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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、デザイナーと市民をつ

“Document of Creativity in Kobe.” The
free paper you hold in your hands is

なぐ港のようなメディアになることをめざすフリー

trying it’s very best to act as a harbor

ペーパーです。	
 

connecting Kobe and other national and

creative	
 の語源であるcrescere	
 には、
「つくる」
「増

international cities, and the designers

やす」
「育てる」という意味があるそうです。デザイ

Foreword

“.DOCK” is an abbreviation of

and citizens within them. ‘Creative’,
comes from the Latin word crescere,

ン都市・神戸が考えるデザインは、目に見えるカタ

which means to make, increase or raise.

チや色だけでなく日常に存在するもの。それを再発

Design City Kobe considers design to be

見し、育て増やしていくような活動をクリエイティ

existent in our daily lives, not just in

ブだととらえて紹介していくほか、ユネスコ・デザ

visible shapes and colors. .DOCK
introduces the idea that actions that

イン都市ネットワークをいかした海外の情報など、

rediscover and propagate are

多様な視点を提供していきます。	
 

“creative;” it also offers a variety of

この『.DOCK』が、あなたの身のまわりにある“クリ

viewpoints like international information

エイティブの種”を発見する、ひとつのきっかけに

from the Design City network. If .DOCK
becomes the reason that you discover a

なれば幸いです。	
 

“type of creativity” around you;

（なお、特別な道具を使ってプロがつくるものだけ

wonderful.

がデザインではなく、身近なものを見つめ直して工

(Design is not something only pros do

夫することもデザインだという考えから、本誌の制

with special tools—design is coming up
with ways to look at and reconsider the

作には、一般的に利用されるアプリケーション・Word	
 

‘familiar’ in your life—that’s why we

を使用しています）⚓	
 

made this paper in the widely known
application, Microsoft Word.)
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Design for Life: “Design is what
you notice” Takahito Saiki
くらしのなかのデザイン
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「デザインは、気づくこと」齊木崇人
デザインは特別なものではなく、なにげない日

Design is nothing special; it’s in your

	
 常 の 中 に あ る も の 。 「 あ な た に と っ て 、 デ ザ イ

casual, daily life. In this corner we ask

ンとは何ですか」と神戸を拠点に活躍中の人物

people active in Kobe city what they think
“design” is. For the second interview, we

にたずねるこのコーナー、今回は神戸芸術工科

asked Takahito Saiki—integrating Design

大学学長で、デザイン都市・神戸の取り組みを

City Kobe initiatives as president of Kobe

総合的にプロデュースする神戸市統括監の齊
木 崇 人 さ ん に お 聞 き し ま し た 。 (聞 き 手 :後 藤 哲

Design University and Executive Officer
of the City of Kobe—what he thought.
(Interviewers: Tetsuya Goto, Duncan

也、ダンカン・ブラザトン、ビアンカ・ボイテル、

Brotherton, Bianca Beuttel, Kentaro

畠 健 太 郎 、 二 階 堂 薫 )	
 

Hata, Kaori Nikaido)

	
 

Design For Life

	
 

I’ve spent my life looking at communities

私は、コミュニティと集落の空間を見つめることに人

and settlements. I’ve been around to see

生をかけています。隠岐の島や瀬戸内海の集落、韓国、

lots of places like villages in the Oki

台湾、中国などの集落もたくさん見てまわりました。

Island and the Seto inland sea, and many
in Korea, Taiwan

住んでいる人、つくられたもの、選ばれた“場”、す
べてに物語があります。“場”には人のいとなみや生
活がまずあって、その先にデザインされたものが現れ
るのです。だから私は、徹底的に“場”というものに

and China also. There’s a story in every
person living there, every created thing
and even in the chosen “places.” Firstly,
you have people’s work and lifestyles in a

こだわりたい。その“場”を使う人たちにこだわる、

given “place,” and everything designed

と言ってもいいのかもしれません。旧神戸生糸検査所

appears beyond. It’s for that reason that

（現デザイン・クリエイティブセンター神戸/KIITO）

I’m completely obsessed with “places.”

の再生話が浮上したとき、改装する前に1〜2カ月使って

You could also say I’m obsessed with the
people who use them. When talk

みませんか、と提案しました。その“場”を使う人たちの

surfaced of the renovating the former

生活や行動から得た発見が将来につながると考えたの

Kobe Silk Inspection Facility (Now the

です。

Design Creative Center Kobe / KIITO), I
proposed using it for a month or two

「デザインは、気づくことから始まります。なにかを
神戸に来て
新しくつくることもデザインですが、たとえば数百
から、神戸を
年、数千年生き続けてきた何かに気づくこともデザイ
再発見する
ン。こうしたい、こうありたいという未来につながる
ためのフィ
想いも重要ですね」	
 

“Design
starts
from what
you notice.
before
the
remodeling.
I thought
that we

	
 ールドワー

thoughts—what you want or how
After I came to Kobe, I did a lot of
things should be—to the future, right?”

	
 クを多数お

Making
something
newconnected
is design,tobut
could
make
discoveries
the
it’s also
noticing
something
that’s
been
future
from
the lifestyles
and the
comings
carrying
onoffor
or
and
goings
theseveral
peoplehundreds
who use this
even thousands of years, for example.
“place.”
It’s important to connect your

fieldwork rediscovering it. Your view of

こないまし

the town changes upon noticing things

た。自分が気

you hadn’t before. The point of view (the

. D O C K

大 学 では建 築 を学 んでいました。けれどあまり勉 強 せず
に、モダンアートにはまっていましたね（笑 ）。卒 業 を目

I studied architecture in university. I got
caught up in modern art and didn’t really
study, however (laughs). As I was getting

前 に控 えたころ、建 築 家 のル・コルビジェが都 市 計 画 を

ready to graduate, I went to a town called

おこなったインドのチャンディガールというまちへ行 き、

Chandigarh in India where the architect Le

土 や草 でつくられた集 落 に出 会 いました。そのときにめ

Corbusier did the town planning, and I saw

ぐりあった形 や空 間 、体 験 そのものが私 の一 生 を決 定

villages made from mud and grass for the
first time. That experience shaped my

づけたのかもしれません。

whole life.

私 は、コミュニティと集 落 の空 間 を見 つめることに人 生

I’ve spent my life looking at communities

をかけています。隠 岐 の島 や瀬 戸 内 海 の集 落 、韓 国 、

and settlements. I’ve been around to see
lots of villages like Oki Island and the Seto

台 湾 、中 国 などの集 落 もたくさん見 てまわりました。住

inland sea, and many in Korea, Taiwan and

んでいる人 、つくられたもの、選 ばれた“場 ”、すべてに

China also. There’s a story in every person,

物 語 があります。“場 ”には人 のいとなみや生 活 がまず

thing and even in the chosen “place.”

あって、その先 にデザインされたものが現 れるのです。

Firstly, you have people’s work and
lifestyles, and everything designed appears

だから私 は、徹 底 的 に“場 ”というものにこだわりたい。

beyond. This is why I’m completely

その”場 ”を使 う人 たちにこだわる、と言 ってもいいのか

obsessed with “places.” You could also say

もしれません。旧 神 戸 生 糸 検 査 所 (現 デザイン・クリエイ

I’m obsessed with the people who use

テ ィ ブ セ ン タ ー 神 戸 /KIITO)の 再 生 話 が 浮 上 し た と き 、

them. When talking about renovating the
former Kobe Silk Inspection Facility (Now

改 装 する前 にまず実 験 的 に使 ってみませんか、と提 案

the Design Creative Center Kobe / KIITO)

しました。その“場 ”を使 う人 たちの生 活 や行 動 から得 た

surfaced, I proposed using it experimentally

発 見 が将 来 につながると考 えたのです。

before the remodeling. I thought that we
could make discoveries from the lifestyles of
the people who use this “place.”

神 戸 に来 てから、神 戸 を再 発 見 するためのフィールドワ
齊木崇人
Takahito Saiki

1948年広島県生れ。広島工業大
学を卒業後、東京大学で工学博
士を修得。スイス連邦工科大学
客員研究員、筑波大学専任講師
を経て、1990年神戸芸術工科大
学に着任。2008年から学長とな
る。2010年より神戸市統括監に

ークを多 数 おこないました。自 分 が気 づいていないポイ

After I came to Kobe, I did a lot of

ントに気 づくと、まちを見 る視 点 が変 わります。バスから

rediscovering fieldwork. Your view of the

の風 景 と空 からでは、視 点 場 （見 る場 所 ）が異 なるわけ

hadn’t before. The point of view (the

です。神 戸 市 統 括 監 に就 任 後 、神 戸 空 港 からセスナで

location) you see differs from a bus and

飛 び立 ち、空 から神 戸 を眺 めてみました。海 や港 、ぎゅ

from the sky. I took a flight on a Cessna

っと凝 縮 されたまちがあり、六 甲 山 をこえると田 園 地 帯

from Kobe Airport to view the city after I

が広 がっていて

スイスの風 景 を思 い出 しましたね。

就任。イギリスの田園都市を現
代によみがえらせた「ガーデン

town changes upon noticing things you

was inaugurated as an Executive Officer of
Kobe City. It’s a tightly condensed town
with its harbor and the sea; once you cross

デザインとは何 か、と聞 かれたら？モノの形 ではなく使 う

Mt. Rokko, the rural area spreads out… I

わり、グッドデザイン賞2007、

事 例 を紹 介 しています。たとえば、何 十 年 も使 っている

was reminded of the scenery of

アジア都市景観賞2011等を受

名 刺 ケース。神 戸 芸 術 工 科 大 学 の学 長 に就 任 した際 、

シティ舞多聞」の計画にたずさ

賞している。著書に『スイスの

Switzerland.

筑 波 大 学 の教 え子 が僕 のためにつくってくれたもので

When I’m asked, “what is design?” I

に『図説「集落」その空間と計

す。木 がだいすきなこと、長 く使 い続 けることを知 ってい

always introduce an example that

画』(都市文化社)、『住のエコ

たんですね。シャープペンシルも同 じものを数 本 持 って

doesn’t use an objects shape. Take my

住居・集落・街』(丸善)、共著

ロジー』(NHK出版)などがある。
専門分野は、環境デザイン、都
市・田園計画、建築デザイン。

い ま す 。メッ キ が は げ て も、使 い 続 け て い る 。持 ち 物 は
自 分 の中 にとりこまれて身 体 化 し、なじんでいくのです。

	
 

business card case that I’ve been using
for decades, for example. A student of
mine from the University of Tsukuba
made it for me when I was inaugurated

デザインには余 白 が必 要 です。そのデザインに出 会 っ
た人 が自 分 も行 動 を起 こしたくなったり、次 はどうなるん

Born in Hiroshima, 1948. After
graduating from architecture at
Hiroshima Institute of
Technology, acquired a Doctor of
Engineering at Tokyo University.
Was a visiting professor at the
Swiss Federal Institute of
Technology and full-time lecturer

デ ザ イ ン に は 余 白 が 必 要 で す 。そ の デ ザ イ ン に 出 会 っ
た人 が自 分 も行 動 を起 こしたくなったり、次 はどうなる

Inaugurated as a Executive
Officer of the City of Kobe in
2010. Engaged in the planning of
“Garden City Maitamon,”
representative of a resurrection
of English garden cities, winning

University. He knew I loved wood. I also
have a few mechanical pencils the same,

んだろう？と想 像 できることが重 要 なのです。『.DOCK』

and even though the coating has worn off I

のように、媒 体 が別 の使 い方 をされることや何 かが始

still use them. The things you own are

まろうとしていることも、デザインだと言 えるでしょう。

adopted and integrated as part of your

at the University of Tsukuba
before starting at the Kobe
Design University in 1990.
University President since 2008.

as University President at Kobe Design

body; you grow accustomed to them.

デザインは気 づくことから始 まるとお話 ししましたが

そ

Blank spaces in design are important.

の気 づきは社 会 というレンズを通 したもので、私 たちは

When a person who encounters design

自 分 でレンズをつくっています。気 づく背 景 がつねに変

wants to do something themselves, it’s

化 している中 、いつも新 鮮 な気 持 ちでいることで、新 し

important to be able to imagine what to do
next. You could say that design is ‘starting

いデザインを生 み出 すことが可 能 となります。フレッシュ

the Good Design prize in 2007
and the Asian City Scenery Award

something’, or using a medium in a

でプレーンな状 態 でいることのほか、いつでもフィールド

different way, like “.DOCK”.

in 2011. Literary works include
“Swiss dwellings, villages and

ワークに飛 び出 せる健 やかさも大 切 ですね。

streets” (Maruzen), “Diagrams:
“Villages,” spaces and planning”
(co-authorship, Toshibunkasha),
and “The Ecology of Living” (NHK

I said that design starts from something

	
 

you notice… but we notice through a lens

	
 

called society; we really make our own
lenses. It’s always possible to create fresh

Shuppan). Specializes in
Environmental design, city/rural

designs in the constantly changing

planning and architectural
design.

scenery we ‘notice’. You need vigor to leap
into fieldwork, and a fresh, plain mood.

デ ザ イン・クリエイティブセ ンター 神 戸 /KIITOは 、ここに
しかない、ここでしかできない何 かが生 まれる“場 ”だと

I think that Design Creative Center Kobe /
KIITO is a “place” for things that can only
be done here. You have Mt. Rokko and the

思 い ま す 。 六 甲 山 や ま ち が あ っ て 、 KIITO が あ り 、 そ の

town, then KIITO and the sea spreading

先 には海 が広 がっている

out before them… Kobe—split into two

六 甲 山 で2つの断 面 にわけ

られた神 戸 はまちとしてのバラエティが豊 かで、こんな
都 市 はほかにありません。デザイン・クリエイティブセン

sections by Mt. Rokko—is abundant with
variety: there’s no other place like it.
Design Creative Center Kobe / KIITO is an

ター神 戸 /KIITOが、地 球 上 のどこにもない実 験 の場 と

experimental place like nowhere on earth.

Takahito Saiki
President of Kobe Design

し て 、出 会 い や 感 性 を 大 切 に し な が ら チ ャ レ ン ジ し て も

I hope that it becomes a “place” taking up

University, Executive Officer
City of Kobe

らえる“場 ”になればいいなと願 っています。 ⚓	
 

challenges and placing great importance

Interviewee:

on encounters and inspiration. ⚓
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Questions: “What do softcream
and campfires have in common?”
ソフトクリームとたき火の共通点とは？	
 
この意外な組み合わせの共通点とは

。ソフトクリー

ムとたき火には、 「名刺交換」よりも会話のきっかけ
をつくり出す可能性があると、さまざまなワークショッ
プに取り組むアーティスト、小山田徹さんは言いま
す。東北大震災で地震と津波の被害を受けた女川
町でのコミュニティーカフェプロジェクトを通して小山
田 さ ん は そ の こ と に 気 づ き 、 2012 年 3 月 に 神 戸 で 行
われたイベント「.DOCK TALK」で発 表 しました。
（テキスト：ビアンカ・ボイテル）

彼が名刺交換のない会話について強調したことは、私の

DOQ –
Designedly
Open Questions

頭に残りました。名刺交換なしで、一体どのような会話が
できるのでしょうか？ しかも、なぜソフトクリームとたき火
が会話のきっかけになるのでしょう？どうしてデザイナー
がそのことに関心を持ったのでしょうか？

事実、名刺交換というのは、日本では初対面の人同士が
最 初 におこなうことです。名 刺 に書 かれている職 業 や役
職など相手についての情報に応じて、相手に対する振る
舞 い方 を調 節 します。たとえば、よりていねいに、あるい
はカジュアルな話し方を心がけたり、ある話題を取り上げ
たり意識的に避けて話したりする、というように。確かに、
これらは効率的な会話の助けにはなるでしょうが、名刺の
情報をもとに判断することで、相手との会話の広がりを制
限するということも、また事実なのです。

溶けかけのソフトクリームは、名刺交換とは、まったく異な
った方法で初対面の人同士の緊張をほぐすことができま
す。私たちが相手に自分の一番良いところを見せようと努
めるのに対して、ソフトクリームは、私たちが自分自身を
真剣にとらえることができないようにします。つまり、私た
ちをちょっとしたピンチ、せっぱ詰 まった状 況 に置 くので
す。深刻すぎたり、危険だというわけではないのですが、

Please allow me to answer the title’s
question, despite this column’s name.
According to Toru Koyamada, both
have the potential to initiate
conversations without meishi koukan,
or “an exchange of business cards”.
Koyamada made this observation
during his activity for the Community
Cafe Project in Onagawa, a town in the
earthquake and tsunami affected
Tohoku region; and he reported on it at
the .DOCK TALK event this March in
Kobe. (Text: Bianca Beuttel)
The emphasis, the value, he put on
conversations without exchanging
business cards resonated within me.
What kinds of conversations are
possible without business cards? Why
do softcream and campfires spark such
conversations? And why should
designers care?
Exchanging of business cards is
virtually the first thing people do in
Japan when they first meet each other.
The information on the business card
specifies our counterpart—from
profession and position to style
preferences—and we adjust our
behavior accordingly. We may choose
to speak more polite or more casual,
talk about or avoid certain topics of
conversation, etc. Although this can be
helpful and efficient, it is also obvious
that the judgments we make based on
a business card can limit our course of
conversation with that person.
Melting softcream breaks the ice
between strangers in a different
way. While we are usually eager to
show ourselves at our best, the
softcream forces us to prove that we
don't take ourselves too serious. For
that to happen, it puts us in a pinch.
Nothing serious or dangerous, but as
you can imagine, melting softcream
requires immediate action. To avoid

ちょっと想像してみてください。溶けかけのソフトクリーム
を手に持ち、あなたが直ちに何をするべきか。どんなおか

dripping we have to perform some
contortions and grimaces, no matter

ちょっと想像してみてください。溶けかけのソフトクリーム
を手に持ち、あなたが今すぐ何をするべきか。どんなおかし
な格好や顔つきになっても、クリームが垂れてくるのを食い
止めなければなりませんよね。女川町のカフェスペースに
は、ソフトクリーム機があります。小山田さんは、利用者が溶
けかけのソフトクリームと格闘しながら、ジョークを飛ばし、笑
いあって、おしゃべりを続ける光景を目の当たりにしてきたの
です。

人類は大昔から、火を囲むことで心を通いあわせてきまし
た。小山田さんの経験は、このことが今日でも事実であると
証明したのです。女川町では、人々はたき火を囲み、自分
でも気づかないうちに相手と話し始めていました。あたた
め、闇を照らし、料理には欠かせない火は、一方でさまざま
なものを破壊することができます。このような人間の力を超
えた火の本質に、私たちは畏敬の念を抱きます。このような

DOQ –
Designedly
Open Questions

自然の力に向き合うことによって、人間の成し遂げてきたこ
とが相対化されますし、自然の偉大さを思い出すことができ
ます。このことが、会話にもまた影響するのです。火を囲む
時、私たちが話すことは決して些細な内容にとどまりませ
ん。たとえば、あなたがたき火を囲んだ時のことを思い出し
てみてください。絶えずかたちを変え、ゆらめく炎はいくら眺
めても美しく、会話が途切れても気まずくなったりはしませ
ん。私たちは、ただお互いの存在を感じながらそこに座って
いるだけです。何も言わず、ひとり物思いにふけることもで
きますし、しばらくしてまた会話にもどることもできるのです。

小山田さんは決して会話を盗み聞きしたわけではないの
で、会話の内容や、どれくらい続いたのか、どのように展開
したのかを正確に知ることはできません。また、ソフトクリー
ムとたき火が必ずしも会話のきっかけを生み出すという保
証はありません。しかしながら、これらがきっかけとなって生
まれる会話には、名刺交換からは派生しない可能性が秘め
られているのです。人々がより自然なかたちで出会い、うち
とけて話せる可能性が。さらに言えば、ソフトクリームとたき
火には、デザインを別の方向で考えるための重要なヒント
があるのです。この点で、筑波大学の山中敏正教授の言葉
は示唆に富んでいます。
「コミュニケーションの機会をデザインすべきです ― コミュ
ニケーション機器のボタンをデザインするのではなく！」

dripping we have to perform some
contortions and grimaces, no matter
how odd-looking they are.
At the cafe space in Onagawa, which
featured a softcream machine,
Koyamada observed that when people
struggled with their softcream like this,
they often made jokes about it, had a
good laugh—and kept on chatting.
Since the dawn of mankind people
have gathered around the fire to
connect. And Koyamada’s experience
confirms that this is still true today.
The campfires lit at Onagawa attracted
people to come closer to see what
happened there, and were already
engaged in conversation before they
knew it. Fire warms, lights up the dark
and cooks food. But fire can also
destroy. We feel its awe-inspiring
power that is beyond human control.
Facing the elements puts human
achievements into perspective; it
reminds us of nature’s greatness. And
this influences our conversations. The
presence of fire makes us talk more
than just small talk. Just recall the
conversations you had by the
campfire… The ever-changing flames
never cease to be beautiful to look at.
Watching them also eases a lapse in
conversation. We can sit there
peacefully next to each other, even
without saying a word. It is OK to dwell
on our own thoughts, and to come back
to the conversation later.
Koyamada has not eavesdropped on
the conversations he described, so we
don’t know about the content of these
conversations, how long they
continued, where they led to. Also,
softcream and campfires don’t
necessarily guarantee conversation.
But nevertheless, there is something
promising about these conversations
without an exchange of business cards.
They seem to offer a chance for more
unfiltered encounters and open minded
talks. Moreover, together with the
following statement by Professor
Toshimasa Yamanaka from the
University of Tsukuba, they have
significance for a different direction of
design:
“Design an opportunity for
communication—not the button for a
so-called communication device!”
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ここで大切なのは、携帯電話などコミュニケーション機器の外
見ではなく、私たちがどのようにして質の高いコミュニケーショ
ンをつくり出すか、ということです。

デザインは、モノとヒトとの対話であるといわれます。モノはそ
の本質(「私は腕時計です」)と機能(「私を手首に装着すれば、い
つでもどこでも時を知ることができます」)によって、使うヒトと対
ビアンカ・ボイテル	
 

話します。それは使うヒトの態度や価値観、ステータスを他者に

Bianca Beuttel

伝える手がかりにもなります。このようにその人の持ち物のデ

http://www.bbianca.net/

ザイン(カジュアル、ミニマリスティック、グラマラス、トラディショ

	
 
京都在住のデザインエッセイ

ナルなど)を通じて、私たちは自分の人となりを他人に伝えてい

スト。日本のパッケージデザイ

ます。衣服や文房具から車まで例を挙げるとキリがないのです

ンに関する多くの記事やワー

が、私たちは自分の個性を最もよく表すモノを選んで使ってい

クショップ、レクチャーなどを
手がけている。2011年には、大

るのです。つまり、私たちが使っているモノは、それ自身が先

阪とドイツ・フランクフルトで

に述べたような長所と短所を併せ持つ名刺のような役割を果た

開催された「Japanese Package

しています。しかし、このようにモノをエンブレム的に使用する

Design Exhibition」のキュレーシ
ョンも担当。

本来の意図は何なのでしょう。それは、大切な社会的交流では

この「D.O.Q.」コラムは、デザ

ないでしょうか。つまり、人と出会い、わくわくするような会話を

インに関する質問を投げかけ
ることで、読者のみなさんとと

楽しむこと、自分の視野を広げてくれる人と交流し、何か意味

もに、未来のデザインの答えを

のあるものを共に創造していくことではないでしょうか。そのた

探ろうという試みです。	
 

めの近道を選ぶなら、私たちの個性を表現するだけのモノをデ

This Kyoto based designer-

ザインしたり使ったりするよりも、自分をより十全に表現できる

essayist is deeply interested in
how things can contribute to the

ような人とのコミュニケーションの機会をデザインすることに注

quality of our everyday life. She
pursues this, for example, in her

力してみてはいかがでしょうか。

work on Japanese Packaging
Design, which includes articles
in various online and offline
publications, workshops and

会をどのように生み出すことができるのでしょう。本文では、溶
けかけのソフトクリームを食べる時の「ピンチな状態」や、炎に

Exhibition” held in 2011.
With “DOQ – Designedly Open

対して私たちが感じる「自然の偉大さ」が、コミュニケーションの

Questions”, Bianca Beuttel
thinks “aloud” about design,

きっかけとなることは述べましたが、これ以外にもきっかけは

the questions she leaves open;
on purpose.

Design is usually described as
communication between objects and
humans. An object communicates its
nature (“I am a watch”) and its
functionality (“Put me around your
wrist, and I tell you the time anywhere,
anytime”) to its user; it also conveys
what attitudes, values and status this
user has. Thus, through the design of
our belongings (e.g. “casual”,
“minimalistic”, “glamorous”, or
“traditional”) we communicate to others
who we are. Be it clothes, stationary or
vehicles, to name but a few, we choose
them largely according to their ability to
express our personality. Consequently,
these items act like another form of
‘business card’—with similar pros and
cons like those described above. But
what is the actual intention behind this
emblematic use of things? Isn’t it
valuable social interaction? To meet
people and enjoy inspiring
conversations; to connect with people
who expand our horizons, with whom
we have fun or create something
meaningful? So why don’t we choose a
shortcut? Instead of designing and
using things that only express aspects
of our personality, why don’t we design
opportunities for conversations where
we can express ourselves more fully?

では、私たちは名刺交換を必要としないコミュニケーションの機

lectures as well as the “JPDEX –
Japanese Packaging Design

and invites readers to ponder
together on future answers to

What matters is not how a
communication device like a mobile
phone looks, but rather how we can
generate quality interaction with
others.

あるはずです。どのようなものがあるのでしょうか。このような
アプローチが、イベントや展覧会のデザインで機能するだろう
ことは、容易に想像できます。こういうデザインは、人々が集ま
り、話したくなる空間や状況をつくり出す一方、プロダクトデザイ
ンやグラフィックデザインといった他のデザインにも応用してい
くことが可能なのではないでしょうか。

私たちは、自らが進んでかかわっていきたいと思うような楽し
い会話 ―強いられた不自然な会話ではなく― をどのように
つくり出すことができるのでしょうか？⚓

So how can we create more
opportunities for conversations without
an exchange of business cards? The
presence of “a pinch” or “natural
greatness” can facilitate them. But
there must be more means than just
softcream or campfires to perform
them, respectively, and more types of
situations that allow for them. Which
are they? It seems obvious that this
approach would work for event and
exhibition design; they create spaces
and situations where people come
together and are in the mood to talk.
But can it be applied to product design
or graphic design, too?
And how can we make it an
inviting—not forcing—offer for
conversation? ⚓

Creative Company Visit Vol.2:
Nakamura Match
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神戸のクリエイティブな企業を訪ねるこのコーナー、
今 回 は前 ページ「DOQ」コラムに登 場 した“たき火 ”と

Com pany

も関係が深いマッチを製造している株式会社ナカム

Visit

ラさん。火をともす文化を守りたい、と古き良きものを
大切にしながら新しいアイデアを生み出す活動の源
泉を探ってみました。
(聞き手:梅田ソフィ、畠健太郎、二階堂薫)

さっそくですが、マッチ業界になかった商品を次々に
生み出しておられると聞きました。
「アウトドアシーンなど野外で使えるよう、水に強くて耐久
性の高いスチール缶入りマッチを開発しました。明治〜大
正時代に流通していた燐票(マッチのラベル)を復刻、“レト
ロラベル缶マッチ”と名前をつけて。さっと取り出しやすい
よう、マッチの頭を下に向けて詰めたり、しゅっと擦る部分
をふたの裏に仕込むなど、アイデアはすべてオリジナル。
さらに改良を重ね、マッチ1本1本に防水コーティングをほ
どこしたポケット缶マッチ“WATER PROOF”もこのたび発
表しました。タフでスマートなアルミケースに入れて、携帯
しやすくしています」

This corner introduces creative
companies in Kobe. This time we
visited “Nakamura Match Co.,”
manufacturing matches, which
also appear as the “campfire” in
our DOQ column. Emphasizing the
significance of striking a
matchstick to light a fire, they
continue to invent new ideas from
good, old things.
(Interviewers: Sophie Umeda, Kentaro
Hata, Kaori Nikaido)
We heard that you keep inventing
new types of matches never seen
before in the conventional match
industry.
We make matches and put them in
waterproof steel cans, mainly for
outdoor use. We use reprinted labels
on our “Retro Label Canned Matches”
that originated in from the Meiji to
Taisho periods. Our ideas are original:
Matchsticks are packed heads down so
that users easily pick one out, and the
striking surface is set on the underside
of the lid. We improved it even further
and created a new product called
“WATER PROOF”. Each stick is coated
in a waterproof material and packed in
a can made of aluminum for portable
use.

	
  

防災用缶詰マッチは、できれば使わずにすむといい
ものですよね。あると安心する、お守りのような。
「災害にそなえることを目的としたマッチは、そうですね。
ゲリラ豪雨や土砂くずれ、洪水や浸水などの自然災害に
そなえて、水に濡れても使えるように、何年も保管できる

Living without using matches for
disasters is ideal. They're like a
charm you feel relieved having.
Yes, for emergency purposes. We
invented matches protected in shrink
packs sustainable for years for emergency
use—natural disasters such as heavy rain,
landslides and flooding.

よう真空パック加工で仕上げています」

バースデーマッチって、なんですか。
「バースデーケーキのキャンドルに点火する際、いっぺん
に何本もつけなければならないのに通常のマッチは短い
ため、こわいと敬遠されがちでした。そこで、ヨーロッパで
古くから暖炉や葉巻用として使われてきた軸の長いマッ
チを、ショートケーキをイメージしたパッケージに詰めてバ
ースデーマッチと名づけたんです。1本でキャンドル約6本
に火をつけることができ、アロマテラピーやお香を楽しむ

What’s a “Birthday Match”?
We noticed that some people are afraid of
lighting several things with one
matchstick, especially when they light
many candles with a match for birthday
cake. So, we started to sell matches used
for igniting a fire in a fireplace or cigars
because these matchsticks are longer and
thicker. You can light 6 candles each time.
We renamed it the “Birthday Match” and
its package is designed for birthdays. It
actually became popular with female
customers who enjoy aromatherapy and
incense.

女性にも喜ばれています」

レトロラベル缶マッチもバースデーマッチも、これまで
にない用途をつくったわけですね。

Creative

「昔に比べるとマッチを使うシーンは減っていますが、こん

Com pany

な使い方がありますよと示すことで見直してもらえるんで

Visit

すよね。6年ほど前までは、とにかくなんとかしないと!と思
っていました。ここ数年で時代が変わり、マッチに興味を
持 ってくださる方 が増 加 中 。商 品 が売 れることは当 然 大
切ですが、マッチの文化や歴史を未来に伝えたい。素朴
な道具で火をともす、昔ながらのスタイルを守っていきた
いと願っています」

マッチの魅力を教えてください。
「この小さなラベルに、美しい図案や社名などさまざまな
要素が凝縮されています。明治維新後、マッチが日本の
一大産業だった時代、マッチは世界中へ輸出されていま
した。ラベルにゾウ柄が多いのはインドへ多く輸出してい
たためで、赤色が目立つのは中国で好まれたから。歴史
をひもとくたびに、奥深さを痛感しています」

アイデアは、どんな風に生まれるのですか。
「催事やイベントでは、できるだけ売場に立つようにしてい
ます。お客様が大事なことを教えてくださるので。“WATER
PROOF”の場合は、湿気が気になるからマッチは使いづ

らい

という声が圧倒的に多かったため、湿気に強いマッ

So, do both “Retro Label Can Match”
and “Birthday Match” expand the
usage of matches?
People no longer use matches like before.
Customers could rethink the role matches
have better, so we continue to suggest
new usages. We have been struggling with
a severe situation for six years. Recently, it
seems that more people are becoming
interested in matches again. Not to
mention that it is important to sell our
products, but we would still like to pass
down to the future the art of making a fire,
as has been done in the past with this
simple tool.
Could you tell us about your
fascination with matches?
It is quite fascinating to look at match
labels. Many elements such as beautiful
patterns and company names are
successfully condensed into a small piece
of paper. Exporting matches was one of
the major Japanese industries after the
Meiji restoration. We saw many elephant
patterns for export to India, and red colors
for China. The more we get to know about
its history, the more we feel how deep and
fascinating it actually is.
How do you come up with new ideas?
We learn a lot from our customers; we try
to interact with them as much as possible
at events in stores. In fact, “WATER
PROOF” was invented from their
comments—customers were complaining
about how annoying it was to ignite a fire
with damp matches.
It’s surprising to see so many color

らい

という声が圧倒的に多かったため、湿気に強いマッ

チをつくろう!と奮い立ったわけです」

こんなに、カラーバリエーションがあるなんて。
株式会社ナカムラ	
 
Nakamura Co., Ltd.

「カラフルなマッチは、昔からありました。マッチ業界の人

http://www.nakamura-kobe.co.jp

間にとってはあたりまえのことを、若者がカワイイと評価し

	
 

てくれたんです。ものを買うな、あるものを使え、と先代か

1910(明治43)年創業、中村和弘
社長は5代目。兵庫県の地場産
業であるマッチの製造販売を
はじめ、広告販促用品や印刷加
工品、産業用資材、駐車場・不

ら言われてきたこともあり、一からつくったものはなく、す
でにあるものを利用するのが当社のスタイル。工場の機
械も、とても古いものを工場長が手入れしながら使ってい

動産の賃貸事業など幅広く展

ます。事務所の机や椅子、応接セットなども本当に長く使

開中。ご紹介したマッチはすべ

っていますね」

て「北野工房のまち」内にある
マッチ専門店「マッチ棒」で購
入可能。	
 

あ、薪がありますね。
「マッチの文化を残すためには、まず売れるマッチをつくる

Established in 1910 (Meiji 43),
Kazuhiro Nakamura is the 5th
generation president. Starting
in the local industry of match
manufacture and sales, is

こと。マッチや火について365日考え続けるうち、暖炉を扱
いたいと思うように。知り合いが薪を扱う会社を興したの
で、薪の販売をはじめました。節電、停電などの影響で薪

involved in extensive
developments including

ストーブを使う人が増えているとか。ちなみに、これは桜

advertising, promotional and
printed articles, industrial

の木。とっても香りがいいんですよ」

materials, and parking spaces
and real estate. All matches
introduces are available at the
match specialist shop “Match
Bou” in the “Kitano Meister
Garden”.

最後に、これからのことをお聞かせください。
「利便性が優先された時代には、マッチは不便だったかも
しれません。着火するだけなら便利な方がいいけれど、火
をともすプロセスを楽しめるのがマッチのよさ。売り上げは
伸びていますが、爆発的に売れているわけではなく、もと
もと必 要 だったものをみんなが思 い出 したという構 造 で
す。マッチは、産業としてではなく文化的な価値としてなら
残 せそうな気 がします。すべての根 底 にあるのは、お客
様に喜んでもらいたい、できればびっくりさせたい、という
想い。使うシーンにこだわってつくる、という軸を大切に
これからもチャレンジを続けていきたいと思っています」

It’s surprising to see so many
colors.
There have been colored matches
before. Colored matches are
something taken for granted for those
who work in the match industry. Young
people reevaluate it as “cute,”
however. We try to make use of what
we already have following our
predecessor’s old saying, “don’t buy
things, optimize what you already
have.” For example, the machine
equipment at the factory is very old
and has been well taken care of by the
factory leader. We’ve been using the
desks and chairs at the office for a long
time, too.
You have firewood here?
To leave behind match culture, it is
essential for us to invent matches,
which people want to buy. We
pondered this for 365 days leading us
to think of firewood. One of our
acquaintances launched a firewood
business, so we started selling it. The
influence of saving energy encourages
people to use stoves, apparently. Oh,
by the way, this firewood is cherry
blossom. It smells really nice.
Could you please tell us about
your future plans?
Matches are considered as inefficient
in this convenience-oriented present.
There are other easier and faster ways
to light a fire, yet we can enjoy the
process of striking a matchstick. Our
sales have been steadily going up, but
it’s not a mega-hit. People are
reminded of life’s essential tools. We
are looking at the bright side of
matches; they can be passed on, not
as industry, but as an art of cultural
value. Moreover, our sincere hope is to
please customers and surprise them
with our products. When inventing new
types of matches, we’re very fussy
about how they are used… We always
try new challenges.

マッチづくりは、国 内 生 産 量 の約 90%が兵 庫 県 でつく
られているという由緒ある地場産業。マッチから広が
るコミュニケーション、今後の展開が楽しみです!この
Interviewee:
Kazuhiro Nakamura
President of Nakamura Co., Ltd.

たびは本当にありがとうございました。⚓

Matches are a traditional local
industry in Hyogo Prefecture, and
90% of domestic matches are
manufactured in the area. We look
forward to the spread of
communication from matches.
Thank you very much! ⚓

株式会社ナカムラ
http://www.nakamura-kobe.co.jp
1910(明治43)年創業、中村和弘社長は5代目。兵庫県
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.DOCKTALK: Locality and Job /
Working in your region
.DOCKTALK:ジモトとシゴト/地方で働くということ

5

.DOCKTALKは、神戸市が2012年夏に創刊した、デザイ
ン都市・神戸を発信していくメディア『.DOCK』の公

.DOCKTALK was a series of nine talk
events held with the theme ‘inside
and outside design.’

開取材イベント。「デザインの内と外」というテーマ

March 18th’s theme was “locality

で、2012年3月に全9回開催された。

and Job”. It’s said that the center of
the design industry is in Tokyo in

3月18日のテーマは、デザイン都市・神戸のこれから

work environments are rapidly

ン業界の中心が東京にあるといわれているものの、世

changing, and working

界に目を向ければ、東京もひとつの都市にすぎない。

circumstances selective. It’s

From left: Tomohiko Akimoto,
Shinya Kakizaki, Motoshi Goto

with the world anymore. This time,
we considered the work potential in

ようになった。地方から世界へつながることも、今や

localities together with creators

めずらしいことではないのだ。今回は、中心から見る

tackling activities that connect

と「外」にある地方都市を拠点とするクリエイターと、

localities with Tokyo, on Japan’s
“inside” and creators living in

日本の「内」に位置する東京から地方へつながる活動

regional cities seen as “outside.”

に取り組むクリエイターと共に、地方における仕事の

Though an excellent live discussion

可能性を考えた。なお、紙面に限りがあり、臨場感あ

for those present, please excuse

たい。(テキスト:二階堂薫)

後藤基史氏

actually not that rare to connect

く環境が急速に変化し、働く環境は自分で選択できる

ふれる対談形式で掲載できないことをお詫びしておき

（左から）秋元友彦氏、柿崎慎也氏、

We live in modern, internet times;

にもつながる「ジモトとシゴト」。日本では、デザイ

インターネットの基盤が整備された今、仕事を取り巻

.DOCKTALK

Japan, and there’s nothing like it.

the limitations of the printed page.
(Text: Kaori Nikaido)

Motoshi Goto, From Oita
「地元とは、自分が今いる場所のこと。ここで何ができ
るのかをいつも考えています。Web空間が大好きで、セ

“My hometown is where I am now. I’m
always thinking about what I can do
here. I love webspace, and I connect

ルフプロジェクトを展開していくことで仕事にもつな

the self projects that I develop with my

がっています。したいことをして、ワクワクしていなけ

job. You should do what you want to do

れば何ごとも続けることはできませんよね」	
 

because you can’t do everything, no
matter how pumped you are, right?”

	
 
	
 

後藤基史	
 
Motoshi Goto

http://straightline.jp	
 
	
 

ウ ェ ブ デ ザ イ ナ ー 、
「STRAIGHTLINE」代表。Webと
は無縁のサラリーマン生活の
後、2010年に独立。シンプル・

Website design for WEST 3rd (Osaka) and Foreign Policy Design Group (Singapore)

クリーン・ミニマル、ベーシッ
クでありながらWebらしい気の
利いた仕掛けを組みこんだデ

大分でWeb制作をおこなう後藤基史氏は、独立して丸2

ザインを得意とし、国内外の

年。東京をはじめ、シンガポールなど海外からの仕事の

Webサイト制作をおこなう。個
人 プ ロ ジ ェ ク ト と し て
「 straightline	
 bookmark 」
「ANSWERS」などを運営。大分
生まれ、東京暮らしを経て大分
在住。	
 

Motoshi Goto, working in Oita prefecture,
has been independent for a full 2 years.
Starting with Tokyo, requests for work

依頼が後を絶たず、いずれもその土地で暮らすディレク

from places such as Singapore are

ターと組むことが多いという。「東京から大分に帰って

never-ending, with many involving

チャレンジしたいと思ったとき、ビジネスとして成り立

working with directors internationally. “I

つのか、だれかの役に立てるのかを考えた」という後藤

wanted to try something new when I
returned to Oita from Tokyo, whether it

氏。東京で活躍中のWWebデザイナー・中村勇吾氏から「企
Web designer and representative of “STRAIGHTLINE.” After

be in business or helping someone,” says

業に属さないとできないこと、個人にしかできないこと

Motoshi. “Ever since I was told by the

working as a salary man,
became independent in 2010.

もあるよね」と言われて以来、個人にできる最大限のこ

Tokyo web designer Yuugo Nakamura,

Prides himself in his simple,
clean, minimal, basic web

ととは何なのかを追求している。「WWeb業界は他の世界

designs that include smart web
tricks, and works on websites
both inside and outside the
country. Managing personal

that “there’s things you can’t do unless
you’re in business, and things only

よりも境界がなく、上下関係のようなものもない。東京

individuals can do,” I’ve been pursuing

にいたころは大勢の中の1人でしたが、大分ではちがい

my maximum as an individual. The web

ます」と笑う後藤氏は「英語ができなくても世界と仕事

industry has no boundaries; no pecking

projects like “straightline
bookmark” and “ANSWERS.”

はできる」ときっぱり。知的で豊かな人生を、大分で体

Born in Oita, lived in Tokyo for a
while; now an Oita resident.

現している。	
 

laughs. “Even if you can’t speak English,

	
 

you can work with the world,” he says,

	
 

speaking flatly. An intellectual and

order. In Tokyo, you’re one in a crowd of
many, but this is different in Oita,” he

abundant life, and a personification of
Oita.

. D O C K

Shinya Kakizaki, from Sendai
「地元の社長さん達にクリエイティブの重要性をわ
か っ て も ら う と 、 仕 事 が 生 ま れ ま す 。「 TRUNK	
 ¦	
 

“When I get company managers of my
hometown to understand the
importance of design, it gives birth to

CREATIVE	
 OFFICE	
 SHARING(以下、TRUNK)」に集うクリ

new work. The local company

エイター達に、地元の社長さん達はとても興味を持っ

managers are really interested at the

ている。その結果、東京を意識せず、地方だからでき

creators at TRUNK | CREATIVE OFFICE
SHARING (hereafter, TRUNK). As a

るクリエイターと地元企業の関係を創造していくこ

result, we make relationships possible

とが可能になります」	
 

between local industries and

	
 

local-therefore-able creators, without
any awareness of Tokyo.”

	
 
柿崎慎也	
 

	
 

Shinya Kakizaki

http://www.trunk-cos.com/	
 
	
 
仙台クリエイティブ・クラスタ
ー・コンソーシアムプロデュー
サー。Apple、東北大学産学連
携研究員などを経て、2010〜
2012年、仙台市に開設されたク

Events organized at TRUNK | CREATIVE OFFICE SHARING

リエイターのためのシェアオ
フ ィ ス 「 TRUNK	
 ¦ 	
 CREATIVE	
 

2010年、宮城県仙台市にオープンしたクリエイターのた

OFFICE	
 SHARING」のインキュベ

めのシェアオフィス「TRUNK」のプロデューサーを務め

ーション・マネージャーを務め
る。秋田生まれ、宮城・仙台在
住。	
 	
 
Appointed (guest) associate
professor at the Graduate
School of Economics and
Management, Tohoku
University, and producer of
Sendai Creative Cluster
Consortium. After Apple and

Shinya Kakizaki worked as a producer for
the share office for creators, ”TRUNK,” in
2010 in Sendai. Managed by the local

た柿崎慎也氏。地元の卸業組合と仙台市、東北大学によ

wholesaler’s association, Sendai city and

る運営で、2012年3月時点で38室のオフィスルームは満

Touhoku University, there have been no

室だった。「クリエイターとのビジネスマッチングが進

vacancies with the 38 office rooms since

まず、企業側は悩んでいました。フラットな関係で参加

March 2012. “I set up frequent workshops,
events and drinking sessions because

できるワークショップやイベント、飲み会を頻繁にセッ

business matching with Creators wasn’t

ティングしたところ、“人対人”の信頼関係が生まれて

progressing, and the industry was worried.

仕事にもつながっていくようになった」と語る柿崎氏

This lead to ‘one on one’ relationships and

Tohoku University Office of
Cooperative Research and

は、最後の鍵をにぎる飲み会がただの交流会にならない

Development, worked as an
Incubation Manager of “TRUNK

よう気を配る。「酒席では、企業側が社内の課題をクリ

key-holding drinking sessions didn’t turn

| CREATIVE OFFICE SHARING,”
opened in Sendai city, Miyagi

エイターに打ち明けるような場面が必ず訪れるので、話

into common social gatherings. “A setting

に入りこんで次のミーティングをセッティングする」こ

where industry people can speak frankly to

prefecture in 2010 and Sendai
Creative Cluster Consortium
producer. Born in Akita
prefecture; Sendai, Miyagi
Prefecture resident.

とや、クリエイターに限らず「地元の多様なプレーヤー

work connections followed,” says Kakizaki,
making sure he paid attention that these

creators about in-house matters happens
every time when you’re drinking.” But it’s

が領域横断的に集まる場づくりが、とても重要」なのだ

not just creators; “it’s really important to

とか。地元の企業とクリエイターが手を組むと何ができ

create a situation where a variety of local

るのか、柿崎氏の挑戦は果てしない。	
 

players can gather, crossing boundaries.”

	
 
	
 

The possibilities of local businesses and
creators joining hands: Kakizaki’s
challenges are boundless.

Tomohiko Akimoto, From Tokyo
「東日本大震災以降、エリアにこだわるようになりま
した。東京もひとつのエリアであり、その地域だけで

“After the Tohoku earthquake, I became
particular about ‘areas’. Tokyo is one
area, and it’s difficult to make things

さらなる広がりをつくり出すのはむずかしい。外に出

further spread in just that region. I

て、シェアできることを別のエリアで展開することか

believe that new relationships are born

ら新しいつながりが生まれるのだなと思います」	
 

when you develop your ability to share in
other areas.”

	
 
	
 
	
 

秋元友彦	
 
Tomohiko Akimoto

http://setagaya-school.
net/	
 
	
 
「IID	
 世田谷ものづくり学校」

Okinoshima Craftsmanship School, sister school of IID - Ikejiri Institute of Design in Tokyo

企画・広報ディレクター。千葉
大学デザイン工学部卒業後、建

東京・世田谷で民間初の廃校活用事例「IID	
 世田谷もの

築設計事務所に勤務。2008年よ

づくり学校」の企画・広報ディレクターを務める秋元友

り民間初の廃校活用事例「IID	
 

Tomohiko Akimoto works as a planning
and PR director of “IID - Ikejiri Institute
of Design,” a reused former private

世田谷ものづくり学校」でイベ

彦氏。産業・雇用・学びをテーマに世田谷を活性化させ

school in Tokyo’s Setagaya. They

ント・ワークショップ企画を担

る試みを進めている。年に300〜400のワークショップや

promote experiments with themes like

ビジネススクールを実施するほか、2013年4月には島根

industry, employment and study that

当、2011年から企画・広報ディ
レクターに。姉妹校「隠岐の島

activate Setagaya. As well as running

ものづくり学校」を2012年4月

県・隠岐の島に姉妹校を開校。「島に人が来ないなら、

に 開 校 。 「 LLP ス ケ ッ ト 」

来たくなるきっかけをつくろう」と世田谷で得たノウハ

schools a year, they will open a sister

ウをもとに、島をみんなで盛り上げていく挑戦も続く。

school on Oki island in Shimane

さらに「生の声を聞き、発信する場として飲み会を定期

prefecture in April, 2013. “People don’t

「Workshop	
 Designers	
 Labo.」
代表。大阪生まれ、東京在住。	
 
Planning and PR director of “IID
- Ikejiri Institute of Design.”
After graduating from the
Design Department of Chiba
University, worked in an
architectural office. Has been in
charge of planning events and
workshops at “IID - Ikejiri

的に開きました」と柿崎氏の発言に賛同。トークセッシ

300 - 400 workshops and business

come to the island, so we made a motive
for them to come.” Everyone continues

ョンのUstream配信やソーシャルメディアを活用する工

to enliven the island with know-how

夫にも言及。「地方での活動には、クリエイターが集え

earned from Setagaya. Akimoto agrees

るコトづくりや場づくりが鍵。長く継続させること、

with Kakizaki in “holding drinking

先々のビジョンやプロセスを見せていくことも重要で

sessions at fixed intervals, to have a
place where fresh voices can be heard.”

Institute of Design,” an example
of the application of a closed

すね」とさわやかに語った。⚓	
 

private school, since 2008.
Planning and PR director since

He also cites the distribution of talk

	
 

sessions on Ustream and other social

	
 

media. “The key to creating activity in

2008. Opened the sister school
“Okinoshima Craftsmanship
school” in April, 2012.
Representative of “LLP-SKET”
and “Workshop Designers
Labo.” Born in Osaka, resident
in Tokyo.

local regions is creating places and
events for creators to gather. It’s also
important to make everything continue
for a long time, and to show a vision and
process for the distant future,” Akimoto
eloquently states. ⚓
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Reconsidering .DOCKTALK:
Showing design <2>
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.DOCKTALK再考：デザインをみせる
もう随分と前のことになる。2012年3月末、
「デザイ

	
 

ンの内と外」というテーマで「.DOCKTALK」という

<2>

in March 2012 with the theme
“Inside and outside design,” and

2 回 (2012 年 3 月 14 日 ・ 22 日 ) の テ ー マ は 「 デ ザ イ ン

the two that I was in charge of were

をみせる」だった。1回目は、神戸ファッション美

entitled “Showing design.” The first
time I spoke to Kunio Hamada—
curator of the Kobe Fashion

の展示についてうかがい、2回目は、京都工芸繊維

Museum—about exhibiting clothes

大学で教鞭を執る岡田栄造氏にデザインフェアや

in galleries; the second time I

ギャラリーでの自身の展示経験を踏まえ、デザイン

spoke to Eizou Okada— teaching at

ディレクションという仕事についてお話しいただ

.DOCKTALK

“.DOCKTALK” talk series were held

一連のトークイベントが開催された。私が担当した

術館の浜田久仁雄学芸員から美術館における服飾

Reconsidering

.It’s already quite while ago. The

the Kyoto Institute of
Technology—about ‘design

いた。そのときのテーマを今更ながら掘り起こし、

direction,’ based on his experience

ヨーロッパのデザイン・ミュージアムを巡る旅の経

at design fairs and galleries.

験を踏まえて、改めて「デザインをみせること」に

Digging up this theme makes me

ついて考えてみようと思う。（テキスト：久慈達也）	
 
	
 

think of the trip I went on of the
design museums in Europe.
(Text: Tatsuya Kuji)

デザインを扱うヨーロッパのミュージアムを回ってい
ると、その多くがデザインを工芸に連なるものと位置づ
けていることに気がつく。年代順もしくは様式ごとの展
示形態の中で、アール・ヌーヴォー以前から現代デザイ
ンまでのコレクションが並べられている。各時代の生活
空間を再現するようなこの種の展示は、時代による変遷
を理解し、現代へ至るデザインの流れを見つけることが
できるという利点があるが、一方で、展示において現代

Going around Europe, I noticed that
most of the museums handling design
are related to industrial craft.
Exhibitions are in chronological order or
organized by style; collections range
from art nouveau till the modern design
period. Exhibitions that reproduce the
living spaces of each era really
understand the changes of those times.
They have the advantage that you can

デザインが占める割合が少ないと、いかにも博物館的と

discover design tendencies that have

なり、驚きに欠ける面もある。ロンドンのデザイン・ミ

brought us to this modern era. On the

ュージアムやアントワープのモード・ミュージアムのよ

other hand the percentage of
exhibitions that count as modern design

うに、時系列の常設展示を持たない施設は、その分、優

is quite small, they can be quite

れた企画力と展示空間を提供している。ファッション美

museum-ish and sometimes lack

術館の浜田さんがトークの中で、デザイン独自の展示と

surprise. Institutions that do not have a
chronologically ordered permanent

いうのは何かを考えていると話していたことが思い出

exhibition offer excellent planning

される。	
 

ability and exhibition spaces, like the
London Design Museum or the Antwerp
Mode Museum for example. It reminds
me of Mr. Hamada from the Kobe
Fashion Museum talking about

時系列の展示形態がミュージアムの常設展示の主流
となっている中で、むしろ面白さと可能性を感じるの

Fashion Museum talking about
considering the design characteristics
of exhibitions in his talk.

は、デザイン・インキュベーション施設とギャラリー

Amongst the mainstream of

空間が一体となったような場所だった。こうした施設

chronological permanent exhibitions at
museums, places I really felt interest

	
 

の在り方は、今後「デザインをみせる」という問題を

	
 

考える上で参考になるだろう。	
 

incubation facilities and gallery spaces

	
 

rolled into one. I’d like to take time out

and potential in were those with design

to refer to a few facilities like this I found

	
 

while we consider “seeing design.”

	
 

MAD Brussels (Belgium)

	
 

Reconsidering
.DOCKTALK
<2>

The building that MAD Brussels is planning to repair for reopening next year.

Mode	
 and	
 Designの名を冠するMADは、ブリュッセル市や
国、EUの支援を受け、来年度のオープンを目指して、現

MAD crowns the Mode and Design name,
and they’re currently planning to improve
the building it’s located in (reopening

在、拠点となるビルの改修を計画している。約3000平米

next year) with the backing of the EU and

の空間は、若手のデザイナーに無料で貸し出すギャラリ

Brussels city. It has about 3000 square

ースペースのほか、国際的なデザイナー・イン・レジデ

meters of space: a gallery space to lend
out free-of-charge to young designers, as

ンス機能、さらにはファッションショーのランウェイと

well as an international designer-in-

しての使用も視野に入れているという。MADは自分たち

residence facility. They also want it used

のスペースに留まらず、既に各国のデザインフェアにも
参加している。服飾とプロダクトという2つのジャンル
を扱うのもめずらしい事例であり、今後の活動が楽しみ

for fashion show runways. The people at
MAD don’t stop at their own space; they
participate in design fairs all over the
world. Dealing in two genres—
clothing/accessories and products—is a

な施設である。	
 

rare case for and institution, and I look

	
 

forward to their future activities.
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Textile Lab (The Netherlands)

Reconsidering
.DOCKTALK
<2>

All kinds of spinning and weaving machines are lined up in the Textile Lab

	
 
Audax	
 Textielmuseum	
 Tilburgは、館内に巨大なテキ
スタイル工房を持つ。内部は製造方法(機械)ごとに緩

The Audax Textielmuseum Tilburg has a
giant textile workshop inside it’s building.
The interior is loosely marked off by

やかに区切られ、それぞれオペレーターが作業してい

manufacturing process (by machine)

る。この場所はラボ(試作室)としての機能の他、一般

with all operators hard at work. It’s a

にも展示空間として公開されているので、テキスタイ

general exhibition space open to the
public and doubles as a functioning

ル制作の製造過程と制作機器を動的に展示する場と

laboratory (room for trial manufacture);

もなっている。近隣のデザインアカデミー・アイント

it’s become a place where the

ホーヘンの学生は、ここの設備を活用し、オリジナル
のテキスタイルを自身の作品に取り入れることが可
能になっている。	
 

manufacturing processes of textiles and
the production machinery are exhibited
dynamically. It’s possible to gather
original textiles for your own work here
so students from the neighboring Design

	
 

Academy Eiendhoven make use of the

	
 

equipment.

	
 
	
 

Spinnerai (Germany)
	
 

	
 

Halle 14, the contemporary art center at Spinnerai

ライプツィヒ郊外の旧紡績工場を活用した
Spinnerai(シュピネライ)は、デザインではなく現代

Spinnerai, a facility making use of an
old cotton mill in the suburbs of
Leipzig, is not about design but

美術の拠点である。90年代よりアーティストたちが

contemporary art. Artists have been

使い始め、2005年に約20のギャラリースペースから

using it since the 90s, and it was

久慈達也

成る現在のシュピネライが正式に公開された。敷地

officially opened to the public as

Tatsuya Kuji	
 

内には、制作に必要なものがほぼ揃う規模のショッ

http://dm-lab.com

Spinnerai in 2005 with over 20 gallery
spaces. They have created a unique

プ、カフェ、アートライブラリーを有する現代美術

atmosphere; a shop dealing in almost

DESIGN MUSEUM LAB代表。

センターなども入居し、独特の雰囲気を作り上げて

anything necessary for artwork

1978年、青森生まれ。東北大学

いた。それぞれのコマーシャル・ギャラリーがしっ

production, a cafe and an art library

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
DESIGN MUSEUM LABを設立。
社会の表象としてのデザインプ

かりと展示空間を作り上げているので、オープン・

owned by the contemporary art center
have all moved in. You’re left with no

アトリエのように、ただ公開しているだけの印象は

impression that it’s just an open

ない。	
 

studio.

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。

これらの施設に共通しているのは、魅力的な展示空間が

The thing that all these facilities have
in common is their fascinating

あり、そこにデザイナーなりアーティストを支援するた

exhibition spaces and environments

MUSEUM LAB. Born in Aomori in
1978. Left a doctoral course in

めの環境が整っているという点である。単に空間をギャ

that support designers or artists. It’s

international culture research at
Tohoku University halfway

ラリーとして貸すということだけではなく、レジデンス

through. Established DESIGN
MUSEUM LAB with the intention

施設や工房などが付帯することで、制作と展示の良い関

where you also have residence

係を生んでいる様子である。昨今のデザインフェア（見

facilities or workshops that produce a

Representative of DESIGN

of creating a “place to consider
design.” Involved in exhibition
planning and writing, and
exhibition design with an
interest in design products as
emblems of society.

本市）において、制作行程やプロトタイプを展示に取り

not just about renting out gallery
spaces, it’s about having a situation

good relationship between production
and exhibition. When you think that

入れる企業が増えていることと合わせて考えると、「み

the amount of businesses adopting

せる」という行為の中に、モノが生まれてくる、すなわ

production process and prototypes in

ちデザインの背景それ自体を取り込むことが、現在の面
白さになっていると感じる。⚓	
 
	
 

exhibitions is increasing in recent
design fairs (trade fairs), I feel that
there’s a lot of interest with things are
born from the action of “showing,” that
is to say, capturing the scenery of
design itself. ⚓
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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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本村祐介	
 

田中俊光

喜田真実	
 

Yusuke Motomura	
 

Toshimitsu Tanaka

Mami Kida 	
 

http://ambientlife

http://www.rakuten

stylelab.jp/

.co.jp/aa-casual/

ビルメンテナンス業、飲食業

昭和28年に父が創業、湊川・神

1992年生まれ、福岡県出身。

	
 
を経て、神戸ものづくり職人

戸パークタウンでヤングカジ

現在は神戸へ移り、大学では

入学。卒業後の2009年、オー

ュアルなレディス服店をして

福祉を学んでいます。学内の

ダー家具「ambient	
 lifestyle	
 

います。37年現役、世間でいう

子育て支援センターで開催

lab」を立ち上げ、生活に溶

『おじいちゃん』が接客してる	
 

している｢ふれあい喫茶｣プ

け込む道具を、1点1点ハンド

んです♪中学生だった顧客さ

ログラムの企画など、みんな

メイドで製作しています。	
 

んが、娘さんやお孫さんと来店

が楽しく快適にすごすため

されるのが嬉しくも、年月を感

に調整したり、考えることが

じ感無量になるこの頃です♪	
 

好き。	
 

I run a young ladies clothes

Born in 1992, Raised in

shop my father started in 1953

Fukuoka. Now I’m in Kobe

in Minatogawa. After 37 years

studying Social Welfare. I

I’m a “grandpa” serving

work on the “Fureai Teahouse”

customers! I’m always happy

program in the child support

when former customers bring

center at college, and I like

their own kids or even

thinking about what I can do

grandchildren. I get emotional

to make sure everyone has a

when I think of all the years.

nice comfortable time.

After going through the
building maintenance and
food industries, I entered a
school of craftsman ship in
日常の中にあるお気に入りの

Kobe. After graduating in

デザインを1日1つ、7日間にわ

2009, I started “ambient

たってピックアップしてもら

lifestyle lab,” hand making
each and every piece of

うことでデザインを見つめる

furniture that merges into

きっかけになりますように、と

peoples lives.

いう企画。今回は神戸を拠点に
活躍中の家具デザイナー、ブテ
ィック店主、女子大生にお願い
しました。	
 
[撮影：2012年10月8日	
 ̶	
 14日]	
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A chance to ‘re-see’ design
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by daily selecting and
photographing one’s favorite
‘design’ from day-to-day life,
over the period of a week.
Kobe-based furniture designer,
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a boutique owner and a student

	
 

This time round, we asked a

from a women’s college.
[Photographed:
th

8

th

to 14

of October]
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Photo Log:
Show us your
favorite design

10月8日(月・祝)アメリカ製の古いソケ

10月8日(月・祝)大きく変化している元

10月8日(月・祝)愛されつづけるツバメ

ット。9日(火)どこにでもある板ガラス

町にも、こんなにレトロな壁がありま

ノート。足踏みミシンでの糸綴じ製本

のテクスチャー。10日(水)近所の集合

す!!家具&雑貨店の壁面。9日(火)南京

は環境にもやさしい。9日(火)静かな昼

住宅の壁。11日(木)夜と銭湯のネオン。

町の裏通りを歩いているとき見かけ

下がり、川沿いを彩る赤や黄の葉。10

12日(金)デュラレックスの定番グラ

た、鉄の門。10日(水) 前日より少し海

日(水)「omusubi」さまざまな世代をむ

ス。13日(土)用途の分からないガラス

側&東側の人気のない通りに、殺風景で

すぶ見守りマガジン。11日(木)大学の

にローソクの灯り。14日(日)古い生地。

無骨な忘れ去られた鼠色の観音扉。11

花壇に咲いている百日草。花のなかに

独特な織り感とサイケな柄。

日(木) 昨日と同じビルにある、レトロ

星 屑 の よ う な ち い さ な 花 が 。 12 日

で無垢な木材を使った扉。12日(金)居

(金)Filletteと呼ばれる厚底の瓶。野

留地の古いビル、木製の扉に鉄か銅版

外パーティー好きなフランス人を思

をかぶせているよう。13日(土) 乙仲通

い、考えられたデザイン。13日(土)こ

りで見かけた、色気ぷんぷんの木製ド

のメガネといえば、あの人。メガネは

ア。14日(日)海岸通のとあるレストラ

顔の一部。14日(日)夢のまち「ちびっ

ンのファサード、しゃれた嗜好です。

こうべ」。みんなで考えてつくり上げ
ていく過程がすでにデザインだった。

. D O C K

Ishinha, “ Yugaono Hana Shiroki

Yufugure : Perspective play for City”

8

「夕顔のはなしろきゆふぐれ	
 〜Perspective	
 play	
 for	
 City〜」
	
 

	
 

	
 

会 期 2012年7月12日(木)
〜29(日)全21ステージ
会 場 デザイン・クリエイティ
ブセンター神戸
主 催 維新派
共 催 神戸ビエンナーレ組
織委員会
後 援 神戸市
協 力 NPO法人 ダンスボッ
クス・神戸アートビレッジセンタ
ー・丸茂電機株式会社
助 成 芸術文化振興基金・
神戸市
動 員 数 3600人
撮 影 舞 台 :井上嘉和
会 場 :百々寿治

国内外で高く評価されている劇団維新派は、

P e r i o d 12th (Thu) - 29th
Jul. (Sun) 2012

で、滞在しながら制作できる環境を探していてデザ

V e n u e Design and Creative
Center Kobe (KIITO)

2012 年 7 月 に 、 デ ザ イ ン ・ ク リ エ イ テ ィ ブ セ ン タ
ー 神戸の プ レ オ ー プ ン イ ベ ン ト と し て 新作公演
をお こない ました。なぜ 神戸とい うまちを、この
施設を会場に 選んだの か

維新派を主宰する

松本雄吉さんに、お話をうかがいました。
(聞き手:ダンカン・ブラザトン、二階堂薫)
デ ザ イ ン ・ ク リ エ イ テ ィ ブ セ ン タ ー 神戸で お こ な
った舞台制作について、お聞かせください。
今回は、劇場ではない、屋根のある空間を探してい
ました。巨大な美術品のようなものをつくり、設置で
きる場所はなかなかないんです。特殊な舞台だっ
たため、リハーサルをみっちりおこなうことが可能
イン・クリエイティブセンター神戸にはその条件がそ
ろっていました。

Organization Ishinha
S p o n s o r Kobe
Biennale Organization
Committee
S u p p o r t Kobe City
C o o p e r a t i o n Dance Box,
Kobe Art Village Center,
Marumo Electric Co.
A s s i s t a n c e Art and Culture
Promotion Fund, Kobe
A c t i v e M e m b e r s 3600
Photography
Stage: Yoshikazu Inoue
Venue: Toshiharu Dodo

本来、舞台は現場でつくっていくべきもの。場所を
見て、構成を考え、脚本をつくり、稽古を重ねながら
変更していきます。すると俳優はイキイキしますし、
照明家は稽古を見ながら立ち位置を変えることが
できる。今回、作曲家には、稽古を見ながら作曲し
てもらうことができました。初めての試みで、非常に
よかったなと。俳優は、その空間の中で自分がどう
動けばいいかを理解しています。今回は、あのセッ
トを1日中見ながら暮らしていたので、舞台というフ
レームの中での自分の役割を意識していたはず。
あれだけ奥行きのあるセットだと、観客が無意識に

Nationally and internationally acclaimed,
the Osaka-based theater company Ishinha
held their play “ Yugaono Hana Shiroki
Yufugure : Perspective play for City” at the
newly opened Design and Creative Center
Kobe (KIITO) in July, 2012. The .DOCK
team went to ask founder Yukichi
Matsumoto his thoughts about why they
chose Kobe and it’s new Design facility.
(Text: Duncan Brotherton, Kaori Nikaido)
Could you tell us about the creation of
the stage at KIITO?
This time we looked for a space with a roof that
wasn’t a theater. It’s hard to find a place where
you can make and install something like a
gigantic work of art. As it was a unique stage,
we hoped for a place where we could reside
comfortably, and rehearse diligently... The
requirements were all there in Design and
Creative Center Kobe (KIITO).
We thought we should make the stage on site
this time. We saw the place, thought about the
composition, made the screenplay, and piled
up practice time while modifying. When you do
this, performers get all excited; the lighting
technician was able to change his position
while watching the practice. This time we were
able to get the composer to set the music while
watching the practice. It was a first-time
experiment and extremely good. The
performers are all aware how they should
move in the space. They were all aware of their
own roles within the ‘frame’ of the stage as

they spent the whole day watching that set.

ズームアップするなど、焦点の当て方を変えてい
きます。俳優は、その視点をイメージしていなけれ
ばなりません。
維新派	
 

今回の作品について、教えてください。

Ishinha 	
 

Perspective playは、遠近法の遊びという意味で

http://www.ishinha.com

す。遠近法が大好きで、この公演が決まる前から
やりたいと考えていました。ヨーロッパではよく、

関西を拠点とし、主宰・脚本・
演出をつとめる松本雄吉を中
心に、さまざまな場所で公演を
おこなう。「移民」や「漂流」
をキーワードに、1970年の創設

遠近法の舞台がおこなわれています。日本では、
歌舞伎の影響なのか、舞台が平面的ですね。ま
た、デザイン・クリエイティブセンター神戸では微
妙な音の実験をしたかった。音に繊細さを求めま

以	
 来、一貫してオリジナル作

した。足を踏む音、水の流れ、砂がこぼれ落ちる

品を上演している。発語、踊り、

音など。舞台が八の字だったので、セットそのも

音楽など、どの点においても世

のがひとつの音響装置に。 空間の奥行きを使っ

界的に類を見ない集団で、中で

て音を立体的に表現するため、東京のエンジニア

も野外に自分たちの手で巨大

を呼びました。音のシステムに苦労しましたが、

劇場を建設し、公演後は再び更

縦にスピーカーを並べ、あちらからこちら、また向

地にもどすという手法は国内

こうへ音を移動させることができたのはコンピュー

外から注目を集めている。	
 

ターのおかげです。

Based in Kansai, Ishinha perform
in various places with founder
Yukichi Matsumoto, supervising,
script writing and producing.
Since their establishment in 1970
they have been performing
consistently original works with
the keywords like “immigration”
and “drifting.” They have gained
attention both inside and outside
the county as incomparable in
speech, dance and music,
constructing both indoor and
outdoor, gigantic stages
themselves and returning
everything back to the way it was
when finished.

公演場所は、どのように決めるのですか。
自分たちで発見したところが多く、紹介されたと
ころもあります。場所には特性があり、何もない
ということはなく、必ず何かが存在している。場
所ってすごいなと思います。場所だけでなく、そ
こにいる人たちにも興味がありますね。
今までの公演先で、特に印象的だったまちは?
それぞれがそれぞれにおもしろかった。オーストラ
リアのアデレードは、演劇祭が開催されていること
をまち中の人々が知っていて歓迎されました。北ア
イルランドのベルファストというまちでは、演劇祭
感はなかったものの、果ての果てなんだという事実
に興奮しました。とにかく、まちはおもしろい。ヨ
ーロッパは都市計画者がデザインしたまちなので、
歴史をコンパクトに語れますが、関西はデザイナー
100万人がコラージュしたようなまち。夢や知識、
生き方などさまざまな要素が積み重なって、ひと言
では語れない多様性や奥行きをそなえています。ひ
とつの正論や正義だけでなく、人間の悪い部分もこ
やしにした、混沌としたエネルギーが渦巻いてい
る。東日本大震災から復興しつつある今、放射能や
戦争の問題などひとつの正義や正論では語れない
世の中になっています。いろんな意味で、まちがお
もしろくならないと!
これからのことを教えてください。

Interviewee:

いろんな場所を発見したいです。場所が演劇論を

Yukichi Matsumoto
Founder of Ishinha

養成するので、
「その場所」でおこなうおもしろさ、
演劇論が変わる楽しみもあります。維新派の公演
にはお客さんがついてきてくれる。これからも一
緒に冒険していけるといいですね。⚓

they spent the whole day watching that set. With
a stage with that depth, the audience zooms up
unconsciously, completely changing their point
of focus. The performers had to have an image
of that point of view.
Could you tell us about this production?
It’s about “perspective games”. I like
perspective; I wanted to try it before we decided
on KIITO. You often see Stages with perspective
in Europe. In Japan, stages are planar—maybe
because of the influence of Kabuki. I wanted to
do some delicate sound experiments in KIITO. I
was searching for subtleness in sound. Things
like footfalls, flowing water or spilling sand... The
stage was shaped like the Japanese character
for “8”, and the set itself became a single sound
installation. To express the sound in three
dimensions I used the depth of the space, and
put a lot of money into the sound system, asking
an engineer to come from Tokyo. It gave me a
hard time. We lined up the speakers front and
back from here to there, so the sound would
come from all over. We were able to do it thanks
to computers.
How do you choose the places you
perform?
We find many ourselves and are introduced to
others. They have their own characters, and
there’s never nothing there; there’s always
something. I believe that ‘places’ are great. I’m
also interested in the people there as well.
Could you tell us about any impressive
cities you’ve performed in?
Each one has been interesting. In Adelaide,
Australia, the people in the city knew about the
theater festival and we were welcomed. In
Belfast in Northern Ireland, it was truly exciting
to the very end, without feeling like a theater
festival. Anyhow, cities are interesting. In
Europe, urban planners have designed towns, so
you can recite their history in a single word. On
the other hand, Kansai is like a city that a million
designers have made a collage of. Dreams,
knowledge and ways of life: it offers a variety of
depth you can’t say in a single word. It’s not just
sound argument or justice; I feel like there’s a
swirling of chaotic energy that even includes the
bad parts of humans. We’re still recovering from
the Touhoku earthquake, and with problems like
radioactivity and war you can’t talk of justice and
sound argument. For various reasons, cities
have to become interesting!
Could you tell us about your future plans?
I’d still love to find a variety of ‘places’. Because
they develop theatrical discourse, there’s
interest in “that place,” and we can look forward
to how the theatrical discourse develops. Our
patrons follow Ishinha’s performances. It’ll be
great to keep on adventuring with them. ⚓

. D O C K

Event Reports: CREATIVE WORK
SHOP “CHIBIKKOBE”
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クリエイティブワークショップ「ちびっこうべ」

	
 

会 期
2012 年 10 月 6 日 （ 土 ） ~ 16 日
（火）
会 場
デザイン・クリエイティブセンタ
ー神戸
主 催
デザイン・クリエイティブセンタ
ー神戸
後 援
読売新聞大阪本社、神戸市教
育委員会、神戸商工会議所
Period
6th (Sat) - 16th (Tue) Oct.
2012

神戸の子どもたちとクリエイターが一緒につくる夢
のまち「ちびっこうべ」。
社会の仕組みや仕事について楽しく学び、自分た
ちでお店をつくりあげる体験プログラムで、原型は
ドイツ・ミュンヘンで30年以上の歴史がある「ミニ・
ミュンヘン」。さまざまな分野のプロが協力し、創造
的教育の場「ワークショップ」を通して、専門的な知
識や技を学んだ子どもたちが一からまちをつくりあ
げていくイベントである。
初開催の今年は、神戸の「食」がテーマ。子どもた
ちは、7月の説明会でシェフ・建築家・デザイナー

Venue

からなりたい職業をひとつ選び、8〜9月には職業

Design and Creative

ごとに2〜4回程度の体験ワークショップに参加し

Center Kobe (KIITO)

て夢のお店をつくる準備を進めた。シェフ・建築家・

Organization
Design and Creative
Center Kobe (KIITO)
Support

デザイナーチームは各5名ずつ、合計約15名でひ
とつのチームを構成。プロにサポートしてもらいな
がら、全15チームが15のお店を完成させた。

Yomiuri Shimbun Osaka
Head Office, Kobe City
Board of Education, Kobe
Chamber of Commerce
and Industry

“Chibbikobe,” an event where Kobe kids and
creators get together to make a dream city.
With a model taken from “Mini-Munich,” and
it’s 30+ year history, kids have the chance to
enjoy learning about company structures and
society in a hands-on program, constructing
shops by themselves. This is an event where
children—learning techniques and technical
information with the help of pros from a variety
of fields—are able to build their own city,
entirely from scratch.
Held for the first time, this year’s theme was
Kobe’s “food.” Children chose an occupation—
whether they wanted to be chefs, architects or
designers in the explanatory meeting in
July—then proceeded to prepare to create their
own ‘dream shop’ in 2-4 workshops (differing by
occupation) held in August and September.
Groups of 15 children were organized into Chef,
architect and designer teams of 5. With the
support of pros, a total of 15 shops were created
from 15 participating groups.

本番は、10月前半の土日・祝日、計4日間。シェフ
チームは調理を、建築家チームとデザイナーチー
ムは販売や宣伝などを担当し、自分たちで工夫し
ながらお店を運営した。パンやスイーツ、豚まんな
ど神戸を代表するシェフに学んだメニューは本格
的で、数時間で完売したお店も。本番最終日には
コンテストも開催され、白熱した。
また、本番は当日参加の子どもたちも楽しめる仕
組みになっていた。市役所で市民証を発行しても

The actual event was a total of four days on two
weekends in the first half of October. Teams of
chefs cooked while the teams of architects and
designers were in charge of sales and publicity;
the kids managed their own shops and
improvised as they went along. Menus from
representative Chefs in Kobe were full-blown,
including breads, sweets and pork buns, with
some shops selling out in just a few hours. A
contest was held on the final day amongst
heated competition.

らい、ハローワークで仕事を探し、働いたらスタン
プを押してもらって、銀行で専用通貨「キート」を受
け取る。食べ物、品物の購入やプログラムに参加
するには「キート」が必要なので、子どもたちは真
剣。警察やクリーンスタッフ、衣装屋、新聞社、デ
ザイン工房など体験できる職種も多彩であった。
市が進める「デザイン都市・神戸」の取り組みのひ
とつ、2012年10月にグランドオープンしたデザイ
ン・クリエイティブセンター神戸のオープニングイベ
ントとして開催された「ちびっこうべ」には、展示期
間をふくむ11日間で1万人を超える人々が来場し
たという。近い将来、今回参加した250人を超える
子どもたちの中から未来の神戸を担うシェフや建
築家、デザイナーが誕生したら、すばらしい。
(二階堂薫) ⚓

In addition, arrangements were also made for
kids participating in the actual event days. Kids
were issued their citizen certificates at city hall,
then found work at the employment agency,
received stamps for working, and were finally
able to obtain their “KIITO,” the special
currency from the bank. “KIITO” were
necessary to purchase food and articles as well
as participate in programs, making all the kids
keen to earn them. There was a diverse range
of occupations to participate in, including the
police, cleaning staff, clothing shop staff,
newspaper reporters and the design studios.
An initiative of “City of Design Kobe” the city is
promoting, “Chibbikobe” was held as the grand
opening of the Design and Creative Center
Kobe (KIITO) in October 2012, with over
10,000 people attended the event over 11
days. Wouldn’t it be wonderful if the event
inspires even one of the 250 participating kids
to be a chef, an architect or a designer,
carrying the future of Kobe on their shoulders.
(Kaori Nikaido) ⚓

. D O C K
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会 期
2012年9月15日(土)〜11月25
日(日)
会 場
六 甲 ガーデンテラス、自 然 体
感展望台 六甲枝垂れ、六甲
山カンツリーハウス、六甲高山
植 物 園 、六 甲 オルゴールミュ
ージアム、六甲山ホテル、六
甲ケーブル、六甲ヒルトップギ
ャラリー
主 催
阪神総合レジャー株式会社、
阪神電気鉄道株式会社
P e r i o d 15th Sep. (sat) 25th Nov. (Sun) 2012
V e n u e Rokko Garden
Terrace, Rokko-Shidare
Observation Deck, Rokko
Country House, Rokko Alpine
Botanical Garden, Rokko
Music Box Museum,
Rokkosan Hotel, Rokko
Cable, Rokko Hilltop Gallery
O r g a n i z a t i o n Hanshin
Sougou Leisure Co., Hanshin
Electric Railway Co. Ltd.

Event Reports:
Rokko Meets Art 2012
六甲ミーツ・アート芸術散歩2012

今年で3回目、神戸・六甲山上でおこなわれた現
代美術の展覧会「六甲ミーツ・アート 芸術散歩
2012」。六甲山の自然を感じながら、アートと共に
ゆったりと時間をすごしてほしい、というのが主催
者の意図である。ビエンナーレ形式による展覧会
が各地で開催されるようになって久しいが、その多
くは地域振興を目的に市民と行政の協働によって
形づくられている。六甲ミーツ・アートの場合は、観
光活性化のための事業として民間企業が取り組
んでおり、事業費のほとんどが主催者の自主財源

Now in its 3rd year, “Rokko Meets Art 2012” is
a contemporary art exhibition held on the top
of Kobe’s Mt. Rokko. Visitors are able to enjoy a
comfortable time with art while feeling the
nature of the mountain. Biennale style
exhibitions are held in various places in Japan
with most of them organized by townspeople
and administrations for the promotion of the
region. Rokko Meets Art has a slightly different
characteristic; a private company has taken it
on for tourism stimulus, and most of the
expenses come from its independent funds.

であることも特徴的だ。
この3年で、秋の六甲山への来山者は大きく様変
わりした。それまでの主役、中高年やファミリーに
加えて高性能カメラを持った若いカップルや、20代
の女性グループが非常に目立つ。彼らはアートツ
ーリズムという文脈で語られる際の中心層であり、
SNSなどで発信される声の多くは「六甲山はいいと
ころ」。これは主催意図と合致し、一定の目的を達

These past 3 years, there has been a large
change in visitors to Mt. Rokko in autumn. In
addition to the middle-aged and families, the
young couples with powerful cameras and
groups of women in their 20s stand out. They
are spoken of in the context of art tourism as
the center layer, and you often hear them on
SNS sites saying, “Mt. Rokko is a great place.”
Exactly our intentions; you could say we have
achieved our objectives.

成していると言っていいだろう。
この展覧会は一過性のものではなく、その効果が
継続されてはじめて成功と呼べるもの。情報発信
力や運営力の向上も欠かせないが、作品の質が
何よりも大切であり、現代美術のもつ力が充分に
発揮されてこその展覧会である。行楽客もアートフ
ァンも、それぞれが楽しめる高質な展示の追求
が、今後の大きなテーマとなっている。
（六甲オルゴールミュージアム館長・六甲ミーツ・ア
ート2012キュレーター、高見沢清隆）

This exhibition is not temporary, and the
results have been called a continuing success.
Though the exhibition doesn’t lack publicity or
administration strength, quality of work is
more important than anything else, and the
power of contemporary art has been
thoroughly exhibited. Our main theme has
always been searching for the highest quality
artworks for vacationers and art fans alike to
enjoy.
(Rokko Music Box Museum director, Rokko
Meets Art Curator, Kiyotaka Takamizawa)
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Dream Bridge: “Design Creative
Center Kobe, Invitation
Experiment”
夢の架け橋〜デザイン・クリエイティブセンター神戸
いざないの実験〜

会 期
2012 年 10 月 6 日 ( 土 ) 、 7 日
(日 )、14日 (日 )
会 場
JR 三 ノ 宮 駅 南 側 ロ ー タ リ
ーからデザイン・クリエイテ
ィブセンター神 戸 まで約
1kmの道 のり
総合演出
ウォーリー木下
パフォーマンス協 力
維新派、三田村管打団?、いい
むろなおき、他
企画制作
NPO法人ダンスボックス

このいざないの実験は、街を舞台にしたサイトスペ

P e r i o d 6 (Sat), 7 (Sun),

街には、一般的に相反すると思われているものが

14 (Sun) Oct 2012
V e n u e From the South Side

数多く同居しています。生活者であり表現者、消費

Rotary of JR Sannomiya
Station to Design Creative
Center Kobe (KIITO), 1km
walk
D i r e c t i o n Wally Kinoshita
Performance
C o l l a b o r a t i o n Ishinha,
Mitamurakandadan?, Naoki
Iimuro
Planning, Production
DANCE BOX (NPO)

シフィック・パフォーマンスです。客席があったり、
照明が暗くなるようなことはありません。舞台美術
は街そのもので、登場人物はこの街の人たち。照
明は太陽のきまぐれで、明るくなったり暗くなったり
変化します。コンセプトは、「歩く」ことを通して、街
を見て聞いて遊ぶこと。街ではさまざまなことが起
こっており、さまざまなものが眠っています。それら
を見つけるのは観客の皆さん。観客の皆さん自身
もまた、誰かに見られておもしろがられていたかも
しれません。この舞台では、観客の皆さんも出演
者の一部だったのです。

者であり生産者、受け手であり発し手、見る者であ
り見られる者

という「どっちでもある」状況を可視

化する役として、演劇はこれからも街へどんどん
出て行き、市民、建物、風景、歴史、未来を結んで
いきたいと考えます。そういう取り組みが、街にお
けるデザインを考え、行動するきっかけになるので
はないでしょうか。デザイン都市・神戸にとって、パ
フォーミングアーツの世界から挑戦できることは多
いと思います。（総合演出、ウォーリー木下）

This invitation experiment was a site-specific
performance using the street as a theater. No
seating, no dimming the lights. The performing
arts were the streets themselves, and the
characters the people from them. The lighting
was left to the sun, alternating between bright
and gloomy. The concept was to “walk,” while
seeing, listening and playing on the streets.
Various things happen and various things are
sleeping on the streets. Those who discover
these are the audience. You yourself might be
seen and laughed at by another person. On this
stage, the audience is also one part of the
performance.
A great number of things that generally
contradict co-exist on the streets. The
expressionists who live, manufacturers who
consume, givers who receive, those seen who
see... I would love to see theater
—visualizing this “coexistence”—get out on the
streets more, tying together the citizens,
buildings, scenery, history and future. With
initiatives like this we are thinking about
design, which becomes a chance for action. I
believe that there are many challenges from
the world of performing arts for Design City
Kobe. (Director, Wally Kinoshita)

. D O C K
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City of Design Report: BERLIN
Shapes in Play
世界のデザイン都市最新情報：ベルリン
近年、ジャンルを超えたクリエイティブな人々がベルリ

	
 
ンに集まってきている。会議のため、あるいは短期〜長
期の滞在を目的に訪れ、この街の発するあふれんばかり
Buenos Aires

Berlin

のエネルギーにインスパイアされている。事実、このに
ぎやかな国際都市ではネットワーキングが盛んだ。さま

Montréal

ざまなデザインやファッションフェアの中でも、毎年開

Nagoya

催されるDMY国際フェスティバルでは新進気鋭のプロダ

Kobe

クトデザイナーや建築家、インテリアデザイナーを集め、

Shenzhen

最新のデザイントレンドを紹介している。他にもクリエ

Shanghai

イティブ都市ベルリンネットワークなど、デザイナー同

Seoul

士をオンラインのポートフォリオを介して結びつける試

Saint-Étienne

みがなされている。	
 

Graz
Beijing

	
 
クロイツベルク地区に新しく建設されたモデュロール
(ヨーロッパで展開する手芸/DIYショップ)は、豊富な品
ぞろえや充実したイベント・会議スペースによりクリエ
イターの集う場となっている。通りをくだれば、ポータ

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(2012年7月時

	
 

ルサイトEtsyのヨーロッパ本部がある。すぐ角にはAqua	
 
Butzke	
 Werkeという100mにわたるエリア-	
 かつての産業

点) 。今回は、ベルリンを拠

ビル群をオフィススペースやスタジオ、カフェテリアに

点とするデザインライターであ

再開発し、たくさんのアーティストのギャラリーがひし

るVerena Dauererに、デザイ

めくエリアがある。ベルリンは、クリエイティブ関連の

ン都市でありドイツの首都、ベ
ルリンのデザインシーンにつ

仕事はまだまだ豊富とはいえない状況だが、国内外のフ

いてテキストを担当していただ

リーランスで活動するデザイナー達にとって、デザイン

きました。

に関するさまざまなチャンスに恵まれた場所なのだ。	
 

As of December 2012, there are
11 cities worldwide recognized
as UNESCO Design Cities. This
time we asked Berlin based
design writer Verena Dauerer
for her view on Design City
Berlin and what’s happening in
the capital of Germany.

クリエイティブ関連の仕事は少ないにもかかわらず、
アイデアはあふれている。そのプロトタイプといえるの
がベルリンを拠点に2人で活躍するプロダクトデザイナ
ーのJohanna	
 SpathとJohannes	
 Tsopanidesである。彼ら
は、コンテクストから派生した新しいテクノロジーを用
いる。6年前デザインスクール時代、プログラミング言語
を駆使し制作した精巧な映像データを立体オブジェクト
化して3D印刷する手法を作りあげた。最初に手掛けたの
が、Soundplotter(サウンドプロッター)。これは音声に
よって形の決まる3Dのうつわである。コンピューターに
接続されたマイクに話しかけると、その音声を周波数に
変換しスクリーンに立体オブジェクト化して映し出し、

In the recent years, creative types of all
genres have been flocking to the city of
Berlin. Either for conferences or for
short or long-term stays, they’re here to
let themselves be inspired by the
energy this formerly divided city seems
to exude. There is a lot happening when
it comes to networking opportunities
and a vivid, cosmopolitan scene.
Amongst the design and fashion trade
fairs is the annual DMY International
Festival that gathers upcoming product
designers, architects and interior
designers, presenting the latest design
trends. Others, such as the Creative
City Berlin network, help connect
designers with an online portfolio.
The newly built Modulor building in the
Kreuzberg neighborhood has been
attracting creative types with its huge
DIY shop and conference spaces where
maker events and festivals are being
held. Further down the street, the
online creator portal Etsy have set up
their European headquarters. Just
around the corner the Aqua Butzke
Werke—a former industrial complex
stretching out over a couple of hundred
meters—has been transformed into
workspaces, studios, cafeterias, and a
gallery for hundreds of architects,
artists and designers. It is safe to say
that the city is thriving with design
opportunities—mostly for freelancing
designers who cater for the domestic or
the international market.
In Berlin itself there isn’t an abundance
of creative jobs—and clients—yet.
Nevertheless ideas are flourishing. A
prototype of the new Berlin-based
designers would be Shapes in Play. The
German product design duo comprised
Johanna Spath and Johannes
Tsopanides embrace new technologies
for purposes out of con-text. Six years
ago, while at design school, they started
generating elaborate data visualization
objects using the program-ming
language Processing and 3d print them.
First they created the Soundplotter, a
3d printed vase whose shape is
deter-mined by voice. By speaking into
a microphone that is connected to a
computer with Processing running, the

Top: infObjekte bowl visualizes recipes. Bottom: Soundplotter, a 3D printed vase with a sound-defined shape

クリエイティブ関連の仕事が少ないにもかかわらず、アイ
デアはあふれている。そのプロトタイプといえるのがベル
リンを拠点に2人で活躍するプロダクトデザイナーの
Johanna	
 SpathとJohannes	
 Tsopanidesである。彼らは、コ
ンテクストから派生した新しいテクノロジーを用いる。6
年前、デザインスクール時代にプログラミング言語を駆使
ベレナ・ダウアラ	
 
Verena Dauerer

して制作した精巧な映像データを立体オブジェクト化し、

http://www.designjournalists

3D印刷をおこなう手法をつくりあげた。最初に手がけたの

.com	
 

が、Soundplotter(サウンドプロッター)。音声によって形

	
 
Audi	
 Urban	
 Future	
 initiative

の決まる3Dのうつわである。コンピューターに接続された

が運営する端末向けメディア

マイクに話しかけると、その音声を周波数に変換してスク

『Mooove.com』エグゼクティブ

リーンに立体オブジェクト化して映し出し、3D印刷するも

エディター。東京に住んでいた
こ ろ は 、 英 日 メ デ ィ ア	
 

のだ。次に彼らが取り組んだのは、音量によって長さが変

『PingMag.jp』エディター、ス

わるたくさんの小さなキューブがくっついたうつわであ

ウェーデン政府系機関勤務。ハ
ンブルクでは独デザイン情報

る。現在、SoundplotterはバルセロナにあるDisseny	
 Hub	
 

誌	
 『PAGE』エディターとして、

Museumの永久展示コレクションに加えられている。「私た

ベルリンではジャパンタイム

ちにとって大切なのは相互作用と、音声をカスタマイズし

ズのライターとして活動する
など、多彩な実績を持つ。彼女

て使うということです」と2人は言う。次に彼らが目指すの

の ト レ ン ド レ ポ ー ト は DDB	
 

は、ユーザーが家にいながらパーソナルメッセージやmp3

Tribal	
 agency提供のiphone用

トラックをもとに立体オブジェクト化して注文できる、シ

無料アプリで閲覧可能。	
 
	
 

ョップをふくんだオンラインシステムの構築である。	
 

Verena Dauerer is the executive

	
 

editor of Mooove.com, a
mobility platform by the Audi

モノの中に刻まれるのは、可視化され、具体化された情報で

Urban Future Initiative. Before
that she worked as editor in

ある。Shapes	
 in	
 Playでは、プロセッシングと3D印刷の技術

Tokyo (for English-Japanese
PingMag.jp and Swedish
governmental organization
Riksutställningar), in Hamburg
(for the German design
magazine PAGE), and in Berlin

を使い、台所用品の表面に可視化されたデータ装飾をほどこ
した。たとえば、infObjekte(インフォオブジェクト)と呼ば
れるボウルは、レシピや材料の情報を外観構造や見た目のデ
ザインにふくんでいる。「モノを、その実用性より情報を伝

where she was a freelance
writer for the Japan Times. Her

える手段として使っている点で、infObjekteはプロダクトデ

trend reports have been
released as free iPhone

ザインの境界を超えています」とJohannaは語る。これらの

applications by DDB Tribal
agency.

プロジェクトを、万人のためのデザインの未来形だととらえ

	
 

るなら、大変美しいプレビューであり、綿密にカスタマイズ

	
 

されたものであることにも変わりはない。⚓	
 

	
 

	
 

In Berlin itself there isn’t an abundance
of creative jobs—and clients—yet.
Nevertheless ideas are flourishing. A
prototype of the new Berlin-based
designers would have to be Shapes in
Play. The German product design duo
comprising of Johanna Spath and
Johannes Tsopanides embrace new
technologies for purposes out of context.
Six years ago, while at design school,
they started generating elaborate data
visualization objects using the
programming language ‘Processing’ and
would print them in 3D. First they
created the Soundplotter, a 3D-printed
vase whose shape is determined by
voice. By speaking into a microphone
that is connected to a computer with
Processing running, the 3D generated
object reacts to the sound and is
deformed on screen. The then
3D-printed vase consists of many small
boxes whose length depends on the
volume. Today the Soundplotter objects
are part of the permanent collection at
Disseny Hub Museum in Barcelona. “The
interaction part and customization using
sound are important to us,” say Spath
and Tsopanides. They say their next step
would be developing an online platform
including a shop so that users at home
can embed a personal message, or an
mp3 track into a vase and order the 3D
printed piece.
Information can also be embedded
visually—and physically—into an object.
Shapes in Play developed a series of
kitchen utensils using Processing / 3D
printing whose surfaces expresses data
visualizations. An infObjekte bowl, for
example, contains the information about
a recipe and the ingredients in its outer
structure, as a pattern. Johanna says,
“The infObjekte exceed the boundaries of
product design. Their purpose changes
from practical use to conveying
information.” If this is the future of the
democratization of design, then it is a
beautiful preview—and a highly
customized one after all. ⚓

	
 
Shapes
in Play | http://www.shapesinplay.com
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Design Drill: Kobe in 5 Senses

	
 

デザインドリル	
 

	
 	
 
算数ドリルや漢字ドリル。小学校の朝学習や宿題だった
「ドリル」はみなさんご存知でしょう。そこで、もし「デ
ザインドリル」があったら ？ゼミ形式のオープンセミ

	
 
ナー「デザインしょうがっこう」では、毎回の練習問題
として「デザインドリル」をおこなっています。今回は、
「デザインしょうがっこう」に参加されたみなさんのさ
まざまな解答をご紹介します。空欄に入ることばが正解
だとは限りません。というか、正解なんてあるのでしょ
うか??今回のお題は「神戸を五感で表現しよう」です。	
 
(デザインしょうがっこう担任:畠健太郎)	
 
	
 

デザインしょうがっこう
Design Elementary School	
 

http://shougakkou.prism-d-labo.com	
 	
 

Ari
Color:
Blue and white stripes
Flavor:
Pork Bun
Sound:
“Boooouuu”
Touch:
Crisp and dry like a flag
blowing in the wind
Smell:
The smell of vanilla and salt
water
Character:
Really shy but makes funny
jokes

Math drills and Chinese character drills.
Everyone knows the “drills” we got for
homework or morning study at
elementary school, right? So... what if
there was a design drill? We do “Design
Drills” as practice problems every time
we hold one of our “Design Elementary
School” open seminars. I'd like to show
you a few answers we received from
participants at our “Design Elementary
School.” The answers written in the
spaces provided are not limited to just
what is “correct.” Or should I say, I
wonder if there is a right answer?
Today's problem: “Express Kobe in the 5
senses”
(“Design Elementary School”
Homeroom Teacher: Kentaro Hata)

Toru Morishita
Color:
Blue
Flavor:
Sweet, butter
Sound:
Steam whistle
Touch:
Soft and fluffy
Smell:
Salt water, herbs
Character:
Sociable

Toshiko Torita
Color:
Crystal
Flavor:
Lemon
Sound:
The sound of Geta
(Japanese wooden clogs),
“clip-clop”
Touch:
Like a dream, fun
Smell:
Sweet and sour, coffee
Character:
Refreshingly frank

. D O C K
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Cover Creator Interview:
Rukkit Kuanhawate
(Bangkok, Thailand)

「.DOCK」の表紙の作品を制作したのは、タイ・バン
コクを拠点に活躍するルキット・クアンハワテ。神戸
ビーフをモーチフにした作品を送ってくれました。	
 

The cover design for “.DOCK” was
done by Rukkit Kuanhawate, from
Bangkok, Thailand. He sent us a
work with Kobe Beef as a motif.
(Q’s: Duncan Brotherton)

（聞き手：ダンカン・ブラザトン）	
 
	
 
ルキット、すばらしいイラストをありがとう!絵につ
いて聞かせてくれる?	
 
この表紙絵が神戸市のためだと聞いて、牛を描こうと思っ
た。なんたって、神戸ビーフは世界で有名だからね。	
 
	
 
ステンシルデザインについて、教えて。	
 
ルキット・クアンハワテ
Rukkit Kuanhawate

http://rukkit.wordpress.com/	
 

僕のステンシル作品は、以前におこなったステンシルフォ
ントテストがもとになっている。シンプルなブロックステ
ンシルから、文字や絵を刷るんだ。	
 驚くかもしれないけど、

バンコクを拠点として活動する
グラフィックデザイナー兼スト

どんな文字や絵でも、たったひとつのブロックステンシル

リートアーティスト。トレード

から刷ることができるんだよ。	
 

マークであるステンシルデザイ

	
 

ンが有名。国際的な賞を受賞し
たこともあり、Mass Universeの

今回、デザイン料を寄付してくれてありがとう!!	
 ど

Shy P. Limanonと、アート・教育

うして寄付しようと思ったの?	
 

関連プロジェクトを共に手がけ
る。今回、.DOCK表紙絵のデザ

ってくると信じているから。	
 

ティバル「ゆめのはこ」へ寄付。

	
 
日本に来たことはある?	
 

像するのは、新しいテクノロジー、すてきな人々の住む美

and often works in collaboration
on art and educational projects

しいところかな。	
 

com/massuniverse). Chose to
donate his Illustration fee to Kid’s
Art Festival “Dream Box”
(See .DOCK 01).

Thank you for donating your fee to
Charity!! Why did you choose to
donate it?
I believe that when I do something for
charity, some good things will come
back to me.
Have you ever been to Japan?
No I haven't been yet, but I plan to go to
Japan next year! Japan always makes
me think of new technology, nice people
and the beauty of the country.

まだないけれど、実は来年行く予定だよ!	
 日本と聞いて想

for his trademark stencil design.
Has won international awards,

with Shy P. Limanon from Mass
Universe (http://vimeo.

Could you tell us about your stencil
design?
My stencil work comes from a stencil
font test I did a while ago. I try to stencil
words and pictures from a simple one
block stencil. You’d be surprised; with
just this one-block stencil I can do just
about any words and pictures that I
want.

寄付など良いことをすれば、いつか良いことが自分にもど

イン料を、こどもアートフェス

Thai graphic designer and street
artist based in Bangkok. Known

Thanks for the great front cover
Rukkit! Could you tell us about it?
When I first heard that this was for Kobe
city, I thought about cows because
Kobe Beef is very, very famous all over
the world.

	
 
神戸のイメージは?	
 
まだあまりよく知らないんだけど、美しくて文化的なまち
をイメージしている。神戸を訪れたら、ぜひローカルフー
ドを食べてみたい、もちろん神戸ビーフもね! ⚓	
 

What's your image of Kobe City?
I don’t know much about it, but it looks
like a beautiful, cultural city. When I
come to Kobe, I definitely want to try
the local Kobe food, including Kobe
Beef, of course! ⚓

