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Press Release 

2013 年 3 月 25 日 

 

株式会社フロムイエロートゥオレンジ 

ILCA プロジェクト 

「「「「イルカイルカイルカイルカのののの学校学校学校学校」」」」追加情報追加情報追加情報追加情報：：：：「「「「夭折夭折夭折夭折のののの鬼才鬼才鬼才鬼才    飯野賢治飯野賢治飯野賢治飯野賢治をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。」」」」    

第第第第 1111 回回回回講座講座講座講座ににににゲームクリエイターゲームクリエイターゲームクリエイターゲームクリエイター西健一氏西健一氏西健一氏西健一氏とととと山田秀人氏山田秀人氏山田秀人氏山田秀人氏のののの出演出演出演出演がががが決定決定決定決定    

株式会社フロムイエロートゥオレンジ（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：江口勝敏、資本金：1,000 万円、

以下、fyto）と ILCA プロジェクトは、2013 年 4 月 6 日（土）19:00 から IID 世田谷ものづくり学校において、2 月

に急逝したゲームクリエイター飯野賢治氏を偲ぶセミナー「夭折の鬼才 飯野賢治を学ぶ。」を開催すると発表

しました。シリーズとなるセミナーの第 1 回は「映像で振り返る Kenji Eno」をテーマに、西健一氏や山田秀人氏

といった故人と親交のあったクリエイターを招き、過去映像のダイジェストを鑑賞しながら飯野賢治氏の足跡を

振り返ります。 

ゲームクリエイターの西健一氏は、古くからの友人である故 飯野賢治氏と共に iPhone 用アプリ「newtonica」シ

リーズを 2008 年より共同制作しています。故人が代表取締役社長を務めていた fyto のコアメンバーとして 2012

年まで活躍したメディアクリエイターの山田秀人氏は、新しい 2P ゲームコミュニケーションをテーマに、飯野賢

治氏と共作した Wii 用ゲーム「きみとぼくと立体。」を任天堂よりリリースし、代官山 T-SITE プロジェクトでは、ア

ドバイザー、プランナーとして参画しました。飯野賢治氏をよく知る二人のゲストとともに、2012 年 12 月に行わ

れた「未来創造イルカショウ」でのコメントや NHK「ようこそ先輩」などの映像を振り返りながら、かつて「ゲーム業

界の風雲児」と評された故人の人となりについて語り合います。 

「イルカの学校」は、様々なジャンルの国内外有名クリエイターによるセミナーやワークショップを IID 世田谷も

のづくり学校内で開催します。歴史ある日本文化から近代のポップカルチャーにいたるまで、様々なジャンル

のアートの出会いにより生まれる次世代カルチャー創生の「場所」と「時」を提供していきます。プログラム参加

者とのコラボレーションやプログラム自体のコンテンツ化も視野に入れ、継続的かつ発展的な活動を目指して

います。2013 年 4 月度には全 11 講座の開催を予定しており、「イルカの学校」公式 Web サイト

（http://ilca.asia/）にてチケットを販売しています。「夭折の鬼才 飯野賢治を学ぶ。」については、チケット料

金は設定せず、当日会場にてご遺族への寄付を受け付けます。 

■「夭折の鬼才 飯野賢治を学ぶ。」第 1 回開催概要 

テーマ 「映像で振り返る Kenji Eno」 

開催日時 2013 年 4 月 6 日（土） 19:00-21:00 

開催場所 東京都世田谷区池尻 2-4-5 IID 世田谷ものづくり学校 1F ギャラリー 

ゲスト（敬称略） 西 健一 

 

山田 秀人 

 

■ゲームクリエイター 

有限会社 Route24 代表 

■メディアクリエイター／クリエイティブディレクター 

株式会社ライブアライフ 代表取締役 

進行（敬称略） 江口 勝敏 

 

関 智 

 

■音楽プロデューサー 

株式会社フロムイエロートゥオレンジ 代表取締役 CEO 

■エディトリアルプロデューサー 

東放学園デジタル文芸科／日本電子学校モバイル・ビジネス科／

日本脚本家連盟スクール 講師 

参加方法 「イルカの学校」公式サイト（http://ilca.asia/）よりお申し込みください。 

チケット料金 自由※ご遺族への寄付として当日会場にて受付けます。 
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＜出演者紹介＞

 

■ゲスト 

西 健一（有限会社 Route24 代表） 

ゲームクリエーター。 

株式会社スクウェアを経て有限会社 LOVEDELIC を

設立。moon（PS）をリリース後、環境問題をテーマに

した異色作「L.O.L.」（DC）を音楽家・坂本龍一氏と

共同開発。その後に有限会社SKIPを設立しギフトピ

ア（GC）・ちびロボ！（GC）・アルキメ DS（DS）のディ

レクターを務める。2006 年に有限会社 Route24 を設

立。急逝した友人・飯野賢治とは iPhone 用アプリ

「newtonica」シリーズを共同制作した。最新作は

Android スマートフォン用アプリ「コビッツ」。 

本業の他に FreePets という社団法人を設立し、ペッ

トと呼ばれる動物たちの命について考える活動を展

開中。アルキメ DS がきっかけとなり京都精華大学デ

ザイン学部ビジュアルデザイン学科デジタルクリエー

ションコースにて非常勤講師も務める。 

 

 

■進行 

山田 秀人（株式会社ライブアライフ代表取締役） 

メディアクリエイター／クリエイティブディレクター 

namco、fyto を経て、2012 年 LIVE A LIFE inc.設立。 

WEB、映像、ゲームなど、メディアを問わず、『ヒトとヒ

ト、ヒトとコト、ヒトとモノが出会うユニークな「体験」と

「場」を生み出し、生活をより良く、楽しく』を掲げ、ゲ

ーミフィケーションなどユニークな手法を取り入れた

プランニング、ディレクションで、ネットサービスやア

プリ、WEB コンテンツ、映画や企業広告など、様々

なプロジェクトで多岐に渡って活躍する。 

新しい 2P ゲームコミュニケーションをテーマに、飯野

賢治氏と共作した Wii 用ゲーム「きみとぼくと立体。」

を任天堂よりリリースし、代官山 T-SITE プロジェクト

では、アドバイザー、プランナーとして参画。現在、

某大手通信キャリアのヘルスケアサービスの開発に

関わりながら自身の、子供向けデジタル・トイレーベ

ルを準備中。
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■「イルカの学校」開催概要 

名称 イルカの学校（http://ilca.asia/） 

開設日 2013 年 4 月 1 日（月） 

開設場所 東京都世田谷区池尻 2-4-5 IID 世田谷ものづくり学校 

開催日程 4 月 6 日（土）、7 日（日）、13 日（土）、20 日（土）、以降毎週末開催予定 

ILCA 発起人 

（敬称略） 

飯野 賢治（故人） 

 

江口 勝敏 

 

竹内 宏彰 

 

関 智 

 

 

伊藤 穣一 

■ゲームクリエイター・マーケティングプロデューサー 

株式会社フロムイエロートゥオレンジ 代表取締役社長 

■音楽プロデューサー 

株式会社フロムイエロートゥオレンジ 代表取締役 CEO 

■アニメーションプロデューサー 

京都造形芸術大学客員教授・金沢工業大学客員教授 

■エディトリアルプロデューサー 

東放学園デジタル文芸科／日本電子学校モバイル・ビジネス科  

／日本脚本家連盟スクール 講師 

■ベンチャーキャピタリスト・実業家 

  MIT メディアラボ所長／NY Times 社外取締役 

 

■株式会社フロムイエロートゥオレンジ URL：http://www.fyto.com/ 

創発型コンサルティング事業開発・コンテンツ事業開発・デジタルソリューション事業の 3 事業を柱に、「笑顔で

ふれあう私たちの明日」のため、デジタルコミュニケーションにより社会に貢献する未来創造企業です。２０１3

年度に本格稼動する「学び」のためのニューラルネットワーク形成事業では、実績あるデジタルプラットフォーム

の領域にとどまらず、歴史ある日本文化から近代のポップカルチャーにいたるまで、様々なジャンルのアートが

出会いにより生まれる次世代カルチャー創生の「場所」と「時」を提供していきます。 

■ILCA (INOVATION,LEARNING,CREATIVITY AND ARTS) URL：http://www.ILCA.asia/ 

「これからの日本の文化圏に、創発性を持つ若者により多く登場してもらいたい」という主旨のもと、2012 年 11

月に有志により発足されました。2012 年 12 月 16 日に渋谷ヒカリエにて開催されたトークイベント「未来創造イ

ルカショウ」では、「これからの未来をどう創造するか」をテーマに刺激的なディスカッションが行われ好評を得ま

した。2013 年度から様々な分野において活動を開始する予定です。 

＜本リリースに関するお問合せ先・取材申し込み先＞ 

141-0021 東京都品川区上大崎 2-15-19 アイオス目黒駅前 817 

株式会社フロムイエロートゥオレンジ ILCA プロジェクト 

広報担当：國吉 絵麻 

Email: pub@ilca.asia  

Tel: 03-6408-6461 Fax: 03-6408-6462 

URL: http://www.ilca.asia/ 

※ 本リリース文中に記載の会社名および製品名は各社・団体の商標または登録商標です。 

※ 本リリース文中には、TM、R マークは明記しておりません。 

※ 本リリース文中に記載の会社名・商品名・URL などは、本リリース発表時点のものです。 

 


