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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。前回、第 5 号

では六甲ライナーを取り上げ、3 回目となる今回は、住

吉川をめぐる冒険へ出発！ふだんとは違う視点で、神

戸のまちを見つめ直します。(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:41…魚道って? 

川面に反射するチラチラした光とともに、鮎の群れを

発見。その先に、アヒルとサギがエサをとってい

るのが見える。まちの真ん中でこんな自然に出会

えるなんて!としばし感動。歩道に記された「魚道」

という文字に困惑。釣り人向け? 

15:53…謎のポール 

再び回転灯に目をやると、回転灯が入った箱の

そばに棒状のものがくっついていることに気づく。

なんだろう…電池かなにか? 

16:00…標識 

河川への注意をうながす標識のそばに「兵庫県

土木事務所」という文字を見つける。連絡をとっ

てみることにして、今日はここまでに。 

“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. .DOCK 05, took us on an 

adventure on the Rokko Liner; next we 

decided to check out Sumiyoshi River 

for our third great adventure. 

 

 

 

15:29. Warning Lamps 

Here and there we notice warning 

lamps. There is a sign next to them all 

stating that during heavy rain or 
floods, the lamps will switch on; 
please evacuate the river. There’s 
even a sign under the bridge; it’s not 
safe to shelter from the storm there. 
Who put these lamps here? Are they 
automatic? 
15:41. Fish road 

We see sparkles of light in the water 

and spot a school of ayu swimming 

together. Later on we see ducks and a 

heron fishing. It’s surprising to see 

such a healthy river in the middle of 

the city. There’s a sign on the footpath: 

“fish road”. We wonder what on earth it 

is. Is this where fishermen come? 

15:53. Mysterious Pole 

Taking a look at the lamps again, we 

notice a pole next to one with a box 

strapped to close by. What on earth is 

this? Is it some kind of power box for 

the lights? 

16:00. Signboard. 

On a signboard close by warning of 

住吉川 
Sumiyoshi River 

Design Safari:  

“Who looks after Kobe’s waterways?” 

神戸の河川を守っているのは? 
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【2013 年 11 月 14 日(木) 雲ひとつない青空】 

 

15:05…喫茶店「神戸ベル」 (住吉駅) 

神戸ベルでお茶をした。二階堂、ビアンカは風邪気味。

ダンカンは元気。ビアンカの提案で住吉川を散策する

ことに。コープさん(生活協同組合コープこうべの本拠

地は住吉)と有名な甲南小学校のそばを通る。 

 

15:17…住吉川沿いにて 

水がきれい!川沿いをジョギングするランナー用の距離

マーカーもあった。絵になる光景だなぁ。知らない人

が、すれ違いざまにあいさつをしてくれる。「この辺りに

住んでいる人たちはラッキーですね」とビアンカ。その心

は、「住吉＝住み+良し」らしい。川はなんと、JR が走る

トンネルの上を流れていく。これを表す言葉って、ある

のだろうか。 

[14th November, 2013. Cloudless 

Skies.] 

 

15:05. Kobe Bell (Sumiyoshi Station) 

We finish our coffees at Kobe Bell. Both 

Nikaido and Bianca have a cold, but 

Duncan is genki. Bianca suggest we head 

to the river for a stroll. We walk past 

Coop (which apparently started here in 

Sumiyoshi) and the well-known Konan 

Elementary School. We climb the huge 

bank of the river and peer down at a tiny, 

quiet Sumiyoshi river. Nikaido san 

explains that Sumiyoshi sometimes 

floods. Even so, the banks seem a bit big. 

 

15:17. Along the river 

The water is so clean! And there are 

distance markers set in the footpath 

along the river for joggers. It’s very 

picturesque. Someone says hello. 

Bianca says it really is lucky to live here 

(=sumi ‘live’ and yoshi ‘lucky’). Nikaido  

mentions we are heading over the JR 

tracks. The river actually flows over the 

tracks! We wonder if there is a special 

name for it. 

 



 

15:29. Warning Lamps 

Here and there we notice warning 

lamps. There is a sign next to them all 

stating that during heavy rain or 

floods, the lamps will switch on; please 

evacuate the river. There’s even a sign 

under the bridge; it’s not safe to 

shelter from the storm there. Who put 

these lamps here? Are they automatic? 

 

15:41. Fish road? 

We see sparkles of light in the water 

and spot a school of ayu swimming 

together. Later on we see ducks and a 

heron fishing. It’s surprising to see 

such a healthy river in the middle of the 

city. There’s a sign on the footpath: 

“fish road”. We wonder what on earth it 

is. Is this where fishermen come? 

 

15:53. Mysterious Pole 

Taking a look at the lamps again, we notice 

a pole next to one with a box strapped to 

close by. What on earth is this? Is it some 

kind of power box for the lights? 

 

16:00. Signboard 

On a signboard close by warning of the 

dangers of the river, right down the 

bottom we find the signature of the 

Hyogo Prefecture Civil Engineering 

Office. Declaring the next step to get in 

contact, we finish for the day. 

  

 

15:29…回転灯を見つける 

回転灯のそばに「大雨・洪水注意報の時、回転灯が点

灯しますので川からあがりましょう」という文字が。橋の

下にも「台風の時、ここで雨宿りはできません」というサ

インがあった。一体、誰が回転灯をつけるんだろう。自

動で点灯するのだろうか。 

 

15:41…魚道って? 

川面に反射するチラチラした光とともに、鮎の群れを発

見。その先に、アヒルとサギがエサをとっているのが見

える。まちの真ん中でこんな自然に出会えるなんて!とし

ばし感動。歩道に記された「魚道」という文字に困惑。

釣り人向け? 

 

15:53…謎のポール 

再び回転灯に目をやると、回転灯が入った箱のそばに

棒状のものがくっついていることに気づく。なんだろう…

電池かなにか? 

 

16:00…標識 

河川への注意をうながす標識のそばに「兵庫県土木事

務所」という文字を見つける。連絡をとってみることにし

て、今日はここまでに。 
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14:30. Hyogo Prefecture Civil 

Engineering Office (Kobe Citizens 

Department), Waterways Section.  

Mr. Furukawa and Ms. Ueno both have 

their Civil Engineering uniforms on to 

greet us, with a very smart logo above 

the breast pocket. 

 

Duncan: Thank you for allowing us to 

interview you today. Could you tell us 

about what you do, and Sumiyoshi River? 

Furukawa: We look after 76 waterways in 

Kobe; 4 are classified as Class 1 and 72 

as Class 2 waterways. 232.63km in total. 

Waterway improvement is our main 

work, and we also do maintenance. Ms. 

Ueno is in charge of Sumiyoshi River, 

which is 3.6km from its origin to the 

mouth. 

Ueno: Sumiyoshi River was thoroughly 

reconstructed after a flood in Showa 13 

(1938). It’s built to withstand a very 

serious flood every 100 years. 

 

Duncan: The banks did seem quite high… 

 

 

Ueno: They’re built 1m above the water 

level predicted with this flood. The 

purpose of the banks is to make sure the 

water gets from the mountains to the 

14:30…兵庫県神戸県民局神戸土木事務所 河川課を

訪問 

胸ポケットにロゴの入ったユニフォームに身を包んだ、

古川仁課長と植野恵主査が出迎えてくださった。広い

会議室で、取材を開始。 

ダンカン:本日はお時間をいただき、ありがとうございま

す。さっそくですが、みなさんのお仕事と、住吉川につ

いて話していただけますか。 

古川:私たちは、市内にある 76 カ所の河川を管理して

います。全長 232.63km のうち、4 つの河川は一級河

川、残りが二級河川。河川改修が主な仕事で、維持管

理にもたずさわっています。植野主査は全長約 3.6km

の住吉川を担当しています。 

植野:住吉川は、1938 年(昭和 13 年)の阪神大水害で

氾らんした後、大規模な洪水にも耐えられるように改

修、新しく整備されたのです。 

ダンカン:だから、土手がかなり高くなっているのですね! 

 

植野:洪水を想定して、土手は水位より 1m ほど高くなっ

ています。土手の役割は、山から流れてきた水を海へ

通してやること。その水量を調節する、川の分岐部分

の扱い方がポイントです。住吉川は十分な長さがあり

兵庫県神戸県民局神戸土木事務所  

Hyogo Prefecture Civil Engineering Office 

(Kobe Citizens Department) 

 

(左から) 

植野 恵 

Megumi Ueno 

河川課 主査 

 

古川 仁 

Hitoshi Furukawa 

河川課 課長 

 

 

[5th December, 2013. Chilly afternoon.] 【2013 年 12 月 5 日(木) 肌寒い午後】 



 

Ueno: They’re built 1m above the water 

level predicted with this flood. The 

purpose of waterways is to make sure the 

water gets from the mountains to the 

sea. The most important aspect of this 

ensuring that the river’s cross-section 

can handle the volume of floodwater. The 

cross section the length of Sumiyoshi 

River can withstand a flood every 100 

years. Sumiyoshi is a ‘raised river bed’, 

which means it flows above the level 

where people are living, so normally it’s 

quiet. 

 

Nikaido: Could you tell us about your 

warning system and the lights? 

Furukawa: We installed the warning 

system in Heisei 21 (2009). In 2008, the 

Toga River in Nada-ku rose 1.3m in 10 

minutes after 24mm of sudden rainfall. 5 

people were involved in accidents. The 

answer was the idea of automatic 

warning lamps. We installed them in 16 

locations in Sumiyoshi River because 

people often frequent it. When a flood 

advisory is given from the weather 

bureau, the information goes to Radio 

Kansai who transmits it on the wireless; it 

is relayed to the warning lamps and they 

switch on automatically.  

Duncan: What’s the nearby pole for? 

Ueno: It’s the receiving equipment. It 

picks up the wireless signal from Radio 

Kansai. There is one relay pole per lamp; 

having them all connected to one pole is 

not secure. The box has plates to shield 

the device from the sun’s heat.  

Nikaido: Any reaction from people? 

Ueno: We have about 30 warnings a 

year, and the lights often come on when 

there is no real danger of rising water. 

Some people think we are crying wolf. 

We believe that it’s important to warn 

people to prevent any accidents, 

however. 

 

Duncan: What’s a “fish road?” 

Ueno: I’m happy you asked; it’s 

something I’m very proud of. Sumiyoshi 

River is terraced in 78 places to slow the 

flow of the river. We installed the 

“Gyodo” (or “fishways”) at the large 

terraces to help the Ayu swim up river.  
 
 
They’re a little hard to find, so we put the 
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植野:洪水を想定した水位より、土手は 1m ほど高くなっ

ています。河川の役割は、山から流れてきた水を海へ

通してやること。河川において大事なポイントは、水の

流れる断面積を確保すること。住吉川は 100 年に一度

の洪水に耐えるための断面積が確保されています。住

吉川は天井川といって、人が生活している場所よりも

高いところを流れる川なので、ふだんはとても静かで

す。 

二階堂:非常時の警報システムと回転灯について教え

てください。 

古川:警報システムは、2009 年(平成 21 年)に設置され

ました。2008 年（平成 20 年）、10 分間に 24mm の雨が

降った時、灘区を流れる都賀川が 10 分ほどで 1.3m も

急増水し 5 名の方が犠牲となる事故が発生しました。

そこで、住吉川においても人が集まるところを中心に、

回転灯を 16 カ所に設置。気象庁が発表した大雨洪水

注意報の気象情報をラジオ関西が受け、無線でこの回

転灯へ飛ばす仕組みで、自動で点灯させることが可能

です。 

ダンカン:回転灯そばのポールは、何のためにあるので

すか。 

植野:ラジオ関西からの無線を受信するためです。回転

灯ひとつにつき、1 本あります、1 本に集約するのは、安

全とは言えないんです。太陽熱から保護するために、

機器の入った箱の 4 面はプレート状に覆われていま

す。 

二階堂:警報システムに対する、地域の方々の反応は? 

植野:実際に増水の危険があるわけではない時も含め

て、年に 30 回ほどシステムが作動します。「オオカミ少

年」のようだと言われることもありますが、事故を防ぐこ

とが最も大事だと思っています。 

ダンカン:「魚道」について教えてください。 

植野:いい質問ですね。住吉川には流れを遅くするため

に、78 カ所に階段状の落差工があります。そこに鮎が

川をさかのぼるための「魚道」を作ったんです。どこにあ

るのかわかるよう、歩道に目印をつけています。 

二階堂:釣り人向けの標識かと思っていました!(笑) 

植野:鮎そのものは、住吉川の整備には直接関係あり
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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. j imdo.com/ 

They’re a little hard to find, so we put the 

signs on the footpath to help. 

Nikaido: We thought it was for fishermen! 

Ueno: (laughs) Ayu have no engineering 

value in a river, but they are an indicator 

species: if they can swim upstream, so can 

other fish. This creates a ‘healthy’ river 

system. We worked with an NPO on the 

construction of the fishways (we used natural 

stone, not concrete), and we’ve seen a great 

spread of Ayu throughout the river. Usually 

with Civil Engineering you make something 

and it’s finished, but we see continuous 

improvement with this project. It’s a very 

successful. 

Duncan: Awesome! What other cool projects 

are you involved in? 

Furukawa: I don’t know if you know, but 

November 18th is “Civil Engineering Day” in 

Japan. We are planning to hold a tour of the 

old Minatogawa Tunnel in Kobe City on this 

day. We also produce a magazine to let 

citizens know about Civil Engineering 

projects in Kobe, like the Ishii Dam, which 

plays a very important flood-protection role 

in our waterways in Kobe City. You can get it 

at our office. 

Duncan: We’ll check it out! Thank you for 

your time today! 

 

Who would have though Civil Engineering 

could be so cool: Mr. Furukawa and Ms. Ueno 

work hard to keep us safe, and they also 

keep our rivers healthy, and actively 

promote learning about their work. ⚓ 

 

 

植野:鮎そのものは、住吉川の整備には直接関係あり

ません。鮎がさかのぼることができれば、他の魚にも可

能だろうという指標種として、ベンチマークの役割があ

るんです。これが、健全な川づくりの指標になってい

る。NPO 団体と協力して、「魚道」をコンクリートではなく

本物の石でつくりました。今では、住吉川のあちこちで

鮎を見かけます。通常はプロジェクトが終わるとそれっ

きりになるところ、工事が終わった後もその成果を目の

当たりにできるのは、すてきなことだと思います。 

ダンカン:おっしゃる通りですね!他にも、成功したプロジ

ェクトはありますか。 

古川:ご存じかもしれませんが、11 月 18 日は「土木の

日」。その日に向けて、昔の湊川トンネルを訪ねるツア

ーを企画したり、治水上、非常に重要な石井ダムなど、

神戸市内の土木事業を広く知っていただくための情報

誌を発行、神戸土木事務所で配布しています。 

ダンカン:ぜひ、読んでみたいです!本日はどうもありがと

うございました。 

以上、土木事業というものが、こんなにわくわくすること

だったなんて!古川課長や植野主査をはじめとする職員

の方々が私たち市民の安全を守ってくれている、そして

土木事業への関心を高めようと、日々取り組まれてい

るのですね。⚓ 
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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 す る メ デ ィ ア 『 .DOCK 』 の 公 開 取 材 イ ベ ン ト

「.DOCKTALK」。今回のゲストは建築家の島田陽さんと、

詩人の辺口芳典さん。大阪・此花にて進行中のプロジェク

トでコラボレーションなさっているおふたりに「場のデザイ

ン」について語っていただきました。なお、本座談会は 1 月

23 日に神戸・北野でおこなわれました。諸事情により、公

開取材スタイルで開催できなかったことをお詫びいたしま

す。(聞き手:後藤哲也、ダンカン・ブラザトン、二階堂薫、

浜田茜) 

 

“.DOCKTALK” are open interviews held by 

“.DOCK,” an local and international initia-

tive of Design City Kobe. Guests: architect 

Yo Shimada and poet Yoshinori Henguchi. 

Both are involved in a project in Osaka’s 

Konohana area together—we asked about 

“place design.” This discussion was held on 

the 23rd of January. (Audience: Tetsuya 

Goto, Duncan Brotherton, Kaori Nikaido, 

Akane Hamada). 

後藤:本日は「場のデザイン」というテーマで、お話をうか

がいたいと思います。まずは、おふたりがどういういきさつ

で知り合ったのかを…。 

辺口:では、僕のことからお話ししますね。大阪市此花区と

い う 昭 和 の 情 緒 が 香 る 下 町 で 、 「 黒 目 画 廊 」 と

「OTONARI」を運営しています。「黒目画廊」は、僕の居住

空間である古い木造アパートをギャラリー兼アトリエにし

たもの。自分の作品をはじめ、国内外の作家さんの作品

を展示したり、詩の朗読などさまざまなパフォーマンスの

舞台として活用しています。この界隈ならではの魅力を伝

えようと、ファンタスティックなスポットを案内していく中で

案内所というキーワードが浮かんで、地域の案内所

「OTONARI」が誕生しました。さらに「勝手に案内所」の次 

 

Goto: Today’s theme is “place design,” 

and we’d like to hear your opinions on it. 

Could you tell us about how you got to 

know each other? 

Henguchi: I’ll go first. There’s a little 

downtown area in Osaka city called 

Konohana-ku, which is fragrant with a 

Showa era feeling, and there I manage 

“Kuromegarou” and “OTONARI.” “Ku-

romegarou” is my living space; and old 

wooden apartment made into a gallery 

and studio. We’ve had exhibitions of my 

work as well as other artists both Japa-

nese and international, and it’s also been 

used as a stage for various performances 

like poetry recitations. Informing  

 

 

.DOCKTALK: “Design, inside and outside” 

.DOCKTALK:デザインの内と外 

 

 

 

島田 陽 

Yo Shimada 

 

辺口芳典 

Yoshinori Henguchi 
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「OTONARI」が誕生しました。さらに「勝手に案内所」の次

は「勝手に文化センター」があったらいいし、此花を紹介

する際に足りないのは宿だなと思ったんです。泊まれるだ

けじゃなく、「寄り合える場」をつくったらどうだろうと。僕に

できることは限られていて、この地域ならこういうところが

いいよと紹介するとか、宿があればいいなと考えること、

人をつなぐような感覚的なところまで。すでにある建物を

改修して用途や機能を変えていくリノベーションには限界

がある、宿をつくるならゼロからつくった方が断然おもしろ

い、お金はこれだけなら出せる、じゃあだれに頼む?という

タイミングで、雑誌『BRUTUS』の「わがままな、家」特集号

に出会いました。何気なく手に取ってみたら、島田さんの

手がけた「六甲の住居」が目にとまったんです。遊ぶため

のものではなく人が暮らす空間と、人が集う場が調和して

いて、僕が描いていたイメージにピタッとはまった!おどろ

きました。 

島田:あの家には、大学時代の友人が 1 人で住んでいま

す。リノベーションをするつもりで物件を探していたのです

が、日本の住宅融資の仕組みがリノベーションにやさしく

ないため、新築にしようということになり、4 年ほど探して

いました。ある日、彼から「土地が見つかった。一緒に来

てほしい」と言われて出かけると、車では行けない高台に

広い敷地がありました。彼からの依頼は「人が集まるとこ

ろがほしい」「居住スペースとしては、バスルームとベッド

ルームがあればいい」というもの。その土地の魅力である

眺めのいい方向だけに開く建て方はよくあるので、僕はフ

ラットに建てたいと考えました。眼下に広がるまちなみも

夜景も、北側の山の緑も、周囲の風景がすべて同じくらい

のインパクトで目に飛びこんでくるようにしたいなと。ガラ

ス張りだけど外からは見えず、クローゼットなどもガラス張

り。何も隠さず、シンプルに、その空間そのものがいい風

景になるようにデザインしました。費用面もかなり厳しかっ

たので、あれこれできない不自由さが逆によかったし、建

築の過程も本当に楽しかった。資材を車で運べないた

め、すべて人力で施工しました。100kg までなら持てること

がわかり、資材ひとつひとつが 100kg 以内におさまるよう

工夫して。グラフィックデザイナーだった友人はその後、

僕の事務所のオープンデスクにやって来て、建築の世界

に入ってしまった。クライアントがチームメイトになるという

謎の展開になりました(笑)。 

後藤:辺口さんが衝撃を受けたのは、島田さんの建てた家

がイメージどおりだったからですか。 

辺口:はい、これだ!と興奮しました(笑)。衣食住の中で僕

が一番おもしろいと思っているのは、住。「黒目画廊」の存

everyone about this fantastic spot in 

order to imparting the characteristic 

charm of this neighborhood, I came 

across the key word “information cen-

ter,” and our information center 

“OTONARI” was born. After the birth of 

this “arbitrary” information center we 

thought it would be good to have an 

“arbitrary culture center”: the only thing 

Konohana didn’t have was lodgings. I 

wondered how we could make it a “place 

to gather,” and not just somewhere to 

stay. My ability is limited though; I can 

show people the great things in the area, 

come up with the great idea of lodgings, 

and get people together. I needed help 

with the rest. There are limits to just 

repairing an old building to improve its 

usefulness or features, so I thought that 

it would be totally cool to build it from 

scratch. I started wondering who I could 

ask with the budget we had. At that time 

I happened across a special number of 

“BRUTUS” magazine called “Selfish 

Homes.” Inadvertently I picked it up, and 

Mr. Shimada’s “Rokko Residence” caught 

my attention. I was astonished; it was a 

space, not for play, but for people to live 

and come together in harmony… exactly 

as I imagined. 

Shimada: A friend from University lives 

alone in that house. He was looking for a 

building he could renovate, but residen-

tial loans in Japan don’t look on renova-

tions so favorably, so he decided to build 

anew and searched for four years. One 

day I got a message that he’d found a 

plot and wanted me to see it too; he took 

me to an elevated, spacious place inac-

cessible by car. His request: “A place for 

people to come together. All I need is a 

bathroom and bedroom.” Usually you 

would build facing the view—part of the 

charm of this plot—but I decided to keep 

it flat. I wanted people to see the town-

scape and night views, the green of the 

mountain to the North, and the sur-

rounding scenery the all with the same 

impact. Having glass walls wasn’t 

enough; we made even the closets glass. 

Nothing is hidden; we designed it so the 

place itself becomes part of the scenery. 

 

 There wasn’t a lot of money, but on the 

contrary, this discomfort brought good 
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後藤:辺口さんが衝撃を受けたのは、島田さんの建てた家

がイメージどおりだったからですか。 

辺口:はい、これだ!と興奮しました(笑)。衣食住の中で僕

が一番おもしろいと思っているのは、住。「黒目画廊」の存

在がまさにそうで、家は詩人との相性がいいんです。住ん

でいるだけ、こだわりを見せるだけで見どころになるので、

どういう家だったらおもしろいかなと常に考えていました。

家がシンプルであることのよさは「見える」こと。配水管っ

てこうなってるんだ、こういう構造で建てられているんだ、

というのが見えると想像が広がるんですよね。 

島田:オープンにすることは、常に意識しています。ただ開

放的だというだけでなく、率直さやおおらかさなど、すべて

が見えていることは重要だなと。鉄骨や配線が見える、隠

されたものがないような仕組みをつくろうとしています。 

後藤:島田さんは大学時代に、セルフビルドで家を建てる

ことに取り組んでいたそうですが、建築の道に進んだ経緯

や、今のような考えにどう行き着いたのかを教えてくださ

い。 

島田:僕は、京都市立芸術大学に通っていました。入学し

てから進路を選べる学校だったのですが、当時はまだ立

体的なナニカを職業にしたいなと考えていた程度。1 年生

の夏休みに取り組んだ共同制作が「学校の中に巣(居場

所)をつくろう」というもので。段ボールでドームをつくった

時、空間が人の感覚に影響を与えるという事実が、すご

いと思ったんです。その後、大学の文化祭のデコレーショ

ンを担当する委員長をさせられて。予算は 30 万円くらい

で、普通なら入口をきれいにしたり、インフォメーションを

つくるのかもしれないけれど、僕は大学の入口を全部ふさ

ぎ、卵形のドームをつくりました。大学に入る時は必ずそ

こを通らなければならず、祝祭に向かうための門みたいな

ものにして、テンションが上がるようにしたんです。そこか

ら建築への興味が生まれました。 

後藤:卵形の空間をつくった経験から、京都芸大だとイン

スタレーション(展示空間全体を使った 3 次元的表現)など

現代美術の世界へ進む人もいると思うのですが、島田さ

んが建築の道を選んだ理由は何なのでしょうか。 

島田:もちろん、インスタレーションにも興味はありました。

アーティストのリチャード・ウィルソン氏による、シリコーン

オイルを使った作品を見てみたいと思っていたんです。空

間が人に与える影響に興味があり、オイルの中に入って

いくとどんな気持ちがするんだろう、階段状になっていて

オイルの下に潜っていけたらいいのになと想像しました。

淡路島に、建築家の安藤忠雄さんが設計した、蓮池の地

There wasn’t a lot of money, but on the 

contrary, this discomfort brought good 

things. The architectural process was 

also really good. We couldn’t bring the 

materials by car, so the building was 

constructed by human labor. We came 

up with the idea of having all the mate-

rials come under 100kg so they could be 

carried there. A friend of mine who was a 

graphic designer moved to an open desk 

in my office and has now joined the world 

of architecture. It’s a new evolution of the 

puzzle when your clients become your 

teammates (laughs). 

Goto: So the thing that shocked you 

most was that the building was just as 

you imagined, Henguchi-san? 

Henguchi: Yeah! This is it! I thought 

(laughs). Of all the necessities, I think a 

dwelling is the most interesting. “Ku-

romegarou” is just that; houses have a 

good affinity with poets. You’re not just 

living there; revealing your secrets 

becomes the highlight. I was constantly 

thinking about what kind of house would 

be great. The simple, good thing about a 

house is that you can “see” it. You can 

see the water pipes and how it’s all put 

together which really broadens your 

mind. 

Shimada: I’m always aware of keeping 

things open. Frankness and being com-

posed is important too, not just being 

open minded. I wanted a structure with 

nothing hidden; where you can see the 

steel frame and the wires exposed. 

Goto: I heard that you got into self-build 

in your university days Mr. Shimada. 

Could you tell us how you arrived at your 

current thought processes and the details 

that took you down this path? 

Shimada: I used to go to the Kyoto City 

Municipal University of Arts. We used to 

choose our career after entering Uni in 

those days. I remember wanting some 

occupation that involved 3D work. The 

collaboration I did in the Summer Vaca-

tion of my 1st year at Uni was to create a 

‘space’ like a nest in the school. When we 

made this dome out of cardboard I really 

felt that spaces have the power to  

 

influence peoples feelings. It was after 

this I became a committe chairman in 



 

島田 陽 

Yo Shimada 

http://tat-o.com 

 

建築家、「タトアーキテクツ/島田陽建築

設計事務所」主宰、神戸芸術工科大学、

神戸大学等非常勤講師。京都市立芸術

大学大学院を修了。在学中からセルフビ

ルドでいくつかの仮設建築を建て続け、

それを見た友人の家族からの依頼で設

計活動を開始。1997年、「タトアーキテク

ツ/島田陽建築設計事務所」を設立。ほ

ぼ独学で、今に至る。「六甲の住居」で第

29回吉岡賞、LIXILデザインコンテスト

2012金賞など受賞。神戸を拠点に活動

の場を拡張中。 

 

Architect, supervising “Tato Ar-

chitects/Yo Shimada Architectural 

Design Office” and part time 

lecturer at Kobe Design University, 

Kobe University and others. 

Completed graduate school at 

Kyoto City University of Arts. After 

the creation of a few self-build 

temporary constructions while at 

university, was commissioned by 

the family of a friend who saw 

them. Founded “Tato Architects/Yo 

Shimada Architectural Design 

Office” in 1997. Mainly 

self-educated. “House in Rokko” 

received the 29th Yoshioka-Award,  

In the LIXIL DESIGN CONTEST, 

2012 (gold) including others. 

Currently enlarging his work scope 

from Kobe. 

 

島田:もちろん、インスタレーションにも興味はありました。

アーティストのリチャード・ウィルソン氏による、シリコーン

オイルを使った作品を見てみたいと思っていたんです。空

間が人に与える影響に興味があり、オイルの中に入って

いくとどんな気持ちがするんだろう、階段状になっていて

オイルの下に潜っていけたらいいのになと想像しました。

淡路島に、建築家の安藤忠雄さんが設計した、蓮池の地

下に本堂がある本福寺水御堂(ほんぷくじみずみどう)とい

うのがあって。人が実際に使うものの方がインスタレーシ

ョンよりずっと強く、おもしろいと思ったので、建築を選びま

した。 

後藤:建築というと、どこか無駄を省いたクリーンでミニマ

ルなもの、という一般的なイメージがあります。有名な建

築家が建てた家に住む老夫婦が、空間にひっかかりがな

かったためにぼけてしまった、といううわさ話を聞いたこと

があります。記憶があいまいなので本当かどうかはわか

りませんが、ありそうな話ですよね。島田さんがつくる空

間は、そういうことにはなりそうにない(笑)。おさまりを設定

していない、ゴールを設定していない空間の在り方が、僕

が知っている建築とは違うので、興味深いですね。 

島田:人に合わせてつくっているので、すべて隠してほしい

という方の場合はもちろん隠します。けれどそうじゃない

人の方が多いんですよね。現代建築には、電化製品や家

具など、いろんな雑多なものが入ってくる。それらがポツ

ポツ置かれていくことで完成する、そういうことに僕は興味

があります。 

後藤:意図しないものが加わっても、いいんですか。 

島田:全然かまいません。竣工して 1～2 ヵ月後に行くと、

だいたいぎょっとします。そこにそれを置くのかと(笑)。な

のに 1 年ほどたつと、すべてがおさまっているんです。

日々発見し、微調整をしながら居場所を見つけていくのが

おもしろい。その魔法みたいなことの手助けになるデザイ

ンがしたいと思っています。 

後藤:辺口さんは、詩人で写真家、バンドもされていますよ

ね。 

辺口:2012 年にやっと、詩人ですと言えるようになりまし

た。写真で賞をいただいたり、お仕事をもらったりするよう

になり、ギャラリーなどの場を持って、したいことをいろい

ろやった結果、自分が納得できるのは詩なんだというとこ

ろに行き着いたんです。今では「宇宙を代表する詩人」だ 

 

 

influence peoples feelings. It was after 

this I became a committee chairman in 

charge of decoration at the university’s 

cultural festival. The budget was about 

300,000 yen. Normally you’d just make 

the entrance look good and maybe add a 

little information, but I blocked up the 

university entrance way and created a 

giant egg-shaped dome. You had to pass 

through it to get into the university, and it 

gave off a tense feeling because we made 

it like a festival gate. That’s where my 

interest in architecture was born. 

Goto: Some would have headed for the 

contemporary art work field with ‘instal-

lation’ (a form of 3D art which uses the 

whole exhibition space), but what was 

the reason you chose to take the road to 

architecture? 

Shimada: I was interested in installa-

tions, of course. I wanted to see the 

silicon oil artworks of Richard Wilson. I 

was interested in the influence spaces 

had on people; I wondered what it would 

feel like going into that oil: it would be 

great to submerge in it. On Awaji Island 

is the Honpukujimizumidou, the main 

temple building underneath a lotus pond 

designed by Tadao Ando. I chose archi-

tecture because things that people ac-

tually use are much stronger. 

Goto: Architecture has an image of 

reducing wastefulness. I heard that an 

elderly couple living in a house designed 

by a famous architect never felt any 

discomfort with the space and grew 

senile because of it. I have no idea if it’s 

true or not, but it seems real enough. I 

doubt it’ll happen with the spaces you 

make Mr. Shimada! (laughs) A space 

with no conclusion and no goals is great. 

Shimada: I work with people in my job, 

so I hide things for those that want it 

hidden. But most people aren’t really like 

that. Various miscellaneous items come 

with modern architecture: electrical 

appliances and furniture. 

Goto: Is the addition of unintended 

things good? 

Shimada: No problems whatsoever. I’m 

generally startled when I visit one or two 

 

 months after construction. “You put that 

there?” (laughs). Despite this, everything 



 

と言いきるようにしています。詩人だけだと弱いでしょ

(笑)。写真を撮っていることで鍛えられ、いい詩が書けると

も思っています。 

後藤:表現者として活動しながら場を持つというのは、大

変でしょうね。 

辺口:僕はずっと、おもしろいと思うことをやっているだけ。

「わがまま」をキーワードに、生きているだけなんです。一

応それができていて、場所もあり、やめる必要がない。お

もしろいと思ったことは全部やっていきたいし、できること

を今している感じです。宿のプロジェクトについても、お金

を出したいという人が僕のアイデアを買ってくれているわ

けだから、後は思ったことを言えばいい。島田さんと宿の

プロフェッショナル、土地を提供できる人という三者を話し

合いの場に引っ張ってきたことで、僕の役割は完了です。

断言できるのは「絶対おもしろい」「どんどんやりましょう」

「だって、このチームですよ」ということ。完成形がわから

ないからワクワクするし、「黒目画廊」も「OTONARI」も、何

が飛びこんでくるかわからないからこそ、おもしろいんじゃ

ないかなと。 

ダンカン:島田さんにお聞きしたい。辺口さんは普通のお

客さんですか、それとも変わったお客さん? 

島田:お客さんは何パターンかにわかれます。伝えたいこ

とは伝えた、細かいことは別にいいから任せる…辺口さん

は、たぶんそういうタイプ。彼を見ていて思ったのは、まち

は人だなと。人が 1 人いるだけでずいぶん変わるんです

よね。神戸でも、その人がそこにいるだけでまち全体が変

わってしまう。たった 1 人でも、まちの構造は変えられるん

だなと思いました。 

ダンカン:此花というまちで場を運営していくにあたり、違

和感や不安はありますか。 

辺口:宿をつくるのは新しい試みなので、やっぱり緊張して

います。僕の仕事は「勝手に文化センター」や「勝手に寄

り合い所」を企画・実行していくこと。建築家やアーティス

ト、地元のおっちゃん・おばちゃんと話し合いを重ねたりす

るのでしょうが、今みたいに楽しいことを続けていけば、自

然といいようになるんだろうなと。「OTONARI」がアーティ

ストと地元の人とでディスカッションできる場になりつつあ

るように、宿ができたら、そういう動きが広がっていくので

はないかと。出会うことのなかった人が真剣にしゃべる

と、触発が生まれる。これはすごいことです。 

 

 

months after construction. “You put that 

there?” (laughs). Despite this, everything 

seems at peace a year later. Finding 

places where things belong, on a daily 

basis, and making small adjustments is 

quite cool. Design helps this magic along; 

it’s one reason I want to do it. 

Goto: You’re a poet, but also a photo-

grapher and band member, right Mr. 

Henguchi? 

Henguchi: In 2012, I finally started 

calling myself a poet. I’ve won awards for 

my photos and reached the point where I 

get work; I run a gallery and the result of 

doing what I want to do is arriving at the 

conclusion that poetry agrees with me. 

Now I declare “I’m a poet representing 

the universe”. Being just a poet is a bit 

weak, right? (laughs). I disciplined my-

self taking photos so I believe I can write 

good poetry. 

Goto: Is it important to have a space as a 

widely-creative person? 

Henguchi: I’ve always done what I’ve 

wanted to do. “Selfish” is my 

catch-phrase. There’s no reason to quit; 

I’m doing OK and I have a space. I want 

to make a living from all the things I think 

are interesting. Even with this accom-

modation project, the people putting up 

money are just buying my idea, so I just 

say what I think, really. If I can bring Mr. 

Shimada, an accommodation profes-

sional and the person offering the land 

into a room to discuss things, then my 

job is finished. My job is clearly stating 

that “this is gonna be great!” “We should 

push ahead!” and “We make such a great 

team.” I’m excited because I can’t 

imagine how it’s all gonna end up. I have 

no idea what’s coming, just like “Ku-

romegarou” and “OTONARI”. It’s gonna 

be great. 

Duncan: I have a question for Mr. Shi-

mada. Is Mr. Henguchi a bit of a strange 

client? 

Shimada: Clients are divided into pat-

terns. Some say what they want to say 

and then leave the particulars up to me... 

Mr. Henguchi is probably that type. First 

time I saw him I thought “people make 

up their towns.” Things change with each 

individual. Even in Kobe, the whole city 

changes with just a single person. You 

辺口芳典 

Yoshinori Henguchi 

http://kuromegarou.jp/ 

 

詩人、「黒目画廊」主宰。2000年頃か

ら、阿部カウチ名義で文筆活動を開始。

大竹伸朗をはじめとする他分野の芸術家

に才能を認められ、2006年にはキヤノン

写真新世紀優秀賞を受賞、写真家として

のキャリアをスタートさせる。2011年にド

イツ、デュッセルドルフのゲスト・アーティ

ストに選ばれ「ANTI FOTO」展に参加。

2014年、シアトルのChin Music Press

か ら 詩 集 「 Lizard Telepathy,Fox 

Telepathy」が出版される。 

 

Poet and manager of “Kuromega-

rou”. Started writing around 2000 

under the name “Abeno Couch”. 

Recognized as an artist with talent 

along with Shinro Ootake, was 

awarded the Canon New Cosmos 

of Photography Award of Excel-

lence in 2006 and started his 

career as a photographer. Par-

ticipated in the “ANTI FOTO” 

exhibition held in Dusseldorf in 

Germany in 2011 as a guest artist. 

Published in the poetry anthology 

“Lizard Telepathy, Fox Telepathy” 

from Chin Music Press in 2014. 

 



 

OTONARI 

Information Center run by 

Yoshinori Henguchi and 

Naoto Mizobe from “Ku-

romegarou.” Doubles as 

the area’s information 

desk and gathering spot. 

 

OTON△RI 

黒目画廊の溝辺直人氏と辺口

芳典氏が運営するインフォメー

ションスペース。まちの案内所

であり、寄り合いの場。 

 
[Photo: NO ARCHITECTS] 

 



 

House in Rokko 

A house at the foot of Mt. 

Rokko. A view from the Inland 

sea all the way to the mountain 

range in Wakayama spreads 

before one's very eyes. 

 

六甲の住居 

六甲山の麓にある住居。眼前

には和歌山の山並みまで見渡

せる瀬戸内海の光景が広がっ

ている。 

 

[Design:Tato architects/  

Yo Shimada] 

[Photo:ken’ichi suzuki/鈴

木研一] 



 

島田:たぶん、ゲストハウスのラウンジとアートセンターが

一体になったような、たまり場みたいな空間をつくるんじゃ

ないかなと思います。たまり場というのは大切で、「そこに

行ったらだれかいる」ことでまちが動き出す。人は、人と会

う方が楽しいんですよね。 

後藤:海外の方を辺口さんのところに連れていくと、みんな

興奮します(笑)。神戸にも象徴的でおもしろい場所や建

物、エリアがあるのに、まだまだ活用されていないような

…。神戸出身の島田さんが神戸を拠点にしている理由は

何ですか。 

島田:神戸には徒歩圏内にすべてがあります。ここ北野か

らだと新幹線の駅やまちの中心部まで 15 分、徒歩でアク

セスできるまちって意外と無いんです。大阪や京都が関

西のセンターなら、神戸はエッジ。はしっこにいた方がおも

しろいという気持ちもありますね。 

後藤:そうやって関西のそれぞれの場所が,相乗効果で盛

り上がっていくと良いですね。話はまだまだ尽きません

が、本日はありがとうございました! 

 

 

 

 

 

 

 

individual. Even in Kobe, the whole city 

changes with just a single person. You 

can alter its whole structure with one 

person. 

Duncan: Do you have any uncom-

fortable feelings or anxiety about 

running a space in Konohana? 

Henguchi: Running an lodgings is a 

new venture for me so I’m a little 

nervous. My job is planning and ex-

ecuting the “arbitrary culture center” 

and this “arbitrary gathering venue”. 

It’s about bringing together architects 

and artists with local aunties and 

uncles, but if I just keep up the fun 

things I’ve been doing it’ll come good 

by itself. Just like “OTONARI” has 

become a place where artists and local 

people come together to discuss 

things, it’ll spread more if we have a 

lodgings as well. Speaking frankly with 

people you’ve never met before trig-

gers something. Something great. 

Shimada: I reckon we’re creating a 

‘haunt’: something like a melded 

guesthouse and an art center. It’s 

important to have a ‘haunt.’ The town 

will come alive because you know if 

you go there’s always someone there. 

It’s fun to meet people, right? 

Goto: When I take international visi-

tors to Mr. Henguchi’s place, they’re 

always get a buzz out of it (laughs). 

Kobe has plenty of buildings and areas 

that could use a little practical use. 

You’re from Kobe, Mr. Shimada. What’s 

your reason to base yourself here? 

Shimada: Everything is walking dis-

tance in Kobe. Here in Kitano we’re 

15min away from the bullet train and 

the heart of the city; there’s actually 

not that many cities where everything 

is accessible on foot. If Osaka and 

Kyoto are the center of Kansai, then 

Kobe is the edge. I feel it’s better to be 

near the edge.  

Goto: Wouldn’t it be great to see a 

synergy like this in various places all 

over Kansai. 

 

 

 

 

後藤 哲也 

Tetsuya Goto 

http://www.outofoff ice. 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たずさわってい

る。 

 

Designer and supervisor of the 

alternative workspace “OOO”. 

Representative of OOO Projects 

Co. Ltd. Born in Fukuoka in 1974. 

In addition to design, also involved 

in the planning and management 

of exhibitions and artist exchange 

programs. Curator at the Interna-

tional Typography Bienniele “ty-

pojanchi 2013” in Seoul, Korea. 

Engaged in editorial and design 

work with .DOCK. 
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デザインは特別なものではなく、なにげない日常の中に

あるもの。神戸・岡本を拠点に「みどり豊かなライフ・ス

タイルの提案」をめざして、緑にまつわるさまざまな取り

組みを続ける「ミドリカフェ」代表のウチダケイスケさん

に、緑とまちとデザインについてお話をうかがいました。 

（聞き手：二階堂薫、浜田茜） 

Design is nothing special: it’s all 

around you. We went to ask Keisuke 

Uchida, representative of the proactive 

“midoricafe” in Okamoto (focused on 

“a lifestyle suggestion rich in 

greenery”) about greenery and the city 

and design. (Interviewers: Kaori 

Nikaido, Akane Hamada  

Keisuke Uchida 

(midoricafe) 

以前に勤めていた造園コンサルタント会社の社長から

「我々は地べたをデザインしているんだ」と教わりまし

た。だから僕たちは、緑をデザインする時にはいつも「土

の上からと下からの視点」でプランを考えています。ま

た健全な地べたづくりを通して、山とまちの緑環境をつ

なぐ新しいしくみをつくることが、自分たちの役割だと思

っています。 

 

 

 

The president of a landscape 

consulting company I used to work for 

taught me, “We design the ground.” 

That’s why we always plan with 

viewpoints both “above and below the 

ground”. Our role is the creation of new 

landscape plans connecting the 

mountains to the green in our city. 
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Looking at “Earth Design” from above and 

beneath the soil: Keisuke Uchida 

 
土の上からも下からも見つめる「地べたのデザイン」: 

ウチダケイスケ 
 



 

大学を卒業後、造園コンサルタント会社に約 8 年勤め

ました。公園をつくったり、街路樹を植えたり、山の保全

をしたり…公共事業中心の緑化事業に関わりました。 

けれど常にエンドユーザーとの距離を感じ、緑に関する

想いを伝えきれていなかった様に思います。そんな想

いをダイレクトに伝えるためには、自分で事務所として

開くより「人が集まりやすい場」があればいいと考えまし

た。それがミドリカフェのはじまりです。今はオーガニッ

クな飲食メニューを提供したり、庭をつくったり、地域の

緑化活動をしたりしています。 

I worked for a landscape consulting 

company for 8 years after graduating. We 

made parks, planted roadside trees and 

worked on mountain conservation... it was 

greenification centered on public works. I 

felt a distance with end users though; we 

weren’t conveying our affection for 

greenery enough. Rather than just open-

ing my own office, I thought I needed a 

“place for people to come together” to get 

my message across. That was how mi-

doricafe started. We now have an organic 

menu, make gardens and do stuff that 

greens the area.  
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造園コンサルタント会社で働いていたころは、土より上

のことしか見ていませんでした。平面図は描くけれど、

地面の中のことは一切描かない。たとえば草や花・木

を植えるための材料、つまり土については、あらかじめ

決まったものを入れる傾向があり、地域によって環境も

気候も違うのに、どこでも似たような土が使われていま

す。なぜそんなことになるのかというと、土の中や、そこ

に生息する微生物や細菌を考慮していないからなんで

すよね。 

 

ミドリカフェでの飲食メニューの提供を通して、地域の

農家さんとのつながりが深まっていくにつれ、土の中を

見るようになりました。土って、めちゃくちゃ奥深い。農

業と造園をわけて考えなくていいんじゃないかと思い始

め、農業の技術を造園に積極的に取り組んでいこうと

When I worked for the landscape con-

sulting company, I only thought above 

the ground. We drew ground plans, of 

course, but never anything below the 

surface. For example; there’s a tendency 

to use premade materials in soil for 

grass, flowers or trees. Even though 

environments and climates differ de-

pending on the area, similar soil is used 

just about everywhere. The reason why 

is because we’ve never stopped to con-

sider the micro organisms and bacteria 

inhabiting the soil. 

 

We deepen relations with the area’s 

farmers through midoricafe’s food 

menu to the point where you can see 

inside the soil. Soil is really deep. We 



 

業と造園をわけて考えなくていいんじゃないかと思い始

め、取り込んでいこうと決めました。僕の専門はランドス

ケープデザインなので、細部より全体を見るクセがつい

てるみたいです。依頼が舞いこんだら、必ず土の状態

をチェックします。その他にも地形などを読み込み、乾

燥しやすい環境であるかの確認や、土地の歴史や生

活文化の把握、生き物の生態も観察します。自然の摂

理を理解した上で、人の利用を想定しながら、植物をど

う配置・デザインしようかと考えていくわけです。 

 

造園業者さんに頼むと設計した意図が伝わりにくいこと

が多いので、最近では施主さんと一緒に庭をつくるよう

になりました。ずいぶん大変なのですが、土についてど

れだけ説明しても、実際にご自身でケアしてみなけれ

ば実感できない。だから、なるべく簡単に維持管理でき

る方法を考えた上でデザインに取りかかります。土も生

き物ですから、その意識を持って管理していただくこと

が重要なんですよね。この試みはスタートしたばかりな

ので、施主さんが自らの手でケアすることでどうなって

いくのか、これから注意深く見守っていくつもりです。 

 

inside the soil. Soil is really deep. We 

shouldn’t think of agriculture and 

landscaping as separate; I’ve proac-

tively decided to start bring agricultural 

techniques into landscaping. My pro-

fession is landscape design, so I have a 

tendency to look at the whole rather 

than the details. I always check the 

condition of the soil regardless of what 

I’m asked to do. I check other ge-

ographical features: does it get dry 

easily? What’s the history of the land? 

What’s the lifestyle culture here? And I 

also examine the patterns of living 

things in the area. Only after compre-

hending the natural providence do I 

start to arrange/design the vegetation 

on the assumption that it will be used by 

humans. 

 

It’s often difficult to convey design 

intentions in landscaping, so recently 

we’ve started working together with 

clients. This is also very difficult. It 

doesn’t matter how much we explain it, 

you can’t feel it unless you take care of it 

yourself. We start designing after we’ve 
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土に関しては、ほとんどだれもが何も知らない上に、触

れてみる機会が少ないですよね。たとえば、学校の校

庭は真砂土（まさど）といい、あれは土ではなくて岩石を

細かく砕いたものです。有機物が加わり、生物が生息

できる環境になってはじめて土になる。その過程は、長

い年月をかけて岩が砕かれたところに最初に生まれて

住み着いた藻や苔が枯れては生えて、を繰り返してい

come up with uncomplicated mainte-

nance methods wherever possible. Soil 

is a living organism; it needs man-

agement as well. This experiment is 

only just a start; we plan to watch very 

carefully how clients care for things with 

their own hands. 



 

い年月をかけて岩が砕かれたところに最初に生まれて

住み着いた藻や苔が枯れては生えて、を繰り返してい

くうちに寄ってくる生物が現れて、死んでは生まれ…土

は、そうやって脈々と続いていく生命の循環によって、

できていきます。 

 

そうそう、土はどこで買いますか。ホームセンターなどで

売られている土の多くが、人工的につくられているのを

ご存じですか。堆肥工場の見学をしたことがあるのです

が、いろんなものを土に混ぜこみ、無理に生産していた

ことに驚きました。しっかり発酵した土は真っ黒になりま

すが、人工的につくられた土は、ほとんどが茶色い。発

酵と熟成が完了する前に出荷されるため、混ぜたもの

が腐ったままの状態になり虫がわくことがあります。植

物が害虫にやられたという話をよく聞きますが、そのほ

とんどは完熟していない土の中から出てきた虫が原因

だと考えられているんです。土の状態に目を向けるべ

きなのに、虫が出現したら安易に殺虫剤を使ってしまう

…それでは、土がどんどん汚染されてやせていくので、

結局は目先の問題の解決にしかなっていないんですよ

ね。 

 

通常、自然の力だけで 1cm の厚さの土(腐葉土)をつく

るのに 100 年はかかります。けれど人の手が正しく加わ

ることによって、1 年でつくることができる。僕たちが取り

組んでいるのは、まず微生物や細菌が棲む天然の土

を整備して、その後に落ち葉や刈り取った雑草を土に

もどしていくようなこと。その上で適正な管理をすれば、

比較的早く土の中の栄養分として還っていきます。 

 

そもそも日本は、資源が豊富なのにそれを有効活用で

きていません。国土の約 7 割は森、それでもほとんどを

輸入材に頼っているし、食糧の自給率も 40%程度。そ

んな中、神戸の自給率は約 3%。幹線道路と鉄道など

の物資が流通するルートが遮断されたら…と考えたら

こわいです。その中で緑化できるスペースも限られてい

ますし。山から海への連続性も感じにくく、自然環境と

いう側面から言うと、神戸市だけで解決できる問題では

ありません。神戸市でなく、兵庫県全体としての自然を

考えないと。自然を相手にする場合はマクロな視点も

重要です。全体も細部も、重要だなぁと思うので。 

 

はじまりは土ですが、ゆくゆくは山の保全へつなげた

い。ミドリカフェには、飲食という機能とみどりにまつわ

Most people don’t really know anything 

about dirt, and there are few chances to 

come in contact with it. Schoolyards are 

made of “decomposed granite soil”, but 

it’s not soil, just finely ground rocks. The 

addition of organic matter finally makes it 

soil. This process takes many years and 

months; first algae and moss settle in, 

then wither and spring up again in repeti-

tion, causing more living things to appear, 

die and be reborn... soil comes from the 

cycle of life. 

 

Oh, yeah: where do you buy soil? Most 

soil is sold at home centers, but did you 

know it’s artificial? I’ve been on a tour of 

a compost factory, and I was surprised 

at the various things mixed in the soil 

and the forced production. Fully fer-

mented soil is pitch black, but this 

artificially made soil is mainly light 

brown. It’s shipped before it’s fer-

mented and matured so the mixed 

ingredients go bad, attracting insects. I 

often hear about plants being attacked 

by insects, and I think the problem is 

the insects coming out of this unfer-

mented soil. We should be turning out 

attention to the soil, but when insects 

appear we just use pesticide. The soil 

then becomes polluted and in the end 

we’re just solving the immediate prob-

lem, right? 

 

It normally takes the power of nature 
100 years to make a centimeter thick 
layer of soil (leaf soil, or humus). You 
can reduce this to just a year with 
manual labor. We strive to maintain 
natural soil full of microorganisms and 
bacteria, and return weeds, grass cut-
tings and fallen leaves back to it after-
wards. With a little apt management, 
the nutrients return to the soil compara-
tively quickly. 
 
Japan has, from the very beginning, 

always been abundant in resources 

which have never been effectively 

utilized. 70% of the country is forest, 

but even still we rely mainly on imported 

wood. Our self-sufficiency with food is 

40%; Kobe’s self-sufficiency is 3%. 

Imagine what would happen if distribu-

tion routes for goods like the highways 

and railroads were cut off. Spaces for 
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はじまりは土ですが、ゆくゆくは山の保全へつなげた

い。ミドリカフェには、飲食という機能とみどりにまつわ

る活動との両方がありますが、自然に対するアプロー

チは同じなので、どちらが入口になってもいいんです。

いずれにせよ、広い視点での自然への取り組みを理解

した上で活動すると、よりよい緑の空間づくりが可能に

なるような気がします。 

 

今後は土づくりを通じて、山とまちの緑環境をつなぐ新

しい生産と流通のしくみづくりに本格的に力を入れたい

と考えており、去年から「森とまち、人をつなぐ」木材コ

ーディネーター養成講座を受講しています。山とまちの

緑を土づくりでつなぐ企画を提案し、林業をはじめとす

る各分野のプロたちからご意見をいただき、実際に進

めていきたい。現在、兵庫と熊本の 2 カ所でモデル事

業が動いているのですが、そういう場がどんどん増えて

いけばいいなぁと。もっと企画を練って、行政などにも提

案していかなければならないなぁと思っています。 

 

最後に…デザインという手法を通して、緑の魅力を伝

え広めていくことも重要ですが、「土の上からも下から

も」緑を見つめていくことを忘れず、山からまちへという

物語づくりも、同時進行で進めていかなければならない

と思っています。そのためには各専門分野のプロたちと

チームとして動くからこそ、成せることがあるのではない

かと。緑を財産として次世代に遺そうとする、共通の意

識を持った人たちがフレキシブルに動ける環境、きっか

けづくりが重要ですよね。⚓ 

 

tion routes for goods like the highways and 

railroads were cut off. Spaces for greening 

are also restricted. This is not a problem to 

be settled by the city alone; our natural 

physical environment has a strong con-

nection with the mountains and the sea. 

We have to think of nature in Hyogo 

prefecture; not just Kobe city. A macro 

viewpoint is essential when dealing with 

nature. We need to look at the whole, as 

well as the details. 

 

I started with soil, but I’d like to connect 

this with the conservation of mountains 

someday. midoricafe is associated with 

food as well as greenery, but the ap-

proach to nature is the same, so one of 

them should be the starting point. At 

any rate, I still feel that if we act with a 

broad understanding of how to deal with 

nature, we all have the potential to 

make better green spaces. 

 

I’m planning something new: all-out 

production and distribution of soil, 

connecting the green environments of 

the mountains and the town. Last year I 

attended a timber coordinator’s training 

workshop  “connecting forests, cities 

and people”. I proposed a soil making 

plan to connect the mountains with the 

greenery of the city; I received profes-

sional opinions from various fields 

including forestry and I plan to go ahead 

with it. I actually have model businesses 

going in Hyogo and Kumamoto, but I’d 

like to expand. I think I have to knead 

the plan a little more and make pro-

posals to various administrations. 

 

It’s important to convey the attraction 

of greenery through design. I haven’t 

forgotten to see greenery from “above 

and beneath the soil”, now I have to do 

some storytelling too: from the moun-

tains to the city. I can do this if I’m 

working with professionals from other 

fields. Opportunities and flexible envi-

ronments are important. We need ones 

where people have a common aware-

ness and leave behind many green 

fortunes for the next generation.⚓ 

 

ウチダケイスケ 

Keisuke UCHIDA 

http://midoricafe. jp 

 

「ミドリカフェ」代表。造園コンサルタントを

経て、都市部におけるエコでスローなライ

フスタイルを提案する「ミドリカフェ」を2007

年にオープン。オーガニックな飲食メニュ

ーを提供するほか、自然農法で育てるガ

ーデニング雑貨やタネ苗の販売、菜園や

庭づくりの設計デザインをおこない、自然

農法による都市緑化を掲げた「グリーンラ

ンド・プロジェクト」にも取り組む。兵庫県

立大学院 淡路景観園芸学校インストラ

クター。 

 

Representative of “midoricafe”. 

Opened “midoricafe” in 2007 as a 

slow lifestyle suggestion for 

ecological urban areas after 

working in a landscape consulting 

company. In addition to an organic 

food menu, midoricafe sells gar-

dening goods and seedlings for 

natural farming, and handles 

vegetable patch and garden design 

as well as publishing “Greenland 

Project” for urban greening. 

Instructor at the Hyogo Prefectural 

Awaji Landscape Planning & 

Horticulture Academy. 
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This corner introduces creative 

companies in Kobe. For this issue, we 

went to visit Isuzu Bakery, furnishing 

our dining tables since 1946 with their 

long-adored bread. (Interview: Akane 

Hamada, Tetsuya Goto) 

Aspiring to be a “bakery loved for 100 years”:	 

Isuzu Bakery 

 
「100年愛されるベーカリー」をめざして 

	 

 

How did you start? 

It was in the post-war period. My father 

moved from Ako to Kobe, and I heard he 

started the business with the thought, 

“if we’re a bakery, we’ll never miss a 

meal.” He may have had some foresight 

in realizing that the days were coming 

when bread would replace rice. He 

asked his friend Suzuki-san if he was 

interested in doing it together, saying 

they would share the name. Taking the 

“I” from Isutsu and “Suzu” from Suzuki 

is how we got “Isuzu Bakery.” 

 

What’s important in baking bread? 

Large bakeries have adopted machines 

to break up the dough, which increases 

productivity, but our methods are 

straightforward: we mix the combined 

ingredients and let it ferment. Our 

productivity is low because we have 

manual labour at every stage, but we 

make fragrant bread with a firm texture. 

 

Is the reason you don’t have stores 

anywhere other than Chuoku to 

preserve quality? 

That’s right. It takes time to teach 

people the craft and the ability to 

manage things. It took me 15 years to 

learn to tell if the dough was ready just 

by touching it. I never went to a 

vocational school and not even my 

father taught me; I learned myself 

those 15 years. Most young people learn 

in schools nowadays and it doesn’t take 

15 years, but I believe it’s still another 

10 years for them to get up to a high 

level.  

 

There’s one more reason: these past 10 

years I’ve been wondering if business is 
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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1946年の創業以来、日々の暮らしの中で長く愛さ

れるパンを食卓に届け続けている「イスズベーカリー」さ

んにお話をうかがいました。 

（聞き手：浜田茜、後藤哲也） 

 

創業のきっかけを教えてください。 

戦後すぐのころ、父が赤穂から神戸へ移って、パン屋

なら食いっぱぐれることがないのではと考えて創業

した、と聞いています。米に代わってパンを食べる時

代が来るだろう、という先見の明があったのかもしれ

ません。兄弟子の鈴木さんという方に「あなたの名前

もつけるから、一緒にやらへんか」と声をかけ、井筒

の“井”と鈴木の“鈴”を取って“イスズベーカリー”

という名前をつけたのが始まりでした。	 

	 

パン作りでは、どんな点にこだわっていますか。 

大手のベーカリーは機械で生地を分割できて生産性

も高い中種（なかだね）法を取り入れていますが、う

ちは、配合されたすべての材料を一度にミキシングし

て発酵させるストレート法。全工程を人の手で行って

いるため生産性は低いのですが、もっちりとした食感

の香り高いパンを作ることができます。	 

 

中央区以外に店舗をかまえていないのは、品質を

保つためですか。 

そうですね。技術も管理能力もそなえた人材を育てる

には、時間がかかります。生地を触るだけで仕上がり

が分かるようになるまで、私は15年かかりました。専門

学校を出ておらず、周りの人も父も教えてくれない中で

自分なりに考え続け、15年かけて、習得したんです。今

の子たちは学校などで学んでいるので15年もかかりま

せんが、それでも高いレベルまで向上させようと思うと、

最低10年はかかると思います。  

 

もう１つの理由は、10年ほど前から考え続けているこ

とで…売り上げを上げることだけが商売なのだろう

か、ということ。私も男ですから、以前は年商20億円

くらいの会社にしたいと思ったこともありました。百

株式会社イスズベーカリー	 

ISUZU	 BAKERY	 

	 

http://isuzu-bakery.jp 

	 



 

just about increasing profits. I’m a man; I 

used to dream about making an annual 

turnover of 20 billion yen. Profits would 

rise if we were in department stores or 

supermarkets, but control would become 

very difficult and there’s a possibility that 

our quality would drop. My son is also 

adamant that we never open in a 

supermarket or department store.  

 

What emotional attachment do you 

have to Kobe? 

“KOBE” is in our logo, showing how we’ve 

survived these years here where 

competition between bakeries is fierce. 

At any rate, we bake using the finest 

ingredients to make delicious bread. We 

reduce the yeast, keep the temperature 

low when kneading, guarantee a firm 

fermentation time, then divide and 

mould the bread by hand. Our bread 

takes a lot of work because our patrons in 

Kobe have rather refined tongues. 

 

You’re recognized by the “Kobe 

Meisters” who’s “high level craft 

and craftsmen are acknowledged 

by Kobe City nationwide.” Do you 

still work in the bakery? 

Of course! I’m here before 5am in the 

morning. The reason is quality control. I 

want to resolve things in the shortest 

time possible if I feel something is wrong 

when the bread is baking. I couldn’t sit at 

a desk. I can see the condition of dough 

just by looking at it! A craftsman’s world 

is very strict: apprentices cannot follow a 

master who can’t do his job. I have a fear 

that everything will fall apart if there is no 

one there to lead. 

 

When do you feel happiest at work? 

The moment when customers buy our 

bread after it’s been freshly baked. I’m a 

craftsman as well as the manager. I 

desire to make something good that sells 

well. Sharing this delight with customers 

is the best feeling. 

 

What kind of bakery do you wish to 

be in the future? 

We’re happing just being a normal 

bakery: nothing special, just a bakery 

familiar to all. Wouldn’t it be great if 

everyone felt happy that Isuzu Bakery 

was here? In 32 years it’ll be 100 years in 

business. It’s difficult to do something 

flashy after all this time… I believe that 

careful perseverance is the trick. 

 
 
 

株式会社	 イスズベーカリー	 

代表取締役	 井筒英治	 

	 

Representative Director and 

President of ISUZU BAKERY. 

Hideharu Izutsu 

	 

創業は1946年。山型の食パン「山食」

を神戸で初めて販売した老舗ベーカリ

ーの2代目パン職人、神戸マイスター。

毎日食べても飽きないパンをめざして

作られた「山食」は、全国菓子博覧会

で内閣総理大臣賞を受賞。神戸市中央

区に4店舗をかまえ、「暮らしの中で、

永く愛されるパンを食卓にお届けした

い」という信念のもと、手間ひまをお

しまず、よい材料を使用した手づくり

製造にこだわり続ける。 

 か、と。国内の百貨店や海外からも引き合いはあった

のですが、売り上げが上がったとしても、品質管理がか

なり難しいので、クオリティが落ちてしまう可能性がある

んです。息子にも、自分たちの店以外は絶対に出店し

たらあかん、と口うるさく言っています。 

 

神戸には、どんな思い入れがありますか？ 

ロゴにKOBEと記すことで、競合店の多い神戸でパン屋

を長く続けている誇りを表現しています。とにかくいい材

料を使って、おいしいパンを届けよう、という想いで毎日作

っていますね。イーストを減らして、こね上げる際の温度を

低くおさえ、熟成時間をしっかり確保して、人の手で分割・

成形していきます。舌の肥えた神戸のお客様相手だから

こそ、手間をかけてパンを作っています。 

 

「神戸市が認定する全国的に通用するハイレベルな

技術・技能者」である「神戸マイスター」に認定されて

いますが、今も現場に立っておられるのですか？ 

もちろん！朝の5時前から入っています。品質管理のた

め、パンの焼き上がりに違和感を覚えたら、できるだけ

短時間で解決したいというのが理由です。机の前に座

っていては絶対に無理ですから。私は今でも、生地を

見た瞬間に状態が分かります。職人の世界というのは

非常に厳しくて、仕事のできない親方には職人さんもつ

いてきません。統率できる人間が現場にいないと、一

瞬でガタガタになる恐れがありますね。	 

	 

喜びを感じるのは、どんな時ですか？ 

理想のパンが焼き上がり、それをお客様が買ってくださっ

た瞬間ですね。私は経営者であるとともに職人ですから、

ただ売れたらいいわけではなく、いいものを作ってそれが

よりよく売れたらいいなと願っているんです。お客様と私た

ちとで、喜びを共有できたら最高です。 

 

将来、どんなパン屋でありたいですか？ 

ふつうのパン屋でいいと思っています。特別なものではな

く、いつでも身近にあるパン屋でありたい。「神戸にはイス

ズベーカリーがあって、うれしい」と思っていただけたら、

いいですよね。32年後に創業100周年を迎えます。長く

続けていくためには、派手なことをすると難しい。じっくり、

末長く続けていくことが大切だと思っています。⚓ 
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神戸市がユネスコ・創造都市ネットワーク「デザイン都市」

に認定された 10 月 16 日を記念して、毎年秋に開催される

「KOBE デザインの日記念イベント」。2013 年度は、約 2 ヵ

月間に渡り、「市民とデザインをつなぐイベント」「こども

SOZO プロジェクト」「大人からこどもに贈る映画祭」の３つ

の分野で、デザインを身近に感じるためのイベントが開催

されました。テーマは「SO」。「想」「創」「奏」などの意味を

重ね合わせた全 17 のイベントの中から、DOCK 編集部が

ピックアップした 7 つのイベントを紹介します。 

Kobe city holds the “KOBE Design Day 

Commemorative Events” every autumn in 

order to celebrate the day Kobe city was 

appointed as a City of Design in the 

UNESCO Creative Cities Network in 2008. 

In 2013, the events were held from 

October 4th till December 1st in three 

sections; “Events connecting citizens and 

design”, “Kids SOZO (Creative) projects” 

and the “Film festival for Kids.” We would 

like to introduce 7 of the 17 events here.  

会期 
2013年10月4日(金)～12月1日(日) 
主催 
神戸市 

後援  

神戸商工会議所、神戸市教育委員会 

連携事業 

神戸ビエンナーレ2013 

実施イベント(イベント名/主催) 

［市民とデザインをつなぐイベント］ 

□EARTH MANUAL PROJECT展/デザイ

ン・クリエイティブセンター神戸 

□RE:神戸下町〜「まちの隠れ空間」見立

て遊び計画〜/クリエイティブ・ツーリズム

神戸 

□こうべガーデンカフェ2013/こうべガーデ

ンカフェ実行委員会 

□全国アートNPOフォーラム in 神戸/特

定非営利活動法人アートNPOリンク  

□中小企業のための障がい者雇用入門/

株式会社プラスリジョン  

□Daily Wonder Cabinet -日常と発見の技

法-/DESIGN MUSEUM LAB 

□こうべナゾトキパーティ/クロネコキューブ

株式会社 

□アジア・デザイン都市フォーラム2013 

/アジア・デザイン都市フォーラム2013事務

局 

 

［こどもSOZOプロジェクト］ 

□つくって・つけて アートパレード♪/アー

トスペースかおる  

□STORYTIME/マンモススクール 

□みんなのフェスティバル 子どもとつくる

プロジェクト/特定非営利活動法人ダンスボ

ックス 

□こどもたちの発想力を鍛える2コマまんが

を作ろう!/ 2コマまんが実行委員会 

□こども熱帯音楽祭 in 神戸

ver.00/NPOcobon タチョナプロジェクト  

□つくってあそぼう！からくり玩具/橋爪 宏

治  

□ECOでカンタン！ダンボールでいすをつ

くろう/特定非営利活動法人ＭoＤＩＳＨ ＫＯ

ＢＥ 

 

［大人からこどもに贈る映画祭］ 

□歩みのAKARI -灯り-/歩みのAKARI

実行委員会 
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Kobe Design Day Commemorative Events 2013 

 
KOBE デザインの日 記念イベント 2013 

 

Events connecting citizens and design  

 
市民とデザインをつなぐイベント 

 

アジア・デザイン都市フォーラム 2013 

「PLAY! DESIGN! 〜これからの都市のあり方〜」 

ソウル、上海、神戸における「デザイン×地域」「アート×

地域」の先行事例を紹介し、これからの都市のあり方をみ

んなで考える参加型フォーラム。 

Asia Design City Forum 2013 

“PLAY! DESIGN!”: What can cit ies 

be in the future? 

A visitor participant forum discussing the 

future concept of cities through advanced 

examples of “Design x City” and “Art x 

City” in Seoul, Shanghai and Kobe. 



 

［大人からこどもに贈る映画祭］ 

□歩みのAKARI -灯り-/歩みのAKARI実行

委員会 

□こうべ こども映画まつり/神戸映画資料

館 
 
Period 
4 (Fri.) Oct – 1 (Sun.) Dec, 2013 
Organization 
Kobe City 
Sponsorship 
Kobe Chamber of Commerce and 

Industry, Kobe City Board of 

Education 
Cooperation Project 

KOBE Biennale 2013  
 
EVENT (Name/Organizer) 
Events connecting citizens and 

design 

□ EARTH MANUAL PROJECT 

Exhibition/Design Creative Center 

Kobe 

□ RE: Kobe old town: Hidden Space 

Naming Project/Creative Tourism 

Kobe 

□ Kobe Garden Cafe 2013/Kobe 

Garden Cafe Executive Committee 

□ Nation-wide Art NPO Forum in 

Kobe/Specified NPO Art NPO Link 

□ Introduction to Employment for 

handicapped for smaller 

companies/Plusligion Co. 

□ Daily Wonder Cabinet: 

Techniques for daily 

discoveries/DESIGN MUSEUM LAB 

□ Kobe Nazotoki (riddle solving) 

Party/Kuroneko Cube Co. 

□ Asia Design City Forum 

2013/Asia Design City Forum 2013 

Office 
 
Kids SOZO Creation Projects 

□ Make and stick Art Parade/Art 

Space Kaoru 

□ STORYTIME/Mammoth School 

□ Everyone's Festival: Creation 

with kids/NPO Dancebox 

□ Let's make two-frame manga 

with kids!/Two-frame manga 

executive committee 

□ Children's Tropical Music Festival 

in Kobe ver.00/NPO cobon Touch on 

Art Project 

□ Create and Play! Mechanical 

Toys/Koji Hashizume 

□ Ecological and Easy! Let's make a 

chair with cardboard/NPO MoDISH 

KOBE 

 

 

EARTH MANUAL PROJECT 展 

日本、タイ、フィリピン、インドネシアのクリエイターのクリ

エイティビティあふれる防災活動を紹介する展覧会。セミ

ナーやワークショップも開催。 

EARTH MANUAL PROJECT 

An exhibition introducing creative disaster 

prevention activities from creators in 

Japan, Thailand, The Philippines and 

Indonesia. Seminars and workshops were 

also held during the exhibition. 

ＲＥ：神戸下町 

～「まちの隠れ空間」見立て遊び計画～ 

神戸の下町で密かに活用されている元工場や元店舗を

対象に、「見立て（名付け）」遊びをしながらツアーし、まち

の魅力をあぶり出す、新しいデザイン観光。 

RE: KOBE old town 

Hidden Space Naming Project 

A design tour exploring local charm: 

participants toured reused spaces (former 

factories and shops) in Kobe’s old town 

and then assigned names to the places 

according to their discoveries. 



 

Kids SOZO (creation) Projects  

 
こども SOZO プロジェクト 

 

Daily Wonder Cabinet -日常と発見の技法- 

デザインが生まれる「少し前」に注目し、デザイナーが日

常の中の着想の種をどのように見つけ出すのかを示し、

デザインという行為の根幹に迫る展覧会。 

Daily Wonder Cabinet 

An exhibition attempting to approach the 

essential parts of design by focusing on 

how designers find the seeds of their ideas 

and inspirations in their daily life.  

STORYTIME 

世界各地で語り継がれるお話を、子どもたちに伝えるプロ

グラム。語り手によるアボリジニに伝わるお話と、ディジュ

リドゥ演奏のワークショップを開催。 

STORYTIME 

A story-telling program by Mammoth 

school. A story-telling session was 

conducted by Naoka and a Didgeridoo 

making/playing workshop was held by 

GOMA. 

Film Festival for Kids 

□ Walking in AKARI: 

Illumination/Walking in AKARI 

Executive Committee 

□ Kobe Kids Film Festival/Kobe 

Planet Film Archive 

[photo: Yoshiro Masuda / 増田 好郎]  
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こども熱帯音楽祭 in 神戸 ver.00  

"横沢道治と神戸の子どもたち" 

身の回りのもので音を奏で、即興で音楽を創作するプロ

グラム。音楽家、横沢道治と神戸の子どもたちがワークシ

ョップ形式で作品をつくり、その成果を発表。 

Kids Tropical Music Festival in Kobe 

ver.00 “Michiharu Yokozawa and 

Kobe Kids” 

A program of music improvisation using 

items from our daily lives. Children 

produced a musical piece with musician 

MIchiharu Yokozawa and performed it live. 

Film Festival for Kids 

 
大人からこどもに贈る映画祭 

 

こうべ こども映画まつり 

映画と出会う 3 日間 

無声映画を語りと生演奏付きで楽しむ上映会や、動く絵を

自分でつくるワークショップ、そして未来に届ける映画アン

ケートなどから成る映画祭。 

Kobe Kids Film Festival: 3 days to 

meet f i lms 

A film festival for children consisting of 

silent film screenings with live 

performances, animation workshops, and 

questionnaires for film selections for future 

reference, and much more. 
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Do we have to redesign to design flaws? 

 
 “不都合なデザイン”に我慢しなければならない？ 

 

	 

 

In the previous issue I suggested design 

literacy training, and said that the educated 

design user would better understand the 

hints in design, would enjoy using designed 

items more and could help increase the 

general quality of design. However, this 

doesn’t mean that designers can blame the 

“inept” user if problems occur with the 

design. On the contrary, here I want to urge 

designers to take responsibility on how to 

manage design mistakes. (Text: Bianca 

Beuttel) 

 

It is a commonplace to state that we learn 

from mistakes. Yet mistakes and the ways 

we solve them are important experiences 

that accumulate and turn into the expertise 

we need for our business and profession. 

Realizing what doesn’t work is the first step 

to improvement and innovation.  

 

However, while designer and 

manufacturer can benefit from 

mistakes, the user is trapped by 

design flaws and has to adjust.  

 

Surely, a competent design user can 

distinguish and select a preferable item at 

the point of sale. But many design flaws are 

not apparent at first sight; they often reveal 

themselves after purchase; when the item 

is taken into use. These flaws are not 

hazardous (in such cases, the manufacturer 

would recall the product), and since they 

are not considered as defects, the item is 

not eligible for exchange. Such flaws 

complicate use, needlessly annoy and limit 

joy. 

 

You certainly have come across such 

things: Misplaced sensors of a 

sensor-activated faucet and soap dispenser 

of a lavatory washbasin that force you to 

perform silly looking distortions in order to 

get a response in the form of soap and 

water; the inconveniently designed part of a 

household device that requires more 

maintenance than is tolerable; or the 

confusing user guidance of an ATM interface 

that in fact actually impedes transaction; 

前号では、デザインリテラシーの教育をしてはどうかと

いう提案をいたしました。教育を受けたユーザーは、今

よりもデザインのヒントをよく理解できるでしょうし、デ

ザインされた製品を使う楽しみが増すでしょうし、デザ

インの質を全般的に高めることにも寄与するでしょう。

（テキスト：ビアンカ・ボイテル） 

 

ただし、これはデザイン上で何か問題があった時に、デザイ

ナーが“不器用な”ユーザーを責めてもいいということでは

ありません。逆に私は、デザイン上の欠陥にどのように対処

したらいいのか、デザイナーが責任を持つべきだと言いた

いのです。 

 

人は失敗から学ぶ、とはよく言われることです。実際のとこ

ろ、失敗とその解決は重要な経験で、それが積み重なり、ビ

ジネスや職業にとって必要な専門知識になっていくのです。

うまくいかないことに気づくことは、改善や革新につながる

最初の一歩なのです。 

 

けれども、デザイナーやメーカーが自分たちの失敗を学

びに変えることができる一方で、ユーザーはデザイン上

の欠陥に引っかかってそれに慣れるしかないのです。 

 

有能なユーザーはもちろん、店でいいモノをきちんと見極め

て選び取るでしょう。でも実際には、デザイン上の欠陥は最

初に見ただけではわからず、買った後で、実際に使ってみ

て初めて明らかになることが多いのです。この種の欠陥は

事故につながるような欠陥（そのような場合は、メーカーが

製品をリコールするでしょう）ではありませんし、故障ともみ

なされないので、製品は交換の対象とはなりません。しかし

そのような欠陥は製品の使用を面倒にし、ユーザーを不必

要に苛立たせ、使う楽しみまで制限してしまいます。 

 

みなさんもきっと、そういうモノに出会ったことがあるでしょ

う。トイレで手を洗う時に、へんな姿勢をとらないといけない

ような妙なところにセンサーがついたタッチセンサー式の蛇

口や、せっけんディスペンサー。ディテールが不便にデザイ

ンされていて、忍耐の限界を超えて余計にメンテナンスをし

ないといけない家電。実際には処理の邪魔にしかならな

い 、 ユ ーザー を困惑させ る ATM の ガ イ ダ ン ス 。



 

ないといけない家電。実際には処理の邪魔にしかならな

い、ユーザーを困惑させるATMのガイダンス。  

                                           

（ここに、あなたの経験を記入してみてください） 

 

ここであなたが肩をすくめて「それが何なの？」と思うなら、

この問題を無視することで、些細なことにわずらわされるの

を避けるためでしょう。あるいは、デザイン上の欠陥をうまく

修正できて、その結果は自分のニーズによほどピッタリ合っ

ているので、何が不満のタネだったのかを思い出せないくら

いなのでしょう。 

 

それでもやっぱり、欠陥のあるデザインにイライラさせられ

ないようにするのは難しいことで、特に毎日使わなければな

らない製品であればなおさらです。ののしってみたり、蹴と

ばしたり、たたいたり、友達に愚痴をこぼしてしまったり ― 

でも、何の役にも立たないのです。 

 

そのようなデザイン上の欠陥がユーザーにとって不利益を

もたらしていることは明らかで、ユーザーはフラストレーショ

ンとの戦いを強いられています。そういう製品にうんざりし

て、もし経済的に余裕があるなら別の、願わくばより良いモ

ノに買い替える人もいるでしょう。シニカルに言えば、失敗

は経済を動かしもしますが、顧客を苛立たせるばかりか、資

源を無駄遣いさせもするのです。  

（言い過ぎかもしれないのでこの文は消しておきます。） 

 

デザイナーやメーカーは、デザイン上の欠陥をユーザ

ーの肯定的な態度や創造性にゆだねてしまうべきでは

ないのです。 

 

失敗は避けられるものでもないし、それがどこで、どのよう

に起こるのかを正確に予測することもできません。それに、

冒頭で述べたように、失敗が望ましいことさえあります。とす

ると、わたしたちが必要としているのは、失敗に対処する別

のアプローチなのです。 

 

ここで難しい質問をひとつ：製品のデザイン上の欠陥を、ユ

ーザーに“摩擦を感じさせずに”解決するには、どうすれば

いいのでしょう。もっといえば、モノの一部分だけを修理した

り、改良したり、アップグレードしたり、交換できるようにする

ためには、どうすればいいのでしょうか。⚓ 

 

 

confusing user guidance of an ATM interface 

that actually impedes transaction;  

                                                   

                                                          

(use this space for your own example). 

 

If you now shrug your shoulders and think 

“so what”, you probably choose to ignore it 

and don’t allow such trifles to upset you. Or 

you managed to successfully amend a 

design flaw and the result now fits your 

needs so satisfyingly that you can’t 

remember the moments it bothered you.  

 

However, trying not to let a deficient design 

drive you insane can be hard, particularly if 

you have to use the item day to day. You 

can swear at it, kick it, hit it, complain about 

it to your friends—but all won’t help. 

 

It is obvious that such design flaws are a 

lose situation for the user, who has to deal 

with the frustration. Fed up with the 

maddening product, and if he has the 

budget, he might even get rid of it and 

replace it with another, hopefully better 

one. Cynically said, mistakes drive the 

economy, but get on the nerves of 

customers as well as waste resources.  

(This is a polemic statement, maybe I should to cross it out.) 

 

Designers and manufacturers should 

not leave it to the positive mindset or 

the creativity of the users to cope 

with design flaws.  

 

We neither can avoid mistakes, nor predict 

exactly where and in which ways they 

occur; and as mentioned at the beginning, 

mistakes may even be desirable. Hence, 

what we need is a different way of dealing 

with mistakes.  

 

The challenging questions: How can 

products allow mistakes to be more 

“frictionless”? How can they become more 

repairable, improvable, upgradeable and 

exchangeable in only their parts? ⚓ 

 

 

 

 

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. 



 

“.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 
ever-day life. .DOCK introduces 
discovered things that grown and 
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 
techniques and tools.” It’s not so 
easy though... 
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Document Of Creativity in Kobe: 
archiving creative people, events & 
places in City of Design, Kobe  
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 『.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

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

していきます。 

 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。⚓ 

 

 

 

 

 

『.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

いうメッセージを伝えるため。でも少し大変です… 

 

 


