感性
公開講演会

情報学部
知能情報学科

入場無料

新しい時代の
感性とデザイン
日時 ： 10月22日
（土） 10時00分

〜

15時30分

場所 ： 長崎総合科学大学 グリーンヒルキャンパス
本館第４講義室

テーマ

：

最先端の３次元モデリング技術の紹介（3Dや設計分野の応用技術）

オートデスク株式会社

教育機関担当

近藤慎二様

・オートデスクの会社紹介

DESIGN

・オートデスク
（デザイン関連製品）のご紹介（デモ含む）
Autodesk Alias、 Autodesk Showcase、 3ds Max

テーマ ： 感性とデザインの応用分野と未来、教育への活用方法
・基調講演（50分）：製品の魅力を支える感性価値研究
筑波大学
山中敏正

人間総合科学研究科

教授（日本感性工学会

感性認知脳科学専攻
副会長）

・講演（40分）: 感性の教育への応用（水族館における学びのデザイン）
東京工科大学 デザイン学部 デザイン学科

若林尚樹

教授

・パネルディスカッション（40分）
山中敏正

池末純一

教授、 若林尚樹
教授（本学

教授、 姜 南圭

准教授（公立函館未来大学）

知能情報学科）、 梁元碩

問い合わせ先：長崎総合科学大学情報学部知能情報学科

准教授（本学

知能情報学科）

Tel. 095-838-5181, e-mail : haci@nias.ac.jp, HP:http://www.it.nias.ac.jp/haci/

ホーム

ソリューション

教育機関／学生向け製品案内

教育機関セミナー

長崎総合科学大学 ＋ Autodeskセミナー開催！

オートデスクが行く！オンサイトセミナー開催！
この度、オートデスクでは、大学様に戸別訪問させていただき、セミナーやデモンストレーションを開催させていただき
たく、ご案内申し上げます。本セミナーでは、機械系、建築系、土木／GIS 系、メディア＆エンターテインメント系のそ
れぞれの分野で利用される CAD や CG ソフトの最新技術や業界の導入事例等のご紹介を各分野ごとに行いたいと思って
おります。
共催：オートデスク株式会社、住商情報システム株式会社

【オンサイトセミナー開催概要】
■セミナー所要時間 ：90 分程度を想定
■セミナー 内容 ：

現在の業界状況
導入事例
最新 CAD/CG 紹介デモンストレーション
■セミナーでご紹介可能な製品 ：

AutoCAD
Autodesk 3ds Max / Autodesk Maya
Autodesk Alias Automotive
Autodesk Showcase Professional 他

Copyright 2011 Autodesk. All rightS reserved.

講演者紹介

基調講演
山中敏正（やまなか としまさ） 教授
筑波大学

人間総合科学研究科

感性認知脳科学専攻 （日本感性工学会

副会長）

博士（感性科学）
工学修士 (千葉大学)
■職歴
1997/04-1997/09

国立島根大学教育学部

非常勤講師

1997/10-2002/03

県立会津短期大学

1998/04-2004/06

千葉大学工学部非常勤講師

1999/08-2005/03

島根県技術アドバイザー

非常勤講師

2003/04- 日本大学藝術学部 大学院博士後期課程 非常勤講師
2005/04-

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授（感性認知脳科学専攻・芸術学系）

2006/04-

中央大学理工学部

2008/04-

工学院大学情報学部情報デザイン学科

非常勤講師
非常勤講師

■研究経歴
1982-1993

工業デザインのプロセスへのコンピュータ支援の導入及びそれを用いた製品開発

1990-1991

工業デザイン方法論の研究

1991-1993

工業デザインプロセスにおける嗜好の評価と測定

1996-1999

ベビーカーの乗り心地の研究

1994- 感性情報によるデザインプロセスの客観的支援技術
1997- 感性情報による情報設計
2003-2008 21世紀COEプロジェクト
「こころを解明する感性科学の推進」事業推進担当者
2005-2008

大学院教育GP「先導的・国際的な「こころ」の科学者の養成」取組実施担当者

■学歴
1980年

千葉大学工学部工業意匠学科

卒業

1982年

千葉大学工学研究科工業意匠学専攻博士前期課程

修了

■所属学会
日本感性工学会
日本デザイン学会

所属期間：1999-

日本感性工学会

所属期間：1980-

国内学会

所属期間：1999-

国内学会
国内学会

副会長(担当年度：2008-)
理事、広報委員会委員長(担当年度：1996-)
理事(担当年度：2004-)

International Association of Societies of Design Research
日本認知科学会

所属期間：1994-

国内学会

日本人間工学会

所属期間：1994-

国内学会

日本生理人類学会

所属期間：1994-

国内学会

所属期間：2005-

国外学会

理事(担当年度：2005-)

講演者紹介

講演
若林

尚樹（わかばやし なおき）教授

博士（感性科学）
東京工科大学 メディア学部 メディア学科
大学院 メディアサイエンス専攻
金沢美術工芸大学 美術学部産業美術学科卒業。
1984年筑波大学大学院芸術研究科修了。芸術修士取得。
その後、富士ゼロックス総合研究所工業デザイン研究室、資生堂宣伝部を経て、
1994年に岡山県立大学デザイン学部教員を経て、2000年に東京工科大学メディア学部助教授、
2005年に同大教授に就任。
2006年に筑波大学大学院にて博士 (感性科学)を取得。
2010年４月より新設された東京工科大学デザイン学部教授に就任。
専門分野は、デジタルデザイン、情報デザイン。
コンピュータやインターネットを活用した情報の表現手法やコンテンツデザインの研究。
主にwebサイトやインタラクティブな教材・展示コンテンツの研究開発。
およびそれらを活用した子供たちとのワークショップのデザイン。
＜主な著書＞
『デジタルイメージデザイン―デザイン編CG標準テキストブック』共著
『WWWからはじめる情報デザイン』
『ハイパーメディアデザイン Webページのための情報のデザイン』
『webデザイン』
（グラフィック社）
（以上、画像情報教育振興協会）
『インタラクションと情報のデザイン』
（オーム社）
など
＜対表作品＞
AQUA PROJECT
aqua projectでは、3次元空間での情報の表現と操作性のデザインをテーマして
います。3DCGを利用して3次元空間に水中世界の生物と環境を構築した、
子ども向けの体験型展示コンテンツの開発を通して、効果的な情報提示に
ついて研究開発しています。
制作したコンテンツは、新江ノ島水族館やイベントなど、
さまざまな場所で展示を
行っています。
また、利用状況を調査することで、
さらなる改良を重ねています。
また、aqua projectでは、定期的にワークショップを開催しています。
子供たちと一緒に工作をしたり、触れ合ったりすることで、新しいコンテンツの
開発や改良に役立てています。
http://www.teu.ac.jp/aqua/aqua/

講演者紹介

パネリスト
姜 南圭 (Kang namgyu) 准教授
博士（感性科学）
公立函館未来大学

情報アーキテクチャ学科

筑波大学大学院 人間総合科学研究科

感性認知脳科学専攻

感性情報学分野

■職歴
21世紀COEプログラム拠点・若手研究員
（筑波大学）
21世紀COEプログラム拠点・研究アシスタント
（筑波大学）
筑波研究学園専門学校 グラフィックデザイン学科

講師

■専門分野は、 情報デザイン、
プロダクトデザイン、
デザイン評価、感性評価
１）
より独創的で新しいアイディアを自由に表現できる能力
２）ユーザの立場を重視した分析的でより客観的に表現する能力
自分の新しいアイディアを表現できる方法に関して工夫するデザイナーでありながら、
ユーザの立場を重視したより
分析的で客観的な見方を身に着け、感性的な満 足度まで高めるデザイナーを目指し、
デザイン分野のみならず
感性工学的な分析方法も取り込んだ情報デザイン教育を考えています。

本学のパネリスト
池末純一（いけまつ じゅんいち） 教授
情報学部

知能情報学科

修士（意匠工芸学）

情報デザイン分野

教授

■学歴
京都工芸繊維大学 工芸学研究科 修士（意匠工芸学）
■所属学会
日本デザイン学会、意匠学会、
芸術工学会
■専門分野
３Dコンテンツ制作、
ウェブサーバ構築
梁元碩（やん うぉんそく）准教授
情報学部

知能情報学科

博士(感性科学)

情報デザイン分野

准教授

■学歴
筑波大学

芸術研究科 デザイン専攻

筑波大学 人間総合科学研究科

生産デザイン分野 （デザイン学修士）

感性認知脳科学専攻（感性科学博士）

■所属学会
日本デザイン学会、
日本感性工学会、韓国デザイン学会、
日本福祉心理学会
■専門分野
ウェブデザイン、
インタフェイスデザイン、感性デザイン

講演参加の申し込み

【お申込み方法】
Autodesk社セミナー及び講演会に参加をご希望の方は、下記の申込フォームに参加希望者の情報と
公開講演会プログラムに○付けて、
メール(haci@nias.ac.jp)、
またはfaxで申し込んでください。
申込完了のメールはお送りいたしませんので、
あらかじめご了承ください。
席に余裕があれば、当日参加も可能です。
日 時 ： 2011年
場

10月 22日
（土） 午前10時

〜

午後3時30 分まで

所 ： 長崎総合科学大学 グリーンヒルキャンパス 本館第４講義室

参加費 ： 無料

(誰でも参加可能な講演です。)

お問い合わせ先 ： 長崎総合科学大学

情報学部

知能情報学科

事務室

〒851-0193 長崎県長崎市網場町536
TEL：095-838-5181 Fax: 095-838-6956 E-mail : haci@nias.ac.jp

公開講演参加プルグラム
Autodeskセミナー
（10時〜12時）

午後の講演会
(1時〜3時30 分）

ご参加できるプログラムの欄に○をつけてください。

参加希望者の情報
氏名
フリガナ
所属
連絡先
E-mailアドレス

情報学部
知能情報学科

皆様のご参加をこころよりお待ちしております。

