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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 University (KMD) in Tokyo/
Yokohama, Imperial College London (Imperial)

and Royal College of Art (RCA) in London, and 
Pratt Institute (Pratt) in New York. These centers 
are international leaders in creativity and innova-

tion, with complementary expertise in art, design, 
engineering, 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 
experience, but a multi-institution model for high-

er education in the 21st century. Students gain a 
unique perspective by living and studying on three 
different continents, immersed in three different 
cultures, amidst three of the largest economies in 
the world. GID educates global design leaders--

“creative catalysts” for positive change in a global-

ized society. 

WHAT IS GLOBAL INNOVATION DESIGN PROGRAM?

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・ナショナルなイノベーションデザイン教
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（Imperial）、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、テクノロジー、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、修士号を取得する。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
視点を身につける。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。
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3Master Students participating in the Global Innovation 

Design (GID) Program are immersed to 3 unique 

experiences: trans-national journey, broad range of design 

learning, and innovative design projects with international 

scope. Students will reside for a semester at each partner 

university to experience a trans-national, first-hand 

experience of the culture and design industry of each 

location. Each partner university contributes a unique 

philosophy and practice of design. Students experience 

an integrated design education that does not exist 

anywhere else in the world. The GID International Project 

is a symbolic and important learning platform. Students 

work on globally-distributed teams to research and 

develop new design concepts and prototypes, informed 

by local cultural experiences in Japan, UK, and USA.

During the academic year 2013-2014, GID Main Program 

has commenced the trans-national journey. KMD 

students have studied in London from September through 

December, then continued their journey to reside in New 

York starting in January. Likewise, Students from Pratt have 

arrived to Japan to join KMD in September until end of 

January. Students from RCA/Imperial have studied at Pratt 

in New York until December, and continued their journey 

to join KMD starting in March. The GID Short Program, an 

intensive program for undergraduate students, was held in 

the summer for 1 week at Pratt in New York.We have also 

accelerated our efforts on the international marketing 

of the program. GID Information Sessions are held in 

Keio University and broadcasted on U-Stream to target 

both Japanese prospective students and international 

audience. The second GID Symposium and Workshop 

were held on February 28 / March 1, 2014, with primary 

target audience as business people who could become 

our partners in future GID projects and prospective 

GID students. The GID Symposium was broadcasted 

on U-Stream, making it accessible to potential partners 

throughout the world, and succeeded in attracting many 

viewers.

This book details the activities that have taken place 

during the academic year 2013-2014, 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 illustrating 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.

グローバルイノベーションデザイン（GID）プログラムに参

加する修士課程の学生は、3種類の特別な経験に身を置

くこととなる。その3種類とは、トランスナショナルな旅路、

多岐にわたるデザイン学習、国際的な視野に根ざしたイノ

ベーティブなデザイン・プロジェクトである。学生は提携校

に一定期間ずつ滞在することにより、国境を超えて各地の

文化とデザイン産業を肌で体験する。各提携校特有のデザ

イン哲学と実践に触れることにより、学生は世界でも類を

見ない統合型のデザイン教育を体験する。インターナショ

ナル・プロジェクトは、GIDプログラムを象徴する重要な学

習プラットフォームである。世界各地の拠点の学生たちに

よる分散型チームが、日本、英国、米国それぞれの文化を

現地で体感して得た情報に基づいて、新たなデザイン・コ

ンセプトとプロトタイプの研究・開発に取り組む。

2013年度から2014年度にかけて、GIDメイン・プログラム

のトランス・ナショナルな旅路がスタートした。KMDの学生

は9月から12月までロンドンに留学し、1月からはニューヨー

クに滞在。同様に、Prattの学生は9月に日本に赴き、1月末

までKMDで学ぶ。RCA/Imperialの学生はニューヨークの

Prattで12月まで学び、3月からはKMDに留学する。学部生

向けの短期集中型プログラムであるGIDのショート・プログ

ラムは、夏の1週間にわたってニューヨーク・Prattで開催さ

れた。

本プログラムでは、国際的なマーケティングにも力を入

れている。日本の学生候補と世界中の視聴者の両方を対

象に、GIDプログラム説明会を慶應義塾大学内で開催し、

U-Stream中継も行っている。2014年2月28日、3月1日に

は第2回となるGIDシンポジウムおよびワークショップを、

今後GIDが展開するプロジェクトのパートナーとなりうる企

業人、そして将来のGID学生候補を主な対象者として開催

した。GIDシンポジウムでは、世界中に拡がるパートナー候

補に向けたU-Stream中継を実施し、多くの視聴者の参加

を得た。

本冊子は、2013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。また、数多くの写真

を収録し、各拠点ごとの活動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、本冊子をご

覧いただき、ページをめくりながら、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。

Preface

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

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



INTRODUCTION

4

IN
TR

O
D

U
C

TIO
N

5

Global Innovation Design 2013 Table of Contents

What is Global Innovation Design Program? ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  1

Preface ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  2 

Table of Contents ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  4

GID Program Three Centers ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  6

Timeline in Academic Year 2013 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  8

GID Partnership Opportunities ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  12

GID Program in Academic Year 2013 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  14

Main Program 2013-2014 @ London, New York, Tokyo ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  18

International Project 2013-2014: Food ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  20

International Projects: Final Projects in 2013 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  26

Pratt Students' Final Projects in January, 2014 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  30

KMD Students' Experience in London ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  38

The First Experience in Tokyo ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  44

KMD Students' Experience in New York City ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  56

The First Voyage of Global Innovation Design by Steve Diskin ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  58 

Global Innovation Design and Creative Leadership by Peter RN Childs ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  68

Short Program 2013 @ Pratt Institute ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  74

Short Program Days ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  76

Introduction ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  82

Visiting Professors ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  84

GLOBAL INNOVATION DESIGN SYMPOSIUM 2014 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  88

Event Outline ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  90

Speakers ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  92

CREDITS ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  96

INTRODUCTION

PROGRAMS

VISITING PROFESSORS

SYMPOSIUM



INTRODUCTION

6

IN
TR

O
D

U
C

TIO
N

7

GID Program Three Centers

Pratt Institute (Pratt)　
(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

Royal College of Art (RCA) & 
Imperial College London (Imperial)
(Innovation Design Engineering / 

Global Innovation Design)

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 / 

グローバルイノベーションデザイン修士コース）

http://www.rca.ac.uk 

http://www3.imperial.ac.uk   

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

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

London is home to both the Royal College of Art and Imperial College 
London. Their joint masters program in Innovation Design Engineering / 
Global Innovation Design combines the creativity of an art and design col-

lege with the technical rigour of a world leading science based institution. 
The teaching philosophy is self-directed study and project-based learning. 
Students work on a diverse projects exploring many facets of innovation 
and technology including different approaches to innovation design, from 
fundamental experimentation to disruptive market focus, engineering 
skills and technologies, 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カレッジである。両校のジョイント・プログラムである

Innovation Design Engineering/Global Innovation Design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・マインドの融合である。学生はイノベーションとテクノロジーの

様々な局面を体現しながら、基本的な実験だけではなく、破壊的市場創出、エン

ジニアリングスキル・テクノロジー、サステイナビリティー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。

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 De-

sign Thinking, Storytelling, and Global Strategy, challenging students to 
engage with real world problems. Collaboration is at the core, with team 
members making personal contributions that collectively result in extraor-

dinary 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・テクノロジー・マネジメント・ポリシーにまつわる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

ル戦略を合体させたものであり、学生は実社会での問題に取り組む。コラボレー

ション型教育を中心としており、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は先端テクノロジー・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。

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 hetero-

geneity.

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、同校の中

でも非常にレベルが高く、同校の特長である美意識の高さと個性を持ち合わせ

たデザイナーを輩出しクリエイティブ業界に貢献している。大小様 な々プロジェク

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て、ニューヨークという多様で広い視野を持つこ

とのできる土壌で感性を磨いている。
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Timeline in Academic Year 2013

Main Program for RCA/Imperial Students 

@ Pratt

Dates: 

August 26 (Mon), 2013 - December 14 (Sat), 2013

日程：
2013年8月26日（月）～12月14日（土）

Main Program for KMD Students 

@ RCA/Imperial

Dates: 

September 2 (Mon) - December 13 (Fri), 2013

日程：
2013年9月2日（月）～12月13日（金）

Main Program for Pratt Students @ KMD

Dates: 

September 17 (Tue), 2013 - January 31 (Fri), 2014

日程：
2013年9月17日（火）～2014年1月31日（金）

Special Workshop @ KMD:

“New Venture Acceleration”

Dates: 

September 30 (Mon) - October 3 (Thu), 

October 28 (Mon) - November 1 (Sat), 2013

Lecturer: 

Paris de L’Etraz, Ph.D.

日程：
2013年9月30（月）～10月3日（木）、
10月28日（月）～11月1日（土）

講師：
パリス・デレトラズ博士

Special Workshop @ KMD: 

“Designing the Invisible”

Date: 

December 9 (Mon), 2013

Lecturer: Mr. Eisuke Tachikawa

日程：
2013年12月9日（月）

講師：
太刀川英輔氏

Short Program @ Pratt

Dates: 

July 28 (Sun) - August 4 (Sun), 2013

日程：
2013年7月28日（日）～8月4日（日）



Special Workshop @ KMD: “Designing the Invisible”

Special Workshop @ KMD:
“A 21st Century Approach to Presentations”

GID Symposium 2014

GID Workshop 
2014

Special Workshop @ KMD: “Design Probe”
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GID2013 Time Line

12 DEC 2 FEB1 JAN2014 3 MAR

Special Workshop @ KMD: 

“A 21st Century Approach to 

Presentations”

Dates: 

January 8 (Wed) & 9 (Thu), 2014

Lecturer: 

Prof. Garr Reynolds

日程：
2014年1月8日（水）・9日（木）

講師：
ガー･レイノルズ教授

Special Workshop @ KMD: 

“Design Probe”

Date: 

January 9 (Thu), 2014

Lecturer: 

Prof. Clive van Heedren

日程：
2014年1月9日（木）

講師：
クライヴ・ヴァン・ヘードレン教授

Main Program for KMD Students @ Pratt

Dates: 

January 15 (Wed) - May 10 (Sat),2014

日程：
2014年1月15日（水）～5月10日（土）

GID Symposium 2014

Time and Date: 

15:00 - 17:00, February 28 (Fri),2014

Venue: 

Hiroshi Fujiwara Hall in 

Collaboration Complex, 

Hiyoshi Campus, Keio University

日時：
2014年2月28日（金）
15:00～17:00

場所：
慶應義塾大学 日吉キャンパス協生館 

藤原洋記念ホール

Main Program for Pratt Students 

@ RCA/Imperial

Dates: 

March 10 (Mon) - June 23 (Mon), 2014

日程：
2014年3月10日（月）～6月23日（月）

GID Workshop 2014

Time and Date: 

12:00 - 15:00, March 1 (Sat), 2014

Venue: 

Collaboration Complex, 

Hiyoshi Campus, Keio University

日時：
2014年3月1日（土）12:00～15:00

場所：
慶應義塾大学 日吉キャンパス協生館

Main Program for RCA/Imperial 

Students @ KMD

Dates: 

March 12 (Wed) - July 31 (Thu), 2014

日程：
2014年3月12日（水）～7月31日（木）

4 APR 6 JUN5 MAY 7 JUL
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GID Partnership Opportunities
GIDパートナーシップのご案内

The GID Program offers a range of opportunities for 

companies and organizations to expand the innovation 

potential through academic-corporate partnership. Par-

ticipating companies can sponsor GID activities at two 

different levels:

1. General Partnership

Partners who sponsor the GID Program showcase their 

brand alongside GID outputs in marketing materials and 

at GID public events. The value of your brand will be 

enhanced through association with design activities by 

cutting edge technology and future leaders in global in-

novation design.

2. Project Partnership

Partners who wish to collaborate more closely with 

global innovation design students can sponsor projects 

directly. Such project partners work with GID faculty 

to develop project briefs that are aligned with the near-

term business strategy and leverage the market benefits 

of our three locations in London, New York, and Tokyo. 

You can choose the level of your organization’s involve-

ment that suits your resources. 

Partnership Benefits

The major benefits of GID Partnership include: first ac-

cess to cutting-edge design research on emerging in-

novation and technologies, first contact up-and-coming 

designers for recruitment, and networking opportunities 

at exclusive events with other GID Partners around the 

globe.

Interested companies or organizations are welcome to 

experience the benefits of GID Partnership without com-

mitment by participating in an upcoming workshop, stu-

dent presentation, or other GID events.

GIDプログラムは産学協同連携を通したイノベーション創

出に取り組みます。企業・団体の皆様には、ぜひともGID

の活動へご支援いただきたく、「GIDパートナーシップ」へ

の参加方法を2種類ご用意いたしました。

1. ジェネラル・パートナーシップ

GIDプログラムが開催するイベントや発行する広報物に

おいてパートナー様をご紹介し、協力関係を公開させてい

ただきます。最先端の技術を基盤としたデザイン活動やグ

ローバルイノベーション・デザインを先導する若きリーダー

への協力を通して、パートナー様自身のブランド価値を高

めていただけます。

2. プロジェクト・パートナーシップ
より強固なご協力をいただける場合には、GIDプログラム

が取り組む活動において直接的に協働者として参加いた

だくことが可能です。パートナー様が抱える直近のビジネ

ス戦略に沿ったプロジェクトをGID担当教員と連携して構

築し、ロンドン、ニューヨーク、東京に拡がるマーケットを最

大限に活用します。パートナー様のご希望に合わせてご検

討ください。

パートナーシップ・ベネフィット

GIDパートナーシップにご参加いただく最も大きなベネ

フィットは、最新のイノベーションや技術に関する事例をふ

まえた最先端のデザイン・リサーチにいち早く接近できるこ

と、GIDプログラムで学ぶ新進気鋭のデザイナーを早期に

リクルーティングできること、世界中のGIDパートナーとの

ネットワークを構築する機会が得られることです。

ご興味をお持ちの企業・団体様は、GIDパートナーシップ

の価値を直に感じていただくために、GIDが主催するイベ

ント（ワークショップや成果発表会など）にご招待いたしま

す。お気軽にお問い合わせください。
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GID Program in Academic Year 2013
2013年度の GIDプログラムについて

The GID Main Program launched in Fall of 2013 when 

three groups of students traveled from their home cities 

to one of the three GID Centers in London, New York 

and Tokyo. Over the next year, each group is immersed 

in rich cultural and educational experiences in Europe, 

America and Asia, equipping them with the trans-nation-

al perspective required for future leaders in innovation 

and design. In the summer, GID Short Program was held 

for undergraduates at Pratt in New York City as same as 

the last year.  

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
Main Program

The GID Main Program is a three-way collaboration be-

tween KMD in Tokyo/Yokohama, the Royal College of 

Art (RCA) / Imperial College London (Imperial) in London, 

and Pratt Institute (Pratt) in New York. In the Fall, KMD 

students studied for one semester in London, then con-

tinued on to New York for the Spring semester. Likewise, 

KMD hosted Pratt students in the Fall and RCA/Imperial 

students in the Spring.

Each GID Center has a distinct design culture, different 

from the others. At KMD, students study the four-fold me-

dia innovator model, including human-centered design, 

management and entrepreneurship, emerging technolo-

gies, and public policy. At Pratt, students are exposed to a 

traditional art school environment based on intensive solo 

2013年秋にGIDメイン・プログラムがスタートし、3グルー

プの学生が、留学のためにGIDの3拠点（ロンドン、ニュー

ヨーク、東京）にそれぞれ赴いた。各グループは、一年にわ

たりヨーロッパ、アメリカ、アジアの豊かな文化と教育環境

に触れ、イノベーションとデザインの未来を担うリーダーに

求められるトランス・ナショナルな視点を身につける。また

夏期には、学部生向けのGIDショート・プログラムが昨年に

引き続きニューヨーク・Prattにて開催された。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
メイン・プログラム

GIDメイン・プログラムは、東京（横浜）のKMD、ロンドンのロ

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（RCA/Imperial）、ニューヨークのプラット・インスティテュー

ト（Pratt）の3拠点によるコラボレーションである。KMDの学

生は、秋学期にロンドンに留学し、続いて春学期にはニュー

ヨークで学ぶ。一方で、KMDは秋学期にPrattの学生を受け

入れ、春学期にはRCA/Imperialの学生を迎える。

GIDの各拠点には、三者三様のデザイン文化がある。KMD

では、人間中心のデザイン、マネジメントと企業家精神、先

端テクノロジー、公共政策の4要素からなるメディア・イノ

ベータ・モデルを学ぶ。Prattでは、三次元の造形と色彩の

研究・創作に重きを置き、集中的な単独作業をベースとす

る伝統的な芸術学校の環境に触れる。RCA/Imperialでは、

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
GID Main Program 
Time Journey

The schedule may be modified every year.

Assumed years for completion are different at each center.

(KMD: 2.5 years, Pratt: 3 years, RCA/Imperial: 2 years)

10Month: 12 2 4 6 811 1 3 5 7 9 10 4 10 411 5 11 512 6 12 62 8 2 81 7 1 73 9 3 9
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正確な渡航日程は年度により若干前後します。
想定される修了年限は各拠点により異なります。
（KMD: 2年半、Pratt: 3年、RCA/Imperial: 2年）
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GID Program in Academic Year 2013

work, with special attention to the study and creation of 

three-dimensional forms and color. At RCA/Imperial, stu-

dents conduct extensive explorations of design concepts 

through rapid prototyping in a huge variety of materials, 

methods and manufacturing processes. 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
Short Program

In the Summer of 2013, Japanese undergraduates vis-

ited Pratt in New York for a Short Program led by faculty 

from all three Centers. Over the course of one week, 

students participated in workshops that emphasized the 

strengths and style of KMD, Pratt and RCA/Imperial re-

spectively. They also had opportunity to experience the 

cultural environment of New York City.

多種多様な材料・方法・制作プロセスを用いたラピッド・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

求する。 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ショート・プログラム

2013年の夏期休暇中、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週間のコース期間中、学生は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、ニューヨークの文化的

環境を体験する機会を得た。 
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Main Program 2013-2014 @ London, New York, Tokyo
 Participating Students:  12 RCA Students, 7 Pratt Students, 8 KMD Students

Introduction

The first GID Main Program journey has been started in 

the summer and early fall of 2013. In addition to taking 

courses at their host Center, all GID students around 

the globe participated in a project called International 

Project. This project challenges students to collaborate 

in teams that span the three GID Centers, to bridge their 

distinctive design ways, and establish the emerging 

trans-national style of Global Innovation Design.

2013年の夏から秋にかけて、GIDメイン・プログラム一期

生たちの旅路が始まった。学生たちは、各拠点で履修する

講義に加えて世界規模で展開される「インターナショナル・

プロジェクト」に参加した。このプロジェクトでは、GIDの3

拠点の学生がひとつのチームとしてコラボレーションに挑

戦し、個々の特徴的なデザインの方法を結びつける。GIDな

らではの新しいトランス・ナショナルなスタイルの確立に取

り組んだ。
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International Project 2013-2014: Food

In its first year, the GID International Project was cen-

tered on the Future of Food. Students worked in global-

ly-distributed groups to research and deliver innovation 

in topics ranging from the production, supply, packag-

ing, vending, storage, preparation, consumption, and 

disposal of food. 

The International Project is central to the GID mission 

and draws upon the unique benefits of a tri-location part-

nership. Students were challenged to develop innovative 

ways of collaborating across continents and time zones. 

In order to contribute to and inform the way we eat in 

the future, students delivered insights and design con-

cepts for the following topics: urban agriculture, health 

education, trends toward eating alone, in-home cultiva-

tion, and sustainable food cycles.

The GID International Project is split into two phases 

that run over the duration of the GID academic year. 

Students will engage the International Project as trans-

institutional groups of 6 to 7 students in the first phase 

and in local teams of 3 or 4 students in the second 

phase. This schedule is informed by the variation in term 

dates across the participating institutions. The faculty 

members of each host GID Center will provide tutorial 

supports throughout the project.

GIDインターナショナル・プロジェクトは、初年度のテーマに

「Future of Food（食の未来）」を掲げた。世界各地に分散

する学生たちによるチームが、食品の生産から供給、パッ

ケージング、販売、保存、調理、消費、廃棄に至る広範なト

ピックについて研究し、イノベーション創出に取り組んだ。

インターナショナル・プロジェクトは、3拠点のパートナー

シップならではの特長を生かしたGIDのミッションの真髄

である。学生たちには、大陸間の距離や時差という条件を

乗り越えてイノベーティブなコラボレーション方法を編み出

すという課題が与えられた。将来の食のあり方に資する情

報発信を行うべく、学生たちは調査から得られた知見とデ

ザイン・コンセプトを発表した。取り上げられたトピックは、

都市農業、健康教育、孤食化傾向、自家栽培、食品の持続

可能な循環である。

GIDインターナショナル・プロジェクトは、GIDの年度内に2

つのフェーズに分かれて実施される。フェーズ1では、拠点

横断的に学生6～7人のグループを結成し、フェーズ2では

同一拠点の学生3～4人のチームでプロジェクトに取り組

む。スケジュールは各拠点の学事日程に合わせて調整され

る。学生が所属する各GID拠点の教員が、プロジェクト全体

を通してチュートリアル形式の指導を行う。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
Phase 1 Global Studio

September 24th-- December 13th, 2013

The emphasis of the first phase is on exploratory de-

sign research, experimenting with remote collaborative 

processes and taking creative leadership. Students self-

manage a distributed design studio, immerse themselves 

in the project theme and work to define opportunities for 

design-led innovation.

Each team project will include contributions from the 

three GID Centers. Three-way remote collaboration is 

difficult and students will have to use their ingenuity and 

experiment with different solutions to this challenge.

Phase 1 is divided into three stages with milestone pre-

sentations (Gateways) at the end of each, which will be 

attended by the GID colleagues and faculty reviewers 

from the three participating institutions. Assessments 

and written feedback will be made available to students 

within reasonable time after a Gateway. 

Phase 1 kicks off with a two-week “seed” project. Dur-

ing this period, students will research food-related 

subjects at a range of scopes and scales, uncover po-

tential in what is already known and develop up to three 

compelling pathways or platforms for design activity. 

Each group must produce a set of inspiration cards and 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
フェーズ1　グローバル・スタジオ
2013年9月24日-- 12月13日
フェーズ1では、探索的デザインリサーチ、遠隔コラボレー

ションプロセスの試行、創造におけるリーダーシップに重

点が置かれる。学生は分散型デザイン・スタジオを自主管

理し、プロジェクトテーマに専心してデザイン主導型イノ

ベーションの機会創出に取り組む。

いずれのチームのプロジェクトも、GID3拠点それぞれの力

を合わせて達成される。拠点間の距離を隔てたコラボレー

ションは困難な課題であり、学生たちは創意を凝らし、様々

な解決策を試行する。

フェーズ1には3つのステージがあり、各ステージの最後

では、節目となるプレゼンテーション（ゲートウェイ）が行

われる。ゲートウェイには、GIDの同期生と、審査員として

教員が3提携校から出席する。ゲートウェイ後の然るべき

期間内に、教員による評価と書面によるフィードバックが

提供される。

フェーズ1は、2週間の「シード」プロジェクトで始まる。この

期間に、学生は食品に関連する多岐にわたる題材を幅広く

調査し、既知の事柄に潜む未知の可能性を明らかにし、デ

ザイン活動への道筋となる説得力のあるプラットフォーム



を最大3点まで策定する。各グループは調査結果を項目ご

とにまとめたインスピレーション・カードを作成してそれぞ

れのカードの関連性を明らかにする。これらをGIDの同期

生に向けた説明を行うゲートウェイ1のイベント、「グローバ

ル・ピクニック」で発表する。

ゲートウェイ1の後、学生は着目点の再考を求められるこ

とがある。続いて、食品関連の特定分野に関する8週間

のデザインリサーチプロジェクトに着手する。この期間は

「Discover（発見）」と「Define（明確化）」の2つのステージ

に明確に分かれており、すでに得た知識（「シード」プロジェ

クトの成果）を他の様々な方法で再検討し、発展させること

に重点が置かれる。学生はインタビュー、観察、ラピッド・エ

スノグラフィー、協同作業によるデザイン、プロトタイピング

など、さまざまな主要デザインリサーチ手法およびアイディ

エーション技法を用いることになる。

フェーズ1の最後に各チームは、調査の考察に影響やイン

スピレーション、情報を含む肉付けを行い、批判的思考法
（critical thinking）により可能性を明確化し、問題の本質と

プロジェクトの展望を示すコンセプトを策定する。ただし、

この段階ではコンセプトは洗練されたものとはならない。

概要説明に際しては、これまでに満たされていない状況

に目を向けさせ、[1] その状況を満たす、[2] 国際的な視野

22

PROGRAMS
P

R
O

G
R

A
M

S
23

International Project 2013-2014: Food Discussion with Inspiration Cards 

インスピレーションカードを用いたディスカッション

evidence of synthesis, which will be presented at Gate-

way 1, the Global Picnic event, allowing students to brief 

their GID colleagues. 

Following Gateway 1, students may be asked to refocus 

students’ attentions before embarking on an eight- week 

design research project into one or more specific areas 

related to food. This period is divided into two distinct 

stages, “Discover” and “Define”, with emphasis on stu-

dents engaging with and building on existing knowledge 
(outputs from the “seed” project) in explorative and tan-

gential ways. Students will use various primary design 

research methods and ideation techniques such as in-

terviews, observation, rapid ethnography, co-design and 

prototyping.

At the end of phase 1, each team will have created a rich 

body of influences, inspiration and information, defined 

the critical thinking that identifies potential and devel-

oped one or more concepts that raise fundamental ques-

tions and / or foresight of where the project could lead 

to. Concepts will not be refined at this stage. The brief is 

to bring attention to a condition that has not been previ-

ously realized and provide a compelling vision of a prod-

uct, service or system that [1] satisfies the condition, [2] 

has international scope and [3] enables the imagination 

of the GID colleagues, faculty and potential stakeholders.
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International Project 2013-2014: Food

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
Phase 2 “Glocal” Studio

January-- July 2014 (dates vary for each GID Center)

The emphasis of the second phase is on cultural study, 

prototyping and making it real. Students self-manage lo-

cal design studios, drawing from the outputs of phase 1 

to produce a food-related innovation for their host city. 

The final proposition needs to be technically feasible and 

demonstrate value to the various stakeholders; value that 

can be expressed in terms of, for example, improved 

quality of life for the recipients, improved productivity, 

financial or efficiency gains, as well as consideration of 

community and society. Remote student interactions be-

come more occasional, serving as opportunities for peer 

feedback.

Each host GID Center will define the structure of the 

second phase. Students will be challenged to document 

their work in ways that enable the development of a col-

lective consciousness within GID thematic areas to en-

sure continuity of knowledge and promote longevity for 

GID project outputs.

に根ざした、そして [3] GIDの同期生、教員、ステークホル

ダーが想像しうる製品、サービス、あるいはシステムについ

て説得力のあるビジョンを示す。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
フェーズ2 「グローカル」スタジオ
2014年1月-- 7月（日程はGID各拠点で異なる）
フェーズ2では、文化研究、プロトタイピング、実制作・実現

化に重点が置かれる。学生はそれぞれに滞在するローカル

のデザイン・スタジオを自主管理し、フェーズ1の成果を活

用して、各自が拠点とする都市に適した食関連のイノベー

ションを創出する。最終提案は、技術的に実現可能で、さま

ざまなステークホルダーに価値を実証できることが求めら

れる。その価値は、（デザインの使い手の）生活の質の向上、

生産性の向上、経済的利益や効率性の改善、コミュニティ

や社会に関する配慮などの形で表れるものとする。距離を

隔てた学生間の交流は限定的となり、相互にフィードバック

しあう機会となる。

フェーズ2の構造は、各学生が所属するGID拠点が規定す

る。学生は、GIDプロジェクトにおける知識の継承と成果の

持続のために、GIDが課題に掲げる領域における集合意識

を発展させうる形で活動を文書化することが求められる。 
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International Projects: Final Projects in 2013

The whole GID students in the different institutions were 

divided in to 4 teams, Apple, Orange, Pear, and Lemon 

to collaborate remotely on the International Project. The 

results are briefly described as below.

RCA/Imperial students in Pratt: 

Antton Peña, Filippo Del Carlo, 

Natwilai “Poupae” Utoomprurkporn
KMD students in RCA/Imperial: 

Kohsuke Maekawa, Makoto Sunayama  
Pratt students in KMD: 

Elain Khuu, Aldana Ferrer Garcia

The team Orange focused on the personal dining ex-

perience, especially for solo diners. Researching the 

sole diners, the team created following three propos-

als. 1) Creating sensory seclusion for the lone diner, 

so his/her focus would only be on the meal in front 

of him/her. 2) Using headphones to separate diners, 

and tune them into their individual dishes. Each dish 

would be translated into sound, and be heard through 

the headphones. 3) Physically isolate the lone diner 

and give him/her control of the entire space. The 

space around him/her would visually reflect the food 

ordered.

RCA/Imperial students in Pratt: 

Daniel Garrett, Allison Rowe, Setareh Shamdani
KMD students in RCA/Imperial: 

Katsutoshi Masai, Kazuyuki Masuda
Pratt students in KMD: 

Samantha Katehis, Keith Kirkland

The topic of the team Apple is “Reconnecting with 

food”, exploring people’s relationships with food and 

trying to understand some of the nuances of everything 

from large-scale agricultural production to traditional 

Japanese meals. It aims to reconnect people with raw 

ingredients and fresh produce̶rediscover that not all 

carrots are “baby” bite-sized̶and reconnect with the 

growing process̶remember what carrot leaves look 

like before they are plucked from the ground. The team 

created two concepts; one is “food furniture”̶furniture 

that contained all of the necessary elements that would 

support plant life, which the user would be able to buy 

for their home. The second is an idea involved growing 

food in prisons and selling it cheaply in low income ar-

eas.

各拠点に留学中のGID学生全員が、Apple、Orange、

Pear、Lemonの4チームに分かれ、インターナショナル・プ

ロジェクトにおける遠隔コラボレーションを実践した。以下

はその成果をまとめたものである。

Orangeチームは個人の食事体験、特に一人での外食を

テーマとして取り上げた。テーマに関するにリサーチから、

次の3種類の提案を行った。 1） 一人客を感覚的に遮断す

る手段を提供して、目の前の食事に集中できるようにする。

2）ヘッドフォンを用いることで、客同士を隔て、個々の料理

に注意を向けさせる。それぞれの料理を表現した音が、ヘッ

ドフォンを通して聞こえる。 3） 一人客を物理的に隔離し、

空間全体を自在に扱えるようにする。周囲の空間は、注文

した料理を視覚的に反映するものとなる。 

Appleチームのテーマは「食と再びつながること」である。

人と食との関係を探求し、大規模農業生産から伝統的な和

食にいたるまで、あらゆるニュアンスの理解を試みた。目標

は、消費者と原材料および農産物を再びつなげること（た
とえば、すべてのニンジンが一口で食べられる「ベビー」サイ

ズではないことを再発見する）、そして成長のプロセスと再

びつながること（たとえば、畑から抜かれる前のニンジンの葉

がどのようなものかを思い起こす）である。本チームは2つの

コンセプトを創出した。1つは「フード・ファニチャー」で、こ

の家具には植物の生命を支えるのに必要な要素が全て含

まれていて、ユーザーは自宅用に購入できる。2つめは刑務

所で作物を栽培し、低所得地域で安価で販売するというア

イデアである。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Team Orange

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Team Apple
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International Projects: Final Projects in 2013

RCA/Imperial students in Pratt: 

Alexandre Kitching, Hsin-Hua (Sheana) Yu, 

Koraldo Kajanaku
KMD students in RCA/Imperial: 

Goki Miyakita, Niya Sherif
Pratt students in KMD: 

LiLi Jackson, Winnie Wen 

The focus of team Pear was to change the current 

food model to indirectly improve waste, exploring 4Es, 

Economy, Environment, Ethic, and Experience. These 

three possible concept directions were conceived of as 

a system that could be implemented in a multi-step sys-

tem. The concepts include immediate implementation, 

near future, and far future scope. 1) Engaging̶Service 

used to bridge the gap between consumers and farm-

ers, building food knowledge and access through vari-

ous mediums. Allowing for direct engagement with food 

production process. 2) Interacting̶Architectural/experi-

ence design intervention utilizing abandoned spaces to 

create indoor ecosystems. Enabling physical interaction 

between farmers and consumers, by bringing them 

closer together. 3) Revolutionizing̶Utilizing technology 

to enable people to experience new ways of consuming 

nutrients, by embracing synthetic biology and nutrian 

created by food waste ̶“scraps.” 

RCA/Imperial students in Pratt: 

Carla Curtis-Tansley, Da Eun Lee, Chema Pastrana
KMD students in RCA/Imperial: 

Miki Asatani, Kiron Tsang
Pratt students in KMD:

Michael Meier

The team Lemon challenged the topic “Learn to taste 

again” to reprogram the public taste towards healthier 

food. According to the culture related research, New 

York needs a more commercially focused strategy; To-

kyo may be more effective to start with policies applied 

to schools as well as a target on a modern lifestyle of 

mobility. A mix of both commercial execution and gov-

ernment policies seems to be the most suitable solution 

for London and Europe.

Pearチームが選んだテーマは、現在の食のモデルを変革し、

非直接的に廃棄物を削減して、4つのE〈Economy（経済）、

Environment（環境）、Ethic（倫理）、Experience（体験）〉を探

究することである。以下の3種類のコンセプトの方向性は、複

数のステップから成る1つのシステムとして考案され、即座に

実行できるものから近い将来、さらに遠い将来を見据えたも

のが含まれている。 1）エンゲージング̶消費者と農家の間

の橋渡しをするために使われるサービスで、さまざまな媒体

を通じて食品に関する知識とアクセスを構築する。食品生産

プロセスに直接関われるようにする。 2）インタラクティング
（交流）̶ 使われていない空きスペースを活用して屋内エコ

システムを創出するアーキテクチャー/経験デザイン。農家と

消費者を近づけ、物理的な交流を可能にする。 3）変革̶

テクノロジーを利用して、人 が々新たな栄養素摂取の方法を

経験できるようにする。そのために、合成生物学と食品廃棄

物、すなわち「ゴミ」から生成した栄養素を活用する。

Lemonチームは「再び味わうことを学ぶ」というテーマに

挑み、人々が健康によい食品をより好むように嗜好を再プ

ログラムすることを目指した。文化に関するリサーチから、

ニューヨークでは、より商業面に力を入れた戦略が必要で

ある一方で、東京では、学校教育への政策適用とモバイル

志向の現代的ライフスタイルに的を絞ることから始めると

効果的であること、さらにはロンドンやヨーロッパでは、商

業展開と公共政策の両方を組み合わせることが最適なソ

リューションと思われると結論づけた。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Team Pear

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Team Lemon
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Pratt Students’ Final Projects in January, 2014  

After the collaboration of GID International Project, Pratt 

students had one more month to integrate their insights 

from Japanese cultural expeditions into their Food 

Project propositions. These short projects demonstrate 

how creative minds can create interesting and pregnant 

ideas when they are exposed to the new cultures and 

experiences.

“I love Matcha” is a matcha vending ma-

chine, which serves matcha by perform-

ing a tea ceremony using a step-by-step 
procedure. The structure of the machine 
intuitively makes the customer sit and bow 
in front of it, which evokes the Japanese 
custom. The Chawan, which is a resin 3D 
printed clone of an original ceramic one, is 
a part of this project.

It was interesting to see the contrast be-

tween the culture of convenience and ef-

ficiency and the traditional culture in Japan, 
which is authentic and elegant. This vend-

ing machine displays the mixture of these 
opposites in Japanese culture.

The vending machine is activated when 
a customer is seated and served sweets. 
Indicating where it is in the process, the 
machine performs a tea ceremony by add-

ing hot water to matcha powder, and then 
whisking it in the traditional manner. The 
tea is served in a 3D printed tea bowl.

3拠点協同で行ったGIDインターナショナル・プロジェクトの

後、Prattの学生はさらに1ヶ月間、日本文化からのインスピ

レーションとフードプロジェクトで得た知見を融合させるこ

とを試みた。短期間の活動にも関わらず、それぞれの学生

の創造性が新しい文化に接することにより、より面白い示

唆に富んだアイデアが生まれる姿を垣間見ることができた。

“I love Matcha”は抹茶の自動販売機で、茶
道の手順に沿って抹茶を提供する。購入者が
直感的にその前に座りお辞儀をする仕組み
になっており、日本での慣習を想起させる。
本プロジェクトの一部である「茶碗」は、陶磁
器製のオリジナルを3Dプリントで複製した樹
脂製である。

日本では、利便性と効率性の文化と本物志向
で優雅な伝統文化が対照的に共存すること
に興味を持った。この自動販売機は日本文化
の対極に位置する2つの側面をミックスして
いる。

自動販売機は、購入者が座って茶菓を受け取
ると作動する。手順のどの段階にあるかを表
示しながら、自動販売機は茶道の手順通りに
抹茶の粉に湯を注ぎ、伝統に則った方法で
混ぜる。抹茶は3Dプリントされた茶碗で提供
される。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
“I love Matcha”
̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Aldana Ferrer Garcia 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
What:

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Why: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
How: 
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Pratt Students’ Final Projects in January, 2014  

This project will create a system to promote 
awareness of those with allergies and/
or diet restrictions and will enhance food 
safety. 

Nourishing live plants to wear on the hu-

man body, inspired by ikebana and bonsai. 

Since coming to Japan, I have observed 
many of my friends struggling to find food 
that fits their dietary needs̶especially 
pork-free or halal food. It becomes espe-

cially hard when a language barrier exists, 
and common foods like ramen have a 
pork-based broth. Although the individu-

als are sensitive to their personal dietary 
restrictions, it would be even better if the 
restaurants were also sensitive to them. 
The system I am proposing would increase 
food safety and reduce awkward situations 
at dinner parties.

The purpose is to reconnect people with 
plants and, hopefully, to generate a greater 
appreciation for all processes and issues 
that are plant-based, such as farming. The 
idea is also to slow down the speed of 
consumption by giving people an apprecia-

tion of designing within the framework of 
longer time spans such as years, decades, 
even centuries.

An RFID tag is embedded into a wearable 
object, such as a pin. The RFID is pro-

grammed with the type of food the wearer 
cannot consume. When the wearer enters 
a restaurant, a sensor at the table picks up 
the pin’s signal and sends a notification of 
the allergy to the kitchen and wait-staff.

The mechanism is to develop a watering 
device or system that allows a person to 
wear the plant while it is alive. This involves 
a kinetic watering system that uses move-

ment of the limbs as a water flow genera-

tion device to circulate nutrients and water. 
Its applications include runway fashion, 
installation art, and possibly in the future, 
medical and textile development.

本プロジェクトは、アレルギーを持つ人や食
事制限のある人の存在が認識されるシステム
を創出し、食品安全性を強化するものである。 

「生花」や「盆栽」から着想を得た、身につけ
られる植物の育成

日本に来て、多くの友人が自分たちのニーズ
に合う食品を探すのに苦労しているのを目に
した。特に、豚肉を使っていない料理やハラル
フードを見つけるのは困難だった。言葉の壁
があるとひときわ厳しく、またラーメンなどの
日常的な料理にはスープのベースに豚肉が
使われている。ひとりひとりが自分の食事制
限に気を使うのに加えて、レストランでも配慮
することができればさらに好ましいと思われ
る。ここで提案するシステムが導入されれば、
食品安全性が高まり、ディナーパーティーで気
まずい状況を招くことも少なくなるだろう。

人と植物を再び結びつけ、願わくは、農業な
ど、植物に根ざしたあらゆるプロセスや事柄
に対する敬意を高めることが、本作品の目的
である。また、数年や数十年、さらには数百年
といった長いスパンの枠組みでデザインする
ことを尊重している。これにより、消費スピー
ドを鈍化させることも目指している。

ピンなどのウェアラブルなアイテムにRFIDタ
グを埋め込む。RFIDには、装着者が食べら
れない食品の種類がプログラムされている。
装着者がレストランに入ると、テーブルのセ
ンサーがピンのシグナルを感知して、キッチ
ンおよびフロアのスタッフにアレルギーの情
報を通知する。

このメカニズムでは、人が生きた植物を身に
つけるための水やり装置あるいはシステム
を開発する。その中には、手足の動きで水流
を起こして栄養分と水を循環させる、運動学
的な水やりシステムを取り入れる。応用例と
しては、ランウェイファッション、インスタレー
ションアート、さらに将来的には医療やテキス
タイル分野への展開も考えられる。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
A dietary-restriction 
awareness system for diners 
and restaurants
（外食産業向け食事制限認識システム）

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Elaine Khuu

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Mokuton
（木遁）

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Keith Kirkland

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
What:

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
What:

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Why: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Why: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
How: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
How: 
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Pratt Students’ Final Projects in January, 2014  

Fully integrated urban micro-ecosystem, 
with community and educational oppor-

tunities, as well as fresh produce cafe and 
boutique.

This project is a prototype of an application 
for Apple’s iOS environment. It is a game 
that turns the user into a secret agent who 
needs to fulfill secret food missions ̶ like a 
treasure hunt. Therefore, it utilizes the basic 
human instincts to hunt and collect.

To bridge urban and agricultural experienc-

es while providing a greener environment.
It aims to diversify food consumption in dif-

ferent target markets such as the US, EU, 
and Asia. The ultimate goal is to train the 
user’s taste buds to “learn to taste again”, 
which was a topic in one of the GID Inter-

national Projects. 

A structurally reinforced rooftop provides a 
deep surface and support for soil and irriga-

tion channels in the manner of a Satoyama 

field. The roof is terraced so the water flows 
down toward the rice and other crops that 
require more moisture, while the upper 
fields are drier. The farm can be worked 
by volunteers and/or professionals through 
city grants. The entrance features a cafe/
bar using ingredients farmed on the roof 
as well as a small boutique to purchase the 
roof-grown produce. 

As the user fulfills his missions, he trains his 
taste buds to taste again while having fun. 
The actual education turns into a nice side 
effect. Because the missions are connected 
to a social community system, friends can 
send each other tasks (competitions) or 
play together. Companies (restaurants, 
festivals etc.) will pay premiums to post 
the missions which include their products / 
foods.

コミュニティと教育の機会、さらには新鮮な作
物を使うカフェやショップまでを完全に統合
する都市型マイクロ・エコシステム。

本プロジェクトはAppleのiOS環境用アプリ
のプロトタイプである。これはゲームで、ユー
ザーは秘密諜報員として食品に関する極秘
ミッションを担う。トレジャーハントのようなも
ので、探して集めるという人間の基本的な本
能を活用する。

都市生活と農業体験の橋渡しをしながら、よ
りグリーンな環境を提供する。

米国、EU、アジアなどのさまざまなターゲット
市場において食品消費を多角化することを目
指す。最終的なゴールは、GIDインターナショ
ナル・プロジェクトの1つのトピックであった
「再び味わうことを学ぶ」ためにユーザーの
味覚を鍛えることである。

表面を厚くして荷重を支えられるように屋上
の構造を強化し、里山の田園風に土壌と灌漑
水路を整備する。屋根に段差をつけて上下に
水が流れるようにして、上部を乾燥気味に保
ちつつ、下部には水分をより多く必要とする
米やその他の作物を植える。都市の補助金を
活用してボランティアか専門家、もしくは両方
が農園の運営にあたる。農園の入口には屋
上で収穫した作物を使うカフェやバー、さら
に作物を購入できる小さなショップを設置し
て注目度を高める。

ミッションを遂行する過程で、ユーザーは楽し
みながら、再び味わうために味覚を鍛える。
実際的な教育は良い副次効果を生む。ミッ
ションはソーシャルコミュニティシステムとつ
ながっているため、友人同士でタスクを送り
合ったり、一緒にプレイしたりできる。企業（レ
ストラン、フェスティバルなど）は特別料金を払
えば、自社の製品や食品を含むミッションを
登場させることができる。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
An urban “Satoyama” rooftop 
experience
（屋上での都市型「里山」体験）

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Lili Jackson

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Food Agent
（フード・エージェント） 
̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Michael Meier

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
What:

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
What:

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Why: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Why: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
How: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
How: 



It’s a close loop system for plastic bottles, 
combining a vending machine and a 3D 
printer for selected materials. The plastic 
bottle’s life is extended from just a few min-

utes in the consumer’s hand to a second 
life in which is it a valuable product.  

Plastic package is hygienic and convenient, 
but its life cycle is extremely unsustainable. 
Through this project, I am looking for a solu-

tion that works with our disposable mental-

ity, which is already deeply ingrained in our 
modern lifestyle, but doesn’t create an extra 
burden on our environment. Both mate-

rial and energy waste are considered in the 
process. Users can become involved in the 
entire process and understand the post-life of 
products, which may create more awareness 
of taking responsibility for their purchases. 

This vending machine sells drinks only in 
PLA bottles and has a 3D printing recycling 
system on its side. Both the body and cap 
are made of pure PLA plastic. PLA plastic 
is a new type of biodegradable plastic in 
which no labels or dyes are used. The 
vending machine can help consumers re-

cycle the bottle immediately in four simple 
steps: shred, clean, melt and extrude

これは、自動販売機と限定素材対応の3Dプ
リンターを組み合わせたプラスチックボトル
の「閉ループ」システムである。消費者が手
に取ったほんの数分間で終わっていたプラス
チックボトルの寿命を、価値ある製品に生ま
れ変わらせることにより「セカンド・ライフ」ま
で延長する。

プラスチック容器は衛生的で便利だが、その
ライフサイクルはきわめて持続可能性が低
い。本プロジェクトは、現代のライフスタイル
にすでに深く浸透している使い捨て精神に
対抗しつつ、環境に余分な負荷を与えないソ
リューションを探究するものである。この装置
が担うプロセスでは、素材とエネルギー両方
の廃棄物が考慮されている。ユーザーはプロ
セス全体に関わり、役割を果たした製品がそ
の後どうなるのかを理解できる。これにより購
入物への責任意識をより強く喚起させる。

この自動販売機は、PLA（ポリ乳酸）ボトル入
り飲料のみを販売し、横に3Dプリンティング
によるリサイクルシステムを設置する。ボトル
本体もキャップも100%PLAプラスチック製と
する。PLAプラスチックは新しい種類の生分
解性プラスチックで、ラベルも塗料も使用しな
い。この自動販売機を使う消費者は、シンプ
ルな4つのステップ（粉砕、洗浄、溶解、成形）
によりボトルをリサイクルできる。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
0 Bottle Waste
（ボトル廃棄物をゼロに）

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Winnie Wen

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
What:

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Why: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
How: 
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Pratt Students’ Final Projects in January, 2014  

This project explores the appreciation of 
food. How can we increase the consum-

ers’ level of food appreciation using context 
and/or packaging?

Following the previous group’s research in 
the International Project, I decided to focus 
on the subject of food appreciation and ex-

plore how to decrease waste of food, draw-

ing inspiration from Japanese culture with 
items such as furoshiki, shibari, and himitsu-

bako.

Experimenting with wrapping techniques 
with the context and selected food in mind. 
Eventually, this concept of elaborately 
wrapping and unwrapping food with twines 
led to the idea of multiple processes and an 
alternative method to the labor created by 
farming one’s own food. Further research 
on himitsu-bako, a Japanese secret box, 
yielded the concept of a similar box, that is 
simple in construction and without an obvi-

ous method of opening, to hold food. This 
box would force the user to work for their 
“prize”, elevating the status of the food and 
creating a deeper appreciation.

本プロジェクトは食品を大切にする気持ちを
探るものである。コンテキストやパッケージン
グによって、食べ物を大切にする消費者の気
持ちはどれだけ高められるだろうか。

インターナショナル・プロジェクトで行ったグ
ループ研究に続き、「風呂敷」「縛り」「秘密箱」
などに込められている日本の文化からインス
ピレーションを得て、食品を大切にする気持
ちの問題に焦点を合わせ、食品廃棄物を減ら
す方法を探ることにした。

状況と特定の食品を想定して包む手法の実
験を行った。紐で念入りに食品を包装し、ま
たその包装を解くというこのコンセプトはや
がて、複合的なプロセスのアイデアへと通じ
て、自らの食料を耕作して得る労力に代わる
手段となった。さらに日本の「秘密箱」につい
ての研究から、シンプルな構造ながら開け方
が明らかでない、類似した食品保存箱のコン
セプトが生まれた。この箱のユーザーは「賞
品」を得るために努力しなければならないた
め、食品の価値がより向上し、大切にする気
持ちを高められるだろう。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Exploring the perceived value 
of food through context and 
packaging
（コンテキストとパッケージングを通した
食品知覚価値の探究）

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Samantha Katehis

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
What:

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Why: 

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
How: 
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KMD Students’ Experience in London

The first year KMD Main Program students traveled 

to London and joined many projects in RCA/Imperial. 

These photos document their experience as they are.

KMDのメイン・プログラム第１期生たちはロンドンに赴き、

RCA/Imperialにおいて多くのプロジェクトに参加した。これ

らの写真は彼らのありのままの経験を描いたものである。

Gizmo

Make a thing that works in the limited three weeks.

3週間という限られた時間の中でとにかく動く物を作る。

:Students’ Works 
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Superform

Make a chair through your own Creative ways. The proj-

ect accelerates your abilities to generate and develop 

quality forms while designing a chair.

独創的な方法で椅子を作る。椅子をデザインする作業を通

して、形状を生み出し具現化する能力を磨くプロジェクト。

Superform: Students’ Works
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EXP

Make a chair made from willow tree, through experi-

mental and exploratory design process.

試行錯誤（悪戦苦闘）しながら、柳細工で椅子を作る。

EXP: Students’ Works
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The First Experience in Tokyo
‒7 Pratt students visited KMD and stayed in Tokyo‒

Seven students from Pratt Institute spent five months 

at KMD as the first GID Main Program students, taking 

KMD classes and collaborating remotely with students 

from other institutions. These interviews capture their 

experiences in KMD and in Japan. The questions were 

asked by Daniel Steinbock, GID Project Senior Assistant 

Professor.

Q: Please introduce yourself.

Aldana (A): My name is Aldana. I’m an architect from 

Buenos Aires, Argentina.

Elaine (E): And I’m Elaine, and my undergraduate was 

also in Architecture. 

Q: What piques your curiosity about this place? 

E: The architecture. There are a lot of Metabolist build-

ings that fit in around the city. Famous architects, like 

the Prada store in Omotesando by Heuzog & de Meu-

ron, and then we’ve seen it a lot in magazines, but actu-

ally being able to walk there and look at it and (say) “Oh, 

it does exist and it’s here”.

A: When you see these buildings in magazines, they are 

just isolated from the surroundings, but here, you see 

the whole mess altogether, all the layers of information. 

Q: Having come from Pratt, what’s your impression about 

the design culture of Japan or KMD in particular? 

E: Coming from Pratt, I was expecting more hands-on 

prototyping and more industrial design oriented design, 

but I came to realize that Keio Media Design is much 

more technologically related. But at the same time, I 

think it’s presenting us a new facet of design that we 

wouldn’t get at Pratt.

A: We are more used to talking about design or doing 

design, it’s more of the ends. But here (in KMD), it’s 

more of the means, the combination between several 

things to get to the final product. So the perspective is a 

bit different.

Having a lot of these possibilities, like all the technologi-

cal research labs they have here. We always see the 

technology, but it’s different, like seeing the video, than 

actually being able to experiment and play with it. And, 

you can put your own design, personality into this object 

and it works.

For example, playing with Kinect, playing with Oculus. 

GIDメイン・プログラムの第1期生としてPrattから派遣され

た7人が、5ヶ月間、KMDに滞在した。KMDにおける授業の

受講や他拠点の学生との遠隔コラボレーションなど、忙し

い日 を々過ごした。彼らの経験を書き留めておくために、こ

のインタビューはGID特任講師であったダニエル・スタイン

ボックにより行われた。

Q: まずは自己紹介を。

A: 私の名前はアルダナ。アルゼンチンのブエノスアイレス

出身の建築家。

E: 私はエレイン。学部は私も建築だった。

Q: 日本ではどういうものに興味がそそられる？

E: 建築物かな。都市にフィットするメタボリストの建物が多

い。有名な建築家の作品とか。例えばヘルツォーク＆ド・ムー

ロンが手掛けた、表参道にあるプラダの店舗なんか、雑誌と

かでよく見ていたけど、実際にその辺りを歩くことができて、

実物を見て「やはり実在するんだ。それもここにある」ってね。

A: 想像していた多くのものに接触できる。雑誌とかに載ってい

る建物を見ると、その周辺から切り離された、そこだけの孤立し

た姿しか映っていないけど、ここではすべて渾然一体となって

見える。何層も重なり合った情報が一度に飛び込んでくる。

Q: Prattから来て、日本あるいはKMDのデザイン文化については

どんな印象を持っている？

E: Prattから来て、KMDではもっと実践的なプロトタイピ

ングとか、より工業デザイン志向のデザインをすることに

なると思っていた。でも、実際にはテクノロジー色がかなり

強いことに気がついた。でも同時に、ここではプラットで

は得られないデザインの新しい側面に出会えているような

気がする。

A: 私たちはこれまでもデザインについて語ったり、作業をし

たりしてきたが、どちらかという（デザインの）最終形のこと

を意識していた。でも、ここ（KMD）でいうデザインはもっと

広い意味を持っていて、最終製品になるまでの様 な々要素

の組み合わせ方という感じがする。そういう見方が多少違う

ように思う。

また、ここはあらゆる種類の技術研究所が充実している感じ

で、一度に多くの可能性を得られる。こうしたテクノロジーは

これまでも見たことあるが、実際に実験したり試したりする

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Interview 1

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Interviewer: 
Daniel Steinbock
̶
Editor: 
Megumi Fujikawa

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Elaine Khuu

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Aldana Ferrer Garcia
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The First Experience in Tokyo

Just thinking about designing a 3D virtual environment, 

seems crazy, but now (that I’ve learned that) it’s like 

“here’s the program, here’s the object. Here’s how you 

combine them”. And then apply your creativity there. 

So, that’s very productive coming here.

Q: What attracted you to the GID program?

E: Going to new places, you pick up on the different cul-

tures, how people are living. And you learn more about 

yourself as well, like how you react to these environ-

ments. 

Q: Regarding the GID International project, what has it 

been like to work with students at other centers?

E: It’s been tough. But it definitely teaches you how to 

work within a group, and how you manage that situa-

tion. 

A: Communication gets really important. Not only with 

words, because sometimes people don’t speak the same 

language. They don’t speak English as the first language. 

So it’s hard to interpret what people actually mean, what 

they are saying. 

ということと、ビデオを見たりするのとは違う。技術に自分の

デザインや個性を入れて、それが実際に動く。

例えば、Kinectで遊んでみたり、Oculusで遊んでみたり。３

次元のバーチャル環境をデザインするというのは、これまで

は何かクレイジーなことに思えていた。でも今では「これが

プログラムで、これがオブジェクトね。これをこうやって組み

合せるんだ」（ということが学べた）。あとはそこに自分の創造

性をあてはめていく。そういう意味で、ここではとても生産

的な作業ができた。

Q: GIDプログラムのどこに惹かれた？

E: 新しい場所に行くといつも、違う文化に触れ、そこでどの

ように人々が生活しているか、知ることができるから。また、

違う環境に自分がどのように反応するかを通して、自分自

身についてもっとよく分かるようになると思う。

Q: ではGIDインターナショナルプロジェクトについて。他の拠点の

学生達と協同作業するのは、どんな感じだった？

E: 大変だった。でも確実にグループ内で作業する方法を

学べるわ。そういう状況で自分をどうコントロールするべき

かとかね。

A: コミュニケーションがとても重要になる。作品だけではな

く、同じ言語を話さない、つまり母国語が違う人たちとやり

取りすることもあるのでね。彼らが云わんとしていることを、

どのように解釈したらいいのかが難しい。

Q: Please introduce yourself.

Keith (K): My name is Keith. I graduated in mechani-

cal engineering from Rutgers University. I attended a 

program at FIT for accessories design. (I) graduated, did 

a lot of work in handbags: Calvin Klein, Le SportSac, 

COACH. I loved designing handbags, but I figured “why 

not be able to design everything?” And I applied for the 

program at Pratt.

Sam (S): My name is Samantha. And I have a back-

ground in fine jewelry. 

Q: What was your first impression of Japan? 

K: It was just a really deeply embedded sense of culture 

shock. I walked into a restaurant and I couldn’t read 

a thing. Any time I needed to communicate anything 

it was somewhat difficult. But I also found that even 

though there were obvious difficulties, people were ex-

Q: まずは自己紹介を。

K: 私はキース。学部の時はラトガース大学で機械工学を専

攻していた。FITのアクセサリー・デザインのプログラムを受

講した。卒業して、Calvin Klein、Le SportSac、COACHな

どハンドバッグの仕事を多くやった。ハンドバッグをデザイ

ンするのも大好きだったが、どうせならなんでもデザインで

きた方がいいと考えてPrattのプログラムに申請した。

S: 私はサマンサ。ファイン・ジュエリーのデザインをやって

いた。

Q: 日本の第一印象は?

K: 本当に深く自分に刻み込まれたカルチャーショックだっ

たのが、レストランに入っても、何も読むことができなかった

ことだ。何かを伝えようとしても、常に困難だった。でも、難

しいことがあっても日本人は進んで助けてくれた。例えば、

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Interview 2

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Keith Kirkland

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Samantha Katehis
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The First Experience in Tokyo

tremely willing to go out of their way to be really helpful. 

People walking 10 minutes out of their way to show me 

where a place is. So even with the language barrier and 

all the issues, the people here were fantastic and nice. 

S: I think I wasn’t expecting such a small amount of 

English spoken here. English is sort of like this univer-

sal language, especially coming from Demark over the 

summer, where everyone is forced to learn English at a 

very young age because there are so few Danish people. 

Coming here, people may have a small understanding of 

English, but they are very apprehensive to use it. 

Q: So coming from Pratt, which has its own long tradi-

tion and culture and from industrial design, what was 

your impression of the design culture or perspective here 

at KMD? How would you compare it, or characterize it?

S: The immediate thing I think of is the idea of this hier-

archy. I don’t think it exists in the US in the way it does 

in Japan. There is more camaraderie between students 

and professors (in Pratt). And a lot of times we will do 

outside activities with them. I wonder if that’s more of 

an American thing versus an institutional thing.

Q: Any thoughts about the design side of it?

S: KMD seems to be more technically oriented, or tech-

nologically driven. Pratt is, I think, more focused on the 

aesthetics of design. 

K: I think that the main difference that I see is that there 

is a heavy emphasis on technology, and the future, and 

what it might look like in KMD. And at Pratt it is a little 

bit more about the final aesthetic. It’s about the function, 

it’s about the form, it’s about the justification. 

Q: If you had advice for the next batch of GID students 

coming to Japan, like next year’s Pratt students, what ad-

vice and recommendations would you give? 

S: Keep an open mind. Give yourself that breathing 

room where things may not go according to plan. 

K: If you really want to set yourself up to work globally, 

to create teams and to create networks in other parts of 

the world, and to be able to capitalize and take advan-

tage of those networks, then this is the perfect place for 

you. 

私に道案内をしてくれるために10分ほど時間をかけてくれ

た人もいた。言葉の壁や様々な問題はあったものの、日本

の人々は素晴らしく、親切だった。

S: 日本ではほとんど誰も英語を話さない、というのは予想

していなかった。英語は世界共通語みたいなもので、特に

私は夏の間デンマークにいて、そこでは誰もがかなり若い

年齢から強制的に英語を学ばされている。デンマークの人

口が少ないことも影響していると思う。ここに来ると、人々

は英語をある程度は理解していても、それを使うことを非

常に不安がる。

Q: インダストリアル・デザインにおいて独自の伝統と文化を持って

いるPrattから来ると、ここKMDのデザイン文化や視点の印象はど

うですか？  どのように比較したり、特徴づける？

S: すぐに思いつくのは、上下関係。アメリカには、日本みた

いな上下関係は存在しないので。（Prattでは）学生と教授の

間には仲間意識のようなものがもっとある。そして彼らとの

課外活動も多い。それはむしろ、学校的なことよりも、アメリ

カ的な慣習かもしれないけど。

Q: （両校の）デザイン面についての観点は？

S: KMDは、より技術指向、あるいは技術主導型だと思う。

Prattは、デザインの美学に重点を置いていると思う。

K: 主な違いは、KMDでは技術あるいは未来の技術がどの

ようものになるのか、ということに重点を置いていると思う。

それは一体何ができるか。それにどのように関わることが

できるのか。しかしPrattでは、どちらかというと最終的な美

学に焦点がある。その機能や形、そしてその理由について

問われる。

Q: 日本に来る次のGIDの学生、来年のPrattの学生に何かアドバ

イスやおすすめはありますか？ 

S: 何事に対しても、いつも心をオープンにしておくことだと

思う。物事が計画通りに行かない時のために、余裕を持っ

ておくこと。

K: グローバルに働きたいと強く願っていて、世界中でチーム

やネットワークを築き、そしてそのネットワークを活用したいと

考えている人にとっては、ここは最適な場所だということだ。
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The First Experience in Tokyo 

Q: Please introduce yourself.

Lili (L): I’m Lili. Before Pratt, I was doing a wood working 

and hardware business and also making furniture that 

goes hand in hand with woodworking. I film music as 

well. My undergrad was in global environmental politics. 

Winnie (W): I am Winnie. I’m from Taiwan. And my un-

dergraduate was also industrial design. 

Q: What were your first impressions?

L: There is everything here. Layers upon layers of, I don’

t know, history and meaning, or restaurants. Everything 

is really, you can go really deep into it, or you can just 

enjoy the surface. 

W: It’s not my first time being here. Every time I came 

here, it was pretty rushed, come here, sightsee, and 

leave. If you slow down the path and looked at every-

thing this time, I didn’t like it first of all. I was so not used 

to (it)…everybody was walking like a robot. They talk so 

much and you really just want to buy something. It’s not 

really easy to pay and get a thing, and they are giving 

ten questions. It was kind of annoying at the beginning 

but now I just understand that’s the way they are. I think 

I get used to it and adapt to it. 

Q: まずは自己紹介を。

L: 私はリリー。Prattに来る前は木工・鉄工のビジネスを

やっていて、家具も作っている。木工に関係のある様 な々も

のを扱っている。また、音楽ビデオ制作もやっている。学部

時代の専攻は地球環境政策。

W: 私はウィニーで、出身は台湾。大学でも専攻は工業デ

ザインだった。

Q: 日本の第一印象は？

L: あらゆるものがここにはある。歴史やその背景からレス

トランまで、何層にもあらゆる物が重なっているよう。どれ

も興味深くて、深く掘り下げられるものもあるし、表面だけ

楽しむことだってできる。

W: 私は以前にも旅行で日本に何度か来たことがあるが、

いつも大急ぎで観光して帰るだけだった。今回の滞在で

は、道をゆっくり歩いて、様 な々物を見ようとすると、最初は

あまり好きに思えなかった。慣れていなかったからか、日本

人はみな、ロボットのように歩いていると思った。日本人は

よくしゃべる。買い物する時、お金を払って、商品をもらっ

て、帰るだけではことが済まない。質問攻めにされてしま

う。最初は嫌だったが、今ではそれが日本人の国民性なの

だと理解できる。今では、この文化に慣れてきたように感じ

ている。

私は、人々のプロ意識が高いのが好きだ。自分の仕事に誇

りを持っていて、小さなことでも集中して取り組み、うまく

やってのける。個人に限らず、家族全員で取り組むこともあ

る。一つのことを長くやり続ける。それも何世代にもわたっ

て。これには感心する。

Q: KMDでの経験について聞かせてほしい。Prattからやって来て、

日本的な、またはKMDのデザイン観や視点を特徴的にどう捉える？

W: 私が驚いたのは、KMDでは、未来について研究してい

る人が多いことだ。それに、彼らは未来研究の分野に特化

している。

また、日本人は、あまり自分の意見を持たないが、他人がど

う感じているかに敏感だ。どのように感情を表すか、どんな

感情を持っているかに。授業中によくあることだが、日本人

はまず、本当のことを言わない。意見が曖昧ではっきりしな

い。そう感じるのがどういう意味なのか（理解しがたい）。そ

して、授業が進むにつれて、分かってくる。

I like how people are really professional. They are really 

proud of the thing they are doing. How they are focused 

even though it’s very narrow, but they did it so well. 

Q: Please tell your experience here at KMD. Coming from 

Pratt, can you characterize the perspective of KMD and 

Japanese?

W:  The thing that fascinates me here is how a lot of 

people actually research (the) future. And they are so 

specific in this field.

Also Japanese people do not express their views, but 

care about what people feel, or how they’re feeling. So 

lots of time in class, they are lying at the beginning. Their 

opinions are very ambiguous. Like, what do you mean 

by “feeling”? Then throughout the class you understand. 

L: KMD has this amazing focus on what we wouldn’t 

be able to learn at Pratt, like the multi-sensory function 

and programming. It’s really nice that our professors are 

pioneers in this technology.

Q: What attracted you to the GID program? 

L: To learn all these amazing things in the most amazing 

cities in the world.

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Interview 3

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Winnie Wen

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Lili Jackson
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The First Experience in Tokyo

W:  You get a foresight of what designs are, hopefully. 

At Pratt, it is about esthetics. I really wanted to go to 

RCA when I was an undergrad. I felt I had no chance 

to go there. I had to really think about tuition, and how 

they select the students and (the) criteria. And I knew I 

couldn’t go to RCA. It’s just so exciting right now. 

Q: Who would you recommend this program to? 

L: I would say somebody who wants to learn and expe-

rience things, and is open to things. 

W:  Somebody who isn’t afraid to walk away from their 

comfort zones. And is eager to know more about design 

or even just human beings. 

Q: What kind of connections have you been making with 

people here?

L: We are living at (the) international dorm and Keio 

itself is pretty international, so you meet a lot of people 

from a lot of places. And being in a dorm means people 

are in all different programs. 

Even in the student body, there are so many cool 

people. It was also nice to just hang out, and if you just 

want to have a drink with someone and you don’t really 

L: KMDではPrattで学べないことを学ぶことができる。今ま

で興味を持っていた、複数の知覚に作用する機能やプログ

ラミングを学べた。私が教わっている教授の中には、テクノ

ロジー等の分野で草分け的な存在の人もいる。

Q: GIDプログラムの魅力は？

L: 何カ国もの素晴らしい都市で、とても興味深いことを学

べること。

W: デザインとは何かという将来の展望が見えること。Pratt

では美について重点を置いている。実は大学生の時、RCA

に行きたいと思っていたが、行ける可能性はないと思って

いた。授業料のことを考えなくてはならなかったから。どの

ように学生を選ぶかとか、選考基準も調べた。RCAには行

けないと思っていた。だから、今は本当にうれしい。このプ

ログラムでは、RCAに行くことができる。

Q: このプログラムをどのような人に薦める？

L: 学ぶことや経験することに意欲のある人。そして、新しい

ものを受け入れられる人。

W: 自分にとって居心地のいい領域から抜け出せる人。そ

want to go out, you can just knock on someone’s door 

or make dinner with someone. I’m pretty sure I’m going 

to be friends with everybody that we live with forever.

して、デザインについて、人間について、もっと学びたい人。

Q: 日本に来て、どんな人脈が出来た?

L: 今私たちは、留学生寮に住んでいて、慶應自体がとても

国際的だ。だから、様 な々国から来た人たちにたくさん会え

る。寮に住んでいる学生たちは、多様なプログラムに属し

ていて、それぞれの学んでいる内容について、話すことも

できる。

学生の中にも、すごい人がたくさんいる。それに、ただ一緒

にくつろいでるだけでも楽しいし、誰かと飲みにいったり、

出かけたりしたい時は、誰かのドアをノックして誘えばい

い。または、誰かと一緒に夕食を作るとか、色々なことがで

きる。寮で知り合った人は、一生涯続く友人だと思う。
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Q: Please introduce yourself.

Michael (M): I am Michael. I’m from Germany, and my 

background is in industrial design and product manage-

ment. 

Q: What was your first impression of Japan?

M: I was surprised how clean it actually was here. Gener-

ally, I felt very German here. Like the whole set of mind, 

like following rules, being tidy and orderly and…that’s 

very how Germans are. 

Q: And what attracted you to the GID program?

M: The possibilities in Tokyo to learn the technology. 

Pratt’s really not offering that.

Q: What characterizes the design culture or perspective 

here that might be different from what it’s like at Pratt? 

M: Pratt is a lot about experimenting and seeing how 

the progress goes on and not knowing what the output 

would be. Here, it’s much more systematic.

Q: What would you find to be the benefits of GID interna-

tional project? 

Q: まずは自己紹介を。

M: 僕はマイケル。ドイツから来た。バックグラウンドは工業

デザインと製品管理。

Q: 日本の第一印象は？

M: ここが実際に清潔だということに驚いた。全体的にとて

もドイツ的だと感じた。ルールを守る、整理整頓、規律正し

いといった全般的な物の考え方という意味で。ドイツ人にも

そうした気質がある。

Q: GIDプログラムのどこに魅力を感じた？

M: 東京にいて、テクノロジーについて学べるということ。

Prattではそういうものを提供していない。

Q: PrattとKMDのデザイン文化あるいはデザインに対する見方の

違いは何？

M: Prattでは、実験的な面が大きく、アウトプットがどうなる

か分からないまま、どのように進化するかを見ることに多く

の時間を割く。一方、こちらはとても体系的だ。

Q: GIDインターナショナル・プロジェクトの利点は何？

M: 確実に言えるのは、異なる時間帯にいる人 と々共に作業

する方法を学ぶことだ。これは簡単なことではない。一つ

の部屋に集まって顔を突き合わせながら作業したり、例え

ば、昼食の時とかに話し合ったりする環境とは全然違うか

らね。実際のビジネスの世界でデザインがどのように意味

を持つかを学ぶことができる。そしてこの経験はここでしか

できない。大学で提供しているプログラムを通じて得る体

験が悪いと言っているわけではないが、実際の社会では通

常このような形でビジネスが行われているからね。そういう

経験ができるという点だけでもお勧めできる。

Q: このプロジェクトでは、どんなところが難しいと感じる？

M: 最も難しかったのは、物事を前に進めることだ。最初は

皆、意見がバラバラだからね。そして同じ空間に居ないとい

うこともあり、様々な意見を持っている教授陣に対しても、

自分の考えを伝え、理解させる方法を見つけるのが大変な

時がある。全員を満足させるのは容易なことではないとい

うことだね。

M: You definitely learn how to work with people in dif-

ferent time zones. It’s not easy and it’s certainly different 

from working with people face-to-face in one room and 

discussing things during, say, lunch breaks or some-

thing. You learn about what design means in the busi-

ness out there, and it’s nothing you know, it’s not an 

offensive thing to have such an experience within a pro-

gram at a university but out there, in business, it is just 

usual to work that way. It’s just something that I would 

recommend for you. 

Q: And what do you find to be challenging in the project? 

M: I think the most challenging thing was to push for-

ward because, at first, everyone has (a) different opinion, 

and due to the spatial difference, sometimes it was hard 

to find the way to go across different opinions of faculty 

members too. It’s not easy to please everyone.

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Interview 4

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Michael Meier
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KMD Students’ Experience in New York City

After staying in London, the first year KMD Main 

Program students traveled to New York City and joined 

many classes at Pratt. These photos document their 

experience in the first month.

ロンドンでの滞在を終えたKMDのメイン・プログラム第1期

生たちは、ニューヨークに赴きPrattにおいて数多くの授業

に参加した。これらの写真は彼らの最初の一ヶ月の経験を

描いたものである。
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The First Voyage of Global Innovation Design
Pratt (New York) to KMD (Tokyo), Tokyo to RCA/Imperial (London), London to New York

The Pratt Experience Fall 2013

グローバルイノベーションデザインの初航海
Pratt （ニューヨーク）からKMD（東京）へ、東京からRCA/Imperial（ロンドン）へ、
ロンドンからニューヨークへ 

2013年秋　Prattでの体験

After nearly three years, and thousands of hours of work 

on the part of a number of idealistic professors, adminis-

trators, staff and students, GID Main Program launched 

its inaugural semester in the fall of 2013, when 12 stu-

dents from London arrived in New York.  An exhilarating 

period of imagining thus came to an end as this very 

adventurous, triple exchange program in global design 

transformed into something very concrete in London, 

New York and Tokyo. And if the first semester is any 

indication, along with private talks, reports from profes-

sors and several open “debriefings”, this experiment has 

gone well, and four months have taught us all a great 

deal.

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Text by 
Steve Diskin

3年近くにわたり、理想に燃える多数の教授陣・事務局、ス

タッフ、学生による数千時間に及ぶ準備が重ねられた末

に、GIDメイン・プログラムは2013年秋に最初の学期を迎

え、ロンドンを旅立った12人の留学生はニューヨークに到着

した。想像を膨らませ気分を高揚させていた時期は終わり、

グローバルデザインをテーマとする極めて冒険心に満ちた

3拠点間の交流プログラムが、ロンドン・ニューヨーク・東京

において現実のものとなった。個人的な会話から、教授陣

のレポート、さらに数度にわたって行われたオープンな「報

告会」を合わせ、この最初の学期が示唆するものがあると

すれば、実験は首尾よく進んでおり、この4ヶ月で私たち全

員にとって大いに学ぶところがあったということだろう。

“I feel that I am learning how to look at things more in detail and differently.  I am really happy getting that…”     

--Jose Pastrana, GID student from London

「物事をより緻密に、違った目で見る方法を学んでいるように思います。そうできるようになって本当に嬉しいです……」
ホセ・パストラーナ（Jose Pastrana）、ロンドンからのGID参加学生
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The First Voyage of Global Innovation Design

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
Three diverse cultures of learning 

While it was our joint intention from the beginning 

to have GID celebrate cultural exchange and diverse 

ideas about design, the complexity of three different 

cultures of education was a challenge. Pratt professors 

knew to anticipate this via the existing demograph-

ics of the student population in the ID grad program; 

however, GID intensified this issue, given that the stu-

dents would be here for only one semester and that 

their learning would be quite accelerated.  Moreover, 

the London students only had a month of orientation 

at RCA before leaving for New York, so they arrived 

without the benefit of the overall rhythm of GID. This 

will be different as the program gets established, when 

“alumni” return to their home schools and when sev-

eral generations have been through the program and 

share their experiences.

The structure of Pratt’s masters program is traditional: 

studio and support classes that meet every week.  As 

such, the London students, expecting more autonomy 

and less regular contact with their tutors, faced initial 

time management problems.  In their enthusiasm, all 

the students wanted to take extra classes and/or audit 

others, which was welcomed by a number of profes-

sors; nevertheless, all found out within a few weeks that 

workload and regular assignments made this energetic 

ambition problematic, and most of the students realized 

the need to focus.

The question arose of whether the GID students 

should be allowed to choose their own classes for the 

semester, and this is still an issue to consider, along 

with the aspect of time allocation.  Early discussions 

among the GID partners led to specifying the classes 

that should be assigned (studio, color, form analysis, 

history of ID).  With the addition of the challenging 

International Project, students were left with little extra 

time for electives, let alone extracurricular experiences 

in the city.

The professor/student relationship was also a cross-

cultural issue. Students from Asia typically remained at a 

respectful distance, and were hesitant initially to ask the 

questions or participate in discussion the way American 

students, or European students might take for granted.  

Conversely, the European students had a more “relaxed” 

sense of participation, and several students did not com-

plete certain assignments or attend every class session.  

This was a matter of etiquette on the one hand, and a 

sense of grad student privilege on the other.  These situ-

ations diminished before midterm, and tended not to re-

cur as the students fell into the Pratt work ethic and got 

to know their professors and colleagues better.

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
3拠点それぞれの学び方

GIDの中心に文化交流とデザインに関する幅広いアイデア

を据えたいという意図は、私たちの間で最初から共通して

いた。ところが、フタを開けてみると3つの異なる教育文化

が複雑に絡み合うという難題が生じた。Prattの教授陣は、

インダストリアルデザイン修士コースに在籍する既存学生

の多様な構成を見るだけでも、そうした事態があらかじめ

予測されていた。とりわけGIDの場合、学生の滞在が1学期

間に限られ、極めて短期集中型な学習となることから、問

題はさらに大きくなった。そのうえ、ロンドンの学生につい

ては、ニューヨークに出発する前にRCAでのオリエンテー

ション期間が1ヶ月しかなく、GIDの全体的なリズムを身に

つけないまま到着することとなった。プログラムが確立され、

「卒業生」が所属する大学に戻り、さらに数世代がプログ

ラムに参加して経験を共有するようになれば、こうした状況

は変わるだろう。

Prattの修士コースの構成は、スタジオと、毎週顔を合わせ

るサポートクラスが組み合わせられた伝統的なスタイルで

ある。だが、ロンドンの学生がもっと自主的に学び、チュー

ターとの接触を少なくすることを希望したことから、時間管

理の問題に直面した。熱意にあふれる彼らは全員、プログ

ラム外の授業も受講もしくは聴講することを希望し、多くの

教授は歓迎して受け入れた。ところが数週間のうちに、学

習量と定期的な課題の多さに、エネルギッシュな野心を叶

えるのは困難であることがわかったのだ。そして、ほとんど

の学生が集中の必要性を理解した。

ここで、GIDの学生が滞在期間中、独自に科目を選択する

ことを認めてよいかという問題が浮上した。この問題は、時

間配分の点と合わせて今も検討中である。GID提携校間の

初期の議論では、必修科目を指定することになっていた（ス

タジオ、色彩、形状分析、インダストリアルデザインの歴史）。

難題のインターナショナル・プロジェクトも加わるため、学

生には選択科目どころか、街に出てカリキュラム外の経験

をする時間の余裕もほとんど残っていなかった。

教授と学生の関係性もまた異文化が交錯する問題であっ

た。典型的なアジアの学生は礼儀正しく教授と距離を置く。

欧米の学生にとっては当然のことである、質問や議論への

参加にも最初は躊躇する。一方、ヨーロッパの学生はもっと

「くつろいだ」感覚で参加し、中には課題をすべて仕上げ

ない学生や、クラスに毎回出席しなかった学生もいた。これ

は礼儀の問題である一方、大学院生の特権意識でもある。

もっとも、このような状況は学期半ばには解消し、学生が

Prattでの活動倫理に馴染み、教授や仲間をよく知るにつ

れ起こらなくなった。
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The First Voyage of Global Innovation Design

We also observed that the cultures of engineering, 

design and media, as reflected in the backgrounds of 

the GID students, posed challenges. This in a sense is 

exactly what we wanted, and most of us watched with 

satisfaction as the students themselves, via projects 

and talks with colleagues and professors, resolved the 

challenges themselves.  This sort of learning is durable 

and gratifying: it will take years, as it rightly should, for 

the students to fully incorporate how their thinking and 

working expanded from what they experienced here.

By the end of the semester, the GID students had an 

excellent showing, participating in end-of-term critiques 

and exhibition of work.  Most professors felt that the 

experience had been extremely good, and the GID stu-

dents, who were very vocal on many issues (structural, 

technical, pedagogical and personal!), were quick to 

qualify that they were very pleased with the semester, 

had learned a lot, and had had very valuable cultural and 

social experiences. 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
Global collaboration and teamwork

The syllabus for the International Project was still a work-

in-progress when the semester started.  With the topic 

of “Food”, the intention was to have the students begin 

with a social and sensory research task that would al-

low them forays into the neighborhoods around Pratt.  

There was, however, the need to derive global topics 

fairly rapidly and to form global teams, including at least 

one student from each of the partner schools.  Given the 

workload in their other courses and teams in which the 

members did not previously know each other, the stu-

dents made effective use of Skype and digital communi-

cation tools to deliver a reasonably impressive showing 

at their first global 3-way presentation.

That said, it was clear that criteria for research in the 

three cities were different; the mentors talked about 

creating shared definitions of terms and methodologies 

to help the teams integrate.  There were difficulties in 

some teams collaborating of international distances and 

cultural/intellectual approaches to the material.  As a first 

try, the project had some real successes, but it appeared 

to us that a more innovative approach to “collaboration” 

might evolve.  

With the diversity of students at all three schools and 

the international character of three great world cities, 

arguably “local” experiences automatically take on a 

global dimension.  The local resources and points of 

view of professors in London, New York and Tokyo 

are also inherently “global”, and as such, intense local 

research and local designing, shared with colleagues 

in the other cities, would have been an excellent and 

また、GIDの学生のエンジニアリング、デザイン、メディアと

いうバックグラウンドによる文化の違いからも課題が持ち上

がった。ある意味ではこれはまさに私たちが望んでいたこと

であり、学生たちはプロジェクトを通じて、また仲間や教授

陣との会話を通してこの課題を自ら解決し、私たちは皆、そ

の様子を見て満足した。ここで経験したことから、自分の思

考や研究がどう広がったか。これを学生が完全に吸収でき

るようになるには何年もかかるだろうし、そうあって然るべき

だが、このような学びはいつまでも喜ばしいこととなる。

学期末までには、GIDの学生は素晴らしい発表を行い、期

末の批評会および作品展示に参加した。ほとんどの教授陣

は、その経験を極めて良いものだったと感じ、何かと（プロ

グラムの構成・技術・教育、さらには個人についても!）主張が

強い学生も、「満足した学期を過ごした、多くのことを学ん

だ、文化的にも社会的にも貴重な経験をした」と、諸手を挙

げて評価した。 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
グローバルなコラボレーションとチームワーク
インターナショナル・プロジェクトの要綱は学期が始まった

時にはまだ作成中だった。テーマを「Food（食）」とした意図

は、Prattの近隣地域の実地調査ができる形で学生たちに

社会的・感覚的なリサーチ課題に着手させることだった。

必要なのは、ごく短時間でグローバルなトピックを引き出

して、各提携校から少なくとも1人の学生を含むグローバ

ルなチームを作ることだった。他の科目での学習量と、全く

知らないメンバーで構成されたチームであることをふまえ

れば、学生がSkypeやデジタルコミュニケーションツール

を活用してグローバルに3校間で行った初めてのプレゼン

テーションは、なかなか見事な発表だったといえる。

そうは言っても、3都市間でリサーチの基準が異なってい

るのは明らかだった。そこで、メンターたちは用語の定義

や方法論を統一して共有し、チームのまとまりを支援した。

中には、世界をまたにかける距離で協調しながら、題材に

対して文化的・知的にアプローチすることに苦労したチー

ムもあった。初回の試みとしては、プロジェクトは実質的な

成功を収めた。「コラボレーション」の方法については、さ

らにイノベーティブなアプローチが今後、現れてくるように

思われた。 

3校それぞれの学生の多様性と世界的な3大都市の国際

的な性格を考えれば、「ローカルな」経験がおのずとグロー

バルな次元を帯びるのは間違いない。ロンドン、ニューヨー

ク、そして東京のローカルなリソースと教授陣の視点は本

質的に「グローバル」でもあり、したがって集中型のローカ

ルリサーチとローカルなデザインを他の都市の仲間と共有

することで、おそらくは従来型のストレートなチームワーク
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The First Voyage of Global Innovation Design

perhaps more productive alternative than straight con-

ventional teamwork.  The spring semester, organized 

exactly this way, will be very revealing.  Evidently, the 

essential difficulty experienced by each team was the 

problem of compromising on a project and how to exe-

cute it; this ended up as a fairly common interpretation 

of teamwork that tended to thwart discovery.  Clearly, 

more creative attention ought to be paid to what con-

stitutes “global” and “local”, and to how the signature 

character of each school and its mentors manifests in 

much more “innovative” projects.  Attacking gigantic 

global themes head-on is probably not the best ap-

proach; meaningful local projects with internationally 

diverse teams and independent but related contribu-

tions may be much better pedagogically.

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
Integrating GID students with their local colleagues

With much attention paid to the GID students (and as 

the pioneering first group they deserve it!), we have to 

be careful to integrate the visiting students along with 

the regular local master students.  Not only is this a mat-

ter of collegiality and fairness, but more importantly, es-

sential that the GID students be deeply immersed in the 

Pratt experience.  This was agreed upon as crucial by 

the partners, and it was evident in the inaugural semes-

ter here that this immersion had basically taken place.  

よりも生産的で優れた成果を挙げられたのではないだろう

か。まったく同じ構成で行われる次の春学期には、いっそう

明確になるだろう。明らかに、各チームが直面していた困

難の中核は、プロジェクトの妥協点と、プロジェクトをどう実

施するかという問題だった。これは結局、ごく一般的なチー

ムワーク問題との解釈に終わってしまったが、それでは発

見は得られない。何が「グローバル」と「ローカル」を成す

のか、はるかに「イノベーティブな」プロジェクトにおいて、

どうすれば各校やメンターの特徴が現われてくるかについ

て、さらに創造的な観点から注目すべきなのは明白である。

グローバルで巨大なテーマに真っ向から挑むのはおそらく

最善のアプローチではない。国際的に多様なチームで意義

深いローカルプロジェクトに取り組み、個々人が独立して、

しかし関連性のある貢献をするほうが、はるかに教育学的

な意味を持つだろう。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
GID学生と現地学生の交流
（パイオニアである第一期生として当然のこととして）GIDの学

生に多くの注意を払いながら、私たちは慎重に留学生と一

般の修士コースの学生を交流させる必要がある。これは仲

間意識や公平性だけの問題ではなく、さらに重要なこと、

つまりGIDの学生がPrattでの経験を深めるためにも不可

欠である。その重要性については提携校間で合意されてお

り、この最初の学期に際し、当校において十分な経験がで

One eventual step forward in this regard would be to 

have some of the local students also participate in the in-

ternational project.  As global research and engagement 

become increasingly necessary to design students, the 

international project could be very valuable in bringing 

all of the grad students together; more than one interna-

tional project could run simultaneously as well.

Working together in the studio space is a core value of 

Pratt and of design practice in general.  There was an 

initial hesitation of the global and local students to bond, 

despite having various classes in common.  Curiously, 

the GID students found their on-campus accommoda-

tion so comfortable that they worked more at home than 

in studio. We have organized the studio better for the 

second semester, and students are already feeling more 

integrated.  This is of course a matter of the “chemistry” 

of the personalities of the students to a large degree, 

however we are aware of the need to support the pro-

cess of involving ALL students in the energy of the de-

partment.

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
And then…
Finally, this first semester of GID exchange, a very short 

time in the overall life of this program, was exciting for 

everyone. Twelve very intelligent and motivated visi-

tors from London joined the clever and talented ID grad 

きたことは明らかであった。  

今後さらなる一歩を進められるとすれば、現地学生の一部

をインターナショナル・プロジェクトに参加させることだろ

う。グローバル規模のリサーチや取り組みは、デザインを学

ぶ学生にますます必要なものとなっており、インターナショ

ナル・プロジェクトは大学院生全員をまとめる極めて貴重な

機会になりうる。また、複数のインターナショナル・プロジェ

クトを同時に実施できるようにもなるだろう。

スタジオスペースでの共同作業は、Prattにおいても、デザ

インに関する一般的な活動においても中核となる。しかし、

さまざまな科目を一緒に受講しているにもかかわらず、留

学生と現地学生は当初、なかなか馴染まなかった。興味深

いことに、GIDの学生はキャンパス内の学生寮をとても快適

だと感じて、スタジオよりも自分の部屋で作業をしていた。

2学期目に向けてはスタジオを整理したことで、学生たちは

もっと溶け込んでいるように感じている。これはもちろん、

学生たちの個性の「化学反応」の問題が大きいが、私たち

はまた、「すべての」学生を部門のエネルギーの中に取り込

むプロセスを支援する必要性も感じている。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
その後……

GID交流における初学期は、プログラム全体から見ればご
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The First Voyage of Global Innovation Design

students at Pratt in the beginning of a promising experi-

ence.  The knowledge that this was happening in two 

other world cities simultaneously was enormously grati-

fying, and shared teleconferences during the semester 

pointed to what this GID experiment can become; the 

collective minds of a new generation of young designers 

turned loose on the world are likely to represent a very 

positive new force.

As a final point, a few private teleconferences during the 

semester with the 7 Pratt  students in Tokyo were reveal-

ing.  It appears that these already savvy young design-

ers had transformed into more confident beings, able 

to fathom the culture of Japan and navigate Tokyo, in 

possession of new technical knowledge, and apparently 

flourishing in personal growth.  We look forward to the 

next chapter of their story…

We are grateful for the work and support of Marianthi 

Zikopoulos, PhD, Associate Provost at Pratt; for the 

efforts of the Office of International Affairs, the Regis-

trar, Financial Aid and Residential Life for the behind-

the-scenes efforts required for the GID launch; for the 

contribution of Prof. Katrin Mueller-Russo, coordinator 

and leader of the International Project; and finally for the 

enthusiasm and energy of the graduate ID faculty, par-

ticularly Prof. Bruce Hannah and Prof. Katarina Posch, 

for organizing special programs for the students from 

London, and for making them feel especially welcome.

Steve Diskin, PhD

Chair, Industrial Design, Pratt Institute

February 2014

く短期でありながら、プログラムに関わった全員にとって刺

激的なものとなった。今後が大いに期待される経験の端緒

として、知的で意欲に満ちた12人のロンドンからの留学生

が、優秀で才能あふれるPrattのインダストリアルデザイン

修士コースの学生と交流した。世界の他の2つの都市でも

同時に同じことが起こっていると思うと、このうえなく喜ば

しい。学期中に行ったテレビ会議では、GIDの実験がもた

らすものについて次のような指摘があった。それは、「世界

で自由に活躍する新世代の若いデザイナーが集まれば、と

ても建設的な新しい力になるだろう」ということだ。

最後になるが、学期中、東京に留学中のPratt生7人と個人

的に行った数回にわたるテレビ会議からも、多くのことが

わかった。元々、知識豊富な若い気鋭のデザイナーたちは

さらに自信に満ちていた。日本の文化を理解し、東京を動

き回れるようになり、新たな技術的知識を身につけ、明らか

に個人的にも成長していた。彼らの物語の次章を、私たち

は心待ちにしている。

PrattのAssociate ProvostであるMarianthi Zikopoulos

博士には多大なる尽力と支援を賜った。O f f i c e  o f 

In te rnat iona l Af fa i r s、Regis t ra r、F inanc ia l A id、

Residential Lifeには、GIDの立ち上げを後方から支えてい

ただいた。Katrin Mueller-Russo教授は、インターナショナ

ル・プロジェクトのコーディネーター兼リーダーとして貢献

していただいている。そして最後に、ロンドンからの留学生

のために特別プログラムを編成して、歓迎の気持ちを形に

してくれたBruce Hannah教授とKatarina Posch教授をは

じめ、インダストリアルデザインの教員たちの熱意とエネル

ギーに、ここにあらためて心からの感謝を表したい。

スティーブ・ディスキン, PhD

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
2014年2月
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Innovation is essential in all organisations in order 

to drive forward potential new revenue streams and 

improve the effectiveness and functionality of exist-

ing products and service provision. Innovation can be 

sourced and generated in many ways from hiring new 

talent, to company acquisition, technology fore-sighting, 

through to encouraging and enabling a culture that fos-

ters some or all of the often cited facets associated with 

deriving value from ideas. As well-played out over the 

last decade, many educators and experts have not got it 

right when it comes to identifying the key indicators of 

innovation -- this is famously identified in the Jim Col-

lins’ Built to Last and Good to Great books, where many 

of the companies highlighted as beacons of good prac-

tice swiftly met with financial crises shortly after publica-

tion. For educators running an international programme 

in innovation design, the need to provide well-founded 

bases for guidance as well as fostering skills and knowl-

edge for the students concerned represents a formidable 

challenge. 

One approach would be to scour the latest and best 

practice from the business schools world-wide for guid-

ance on innovation, the development of value proposi-

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
Text by 
Peter RN Childs

イノベーションは、有望な収入源となる開発に邁進するた

めにも、また既存の製品やサービスの有効性と機能を向上

させるためにも、あらゆる組織に不可欠だ。イノベーション

の調達および創出方法としては、新たな人材の採用から、

企業の買収、テクノロジーに関する先行研究などがある。さ

らには、アイデアから価値を抽出することに関連するあら

ゆる側面の一部もしくはすべてを醸成する文化を奨励し、

実現することも重要だ。だが、過去10年間言い古されてき

たように、多くの教育者や専門家は、イノベーションの主要

指標を特定することにかけては的を射た答えを出していな

い--よく知られている通り、ジム・コリンズの著書『ビジョナ

リー・カンパニー -- 時代を超える生存の原則』と『ビジョナ

リー・カンパニー2  飛躍の法則』において優れた習慣を実

践しているとして名前が挙げられている企業の多くは、出

版後ほどなくして財務危機に直面した。イノベーションデザ

イン分野で国際的なプログラムを運営する教育者にとって

は、参加学生のスキルと知識を育成することと同様に、揺

るぎない指導基盤を提供することが必要であるが、これは

難題でもある。 

1つのアプローチは、世界中のビジネススクールから最新

Global Innovation Design and Creative Leadership
グローバルイノベーションデザインと創造的リーダーシップ
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tions, how to engage with corporates, raise finance and 

influence those around you as you push forward on a 

particular venture. Indeed this represents a very rich 

source of information and insight, and certainly warrants 

attention for anyone interested in innovation. It is abso-

lutely necessary to ensure that anyone going into busi-

ness or working within a corporate on a major project 

has a sound understanding of their legal and ethical re-

sponsibilities, along with competency in project manage-

ment and finance. Operation in a corporate is however 

very different to running a start-up, certainly in the initial 

phases where a very few individuals may be responsible 

for diverse functions, and the business domain has a 

multitude of resources to provide guidance and training 

in these respects. 

Innovation concerns the definition of value in an idea, 

and the realisation of this in a tangible form for the busi-

ness or organisation concerned. Definition of value can 

be explicitly built in to a product, artefact or system 

through design and meaning making. The linkages be-

tween design and innovation have been well explored, 

e.g. see Childs and Fountain (Commercivity, EPDE2011). 

Through design, the purpose and attributes of a product 

or system will be explored, evolved and elaborated. The 

design activity may be undertaken in many ways, often 

dependent on the particular designer or design team 

concerned. Design may occur in response to a defined 

need, or to fulfil a rigorous specification. Alternatively 

new technologies may provoke a set of opportunities 

and through exploration of user interactions and pos-

sibilities, in combination with consideration of different 

business models, a new product or system may emerge. 

It is not long within the blend of innovation, or at least a 

recognised need for it, in combination with knowledge 

of the value that is possible through design, that the 

notion of the importance of creativity, and creative lead-

ership emerges. Creativity has long been acclaimed as 

important, whether it is in the form of small ‘c’ creativ-

ity and ideas and their implementation leading to new 

approaches and improvements in process, or the less 

common but much acclaimed big ‘C’ creativity leading 

to a new direction within a domain or a new domain 

altogether. Creativity is a contentious issue. The moni-

ker associated with many roles expects and demands 

creativity. Many professionals pride themselves on their 

creativity and yet many workers are hesitant to reveal 

their ideas prior to what they consider to be sufficient 

consideration and elaboration. The need to nurture an 

idea in order to make it strong enough to weather the 

barrage of critique and opposition that is likely to occur 

is well-recognised. A further issue is a tendency in some 

work cultures to delay any decision towards a defined 

のベストプラクティスを探し出して、イノベーション、価値提

案の策定、実際にベンチャーを立ち上げて進める際の企業

との関わり方、資金調達、周囲に対する影響力の発揮に関

する指針を作ることだろう。実際、この方法は極めて豊かな

情報と知見の源泉となり、イノベーションに関心がある者の

注目は間違いなく集まるだろう。起業する場合も、社内で大

規模プロジェクトに関わる場合にも、プロジェクトマネジメ

ントや資金調達の能力と合わせて、法的・倫理的責任を正

しく理解しておくことは絶対に必要だ。しかし、起業と社内

事業には大きな違いがあり、それは初期段階においては特

に顕著だ。起業時には極めて少ない人数が多様な部門の

責任を担うことがある一方、社内事業においては、こうした

面への指導やトレーニングを提供するリソースが多数存在

する。

イノベーションにおいて重要なのは、アイデアの価値を定

義づけること、そしてその価値を企業や組織のために目に

見える形で具体化することだ。価値の定義は、デザインと

意味生成を通じて、製品や作品、システムに明示的に組み

込むことができる。デザインとイノベーションの関係性の探

究は十分に進められており、例えばChilds and Fountain

（”Commercivity”, EPDE2011） を参照されたい。デザイ

ンを通して製品やシステムの目的と属性は追求され、進

化し、精緻化される。デザイン活動を担う方法は数多くあ

るが、特定のデザイナーやデザインチームに任されること

も少なくない。デザインは特定のニーズや厳格な仕様に応

えるために生まれることもある。あるいは、新たなテクノロ

ジーがイノベーションの機会を創り出し、ユーザーとの交

流や可能性の追求を通して、さらに様々なビジネスモデル

の検討とあいまって、新たな製品やシステムが誕生するこ

ともある。 

イノベーション、あるいは少なくともそれに対して認識され

ているニーズを、デザインが生み出す価値についての知識

と組み合わせ、融合する。これを実行するために創造性、

そして創造的リーダーシップの重要性という概念が浮か

び上がるまでに時間はかからない。創造性が重要であるこ

とは長く認められており、それは、小さな創造性（small `c’ 

creativity）、すなわちプロセスにおける新たなアプローチ

や改善につながる創造性やアイデア、またその実践につい

ても、またそれほど一般的ではないが極めて高い評価を得

ている大きな創造性（big `C’ creativity）、すなわち事業領域

の新たな方向性や新たな事業領域の創造につながる創造

性についてもあてはまる。創造性は論議を呼ぶ問題だ。数多

くの役割に関連する呼称が創造性を期待し、必要としてい

る。多くの専門家は自身の創造性に誇りを持っている。とこ

ろが、多くの労働者は案件に対する十分な検討と精緻化が

できたと思えない間はアイデアを公表することを躊躇する。
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direction, until it is almost too late, and only allows a 

very limited set of ideas or just a single idea to be vi-

able, given the resources available later on in a project 

cycle. The combination of these well-known behaviours, 

often dressed up behind highly respectable business 

processes such as gated reviews and project manage-

ment implements, requires sophisticated navigation 

and management in order to influence and implement 

change. We believe this calls for high levels of creative 

leadership, which we foster by development of domain 

expertise, building significant networks for our students 

with domain players and influencers, exposure to a 

wide range of design, innovation and business cultures, 

group, as well as solo project work, reflection and cri-

tique. These elements represent a key part the Global 

Innovation Design experience. 

Peter RN Childs

Imperial College London

起こりうる批判や反対の嵐に耐えられるほどにアイデアを

醸成し、強化することの必要性を意識しすぎて後退りする。

さらなる問題として、一部の職場には、定められた方向に向

かうあらゆる意思決定を遅らせる傾向があり、タイミングを

逃すか、プロジェクトサイクルの後半で利用可能なリソース

の状況により、一部あるいはたった一つのアイデアしか実

現できないといった事態が生じうる。こうしたよく知られた

行動の組み合わせは、条件付きレビューやプロジェクトマ

ネジメント手法など、大いに敬意を払うべきビジネスプロセ

スの背後に隠れている場合もある。影響力を持って変革を

実現するためには、高度な舵取りとマネジメントの能力が

必要である。私たちは、そこに高度な創造的リーダーシップ

が必要となると考え、その育成のために、専門能力の育成、

学生とプレーヤー・インフルエンサーとの意義あるネット

ワークの構築、幅広いデザイン・イノベーション・ビジネス風

土との接触、グループおよび単独でのプロジェクト活動、熟

考および批評を行っている。これらの要素こそ、グローバル

イノベーションデザインでの経験の中核を成すものである。

ピーター・RN・チャイルズ
インペリアル・カレッジ・ロンドン
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VISITING PROFESSORS

GID invites a number of visiting professors who are 

noted authorities in different facets of innovation design 

to KMD to conduct short-term programs that further 

students' ability to innovate. This academic year, we 

welcomed four distinguished guests to GID who contrib-

uted to the truly global education that we provide. Prof. 

Paris de L'Etraz (Spain) taught methods for creating busi-

ness plans for globally-oriented ventures, and Mr. Clive 

van Heerden (Sweden), currently the Creative Director at 

Electrolux and known for leading-edge advanced design 

in his previous post at Philips Design, spoke on design 

research for innovation. From Japan, Prof. Garr Reynolds, 

a world authority on presentation, shared techniques for 

giving compelling presentations, and Mr. Eisuke Tachik-

awa, who leads “NOSIGNER” and is responsible for a 

number of innovation projects in Japan and other coun-

tries, led a workshop on designing the "invisible". The 

lectures were video-recorded and archived for the use of 

current and future Keio and GID students.

GIDでは、学生のさらなるイノベーション創出力向上を目

指し、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。本年度の招聘教授は国外より

2名、国内より2名を迎え、GIDプログラムが実現する “世

界に通じる質の高い教育” を提供した。国外からは昨年

度に引き続きパリス・デレトラズ氏（スペイン）による世界を

相手に起業するためのビジネスプランの作り方の講座を

開講したことに加え、現在Electroluxのクリエイティブディ

レクターであり、前職のPhilips Designにおいても先進的

なデザインを手がけたクライヴ・ヴァン・ヘードレン氏（ス

ウェーデン）によるイノベーションのためのデザインリサー

チの講義を提供した。また国内からはプレゼンテーション

の世界的権威であるガー・レイノルズ氏による魅力的なプ

レゼンテーションの方法、NOSIGNERとして国内外の様々

なイノベーション・プロジェクトを手がけるデザイナー太

刀川英輔氏による「見えないデザイン」についてのワーク

ショップなどが行われた。講義の様子はビデオアーカイブ

としても記録・保存され本学および将来のGID学生に提供

される。

Introduction
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Paris de L’Etraz, Ph.D.
Course Title: “New Venture Acceleration”

Dates: September 30 - October 3, 

October 30 - November 1, 2013

パリス・デレトラズ博士
コースタイトル：「ニューベンチャーアクセラレーション」
開講日：2013年9月30～10月3日、10月30日～11月1日

Eisuke Tachikawa
Course Title: “Designing the Invisible”

Date: December 9, 2013

太刀川英輔氏
コースタイトル：「見えないデザイン」
開講日：2013年12月9日

2009年から現在まで、デレトラズ氏は、いかにして新規事

業のアイデアをつくり出すかについて各国の起業家に教え

続けている。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を運営し、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の創出を支

援してきた。

太刀川氏はソーシャルデザインイノベーション（社会に良い

変化をもたらすためのデザイン）を生み出すことを理念に活

動している。グラフィック・プロダクト・空間などのデザイン

領域にとらわれず、ビジネスモデルの構築やブランディン

グを含めた総合的なデザインを手がけている。慶應義塾

大学大学院理工学研究科修了。NOSIGNER株式会社代

表取締役。Design for Asia Award大賞、PENTAWARDS 

PLATINUMなど受賞。

このコースにおいて、学生は新規事業創出のための全プ

ロセスを学んだ。最初に機会領域を探った後、アイデアを

発展させ、投資家の前でプレゼンテーションができるまで

に完成度を高めた。継続的な検証を求める反復的な手法

を通じて、学生が発展させたアイデアは実際のクライアント

候補によりテストされた。

マーケットと結びついたデザインを進めていく必要性や、

その新しいマーケットにおける持続性を実現するためにス

テークホルダーを含めてチームを結成することの重要性な

ど、造形という限定的な意味でのデザインではなく、依頼

者とともにゴールを定義し実現するという広範な意味での

デザインを進める上で、デザイナーが考慮するべきポイント

について議論した。また、デザインのアイデアを生み出す際

に複雑な事象から目指すべきゴールを抽出し、新しいデザ

インアイデアに結びつけて行くための手法をワークショッ

プ形式で体験した。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
About the Lecturer
講師について

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
About the Lecturer
講師について

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
About the Course
コースについて

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
About the Course
コースについて

Since 2009, Prof. de l’Etraz has been teaching entre-

preneurs internationally 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 encompassing over 200 Start-

Up ideas from Europe’s number one ranked Business 

School.

Mr. Tachikawa’s work focuses on the concept of “so-

cial design innovation” (design that brings beneficial 

changes to society). He is active in such diverse areas 

of design as graphics, products, and space, and uses 

a comprehensive approach to design that extends to 

business models and branding. He graduated from the 

Graduate School of Science and Technology at Keio Uni-

versity and is currently CEO of NOSIGNER Co., Ltd. His 

awards include the Design for Asia Grand Award and 

PENTAWARDS PLATINUM.

The course took students through the entire process 

of new venture creation. Initially exploring opportunity 

spaces and then culminating in developing an idea until 

the point it is investor ready and able to be presented. 

Through an iterative methodology, with continuous 

validation, students developed ideas which were tested 

with real potential clients.

Rather than limiting the concept of design to creating 

form, this course looks at design in the broad sense of 

defining and achieving goals with the client and high-

lights the points on which the designer must concen-

trate, including the idea that for a design to remain viable 

in the new market, it is necessary for it to be linked to 

markets and it is important to create a team that includes 

all of the stakeholders. Conducted as a workshop, the 

students had the opportunity to identify goals from the 

myriad, complex events that present themselves when 

creating design ideas and then actually transform those 

goals into new design ideas.
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Visiting Professors

Prof. Garr Reynolds
Course Title: “A 21st Century Approach to Presentations”

Dates: January 8 - 9, 2014

Prof. Clive van Heedren
Course Title: “Design Probe”

Dates: January 9, 2014

ガー･レイノルズ教授
コースタイトル：21世紀におけるプレゼンテーション・アプローチ
開講日：2014年1月8～9日

クライヴ・ヴァン・ヘードレン教授
コースタイトル：デザイン・プローブ
開講日：2014年1月9日

ガー･レイノルズ氏は関西外国語大学の教授で、Presenta-

tion Zen（邦題：『プレゼンテーションzen』）、Naked Present-

er（邦題：『裸のプレゼンター』）などのベストセラーの著者。

禅の精神や自然界から引き出した原則や教訓を通じて、よ

りよく伝えるためのシンプルで具体的なヒントを明らかに

している。明快で創造的・視覚的なコミュニケーションの方

法を伝える同教授の講演は世界中で人気が高く、受講者の

総数は数百万人にのぼる。

Philips Designで10年以上にわたりクリエイティブディレク

ターを務め、現在はスウェーデンのElectrolux社でVision-

ing and Probingグループのデザインディレクターに名を

連ねるクライヴは、デザイナーにインスピレーションを与え

る存在として知られている。彼は、社会文化とテクノロジー

の両面からのトレンド分析に基づいて未来のライフスタイ

ルのシナリオを描くという方法でデザインに挑む。こうして

提案されたデザインは、刺激的な未来のビジョンとして実

体化され、変化を続ける社会パターンや行動、ニーズへの

知見を得るために検証される。レイノルズ教授は、PowerPointやKeynoteを用いたプレゼ

ンテーションに対する学生の意識を変えるヒントとして、イ

ルミネーション、インスピレーション、教育、ガイダンスの刺

激的なミックスにおける自身の経験を共有した。『プレゼン

テーションzen』は、今や世界中で行われている「スライド

プレゼンテーション」の常識に挑み、プレゼンテーションの

準備・デザイン・発表までを、異なる視点から、より創造的

に考えるよう促した。学生たちは、揺るぎないデザインの原

則と簡素であることを尊ぶ禅の教えを取り入れたシンプル

で効果的なプレゼンテーションの方法を学んだ。 

この講義では、作品例を挙げながら、プローブ（探査機）・

イノベーション・メソドロジーを紹介することを目的とした。

この方法論は、社会文化的リサーチで得られた「弱いシグ

ナル」を「プローブ」デザインの提案や実行に応用するま

での過程をダイナミックに明らかにするものである。

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
About the Lecturer
講師について

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
About the Lecturer
講師について

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
About the Course
コースについて

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶
About the Course
コースについて

Garr Reynolds is a professor at Kansai Gaidai University 

and the author of the best-selling books including “Pre-

sentation Zen” and “Naked Presenter.” His approach 

takes the principles and lessons from the Zen arts and 

the natural world to reveal simple concrete tips for com-

municating better. A sought-after speaker worldwide, 

he has inspired millions to communicate more clearly, 

creatively, and visually.

Clive has been known as a source of inspirations for 

designers while working at Philips Design as a Creative 

Director for more than 10 years, and now at Electrolux, 

Sweden, as a Design director of the Visioning and Prob-

ing group. He has been challenging design by creating 

future lifestyle scenarios based on sociocultural and 

technological trend analysis. These design propositions 

are materialized as provocative visions of future, which 

are tested to gain insight into changing social patterns, 

behaviors and needs.

Prof. Reynolds shared his experience in a provocative 

mix of illumination, inspiration, education, and guidance 

that helped change the way students think about making 

presentations with PowerPoint or Keynote. “Presentation 

Zen” challenged the conventional wisdom of making 

“slide presentations” in today’s world and encourages 

them to think differently and more creatively about the 

preparation, design, and delivery of their presentations. 

Combining solid principles of design with the tenets of 

Zen simplicity, his talk helped students along the path to 

simpler, more effective presentations.

The aim of the lecture is to introduce the “Probe” In-

novation Methodology, with example works. The meth-

odology dynamically unfolds how the “weak　signals” 

from social cultural research inputs grow into to the 

“Probe” design propositions and executions.



Keynote Speech by Gordon Bruce

ゴードン・ブルース氏による基調講演
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GLOBAL INNOVATION DESIGN SYMPOSIUM 2014
in KMD TRANSNATIONAL AIRPORT the 4th KMD Forum   

at Hiroshi Fujiwara Hall in Collaboration Complex Building,
Hiyoshi Campus, Keio University 
February 28 (Fri), 2014

On February 28, 2014, the Global Innovation Design 

Program held their second symposium “Global Innova-

tion Design Symposium 2014” in order to be a hub of 

Global Innovation education and business activities.   

This symposium presented GID’s activities and vision for 

a “transnational collaboration to develop global, innova-

tive minds, and cultural, local awareness,” by the pro-

fessors of collaborating institutes; Katrin Muller-Russo 
(Pratt), Peter Childs (Imperial), Masa Inakage (KMD). It 

was a unique opportunity to meet representatives from 

innovative companies and institutions around the world, 

including a keynote speech by renowned designer, Gor-

don Bruce, who presented “Innovative Design Enables 

Cultural Transitions.” The event was broadcasted live on 

U-stream globally.

After the Symposium, on March 1, KMD hosted a work-

shop for the attendees to get hands-on experience with 

cutting edge innovation methods used by all three GID 

Program centers.

2014年2月28日、世界的なイノベーションデザインのため

の教育・ビジネスの拠点形成を目標として、第2回目となる

「Global Innovation Design Symposium 2014」を開催

した。

シンポジウムでは世界的なデザインコンサルタントのゴー

ドン・ブルース氏による基調講演「文化の変革をもたらす

イノベーションデザイン」に加え、2013年度の成果紹介を

行った。さらに各拠点からKatrin Mueller-Russo （Pratt）、

Peter Childs （Imperial）、稲蔭正彦 （KMD）らが登壇して

GIDの今後の展望となる「トランスナショナルなコラボレー

ションを通したグローバルでイノベーティブな人材育成と

その土地に密着した文化への配慮」について議論を交わ

した。世界をまたにかけるイノベーション・カンパニーや教

育機関の方 と々の意見交換を行う貴重な機会となった。ま

た、このシンポジウムはU-streamで生中継され、世界に配

信された。

シンポジウム翌日、3月1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参加者が実際に体験した。
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Event Outline

February 28 (Fri), 2014

Venue: Hiroshi Fujiwara Hall in Collaboration Complex 

Building,Hiyoshi Campus, Keio University 

Organized by Graduate School of Media Design, Keio university

Supported by MEXT

GLOBAL INNOVATION DESIGN SYMPOSIUM 2014 
in KMD TRANSNATIONAL AIRPORT the 4th KMD Forum
グローバルイノベーションデザインシンポジウム2014

2014年2月28日（金）

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館 藤原洋記念ホール

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

Program

14:40 Doors Open
 開場

15:00 Opening and Welcome Remarks
 開会の辞、来賓挨拶

 ̶

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

 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

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

 米国大使館  教育人物交流担当官  サラ・ハリガー

 ̶
 Jeff Streeter, Japan Director, British Council / Cultural Counsellor, British Embassy

 ブリティッシュ・カウンシル駐日代表  兼  英国大使館文化参事官  ジェフ・ストリーター

15:10 Keynote Speech
 基調講演

 ̶
 Speaker: Gordon Bruce

 講演者： ゴードン・ブルース 

 Title:“Innovative Design Enables Cultural Transitions̶ Case Studies: IBM & Samsung”

 タイトル：「文化の変革をもたらすイノベーションデザイン̶ IBMおよびサムスンのケーススタディから」

15:50 GID Experience
 GIDエクスペリエンス

 ̶
 Katrin Mueller-Russo, Pratt Institute 

 Megumi Fujikawa, Graduate School of Media Design, Keio University

 Peter Childs, Imperial College London

16:15 GID Partnership
 GIDパートナーシップ

 ̶
 Masa Inakage, Graduate School of Media Design, Keio University

 Peter Childs, Imperial College London

16:40 Q&A
 質疑応答

16:50 Closing Remarks
 閉会の辞

17:00 Close
 閉会
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Speakers

Gordon Bruce works in Europe, Asia & the USA with multinational corporations on many kinds of products. 

From 1991̶1994, he was hired by Art Center College of Design as consulting VP to set up a campus in Kyoto. 

From 1995̶1999, he was the Product Design Chairman for the “Innovative Design Lab of Samsung” in Seoul 

developing a unique curriculum to re̶ educate Samsung’s best designers.

In 2001, Bruce worked with IBM’s Global Research designing a virtual campus for ETH̶Eidgenossische Tech-

nische Hochschule̶ in Zurich. In 2003, Bruce was hired by Porsche Design to open their US office. He worked 

with Lenovo’s “Innovative Design Center”, in Beijing, from 2002 to 2009 and recently consults with GE Appli-

ances, Bühler in Switzerland and Huawei Technologies in China.

Art Center College of Design recently gave Mr. Bruce their “Lifetime Achievement Award”.He lectures annually 

at Harvard and is a Red Dot Design jury member for the last 7 years. He writes for international design publica-

tions such as AXIS and is an author of a monograph published by Phaidon Press about the famous American 

architect and designer, Eliot Noyes. He is presently writing a book on the “Innovative Design lab of Samsung”.

ゴードン・ブルースは、欧州、アジア、米国の国際的な企業に対してプロダクトデザイン・コンサルタントとして活躍してい
る。1991年～1994年、アート・センター・カレッジ・オブ・デザインにてコンサルティング・ヴァイスプレジデントとして京都で
のキャンパス設立に従事。1995年～1999年、サムスンのトップデザイナー達を再教育するためのユニークなカリキュラム
である「サムスン・イノベーティブ・デザイン・ラボ」をプロダクトデザイン長として展開。

2001年、IBMグローバルリサーチにてスイス連邦工科大学チューリヒ校のための仮想キャンパスをデザイン。2003年には
ポルシェデザインでポルシェUSオフィスの立ち上げに参加、また北京のレノボ「イノベーティブ・デザイン・センター」にも
従事。2002年～2009年および近年はスイスのビューラーにあるGEアプライアンスと中国のHuaweiテクノロジーでコンサ
ルタントとして従事。

アート・センター・カレッジ・オブ・デザインから「ライフタイム・アチーブメント・アワード」の称号を授与されている。毎年
ハーバード大学にて講演、また、レッド・ドット・デザイン・アワードの審査員を過去7年間務める。さらにはAXISなどの国際
的な出版物に寄稿しており、ファイドン社から出版された、アメリカの建築家でありデザイナーでもあるエリオット・ノイスに
関する専門書の著者でもある。現在は「サムスン・イノベーティブ・デザイン・ラボ」について執筆中である。

Gordon Bruce 

ゴードン・ブルース
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

Katrin Mueller-Russo
Dipl.- Des. Professor

Industrial Design, Pratt Institute

カトリン・ミュラー・ルッソ
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
デザイナー（ディプロマ）、教授

Peter Childs
Professor, Professorial Lead 

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

Megumi Fujikawa
Senior Project Assistant Professor

Graduate School of Media Design, 

Keio University

藤川 恵美
慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科 特任講師

SpeakersKeynote Speaker
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GLOBAL INNOVATION DESIGN SYMPOSIUM 2014 
February 28 (Fri), 2014

GLOBAL INNOVATION DESIGN WORKSHOP 2014 
March 1 (Sat), 2014
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CREDITS

GID Program Faculty:  

Masa Inakage (KMD)

Naohito Okude (KMD)

Susumu Tachi (KMD)

Daniel Steinbock (KMD)

Megumi Fujikawa (KMD)

Atsuro Ueki (KMD)

Kouta Minamizawa (KMD)

Daisuke Uriu (KMD)

Miles Pennington (RCA)

John Stevens (RCA)

Peter Childs (Imperial)

Andrew Brand (Imperial)

Steve Diskin (Pratt)

Katrin Mueller-Russo (Pratt)

GID Main Program Students 

(2013-2014):  

Goki Miyakita (KMD)

Katsutoshi Masai (KMD)

Kazuyuki Masuda (KMD)

Kiron Tsang (KMD)

Kohsuke Maekawa (KMD)

GLOBAL INNOVATION DESIGN 2013
March 31, 2014

The production of this book was a collective effort of the GlD team. 

We are exceedingly grateful to our contributors, administrative staff 

and participating students for all their hard work.

本書の制作は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。

Makoto Sunayama (KMD)

Miki Asatani (KMD)

Niya Kabir (KMD)

Aldana Ferrer Garcia (Pratt)

Elaine Khuu (Pratt)

Elizabeth Jackson (Pratt)

Hsien-Lin Wen (Pratt)

Keith Kirkland (Pratt)

Michael Meier (Pratt)

Samantha Katehis (Pratt)

Alexandre Kitching (RCA/Imperial)

Allison Rowe (RCA/Imperial)

Antton Pena Arregui (RCA/Imperial)

Carla Curtis-Tansley (RCA/Imperial)

Da Eun Lee (RCA/Imperial)

Daniel Garrett (RCA/Imperial)

Filippo Del Carlo (RCA/Imperial)

Hsin-Hua Yu (RCA/Imperial)

Jose Pastrana (RCA/Imperial)

Koraldo Kajanaku (RCA/Imperial)

Natwilai Utoomprurkporn (RCA/Imperial)

Setareh Shamdani (RCA/Imperial)

KMD GID Office Staff: 

Kayoko Kumasaka

Nao Kurosawa

Akiko Yako

Junko Hirota

Writer & Editors:  

Masa Inakage (KMD)

Daniel Steinbock (KMD)  

Megumi Fujikawa (KMD)

Atsuro Ueki (KMD)

Kayoko Kumasaka (KMD)

Steve Diskin (Pratt)

Peter Childs (Imperial)

Daisuke Uriu (KMD)

GID Main Program Students 

(RCA/Imperial, Pratt, KMD)

 

Main Editor:  

Daisuke Uriu (KMD)

Book Design: 

Nakano Design Office Co., Ltd

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.

TEL: +81 (0)45 564 2519

E-MAIL: info-gid@adst.keio.ac.jp

URL: http://globalinnovationdesign.org

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

Contact

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 © 2014 Global Innovation Design Program All Rights Reserved.
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