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■ 巻頭特集

016	 江戸時代の＂ポップアート＂		
	 時代を超える「浮世絵」の魅力
	 江戸時代の「ファッション写真」や「ブロマイド」、「旅行ガイド」として、時代の空気や人々

の日常を写し取った「浮世絵」。その魅力に迫るとともに、現代の新たな取り組みを紹介し
ます。さらに浮世絵の名作4点を「大人の塗り絵」に仕立てました。江戸の名シーンを、あ
なた流に解釈してお楽しみください。塗り終わったらインスタグラムキャンペーンにもぜひ
ご応募ください。

■ 特集

036	 Mix	&	Blend	Tokyo
	 400年前から伝わる和のスパイスをカスタマイズしたり、自分だけのインクの色と出会うこと

で書く喜びを再発見したり、古の貴人を気どって想いを香りにのせたり、今様の茶席での静
謐なひとときに身をゆだねたり……。伝統とモダンが交差する世界都市・Tokyoで、感性
の赴くまま、あなた好みにミックスして味わう・楽しむ・表現する4つの体験を巡ります。

052	 気持ちが伝わる紙文具の進化
	 小さなメッセージのやりとりを楽しむのが得意なこの国では、そんなニーズに合った文具の

開発も盛んです。見た目はもちろん、素材や加工のうんちく、渡すときのアイデアまで、あ
なたのコミュニケーションを楽しくさせるヒントがいっぱい。今すぐ誰かに気持ちを届けたく
なります。

072　丹
たん

波
ば

篠
ささ

山
やま

の秋レシピ
	 兵庫県の丹波篠山で採れる秋の味覚の王者・松茸や栗、黒豆は、日本全国に知られる最

高級品です。華道家で料理研究家の桑原櫻子さんが初秋の篠山を訪問し、里山の自然や
地元の人と心通わせながら秋のご馳走を作ってくださいました。
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009	 Works　人　画・文＝篠田桃紅

010	 京都、秋の色を巡る
	 京都の西、大原野。閑静なこの地をまさに錦のように染め上げる紅葉は、見る者に感動を

呼び起こします。染色史家・吉岡幸雄さんの案内で、雅やかな秋の景色を巡りましょう。

046	 デザインラボ
	 気になる、驚かされる、癒される、見とれる、触りたくなる、五感のデザイン。
	 ・文様―紋で門を守る
	 ・建築―天と地と町をつなぐ礼拝堂
	 ・アート	―日本発のポップなバルーンアート	
	 ・プロダクツ	―菰樽がモダンデザインに
	 ・プロダクツ	―重ねればアートになるキャンドルホルダー

065	 KIJE	プレゼント付きアンケート

066	 アーティスト・インタビュー	
	 ●小池一子 ―― 現代美術館を持つ街の豊かさ
	 ●蓮沼執太 ―― 21世紀型「作曲家」の新たなアプローチ

070	 イベントガイド＆カレンダー

086	 Luxury	for	the	Senses		[The	Ryokan	Collection]

090	 定期購読のご案内	/	書店リスト	/	KIJE	通販サイト

092	 デジタルマガジンのご案内	/	和文テキストのご案内	/	SNSのご案内

093	 KIJE	パートナーホテルズ

098	 次号予告

表紙	 切り絵制作＝garden	(p.64)

	 右：歌川国貞《当世美女吾妻風景　浅草寺の年の市》より
	 左：二代目歌川国貞《近江八景之内　石山秋月》より
	 撮影＝西山	航
	 スタイリング＝阿部美恵
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Works
人
画・文＝篠田桃紅 	

 p.009

この「人」は、いま、何かをしようとしているらしいが、

その、何か、は、わからない。

おそらく、永遠に、わからない。

口絵

京都、秋の色を巡る
	

写真＝橋本健次 (p.10 ～ 11、13 ～ 14)、片岡	巖 (p.15)

文＝吉岡幸雄 ( 染織史家 )

 p.010

山々を染め、刻一刻と姿を変える美しい紅葉。古より人々は

その姿を愛で、さまざまな思いを託してきました。京都の西、

閑静な大原野エリアで歴史を刻む、美しい寺社を巡ります。

(p.011)

大
おお

原
はら

野
の

神
じん

社
じゃ

延
えん

暦
りゃく

3(784) 年、桓
かん

武
む

天皇が長岡京遷都の際に、藤原氏の氏神である奈

良の春日大社の神霊を遷
うつ

し祀ったと伝わる。「参道のモミジは真っ赤に

燃えるよう。奈良から京都への歴史の変遷を思わせる静かな佇まい」と

吉岡幸雄氏。

京都市西京区大原野南春日町 1152

Tel. 075-331-0014　

拝観時間：日中随時　

拝観料：境内自由　

見頃：11 月下旬

 p.012

秋色を映して

十代の中頃から、休みの日になるとよく古い社寺を訪ねて歩

いていた。とりわけ勉学のために役立てるというわけでなく、

あたりの風景と建造物や意匠を見ていたのである。

　京都に生まれ育ったので、そうしたことに恵まれた環境に

あったこともあり、先輩たちがするのをまねていたのであろ

う。親にせがんで『古寺社巡礼』のような文庫本を買って

もらって、それをめくって、行き先を決めるという具合である。

　もう、50 年ほど前の昭和 30 年代 (	1955 ～ 1964 年 ) の

中頃のことであるから、まだ今日のような多勢の人が来ると

いうことはなくのんびりとしたものだった。
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　そのなかでも西山の大原野あたりは静かな鄙
ひな

びた里で、

その一帯の山道を歩いて、社寺を巡ってから、気に入って

幾度か訪れている。

　初めての時は秋がかなり深まっていた頃で、大原野神社

の紅葉は散りかけて、本殿までの参道に両側から突き出し

て参道を赤く染めていたのが、今も眼にうかんでくる。

　そこから、少し山のほうには花の寺 ( 勝持寺 ) がある。仁

王門をくぐって細道をよると、桜の葉が紅葉して、これもま

た暖かみのある彩りである。「花」つまり桜が見事な寺であ

るが、秋もまた一趣である。

　大原野神社から花の寺、そして背後にある小塩山へのぼっ

ていくわけだが、なかでも金蔵寺に行くと、色の葉のかさな

りが、眼にきざみこまれる。

　金蔵寺は山の中腹に、斜面にへばりつくように建っている。

大きな石を組んで平地を作り、そこに堂宇を築き、さらに

石垣で囲むという、いかにも山寺に来たという思いがする。

長い石段をのぼると、また 15 段ばかりの石段があって、そ

こに黄や赤の紅葉した葉が混ざりあうように舞って、地を隠

すようにつもっていく。

　吹く風の　色のちぐさに　見えつるは

　　秋の木の葉の　散ればなりけり

　　　――読み人知らず『古今和歌集』巻五

という歌の情景である。

　伽藍があるところから、少し北にある細道を行くと、真下

には先に歩いた大原野の里が見え、遠くには、京の洛中が

一望できる。東山三十六峰から遠く比叡山まで見わたせる。

　私が染屋家業を継ぐまでは何気なくこうした京の情景を見

ては美しい、きれいだと感心するだけに終わっていたが、

植物から汲み出してきた彩りを、布帛に染めて麗しい衣装と

する。それに日本の季の色を眼に映しながら試みていくよう

になって、訪れるその地のありようを糸一本、布一枚にしみ

込ませていくものだと思えるようになった。

　やがて、寒さが日ごとにすすんで、露や霜がおりて、水

にぬれた黄紅の色はより美しくなっていく。

　霜のたて　露のぬきこそ　弱からし

　　山の錦の　おればかつ散る

　　　――藤原関雄『古今和歌集』巻五

という一首のとおりである。秋の緩やかな彩りは、王朝の歌

人も変わらぬ思いでいて、まるでそれを映したかのような襲
かさね

の意匠を着て、ゆく秋を楽しんでいたのであろう。

吉岡幸雄（よしおか・さちお）

1946 年京都市生まれ。染織史家。早稲田大学卒業後、美術図書出版

「紫
し

紅
こう

社
しゃ

」を設立。1988 年、生家「染
そめの

司
つかさ

よしおか」五代目当主を継ぎ、

日本の伝統色の再現に取り組む。2009 年京都府文化賞功労賞、2010

年菊池寛賞受賞。『日本の色辞典』『色の歴史手帖』『日本の色の十二

カ月』ほか著書多数。

(p.013)

金
こん

蔵
ぞう

寺
じ

養
よう

老
ろう

2(718) 年、元
げん

正
しょう

天皇の勅願で建立されたと伝わる天台宗の古刹。

「小
お

塩
しお

山
やま

の中腹に建つ金蔵寺からの眺めは素晴らしく、眼下に広がる風

景はまさに『洛中洛外図』を見ているよう」。

京都市西京区大原野石作町 1639

Tel. 075-331-0023　

拝観時間：8 : 00 ～ 17 : 00　

拝観料：志納　

見頃：11 月中旬

勝
しょう

持
じ

寺
じ

・花
はな

の寺
てら

白
はく

鳳
ほう

8(679) 年、天
てん

武
む

天皇の勅によって創建したのが始まり。境内には

約 100 本の桜と、同じ数ほどのモミジが自生している。「桜の歌を多く

詠んだ西
さい

行
ぎょう

法師ゆかりの寺として知られ、境内には自らが植えたと伝え

られる西行桜がある」。

京都市西京区大原野南春日町 1194

Tel.  075-331-0601　

拝観時間：9 : 00 ～ 17 : 00　

拝観料：400 円　

見頃：11 月中旬

善
よし

峯
みね

寺
でら

長
ちょう

元
げん

2(1029) 年、源
げん

算
さん

上
しょう

人
にん

が自作の十一面千手観音菩薩を祀ったのが

始まり。「樹齢 600 年を超える遊
ゆう

龍
りゅう

の松も有名だが、奥の院からの眺め

はまるで赤、黄、緑の色糸で織り上げた錦のように美しい」。
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京都市西京区大原野小塩町 1372

Tel. 075-331-0020　

拝観時間：8 : 00 ～ 17 : 00　

拝観料：500 円　

見頃：11 月中旬
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浮世絵 江戸時代の ”ポップアート”　
時代を超える「浮世絵」の魅力 		

撮影＝西山	航 (p.27、31、	35)、大見謝星斗	(p.34)

塗り絵作製＝ VERSO

文＝清水千佳子 (p.31-33、	p.35コラム )、編集部

協力＝	白坂ゆり	(p.	16-25、34-35 美術館 )、賀来潤恵（p.27-30）

 p.016

江戸時代の「ファッション写真」や「ブロマイド」、「旅行ガ

イド」として、時代の空気や人々の日常を写し取った「浮世絵」。

その魅力に迫るとともに、現代の新たな取り組みを紹介しよ

う。付録の塗り絵では、浮世絵の名作たちをあなた流に解釈

して楽しんでみてほしい。

喜多川歌麿	《当時三美人　冨本豊ひな　難波屋きた　高しまひさ》　

1793年　千葉市美術館

「寛政の三美人」と呼ばれた、上が吉原の人気芸者「豊
とよ

雛
ひな

」、右手に浅

草の茶屋の娘「おきた」（当時 16 歳）、左が両国の煎餅屋・高島屋の娘

「おひさ」（17 歳頃）。歌麿は下ぶくれのうりざね顔（瓜の種のような、

色白でやや長い顔だち）に、鼻筋の特徴、目や口もとの表情をちょっと

加えることで、それぞれの個性を表している。

東洲斎写楽		《八代目森
もり

田
た

勘
かん

弥
や

の駕
か

篭
ご

舁
かき

鴬
うぐいす

の次
じ

郎
ろ

作
さく

》

1794 年　山種美術館

江戸時代の有名な歌舞伎小屋のひとつ、森田座。その座元・八代目勘

弥による、1794 年の「敵
かたき

討
うち

乗
のり

合
あい

話
ばなし

」の一幕。袖を胸の前に揃えて見
み

得
え

を切る仕草を的確にとらえた、動きのある大首絵（浮世絵の様式の一つ。

半身絵）。

浮世絵界の綺羅星「美人画」　
―流行を写す「ファッション写真」
文＝林	綾野

 p.018

1603 年、徳川家康が江戸幕府を開き、260 年にわたる天下

太平の世が始まりました。ゆとりある時代の中で、庶民たち

の文化も鮮やかに花開きます。当時の世相や風俗、流行を

描き表す「浮世絵」は、今でいう新聞や雑誌、広告のよう

なものでした。

　肉筆画と木版画が作られましたが、一度に複数枚刷ること

のできる木版画によって、広く庶民に親しまれるようになりま

した。摺りの技法も、墨一色のものから、赤色を用いたもの

が現れ次第に色数が増えていきます。そして多色摺りの「錦
にしき

絵
え

」が誕生します。

　そんな浮世絵の中でも、美人画はとりわけ人気の高いジャ

ンルでした。「錦絵」の発達とともに女性を描く様式美も華

麗に変化していきます。流行のファッション、メイク、ヘアス

タイルを織り交ぜながら、そのときどきの ”理想とする美人

像 ”が綺羅星のごとく描き出されていきました。

　江戸美人の原点は、菱
ひし

川
かわ

師
もろ

宣
のぶ

が描く「見返り美人」に見

られるおおらかな女性像。その後、初期浮世絵師を代表す

る鈴木春信が、次なる美人像を描き表します。細い目に華

奢な身体、少女のような清純さをまとうその姿に江戸の人々

は虜になりました。続く鳥居清長は、そんな女性たちを現代

のモデルのようにすらっと涼やかに塗り替え、清廉なる江戸

美人像を確立します。

　江戸時代も中盤になり、いよいよ喜多川歌麿が現れます。

「うりざね顔」というスタイルを保持しながらも、チャームポ

イントとしての個性を添えた麗しの江戸美人が誕生します。

遊女から一般の女性までをも、きものや小物など流行のアイ

テムとともに描き、江戸中の人気をさらったのでした。

　そして幕末に向かうにつれ、歌川国芳が描く快活で元気

いっぱいな美人像など、時代の多様性に並行して女性像の

幅もぐっと広がります。昔の雑誌などにかつての流行を見る
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のと同じく、浮世絵に描かれた美人たちも、その時分にいっ

たい何が流行っていたのかをいきいきと今に伝えてくれるの

です。

鈴木春信《縁
えん

先
さき

美
び

人
じん

図
ず

》

18 世紀　摘
てき

水
すい

軒
けん

記念文化振興財団

春の庭先に咲く山吹の花。きものの裾からのぞく素足に夜風がまだ冷た

いのか、衿に顎をうずめ、たたずむ女性の姿ははかなげ。障子には宴

を楽しむ人の影が映し出され、縁先の静けさが際立つ。春信が描く可憐

な美人は少女のように華奢で、細めた目の表情もあどけない。

鳥居清長《大
おお

川
かわ

端
ばた

楼上の月見》

1784 ～ 87 年頃　太田記念美術館

隅田川の西にある料理屋で、すらりと八頭身の美人たちがおしゃべりを

楽しみながら月見の宴の準備に勤しんでいる。香をたきしめ、虫かごを

吊るし、三味線に糸を張る姿など、清長は女性らしい仕草をしなやかに

描き出す。両国橋と町並みを描いた背景にも、江戸の人々は親しみを

憶えたことだろう。

歌川国芳		《山
さん

海
かい

愛
めで

度
たい

図
ず

会
え

	七　ヲゝいたい　越
えっ

中
ちゅう

滑
なめり

川
かわ

大
おお

蛸
だこ

》

半身像の美人とともに、コマ絵に全国の名産を添えて紹介するシリーズ

の一つ。富山県滑川の名物である蛸に見立ててか、まるで吸いつくよう

に爪を立て女性にしがみつく猫。「おお痛い」と体を反らしつつも、愛

猫を抱きとめるその顔から笑みがこぼれる。

「役者絵」
―心ときめくスターの「ブロマイド」
文＝林	綾野

 p.020

「美人画」とともに根強い人気を誇った「役者絵」。アイドル

的存在だった歌舞伎役者たちを鮮やかに描いた役者絵を江

戸の人々は競って買い求めます。浮世絵師たちも腕をふるい、

個性豊かな役者絵が数多く生まれました。

　歌舞伎は、1700 年頃に江戸と上方（現在の関西地方）と

で発展。時同じくして、鳥居派の絵師、清信、清
きよ

倍
ます

が、荒々

しく豪快な演技を得意とする二代目市川団十郎など名優たち

の姿を描き始めます。当時は、役柄になりきる姿を、筋肉

を誇張して瓢簞のようにくびれた手足や極端に抑揚をつけた

線で描くスタイルが主流でした。

　1770 年頃になると、勝川春
しゅん

章
しょう

らが役者似顔絵を描きはじ

めます。贔屓の役者その人が描かれた、まさしくブロマイド

にファンたちは心躍らせました。役者の顔に注目した大首絵

が評判を呼ぶようになると、歌川豊国などの絵師たちは、似

顔絵でありながらも、役者をさらに凜 し々く理想化されたブ

ロマイドを描き出し、役者絵ブームは加速。一方で、東洲

斎写楽のような奇才が生まれます。写楽は 1794 年、江戸の

五月興行に取材した役者絵 28図でデビュー。しかし、わず

か 10か月で制作を打ち切ります。大きな鼻や小さな目もそ

のままに、役者を美化することなく描き出す手法は、当時と

してはまったくのアヴァンギャルド。この極端にデフォルメさ

れた大首絵は、ファンだけでなく役者からも歓迎されません

でした。写楽が評価されるようになったのは現代になってか

らです。

　ブロマイドとしての役割を中心に、芝居の場面や複数の役

者を群像として表すもの、春章や国貞などによる舞台裏、楽

屋裏の様子を描くものまで役者絵は多様さを極め、美人画と

並ぶ浮世絵の主要ジャンルとなりました。江戸一番のエン

ターテインメントだった歌舞伎。ファンたちの熱狂があった

からこそ魅力たっぷりな役者絵が数多く生まれたのでしょう。

歌川国貞		《大坂道頓堀芝居楽屋ノ図》

1821,22 年　Museum of Fine Arts, Boston. 
William Sturgis Bigelow Collection, 11.43384a-c
Photograph ©Museum of Fine Arts, Boston

舞台裏も覗きたい、歌舞伎ファンのそんな思いに応え、国貞は楽屋図を

度々描いた。江戸の役者が大坂を訪れたことを機に描かれた本図には、

右下に五代目松本幸四郎、中央に七代目片岡仁左衛門など東西の名優

が揃う。

※歌川国芳《山海愛度図会 七　ヲゝいたい　越中滑川大蛸》（p.18）と

ともに、9 月 10 日～ 12 月 11 日名古屋ボストン美術館で開催の『ボスト

ン美術館所蔵 俺たちの国芳　わたしの国貞』にて展示。

www.nagoya-boston.or.jp
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林	綾野（はやし・あやの）

フリーのキュレーターとして展覧会の制作、企画に携わる。アートライター

として美術書の執筆も行う。美術との新しい出会いを提案するため、画

家の人生や食の趣向などを探求、紹介している。『ゴッホ　旅とレシピ』、

『浮世絵に見る 江戸の食卓』など著書多数。近年企画した展覧会に「安

野光雅展」ほか。

写真＝永野雅子

「名所絵」
―旅心をそそる「旅行ガイド」
解説＝大久保純一（国立歴史民俗博物館　教授）

 p.022

十返舎一九が書いたコミカルな小説『東
とう

海
かい

道
どう

中
ちゅう

膝
ひざ

栗
くり

毛
げ

』が

ヒットしたように、江戸後期は旅ブームであった。そうした

状況の中、葛飾北斎が 1830 年頃、各地から望む富士山の

景観を描いた浮世絵「富嶽三十六景」を刊行、続いて歌川

広重が両国や高輪を題材にした「東都名所」を刊行した。

さらに1833 年頃から、広重の「東海道五拾三次」が満を持

して刊行され、これが浮世絵史上最大のヒット作の一つとな

る。

　それまで美人画や役者絵と比べて傍流と思われていた名

所絵（風景画）が、こうした名作の登場や時流ともあいまって、

浮世絵の重要なジャンルとして確立されるようになった。し

かも名所絵は、流行り廃
すた

りの激しい美人画や役者絵に比べ、

より持続的に売れたと思われる。江戸を描いた名所絵は、

地方から江戸に出てきた武士が故郷への土産とし、東海道

を描いた名所絵は、江戸に住む人々の旅への憧れを搔き立

ててやまなかった。各土地の食の名物も描き込まれ、現代

でいう旅行ガイドのようですらある。一枚で買う庶民もいれ

ば、まとめ買いする富裕層もいたようで、今の豪華画集にも

似たセットは、当時の贅沢品禁止令の目をかいくぐって、店

の奥で買い求められたと思われる。

空間のリアルな描写の天才
広重の絵は北斎よりも実際の景色に近く、商品の包み紙に

「真
しん

景
けい

」という言葉を使うほど、広重本人もリアリティを自負

していた。高い写実性ゆえに、幕府の行列に同行してスケッ

チを描きためていたに違いないと思われていたほどである。

確かに江戸に近い、今の神奈川あたりの図では現地での体

験を感じさせるが、京都に近づく後半以降は、1797 年に出

版された名所案内記『東
とう

海
かい

道
どう

名
めい

所
しょ

図
ず

会
え

』の挿絵から借用し

た図が散見され、京都までは行っていないだろうという意見

が、現在では多数派である。

　とはいえ現地を見て描かなければいけないというのは、交

通手段が発達した現代の感覚。広重は色彩や線による遠近

法を駆使し、また天性の空間構築力を遺憾なく発揮して、元

絵を超えるリアリティを生み出している。従来の名所絵を見

慣れていた人たちがこの名所絵を目にしたとき、瑞 し々い色

彩ともあいまって、さながらアナログテレビで見ていた景色

をハイビジョンや 4Kで鮮やかに見るような衝撃を受けたに

違いない。色彩による季節感、クスリと笑える人物の表現な

ども含め、広重の風景画の旅は見所が満載だ。

「変わり図」と見比べる
木版によって浮世絵の大量生産が可能になったとはいえ、一

度にまとまって摺るのは、おおよそ200枚程度とされていた。

今でいう初刷を意味する「初
しょ

摺
ず

り」と呼ばれるのは、早い時

期に摺られたもののことである。

　その後、売れ行きに応じて版元が増刷するが、その過程で、

色やぼかしが変わることがあり、これを「後摺り（のちずり、

または、あとずり）」と呼ぶ。これは製作工程を簡略化する

ために行われる場合や、絵師自身の指示による場合もあった

という。さらには、長年にわたり摺り続けられる間に、元と

なる版木が焼亡・摩耗するなどして、版木を彫り直したもの

を「異
い

版
はん

」という。この彫り直しの際に図の一部が変更され

ることがあり、これを特に「変わり図」と呼ぶ。

　例えば東海道五拾三次の「蒲
かん

原
ばら

」の後摺り（p.25）では、

夜空の白と黒が反転しているが、これは広重自身が試行錯誤

し、関与した可能性が感じられる。また、「戸
と

塚
つか

」の変わり

図では、旅人が馬を降りる姿が、馬に乗る姿に変わっている

（p.22、23）。東海道のスタートとして夜明けの江戸の町を描
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いた「日本橋」は、変わり図では人の数が増えている。おそ

らく版元が、繁華な江戸の中心の象徴として大衆にアピール

したかったのではないかと想像できる。

　山種美術館（p.34）で 9月29日まで開催されている『浮

世絵	六大絵師の競演』展では、東海道五拾三次の数ある版

の中でも最初期に摺られ、傑作との呼び声が高い保
ほう

永
えい

堂
どう

版
ばん

の

「東海道五拾三次」を、題字も合わせて56 枚一挙に公開。

初摺りを豊富に含んだ世界有数のコレクションを見逃す手は

ない。

歌川広重		《保永堂版　東海道五拾三次之内　戸塚・元町別
べつ

道
どう

》

1833, 34 年頃　山種美術館

茶屋の軒先の向こうに、東海道の景色が見える。馬からひらりと飛び降

りる旅人。馬を中心に顔の見えない男２人、顔の見える女２人を左右対

称に描き、向かって右奥に老人を置くことで人物の配置に工夫を凝らし

たようにも思われる。

　

〈変わり図〉

歌川広重		《保永堂版　東海道五拾三次之内　戸塚・元町別道》

1834, 35 年頃　サントリー美術館

版下絵から変更した例。茶店の窓が閉まり、旅人が馬に乗る姿に変わっ

ている。「動作が不自然だと思われて変更したのかもしれませんね」と

大久保さん。

（p.024）

歌川広重《保永堂版　東海道五拾三次之内　蒲原・夜之雪》

1833, 1834 年頃　山種美術館

画面左下の崖の部分および右下の広い部分に注目。紙の地の白の上に

ごく薄く墨のぼかしを重ね摺ることで積もった雪を表し、半ば余白のよう

に、宿場の家々と山路を往来する人々を引き立たせている。画面を横切

る傾斜した山道が構図の基軸となり、画面左手の宿場町の家並みで透

視図法的な奥行きが表現されている。

〈後摺り〉　

歌川広重		《保永堂版　東海道五拾三次之内　蒲原・夜之雪》

1833, 1834 年頃　サントリー美術館

秀逸なモノクローム表現。初摺りから空の白と黒を反転させ、夜の雰囲

気を出している。「絵師は初摺りにしか立ち会わないという通説もありま

すが、かならずしもそうとはいいきれず、この摺りの変更には広重が関

与していた可能性がある」と大久保さん。

大
おお

久
く

保
ぼ

純
じゅん

一
いち

美術史家。東京国立博物館研究員などを経て現在、国立歴史民俗博物

館の研究部教授。主に浮世絵、なかでも江戸後期の風景表現を研究。

著書に『カラー版 浮世絵』、『広重と浮世絵風景画』ほか。

浮世絵版画ができるまで
 

 p.026
協力：アダチ版画研究所

彫師と摺師をかかえる工房兼版元。江戸時代の浮世絵版画をもとに版木

を彫り直して復刻版を作成するほか、現代の絵師とのコラボレーションも

行い、伝統的な木版技術を今に継いでいる。

www.adachi-hanga.com

（写真）

葛飾北斎 《富嶽三十六景　神
か

奈
な

川
がわ

沖
おき

浪
なみ

裏
うら

》

（26.4 × 38.6 cm）1 万 3000 円

1. 版
はん

元
もと

版元は今でいう出版社であり総合プロデューサー。どのよ

うな絵を企画し、どの絵師に依頼し、どのような仕立てで

販売するか、すべてを管理していた。例えばその鑑識眼

で有名な版元の蔦屋重三郎は、喜多川歌麿の才能をいち

はやく見出して育て上げ、また東洲斎写楽の鮮烈なデ

ビューをプロデュースしている。

2. 絵
え

師
し

版元の依頼に沿って、まず絵師が版下絵と呼ばれる元絵

（写真）を描く。この元絵は基本的に墨一色。彫師が主
おも

版
はん

を彫り上げた後に、絵師は改めて色指定を行った。最後

の見本摺りにも立ち会い、版元とともに最終確認を行う。

木版画の下絵は通常の絵画と違い、限られた版数の中で

いかに魅力的に見せるかという省略の美が根底にある。

3. 彫
ほり

師
し

山桜の木に、裏返しにした下絵をはりつけ、小刀や鑿
のみ

など

の道具を使い分けながら彫っていく。主版と呼ばれる版木
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（写真）を彫り終わると、今度は色ごとの版「色
いろ

版
はん

」を彫る。

髪の毛一本一本など細部の彫りは、彫師のセンスと力量

に大きく左右され、北斎は版元に彫師の指名をするほどこ

だわりがあったという。

4. 摺
すり

師
し

紙の伸縮具合や版木の状態、その日の湿度などによって

絵の具を調整し、和紙に摺り込んでいく。絵によって摺る

回数が異なり、例えば「神奈川沖浪裏」は 8 回摺りで完成。

墨の主版→摺り面積の小さい色版→大きい面積の色版の

順に、薄い色から摺るのが一般的。高度な技術を必要と

するぼかしは、摺師の腕のみせどころ。摺り体験ができる

施設もあるので、ぜひ体験してみてほしい（p.35）。
 　

（写真）

4 回目の摺りで空の色が摺り込まれた。この後、背景のぼかしや波の色

が入る。

塗り絵浮世絵
 

 p.027

人気の浮世絵が、KIJE オリジナルの大人の塗り絵になりまし

た。山種美術館所蔵の作品見本もご用意。好きな画材、好

きな色彩で、あなただけの現代の浮世絵を作ってください。

■ SNSキャンペーン企画
1. インスタグラムにて KIJE のアカウント@kije_magazineをフォ

ロー 
2. 塗り絵作品の写真／動画をハッシュタグ #coloringkijeをつけて

投稿
3. 抽選で 5 名様に、山種美術館の浮世絵グッズ（写真）が当たる ！
応募締め切り10月31日

※お一人様、何作品でも応募可能です

※応募作品は KIJE のサイトや SNS に掲載される可能性があります

※ご当選者にはダイレクトメッセージにて、プレゼント送付先住所等をお

伺いします

鳥居清長		《風
ふう

俗
ぞく

東
あずま

之
の

錦
にしき

	武家の若殿と乳母、侍女二人》

1784 年頃　山種美術館　

全 20 図からなる「風俗東之錦」は、江戸の町の華やかな女性風俗を描

き出したもので、清長の代表作の一つ。町人に限らず、武家の女性も多

く書かれていることが特色。

鈴木春信《柿の実とり》

1767,68 年頃　山種美術館　

柿をとる美しい娘をおぶうのは、女性と見紛うほど華奢な若衆。鈴木春

信による、淡い恋の情景である。足元の飛び石から、庭の中ということ

がわかる。

歌川広重		《東海道五拾三次之内　川崎・六
ろく

郷
ごう

渡
わたし

舟
ぶね

》

1833 ～ 36 年頃　山種美術館　

多摩川を江戸から川崎側へと渡る、六郷の渡し舟。画面右方に遠く富士

山を描くことで、画面の奥行き感を高めている。煙草をくゆらす商人、

談笑する男女など、舟中の光景はどこかのどか。

エアブラシで描く現代の浮世絵画家
 

 p.031

絵を描くことは子どもの頃から好きだったものの、画家にな

るという発想はなかったという石川真澄さん。転機となった

のは、歌川派の家元・六代目歌川豊国さんを特集したテレ

ビ番組を観たことだった。深い感銘を受けた彼はすぐさま歌

川さんを訪ねて作品を見てもらい、弟子入りを許される。し

かし、97歳だった師はそのわずか数か月後に他界。石川さ

んはやむなく独学で浮世絵と向き合うようになる。図書館や

古書店でさまざまな浮世絵師の作品集を貪るように見る

日々。だが、目にする作品のほとんどは木版画。絵師、彫師、

摺師をすべて自分でやるのは難しい。

	「自分一人で納得のゆくものを作るため、肉筆で木版画のよ

うなフラットな表現をする方法を模索しました。でも、日本

画の画材ではどうしても肉筆っぽさが出てしまうんです」。試

行錯誤していたとき、偶然書店で目にしたのが、海外で活躍

する画家・寺岡政美さんの作品集。彼の浮世絵はキャンバ

スに水彩絵の具で描かれていた。「そのとき初めて、出来上

がったものがよければ道具や過程は重要じゃないと思ったん
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です。それからは、日本画の枠にとらわれずに自分に合った

道具を探すようになり、エアブラシに辿り着きました。色ご

とに何度もマスキングテープを貼って作る工程は、いくつも

の版を使って作る木版画の工程に似ているかもしれません」。

　基本は一人で浮世絵を制作する石川さんだが、近年は木

版画のプロジェクト参加を依頼される機会が増えた。そんな

ときは「俺のこの絵が彫れんのか、くらいの気持ちで臨む」

という。そうでなければ、いい作品はできないと思うからだ。

ソフトなルックスとは裏腹に、内面は熱い。そして、そうし

たプロジェクトはときに木版画ならではの楽しい発見ももた

らす。「バレンで刷った風合いが出たことで、原画よりいいと

思うことがあります。そういうときは嬉しいですね」。

　大好評を博した KISS や『スター・ウォーズ』とのコラボレー

ションに続き、現在も、海外のミュージシャンなどとのコラ

ボ木版画プロジェクトが進行中という石川さん。以前から外

国人のほうが日本人より浮世絵に対しての認識が高いと思っ

てきたこともあり、海外へ発信できるのは嬉しいと話す。「た

だ、自分としては浮世絵の啓蒙活動をしているつもりはあり

ません。僕の作品をきっかけに浮世絵に関心を持つ人が増

えるのはいいことだと思いますが、僕自身は自分の内面を自

分の好きな浮世絵の様式で表現しているだけなんです」。　

　彼の言葉だけを読むと「ストイックなアーティスト」という

印象になりそうだが、実際の石川さんはよく笑う楽しい人物

でもある。そして、彼には、作品内の漢字の書き手でもある

妻・上
うえ

野
の

谷
や

真奈美さんと、黒猫の梵天という強力なサポーター

がいる。1人と1匹に見守られながら、石川真澄でなければ

描けない作品を生み出し続けてほしい。

上：石川真澄さんと自画像。「鬱」「病」など夥しい数の漢字は彼の内面

を表す。

左上：愛猫コニーの難病治癒を祈って描いたという作品。その甲斐あっ

てコニーは病を克服し、長生きした。

左：エアブラシで制作する作品は、最後に墨で輪郭線を入れて仕上げる。

石川真澄（いしかわ・ますみ）

1978 年東京生まれ。2000 年に六代目歌川豊国に師事するも、数か月で

師が他界。以後、独学で浮世絵を学び、エアブラシを用いる独自の画法

を確立。最近では歌舞伎公演のポスターや 10 月放送開始のテレビドラマ

『石川五右衛門』のポスターなども手がけた。

題材はロックスターや映画の悪役
 

 p.031

ここ数年、浮世絵木版画の新しい試みとして話題なのが、大

物アーティストや映画などとのコラボレーション。そこには伝

統技術の継承という目的も込められている。ファンはもちろん、

描かれた本人たちにも好評だ。
※販売が終了している場合があります。

●メンバーも気に入ったKISSの浮世絵

世界的ロックバンド、KISS がモチーフ。下は歌川国芳の作品をベースに、

ポール・スタンレーのメイクシーンを表現。ほかのメンバーは閻魔大王

や鬼の姿で着物に描かれている。頭上の文字は代表曲「Rock and Roll 

All Nite」のサビ部分の和訳。右下はメンバー全員の大首を合わせた構図。

メイクの色は実際より薄くして歌舞伎の隈取り風に仕上げてある。日本文

化好きのメンバーに大好評だったそう。

下：《KISS 浮世絵「浮世粋男接吻四人衆之内宝琉須丹礼」》

右下：《KISS 浮世絵「接吻四人衆大首揃」》

©2015 KISS Catalog, Ltd. Under License to Epic Rights.

©UKIYO-E PROJECT

絵師：石川真澄

彫師：関岡裕介（下）、渡辺和夫（右下）

摺師：伊藤達也（下）、吉田秀男（右下）

サイズ ( 約 )：各縦 48 ×横 34cm　各 22 万円 ( メンバーのサイン入り )

www.ukiyoeproject.com/kiss_en.html

●日本の大人気特撮テレビ番組から誕生

主人公が巨大ヒーローに変身して怪獣と戦う特撮テレビ番組『ウルトラ

マン』の放送開始 50 周年記念作品の 1 つ。現在まで続く『ウルトラシリー

ズ』に登場する怪獣や異星人を妖怪に見立て、『百鬼夜行絵巻』風に仕

上げたユニークな作品。大小感は実際の怪獣たちに忠実で、色使いは

絵師のセンスが生かされている。ホビーストック社では『ドラゴンボール』

など人気アニメを題材にした浮世絵木版画も制作。

《怪獣百鬼夜行》　© 円谷プロ
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絵師：冬
ふゆ

奇
き

彫師：北村昇一

摺師：市
いち

村
むら

一
いっ

房
ぽう

堂
どう

サイズ：紙：縦 20 ×横 55㎝、絵：縦 16.5 ×横 50㎝　4 万 5000 円　

www.hobbystock.co.jp/ukiyoe/en

●映画界の金字塔『スター・ウォーズ』の世界を描く

世界的に有名なスペースオペラ『スター・ウォーズ』。左の風景画は雪

の惑星ホスの戦闘シーン。実際は青空だが、浮世絵らしく広重の雪景色

風にした。「スノースピーダーが出すビームが一瞬しか映らないので、

微妙な色を確認するためにコマ送りで何度も見ました」と石川さん。中

はプリンセス・アミダラと人気ロボット R2-D2 をモチーフにした美人画風

の作品。「左上はアナキン・スカイウォーカーで、彼がアミダラに贈った

ペンダントも一緒に描きました」と石川さん。実際のアミダラではなく、

あえて浮世絵美人の全身絵として描かれている。右は主要登場人物の一

人、ダース・ベイダーの大首絵。

《浮世絵スター・ウォーズ「星間大戦絵巻 惑星補巣の戦い」》

《浮世絵スター・ウォーズ「星間大戦絵巻 阿弥陀羅姫 R 弐 D 弐」》

《浮世絵スター・ウォーズ「星間大戦絵巻 暗黒卿 堕悪巣俾荼」》

©&TM Lucasfilm Ltd.

絵師：石川真澄

彫師：渡辺和夫・関岡裕介

摺師：吉田秀男

サイズ（約）：各縦 39 ～ 41×横 27.5cm　各 5 万円

ukiyoe.cooljapanstores.net

お気に入りの浮世絵に出合える美術館ガイド
 

 p.034

粒揃いの浮世絵コレクションを有する美術館で、絵師の個性

が表れた線や色彩を間近に鑑賞しよう。

●山種美術館

今年、開館 50 周年となる日本画専門美術館。9 月 29 日まで、秘蔵の浮

世絵コレクション約 90 点の全貌を紹介する特別展『浮世絵 六大絵師の

競演―春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重―』を開催中。

上・右：鳥居清長 《風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人》1784 年

頃

上・左：喜多川歌麿 《青楼七小町　鶴屋内　篠原》1794,95 年頃

中：初摺りが多く、かつて画帖に収められていた際の扉の題字も含む「東

海道五拾三次」56 枚が 6 年ぶりに一挙公開。歌川広重 《東海道五拾三

次之内　岡崎・矢
や

矧
はぎ

之橋》　1834 年頃　山種美術館

※いずれも特別展『浮世絵 六大絵師の競演』にて展示

東京都渋谷区広尾 3-12-36

Tel. 03-5777-8600（ハローダイヤル）　

10 : 00 ～ 17 : 00　

月曜休館（祝日の場合は翌日）

www.yamatane-museum.jp

●太田記念美術館

実業家・五代太田清藏のコレクションを核とする約 1 万 4000 点を所蔵。

月 1 回展示替えされ、9 月 3 日～ 10 月 30 日は特別展『国芳ヒーローズ』

を開催する。

歌川国芳 《通俗水滸伝豪傑百八人之壱人　浪裡白跳張順》 1828,29 年　

個人蔵

特別展『国芳ヒーローズ』後期にて展示

東京都渋谷区神宮前 1-10-10　

Tel. 03-3403-0880

10 : 30 ～ 17 : 30　

月曜休館（祝日の場合は翌日）。展示替え期間、年末年始休みあり

www.ukiyoe-ota-muse.jp

●すみだ北斎美術館

2016 年 11 月 22 日、墨田区の郷土作家、葛飾北斎の美術館が開館する。

世界有数の北斎作品収集家ピーター・モースと、浮世絵研究者・楢崎

宗重のコレクション、墨田区の収集品からなる北斎とその門人の版画、

肉筆画、版木など約 1500 点を所蔵。設計は、世界的な建築家・妹
せ

島
じま

和

世率いる妹島和世建築設計事務所。貴重な作品の保存と展示を行いな

がら、街に開かれた美術館を目指している。北斎が生まれた地、現在の

墨田区亀沢付近に立地する。

葛飾北斎《隅田川両岸景色図巻》　肉筆画　1805 年（部分）

約 100 年ぶりに発見されたコレクションの核の一つとなる作品。開館記

念展『北斎の帰還―隅田川両岸景色図巻と名品展（仮）』で展示予定。
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東京都墨田区亀沢 2-7-2

Tel. 03-6658-8931

※開館時間、観覧料など詳細は未定

●千葉市美術館

浮世絵の歴史がたどれる約 3000 点のコレクションを所蔵。9 月 7 日～

10 月 30 日開催の『岡崎和郎』展や『小川信治』展では、現代美術とと

もに所蔵浮世絵も展示する。

鈴木春信  《鞠と男女》 1767 年　

『小川信治』展にて展示

千葉市中央区中央 3-10-8　

Tel. 043-221-2311　

10 : 00 ～ 18 : 00（金曜・土曜  ～ 20 : 00）　

毎月第 1 月曜休館（祝日の場合は翌日）

www.ccma-net.jp

●山口県立萩美術館・浦上記念館

浦上敏朗コレクションを核とし、浮世絵版画は約 5300 点を所蔵。9 月

10 日～ 10 月 16 日は特別展示『やきものでわくわく 浮世絵にうきうき 開

館 20 周年特別企画展Ⅰ 東洋陶磁と浮世絵―館蔵名品選』。

喜多川歌麿  《難波屋おきた》 1793 年頃　

『やきものでわくわく 浮世絵にうきうき』にて展示

山口県萩市平安古町 586-1　

Tel. 0838-24-2400　

9 : 00 ～ 17 : 00　

月曜休館（祝日の場合は翌日）

www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp

●東京国立博物館

日本最古かつ最大級の博物館。浮世絵は松方コレクションをはじめ約 1

万 2000 点を所蔵する。本館 10 室にて、展示替えしながら江戸の衣装

などとあわせて紹介する。

喜多川歌麿《婦人相學十躰・浮気の相》18 世紀　重要文化財　

8 月 30 日～ 9 月 25 日展示

東京都台東区上野公園 13-9　

Tel. 03-5777-8600（ハローダイヤル）　

9 : 30 ～ 17 : 00　

月曜休館（祝日の場合は翌日）

www.tnm.jp

●江戸東京博物館

書籍や染織資料との組み合わせによるテーマ解説など江戸の歴史・生活・

風俗・文化の紹介の中で浮世絵が理解できる。季節のテーマ展示もある。

歌川豊国  《助六所縁江戸桜　七世市川団十郎の助六》 1811 年

東京都墨田区横網 1-4-1　

Tel. 03-3626-9974　

9 : 30 ～ 17 : 30（土曜 ～ 19 : 30）　

月曜休館（祝日の場合は翌日）

www.edo-tokyo-museum.or.jp

●岡田美術館

名誉館長・岡田和生による東洋の古代から現代までの所蔵品を紹介する

広大な美術館。浮世絵コレクションでは肉筆画も多い。

葛飾北斎  《雁図》 1847 年

9 月 3 日より展示

神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷 493-1　

Tel. 0460-87-3931　

9 : 00 ～ 17 : 00　

12 月 31 日、1 月 1 日、展示替え期間休館（会期中は無休）

www.okada-museum.com

英語で学べる本物の木版画体験
 

 p.035

英国生まれのカナダ人木版画家、デービッド・ブルさんが経

営する「木版館」は、体験スペースとショップ、工房からなり、

最大の目的は日本の木版画の美しさを伝えること。「みなさ
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ん木版画は高価で手が届かないと思っていますが、江戸時

代は大衆のものでした。ぜひここへ来て、見て触れて楽しん

でください」とデービッドさん。畳の部屋で行われる摺り体

験では、赤、青、黄、黒の 4色の版を順番に重ねていく。

完成時の感動を損ねないよう、あえて見本は置いていない

のが心憎い。完成した作品は斜め上から光を当てると、木

版画ならではの凹凸が浮かび上がる。その繊細な美しさに

は誰もが歓声を上げる。

上：木版画体験 ”print party” は約 1 時間で 1 人 2000 円 ( 家族、グルー

プ割引あり )。木版画の彫師・摺師として日本で 30 年以上活動を続ける

デービッド・ブルさんの代表作は、ジェド・ヘンリーさんと共同制作して

いるオリジナル木版画「浮世絵ヒーローズ」。

中左：神社仏閣を参拝した記念に納める千社札の伝統的なレイアウトに、

現代の絵柄を組み合わせた作品。3 枚セットで 3500 円。

中右：ビルの 2 階に掲げられた看板は木版画を摺るときに使うバレン型。

MOKUHANKAN

東京都台東区浅草 1-41-8

Tel. 070-5011-1418

10 : 00 ～ 17 : 30

火曜休館

mokuhankan.com/parties
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体験

Mix	&	Blend	Tokyo
		

撮影＝葛西亜理沙（p.36 ～ 39）、岡崎良一（p.40 ～ 45）

文＝編集部

 p.036

伝統とモダンが交差する世界都市・Tokyo。ここでは、あな

たの五感を刺激する場所が待っています。400 年前から伝わ

る和のスパイスをカスタマイズしてみたり、自分だけの色と出

会い書く喜びを再発見してみたり、古の貴人を気取って想い

を香りにのせてみたり、今様の茶席での静謐なひとときに身

をゆだねてみたり……。感性の赴くまま、あなた好みにミック

スして味わう・楽しむ・表現する、4 つの体験を巡ります。

お江戸の粋なさじ加減
 p.038

黒ごま、陳皮 (みかんの皮 )、焼唐辛子、赤唐辛子、粉山椒、

けしの実、麻の実。七色の材料が、ひとさじひとさじ、リズ

ミカルに手桶の中へ振り入れられ、そして手際よく混ぜ合わ

されていく。彩り美しく、辛みと香りが独特の風味を織りなす

七味唐辛子。縁起がよい ”七 ” 種の組み合わせは江戸が発

祥で、江戸っ子たちの定番食だったそばの薬味として人気を

博し、うどんなどの麵類に、焼き鳥や牛丼に、はたまたパス

タなどの洋風料理にと、現代においてもおなじみのミックス

スパイスだ。

　ほかにも長野、京都などの老舗が知られるなかで、元祖と

いえるのがここ浅草「やげん堀」の七味。寛永 2（1625）年、

医者や薬問屋が集まる薬研堀町（現在の東日本橋界隈）に

暮らした初代・からし屋徳右衛門が、日々見聞きしなじみの

あった漢方薬の製法から着想し、薬効を食用に応用できな

いかと考案したことに始まる。以来 400 年近く、食欲増進に

効くとされた唐辛子、健胃作用があるとされた山椒、精神安

定をもたらすとされたけしの実や麻の実など、ほぼ変わらぬ

材料と配合が受け継がれてきた。

　そしてもうひとつの江戸の名残は、その販売方法。かつて

は七味を入れた箱を担いで売り歩き、まるでパフォーマンス

のように独特の売り口上を述べながら、客の目の前で調合し

ていたと伝わる。現在の店頭にはパッケージされた商品も並

ぶが、なんといっても ”できたて ” の七味の風味は格別だ。

やげん堀では辛みと香りのバランスのよい看板商品「中辛」

を標準とし、唐辛子の分量を増やし特に辛さを立たせた「大

辛」と、逆に唐辛子を極端に減らした、香り重視の「小辛」

の 3段階を基本に、好みの配合にも応じてくれる。風味の

主張が強く痺
しび

れるような刺激がある山椒の加減には注意が必

要だというが、例えば香ばしさを増したい場合は黒ごまを、

柑橘の風味を効かせたい場合は陳皮を多めにしたり、逆に

苦手な材料は省いたり。店には、慣れた様子で「いつもの

大辛を」と注文する年配のご婦人、「大辛と中辛の間で、山

椒を強めに」と注文する30代の男性……次々と常連客がマ

イ・ブレンドを求めて訪れる。

　西洋医学が日本に伝わる以前、医食同源の考え方が根付く

生活の中で、辛さだけでなく香りにより引き立つ風味と、

身体にもよいことを両立させた先人の知恵が詰まっている七

味。そんな江戸の粋をひとふり、食卓に添えてみよう。

上：やげん堀 新仲見世本店の店頭。創業当時、三代将軍徳川家光公へ

七味唐辛子を献上したところ非常に気に入られ、徳川の「徳」の字を配

した商標を賜った。

左：そば屋などでも目にする、ぬり缶（900 円～）や、ひさご（ひょう

たん）や竹筒を模した木製の容器入り（1850 円～）の七味。

左下：洒落っ気溢れる携帯用容器も各種並ぶ。古くは帯からぶら下げ、

薬などを携帯していた ”印籠 ” 型の容器に、こだわりのブレンドを詰め

て持ち歩いてみては。3800 円～。

やげん堀

新仲見世本店

東京都台東区浅草 1-28-3

10 : 00 ～ 19 : 00  年中無休

2016年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ

Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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メトロ通り店

東京都台東区浅草 1-32-13

10 : 00 ～ 18 : 00  年中無休

Tel. 03-3626-7716( 本社問い合わせ先 )

yagenbori.jp

※国によっては、けしの実・麻の実の輸入が禁止されているため、注意

が必要。店頭で、それらを抜いての調合も可。

”自分色 ”で書く喜び
 p.040

手元のスマートフォンのタッチパネルに触れ、文字を打ち込

めばコミュニケーションが成り立つこの時代、私たちはつい、

”書く”という行為をどこかに置き去りにしてはいないだろう

か。文具店「カキモリ」は、そんな忘れかけていた書くこと

の楽しさにもう一度出会える場所だ。筆記具や紙文具のセレ

クトはもとより、表紙と紙、留め具などすべてが選べるオー

ダーメイドのノートが人気で、店内は常に賑わう。そして店

のコンセプトである ”楽しく書く”ことを ”色 ”をきっかけに発

見してもらいたいと店舗の隣に構えたのが、オーダーインク

を専門とする「ink	stand	by	kakimori」だ。

　14 色の顔料インクのベースカラーから最大 3色を選び、

カラーチャートやスタッフのアドバイスを参考に、例えば緑

を1滴、黄色を2滴、紫を1滴……というふうに客自身がさ

まざまな比率で調合し、試し書きができる。イメージどおり

の色合いになったら、その比率をもとにスタッフが瓶 1本分

を調合してくれ、30分ほどで ”自分だけの色 ”の出来上がり

だ。

	「何より大切なのは、お客様とのコミュニケーションだと思っ

ています。どんなイメージの色を求められているのか、じっ

くり向き合ってお応えする場所にしたくて、予約制の対面ス

タイルにしました」と、店長の広瀬琢磨さん。「まず色を作

ることを楽しんでいただくことで、書く時間がさらに特別なも

のになれば嬉しいです」。

　万年筆用のインクとしてこだわりをもつ客層のほか、「水

彩のように透明感があり、ボールペンなどに充塡して何色も

揃えておけば外でもさっと取り出せて絵の具より手軽、と文

字だけでなく絵を描くために求めるお客様も増えていて、

”書く”という店のコンセプトが ”描
えが

く”という方向にもこれか

ら進化していく気がします」と広瀬さん。色と出会い、そこ

から何をどのように表現するか、数滴のインクが生み出す無

限の組み合わせのように、可能性は自由に広がっていく。

インクを掛け合わせていくとイメージとは違う色合いになることもあり、

それも出会いの面白さだ。ピペットやビーカー、メスシリンダーを操り、

綿密に計量したインクが調合されるカウンターは、まるで実験室のようで

わくわくする。オーダーインク 1 瓶 約 33㎖ 2500 円、ローラーボールペ

ンとのセット 4100 円、万年筆とのセット 5500 円、ガラスペンとのセット

1 万 3500 円。

ink	stand	by	kakimori

東京都台東区蔵前 4-20-12

Tel. 03-3864-3898

火曜～金曜 12 : 00 ～ 19 : 00 

土曜・日曜・祝日 11 : 00 ～

月曜定休（祝日は営業）

kakimori.com

※現在、臨時休業中。2016 年 11 月 1 日再開予定。

古の香文化を現
い

代
ま

に遊ぶ
 p.042

平安時代の貴族たちは、思い思いの調合で作った練
ねり

香
こう

を、

居室や衣服、そして想い人に送る文をしたためる和紙などに

薫
た

きしめた。仏教伝来とともに広まった宗教儀礼用の香りが、

自分の感性や教養の豊かさをアピールし、相手への想いを

表現する嗜みの文化へと花開いたのだ。

　時代を超えて現代、世界にひとつだけの自分の香りを表現

するお香作り体験を、ここ「Juttoku.」で楽しむことができる。

白檀や丁子 (クローブ )、桂皮 (シナモン ) や大
だい

茴
うい

香
きょう

( 八角 )
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など、天然原料の粉末 9種類から、まずは用意されたレシ

ピどおりに、続いて自分のイメージする香りを自由な組み合

わせと割合で調合してみる。

　「堅苦しい知識やテクニックはいりません。そのときの季節、

天候、気持ちや、プレゼントする相手をイメージしたりして、

楽しみながら作ってみてください」と、代表の井口麻衣さん。

香りの作用に導かれるように、雑念が払われ自分の内面と向

き合うきっかけにもなるという。井口さんは 8年前、忙しい

毎日に香りを愛でるひとときを取り入れてほしいという想い

と、日本古来の香文化を国内外に広く伝えたいという使命に

駆られ、お香の世界とは対極とも思える IT 業界から転身し

Juttoku.を設立。店内にはオリジナルのお香の商品を中心に、

香炉や香立てなどの器も並び、井口さんが「見えないインテ

リア」と呼ぶ香りを、日々の暮らしの中で気軽に親しむ提案

がされている。

　乳鉢の中で原料を摺り合わせ、つなぎとなるタブノキの樹

皮の粉末と水を加えてまとめ、それを粘土遊びの要領で薄く

のばし型で抜いたり、手でこねて形作ったり。子どもと一緒

でも楽しめる。無心に作っている間にも手元からほのかに香

りが漂い、いつの間にか心が穏やかになっていくようだ。

　お香に伝統的に使われる原料に日本原産のものはなく、

昔も今も東南アジア、中国、インドなどから渡ってくるものだ。

例えば乳香は、イエス・キリストの誕生を祝し東方の三賢人

が献上したとも伝わる。日本ではない遠くの国から渡来した、

そのほのかに甘く清涼感のある香りには、しかしどこか懐か

しさがある。「香りを作るということは、それぞれ主張するも

のを調和させるということ。異国のものを取り入れ独自の文

化へと昇華させてきた、日本ならではの流儀も感じられるよ

うな気がします」と井口さん。一筋の煙に、遠い記憶と現
い

代
ま

、遠い国と日本が重なり、ゆっくりと立ち昇ってゆく。

下：店内に並ぶお香は、スティックやコーンタイプのものから、和菓子

の木型職人によるオリジナルの型で作られたものまで、色や形のバリエー

ションも楽しい。香りはすべて、淡路島の香司とイメージを共有し作り上

げたもの。和菓子の型の印香 1 個入り 880 円～。

下左：お香の原料はすべて天然素材。

下右：作ったお香は専用の木箱に入れて持ち帰り、2~3 日しっかり乾燥

させると薫きやすい。

Juttoku.

神楽坂店

東京都新宿区弁天町 23

11 : 00 ～ 19 : 00

木曜定休

表参道店　※期間限定店舗

東京都渋谷区神宮前 4-15-2　裏参道ガーデン 2F

11 : 00 ～ 19 : 00

月曜定休

約 1 時間のお香作り体験 3000 円。1 日 4 回開催、予約制。

予約、店舗への問い合わせは Tel. 03-6205-5211

juttoku.jp

ブレンドされた流儀が生み出す日本茶体験
 p.044

茶釜から湯気が立つかすかな気配、焙じ茶の芳ばしい香り、

身体がふわりとほぐれるような煎茶の甘み。それらすべてに

感覚が研ぎ澄まされていくかのようだ。東京屈指のファッショ

ン街・表参道の賑わいを眼下に望みながら、隠れ家のような

「櫻井焙茶研究所」には心安らぐ静けさがたちこめる。

　「カウンターに立ったときの仕事の所作のあり方を徹底的に

叩き込まれました。それが茶道のお点前にも通じるところが

あると感じたんです」と、自身のバーテンダー時代を振り返

る所長の櫻井真也さん。茶房でのサービスには茶道裏千家

の流儀をベースに、立礼式の美しい点前を意識して独自の

解釈を加えている。「お客様の好みを伺い、例えば食後だっ

たら何を召し上がっていらしたかによって、お茶の種類をご

提案します」。お茶の 2煎目、3煎目がちょうどよい頃合いに

供され、言葉控えめなカウンター越しのコミュニケーション

もバーさながら。静謐な空間で繰り広げられる所作が生む心

地よい緊張感と、ゆるやかな時間の流れの狭間で憩う、そ

れは紛れもなく ”櫻井流 ”にブレンドされた世界だ。
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　「日本ならではの、四季の移ろいを愛でる心も伝えたい」と、

古来の季節の指標である二十四節気に基づき、ブレンド茶

やお菓子の種類は月に2回入れ替える。秋は、柿やイチョウ、

ゆずやりんごと、番茶や煎茶とのブレンド茶が登場。季節ご

とに何度も訪れる楽しみが広がる。カクテルを供するように、

ときには要望に沿った配合でブレンド茶を提供することもあ

るという。

　緑茶を焙煎した焙じ茶は、えもいわれぬ芳ばしさと清 し々

さが身上だ。日本茶をより親しみやすくし、その味わいの魅

力を広く伝えるため、櫻井さんはコーヒーとも相通じるなじ

み深い ”ロースト”という概念を発信することにもこだわって

きた。また茶房では、日本茶ベースのカクテルをはじめとす

るお酒と酒肴のマリアージュも人気。そんな ”ブレンド ”を

探求し、意外な組み合わせを発見するのも刺激になるという

櫻井さん。ゆくゆくは茶葉を育てるところから一貫して、お

茶を呈することを極めていきたいのだという。櫻井

experience のさらなる進化に期待は高まる。

上左から：茶葉は常時 30 種ほどが揃う。注文を受けてからローストす

る焙じ茶用の茶葉は、深煎りに適したもの、浅煎りに適したものとさま

ざま。

流れるような所作は、極上のエンターテインメントでもある。

一服のお茶に和菓子は欠かせない組み合わせ。定番の「ひと口果
が

子
し

」( 手

前 ) や、季節を映した生菓子に目移りしてしまいそう。

焙煎機を操作する櫻井さんは、研究者の佇まい。

　

櫻井焙茶研究所

東京都港区南青山 5-6-23 スパイラル 5F

Tel. 03-6451-1539

11 : 00 ～ 20 : 00（茶房は平日 ～ 23 : 00）

日本茶各種 1400 円～、和菓子とのセット 1700 円～、お茶のコース

4800 円～。

売店では各種茶葉（800 円～）を購入できるほか、一部テイスティング

もできる（400 円～）。

sakurai-tea.jp
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デザイン

	デザインラボ
		

文様
―紋で門を守る
文＝内田	繁　撮影＝西山	航　

協力＝下中菜穂、桑野佳莉  

p.046

東洋医学では、人は背中のツボ「風
ふう

門
もん

」から邪気が入り込

むことによって、風邪を引くのだとされる。したがってこの「風

門」を守ることができれば、風邪を引かない。

	「背守り」は、「子供の魂を守るために、まず背中を守ろう」

という鎌倉時代からの風習。実は今回はじめて知った風習だ

が、詳細を調べて納得した。昔から背中は、魔の忍び寄る

場所とされてきたのだ。江戸時代には 2人に 1人、1965 年

でも3人に 1人は亡くなっていた子供たち。自らの子の魂を

守るために、親は背中に一針一針文様を縫い入れ、風門を

塞いできたのだ。

　19 世紀になると裁縫の教科書にも背守りが登場し、さま

ざまな文様を紙に縫って練習した。どうもこの頃から、魔を

払うだけでなく、長寿や福を願う文様が増えた印象がある。

それも一筆書き風の平面な図柄で、糸で再現しやすい工夫

があり面白い。

　縫い目はもちろん、こうした文様に込められた思いこそが、

子の背守りとなるに違いない。

背守り（せまもり・せもり）

幼児の着物の背中央に縫い付けた、魔除けのお守り。縫い目に霊力が

宿り、魔を除けると考えられた。今回紹介した文様の刺繡のほか、矢印

状のシンプルな縫い目を入れるものや、布きれ、細帯、押絵を縫い付け

るものなど、地域や時代によりバリエーションはさまざま。洋服が台頭し、

幼児死亡率が低下してからは風習ごと忘れられていたが、ここ数年子供

のＴシャツや肌着の背に縫い付けられるなど、再評価されている。

内田	繁（うちだ・しげる）

インテリアデザイナー。内田デザイン研究所所長。「人の暮らしを豊かに

するデザイン」をコンセプトに、商業空間、住空間、家具、工業デザイ

ンから地域開発に至るまで、幅広い活動を国内外で展開している。代表

作に、CHARIVARI 57（N.Y.）、茶室「受庵・想庵・行庵」、門司港ホテル、

THE GATE HOTEL 雷門など。メトロポリタン美術館、サンフランシスコ近

代美術館、モントリオール美術館などに、永久コレクションが多数収蔵

されている。

www.uchida-design.jp

（写真）

子供の着物の背に縫い付けられたのは「麻の葉」と呼ばれる文様。正

六角形を元にした幾何学模様で麻の鋭い葉をあらわし、子供が麻のよう

にすくすくと育つように、またその無数の交点が魔除けになるようにと、

江戸時代から産着に多用されていた。ほかにも、亀や鶴に長寿を、こう

もり、転じてこうもり傘から福を、蝶から不死性をあやかるなど、さまざ

まな祈りが込められた文様が並ぶ。

文様図案：下中菜穂著『背守り練習帖』（エクスプランテ刊）より。

建築
―天と地と町をつなぐ礼拝堂
写真＝阿野太一

文＝佐野由佳  

p.048

平田晃久さんが設計した、日本キリスト教団東戸塚教会は、

住宅街のなかに突如現れたおとぎ話の家のようだ。幾重に

も重なる白い屋根は雲のイメージ。室内に入れば、ハイサ

イドライトから降り注ぐ光が、厳かで温かな空気をつくりだ

す。

　設計が始まる前に牧師から聞いた旧約聖書の創世記「ヤ

コブの梯子」の話、出エジプト記の「天幕」の話が印象的だっ

たという平田さん。天と地をつなぐ、神と人をつなぐ装置と

しての梯子、軽やかで移動可能な幕屋が人々が集う場の原

型だったこと。そして、この教会に集まる人たちの家族的な

気配。

	「家のような、それでいて屋外で説教を聞いているような場

2016年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ

Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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所にしました。印象深く刻まれた事柄を、素直に形にしてみ

たかったんです」。

　ここは、地域の人にも開かれた場として使われる計画があ

る。場ができることで、教会という枠を超えて、人や町に起

こる変化について、あらためて思いをめぐらせる機会になっ

たと平田さんは言う。

鉄骨造の２階建て。屋根は鉄板、ファサードはレッドシダーの規格品の

角材を半分に切って用いている。「建物から家具まで、全部設計できたこ

とは楽しかった」というように、礼拝用の椅子も平田さんのデザインで、

ブルーのグラデーションで張られた座面のテキスタイルは安東陽子さん

の提案。照明設計は岡安泉さん。礼拝堂見学は事前予約が必要。

ht-church.org/wp

アート
―日本発のポップなバルーンアート
撮影＝松本壮由、西山		航

文＝編集部
 

p.050

近年、バルーンアートの人気が高まっている。世界的なコン

テストで優勝を重ねる、芸術品として極めている日本人アー

ティストがいる一方で、小規模な教室が各都市に誕生し、個

人愛好者も増え続けている。デザインのデフォルメ、色彩の

センス、繊細な手先の技術が必要なバルーンアートは、元

来日本人に向いているのかもしれない。

　ネットで作品を発表し、「ポップでリアル」と海外メディア

にも注目されているのが、松本壮由さんだ。「日本ではアニ

メやゲームのキャラクターものの人気が高いのですが、僕が

好きなのは爬虫類や昆虫やタコなど。無駄なパーツをなくし

て、シンプルにリアルに作ることを追求しています」。海外の

ファンからは、セミの幼虫など松本さん好みのいわゆる ”キ

モい ”ものが人気だというのも面白い。「ひとつ作るのに 2

時間から10時間。デザインを考えるのに 1か月かかるもの

もあります」。想像力次第で、何でも作れるバルーンアート。

さらに表現の世界は広がりそうだ。

松本壮由（まつもと・まさよし）

化学系メーカーに勤務しながら、休日一人で創作活動を行っている。

最新作は isopresso.tumblr.com、Twitter@isopresso で公開。

簡単なバルーンアートの作り方も紹介している。isopresso.web.fc2.com

接着剤などを使わず、すべて風船をねじったりひねったりして作られる。

手足の節もリアルに表現されたハチは約 2 時間を費やした。フラミンゴ

はシンプルな色使いで、羽の躍動感を表現。ガンダム、トトロなどアニ

メやゲームのキャラクターも数多く製作している。左は、任天堂 Wii の人

気ゲーム「Splatoon」の ”ホタル ” (Marie）。バルーンはすぐ劣化するの

で展示などは難しく、発表の場は WEB 上で行っている。

デザインを考えるのに 1 か月、製作に約 10 時間を要したというイグアナ。

ウロコのカラーグラデーションも見事。

プロダクツ
―「菰樽」がモダンデザインに
文＝編集部

 

p.051

日本では、結婚式や祝賀会の演出として「鏡開き」がしばし

ば登場する。掛け声とともに威勢よく、酒の入った菰樽の蓋

（鏡板）を木槌で叩いて開き、幸せと成功を願って乾杯する

のだ。この菰樽は江戸時代に生まれた。当時、酒が入った

大きな樽を船で運搬する際、保護のために藁の菰でくるみ、

酒の銘柄や商標を焼き付けたり刷り込んだりした。この菰樽

を、グラフィックデザイナーとのコラボレーションでモダンに

生まれ変わらせたのが、「KOMODARU	 LINK」。日本の風景

や四季を描いたMINI	 KAGAMIBIRAKI は海外へのおみやげ

にもぴったりだ。菰樽を家具に応用した KOMODARU	

FURNITUREも登場。100 年以上にわたり老舗工房が手作業

で製造してきた菰樽。その造形を生かした新たなプロダクト

として、世界に発信している。

MINI	KAGAMIBIRAKI

菰樽の小型版。酒、ジュースなどを入れて、気軽に「鏡開き」を楽しむ
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ことができる。樽：直径約 18.0 ×高さ 17.5㎝ ( 容量 720㎖）木槌、木杓、

木枡などが付いている。樽や木枡はオリジナルデザインで製作すること

も可能。各 7000 円　

右：「まつり」。上：「タイル富士」、北斎の浮世絵がモチーフ。ともにデ

ザイン by Kazuki Sumi

KOMODARU	FURNITURE

着物の小紋模様をモチーフにしたテーブル「小紋樽」。本体 ( 直径約

58.0×高さ59.0cm)14万円。本体は小物入れとして使うこともできる。テー

ブルトップの価格は材質によって異なる。　

KISHIMOTO KICHIJI SYOUTEN Co.,Ltd

www.komodaru.co.jp

Tel. 0120-965-905（リアルジャパンプロジェクト）

プロダクツ
―重ねればアートになるキャンドルホルダー
文＝編集部

 

p.051

一見縦長のオブジェ、それがひとつひとつに分かれて火を灯

される。ちょっとした驚きを与えてくれるのが、キャンドルホ

ルダー「Helical」だ。それぞれ同じ形状だが、連続性を考

えてデザインされた曲線が、積み重ねることで美しいらせん

を描く。これは富山県高岡市にあるナガエ株式会社のオリジ

ナルデザインブランド「naft」のもの。高岡市の鋳造業は、

江戸時代初期から400 年以上の歴史を誇り、「naft」はその

伝統を受け継ぎながら、先端技術と先進デザインを融合し、

個性的なアイテムを生み出している。

スタッキングキャンドルホルダーは、複数積み重ねて高い位置から照ら

すことも、ひとつずつ使って低く広く照らすこともできるのが特徴。

Helical

H2.6 × W7.0 × D7.0㎝（１個）　3600 円（キャンドル付・3 個セット）

（製作・問い合わせ先）

ナガエ アート事業部　Tel. 0766-31-5633　nagae-en.com
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文具

気持ちが伝わる紙文具の進化
		

撮影＝西山	航　文＝編集部　スタイリング＝横瀬多美保

カリグラフィー＝鈴木泰子　協力＝高畑正幸

 p.052

手紙ほどでもない、小さなメッセージのやりとりを楽しむのが

得意なこの国では、そんなニーズに合った文具の開発も盛ん。

見た目はもちろん、素材や加工のうんちく、渡すときのアイデ

アまで、あなたのコミュニケーションを楽しくさせるヒントが

いっぱい。今すぐ誰かに気持ちを届けてみたくなる。

●かみふうせん・くも

和紙で有名な岐阜県美濃地方で生まれた、ユニークな形の紙風船。紙

風船そのものや付属の三角の旗にメッセージを書いて渡してみよう。ス

トローで膨らませれば、立派な雲の出来上がり。贈られた気持ちがふん

わりと膨らむ。付属のシールと紐を使って部屋に吊るすのもおすすめ（1

枚入り・1200 円）。／ kamimino

www.kamimino.jp

言葉以上のものを伝える紙
文＝高畑正幸

 p.054

日本の文房具は、世界的に見てもその質の高さではトップク

ラス。種類の豊富さ、新商品の開発ペースについては、群

を抜いていると言っても過言ではありません。世界からアニ

メなどが注目されていますが、文房具もまた、世界に誇れる

クールジャパンです。中でも小さなメッセージを伝える小さ

な紙製品のバリエーションの多さは圧倒的です。

　日本では小さなものには総じて「かわいい」というポジティ

ブなイメージがあり、小さく精緻なデザインの製品は好まれ

ますし、大きすぎないことは、相手よりも自分を大きく見せ

ない謙遜の意味も含まれます。また小さいことが、カジュア

ルなメッセージであるという意味合いに使われることも多くあ

ります。

　ちょっとした御礼やお祝いのプレゼントに短いメッセージ

を添えたり、オフィスの伝言や書類のやり取りに依頼文や説

明を加えたり、長文の手紙を書くほどでもない小さなコミュ

ニケーションで使用する簡単な付箋やメモなどの製品に、驚

くほど多くのアイデアや気配りがあります。

　その工夫は、外観のデザインの面白さはもちろん、デザイ

ンされたモチーフの持つ意味や、ユーモア、紙の特性を利

用した仕掛けに至るまでさまざま。日本は単一民族国家とし

て発達したために文脈を使いこなすコミュニケーションが得

意と言われることがありますが、こういった工夫のある紙製

品を使うことによっても書いてある言葉以上の気持ちを伝え

ることができます。

　こうしたものがたくさん生まれる背景には、ユーザーが楽

しんで使いこなす文化の醸成が必要です。これには、江戸

時代にはすでに寺子屋の普及により平民の子供にまで教育

が普及していたことや、楮
こうぞ

や三
みつ

椏
また

、雁
がん

皮
ぴ

など、比較的栽培

が容易な植物から作られる和紙が豊富に生産されていたこと

なども無関係ではないでしょう。日本の文房具は昔から、特

別な階級の独占的なものではなく、全ての人に開かれたコ

ミュニケーションツールでした。だからこそ今でも、安価で

可愛らしい小さな文房具が、溢れているのだと思います。

高畑正幸（たかばたけ・まさゆき）

1974 年香川県生まれ。人気テレビ番組「TV チャンピオン」全国文房具

通選手権に出場、３連続で優勝し、以来「文具王」の通称で人々に親

しまれる。企画した文具が数々の賞を受賞。文具の歴史を調査・保存し、

未来に繫ぐことをライフワークとしている。著書に『究極の文房具カタ

ログ』（河出書房新社、2015 年）、『一度は訪れたい文具店＆イチ押し

文具』（玄光社、2014 年）ほか多数。

bungu-o.com

●memoterior
「触感を楽しむ」がコンセプトの、しっかりした厚みのメモ用紙。質感が

違う 5 種類の紙を、20 枚ずつ一冊のメモパッドにまとめている。左 2 枚

（p.54）は凹凸のある「deco/boco」（500 円）より。右 2 枚（p.55）は

さまざまな透け感の紙を集めた「suke/suke」（600 円）より。ほかに粗

2016年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ

Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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い質感の「zara/zara」（500 円）、するするとなめらかな「sara/sara」（500

円）の全４種類（各 13.2 × 9.1cm）。手触りはもちろん、筆記感の違

いを楽しめる。一回り小さい「小 (12.5 × 7.5cm)」は、いわゆる情報カー

ドサイズで使いやすい。

● POPit	memo
薄手のフィルム付箋。吹き出し部分に好きな言葉を書き入れ、あらかじ

め影がプリントされたシール部分を貼ると、不思議な立体感を伴って目

立たせられる。シールは貼ってはがせるタイプ（10 枚入り・価格未定）。

9 月末発売予定。／全て kamiterior

kamiterior.jp

info@kamiterior.jp

素材で伝える
 p.056

素材選び、それは日本人にとってメッセージを伝えるうえで

最も基礎となる部分。どんな質感の、どんな色の、そしてど

んなストーリーのある紙を選ぶのか。人々はメッセージを送

る誰かの顔を思い描いては悩む。ここ数年、そんな紙の素

材にも変化が起きている。

　従来は繊維が多く、チップ用に切削するには硬く、かつ空

洞が多くて非効率とされていた竹の、本格的な商用利用の

開始。洗濯しても大丈夫な紙を利用したメッセージメモの登

場。高級でおいそれと使いこなせないイメージのあった和紙

のフレンドリーな展開など、我々のメッセージカードをとりま

く環境はどんどん広がりを見せている。

　また今回は紹介できなかったが、水と折れに強く書きやす

い「ユポ」紙や、圧をかけた部分だけ透明になる「パチカ」

など、さまざまな特徴をもつ新しい素材の紙が開発、活用さ

れている。あなたの気分にぴったり合う素材はどれだろう。

●MEETS	TAKEGAMI（ミーツタケガミ）
100％国産の竹から作った竹紙は、しなやかでやさしい風合いをもち、

墨がにじみにくい。品質のよさもさることながら、国内で問題となってい

る放置竹林に対するソリューションとしても、今注目を集めている。

MEETS TAKEGAMI は、そんな竹紙とデザインチーム minna のコラボレー

ションから生まれたペーパーブランドだ。

積み上がった「MEMO TOWER」は、竹の一節をかたどった筒型のパッケー

ジの中に、竹をイメージした柄 6 パターンのカードが 350 枚入っている

（2000 円）。色は白が美しい「竹紙 100 ホワイト」（手前）と、生成りの「竹

紙 100 ナチュラル」（写真奥 3 段重ね）の 2 種類。笹の葉のような糊つ

き付箋「STICKY」（30 枚入り・700 円）も活用すれば、気分はさながら

竹林の中。ほかにも独特の風合いをもつノートや短冊など、多彩なライ

ンナップを揃え、また印刷物の紙としても活用されている。／ MEETS 

TAKEGAMI 中越パルプ工業

meets-takegami.jp

●ボールペンで書ける和紙便箋
大阪の老舗和紙卸商「オオウエ」が、全国数百種類もある和紙の中から、

ボールペンで書くのに最も適した紙を選び抜いた。「ふんわり」「なめらか」

「しっかり」と、３種類の書き心地が用意され、自分の筆圧や相手の好

みに合わせて選べる。和紙の風合いと活版印刷で描かれた罫線の相性

は抜群。写真は一筆箋として使いやすい小サイズ（20 枚入り・320 円）。

透かし色の美しい封筒（小　4 枚入り・350 円）は、綺麗なだけでなく、

中の文字が透けないようにとの配慮も。ほかにも大判の便箋（370 円）

や活版を活用した和紙シール（230 円）もかわいらしい。／株式会社オ

オウエ

www.off-web.jp

● TAGGED	Gift	tie
洋服につけられるクリーニングのタグ、実はタグごとクリーニングされて

いるということをご存じだろうか。ただの紙ではない。洗濯に耐える「耐

洗紙」という紙でできている。その素材を活用して、水濡れにも強いギ

フトメモを作ってしまった。しかもクリーニングタグと違いホッチキスなど

で留める必要はない。紙の切れ込みに仕掛け部分を差し込んで展開する

だけで、簡単にはほどけない素敵なメッセージカードができあがる。葉

のバリエーションのほかに、バタフライ型のものも。2 色 16 枚入り・

600 円、今秋発売予定。／ハイモジモジ

www.hi-mojimoji.com

info@hi-mojimoji.com
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技で伝える
 p.058

近年の印刷技術や紙加工技術の革新には目を見張るものが

ある。高精細出力による階調表現の豊かさはもちろん、より

薄い紙や厚い紙、あらゆるものへの印刷が可能になった。

レーザーカット加工では、かつての型抜きでは実現できな

かった細かな切り抜きができるようになり、断裁や糊付けの

技もどんどん進化している。世界的に見ても高い印刷・加工

技術を駆使した製品の一端を紹介しよう。

●添
てん

景
けい

シリーズ
建築模型に時折添えられる 1/100 サイズの人型、そこから着想して１枚

のシートでひとつの情景を描けるようにとデザインされたのがテラダモケ

イの 1/100 添景シリーズ。模型用という枠を超え、テニスをする人、温

泉につかる人、結婚式を挙げる人など、あらゆる生活シーンを描き出す。

写真後ろは No.67ドッグラン編（1500 円）、手前は No.6ありがとう編グリー

ティングカード（552 円）。折りの加減で、向かい合う二人を抱き合わせ

たりといった微調整が可能。この細かいカットには最新のレーザーカット

技術が大きく貢献している。／テラダモケイ

www.teradamokei.jp/en

●PEN&DELI　MEMO	PAD	for	GIFT		
本物と見紛うばかりのおいしそうなベーグル型のメモパッド。特筆すべき

はベーグルの立体感そのままにカットした、断面の美しいカーブ。特許

も取得した断裁技術のたまもの。写真は上から「BAGEL / OAT BRAN」、

「BAGEL / PLAIN」（各 1000 円）。ほかにパンケーキやピザ、おにぎりに

クラッカーとおいしそうなものぞろいでギフトにもぴったり。／ PEN&DELI

www.pendeli.jp/en

（今号の読者プレゼントはこちら。詳細は p.65 へ）

●テープ黒板　
粗めの和紙で作った、貼ってはがせる、書いては消せる黒板状のテープ。

付属のチョークは通常のチョークよりも細く、鉛筆とほぼ同じ太さ。手動

の鉛筆削りで削れば、より書きやすい。写真は 30mm 幅の黒・緑（とも

に 900 円・お試し白チョークとチョークホルダー 1 本付き）。ほかに

18mm、50mm 幅もあり。別売りの「もっと小さな黒板拭き」（480 円）

もかわいらしい。／日本理化学工業

www.rikagaku.co.jp

●色
いろ

柄
がら

薄
うす

紙
し

印刷時に使用する水を極限まで減らすことで、紙の変形やインクの劣化

を限りなく軽減し、難しいと言われる 0.04㎜厚の薄紙にも、これほど鮮

やかでかわいらしい柄を刷ることが可能になった。メッセージのほか、ラッ

ピングにも活用できる。３柄入った写真の「シルバーパッケージ」のほか、

計 4 種類。600 × 440mm、3 柄・各 2 枚入り・550 円。9 月下旬発売

予定。／吉田印刷所 株式会社ノンブル

nombre.ocnk.net

渡し方で伝える
 p.059

メッセージの贈り方は大切だ。自分が贈りたい気持ち、双方

のタイミング、相手の受けるであろうインパクト……。くすり

と和ませたいのか、あっと驚かせたいのか。どんな形のカー

ドに、どんな仕掛けをこらそうか。ここではそれを使うだけ

で自分も相手も楽しくさせてくれる、素敵な製品をご紹介。

●Hana-kotoba	Bouquet
平たい花形のカードにメッセージを書いて折り上げると、パールピンク

色の立体的な花へと姿を変える「Hana-kotoba Bouquet」（10 枚入り・

1800 円）。一輪だけでも美しいが、みんなのメッセージが集まると大き

なブーケとなり、圧巻。写真のようにオリジナルのバスケットを作ってワ

イヤーで留めたり、自分たちで花束状に仕立てるのもよい。オンライン

で購入できる 20 名分の花とカゴがセットになったバスケットセット（3800

円）も便利。／ Replug

www.replug.jp

●紙の葉　イチョウ　　
国内最高峰の大学、東京大学の校章はイチョウ。そのイチョウ並木から

採取した葉を元に、葉脈までエンボスした紙製の葉っぱ。写真のように

メッセージとともにお菓子の箱に忍ばせても、封筒の中に入れても、香

りをつけて贈っても。やさしい手触りの白い紙に、無数の使い方が頭を

よぎる（1 シート 5 枚入り・600 円）。ほかにブドウの葉（4 枚入り・

480 円 ）と、 桜 の 葉（28 枚 入り・1000 円 ） もあり。 ／ MABATAKI 

NOTE

www.kamigu.jp
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（P.060）

● THANKS!	MEMO　
笑ったよう見えるのがチャーミングな、顔のかたちをしたメモ。口に見

立てた穴に、ちょっとしたアメやお菓子をはさむことで、自然とデスク上

でメモが立ち上がる。もらった側も笑顔になる秀逸なデザイン。文字だ

けでなく自分や相手の顔を描きこむのもいい。写真のイエローのほか、

グリーン、オレンジもあり（50 枚・450 円）。／ペパラブル 株式会社山越

paperable.jp/thanks-memo

info_pr@paperable

●香りのワークブック
メッセージと一緒に香りを贈る「文

ふみ

香
こう

」の文化を今に伝える商品。ローズ、

シトラス、ウッディムスクなどの 7 つの香りのジャーが用意され、自分で

自由に調香できる。備え付けの小さな耐油紙の封筒（写真）に塗りつけ

て封をすれば完成。オリジナルの文香をメッセージとセットで送れば、

相手に自分を深く印象づけられる（ミニ封筒 10 枚、木のスティック 1 本、

ブックレット 1 冊付き・2500 円）。／コクヨ株式会社

www.kokuyo.com/en

Tel. 0120-201-594　

● ku・ru・ru（co-neko）
細長い紙片にメッセージを書いてくるりと丸め、切り込みに紙を差し込

むと、さまざまな形の立体的な結び文となる。メモ自体が自立し、ひと

きわ存在感を放つオフィスメモに。子猫（30 枚・800 円）のほかに、

愛らしい動物シリーズ、浮世絵や富士山などが立体になる「Japan」シリー

ズ、スポーツの名場面シリーズまで幅広い。／ kamiterior

kamiterior.jp 

info@kamiterior.jp

● KIMOTIP（キモチップ）
チップの風習がない国で生まれた、言葉をチップとして渡す気の利いた

カード。日付や一言欄もあり、コミュニケーションのきっかけとしても最

適。写真の「ご馳走様でした」バージョンのほかに、「有難うございま

した」、「美味しゅうございました」、さらには県ごとの方言バージョンも

あり（50 枚・340 円）。／ハイモジモジ

www.hi-mojimoji.com/kimotip

info@hi-mojimoji.com

強力なパートナーたち
 p.061

紙にとどまらず、筆記具の進化も止まらない。なかでも気持

ちを伝えるのに最適な、カラフルな筆記具を今回は集めて

みた。あらゆる色を駆使してカラフルに仕上げるのか、一色

だけを効かせてファッショナブルに見せるか。メッセージに

合わせて使い分けたい。

●フリクションいろえんぴつ
摩擦熱で筆記跡がいとも簡単に、しかも美しく消えると大評判の FRIXION

シリーズ。ボールペンをご存じの方も多いと思うが、色鉛筆でもその性

能は変わらない。上部のラバーでこすれば、はみ出そうが色を間違えよ

うが心配ご無用（1 本 100 円、12 色セット・1000 円）。／パイロットコー

ポレーション

www.pilot.co.jp

●透明くれよん　
水彩のような透明感をもつ不思議なクレヨン。下の線が透けて見えるの

で、メッセージの上から塗ることも可能。オイルゲルを使用し、見た目

の美しさだけでなく、するするとしたなめらかな書き味も魅力。写真は

10 色セット（1800 円）より。ほかに 5 色セット（900 円）もあり。／コクヨ

株式会社

www.kokuyo.com/en

Tel. 0120-201-594　

● ZIG	メモリーシステム	ウインク	オブ	ステラ	ブラッシュ	
描いた字や線がキラキラに輝く筆ペン。細かいラメを大量に含み、それ

でいて詰まることのないさらりとした書き心地。グリッターペンにありが

ちな乾き待ちの時間もほぼ不要。写真は左から GL.RED、GL.GREEN、

GL.GOLD。ほかラメのみのクリアタイプや、珍しい黒ラメも含め国内版

は全 9 色、海外版は全 16 色（国内版 1 本 380 円）。／ Kuretake

www.kuretake.co.jp/en

Tel. 0742-50-2055

●顔
がん

彩
さい

耽
たん

美
び

スターリーカラーズ
金色だけで６種類も集まった固形絵の具。左から青

あお

金
がね

色
いろ

、赤
あか

金
がね

色
いろ

、黄
こ

金
がね

色
いろ

、桃
もも

金
がね

色
いろ

、淡
あわ

金
がね

色
いろ

、白
しろ

金
がね

色
いろ

と並び、金色の幅の広さに驚かされる。黒

など濃色の地にも美しく発色。通常の筆のほか、同社の「水筆ペン」な

どを使用することで、より気軽に楽しめる（6 色セット・1200 円）。／

Kuretake

www.kuretake.co.jp/en

Tel. 0742-50-2055
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もう一工夫でもっと素敵に
―折り紙

 p.062

素敵な紙を折ったり切ったり貼り付けたりといった一工夫で、

あなたのメッセージはぐっとグレードアップする。

　たとえば折り方。折り紙は、なにも正方形の紙を折るため

だけのものではない。ここで紹介する簡単な「シャツ」は、

メモ用紙などの長方形を活かして折れる折り紙のひとつ。か

わいらしいだけでなく、中のメッセージを他人に読まれない

利点も兼ね備えている。学生がメモを渡し合う際に広く普及

した技だが、大人にもぜひ活用してみてほしい。

1. 長方形の便箋を縦に置き、中心に折り目をつけて再び広げる

2. 中心線に向かい、両端を半分に折る

3. 便箋を裏返し、上 1cm を手前に折る

4. 便箋を表に戻し、上部の両角を中心線に向かって三角に折り、襟をつ

くる

5. 便箋の下辺を襟の始点に目がけて半分に折り、折り線をつけて戻す

6. 戻した下部を、折り線部分から図のように開く。再び襟下に折り込ん

で完成

●Memo	block	5 × 50
美濃和紙の伝統技法と最新技術、さらにアーティストの高

たか

橋
はし

理
ひろ

子
こ

さんの

デザインが融合して生まれたメモブロック。模様だけの紙と無地の紙を、

同時に抄きながら一枚に合わせるという高度な技法で作られ、なめらか

で薄く、しかし丈夫。５種類の透かし柄が各 50 枚、計 250 枚入っている。

シャツを折るのにぴったりな M サイズ（1800 円）のほかに正方形の S

サイズ（1400 円）、横長の L サイズ（2600 円）も。／古川紙工

www.furukawashiko.com

●レディメードのシャツを折る
なんと既に折り線ガイドがついた商品もある。その名も「おてがみメモ」。

中はシンプルな方眼でメッセージが書きやすく、裏面のガイド線に沿っ

て折るだけで素敵な柄のシャツが完成する。ここで紹介しているよりも難

しい折り方のシャツが出来上がるので、ぜひ挑戦してみてほしい。1 冊

にピンク系と青系の２色、各 30 枚入り（200 円）。同シリーズにはほか

にネコやハート、リボン型に折れるものなど 6 種類。／ midori

www.midori-japan.co.jp/english

切り絵
 p.063

今号の表紙にも登場した「切り絵」。黒の厚紙を図案に密着

させ、不要部分をカットして絵柄を起こしたものである。完

成後はカードに貼ったり、それ自体をアート作品として額に

入れたりとさまざまな活用方法がある。一見難しく見えるが、

丁寧に取り組めば自分でも驚くほど素敵な切り紙ができあが

る。シンプルなメッセージカードも、手作りの切り絵を貼っ

て素敵に変身させたい。

●『切り絵作家 garden の切り絵で作る浮世絵』
「富嶽三十六景」「東海道五拾三次」などの風景画、「見返り美人図」を

はじめとする美人画、写楽の役者絵などの傑作のほか、歌川国芳の愛ら

しいネコたちや「北斎漫画」からのモチーフ図案ももりだくさん。計 205

点の多彩な図案を、カッターひとつで簡単に切ることができる。／朝日

新聞出版刊

（P.064）

1. 画用紙、図案のコピーのほか、カッティングマット、カッター（あれば

30 度の鋭い刃が使いやすい）、はさみ、図案を画用紙に固定するテー

プを用意。ほかにピンセットなどもあると、切り終えた紙を抜き取ると

きや貼り付けるときに便利。

2. 好きな図案をコピーして、画用紙（黒以外の紙でも楽しい）に固定する。

このとき、小回りがきくように余白をはさみで切り落としておくこと。拡

大コピーすると初心者でも切りやすく、縮小すればさらに繊細さが際

立つ仕上がりに。

3. 図案の線に沿って、カッターで切り抜く。内側の細かい部分から切り

始めるとよい。腕に力が入りすぎないよう、すっと切るのがポイント。

4. 細かい模様を切り抜くときは刃を立てて、内側から先に、少しずつ紙

を回しながら切り抜く。

5. とがっている部分は、先端に向かって切る。切った先端が作業中に折

れないよう、終盤に切るのがおすすめ。

6. 最後に輪郭を切る。直線や長めの曲線は、カッターの刃を手前に傾け

てゆっくり引くと切りやすい。
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紋切り遊び
 

江戸時代に始まる紙切り遊び「紋切り」は、紙を何度か折っ

て型通りに切るだけ。開いてみると、不思議と美しい形が完

成している。カードに貼ったりはさんだりすることで、文様の

意味も添えた美しい贈り物になる。

●『紋切り型　紙あそび歳時記　咲く』
掲載の山桜の型をはじめ、16 の花咲く紋切り作品が勢ぞろい。日本の伝

統的な紋章の花を切り出すのにぴったりな薄い和紙と、カードにもなる

厚紙もセット。／エクスプランテ刊

monkiri-gadget-boox.tumblr.com

u-yu@yj8.so-net.ne.jp

1. 正方形を三角に折り、さらに中心線をつける

2. このガイドに合わせ、左手の三角が 36 度になるように折る

3. 上になった部分を半分に折り返す

4. 裏返して②、③を繰り返し、型紙に合わせて切る
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インタビュー

アーティスト・インタビュー

小池一子
―現代美術館を持つ街の豊かさ
撮影＝鈴木一彦
文＝住吉智恵  

p.066

青森県十和田市の中心地、官庁街通りを進むと、道の両側

には白い積み木のような建物と、巨大なアリやオバケ、花

で飾られた跳ね馬、草間彌生のカボチャやキノコなどカラフ

ルな屋外彫刻が立ち並び、子どもたちが潜って遊ぶ光景が

見られる。駒街道と呼ばれ、かつて開拓民が丹誠込めて育

てた軍馬が闊歩したという、この通り全体をひとつの展示空

間に見立てた「Arts	Towada」計画の最初の取り組みとして、

2008 年に開館した十和田市現代美術館。設立準備から関

わってきたクリエイティブディレクター、小池一子さんが今

春、5代目の新館長に就任した。

	「当時、市長がプロジェクトを発足した決断には、東北の

民俗史的な背景がありました。明治時代に新渡戸稲造の祖

父が主導した近代都市計画を紐解いてみると、十和田が『い

まこの時代に生まれてくるもの』に価値を見出し、大事にし

ようとする感覚が根付いた土地であったことがわかります。

現代美術館がすごく合っている街だと思っています」と小池

氏は語る。

　金沢 21 世紀美術館や豊島美術館で知られる建築家・西

沢立衛の掲げた設計のコンセプトは「アートのための家」。

ガラス張りの面から中が見える「祠」のような建物が、それ

自体がひとつの展示室として敷地に点在し、広場や通りに向

かって開かれている。１つのアートに１つの家をつくってあ

げる、という発想は、欧米で構築された美術館の形式を軽

やかに逸脱し、新しいアートのあり方を提示した。

	「アートの家」には、十和田のこの美術館でしか見ることが

できない、ワン＆オンリーの恒久設置作品が展示されてい

る。国際的・先鋭的なアートシーンで活躍する33 組のアー

ティストによる、コミッションワークで構成されたコレクショ

ンは開館当初、街の人たちに衝撃を与えたという。

	「もちろん、美術館設立の計画段階から賛同者ばかりでは

なかったと聞きます。それでも何度も足を運ぶうちに気に

入った作品を見つける方も多く、今では他県から人が来ると

自信満々で連れていくようになった、という話も聞きます。

中でもロン・ミュエクの彫刻作品『スタンディング・ウーマン』

は ”大きなおばさん ”とニックネームで呼ばれるほどの人気

で、美術館のシンボルですね。私もタクシーの運転手さん

に自慢されたことがあります」。

　実は小池さん自身が、日本の現代美術とデザインの世界

では ”ビッグ・ママ ” 的な存在だ。1983 年、東京下町の旧

回米市場であった「食糧ビル」に、日本初の非営利のオル

タナティブスペース「佐賀町エキジビット・スペース」を開き、

キャリアもお金もないが才能のある若いアーティストたちを

世に送りだした。一方で「MUJI（無印良品）」の立ち上げ

に参画するなど、現代人の等身大の生活と良質のデザイン

を結びつける活動を支えてきた。

　十和田の美術館でも、その特別な「目」が、年 2回企画

展示室で行われる展覧会にフォーカスされることを期待する

人は多い。メインで担当する最初の展覧会では、小池さん

が長年志を共にし、2年前に事故で急逝したデザイナー、ヨー

ガン・レールのライフワークを取り上げる。

	「石垣島の浜辺に打ち寄せるプラスチックゴミを収集して光

のオブジェをつくることで、彼は地球環境破壊への抗議を発

信し続けました。展覧会の心臓となるのは、雪景色の十和

田に暖かい光をともす彼の美しい作品と、そこに込められ

た激しいメッセージです。できる限りきちんと伝えていきた

いですね」。

　漂着物を組み合わせてつくられた無数のランプのインスタ

レーションは、観るものを幻惑すると同時に、やるせない虚

しさを余韻に残す。このほか、写真家クリス・ジョーダンが

消化できないプラスチックやマイクロチップを飲み込んで死

2016年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ

Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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んだ、海鳥の死骸をとらえたドキュメンタリー映像と写真も

展示される予定だ。

	「小粒でもピリッと気の利いた企画展をつくっていきたいで

すね。10 年前の開館の頃、常設コレクションに選ばれた ”と

れとれ ” のいきのいいアーティストたちが今、世界で活躍す

るエスタブリッシュな作家になりました。さらに新しい作家

をこの十和田から出していきたい。ドイツから来た大きなお

ばさんに睨まれて育った子どもたちがアーティストになる時

代が来たら、それは街に現代美術館を持つことの豊かさそ

のものではないでしょうか」。

　何度訪れてもおもしろい、質の高い展示が愛されている

十和田市現代美術館。今後はさらに小池さんの展望する「ク

リエイティブに人を育む美術館」へと醸成されていくことだ

ろう。

On	the	Beach　ヨーガン	レール　海からのメッセージ
10 月 8 日～ 2017 年 2 月 5 日
十和田市現代美術館
青森県十和田市西二番町 10-9
Tel. 0176-20-1127
月曜休館（祝日の場合は翌日。12 月 26 日～ 2017 年 1 月 1 日は休業）
towadaartcenter.com

（写真）
佐賀町エキジビット・スペースのアーカイブ事務所がある 3331 アーツ千
代田にて。

白い積み木のような美術館の姿を巧みに利用したライトアップ作品。
高橋 匡太《いろとりどりのかけら》©Mitsutaka Kitamura

ロン・ミュエク 《スタンディング・ウーマン》
写真＝小山田邦哉  Courtesy Anthony d'Offay, London

蓮沼執太
―21世紀型「作曲家」の新たなアプローチ
文＝住吉智恵

p.068

蓮沼執太は今まさに「ひらかれている音楽家」だ。ダンサー

や美術家から山伏（修験者）まで、さまざまな領域からのコ

ラボレーションのオファーが引きも切らず、活動開始から10

年にして、日本の音楽シーンだけでなく、アートシーンに欠

かせない人物の一人となった。作曲や演奏活動はもちろん、

「作曲」という手法を応用し、映像、サウンド、立体作品を

構成した独自のインスタレーションが注目を集める。

	「音源制作やライヴの、その先にある音楽のあり方を意識

しています。展覧会やパフォーマンスのための音楽は、毎

回新しい文脈の中にあるので、常に手探りでゼロベースか

ら着手します。やり甲斐と発見の連続で、やればやるほど前

に進める。他者の刺激によって自分の立ち位置も鋭くなって

いくという実感があります」と蓮沼氏。

　9月から始まる個展『作曲的｜compositions：rhythm』は、

これまでの音楽活動の集約であり、新たなチャレンジでもあ

るという。展覧会のテーマは「リズム」。すでにアプローチ

してきた「メロディ」と「ハーモニー」から発展し、「リズム」

から生み出される創造性にフォーカスする。ここでは「リズ

ム」を聴覚的なものだけでなく、展示空間に設置される作

品と時間や空間との関係性や構造と捉える。

	「2015	年に国際芸術センター青森で開催した個展は安藤

忠雄建築の環境を意識してつくりましたが、そこは非対称で

光の入り方も不均等な非・展示空間だったんです。今回の

個展会場であるスパイラルガーデンも同じく、いわゆる美術

館のホワイトキューブとは異なる非対称の空間。そのフリー

な動線の空間構成の中に作品、音楽家、ダンサーを、アー

トの展覧会の手法で〈インストール〉していきます」。

　たとえば新作の映像インスタレーション『HANDS』は、

展示空間にインストール（設置）された楽器が観客によって

演奏される様子を撮影し、それをその場で映像制作アプリ
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で編集することによって音楽のようにコンポジション（構成／

作曲）する作品だ。また、広々とした吹き抜けのアトリウム

では、複数のメディアがひとつのオーケストレーションを奏

でる新作を発表する。これは、インストールされた数点の

小作品が、共通したノーテーション（記譜法）の楽譜を用い

ながら、全体がひとつの音楽として立ち上がるというものだ。

観客は展示空間を歩きながら、ときに音楽が立体作品や映

像に変換される現場に参加し、ときに聴いた音楽を自身が

即興で歌うことで、人間の身体を通して変換された音楽を体

験する。	

	「ぼく自身の作曲のメソッドは個性的なんです。とんちで常

識をひっくり返すように、飽和状態の音楽の受け皿を自分で

つくってしまうことで、音楽の概念を拡張しようとしています。

大学では環境学を専攻し、フィールドレコーディングを実践

していました。音響作品でも、音を出すのではなく、すでに

ある音を時間軸をそのままいじらずに使いますが、その整

え方にマジックがあります。人間の耳と録音機器では音の受

け入れ方が違うので、聴かせたい音の周波数を探し、心地

よいレンジとサイクルを発見するんです。	過去の研究でも

〈人間はどんな音を認知するのか〉というスタディーはありま

したが、さらにコンセプトを深めることを考えています。も

う2016 年ですから」。

　20 世紀以降、現代音楽やサウンドアートの多くはコンセ

プチュアルアートの文脈で語られてきた。もはや受け手に頭

を使って考えさせる類いの手法はひと通り出尽くした感があ

るが、蓮沼の視点はむしろ観客を文脈から解き放ち、音楽

をめぐる時間や空間を開放しようとする。21 世紀に入った

今、その独自のアプローチは新しいアートの地平を切り拓こ

うとしている。

作曲的｜ compositions：rhythm

（Dance New Air 2016 提携プログラム）

9 月 27 日～ 10 月 5 日

スパイラルガーデン

東京都港区南青山 5-6-23

11 : 00 ～ 20 : 00

入場無料

関連イベント：

・Dance × Music　curated by Dance New Air 

10 月 1 日　14 : 30 ／ 17 : 30

出演者：入手杏奈、杉山恵里香、鈴木美奈子、森川弘和

・EVENTS and Artists Talk

10 月 2 日

14 : 30　蓮沼執太パフォーマンス

17 : 30　蓮沼執太アーティストトーク

www.shutahasunuma.com/compositions/
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地域と共鳴するアートを堪能

日本国内でも年々人気が高まり、開催都市が増えつつある

芸術祭。今年も各地でビエンナーレやトリエンナーレが開か

れる中、第 3回を迎えていっそうの盛り上がりを見せるのが

「瀬戸内国際芸術祭」だ。現代アート発信地として知られる

香川県・直島をはじめ、瀬戸内海に面する12 の島や本州

側と四国側の 2 つの港で開催される。ビーチに置かれた

196体の子供の像に世界との関係性のメッセージを託したリ

ン・シュンロン「国境を越えて・潮」（小豆島）や、針工場跡

地に造船所の木型を置き地域に残された産業の記憶を伝え

る大竹伸
しん

朗
ろう

「針工場」（豊島）などの 2016 年新作のほか、

閉校になった小学校や近代化産業遺産である製錬所跡を利

用した作品にも注目。また、色鮮やかな漁網が波打ち際に

張られた五十嵐靖晃「そらあみ〈島巡り〉」（本島）などは、

秋会期（10月8日～）のみ開催する西の島エリアで公開予定。

男木島や女木島では、民家の間の小道を伝って作品にたど

り着く面白さがあり、島民の生活に寄りそう体験ができるの

も面白い。さらに各地では、国内外 100 組以上のアーティ

ストが参加する「あいちトリエンナーレ」（8月11日～ 10月

23日）、歴史的建造物と作品がコラボレートする「みちのお

くの芸術祭	山形ビエンナーレ」（9月3日～ 9月25日）、海

と山に囲まれた自然の中に作品が展開される「茨城県北芸

術祭」（9月17日～ 11月20日）、城下町など伝統建築保存

地区の空き家を活用した「BIWAKO	ビエンナーレ」（9月17

日～ 11月6日 )、イギリスの現代美術作家リアム・ギリック

をアーティスティック・ディレクターに迎えた「岡山芸術交

流 2016」（10月 9日～ 11月 27日）なども開催。日本の多

様性を感じられる地方を訪ねつつ、アートとも親しんでみた

い。（鈴木糸子）

瀬戸内国際芸術祭2016

夏 ：～ 9月4日

秋：10月8日～ 11月6日

setouchi-artfest.jp

版画初心者も楽しめる小品展
CWAJ特別版画展 Intimate Dimensions
―小品の中の世界

一般社団法人College	Women’s	Association	of	Japan (CWAJ）

は、1956 年より毎年、現代版画展を開催している。2015年

で第 60回を迎え、第 61回は 2017 年に開催予定。それに

先駆け今年 2016 年の特別版画展では、35人の名だたる版

画家の手による、珠玉の現代日本版画作品80点を展示・販売。

「Intimate	Dimensions―小品の中の世界」と銘打ち、小さな

作品に焦点を絞り、さまざまなテーマ、作風、技法の版画を

集めた。掌に載るほど小さく繊細な志村	博のシルクスクリー

ン作品から、ダイナミックで色鮮やかな黒崎	彰の木版画、小

林敬生が手がける木口木版ならではの緻密な世界、美意識

の粋を極めた篠田桃紅のリトグラフまで、いずれも芸術性が

高い秀作ぞろい。サイズも価格も手頃なため、版画は初めて

という方にもおすすめしたい。事前の予約があればガイドツ

アーにも参加可能。展示作品や作家にまつわる興味深いエピ

ソードが聞ける。この版画展の純益は、例年同様CWAJ奨学

金と教育プログラムの資金に充てられる。（大久保美智子）

9 月 27 日～ 10 月 16 日 

フレデリック・ハリス・ギャラリー

東京都港区麻布台 2-1-2 東京アメリカンクラブ B1F

www.cwaj.org

第 60 回 CWAJ 現代版画展は現在アメリカで開催中

第 60 回現代日本版画展   還暦―60 年の軌跡

2016年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ
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 ～ 9 月 14 日

ハイフィールド・ホール・アンド・ガーデンズ

highfieldhall.org

多様な魅力の現代日本を表現
SAKURA –JAPAN IN THE BOX-

長き歴史や独特の伝統文化はもとより、発展する科学技術

やサブカルチャーなど多様性に富んだ ”日本” の魅力を凝縮

した舞台がこの秋より始まる。「SAKURA	–JAPAN	IN	THE	

BOX-」は、日本舞踊とダンス、和楽器とロック、現実の舞

台とアニメーションをシンクロさせ、移ろいゆく四季の情景

を幻想的に展開するミュージカル・ファンタジー。プロロー

グでは、主人公である女子高生サクラが白狐に誘われて異

次元の世界に迷い込み、スマートフォンが光りだし、桜の精

霊からメッセージが伝えられる。その後、春夏秋冬の季節ご

とに場面が展開され、さまざまなダンスから立ち回り、居合

術、忍者パフォーマンス、観客席を巻き込んでのコール＆

レスポンスなどに、プロジェクションマッピングやエアリア

ル＆光の演出が加わり、息もつかせぬ展開。エンディング

では再び春を表す満開の桜で包み込む。劇場全体を使った

観客参加型舞台のため、その幻想的な世界にひとときトリッ

プしたような体験ができるはずだ。（鈴木糸子）

9 月 7 日～ 2017 年 3 月 31 日（終了時期は予定）

明治座

東京都中央区日本橋浜町 2-31-1

19 : 00 ～もしくは 20 : 30 ～　※日にちにより異なる

6,000 円　全席指定

sakura-meijiza.com
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閉校になった小学校や近代化産業遺産である製錬所跡を利

用した作品にも注目。また、色鮮やかな漁網が波打ち際に

張られた五十嵐靖晃「そらあみ〈島巡り〉」（本島）などは、

秋会期（10月8日～）のみ開催する西の島エリアで公開予定。

男木島や女木島では、民家の間の小道を伝って作品にたど

り着く面白さがあり、島民の生活に寄りそう体験ができるの

も面白い。さらに各地では、国内外 100 組以上のアーティ
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版画初心者も楽しめる小品展
CWAJ特別版画展 Intimate Dimensions
―小品の中の世界

一般社団法人College	Women’s	Association	of	Japan (CWAJ）

は、1956 年より毎年、現代版画展を開催している。2015年

で第 60回を迎え、第 61回は 2017 年に開催予定。それに

先駆け今年 2016 年の特別版画展では、35人の名だたる版

画家の手による、珠玉の現代日本版画作品80点を展示・販売。

「Intimate	Dimensions―小品の中の世界」と銘打ち、小さな

作品に焦点を絞り、さまざまなテーマ、作風、技法の版画を

集めた。掌に載るほど小さく繊細な志村	博のシルクスクリー

ン作品から、ダイナミックで色鮮やかな黒崎	彰の木版画、小

林敬生が手がける木口木版ならではの緻密な世界、美意識

の粋を極めた篠田桃紅のリトグラフまで、いずれも芸術性が

高い秀作ぞろい。サイズも価格も手頃なため、版画は初めて

という方にもおすすめしたい。事前の予約があればガイドツ

アーにも参加可能。展示作品や作家にまつわる興味深いエピ

ソードが聞ける。この版画展の純益は、例年同様CWAJ奨学

金と教育プログラムの資金に充てられる。（大久保美智子）
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丹波篠山の秋色レシピ
		

料理とレシピ＝桑原櫻子

写真＝鈴木一彦

文＝西村晶子、編集部

取材協力＝一般社団法人ノオト

 p.072

秋の味覚の王さまといえば松茸や栗。なかでも兵庫県の丹

波篠山で採れる ”丹波もん ” は日本全国に知られる最高級品

です。それらの食材を長年味わい親しんでおられる、華道家

で料理研究家の桑原櫻子さんが初秋の篠山を訪問。里山の

自然や地元の人と心通わせながら秋のご馳走を作ってくださ

いました。

吹き寄せずし

地元で採れた完熟の栗やあずき、季節の野菜をすしめしにたっぷりのせ

た豊穣の秋のご馳走。篠山で作陶を続ける柴田雅章さんの器と酒器で

”丹波もん ” を楽しむ。撮影は「集落丸山」にて。特集内のレシピは p.84

～ 85 参照。

「丹波もん」に心躍る実りの秋
 p.074

標高 200 ～ 300メートルの山々にぐるりと囲まれた篠山盆地

の真ん中に位置する篠山は、秋の味覚の宝庫。昼夜の気温

差が大きく、丹波霧と呼ばれる深い霧が発生する天候を生か

し、長きにわたって豊かな農作物を育んでいる。

	「京都に暮らす者にとって丹波は多くの食材をもたらしてく

れる地。特に黒豆や栗などの秋の食材は毎年心待ちにし、

昔から豆や栗は丹波のもんと決めています」と語る料理研究

家の桑原櫻子さん。丹波の食材に長年信頼を寄せてきた。

　今回桑原さんは古民家を宿泊施設に再生した「集落丸山」

に滞在し、施設の代表を務める佐古田直實さんからは地元

で採れる米や野菜のことを、そして豆の専門店「小田垣商店」

の小田垣	昇さんからは黒豆へのこだわりをうかがい、里山

の自然の恵みの素晴らしさをあらためて体感した。

	「丹波もんは自然の恵みと人の心がこもっていて、いかに厳

選された素材であるかがよくわかりました。プライドをもって

取り組んでこられたから、これだけの素晴らしいものが揃う

のですね。うかがってみて、より篠山の食材が身近に感じら

れました」

篠山城の城下町の風情を残すエリアに店を構える小田垣商店を訪ねた桑

原さん。建物は国の有形文化財に登録されている。

右奥：桑原さんがいつも心待ちにしている丹波篠山産の「紅しぼり」、「黒

豆（黒大豆）」、「大納言小豆」（手前から）。お正月の煮豆やぜんざいの

ほか、特別な思いをもってさまざまな料理に使っている。

右：小田垣商店では、黒豆を手で一粒一粒選別する。

左下：大粒の丹波栗。

右下：香り高い秋の宝石、松茸。

桑原櫻子（くわはら・さくらこ）

京都で江戸前期より続く華道「桑原専慶流」の家に生まれる。副家元を

務める一方、料理研究家としてテレビや雑誌などでも活躍。京都に息づ

く季節感のある家庭料理に定評があり、四季の花と料理を楽しみながら、

もてなしの心を伝えるサロン「Cherry Kitchen」を主宰。

極上の食感、日本一の「丹波黒」
p.076

丹波篠山で昔から栽培されてきた豆は、大豆、あずきなどさ

まざま。なかでも篠山が発祥の地とされる黒大豆（黒豆）

の品種「丹波黒」と、和菓子の材料として人気の「大納言

小豆」は、地元でも自慢の逸品だ。

　大豆といえば白や黄色のものと思いがちだが、このあたり

では黒い大豆のことをいい、栽培に手間がかかる丹波黒は

”黒大豆の芸術品 ”ともいわれる。篠山で 280 年以上続く小

田垣商店で求めた手選りの丹波黒大豆で作った煮豆は、見

てのとおりふっくらとしてつやつや。洋風のシチューや中華

風の焼売にしてもおいしく、味のよさは格別だ。

2016年		秋／冬号		日本語編
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	「丹波の黒豆は京都の町中でも最高級品として売られていま

す。豆一粒一粒に力があり、肉質が緻密で皮が柔らかく、炊

いた直後の香りや照りが全く違います。煮豆にすると本当に

おいしいので、丹波産と聞くと安心して使えます」と桑原さん。

　さらに黒豆は、生長途中の未熟で柔らかい大豆である枝

豆としても人気があり、10月から11月にかけておいしさの

ピークを迎える。県外からもこの枝豆目当ての人が集まり、

篠山の町は一年の中でもっとも賑わう。

豊かな土壌と太陽が育む、大粒で甘い栗
p.079

秋の味覚の最高級品として日本全国に知られる丹波の栗。

「粒が大きくて甘みに優れ、京都の人間にとっても丹波栗は

特別なものです。栗ご飯や和菓子に使うのが一般的ですが、

実が詰まって煮くずれしないので、煮物などのおかずとして

もいただけます」と桑原さん。お肉や油との相性がよいので

豚汁の具や鶏肉と甘辛味の炒め煮にすると、美しい黄色や

独特の甘み、ホクホクとした食感が食欲を誘う。

	「丹波の栗がおいしいのは豊かな土壌のおかげ。粘土質の

土に石が混じっているため根がよく張り、木がしっかり生長

でき、いい栗がなるんです」とおいしさの秘密を教えてくれ

たのは、栗の名産地・今田にある「勝
かち

栗
ぐり

園
えん

」の立林	勝さん。

日によく当たって完熟した大粒の栗だけを収穫し、0℃から

1℃の冷蔵庫の中で 20日間熟成させて甘くした極上の栗を

出荷している。10月の最盛期には栗園の前で蒸し焼きにし

た栗の販売も行われ、秋色に染まる自然の中、あつあつの

栗が楽しめる。

野趣溢れる風味の松茸は里山の宝石
p.080

昼夜の気温差が激しく、深い霧が発生する篠山は昔から松

茸の産地として知られ、香りが強く、形のよい丹波松茸はプ

ロの料理人たちの間でも絶大な人気があります。

　環境の変化によって収穫量は年々減ってきてはいるものの、

「このあたりの山は松茸が好む松と雑木林が程よく混在して

います。松茸山に入ると、どこからともなく香りが漂ってくる

んです」と語るのは、篠山の自然を熟知する「岸農園」の

岸	博明さん。土の養分や水分をたっぷり含んだ松茸はひと

味もふた味も違い、まさしく里山が生んだ宝石といえる。

	「贅沢なものなので料理法や食材を選びますが、せっかくな

ので丹波のものを合わせてみました。香りがしっかりある松

茸は、柔らかくてうまみの濃い丹波牛や粘りのある山のいも

とごく自然に合い、双方ともおいしくなります」と桑原さん。

同じ土地や空気の中で育ったものゆえ、互いの味を損なうこ

となく、野趣溢れる風味を醸し出している。

贅沢な「丹波もん」食材とご飯のハーモニー
p.081

清らかな水と豊かな土壌に恵まれた篠山は、おいしい米の

産地であり、コシヒカリは「東の魚沼、西の丹波篠山」とい

われるほど、高い評価を受けている。近年、Iターンしてこ

の地に住むようになった人たちの中にも無農薬や有機栽培

の米作を手がける人がおり、より安心な米も手に入る。

	「水分があってもっちりとし、ほのかな甘みを感じさせるお

米ですね。白ご飯にするとそのおいしさがよくわかり、栗や

黒豆を合わせるだけで秋のご馳走になります」と桑原さん。

ほかにも、ジューシーで赤身に力がある丹波牛は白ご飯と相

性がよく、炊きたてのご飯やすしめしが肉のうまみをさらに

引き立てる。サラダはゆでた黒豆と大納言小豆を混ぜ合わ

せ、秋の風情を楽しむ。「篠山の自然の中で育った食材はど

れも滋味があり、味わい豊か。シンプルな調理や味つけで

間違いなくおいしくなり、おなかも心もいっぱいに満たして

くれます」



37Autumn / Winter 2016 Vol. 38［ 料理 ］

地元の料理人に教わった
秋の実り、簡単クッキング

 p.082

地元にいるからこそ知っている、盛りを迎えた食材ならでは

の味や香り。篠山市内の人気料理店で、簡単アレンジで作る

旬素材のレシピをご披露いただいた。

里山旬菜料理　ささらい

丹波栗の渋皮煮をおしゃれにアレンジ

「篠山に移って5年になりますが、都心では流通しない珍し

い食材が身近にあって、料理への探究心がいつもくすぐられ

ています」とはオーナーシェフの藤岡敏夫さん。京都への旧

街道沿い、江戸後期に建てられた丹波茶の商家を改装し、

30～ 40種類もの野菜が主役の和食店とパティスリーを営ん

でいる。

　栗の季節は、大粒の品種「銀
ぎん

寄
よせ

」はもちろん、香りが強く

てきんとんに向いているものなどさまざまな品種が出回るの

も丹波ならでは。「盛りの時期に作る渋皮煮は多くの料理に

応用して重宝しています」と藤岡さん。裏ごししてクロケット

に、スープに。ひと手間でおしゃれなデザートが完成する。

兵庫県篠山市日置 397

Tel. 079-556-3444

10 : 00 ～ 18 : 00

火曜・水曜定休　要予約

コース 3500 円～

カーザ・デレ・アミーチ

黒枝豆の甘みを生かした極上パスタ

大阪での修業を経て丹波篠山へと移った、シェフの北里大輔

さんの料理は、朝採れの篠山産野菜の持ち味を最大限に生

かした、まっすぐなおいしさが魅力だ。「この地に来て初めて、

野菜の本当のおいしさを知ることができました」という。旬

の味を地元のかたにこそ楽しんでもらえるようにと、徹底し

た地産地消を目指す。

	「10月は食材に活気が出る季節。丹波篠山の黒枝豆は風味

と甘みが魅力です。夏でも昼夜の気温差が大きいため、力

強い味になります。風味が豊かなので、ピュレにするだけで

パスタにもブルスケッタにも活用できます」。パスタは柔らか

く煮ると、豆の食感を残した粗めのピュレによくなじむ。

兵庫県篠山市二階町 10-2

Tel. 079-558-7950

11 : 00 ～ 16 : 00 (14:30 ～ 16:00 はカフェのみ )、17:30 ～ 22:00 (21:00 LO)

火曜定休

ランチセット 1400 円。ディナーは要予約のコース 3500 円のほか、アラ

カルトも

casa-del-amici.com

ろあん松田

山のいもは焼いて風味を楽しんで

四季折々で表情を変える美しい里山の景色とともに、そばと

料理を楽しめるとして人気を博す「ろあん松田」。ご主人の

松田慎之介さんから教わったのは、地元の食卓では定番の、

山のいものレシピ。「丹波の山のいもは粘り強さが特徴。風

味を堪能するにはとろろにするのが一番ですが、するのに時

間がかかるので、気軽に食べたいときは切って焼くのがおす

すめ。表面はカリッと、中はホクホクになるように焼くのが

ポイントです」。

兵庫県篠山市丸山 154

Tel. 079-552-7755

昼は 11 : 00 ～・14 : 00 ～ の 2 部制、夜は 18 : 00 ～

火曜・水曜定休　要予約

そばコース 昼 7000 円、夜 9800 円

roan-matsuda.com
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●丹波篠山で泊まる、楽しむ

集落丸山（p.72）

谷奥に位置する集落の古民家を改装した宿泊施設。築 150 年余の趣あ

る一軒家で、そこで暮らしているかのようなくつろぎを得られる。地元食

材をふんだんに使った朝食も好評。

兵庫県篠山市丸山 30

Tel. 0120-210-289

チェックイン 15 時、チェックアウト 11 時

1 泊朝食付き 1 棟 4 万円 ( サービス料 1 名あたり 5000 円 )

maruyama-v.jp

岩茶房	丹波ことり

城下町の武家屋敷を改装した、岩茶 ( 中国福建省産の貴重な烏龍茶 ) の

専門店。店主・小谷咲美さんのお父さまは、今回、桑原さんの料理を盛

り付けた器を手がけた作陶家の柴田雅章さん。店内では柴田さんの作品

も販売している。

兵庫県篠山市西新町 18

Tel. 079-556-5630

11 時～ 18 時

水曜・木曜定休

kotori-gancha.com

小田垣商店（p.74）

1734 年の創業以来、「丹波黒大豆」をはじめとする上質な丹波の豆を扱っ

てきた老舗。

兵庫県篠山市立町 9

Tel. 079-552-0011

8 時 30 分～ 17 時

不定休

odagaki.co.jp

勝栗園（p.79）

手作業で大切に育てられた栗は大粒で、しっかりとした甘みが魅力。

兵庫県篠山市今田町市原 629

Tel. 079-597-3588 　Fax 079-597-2755

栗は日本全国発送可

岸農園（p.80）

岸 博明さんが営む農園では、10 月から 11 月にかけて黒枝豆の収穫時

期を迎える。時期によって変わる味を食べ比べるのも楽しみ。

兵庫県篠山市今田町上小野原 712

Tel. 079-597-3014（つながらない場合は 090-8823-7625）

黒枝豆は日本全国発送可

レシピ
p.084

＜特に記載のない限り材料はすべて4人分＞

吹き寄せずし　(p.72)

・すしめし

　米・水　各 3カップ

　昆布 (5cm角 )　1枚

　酒　大さじ2

・すし酢

　酢　100ml																	

　砂糖　大さじ3

　塩　小さじ1

・にんじん　1/2本

・もみじ麩　1本

・かんぴょう　40g

・干ししいたけ　8枚

・れんこん　1/2節

・みょうが　3個

・ゆで栗 *、栗の甘露煮（市販品）各 8個

・かまぼこ　100g

・いりごま　大さじ3
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・ゆであずき*	*　1/2カップ

・揚げぎんなん　20個

・A	[ だし	1カップ、みりん	100ml、薄口醬油	大さじ1]

・B	[ だし	2カップ、みりん	100ml、砂糖	大さじ1、薄口醬油	

　　大さじ3]

・C	[ 干ししいたけのもどし汁	2カップ、砂糖	大さじ5、醬油	

　　大さじ3]

・甘酢

　酢・水　各 80ml

　砂糖		大さじ4

　塩　小さじ2/3

* 栗のゆで方

栗は水につけて柔らかくしてから鬼皮をむき、渋皮をきれい

に取って、30分ほど水にさらし、10分ほどゆでる。

* * あずきのゆで方　

鍋にあずきとかぶるくらいの水を入れて火にかけ、一度沸騰

したらゆで汁を捨てる。下ゆでしたあずきに適量の水を入れ

て再びゆで、柔らかくなったら好みの具合に塩、砂糖で調味

し、ざるに上げて水気をきる。

1	にんじんは皮をむいて5mm厚さの輪切りにし、もみじ型

で抜いて、Aで煮含める。柔らかくなったら、厚さ5mm

に切ったもみじ麩を加え、5分ほど弱火から中火で煮て、

汁ごと冷ます。

2	かんぴょうは水洗いをして塩（材料外）でもみ、柔らかくなっ

たら水で洗い、熱湯でさっと湯がく。湯がき汁を捨て、B

を入れて弱火から中火で煮る。火を止めて冷ます。軽く絞っ

て細かく刻む。型で抜いた残りのにんじんは、かんぴょう

を煮て引き上げた後の煮汁で煮て、細かく刻んですしめし

に混ぜ込んでもよい。

3	干ししいたけは水でもどし、石づきを取って細切りにし、C

で汁気がなくなるまで弱火から中火で煮る。冷まして細か

く切る。

4	れんこんは皮をむいて薄い半月切りにし、さっと湯がいて

熱いうちに砂糖を煮溶かした甘酢に漬け込む。半割りにし

たみょうがも一緒に漬ける。

5	米は炊く30分前に洗ってざるに上げ、水、昆布、酒を加

えて炊く。炊き上がったご飯はすし桶にあけ、材料を混ぜ

合わせたすし酢をふりかけて切るように混ぜ、うちわであ

おいで冷まし、ぬれぶきんをかけておく。

6	粗くつぶしたゆで栗、粗みじんに刻んだかまぼこ、②のか

んぴょうとにんじん、いりごまを⑤のすしめしに加え、ご飯

をつぶさないように木杓子で縦に切るようにして混ぜ込む。

7	器に⑥を盛り、①のもみじにんじん、もみじ麩、③のしい

たけ、④のれんこんとみょうがの薄切り、四つ割りにした

栗の甘露煮、ゆであずき、揚げぎんなんを飾る。

黒豆煮　(p.76)

( 作りやすい分量 )

・黒豆　2カップ

・重曹　小さじ1

・砂糖　300g

・薄口醬油　大さじ1

1黒豆をきれいに洗う。鍋に水 1.2ℓを入れて火にかける。

沸騰したら、黒豆、重曹を入れてすぐ火を止め、そのまま

一晩おく。

2①を火にかけ、煮立ったらあくを取る。弱火にして2～ 3

時間炊く。途中、半量ずつ 2回に分けて砂糖を加える。豆

は必ず煮汁につかっている状態を保ち、少なくなったら水

を加える。甘さがたりなければ砂糖適量(分量外)を加える。

最後に薄口醬油を加える。

3黒豆が好みの柔らかさになったら火を止め、そのまま一晩

おいて味を含ませる。煮汁が多く残った場合は、黒豆のみ

を容器に移し、煮汁は煮詰めてから容器に移すとよい。黒

豆が煮汁に完全につかった状態で保存する。



40Autumn / Winter 2016 Vol. 38［ 料理 ］

黒豆と牛肉のシチュー　(p.76)

・黒豆　1カップ

・ごぼう　1本

・にんじん　1/2本

・大根　1/5本

・牛肉 (カレー・シチュー用など)　200g

・玉ねぎ (みじん切り)　1個分

・にんにく(みじん切り)		1 かけ分

・ビーフブイヨン　1カップ

・砂糖　大さじ1

・ローリエ　１枚

・醬油　大さじ1

・塩・こしょう　各適量

・サラダ油　大さじ2

・刻みパセリ　適量

1	ゆで黒豆を作る。黒豆は前日にさっと洗う。鍋に黒豆の分

量の 3倍ほどの水を入れて火にかけ、沸騰したら黒豆を入

れてすぐ火を止め、そのまま一晩おく。次の日に火にかけ、

沸騰したら柔らかくなるまで弱火で煮る (黒豆にもよるが、

およそ１時間が目安 )。

2	ごぼうは皮をそいで１cm幅の斜め切り、にんじんと大根

は小さめの一口大に切り揃える。

3	厚手の鍋にサラダ油をひいて火にかけ、塩・こしょうした

牛肉を焼く。表面全体がきつね色になったら取り出し、玉

ねぎ、にんにくを炒め、しんなりしたら残りの野菜を加え

て炒める。

4	野菜がしんなりしたら肉、①の黒豆を煮汁ごと、ビーフブ

イヨン、砂糖、ローリエを加える。牛肉が柔らかくなるま

で１時間ほど弱火から中火で煮込み、汁気が少なくなった

ら水をたす。醬油、塩・こしょうで味をととのえ、仕上げ

にパセリを散らす。

あずきとかぼちゃのシチュー　(p.76)

・あずき　1カップ

・端野菜 (玉ねぎ、にんじん、セロリなど)　適宜

・かぼちゃ　400g

・ベーコン (ブロック)　100g

・オリーブ油　大さじ1	1/2

・にんにく(みじん切り)　1かけ分

・玉ねぎ	小 ( みじん切り)　1/2個分

・ローリエ　１枚

・塩　小さじ1/2

・こしょう　適宜

1	あずきはたっぷりの水で湯がき、煮立ったら一度ゆで汁を

捨てる。鍋に下ゆでしたあずきと新しい水を豆から3cmほ

ど高くなるように入れ、端野菜、塩 (分量外 )を加えてある

程度柔らかくなるまでゆでる。

2	かぼちゃは皮の汚れた部分を取り除き、一口大に切る。ベー

コンは 2センチ厚さに切る。

3	厚手の鍋にオリーブ油を入れて火にかけ、にんにく、玉ね

ぎ、ベーコンを炒める。玉ねぎがしんなりしたら、かぼちゃ

を加えて炒める。

4	③にあずきを煮汁ごと(野菜を取り除いておく)とローリエ

を加え、かぼちゃとあずきが柔らかくなるまで１0～１5分

弱火から中火で煮込み、汁気が少なくなったら水をたす。

塩、こしょうで味をととのえる。

黒豆ともち米の焼売　(p.77)

(15 ～ 20 個分 )

・もち米　1カップ

・干ししいたけ　2枚

・干し貝柱　2～ 3個
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・豚ひき肉　300g

・卵白　1個分

・玉ねぎ (みじん切り)　1/2個分

・ゆで黒豆　2/3カップ		(「黒豆と牛肉のシチュー」参照 )

・A[ 醬油	大さじ2、酒	大さじ1、塩・砂糖・ごま油	

　　各小さじ1]　

1	もち米は洗って3時間以上水に浸しておく。干ししいたけ、

干し貝柱はそれぞれぬるま湯につけてもどし、しいたけは

みじん切り、貝柱は細かくほぐしておく。

2	ボウルに豚ひき肉、しいたけ、貝柱、卵白、玉ねぎ、Aを

入れて粘り気が出るまでよく混ぜる。

3	②を直径 3cmほどに丸め、肉団子を作る。

4	①のもち米をざるに上げて水気をきり、肉団子にまぶして、

ゆで黒豆を5粒ずつつける。

5	④と季節の野菜適量 ( 材料外 )を蒸し器に並べ、強火で

10分、さらに弱火で 10分蒸す。

6	辛子醬油、チリソース (ともに材料外 ) などを添えていた

だく。

栗豚汁　(p.78)

・むき栗 (生 )　10～ 12個

・薄切り豚肩ロース肉　100g

・玉ねぎ　1個

・にんじん　1/3本

・こんにゃく	小　1枚

・米味噌　150g

・野菜ブイヨン（できれば塩分無添加のもの。ない場合は普

通のだしでもよい）5カップ

・七味唐辛子または一味唐辛子　適宜

1	栗は二つ割り、豚肉は 3～ 4cm幅、玉ねぎは薄いくし形

切り、にんじんは皮をむいていちょう切りにする。こんにゃ

くは同じ大きさにちぎってさっと湯がく。これらの具はでき

るだけ大きさを揃える。

2	鍋に野菜ブイヨンを入れて火にかけ、玉ねぎ、にんじん、

こんにゃく、豚肉、栗の順に入れ、中火で煮る。栗が柔ら

かくなったら味噌を溶き入れ、ひと煮立ちしたら火を止め

る。器に盛り付け、好みの粉唐辛子をかける。

栗と鶏の煮物　(p.79)

・ゆで栗　20個 (「吹き寄せずし｣ 参照」)

・鶏もも肉　200g

・白ねぎ　1本

・きぬさや　10枚

・しょうが (薄切り)　2枚

・砂糖　大さじ2

・酒　50ml

・チキンブイヨン　150ml

・濃口醬油　大さじ2

・みりん　大さじ1

・サラダ油　適量

1	鶏肉は一口大に切る。白ねぎは 3cm長さに切り、焼き網

でさっと焼く。きぬさやは筋を取り、色よくゆでる。

2	鍋にサラダ油をひいて火にかけ、なじんだら鶏肉を加え、

軽く炒める。鶏肉の色が変わったら、ゆで栗としょうが、

砂糖、酒とチキンブイヨンを入れてしばらく煮る。醬油、

みりんを加えて煮汁がほとんどなくなるまで煮る。

3	炊き上がる直前に白ねぎ、きぬさやを加えてさっと全体に

からめる。

黒豆山菜おこわ　(p.79)

・米　1カップ
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・もち米　2カップ

・ごぼう　1/2本

・しめじ　1パック

・わらび・ぜんまい（水煮）合わせて100g

・ゆで黒豆　1/2カップ

・A	[ だし	1カップ、みりん・酒・薄口醬油	各 50ml]

・塩　適量

1	米ともち米は混ぜ合わせ、炊く30 分前に洗ってざるに上

げる。

2	ごぼうはささがきにして水にさらす。しめじは石づきを取っ

て小房に分け、わらび、ぜんまいは各 3センチ長さに切る。

3	鍋にゆで黒豆（「黒豆と牛肉のシチュー」参照）、②のごぼ

うとしめじとAを入れて火にかける。煮立ったら山菜を加え、

弱火で 5分ほど煮て、火を止めそのまま冷ます。

4	③の煮汁に水をたして米ともち米と同量（600ml）にし、塩

で味をつける。

5	①と④を炊飯器に入れて炊く。ご飯が炊けたら③の具を加

え、ざっくりと混ぜ合わせる。

栗赤飯　(p.79)

・あずき　1/2カップ

・むき栗　10～ 20個

・米　1カップ

・もち米　2カップ

・くちなし　適量

・塩　小さじ1/4

・ごま塩 (白ごま )　適量

1	あずきはたっぷりの水でゆで、煮立ったら一度ゆで汁を捨

てる。同じ鍋に水 400ml を入れて火にかけ、煮汁が赤く

色づくまで弱火で煮てざるに上げる。煮汁はそのまま冷ま

す。

2	米ともち米は合わせ、炊く30分前に洗ってざるに上げる。

3	鍋に栗とくちなし、水を入れて火にかけ、弱火で八分どお

り湯がく。

4	①の煮汁に水をたして米ともち米と同量 (600ml) にし、塩

で味をつける。

5	炊飯器にあずき、②と④を入れて炊く。炊き上がる少し前

に③の栗を加え、一緒に炊き上げる。

6	器に盛り、好みでごま塩をふりかける。

丹波牛ときのこのあんしゃぶしゃぶ　(p.80)

・松茸 (しめじ、エリンギなど好みのきのこを使ってもよい )

　300g

・水菜　2束

・丹波牛 (しゃぶしゃぶ用薄切り)　600g

・A	[ だし	5カップ、薄口醬油	70ml、塩	小さじ1/3、酒	100ml]

・水溶き片栗粉　大さじ5

1	松茸は石づきを削り、食べやすい大きさに手で裂く。水菜

は洗って4センチ長さに切り揃える。

2	土鍋にAを入れて火にかけ、煮立ったら水溶き片栗粉でと

ろみをつける。松茸と水菜を入れ、再び煮立ったら牛肉を

入れ、軽く火を通して野菜と一緒に器によそう。好みで柚

子こしょう(材料外 )を添える。

山のいもの揚げ団子と松茸のお汁　(p.80)

・松茸　1本

・三つ葉　1/2束

・みょうが　適量

・山のいも　200g	( 1/2個 )

・揚げ油　適量

・だし　3カップ
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・薄口醬油　大さじ2

・塩　少々

1	松茸は石づきを削り、笠の部分は食べやすい大きさに切り、

軸の部分は手で裂く。三つ葉は洗って4cm長さに切り揃え

る。みょうがは半割りにして薄切りにする。

2	山のいもは皮をむいてすりおろす。塩少々を加えて大きめ

のスプーンで取り、まとめながら中温の油で揚げる。

3	鍋にだしを入れて火にかけ、薄口醬油、塩で味をつけ、

松茸を加える。ひと煮立ちしたら火を止め、②と三つ葉、みょ

うがを入れた器に注ぐ。

お豆とご飯のサラダ　(p.81)

1	ボウルにほぐしたツナ80gと温かいご飯茶碗2杯分を入れ

てよく混ぜる。

2	刻んだ赤パプリカ1/2個分、ゆで黒豆とゆであずき1/2カップ、

ゆでたコーン60g、パセリのみじん切り大さじ1を①に加え、

塩、こしょうで味つけをする。仕上げにレモン汁をふりかけ

て軽く混ぜる。器に盛り、サラダ菜を添える。

丹波牛のひと口ずし　(p.81)

1	ステーキ用牛肉 300gにオリーブ油大さじ1/2をからめて室

温で 30分ほどおく。にんにくのスライス3かけ分をサラダ

油適量を熱したフライパンでカリッと焼いて取り出す。

2	①のフライパンを強めの中火にかけ、塩・こしょうした①

の牛肉の両面を焼き（5分が目安）、きつね色になったら

取り出す。アルミホイルで包んでバットにのせ、粗熱が取

れたら薄いそぎ切りにする。

3	すしめし (「吹き寄せずし」参照 )400gを12等分してひと

口大のにぎりずしを作る。肉をのせて形をととのえたら、

にんにくチップとクレソンの葉をのせる。

丹波栗のクロケット　(p.82)

(8 個分 )

1	丹波栗 (渋皮煮 )	200gは裏ごしする。

2	①とクリームチーズ40gをそれぞれ 8等分し、①でクリー

ムチーズを包んで団子状にする。

3	②に小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせる。丹波黒豆きな

粉をつける。

4	菜種油を入れた鍋を火にかけ、170度で③を揚げる。

5	キャラメリゼしたアーモンド、刻んだ栗の渋皮煮を、④を盛っ

た器に添える。

丹波栗のスープ　(p.82)

1	牛乳 600ml、砂糖 40g、バニラスティック1/4本を鍋に入れ

て火にかけ、沸騰直前まで温める。

2	別の鍋に卵黄 4個分を入れ、①を混ぜ入れる。火にかけ、

泡立てながら83度になるまで温める。目安は湯気が盛ん

に出て少しとろみがつく程度。

3	②をこし、裏ごしした丹波栗 (渋皮煮	)	240gに少しずつ混

ぜ加える。ブランデー6mlを加える。

4	③の粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やし、アニスのビスキュイ

とともに皿に盛り、ココアパウダーをかける。

黒枝豆と栗のパスタ・エ・ファジョーリ　(p.83)
(2 個分 )

1	下ゆでした黒枝豆 200gのうち半量を、ゆで汁 100ccとと

もにミキサーにかけて粗めのピュレにする。

2	鍋を弱火にかけ、みじん切りにしたにんにく2かけ分とオリー

ブ油適量を入れてさっと炒める。玉ねぎ (みじん切り)	1 個

分を加えて炒め、じゃがいも(角切り)	1 個分を加えて5分

ほど蒸し焼きにする。
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3	②に残りの黒枝豆、ローズマリー・セージ・ローリエ各 1枚、

チキンブイヨン (なければ水 )	2カップ、食べやすい長さに

した好みのパスタ100gを入れる。パスタが柔らかくなる

まで煮る。

4	③に①、蒸し栗 150g、塩・こしょう・パルミジャーノチー

ズ各適量を加え、煮る。皿に盛り、オリーブ油をかける。

黒枝豆のブルスケッタ　(p.83)

(2 個分 )

1	下ゆでした黒枝豆 100g、リコッタチーズ50g、オリーブ油・

塩・パルミジャーノチーズ各適量をミキサーにかけてピュ

レにする。

2	薄切りのトーストに①を塗り、軽くあぶった黒枝豆をのせる。

オリーブ油・パルミジャーノチーズ各適量をかける。

焼き山のいも	柚子こしょう添え　(p.83)

1	山のいも1/4個は 7mm厚さで食べやすい大きさの半月切り

にする。焼き網で約 2～ 3分ずつ両面を焼く。軽く焼き目

がついたら、器に盛る。

2	だし適量に薄口醬油・塩・みりん各少々を入れて味をとと

のえ、①にさっとかける。柚子こしょうを天盛りにする。

そば雑炊のとろろがけ　(p.83)

1	そば米 2合をゆでる。なければ堅めに炊いたご飯１合分

を用いる。

2	鍋にだし３カップを入れて中火にかけ、食べやすい大きさ

に切った鶏胸肉 100g分を煮る。火が通ったら、細切りに

したにんじん1/2本分を加えてひと煮立ちさせる。

3	②に①を加え、ひと煮立ちさせる。器に盛り、とろろをかけ、

三つ葉を添える。
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旅館
湯治
［	The	Ryokan	Collection	］

写真＝工藤憲二

文＝鈴木博美

 p.086

日本人は古来より、神秘的な天からの恩恵として温泉を大切

にしてきた。旅館に泊まり温かな湯に体を委ねれば、きっと

心身が自然と一体化し、大地の恵みに癒される、極上の安ら

ぎを味わうことができるだろう。

豊かな泉水と地熱に恵まれた日本は、世界屈指の温泉国で

ある。自然を受容し寄り添うことで独自の文化を育んできた

日本人は、古来より大地の恵みである温泉を愛し、楽しみ、

心身の癒しに利用してきた。疲れが溜まっている現代の日本

人にも、今、一番したいことを尋ねたならば、きっと「ゆっ

くり温泉に浸かりたい」という答えが多く返ってくるだろう。

心地よい湯のぬくもりで体を温め、大自然から元気と活力を

もらう。そんな癒しの効果を持つ温泉は天与の資源として大

切にされ、温泉に入って病気や怪我を治すことは ”湯治 ”と

呼ばれている。

　日本人が温泉に入るようになったのは、遺跡の発掘調査な

どから紀元前だと言われている。また、8世紀・奈良時代の

文献には湯の効能について書かれたものがあり、この頃す

でに湯治という考え方があったということを知ることができ

る。中世になると武士たちは、戦で傷つき疲れた体を回復

させるのにこぞって温泉を利用した。西洋文化が伝わり近代

医学が発達する前まで、温泉地は療養や疲労回復のための

湯治の場であり、数々の名湯と讃えられる効能の高い温泉が

各地に存在する。

　このような名湯には、総じて興味深いいわれがある。例え

ば、北海道の登別温泉は原住民であるアイヌの人々が「薬湯」

と呼び大昔から重宝していた歴史を持つ。また、熱海市の

伊
い

豆
ず

山
さん

温泉発祥の源泉と言われる「走り湯」は日本三大古

泉の一つ。湧き出る湯は病を治し長寿に効くと信じられ、神

格化されて信仰の対象になっていた。修善寺温泉に伝わる

伝説は、807 年に川で病の父親の体を洗う息子の姿を見た

高僧（弘法大師）が、手にしていた独鈷で岩を打ち温泉を

湧き出させ、その温泉に入った父親は元気を取り戻したとい

うもの。そういった逸話からも、長い歴史の中で日本人は温

泉を、体を癒してくれる貴重で神秘的な自然の恩恵として捉

えてきたことがわかる。

　時代は移り変わっても、旅館を訪れ名湯に浴してみれば、

日本人が「極楽、極楽」と表現する、ふわーっとした心地よ

さを感じられる。その自然との一体感、自然に包まれる安ら

ぎは、きっと極上の幸福感をもたらしてくれるはずだ。さら

に近年では、体のコンディションを整えるための滞在プログ

ラムやスパトリートメントなどを積極的に取り入れている宿も

多い。日常を離れ、自然を感じながら思いのままに過ごして

いるうちに、肩の力が抜け身も心もリラックスしてゆく……。

旅館には、まるで魔法のようなくつろぎの時間が待っている。

(p.087)

左上：湯船の水面が景色に溶け込んでいくかのように設計された、最上

階５階にある半露天風呂「雲井の湯」。

右：濁り湯の露天風呂がある地階の「地縁の湯」。冬、雪景色の中で入

る露天風呂には格別な風情がある。写真提供＝滝乃家

上：滝乃家の温泉は、多彩な泉質で知られる地獄谷の源泉から引かれ

たもの。硫黄泉、食塩泉、鉄泉、ラジウム泉の４種の泉質が楽しめる。

 (p.088)

上：全客室に源泉かけ流しの露天風呂を完備。プライベートな空間で、

太平洋を見渡しながら温泉に浸かる贅沢なひとときを過ごせる。

左：食事は、事前に予約すれば糖質制限、ベジタリアン、ファスティング、

ハラルなどに配慮した日本料理に対応してもらえる。

下：最上階にあるオープンエアのくつろぎの空間「紺碧テラス」から望む、

相模湾の日の出。

写真提供＝ ATAMI せかいえ

 (p.089)

右：600 坪 ( 約 1984㎡ ) の池に沿って建てられた右手の客間棟。対岸に

は歴史ある貴重な能舞台があり、幽玄な風情が漂う。舞台では季節に応

2016年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ
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じた古典芸能が催されることもある。

中：客室「撫子」から庭を望む。秋は窓一面に鮮やかな紅葉が広がる。

下：竹林を渡る風が心地よい野天風呂。はるか昔よりこんこんと湧き出

る温泉で、身も心もリラックスして。

写真提供＝あさば

滝乃家
北海道随一の温泉地として名高い、登別温泉に位置する静

寂な趣の旅館。「我が家のように自然体でくつろいでいただ

く」ことをコンセプトにした心のこもったおもてなしが、心地

よい時間を紡ぎ出す。美しい四季折々の自然を眺めながら複

数の泉質が楽しめる温泉の素晴らしさはもちろん、食材の宝

庫と称される北海道の地元食材を主役にした食事も楽しみの

一つ。自家温泉水を使用した、オリジナルのスパトリートメ

ントも人気が高い。

住所／北海道登別市登別温泉町 162	　部屋数／ 30室

ATAMIせかいえ
2015年4月にオープンした12部屋のスモールラグジュアリー

リゾート。スタイリッシュな客室からは紺碧の海と空が広が

る絶景を望め、各部屋の露天風呂で、古くから病を治し長寿

に効験があるとされてきた伊豆山温泉を存分に楽しめる。伊

豆半島で獲れた新鮮な魚介など、厳選された旬の食材を使っ

た日本料理も美味。心身のリフレッシュを目的とした滞在プ

ログラムも提案している。東京駅から新幹線と車を乗り継い

で１時間弱と、アクセスがよいのも魅力。

住所／静岡県熱海市伊豆山 269-1　部屋数／ 12室

あさば
宿坊として始まり、520 年以上もの歴史を有する老舗旅館。

敷地内には、木々が茂る深い緑に、水の気配、そよぐ風と

鳥のさえずり……穏やかで美しい自然が広がっている。客室

は、シンプルに設えられた清 し々い和の空間。さりげなく細

やかな気配りと相まって、日本人のもてなしの心の真髄を感

じさせる。地元の旬の食材を中心とした、季節感溢れる滋味

深い食事にもファンが多い。世界的権威を誇る「ルレ・エ・

シャトー」に加盟している。

住所／静岡県伊豆市修善寺 3450-1　部屋数／ 17室
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■ Features

京都―春の桜、夏の祭り
桜色に染め上げられる京都の春、そして祇園祭の活気に彩られる京都の夏。

何度訪れても、記憶に残る風景を見せてくれるこの街の、雅やかな季節をご紹介します。

美しい竹細工―九州・竹の里から
竹はオリエンタルな素材として世界中から注目されています。

竹細工の生産地として知られる九州・大分県から、エネルギッシュな製作現場をリポートします。

日本を体験する
和食や盆栽を作ってみたり、寺社の宿坊に泊まってみたり。

日本ならではの特別な体験ができる場所をご紹介します。

伊勢志摩を食べつくす
美しい海に面した伊勢志摩は、2016年のサミットの会場としても注目を集めました。

この地でしか味わえない、新鮮な海の幸をご堪能ください。

＊特集は変更になる可能性があります
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