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イラストレーションⅠ– 1｜デジタル演習AⅠ

入門デッサン 5｜イメージのレッスン

イラストレーションⅡ– 3｜イラスト実習Ⅰ

デザイン基礎2 （イラストレーション）｜レイアウト・構図

イラストレーションⅢ– 3｜背景画

イラストレーション演習Ⅰ– 2｜キャリア論

イラストレーションⅠ– 3｜色彩基礎

イラストレーションⅡ– 1｜デジタル演習BⅠ

デザイン基礎1 （イラストレーション）｜美術解剖学

イラストレーションⅢ– 1｜デジタル演習AⅡ

イラストレーション演習Ⅰ– 1｜メインビジュアル

イラストレーションⅣ– 1｜デジタル演習BⅡ

1年次WS

通年S

1年次WS

1年次TW

2年次WS

1年次TW

1年次WS

1年次WS

1年次TW

2年次WS

1年次TW

2年次WS

イラストレーション基礎1｜アニメーション

イラストレーションⅤ– 2｜デジタル着彩

イラストレーションⅤ– 6｜イラスト実習Ⅲ

イラストレーションⅣ– 2｜人物キャラクター基礎Ⅱ

イラストレーション演習Ⅱ– 2｜アートディレクション

イラストレーション演習Ⅱ– 1｜世界観表現・コンセプトアート

イラストレーションⅤ– 4｜キャラクター表現史

イラストレーションⅣ– 3｜イラスト実習Ⅱ

イラストレーションⅤ– 1｜業界知識・情報発信

イラストレーションⅤ– 5｜キャラクターデザイン

イラストレーション基礎2｜書籍イラスト

イラストレーションⅤ– 3｜デフォルメ表現

イラストレーション演習Ⅲ– 2｜ゲームイラスト

虎硬先生の「これぞインターネット。」に全てが詰まった芸術祭

2年次TW

3年次WS

3年次WS

2年次WS

2年次TW

2年次TW

3年次WS

2年次WS

3年次WS

3年次WS

2年次TW

3年次WS

3年次TW

COLUMN｜フロアの名前と由来

ORGANIZERS TALK

『KuOG（KUA通信イラストレーションコース非公式オンライン芸大祭）』運営スタッフ打ち上げ放談



300 301

ORGANIZERS TALK



運
営
ス
タ
ッ
フ
談

O
R

G
AN

IZER
S TALK

｜
302 303

心に刺さる作品が他にもあるかもしれないのに！だから

もっと見たい！！って思っていました。今回の展示でそれ

が実現できて、多くの刺激をもらいました。実際、私もま

だ取り組んでいない課題の作品を見ることができてとて

も参考になりました。

──通信課程は普段生徒が集まる場所がなく、同級生たち

の作品を見る機会がほとんどないですからね。

あげりん　1期の先輩方がTwitterで「#KUA課題評価」

というハッシュタグであげていらっしゃったんですけど、

それもまだまだ少数ですよね。あと、講評動画は先生の

評価だけしか見られませんが今回の展示ではキャプション

ボードに本人の解説が書いてあったりするので、より深く

作者の意図を知ることができますね。

「KuOG」というタイトル決め

──いつ頃ロゴやメインビジュアルを用意したのですか？

あげりん　はじめは「京
・

都にある芸術大学の非
・

公式オ
・

ン

ライン芸
・

術祭」という仮名称で『KhOG』というロゴ制作

を進めていたのですが、運営会議で「やるからにはきちん

と大学名をつけたい」という意見が出て、事務局に交渉し

て許可をもらって京都芸術大学の名称を載せることにな

りました。初期段階では「非公式（hikoushiki）」の「h」

を入れてデザインしていたのですが、エダホさんから「hっ

てなんですか？」って言われて……。

　

エダホ　そんなことありましたね（笑）

あげりん　最終的には会議の中で「hをひっくり返したら

unofficialのuに見えますよ」という意見で着地したので、

ハッシュタグも「#KuOG2022」になりました。

エダホ　ロゴの“デジタル感”は僕らが通信課程とか、

clusterでやるからっていう特徴を表しているんですか？

描き下ろしてもらったメインビジュアル（＊1）の雰囲気も

デジタル感な方向に描かれていますよね。

あげりん　そうですね。私たちの通信課程がネット完結

型っていう特徴なのでデジタル感を強調しました。

──メインビジュアルは描き下ろし作品なのですか？

あげりん　そうですね。告知活動をするにも会場設営す

るにも、まずメインビジュアルが必要だったのでそこから

手をつけました。運営会議チャンネルでみなさんの意見

をヒアリングしているうちに、参加者のうちのひとりが

芸術祭発案のきっかけ

──通信課程の生徒にとって初めての芸術祭（学園祭）

開催でしたが、発案のきっかけを教えてください。

あげりん　もともと 2 期生の交流会で「作品を展示する

ショールームのような場所を作りたい」と話していて、交

流会に参加していたそらさんから『cluster』を教えても

らいました。はじめは少人数のグループ展という話でし

たが、夏期に入ってから通学
・

課程の大瓜生山祭をSNS

などで見聞きするようになり、「通信課程の私たちも

芸術祭できたらいいよね！どうせならcluster展示をみ

んなで集まれるお祭りにしよう！」という思いにいたり、

Discordで“運営会議チャンネル”を立ち上げてみんなで

芸術祭をやろうと言いました。ちょうどそのころ1期生の

間では卒展どうする？みたいな話もされていたので、今回

のバーチャル展示のノウハウが卒展にも活かせるんじゃな

いかと考えて、1期生のみなさんにも展示参加のお誘いを

して、いよいよ本格的に全学年参加の芸術祭のノリになっ

ていきました。ひとまずバーチャル展示を実行するという

のが大目的にあったので、展示作品については極力出展

へのハードルを下げるためにこれまでに提出した課題作品

に限定しました。これなら休学中の人でも参加できますし。

個人的に休学中の方も巻き込みたかったんです。疎外感

を与えてしまうというか復学のモチベーションが下がるこ

とにはしたくなかったんです。あとは芸術祭の開催日を夏

期の講評後の日程にすることで夏期の課題も出品できる

ようにしました。

エダホ　あげりんさんのその「誰でも参加できますよ」っ

ていうハードルを下げるための“課題縛り”のおかげで、

必然的にフロアごとに同じ課題の作品が並んでテーマ展

みたいで面白かったですよね。　

あげりん　いろんな人の作品を参考にできる場でもあり

ましたね。同じ課題でも「こういうアウトプットの仕方が

あるんだ」「こんな解釈があるんだ」みたいに見比べるの

が面白かったっていう感想も多かったですね。

──他の人の作品を見たいという声は 1期の間でも初期の

頃から上がっていました。

エダホ　そう、ありましたね。

あげりん　全体講評は多くても10作品程度しかないです

し。本当はもっと受講生がいるはずなのに！もっと私の

京都芸術大学（以下、「 KUA」）通信イラストレーションコースにとってはじめての芸術祭。会場は仮想空間プラットフォーム「 cluster」
に作り、運営会議は全て参加者専用 Discord、170点の展示作品はアナログ作品を含めて全てデジタル出力、みんなでお揃いの芸
術祭ユニフォームを着たアバターでバーチャル集合写真。と、まさに完全通信制コースならではの芸術祭となりました。
記念すべき第１回にして大成功となった「 KUA通信イラストレーションコース非公式オンライン芸大祭（ KuOG＝KUA unofficial 
Online Geidaisai）」の運営スタッフが、どんな思いで取り組んでいたかをふり返りました。

『KuOG（KUA通信イラストレーションコース非公式オンライン芸大祭）』運営スタッフ打ち上げ放談

虎硬先生の「これぞインターネット。」に全てが詰まった芸術祭

あげりん 荊棘そら エダホ

あげりん（2期）…芸術祭発案者。ロゴデザイン、広報、全体アナウンスなど。
荊棘そら（2期）…会場設計、展示品のデータ管理、設営など。
エダホ（1期）…アバターデザイン、cluster操作方法の図解など。

＊1：メインビジュアル。cluster会場のサムネイル、Twitterなどでの告知活動に使用。
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バーチャルな世界でいろいろできるので、おもしろい内装

にしたいなと思ってフロアごとに形を変えました。

あげりん　これはメタバースならではだと思います。

エダホ　スケールもリアルというか、アバターの一人称視

点でも見やすいサイズ感になっていましたね。

そら　設計上、廊下の幅と天井高はそれぞれ 7メートルに

してあります。

あげりん　えー！幅7メートルって、もう廊下じゃないです

よね、立派な部屋というか（笑）

エダホ　確かに（笑）現実世界で作ろうと思ったら幕張

メッセくらいの規模が必要になるかな？

あげりん　4時間も幕張メッセ借りたら場所代いくらだろ

う？（笑）そもそも、こんな大きな作品（＊3）を170 作品も

置けないですよね。

そら　ヤバいと思います（ 笑）ちなみに、パソコンやスマ

ホアプリで見るとそんなに大きく感じないですが、VRで

見ると会場がすごく広くてびっくりしました。

エダホ　廊下が広いおかげで誰かが絵を見ているところ

に遭遇したら背後に回ることができたのも良かったです

ね。絵って近づいたり離れたりして眺めたいっていうのも

あるからこの広さにして正解でしたね。

あげりん　この 5Fの構造もすごいですよね。

そら　ここは「開花の螺旋」ってタイトルです（笑）

エダホ　そんなタイトルとかあったんだ！

そら　誰にも言ってなかったですけどね（笑）ここまできた

らあとは昇るだけ、花は咲くだけなので、そんな名前にし

ておきました。

作品の展示方法

──作品のサイズも話題でしたね。大きくて綺麗で、どこ

までも細部まで観ることができたのもとても魅力的でした。

エダホ　圧縮しているけど綺麗ですよね。作品自体の解

像度は 2000pxとかですか？

そら　2Kですね。圧縮をかけてもそこまで荒くならずに

済みました。作品のサイズを決める際に参考にしたのは、

別の展示会場で見た絵画作品がこの 5倍くらいの大きさ

で見えづらかった、というところからですね。

あげりん　アバター視点だとあまりにも上の方だと見えな

くなりますよね。

エダホ　この額縁もすごく良い。白枠ならどんな配色の

絵でも合うし、黒縁だと絵が締まって見えますね。

そら　初期は紺色の額縁だったのですが全体をモノクロ

基調にしたいと思って黒に変更して、床の線やワープゲー

トなどの文字も黒で統一しました。

エダホ　モノクロのおかげで絵に集中できますね。作品

の高さも統一されていますよね？

そら　作品が縦の場合は高さを揃えて、横の場合は幅を

揃えて展示しています。

あげりん　それもストレスなくみれて良かった点ですね。

──キャプションボードも形式が統一されていますね。

あげりん　はじめは自由に各自でお願いしようと思ったん

ですが、雛形を作って欲しいと運営会議でリクエストが

出たので作りました。キャプションを統一したことで格式

のある美術館っぽさを表現できて良かったです。名前の

横にアイコンを表示することで誰の作品か一目瞭然です

「せっかくだから描き下ろします！」と手を挙げてくれました。

それ以降はその作者の方とDiscordで画面共有しながら

『祭り』というコンセプトで描き始めてもらいました。

全フロア異なる会場設計

──今年の会場コンセプトは『美術館』と伺いましたがその

発案のきっかけはありますか？

そら　cluster上にあった既存の会場をいくつか観てまわ

り、その中から参考にしたいと思った会場が美術館だっ

たのがはじまりですね。白を基調にした空間で作品の見

栄えがとても良くて感銘を受けました。

あげりん　美術館っていうテーマを決めてからもうひとつ

思ったことがあって、美術大学の１つのコースとして成立

するなら、もうイラストは新しいアートのジャンルとして成

立しているんじゃないか?美術館に展示されてもいいもの

ですよね?っていう確認という意味もありました。

──仮想空間での展示会はもう既に一般に浸透しているも

のなのですか？

そら　「cluster」や「VRChat」というプラットホームで

いろいろな展示会を見てきましたが、ほとんど著名人によ

る展示会しか目立ってなかったかな……まだまだ一部の方

にしか浸透していないのかなと思います。

あげりん　VRChatだとスマホに対応していないので一

般の人にはハードルが高いんじゃないかと。

そら　そうですね。clusterだとスマホやタブレットでも

参加できますし、あと公式のヘルプも日本語なので。

──ちょうど同時期に寺田てら先生がclusterで展示をさ

れていましたが、それでもまだまだバーチャル展示の経験

者は少ないということかもしれないですね。

そら　まだまだ少ないかもしれません。

エダホ　虎硬先生はこういうネットの好きそうですよね。

先生というより、pixivのプロデューサーとして（笑）

──そらさんは昔からclusterユーザーだったのですか？

そら　1年くらい前からやるようになりました。ちょうどそ

の頃からBlenderも始めました。clusterでのワールド作

成は主にUnityを用いるのですが、Blenderも併用して

会場を作りました。

エダホ　フロアが実は横に並んでいるっていうのがいかに

もバーチャルで面白いですよね。（＊2）

　

そら　実際の建築物のようにフロアを上に重ねていくと

編集しづらいのでこうなりました。

エダホ　テレビゲームなどのステージと同じような作り方

だと思います。こういうフロア分けってそらさんとあげりん

さんで話し合ってたんですか？

そら　課題によって出品数の偏りがあったので、年次でフ

ロアは分けようっていう話は最初からしていました。例え

ば 1年次TWが最多の 60作品くらいあって、この 3Fだけ

左右両方の壁を使っています。

エダホ　僕が来場者目線で見て面白いなと思ったのは、

2Fは片側の壁だけを使っているのでアバターの視点を

固定したまま一方向にサーッと見れるじゃないですか。と

ころが、3Fで作品数が急に増えて。しかもTWだからひ

とつひとつの作品の描画密度も高くなっているのでメイ

ンディッシュがドドーンって来た！みたいな。そのあとの

4F、5Fでゆっくりクールダウン……と、そのアップダウン

が面白いなと思いました。

──フロアの形が全階とも違う意図は？

そら　最初は四角い部屋で考えていたのですがせっかく

＊3：アバターと比較すると作品の高さは人間の身長とほぼ同じ。

画像提供：エダホ

＊2：Blenderによる会場設計の様子（左から 1F, 2F, 3F, 4F, 5F）

画像提供：そら
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れる人は全員来て！」って呼びかけて、不具合チャンネル

に書き込んでもらったものをリアルタイムで裏でそらさん

が処理するっていう。

そら　内覧会の時から会場の仕様が大幅に変わってし

まったので、本当に怒涛の最終チェックでしたね。

──内覧会後に大きく変わった仕様とは？

そら　2Fの改修、1Fのロビー拡張、エレベーターがワー

プゲートになったこと、床の矢印、あと各フロアに『非常

口』も設けました。

あげりん　各フロアが広いので、迷子になってしまった時

や、自分が呼び出された時にワープゲート以外にもフロア

の途中で移動できる手段が必要という意見が出たので、

非常口を作って 1Fに戻れるようにました。床にははじめ

から線を引いていたのですが、内覧会で「進行方向がわか

る矢印をつけてほしい」という意見をもらったので改修し

ています。（＊5）

そら　例えば 3Fが左右両方の壁を使っていたので、アバ

ターの視点を「一人称」にしていると自分がどちらの方角

から来たのかがわからなくなっちゃうんですよね。

エダホ　あと 2Fは最初動線がクロスしていたんですよね。

そら　そうそう（笑）動線が十字にクロスしていたせいで

360度回転するので自分が歩いて来た方角へと戻ってし

まって迷子になる、という方が多かったので改修しまし

た。その改修ついでに壁の使い方を両面から片面に統

一したり。あと大きな変更点といえば、1F入ってすぐメ

インビジュアルが見えるエントランスのみだったのです

が、内覧会後にエントランスの横にもうひとつ広いロビー

をつくりました。

あげりん　実際、このロビーは参加者から好評でしたね。

誰とはなしに一時離脱する時のアバター置き場になってい

たり、待ち合わせ場所になっていたりで。ロビーとメイン

ビジュアルのスペースが分かれたことで、出展者の集合撮

影もできたので良かったと思いました。（＊6）

し、QRコードは在廊できない人への感想を直接作者へ

送ってもらうためと、仕事の依頼に結びつくかもしれない

のでTwitterなどのリンクを貼ってもらいました。実際、

学内で「推し絵師」を見つけてTiwtterをフォローしにいっ

てくれた人もいますね。

そら　キャプションボードの位置はイラスト作品を見た後

にキャプションボードが目に入るよう、進行方向に沿って

配置しているんです。イラストの方が先の方がいいかなと。

エダホ　お〜ほんとだ〜確かに。考えてる〜

全員参加の内覧会／前夜祭

──内覧会はどんなことをしていたのですか？

あげりん　いわゆるデバッグ（バグを見つけて改修する作

業）ですね。出展者も来場者も全員がcluster初心者と

いう前提で開催するので、どこかに抜けはないか、使い

勝手はどうかなどを出展者のみなさんから意見を集めるた

めに内覧会と言う名のデバッグ会を何度か行いました。

エダホ　内覧会ではエレベーターのボタン操作に迷った

方が続出していましたね。

あげりん　エレベーターの前でずっとそらさんが「ボタン

押してくださ〜い」って案内していましたね。現実世界だ

と誰かがボタンを押したら動くけどここは自分でボタンを

押さないと動かないよーって（ 笑）

そら　あと、clusterの仕様上の問題で入場者が 100人

を超えると 101人目からは『ゴースト』と呼ばれる透明の

アバターになるのですが、そのゴーストになってしまうと

ワールド（clusterの会場のこと）に関与できなくなり、ボ

タンを押せなくなるということが判明しました。それで現

在のワープゲートの仕様に変更しました。

エダホ　結果的に移動がしやすくなりましたよね。

あげりん　あと、出展者の全員に、各自の作品やキャプ

ションボードのチェックを徹底してもらいました。最初、

試験的に作品をアップロードした時なぜかデータが左右

反転してしまっていて。clusterのバグが原因なのかはわ

からなかったですが、とにかく170点全ての作品を二人で

チェックするのは無理だなと。（＊4）

──描いた本人じゃないと気づかないこともありそう。

あげりん　そうなんですよ。上下左右はきちんと表示され

ているか、縦横の比率が合っているか、キャプションボー

ドの文字がちゃんと読めるか、なども。

エダホ　あの内覧会は、“みんなで展示会を作ってる感”

があって良かったですよ。

あげりん　内覧会中にDiscordを併用してclusterの操

作方法を教え合ったり、リアルタイムでフィードバックも

らってる感じでした。

エダホ　内覧会中に、そらさんワールド更新していました

よね？（笑）あんなことできるんだ？ってびっくりしました。

そら　はい、clusterはできるんですよ。

あげりん　私もリアルタイムで

ポスターが貼り変わる瞬間を目

撃して感動しましたよ！（笑）

エダホ　あと前夜祭もやりまし

たね。　

あげりん　前日にDiscordで

「不具合チャンネル」を作って

ひたすら不具合だけを報告して

もらうってことをやりましたね。

デバッグは人海戦術なので「来

＊5：床に進行方向の矢印

＊6：1Fメインビジュアル前で集合写真＊4：170作品が並ぶフロアの様子

画像提供：そら 画像提供：そら
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ながもっとギュウギュウに集まればアイコン映ったかな？

あげりん　あの集合写真を撮るのに 20分かかってますか

らね（笑）みんな並びたくてもアバターの操作に慣れてい

なくて「どうやって正面向くの？」みたいなね（笑）

エダホ　内覧会でも「後ろに振り返れない」って意見が

結構ありましたよね。だから僕も頑張ってTwitterに

clusterの操作方法の図解をUPしました。（＊8）

あげりん　お手数おかけしてすみませんでした！運営がや

らなきゃいけないのにスポンっと抜けてて（笑）

エダホ　いえいえ（笑）お二人は忙しいだろうからなと思っ

て。会場URLの直リンクからの入場だとチュートリアルを

飛ばしていきなり会場に入っちゃうので、初めての人はど

こを触っていいかもわからないですよね。ロビーに載せて

おけば良かったですよね。これは来年のノウハウに。

あげりん　来年主催やってくれる人のためにデータ残して

おきましょうね。VR界隈やイラスト界隈じゃない一般の

方が想定よりもかなり多くご来場いただいていたので。

──来場者からの反応はどうでしたか？

あげりん　まず私たち通信課程って基本ひとりぼっち

じゃないですか。Twit terやDiscordで挨拶する人も

ひょっとしたら実態のないAIなんじゃないかって疑いた

くなるくらい（笑）それが、実際に展示会場で会えて「あ！

ちゃんと同級生っていたんだ（笑）」って妙な実感を覚え

たりした人、結構いましたよね。まだ仮想空間の環境に

慣れない人も多かったので音声でのやりとりしている人

は少数でしたが、会場内のチャットが活発に盛り上がっ

ていました。文字で作品感想を送ってくれたり、それに

反応したり。会場内のどこにいても見られるチャットです

が、Twit terみたいにメンション機能はないのでやりと

りのラグがあったり誰宛のメッセージか明記しないとい

けないのはありましたけど。いただいたコメントはひと

つひとつスクショしました（照）

エダホ　あ〜いいですねぇ、それ。

あげりん　あと、途中で退出する連絡があった出展者の

方にチャットでメッセージがきた時も、そのスクショを撮っ

て送ってあげたりもしました。やっぱり絵って人に見ても

らって感想をもらってどう感じてもらったかフィードバック

をもらうのって新しい気づきになって嬉しいと思うんです

よね。なので、「感想はどんどんあげてください」ってこま

めにアナウンスかけていました。

エダホ　現状のclusterの機能ではできないんですが、

ワールド内のリンクから外部サイトに飛べる機能があった

ら良かったですよね。

あげりん　そう、ワールド内ではリンク貼れないんですよ

ね。だからキャプションボードから外部サイトへの誘導も

QRコードになってしまった。

そら　cluster公式ワールドでないとリンクは貼れないで

すね。

エダホ　あと、その場で「いいね」したいですよね。好き

な作品あったら100いいねくらい押したい（笑）

あげりん　それいいですね！カウンターボタンの実装あっ

たらいいかも！リアクション欲しいですよね。cluster社

に問い合わせちゃいますか（笑）

そら　Twit terで「#clusterへの要望」があったかも。

公式のDiscordサーバーで書いている人もいます。かなり

ゆるゆるのサーバーで、飯テロチャンネルとかあります（笑）

あげりん　飯テロといえば、フロアで飯テロゾーンがあっ

てみなさん引っかかってて面白かったです（笑）夜の 20時

から 24時っていう時間帯に一番見てはいけないものが集

まってるっていうね（笑）

そら　2F、美味しそうでしたもんね。来場者の方が「飯

テロじゃん」ってツイートしていましたね。

エダホ　撮影中に入場された方は、入っていきなりアバ

ターが集合していてびっくりしたかもですけどね（笑）

──Youtubeの中継（＊7）でもロビー活用していましたね。

そら　ロビーには画面共有用の大型スクリーンとチャッ

ト欄を設置していました。このチャットは会場内で音声

会話ができない人向けのチャットで、ライブ配信中の

Youtubeのコメントとも連動していました。

あげりん　全170作品をひとつひとつ動画で紹介してもら

えて、当日見逃した人にもアーカイブで見てもらえたので

よかったです。

エダホ　「この課題はこういう内容ですね」って課題の解

説も動画内でしていたのも良かったですね。

あげりん　事前にいなばさんと打ち合わせをして、シラバ

スを見ながら各課題の説明も入れようってなりました。

そら　わあ、そんなこともしていたんですか？！

エダホ　あの解説のおかげで、学外の友達もすごくわか

りやすいって言っていました。

あげりん　イベント開場は 20時からだったんですが、そ

の 30分前からライブ配信をスタートして、clusterのイン

ストールや操作方法について解説も入れてもらいました。

──clusterの会場はアーカイブされますか？

そら　当初はイベント終了後に会場を閉じる予定だった

のですが、ありがたいことにこのまま会場を残したいとい

うご意見をいただいたので、運営会議で出展者の全員に、

会場を残すかどうかのアンケートを行なっています。

あげりん　図録の制作は参加者特典という形で限定的に

配るものだからみなさんも賛同しやすかったと思うんです

が、clusterの会場はオープンスペースで誰でも見れてし

まうので、作品をこのまま残しておきたくないってひとも

いるかもしれないので、アンケートとってます。今のとこ

ろ 70人中50人くらいは残したいって言っているかな。

開催当日の会場の様子

──clusterの動作環境について

あげりん　時間帯によってなのか、動作が鈍くなる時があ

りましたよね。

そら　clusterにアクセスが集中する時間帯は確かに重く

なるかもしれません。会場の容量は、最初は圧縮をしな

いで作品を並べていたのですが合計で1GBくらいになっ

てしまい、半分以下になるよう圧縮をしました。

エダホ　動作が重く感じたのは、ロビーなどの人が多く

集まっているところに負荷がかかっていたかもしれません

ね。こういうゲーム系の背景処理って、遠くにあるものの

表示を自動で簡略化するんですが、実際にフロアの設計

がロビーフロアと作品フロアとを離して正解だったかなっ

て思います。処理負荷軽減の意味で。

そら　実際に見てないものを描画しないという機能を

使ってワールド全体の軽量化をしました。壁で仕切ったり

フロアを分けることで軽量化できていると思います。　

エダホ　集合写真の時はもうどうしようもなかった（笑）

あげりん　あれはもう（笑）あれだけ集まったらもうしょう

がない。一部の人のアイコンが出なかったりして。角度

がつくとアイコンが見えなかったりするんで、「カメラに向

かって正面向いて」って言っても、人が多すぎてどこが正

面かわからないっていう（笑）

エダホ　あとで集合写真を見返すと、画面の中心を優先

に描写しているっぽかったですね。だから画面の端の方

にいた人はアイコンが表示できていなかったかも。みん

＊8：エダホさんがTwitterにUPした図解

＊7：いなばさん（2期生）のYoutubeライブ配信
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──アバターは何のソフトで作っ

たのですか？

エダホ　Mayaです。ちなみに、

あいうえおの「い」の時はちゃんと

円が平体に「い」の形になるよう

に作ってます。

あげりん　えっ！それもちゃんと

言ってくれないと！（笑）当日も見

たのに、もったいない（笑）

エダホ　いや、そんなに正確に

は音声認識したリップシンクし

てないので（笑）顔部分にアイコンを投影できるっていう

clusterの仕様を聞いていたので、アイコンを活かせるデ

ザインにしようと考えてこんなテレビマンみたいな感じに

なりました。

あげりん　その絵の作者だとわかりやすいように、キャ

プションボードと同じアイコンをアバターにも載せたかっ

たので、そこの意見が合って良かったです。

エダホ　clusterのデフォルトアバターが人型なので、僕

たち出展者は人間じゃないキャラクターの方が目立ってわ

かりやすいかなとも思って作りました。

あげりん　フォーマルな衣装もこの空間とマッチしてまし

たよね。そらさんの空間デザイン見ていたらちょっと格式

高くしたくなっちゃいますよね。

エダホ　そうそう。それとメインビジュアルの作者さんか

らキャラクターの立ち絵を見せてもらってアバターの衣装

デザインをリンクさせました。金のラインや八角系の模様

を入れたり。今回のアバターは一種だけ、性別の区別を

しないのでユニセックスなデザインにしています。（＊10）

──ラフのクオリティもさすがです。KUAのキャラクター

デザインの授業が生かされていますね。

エダホ　このラフ画も運営会議チャンネルに貼って、参

加者のみなさんに見てもらってます。途中経過が見えた方

が面白いかなって思って。

あげりん　後頭部の色も各自の色設定ですか？

エダホ　そうですね。アバターはみんな同じ格好なので

ちょっとだけ個性が出せるようにパーソナルカラーを設定

しました。ただ影がつけられない単色なので、ワンポイン

トでしか活かせないから後頭部と口·胸の三か所だけにし

ました。後頭部は後ろから見ても認識できるように。

あげりん　私ずっと一人称視点だったので後頭部の色が

変わってることに当日気づいたんですよ！

エダホ　そういう告知してないのを仕込むのが好きなん

ですよ（笑）あと、ポリゴン数も 6000いかないくらいでで

きましたね。clusterのアバターで凝ったものだと 3万や

5万ポリゴンとかいくものがあるんですけど、このアバター

は大勢が着る前提だったのでと処理負荷がかからないよ

うになるべく軽めに作りました。

来場者数について

──延べ 753人の来場者数と聞きました。大成功ですね！

あげりん　出展者の約70人は集合写真に写る必要が

あったので、ゴースト（半透明）にならないように一時

離席する場合もアバターを会場に置きっぱなしにしても

らっていたんですよね。なので、延べ人数と言っても展

示側の人間の出入りはほぼなかったと考えられるので、

純粋な来場者数は 600人を超えていたってことですね。

自分や自分の家族の肌感覚ではこれが多いか少ないかわ

からなかったんですけど、実際どうなんですか？

そら　clusterイベンターのイベントでも多くて 600〜

あげりん　そうそう廊下突っ切ってきて、目の前にピザ出

てきたらもう堪らないですよね（笑）しかもこの課題が「写

真の模写」だから、やたらリアルなんで余計、ですよね。

この課題やっていた当時も仲間内で見せ合っててもう毎

晩が飯テロでしたね。

──こうして振り返っている時でも、まだまだ何時間でも見

ていられますね。

あげりん　私も相〜当〜見ましたよ。スタッフ権限で常に

入れるので内覧会や前夜祭も、設定時間よりもずっと長

く見て回っていましたから。

エダホ　ネット上に作品とキャプションを並べるというだ

けならブログとかサイトでも同じなはずなんですが、絶対

こっちの“ 3D空間”になっている方が面白いじゃないです

か。なんでなのかなってずっと考えてて、えっとーまあ、

わかんないんですけど（笑）

あげりん　「臨場感」ですかね？メタバースだからなのか

実際の美術館にちゃんと飾ってもらってる感が味わえると

いうか、見にくる側も美術館に来てる感があるというか。

エダホ　そう、実在感ですね。VR機器を使わなくても歩

いてる感じがして不思議でした。

── 170作品という大規模展示は珍しいと聞きました。

あげりん　そうですね、数は多いと思います。

そら　ワールドの容量的にもトップクラスだったと思いま

す（笑）100MBを超えるとスマホで入場する際に他のアプ

リを落とすよう注意勧告が出るんですけど、僕たちの展示

会場は388MBもあるので論外ですよね。

エダホ　確かにそういうアラートが出てましたね。けど、

動いてたからすごい。

あげりん　23時台はゴーストになっている来場者が何人

もいたので、その時100人以上が中にいるってことですよ

ね。さらに遅い時間帯まで開いてたらもっと人が来てい

たかもしれませんね。

そら　22時から始めてもよかったかもしれないですね。

clusterの住人は夜中が多いので。

あげりん　出展者のこと考えるとね、家庭や仕事とかも

あるので、20時スタートにしたんですけど（笑）でも、閉

館時間ギリギリに入ってきてくださった先生とかお姿が見

えない！ゴーストだ！って焦りましたよね。フロアが別れて

いたり廊下が入り組んでいたので自分の視界に入ってくる

人数はそこまで多くなくても、実際はその場に 100人以上

いたんだっていうのが驚きでした。

アバターについて

──今回、専用のアバターも用意されていましたね。

あげりん　なんか、軽いノリでしたよね？芸術祭のおそろ

いTシャツつくろうぜ！みたいな（笑）

エダホ　まあ一回作るとね、他でも使えるし。楽しく作ら

せてもらいました。

あげりん　当日になって細かいギミックとか教えてもらって

（笑）あのモニターの下の丸がしゃべると動きますとか！

エダホ　ああ、あの誰も気づかなかったやつね（＊9）

あげりん　確かに普通のアバターだと口があるけど、あの

アバターは頭部がモニター型だったから。

エダホ　もしかしたら近くてしゃべってる時に動きがある

としゃべってるのがわかるかなって思って一応入れたんで

すけど、clusterの仕様で頭上のアイコンから波動が出

るので結局みんなそっち見てるかな？って。

＊10：アバターのデザインラフ

画像提供：エダホ

＊9：Mayaによるアバター設計

画像提供：エダホ
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あげりん　だから来年はこっちもコピー考えてロゴを

作り直したらいいかなって思います（笑）ハッシュタグ

「#KuOG2022」は履 歴を 遡 れるためにもこのまま

2023、2024と数字だけ入れ替えればいいと思うんですけ

ど。来年やってくれる人がいたら、の話ですね（笑）

──「これぞインターネット。」といえば、通信課程ならでは

の距離問題も解決できますよね。

エダホ　現実世界で展示っていっても、通信課程の場合

は、いろんな理由で来られない人もいますよね。

あげりん　もしやるとしても京都ですし。北海道にいよう

が沖縄にいようがみんな京都行かなきゃいけないってハー

ドル高いですよね。同期にタイに住んでいらっしゃる方も

いるんですよ。今回も一般として参加してくださって。本

当に距離を感じさせないのは利点です。英語で告知でき

たらもっと人が来たかもしれないですね！ただ、海外の方

がclusterに対応できるかはわからないのですが。

──clusterって日本の会社なのですか？

そら　はい、clusterは日本の会社です。

あげりん　コース外に広がって、大学外に広がって、さら

に日本を超えて海外に！…って考えたら面白いですよね。

これぞ、インターネット！（笑）

エダホ　芸術祭という一時的なものだけじゃなくて常設

の学生ショールームとして使えたら面白いですよね。それ

が就職活動の助けになる人もいるだろうし。

そら　clusterは出展も入場も全部無料ですからね。

エダホ　印刷代もかからないから良いですよね。

来年に向けて

──来年も芸術祭があるとして、来年の運営スタッフに必

要な「心得」みたいなものはありますか？

あげりん　ひとまず、言い出しっぺの人が最初にやること

はスタッフの募集ですね！今回のような大規模の場合は

最初に 10名くらい人員を集めて役割分担を決めてしまえ

ば、そこまで難しくないんじゃないかと思ってます。

そら　確かに、二人でやるものじゃなかったですね（笑）

エダホさんも手伝ってくれましたけど、それでも手が足り

なかった。

エダホ　しかも「一人10点までOK」って書いていたから

これ、きっと相当な数になるぞって（笑）

そら　最初は一人1点って思っていたんですけど、その時

点で 2〜 3点作品を送られてきている方がいるって聞いた

ので、上限をキリ良く10まで上げちゃおうかなと。一つの

教科で複数枚提出するケースもあるじゃないですか。

エダホ　ああ、そういう対応だったのね。

あげりん　キャラクター基礎とかクロッキーも枚数多い

ですものね。そういう意味では確かに枚数の枠は必要で

したけど（笑）

そら　でも、思いのほか点数が増えて、僕自身もびっくり

しちゃいました（笑）来年やる時は、先に人数を把握して

から一人何点って決めた方がいいかもしれないですね。

エダホ　僕の場合は、10作品って書いてたから、あれ？

ひょっとしてひとつじゃ足りないのかな？って思って後から

増やした感じですよ（笑）

あげりん　まあ人によってはね、見せたいものがいくつも

あると思うので。特に 1期生は 1年半分の課題作品が溜

まっていたはずですから。

──今年は 1期生と 2期生だけでしたが来年はさらに 3期

生も入ってきますからね。

650人だったので初めての素人にしては普通にヤバイくら

い多いですね（笑）clusterのホームページのオンラインワー

ルドリストでも 4時間ずっと上位に表示が出ていました。

エダホ　オススメのワールド紹介みたいな？

そら　そうです。人が多いと注目されているワールドやイ

ベントが表示されます。

あげりん　え〜すごい！告知 1ヶ月くらいしかしていない

のに！clusterの仕様上、イベントのサムネイルを用意で

きていないとそのイベントが公式サイトやアプリ内のイベ

ント一覧に表示されないので、メインビジュアルが完成し

てようやくイベントの存在を表すことができたんです。メ

インビジュアルの最終稿がお盆過ぎだったので告知期間

は 1ヶ月ちょいだったんですね。ともかくいろんなツテを

つかって告知してもらいました。

エダホ　来場者の内訳まではわからないのでちょっと気

になりますよね。

あげりん　そうですね、リンク元っていうかどこの告知か

ら来たかは知りたいですよね。

──あげりんさんの“いろんなツテ”とは？

あげりん　他大のイラスト系学科の学生さんとか、イラ

ストのフォロワー数の多い方とかにSNSで拡散をお願

いしました。出展者でも大学垢と別のアカウントを持っ

てる人はそっちでの告知も積極的にお願いしました。あ

と同じ大学でイラストコース以外のコース生と知り合い

がいる人にも拡散をお願いしました。大学の公式アカ

ウントも告知ツイートにいいねしてくださってたので「も

ういいだろ」って思って最後の方は大学名をハッシュタ

グに使っちゃっていました（笑）

もっと驚いたのが、前日に、コース主任の虎硬先生にメ

ンションをつけてツイートした猛者が現れて！！（笑）もう

本当にびっくりでしたよ！心臓止まるかと思っちゃった。

エダホ　虎硬先生どころか 5〜 6人の先生のメンション

入ってて（笑）

あげりん　でもそのおかげで、Twitterで反応してくれた

先生もいたり、（＊11） 本当に当日会場にいらしてくれたみ

たいなんですよね！主任の虎硬先生も、Twitterで「めちゃ

くちゃいいな。これぞインターネット。」っておっしゃって

いて、本当にその通りだし、この言葉そのものが今回の

キャッチコピーみたいな感じに思いました。学生主導で

こうして楽しんでいるから学校でももっとこういう楽しい

ことをできたらいいなって思うんですよね。学校と学生、

相互で刺激し合って新し物好きが集まって新しいものを

引っ張ってきて見せ合うみたいことができないかなって思

いました。

エダホ　確かに。その言葉、宣伝に使えるなぁ。

あげりん　本当に。次、やる時はこういうキャッチコピー

あった方がいいですよ！（笑）

エダホ　本の宣伝の帯みたいな（笑）

「これぞインターネット by 虎硬」って帯（笑）

あげりん　そうそう（笑）私たちの芸大祭にキャッチコピー

入れ忘れたのは心残りですね。通学
・

課程の芸術祭では今

年のコピーというかテーマが「百花繚乱（種々の花が咲き

みだれること。転じて、すぐれた業績や人物が一時期にた

くさん現れることのたとえ）」じゃないですか。（＊12）

そら　あ〜！確かにありましたね。

＊12：通学
・

課程の芸術祭テーマロゴ（公式サイトより）

＊11：斉藤先生もツイートしてくださいました。

めちゃくちゃいいな。
これぞインターネット。──虎硬
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あげりん　以前通っていた大学で友人が学園祭実行委員

の活動をしていたのを横でみていたので学園祭の大まか

な流れがわかっていたというのもありますね。あとは家族

が美大出身で美大の、いわゆる“芸術祭”がどんなものか

というのは感覚でわかっていたというのもあります。

ところで、今回のKuOG終了後に「芸術祭ならではのコン

ペもあったらいいな」って意見もあったんですが、それは

きっと来年の企画につながりますね。例えばワンドロで

コンペとかいいんじゃないですかね。同じテーマを同じ 1

時間で描くので勝負になり得るのかなと。

──ワンドロといえば、開催日当日も、どこかのフロアで

ワンドロを描いてる方もいらっしゃいましたね。

エダホ　僕も当日ワンドロやってましたよ（笑）

あげりん　私すっかり忘れてたんですよね。土曜ワンドロ

じゃん！って、後から気づきました（笑） （＊14）

エダホ　もし時間あったら、次回みんなで画面共有しな

がらワンドロしたいですね。ロビーのスクリーン使って。

そら　やりたいですね、Discordの画面共有を会場のス

クリーンで出して「この人はこんなの描いてるんだ」ってみ

んなで実況中継見てるみたいな（笑）

そら　来年やるんだったら、通学
・

課程の方の芸術祭と日

程合わせたいですよね。今回は一週遅れだったので。

あげりん　でも、通信課程の講評前になっちゃう。

そら　そっかそっか。

あげりん　単純に今年の 1.5倍だとしたら100人超えてし

まうので出展者がゴーストになっちゃう（笑）

そら　集合写真で映らなくなっちゃいますよ（笑）

──運営スタッフに必要なスキルってありますか？

あげりん　会場やアバターの制作にはUnity、Maya、

Blenderなどの 3Dスキルは必要ですね。ロゴやサムネイ

ル作りは課題でもやっていることなのでイラストコースの

生徒ならできると思います。あとは、ライブ配信する場合

はVtuberの知り合いがいる人ですね。広報という意味

ではスキルというか拡散力があったら良いですね。一般

来場者が 680人っていうのは拡散力の結果だと思います。

今回はもう手一杯だったのでイベント用のTwitterアカウ

ントとかは作らなかったのですが来年は広報用に作っても

いいかもしれないですね。

エダホ　確かにリアルのイベントでもイベントアカウント

はありますね。その方がわかりやすいかも。

あげりん　通学
・

課程には芸術祭用のTwitterとInstagram

のアカウントがあって動画も上げていていいですよね。

そら　あげりんさんのおかげで、僕は会場づくりに専念で

きたのはよかったです。

あげりん　まあ今回は役割分担はちゃんとできていたん

ですけど、単純に手が足りませんでしたね（笑）

──運営で最も手がかかったのはどの部分でしたか？

そら　会場の設計でいうと、展示作品を均等に並べた状

態で、フロアをきっかり一周できるように廊下の長さを調

整しなければいけなかったので、各フロアとも展示枚数に

合わせる工程が大変でした。はじめにフロアの下絵を作っ

てある程度の配置を決めるんですが、狭いと感じたところ

などを微調整していきました。

エダホ　会場のどこかに余計な空白ができないように、

絵と絵の間隔を統一しているんですね。（＊13）

そら　フロアをぐるっと一周まわるのではなく、ワープゲー

トが手前と一番奥の両方にある設計ならまた違ったかも

しれません。

エダホ　そうすると今度は美術館感がなくなっちゃう。

あげりん　今年は美術館が会場コンセプトだったけど、来

年は別のコンセプトにしちゃってもいいですよね。例えば

フェスみたいな感じとか、ゲームショーみたいな感じと

か。内覧会の時にそらさんが名刺を空中に浮かせてクルク

ル回していたんですけど、ああいうふうに作品によって動

きのある展示方法もありですよね。

エダホ　確かに、やり方はいろいろ考えられますよね。

今回アニメーション作品は 1つだけだったんですけど、動

きがあると面白いというかバーチャルならではというか。

あげりん　あと、今回は時間もなかったので課題作品だ

けという縛りでしたが、来年以降は休学されてる方のため

にそれに縛られることなく描きおろし作品とか出してもい

いと思います。今年の形式になぞる必要は全くないので。

エダホ　さっき、運営は複数人で役割分担するって話が

ありましたけど、会場やアバターなどの技術的なことをや

りたいって人もきっといますよね。このコースなら。

そら　はい、もう来年の分、頼んでおきました（笑）

あげりん　早い！（笑）そういえば有志のBlender部と

かありますよね？ 1期生でしたっけ？エダホさんみたいに

Mayaとかも触れる人結構いるのかな。

エダホ　きっといると思いますよ。でも、なんだかんだ言っ

て、あげりんさんみたいに言い出して最後までやり切る人

が実は一番大事かなって思いますね。

──あげりんさんは本当に舵取りが上手ですね。＊13：作品を均等に並べながら廊下を延ばしていく。

画像提供：そら

＊14：1期生がTwitterで始めた「KUAワンドロ」毎週土曜開催

Twitterに「#KuOG2022」で共有された様子。左上：ろぼさん＆マリコさん＆acoさん、右上：くろしろさん、左下：Mahoさん、右下：野乃嵩史さん
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エダホ　個人個人ができるようになったらいいなとは思い

ますよね。

そら　各自が自分のフロアを作れるようになっていれば、

最後に合体させるだけなのでラクですよね。

エダホ　そうそう。ワープでつなげるだけっていうね。

──cluster自体を普段からコミュニケーションの場として

も使えそうですね。

エダホ　そらさんが作業をcluster内でやっていませんで

したっけ？（笑）

そら　はい、clusterにいる人たちと話をしながら、大き

なスクリーンを用意して画面共有して作業をやってます。

あげりん　え、それすごくないですか？ Discordでは似

たようなことはやっていますが。

そら　ただ、clusterやりながら作業やるってパソコンの

負荷がすごいですけどね。学校推奨のスペックだとちょっ

と難しいです。

エダホ　ゲーミングPCだったら良いかもね。

そら　そうですね。一般的なパソコンだとcluster立ち上

げただけですごい熱になってしまうかも。

──なるほど。自習室は各自のパソコン環境次第ではあり

ますが、使い方によっては通信コース生同士の新たな交流

の場にもなるかもしれないですね。

あげりん　大学からもSNSとかの利用を推奨している

から、clus te rを使って会えない距離の生徒同士が集

まるっていいと思います。芸術祭でなくても趣味絵で

グループ展とかね。動画や立体物も置けるので、それ

こそBlende r部のみなさんで立体作品のショールーム

とか。ただ、芸術祭については、出展参加のハードル

を下げるためには基本的に展示作品は課題のみって

いうルールは来年以降もあったほうがいいかもしれな

いです。さきほど言っていた休学生の参加についても

そうですし、あと、芸術祭に出品することが課題を仕

上げるモチベーションにもなるかもしれないですよね。

今年は出品できなったけど来年の芸術祭には間に合う

ように課題制作を頑張ろう！みたいな。

──今回いろいろな人の作品を見たことによって、次から

の課題のクオリティも上がりそうですね。

あげりん　そう、うかうかしてられないです（笑）まだ入学

前の 3期生候補の方々にも、学校のカリキュラムは見られ

ないけどこの展示を通していい刺激をいっぱい受け取れ

たんじゃないかなって思います。Youtubeの配信も 550

人近くの方に見てもらってるみたいでいろいろな人に届い

た感じがしますね。

──最後にお伝えしたいことはありますか？

あげりん　このメンバーが直接サポートできるのは来年だ

けになってしまうと思うので、来年の運営やりたいって言

う人はぜひ立候補ください（笑）

それと、出展者のみなさま、作品のお貸出しや運営会議

やデバッグ会にもご協力いただいて本当に感謝です。改

めて今回の芸術祭がclusterの中でも集客数で大成功

だったと知ってようやくその達成感が湧いてきました。み

んなでできたことが本当に楽しかったです。ありがとうご

ざいました。

エダホ　右におなじです（笑）

そら　会場づくりは大変なこともありましたけど出展者の

みなさんに相談しながらつくってこれたものなので、続け

られるようなら続けていきたいと思っています。

──みなさん、本当にお疲れ様でした。特別な機会を作っ

ていただいて参加者のひとりとしてとても感謝しています。

これをきっかけに通信課程でも生徒同志の交流が活発に

なって切磋琢磨していくかもしれませんね。今後もイラスト

コースの活動を楽しみにしています。

あげりん　夏期WSの結果が出たのが 9月中旬だったの

で、その後でないと、展示作品が既出作品扱いじゃなく

なるってことが確定にならないんですよね。まあそれも結

構ギリギリでしたけど。実際、私は課題の一つが提出不

備で評価受けられなかったのでその作品は展示から外し

ました。そういうことも含めて、来年は今年の反省を活か

して、今年できなかったことを盛り込んでパワーアップし

てほしいですね。

──今回の展示会ノウハウを資料としてまとめて、希望す

るKUA生に共有してくださるというお話を伺いました。

あげりん　今回はネット（仮想空間）でのイラスト展示

のいいモデルケースになったと思うし、芸術祭だけでな

くグループ展や卒展にも応用できるので、そういう展示

会をやりたいっていう人に今回の運営についての資料を

提供したいなって考えてます。今回の芸術祭用に作った

Discordのサーバーも残すので、運営会議チャンネルの

流れも見てもらえたら参考になるかなと思います。資料は

今年の卒展にも活かしていただきたいのでそれに間に合

わせるように、年内くらいを目処にまとめたいと思ってい

るのですが、そもそも卒展は卒制のスケジュールがギリギ

リなんですよね。

エダホ　ああ、確かに。

あげりん　卒制の作品締切は確か年内でその後の 2月に

プレゼン用のスライドというか動画の制作があるんですよ

ね。そこから卒業式の前までに卒展となると卒展の準備

期間は 1ヶ月あるかないか。その短期間で会場を作った

り告知したり…１年後に自分が卒展をやる時はどうするか

今からちょっと心配です（笑）仕事や家のこともあるし。

──よくぞ芸術祭運営してくれましたね！

あげりん　いやいや、今回の開催は参加者のみなさんの

おかげですよ、本当に。はじまりは小さなグループ展のノ

リだったのに、こんなたくさんの作品を預けてくださって、

お友達をたくさん呼んでいただいて。アバターを作ってい

ただいたり、メインビジュアルを描いていただいたり。来

年もきっとこういう言い出しっぺ役さえいれば、きっとみ

んな乗っかろうって思うと思いますよ。

エダホ　そうですね、言ってくれたら乗っかりますね。

あげりん　なので、来年の言い出しっぺの人を募集してい

ます！可能な限り、全力でサポートします！（笑）

そら　僕やKUAblender勉強交流会の方を使ってくれる

方も募集中です！（笑）

あげりん　きっとイベントプロモーターの実績としてポー

トフォリオにも載せられると思います。こういう企画運営

の仕事できるよって、自分の肥やしになると思います。

──なにごとも経験はたいせつですね。

あげりん　今まだ 2期目なので、これはイラストコースの

伝統を作ってるって思えば面白いですよね。あと、自分

達のコース内に、いろんな意味で『只者ではないな！』っ

ていう人がいっぱいいるってことのが今回の芸術祭でわ

かってしまったので（笑）そういう叡智が結集してできるイ

ベントだから面白いですよね。年度によって集まる人のカ

ラーは変わるので、また来年はどうなるんだろうって楽し

みにしています。開催前提で話していますが（笑）

エダホ　理想というと、9月の芸術祭と 3月の卒展と、年

2回展示開催ってことになるんですかね？

あげりん　卒展は卒業生だけで回さなきゃいけないって

いうのがちょっと厳しいかもしれないですよね。早い時期

から会場のベースだけ作ったりして、会場から作るところ

のハードルさえクリアできればいいのかな？

──cluster内でレンタルスペースはないのですか？

そら　今回のように独自の企画や作品数に合わせてワー

ルド（会場）を設計するとなると自分達で一から作るしか

ないですね。もし既存のワールドを借りるとなると、その

ワールドの作者に会場設計をカスタムを依頼しなくてはい

けないということになると思います。

あげりん　そのあたりは次の運営にお任せですね。

そら　卒展をclusterでやるなら僕が少しはお手伝いでき

るかもしれないですけど。

──おぉ！ここで宣言してしまって大丈夫ですか？（笑）

そら　どうせならやり続けたほうがいいのかなって。会場

設計はエダホさんでもできると思いますし。
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