そ

の様子が一目で伝わるように努めた。はじめてGIDプロ

グラムを知る方にも、本冊子をめくりながら、その意義、

活動、未来について思い描いていただければ幸いである。

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 委員長・教授 

稲蔭 正彦

Students participating in the Global Innovation 
Design (GID) Program will study for a semester 
at each partner university, allowing them to 
come into contact with the unique, cutting-edge 
approach to design education available at each 
university. Another purpose of the program is to 
give students a trans-national, first-hand experi-
ence of the culture and design industry of each 
location. GID includes the main program de-
signed for students pursuing a Master’s degree 
and an intensive short program held during the 
summer for undergraduate students. The main 
program, the core of GID, combines the differ-
ent approaches to design education cultivated at 
each partner university and seeks to develop a 
synergistic curriculum. 

This year, in anticipation of the implementation 
of this partnership, we ran a pre-program that 
allowed students from each partner university 
to make short-term visits to the other partner 
universities, compared notes on each other’s 

Preface
educational methods, and held a hands-on 
workshop focused on the main program. We 
have also finished working out the details of the 
arrangements and checked over the paperwork 
for visas, accommodations, insurance and other 
matters related to students’ stays abroad.

We have also concentrated our efforts on the 
international marketing of the program. In addi-
tion to creating an original logo design and Web-
based communication tools, we held the first GID 
Symposium and Workshop and began promot-
ing the GID brand. We defined our main target 
audience as business people who could become 
our partners in future GID projects and prospec-
tive GID students. In addition, we broadcast the 
symposium on U-Stream, making it accessible to 
potential partners throughout the world, and suc-
ceeded in attracting many viewers.

We have thus set aside GID’s first year as a 
preparation year for the full-scale activities of 
the program and placed an emphasis on ensur-
ing that it will be a high-quality program. This 
brochure details the activities that have taken 
place during the 2012-2013 academic year, and 
contains a number of essays to give you an idea 
of the kinds of results we anticipate from GID. 
We have included a large number of photos il-

Global Innovation Design (GID) プログラムに参加する

学生は、提携校に一定期間ずつ滞在することにより、そ

れぞれのユニークかつ先端的なデザイン教育に接する。

滞在先の文化やデザインビジネスを肌で感じられるト

ランス・ナショナルな体験を得られることもその意義の

1つである。GIDは修士課程を対象としたメイン・プログ

ラムと学部生を対象とした夏期集中型のショート・プロ

グラムから構成される。メイン・プログラムでは、各提携

校が保持するデザイン教育が合わさり、シナジーが発揮

されるカリキュラム策定が求められる。

このような連携の実現を見据え、今年度は提携各校の学生

が相互に短期間滞在するプレ・プログラムを実施し、教育

メソッドの相互確認とともにメイン・プログラムを見据え

た実践的なワークショップを行った。また、ビザ、宿泊施

設、保険をはじめとする滞在に関する事務処理の確認など

細部にわたる手順設計を完了した。

lustrating the different activities in an effort to 
immediately convey what they were like. We 
hope that this brochure will help those who have 
never heard about the GID program before to 
picture its significance, activities and future as 
they flip through the pages.

Masa Inakage
Dean, Professor in Graduate School of Media Design, 

Keio University
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Royal College of Art and Imperial College London 
(Innovation Design Engineering)

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート　インペリアル・カレッジ・ロンドン
（イノベーション・デザイン・エンジニアリング修士コース）

http://www.rca.ac.uk/    
http://www3.imperial.ac.uk/ 

London is home to both the Royal College of Art and Imperial College London. Their joint 
masters program in Innovation Design Engineering combines the creativity of an art and design college with the techni-
cal rigour of a world leading science based institution. The teaching philosophy is self-directed study and project-based 

Pratt Institute (Graduate Industrial Design)

プラット・インスティテュート（インダストリアルデザイン修士コース）

http://www.pratt.edu/

The Graduate Program in Industrial Design is one of the most intense programs at Pratt 
Institute, bringing the Institute’s heritage of aesthetic sensibility and individual expression 
to the common pursuit of creativity. On projects large and small, students translate ideas 

into a wide variety of forms, systems and structures. The sensibility of each emerging designer flourishes through individual 
thesis projects and contact with the design scene of New York, with its own broad scope of dynamism and heterogeneity.
プラット・インスティテュートのインダストリアルデザイン修士コースは、同校が持つ伝統的な美的感覚と個々の表現力をもとに創造性を追求する、同

校のなかでもとりわけレベルの高いプログラムである。大小様々なプロジェクトにおいて、学生はアイデアを多様な形式に具体化していく。駆け出しの

デザイナーは個別のプロジェクトを通し、ニューヨークという多様で広い視野を持つことのできる土壌において、その感性を磨いている。

Graduate School of Media Design, Keio University (KMD)

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）

http://www.kmd.keio.ac.jp/

The mission of KMD is to educate students for creative global leadership, combining the 
four creativities of design, technology, management, and policy to drive projects on the 
global stage. KMD Method combines Design Thinking, Storytelling, and Global Strategy, 

challenging students to engage with real world problems. Collaboration is at the core, with team members making per-
sonal contributions that collectively result in extraordinary achievements. KMD is a unique design program that combines a 
cutting-edge technology innovation center with a disruptive strategy think tank.
KMDは、デザイン、テクノロジ、マネジメント、ポリシーのデザインにまつわる4つの創造性を連動させて国際舞台でプロジェクトを推進するクリエ

イティブなリーダーの育成を目指している。KMDメソッドは、デザイン思考、ストーリーテリング、グローバル戦略を合体させ、学生に実社会での問題

に取り組ませる。特にコラボレーション型教育は必須であり、個々のメンバーの力を発揮させながらの共同作業は結果として卓越した成果を生み出す。

KMDは先端テクノロジ・イノベーションセンターと破壊的戦略シンクタンクが融合した、ユニークなプログラムである。

learning. Students work on a diverse projects exploring many facets of innovation and technology including different ap-
proaches to innovation design, from fundamental experimentation to disruptive market focus, engineering skills and tech-
nologies, and sustainability.
ロイヤル・カレッジ・オブ・アートとインペリアル・カレッジ・ロンドンは、ともにロンドンを拠点とする。両校のジョイント・プログラムであるイノベー

ション・デザイン・エンジニアリング修士コースは、アートカレッジの創造性と、世界的にも定評のあるサイエンス系カレッジの厳格なエンジニア技術の

融合である。学生はイノベーションとテクノロジの様々な局面を体現しながら、基本的な実験だけではなく、市場焦点での破壊的技術、エンジニアスキ

ル、テクノロジ、持続可能性まで多岐にわたるイノベーションデザインのプロジェクトに取り組む。

GID Partners
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Timeline in Academic Year 2012

GID Symposium 2012
Time and Date: 14:00 - 17:00, November 21 (Wed), 2012
Venue: Auditorium, Academy Hills, 49th floor, 
Mori Tower, Roppongi Hills (Tokyo, Japan)

日時：2012年11月21日（水）14:00～17:00

会場：六本木ヒルズ森タワー49階オーディトリアム（日本、東京）

GID Workshop 2012
Time and Date: 10:00 - 17:00, November 23 (Fri), 2012
Venue: Graduate School of Media Design, Keio Univer-
sity (Yokohama, Japan)

日時： 2012年11月23日（金・祝）10:00～17:00

会場：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（日本、横浜）

Short Program @ Pratt Institute
Dates: July 30 (Mon) – August 3 (Fri), 2012
Venue: Pratt Institute (New York, USA)

日程：2012年7月30日（月）～ 8月3日（金）

会場：プラット・インスティテュート（米国、ニューヨーク）

Preparatory Program @ KMD
Dates: September 14 (Fri) – October 5 (Fri), 2012
Venue: Graduate School of Media Design, Keio Uni-
versity (Yokohama, Japan)

日程：2012年9月14日（金）～ 10月5日（金）

会場：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（日本、横浜）

7 
JUL

8 
AUG

9 
SEP

Short Program @ Pratt

Preparatory Program @ KMD

4 
APR

5 
MAY

6 
JUN

Preparatory Program in New York 1
Dates: October 6 (Sat) – October 26 (Fri), 2012
Venue: Pratt Institute (New York, USA)

日程：2012年10月6日（土）～ 10月26日（金）

会場：プラット・インスティテュート（米国、ニューヨーク）

INTRODUCTION
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1 
JAN

10 
OCT

2 
FEB

1 1 
NOV

3 
MAR

12 
DEC

Preparatory Program in London
Dates: January 31 (Thu) – February 22 (Fri), 2013
Venue: Royal College of Art/Imperial College London 
(London, U.K.)

日程：2013年1月31日（木）～ 2月22日（金）

会場：ロイヤル･カレッジ・オブ・アート /インペリアルカレッジ・ロン

ドン（英国、ロンドン）

Preparatory Program in New York 2
Dates: February 11 (Mon) – February 15 (Fri), 2013
Venue: Pratt Institute (New York, USA)

日程：2013年2月11日（月）～ 2月15日（金）

会場：プラット・インスティテュート（米国、ニューヨーク）

Special Workshop @ KMD: “Start-Up Accelerator”

Dates: February 12 (Tue) – February 16 (Sat), 2013
Lecturer: Professor Paris de L’Etraz, Ph.D.
Venue: Graduate School of Media Design, Keio University (Yokohama, Japan)

日程：2013年2月12日（火）～ 2月16日（土）

講師：パリス・デレトラズ博士

会場：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（日本、横浜）

Special Workshop @ KMD: “The Digital Human Brand”

Dates: February 14 (Thu) – February 21 (Thu), 2013
Lecturer: Josh Spear
Venue: Graduate School of Media Design, Keio University (Yokohama, Japan)

日程：2013年2月14日（木）～ 2月21日（木）

講師：ジョシュ・スピアー氏

会場：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（日本、横浜）

Special Workshop @ KMD: “Learning & Technology Design”

Dates: March 10 (Sun) – March 13 (Wed), 2013
Lecturer: Professor Shelley Goldman, Ph.D.
Venue: Graduate School of Media Design, Keio University (Yokohama, Japan)

日程：2013年3月10日（日）～ 3月13日（水）

講師：シェリー・ゴールドマン博士

会場：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（日本、横浜）

Preparatory Program in London

Special Workshop @ KMD:
 “Learning & Technology Design”

GID Symposium 2012

GID Workshop 2012

Special Workshop @ KMD:
 “Start-Up Accelerator”

Special Workshop @ KMD: 
“The Digital Human Brand”

Preparatory Program in New York 1

Preparatory Program in New York 2
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2012年11月21日KMDが東京で開催したシンポジウムにおいて、GID

プログラムは初めて世界へ紹介された。そこで発表されたGIDの画期的

なビジョンとは、KMDと英国および米国を代表する大学とを繋ぎ、世界

的企業と連携しながら、プロフェッショナルの育成と教育体制の相互強

化を図るというものである。

 

シンポジウムには世界中のイノベーション・カンパニーの代表者が出

席した。文部科学省、米国および英国大使館、慶應義塾大学から来賓を

招いたほか、英国の著名なデザイン研究者であるデイル・ラッセル氏が

基調講演を行い、KMD、RCA & Imperial、Prattの教員がプレゼンテー

ションを行った。

シンポジウム後、11月23日にKMDが主催したワークショップでは、

GIDプログラムの各教育拠点が使用する最先端のイノベーション手法を

シンポジウムの参加者が実際に体験した。

SYMPOSIUM

Global Innovation Design Symposium 2012
@ Auditorium, Academyhills, Roppongi Hills Mori Tower 49F
November 21 (Wed), 2012

On November 21, 2012, the Global Innovation Design Pro-
gram was introduced to the world at a Symposium in Tokyo, 
organized by KMD. The event presented the groundbreak-
ing vision for GID: connecting KMD with leading universi-
ties in the U.K. and USA, and partnering with global enter-
prise for professional development and mutual benefit.
 
Symposium attendees included representatives of innova-
tive companies from around the world. In addition to spe-
cial guests from the Ministry of Education, U.S. and British 
Embassies, and Keio University, the program included a 
keynote address from renowned British design researcher, 
Dale Russell, and presentations by faculty members from 
KMD, the RCA & Imperial, and Pratt.

After the Symposium, on November 23, KMD hosted a 
workshop for Symposium attendees to get hands-on ex-
perience with cutting edge innovation methods used by all 
three GID Program centers.
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Global Innovation Design Symposium 2012
November 21 (Wed), 2012
Venue: Auditorium, Academyhills, Roppongi Hills Mori Tower 49F
Organized by Graduate School of Media Design, Keio University
Supported by MEXT

Program

Event Outline

グローバルイノベーションデザインシンポジウム2012

2012年11月21日（水）

会場：六本木ヒルズ森タワー49階　

　　 アカデミーヒルズ　オーディトリアム

主催：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科

後援：文部科学省

 14:25   Keynote Speech　

   Speaker： Dale Russell

   Title: Creative Catalyst: international design 
   connections are key to innovation

 15:10   Coffee Break

 15:25   Theme: Future of Education and
      Business through Innovation Design

  Session 1 GID trans-national experience “the journey”

  Session 2 GID Business Projects

   Masa Inakage, KMD
   Naohito Okude, KMD
   Daniel Steinbock, KMD
   Steve Diskin, Pratt
   Katrin Mueller-Russo, Pratt
   Miles Pennington, RCA
   Peter Childs, Imperial

 17:00  Closing Remarks

   Masa Inakage, Dean and Professor, Graduate School 
   of Media Design, Keio University

基調講演

デイル・ラッセル

テーマ： 創造的カタリスト： 国際的なデザインのつながりが

イノベーションの鍵となる

コーヒーブレイク

テーマ： イノベーションデザインが切り開く未来の教育と

  ビジネス

GIDのトランス・ナショナルな旅路とは

GIDビジネスプロジェクト

稲蔭 正彦（KMD）
奥出 直人（KMD）
ダニエル・スタインボック（KMD）
スティーブ・ディスキン（Pratt）
カトリン・ミュラーロッソ（Pratt）
マイルズ・ペニントン（RCA）
ピーター・チャイルズ（Imperial）

閉会の辞

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科委員長　

稲蔭 正彦

 13:30  Doors Open

 14:00  Opening and Welcome Remarks

   Masa Inakage, Dean and Professor, Graduate School of 
   Media Design, Keio University

   Osamu Aruga, Director, Office for International Planning, 
   Higher Education Policy Planning Division, Higher 
   Education Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, 
   Science and Technology

   Sara R. Harriger, Education and Exchanges Officer, 
   U.S. Embassy, Tokyo

   Julia Longbottom, Minister (Deputy Head of Mission), 
   British Embassy, Tokyo

   Naoyuki Agawa, Vice President, Professor, Keio University

開場

開会の辞、来賓挨拶

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科委員長　
稲蔭 正彦

文部科学省 高等教育局 高等教育企画課 国際企画室　
室長　有賀 理

米国大使館 教育人物交流担当官　サラ・ハリガー

英国大使館 駐日英国公使　ジュリア・ロングボトム

慶應義塾 常任理事（国際担当）　阿川 尚之
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Keynote Speaker

Dale Russell
Professor

Professor Dale Russell FRCA, internationally 
acknowledged innovation practitioner, futurist 
and academic. Her creative direction, inter-
disciplinary narratives and strategic guidance, 
focused within design and technology innova-
tion, inspire visionary human-focused design 
cultures and projects across a diverse blue-
chip global portfolio. Dale is Visiting Professor, 
Innovation Design Engineering, Royal College 
of Art joint Imperial College course and Visiting 
Professor, Central Saint Martins College of Arts 
and Design, University of the Arts London. Her 
advisory roles include Design Against Crime 
Research; Textile Futures Research Centre; 
Spatial Practices Research; Helen Hamlyn Cen-
tre; and Brunel University’s School of Design 
and Engineering.

デイル・ラッセル
教授

国際的なイノベーションの実践者であり、未来思想家、研

究者。デザインとテクノロジのイノベーションに焦点を

当てた創造的な指導と、学問の領域を越えた戦略的な助

言は、数々の米国優良企業に影響を与えるとともに、来

るべき人間中心のデザイン文化を芽吹かせた。RCAと

Imperialが共同で提供するイノベーション・デザイン・

エンジニアリング修士コースと、セントラル・セント・

マーチンズ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン、

ロンドン芸術大学の客員教授を務め、Design Against 

Crime、Textile Futures Research Centre、Spatial Prac-

tices Research、ヘレンハムリン研究所、ブルネル大学デ

ザイン・エンジニアリングスクールの研究アドバイザー

でもある。

SYMPOSIUM
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Masa Inakage
Dean and Professor
Graduate School of Media Design, 
Keio University

稲蔭 正彦
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
委員長、教授

 

Miles Pennington
Professor, Head of Programme
Innovation Design Engineering Programme 
School of Design
Royal College of Art

マイルズ・ペニントン
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート
スクール・オブ・デザイン
イノベーション・デザインエンジニアリング・プログラム
プログラム長、教授

Steve Diskin
Professor, Chair of Industrial Design
Pratt Institute

スティーブ・ディスキン
プラット・インスティテュート
インダストリアルデザイン・チェアー、教授

 

Peter Childs
Professor, Professorial Lead in 
Engineering Design
Imperial College London

ピーター・チャイルズ
インペリアル・カレッジ・ロンドン
エンジニアリングデザイン・主任、教授

Masa Inakage is an artist/designer, creative director, and producer, 
as well as strategist. He pursues expressive excellence purely for 
art and design, for developing innovative product and service, and 
for designing a creative society for the better future.  He leads and 
advises various projects using his expertise in entertainment de-
sign, story thinking, and user experience design.  Projects are di-
verse, ranging from academic exploration of innovative concepts, 
for-profit innovative products and services, to non-profit project for 
social change.

メディアアーティスト／デザイナー、クリエイティブディレクター、プロデュー

サー、ストラテジスト。常に斬新なアートやデザインの表現力を追い求め、表現力

による価値創造を製品やサービスのイノベーションや創造社会のデザインに展開

している。専門分野は、エンタテイメントデザイン、ストーリー思考、ユーザーの

経験デザイン。

Miles studied Engineering at Exeter University and Industrial De-
sign Engineering at the Royal College of Art, receiving his MDes 
in 1992. After graduating he worked for four years as a designer 
for Sekisui in Osaka, Japan, developing a wide range of products 
from kitchenware to prefabricated housing. In 1997 he returned to 
the UK and established innovation and prototyping consultancy 
Design Stream to work with Japanese and European clients. He 
now splits his time between running IDE, developing international 
educational experiences and when he has time, toy design. 

エクセター大学で工学を学び、RCAでインダストリアル・デザイン・エンジニア

リングを学び、1992年にデザイン修士号を取得。卒業後は積水化学のデザイナー

として大阪で4年間勤務し、台所用品からプレハブ住宅まで幅広い商品の開発に

携わった。1997年に英国に戻り、イノベーションとプロトタイピングのコンサル

タント会社「Design Stream」を設立し、日本とヨーロッパの顧客にサービスを提

供。現在は IDEプログラム運営と国際教育プログラム開発に関わりながら玩具デ

ザインも行っている。

Steve earned a BA in Visual Studies and Masters in Architecture at 
Harvard, and a  PhD at the Swiss Federal Institute of Technology 
in Lausanne. Starting his professional life as an architect in Tokyo, 
he later established an industrial design studio in Los Angeles. His 
HELIX clock is now in the permanent collection of the National 
Design Museum in New York. He has taught extensively, notably 
at Art Center in Los Angeles, and abroad in Switzerland, Germany, 
France, Norway, Denmark, Estonia, Poland, Cyprus, Israel and Tur-
key.  Steve was a Visiting Professor in Prague and Ljubljana prior to 
coming to Pratt. He has shot video documentaries, and published 
a children’s book about musical instruments.

ハーバード大学にてビジュアルスタディーズの学士号と建築の修士号を取得し、スイ

ス連邦工科大学ローザンヌ校にて博士号を取得。建築家として東京でキャリアをス

タートし、その後、ロサンゼルスでインダストリアルデザインスタジオを設立した。

「HELIX」クロックはニューヨークの国立デザイン博物館に常設展示されている。教育

経験も豊富で、ロサンゼルスのアートセンターを始めとし、スイス、ドイツ、フランス、

ノルウェー、デンマーク、エストニア、ポーランド、キプロス、イスラエル、トルコなど

で教鞭をとりプラット着任前には、プラハとリュブリャナで客員教授を務めた。ドキュ

メンタリーの撮影や、楽器に関する幼児向け書籍の出版の経験もある。

Peter’s general interests include: creativity tools; design; fluid flow; 
sustainable energy. He was formerly the director of InQbate, the 
HEFCE funded Centre of Excellence in Creativity and director of 
the Rolls-Royce University Technology Centre for Aero-Thermal 
Systems at the University of Sussex. He is the joint course director 
for the Innovation Design Engineering degree with the Royal Col-
lege of Art, the Design Engineering Group Director, CTO of QBot 
Ltd an Imperial Innovations spin-out, Design Lead for the Manufac-
turing Futures Lab and a member of the educational executive for 
the Climate Knowledge Innovation Centre. 

創造的ツール、デザイン、流体力学、持続可能なエネルギーに関心を寄せる。これ

までに、イングランド高等教育基金協議会が助成する創造性研究拠点である In-

Qbateのディレクターや、サセックス大学のRolls-Royce University Technology 

Centre for Aero-Thermal Systemsにおいてディレクターを務めた。現在はイノ

ベーション・デザインエンジニアリング（IDE）の共同ディレクター、デザインエン

ジニアリンググループのディレクター、インペリアル・イノベーションからスピン

アウトしたQBot Ltdの最高技術責任者、Manufacturing Futures Labのデザイン

リード、およびClimate Knowledge Innovation Centreの教育担当役員を務めて

いる。

Main Speakers
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Katrin Mueller-Russo & Steve DiskinMasa Inakage

This symposium was broadcasted on U-stream

Miles Pennington
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The GID Workshop 2012 was held 
at Collaboration Complex̶main 
base of KMD̶in Hiyoshi campus, 
Keio University on November 23 
in conjunction with the GID Sym-
posium 2012. Members from all 
the participating schools worked 
together to provide a simulated 
experience of the GID Program 
during the full-day workshop. A 
mixed group of 23 students and 
non-students participated in the 
program. Everyone developed 
their own ideas at the workshop, 
rapidly made prototypes of them, 
and then gave presentations and 
shared their opinions in English.

GID Workshop 2012 
Text by Atsuro Ueki

GIDシンポジウム2012の開催に合わせ、

2012年11月23日、KMDの拠点である

慶應義塾大学日吉キャンパス協生館にお

いてGIDワークショップ2012が開催さ

れた。これは各参加拠点が連携し、丸1日

のプログラムの中で一般の方にGIDプロ

グラムを疑似体験してもらう試みである。

社会人や学生、計23名が参加し、各自が

その場で生み出したアイデアを素早く

プロトタイピングして、英語によるプレ

ゼンテーションおよび意見交換を行った。

今回のワークショップのテーマは「お弁

当箱」。非常にシンプルな道具でありなが

ら、食という生活に欠かせない要素を含

み、かつ日本的な文化を内包したもので

ある。しかも、日本の健康生活の代名詞と

して、アメリカやヨーロッパでもブーム

となりつつある。英語で「お弁当みたいだ

ね」といえば、1つの枠内に様々な要素が

詰まったものというニュアンスでもある。

このお弁当箱というモチーフを入口に、

これからの時代に即した新しいお弁当箱

をデザインすることがこのワークショッ

プのゴールとなった。

このワークショップの特徴は、各参加拠

点ごとに1つの島（テーブル）を形作り、

ワークショップ参加者がそれぞれの島を

巡りながらアイデアを具体化していく

ことにある。島を巡るコースは3つ。日

本（KMD）、アメリカ（Pratt）、イギリス

（RCA/Imperial）という、いずれかの拠点

を出発点として、必ず3つの拠点を巡る

ことがルール。各島では拠点ごとの特色

を生かしたチュートリアルを受けながら、

多様性の中での試行錯誤を通して1つの

アイデアを練り上げていく。まさにGID

のコンセプトがコンパクトに再現された

ワークショップといえる。
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各拠点のチュートリアルを簡単にまとめ

ると次のようになる。KMDが提供するの

は、ユーザの観察やフィールドワークに

基づくデザイン。デザインのどのターム

においても、ユーザーを観察し、対話する

ことにより、自身のアイデアを社会との

インタラクションを通じてブラシュアッ

プする。参加者はコンビニエンスストア

の観察や自身のプロトタイプをもちいた

ユーザテストを通じて、本当にユーザー

が求めているのは何かを感覚的に探り出

すことができる。Prattが提供するのは、

素材とフォルムの探求に基づくデザイン。

素材との対話や参加者同士のディスカッ

ションを通じて、自分自身の手で心地よ

いフォルムやこれまでにないモノのあり

方を探求する。用意された様々な素材を

手で折り曲げ、組み合わせ、自分だけが

生み出せる身体的な経験をアイデアへと

結びつける。RCA/Imperialが提供するの

は発想の転換によるデザイン。自身や他

者の経験を土台に、エンジニアリングと

いう異なる切り口からの発想を組み合わ

せて未知のインタラクションを模索する。

アイデアを具体化するにあたり、それぞ

れのモチーフとなる機械的な構造を1つ

選んで、実際に動くプロトタイプをつく

り上げる。エンジニアリングという観点

が入ることにより、デザインの適用範囲

が急激に広がり、イマジネーションの世

界を現実の世界へと結びつけることがで

きる。

これらの一連のデザインプロセスを通し

て、参加者はほぼ丸1日を費やして思い

思いのお弁当箱をデザインした。腰にぶ

ら下げたり、アクセサリーのように身に

着けることの出来るお弁当箱のパッケー

ジや、開いたときに具材が立体的に飛び

出すパーティー向けのお弁当箱、食事の

際の家族とのコミュニケーションを支援

するお弁当箱など様々なアイデアが生ま

れ、会場を沸かせた。

The theme for this workshop was 
“Obento-bako” (Japanese lunch-
boxes). The obento-bako is a very 
simple object, as well as an inte-
gral part of our daily eating habits 
and a distinctively Japanese item. 
In addition, it has become very 
popular in the U.S. and Europe as 
a symbol of a healthy Japanese 
lifestyle. The English expression 
“It’s like an obento” carries the 
nuance of an object with many 
different elements packed into a 
single frame. Using the obento-
bako motif as an entry point, the 
goal of the workshop was to de-
sign new forms of the obento-
bako that would be suitable for the 
next generation.

The workshop featured a layout 
that assigned a single “island” 
(table) to each GID Centers and 
a format where workshop par-
ticipants progressively fleshed out 
their ideas as they visited each 

island. There were three possible 
courses for visiting the islands. 
Participants could start out at 
any of the three centers̶Japan 
(KMD), the U.S. (Pratt) or Britain 
(RCA/Imperial)̶as long as they 
visited all three. They took part in 
a tutorial at each island highlight-

ing the distinctive features of that 
center, progressively refining their 
individual ideas through trial and 
error in a diverse environment. It 
was a workshop that literally rec-
reated the GID concept in a com-
pact form.
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Let us now take a brief look at the 
tutorial for each center. KMD pro-
vided a design tutorial based on 
user observation and fieldwork. 
At every stage of the design pro-
cess, participants enhanced their 
ideas̶by observing users and 
talking with them. Participants 
were able to get a better sense 
of what users really wanted by 
observing a convenience store 
and conducting user tests with 
their own prototypes. Pratt pro-
vided a design tutorial based on 
an exploration of materials and 
form. Participants searched for 
forms that felt comfortable in their 
own hands and original designs 
through a dialogue with the ma-
terials and discussions with other 
participants. They manipulated 
and combined different kinds of 
materials that were provided and 
integrated their physical experi-
ence of the materials, which can 
only be understood through direct 
contact, with their ideas. RCA/

Imperial provided a design tuto-
rial on divergent thinking. Using a 
different perspective of engineer-
ing, participants combined ideas 
based on their own experiences 
and the experiences of others and 
looked for unknown interactions. 
They each chose a mechanical 
structure to serve as a personal 
motif while fleshing out their ideas 
and made a prototype of it that 
could actually move. Looking at 
design from an engineering per-
spective radically expanded the 
range of possible applications and 
allowed participants to form con-
nections between the world of the 
imagination and the real world.

The participants spent almost 
the entire day designing their 
own original obento-bako as they 
moved through this series of de-
sign processes. The workshop 
generated all kinds of ideas̶an 
obento-bako package that could 
be hung from the waist or worn 

like an accessory, an obento-bako 
designed for parties with materi-
als that popped out in a three-
dimensional form when the box 
was opened, an obento-bako that 
facilitated communication with 
family members during meals̶
providing a stimulating experience 
for everyone.
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As a program dedicated to inventing the future 
of design education, the creators of GID have 
taken a designerly approach to the develop-
ment of the program and its curriculum.  For 
this academic year, we designed miniature 
‘prototypes’ of the eventual full-scale main 
program: short-term exchanges to enable stu-
dents from all three Centers to travel to and 
study at the other two Centers. 

Short Program
In the Summer of 2012, Japanese undergradu-
ates visited Pratt in New York for a “Short 
Program” led by faculty from all three Centers. 
Over the course of one week, students par-
ticipated in workshops that emphasized the 
strengths and style of KMD, Pratt and RCA/
Imperial respectively. They also had opportu-
nity to experience the cultural environment of 
New York City.

Pre-Programs
In Fall and Winter, “Pre-Program” exchanges 
were held where Master’s students from all 
three Centers had opportunity to work to-
gether and learn in each other’s home studio 
environment. First, in September, 2012, KMD 
hosted visiting students from Pratt and RCA/
Imperial for a three week workshop series. This 
was followed by three additional Pre-Programs 
that hosted KMD students abroad: 1) Pratt 
hosted KMD students for three week in New 
York City in October, 2012. 2) This was followed 
by a three week Pre-Program hosted at Royal 
College of Art / Imperial College London in 
January-February, 2013. Pratt students joined 
in for one week at that time for a 3-way experi-
ence. 3) Pratt hosted KMD and RCA students 
for one week in February, 2013.

デザイン教育の未来を切り拓くプログラムとカリキュ

ラムをつくり上げるため、GID創設チームは独自のデザ

インアプローチを採用した。今年度の取組みとして、最

終的な完成形であるメイン・プログラムのミニチュア

版ともいえる「プロトタイプ」をデザインした。それが、

3つの各GID拠点の学生が他の2拠点に留学する短期交

流プログラムである。

ショート・プログラム
2012年の夏季休暇中、日本人の学部生がニューヨーク

のPratt を訪れ、全3拠点の教員が実施する「ショート・

プログラム」に参加した。1週間のコースの間、参加学生

たちはKMD、Pratt、RCA/Imperialのそれぞれの強みと

スタイルを生かしたワークショップに参加するとともに、

ニューヨーク市の文化的環境を体験する機会を得た。

プレ・プログラム
秋と冬には「プレ・プログラム」交流が行われ、全3拠点

の修士課程の学生が互いの学校のスタジオ環境で協力し

ながら学ぶ機会を得た。2012年9月には、KMDがPratt

とRCA/Imperialの学生を迎えて3週間のワークショッ

プシリーズを開催した。これに続いて、KMDの学生が

海外に赴く以下の3つのプレ・プログラムが行われた。

GID Programs in Academic Year 2012

2012年度のGIDプログラムについて

1）2012年10月、PrattがニューヨークにKMDの学生を

迎え、1カ月間のプログラムを実施した。2）続いて2013

年1～2月、RCA/Imperialが1カ月間のプレ・プログラム

を実施した。Prattの学生も1週間参加して3者間の交流

が行われた。3）2013年2月、PrattがKMDとRCAの学

生を迎えて1週間のプログラムを実施した。

PROGRAMS
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これらの短期プログラムは、KMDの学生が日本国外の

デザイン教育の実像を知るまたとない機会となった。各

教育拠点は互いに異なる独自のデザイン文化を持つ。

Prattでは、学生は三次元の造形と色彩の研究・創作に重

きを置いた、集中的な単独作業をベースとした伝統的な

芸術学校の環境に触れる。RCAでは、多種多様な材料・方

法・制作プロセスを含むラピッド・プロトタイピングを通

じて、デザイン・コンセプトを徹底的に追求した。KMD

の学生は、RCAとPrattの学生と隣り合ってプロジェク

トに取り組み、そして、それぞれの独自のデザインスタ

イルを結び付けることにより、GID特有の国境を超えた

新たなスタイルを確立させることを学んだ。

このような「国境を超えた教育」という前例のない体験

を学生に提供するプログラム運営に関する知見を得るた

めに、GID創設チームは今年度の短期プログラムを慎重

に評価した。ここから得られた知見は、新学期から本格

的に開始されるメイン・プログラムのデザインに反映さ

れる。

These short-term programs were invaluable for 
giving KMD students a taste of what design 
education is like outside Japan. Each Center 
has a distinct design culture, different from 
the others. At Pratt, students are exposed to a 
traditional art school environment based on in-
tensive solo work, with special attention to the 
study and creation of three-dimensional forms 
and color. At RCA, students conduct extensive 
explorations of design concepts through rapid 
prototyping in a huge variety of materials, 

methods and manufacturing processes. KMD 
students worked side by side on projects with 
RCA/Imperial and Pratt students, learning to 
bridge their distinctive design styles and estab-
lish the emerging trans-national style of Global 
Innovation Design.

These short-term programs were carefully 
evaluated by the GID Program developers in or-
der to gather insights about operating such an 
unprecedented trans-national education expe-
rience. These insights are shaping the design 
of the full-scale main program, launching in the 
coming academic year.

PROGRAMS
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Short Program @ Pratt Institute
July 29 (Sun) – August 5 (Sun), 2012
Participating Students: 10 Japanese Undergraduate Students

Text by Atsuro Ueki

The first GID Short Program was held from July 
29 to August 5, 2012 at Pratt Institute. Though 
only a week in length, the program allowed ten 
Japanese undergraduate students (9 students 
from Keio University, 1 student from another) 
to travel to Brooklyn, New York and explore 
a transcultural design scene they had never 
experienced before, develop their own design 
ideas and prototypes, and take their first step 
toward innovation design. 

The short program brought together instruc-
tors from the three GID centers, and each 
center spent a day training students accord-
ing to the design methods of the respective 

2012年7月29日から8月5日まで、第１回目のショー
ト・プログラムが実施された。ショート・プログラムは

いわば学部生のためのGID体験コース。1週間という短

い時間だったが、参加した10名の日本人学生は、ニュー

ヨーク・ブルックリンという異国の地でこれまで体験し

たことのないトランスカルチュラルなデザインの現場に

身を置き、自らアイデアやプロトタイプをつくり出し、

イノベーションデザインへの第一歩を踏み出した。

ショート・プログラムの特徴は、Prattを舞台に、3つの

GID拠点の教員が集合し、日替わりで各大学のメソッド

に基づいたトレーニング・プログラムを提供することに

ある。全くアプローチの異なるデザインメソッドやその

背景にある文化を短期間で一気に吸収しながら、同時に

ニューヨークという都市のリアルな異文化を肌で感じ

る。洪水のように押し寄せる未知の体験に戸惑いながら

も、それを自らの発想の糧とし手を動かすことで、イノ

ベーションデザインの核となるダイバーシティーを身に

付けることが狙いとなる。

参加学生のほとんどは、デザイン教育というバックグラ

ウンドを持たないにもかかわらず、プログラムを通じて

生み出した提案はどれも驚くほど魅力的なアイデアと

なった。

university. Students absorbed these radically 
different methods, and their underlying phi-
losophies, in a short period of time, all while 
they enjoyed the cross-cultural experience of 
living in New York City. They made it their goal 
to harness diversity, the core of innovation de-
sign, by using the bewildering flood of strange, 
new experiences as fuel for their ideas and in-
corporating these ideas into their work.

Despite the fact that most of the participat-
ing students did not have an academic back-
ground in design, the ideas they proposed over 
the course of the program were surprisingly 
creative.

Introduction
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On the first day of the short program, students 
went on a tour of Pratt and New York City. 
Pratt Institute is a center of design that sprung 
from the American Industrial Revolution. The 
school’s buildings retain the distinctive imprint 
of that era and are lined with artworks by past 
graduates. After looking at a variety of machine 
tools and facilities for manufacturing, short pro-
gram students took off for New York’s Grand 
Central Terminal. They went on a journey led 
by Katarina Posch, a Pratt professor of design 
history, that traced the beginnings of the city of 
New York and its relationship to industry.

Short Program Projects

KMD designed the program for the second 
day. In the morning, Professor Inakage held a 
workshop on “storytelling” in which the stu-
dents turned their cross-cultural experiences 
from the previous day into a story and went 
through several processes to develop the story 
into a delightful presentation. In the afternoon, 
Professors Okude and Uriu held a workshop on 
“design thinking,” in which they trained stu-
dents on how to develop perceptions and ideas 
drawn from fieldwork (observations in the field) 
into more concrete concepts.

ショート・プログラム初日はPratt、そしてニューヨーク

を巡る都市体験ツアーとなった。舞台となるPrattはアメ

リカの産業革命を担ったデザインの拠点であり、当時の

様子を色濃く残す校舎に卒業生のアート作品が並ぶ。物

づくりのための様々な工作機械や制作環境を見た後は、

ニューヨークのグランドセントラル駅へ移動。Prattでデ

ザイン史を教えるカタリーナ・ポッシュ教授の解説を聞

きながら、ニューヨークという都市の成り立ちと産業の

関係をたどる行程となった。

2日目はKMDの提供するプログラムとなった。午前中

は稲蔭正彦教授による「ストーリーテリング」のワーク

ショップにおいて、前日の異文化体験をもとに、いくつか

の行程を通してストーリーをつくり上げ、魅力的なプレ

ゼンテーションを仕立てた。午後は奥出直人教授、瓜生

大輔講師のもと「デザイン思考」のワークショップを行っ

た。Prattのスティーブ・ディスキン教授の部屋を訪問し

エスノグラフィー調査、現場での観察や質問を通してア

イデアをより具体的なコンセプトへと繋げるトレーニン

グを行った。
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On the third day, students experienced a “3D 
abstraction” workshop led by Pratt instructors. 
Under the guidance of Professor Karen Stone, 
students were trained in clay modeling and 
composition, learning through sensory experi-
ence how to create visual variety and comfort 
by combining simple objects. In the afternoon, 
students visited a Knoll showroom, where Pro-
fessor Stone engages in her work, and saw how 
the modeling they had studied earlier could be 
used to make products at an actual furniture 
design company.

3日目はPrattの提供する「3Dアブストラクション」ワー

クショップを体験した。Prattのカレン・ストーン教授の

指導の下、粘土を用いた造形とコンポジションのトレー

ニングで、シンプルなオブジェクトの組み合わせがどの

ようにして視覚的な多様性や心地よさを生み出すのか

を体感的に学ぶ。午後は同教授のもう1つの職場である

Knollのショールームへ移動し、実際の家具デザインの現

場で、造形物が商品へと変わりゆく様子を目にした。

4日目はRCAのマイルズ・ペニントン、アシュリー・ホー

ル両教授と Imperialのピーター・チャイルズ教授が合同

で提供する「つくりながら考える」ワークショップ。実際

に製品として販売されている電化製品を、自らの手で分

解し、試行錯誤を繰り返しながら別のアイデアへと再構

成する。トースターや扇風機などを実際に分解すること

で製品の具体的な構成や機構を学びながら、それを全く

異なる発想で奇想天外なアイデアへと繋げていった。

On the fourth day, Professors Miles Pennington 
and Ashley Hall from the RCA and Professor Pe-
ter Childs from Imperial College London jointly 
held a workshop on “Thinking While Creating.” 
Students took apart real, commercially-sold 
electrical appliances with their own hands and 
reassembled them in different ways through 
a process of trial and error. Students learned 
about the configuration and mechanisms of 
products like toasters and electric fans by taking 
them apart, an unconventional activity that led 
to disruptive, unconventional ideas.
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PROGRAM

On the fifth and final day of the program, stu-
dents were given the chance to create their 
own designs and give presentations on them at 
a workshop. Overcoming their shaky grasp of 
English and modeling technologies, each gave a 
presentation and discussed it with the teaching 
staff. In closing, each student received a certifi-
cate of completion from Professor Steve Diskin 
of Pratt.

最終日となる5日目はワークショップを通して学生が自

らのデザインを生み出しプレゼンテーションを行った。

学生は慣れない英語と造形技術をアイデアでカバーしな

がら、思い思いのプレゼンテーションを行い、教授陣と

意見交換を行った。すべての行程を終えた後、各学生は

ディスキン教授から修了証を受け取った。
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The 2012 short program provided an excellent 
learning opportunity for not only the students, 
but also the teaching staff leading the pro-
gram. Instructors from each university were 
exposed to the educational methods of the 
other GID partner institutions. It was the first 
opportunity they had ever had to actually oper-
ate and implement a program that was organi-
cally linked these diverse methods. Although 
the schedule and content of the program had 
been worked out beforehand, the teaching 
staff modified and shaped the content interac-
tively as they observed the different activities 
offered by the other instructors and how stu-
dents reacted. Thus the program itself was a 
design process, as well as a place where these 
kinds of possibilities could be experimented. 
In addition, we were able to accommodate 
hearing-impaired students who needed extra 
support̶an experience that taught us a great 
deal about how to effectively and responsively 
assist students during a study abroad.

Short Program Outcomes

After the completion of the short program, we 
collected reports from each student, summa-
rizing their experiences, and held a debriefing 
session to solicit more detailed feedback on 
improvements that could be made. The level of 
satisfaction among participants was very high, 
and we received a lot of comments like, “One 
week is too short. I wanted to spend more time 
there.” We also received valuable feedback on 
specific areas for improvement. For example, 
some thought it would be good if participants 
could take a tutorial explaining the theoretical 
background of the design methods of each 
GID center before they left Japan, since there 
was not enough time to cover this during the 
program. Another suggestion was that they 
would have felt a greater sense of achieve-
ment if the entire program had been designed 
more around the goal of integrating the design 
methods of all three centers into a single proj-
ect. Three of the students who participated in 
the program decided they wanted to continue 
studying at KMD and went on to do so.

今回のショート・プログラムは学生だけでなく、主催する

教員陣においても大きな学びの機会となった。各大学の教

員がお互いの教育メソッドを体験し、さらにそれらが有機

的に結びついたプログラムを実際に運用・実践する機会は

今回が初めてであった。プログラムの日程や内容は事前に

練られていたものの、お互いの提供するプログラムや学

生の反応を観察しながら、インタラクティブにプログラム

内容を調整・再編していくプロセスでもあり、またその可

能性を実感できる場でもあった。さらに、今回の参加者に、

聴覚障害のため追加のサポートを必要とする学生を受け

入れることが出来たことにより、留学中にどのように効果

的に支援を行うことが出来るかの知見を得られたことも

大きい。

ショート・プログラム終了後には、一連の体験をまとめ

た学生ごとのレポートの収集および報告会の開催を実施

し、より詳細な改善に向けてのヒアリングを行った。参

加者の満足度は非常に高く、「1週間では短すぎる、もっ

とじっくりと体験したかった」という声が多かった。ま

た具体的な改善点として、「各拠点の教育メソッドの理論

的背景を理解するには忙しすぎるため、渡航前にチュー

トリアルが受けられると嬉しい」、「プログラム全体を通

して各拠点のデザインメソッドがより生かされるような

ゴールが設計されていると達成感が大きい」、などの貴重

な意見を得ることもできた。なお、本プログラムに参加

した学生のうち、3名がKMD修士課程への進学を決意。

本学で学ぶことになった。
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全く異なるデザイン文化に触れること、これがGlDで学生が得られる経

験の中核である。KMDの学生たちは、ニューヨークを訪れ、Pratt で開

催されたプレ・プログラムに参加し、伝統的な芸術学校の環境における

学習と作業がどのようなものであるかを体験した。

KMDとPrattのデザイン文化には数多くの違いがある。KMDの学生は

チームでデザインプロジェクトに取り組むことに慣れているのに対し、

Prattでは、ほぼすべてのプロジェクトを個人で行う。目標は、一人ひと

りの学生がデザイナーとして個性を表現できるようになることである。

学生は独りで作業することにより、コンセプト、プロトタイピング、エン

ジニアリング、美的感覚、制作というプロダクト開発のサイクルのすべ

ての要素を、自ら責任を持って学ばなくてはならない。

Central to the student experience of Global Innovation 
Design is immersion in radically different design cultures. 
When KMD students traveled to New York for the GID Pre-
Program hosted by Pratt, they discovered what it’s like to 
learn and work in a traditional art school environment.

There are many differences between the design culture of 
KMD and the culture of Pratt. KMD students are used to 

Crossing Design Cultures: 
Pratt and KMD 
Text by Daniel Steinbock

Prattの物理的な作業環境が、この個別教育のスタイルを支えている。同

学年の学生が共有するデザインスタジオに、すべての学生が自分用の作

業場を持つ。作業は個人で行うが、互いに孤立しているわけではない。

スタジオでは常に様々なやり取りが行われる。アドバイスを求めたり、

友人と交流したり、厳しい締め切りを互いに気遣ったりする。個人の作

業場があるということは、制作途中の作品を壊れやすい状態のまま、何

日もあるいは何週間も置いたままにできるということでもある。絵の

具、材料、道具を置いたまま、いつでも作業を再開できる状態にしておけ

る。あるPrattの学生は、「自分の机は散らかしておける自宅のようなも

の」と話す。散らかすことができる場所を学生に与えることはファイン

アート・スタジオの伝統に則ったものであり、さらなる創造性の追求と

造形の洗練へと繋がっている。

working in teams on their design projects. But at Pratt, al-
most all projects are done individually: the goal is for each 
student to develop his or her unique voice as a designer. 
By working alone, each student must take responsibility for 
learning all aspects of a product development cycle: con-
cept, prototyping, engineering, aesthetic, production.

The physical work environment of Pratt supports this in-
dividualized education style. Every student gets his or her 
own personal workspace in a design studio shared by stu-
dents at the same level. Even though the work is individual, 
students are not isolated from each other. They constantly 
interact in the studio, asking for advice, socializing, commis-
erating over deadlines, etc. A personal workspace means 
works-in-progress can be left in fragile states of develop-
ment over days or weeks. Paints, materials and tools can be 
left in place, ready to resume work at a moment’s notice. As 
one Pratt student said, “my desk is a home for my mess.” 
Giving students opportunity to make a mess follows the 
tradition of a fine art studio, conducive to extended creative 
exploration and refinement of forms.
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これに対して、KMDの学生は共同の作業場しか持たないため、制作途中

の作品は簡単に保管場所に移動できなければならない。作業セッション

が終わるたびに道具と材料を片付け、次のセッションの開始時に再び取

り出す必要がある。この作業スタイルは不便に思えるが、セッションを

個別のユニットに分割することで、作業を素早く反復して行うことにな

る。セッションの始めと終わりに物理的な再構成を行うが、これは同時

に、概念的な再構成を自然に繰り返す機会となる。個人スペースが個人

のプロジェクトの作業を支えるのに対し、共同スペースは創造的なチー

ム作業を支える。グループが集まり、一緒に腰を下ろし、共同制作したプ

ロトタイプについて話し合う。グループでの話し合いと個人としての役

割をシームレスに移行できる大きな空間が存在する。共同スペースはま

た、1日を通して様々な人々が色々な目的で使用することができる。

このような異なる種類の作業場（個人 vs 共同）は、創造行為に異なる制

約を課す。それぞれに一長一短があり、異なる種類の作業スタイルに適

しており、学生間の多様な交流を促進する。GIDの学生は全く異なる作

業環境間を行き来し、それぞれ異なる種類の創造的行為を学ぶという、

他では得られない機会を得る（ちなみに、RCA/Imperialの作業場はPratt

と同様に個人専用のスペースがある）。もちろんこれは、国境を超えた

GIDのデザイン教育から学生が受ける多くの恩恵のうちの1つに過ぎな

い。GIDは、多種多様な環境で様々なデザイナーと共同作業できる、柔軟

でクリエイティブなリーダーとなる人材を育成しているのである。

Students at KMD, in contrast, have only shared work-
spaces, so works-in-progress must always be easily move-
able to storage. Tools and materials must be put away at 
the end of every work session and retrieved at the start of 
the next. While apparently inconvenient, this work style 
encourages rapid iteration by breaking work sessions into 
distinct units. Sessions begin and end with a physical re-
configuration which creates natural, repeated opportunities 
for conceptual reconfigurations as well. While personal 
space supports individual project work, shared space sup-
ports creative teamwork. There’s ample space for groups 
of people to gather, sit together, discuss co-developed 
prototypes, and move seamlessly between collaborative 
discussion and individual tasks within the same workspace. 
Shared space can also be used by many different people 
for many different purposes over the course of a single day.

As you can see, these different kinds of workspaces ̶ per-
sonal versus shared ̶ put different constraints on creative 
practice. Each has its strengths and weaknesses, supports 
a different kind of work style, and different kinds of interac-
tion between students. Students in the Global Innovation 
Design Program have a unique opportunity to travel be-
tween very different kinds of work environment and learn 
the different kinds of creative practice that each affords. 
(The workspaces at RCA/Imperial, by the way, are similar 
to Pratt by providing dedicated personal space.) This is 
just one of many ways that GID students benefit from their 
trans-national design education, preparing them to become 
flexible creative leaders capable of working with diverse 
kinds of designers in diverse environments.
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Preparatory Program @ KMD
September 14 (Fri) – October 6 (Sat), 2012
Participating Students: 3 from Pratt, 3 from RCA/Imperial and KMD Students

Text by Daisuke Uriu

KMD hosted a Pre-Program from September 14 to October 
5, 2012, with group projects carried out by mixed teams of 
students from Pratt, RCA/Imperial and KMD. A year earlier, 
Pratt and RCA/Imperial students had spent a week at KMD 
participating in many short workshops that could only pro-
vide samples of KMD’s extensive curriculum. This year’s 
Pre-Program doubled as a dress rehearsal for the main 
program, with short-term intensive coursework culminating 
in a final project. The period of the program coincided with 
the introductory lectures for foundational courses taken by 
all KMD students entering the Master’s degree program. 
Pre-Program students participated in these lectures as well, 
integrating into their final project KMD’s unique combina-
tion of design thinking and four skill areas: design, technol-
ogy, management and policy.

2012年9月14日から10月5日にかけて開催されたプレ・プログラム

は、Pratt、RCA/Imperial、KMDの学生混合のチームによるグループ

ワークを主体に行われた。2011年度にPrattとRCA/Imperialの学生が

約1週間滞在した際は、時間の制約もあり、KMDの幅広いカリキュラム

をつまみ食いするような、短時間で完結する複数のワークショップによ

るプログラム構成であった。しかし今回のプレ・プログラムはメイン・プ

ログラムに向けた実践的なリハーサルを兼ね、短期集中型のコースワー

クが最終課題として設定された。この期間は、KMDの9月入学生に向け

た基礎クラスの講義が開催される時期であり、学生たちはこれらの講義

にも参加して、KMD独特のデザイン、テクノロジ、マネジメント、ポリ

シーの4つのスキルを身に付けながら最終課題に取り組んだ。学生たち

にはKMDの講義で学ぶ様々なリテラシーとデザイン思考のテクニック

を包括的に駆使することが求められた。
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Despite the limited three-week period, students were 
required to complete comprehensive projects, including 
ethnography research in the town of Hiyoshi, physical pro-
totyping, and narrative videos portraying user experiences 
using the prototypes. The target user and subject for de-
sign in this project was Professor Daniel Steinbock, a KMD 
faculty member who had just been hired in September to 
develop the GID Program at KMD. Students did ethnog-
raphy research on the question, “How does a foreigner 
who doesn’t know Japanese make purchases in the town 
of Hiyoshi?” and worked on designing media to support 
Daniel’s daily life there. As a vegetarian, he was concerned 
about the ingredients in the food and struggled with Japa-
nese food labels he couldn’t read. Often, he would have 
difficulty communicating with shop assistants who couldn’t 
speak English.

Three teams worked independently on this project, mod-
eling experiences gained during this research. One team 
designed a shopping basket with a navigation system that 
directs you where you want to go inside the supermarket. 
Another team designed a digital bracelet that recognizes 
desirable and undesirable product ingredients. The third 

3週間という限られた期間ながら、学生たちには、日吉の街を舞台とす

る本格的なエスノグラフィー調査、プロトタイプ制作、プロトタイプ

を使用する経験を描く映像の制作といった包括的な成果が要求された。

コースワークの主役となったのは9月からGIDプロジェクトの担当とし

てKMDの特任講師となったダニエル・スタインボックである。学生たち

は「日本語の理解できない外国人がどのように日吉の街で買物をするの

か」についてのエスノグラフィー調査を行い、彼の日常生活を支援する

メディアのデザインに取り組んだ。菜食主義者である彼は、食品の成分

に気を使い、「読めない」日本語のラベルに苦心する。あるいは英語の話

せないショップの店員とあの手この手でコミュニケーションを試みる。

この調査で得られた経験を形にするコースワークは3つのチームに分

かれて行われた。あるチームはスーパーの中で進みたい方向をナビゲー

ションしてくれる買い物カゴ、別のチームは専用の端末を用いて商品の

成分を読み取る機器を、そしてもう1つのチームは日本初心者である外

国人の街歩きをガイドする「忠犬ハチ公」をモチーフとしたメディアを

デザインした。いずれもダニエルの買物や街歩きの経験を、それぞれの

視点で解釈し、実際に企業などへ「企画プレゼン」できるようなコンセプ

トをつくり上げ、そして造形を駆使したプロトタイプと、サービスを利

用する物語を表現した映像を通して、ユニークかつ魅力的に表現した。

KMD Pre-Program Projects

team designed a robot dog, “Hachik  the Faithful Dog,” 
to guide foreign newcomers through Japanese places and 
culture. Each team interpreted Daniel’s experiences of 
shopping and walking around town according to their own 
viewpoint. They developed concepts that could actually be 
used for pitches aimed at organizations like supermarket 
companies, and represented concepts with fully-modeled 
prototypes and videos depicting a story about using their 
services.
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actual state, were compelling -- not only as products, but 
also as concepts with the potential to improve the life of the 
intended user, Daniel. The projects underwent a compre-
hensive design process, from the “pie-in-the-sky” stage, 
to their representation as highly developed prototypes that 
could be picked up and worn on the body, all the way to 
questions about their technical feasibility and potential ap-
plication to services and businesses.

KMD Pre-Program Outcomes

てだけでなく、実際に想定ユーザーであるダニエルの生活を支援できそ

うなコンセプトとしての説得力を持つ。それを「絵に描いた餅」のレベル

から、実際に手に取り、身に着けられる完成度の高いプロトタイプとし

ての表現、技術的な実現可能性の議論、そしてサービス、ビジネスとして

の可能性まで、包括的なデザインの提案とディスカッションが行われた。

The outcomes of the three-week-long course project were 
full of the power produced by the collective efforts of KMD 
students with their regular engagement in projects follow-
ing design thinking processes, Pratt students with their 
excellent modeling skills, and RCA/Imperial students with 
their wide-ranging command of everything from concept 
design to engineering. The works they designed, based 
on ethnography that seeks to understand human life in its 

3週間にわたるコースプロジェクトの成果は、日頃からデザイン思考の

プロセスに沿いつつプロジェクト活動を行うKMDの学生、高い造形力

を誇るPrattの学生、そしてコンセプトデザインからエンジニアリング

まで幅広くこなすRCA/Imperialの学生が協同で取り組むことによって

生まれるパワーに溢れていた。人間の暮らしをありのままに理解するエ

スノグラフィー調査に基づいてデザインされた作品は、プロダクトとし
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This year’s Pre-Program left us with many ideas and in-
sights as to what GID students in the main program should 
study and achieve over the half-year period of their stay at 
KMD. The sequence of ethnography research on intended 
users of services, followed by the development of those 
services based on the resulting data, effectively equipped 
students with the skills of design thinking and prototyp-
ing within a limited period of time. GID design projects 
that bridge the cities of Tokyo, London and New York will 
prove to be intriguing design experiments that cannot be 
reproduced anywhere else. And if, following the ideas be-
hind KMD’s Real Projects, we can establish a place where 
students design concepts for real companies and clients, 
it will lead to more meaningful outcomes for participating 
students, in KMD as well as GID.

今回のプレ・プログラムの成果は、メイン・プログラムで長期滞在する

GID学生たちが、何を学び、何を達成すればよいのか、その議論に対して

多くのアイデアとヒントを残した。サービスを使用する想定ユーザーに

対するエスノグラフィー調査とそのデータを元にしたサービス開発の

流れは、限られた時間でデザイン思考とプロトタイピングのスキルセッ

トを身に付けるために有効であった。GIDならではの東京・ロンドン・

ニューヨークにまたがる調査をもとにしたデザインプロジェクトが実現

できれば、文字通り他には真似できない興味深い試みとなるだろう。あ

るいはKMDのリアルプロジェクトの思想を踏襲し、実際に企業等のク

ライアントに向けてデザイン提案をする場を設けること、また願わくば

クライアントとともに実社会に向けたサービスやプロダクトを輩出し

ていくことができれば、参加する学生にとっても、KMDそしてGIDに

とっても非常に有意義なものとなるだろう。
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KMD主催による日本でのプレ・プログラムに続いて、

ニューヨークのPrattとロンドンのRCA/Imperialにおい

てプレ・プログラムが開催された。KMDの学生はそれぞ

れの提携校にほぼ1カ月間留学し、現地の学生や教員と

共に作業しながら、デザイン・プラクティスに対する各提

携校独特の視点を学んだ。

After the KMD-hosted Pre-Program in Japan, 
Pre-Programs were held at both Pratt Institute 
in New York City and RCA/Imperial in London. 
KMD students spent nearly a month visiting 
and studying at each of these partners, work-
ing alongside local students and faculty to learn 
their unique perspective on design practice.

Introduction

Preparatory Programs in New York & London
1. @ Pratt, New York City
Dates: October 6 (Sat) – October 28 (Sun), 2012
Participating Students: 4 from KMD

2. @ RCA/Imperial, London
Dates: January 30 (Wed) – February 24 (Sun), 2013
Participating Students: 4 from KMD, 3 from Pratt

3. @ Pratt, New York City
Dates: February 10 (Sun) – February 17 (Sun), 2013
Participating Students: 3 from KMD, 3 from RCA/Imperial

Text by Daniel Steinbock 
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At Pratt, visiting students joined in classes with 
Pratt students. In the famous “3D abstrac-
tion” class, they worked on three-dimensional 
form making projects, learning to shape ab-
stract forms out of plaster and arrange them 
in space to create dynamic relationships and 
tensions. For most KMD students, this was 
their first time working in the medium of plas-
ter (a common material for art and sculpture 
students), but they accepted the challenge and 
performed well alongside their Pratt peers. In 
other classes, they learned about the history of 
industrial design, toy design, and about color 
theory in its application in the construction of 
physical materials. The color theory class dem-
onstrated one emphasis of the Pratt approach 
to industrial design: a focus on three-dimen-
sional objects made from plastic, glass, metal, 
wood, etc., reveals how color ‘theory’ applies 
to real physical objects, not just in the abstract 
mixing of paint colors on a flat canvas.

Prattに留学した学生は、同校の学生とともに授業に参加

した。有名な「3Dアブストラクション」の授業では三次元

造形を創作するプロジェクトに取り組み、石膏から抽象

的な形を削り出して空間に配置し、ダイナミックな関係

性と緊張感を生み出すことを学んだ。ほとんどのKMD

の学生にとって、石膏という素材（美術と彫刻の学生には

なじみのある材料）を扱うのは初めてであったが、彼ら

は果敢に挑戦し、Prattの仲間と共に健闘した。別の授業

では、工業デザインや玩具デザインの歴史、物理的素材

を構築する際の色彩理論の応用について学んだ。色彩理

論の授業では、工業デザインに対するアプローチにおい

てPrattが重視する要素の1つが示された。それは、絵の

具を平面のキャンバスに抽象的に混ぜ合わせるだけでな

く、プラスチック、ガラス、金属、木などからつくった三

次元の物体を用いることにより、現実の物理的な物体に

色彩に関する「理論」がどのように応用されるかを明らか

にすることであった。

New York Projects
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At RCA/Imperial in London, students don’t take 
courses in the typical sense. Instead, they work 
on a standard sequence of challenging proj-
ects, each lasting 3-4 weeks typically. Some 
projects are team-based and others are solo, 
ranging from conceptual product development 
to full-scale manufacturing. The rapid move-
ment from one project to the next means the 
curriculum is fast-paced, always new and chal-
lenging. During the Pre-Program in London, 
visiting students from KMD and Pratt joined 
a project called Gizmo, in which they learned 
how to combine basic mechanical elements 
(bearings, shafts, gears, belts, chains, fasten-
ers, clutches, brakes, seals, actuators and mo-
tors) into a whimsical machine. Past projects 
have included a miniature steam engine, an au-
tomatic cocktail mixer, a pinwheel factory, and 
a popcorn machine. Students worked solo, but 
with constant guidance from RCA and Imperial 
project tutors, as well as their student peers.

ロンドンのRCAでは、学生は一般的な意味での授業を履

修しない。その代わり、やりがいのある一連のプロジェ

クトに日々取り組む。1つ1つのプロジェクトは通常3～

4週間続く。チームで行うプロジェクトもあれば、ひと

りで取り組むプロジェクトもあり、コンセプチュアルな

製品提案からフルスケールのマニュファクチュアリング

にいたるまで多岐にわたる。1つのプロジェクトから次

のプロジェクトへと矢継ぎ早に進行されるカリキュラム

は、常に新鮮で個々の能力が試されるものばかりである。

ロンドンのプレ・プログラムでは、KMDとPrattからの

留学生がGizmoと呼ばれるプロジェクトに参加した。こ

こでは、基本的な機械部品（ベアリング、シャフト、ギア、

ベルト、チェーン、ファスナー、クラッチ、ブレーキ、シー

ル、アクチュエーター、モーターなど）を組み合わせて奇

抜な機械をつくることを学んだ。過去のプロジェクトで

は、RCAの学生たちはミニチュア蒸気機関、自動カクテ

ルミキサー、風車工場、ポップコーンマシーンなどをつ

くったという。学生はひとりで作業したが、仲間の学生

たちに助けられ、RCAと Imperialのプロジェクトチュー

ターからの指導を常に受けた。

London Projects
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Pratt、RCA/Imperialはともに、プレ・プログラムの留学

生に対し、デザインスキルのレパートリーを広げ、デザ

インとは何かという彼ら自身の定義までをも拡大するこ

とを求めた。KMDの学生は、主にユーザー中心のコンセ

プトを重視したデザインに慣れ親しんでいる。これは、

デザイナーチームが人間の具体的な状況（博物館を訪れ

る、など）を分析することによって、現在のユーザーエク

スペリエンスをデザインがどうサポートし、改善できる

かを考えるというものである。学生はPrattで美的感覚

を重視するタイプのデザインに触れ、美しく感性的な造

形のデザインを体験した。RCAでは、新しい製品コンセ

プトを追求する中で、意図的に奇抜なものをつくること、

思いがけないものを並置して対比することの価値を学ん

だ。デザインと創作活動に対するこのような新しい視点

は、留学生に課題を突き付ける。これこそが、GIDプログ

ラムが大きな価値を持つ理由である。GIDの学生は、デ

ザインにはより大きな可能性があることを実感し、様々

な視点を自分の作品の中で統一する独自の能力を身に付

けて、留学から戻るのである。

Both Pratt and RCA/Imperial challenged the 
visiting Pre-Program students to expand their 
repertoire of design skills and even their very 
definition of design. KMD students are ac-
customed to design as primarily focused on 
a user-centered concept: a team of designers 
studies a particular human situation (e.g. a 
museum visit) in order to discover ways that 
design could support and improve on the 
existing user experience. At Pratt, students 
were exposed to a form of design that empha-
sized aesthetics and the design of beautiful, 
emotional forms. At RCA/Imperial, students 
learned the value of deliberate whimsy and 
unexpected juxtaposition in exploring new 
product concepts. These new perspectives on 
design and creative practice challenged visit-
ing students, and this is exactly why the Global 
Innovation Design program is so valuable. GID 
students return from their studies abroad with 
an expanded sense of what is possible through 
design and a unique ability to integrate diverse 
perspectives into their creative work.

Pre-Program @ Pratt & RCA/Imperial

Outcomes
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GIDがロンドンで提携しているのは、

RCAと Imperial College London（Impe-

rial）が合同で提供する“Innovation De-

sign Engineering”（IDE）プログラムであ

る。活動の場は主にRCAの IDEスタジオ

であり、プログラムの学生は両大学から

それぞれ修士号を取得することになる。

IDEスタジオとそこに隣接するワーク

ショップ（それぞれの制作・加工技術に特

化した作業部屋）の第一印象は、設備が実

に充実しており、贅沢といっていいほど

のものであった。木、金属、プラスチック、

陶器、ガラスなどを扱える数多くのワー

クショップは、強い職人意識に満ちてい

る。学生は、各ワークショップで長い時

間を過ごし、それを見守るワークショッ

プ助手から指導を受けるほか、Imperial

（RCAから徒歩10分の場所にある）で技

術的に高度なワークショップも利用する。

学生生活における創作の中心地となる

IDEスタジオでは、学生一人ひとりが自

分の机を持つ。後で片づけさえすれば、創

作活動中はいくらでも散らかすことが許

されている。プロジェクトは単独でも共

同でも行う。どちらの場合も学生はスタ

ジオに集まり、話し、食事をし、スケッチ

する。新しいアイデアを思いつくと、ワー

クショップに行き何かをつくり、それを

スタジオに持ち帰り議論する。このプロ

セスを何度も繰り返し、多種多様なプロ

トタイプをあっという間につくり上げる。

これが、RCA/Imperial流デザイン・アプ

ローチの最大の強みである。学生は、物理

的なプロトタイプをデザインし、構築し、

評価し、改善することを通じて、幅広い

デザインのコンセプトを追求する。これ

により短時間で多くのサイクルをこなし、

イノベーションを加速させることができ

るのである。

In London, GID partners with the 
“Innovation Design Engineering” 
(IDE) program, a joint venture of 
the RCA and Imperial. Students in 
the program earn a double Mas-
ter’s degree from both institu-
tions, but are primarily housed in 
the IDE studio at the RCA.

One’s first impression of the IDE 
studio and its adjoining work-
shops is of a well-equipped space 
̶almost luxur ious. A strong 
sense of craftsmanship pervades 
the many workshops devoted to 
wood, metal, plastics, ceramics, 
glass, etc. Students spend long 
hours here, under the guidance 

and watchful eyes of workshop 
technicians, in addition to the 
more technically sophisticated 
shops at Imperial (a ten minute 
walk away).

The creative center of student life 
is the IDE studio where students 
each have personal desks and are 
free to make a creative mess so 
long as they clean it up afterward. 
Projects are both solo and col-
laborative. Either way, students 
gather in the studio; they talk, eat, 
sketch. When they have a new 
idea, they go to the workshop 
and make something, then bring 
it back to the studio and discuss. 

They repeat this process again and 
again, producing an enormous va-
riety of prototypes very quickly. 
This is the signature strength of 
the RCA/Imperial approach to de-
sign. Students explore a wide va-
riety of design concepts through 

The Innovation 
“Classroom” 
by Naohito Okude and Daniel Steinbock

physical prototypes that they de-
sign, build, evaluate and improve 
on. This enables them to rapidly 
innovate through many cycles in a 
short amount of time.
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IDEプログラムのもう1つの際立った特

徴は、教え方と学び方が組織化されて

いることである。少数の教授を多数の

チューターが補助するが、チューターの

ほとんどはプログラムの近年の卒業生で

ある。最も特筆すべき点は、連続した講

義の履修コースが存在しないことであ

る。その代わり、学生は教員が課す一連

のデザインプロジェクト（各3～4週間ほ

ど）に継続的に取り組む。新しいプロジェ

クトの開始日には、学生が今後使用する

ことになる機械や道具が実践型の講義や

ワークショップを通じて紹介され、その

後、学生は直ちに作業に取り掛かること

となる。

プロジェクトを行う中で、教授とチュー

ターは定期的に学生のスタジオを訪れ、

一人ひとり（チームプロジェクトの場合は

各グループ）を回って個人的なアドバイス

やフィードバックを与える。あるチュー

ターが言うように、彼らは教師の役割を、

「指示すること」とは逆の「導くこと」と

捉えている。学生はアイデアを思いつく

と、ワークショップに行き、それを実践し、

当番のワークショップ助手から指導を受

ける。そのアイデアに特定の機械やテク

ニックが必要なら、その機械の使い方や

テクニックを誰かが教える。これは、「メ

イカー」ムーブメントが高まりを見せる

中、デザイン学校以外で一般的になりつ

つある「ジャストインタイム学習」であ

る。ある制作について全く未経験でも、学

習のためのリソースは常に手元にあり、

ワークショップに行き、すぐに作業を開

始できるのである。

Another distinctive feature of the 
IDE program is the way teaching 
and learning is organized. The 
small number of professors is 
supplemented by a large pool of 
tutors, most of whom are recent 
alumni of the program. Most re-
markably, there are no courses. In-
stead, students work continuously 
on a series of design projects, 
posed by the faculty, each lasting 
3 to 4 weeks. A day or so of lec-
tures/workshops at the launch of 
a new project presents the project 
basics, in a hands-on way; for ex-
ample, introducing new machines 
and tools they will have access to. 
After that, students get to work 
immediately.

Over the course of a project, pro-
fessors and tutors regularly come 
to the students’ studio and move 
from person to person (or group 
to group, in the case of team proj-

ects) giving personalized advice 
and feedback. As one tutor said, 
they think of the teacher’s role as 
‘leading’ as opposed to ‘instruct-
ing.’ When students have an idea, 
they go to a workshop and learn 
by doing, with guidance from the 
workshop technician on duty. 
If their idea calls for a particular 
machine or technique, someone 
teaches them how to use that ma-
chine or do that technique. This 
is ‘just-in-time learning’ which is 
becoming more common outside 
of design schools in the emerging 
‘maker’ movement. A student can 
be a complete beginner at some 
craft, but the learning resources 
are always at hand to go into a 
workshop and start working right 
away.
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This self-directed model offers 
less total time with an instructor 
than a course-based model, but 
those minutes of one-on-one tuto-
rial are extremely valuable, totally 
individualized to the student and 
project, and leave more time for 
designing and making stuff. It is 
a classical ‘studio’ approach to 
design education, closer to how a 
professional design firm operates. 
But it is expensive to employ such 
a large teaching staff, provide per-
sonalized instruction and maintain 
abundant facilities. Students pay a 
lot for their education. The results, 
of course, are amazing, as can be 
seen at any of the frequent public 
exhibitions.

There is a huge opportunity for 
synergy between the Global In-
novation Design partners of KMD, 
Pratt, the RCA, and Imperial. Each 
contributes its unique strengths 

この自主学習モデルは、講義履修コース

を中心としたモデルと比較して、指導教

官と過ごす時間が短い。しかし、1対1の

指導を受ける時間は極めて有益であり、

それぞれの学生やプロジェクトに内容

を完全に合わせたものであるため、デザ

インと制作により多くの時間をかけられ

る。これはデザイン教育における伝統的

な「スタジオ」アプローチであり、プロの

デザイン会社はこれに近いかたちで運営

されている。しかし、このように多くの

教員を雇い、個人に合わせた指導を行い、

充実した施設を維持するためには多額の

費用を要する。学生は高い授業料を払う。

もちろんその成果は、頻繁に開催される

一般公開の展示会を見ればわかるように、

驚異的なものである。

GlDには、KMD、Pratt、RCA/Imperialと

いう提携校間のシナジーを生み出す大き

なチャンスがある。それぞれの機関が独

自の強みによりGID学生の教育に貢献す

to the education of GID students. 
Pratt is great at branding, visual 
language, and aesthetic preci-
sion. The RCA/Imperial are great 
at fundamental innovation, con-
ceptualization, and early prototyp-
ing. KMD excels at user-centered 
research, digital technology, and 
interaction design. Each center’s 
strength is in a dif ferent area. 
Together, there is a great synergy 
and GID students are its lucky 
beneficiaries.

る。Prattは、ブランディング、視覚言語、

美的な明晰さに優れている。Imperialお

よびRCAは、基本的なイノベーション、

コンセプト化、迅速なプロトタイピング

に秀でている。KMDは、ユーザー中心の

デザイン研究、デジタル技術、インタラ

クションデザインにおいて卓越している。

各教育拠点が異なる分野で強みを持って

いる。これらがあいまって、そこに大きな

相乗効果が発揮される。GIDの学生は幸

運にもその恩恵を享受することができる

のである。
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The nature of innovation is such that the power 
of one innovation increases when it comes into 
contact with other innovations, merges with 
them, and spreads. Seeking to further enhance 
the innovativeness of our students, we invited 
various front runners in the field of innovation 
design to our university as visiting professors 
and worked to put together an enriching short-
term program.

The first guest faculty program was held from 
February to March 2013 for KMD students as 
an experimental undertaking. Our aim in do-
ing so was to allow students to experience the 
high-quality international education that will be 
offered under the main program over the next 
academic year.

Three guest lecturers were invited for the 
program: Josh Spear, American, a young, 
emerging leader in the business world; Paris 
de L’Etraz, managing director of a program that 
supports business start-ups at the world-class 
IE business school in Spain; and Shelley Gold-
man, Stanford University professor and innova-
tor in the field of learning technology and design 
thinking. Each visitor developed their own 
interactive hands-on workshop. Lectures were 
video-recorded and will be made available to fu-
ture GID students and other members in KMD.

イノベーションは他のイノベーションと出会い、融合し、

伝播することにより、その力をより強固にする性質を持

つ。本プログラムでは、学生のさらなるイノベーション

力向上を目指し、様々なイノベーション・デザイン領域の

トップランナーたちを招聘教授として本学に迎え、短期

のプログラムとして提供する取り組みを進めている。

第1回となる今年度の短期招聘プログラムは、本プログ

ラムの先駆けおよび試験的な実施を目的として2013年

2月から3月にかけKMDの学生を対象に実施された。来

年度GIDメインプログラムを実施するための準備教育

の一環として、GIDプログラムが実現する“世界に通じ

る質の高い教育”を学生に体感してもらうことを目標と

した。

今回招聘されたのはビジネス界の著名な若手リーダーで

あるジョシュ・スピアー氏、世界的なビジネススクールで

ビジネススタートアップを支援するプログラムを提供 /

監修するパリス・デレトラズ氏、イノベーション教育の世

界的な指導者であるシェリー・ゴールドマン氏の3名で

ある。それぞれに、実践的なワークショップを中心とし

たインタラクティブな講義が展開された。これらの様子

はビデオアーカイブとして記録保存され本学および将来

のGID学生に提供される予定である。

FACULTY EXCHANGE

Faculty Exchanges in 
Academic Year 2012

71              72       



Josh Spear
Course Title: “The Digital Human Brand”
Dates: February 14th‐21st, 2013

 ジョシュ・スピアー氏
 コースタイトル：「デジタルヒューマンブランド」
開講日：2013年2月14～21日

Paris de L’Etraz, Ph.D.
Course Title: “Start-Up Accelerator”
Dates: February 12th‐16th, 2013

 パリス・デレトラズ博士
 コースタイトル：「新規事業の促進」
開講日：2013年2月12～16日

About the lecturer:
Josh has consulted with some of the 
largest brands in the world about how 
to use digital technology to spread 
more authentic and meaningful mes-
sages, and has been nominated by 
the World Economic Forum as Young 
Global Leader. He serves as a vice-
chair of the Global Agenda Council 
on Social Media, as well as an active 
advisor and investor to many startups.

About the course:
The aim of this workshop-style course 
was to help students develop a stron-
ger sense of their own personal brand 
and how to grow their online author-
ity̶whether for the growth of their 
personal clients or as they hope to 
be seen by potential employers after 
graduation. Students learned meth-
ods for analyzing major brands, their 
values, audiences, and assets. They 
then practiced these methods on 
themselves to develop a strategy for 
cultivating and honing a personal 
brand online. 

About the lecturer: 
Since 2009, Professor de l’Etraz has 
been teaching entrepreneurs interna-
tionally how to launch their Start-Up 
ideas. As the Managing Director of 
IE Business School’s Venture Lab, 
Professor de l’Etraz presently runs 
Venture Days in over 10 countries en-
compassing over 200 Start-Up ideas 
from Europe’s number one ranked 
Business School.

About the course:
This course was developed to provide 
students with a 5–Day Start-Up Ac-
celeration process through intensive 
hands-on workshops designed spe-
cifically to encourage innovation and 
entrepreneurial knowhow. Over the 
course of lectures, workshops and 
individual team coaching, students 
learned how to take a basic business 
idea and turn it into a viable start-
up pitch. On the final day, students 
pitched their ideas to a real jury of 
investors and entrepreneurs.

講師について：
世界経済フォーラムから「ヤング・グローバル・

リーダー」に選ばれているスピアー氏は複数の

世界最大級のブランドに対し、デジタル技術を

利用して「信頼性のある有意義なメッセージを

広める方法」に関するコンサルティングを行っ

ている。多くの新規事業に積極的に助言や投資

を行うほか、Global Agenda Council on Social 

Media副会長も務める。

コースについて：
このワークショップ形式のコースの目的は、個

人的に多くのクライアントを獲得したいのか、

就職活動で企業にアピールしたいのかを問わ

ず、学生が自分自身のパーソナルブランドに対

する感覚を磨くこと、および、オンラインで自

分自身の評価を高める方法を学ぶことであっ

た。学生たちはメジャーなブランドとその価値、

顧客、資産を分析する方法を学んだ。そして、自

分自身の手でパーソナルなブランドをオンラ

イン上で育み、磨きをかけるための戦略を開発

するトレーニングを行った。

講師について：
デレトラズ氏は2009年より、各国の起業家に

対して新規事業のアイデア創出法を教えてい

る。現在は IE Business SchoolのVenture Lab

のマネージングディレクターとして10カ国以

上でVenture Daysを運営する。ここで、ヨー

ロッパ第1位のビジネススクールで生まれた

200を超える新規事業のアイデアを紹介して

いる。

コースについて：
このコースは、学生のための「5日間でつくる

新規事業促進プロセス」として設計された。イ

ノベーションを後押しし、起業ノウハウを伝え

るために特別に作成された、実践的かつ集中的

なワークショップである。一連の講義、ワーク

ショップ、チーム別の指導を通じて、学生たちは

ビジネスの基本アイデアを発展させ、実現可能

な新規事業の形にする方法を学んだ。

Visiting Professors
FACULTYEXCHANGE
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Shelley Goldman, Ph.D.
Course Title: “Learning & Technology Design”
Dates: March 11th – 14th, 2013

シェリー・ゴールドマン博士
コースタイトル：「学習とテクノロジデザイン」
開講日：2013年3月11～14日

About the lecturer: 
A professor at Stanford University’s 
School of Education, Prof. Goldman 
studies learning in and out of school, 
and applies findings to the develop-
ment of teaching and learning environ-
ments. She focuses on creating op-
portunities for rich math learning, and 
understanding how design thinking 
and technologies can increase access 
to and transform learning. 

About the course:
As a result of trends that show rapid 
rates of change, we are learning that 
attention to innovation, creativity, criti-
cal thinking, problem solving, commu-
nication and collaboration is essential 
to prepare students for the future. 
Professor Goldman and students dis-
cussed trends in learning technolo-
gies and design-based pedagogy in 
schools and what might be expected 
in the future. Through design thinking 
and prototyping, students explored 
the emerging technological landscape 
for learning subjects like math and 
science. 

講師について：
スタンフォード大学教育学部の教授を務める

ゴールドマン氏は、学校内外での学習について

研究し、その成果を教育学習環境の開発に応用

している。特に、どのように充実した数学学習

の機会を創出するか、デザイン思考とテクノロ

ジがいかに学習の機会を増やし、学習を変容さ

せるかについて関心を注いでいる。

コースについて：
急激に変化する昨今のトレンドをふまえると、

私たちは学生たちに求めるテーマとして、イ

ノベーション、創造性、クリティカルシンキン

グ、問題解決、コミュニケーション、コラボレー

ションに注意を向けるべきである。ゴールド

マン氏と学生は、学校における学習技術やデザ

インに基づいた教授法のトレンドと将来の展望

について議論を行った。デザイン思考とプロト

タイピングを通じて、学生たちは数学や理科と

いった教科学習におけるテクノロジの新しい地

平を探求した。
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BRANDING GIDプログラムにおけるもう1つのミッション

として、国際的なブランディングを視野に入れ

ている。世界における日本の大学および教育プ

ログラムの評価は依然低く、認知度も決して高

いとはいえない。本プログラムが目標とするイ

ノベーション人材の育成という観点からも、学

生自身が高度な人材として育つだけでなく、プ

ログラム自体が国際社会に認知され評価を受け

ることが重要であると私たちは考えている。

2011年度のプログラム準備期間から進めて

いるブランディングプロジェクトでは、国際

的認知度を高めるためのプロモーション戦略

を軸に国際的なブランディングに強みを持つ

Wieden+Kennedy社（以下、W+K）と協同で

ツールキットの開発を行った。具体的にはプロ

ジェクトのブランドメッセージ、ロゴ、ウェブサ

イトを含むプロモーションツールである。また

2012年11月に開催したGIDシンポジウムに関

する情報発信においても、国際性を意識した準

備を進めた。

ブランディングの第一歩となったのは、ブラン

ドアイデンティティの定義である。W+K主導

のもと、GIDプログラムに関与する様々な教員、

およびプログラムに興味を持つ参加学生のイン

タビューを通して、GIDが発信するべきメッ

セージの具体化を行った。

Branding for an international audience 
is another mission of the GID program. 
Global opinion of Japan’s universities 
and educational programs remains 
low, and their international visibility 
is far from ideal. From the standpoint 
of training tomorrow’s innovators, we 
understand how important it is to not 
only train students into highly skilled 
designers, but also to gain interna-
tional recognition and acclaim for the 
program itself. As part of the brand-

Mission

ing project we have been working on 
since the 2011 preparatory period for 
the program, we have developed tool 
kits in partnership with Wieden + Ken-
nedy (hereafter referred to as “W+K”), 
a company that excels in international 
branding and promotional strategies 
for enhancing international recognition. 
In concrete terms, we have developed 
a brand message, logo, and website for 
the project, among other promotional 
tools. These internationally-oriented 
touchpoints were further advanced 
through the transmission of informa-
tion related to the symposium.

The first step in branding the Global In-
novation Design program was defining 
the brand identity. Under the guidance 
of W+K, we fleshed out the message 
GID should convey through interviews 
with various faculty members involved 
with the program and students who 
were interested in the program.

Text by Atsuro Ueki

Who is the target of our brand communication?
ブランドコミュニケーションのターゲット

Primary target: People applying to GID
Undergraduates/working people who have the skills to 
work with design or technology, and bring passion and 
experiences that span a wide variety of disciplines.

第１ターゲット：GID受験生
デザインまたはテクノロジを扱うスキルがあり、同時にそのほか様々
な領域に深い関心と経験を持つ学部卒業生 /社会人。

Secondary target: Companies
Companies that may collaborate with GID

第２ターゲット：企業
GIDとのコラボレーションが期待される企業

Everyone
全ての人

“Next Innovators” who have something they want to bring to life 
but can’t find a tangible way (traditional approaches don’t seem 
right), and want to break the stalemate with a new approach.  

実現したいことがあるのに具体的な方法が見つからない（従来の方法はしっく
りこない）、膠着した現状を、新しいアプローチで打破したい、そんな欲求を抱
えている“次の変革者”たち。

1

2

3
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Brand Identity

BRAND LOGO CONCEPT :

CREATIVE CATALYST
We won’t define ourselves. We won’t define our future.

ブランディングを進めるにあたって最初に直面

する困難は、いかに発信者の思いを受信者が受

け止めやすいメッセージへと変換するかであ

る。大学が発信するメッセージは、教育者視点

の熱意にあふれる一方、語りたい内容が多すぎ、

受け手にとってわかりづらく焦点のぼやけたも

のが多く見受けられる。この「発信者と受信者

のギャップを埋める」最も重要なメッセージを

発見する作業がブランドアイデンティティの模

索である。W+Kという第三者の主導によって

このプロセスを進めることにより、客観的な目

線からGIDプログラムの掲げるべきブランドア

イデンティティを定義することができた。

キーワードは“CREATIVE CATALYST”という、

本プログラム自体のあり方や育てるべき人材像

を定義する言葉である。「世界中の創造の現場

に立ち会い、自らの創造性をもってそこに貢献

することにより、より大きな創造性を生み出す

原動力となる」というメッセージを表現してい

る。この言葉を元に一貫したブランドデザイン

を進めることにより、プログラムの社会的な位

置づけを明確にするだけでなく、プログラムを

設計する拠点間においても将来的なビジョンを

明確に共有することができ、プログラムの円滑

な合意形成に役立つこととなった。

The first dif ficulty encountered in 
branding is translating the thoughts 
of the branded organization into a 
message that is easy for the audience 
to digest. Messages coming from uni-
versities are full of educators’ enthu-
siasm, but often seem confusing and 
unfocused to the audience because 
the university is trying to convey too 
much information. The process of dis-
covering one’s brand identity focuses 
on identifying the most important 
message, closing the gap between 
the brand and its audience. After be-
ing guided through this process by 
a third party, W+K, we were able to 
define the brand identity that should 
be promoted by the GID program from 
an objective point of view.

The key was the phrase “creative 
catalyst”̶two words that define the 
essence of the GID program itself, 

as well as the kind of designers it is 
supposed to develop. It embodies the 
image of “visiting creative centers 
throughout the world and making a 
contribution to these centers through 
one’s own creativity, thus becoming 
a driving force for greater creativity.” 
Through the development of a con-
sistent brand design based on this 
phrase, we have been able to not only 
clarify the social position of the pro-
gram, but also share a clearer vision 
of the future with the other centers 
designing the program, facilitating 
consensus-building among the part-
ner universities.

BRANDING
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Logo & Tagline

GIDのブランドを視覚的に象徴する存在とし

て、ロゴのデザインは非常に重要な意味を持つ。

Y+KとGID担当教員との度重なる対話の結果

生まれたのが、「絶えず世の中の事象に呼応し

て変化し続けるロゴマーク」というコンセプト

である。ロゴマークという存在は通常ビジュア

ルイメージを固定させるのが基本である。GID

はその常識を裏切り、ある共通性を保ったまま、

常に形を変化させることにより、これまでに見

たことがないロゴにする、という指針の下にデ

ザインが進められた。完成したロゴは、ウェブ

上の情報によって形を変えるカラーバーのデ

ザインとなった。またロゴマークに合わせ、ブ

ランドアイデンティティに基づいたタグライン

を作成した。タグラインの作成にはY+Kおよび

教員だけでなく、プレ・プログラムに参加した

学生からの意見も反映されている。

The logo design holds special sig-
nificance as a visual symbol of the 
GID brand. A series of discussions be-
tween W+K and the faculty resulted in 
the concept of a logo that would con-
stantly change in response to world 
events. The basic purpose of a logo is 
generally to stabilize the visual image 
of a brand. We went against this stan-
dard practice, however, and adopted 
a different guideline̶to design a logo 
with a constantly changing form that 
retained some common features, 
making it unlike any other logo that 
had been seen before. The finished 
logo is a color bar design that changes 
as the information on the website 
changes. In conjunction with the logo, 

we also created a tagline based on the 
brand identity. The ideas of W+K and 
the faculty, as well as students who 
participated in the GID Pre-Program, 
were incorporated in the creation of 
the tagline.

Tokyo   London   New York
Three Centers of Culture and innovation. One Program.
Creative catalysts pushing the boundaries of design and technology.

BRANDING
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確立したブランドイメージに基づき、ウェブ

サイトやポストカードなどの様々なプロモー

ション・ツールの開発を進めた。これらのツー

ルはプログラムの開始に合わせ世界中に公開

されることになる。すべてのプロモーション・

ツールのデザインは英語圏でのコミュニケー

ションに最適化されており、国際社会への情報

発信を意識したものとなっている。またウェブ

サイトの公開に先立ち開催されたGIDシンポジ

ウム2012においては、リーフレットや告知用

ウェブサイトにロゴを効果的に用いることで、

イメージの共通化を図った。

GIDプログラムではより多くの人がアクセスで

きるよう、インターネットを利用したプロモー

ションに力を入れている。シンポジウムにおい

ては、U-streamを用いて世界中に英語と日本

語の同時通訳でのライブ中継を実施した。

We have pursued the development of 
a website, postcards and various other 
promotional tools based on this brand 
image. These tools will be released 
worldwide in conjunction with the 
launch of the program. All the pro-

motional tools have been optimized 
for communication with the English-
speaking world and designed with the 
intention of informing the international 
community about the program. We 
also endeavored to integrate the im-
age of the program into the recent GID 
Symposium 2012, effectively using the 
logo in leaflets and the website an-
nouncing the symposium.

We have focused our efforts on In-
ternet-based promotion of the GID 
program to make the information 
accessible to more people. The sym-
posium was streamed live throughout 
the world via U-stream with simulta-
neous interpretation in English and 
Japanese.

Promotional Tools

BRANDING
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CREDITS

GLOBAL INNOVATION DESIGN 2012
March 31, 2013

The production of this book was a collective effort of the GlD 
team at KMD. We are exceedingly grateful to our contribu-
tors, administrative staff and participating students for all 
their hard work.

本書の制作はKMD・GIDチームの協同作業により行われた。執筆に関わった

方々、事務スタッフ、そして各プログラムに参加したすべての学生に対して、

感謝の意を表したい。

KMD GID Team:

GID Partners:

Branding Partner:

Production Management:

Designer:

Masa Inakage
Naohito Okude
Susumu Tachi
Daniel Steinbock
Atsuro Ueki
Kouta Minamizawa
Daisuke Uriu
Kayoko Kumasaka
Nao Kurosawa
Akiko Yako
Junko Hirota

Miles Pennington, Royal College of Art
Peter Childs, Imperial College London
Steve Diskin, Pratt Institute
Katrin Mueller-Russo, Pratt Institute

WIEDEN+KENNEDY TOKYO

AXIS Inc.

Yoshiyuki Yatsuda

The Global Innovation Design Program is supported 
as a “Reinventing Japan Project” by a grant from the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology of Japan.

グローバルイノベーションデザイン・プログラムは「大学の
世界展開力強化事業」として、文部科学省から支援を受け
ている。

Copyrights © 2013 Global Innovation Design Program All Rights Reserved.
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