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デザイン都市・神戸のクリエイティブな
ヒト・モノ・コトの港となるメディア『.DOCK』
	
 
『.DOCK』は、“Document Of Creativity in Kobe”の略。神
戸と国内外の都市、そして、デザイナーと市民をつなぐ港

people, events and things of the City of
Design, Kobe. An abbreviation of

のようなメディアになることをめざして創刊されたフリーペ

“Document of Creativity in Kobe,”

ーパーです。

.DOCK has been launched as a media

creative の語源である crescere には、「つくる」だけでな

something like a harbor, connecting

く、「増やす」「育てる」といった意味があるそうです。デザ

Foreword

“.DOCK” is a free paper recording the

Kobe with other cities inside and
outside Japan, and designers with

イン都市・神戸が考えるデザインは、目に見えるカタチや

citizens. The ‘design’ that Design City

色だけでなく、なにげない日常に存在するもの。それを再

Kobe refers to is not only about shape

発見し、育て増やしていくような活動をクリエイティブとと

and color; it also exists in casual,

らえ、紹介していきたいと思います。

day-to-day life. It’s not something that
necessarily requires special tools

また、ユネスコ・デザイン都市ネットワークを活かした海外

either; using the same desire to

情報も紹介するなど、多様な視点を提供していきます。

‘rethink’ and ‘design’ with something

この『.DOCK』が、あなたの身の回りにある“クリエイティブ

familiar to us, this magazine has been

の種”を発見する、ひとつのきっかけになれば幸いです。

produced in the commonly used
application Microsoft Word. We would

（なお、特別な道具を使ってプロがつくるものだけがデザ

be delighted if the citizens of Kobe took

インでなく、身 近 なものを見 つめ直 して工 夫 することもデ

“.DOCK” as a chance to rediscover

ザインだという考 えから、本 誌 の制 作 には、一 般 的 に利

‘design’ in their daily lives. ⚓

用されるアプリケーション・Word を使用しています。） ⚓	
 

“Review your city” Lucas B.B.
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創刊によせて：「街を見つめ直す創造性」
	
 
『 .DOCK』 は 、 2011年 10月 15日 に 開 催 さ れ た KOBEデ
ザ イ ン の 日 記 念 イ ベ ン ト「 デ ザ イ ン 都 市・神 戸 の た
め の メ デ ィ ア 	
  移 動 編 集 会 議 」 を き っ か け に 生 ま れ

“.DOCK” is a media born from the Kobe
Design Day event, the “Traveling
Editorial Meeting for a Media for Design
City Kobe,” held on the 15th of October

ま し た 。神 戸 の 街 を バ ス で め ぐ り な が ら 、デ ザ イ ン

in 2011. The idea of what kind of media

都 市・神 戸 に は ど の よ う な メ デ ィ ア が あ る べ き か を

Design City Kobe should have was

考えたこのイベントにゲスト編集長として参加し
た ル ー カ ス・B.B.さ ん は デ ザ イ ン 都 市・神 戸 を 発 信

considered while going around Kobe’s
streets in a bus, and we have since
received a message about the launch

す る た め の メ デ ィ ア を ど う 考 え た の で し ょ う か 。 	
 

of “.DOCK” from creative director and

[	
 テキスト：後藤哲也（.DOCK）	
 ]	
 	
 

participating guest editor in chief,

考 え た こ の イ ベ ン ト に 、ゲ ス ト 編 集 長 と し て 参 加 し
てくれたクリエイティブディレクターのルーカ

considered while going around Kobe’s
streets in a bus, and we have since
received a message about the launch

ス ・ B.B.さ ん が 、 『 .DOCK』 創 刊 に あ た っ て の メ ッ

of “.DOCK” from creative director and

Lucas	
 B.B.	
 

セ ー ジ を 寄 せ て く れ ま し た 。 	
 

participating guest editor in chief,

ルーカス・B.B.	
 

	
 

Lucas B.B.

http://www.khmj.com/	
 
	
 
	
 

	
 
	
 

『 PAPERSKY 』 や 『 mammoth. 』 の 発 行 な
ど、アイデアにあふれたクリエイティブ

	
 

活動をおこなうニーハイメディア・ジャ

	
 

パンの代表取締役／クリエイティブデ

	
 

ィ レ ク タ ー 。 『 metro	
 min. 』 や
『TOKION』、『PLANTED』など、多くの雑

	
 

誌の創刊に編集長やクリエイティブデ

	
 

ィレクターとして深く関わる。雑誌だけ

	
 

でなく、旅の書店『BOOK246』やSHIPSと

“I’ve been to Kobe over 10 times. It’s

のコラボレーションブランドなど、多方

「 神 戸 に は 10 回 以 上 来 て い る よ 。 きれいだし、落

面のクリエイティブもプロデュースして

ち着いた雰囲気だし、何より自然が多いのがいいよね。

more than anything else, it’s full of

ユダヤ教のシナゴーグ（会堂）があったり、海外の文

greenery. I find it especially interesting

いる。	
 

Representative

化が根付いているところ、特に僕の母国のアメリカで

director/Creative director of

は無くなってしまったような文化が、神戸に残ってい

Knee High Media Japan, issuing

beautiful with a calm atmosphere, and

that culture that has disappeared from
my homeland America can, on the
contrary, still be found in Kobe. One of

たりするのが面白い。アメリカを離れた理由のひとつ

the reasons I left America was that

‘mammoth.’, and involved in

に、どの街も同じようになってきたってことがある。

everywhere had become the same.

creative activities overflowing in

日本もそうなってきているよね。もっと自分たちの街

the likes of ‘PAPERSKY’ and

ideas. Deeply involved as the
editor in chief and creative
director of many magazine
launches like ‘metro min.’
‘TOKION’ , and ‘PLANTED’. Also

を見つめ直して、ライフスタイルも考えていく必要が

consider our lifestyles. I think people
should make having fun when learning

projects, producing the likes of

とだから、ぜひこれを活用して、自分の街を見つめ直

‘SHIPS’.

we see our neighborhoods, and

大事にした方がいい。
『.DOCK』は、街の人たちや街で
起きていることを紹介するメディアになるというこ

a collaboration brand with

believe that we need to change the way

あると思う。街を肌で感じる面白さを、みんなもっと

involved in manifold creative
the bookstore ‘BOOKS246’ and

Japan is also becoming the same. I

about one’s area more important.
“.DOCK” is a media for introducing
people and the things happening in the

してほしいな。生活の中にあるものを再発見して、そ

streets, so I really want people to make

れを楽しむこともクリエイティブな活動。そういった

use of it and see their own streets in a

ことを楽しめる人が増えたら、神戸は本当にデザイン
都市として、もっと魅力的な街になると思うよ」⚓
	
 

new light. Rediscovering the things in
your life and enjoying them is being
creative. I believe that if more people
enjoy this, then Kobe, as a design city,
will really become much more
charming.” ⚓
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Design for Life
くらしのなかのデザイン
「神戸のまちや人が、デザイン」松岡賢太郎
	
 

. D O C K
デザインは特別なものではなく、なにげない日常の
中にあるもの。「あなたにとって、デザインとは何

Design can be found in ordinary,
day-to-day life; it is truly nothing
special. In this ‘design for life’

ですか」と神戸を拠点に活躍中の人物にたずねるこ

corner we ask active personalities

のコーナー、第1回目は、トリトングラフィックス

based in Kobe what they think

主宰の松岡賢太郎さんにお話をうかがいました。	
 

‘design’ is. For the first interview,

（聞き手：畠健太郎、二階堂薫）	
 

we visited Triton Graphics
chairman, Kentaro Matsuoka.

	
 

(Interview: Kentaro Hata, Kaori

	
 

Nikaido)	
 

神戸は、暮らしやすいまちですよね。実際に住むと、さ
らによさがわかる。ユネスコのデザイン都市に認定され

It’s easy to live in Kobe. You’ll know how
good if you actually live here. I feel that

たころから、市民一人一人の意識が上がってきている気

each citizen’s awareness has been raised

がします。本当の住みやすさや暮らし方について、考え

since it’s been authorized as a UNESCO

Design

るようになっている。だれの頭の中にも思い描いている

Design City. It’s like people are really

For Life:

まちがあって、たとえばグラフィックツールや販促物が

thinking about an easy life and way of
living. There’s a pictured town in

きれいになったり、見やすくなるような、育っていくま

everyone’s head—things like better

Kentaro

ちに見合った動きがこれからは中・長期的に見られるの

graphic tools and sales promotions—we’ll

Matsuoka

だろうなぁと。神戸というまちは、そんな風にどんどん

be seeing mid and long term movements

デザインされていくのかなと思います。	
 
	
 

that correspond to developing the city. In
this way Kobe will be steadily ‘designed,’
I believe.

以前、60歳以上の女性が通う神戸婦人大学でデザインの
講義をしたとき、「デザインって何なのか、わかるよう
に端的に説明してください！」と言われて。おぉ、きた

In the past, at a design lecture I had at a
Kobe women’s university, I was told by a
lady over 60 years old to “explain what is

なと（笑）。「たとえば湯呑みを買う場合に、AとBから

design in a frank and easy to understand

選びますよね、その行動がデザインです。原始時代に火

way, please!” “Ooo. Here we go,” I

を使い始めたり、便利な道具を使ってきたこともデザイ

thought (laughs). “When you buy a tea

ン。デザインは身近にあるんですよ」と話したら「広す

cup, you choose from A or B, right? That
action is design.” Design is also using

ぎてわからない！」って（笑）。ふだんは「これがデザ

handy tools: In primitive times, we

インだ」と感じていなくても、CさんをもてなすときとD

started using fire. If you say “design is all

さんのときでは、絶対にお皿を替えてるはずなんですよ

around you,” people say “...too broad,

ね。無意識のうちにね。	
 

don’t get it.” (laughs). Even if you may
not get that “this is design,” you probably

	
 

change the plates unconditionally when

この冊子の『.DOCK』という名称、いいですね。震災後、

Mr. C visits and Mr. D visits. It’s

神戸港のドックは元気がないから、デザインというフィ

unconscious, right?

ルターで神戸を再開港できたらいいなとすっごく思う。

This booklet, “.DOCK” has a great title!

僕は今、デザインされていく神戸のまちに魅力を感じて

After the earthquake, Kobe Port’s dock

います。	
 

wasn’t doing so well, so I really think it’s
great to reopen the port of Kobe with a
kind of design filter. Right now, I really
feel an attraction to a Kobe town that’s
being designed.

松岡賢太郎	
 
Kentaro	
 Matsuoka	
 

http://www.triton-corp.co.jp/
	
 
	
 
トリトングラフィックス代表・
アートディレクター。1969年、
広島生まれ。大阪でデザインを
10年経験した後、独立して有限
会社トリトンを設立。2000年に
神戸・北野へ事務所を移し、ト
リトンカフェをオープン。2010
年に家具ブランド「OVERALL：オ
ーバーオール」を立ち上げ、2011
年には丹波篠山にオリジナルプ
ロダクトと家具のショールーム
を 兼 ね た 複 合 シ ョ ッ プ
「TRONCO：トロンコ」をオープ
ン。2012年には人生初の個展を
開催、自分はデザインが大好き
なんだなぁと実感中。	
 
	
 

Triton Graphics
representative art director.
Born in Hiroshima in 1969.
After 10 years experience in
design in Osaka, he
established the Limited
liability company Triton.
Opened Triton Cafe after
moving to Kobe’s Kitano in
2000. Started the furniture
brand “OVERALL” in 2010,
and in 2011 opened the
complex shop and original
furniture showroom
“TRONCO” in Tanba
Sasayama. Held the first

「デザインを感 じるもの？僕 の中 ではシンプルですよ。神
戸 のまちや人 が、デザイン。震 災 などで何 度 か落 ち込 み
ながらも神戸のまちが育とうとしている、再構築されていく

solo exhibition in 2012, and
actually feels that he really
loves design.

感じがデザインやなって思います。暮らしの中にデザイン
があって、まちをつくるのは市民。みんなの気持ちが積み
重なって、まちはデザインされていくんですよね」⚓

“Things I feel design in? For me, it’s
simple. The Kobe area and people are
design. I think that ‘design’ can be felt
in the reconstruction after the several
declines like the earthquakes that
we’ve had. Design is in our lives, and
citizens make the town. So a town is
designed from the accumulated
feelings of everyone there, isn’t it? ⚓

. D O C K

DOQ – Designedly Open
Questions: “FOOD NEEDS A
SHAPE” Text by Bianca Beuttel
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食べ物のかたちとデザイン
	
 
「フードデザイン」という言葉を耳にしたことはありま
すか？これは、食べ物にまつわること、例えば「新し
い味」や「新感覚の食感」、「アーティスティックな盛り
つけ」や「食事における遊び心のある演出」、「栄養
機能食品や遺伝子組み換え」などについて説明する
ときに使われます。
しかしながら、しばしば見落とされがちなのは、食べ
物の“かたち”。食べ物には、かたちが必要で、そこ
には本当の意味での“デザイン”が必要になります。
（テキスト：ビアンカ・ボイテル）

神戸にはたくさんの洋菓子メーカーがあり、洋菓子のメッ
カであると言われています。創業100年を越えるところもあ
れば、創業者が外国人というところも。また、日本の慣習

FOOD

（例えばバレンタインデー）に影響を与えた店まである

NEEDS

のです。今回は、この洋菓子から食べ物のかたち（＝デザ

A
SHAPE

イン）について考えてみましょう。	
 

まずはじめは、バ ウ ム ク ー ヘ ン 。典型的な洋菓子の例で
すね。他 のほとんどの洋 菓 子 同 様 、生 地 からつくられま
す。液状の生地を回転するローラーに注いで焼くことによ
って、表面はきつね色に焼け、内側はやわらかく、そして
色も明るいまま。この工程を何度も重ねることによって、
木の年輪のような模様になるのです。ドイツ語で「バウム」
は「木」を、「クーヘン」は「ケーキ」を意味します。バウムク
ーヘンの場合、かたちは、つくり方のプロセスそのものに
由来しています。そしてそれは、すべての部分をしっかり
と焼き上げ、おいしくて消化も良い仕上がりにするための
必須プロセスなのです。

次はマ ド レ ー ヌ 。型を使うことで、より短時間で複雑な形
に生 地 を固 める代 表 的 な例 です。貝 のかたちが、とても
印象的ですが、なぜ貝のかたちなのでしょう？マドレーヌ
という名前は、レシピを考えた女性に対するオマージュだ
と言われていますが、かたちの由来は伝説の域を越えま
せん。一説によると、一番最初のマドレーヌは、本当のホ

In recent years, the term ‘food design’
has become popular when describing
various food related phenomena, from
new flavors and novel textures to
artistic presentations on plates and
playful staging of the eating process, to
‘functional food’ and genetically
modified food from the laboratory.
What is often overlooked however, is
that many of our foods simply need a
shape and require ‘design’ in its
essential meaning.
Kobe qualifies as the capital of Western
sweets in Japan with its large number
of companies specializing in Western
confectionary; some of them have a
tradition of over 100 years, some were
established by foreigners and some
have even influenced today’s Japanese
customs, like Valentine’s day. It is thus
natural to look at some of these, and
see what determines their shape.
Baumkuchen is a typical
representative of Western sweets. Like
most, it is made from liquid batter. The
batter is poured over a rotating roller
and baked. This way, the outer surface
becomes gold brown while the inner
part remains soft and light. The
process is repeated layer by layer, and
the cake develops a fascinating
texture: It resembles a tree trunk
complete with annual tree-rings. Just
as the German word “baum” suggests,
it means tree, and “kuchen” stands for
cake. Shape derives from the
manufacturing process here, and an
indispensable part is in ensuring that
all parts are baked right through for a
tasty, digestible outcome.
Madeleines are a famous example of
a less time consuming and complicated
way to shape batter; by pouring it into
molds. Their shell shape makes them
distinctly recognizable, but yet, why
are they shaped like that?
While the name seems to be a homage
to the lady who invented the recipe,
the origin of their shape remains in the
realm of legend. The first Madeleines
were said to be baked in real scallop

印象的ですが、なぜ貝のかたちなのでしょう？マドレーヌ
という名前は、レシピを考えた女性に対するオマージュだ
と言われていますが、かたちの由来は伝説の域を越えま
せん。一説によると、一番最初のマドレーヌは、本物のホ
タテの貝殻でつくられたとか。真相はともかく、生地を固め
るには、かたちを持 った物 質 が必 要 だということは明 ら
か。そして、なぜ貝のかたちになったのかを考えると、とて
もワクワクします。「必要は発明の母」という言葉が示すよ
うに、なにか必要に迫られたうえでの選択なのでしょう
か？それとも、ホタテ貝 をシンボルにした「聖 ヤコブの巡
礼」に関係があるのでしょうか？今となっては想像するし
かありませんが、マドレーヌの貝のかたちには何か理由
がある、ということは確かでしょう。

反対に、ワ ッ フ ル は、明らかに象徴的な意味を持って
いました。ワッフルは、ヒンジ（蝶番）のついた鉄板で

FOOD

挟むことによりつくられますが、その鉄板には元々、ク

NEEDS

リスマスや結婚式などに関係した歴史的なモチーフが

A

彫刻されていました。今日では、格子状のワッフルが主

SHAPE

流ですが、その格子はワッフルに、パンケーキのような
薄さであるにも関わらず、しっかりとした強度と工学的
な構造をもたらしています。そしてそのかたちは、クリ
ームなどやわらかいトッピングをのせるための、効果的
な生地の利用にもつながっているのです。	
 
	
 
神戸を拠点にする洋菓子メーカー「R.L」のワッフルは、
その実用的な機能をより発展させています。トッピング
を2つ折りにしたワッフルでサンドして、食べやすく手
が汚れない食べ物に変えたのです。
“トッピング”を“中
身”に変えたことにより、挟まれたホワイトクリームや
抹茶、チョコクリーム、ストライプ状のものや季節限定
の中身の色が強調されます。そしてそれは、見慣れたワ
ッフルのかたちを、装飾的な美しさをもつ食べものへと
変えることに成功しています。	
 
1991年に建築家の新保哲也氏が設立した「R.L」は、単
に西洋式ワッフルを提供するのではなく、日本人向けの
ワッフルを“リ・デザイン”したと言えます。それは同
時に、世界中の人々を喜ばせることもできるでしょう。	
 
	
 
	
 
	
 
	
  「食べ物のかたちを見つめ直す」。これはデザイナー

distinctly recognizable, but yet, why
are they shaped like that?
While the name seems to be a homage
to the lady who invented the recipe,
the origin of their shape remains in the
realm of legend. The first Madeleines
were said to be baked in real scallop
shells. True or not, it clearly shows that
liquid batter is a substance that needs
a shape, and this is an exciting
moment: Was that choice an
emergency solution, as emergency is
often the mother of invention? Or was
it done on purpose to link it with the St.
Jacob’s pilgrim path, which is
symbolized by the scallop shell? The
shape would also have a symbolic
meaning given the latter. Today we
can only guess, but that decision still
affects the appearance of Madeleines.
Waffles, on the contrary, were often
given symbolic meaning,
unambiguously. They are baked
between two hinged iron plates which
have an engraved texture on both
sides, and many historic pieces have
motifs referring to Christmas,
weddings and more. Today’s grid
structured waffle irons are the most
common, however. That grid structure
makes the waffle a piece of lightweight
engineering; as thin as a pancake but
also sturdy at the same time. Here,
beyond the basics, the shape also
allows for effective use of the dough,
and the structure’s indentations also
allow for good absorption of soft
toppings, like cream.
Kobe based R. L waffle cake extended
such practical function even further;
they sandwiched the topping with
two-folded waffles, turning it into a
handy snack that keeps your fingers
clean. The topping became the filling.
Accentuated by the natural color of
different fillings like white cream,
powdered green tea or brown
cocoa—sometimes in striped patterns,
some of which are only seasonally
available—the presentation of these
little sandwiches shifts our attention
from the familiar waffle top to the
unexpected ornamental qualities of the
waffle’s cross section. This also applies
to their roll cakes.
Another surprise are the cookie-like
Corocoro Waffles: Cookie dough baked
in a waffle iron, then cut into bite-sized
pieces and crispy baked.
R. L waffle cake was set up in 1991 by
the architect Tetsuya Shimpo, and

. D O C K
「食べ物のかたちを見つめ直す」。これはデザイナーも
考えるべきことではないでしょうか。デザイナーは洋菓
子職人や料理人とは違った視点で疑問を持つことがで
きる。文化的背景の違いや世代による経験差、異なる専
ビアンカ・ボイテル	
 

門的知識など、新鮮な視点は違いを生み出すはずです。	
 

Bianca	
 Beuttel	
 

	
 

http://www.bbianca.net/
	
 

食べ物は、他の素材同様にいろいろなかたちに成形でき

	
 

ます。西洋のチョコレートやパスタ、ソーセージ、チー

京都在住のデザインエッセイ

ズなどと同様に、日本にも、豆腐やかまぼこ、こんにゃ

スト。日本のパッケージデザイ
ンに関する多くの記事やワー

く、羊羹などがありますね。現実的な条件さえ満たせば、

クショップ、レクチャーなどを

どんなかたちにもすることができます。けれど、どんな

手がけている。2011年には、大

かたちでも良いのでしょうか？かたちを決定すること

阪とドイツ・フランクフルトで
開催された「Japanese Package

はデザインの領域です。そしてそれは、プロセスの最初

Design Exhibition」のキュレーシ

に抱えた疑問に対する答えでもあります。	
 

ョンも担当。
この「D.O.Q.」コラムは、デザ

	
 

インに関する質問をあえて投

食べ物のかたちは、世代を越えて受け継がれてきた貴重

げかけることで、読者のみなさ

な遺産です。ですが、一度それらを別の視点で見てみま

んとともに、未来のデザインの
答えを探ろうという試みです。	
 

しょう。そのかたちは、21世紀においても意味を成して
いるでしょうか？あるいは習慣としてそのままになっ

This Kyoto based
designer-essayist is deeply
interested in how things
can contribute to the
quality of our everyday life.
She pursues this, for

ているだけでしょうか？	
 
	
 
ケーキやお菓子は、ギフトやお客様へのおもてなしの品
として、重要な社会的機能を果たしてきました。花や動

example, in her work on

物、そして他のシンボルを模したかたちや装飾は、お祭

Japanese Packaging

りやお祝いごとに関連しています。しかし、それらに対

Design, which includes
articles in various online

して違うアプローチも可能ではないでしょうか。例え

and offline publications,

ば、どういった感情がそのような機会に結びついている

workshops and lectures as

かなどを通じて。“友情”“感謝”、“願かけ”などを

well as the “JPDEX –
Japanese Packaging Design

どう表現するか。さらに言えば、食べ物と人との間にど

Exhibition” held in 2011.

のような相互作用が働けば、人と人との関係はより豊か

With "DOQ – Designedly

になっていくのでしょうか？	
 ⚓	
 

Open Questions", Bianca
Beuttel thinks "aloud"

	
 

about design, and invites
readers to ponder together
on future answers to the
questions she leaves open;
on purpose.

	
 

Another surprise are the cookie-like
Corocoro Waffles: Cookie dough baked
in a waffle iron, then cut into bite-sized
pieces and crispy baked.
R. L waffle cake was set up in 1991 by
the architect Tetsuya Shimpo, and
instead of simply offering Western
styled waffles, the company tried to
appeal to Japanese people and
‘redesigned’ the waffle—with a hope to
delight people from all over the world,
too.
Reconsidering our food’s
shape—this is what designers should
aim for. They ask different questions
from confectioners and cooks. A fresh
view makes a difference; it can arise
from other cultural backgrounds as
well as generational experience,
professional approaches and so on.
Food is a material that can be shaped
like any other material. This applies to
Japanese tofu, kamaboko, konnyaku,
yokan, as well as to Western chocolate,
pasta, sausages, cheese, and more.
Almost any shape is conceivable as
long as the practical requirements are
met. But do we want just any shape?
Deciding upon shape is a matter of
design, and the result of this decision
depends upon the questions asked at
the beginning of the process.
Many of our food’s shapes are valuable
heritage that have been handed down
for generations. Taking a different
perspective however, we can ask: in
the 21st century, do they still make
sense, or do we stick to them out of
habit?
Cakes and confectionary have always
had an important social function as
gifts or enjoyment for guests. Many of
their shapes and decoration refer to
the festive occasions and celebrations
they are made for; often mimicking
flowers, animals or other symbols. But
we can also approach them differently:
what feelings are involved in these
social occasions? How can ‘friendship’,
‘gratitude’, and ‘good wishes for the
future’ be expressed? Moreover, what
ways of interaction between food and
people would contribute to a sense of
togetherness? ⚓
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Creative Company Visit: R.L
クリエイティブ会社訪問 vol.1：R.L（エール・エル）
	
 

神戸のクリエイティブカンパニーを訪ねるコーナ
ー「クリエイティブ会社訪問」。第1回目は、前ペ

This article introduces creative
companies in Kobe. The first
company is R.L which appeared in

ー ジ 「 DOQ 」 コ ラ ム で も 取 り 上 げ 、 詳 し く お 話 を 聞

D.O.Q column . (Interview:

い て み た か っ た ワ ッ フ ル 専 門 店 〈 R.L 〉 で す 。 社 長

Bianca Beuttel)

の新保哲也さんにお話をうかがいました。	
 

Creative

（聞き手：ビアンカ・ボイテル）	
 

Com pany

	
 

Visit

̶私たちは〈R.L〉のフードデザイン、特にワッフル

We were intrigued by your company’s
food design and the fresh take on
Western waffle traditions. You are an
architect, so how did you come by
waffles?

への新鮮な試みにとても関心を持っています。建築

It just so happened that I had to open a

家である新保さんが、どういう経緯でワッフルをつ

shop next to my office space. I was

くることになったのですか？	
 

thinking about what kind of shop I
would enjoy visiting, and then I

「オフィスの隣のスペースが空いて、行きがかり上、お

remembered these waffles I

店を開かなければならなくなったのがきっかけでした。

encountered during my time in Europe.

どんなお店なら僕自身が楽しめるかを考え、ヨーロッパ

At that time—21 years ago—waffles
were almost unknown in Japan. I

で勉強していたときに出会ったワッフルを思い出した

thought a shop specializing in waffles

んです。21年前の日本では、ワッフルはほとんど知られ

adapted to the Japanese taste would

ていなかったので、日本的な趣のあるワッフルの専門店

attract me as a customer.

をつくったら面白いんじゃないか、と思ったのです」	
 
	
 

In those days, many of my friends
bought a car. I decided not to do

	
 

so however, because there are enough

そこで気付いたんです。建築家は空間をつくるけど、使

transportation alternatives available.

. D O C K
お客の視点で、何が自分自身にアピールするかを、
デザインとビジネスの両方の哲学から考えたわけ

5

with ideas that appeal to you?
Well, having completed my first

だから、ユーザーにもなりたいと考えるようになりまし
た。良いものを使っていないと、良いものをつくること
はできませんしね」	
 
	
 

intense work, the clients moved in and
I had no access anymore. I realized an
architect is a person who makes
spaces, but clients end up using them.
So, I wanted to become a ‘user’ as well.
If you don’t use good things you can’t
create good things.

So, what did you choose to use?

̶それで、使うものとして何を選んだのですか？	
 

In those days, many of my friends

「当時、友人のほとんどは車を買っていました。でも、

bought a car. I decided not to do so

僕はそうしなかった。移動する手段は、他にも充分あり

however, because there are enough
other transportation options. I bought

ましたから。代わりに、19世紀末から20世紀前半のフラ

a piece by Rene Lalique instead, a late

ンスのガラス工芸家、ルネ・ラリックの作品を購入しま

19th and early 20th century French glass

した。たしか30万円ぐらいしましたが、自分のものにす

Visit

perspective of the customer and go

「ええ、建築の世界では、施主さんに引き渡した後、建

す。建築家は空間をつくるけど、使うことはできないと。

Com pany

philosophy together. You take the

ですね。	
 

築家はそれ以上関与できません。そこで気付いたんで

Creative

This sounds like a business and design

ることで、心がとても豊かになりました。	
 
ヨーロッパでたくさんの美術館をめぐったことからも、
やはり大きな影響を受けていますね。アートはちょっと
見るものじゃなく、気に入ったものを何度も何度も見る
ことが大切だと思います。	
 

designer. It was about 300,000 Yen
(ca. €3000 or US$3800). I really felt
enriched by having this artwork.
What also influenced me were my visits
to numerous museums in Europe. Art
isn’t to be looked at for just a second, I
felt. It would be better to appreciate it
over and over.
And so, in the loft space of the small

はじめのオフィスは小さなワンルームマンションで、ロ

one-room office I ran at that time, I

フトがあり、そこをラリックの作品用スペースにしてい

created a special space for it. I placed

ました。黒いテーブルの上に作品を置き、光をあてると、

the glass artwork on a black table, and
directed a spotlight onto it. It was

とても美しかったです。友達もとてもよろこんで、他の

beautiful. Friends were so delighted

友達を連れてきたりしました。来客があるたびにコーヒ

that they often brought their friends

ーやお茶を出すようになり、それに合うスイーツはどん
なものか、合わせるお皿はどんなものがいいか、音楽は
どんな曲をかけようか、そんなことを考えるようになり
ました」	
 
	
 
̶客人をもてなすために茶器や空間に気をくばる、

along. Whenever guests would come I
would think, should I serve coffee or
tea? What kind of sweets should I
offer, on which plates? What kind of
music should I play?

This sounds like a chajin (=person
practicing Japanese tea ceremony),
who carefully selects all the various

茶人のようですね。	
 

elements required to provide a

「そうですね、茶人かもしれません。僕は全体の構造に

pleasant experience to the guests.

興味があります。最初のお店を出したとき、ワッフルだ

Only you use more cosmopolitan
means.

けでなく、ラリックの作品のディスプレイなども含め

Oh yeah, maybe…like a chajin.

て、すべてをデザインしようと考えました。ブランド名

I am interested in the whole

の〈R.L〉は、ラリックのイニシャルに由来しています。	
 

composition. When I set up the first
shop, I wanted to design
everything—not just the waffles. And
display the Lalique piece. The ‘R.L’ in
the brand’s name are his initials.
someone else make it. Thus, there are

ワッフル・ケーキの店	
 
R.L（エール・エル）	
 
http://www.rl-waffle.co.jp/
	
 
フランス語読みで「エール・エ
ル」、フランスのガラス工芸家

僕は、建築家であることとワッフルのお店を運営するこ
とは、とても近いことだと考えています。建築にはイン
テリアがあり、テーブルがあり、その上にお皿があり、
そのお皿には料理が盛りつけられている。さらに言え

shop, I wanted to design
everything—not just the waffles. And
display the Lalique piece. The ‘R.L’ in
the brand’s name are his initials.
To me, being an architect and running
a waffle shop are closely related:

ルネ・ラリックに由来。1991

ば、建築家は自分自身の手では何もつくりません。デザ

Architecture has an interior,

年に第1号店をオープンして以

インはするけれど、職人さんなど他の人につくってもら

comprising of a table with a plate on

来、全国の百貨店やショッピン
グモール、駅ナカ施設を中心に

うのです。そういう意味でも、境界線はないと思います。

top serving food. Moreover, an
architect makes nothing on his own; he

約40店舗を展開中。商品開発、

ヨーロッパでは、建築家が食器をデザインすることは珍

designs, and then has someone else

空間、各種ツールに至るまで日

しいことではありません。ときにはパスタまでデザイン

make it. Thus, there are no limits. In

本的な感性が生かされている。	
 

しますよね。〈R.L〉では、すべてを社内でつくれるよ

Europe it is not unusual for architects
to design tableware, or even pasta.

R.L. Waffle Cake takes it’s

うにしています」	
 

Our company can also conceive and

name from the French glass

	
 

develop everything it needs in-house.

designer René Lalique.
Opened its first shop in

̶日本では、とてもめずらしい会社ですよね。パッ

In Japan, this is definitely very rare.

1991. Making the best use

ケージデザインも社内でおこなうのですか？	
 

So, you and your team also do the

of Japanese sensitivity in
product development,

「はい、もちろん。洋菓子に黒い箱を使ったのは〈R.L〉

store spaces and various

が初めてだと思います。とてもめずらしいことだったの

kinds of tools. Has

で、結果が出るまでに少し時間がかかりました。黒はお

approximately 40 stores
throughout the country at

葬式の色だ、という認識がありますから。	
 

packaging design?
Yes, of course. The black boxes for
Western confectionary were so unusual
that we had a hard time getting the
results we wanted. At that time black
was appropriate only for funerals, even

present, mainly in

なぜ黒を選んだのか？それは、木造建築における光と

in Japan. Black was chosen because it

department stores,

影、日本の美しさを象徴しているからです。ヨーロッパ

represents the Japanese aesthetic of

shopping malls, and station
facilities.

から帰った後、京都の神社仏閣をたくさんめぐりまし

temples in Kyoto after I returned from

パで気付いたからです。	
 

Europe, in order to learn more about

ッフルケーキはなかったでしょう。日本の美しさにも気
付いていなかっただろうし、自分自身の視野も広がって

have been no R.L waffle cake. I
wouldn’t have realized the beauty of
Japan; my horizon wouldn’t have
broadened either. I wish more
Japanese would look at Japan from an
outside perspective.

	
 

This is true, not only for

これは日本人にとってだけでなく、大切なことだと思い

Japanese. Hopefully, with .DOCK

について取り上げていこうと考えています。新保さん、
ありがとうございました。 ⚓ 	
 

Shimpo,inc.	
 

been to Europe, maybe there would

本を外から見つめる経験を、一度はした方がいいと思い

ま す 。 『 .DOCK 』 は こ れ か ら も さ ま ざ ま な 視 点 で 、 神 戸

Director	
 of	
 Atelier	
 Tetsuya	
 

my own country’s culture. If I hadn’t

いなかっただろうと思います。より多くの日本人が、日

ますね」	
 

President	
 and	
 Representative	
 

timber construction. I visited many

た。自分の国の文化をあまり知らないことに、ヨーロッ

ヨーロッパへ行っていなければ、おそらく〈R.L〉のワ

Interviewee:	
 T etsuya	
 Shimpo	
 

light and shadow, born from traditional

we can also provide some
different viewpoints. Thank you
very much, Mr.Shimpo. ⚓

. D O C K

.DOCKTALK:
Nippon no Design / Kobe no Design
.DOCKTALK: NIPPON のデザイン／KOBE のデザイン

6

外 国 人 の 視 点 で ニ ッ ポ ン と 神 戸 の デ ザ イ ン を 考 え る 	
 

『.DOCK』は、デザイン都市・神戸のクリエイティブ
な活動をアーカイブするメディアを志向している。し

“Nippon no
Design / Kobe
no Design”

archival media for the creative
activities of Design City Kobe.

かし、“デザイン”という言葉が意味するところはさ

There are various meanings of the

まざま。同じデザイナーの間でも、デザインの解釈が

word ‘design’, however.

異なることも少なくない。そこで『.DOCK』は創刊の

Definitions of design vary

プレイベントとして、「デザインの内と外」をテーマ

.DOCKTALK

“.DOCK” is intended as an

amongst designers. A series of 9
talk events entitled

にしたトークイベント『.DOCKTALK』を2012年3月に

“.DOCKTALK,” themed “inside and

全9回にかけて開催。さまざまな“デザイン”の内と

outside design” were held to

外の輪郭を探り、その意味を考え直した。	
 

probe the borders and reconsider

3月25日には、『.DOCK』創刊にも協力してくれたクリ

the meaning of various ‘design’.
On the 25th of March, we invited

エイティブディレクターのルーカス・B.B氏、京都在

creative director Lucas B.B.,

住のイギリス人グラフィックデザイナー、ハル・ユデ

Kyoto-based graphic designer Hal

ル氏、そして本誌制作メンバーでもある京都在住のデ

Udell, and fellow .DOCK member,

ザインエッセイスト、ビアンカ・ボイテル氏を招き、

Kyoto-based design essayist
Bianca Beuttel to relook at the

外国人という、まさに外からの視点で、日本と神戸の

‘design’ in Japan and Kobe from a

“デザイン”を見つめ直した。（テキスト：後藤哲也）	
 

foreign, or ‘outside’ point of view.
(Text: Tetsuya Goto)

（左から）ダンカン・ブラザトン氏（司
会）、ハル・ユデル氏、ビアンカ・ボイ
テル氏、ルーカス・B.B.氏

From left: Duncan Brotherton
(moderator), Hal Udell,
Bianca Beuttel, Lucas B.B.

Bianca Beuttel speaks about
Japanese Package Design
ビ ア ン カ・ボ イ テ ル：パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン か ら 見 え る 日 本 	
 
「日本のデザイン」というと何を思い浮かべるだろう？
日本車のデザイン？有名建築家の建築物？それともア

What do you think of when you think
“Japanese Design?” Car design?
Architecture? Anime characters,

ニメのキャラクター？	
 3 月 25 日の『.DOCKTALK	
  ニッポ

maybe? One of the guest speakers on

ンのデザイン／神戸のデザイン』のスピーカーの 1 人、

March 25th at “.DOCKTALK, Nippon no

京都在住のビアンカ・ボイテル氏が考える「日本のデザ

Design / Kobe no Design” was Kyoto

イン」は、パッケージデザイン。それも、百貨店などで

resident Bianca Beuttel, who believes
that “Japanese design” is package

売られているような意匠を凝らしたものではなく、コン

design. Not the elaborately wrought

ビニやスーパーで見かける商品のパッケージデザイン

ones sold at department stores; the

である。自らを「Japanese	
 Package	
 Design	
 Enthusiast	
  package design of products that you
（日本のパッケージデザイン愛好家）」と名乗るほど日

ビアンカ・ボイテル

http://www.bbianca.net	
 
	
 
	
 

supermarkets. She calls herself a

本のパッケージデザインに入れ込んでいる彼女は、2011

‘Japanese package design enthusiast,’

年に大阪とドイツ・フランクフルトで日本のパッケージ

and she held an exhibition called the

デザイン展覧会『Japanese	
 Package	
 Design	
 Exhibition』

“Japanese Package Design Exhibition”

を開催。展示物のいくつかを例に、日本のパッケージデ

Bianca	
 Beuttel	
 

can find in the convenience stores or

in Osaka and Frankfurt, Germany in
2011. She showed us examples from

ザインのすばらしさを熱く語った。	
 

the exhibition as she talked

	
 

passionately of the wonders of

	
 

Japanese package design.

Xylish

京都在住のドイツ人デザイン

『キシリッシュ』	
 
	
 

エッセイスト。	
 

	
 
German Design essayist
based in Kyoto.

“Gum packages are packed with

「ガムのパッケージは、日本らしさが詰まっていて、日

Japaneseness, and I think they’re a
great example of Japanese package

本のパッケージデザインの代表例だと思います。中でも

design. My favorite would have to be

特に私のお気に入りは『キシリッシュ』。お店の棚での

‘Xylish.’ It’s designed to adjust itself to

見え方、持ち運ぶ時、途中まで食べた時など、いくつも

the most suitable form in various
circumstances, like the way it looks on

の状況において最適な形になるようデザインされてい

the store shelf, when it is carried, or

ます。ここまで深く消費者の行動を考慮したパッケージ

when you’re halfway through. I believe

デザインは、日本にしかないと思います」	
 
	
 
	
 

that package designs that consider
consumer behavior this deeply could
only be Japanese”.

. D O C K

Tirol Choco

『チロルチョコ』	
 
	
 
	
 
	
 

6

「西洋では、パッケージデザインはほとんど変わら
ず、いつもだいたい同じものがお店に並んでいます

Nippon no
Design / Kobe
no Design

hardly changes and you generally find
the same things in shops, but in Japan

が、日本では、季節限定の商品など、いつも新しい商

you’ll always find new products like

品が並んでいますよね。中でも『チロルチョコ』は、

seasonal, limited-time-only ones. Tirol

常に変化している面白いパッケージです。小さなパッ

.DOCKTALK

“In Western countries, package design

chocolate has an interesting package
that is constantly changing. I believe that

ケージの中で、さまざまな挑戦をしていてとても日本

finding various challenges in small

的だと思います」	
 

packages is typically Japanese.”

	
 

Pocky
	
 

Tsuretete-kun

『ポッキー』つれてってパッケージ	
 
	
 
	
 
	
 

「パッケージというものは、基本的には捨てるもので
すよね。でもこのパッケージは、ただの箱なのに“と

“Usually, we throw package design away,
right? However, this package is an
ordinary box that becomes your friend

もだち”になって、ついてきてくれます。ものが生き

and accompanies you. You never see this

ものになるというような考え方は、海外では見られな

way of thinking overseas: something

いですね」	
 

becomes something ‘living’.”

Fit’s

『フィッツ』	
 
	
 
	
 
	
 

.DOCKTALK
「日本のパッケージデザインは、消費者との関係性に

“Nippon no
Design / Kobe
no Design”

ついてとても深く考えられています。この『フィッツ』

“In Japanese package design, relations
with consumers have been though
through very deeply. These “Fit’s” have

は、さわらなくても食べられるようにデザインされて

been designed so you can eat them

いて、とても親切で衛生的。ドイツでワークショップ

without touching them, which is both

をした時も、とても好評でした」	
 

very hygienic and thoughtful. They were
very popular at our workshop in
Germany as well.”

『Japanese	
 Package	
 Design	
 Exhibition』の開催は、東日
本大震災の直後。ビアンカは、開催に後ろめたさも感じた

The Japanese Package Design
Exhibition was held in the aftermath of

そう。しかし、最終的には、ある思いを持って、大阪とフ

the great Touhoku Earthquake. Bianca

ランクフルトという 2 カ所での展覧会をやり抜いた。	
 

felt guilty opening the exhibition, but in

	
 

the end held the exhibition in both
Osaka and Frankfurt.

「震災の後に、こんな展覧会をやっていて良いのかとい
う思いはありました。でも、震災で元気を無くしている
日本の人たちに向けて、
『日本にはこんなに素晴らしい文

“After the earthquake, I wondered if
doing this exhibition was a good thing. I
thought I would continue along however,

化がある』ということを伝えようと考え、そのまま進め

and try to tell the people in Japan—many

ることにしたんです。みなさんの身の回りには、みなさ

of whom had lost their vigor after the

んの気づいていないすばらしい文化がたくさんあると思

earthquake—“there is lots of wonderful
culture here!” I believe that there’s lots of

います。少し視点を変えて見てみると、あたりまえのも

great culture that nobody notices inside

のごとも面白く見えてくるかもしれませんよ」	
 

the things around them. You just might
be able to see the ordinary things around
you as more interesting if you just
change your viewpoint a little.”

. D O C K

Hal Udell talks of being a graphic
designer in Japan
ハ ル ・ ユ デ ル ： 日 本 で デ ザ イ ン す る と い う こ と 	
 

6

ハル・ユデル氏は、イギリス・ロンドン出身のグラフィ
ックデザイナー。京都を拠点に『collect.apply』の名

Hal Udell is a graphic designer from
London, England. He’s now based in
Kyoto and doing design work under the

でデザイン活動をおこなっている。ロンドンでは主にCD

name ‘collect.apply’. Hal used to do

カバーなど、音楽関係のデザインを中心に活動していた

mainly music related design (like CD

ハル。日本に来てからは、日本茶のパッケージなども手

covers) in London. After coming to

がけているが、デザイナーとして「日本のデザイン」を
どうとらえているのだろうか。	
 

Japan he has worked on packages for
Japanese tea, and we wondered what
he thinks of “Japanese design.”

	
 

UJIKOEN

宇治香園	
 
	
 
	
 

Hal	
 Udell	
 
ハル・ユデル

collectapply.jp	
 
	
 
京都在住のグラフィックデザイナ
ー。パートナーのジェームス・ギブ
ソンと共にcollect.apply名義で活
動している。	
 
	
 
Hal Udell runs the creative
studio collect.apply with James
Gibson in Kyoto.

「ロンドンで僕らがつくっていた CD を気に入ってく
れていた人が日本には多くいて、それをきっかけにオ

“There are a lot of people in Japan who
like the CDs we did in London. We got a
lot of offers from these, but the

ファーをもらうことが多かったんだけど、宇治香園の

representative of those would have to be

仕事はまさにその代表。京都で展覧会を開いたとき

the UJIKOEN job. When we had an

に、ぼくのレーベルのファンだった宇治香園の社長が

exhibition in Kyoto, the company
president—also a fan of my label—came

見に来てくれて、お茶のパッケージを依頼された。150

to visit, and I was requested to design a

年ぐらいの歴史を持つ会社だったので、それまでにつ

tea package. This is a company with 150

くったパッケージを全部見せてもらったんだけど、ど
れもバラバラで一貫性がなかった。そこで、ロゴは一
番最初のものに戻して、会社の考え方や歴史が伝わる

years of history, and he showed me all
the packages they have had, but they
were all disconnected and had no
consistency. We restored the original
logo and I created a simple package that

シンプルなパッケージをつくったんだ」	
 

tells both the company’s way of thinking

	
 

and its history.”

Music Bizareness
	
 

「日本人ミュージシャンの依頼でつくった CD。水性
のペンを 1 曲の長さと同じだけ紙ににじませるとい

.DOCKTALK
“Nippon no
Design / Kobe
no Design”

“This is a CD I made for Japanese
musicians. I made it by holding
water-based pens to paper for the same

う手法を、アルバム全曲、約 60 分繰り返した。リア

length as the tracks, and repeated the

ルタイムで聞きながらつくったので、制作時間も約

process for about 60 minutes in real time

60 分のデザイン（笑）。特に日本っぽさをってつくっ

while listening. I wasn’t aiming for

たものではないけれど、日本っぽいとよく言われる。

something ‘Japanese,’ but it’s often
called that. Maybe because I live in Japan

色合いとか余白などの繊細さは、日本に住んでいると

you can see the influence in the details

いうことが影響しているのかもしれないね」	
 

like the color shades or blank spaces.”

	
 
「外国人として日本のお茶のパッケージをデザインす

When asked, “Was it difficult to make a
Japanese tea package design as a

るのは難しくなかったか」という問いに、「ロンドンに

foreigner?” Hal answers, “When I was in

いたときも、イギリスの商品をデザインするときにイギ

London I wasn’t conscious of designing

リス人を意識することはなかった。日本のものをデザイ

for English products as an English

ンするときも、“僕”がデザインするということであっ

person. When I design in Japan I’m
aware that ‘I’ am designing, and that

て、イギリス出身であることはあまり関係ないよ。あく

my English background has nothing to

までもクライアントとの話から出てくる、自然なプロセ

do with it. In the end it’s a natural

スだね」と答えたハル氏。デザイナーと対象物の関係に

process of bringing out the clients

おける、内からの視点と外からの視点。ビアンカ氏の、

voice.” A thought provoking opinion for
Japanese to think about Japanese

日本のパッケージデザインに対する考察と結びつけて

design when considered with Bianca’s

考えると、日本のデザインを考えるうえで示唆に富む。	
 

POV on Japanese package design.

	
 
最後は、ルーカス氏とダンカン氏、そして参加者全員を

Lastly, all the participants mingled and
had a discussion about “Kobe design”.

交え、神戸に根付いたお菓子を食べながら「神戸のデザ

Opinions ranging from “in Kobe design

イン」についてディスカッション。「神戸のデザイン、

there is no Kobeness,” to “Kobe design

神戸らしさというものは実は無い」といった意見から、

can be seen in things that come from

「海外に関する勘違いから生まれたものが神戸のデザ

misunderstandings about foreign
cultures” were voiced. I believe that this

イン」という意見まで、外からの視点を借りながら自分

was a great chance to rethink

たちの文化を考え直す良い機会となり、今後、自分たち

“Japanese/Kobe design” through

で「神戸のデザイン」を考えていくきっかけになったの

outsiders point of view.	
  ⚓

ではないだろうか。⚓	
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.DOCKTALK: thoughts on
exhibiting design <1>
.DOCKTALK 再考
デザインをみせる：ファッションの展示
「デザインの内と外」というテーマでおこなわれた

.DOCKTALK; nine talk events with

	
 
「.DOCKTALK」。筆者が担当した 2 回（3 月 14 日・

the theme “Inside and Outside

22 日）の主題は「デザインをみせる」。内と外をつ

and 22nd had the theme

な ぐ 境 界 と し て 立 ち 表 れ る 「 展 示 」。 そ こ に は ど ん

“exhibiting Design”. “Exhibitions”

な機能、立ち位置があるのだろうか。14 日は、神戸

express the boundaries that

フ ァ ッ シ ョ ン 美 術 館 学 芸 員 	
 浜 田 久 仁 雄 氏 を 迎 え 、
その意味を考えた。（テキスト：久慈達也）	
 

Design”. The talks on March 14th

connect the inside and outside; so
what kind of place or function do
they have? (Text: Tatsuya Kuji)

	
 

.DOCKTALK
Thoughts on
exhibiting
design <1>

Images from the exhibition “Feel and Think: a New Era of Tokyo Fashion”

	
 
	
 
多くの人にとって、美術作品は美術館にあるもので、そ
れ以外の場所で見ることを想像するほうが困難かもし

museums and it would be difficult to
see them in other places. On the other

れない。対して、デザインを「見る」という状況はいさ

hand, ‘seeing’ design can be somewhat

さか厄介だ。なにしろ家電や車、あるいは建物など、身

more difficult, because most of

の回りにあるものの多くがデザインという行為の帰結

products in our life, such as electronic

であるから、意識するかどうかに関わらず、私たちは常
浜田久仁雄	
 
Kunio	
 Hamada	
 
http://www.fashionmuseum
.or.jp/	
 

For most people, fine art works are in

devices, cars and buildings, are the
results of ‘design’. We are always in

時デザインを前にしているともいえる。製品という存在

front of design in a sense, regardless if

は、美術作品ほど「見る／見せる」の関係が明快な訳で

we are conscious of it or not. The

はない。したがって、あえて「デザインをみせる」と言

relationship between products and us
in terms of ‘seeing/showing’ is not as

	
 

うならば、日常的に見えているそれらのものを「見る／

	
 

見せる」ための関係性の上に再構築する、という意味合

say ‘showing design,’ it includes a

神戸ファッション美術館主席学芸

いも含まれるだろう。「展示」という行為は、その上に

meaning of restructuring them to

美学専攻博士後期課程退学。近年の

現れるドアのようなものである。	
 

include a ‘seeing/showing’

展覧会に「ポワレとフォルチュニィ

	
 

員。関西学院大学大学院文学研究科

20世紀モードを変えた男たち」、
「祝
祭の衣装展	
 ロココ時代のフランス

clear as artworks. Therefore, when we

relationship. The act of ‘exhibiting’ is
like a door between the two.

3月14日のゲストは、神戸ファッション美術館の浜田久

宮廷を中心に」などがある。	
 

仁雄学芸員。服飾史に精通し、美術館の内外で展示を手

The guest on the 14th of March was the

	
 

掛ける第一人者だ。「ファッション奇譚̶服飾（モード）

curator Kunio Hamada from the Kobe

Kobe Fashion Museum’s

に属する危険（スキャンダラス）な小選集（アンソロジ

Fashion Museum. Acquainted with the
history of fashion, he’s the lead person

chief curator. Kansai

ー）」展のように、オリジナルとコピーの複雑な関係、

Gakuin University,

handling exhibitions both inside and

コルセットに代表される身体の拘束と解放の歴史など、

outside the museum. He has held

literature, majoring in

ファッションの「制度」的な側面に鋭く切り込む企画も

challenging exhibitions that cut into

aesthetics with a PHD; left

実施している。幸運なことに、「.DOCKTALK」が行われ

postgraduate course in

the last term. Recent

the ‘system’ of fashion; the complex
relationship between originals and

た3月は、ちょうど日本の若手ファッションデザイナー

copies, the history of restriction and

and Fortuny: The men who

の作品と制作理念を紹介する「感じる服	
 考える服	
  東

liberation of the body represented in

changed the mode of the

京ファッションの現在形」展の会期中だった。同展は東

the corset, and so on. Fortunately,

exhibitions include “Poiret

20th century” and “Festival
Costume Exhibition,

京オペラシティアートギャラリーからの巡回展で、神戸

when this talk was held, the
challenging exhibition that introduced

centered around France’s

展の会場構成は浜田さんが担った。それゆえに、東京会

works of Japanese fashion designers

imperial court in the rococo

場との差として、浜田さんの意識や世界観を示すための

and their design philosophy—entitled

仕掛けや配置といった展示の要素を全面的に感じるこ

‘Feel and Think: a New Era of Tokyo

era.”

とができた。	
 

Fashion’—was being held at Kobe
Fashion Museum. It was a travelling

	
 

exhibition from the Tokyo Opera City

デザインを美術作品の代替として扱わないこと。言

Art Gallery, and Hamada did the

葉を交わす中で、浜田さんの一貫した姿勢が確認で

exhibition design. His perspective was

きる。
「日本で唯一の美術館になるために、ファッシ

therefore clearly shown in it.

ョンをファッションとして提示する美術館でありた

Design is not a substitute for artworks.

い」という。なるほど美術館が現代アートの一部と

“To be a unique gallery, I want the

してスタイリッシュなファッション展を手掛けてい

gallery to exhibit fashion as fashion,”

る昨今、同じことをしていては服飾専門の美術館と

he says. In these days of stylish
fashion exhibitions that are a part of

. D O C K

ョンをファッションとして提示する美術館でありた
い」という。なるほど美術館が現代アートの一部と

7

	
 

artworks’ – this is his consistent
attitude I felt through the talk. “To be a

してスタイリッシュなファッション展を手掛けてい

unique museum, I want the museum

る昨今、同じことをしていては服飾専門の美術館と

to exhibit fashion as fashion,” he says.

しての意味は薄い。自身の言葉を証明するかのよう

In these days of stylish fashion

に、
「感じる服」展では、強制的に視線を操作するよ

exhibitions that are a part of
contemporary art in museums, the

うな東京展の仕掛けを脱し、独自の会場構成で挑ん

meaning is diluted if a museum

でいる。デザイナーの心と接することができるよう、

specializing in fashion does the same

ロールプレイングゲームのストーリー展開のよう

thing. With the “Feel and Think:”

に、順を追って一人一人のデザイナーと出会ってい

exhibition, he challenged the original
exhibition design in order to be

く「体験型」の展示を意識したそうだ。それでいて

different from the devices used in

東京展の雰囲気もしっかりと捉えているあたりに、

Tokyo exhibition that manipulated how

展示作家としての手腕が冴える。	
 

one sees. From start to finish, Hamada

	
 

.DOCKTALK

‘Never use design as a substitute for

wanted an exhibition with ‘an
experience’ of meeting each designer,

こうした展示へのこだわりは、
「感じる服」展に限ら

like a role playing game. The

ず、日頃からの実践でもある。神戸ファッション美

exhibition’s atmosphere from the

術館では、服を最も良い状態で見せるために、支持

Tokyo exhibition was still captured at

体となるマネキンもオリジナルで制作しているし、

the same time, which proves his ability
as an exhibition designer.

できるだけ 360 度立体としての服を眺められるよう

Thoughts on

に計画されている。また「繊維の一本一本まで見え

Not only the “Feel and Think:”

exhibiting

るように」と、展示品との距離が極めて近いのも特

exhibition; Hamada’s persistence is

design <1>

徴だ。それらの工夫によって、私たちは背中の布の

also the normal practice. At the Kobe
Fashion Museum, they plan for the

裁ち方やドレープの様子も目にすることができると

clothes to be seen in 360 degrees

いう訳である。
「遠くから眺めていてもすごいデザイ

wherever possible—to show them in

ナ ー は 生 ま れ な い と 思 う 。」 そ う 指 摘 す る 浜 田 さ ん

3-D with their original mannequins—in

は、大学と協同で収蔵品の復元事業にも取り組む。

order to show the clothes in their
absolute best circumstance. Another

「感じる服」展の出展作家たちの多くは、デザイナ

feature is that the distances from the

ーを目指したきっかけとして、雑誌でみたコム・デ・

exhibits are extremely short so ‘you

ギャルソンの写真を挙げたそうである。同様に、神

can see every fiber of the cloth’. “I

戸ファッション美術館に来ることで、デザイナーを

think it’s impossible to produce a great
designer if he/she sees things from a

目指す人もいつか出て来て欲しい。そんな願いが、

distance,” says Hamada. Many of the

服との距離を縮める様々な仕掛けへとつながってい

“Feel and Think:” exhibition’s

るようだった。	
 

designers picked up COMME des

	
 

GARÇONS collection
photos in magazines that was a chance

海外では、神戸ファッション美術館のような在り方

Images
the collection
for those wishing
to befrom
designers.

を、デザイン・ミュージアムと呼ぶことが多い。そ

Those coming to the Kobe Fashion

こでは、ただ展示をみせるだけではなく、素材や資

Museum want new designers to appear

料などをデザイナーに提供し、新しい創造につなが

onstage.

るきっかけを与えることも重視される。過去の文化

Places like the Kobe Fashion Museum

資源を守る箱船は、同時に、新たな知を生み出すエ

are often called Design Museums

ネルギーを提供するガソリンスタンドのような役割

overseas. It’s not just about having

も果たすのだ。新たな文化を育む場としての美術館、

exhibitions at these places; providing
designers with things like materials

	
 

久慈達也
Tatsuya Kuji
http://dm-lab.com

DESIGN MUSEUM LAB代表。
1978年、青森生まれ。東北大学
大学院国際文化研究科博士課
程中退。「デザインについて考え
る場」を作ることを目的に

海外では、神戸ファッション美術館のような在り方

photos seen in magazines as a trigger
of wishing to be fashion designers.

DESIGN MUSEUM LABを設立。

を、デザイン・ミュージアムと呼ぶことが多い。そ

社会の表象としてのデザインプ

こでは、ただ展示をみせるだけではなく、素材や資

Fashion Museum want to be fashion

料などをデザイナーに提供し、新しい創造につなが

designers—leads him to come up with

るきっかけを与えることも重視される。過去の文化

ideas like shortening the distance with

ロダクトに関心を持ち、展覧会企
画や執筆、展示設計などを行う。
Representative of DESIGN
MUSEUM LAB. Born in
Aomori in 1978. Left a
doctoral course in
international culture
research at Tohoku
University halfway
through. Established
DESIGN MUSEUM LAB with
the intention of creating a
"place to consider design."
Involved in exhibition

資源を守る箱船は、同時に、新たな知を生み出すエ

His wish—those coming to the Kobe

the clothes.

ネルギーを提供するガソリンスタンドのような役割

Places like the Kobe Fashion Museum

も果たすのだ。新たな文化を育む場としての美術館、

are often called Design Museums

それもまた重要な役割である。3 月 14 日のトークで

overseas. It’s not just about having

は、その点を切に感じた。⚓
	
 

exhibitions at these places; providing
designers with things like materials
and documents in order to inspire
them to create something new is also
important. These places are fulfilling
their roles as ‘arks’ that hold the past’s

planning and writing, and

cultural resources and at the same

exhibition design with an

time are like ‘gas stations’ offering

interest in design products

energy that gives birth to new wisdom.

as emblems of society.

I felt strongly that it’s an important
role for museums to be a place for
raising new culture. ⚓
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Photo Log:
Show us your favorite design
	
 あ な た の 好 き な デ ザ イ ン 、 見 せ て く だ さ い 	
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森本七彩 ちゃん 	
 

徳村幸子 さん 	
 

野田春喜 さん

Nanasa Morimoto

Sachiko Tokumura
http://hahaco.shop
-pro.jp/

Haruki Noda

	
 
	
 

わたしは小学4年生です。神

http://kmnr.jp/

洋裁をはじめて40年以上、婦
	
 

1983年に福岡で生まれ、現在

人服	
 のオーダーメイドをし
	
 

は神戸在住。Web&グラフィッ

はカメラマンで、わたしはつ

ていました。この春に娘と

ク デ ザ イ ナ ー 。 2007 年 に

くったり描いたりするのが

「ハハコ」という子供服ブラ

「 KAMINARI	
 DESIGN 	
 WORKS 」

すきです。すきな科目は理

ンドを立ち上げ、最近は子供

名義で独立して以来、WEBや

科、動物園の飼育員さんにな

の服もつくっています。楽し

グラフィックなど、デザイン

りたいです。神戸では、花鳥

いです！	
 

のジャンルを問わずに活動

	
 
戸に住んでいます。お母さん

園と六甲山牧場がお気に入

しています。	
 

りです。	
 
I’m a 4th grade elementary

I’ve been a dressmaker for

I was Born in Fukuoka in

school student. I live in Kobe.

over 40 years, making

1983, and I’m currently a

My mum is a photographer

women’s order-made clothes.

Kobe resident. I’m a web &

日常の中にあるお気に入りの

and I like making stuff and

This spring, I launched a

graphic designer. I have been

デザインを1日1つ、7日間にわ

painting. I like science and I

children’s clothing brand this

independent since 2007

たってピックアップしてもら

want to be a breeding staff

year with my daughter called

under the name “KAMINARI

member in a zoo. In Kobe I’m

“hahaco,” so I’ve also been

DESIGN WORKS,” doing web

fond of Kachoen and the

making kid’s clothes recently.

and graphic work, regardless

Rokkousan Pasture.

It’s fun!

of design genre.

うことでデザインを見つめ直
すきっかけに。今回は神戸を拠
点に活躍中のデザイナー、ファ
ッションデザイナーのお母さ
んと小学生の女の子にお願い
しました。	
 
[撮影日：2012年7月2日	
 ̶	
 8日]	
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A chance to ‘re-see’ design by
daily selecting and
photographing one’s favorite
‘design’ from day-to-day life,
over the period of a week. This
time round, we asked a

7	
 
/	
 
3	
 

Kobe-based designer, a fashion
designer’s mother and a young
girl from elementary school.
[Photographed: 2nd to 8th of
July, 2012]

7	
 
/	
 
4	
 

7	
 
/	
 
5	
 
7	
 
/	
 
5	
 

	
 
7	
 
/	
 
6	
 

7	
 
/	
 
5	
 

	
 
7	
 
/	
 
6	
 

	
 

7	
 
/	
 
6	
 

7	
 
/	
 
7	
 

7	
 
/	
 
7	
 

7	
 
/	
 
8	
 

7	
 
/	
 
7	
 

Photo Log:
Show us your
7	
 
/	
 
8	
 

favorite design

7	
 
/	
 
8	
 

7月2日（月）	
 近所の、パン屋さんのか

7月2日（月）孫の１才の誕生日にプレ

7月2日（月）麦焼酎いいちこ、フラス

んばん。ローマ字の目、手描き風がい

ゼントした靴。3日（火）母から譲り受

コボトル。捨てられないデザイン。3日

い。3日（火）学校の横にある公園の遊

けた鶴の茶器揃	
 。4日（水）毎日活躍

（火）	
 ビニール製の花瓶。とても理に

具、ぐるぐるびょ〜んっ。4日（水）	
 入

してくれるお掃除ロボット。	
 5日（木）

学式の日に、お母さんからもらったス

デザインがかわいいホーロー鍋。6日

ノードーム。5日（木）「ちびっこうべ」

（金）40年以上使っている裁ちハサミ。

のチラシの絵がかわいいので、まねし

7日（土）母から譲り受けた直径50cmも

ました。6日（金）家のひなん用らせん

あるカゴ。8日（日）連なっている様子

かいだん、貝の中を歩いているみたい。

がかわいい自家製トマト。	
 

7日（土）台所にかざってあるピックが

	
 

キラキラでかわいい。丸いならべ方も。

	
 

適ったデザイン。4日（水）	
 喫茶店「田
園」のロゴ。5日（木）高速道路の橋脚
に施された識別番号と思われるステン
シル。6日（金）公衆電話。めっきり触
れなくなってしまったデザイン。7日
（土）湊川神社の神紋。菊水紋。8日（日）
「氷」とかかれた幟。記憶に訴えかけ

8日（日）丸くてひらべったいカモのく

るデザイン。	
 

ちばし、パクパクするのがかわいい。	
 

	
 

	
 Event Reports:
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UNESCO Design City,
“CODE KOBE 2011: Souvenir”
C O D E 	
  K O B E 	
  2 0 1 1 〜 ス ー ベ ニ ア 〜 	
 

Exhibition

会 期

Sakurako (incense)
(University of Marketing and
Distribution Sciences)

Nagoya Souvenir Collection
(Nagoya University of Arts)

2011 年 10 月 21 日 (金 )
〜2012 年 2 月 23 日 (木 )
会 場
神 戸 :KIITO
名 古 屋 :国 際 デザインセ
ンター
主 催
神 戸 市 、クリエイティブ・
デザインシティなごや推
進事業実行委員会
Period

ユネスコ・クリエイティブ・シティズ・ネット
ワークのデザイン都市に認定されている都市
が、同じ課題に取り組む「CODE‐都市のアイデ
ンティティを探る」プロジェクト。第2回目の
今年は、その土地ならではの心に残る「おみや
げ/記念品」をテーマに、神戸と名古屋で開催
された。各都市から5大学が参加し、徹底的な
リサーチや問題点・解決策の抽出、講評会など
を経て最終提案に進み、デザイナーやイラスト

21 Oct 2011 –

レーター、伝統工芸職人などその道の専門家と

23 Feb 2012

タッグを組んだ大学も。公開プレゼンテーショ

Venue

ンでは、プロも思わずうなるアイデアが次々に

Kobe: KIITO,
Nagoya: International
Design Center

示された。（二階堂薫）	
 
	
 

A project with a theme that all authorized
Design Cities in UNESCO Creative Cities Network
wrestle with, “CODE: Finding a city’s identity.”
Held jointly for a second time in Kobe and
Nagoya with the theme ‘souvenirs/mementos.’
Five universities* participated (one from each
city) including those grappling with the
professional ‘specialist’ tags of designers,
illustrators and traditional craftsmen, to talk
through critiques towards final proposals from
thorough research, and the extraction of
problem points and solutions. Professionals
hummed out their ideas one after the other in
their public presentations. (Kaori Nikaido)
* Participating Universities: Kobe (Kobe Design
Universtiy, Kobe Shukugawa Gakuin University, Kobe

Organization

※参加大学

Kobe City, Creative

戸女子大学、神戸山手短期大学、流通科学大学)・名古屋(愛知

Marketing and Distribution Sciences) / Nagoya (Aichi

Design City Nagoya

淑徳大学、椙山女学院大学、名古屋芸術大学、名古屋工業大学、

Shukutoku University, Sugiyama Jogakuin University,

Business Promotion

名城大学)	
 

Nagoya University of Arts, Meijo University)

Executive Committee

	
 

神戸(神戸芸術工科大学、神戸夙川学院大学、神

Women’s University, Kobe Yamate College, University of
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 <FOOD and DESIGN> Seminar
	
 Thinks about the future of food
「 神 戸 発 ： こ れ か ら の ” 食 ” に つ い て み ん な で 考 え る 」 	
 
	
 

	
 
	
 

会 期
会 期 ：ゼミ：2011 年 12 月
2 日 （金 ）〜1 月 27 日 （金 ）
交 流 ：3 月 9 日 （金 ）
会 場
KIITO
講 師：
「パンデュース」米 山 雅 彦
ゲスト
「宮 崎 ふぁーむ」宮 崎 徹 、
「カ・セント」福 本 伸 也 、「弓
削 牧 場 」弓 削 忠 生 、「メツ
ゲライクスダ」楠 田 裕 彦 、
「想 いやりファーム」長 谷 川
竹彦
P e r i o d Seminar: 2nd

神戸在住の、ブランジェリー「パンデュース」のシェ
フ・米山雅彦氏を講師に、関西で活躍中の料理人
や食材をつくる人、農業に関わる方などをゲスト
に迎えて。「食を知る」をコンセプトに、食にまつわ
る問題や人と食との関わりについてさまざまなプ
ロの意見を聞き、これからの神戸の食を考えた
KITTO「＋DESIGN ゼミ」。学生や主婦、会社員、ク
リエイターなど公募で集まったゼミ生は、講義を通
して学んだことをより多くの人々に知ってもらうた
めに、交流イベントプログラム「Meets＋DESIGN」
を企画した。
ゼミ生は議論を重ね、食のまち・神戸や兵庫の食
材を厳選し、メニューや空間演出のテーマを設

Dec 2011 - 27th Jan

定。一夜限りのスペシャルメニュー「食べることの

2012, Exchange: 9th Mar

しあわせを五感で感じる花見弁当」として、他では

V e n u e KIITO

味わえない食材と料理のコラボレーションを実現

L e c t u r e r Masahiko
Yoneyama “PAINDUCE”
Guest Toru Miyazaki

した。空間演出は、ランドスケープデザイナーであ
る神戸芸術工科大学の長濵伸貴准教授と長濵研

“Miyazaki farm” Shinya

究室が担当し、会場であるビルの 26 階に「都会的

Fukumoto “Ca sento”

な花見空間」が誕生。ゼミ生は、コンシェルジュ役

Tadao Yuge “Yuge Farm”

として食材やこのゼミを通して学んだことについて

Yasuhiko Kusuda
“Metzgerei Kusuda”
Takehiko Hasegawa
“omoiyari farm”

語り、参加者は花見弁当の包み紙にプリントされ
た食材の説明に見入ったり、食がもたらすよろこ
びを味わっていた。（二階堂薫）

Chefs, food makers active in the Kansai region
and those involved in agriculture were
welcomed as guests to this event, with Kobe
resident and chef of the boulangerie
“Painduce”—Masahiko Yoneyama—as a lecturer.
With the concept “knowing food,” this was a
KITTO [+ DESIGN] seminar for thinking about
the future of food in Kobe while listening to
various professional opinions about the
connection between food and people and
various food related problems. An exchange
program “Meets + DESIGN” was also organized
to get more people to understand things from
the lectures. Those attending included students,
housewives, company employees and creators.
The menu and space production theme was
established with a careful selection of
ingredients from Kobe and Hyogo, and the
discussions were long. With a one-night-only
special menu, a “Hanami (flower viewing) Bento
to enjoy the pleasure of eating with all five
senses,” this was a cooking collaboration with
flavors unable to be savored elsewhere. The
space production was handled by landscape
designer and associate professor Nobutaka
Nagahama from Kobe Design University and an
“urban Hanami space” was born in the venue on
the 26th floor of the building. The seminar had
the role of a concierge, by talking about what
everyone learned from the seminar and food
while participants gazed at the explanations of
the ingredients printed on the hanami bento
wrapping paper and savored the pleasure
brought about by the food. (Kaori Nikaido)
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Kids’s Art Festival “Dream Box 7”
こ ど も ア ー ト フ ェ ス テ ィ バ ル 「 ゆ め の は こ 	
 7 」 	
 

会 期
2012年3月23日（金）
〜25日（日）
会 場
原田の森ギャラリー
本館2F 大展示室
主 催
ゆめのはこ実行委員会
運営事務局
一般財団法人カナウ
後 援
神戸市、神戸市社会福祉協議
会、灘区、灘区社会福祉協議会

	
 	
 

P e r i o d 23 Mar 2012 - 25

見て、作って、遊んでアートを体験できるこどもの

V e n u e Harada no Mori
Gallery
O r g a n i z a t i o n Yumeno

	
 

ための美術展。小学生が参加するイラストコンテ
ストでは応募総数約 4,000 点を展示。こどもと障

Hako Planning Committee

がい児者のアート作品に囲まれながら、様々な

Management

ワークショップ、お絵描きひろば、大学生によるカ

Cannow Art Center

フェや福祉施設のお菓子販売などが。みんなの

S u p p o r t Kobe City, Kobe
City Social Welfare
Convention, Nadaku,

ゆめがふくらむ空間となった。
（畠健太郎）

Nadaku Social Welfare

An exhibition just for kids to experience art
by looking, using, and playing. Including an
exhibition of approximately 4,000 applications
to an illustration contest for elementary school
children. Also various workshops, an artists
plaza, a cafe run by university students with
sweets on sale from welfare facilities,
surrounded by art from children and
handicapped children. It was a space for
expanding everyone’s dreams.
(Kentaro HATA)

Convention
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Tetsuya Umeda: “Magnifying the
miniaturized big things”
梅田哲也《大きなことを小さくみせる》高音質／高画質による

会 期
2012 年 5 月 4 日 （金 ・祝 ）
会 場
神 戸 アートビレッジセンター
2F KAVC ホール
出 演
梅田哲也、テニスコーツ、堀尾
寛太（中継で参加）、西光祐輔
< ゲ ス ト > 樋 口 泰 人 (boid)[15時
の 回 ] 、 細 馬 宏 通 [19 時 の 回 ]
（音響）東岳志

ライブ上映「大きなことを小さくみせるを大きくみせる」

Period 4 May, 2012
Venue Kobe Art Village
Center, 2F KAVC Hall
Appearances Tetsuya
Umeda, Tenniscoats,

2011 年に開催した梅田哲也展「大きなことを小さ

Kanta Horio (remote),

くみせる」（11/12-12/4）の展覧会カタログ&DVD

Yusuke Nishimitsu

のリリースを記念して、その制作に関わったアー

G u e s t s : 3pm Yasuhito
Higuchi (boid), 7pm
Hiromichi Hosoma,
Sound: Takeshi Azuma

ティストが出演するコメンタリー付ライブ上映会を
開催。出演者による即興のパフォーマンスが飛
び出すなど、コアな時間を観客と共有した。
（KAVC 伊藤まゆみ）

An experimental screening with live
commentary and performance by the artists
involved in Tetsuya Umeda’s exhibition to
commemorate the catalogue and DVD release
for his solo show held at KAVC last year.
Entitled “miniaturizing big things”. (Mayumi
Ito, KAVC)

Design that connects Art and the
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City: overcoming the myths of
	
 

会 期
2012 年 3 月 20 日 （火 ・祝 ）
会 場
KIITO
主 催
神戸大学大学院国際文化学
研究科 異文化研究交流セン
ター（IReC）
神戸市企画調整局デザイン都
市推進室
ゲストスピーカー
スザンネ・クリーン（ドイツ日本
研究所 専任研究員）、アンネ
グレート・ベルクマン（ベルリン
自由大学 講師）、芹沢 高志
（P3 art and environment 統括
ディレクター）、大谷 燠（NPO
法人 DANCE BOX エグゼクテ
ィブ・ディレクター）、秋元 雄史
（金沢 21 世紀美術館 館長）、
マナビ・ムラタ（Galerie Murata
& Friends）、針山 愛美（ベルリ
ン国立バレエ団）

economic growth through a glocal
network
国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 「 ア ー ト と 都 市 を つ な ぐ デ ザ イ ン 力 	
 

	
 

〜 グ ロ ー カ ル ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 成 長 神 話 の 超 克 〜 」 	
 
	
 

	
 

先進諸国の市民たちは、200 年にわたる近代社会
P e r i o d 20 Mar, 2012
V e n u e KIITO
O r g a n i z a t i o n Kobe
University, Intercultural

と成長神話の終焉を自覚し、「創造的な縮小」の時
代を想像力豊かに賢く生き抜くための、構想力を
模索している。「近代」を支えてきた計画性や効率

Research Center (IReC),

性から離れ、国境を越えて、フラットな出会いと交

Design City Promotion

わりの広場をつくりたい。わたしたちが住み、働

Office Planning and

き、また訪れるまちが、フラットに開かれた広場に

Coordination Bureau, City
of Kobe
Guest Speakers

あふれていたらどんなにか素敵だろう。そんな思
いから、「アートと都市をつなぐデザイン力〜グロ

Susanne Klein (German

ーカルネットワークによる成長神話の超克〜」を企

institute for Japan studies,

画した。ユネスコ・デザイン都市のベルリンなどか

fulltime researcher),

ら文化政策やアートプロジェクトに詳しい研究者と

Annegret Bergmann (Free
University of Berlin,
lecturer), Takashi Serizawa

アーティストを招き、日本のアートマネジメント界の
トップランナーを交えて、市民と学生たちが 2 日間

(P3 art and environment,

にわたって語りあった。この対話は継続してこそ意

General Director), Iku Otani

味がある。新 し い プ ロ ジ ェ ク ト が 生 ま れ る こ と を
願 って。（藤野一夫 神戸大学教授）

(DANCE BOX (NPO)
Executive Director), Yuji
Akimoto (21st Century
Museum of Modern Art,
Kanazawa, Director),
Manabi Murata (Galerie
Murata & Friends), Emi
Hariyama (Berlin State
Ballet)

Citizens of advanced nations are looking for
ways to cleverly survive this period of ‘creative
shrink’ with an abundance of imagination
intact, by becoming aware of the demise of the
myths of economic growth and contemporary
society that have been around the past 200
years. Our aim is the creation of a common
ground for flat encounters and interactions
without boundaries separate from planning and
efficiency that have supported "modernism."
How wonderful would it be if the towns that we
live in, work in and visit were all overflowing in
a flat, open space. From this thought came the
plan for “Design that connects Art and the City:
overcoming the myths of economic growth
through a local network.” With guests who are
specialized in cultural policy and art projects
from Berlin, a UNESCO City of Design, joining
together with top runners from the field of Art
Management in Japan, Citizens and students
conversed for two days. There is meaning in
this continued interaction. We hope for new
projects. (Kazuo Fujino, Kobe Univ. Professor)

. D O C K

Design Drill: Design≠?

	
 

デザインドリル	
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算数や漢字など

朝の学習タイムや宿題に登場したドリ

ルは、なじみの深いものですよね。「もし、デザインの

	
 
ドリルがあったら？」と考えて問題をつくってみました。
	
 
第1回目のお題は「デザイン≠○○○」。デザインは○○
ではない、○○はデザインではない

など問題の受け止

め方は自由。空欄に入るのは言葉だけとは限りませんし、
そもそもこのドリルに正解なんてあるのでしょうか？	
 
デザインドリルは、KIITO（デザイン・クリエイティブセ
ンター神戸）で2012年8月から始まるオープンセミナー
「デザインしょうがっこう」の練習問題として使用します。

designer, I think design
should be an answer for
somebody, something or
someplace. So, I think
there is no ‘freedom’. I
want to see lots of ‘design’
that is free from control or
restriction.”

exercise. The first theme is “Design ≠
xxxxx”. Design is not xxxxx; xxxxx is
not design, etc. Take it how you will.
What one puts in the box isn’t limited to
words. Is there really a correct answer?
Design Drills are practice problems from
the “Design Elementary School” open
seminar started August 2012 at KIITO
(Design Creative Center Kobe). We’ll be

This time we asked a few designers for
their exemplar (?) answers. Everyone

（「デザインしょうがっこう」担任：畠健太郎）	
 

please have a think about them

	
 

together.

	
 

“Although I’m not a

drill? Well! We have come up with an

issue onwards.

	
 

	
 

right? So... what if there was a design

showing student results from the next

	
 

Design ≠ freedom

homework; arithmetic or Japanese...

今回は、デザイナーのみなさんに模範解答（？）を依頼

	
 

Salon I’ma

study time and the drills you get for

次号以降は、受講生の解答をご紹介していく予定です。	
 

しました。みなさんも一緒に考えてみてくださいね。	
 

Takumi Mitsumune

We are deeply familiar with morning

(“Design Elementary School”
Homeroom Teacher: Kentaro Hata)

	
 
Ryo Nishikawa
Designer and director of
co.to.hana (NPO)
Design ≠	
 
	
 
“Design is not visible. You
may think design is
illustration or shape, but
the most important part of
design is seeking the
essential objective of the
thing and solving it in a
beautiful way.”

Takehiro Wada
Graphic designer and
director of CUBIC
DESIGN
Design ≠ Center Role
	
 
“I think design is not what
you think of as the center
role. We are able to see the
surface, but the most
important thing is behind:
it produces/edits things.”

. D O C K
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City of Design Report: SHENZHEN
Hei Yiyang | SenseTeam
「深圳はグラフィックデザインと印刷産業がミックス

「Social	
 Energy	
 -	
 Contemporary	
 Communication	
 Design	
 

したカルチャーハブになり、90年代に多くの若いデザイ

from	
 the	
 Netherlands	
 (Shenzhen)」では、ヘキサゴン

ナーがここに移り住んできた」とは、今回取り上げる、

（六角形）を象徴的に使い、独自のアプローチで展示空

深圳のデザイン会社SenseTeamのクリエイティブディレ

間を構成した。彼の最新作であるお金と欲望をテーマに

クターを務めるヘイ・イーヤン（黑一烊）の言葉だ。1975

した本「Big	
 Business	
 3」では、世界中から集めたお札

年に河南省で生まれたヘイは、1995年に深圳へ移り、デ

を使ってポートレートをコラージュしてみせた。	
 

ザイナーとしてのキャリアを積んできた。1999年には自

2012年、ヘイは中国本土から初めて、イギリスのD&AD

身のスタジオSenseTeamを設立。主にブランディングや

プロフェッショナルアウォードの栄誉ある審査員とし

展示の企画・デザイン、出版などを手がけている。中国

て招待された。ヘイは審査について、こう説明した。
「他

最 新 情 報 	
 

におけるデザインとカルチャーのパイオニアと言って

の国際的な賞に比べて、D&ADは審査カテゴリーにおい

	
 

も過言ではない	
 

て、幅広い多様さがある。すべての審査は同じ空間で行

私がヘイと出会ったのは2007年。当時つくっていた

われ、どのカテゴリーの審査員もすべての審査のプロセ

「3030:New	
 Graphic	
 Design	
 in	
 China」という本の取材

スを見ることができるよ」。	
 

Berlin

を通じてだった。彼が企画・構成とデザインを担当した

著しく成長するアジアのグラフィックデザインと広告

Montréal

「X-Exhibition,	
 Graphic	
 Design	
 in	
 China	
 2007」とい

業界の中でも、今年のD&ADでは、4つのイエローペンシ

う展覧会に招待され、深圳を訪れる機会があったのだ。

ル（金賞）を中国人デザイナーが獲得。しかしながら、

彼がその展覧会のためにつくったポスターは、彼の初期

ヘイは中国からのエントリーが少ないと考えている。そ

Kobe

の代表作。地元の労働者が抱えきれないほどの蛍光灯を

れはおそらく中国における賞に対する考え方の違いか

Shenzhen

持ったヴィジュアルは、強烈な印象を与え、同時に深圳

ら来るものだろう。彼は、より多くの中国の才能が将来

が移民労働者の街であることもうまく表現している。蛍

的に花開くと考えている。そして、それはグローバルな

光灯は、展覧会会場でのサインシステムにも使われ、一

デザインシーンの中で、中国のカルチャーをより豊かに

Seoul

貫したビジュアルイメージも創出している。	
 

変えていくものだと信じている。	
 

Saint-Étienne

その後、彼の仕事に対する評判は中国だけでなく海外へ
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2012 年 7 月 現 在 、 世 界 に は
全 部 で 11 の 都 市 が 、 ユ ネ ス

	
 

コデザイン都市として認定さ
れ て	
 い る 。 今 回 は 、 成 長 著

	
 
見ることができるよ」。	
 

	
 

	
 

	
 

著しく成長するアジアのグラフィックデザインと広
告業界の中でも、今年のD&ADでは、4つのイエローペン
シル（金賞）を中国人デザイナーが獲得。しかしながら、
ヘイは中国からのエントリーが少ないと考えている。そ

しい中国の中でも、特にデ

れはおそらく中国における賞に対する考え方の違いか

ザインに力を入れている都

ら来るものだろう。彼は、より多くの中国の才能が将来

市、深圳（しんせん）のグラ

的に花開くと考えている。そして、それはグローバルな

フィックデザイナーをクロー

デザインシーンの中で、中国のカルチャーをより豊かに

ズアップ。中国のグラフィッ

変えていくものだと信じている。	
 

クデザイン事情に詳しい香
港のグラフィックデザイナ
ー、ジェイヴィン・モーがテ
キストを担当してくれた。

	
 
ヘイの活動は、現代の中国デザインシーンにおいて、
もっとも重要で影響力があるものだ。そして、中国のこ
れからの若き才能の代表と言えるだろう。	
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Big	
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Javin	
 Mo	
 
ジェイヴィン・モー	
 

www.milkxhake.org	
 
	
 
	
 
香港のグラフィック／インタ
ラクティブデザインスタジオ
「Milkxhake」代表。文化芸術
関連のデザインを中心に活動。
中国のバイリンガルデザイン
誌「DESIGN	
 360˚」のアートデ
ィレクターも務める。自著に、
中国の30代デザイナー30人を
取 材 し た 「 3030:NEW	
 GRAPHIC	
 
DESIGN	
 IN	
 CHINA」がある。2012
年には、東京・銀座「クリエイ
ションギャラリーG8」で開催さ
れた中国の若いクリエイター
10組を紹介する「227	
 十中破
竹」展にも選出された。	
 
	
 
Hong	
 Kong	
 based	
 graphic	
 
designer	
 and	
 founder	
 of	
 
Milkxhake.	
 Javinʼs	
 works	
 
have	
 been	
 selected	
 for	
 
numerous	
 international	
 
design	
 awards.	
 In	
 2008,	
 he	
 
edited	
 his	
 first	
 
title,	
 3030:	
 New	
 Graphic	
 

Design	
 in	
 China	
 published	
 by	
 
3030	
 Press.	
 Since	
 2009,	
 he	
 
has	
 involved	
 in	
 the	
 creative	
 

Social	
 Energy-Contemporary	
 Communication	
 Design	
 from	
 the	
 Netherlands	
 (Shenzhen),	
 exhibition	
 (2009)	
 

“Shenzhen began to transform into a mix of cultural
hub in graphic and printing industry, which offered
great opportunities for young designers to relocate
there in the 90s.” says Hei Yiyang (黑一烊), creative
director of Sense Team. Born in 1975 in Henan, Hei
moved to Shenzhen earlier in 1995 and practiced as
a graphic designer. He founded his own studio
“Sense Team” in 1999, which mainly focus on
branding, exhibition, environmental design and
publishing. He is one of the most active design and
cultural pioneers in China.
The first time I met Hei was in 2007 while I was
editing my first title 3030: New Graphic Design in
China. I had a chance to go to Shenzhen to
participate a design exhibition “X-Exhibition,
Graphic Design in China 2007”, which showcased
young talented graphic designers from China and
overseas countries. Hei curated the exhibition as
well as involved in the exhibition design and
publicity. The exhibition poster he designed was
one of his earlier famous and iconic work, a young
local worker holding numbers of fluorescent tubes
delivered a bold and striking visual impact,
perfectly echoed Shenzhen as an immigrant city.
The fluorescent tubes also served as a typography
system for signage and lighting throughout the
exhibition space.

and	
 design	
 direction	
 
for	
 Design	
 360

,	
 the	
 only	
 

bilingual	
 concept	
 and	
 design	
 
magazine	
 published	
 in	
 China.	
 
	
 
	
 
	
 

The following years have witnessed his works
spreading throughout not only in China, but also in
the most renowned international design awards and
exhibitions including New York Art Directors Club,
Red Dots Awards and British D&AD Awards. Another
famous project “Social Energy-Contemporary

Communication Design from the Netherlands
(Shenzhen)” employed the characteristic of a
hexagon (tiny molecule) integrated with the
exhibition architectural space with a very unique
approach. His latest work “Big Business 3” focused
on the theme of money and desire, he gathered lots
of money bills from different countries, and created
a series of hand-made collaged posters of various
human faces and portraits.
In 2012, Hei was honored to be invited by British
D&AD Professional Awards to become the first
Chinese jury from Mainland, on behalf of Spatial
Design category. “Compared to other global design
competitions, D&AD demonstrated a strong
diversity in categories and selection of judges. The
judging was taken in the same open space where
juries were free to view the whole process across all
categories.” says Hei.
In viewing the uprising in the Asian design and
advertising industry, Chinese designers won a total
of 4 Yellow Pencils this year. However, Hei realized
the number of Chinese entries was not enough,
while the industry itself was not keen on
competitions in general. He strongly believed more
young Chinese talents would expose themselves in
the future, hereby enriching the local culture in
global design scene.
Hei’s works is one of the most critical and influential
in contemporary graphic design scenes in China,
and his strong insight is a perfect example of
showing China’s up and coming talents in the
design world. ⚓

Hei Yiyang | SenseTeam | http://www.senseteam.org/
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Pixelgarten
(Frankfurt, Germany)
www.pixelgarten.de
『 .DOCK 』 創 刊 号 の 表 紙 の 作 品 を 制 作 し た の は 、
ドイツ ・フラン クフル トを 拠 点 に 活 躍 す る 『ピ クセ ル
ガルテン』のふたり。コラムと連動した、バウムク
ーヘンをモチーフにした作品を送ってくれました。
（聞き手：ビアンカ・ボイテル）
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̶カトリン、エイドリアン、すばらしい作品をつくっ
てくれ てあ りが とう！ まず 聞 きたいんだけど、バ ウ
ムクーヘンについてどう思う？

発行	
 

「うーん、おいしいお菓子かな。日本でとても人気があ

神戸市	
 

ると聞いて、非常にうれしいね」

編集	
 
後藤哲也	
  ビアンカ・ボイテル	
 

̶今回の作品は、バウムクーヘンのつくり方をシ

二階堂薫	
  畠健太郎	
 

ンプルに、そしてクリエイティブに表現しているけ

ダンカン・ブラザトン	
  	
 

れど、これまでのコミック的な表現はやめて、ミニ

デザイン	
 

マルな表現を目指しはじめたの？

後藤哲也	
  ダンカン・ブラザトン	
 

「そういう訳じゃないよ。何を伝えるかを重視している

翻訳	
 
ダンカン・ブラザトン	
  後藤哲也	
 
印刷	
 
国際印刷出版研究所	
 

んだ。時にはミニマルな表現が大きなインパクトを与
えることもあるしね。でも、バウムクーヘンは難しかっ
たね。名前自体が見た目を表しているから」

発行年月	
 
2012 年 8 月	
 
問い合わせ先：	
 
神戸市企画調整局	
 
デザイン都市推進室	
 

̶よく聞かれる質問だと思うけど、あなたたちのス
タイルを、あなたたちの言葉で説明してくれる？
「グラフィックデザインやブックデザイン、写真やイラス
トなど、たくさんの分野で活動しているから、簡単に説

078-322-6573	
 

明するのは難しいね。ひとつ言えるのは、立体的な表

	
 

現に強い興味を持っているということ。それが、すべて

Publisher

の分野を結びつける基準になっているんだ」

Kobe City
Editor

̶神戸について、どんなイメージを持っている？

Tetsuya Goto, Bianca

「たくさんの発見がある、とても現代的で国際的な街、

Beuttel, Kaori Nikaido,

というイメージだね。ふたりとも日本は大好きだけど、

Kentaro Hata, Duncan
Brotherton
Designer
Tetsuya Goto, Duncan
Brotherton
Translator
Duncan Brotherton, Tetsuya

東京にしか行ったことがないから、今度日本に行くとき
は、ぜひ神戸を訪れてみたい」
̶神戸で何をしたい？
「港とポートタワーを見てみたい。でも、まずは日本の
バウムクーヘンを試してみたいね（笑）」

Catrin and Adrian, thank you very much for
the fabulous cover picture! First of all, we
would like to know: What do you think
about Baumkuchen?
It’s delicious… and fascinating to hear, that
German pastry like Baumkuchen is so popular in
Japan.
Your illustration gets straight to the point
of making Baumkuchen—in an imaginative,
easily comprehensible yet rather
unexpectedly simple way. There are no
comic-style elements, have you shifted to
a more minimalist expression?
Not really. Actually, we always did more quiet
works as well. It is rather a matter of what the
picture should express. Sometimes minimum
means have maximum impact. Baumkuchen,
however, was different. Here, the name already
implies visualization.
We know, you are asked this question
frequently, but how would you describe
your work and approach, in your own
words?
That’s difficult... we work in so many different
fields—graphic design, book design, photography
and illustration—, but we are also strongly
interested in the three-dimensional space. We
are particularly attracted by the variety and
intersections of these disciplines.
What is your image of Kobe?
Kobe gives the impression of a very modern,
international city, where lots of discoveries await.
So, you would like to come to Kobe?
Yes, by all means, we both love Japan. So far, we
have only been to Tokyo, but on our next trip to
Japan we would definitely like to visit Kobe.
And what would you like to do in Kobe?
Kobe is a harbour city, so for sure we would like to
see the port and visit the Port Tower. But first of
all, we would sample some Japanese
Baumkuchen. :-)

Goto
Printer
Kokusai Printing

カトリン、エイドリアン、神戸に遊びに来る日を楽
しみに待っています！⚓	
 

Catrin and Adrian, you are always welcome
in Kobe. We are looking forward to show
you around and hope to see you soon. ⚓

