. D O C K

04

DESIGN SAFARI

DESIGN SAFARI:
Finding the “SHAPE” of KOBE

神戸市文書館で神戸の「かたち」と出会う
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ス ワ ヒ リ 語 で 「 旅 行 」 を 意 味 す る 、 Safari （ サ フ ァ
リ）。探検や狩猟を意味する言葉として、英語にも
なっています。2 年目を迎えた、くらしとデザインを
考える「デザイン都市・神戸」のフリーペーパー
『.DOCK』は、デザインをテーマにまちをめぐるサフ
ァリからスタート。ふだんとは違う視点で、まちを見
つめ直します。旅のはじまりには、地図がつきも

“Safari” means “travel” in Swahili.
It’s a word that means ‘exploration’
and ‘hunting’, and has been adapted
into English. “.DOCK”—a free paper
from Design City Kobe for
considering design and life—has
started safaris in Kobe with ‘design’
as a theme. We aim to re-look at the
city from a different point of view. A
map is your tool when you start a

の。まずは、神戸市文書館で神戸の地図をめぐる

journey. We started with a design

デザインサファリ！

safari at the Kobe City Archives,

（テキスト：二階堂薫／サファリ・クルー：ビアンカ・
ボイテル、ダンカン・ブラザトン、後 藤 哲 也 ）

looking at maps of Kobe.
(Text: Kaori Nikaido, Safari Crew:
Bianca Beuttel, Duncan Brotherton,
Tetsuya Goto)

三宮集合。3 名のクルー全員、神戸の地理や歴史に
うといため、歴史的な資料が保管されているという神戸
市 文 書 館 をめざすことに。建 築 家 ・小 川 安 一 郎 氏 によ

I Arrived Sannomiya. Destination: Kobe
City Archives, a safe keep of historical
documents. Originally a fancy building
done in an art-deco style by architect

るアールデコ調 のしゃれた建 物 はもともと、池 永 孟 （は

Yasuichirou Ogawa and Paid for by

じめ）氏が私財で建てた私立の南蛮美術館。新神戸駅

Hajime Ikenaga from his personal funds,

のすぐ近く。

it used to be a private museum. Close to
Shikobe Station.

神 戸 市 文 書 館 までの道 を確 認 するため、タクシーの
ナビ、iPhone アプリなど 4 つの地図を駆使したにもかか
わらず、迷子に。はげしく遅刻したクルーをやさしく迎え
神戸市文書館	
 

In spite of four maps including the taxi’s
Navigation and i-phone applications, we
still lost our way to the Archives. Our

Kobe	
 City	
 Archives	
 

る、館長の松本正三さんと石橋正好さんは、今回の頼

trustworthy guides for the day,

http://www.city.kobe.lg.jp/in

もしいガイドです。

superintendent Mr. Masamitsu

formation/institution/institu

Matsumoto and Mr, Masayoshi Ishibashi

tion/document/	
 

warmly greeted our sorely late crew.

	
 
松本正三	
 
Shouzou	
 Matsumoto	
 
公益財団法人	
  	
 
神戸都市問題研究所主任研究員	
 
（神戸市文書館長）	
 
	
 
石橋正好	
 
Masayoshi	
 Ishibashi	
 

松本「だいぶ新しい地図ですね。神戸の市街地は約 6
～7 割が第二次世界大戦で被災したうえ、ほとんどの
まちなみが変わってしまいました。現在のまちの原型は
戦後につくられたものであり、阪神・淡路大震災の影響
もあるため、戦 前 と戦 後 の地 図 を比 べるのがよいと思
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ダンカン 「神戸のまちをサファリするにあたって、神戸

In spite of four maps including the taxi’s

の地図がたくさんあると聞き、うかがいました。さまざま

Navigation and i-phone applications, we

な年代の、いろんな種類の地図があるそうですね」

still lost our way to the Archives. Our
trustworthy guides for the day,

松本 「はい。今日はどういう地図を見たいですか」

superintendent Mr. Masamitsu

後藤 「戦後ぐらいから？」

Matsumoto and Mr, Masayoshi Ishibashi

松本 「だいぶ新しい地図ですね。神戸の市街地は約
6～7 割が第二次世界大戦で被災したうえ、ほとんどの
まちなみが変わってしまいました。現在のまちの原型は
戦後につくられたものなので、阪神・淡路大震災の影
響もあるため、戦前と戦後の地図を比べるのがよいと
思います」
ダンカン 「神戸市がどう変わってきたのかだけでなく、
僕たちは地図そのものにも興味を持っています。この
地図はおもしろいよ、というのがあればぜひ見てみたい
です」
松本「ここにある地図は全部、おもしろいと思いますよ」
一同 「（笑）」

warmly greeted our sorely late crew.
Duncan: “We’ve come to visit you on
safari because we heard you had lots of
maps of Kobe city. You have all kinds of
maps from various dates, am I right?”
Matsumoto: “That’s right. What kind of
maps do you want to see?”
Tetsuya: “Considering the number of
pages... from the post-war period?”
Matsumoto: “They’re quite new. In the
2nd World War, Kobe’s town areas we
struck 6 or 7 times, so most of the
townscape has changed since then. The
current town model was made in the
postwar period with influence from the
Great Hanshin Earthquake, so I think we
should compare the prewar and postwar
maps.”
Duncan: “It’s not just how Kobe has

神 戸 の 歴 史 は 水 害 の 歴 史 	
 

changed, we’re also interested in the
maps themselves. If you have any maps
that you think are interesting, we’d love

ビアンカ 「神戸は海と山がすごく近いですね。」

to see them.”

松本 「神戸港は水深が深いため、船を着岸しやすい。

Matsumoto: “Ah, but all the maps here

自然にできた良港でした。山と海が近く、急斜面になっ

*General laughter*

are interesting.”

ているので、神戸の歴史は水害の歴史でもあります。
六甲山がもろい花崗岩（かこうがん）でできていて、雨

Kobe’s History: a history of flood
disasters

によって土が市街地まで流されていたんです。そのた
め、六甲山に堰堤（えんてい）をつくったり、植林事業を
進めるほか、六甲山の土を運んでポートアイランドや六
甲アイランドなどの人工島をつくることに。災害の防止
と市街地の拡張という、2 つの目的を果たすための計
画でした」
一同「なるほど」

Bianca: “Kobe is close to the sea and
mountains, isn’t it?”
Matsumoto: “Its easy for boats to reach
the shore as Kobe’s port is deep. It’s a
good, natural harbor. Because the
mountains and the sea are close there’s a
steep slope, meaning Kobe has flood
damage in its history. Mt. Rokko is made
of brittle granite; the earth used to wash
into the city streets from the rain. For
that reason dikes were made in Mt.

ビアンカ 「神戸の港の開発の経緯がわかる地図はあ
りますか」
松本 「神戸市が今の形になったのは明治 40 年、埋め
立てをおこなって港をつくる、という事業が始まった年で
した。山に浮かび上がるいかりのマークは、その時の
記念です。明治 7 年に、民間と行政で新川運河をつくっ
て風から港を守り、さらに明治 30 年ごろに兵庫運河を
つくっていきました。神戸から江戸や大阪、奈良、京都
にものを運ぶことができるようになったんです。天然の

Rokko, and in addition to tree-planting
programs, earth was transported to
make the artificial islands of Port Island
and Rokko Island. It was a plan with two
aims: to prevent disasters and expand
town areas.
*General comprehension / admiration*
Bianca: “Do you have a map showing the
development of the port?”
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つくっていきました。神戸から江戸や大阪、奈良、京都
にものを運ぶことができるようになったんです。天然の
良港とはいえ、さらに機能を満たす必要がありました」

Matsumoto: “Kobe city took its current
shape in Meiji 40 (1907), when
reclaiming land operation started to
create the current port. The anchor mark
on the mountain (lit up at night) is a

後藤 「港や人工島のデザインも、市役所で？」
松本 「航路を守る関係で、国と港湾局とで設計された
ものです。市街地を増やすことも目的ですが、神戸湾
の水深では大型のコンテナ船が岸までたどりつけな
い。だから、人工島を沖につくる必要があったんです」
石橋 「コンテナ船は大きいので、なかなか港に入れな
い。神戸はもともと、摩耶埠頭にコンテナーバースがあ
って、コンテナ船が来ていたんです。そのためにポート
アイランドをつくって、コンテナーバースにしたというわ
けです」
松本 「明治から大正にかけて、港は少しずつ変わって
います。明治 40 年から埋め立てを始め、昭和 5 年から
15 年ごろ、JR の貨物専用線路でものが運ばれ、横付

commemoration of that time. In Meiji 7
(1874), the Shinkawa canal was dug by
civilians and administrations to shelter
the port from the wind, and in Meiji 30
(1897), the Hyougounga canal was
made. This made it possible for things to
be sent from Kobe to Edo, Osaka, Nara
and Kyoto. Though a good, natural
harbor, it still needed to fulfill a few
functions.
Tetsuya: “Is the city hall in charge of the
design of the port and artificial islands?”
Matsumoto: “It was designed by Japan
and the Port and Harbor Authority, in
relation to protecting sea routes. One aim
was expanding town areas, but
large-scale container ships cannot reach
the shore, even in with the depth of the
Kobe harbor. That’s why building these

けされた船に荷物を積み込んで、海外へ…」

artificial islands right on the open sea was

ダンカン 「効率的ですね」

important.
Ishibashi: “Container ships are big and
are hard to fit in the port. Kobe originally

「 島 」 の デ ザ イ ン 	
 

had a container base in Mayafutou where
the container ships went. That’s why they
made Port Island into a container base.”

スケールの大きな、海岸線をつくるデザイン。そして、
人工島のデザインや都市計画など、まちづくりという広
大な仕事に興味を持ったサファリ・クルーは、日をあら
ためて、ポートアイランドや六甲アイランドをはじめ、港
湾エリアを管轄している神戸市のみなと総局を訪問し
ました。

Matsumoto: “The port changed from the
Meiji to the Taisho eras, bit by bit. They
started reclaiming in Meiji 40 (1907);
from Shouwa 5 - 15 (1930 - 1945) a
dedicated JR freight line, loaded with
overseas cargo used to transport it right
up alongside the ships...”
Duncan: “Now, that’s efficient.”
“Island” design

この日は定刻に、神戸市役所の一室で取材がスター
ト。テーブル上には、神戸港や神戸市の地図。まず、和
田氏がどんどん語り始めました。

Large-scale, coastline design. The safari
crew, keen to find out about large-scale
work like artificial island design and town
planning, paid a visit on a different day to
Kobe City’s Harbour Office, who started

和田 「1868 年に開港した神戸港は水深が深く、波も
高くない天然の良港です。貨物の積み込みなどの荷役
和田秀俊	
 
Hidetoshi	
 Wada	
 
神戸市みなと総局

を守ために、防波堤を設置していきました。神戸の臨
海地区は、ほとんどが埋め立て地。ポートアイランド
は、もともとつくられていた防波堤の形をベースに、港
が外海に接しないよう設計されています。近年は、船の
大型化にともない、水深 16m まで掘り下げる工事も進
んでいます」

the Port Island and Rokko Island projects
and have the harbour area under their
jurisdiction.
Research started on schedule in one
room in the Kobe City’s Government
Office. Maps of Kobe Harbor and Kobe
City on the table. Mr. Wada starts talking
rapidly.
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大型化にともない、水深 16m まで掘り下げる工事も進
んでいます」

Wada: Kobe Port, opened in 1868; a
good, natural harbor with a good depth
and small waves. Breakwaters were
established to protect the loading and

後藤 「人工島の形を決める際は、たとえば建築家の
方などが担うのですか」
和田 「旗振り役は、みなと総局です。私たちは土木の
技術職なので、大学の先生や国土交通省の方々など
をふくめた検討委員会を設置して、議論します」
後藤 「人工島のかたちは、シャープでかっこいいなと
思います。一方、自然にあるものは曲線でできていま

unloading of cargo. Most of Kobe’s costal
district is reclaimed land. Port Island was
setup with a breakwater shape as a base,
to separate the harbor from the open sea.
In recent years, construction work has
been progressing to dig the water depth
to 16m, as boats also increase in size.
Tetsuya: “When deciding the shape of
artificial islands, do you ask Architects,
for example?”

す。人工島が直線的なつくりなのは、技術的な問題で
すか」
和田 「船が停まることを前提にしているため、曲線だ
と停まりにくいんです。型枠をつくる技術面からいえば、
曲線での仕上げは可能ですよ」

Wada: “The flagmen are from the Harbor
Office. We’re all civil engineers; we
established an investigative commission
comprising of members from the Ministry
of Land, Infrastructure and Transport and
university professors to discuss the
situation.”
Tetsuya: “I think Artificial Islands look

後藤 「まちをつくるよろこび、自分たちがつくったんだと
いう実感はありますか」

cool with straight edges. Usually, natural
shapes have curves. Are there technical
reasons behind making artificial islands

和田「地図に載る仕事ということができるのは役所なら

with straight lines?”

では。まちが現在の形に至るまで、さまざまなパターン

Wada: “One of the prerequisites was

が想定されていました。すべてが理屈の上に成り立っ

curved lines. From the technical side, it’s

ているわけではなくて、センスを生かす場面も少なくな

possible to finish up a curved mould.”

いですね」

Tetsuya: “Do you have any sense of

docking ships, which is hard to do on

accomplishment or delight at making
harbours?”

テキスト：	
 

Wada: “Making topography that stays on

二階堂薫	
 
Text:	
 
Kaori	
 Nikaido	
 
	
 
	
 

「地図」から始まったデザインサファリは、神戸の
「まちのかたち」を巡るものになりました。人工島が
災害対策と市街地と港の拡大のために計画された

サファリ・クルー：	
 

こと、そして、「まちのかたち」をつくるという巨大な

Safari	
 Crew:	
 

「デザイン」は、「工学（エンジニアリング）」主導な

	
 
ビアンカ・ボイテル	
 

のに「センス」に頼る部分も多いことなど、興味深

maps can only be done by government
offices. Various patterns are thought out
before the town arrives at its current
state. It’s not like all of them are created
based on theories, but a lot still make the
best use of good taste.”
Our first design safari started with
“Maps,” and a journey around the

Bianca	
 Beuttel	
 

い発見がいっぱい。身の回りの日常の風景にも、

http://outofoffice.jp	
 

さまざまな「デザイン」が溢れています。みなさんも

are planned for disaster prevention

デザインサファリしてみてはどうですか？⚓

and the enlargement of town areas

	
 
ダンカン・ブラザトン	
 
Duncan	
 Brotherton	
 
http://outofoffice.jp	
 
	
 
後藤哲也	
 
Tetsuya	
 Goto	
 
http://outofoffice.jp	
 
	
 

“shape of cities.” Artificial islands

and the harbour; many parts of
large-scale design relying on sense,
even though engineers handle
them. A fruitful safari loaded with
interesting facts for the mantle!
Your everyday world around you
overflows with all kinds of “design.”
Why don’t you try your own design
safari? ⚓

.DOCKTALK

.DOCKTALK: “Design, big and small”
.DOCKTALK:デザインの大と小
デザイン都市・神戸を発信していくメディア『.DOCK』の公開

	
 

取材イベント「.DOCKTALK」。6 月 8 日のゲストは、キャンペ

Design City Kobe’s official media,
“.DOCK”. Our guest (July 8th) is involved in

ーンの規模、予算、成果としての売上もビッグな大企業か

all kinds of branding both big and

ら、結果がストレートに表れる個人店まで…大小さまざまな

small—from large companies with their

ブランディングにたずさわるグラフィックデザイナーの増永明

campaign scales, budgets and sales

子さん。「デザインの大と小」をテーマに、実際に手がけた事
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“.DOCKTALKs” are public interviews for

accomplishments to private businesses
with very straight forward achieve-

例から行政、教育など、デザインのチカラがまだ及んでいな

ments—graphic designer, Akiko Masu-

い領域で「デザインにできること、すべきこと」を考察。クリエ

naga. This was a study into ‘things design

イティブに関わる人間は何を考え、どんな風にふるまえばよ

can and should do.’ We discussed areas

いのかを探っていくひとときとなりました。
(インタビュアー: 二階堂薫)

the power of design has not reached,
including administration and education,
and showed actual examples along the
theme, ‘Design, big and small.’ The question: What do creative people think, and
how should they conduct themselves?
(Interview: Kaori Nikaido)

Masunaga: I’d like to make this easy to
understand. My first job after graduating
from a vocational school was at some
cosmetics maker, making the artwork for
増永明子	
 

labels on small products. We used pho-

Akiko	
 Masunaga	
 

tosetting; I put individual characters

増永 : 今日は“カタカナ横文字言葉”をできるだけ使わず
に、わかりやすくお話ししたいと思います。初めての仕事は
専門学校卒業後に入社した某化粧品メーカーで、小さな商品
ラベルの版下をつくることでした。写植という技術を使って、1
文字 1 文字、犯人が脅迫状をつくるようなイメージで文字を
組んでいたんです。直径 15mm 弱の小さな仕事でしたが、私
にとっては非常に大きな経験で、自身のデザインの基本に
なっています。特に、タイポグラフィは大事だなと。
二階堂 : デザインはディテールも重要だ、と常々おっしゃっ
ていますよね。

together, like a criminal preparing one of
Masunaga: I’ll try to avoid using hard to
those threatning letters. Every time I look
understand words today. My first job after
at young designers and student portfolios,
graduating from a vocational school was at
many use existing fonts, and I feel that it’s
a cosmetics maker, doing artwork for
easy to make letters. I believe that tylabels on small products. We used phopography is important in addition to a
totypesetting; I put individual characters
phototypeset feel.
together, like a criminal preparing one of
Nikaido: You often tell me that details in
those threatening letters. It was a huge
design are important. I worry about
experience for me, even though it was a
letterspacing myself, now.
tiny lob less that 15mm in diameter, and
Masunaga: As the theme is “design, big
has become the foundation of my design.
and small”, I’ll be talking about companies
Typography is especially important.
big and small, including mother organizaNikaido:
often tell
thatbrand
details
in a
tions. I’mYou
in charge
of ame
small
(not

増永 : 次に、大きい企業と小さい企業の仕事について、お

design
important.
flagshipare
product)
from a famous western

話しします。大きな菓子メーカーの 1 ブランドを担当しました

confectionery
There’s
memMasunaga:
I’llmaker.
be talking
aboutsix
companies

が、企画のメンバーは 6 人ほどだったのでコミュニケーション

bers;
work
moves
andof
evebig
and
small
next.along
I waseasily,
in charge
one
ryone discusses
from
the but
brand
from a bigeverything
confectionery
maker,

はとりやすかったです。デザインや売上げ、売場などブラン

design to sales, displays,
advice
communication
was goodetc.
withI give
a

ドにまつわるすべてに関わっていました。

on products from
six-member
team.new product development that never get sold. In the case of a
small private business (a tea merchant
established 100 years ago in front of the

.DOCKTALK

個人店は、京都・宇治のお茶屋さんのケースで、店全体のプ
ロデュースや営業まで関わっています。私の役割は大小に

I was involved in everything from the
design to sales and POS. For small shops,
as in the case of a teashop in Kyoto's Uji

関わらず変わらないですが、異なるのは役割の範囲と重さ

district, I'm involved in the production and

でしょうか。あと、お客さまの反応が個人店はダイレクトに、

business of the whole thing. My role is the

早く伝わってきます。

same, regardless of business size; what’s
different is the scope and weight. Also,

二階堂 : 効果がすぐわかるのは、やりがいがありますね。
増永 : 一般的に、商品が売れないからとデザインを変える
ケースがよく見られます。結局、本質的な課題を解決してい
ない。仕事では、工場の機械のサイズでものをつくる視点に
なっていることが歯がゆいです。
二階堂 : 物事には必ず、よさもむずかしさもありますね。
増永 : さて、ここからは少しシビアな話を。今年の 2 月に大
阪市天王寺区が広報デザイナーを募集する企画を打ち出し
ました。ポスターやチラシの作成、ホームページなどのアド
バイスをおこなう人材を、1 年間の任期で、報酬がない代わ
りにポスターや広報紙、サイトにデザイナーの名前を明記す

customer reactions come across directly
and quickly in a small shop.
Niakido: It’s worth doing if you can see
quick results.
Masunaga: Generally, I see a lot of cases
where design changes when products don’t
sell. The essential issues are never resolved. It’s sometimes irritating when a
company’s viewpoint is to make things
according to the size of their factory machines.
Nikaido: Good quality is difficult for almost
everything.
Masunaga: All right then, let’s get to the

るという内容。民間の力を生かしてよりよいものを、という区

severe stuff. In February, Tenoji ward

長の発案だったんですが…私は無報酬でデザイナーの力を

(Osaka) came up with a plan to hire a PR

借りる、という事に疑問を持ちました。
二階堂 : 表現というか、言葉の使い方が…

Designer. They wanted a person to design
posters, fliers and give them advice on their
homepage. No money for a year contract
but they would put the designer’s name on

増永 : そう、言葉の使い方がね。これは止めなあかんと抗

everything. It was the ward headman’s

議文を送ったのですが、1 人 2 人ではだめだと思ったので署

suggestion... I had doubts about using a

名サイトを立ち上げました。1 ヵ月もしない間に、天王寺区長

designer free-of-charge.

が廃止を決定されて、この企画はなくなったんです。

Nikaido: His way of words...

二階堂 : 誤解しないでほしいのは、行政批判が目的ではない
こと。認識に違いがあることを、増永さんは表明したのです。
増永 : 何がこうさせてしまったのか、区長に聞きたいと対話

Masunaga: That’s right, his way of words. I
sent a written protest demanding they stop,
but thinking that wasn’t enough, I started a
site collecting signatures. In less than a
month, the ward headman of Tenoji de-

を申しこんだら快く、わざわざ出向いてくださいました。天王

cided to abolish the idea.

寺区は子育てしやすい環境で、梅田や難波、奈良にも行き

Nikaido: Your aim was not criticism of the

やすく、子どもの数も、おばあちゃんおじいちゃんもたくさん

administration, though.

いる反面、異世代の交流がなく、区でイベントをしても集まら

Masunaga: When I requested discussion

ないとか。その結果、告知のポスターが悪いのではないか、

with the ward headman, he came to see me

ならばデザイナーさんにつくってもらおう、でも予算がないか
ら公募して無報酬に、と考えついたそうです。
二階堂 : 全国どこででも起こり得る問題ですよね。表層的な
ことではなく根本から解決しようと臨むのが重要かなと。
増永 : 行政でやっかいなのは、入札で物事を決めなければ
ならないこと。

especially, and in a good mood, too. Tenoji
ward is great for raising children; but even
with lots of kids, grandpas and grandmas
there’s no intergenerational exchange:
people don’t come when they hold events.
They thought the reason was ‘bad posters,’
so they wanted to recruit a designer, but
they had no budget, etc.

Nikaido: A problem that could happen

Brand Name
C3 (H.C.Creations)
Product Name
BISCOTTINI
Creative director, art
director, designer
Akiko Masunaga
Copywriter	
 
Mitsuharu Yamamura
当時、イタリア菓子として再構
築していたシーキューブ。ヨーロ
ッパのデザインを意識しつつシ
ーキューブとしてのオリジナル
の国籍を持ったデザインに。
C3 was restructured as
Italian confectionery in
those days. A design with
an original nationality for
C3 and its European design
sense.

Brand Name
Masuda Tea Store
Product Name
Uji Shincha (2013)
Creative director, art
director, designer	
 
Akiko Masunaga
Calligrapher	
 
Koji Sato,
Kyosui Terashima
Copywriter
Kaori Nikaido
創業百年の増田茶舗は宇治茶
の世界では若い。それだけに、
30 代の三代目と柔軟な姿勢で
ブランディングを行った。店舗は
唯一平等院正門前に位置して
おりマークは二羽の鳳凰が茶
壷を支えた仕上げにした。
Masuda Tea Store
(established 100 years) is
young in the Uji district. I
did branding with the 3rd
owner (30s), who had a
flexible attitude. The
stores uniqueness is its
location in front the gates
of Byodo-in, and the
two-winged phoenix mark
adds the finishing touches
to the tea jar.

.DOCKTALK

デザイン案を選ぶためのコンペは必要ですが、入札でデザイ
ンを決めるのは全く意味がない、と私は思います。金額では

everything through a “bidding” process;
it’s a nuisance; the cheapest quote is

なく思考、デザイン、人で選ぶべき。天王寺区の区長も、違和

always chosen. Competitions to choose

感を感じておられます。「あの公募以後、多くのデザイナーと

designs are important, but there’s no

話をしましたが、大半がどれだけ言葉を重ねてもそのコラボ

meaning with bids; we should choose

相手として話がかみあわないと痛感しました。結局、どういう

thoughts, designs and people; not prices.
The ward-headman of Tenoji feels

人とコラボするかですね」と。目に見えないものへの対価が

uncomfortable about this too. “After the

見いだせなくなっている今、今後は理解を得るために言葉を

advertisement I spoke to many designers,

使ってデザインを説明する人間が重要になってきます。メリッ

but the majority felt that talks would never

サ・マーシャルは科学者へプレゼンの仕方を教えることで、

mesh with their collaborating partners,” he
said. These days it’s getting harder to

地球レベルの困難に立ち向かう科学者がどれだけ素晴しい

notice value in things you can’t see. People

策を披露しても難しい言葉でプレゼンをするため結局分かり

who explain things in ways that obtain

合えない、という現状を解決しています。彼女の話の中に「省

understanding are essential. Melissa

略せずに、極限まで単純に」というアインシュタインの言葉が

Marshall teaches scientists how to give
presentations. She's trying to resolve this

出てきました。今のデザイナーにもあてはまる言葉ですよ

problem: scientists dealing with

ね。

world-level problems give presentations

二階堂 : 増永さんがよくおっしゃるのは、子どもにも…
増永 : そうそう。子どもにもわかる言葉でデザインを語るこ
とが大事だ、と思っています。けれど、デザイナーは表層的
なデザインをつくるのが仕事だと思われている。デザイナー
増永明子	
 

Usually, administration has to decide

は、デザインにいたるまでの情報整理やしくみ、構造もつく

using difficult words that are
incomprehensible, regardless of how
wonderful their plans are.
Nikaido: You say this often...
Masunaga: That’s right. I believe it’s
important to explain design so even kids
can understand. People still think of

Akiko	
  Masunaga	
 

れるということを発揮していかないといけないと思います。そ

designers as designing on a surface level;

http://www.masdb.jp/	
 

のために、デザイナーは言葉を駆使しなければならない。

but I believe they must be able to

	
 

demonstrate the ability to create structure

二階堂 : 科学者やデザイナーにとって、いつも話している難

and arrange information. For this reason

しい言葉で語る方が簡単なのでしょうね。わかりやすく翻訳

designers must have a good command in

を経て有限会社シマダデザインに入

する手間をおしまないことで新しいコミュニケーションが生ま

language.

社。2005年、マスナガデザイン部設立。

れたり、伝えたいことが伝わるのではと。

Nikaido: For scientists and designers,

グラフィックデザイナー、マスナガデ
ザイン部主宰。京都生まれ。大阪モー
ド学園を卒業後、デザイン事務所数社

fresh communication comes from the

ブランディングを軸に、幅広くデザイ
ン、ディレクションを手がけている。

増永 : 言葉つながりの話題で…「コミュニケーション学」が教

trouble taken to explain things in an easy

国内外のコンペティションにて多数入

育の場面で注目されています。昨日、二階堂さんと取材した

to understand way, and you can probably

選、受賞。	
 
	
 

伊丹市では、言葉を用いる「ことば科」が設置されていまし

Graphic designer, supervising

た。

Masunaga Design. Born in Kyoto.

say what you have to anyway.
Masunaga: Talking about language…
“Communication Knowledge” is getting

Graduated from Osaka Mode

二階堂 : 兵庫県の伊丹市で、子どもたちの学習習熟度を調

attention in education circles recently.

Gakuen; after a few design offices

査したところ、文章を読み取る力が落ちていたそうです。問

Yesterday I was on coverage with

entered Shimada Design.
Established Masuda Design in
2005. Involved in a wide range of
design and direction centered

題行動やいじめなど、コミュニケーション能力が育まれてい
ないことが原因だろうと思われる現状もあり、解決するため

Nikaido-san in Itami city where ‘language
classes’ have been established.
Nikaido: Itami city in Hyogo prefecture is

の取り組みのひとつとして「ことば科」が設定されました。「こ

examining children’s learning proficiency;

and been selected in various

とば科」では読書をしたり、百人一首を楽しく練習したり。中

it seems that their ability to read

competitions both locally and

でも、俳句をつくるというのが一番の特徴でしょうね。

sentences had dropped. They believe that

around branding. Has won awards

internationally.

the source is bullying and problematic

	
 

behavior, and these ‘language classes’

.DOCKTALK

増永 : 俳句は、いいですよね。五・七・五に季語を含める、と
いうルールのもと、頭の中で情報を整理するわけですが、こ

poets) and make Haiku.
Masunaga: Haiku are great. They have the

いて、子どもたちの表現にびっくりします。低学年は状況を述

5, 7, 5 rule, you need a seasonal word,

べているだけなんです。たとえば「クリスマス サンタさんは

and you have to organize the information
inside your head; THIS is practicing the
basics of communication, right? In

る」、これはかわいいかな。一番びっくりしたのは、4 年生の

‘language classes,’ everyone practices

「失恋で 心につもる 粉雪が」。小 4 ですよ。小 4 で、もう失恋

these basics. The classes are broadcast on

を経験しちゃった!言葉による表現力がついている、というす

“Happy FM Itami,” and some of the kids

です。情操教育に役立っていることが表れていますよね。
二階堂 : 伊丹市には 17 の市立小学校があって、「ことば科」
二階堂薫	
 

	
 

“Hyakunin Isshu” (100 poems by 100

「ことば科」の授業は「ハッピーエフエムいたみ」で放送されて

ばらしい例ですよね。伊丹市では、問題行動がなくなったそう

http://wordsmith.jimdo.com	
 

‘language classes,’ students practice

れってコミュニケーションの基本を実践しているんですよね。

だれなんだ」とか。「どんぐりが ぼうしをおとして こまって

Kaori	
 Nikaido	
 

were established as a solution. At

は 2006 年にスタート。継続力、積み重ねもすばらしいです。
増永 : 今日の総括ですが…デザイナーは表層的な役割だ

surprise me. The lower grades just state
the things around them. For example:
“Christmas is here. This guy who we call
Santa, who is he anyway?” This one’s
cute: “I saw an acorn, that went and lost
its bonnet; it seemed quite worried.” This
one from a 4th grade student surprised
me the most: “Disappointed love;

コピーライター。兵庫・西宮生まれの

けでなく、さまざまな情報整理をおこなった上でカタチをつく

神戸育ち。阪急百貨店で企画・宣伝を

っています。カタチだけを見ると小さな役割と思われがちで

heart.” A broken heart in 4th grade! An

すが、実はとても大きな視点でものづくりをおこなっているこ

excellent example of how the power of

イティングを担当。衣食住にまつわる

とが世の中に理解されたら、デザイナーが行政や国会、病

expression is attached to words.

こと、教育、福祉、行政など日々の暮

院や学校などに就職する時代が来るかもしれない。これか

経験後、フリーランスに。各種媒体や
プロジェクトの企画・編集、コピーラ

らしにかかせない領域にたずさわる。

powdered snow accumulates, within my

Problematic behavior seems to have
disappeared in Itami. Education in good

らも世間との大小さまざまな温度差を縮めていきたいです

taste is useful.

ね。伊丹市を訪問した際には、「プロのデザイナーさんに会

Nikaido: ‘Language classes’ started in

える機会なんてないと思ってました」と上司がわざわざあい

2006 at 17 municipal elementary schools

freelancing after working in PR and

さつに来るぐらい、実はプロって興味を持たれているんです

in Itami city.

advertising at Hankyu Department

よね。

Masunaga: A recap of today... design is

神戸芸術工科大学非常勤講師。	
 

Copywriter. Born in Nishinomiya,
Hyogo and raised in Kobe. Started

not just on the surface, it’s the

Store. Working in all kinds of
media, planning and editorial work

二階堂 : できることが多いから、活躍できる領域も広いと思

organization of various information. Form

and copywriting. Engaged in fields

います。前例が少ないので、開拓していく役割も。

is just a tiny role, but in truth, if

indispensible to daily life such as
necessities, education, welfare
and administration. Part-time
lecturer at Kobe Design University.

craftsmanship could be understood in a

増永 : みんなが立ち上がって同じ方向を向いたら、関係性

big way by the world, we could see an age

が変わってきます。今までデザイナーは「文字（タイポグラフ

where designers find work at administra-

ィ）」のカタチをつくることに重きを置いていました。もちろん
技術は必要だけど、これからは「言葉」も大切で、どちらかに

tions, parliament, hospitals and schools. I
really want to shorten this gap in enthusiasm. Up till now, designers have been

大小をつけるのではなく、同じ力量で対峙する必要があると

putting emphasis on the shape of letters.

思うのです。

Craft is important, but ‘words’ are important too, and we have to place equal

二階堂 : 締めとしては、言葉を使った対話を心がける姿勢

importance on both.

が大事だよっていうことですよね。

Nikaido: You mean it’s important to

増永 : 私は「おもしろい」「楽しい」「美しい」にはかなわない
と思っています。デザイナーは言葉と、美しいビジュアルや

consider the words we use, right?
Masunaga: I’m no match for “interesting,”
“fun,” and “beautiful.” I believe that design

ユーモアを持って楽しくコミュニケーションできる仕事だと思

is work where you can enjoy

っているのです。⚓

communication with words, beautiful
visuals and humor. ⚓

WORK KOBE

Offering a different flavor: Rokko Beer

こだわりの味を提供する「六甲ビール」
神戸のクリエイティブな企業を訪ねるこのコーナー、今

	
 

回は六甲山で、様々なビールを醸造・販売する六甲ビ

This corner introduces creative
companies in Kobe. This time we
visited Rokko Beer, producing very

ール醸造所さんを訪ねました。（テキスト：ダンカン・ブラ

different beers just over the mountain.

ザトン 聞 き手 ：浜 田 あかね、ダンカン・ブラザトン、後

(Interviewers: Akane Hamada, Duncan

藤哲也）

Brotherton, Tetsuya Goto)	
 

Shuichi Inoue (staff)

どのようなビールを作っているのですか？

Could you tell us about your Beer?

	
 

中 島 （郁 ）：エールビールを作 っています。ラガータイプ

03

（左から）中島学、中島郁夫、	
 
井上修一	
 
	
 
Interviewees (from left):
Manabu Nakajima (Jr.),
Yasushi Nakajima (Sr.),

Nakajima Sr.: We brew ales here. They
are different to lagers: more depth of

よりも、味や香りに深みがあるんです。ピルスナー、IPA

flavor and aromas. We have three

（インディア･ぺール･エール）、ポーターをベースに全部

standards: our pilsner, the IPA and the

で８種類用意しています。

porter. We produce a total of eight
kinds.

中 島 （学 ）：日 本 人 の好 みにあうビールを追 求 していま

Nakajima Jr.: We try to produce beers

す。六 甲 山 の水 で作 ると、飲 んだ人 がびっくりするくら

suited to Japanese people. The water

い味に違いがでて、飲みやすいビールができるんです。

from Mt. Rokko makes our beer very
easy to drink, though people would be
surprised at the difference in taste.

DIY（Do It Yourself）がお得 意 なんですね。

	
 

中 島 （学 ）：他 の会 社 に比 べると、自 分 たちで作 った設

We can see you’re into DIY. Could

備が多いと思います。大きくはないですがカスタムメイド

you tell us about that?

のラベル製作機や麦芽粉砕機があります。自分たちが

Jr.: We have a lot of DIY equipment
compared to other companies. We’re

よくわかっている機 械 を使 うので需 要 に応 じた仕 事 が

not big, but we have our own

できます。製 造 にかかる時 間 がわかれば、いつでも作

custom-made labeler and grinder (or

りたてのビールを飲むことができますから。

mill). With these things we can do a lot
of on-demand work; with our machines
we can gauge how long processing will

中島（郁）：ほとんどの醸造会社は設備一式を外注して

take. So basically we can ship freshly

使っていますが、私たちはパーツごとに注文して、それ

made beer.

らを組 み合 わせて使 っています。専 門 のエンジニアは
いないので、問 題 が起 きたときは自 分 たちで何 とか対
処しなければなりません。これが DIY 精神にのっとった

Sr.: Most companies order and install
one system, but we ordered ours part
by part. When we put it all together, we
didn’t have an engineer to help us, so

WORK KOBE

仕事になりますね、やりたいからやる、というよりはやら
なければいけないという状況になるので。

we ended up struggling through problems
ourselves. That’s the DIY element of the
job; we don’t do it because we want to,
we do it because we HAVE to.

中 島 （学 ）：ここの設 備 の多 くはハンドメイドのパーツを
使っていますが、私たちにとってはごく普通のことです。
ラベルも自分たちでデザインしています。市販のラベル

Jr.: Lots of our equipment is outfitted with
hand-made parts. We do it all ourselves.
It’s nothing special; it’s just daily life. We

に自分たちでデザインを施して、切って貼り付けて…。

even designed the label ourselves, for

イベントで着る T シャツからパンフレットや自社ウェブサ

example. We put it on the stickers we

イトまで、すべて DIY です。どうしても自分たちの手にお

brought, cut them and stuck them on

えないことだけヘルプをお願いするようにしています。

ourselves. From the pamphlets to the
website and the t-shirts we wear to
events; it’s all DIY. We really want to try

ずばり、仕事の醍醐味はなんですか？

things ourselves. Only when it’s totally

中島（学）：営業担当のエンジニアとして IT 企業に勤め

impossible we’ll ask someone else to do it

ていたのですが、やめた理 由 というのが、自 分 の手 で

for us.

何かを作り出すということをやってみたかったから。たし

What is the most fun, or satisfying

かにビール醸造は難しいです。（長く置きすぎると風味

part of the job?

地ビール製造	
 

が な くな る の で ）扱 い は 難 しい し、販 売 も難 しい 。で も

Jr.: I used to work at an I.T. company as

Rokko	
 Beer	
 Brewery	
 

“本物”にこだわりたいと強く思います。ビールには風味

http://www.rokko-beer.com/ 	
 

an engineer doing sales. The reason I quit
was because I wanted to create

があって、他の人たちと一緒に飲んで楽しむことができ

something real. Making beer is difficult;

オーナーの中島郁夫（なかじまやすし）

ます。そうやって、“本 物 のおいしいビール”として覚 え

it’s hard to sell, and they go off if you

さんがプラントエンジニアをやめ、渡

てもらえるのは、すてきなことだと思うんです。

leave them too long. But I have a lot of

米しビール醸造技術を身につけたの

passion for the real things. Beer has

ち、六甲ビール醸造所を設立。六甲山

flavor; you can enjoy it and get drunk

の北側、北区有野町にかまえる醸造所

with other people. You can really

では息子の学さんを含め７人でビール

remember “those great beers.” I always

作りに取り組んでいる。	
 

think that’s really cool.

	
 
Owner Yasushi Nakajima left his
job as a plant engineer to learn
how to brew beer in America,
returning to establish the Rokko
Beer Brewery, located in Kita-ku
on the north side of Mt. Rokko, in
1997. The brewery currently has
seven staff members including
Yasushi Nakajima’s son, Manabu.

中島（郁）：ラベル製作機を作った時もそうですが、たく
さん問題はありますね。手でラベルを貼るのがあまりに

Sr.: We had many problems come up as
we went along, like the time I made the
labeler. Hand labeling was really hard and

大 変 なので、ラベル製 作 機 を作 ることになりました。初

tedious work, so I developed our labelers

代 と２代 目 はアナログで、３代 目 からやっとオートにす

myself. The first and second versions

るまで、本当に長い時間かかりました！こうしてビール

were analogue but the third generation

瓶 をセットすると、自 動 で回 転 してビールラベルと賞 味

was fully automatic. It took a lot of time!
When you place a bottle on it, it starts

期限をつけてくれます。問題の解決は、やりきったとい

rotating automatically and the label and

う満足感があって仕事のやりがいにもつながりますね。

the expiry date are affixed. Solving

⚓

problems like this is really personally
satisfying, and a great part of the job. ⚓

デザイングラビア(Design Pinup)	
 
	
 
今号の「デザイングラビア」ページで

１

は、世界のデザイナーたちに六甲ビー
ルのラベルをデザインしてもらいまし
た。彼らが飲みたいと思うビール、そ
の答えがこれらのラベルです。あなた
の好みはどれですか？	
 
	
 
For this issue’s “Design Pinup”
We asked four designers from
around the world to design a label
for Rokko Beer that reflects a beer
they would want to drink in their
country. Here are their answers
for .DOCK!

１。ダンカン・ブラザトン	
 

２	
 

（オーストラリア）
Duncan	
 Brotherton	
 (Australia)	
 
http://duncan.jp/	
 	
 
オーストラリアビールの特徴は遊び心
あるネーミングとテーマだと思いま
す。例えば、
“マイ・ワイフス・ビター
(「僕の妻はきつい」と言う意味)”や
“アングリー・マン・エール（怒れる
男エール）”のビールがある。六甲ビー
ルの「ろっこう」という音は英語の
"Rocky"と聞こえます。	
 

２。ジェームズ・ギブソン	
 
（イギリス）	
 
James	
 Gibson	
 (England)	
 	
 

３
２	
 

http://collectapply.jp/	
 
最近の体験とデザインにたいする気分
をミックスさせてみました。	
 

３。ヘイ・オーケー（韓国）	
 
Heyok	
 (Seoul)	
 
http://okhyeok.egloos.com/	
 
韓国では、日本のビールの深い味わい
にますます人気が集まっています。神
戸発祥のビールなのでラベルに黒ビー
ルの海を描いて、港町の夜景を表現し
てみました。	
 

４。近藤聡（日本）	
 
Satoshi	
 Kondo	
 (Japan)	
 

４	
 

http://astt.jp/	
 
ビールがつくられている六甲山の風景
を、六角形の甲羅(＝六甲)に重ねてデ
ザインしています。ハレの日に開ける
特別なビールです。	
 

LIFE_KOBE

Connecting welfare and business with
design: Nobue Hiiragi

福祉とビジネスをデザインでつなぐ：柊 伸江
デザインは特別なものではなくて、なにげない日常の中
にあるもの。障がいのある人たちが持つアートの才能と
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Design is nothing special; it’s in your
casual, daily life. This time, we went to
visit the representative director and

働く力に着目し、特に知的障がいのある方が描いた原

president of Dabudivi Design—focusing

画をオリジナルテキスタイルとして使用した、さまざまな

on the art talent and working energy of

アイテムを創 造 している株 式 会 社 ダブディビ・デザイン

handicapped people, creating various

代表取締役の柊伸江さんに、「あなたにとって、デザイ

items with original textiles from
pictures drawn by handicapped

ンとは何ですか」と質問してみました。（聞き手：畠健太

people—Nobue Hiiragi. We asked her,

郎、二階堂薫）

“What is design?” (Interview: Kentaro
Hata, Kaori Nikaido)

N o b u e H iira g i

デザインは気づかい、判断力、しかるべき姿やタイ
ミング、ひと呼吸おいて考えること、ひとりよがり

Design is consideration, judgement,
appropriate conditions, thinking with a
momentary pause, never being

でないこと、使う人になじんで無理がないことなど

self-satisfied, not overdoing it with the

…ひとことでは言えませんね。	
 

people you work with... you can't say it

	
 

in just one word.

	
 

福 祉 （ welfare ） と ビ ジ ネ ス （ business ） を デ ザ イ ン
（design）でつなぎたい、という想いが私の起業のきっか

My work started with an idea that I would
like to connect welfare with business and
design. A few years ago, as I was walking

けでした。数年前、岩手県のある場所を歩いていたとき

in Iwate prefecture, I wondered “Why am I

に「私 はなぜ、ここにいるんだろう」という気 持 ちがよぎ

here?” I had a profound feeling then, “The

った瞬 間 、「自 分 の力 だけでなく、支 えてくれる人 や必

reason I’ve battled along up till today has

要としてくれる人のおかげで今日ここまでたどり着けた

been because of all the people supporting
me and that that need me!” The things

んだ！」という実感が湧き上がったことも大きかった。自

you do for yourself; they’re just a drop in

分ひとりでできることなんて、きっとほんのわずかなんで

the ocean.

すよね。
I learned fashion design at Kobe Design
University, but the designers at the in-

柊	
 伸江	
 

神戸芸術工科大学でファッションデザインを学び、就職

nerwear company I found work at were

したインナーウエア・メーカーでは デザイナーを経験し

not designing. Normally this scene could

ました。デザイナーとして求められたのは、奇抜な発想

make you feel disappointed, but I thought,

Nobue	
 Hiiragi

力 より調 整 力 や協 調 性 。普 通 ならがっかりする場 面 な

http://www.dabudivi.com/	
 

のかもしれませんが、私 は逆 に「自 分 にもできる！」と

株式会社ダブディビ・デザイン代表取

考 えた。買 ってくれる人 や使 ってくれる人 への気 づか

締役。2006年、専門的な美術教育を受

い、手間を惜しまなければ、デザインは誰でもできるん

けていない人たちの芸術活動、アウト
サイダーアートをデザインという視点

です。

と若手デザイナーの感性が混ざり合う
ことで生み出される、キュートでパワ

spare no time and effort considering the
people who buy or use your product.
Good design never overdoes it; it’s like the
person and becomes one with the person
who uses it. When people from Kansai
leave something to someone, they say,

でアレンジしたブランド「みっくすさ
いだー」をスタート。障がいのある人

“I can do this!” Anyone can design, if you

いいデザインとは、無理なく、その人らしく、使う人の中

“anjyoyou shitoite” (lit. “If it turns up in a

に溶けこんでいくもの。関西人が誰かに何かを任せると

good condition, that’s fine”). Designing the
spaces for use is also important. Maybe we

フルなデザインが話題を呼んでいる。

きに言う「あんじょうようしといて＝いいあんばいにやっ

おとなの遊び心を刺激するアーティス

てくれたらいいよ」という感 じです。使 うことで完 成 され

doctor or a policeman, but I believe it’s

る、余 白 のデザインも大 切 で。お医 者 さんや警 察 官 の

designers who remake the future after-

アブランドマネージャー、京都聖母女

ように、人 の命 を直 接 的 には救 えないかもしれないけ

wards.

学院短大非常勤講師。大阪出身、神戸

れど、その後の未来をつくりかえていくのがデザイナー

ティックな色や柄が特徴のブランド
「アル」も。はあと・フレンズ・スト

在住。	
 
	
 

なのではないかなと思っています。

Representative Director and
President of Dabudivi Design.
Started the brand “Mixsider” in

can’t save someone’s life directly like a

After I knew about the world of welfare, I
was often asked, “why do you choose not
to make money?” My desires are the

福祉の世界に関わることを選んでから、「なぜ、もうから

elevation of design’s economic value and
the social position of people related to

2006, arranging outsider art—the

ないことをするの？」とよく聞かれます。私の願いは、デ

artistic activities of people with no

ザインの経済的価値やデザインに関わる人たちの社会

made use of, even though it’s essential in

的 地 位 を向 上 させること。法 律 や経 済 、医 療 などどん

any field; law, economics, medical care. I

designs brought forth from the mix

な業 界 にもデザインは必 要 なのに、デザインの力 はま

chose to be involved with handicapped

of sensitivities of handicapped

だまだ活 かされていませんよね。福 祉 に関 わる道 を選

formal art training—from a design
viewpoint. The cute and powerful

people and young designers are a
hot topic of conversation. Also
created “Aru,” a brand with artistic
colours and patterns that stimulate
the inner child. Brand manager of
“Heart Friends Store” and
part-time teacher at Kyoto Seibo
College. Born in Osaka, resident in
Kobe.

design. Design’s power is still not being

people because I felt an attraction to their
pictures. These clothes I’m wearing are

択 したのは、障 害 のある方 の絵 に魅 力 を感 じ、デザイ

from the painting, “pentagons and hexa-

ンの力を活かせると思ったから。たとえば、いま私が着

gons” from a handicapped person. Aren’t

ているのは、障がいのある方が描いた「ヘキサゴンとペ

they lovely? (laughs) It’s not about not

ンタゴン」という絵から生まれたお洋服です。素敵でしょ

doing something because it doesn’t yield a
profit; I want to embody the idea that there

（笑 ）。もうからないからしないのではなく、利 益 を生 み

is value in design through the creation of

出すことで、デザインには価値があることを体現してい

profit. ⚓

きたいですね。⚓

EVENT REPORTS
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会期

会場風景 加川広重 巨大絵画「雪に包まれる被災地」が繋ぐ東北と神戸プロジェクト

2013年3月20日（水・祝）～31日（日）
会場

Exhibition Hiroshige KAWAGA's Giant Painting, “A devastated area covered in snow;” a project connecting Tohoku and Kobe

デザイン・クリエイティブセンター
神戸（KIITO）
主催
アート・サポート・センター神戸
共催
神戸市、デザイン・クリエイティブ
センター神戸
協力
公益財団法人「神戸文化支援基金」、
神戸市立灘区民ホール、NPO法人
DANCE	
 BOX、トモニプロジェクト、
日本ピアノサービスKK、ギャラリー

Hiroshige KAGAWA,
Connecting Touhoku and Kobe:
“A devastated area covered in snow”
(An Enormous Painting)

島田、神戸芝居カーニバル実行委員
会、音遊びの会	
 
	
 

Period

加 川 広 重 	
  巨 大 絵 画 「 雪 に 包 ま れ る 被 災 地 」 が 繋 ぐ 東 北 と 神 戸
	
 

20th (Wed.Public Holiday) - 31st
(Sun)	
  Mar. 2013

私は宮城県で生まれ育ち、東日本大震災を

I was born and raised in Miyage Prefecture,
and I experienced the Tohoku earthquake. I

Venue
Design and Creative Center Kobe

経験しました。「雪に包まれる被災地」（高さ

(KIITO)
Organization

5.4ｍ×幅 16.4ｍ）は自分の中に感覚的な記

shape, resulting in “A devastated area covered

Art Support Center Kobe
Sponsorship

憶が残っているうちに表現しようと、震災のあ

in snow” (5.4m high x 16.4 wide); I completed

った２０１１年内に描き切った作品です。初め

it within the year of the earthquake, 2011. I

Kobe City, Design and Creative
Center Kobe
Cooperation
Public Interest Incorporated

て発表した仙台では「東北外で展示し、伝えて

decided to take my memories and give them

exhibited it in Sendai initially and heard an
overwhelming number of voices tell me,

ほしい」という声が非常に多く、展示できるスペ

Foundation “Kobe Cultural Support
Foundation,” Kobe Nada Hall, NPO

“Exhibit outside Tohoku, you must tell

ースを探していましたがほとんどの話は作品

everyone.” I tried to find a space, but most

Dance Box, Tomoni Project, Japan
Piano Service KK, Gallery

の大きさが問題となり消えていきました。KIITO

talks ended when I mentioned the artwork

Shimada, Kobe Shibai Carnival
Executive Committee,

での展示が実現したのは、本当にたくさんの

Otoasobinokai

size. The reason I was able to exhibit at KIITO
in Kobe was the truly amazing amount of lucky

幸運な巡り合わせと、同じ被災地である神戸

chances I had and the strong feelings of

の関係者の強い想いがあったからだと思いま

everyone in Kobe—also a disaster affected

す。

area.
In the exhibition venue, many people spoke

展示会場では東日本大震災への想いを阪神

and exchanged thoughts of the Tohoku

大震災の記憶と交えて話される方が多く、深

Earthquake and memories of the Great

い同情と進まぬ復興への怒りが伝わって来ま

Hanshin Earthquake; deep compassion and
anger at progress-less reconstruction were

EVENT REPORTS

大震災の記憶と交えて話される方が多く、深
い同情と進まぬ復興への怒りが伝わって来ま

Hanshin Earthquake; deep compassion and
anger at progress-less reconstruction were

した。会期中、東北への志縁を続けるアーティ

circulated. During the event artists continuing

ストが絵を舞台背景に演奏や舞踏などのパフ

work related to Tohoku gave music and

ォーマンスを行い、２つの被災地が芸術を通し

contemporary dance performances with my

て繋がり合うことで、会場にはたくさんの感情

artwork as a backdrop, bringing a connection
between the two disaster-struck areas

が沸き上がりました。この模様は宮城県のテ

through art; the venue swelled with many

レビニュースで流れ、絵の前で涙する神戸の

emotions. Images of people in Kobe in tears

人々の映像を見て、涙が出たと言う被災者の

were shown on TV news in Miyagi, bringing

方がいました。感覚的に繋がるとはこういうこ
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Earthquake and memories of the Great

tears to the eyes of the victims there. Maybe
this is what it means to be connected through

となのかもしれません。⚓

the senses. ⚓

（アーティスト 加川広重）

(Artist Hiroshige KAWAGA)

会期
2013年3月23日（土）－5月19日（日）
会場
兵庫県立美術館
主催
兵庫県立美術館、産経新聞社、神戸新
聞社
後	
  援
兵庫県、兵庫県教育委員会、神戸市、
神戸市教育委員会、サンケイスポー
ツ、夕刊フジ、サンケイリビング新聞
社、関西テレビ放送、サンテレビジョ
ン、ラジオ関西、Kiss	
 FM	
 KOBE
特別協力
公益財団法人日本教育公務員弘済会
兵庫支部
協	
  賛
株式会社大伸社
企画協力
株式会社サンライズ、株式会社竜の子
プロダクション
制作協力

展会場風景 大河原邦男 画面左手の立体作品は倉田光吾郎《1/1 スコープドッグ ブルーティッシュカスタム》2004
Kunio Okawara Exhibition Sculpture Image center, Kougoro KURATA, "1/1 Scope Dog, Blue Tissue Custom" (2004)

株式会社アドシステム
協力
パナソニック株式会社、ホテルオーク
ラ神戸

Kunio Okawara Exhibition: Legend of
Mechanical Design
超 ・ 大 河 原 邦 男 展 － レ ジ ェ ン ド ・ オ ブ ・ メ カ デ ザ イ ン － 	
 

大河原邦男（おおかわら・くにお 1947- ）は
主にアニメーション作品に登場するロボットな

Kunio Okawara (1947-), is the leading
mechanical designer in Japan, designing robots
and ‘Mecha’ that appear chiefly in animation.

どのメカをデザインするメカニカルデザインとい

Involved in the likes of “Science Ninja Team

う仕事を日本において確立した第一人者。大

Gachaman” (1972), “Yatterman” (1977), “Mobile

of Art
Organization Hyogo Prefectural

河原氏の関わったアニメ作品は、｢科学忍者

Suit Gundam” (1979) and many others boasting

Museum of Art, Sankei Newspaper,
Kobe Shimbun

隊ガッチャマン｣（1972）、｢タイムボカンシリー

Sponsorship Hyogo Prefecture,
Hyogo Prefectural Board of Education,

ズ ヤッターマン｣（1977）、｢機動戦士ガンダ

humorous models. In recent years he has been

ム｣（1979）など、国民的人気を誇るものも多

attracting international attention with an

数に上る。大河原氏のデザインは硬質でリア

essential form of expression that speaks of

Period 23 (Sat.) Mar. − 19 (Sun.) May
Venue Hyogo Prefectural Museum

Kobe City, Kobe City Board of
Education, Sankei Sports, Yukanfuji,
Sankei Living Shinbun, Kansai
Telecasting Corporation, SUN-TV,

リティに溢れるものからユーモアに充ちたもの

national popularity. Kunio’s designs are filled to
the brim with diverse appeal, from hard reality to

Japanese post-war culture.

Radio Kansai, Kiss FM KOBE / Special
Cooperation The Hyogo Branch of

まで多様な魅力を湛えており、近年は戦後日

Speaking volumes of the work of designer Kunio

the Japan Education Mutual Aid
Association of Welfare Foundation /

本文化を語る際に欠かすことの出来ない表現

Okawara and central to this exhibition were

Support Daishinsha Inc. / Project
Cooperation Sunrise Inc.,

として、国際的な関心も集めている。

“model documents” prepared for animation

TATSUNOKO PRODUCTION Co., Ltd. /
Production Cooperation ADD
SYSTEM Co. / Cooperation
Panasonic Corporation, Hotel Okura
Kobe

production. Model documents—often seen in
designer’s work—are extremely valuable, but

この展覧会ではデザイナー大河原邦男の仕

they’re never normally the targets of enjoyment,

事を伝えるものとして、アニメ制作のために用

merely rough sketches mapping out the final

意される「設定資料」が展示の中心に据えら

artwork. This was the first time these original

れた。設定資料はデザイナーの仕事を見てい

drawings were made available to the public. One
could say that this was a large challenge for the

くうえで重要なものだが、本画に対するデッサ

exhibition planners, those in possession of the

ンに近い位置付けのため、通常は観賞の対

materials and above all Mr. Okawara himself. The

象とはされないものであり、そのオリジナルが

exhibition ended up as an extremely valuable

公開されたのは今回が初めてとなる。その意

opportunity to take an extensive view of his
movements over the past 40 years. In addition to

味では企画者にとっても、資料の所蔵者にと

the illustrated book covering almost all of the

っても、何より大河原氏にとっても一つのチャ

exhibited materials, it would be fortunate to be

レンジであったと言えるが、40 年を越す氏の活

considered as a form of assistance into the

動を見渡す貴重な機会となったのではない
か。出品資料のほぼ全てを網羅した図録とと
もに、これからの日本の文化史研究の一助と
なれば幸いである。⚓
（兵庫県立美術館学芸員、小林公）

research of Japanese Cultural history. ⚓
(Hyogo Prefectural Museum of Art, Tadashi
Kobayashi)

EVENT REPORTS

The 5th Design Manager Forum Kobe
- SOZO - The SOZO Source, creation and
imagination for life, learned from design managers
第５回デザイン経営者フォーラム・神戸 －ＳＯＺＯ－
暮らしに創造と想像をデザイン経営者から学ぶＳＯＺＯの源泉
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「デザインは、経 営 資 源 である。」私 が尊 敬 す
る、神戸を代表する企業の創業社長がいつも

“Design is resource management.” Words often
said by a president I respect who established one
of Kobe’s representative companies. This

会期

おっしゃる言葉だ。社長は、かつて未成熟だっ

2013年3月26日（火）
会場

president is a unique manager; he’s been a

た市場を業界のパイオニアとして 40 年以上牽

business pioneer in the marketplace for over 40

デザイン・クリエイティブセンター神
戸（ＫＩＩＴＯ）

引 してこられた類 い稀 な経 営 者 だ。躍 進 を遂

years now. In addition to the various

主催
神戸市

げてきた社 歴 の中 で、「デザインなくして今 日

後	
  援
神戸商工会議所

はなかった。」と断言されている。ここで社長が

The “design” that the president points out here is

言 う「デザイン」とは、色 や形 だけでなく、戦 略

not color or shape; it’s ‘strategy creation’. It’s a

づくりそのものも指 す。社 員 のみならず、外 部

detailed exchange of ideas with external

協力
公益財団法人日本デザイン振興会、デ
ザイン・クリエイティブセンター神
戸、フードデザイナーズネットワーク
協	
  賛
佐川印刷株式会社
Period 26th (Tue) Mar. 2013
Venue Design and Creative Center
Kobe (KIITO)
Organization Kobe City
Sponsorship The Kobe Chamber of
Commerce and Industry
Cooperation Japan Institute of
Design Promotion, Design and
Creative Center Kobe (KIITO), Food
Designers Network
Support
Sagawa Printing
パネリスト	
 
アスクル株式会社	
  代表取締役社長兼
ＣＥＯ	
  岩田彰一郎	
 
グラフ株式会社	
  代表取締役社長	
  	
 
北川一成	
 

のデザイナーや、アートディレクターとも綿密な

breakthroughs in the company’s history, he
asserts that today wouldn’t exist without design.

designers and art directors in addition to company
employees: giving concrete expression to tactics

意 見 交 換 をし、改 革 の担 い手 として共 に戦 術

as well as bearing responsibility for innovation.

を練ってきた。まさに「デザイン経営者」だ。「デ

You could call him a ‘design manager.’ The

ザイン経 営 者 フォーラム」とは、そんな経 営 者

“Design Manager Forum” is a chance for people to

や、それに共感するオーディエンスが集う機会

hear these managers. The theme for the 5th
forum was reation and imagination for life”. How

だ。第 5 回目となる今回のテーマは「暮らしに

much do design managers contribute to

創 造 と想 像 を」。デザイン経 営 者 が采 配 する

spiritually rich lives in the businesses they

企業は、心豊かな暮らしにどのくらい寄与でき

command? In addition, what do these managers

るのか。また、この経営者が創造の源泉として

believe to be the source of creation? How exactly
do they communicate with company employees

いるものは何なのか。社員や外部ブレインとは

and external strategists? Design managers from

どのようにコミュニケーションを取 っているの

all fields were asked about their daily practices

か。各分野のデザイン経営者に、様々な角度

from a variety of angles. In these times of

から日々の実践を聞いた。

globalization and constantly changing business
values, I feel that the accumulation and

千島土地株式会社	
  代表取締役社長	
 
芝川能一	
 

私は、神戸はデザイン都市として、世界に対し

transmission of “design as resource

株式会社フェリシモ	
  代表取締役社長	
  	
 
矢崎和彦	
 

てどんな在 り方 を発 信 できるか考 えている。

management” has the ability to grow even further

	
 
Panelist:
ASKUL Corporation, Representative
Director and CEO,
Shouichirou IWATA
Graph Co. Ltd., Representative
Director Issei KITAGAWA
Chishima Real Estate Co., Ltd.,
Representative Director, Yoshikazu
SHIBAKAWA
FELISSIMO Co., Representative
Director, Kazuhiko YAGASAKI

「経営資源としてのデザイン」の情報集積や発

from now. ⚓

信は、グローバル化で企業の価値が変わりつ
つある今 、ますます重 要 度 を増 すと感 じてい
る。⚓
（デザイン経 営 者 フォーラム ファシリテーター
株 式 会 社 RURIKOPLANNING 代 表 取 締 役
アートディレクター 星加ルリコ）

(Text: Design Manager Forum Facilitator:
RURIKO PLANNING Co. Representative and Art
Director, Ruriko HOSHIKA)

DOQ
Designedly Open Questions
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What would you expect from a product
made in Kobe?

メイド・イン神戸に期待することは？
	
 

神戸で作られたものを神戸たらしめるものは何で
しょうか？一目でわかる特徴は？そもそも“神戸ら
しさ”とは何 でしょうか？
（テキスト：ビアンカ・ボイテル）

What would you expect from a product
made in Kobe? What makes things
from Kobe special? How can they be
recognized at first sight? What is
Kobe-like? (Text: Bianca Beuttel)
If you ask people from the city about

町の人に「神戸といえば？」と聞けば、多くは「海と山
の両方を満喫できること」と答えるでしょう。他にも港の

the characteristic features of Kobe in
general, a frequent answer is, “Kobe is
close to the sea and the mountains, so

重要性や外国文化との結びつきといった答えもあるで

you can savor both.” Others refer to

しょう。

the importance of the harbor and the
resultant ties to foreign cultures.

昨 年 の.DOCK TALK イベント「NIPPON のデザイン/

We were also talking about the

KOBE のデザイン」でも”神戸らしさ”とは何かについて

question of ‘Kobe-likeness’ at

取り上げました（.DOCK 第１号参照）。この時のディスカ
ッションで登 場 したかわいらしいパッケージに包 まれた
神 戸 のお菓 子 について、私 が今 も覚 えていることがあ

the .DOCKTALK event “Nippon no
Design / Kobe no Design” last year
(see .DOCK01). As a basis for
discussion we brought various
Kobe-made confectionary wrapped in

ります。ポートタワーや北 野 異 人 館 などの名 所 を描 い

fancy packages. And something I still

たパッケージを見 た時 の、参 加 者 のむっとしたようなリ

remember was the irritated reaction of

アクションと「旅行者向けのお土産ですね」というコメン
ト。

some participants to these packages
picturing Kobe’s landmark, the Port
Tower, or the ‘Ijin-kan’, historical
residences of foreigners that remain in

私たちがより納得できる結果を得るためには、町のシン

Kobe’s Kitano district. “These are
souvenirs, mostly for tourists,” they

ボルを商品のパッケージに写し取るだけにとどまらず、

objected. Apparently, more than just

もっと抽象的なレベルで考えてみる必要があるのかもし

applying some well-known visuals

れません。

例 えば、香 水 を挙 げてみましょう。液 体 を見 ただけで
は、原料となった花の形や色はわかりません。でも、ひ

representing the city to the surface of a
product is required.
To get a satisfying and convincing
result, we have to go beyond that, to a
more abstract level.

とたびその香りをかげば、その花が想像の中で咲き誇
ります ― 実際の花よりも鮮やかに色濃く。

I like to think of perfume: this liquid
doesn’t hint at the shape or colors of
the flowers it is distilled from. But once
you smell it, they bloom in your
imagination—even more vivid and
intense.

香水と同じように、神戸らしさ、クオリティーを抽象的な
エッセンスに抽出し、まだ使い古されていない新しい方
法を探すこともできるのではないでしょうか。その方法
は視覚的なものであるかもしれませんが、機能的、また
構造的なものであるかもしれません。このエッセンス

In the same way, we can distill the
qualities of Kobe into more abstract
terms, capture its essence, and search
for new, unspent means to express it.
This can be visual, but also functional
or structural. Consider the distillate as
a kind of design briefing.

を、デザインをつくるうえでの説明資料として考えてみ
ても良いでしょう。

By way of illustration and to simplify
matters, let’s stick to the ‘ingredients’
mentioned above: “Kobe is close to the

ビアンカ・ボイテル	
 
Bianca Beuttel

http://www.bbianca.net/

もっとわかりやすくするために、前段落で述べた答えを
思い出してみましょう。「神戸は海と山のどちらにも近く

sea and the mountains, and embraces
foreign influences”. This could be
distilled into the term “an open-minded

	
 

て、外国文化の良い影響が残っている。」これを“対照

mixture of contrasting elements”.

京都在住のデザインエッセイ

的な要素がうまくミックスしている”という言葉に凝縮す

There we go! So, how would you

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

ると、さあ、どういうデザインが考えられるでしょう？イン

クショップ、レクチャーなどを

ターフェースデザインや靴、公共交通機関のための新

手がけている。2011年には、大

しいコンセプト ― あるいはあなたが今取り組んでいる

阪とドイツ・フランクフルトで
開催された「Japanese Package

プロジェクト ― に、どのように落とし込みますか？

この「D.O.Q.」コラムは、デザ

a pair of shoes, a new concept for
public transport—or the project you
are working on right now?
Viewed in this light, the .DOCK
magazine you hold in your hands here

Design Exhibition」のキュレーシ
ョンも担当。

translate this into an interface design,

こうしてみると、あなたが今読んでいる『.DOCK』も“神

is quite Kobe-like, isn’t it? The editorial
team consists of Japanese people as

インに関する質問を投げかけ

戸らしい”と思いませんか。編集に携わるのは日本人と

well as foreigners; some of them reside

ることで、読者のみなさんとと

外国人、神戸在住のメンバーもいれば、定期的に神戸

in Kobe, others are just regular

もに、未来のデザインの答えを
探ろうという試みです。	
 
This Kyoto based designeressayist is deeply interested in
how things can contribute to the

に来るメンバーもいます。取材の対象は、神戸にとどま

other cities; and it allows room for

『.DOCK』は、“デザイン”を多種多様な、そして広い観

various and broad perspectives of

点からとらえることを可能にしています。まさに “対照
的な要素がうまくミックスしている”のです。

work on Japanese Packaging
Design, which includes articles

あなたなら真に神戸らしい製品やサービスとなる神戸

in various online and offline
publications, workshops and

のエッセンスを、どのような言葉に抽出しますか？⚓

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

design activities in Kobe but also in

らず他の町のデザイン活動にまで及んでいます。

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

lectures as well as the “JPDEX –
Japanese Packaging Design

visitors. It reports not only about

‘design.’ It really is an “open-minded
mixture of contrasting elements.”
Now, into which words would you distill
the essence of Kobe for a truly
Kobe-like product or service? ⚓

Design City Research
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Design City Research on OFF
“Show us your pyjamas”

デザイン都市調査：オフのデザイン
「あなたのパジャマを見せてください」

	
 
2013 年 7 月 現 在 、世 界 に 11 あるユネスコ・デザイ
ン都市。それぞれの都市のくらしの中にあるデザイ
ンを調 査 するこのコーナー。テーマは「オフのデザ
イン」。デザインを意 識 しないオフの時 間 に、あなた
のまわりにあるものはなんでしょう？

As of July 2013, there are 11 Unesco
city of design in the world. This
article researches design in
people’s life in each city. The main
theme is “design in the off time”.
What kind of things are around you
when you are off and don’t think
about “design”.

Buenos Aires

第一回となる今回は、ブエノスアイレスで人気のフ

Berlin

ァッション・ブランドの「Juana de Arco（ホォアナ

Montreal

デ アルコ）」CFO（最 高 財 務 責 任 者 ）をつとめる

Nagoya

Juan	
 Lanusse さんにパジャマについて質問しま

Kobe

した。	
 

Shenzhen

	
 

W hen Mariana goes to

Shanghai

ぼくの妻のマリアナは、	
 

sleep she uses her Juana

Seoul

アルゼンチンのコミックアーティスト

de arco pijamas with

Saint-Etienne

Liniers のキャラクターが印刷された

argentinian cóm ic strip

Graz

「ホォアナ	
 デ	
 アルコ」のパジャマを	
 

artist Liniers s

Beijing

気に入って毎晩着ているよ。	
 

caracters.”

The 1 s t research is with Juan
Lanusse, the CFO of Argentina
fashion brand “Juana de Arco.” We
asked a question about Pyjamas.

	
 
Juan& Mariana CFO & Designer of “Juana de Arco” 	
  	
 

Buenos Aires, Argentina

Juana de Arco
http://www.juanadearco.jp/

PHOTO LOG

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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7
/
1

7
/
5

7
/
6

日常の中にあるお気に入りの
デザインを1日1つ、7日間にわ
たってピックアップしてもら
うことでデザインを見つめる
きっかけになりますように、と
いう企画。今回は春日野道商店
街にある「小料理みくみ」の店
主、新見美智子さんにお願いし

7
/
2

ました。	
 
	
 
[撮影：2013年7月1日	
 —	
 7日]	
 
	
 
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

7
/
3

Michiko Niimi. She is
shopkeeper at “Casual Dining
Mikumi” in an arcade in
Kasuganomichi.
[Photographed: 1st to 7th
of July, 2013]

7
/
7

7
/
4

新見	
 美智子	
 
Michiko	
 Niimi	
 
	
 
春日野道商店街にある「小料理みくみ」
の店主。暖かいご飯とトークでお酒が
飲めるみんなのお母さん。三宮で	
 2年、
春日野道に移転して８年、	
 2013年5月
で10年目に突入します。古くからのお
客さん、一見さん、家族含めいつも賑
やかなお店には、みんながママに会い
に帰ってきます。	
 

	
 
Shopkeeper at “Casual Dining
Mikumi” in an arcade in
Kasuganomichi. Mother of
everyone who drinks, eats her
warm dinner and talks to her. 2
years in Sannomiya and 8 in
Kasuganomichi on the 10th of
May, 2013. Everyone—old
customers, first-timers and
family—come home to see mama
in this continuously bustling shop.

小料理	
  みくみ	
 
神戸市中央区筒井町 3 丁目 17-7	
 
営業時間 15:00～21:00	
 
定休日：土日祝	
 
TEL:078-251-0393

7/1（mon）

7/5(fri)

松崎さんのコップで美味しいお酒

クーラーの工事中

元パイロット(船)のお客様から食器類が届きました。

息子の紹介で急遽来ていただきました。

Matsuzaki san’s cup and delicious Sake

クーラーが故障となるとお客様は来ません、これで一安心。

This cutlery arrived from a customer who is a former.

Repaired cooler
My son introduced him; he came in a hurry. If the

7/2（tue）

cooler is broken we get no customers; it’s a great

孫が描いた絵

relief.

孫が身近のお仕事について学校でみくみを紹介、そのお礼の絵
付きお手紙をいただきました。本当はビールじゃなくてチューハ

7/6(sat)

イ飲んでるのよ。

娘が作家活動をしています。

My grandchild’s painting

みくみでもポストカードや小物雑貨を販売しています。

I got this decorated letter as an expression of

My daughter is an artist

gratitude when my grandchild introduced Mikumi (a

We sell postcards and accessories at Mikumi.

job of someone close) at school. I actually drink
Chuhai, not beer, though.

7/7(sun)
嫁入り道具の包丁

7/3（wed）

母親に、嫁に行く時にいただいたものです。名前入りです。今で

絞りの着物

も大切に愛用してます。

娘が、姑の着物を「捨てるのはもったいない」とリメイクするそう

Wedding present: kitchen knife

です。母も天国で喜ぶと思います。

I got this from my mum when I became a bride. It has

Dyed clothing

my name on it, and I use it regularly and with great

My daughter remakes my mother-in-law’s clothing

care.

because she thinks it’s a waste to throw them away.
I’ll bet my mother is pleased, up in heaven.
7/4(thu)
食器の写真
松崎さんの食器を、また違うお客様がお写真にしてくれました。
みくみにて販売中です。
Photo of the tableware
A different customer took a photo of Matsuzaki-san’s
tableware. We sell these at Mikumi.

. D O C K

Document Of Creativity in Kobe:
archiving creative people, events &
places in City of Design, Kobe
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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”の頭
文字。神戸と国内外の都市、そして、デザイナーと市民
をつなげるフリーペーパーです。
「クリエイティブ」の語源である crescere には、「つく
る」だけでなく、「増 やす」「育 てる」といった意 味 がある
そうです。デザイン都 市 ・神 戸 が考 えるデザインは、な
にげない日 常 に存 在 するもの。それを発 見 し、育 て増

“.DOCK” stands for “Document of
Creativity in Kobe.” It’s a free
paper connecting Kobe with other
cities and designers with citizens.
The root word of creative,
‘crescere,’ means not only to
‘make,’ but also to ‘increase’ and
‘grow.’ Design, as Design City
Kobe sees it, is existent in your

やしていくような物事を「クリエイティブ」ととらえて紹介

ever-day life. .DOCK introduces

していきます。

discovered things that grown and

あなたの身の回りにある“クリエイティブの種”を発見
する、ひとつのきっかけになれば幸いです。⚓

increase as ‘creative.’ We’d be
delighted if this became even a
single chance to discover a “seed
of creativity” in your vicinity.
“.DOCK” is made without
so-called professional equipment.
We wish to convey the message:
“design is not a question of

『.DOCK』は、いわゆるプロ向けの機材を使わずにつくられ
ています。「デザインは道具や技術だけの問題ではない」と

techniques and tools.” It’s not so
easy though...

いうメッセージを伝えるため。でも少し大変です…
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