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スワヒリ語で「旅」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。前号で「神戸市の

形」について学んだ流れから、今回は人工の島、六甲

アイランドへ行ってみました。(サファリ・クルー:ビアン

カ・ボイテル、ダンカン・ブラザトン、二階堂薫／テキス

ト:ダンカン・ブラザトン)	 

	 

【2013年9月12日(木) 快晴】	 

	 

14:40…六甲ライナー住吉駅にて	 

神戸新交通システム・六甲ライナーには、2種類の切符

がある。私たちの目的地であるマリンパーク駅へは、40

円高い方を選ぶ。六甲アイランドに位置するマリンパー

ク駅までの乗車時間は11分。サファリ・クルーのうち、

二階堂は六甲アイランドに住んでいたことがあり、ビア

ンカはファッション美術館へ行ったことがあるという。ダ

ンカンが訪れるのは、今回が初めて。	 

	 

14:48…六甲ライナーに乗る	 

住吉駅から南に向かって走る六甲ライナー。西側の窓

から外を眺めていると、一瞬で窓ガラスがくもり、みんな

が歓声をあげた。ビアンカは窓ガラスの素材に興味

津々。この窓はどうしてくもるんだろう?二階堂が、プラ

イバシー保護のためではないかと言う。でもどうして、

西側の窓だけなんだろう?六甲ライナーとこのくもりガラ

スは、どっちが先にできたんだろう?	 

	 

14:50…六甲ライナー車内にて	 

ここでダンカンが、無人運転であることにようやく気づ

く。二階堂は、六甲ライナーの事故については聞いたこ

とがないと言う。なぜ、事故が起こらないんだろう?コン

ピューターで制御されているのか、誰かがずっと監視し	 

	 

ているのか?コントロールセンターがどこかにあるはず。

運行にあたっては、どこからどこまでがコンピューター

制御によるものなのか?人が担当する部分には、何人く

“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. After learning about the 

shape of Kobe in .DOCK 04, we decided 

to Safari in Rokko Island for our second 

great adventure. (Text: Duncan 

Brotherton, Safari Crew: Bianca 

Beuttel, Duncan Brotherton, Kaori 

Nikaido) 

 

A hot, clear-skied 12th September, 

2013. 

 

14:40. Rokko Liner, Sumiyoshi 

Station. There are two ticket prices on 

the Rokko Liner; It’s an extra 40yen to 

cross the bridge into Rokko Island. 

Total journey time to our destination, 

Marine Park; 11 minutes. Nikaido lived 

in Rokko Island, Bianca has been to the 

Fashion Museum, but it’s Duncan’s first 

time. 

 

14:48 Train. Looking out the windows 

on the West side, everyone laughs 

when the glass clouds up instantly. 

Bianca wonders about the material 

they use. But why does it cloud? 

Nikaido states it’s probably a privacy 

issue. But only the West side? Which 

came first, Rokko Liner or this glass?  

 

14:50. Duncan finally realizes that 

there’s no driver, even though we’re 

sitting in the front carriage. It might be 

a silly question, but how do the trains 

not crash? Nikaido has never 

六甲ライナー 
Rokko	 Liner 

Design Safari:  

“What makes Rokko Liner go?” 

六甲ライナーを動かしているのは？	 
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heard of accidents on the Rokko Liner. 

Is it computers, or is there someone 

watching the trains all the time? There 

must be some kind of control center 

somewhere. But what part is human 

and what part machine or computer? 

How many people control this line? 

 

14:59. Train arrives at Marine Park 

Station. There’s a water park here, 

closed now that summer is over. The 

water is still clean. The elevated track 

extends out from the last stop, bends 

right and dips down out of sight. We 

wonder where it goes.	 

	 

15:03. We take photos of the front of 

the train. Bianca asks if this is a 

monorail, because the tracks look 

different. There are no steel rails, just 

flat slabs of concrete. What does this 

mean? We look under the carriage. 

There they are; tyres. But wait… why 

tyres? It looks like a high-tech train, 

but it’s more like a bus! 

 

15:16. We look up Rokko Liner on the 

smart phones. The company in charge 

seems to be Kobe New Transit Co. 

 

18:00. We take a stroll to the southern 

edge of Rokko Island, where there is a 

nice seaside café. We talk of design 

and today’s Safari. Duncan sneaks a 

beer. Satisfied with today’s Safari, we 

end.	 

ているのか?コントロールセンターがどこかにあるはず。

運行にあたっては、どこからどこまでがコンピューター

制御によるものなのか?人が担当する部分には、何人く

らいが携わっているのだろう?	 

	 

14:59…マリンパーク駅に到着	 

駅のそばにあるウォーターパークは、夏が終わって休

業中だった。施設内の水は、まだきれいな様子。終着

駅の先にも高架線路が伸びていて、右に曲がり、先端

は見えない。どこへ向かっているのだろう?	 

	 

15:03…マリンパーク駅のホームにて	 

車両の前で、記念写真をパチリ。線路の形を見ていた

ビアンカが「六甲ライナーはモノレールですか?」とたず

ねる。確かに、レールは金属製ではなく、平らなコンクリ

ート板に見える。気になって車両の下を見てみると、そ

こにはタイヤが。どうして、タイヤが?こんなにハイテクな

車両なのに、バスで使われているようなタイヤで走って

いるなんて!	 

	 

15:16…マリンパーク駅のホームにて	 

六甲ライナーについて、スマートフォンで調べる。神戸

新交通株式会社が運営していることがわかった。	 

	 

18:00…散策→休憩→解散	 

六甲アイランドの最南端、マリンパークを散策。海がす

ぐそばまで迫るカフェで、今日のデザインサファリやデ

ザインについて語り合う。ダンカンは、こっそりビールを

飲んだ。満ち足りた気持ちで本日のサファリを終了。	 
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Oct. 4th, Clear skies.  

 

14:00. A visit to Kobe New Transit Co. A 

very genial Mr. Oki and Mr. Shido greet 

us at the station gates, and usher us into 

a meeting room through a series of 

locked doors. 

 

Duncan: Thanks for taking the time to 

talk to us today. Could you tell us about 

Kobe New Transit Co. and Rokko Liner 

first? 

Oki: Kobe New Transit started the Port 

Island Line on the 5th of February, 1981, 

as a “New Transit System.” It has 

medium passenger capacity, midway 

between railroads and buses—it’s an 

unmanned, fully computerized 

system—the first of it’s kind in Japan. 

Rokko Liner was started on Feburary 

1990. The carriages are made by 

Kawasaki Heavy Industries, and the 

system was made by Kobe Steel 

(KOBELCO). It goes 4.5km from 

Sumiyoshi Station to Marine Park. It’s 

controlled by ATO (Automatic Train 

Operation) equipment, and backed up by 

ATC (Automatic Train Control) 

equipment. The entire system handles 

32,000 passengers daily. There are 3 

people in constant surveillance in the 

direction center on the Rokko Liner (and 

the Port Island has 4 people). There are 

usually 5 cars to a train, and more in the 

morning when it’s busy.  

 

Nikaido: We never hear of accidents. 

Oki: It’s a very safe system; totally 

computer controlled, so there is little 

room for human error. In addition, each 

station is entirely closed—the platform 

doors only open when the train stops. 

Passengers cannot leave the platform. 

Most accidents occur at crossings with 

trains. Rokko Liner is elevated, so we 

have no crossings. Problems (though 

rare) can be handled from the control 

room with help from the station staff. If 

there is any trouble with the trains, 

employees actually have a train driver’s 

license, and there’s a drivers seat and a 

covered operation panel at the front of 

each train. 

 

【10月4日（金） 晴れ】 

 

14:00…神戸新交通株式会社を訪問 

六甲ライナー沿線、某所。担当の沖さん、志渡さんが

笑顔で出迎えてくださった。鍵のかかったいくつものドア

を通って、応接室へ。さっそく、取材を開始した。 

 

ダンカン：まず、神戸新交通株式会社と六甲ライナーに

ついて教えてください。 

沖：1981年2月に、神戸にあるもう1つの人工島・ポート

アイランドを走るポートライナーの運行を開始しました。

電車とバスの中間的な乗り物という位置づけです。コン

ピューター制御による無人運転システムを導入したの

は、ポートライナーが日本で初めて。六甲ライナーは

1990年2月に運行を始めました。車体は川崎重工製、

無人運転システムは神戸製鋼製です。ATC(自動列車

制御装置)でバックアップされたATO(自動列車運転装

置) が、住吉駅からマリンパーク駅の4.5kmを結び、1

日に約3万2千人を運んでいます。司令所(コントロール

ルーム)には3人を配置し、列車の運行を常に監視して

います。通常は5列車で運行、朝の混雑時には列車数 

を増やしています。 

二階堂：事故は、起こらないのでしょうか。これまでに聞

いたことがないように思います。 

沖：コンピューター制御システムの導入でヒューマンエ

ラーができる限り発生しないようにし、高い安全性を維

持しています。また、ホームに設置されたドアはお客様

の乗降時に限って開閉する仕組みになっている上、高

架線路なので、鉄道に関わる事故で最も多いとされる

踏切事故が起こらず、問題が起こることはまれなんで

す。けれど、トラブルが発生した時に対応できるよう、社

員が甲種動力車操縦者運転免許(ライナー限定)を取

得しています。実は、先頭車両には運転席が隠れてい

るんですよ。	 

ダンカン：車両の西側の窓には、どんな仕掛けがある

のですか?「瞬間くもりガラス」と書いてありました。 

沖：2枚のガラスの間に挟まれた液晶シートがくもりま

す。電源スイッチが入ると外が見え、スイッチが切れる

とくもって外が見えなくなる仕組みです。 

 

志渡：六甲ライナーの運行が始まる以前に、近隣住民

のプライバシーを守る方法について、さまざまな議論と

神戸新交通株式会社	 

Kobe	 New	 Transit	 Co. 
	 

(左から)	 

志渡	 敬弘	 

Yoshihiro	 Shido 
総務部総務課総務担当係長	 

	 

沖	 恵一	 

Keiichi	 Oki 
総務部総務課総務係長 
	 



 

Duncan: What’s with the windows on 

the west side of the train? 

Oki: There’s a liquid crystal sheet in 

between two panes of glass, which 

switches between clear and cloudy. 

When the electricity is on, it’s clear, 

and when it cuts the window clouds so 

you can’t see outside. It’s actually on 

most of the time. 

Shido: There was lots of discussion and 

testing about the best way to offer 

privacy to residents. This ‘instant 

clouding glass’ is the result of the 

extensive testing. They’re from Nippon 

Sheet Glass. It’s possibly a first for this 

glass to be used on a railroad in Japan. 

 

Nikaido: We noticed the trains have 

tyres! 

Oki: Rubber tyres have two strong 

points: they reduce unwanted noise 

from vibrations and make passengers 

feel more comfortable. Did you notice 

the track slopes steeply under the 

Hanshin Expressway? Trains on steel 

tracks can’t handle going up slopes, 

but tyres can. 

 

Duncan: How often do you change them? 

Shido: The tyres at the front and back 

pull the train, so they take more wear 

and tear. We rotate them every 

200,000km (about 3.5 years). They’re 

not normal tyres; they can handle 

punctures well. They have a steel ring 

on the inside, which stops them going 

flat. Incidentally, we use Bridgestone 

and Sumitomo Rubber. 

 

Nikaido: How do the trains turn without 

a driver?  

Oki: At the front of the train on the 

side, there’s a guidance wheel that 

sticks out sideways, and runs along a 

guide rail. As the track curves, it turns 

the front wheels. At a fork in the track, 

there’s a guidance system where 

mobile guide rails pop out to catch a 

small branching wheel to lead the 

train. 
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志渡：近隣住民のプライバシーを守る方法について、さ

まざまな議論とテストをおこない、この瞬間くもりガラス

が採用されました。瞬間くもりガラスは日本板硝子社

製。この液晶シートを車両に採用したのも、日本で初め

てなのかもしれません。	 

二階堂:タイヤで走っているんですよね!	 

沖:ゴムタイヤで走行しています。振動による騒音

を軽減し、乗り心地がよくなるという2つの利点が

あります。阪神高速道路の下の急勾配に気がつきま

したか。金属性の車輪で急勾配を登るのは難しいた

め、タイヤが適しているのです。	 

ダンカン:タイヤの交換頻度は、どれくらいですか。	 

志渡:車両の前後に設置されているタイヤは消耗が

はげしく、交換回数も多くなります。走行距離でい

えば約200,000km、年月でいうと約3年半ごとに交換

しています。またタイヤの内部には中子(なかご)

というリングを装着してあり、万が一パンクして

も、タイヤはつぶれてしまわないようになっていま

す。タイヤはブリヂストン社と住友ゴム社製です。	 

二階堂:無人運転で、どんな風に方向を変えている

のですか。	 

沖:列車の前方に装着された案内輪が、ガイドレー

ルに沿って走行しています。線路の分岐点に可動案

内軌条というものがあり、レールが出てきて「小さ

な輪」で車両をガイドするのです。	 

ダンカン:レールの先には、何が待っているのですか。	 

沖:車体を点検するために、車庫へ向かいます。修

理や整備は機械ではなく、人が担当しているので

す。細かい点検をはじめ、やはりすべてを機械に任

せるわけにはいきませんから(一同笑)。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

インタビュー終了後はさらに鍵のかかったドアを

通って、とても整備された、映画に出てくるような

コントロールルームへ案内してもらった。点滅する
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Duncan: Where does the end of the 

track go? 

Oki: There’s a garage out there, where 

trains go to be serviced. All of them 

have essential inspections, and some 

are in for overhauls. Inspections are 

done by people, of course. It’s 

something that computer’s can’t do, 

right? (General laughter.) 

 

After the interview we were taken 

through more locked doors to a very 

neat and tidy control room like 

something out of a movie. Flashing 

buttons, monitors flickering on and off 

and train timetables. It truly is totally 

computerized, but someone is always 

watching. As we turn to go, Duncan 

notices a strange, inconspicuous box 

above everyone’s head that looks 

nothing like a computer at all. 

 

Duncan: What on earth is this? 

Oki: It’s a vent. It’s full of washi, 

(Japanese paper). This room is full of 

highly sensitive electrical equipment, 

which needs protecting, so it reduces 

the humidity in the room. It also 

reduces the salt content; we are near 

the sea, after all.  

 

Well, well. A design safari always 

brings in an interesting catch; another 

rare and interesting specimen of 

information for the mantle! Your 

everyday world is overflowing with 

interesting specimens too; why don’t 

you try your own design safari? ⚓ 

 

サファリ・クルー： 
Safari	 Crew: 
 
ビアンカ・ボイテル 
Bianca	 Beuttel 
http://www.bbianca.net/ 
 
ダンカン・ブラザトン	 
Duncan	 Brotherton 
http://gee-beer.blogspot.jp/ 
 
二階堂	 薫 
Kaori	 Nikaido 
http://wordsmith.jimdo.com/ 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ライナーくん 
Liner-kun 

インタビュー終了後はさらに鍵のかかったドアを

通って、とても整備された、映画に出てくるような

コントロールルームへ案内してもらった。点滅する

ボタンやちらちら揺れるモニター画面に映し出さ

れる運行表、乗降客の様子などを見学。確かに、す

べてがコンピューターで制御されているものの、そ

れらを人がちゃんと見ている。	 

帰り際、ダンカンが頭上にひっそりと設置された、

コンピューターとは似ても似つかない不審な箱状

のものに気づく。	 

ダンカン:これは一体なんですか?	 

沖:換気口です。和紙がたくさん入っています。こ

の司令所には至るところに精密機器が置かれてお

り、海の近くに位置していることもあって、湿気は

もちろん、潮風や塩分から機械を守る必要があるの

です。	 

以上、今回も興味深いデザインサファリに。めずら

しい情報を入手できたので、みなさんに披露したい

と思います。私たちの日常は、実はおもしろいもの

であふれています。みなさんもぜひ、デザインサフ

ァリに出かけてみてはいかがでしょうか。⚓	 
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デザイン都市・神戸の取り組みを、国内はもちろん海外に

も発信していくメディア『.DOCK』の公開取材イベント

「.DOCKTALK」。9月25日のゲストは、まち歩きを通じて地

域の魅力を市民の手で発信する「大阪あそ歩」や、新聞を

みんなで回し読みすることで既存メディアの新たな可能性

を探る「まわしよみ新聞」など、身近な物事から新たな視

点を発見・共有し続けている陸奥賢氏。いわゆる業界的

なデザインの領域を超えた「コモンズ・デザイン」につい

て、お聞きしました。（聞き手：後藤哲也） 

 

 

“.DOCKTALK” is a series of public 

interviews for “.DOCK,” Design City 

Kobe’s official national & international 

media. Our guest on September 25th: 

Satoshi Mutsu—expert in the discovery 

and sharing of new viewpoints from the 

things around us—runs projects like 

“Osaka Asobo,” which brings the 

charm of local areas to citizens as they 

stroll around, and his “Mawashiyomi 

Newspaper” which searches for new 

potential in existing media as people 

hand around newspapers. We asked 

him about his “Commons Design,” 

which breaks free of the businesslike 

area of design. (Interview: Tetsuya 

Goto) 

 

 

 

Masunaga: I’d like to make this easy to 

understand. My first job after gradu-

ating from a vocational school was at 

some cosmetics maker, making the 

artwork for labels on small products. 

We used photosetting; I put individual 

characters together, like a criminal 

preparing one of those threatning 

letters. Every time I look at young 

designers and student portfolios, many 

use existing fonts, and I feel that it’s 

easy to make letters. I believe that 

typography is important in addition to 

a phototypeset feel. 

Nikaido: You often tell me that details 

in design are important. I worry about 

letterspacing myself, now. 

Masunaga: As the theme is “design, 

big and small”, I’ll be talking about 

companies big and small, including 

mother organizations. I’m in charge of 

a small brand (not a flagship product) 

from a famous western confectionery 

maker. There’s six members; work 

moves along easily, and everyone 

discusses everything from the design 

to sales, displays, etc. I give advice on 

products from new product develop-

ment that never get sold. In the case of 

a small private business (a tea mer-

後藤:単純にデザイナーという肩書きでは語れない陸奥さ

んですが、コミュニケーションやエクスペリエンス(経験)を

デザインされていますよね。今日は「デザインの内と外」と

いうテーマで、お話をうかがいたいと思います。 

陸奥:みなさん、こんばんは。僕は生まれも育ちも大阪で、

だいたい大阪で活動しています。2013年1月までは大阪

市の観光プロデューサーを務めていました。まち歩きを広

めようと「大阪あそ歩」という取り組みを2008年にスタート

して、大阪市内だけで300以上のまち歩きコースが生まれ

るなど、日本最大のまち歩きプロジェクトになりました。人

の生き様や息吹とふれ合わなければ、その土地を観光し

たことにならない。せっかく大阪に来てくれるのだから、大

阪城や通天閣だけでなく、「大阪の人がいるところ」を見て

もらうことにしたんです。「大阪あそ歩」は、いつまでもそこ

にあり続けるまちが舞台で、そこに居続ける人たちがガイ

ド。まちの物語を可視化することで、まちが立体的に見え

るよう、まちの人から話を聞いたり、資料を集めるなどして

イラストマップを作成しました。モダンボーイ&ガールが闊

Goto: We can’t speak of you simply as a 

designer, Mr. Mutsu, but you do ‘design’ 

communication and experiences, right? 

Today our theme is “Design, inside and 

outside” and we’d like to hear your 

thoughts. 

Mutsu: Good evening, everyone. I was 

born and raised in Osaka, and work 

mostly there. I worked as a tourism 

producer for Osaka City until January 

2013. I started “Osaka Asobo” in 2008, 

which tries to broaden the idea of ‘ma-

chiaruki,’ or strolling the neighborhoods. 

It became the biggest machiaruki project 

in Japan, with over 300 inner city 

courses. If people are coming to Osaka I 

want them to really see ‘places where 

people in Osaka are,’ not just Osaka 

Castle or Tsutenkaku. With “Osaka 

Asobo,” the neighborhood that’s always 

been there becomes the setting, and the 

people who are always there are the 

guides. We created illustrated maps from 

.DOCKTALK: “Design, inside and outside” 

.DOCKTALK:デザインの内と外 
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るよう、まちの人から話を聞いたり、資料を集めるなどして

イラストマップを作成しました。モダンボーイ&ガールが闊

歩していた時代の、今では見られない風景も描かれてい

るので、まちのアーカイブになっている上、時空を超えて、

大阪の観光をイマジネーションで楽しんでもらえるように

なっています。その中から150コースを厳選して発行した

『大阪あそ歩まち歩きマップ集』は、3万部を超えるロング

セラーに。2012年には、コミュニティ・ツーリズム事業とし

て日本初の「第4回観光庁長官表彰」を受賞しました。イラ

ストマップは「大阪あそ歩」のWebサイトから、誰でも無料

でダウンロードすることができます。 

後藤:神戸でも、まち歩きイベントをされるとか。 

陸奥:はい。「KOBEデザインの日」記念イベントとして、主

に神戸市兵庫区で下町の楽しみ方を発信し続けている

方々と10月初旬にツアーを開催します。まちを歩き、おも

しろいポイントを見つけて、その土地の特性や魅力を発見

して、「見立て(名付け)」遊びをすることで名所化しようとい

う試みです。優秀な名前は10箇所くらい、電柱に取りつけ

てあるようなホーロー製の町名看板をつくって貼ってもら

います。このツアーに参加しなくても、後日、その看板をた

どることで同じコースを回ることができるという仕掛けで

す。 

後藤:まち歩きに関わることのほか、「まわしよみ新聞」と

いう活動もされていますよね。 

陸奥:まち歩きのプロジェクトを継続するうち、本当におも

しろい観光って何だろうと考えるようになりました。あれこ

れ探っていく中で、おもしろいと思ったのが偶然性。電車

に乗って、降りる予定の駅で降りるのをやめ、知らない駅

でふと降りて、なんとなく歩いていくと目の前に海が開け

て、いいニオイがするなと思ったらサザエを焼いているお

ばちゃんがいて、おいしそうだなぁと見ていたら、「食べ

る?」とおばちゃんがすすめてくれる…何も持たず、無計画

に、自分のすきなものだけを追いかける旅って、最高の観

光ですよね。自分の世界を踏み越えた先にある、想定し

ていないことに出会える旅。メディアを使って、そういうこと

をできないかなぁと考えました。世の中は、情報文明。イ

ンターネットは情報を深掘りするには良いメディアですが、

自分の興味、関心のあるものに偏りがちで、視野を拡大

しづらいメディアでもあります。自分の中の他者性に出会

う、偶発性を楽しめるのが「まわしよみ新聞」です。 

後藤:着想は、どんなことから? 

陸奥:大阪の釜ヶ崎にある喫茶店でモーニングを食べてい

たら、おっちゃんが読んでいた新聞を示しながら「こんなん

always been there becomes the setting, 

and the people who are always there are 

the guides. We created illustrated maps 

from all the materials: visualizations of 

the neighborhood tales told by the people 

living there so everyone can see it in 3D. 

It’s an archive of the neighborhood. I 

carefully selected 150 courses and pub-

lished “Osaka Asobo Machiaruki Maps,” 

which has become a long seller with over 

30,000 copies sold. In 2012, we won the 

first “4th Tourism Board Directors Public 

Recognition” as a community tourism 

venture. Anyone can download the 

illustrated maps from the “Osaka Asobo” 

websites for free. 

Goto: You’re also holding a machiaruki 

event in Kobe too, right? 

Mutsu: That’s right. I’ll be holding a tour 

in the first part of October, mainly in 

Hyogo-ku (Kobe City) with people who 

know how to enjoy the downtown areas. 

We’re part of the “Kobe Design Day” 

event. It’s an experiment to try to make 

places famous; while we stroll around 

we’ll be looking for interesting points or 

something peculiar or fascinating about 

an area and then giving it a “name”. The 

10 best names will be made into enam-

eled street signs (you often see them on 

telephone poles) and stuck up around the 

place.  

Goto: Aside from machiaruki, you also 

have the “Mawashiyomi Newspaper” as 

well. 

Mutsu: When I was doing the Machiaruki 

project, I started thinking about what 

really interesting tourism is. In all my 

searching, I realized that what I thought 

was ‘interesting’ had an element of the 

unexpected. You’re on a train and you 

get off suddenly at a stop you don’t know 

rather than the one you’re headed for; a 

vague stroll and the sea opens up before 

you; you smell something good and 

there’s an old lady grilling sazae (turban 

shells); she asks you if you want one 

when you look longingly at them... a 

journey where you take nothing, plan 

nothing and follow only the things you 

like... that’s tourism at it’s best. Just 

beyond your own world are journeys  

 

where you can encounter things you’d 
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陸奥:大阪の釜ヶ崎にある喫茶店でモーニングを食べてい

たら、おっちゃんが読んでいた新聞を示しながら「こんなん

載ってるわ」とマスターに話しかけていました。その瞬間、

新聞には回し読みという要素があるんだ!と。新聞には毎

朝20万字ほどが詰めこまれていて、政治と経済の話が並

んでいたり、興味をひく記事の横に、まったく関心のない

ものがあったりします。同時多発的に、いろんな話題が目

に飛びこんでくるのが新聞というメディア。そんな新聞を回

し読みして、気になった記事を3つほど切り取り、なぜそれ

を選んだのか、そういう見方もあるのか、とディスカッショ

ンを重ねる。公的なメディアを再編集することで1枚の壁

新聞にまとめて、みんなの新聞にしてしまうのが「まわし

よみ新聞」です。 

後藤:新聞をひとつの媒介に、感じたことを話したり、言葉

を重ね合うところに魅力がありますね。 

陸奥:自分とは異なる他者性を認め、物事の見方の多様

性を共有します。ふだんは興味のある記事しか読んでい

ませんが、他者による二次的、三次的な情報が加わるこ

とでより深い情報を得ることができる。メディアを、さらに

多角的にとらえることができるんです。 

後藤:デザイナーが目指しているのは、今あるものをよりよ

くすること。けれど、日本の伝統産業の衰退を招いたのは

デザインなのかもしれないし、さらにそれをデザインすると

いう動きにどうしても疑問を抱いてしまうんです。古くから

ある新聞というメディアを使い回して、すでにあるものに注

ぐ視点や角度を変えること、自分の世界を広げていくこと

をおこなえるのが、デザインとしておもしろいなぁと。 

陸奥:たとえば人と人との関係をデザインする時、新たな

閉鎖性を生む可能性もあります。コミュニティ・デザインと

いう言葉を聞いた時、実におもしろいなと思いました。で

も、僕はコミュニティ難民。中学を卒業後、放送作家など

を経て観光にたずさわることになりましたが、学校や組織

の中で何かを成したことがないアウトサイダーだったんで

す。コミュニティ・デザインを否定するつもりは全然ありま

せんが、僕みたいな流浪の人、社会的弱者と呼ばれる人

たちにとってはどうなんだろうと考えてしまう。疎外されて

いる人たちを排除せず、救済していこうとするのが「コモン

ズ・デザイン」なんです。コモンズというのは、コミュニティ

に所属しない「入会地(いりあいち)」のこと。昔、村というコ

ミュニティの間には山があり、山の所有者がいない場合

は誰でも山に入ることができ、山にあるものを採ってもい

いとされていました。といっても全部は採らずに、自分以

外の誰かのために必ず残しておいたんです。村というの

where you can encounter things you’d 

never imagined. I wondered if it was 

possible to do this kind of thing with 

media. We live in an information age. The 

Internet is a good media for digging for 

information, but it’s difficult to broaden 

our own outlooks as we tend to deviate 

towards our own interests and concerns. 

“Mawashiyomi (lit. circulating) Newspa-

per” allows people to enjoy the incidental 

and come into contact with a different 

side of yourself. 

Goto: Where did you get the idea? 

Mutsu: I was having breakfast in a coffee 

lounge in Kamagasaki in Osaka, and a 

middle-aged man pointed at the news-

paper he was reading and told the master 

“check this out”. In that instant I realized 

that newspapers can be passed around! 

All kinds of topics jump into your eyes 

simultaneously with newspapers. We 

pass round newspapers and everyone 

cuts out 3 articles they find interesting, 

then we discuss why they selected them 

or why they see them that way. 

“Mawashiyomi Newspaper” is a single 

newspaper for everyone made from the 

recompilation of this public media. 

Goto: There’s an appeal in piling all these 

words together and talking about your 

feelings while using the newspaper as an 

intermediary. 

Mutsu: With the approval of others 

different from yourself, we share a di-

versity of ways to appreciate things. 

Normally we’d only read the articles that 

interest us, but with others we are able to 

receive profound information with the 

addition of secondary or third-level 

intelligence. It’s a way to perceive media 

in an even more multilateral way. 

Goto: Designers always try to make 

things better than they were. It might 

even be design that is resulting in the 

decline of Japan’s traditional industries. 

Mutsu: The first time I heard the word 

‘community design’, I thought ‘great!’. 

But I’m a community refugee, actually. 

In schools or organizations I’ve always 

been an outsider who has achieved 

nothing. I’m not out to renounce com-

munity design, but I always wonder 

about wanderers like myself, or those 

so-called ‘socially vulnerable’. “Commons 

陸奥	 賢	 

Satoshi	 Mutsu	 

http://mutsu-satoshi.com	 

http://www.mawashiyomishinbun

.info	 

	 

死生観光家、コモンズ・デザイナー、

プロデューサー。1978年、大阪生まれ。

2007年にコミュニティ・ツーリズム企

画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI

賞」を受賞。2008年に発足した「大阪

あそ歩」プロデューサーに就任。大阪

市内だけで300以上のまち歩きコース

を有する日本最大のまち歩きプロジェ

クトとなり、2012年にコミュニティ・

ツーリズム事業として日本初となる

「第4回観光庁長官表彰」を受賞。現在

は現代観光、コモンズ・デザインのフ

リープロデューサーとして「大阪七墓

巡り復活プロジェクト」「まわしよみ新

聞」「直観讀みブックマーカー」「クリ

エイティブ・ツーリズム大阪」などを

手掛ける。應典院寺町倶楽部専門委員、

NPO法人大阪府高齢者大学校まち歩き

ガイド科講師、NPO法人ココルーム理

事、NPOまちらぼ代表。	 

	 

Tourism-ist till the end; Commons 

Designer and Producer. Born in 



 

いとされていました。といっても全部は採らずに、自分以

外の誰かのために必ず残しておいたんです。村というの

は、境界線をめぐってケンカするもの。だから、コミュニテ

ィとコミュニティの間にコモンズをつくればいい。入会の山

や川、入会の場所をつくって共同で使うといいんです。入

会の場所があったから、漫才師や人形師、旅芸人の集団

など芸能の民をはじめ、本当の流れ者が生きていけた時

代がありました。今は、あらゆるものが誰かの所有物にな

っていて、あやふやな部分がない。他者と出会うことで、

新しい動きやアイデアが生まれます。そういう流れが大事

なので、もっと入会地をつくらなければ。コミュニティ・デザ

インが大切なようにコモンズ・デザインも必要だから、僕は

そういうことをやっていきたい。さらに、ブリコラージュする

ことがとても重要だと考えています。ブリコラージュって、

わかりますか。レヴィ・ストロースさんという 20 世紀最大の

文化人類学者が、アフリカの原住民の調査をしていて「彼

らは非常にブリコラージュしている」と語っています。ペット

ボトルを楽器や武器にしたり、贈りものや合図に使った

り、お墓にしたりと、さまざまな用途で使っていると。ひと

つの物が 100 通りにもなり、多様性を内蔵するようにな

る。近代社会人は、たったひとつの機能しかない物を 100

個つくる。そういう物に囲まれて豊かだと言っているけど、

実際はそういう状態こそ貧しいのではないか、と彼は問題

提起したんです。「まわしよみ新聞」も、新聞を使って他者

と出会うブリコラージュです。新聞で遊ぶことによって豊か

になれるし、今までとは別の使い方をすることで違う領域

が生まれます。僕は、そういうことがしたい。それが「コモ

ンズ・デザイン」です。 

後藤:今、新しく取り組んでおられるのが「直観讀みブック

マーカー」というプロジェクトですよね。 

陸奥:今日はぜひ、みなさんに体験していただきたいなと。

最後は遊びで締めましょう(笑) 

後藤:では、公開取材はこれで終了です。「まわしよみ新

聞」や「直観讀みブックマーカー」を体験したい人は、陸奥

さんのサイトをご覧の上、ワークショップにご参加くださ

い。本日はありがとうございました! ⚓ 

 

 

 

wanderers like myself, or those so-called 

‘socially vulnerable’. “Commons Design” 

comes to the aid of the alienated and 

includes them. Commons means ‘not 

belonging to the community’. A long time 

ago there were mountains between the 

communities, and as long as the moun-

tains were not owned by anyone, eve-

ryone was free to explore them and take 

what they liked. However, you couldn’t 

take it all; you have to leave enough for 

other people. In the village, everyone is 

always fighting over the boundaries. 

That’s why we need commons between 

communities. Once, there was an age 

where manzai (comic duos) and other 

people of entertainment wandered from 

place to place because there were 

common areas. Nowadays, all things are 

someone’s possession. Just like com-

munity design, commons design is also 

important; and that’s what I want to do. 

Also, I believe ‘bricolage’ is very impor-

tant. Do you know what bricolage is? 

Claude Lévi-Strauss—the 20th Centuries 

most important cultural anthropolo-

gist—after studying African natives, 

stated “they are exceedingly bricolage”. 

They’ll use a pet bottle in various ways; 

as an instrument, a weapon, an offering, 

a signal or a gravestone. They have 

diversity built into their systems. Mod-

ern-day members of society make 100 

things that serve 1 purpose. Surrounding 

yourself with these objects is considered 

‘wealthy,’ but Lévi-Strauss raises the 

question that perhaps this circumstance 

makes someone ‘needy’. “Mawashiyomi 

Newspaper” is a bricolage where you 

meet other people using a newspaper. 

You can find ‘wealth’ messing about with 

it. That’s what I want to do. That’s 

“Commons Design”. 

Goto: You have a new project called 

“Chokkan Yomi Bookmarker,” am I right? 

Mutsu: I’d really like everyone to try it 

here. Let’s finish up by mucking around!  

Goto: OK, let’s finish here. People inter-

ested in participating should check Mr. 

Mutsu’s website for more information. 

Thank you very much for today! ⚓ 

 

 

 

Tourism-ist till the end; Commons 

Designer and Producer. Born in 

Osaka 1978. Won the revitalization 

business plan “Sakai Award” for 

Community Tourism Planning in 

2007. Took up office as producer of 

“Osaka Asobo;” launched in 2008. 

Japan’s greatest machiaruki (lit. 

strolling the neighborhood) project 

with over 300 courses within Osaka 

city, and Won the first “4th Tourism 

Board Directors Public Recognition” 

as a community tourism venture in 

2012. Currently handling “Osaka’s 7 

Gravesites Revival Project,” “Mawa-

shiyomi Newspaper,” “Chokkan Yomi 

Bookmarker” and “Creative Tourism 

Osaka” as a freelance produce of 

modern tourism and Commons 

Design. Special committee member 

of Outenin’s clubhouse, lecturer in 

the Machiaruki Guide Department at 

NPO Osaka Koudai (a college for the 

elderly), director at NPO Cocoroom 

and director of NPO Machilabo. 

後藤	 哲也	 

Tetsuya	 Goto	 

http://www.outofoffice.jp/	 

	 

デザイナー,	 オルタナティブワークス

ペース「OOO」主宰、株式会社オー・プ

ロジェクツ代表。1974 年、福岡生まれ。

デザインだけでなく、展覧会やアーテ

ィストエクスチェンジプログラムなど

の企画・運営も行っている。韓国・ソ

ウルで開催された国際タイポグラフィ

ビエンナーレ「typojanchi	 2013」では

キュレーターを担当。『.DOCK』では編

集やデザインに携わっている。	 

	 

Designer, supervising the alterna-

tive workspace “OOO” and director 

of OOO Projects Co. Born in 

Fukuoka in 1974. Also involved in 

exhibition and artist exchange 

programs; planning and man-

agement. Curator at the interna-

tional typography biennale “typo-

janchi 2013” held in Seoul, Korea. 

Involved in editorial and design 

work with “.DOCK”. 
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キーワードは偶然性、意外性、無意識、ひらめき…

目にとまった言葉をもとに本のしおりをつくる「直観讀

みブックマーカー」は、 「いつでも、どこでも、だれで

もできる」オープンソース＆フリーの「コモンズ•デザイ

ン」。 本と人との、新しい出会いを創造します。 

 

【使い方】 

 

1.図書館やカフェ、会社、家、公園などに「直観讀み」した

い本を持ち寄る。テーマを決めてもOK。 

2.集まった本をシャッフルし、1冊選ぶ（自分が持参した本

以外。必ず誰かの本と交換すること）。目を閉じてページ

を選び、気になったり、目にとまった文章を「ブックマーカ

ー/しおり」に書き出す。本のタイトル、作者名、選んだひ

と、日付も記載。 

3.作成した「直観讀みブックマーカー」をもとに、なぜその

文章を選んだのか、どこに惹かれたのかなど、感想や思

いついたことを発表し、話し合う。 

4.話し終えたら終了。「直観讀みブックマーカー」を交換し

たり、持ち帰って読書のお供に。 ⚓ 

 

Keywords: Unexpected, unpredict-

able, unconscious, insight… “Chok-

kan Yomi Bookmarker” makes 

bookmarks from words that catch 

your attention in books. It’s open 

source and free—Commons De-

sign—you can do it anytime, any-

where and with anyone. Create new 

encounters with books and people. 

 

[HOW TO] 

 

1. Bring books you’d like to use together 

at a library, cafe, company, house, park, 

etc. You can choose a theme. 

2. Shuffle the books and choose 1 (make 

sure it’s not the book you brought). Close 

your eyes and choose a page, then write 

the first sentence you notice or that 

catches your eye. Record the book title, 

author, the choosers name and the date. 

3. Using your bookmark as a base, share 

the reasons you chose that sentence, 

why it attracted you and any other 

thoughts you might have. 

4. End when everyone has finished talk-

ing. Swap “Chokkan Yomi Bookmarks” 

and take them home for your books. ⚓ 

 

 

“.DOCKTALK” special supplement:  

“Chokkan Yomi Bookmarker” 

 
「.DOCKTALK」特別付録：「直観讀みブックマーカー」 

 

 

	 

 

直観讀みブックマーカー 

http://www.facebook.com/tyokannyomibookmarker 
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This corner introduces creative 

companies in Kobe. For this issue, we 

went to visit at “KOBELCO Construction 

Machinery Co. Ltd.” and see their 

impressive machinery, normally 

handled by cool blue-collar workers at 

construction sites. (Interview: Tetsuya 

Goto, Akane Hamada) 

Designing urban, eco-construction machines: 

KOBELCO Construction Machinery 

 
都市型・環境志向の建設機械をデザインする 

 

	 

 

KOBELCO was originally part of 

Kobe Steel Group KOBELCO, right? 

IWATA: That’s right. We branched from 

Kobe Steel Ltd. in 1999 as a maker 

producing excavators. In 1930 we made 

the Japan's first electric digger; now we 

have about 80 years experience. We 

have factories in Hiroshima and Gifu, 

and we've extended business to the 

West, China and Southeast Asia. Our 

share in Japan is No.2 in Japan (2013). 

 

Construction machinery is 

normally yellow, but you use 

blue-green at KOBELCO 

Construction Machinery. Why? 

IWATA: Construction machinery used to 

be imported from the West. Shovel cars 

were generally yellow to alert to the 

many dangers in those days. In the 90s, 

urban construction work increased, and 

more people saw our diggers. A mixture 

of green (to remind people of nature) 

and blue (Kobe Steel's corporate colour) 

was adopted to make the machinery 

seem more amiable. 

 

So, you were not against changing 

the alert yellow colour? 

IWATA: There was a lot of talk, but in 

the end the company made the decision 

to strengthen the brand bravely. Thanks 

to the colouring, we have an 

overwhelming visual difference with 

other companies, and a green image, 

backed by the colour and our low-fuel 

consumption technology. We also 

adopted forms with more rounded edges 

and improved the ergonomic operability. 
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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、工事現場で活躍する、クールなブルーカラーが

印象的な建設機械を手掛けるコベルコ建機さんにお話

をうかがいました。 

（聞き手：後藤哲也、浜田茜） 

 

コ ベ ル コ 建 機 さ ん は 、 そ も そ も 神 戸 製 鋼 所

（KOBELCO）の一 部 門 だったんですよね？ 

岩田：はい。1999 年に神戸製鋼所の建設機械事業部

から分社した油圧ショベルを製造する建設機械メーカ

ーです。1930 年に国産初の電気式ショベルを製造して

から現在まで約 80 年の歴史があります。広島と岐阜に

工場があり、欧米・中国・東南アジアなど世界展開して

います。国内でのシェアも 2013 年に 2 位となりました。 

 

普 通 、建 設 機 械 には黄 色 が使 われていますが、コ

ベ ル コ 建 機 さ ん は ブ ル ー グ リ ー ン を 使 わ れ て い ま

すね。これはなぜですか？ 

岩田：もともと建設機械は欧米からの輸入が主でした。

当時は危険を伴う現場も多く、注意喚起のためにショ

ベルのカラーは一般的に黄色が多い、という説があり

ます。当社も元々のカラーリングは黄色でしたが、90 年

代に都市化工事が増え、人目につく場所でショベルが

稼働することが多くなりました。そういった経緯から都

市に馴染み、人に優しい建設機械を作ろうということに

なり、カラーリングも自然を連想させる「緑」、そして神

戸製鋼所のコーポレートカラーの青を合わせたブルー

グリーンを採用することになりました。 

 

イエローを変 えることに反 発 はなかったのですか？ 

岩田：社内でもいろいろあったと聞いていますが、最

終的にコベルコ建機のブランドを強化するため、会社

としても思い切った決断をしました。今となっては、

そのおかげで、ブルーグリーンのカラーリングが視覚

的にも他社との圧倒的な差別化になっていますし、当

社の低燃費技術と機械のカラーがクリーンなイメー

ジと合致しています。丸みを帯びたフォルム形状を取

り入れたり、操作性に。	 

もちろん、カラーリングだけでなく、93 年に発売され

コベルコ建機株式会社	 

KOBELCO	 CONSTRUCTION	 MACHINERY	 

	 

http://www.kobelco-kenki.co.jp	 

 

コベルコ建機株式会社は、神戸製鋼グ

ループの建設機械メーカー。『ユーザー

現場主義に基づき、真に価値ある商品、

サービス、情報を提供することで顧客

の満足に応えると共に、豊かな社会の

建設に貢献する。』という経営理念の

下、コベルコらしい先進技術に磨きを

かけ、油圧ショベルに特化し、販売力・

商品力の向上に努めている。『低騒音、

低燃費のコベルコ』と評価される製品

を生み出し、ハイブリッドショベルも

2010年11月には、環境省の環境大臣表

彰を受賞。世界に広がるグループ社員

の調和と一体感を通じて、世界中のお

客さまとの『信頼の輪』をより一層広

げ、世界の方々に尊敬され、愛される

企業作りを目指して進化中。	 



 

Recently we’re putting more effort into 

the companies total branding. 

 

Could you tell us about the 

construction machinery design 

process? 

IWATA: We start with a project team of 

about 10 people and decide a 

development concept. The concept 

hardens after market research and 

analysis of results. We jot down new 

design concepts; the image of the new 

model, and the preservation of our 

“KOBELCO-ness.” 

 
Do you have any industry rules 

related to design? Colours you 

have to use, for example. 

IWATA: There are no rules about 

colours. We have to use an engine that 

clears the exhaust fume standards 

when considering the environment, 

however, and design the vehicle to 

abide by road traffic laws. Then there 

are the ISO safety standards to be 

cleared. Also, it’s important to consider 

existing machinery and make parts 

compatible. We have to seek a design 

that will be accepted internationally, 

too. 

 

Lastly, could you tell us about 

KOBELCO Construction 

Machinery’s strongest 

characteristic? 

IWATA: It’s definitely the 

overwhelmingly low fuel consumption. 

Last year we started selling hybrid 

shovels, and in November this year 

we’ll be selling an excavator that cuts 

fuel consumption by 18%. Out SR 

Series “small backed swiveling 

excavator” is an industry first; the rear 

doesn’t stick out. I studied 

international relations in university, 

and I hope our shovels can life for 

people in developing countries a little 

better. It’d be great if you saw one of 

the diggers I was involved in the design 

of somewhere in the world. ⚓ 
 

 

コベルコ建機株式会社	 

営業促進部	 	 

ショベルマーケティンググループ	 

岩田	 藍	 

	 

KOBELCO	 CONSTRUCTION	 MACHINERY	 

Product	 Marketing	 Gr,,	 

Marketing	 Dept.	 

Ai	 IWATA	 

 

KOBELCO Construction Machinery 

Co. Ltd. is the Construction 

Machinery manufacturer of the 

Kobe Steel Group. Under the 

management philosophy 

“Focusing on the needs of users in 

the field, we dedicate ourselves to 

satisfying our customers by 

supplying them with products, 

services, and information that 

have true value, while contributing 

to the creation of a prosperous 

society,” they are constantly 

improving their leading 

technologies, they specialize in 

excavators and work hard at 

improving their marketing 

strength and product appeal. 

Creating manufactured products 

credited with “low-noise and 

low-fuel consumption,” their 

hybrid shovel cars were awarded 

by the Ministry for the 

Environment. They continue to 

expand their “web of trust” with 

international customers through a 

sense of unity and harmony with 

the group employees they have 

spread throughout the world. 

KOBELCO is respected 

everywhere, their goal is their 

much-loved business structure, 

and they continue to evolve. If 

KOBELCO Construction Machinery 

attempts something, you won’t be 

disappointed. 

 

り入れたり、操作性に人間工学を取り入れて改善して

きました。また、会社全体のブランディングに力を入れ

たのもこの頃からです。 

 

建 設 機 械 のデザインのプロセスを教 えてください。 

岩田：まずは、各部門から選出された約 10 名のプロジ

ェクトチームが結成され、開発コンセプトを決定していき

ます。マーケット調査とそれらの分析結果から開発コン

セプトが固まります。それに沿って、新機種に合ったイ

メージと「コベルコらしさ」のイメージを保持しつつ新しい

デザインコンセプトへ落とし込みます。 

 

デ ザ イ ン に 関 す る 業 界 的 な ル ー ル な ど は あ る ん で

しょうか？例 えば、この色 は使 っていけないとか。 

岩田： カラーリングにおいては、特に定めはありませ

ん。しかし、環境に配慮すべく、排ガス規制基準をクリ

アしたエンジンを使用する必要があったり、道路交通法

に従った機械の設計が必要です。デザイン面でいうと、

ISO 規格の安全基準に準じた装備品の設置要件をクリ

アしなければなりません。また、従来機との互換性に配

慮し、従来の部品を共有できることも大切です。さら

に、日本のみならず世界各地でも受け入れられるデザ

インを追求する必要があります。 

 

最 後 に、コベルコ建 機 さんの建 設 機 械 の最 大 の特

徴 を教 えてください。 

岩田：圧倒的な低燃費ですね。昨年には、ハイブリッドシ

ョベルを販売開始、この 11 月には低燃費性を-18%低減さ

せた油圧ショベルを発売予定です。また、後端部の出っ

張りがない、「後方超小旋回ショベル」SR シリーズは業界

初の製品です。圧倒的な低騒音技術も誇ります。 

私は、学生時代に国際関係学を学んでいたので、当社の

ショベルを通して、新興国や途上国の人々の暮らしが少

しでも豊かになれば、と思っています。自分が携わったデ

ザインのショベルを国内や海外で見つけるととても嬉しい

ですね。⚓ 
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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。下町のくらしが根付く新開地で、地域の良

さを大切に残し、引き継ぐために、あえて外部の人を呼

び込むゲストハウスという方法で地域活性化を試み

る、神戸・新開地に誕生した新しいゲストハウス「ユメノ

マド」のオーナー、三上真由美さんに、地域とデザイン

についてお話を聞きました。 

（聞き手：後藤哲也、浜田茜） 

Design is nothing special, it’s in your 

ordinary life. We went to talk to 

Mayumi MIKAMI about design and the 

area where her new guesthouse “Yume 

Nomad,” is: Shinkaichi(Kobe City). 

Here, downtown life has taken root. 

Yume Nomad attempts to revitalize the 

area by purposely calling in outsiders, 

yet still retains the areas good points 

carefully. (Interview: Tetsuya Goto, 

Akane Hamada) 

 

Mayumi Mikami 

(YUME NOMAD) 

海外からのゲストの視点で神戸の魅力に気付かさ

れることが多い。神戸が、自分たちが思っているよ

りもずっと良いところだということに気付いてほ

しい。ユメノマドは、そういう場所であるための、

場のデザインを追求しています。	 

	 

I’m often made aware of the area’s 

charm from the point of view of our 

foreign guests. I want everyone to be 

aware that Kobe is much better that we 

think it is. Yume Nomad seeks out the 

‘design’ of a place like this. 
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The ‘design’ of a guesthouse that offers 

community living: Mayumi MIKAMI 

 
地域のくらしを引き継ぐためのゲストハウスというデザイン：

三上真由美 

 
 

これまでにロンドンやニューヨークなど、多くのまちを旅

してきましたが、いつも生活するように旅をしたいと思っ

ていました。新開地で連れ込み宿（注：現在のラブホテ

ル）をやっていた祖母の家が空き家になっていて、何か

に使えないかと思い始めたのが約 2 年前。新開地はま

さに生活するように旅するイメージにピッタリで、ゲスト

ハウスにするしかない！と考えました。 

 

I traveled many cities like London and New 

York and thought it’d be great to travel 

just like you live from day to day. My 

grandmother used to run a 

“tsurekomiyado” (note: a love hotel) in 

Shikaichi which became vacant, so I 

thought about using it, and it’s been 2 

years since then. Shinkaichi fits the image 

of travelling like you’re living here, so I 

though it just had to be a guesthouse! 
 



 

新開地は、神戸の人たち、特に女性には、敬遠されが

ちです。もともと新開地出身なのですが、地元に根付い

た商売人が多く、みんな地域を愛している。友人からは

「なんで新開地？」とよく聞かれますが、私も新開地が

好きなんです。新開地にもっと元気になってほしいと思

って、その良さを残し伝えて行く役割を果たせないかな

と考えていました。 

 

2012 年にニューヨークを旅したとき、信頼を寄せるゲス

トハウスのオーナーにサトウヨシロウさん（TORINOS 制

作所 所長）を紹介してもらったのがきっかけで、一気

にユメノマドが動き出しました。サトウさんは、秋田を拠

点に活動する作家さんで、捨てるものと残すものの感

覚が抜群。帰国後 1 週間で神戸にサトウさんを呼び、

工事に取りかかりました。ゲストハウスはリビングが一

番重要だと思っているんですが、大人数でも一人でも

居られる部屋を見事にデザインしてくれました。 

 

ユメノマドの名前の由来？もともと祖母が営んでいた宿

の名前が「ホテル夢の里」だったんですが、「夢」を名前

に使う夢を見たんです（笑）。そこで、こだわっていた「サ

ードプレイス（第三の場所）」の意味を込めて、「ノマド」

と組み合わせた「ユメノマド」と名付けました。「夢の窓」

という風に捉えてくれる方もいますね。 

 

神戸は、三ノ宮や元町みたいないわゆるキラキラしたと

ころだけでなく、地域ごとの多様性があるところが魅力

だと思います。新開地は、地域性が色濃く残っている

下町で、居心地が良い。バックパッカーたちは、地域文

化が残されている場所が好き。違う視点をもった毛色

の違う人たちがまちを訪れ、地元の人たちとふれあう場

所をつくる。ユメノマドはそんな人たちが集う場所になり

たいですね。そして新開地が、今を活かしながら、盛り

上がって行けばと期待しています。⚓ 

 

三上	 真由美	 

Mayumi	 Mikami 

http://yumenomad.com	 

 

HOSTEL ユメノマド女将。生まれ育った

愛すべき神戸・新開地をみんなに知っ

てもらいたい！みんなが交流できる場

を作りたい！と１０か国以上の旅をし

た女将がその思いだけで構想すること

半年。以前宿をしていた祖母の家を改

装しゲストハウスを開くことを決意。	 

自宅でもオフィスでもない「第三の居

場所」NOMAD をコンセプトに、世界中の

旅人と地元の方の交流の場を作るべ

く、カフェとギャラリーを併設した

HOSTELユメノマドを2013年3月にオー

プンさせる。	 

	 

Proprietress of Hostel Yume No-

mad. Wants everyone to know the 

loveable area where she was born 

and raised: Kobe Shinkaichi! 

Wants to create a place everyone 

can mingle! It’s been half a year 

since she conceived the original 

idea after traveling to 10 coun-

tries. Decided to open a guest-

house in the remodeled former 

residence of her grandmother. 

Opened Hostel Yume Nomad and 

the connected a cafe & gallery in 

March 2013. Yume Nomad has the 

concept of a “third place” (not a 

home or an office) where travelers 

from around the world and local 

residents can mix. 

People from Kobe (especially women) tend 

to give Shinkaichi the cold shoulder. I’m 

originally from Shinkaichi, and there are 

many well-established merchants in my 

local area; everyone loves the place. My 

friends often ask me, why Shinkaichi? Well, 

it’s because I like it here. I’d really like 

Shinkaichi to be even more full of energy, 

and I hope I can impart its goodness with 

everyone. 

 

In 2012 I was traveling in New York, and a 

guesthouse owner I trust there introduced 

me to Yoshiro SATO (TORINOS Factory) in 

a guesthouse. That occasion brought Yume 

Nomad suddenly to life. SATO is an artist 

active in Akita prefecture with an 

extraordinary perception for keeping and 

throwing things away. One week after I 

came back I called Sato and we started 

construction. I think the living room is the 

most important in the guesthouse, but he 

designed each room beautifully regardless 

of whether it’s for one or many. 

 

The origin of the name? The name of the 

hotel my grandmother used to run was  

“Hotel Yume no Sato” (lit. ‘dream village’), 

and I had a dream I used the name “Yume” 

(laughs). I joined it with “Nomad,” which 

holds the meaning of something I’m hung 

up on; a “third place,” i.e. not a home or an 

office. You could also take it as meaning 

“Yume no Mado” (lit. ‘dream window’ in 

Japanese). 

 

Kobe is not just the ‘sparkling’ places like 

Sannomiya and Motomachi; I think it’s 

fascinating that each area has it’s own 

diversity. Shinkaichi is downtown and the 

area’s colour is still a little pronounced, but 

it’s a very comfortable place to live. Back-

packers love a place where culture remains. 

I want Yume Nomad to be a place where 

people from the local area and people 

visiting with a different point of view and 

different hair colour can come together. 

Also, I hope that Shinkaichi takes advantage 

of the moment and really gets going. ⚓ 
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The main point of this event was to 

create opportunities to understand 

the meaning of volunteer 

participation and local events that 

Okishio Junior High School students 

undertake independently. In the first 

term of 2013, an “Okishio Flag” 

project was held in all municipal 

junior high schools in Kobe city. 

 

Of the 82 participating schools, 

designers visited 29 where lectures 

by professionals were requested. 

Students themselves considered and 

debated “who, when, what place, 

会期 
2013年5月～7月 
会場 
レクチャー：神戸市立中学校全82校の

うち、29校	 

展示：神戸市立	 自然の家	 

主催 
神戸市教育委員会 
参加デザイナー	 

池上直樹、井上敦典、大江純平、神崎

奈津子、黄武驥、近藤聡、西海乃素美、

サタケシュンスケ、篠原諒太、遠山敦、

長島祐輔、中西貴子、中野真希、野田

春喜、萩原盛之、畠健太郎、平田由里

子、藤原幸司、増井志洋、マスダマキ

コ、増永明子、和田武大	 

撮影	 

森本奈津美	 

サポート	 

金山健太郎	 

コーディネート	 

二階堂薫	 

	 

※五十音順、敬称・所属略。	 

	 

Period 
May – July, 2013 

Venue 
Lecture: 29 of all 82 Junior High 

Schools in Kobe City 

(Exhibition: Kobe Shizennoie) 

Organization 
Kobe City board of education 

Participating Designers 

Naoki Ikegami, Atsunori Inoue, 

Jumpei Ohe, Natsuko Kanzaki, 

Buki Kou, Satoshi Kondo, Nozomi 

Saikai, Shunsuke Satake, Ryota 

Shinohara, Atsushi Toyama, 

Yusuke Nagashima, Takako 

Nakanishi, Maki Nakano, 

“Kobe City Okishio Children’s Development 

Foundation” Junior High School’s 

Independent Support Project 

Okishio Flag Seminar: “Our own 

easy-to-understand volunteer flag design!” 

 

 
「神戸市 置塩子ども育成基金」中学生の自立サポートプロジ

ェクト	 おきしおフラッグセミナー 

「見て分かる、自分たちのボランティアフラッグをデザイン

しよう！」 

 

ボランティア活動や地域の行事に中学生が主体的に

取り組み、参加する意義を理解するきっかけを生み出

すことを主な目的として。2013 年の 1 学期、活動時のシ

ンボルとなる「おきしおフラッグ」づくりが、神戸市内にあ

るすべての市立中学校でおこなわれた。 

 

全 82 校のうち、プロのデザイナーによるレクチャーを希

望した 29 校をデザイナーが訪問。「見て分かる、自分

たちのボランティアフラッグをデザインしよう！」をテーマ

に、「だれに、いつ、どんな場面で、どんなメッセージを

どのように伝えたいか」を中学生自身が考え、議論を 

伝えたいテーマやメッセージのアイデア出し・決定、図

案化、下書き、本制作という一連の流れを 3 回で完結



 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Haruki Noda, Moriyuki Hagiwara,  

Kentaro Hata, Yuriko Hirata, Koji 

Fujiwara, Yukihiro Masui, Makiko 

Masuda, Akiko Masunaga, 

Takehiro Wada 

Photography 

Natsumi Morimoto 

Support 

Kentaro Kanayama 

Coordination 

Kaori Nikaido 

 

重ねた上で図案化し、フラッグというひとつのカタチに

仕上げていく過程を全 3 回のプログラムとして実行。1

回あたり約 2 時間、神戸や大阪、東京を拠点に活動し

ている総勢 22 名のデザイナーによって、平日の放課後

や土曜日に開催された。 

 

フラッグ制作の過程で、伝えたいテーマやメッセージの

アイデア出し・決定、図案化、下書き、本制作という一

連の流れを 3 回で完結させることは相当むずかしかっ

た。「デザインとは？」を中学生にどう説明するのが適

切か、完成したフラッグを今後の活動に生かしてもらう

ためにはどうすればいいか、デザイナー達は議論を重

ねて「これだけは必ず伝えよう」というガイドラインを設

定。それぞれのキャリアや経験を生かしたレクチャー用

の資料をつくり、場合によってはデザインの事例を示す

ことで生徒たちの関心をひきながら、社会的な活動に

対する自分の想いや自分たちが通う学校、住んでいる

地域などを見つめ直す機会を提供しようと心がけた。 

 

また、レクチャーを前に、デザイナー達は担当校の現状

を把握するためのヒアリングをおこなった。デザイナー

にとって「学校」は非日常な現場であり、学校ごとに異

なる環境や地域の特性を吸収していくことは必要不可

欠。生徒が生徒会や美術部としての使命感からフラッ

グづくりに関わっているのか、あるいは能動的なモチベ

ーションを抱いているかなど、生徒や先生によって異な

る個性や事情、条件の組み合わせなどによっても状況

が日々変化する中、デザイナー達は、生徒の意欲や傾

向、進度についてなど、担当校の先生と相談しながら

次の展開を組み立てていった。 

what message and how it should be 

told” in order to find “their own 

easy-to-understand volunteer flag 

design!” They sketched ideas in a 3 

step program; each step involving 2 

hours on weekday afternoons and 

Saturdays, with 22 designers from 

Kobe, Osaka and Tokyo joining. 

 

During flag production, it was very 

difficult to complete all 

sequences—idea generation for 

themes and messages, decisions, 

sketches, drafting and actual 

production—in just 3 stages. 

Guidelines were established 

explaining, “what is design?” in an 

appropriate way, what should be done 

to make sure the flags continue to be 

used from now, and making sure vital 

messages were communicated. 

Designers presented their careers and 

experiences with lecture materials 

and student interests were aroused, 

offering them a chance to rethink 

their social actions, their own 

thoughts, their school and their 

localities. 

 

It started with lectures listening to 

teachers to understand school 

conditions. ‘Schools’ are unusual 

places for designers, so it’s essential 

to absorb the differences in attitudes 

and backgrounds, thoughts, history, 

environment and area. Students 

became involved in flag making as a 

sense of duty from the student council 

or art clubs, or even personal 

motivation. Circumstances varied 

day-to-day, and designers discussed 

student desired, trends and progress 

with teachers in charge to develop 

future stages. 



 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

完成したフラッグは、想像以上に「のぼり」が多かった。

3 枚で 1 つの意味を成すもの、長さ 5m を超える大作や

万国旗のようなウェルカム・フラッグ、円形タイプも誕生

した。完成したすべてのフラッグは、毎年夏休みにおこ

なわれている、全中学校の代表生徒が参加する「いき

いき生徒会会議」の会場で展示され、神戸市教育委員

会から特にプロジェクトの主旨に合っているとみなされ

た作品は、神戸教育フォーラムでも披露された。フラッ

グは今後、中学校での社会活動に参加する際に使用

され、制作時の想いをのせて、後輩へ引き継がれてい

くに違いない。 

 

Among the finished products, there 

were more hanging flags that 

anticipated. Others included sets of 3 

with a single meaning, a very long 5m, 

epic welcome flag and even a circular 

type. All completed flags were 

displayed in the annual summer “Ikiiki 

Student Council Meeting” venue, and 

Kobe City’s Board of Education 

displayed those they deemed excelling 

at their Kobe Education Forum. The 

flags will be used when Junior High 

Schools participate in social activities 

over the next few years. 
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We often talk discuss that education 

should have “design 

thinking”—thinking yourself about 

making the things around you better, 

finding the problem and working out 

the solution and the ability to actively 

mobilize—and a curriculum to master 

this is important. This project was 

extremely significant as designers 

were able to experience an educational 

environment; a valuable chance to find 

a way we should move forward. 

 

The project has now finished, but I 

believe it’s just the beginning. I would 

really like people to know design POVs, 

thinking and reacting and the 

techniques needed to find a way to tell 

the people you want to tell what you 

want to tell. People should really feel 

this importance and make use of 

design in the future. Design is not just 

limited to education, it exhibits its 

characteristics in all kinds of scenes, 

places and opportunities, and I really 

hope everyone gets in at the root levels 

where you can discover the challenges 

and objectives.⚓ 

(Kaori Nikaido) 

 

 

※The “Kobe City Okishio Children’s 

Development Foundation” Junior High 

School’s Independent Support Project, 

October 2011, was born from the 

contributions of the late Ms.Jyu Okishio 

donations as a Kobe City project 

aiming at the wholesome nurture of 

youth by utilization of the “Kobe City 

Okishio Children’s Promotion 

Foundation.” 

これからの教育には「デザイン思考」＝身のまわりで起

こる事象をよりよくしようと自ら考え、課題を見つけて解

決策を編み出し、能動的に行動できる能力＝が身につ

くようなカリキュラムが必要なのではないか、と話し合っ

ていた私たちにとって、教育の現場にふれることができ

た今回のプロジェクトはとても意義深く、今後進むべき

道を模索していく上でも、非常に大事なきっかけとなっ

た。 

 

本プロジェクトは完了したが、これは始まりなのだ、と私

は思う。伝えたいことが伝えたい人によりよく伝わるよう

工夫していく一連の流れを通して、デザインの視点やも

のの考え方・受け止め方、手法などを知ってもらい、考

えを深めることや対話の重要性を体感してもらって、今

後の取り組みに生かしてもらえたらいいなと願っている

し、これからも未来につながる取り組みを続けていきた

い。また、教育というジャンルに限らず、世の中のさまざ

まなシーンに「デザイン」が本領を発揮できる場や機会

があるのなら、課題や目的を発見していく根本の部分

から関わっていけたらいいなと切望している。⚓ 

（二階堂薫） 

 

 

※「神戸市置塩子ども育成基金」中学生の自立サポート

プロジェクト…2011 年 10 月、故置塩壽(おきしお じゅ)さん

による寄付から生まれた「神戸市置塩子ども育成基金」を

活用し、青少年の健全な育成をめざす神戸市の事業のひ

とつ。 
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Does ‘self-explanatory design’ exist? Or, 

should we learn how to be design users? 

 
一目で使い方がわかるデザインがなければ、デザインを使いこなす

方法を学ぶべき？ 

	 

 It’s the ideal; designers in all fields 

strive for it: Self-explanatory design. 

Using the means of material, texture, 

construction, shape, color, etc. to 

guide the users so that they can deal 

with the designed item intuitively. 

 (Text: Bianca Beuttel) 

 

Until recently, if you would have asked 

me for an example, I would have 

mentioned the chashaku, the tea scoop 

used in Japanese tea ceremony. It is 

made from a piece of bamboo in such 

manner that the characteristic bamboo 

node (the bulge where leaves emerge) 

is positioned in the middle of the scoop. 

There it clearly marks the division 

between it’s two separate functions: 

the part for handling which is touched 

by the fingers, and the part for 

measuring which comes into contact 

with the delicate tea powder.  

 

Taking into account that “purity” is one 

of the principal virtues of tea 

ceremony, this is a perfect design; 

hard to improve. However, observing 

people new to tea ceremony—whether 

foreigners or Japanese—handling this 

scoop made me doubtful. Many of 

them don’t seem to notice the 

separation and touch it above the 

node, on the “tea-part”. Teachers have 

to explain how to hold it and why. 

Does this mean that self-explanatory 

design is a myth? 

 

A tea ceremony requires a lot of 

consideration like the choice of the 

utensils and setup of the tearoom with 

a hanging scroll and flowers according 

to a theme, for example. So it’s not 

surprising that when you start learning 

tea ceremony, you first have to learn 

how to be a guest. You will not only be 

理 想 と す る の は 、 一 目 瞭 然 に 使 い 方 が わ か る よ う

なデザインを完 成 させること。あらゆる分 野 でデザ

イナーたちは、素 材 、手 触 り、つくり、かたちや色 な

どを駆 使 して、直 観 的 に使 うことができるようなモノ

をデザインするべく苦 心 している。 

（テキスト：ビアンカ・ボイテル） 

 

モノそれ自体が用途を示す例として、以前の私なら茶

道で使う茶杓(ちゃしゃく)を挙げただろう。主に竹ででき

ており、茶筒から抹茶をすくう細長いさじで、真ん中に

ある竹の節より下部を手で持ち、上部を繊細な抹茶に

直接触れる部分として用いる。１本の茶杓の用途を、

真ん中の節がはっきりと２つに分けているのだ。 

 

茶道の心得である「和敬清寂」の“清” の意味を思い

出せば、茶杓こそが完璧にデザインされたものであると

感じる。ところが、実際に初心者―日本人であれ外国

人であれ―が茶杓を扱う様子を見ていると、疑問が生

じる。どうやら節の意味がわかっていないらしく、本来は

抹茶をすくう部分である節から上の部分に触れている

ことが多いのだ。茶道の師範が、使い方とその理由を

解説しなければいけないのが現状だ。ということは、一

目で使い方がわかるデザインというものは幻想に過ぎ

ないのだろうか？ 

 

茶事では、茶道具の選び方からテーマに合わせた掛け軸

や花を飾ることに至るまで、すべてに細かい配慮がなされ

ている。それゆえ、茶道を習い始めるときに、まずもてなし

を受ける側としての作法を学ぶのは不思議なことではな

い。単に所作だけではなく、細かいところに気を配るという

ことを学んでいく。学べば学ぶほど、いっそう茶会を楽し

むことができるようになっていく。つまり、釜で沸き立つ

湯の音を味わったり、冬は暖かく夏は涼しい気持ちに

なれるようにもてなしてくれる亭主の熟慮を理解するな

ど、〈気づくこと〉と〈わかること〉の問題なのだ。 

 

 

 



 同じように、デザイナーたちはもの作りに努力を惜しま

ないが、ユーザー側はそのデザインされたものを使う方

法は習わない。誰もが直感的にデザインを扱うことがで

きるだろう、と期待するのは傲慢ではないだろうか？こ

こで言う“直観的に使う”とは、私たちにとってすでに親

しみのある使い方をまねて作られたために、説明され

なくても使いこなせるものを表す。何に親しんでいるか

ということは、私たちの文化的背景、すなわち私たちが

培ってきたモノの見方や使い方によって変わる。知覚

やインターアクションは、私たちの学習プロセスに基づ

いているのである。 

 

こう考えていくと、“デザインされたものを使いこなすた

めの教育”というのは、あながちおかしな考えではない

と思う。そうすれば、開けづらいパッケージ包装を前に

イライラすることがなくなるだろう。訓練されたユーザー

はモノを注意深く見て、デザインに施された小さなヒント

を理解するだろうし、デザインされたモノをもっと味わう

ことができるだろう。また、訓練されたユーザーはデザ

インの質を判断し、そこそこのデザインに満足すること

がないから、デザイン教育はよりよいデザインを生むこ

とにもつながる。 

taught appropriate behavior, but also 

to pay attention to the details. The 

more you know about it, the more you 

can enjoy the event. It is a matter of 

awareness and understanding to 

appreciate the sound of boiling water in 

the kettle and to realize how thoughtful 

your host managed to make you feel 

warm in the winter or cool in the 

summer. 

 

Similarly, designers put much effort 

into their work, but no one is taught 

how to use design! Yet, isn’t it daring to 

expect that everybody can deal with it 

intuitively? “Using something 

intuitively” means “being able to deal 

with an unknown item because it 

models a way of handling we are 

already familiar with”. And familiarity 

comes from our cultural background, 

the way we were taught to see and use 

things. Perception and interaction is 

based on a learning process we went 

through. 

 

 



 

ビアンカ・ボイテル	 

Bianca Beuttel 

http://www.bbianca.net/ 

	 

京都在住のデザインエッセイ

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

クショップ、レクチャーなどを

手がけている。2011年には、大

阪とドイツ・フランクフルトで

開催された「Japanese Package 

Design Exhibition」のキュレーシ

ョンも担当。 

この「D.O.Q.」コラムは、デザ

インに関する質問を投げかけ

ることで、読者のみなさんとと

もに、未来のデザインの答えを

探ろうという試みです。	 

 
This Kyoto based designer- 
essayist is deeply interested in 

how things can contribute to the 
quality of our everyday life. She 

pursues this, for example, in her 
work on Japanese Packaging 

Design, which includes articles 
in various online and offline 

publications, workshops and 
lectures as well as the “JPDEX – 

Japanese Packaging Design 
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. 
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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」 

 

	 

 

Thus, education in “how to be a user of 

design” isn’t an absurd idea at all. It 

would avoid those frustrating attempts 

to open a package for example, and 

contribute to an easier life. A trained 

design user will look closer and 

understand the hints of the design; he 

will also appreciate designed things 

more. Design user education will even 

challenge design for the better, 

because educated design users will be 

able to judge the design quality and 

won’t resign to mediocre designs.  

 

Wouldn’t it be wonderful, if design user 

education—let’s call it “DESIGN 

LITERACY” for arguments sake—would 

be part of the regular art classes at 

school? To start early and introduce 

children to the subject would be most 

fruitful. 

And wouldn’t it be exciting, if Kobe as a 

UNESCO Design City pioneered 

DESIGN LITERACY training? How about 

a DESIGN LITERACY DAY at all Kobe 

schools every year on October 16?⚓ 

 

デザインされたものを使いこなすための教育を、仮に“デ

ザイン・リテラシー”と呼ぶことにして、これを学校で図工

や美術の授業の一環として取り入れてはどうだろう。デザ

イン・リテラシーに子どものうちから親しみ、身につけてい

くことは大きな成果につながるはずだ。あるいは、ユネス

コのデザイン都市・神戸ならではの新たな取り組みとし

て、「KOBE デザインの日」である毎年 10 月 16 日を、神戸

市内の学校で「デザイン・リテラシーの日」と決めてみるの

はいかがだろうか。⚓ 

 

 



 

2013 年 10 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？ 

 

第 二 回 となる今 回 は、ソウルで活 躍 する若 手 グラ

フィックデザイナー「Hey OK（ヘイオーケー）」のシ

ン・ドンヒョクさんとシン・ヘオクさんにパジャ

マについて質問しました。	 

	 

	 

ソウルでは、梅雨の時期、熱帯夜に悩まされ

ます。なので、かわいらしいパジャマという

よりも、涼しくて快適な服を着て寝ますね。	 

	 

 

 

As of October 2013, there are 11 

UNESCO Cities of design in the 

world. This article researches 

design in people’s lives in each city. 

The main theme is “design when 

you’re off”. What kind of things do 

you have in your vicinity when your 

“design” switch is not on?  

 

The 2nd research is with Donghyeok  

Shin & Haeok Shin from the 

emerging graphic design studio 

“Hey OK” in Seoul, South Korea. We 

asked a question about Pyjamas.  

 

 

 

 

In Seoul, we suffer from a 

tropical night phenomenon now 

with the rainy season.  

We wear night clothes that are 

cool and comfortable for this 

weather rather than pretty 

pajamas. 

 

 

 

Buenos Aires 

Berlin 

Montreal 

Nagoya 

Kobe 

Shenzhen 

Shanghai 

Seoul 
Saint-Etienne 

Graz 

Beijing 

 

Hey OK (Donghyeok Shin & Haeok Shin) 

http://okhyeok.egloos.com/ 
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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 

	 

 

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IT企業に勤め

る高橋伸幸さんにお願いしま

した。	 

[撮影:2013年9月17日～23日]	 
	 

A chance to 're-see' design by 

selecting and photographing 

(daily) one's favorite 'design' 

from day-to-day life, over the 

period of a week. This time 

round, we asked an employee at 

an IT firm: Nobuyuki Takahashi. 

[Photographed: 17th to 23rd of 

September, 2013] 
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高橋	 伸幸	 

Nobuyuki	 Takahashi	 

	 

IT企業に勤める会社員。現在子育て奮

闘中です。仕事から帰宅して、玄関で

家族にお出迎えしてもらえる時に最上

の幸せを感じています。お気に入りの

便利グッズは、PC眼鏡、フリクション

ボール、おサイフケータイなど。妻と

長女（4歳）と次女（9カ月）の4人家族

の36歳のパパです。	 

	 

Employee at an IT firm. Currently 

struggling with child raring. Feels 

most happy when greeted by 

family members in the entrance 

when he gets home from work. 

Favorite useful items include his 

PC glasses, friction ball and 

portable phone. 36-year-old papa 

with a wife, eldest daughter 

(4y.o.) and second daughter (9 

months). 

 

9/17（mon） 

電波時計 

毎朝「もうこんな時間？？」という言葉を浴びせられている時計。

これからもお世話になります。 

Radio Clock 

"It's WHAT time?" The clock that gives me grief every 

morning, but looks after me all the time. 

 

9/18（tue） 

オフィス街 

これぞ都会！！いったいどれほどのヒトがこの中に詰まってる

んやろう？ 

Business district  

The city!! How many people you think are packed in 

these? 

 

9/19（wed） 

デスクワーク 

いつもここで文字や数字とにらめっこしています。たまに睡魔と

戦っています。企業戦士です。 

Deskwork  

I’m always here, staring down at letters and 

numbers. I sometimes battle sleepiness. I'm a 

corporate warrior. 

 

9/20(thu) 

帰宅途中 

最近、日が短くなってきましたね。 

帰り道に夜勤の方を見かけたのでご挨拶。「ご苦労様です。」 

On the way home 

The days are getting shorter recently. I saw a night 

shift worker on the way home and greeted him. "Keep 

up the good work" 

 

 

9/21(fri) 

健康診断 

今日は一年に一度の健康診断。今年も健康でありますように。 

皆様も定期健診に行きましょう。 

Physical Examination  

Today is the yearly physical examination. I hope I'm 

healthy. Make sure you take your regular checkup, 

everyone. 

 

9/22(sat) 

4歳の絵の講師 

我が家には絵の講師がいます。左からママ、妹、お気に入りの

人形、パパだそうです。パパのヒゲはそんなに濃くないです。 

4y.o. picture teacher 

There's a picture teacher in my house. From the left 

there's mama, her younger sister, a doll she likes and 

papa, apparently. Papa's beard is not really that thick. 

 

9/23(sun) 

週末の車窓から 

いつも家族と過ごしています。クルマでの移動が多いので指定

席から撮影しました。皆様も良い週末を！ 

Weekends in the car  

I spend my time with the family. I move around a lot 

in the car, so this photo is from the reserved seat. 

Have a great weekend everyone! 

 

9 
/ 
23 
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