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■ 巻頭特集

010	 名古屋が断然面白い！
	 ――魅惑の文化都市案内
	 江戸時代に建てられた壮麗な名古屋城をシンボルに頂く都市・名古屋。東京と京都の間に

位置するこの地では、衣食住すべてにおいて独自の文化が発展してきました。歴史、産業、
アート、グルメ……いま楽しみ尽くしたい、そのユニークな魅力に迫ります。

■ 特集

028	 ジャポニスム2018
	 日仏友好160年にあたる2018年夏から翌年2月にかけて、パリを中心に大規模な日本文化

紹介行事「ジャポニスム2018：響きあう魂」が開催されています。日本の美意識を発信す
るイベントから、注目のコンテンツを選りすぐってご紹介しましょう。

040		越前打
う ち

刃
は

物
も の

	――刃物の里をたずねて
	 700年以上の歴史を持つ、福井県越前市・武

たけ

生
ふ

地区に伝わる越前打刃物。「美しい切れ味」
を持つという刃物は、一体どのようにして誕生するのか。その過程を探りに、越前打刃物を
代表する５人の工房を訪ねました。

044　知られざる日本の秘宝、大分
	 九州、大分県にある国

くに
東
さき
半島。ここは神様と仏様がともにその地を守りながら悠久のときを

刻んできた稀有な土地。日本に現存する秘境へ、あなたをご案内しましょう。

051　Tokyo新発見	第2回	ロボットは友達
	 日本では昔から、ロボットは人間の友達として漫画やアニメに描かれてきました。そして21

世紀の東京には、そんなロボットたちと気軽に触れあえる場所がたくさんあるのです！

068	 あたらしくておいしい日本茶レシピ
	 繊細な味わいと健康効果で、世界的に人気が高い日本茶。そんな日本茶の今までにない新

しい味わい方を、日本茶インストラクターの本間節子さんに教わります。とっておきのレシ
ピで、日本茶のある暮らしがぐっと豊かになります。
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003	 Works　白　画・文＝篠田桃紅

006	 一期一会の月
	 刻一刻と姿を変え、夜空に青空に、意表をついて現れる月。日本人がことのほか愛する天体、

月にまつわる物語です。

027							アイ・オン・カルチャー［ブルガリ］

050	 KIJE	Japan	Guideのご案内

059	 デザインラボ
	 気になる、驚かされる、癒やされる、見とれる、触りたくなる、五感のデザイン。
	 ・プロダクツ―日本の「よいデザイン」に囲まれる
	 ・文様―麺類のかたち
	 ・建築	― ”パラメトリックデザイン”の羽

064	 アーティスト・インタビュー	
	 ●深堀隆介 ―― 水面の向こうに己を見る

066	 イベントガイド＆カレンダー

078	 Luxury	for	the	Senses		[The	Ryokan	Collection]

082	 KIJE	プレゼント付きアンケート

083	 書店リスト	/	KIJE	通販サイト	/	和文テキストのご案内

084	 定期購読のご案内

086	 KIJE	パートナーホテルズ

090	 次号予告

表紙	 35ページから特集している「縄文」より、約5000年前に作られ、山梨県笛吹市の一の沢遺

跡より出土した土偶「いっちゃん」。そして51ページから特集している「ロボットは友達」より、
2017年11月に発表された最新犬型ロボットaibo。時空を超えて土偶とロボットが出会った。

	 縄文土偶「いっちゃん」重要文化財　（山梨県立考古博物館所蔵）
	 aibo　(SONY)
	 撮影＝大見謝	星斗
	 スタイリング＝阿部美恵

目次	 千代紙＝いせ辰
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※	本誌編集ページに掲載されている商品などの価格は、原則として本体価格であり、2018年8月17
日現在のものです。税込価格は消費税率8パーセントを本体価格に加算した金額となります。本
体価格や店舗情報などは諸事情により変更されることがあります。また、掲載した写真の色や素
材感が、実際の商品と若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
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Works
白
画・文＝篠田桃紅 	

 p.003

”白 ” には一切が有

口絵

一期一会の月
	

写真・文＝遠藤湖舟

 p.006

毎日毎時、見える風情が変化する。

夜空の、あるいは青空の、高いところに、低いところに、

意表をついて現れる、マジカルな天体、月。

月の魅力はその変化する姿、飄 と々動き回る軌道にある。

そして我々は、太古の昔から ”変化 ” には無条件に反応して

しまう。

人間だけに限らない。

生きとし生けるものはすべからく、変化には敏
さと

いものなのだ。

いつもと何かが違う。見知らぬ香りがする。見えるはずのも

のが見えない。

命を守り、生き抜くために、研ぎ澄まされてきた感覚が

月の満ち欠けを天空に頂く、我らの中にも宿っている。

日本語の中には、月を使った言葉が実にたくさんある。

今か今かと月の出るのを立って待ちわびる ”立待月 ”。

雨雲に覆われた暗い夜を表す ”雨月 ” は、

空のどこかにあるはずの月に思いを馳せた言葉だ。

うっすらと雲がかかりほのかに輝く月は ”薄月 ”と呼ばれる。

三日月や半月、満月を風流に言い換えた名称も多く、

日本人がいかに、月の変化を愛し、ともに暮らしてきたかが

偲ばれる。

春に始まった農作業が暑い夏を越えて、実りの季節を迎え

る頃。

秋の満月を日本人はことのほか愛でてきた。

しかし月は変化する。今日の満月は、もう明日には違う形に

なっている。

空の様子も刻々と変わる。雲が出て、雨が降り、星が瞬き、

風が吹く。

そして一日が過ぎ、一月が過ぎ、季節が移り、新しい年が

来る。

二度と同じ空はない。二度と同じ月は見えない。

今宵、あなたの空には、どんな月がかかっているだろうか？

（p.007）

風が強く、打ち寄せる波も荒い。海の香りがまとわりつく。そんな浜辺

を見下ろし、月はいつもよりも静かに浮かんでいるように見える。カメラ

を構える私の前で、波は「動」を演じ、月は「静」を演じる。『波（Waves）』

2017 年 1 月 30 日 午後 7 時　撮影地：神奈川県葉山町

(p.008)

宇宙に投影された地球の影に月が入り込むのが月食。完全に入るのが

皆既月食。この日の皆既月食は東京でも条件よく見ることができた。多

くの人は月の明るい部分に注目するが、私は地球の影の中にある部分に

目を向ける。そこには幾分ぼやけた影の境界線と、微妙な色の変化が

ある。『皆既月食（Total lunar eclipse）』2018 年 1 月 31 日　撮影地：

東京都世田谷区

午後 6 時 30 分　月食が始まる前の満月。

午後 9 時 8 分　月が徐々に地球の影に入っていく。

午後 9 時 38 分　影の面積が大きくなっていく。

午後 10 時 15 分　皆既月食。

午後 11 時 30 分　月が地球の影から出ていく。
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(p.009)

街の灯りで星が見えにくくなった東京に年に何回か現れる、美しい夕暮

れの空。時期よく細い月が配されたりすると、幸せな気分をもたらす景

色となる。この風景を見逃してしまったら、素敵な贈り物を受け取り損

ねたような気持ちになってしまうことだろう。『遥
よう

（Far）』2008 年 3 月 9

日　午後 6 時　撮影：東京

遠藤湖舟（えんどう・こしゅう）

宇宙、中でも月を愛する写真家。日本国内での写真展活動の他、2017

年にはニューヨークで自身初の海外での個展を開催。ロサンゼルス・カ

ウンティ美術館（LACMA）に 2 点の作品が収蔵された。2018 年 9 月

11 日から 22 日まで、ニューヨークの Onishi Gallery（521 West 26th 

Street,NY） に て、 月を テ ー マ にした 個 展『Faces of the moon――

Always Existing, but Always Changing』を開催予定。写真集などの出

版も多数。
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巻頭特集 名古屋が断然面白い！
魅惑の文化都市案内 		

撮影＝武蔵俊介 (p.10 ～ 15、17 ～ 19)、坂本正行 (p.16 ～ 19)

文＝編集部　編集協力＝冨部志保子、水谷みゆき、西村晶子

取材協力＝名古屋城総合事務所

 p.010

関東と関西の中間に位置する名古屋は、その原点ともいえる

名古屋城をシンボルに、独特な文化圏として発展し注目され

ています。日本を代表する観光名所であるその城郭に甦る、

時を超えた伝統美ほか、豊かな産業、美味を巡る旅へ。文

化都市・名古屋をご案内します。

(p.011)

都会を背景に鎮座する、名古屋城の天守閣。対
つい

の金
きん

鯱
しゃち

が煌く荘厳な佇

まいは、時代が移り変わってもこの地のシンボルであり続ける。

撮影協力＝愛知学院大学

世紀を超え甦る伝統美
 p.012

名古屋城の本丸御殿が、10 年に及ぶ復元期間を経て 2018

年 6 月に完全公開され、新たな名所として注目されています。

時代を越え 400 年前の栄華をいまに伝える本丸御殿。現代

の名工たちによる、最高峰の技術の粋と贅が凝らされた絢爛

なる姿をご覧ください。

左ページ、左上から時計回りに：

本丸御殿玄関の唐
から

破
は

風
ふ

屋根。徳川家の家紋・葵紋が威厳を放つ。美し

い曲線を描くこけら葺
ぶき

の屋根の驚きの工法は、15 ページに。

「上
じょう

洛
らく

殿
でん

」の廊下のこの彫刻欄
らん

間
ま

のモチーフは、中国で縁起が良いとさ

れる鳥、サンジャク。

板戸の飾金具には細かな細工で表された葵紋、そして漆塗りの縁には

精緻な金蒔絵が。

上洛殿の廊下の奥、滅多に目に触れることもなかったであろう障壁画に

も、絵師の技が凝らされている。

このページ、左上から時計回りに：

「上洛殿」の釘隠しの ”花
はな

熨
の

斗
し

” 形の意匠。花束を包む熨斗紙を表した

部分には、リスとぶどうの珍しい模様が。

襖の引き手金具も、場所ごとに意匠が異なる。こちらは一番格が高い、

七宝を施したもの。

「上洛殿 二之間」の格
ごう

天
てん

井
じょう

。豪奢な板絵、周囲の装飾帯、漆塗りの格

子や ”辻金具 ” と呼ばれる繫ぎ目の金具まで、まさに工芸品の域。

透かし彫りで花模様を表現した欄間。「上洛殿」の廊下に柔らかい光を

取り込む

 p.014

徳川家康を祖に、江戸時代に栄華を誇った徳川将軍家。尾
お

張
わりのくに

国での勢力の拠点・名古屋城の本丸御殿は、家康の 9男

で初代尾張藩主・徳川義直の住居および政庁として、慶長

20(1615) 年に建造された。1930 年に天守閣とともに城郭と

しての国宝第一号に指定されたが、1945 年、空襲により焼失。

その後、天守閣は 1959 年に再建され日本を代表する名所

のひとつとなるも、本丸御殿は長らく復元を待ち望まれてき

た。

　国宝指定時に撮影された 700 枚ものガラス乾板写真や実

測図など、貴重な史料が戦火を免れており、それらをもとに

2009 年、待望の復元工事が開始された。創建当時の材料と

手法を原則とし、実に 10年の歳月と総工費 150 億円をかけ

た一大プロジェクト。2013 年から2度にわたる一部公開を

経て、今年ついにその全貌が公開された。

　約 3100 平方㍍の総檜・書院造りの殿舎はもとより、襖の

引き手や釘隠しなど3000 点におよぶ飾金具、多様な木彫や

彩色が施された欄間や、日本画史上最大の画派・狩野派に

よる障壁画や天井板絵に至るまで、江戸期当時の技術の粋

を結集した建造物が、現代の匠の技と情熱によって甦った。

構造・細部に至るまでこれほど忠実で大規模な復元事業は

国内でもほかに類を見ない。

　実は創建当時の障壁画や天井絵は、ほかの史料とともに

戦時中に疎開され 1000 面以上が現存し、国の重要文化財
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にも指定されている。しかし今回の復元工事に合わせ改めて

すべてが模写された。彫刻欄間には、木彫で名高い富山県・

井波の職人たちの技、そして京都の職人たちの彩色の技が

光る。奥側から見える ”表 ”と、手前から見える ”裏 ”で柄

を違えているものもあり、ここには書院造りの本丸御殿なら

ではの表現が見てとれる。

　江戸時代初期に完成した建築様式 ”書院造り”は、対面

儀礼を重んじ、公的・私的な空間を区別し且つ格式を視覚

的に表現しているのが特徴。本丸御殿の 30室を超す部屋の

装飾には、建物の奥に進むにしたがい格が上がっていくさま

が数々の意匠に反映されている。天井を見上げたり、金具

のひとつひとつや、障壁画の山水や花鳥風月のモチーフを

見比べながら御殿内を巡るのも興味深い。

　精巧に継ぎ目を加工した木材を、釘を使わず組み上げる

伝統的な木組み技法で、樹齢数百年以上の木曽檜を用い再

建されている本丸御殿。寒冷地で育った木曽檜は節が少な

く、詰まった木目が特徴で、柱や梁に使われたこの材の美し

さも見どころのひとつだ。これらは、かつて江戸初期の建設

ラッシュの時代、尾張藩が森林保護を目指した改革を実施し

たことにより育まれた木。当時植えられた苗木が、樹齢 300

年以上の資源となって現代に受け継がれたのだ。名古屋が

誇る尾張藩ゆかりの歴史的遺産は、先人の知恵と創意工夫

を繰り返し継承しながら世紀を超えて、未来につながってい

る。

2018 年の公開で初お披露目となったのが、御殿の一番奥に位置する「上

洛殿」だ。なかでも最上格の「上
じょう

段
だん

之
の

間
ま

」( 上 ) は、葵紋を施した細部

の装飾から、天井面を 2 段高く上げた ”二重折
おり

上
あげ

天井 ” まで、絢爛の極

み。将軍上洛の際の宿舎として、3 代将軍・家光の代に増築されたが、

以降数回しか使われることがなかった。

(p.015)

総檜造りの殿舎の佇まいは静謐で清 し々く、内部の煌びやかさとはまた

違った魅力を放つ。その奥に、天守閣がそびえるこの風景を目にするこ

とは、名古屋の多くの人たちにとっても長年の願いだった。

本丸御殿の復元は、大工や石工、左官、金具職人、絵師など、地元と

全国の匠たちの技が結集して実現した。

上から：こけら葺の屋根には、杉などの木材を 3mm の厚さに割ったも

の ( こけら ) を、燻
いぶ

した竹の釘で一枚一枚打ち付けている。こけらは手

作業で割ることで凹凸が残るため水はけが良くなり、竹釘は錆びないの

で屋根の耐久性が増す。

鏨
たがね

を使い、飾り金具の優美な柄を彫っていく。

狩野派の絵師たちの美意識を写し取る、復元模写の作業。

写真提供＝名古屋城総合事務所

名古屋城

愛知県名古屋市中区本丸 1-1

Tel. 052-231-1700（名古屋城総合事務所）

9 時～ 16 時 30 分 ( 本丸御殿の入場は 16 時まで ) 

大人 500 円

www.nagoyajo.city.nagoya.jp/13_english/index.html　

＊天守閣は現在閉館中。

名古屋に息づく産業を訪ねて

 p.016

日本の産業を支える工業地帯を結ぶ、東海道沿いに発展し

た名古屋近郊では、さまざまなものづくりの技術が栄え、今

も息づいています。趣向を凝らした展示、体感型のイベント

などを通じて企業の足跡や製品に触れられる、地域に根ざし

た産業ミュージアムを訪ねてみましょう。

●土とやきものの多様な世界を体感
　「INAXライブミュージアム」

名古屋駅から名鉄常
とこ

滑
なめ

線に乗り換え、やきものの街・常滑へ。

少し足を延ばしてでも訪れたいのは、住宅設備機器・建材

メーカーのLIXILが運営する体験・体感型ミュージアム、「INAX

ライブミュージアム」だ。見る・触れる・創る・学ぶを目的

としたさまざまな施設が、緑豊かな敷地内に建ち並ぶ。「世

界のタイル博物館」では、紀元前から近代まで世界の装飾
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タイル約 1000 点を展示し、その発展の歴史を紹介する国内

唯一の施設。紀元前 2650 年の世界最古のタイルやイスラム

の幾何学模様のタイル装飾を再現したドームなど、世界でタ

イルがどのように使われてきたかを知ることができる。ほか

にも、ものづくりと生活文化をつなぐ企画展や、アーティス

トによる作品展、ワークショップなども随時開催。白い生地

に呉
ご

須
す

で美しい文様を絵付けした、明治時代の染付古便器

コレクションの常設展示 (写真・右中 )もユニークだ。16ペー

ジの「窯のある広場・資料館」は、1921 年に造られた大煙

突と大きな窯を備えた近代の産業遺産。当初から現在の場

所にあり、ほとんど当時のままの姿で保存・公開されている。

そもそも常滑は大正から昭和にかけ、土管の製造で活況を

呈した街。資料館の煙突や、飴色の光を放つ窯のレンガ壁

がかつて数多くの土管が焼かれたことを伝えている。そんな

歴史に思いを馳せるのも心豊かなひとときだ。

（p.016）

土管を焼いていた大正時代の大窯と建物、煙突は「INAX ライブミュー

ジアム」のシンボル的存在。窯と煙突は国の登録有形文化財である。

(p.017)

宇宙を連想させる、イスラムの幾何学模様がタイルで表現されたドーム

( 上 )。 ”クレイ・ペグ ” と呼ばれるメソポタミアの円錐形のやきもののレ

プリカや、17 世紀オランダのタイルで構成された暖炉の展示（左）、19

世紀イギリスの ”象
ぞう

嵌
がん

タイル ” のレプリカを配した空間（右下）などを巡

れば、タイムスリップした気分に。かつてタイルを焼成していたトンネル

窯も敷地内に移築されている ( 右上 )。

2018 年 9 月 25 日まで開催中の、中国・宜
ぎ

興
こう

と常滑の急須を中心とした

企画展。

愛知県常滑市奥栄町 1-130

Tel. 0569-34-8282

10 時～ 17 時（最終入館は 16 時 30 分）

水曜休（祝日の場合は開館）　

入館料：一般 600 円

www.livingculture.lixil/en/ilm/

＊「窯のある広場・資料館」は保全工事のため、2019 年秋頃まで閉館中。

 p.018

●洋食器の歴史と匠の技術に触れる「ノリタケの森」

ＪＲ名古屋駅に程近い「ノリタケの森」。中央に建つ赤レン

ガの建物は、1904 年に建設された、ノリタケカンパニーの

前身である日本陶器合名会社の最初の工場。その赤レンガ

建築を取り巻くように、ミュージアムや、食器・食卓関連製

品を扱うショップ、レストランやカフェなどがゆったりと配置

されている。なかでも見逃せないのは、海外からも多くの来

館者があるという「ノリタケミュージアム」だ。明治時代、

アメリカに輸出する洋食器を日本で作るために設立された同

社。洋食器や花瓶など西洋の美術様式を取り入れた多くの

製品が、名古屋の地で製造され海を渡った。 ”オールドノリ

タケ ”と呼ばれる、明治から第二次世界大戦終結までの製品

や、それらの図案が色鮮やかに描かれた「画
が

帖
じょう

」(デザイン

画。左の写真 3点）、数々のディナーウェアなどが展示され、

その美しさと豪華さには思わず目を奪われる。粘土を盛り上

げて点や線状の凸模様を施す「盛
もり

上
あげ

」などの精緻な技法が

施されたオールドノリタケの数々は見どころのひとつ。米国

に拠点を置いた日本人絵師たちが、現地の流行を反映させ

て描いたデザイン画と、その画に忠実に絵付けされた製品

を見比べるのも面白い。日本陶器は、日本で初めて近代的

な製陶工場でディナーセットを完成させ、日本の窯業界の技

術的進歩に貢献した。ノリタケデザイン110 年余りの歴史を

年代順にたどれるミュージアムで、受け継がれる熟練の技に

触れてみてはいかがだろう。

右：ノリタケの歴史を物語る製品の数々。左上から、粘土を点状に盛り

上げた上に金をかぶせた「金点盛り」が施された〈色絵金点盛薔薇文

水注〉。色彩のコントラストが魅力的な、アールデコ時代の〈ラスター彩

木と鳥形一輪挿し〉。シノワズリーの意匠とエキゾチックな色合いが印象

的な〈色吹金彩シノワズリ文ティーポット〉。

(p.019)

上：「クラフトセンター」では、原型製作から釉
ゆう

焼
やき

きまで、流し込み成形

によるボーンチャイナの生地製造工程や、絵付け作業が見学できる。平
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筆を使い、その穂先でグラデーションを作りトーンを表現するのが、ノリ

タケの職人たちに受け継がれる絵付けの技。

下左：木々や花々が季節ごとの表情を見せる「ノリタケの森」。

下右：日常の食卓周りを彩る製品をはじめ、ホテルやレストランで使用

されるプロ仕様の食器まで、一堂に展示・販売する「ノリタケスクエア

名古屋」。

愛知県名古屋市西区則武新町 3-1-36

Tel. 052-561-7290

10 時～ 17 時（物販コーナーおよびノリタケの森ギャラリーは～ 18 時）

月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始 休

入園料 : 無料  

クラフトセンター、ノリタケミュージアムのみ有料　大人 500 円

www.noritake.co.jp/eng/mori/

茶どころ名古屋のおすすめ和菓子

写真＝角田	進　器協力＝橋本美術

 p.020

江戸時代、市井にも根づいた尾張の茶の湯文化。今もこの

地では、作法にとらわれず、家庭で気軽に薄茶を楽しむ習慣

があります。ティータイムを豊かにする、茶どころ名古屋の名

店によるとっておき和菓子をご紹介します。

●水羊羹

あずきあんに定評のある「むらさきや」で、暑い季節のみ

味わえる水羊羹は特に人気。材料の吟味と細やかな作業か

ら、さらりとしたのどごしと澄んだ味は生まれる。月に 2度

替わる季節感あふれる生菓子も魅力。水羊羹は 9月末まで

販売。1棹 2000円。

和菓子	むらさきや　

愛知県名古屋市中区錦 2-16-13

Tel. 052-201-3645　

9 時～ 17 時（土曜は～ 15 時）　

日曜・祝日休

●竜田錦

名古屋を代表する老舗「両口屋是清」が 1634 年に創業し

た地にある本町店では、とりどりの和菓子を選びながらその

歴史と受け継がれる伝統に想いを馳せることができる。 ”竜

田錦 ”は竜田川の紅葉をイメージし、白あずきの粒あんを煉

り薯
じょう

蕷
よ

で苧
おだ

環
まき

風に包んだ秋の菓子。10月から11月まで名古

屋地区でのみ予約販売。350円。

両口屋是清	本町店　

愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-23　

Tel. 0120-052-062

8 時半～ 19 時　

第 3 日曜・元日休

●栗煉り葛餅

尾張徳川家御用達「桔梗屋」の流れを汲み、モダンなパッケー

ジや店舗で若いファンも多い「花桔梗」。昔の製法を復活さ

せた ”栗煉
ね

り葛餅 ”は、葛を練ることによって粘りを持ちなが

ら溶けるような口あたりに。中の栗あんが秋の風情。9月か

ら11月下旬まで販売。300円。

菓匠	花桔梗　

愛知県名古屋市瑞穂区汐路町 1-20

Tel. 052-841-1150　

10 時～ 19 時　

元日休

このページの器、上から：鯉江良二 作、寺島裕二 作、鯉江 明 作

●ういろう

素朴な甘みの白ういろうに、こくのある黒糖ういろう。明治

33年の創業時と同じ製法で作られ、もっちりとしているのに

歯切れがいいと評判。できたてはもちろん、1日、2日おく

と味が締まりまた違ったおいしさに。地元・愛知県西尾産の

抹茶を使った抹茶ういろうも人気。1棹各 680円（税込み）。
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山中羊羹舗　

愛知県名古屋市中区大須 3-31-7

Tel. 052-241-4891　

10 時～ 19 時　木曜休

●わらび餅

弾力と粘りを秘めながら、ほどけるような口溶けのわらび餅。

こしあんの柔らかさと、ふるふるとしたわらび餅の絶妙なバ

ランス、口溶けと後味のよさはこの店の身上。黒砂糖を使っ

たきんとんなど季節の生菓子も人気。わらび餅は 7月から9

月を除いて販売。295円（税込み）。

御菓子所	芳
よし

光
みつ

　

愛知県名古屋市東区新出来 1-9-1

Tel. 052-931-4432　

9 時～ 18 時　日曜休

●豊年

丁寧な仕事が茶人からも信頼される、元禄年間創業の老舗。

茶会のテーマに沿った菓子の注文も多いという。秋の風に

揺れるたわわな稲穂を、千代結びで表現した ”豊年 ”。10月

1日から31日まで販売。320円（税込み）。

趣味の和菓子	川口屋　

愛知県名古屋市中区錦 3-13-12　

Tel. 052-971-3389　

9 時 30 分～ 17 時 30 分　

日曜・祝日・第 4 土曜休

このページの器、上から：内田鋼一 作、金田恭
やす

明
あき

 作、伊藤雄
ゆう

志
し

 作

名古屋の美味を食す

写真＝阿部	浩、内藤貞保、久間昌史

 p.022

伊勢湾や三河湾の海の幸、松阪や飛驒の牛肉などが集まる、

食材の宝庫である名古屋。尾張地方の地鶏と中国のバフコー

チンの交配によって誕生した ”名古屋コーチン ” などの名産

も多く、素材への知識と確かな技術を持った食事処が豊富で

す。歴史と風土に培われた、名古屋ならではの美食体験を、

ぜひ。

●武家屋敷の面影を残す料亭
　「香楽」

江戸時代の旧武家屋敷が残る白壁・主
ち か ら

税町
まち

エリアにある創

業90年の老舗料亭。200余年の歴史を刻む屋敷建築の中で、

四季折々の趣向に富んだ懐石がいただけ、名器名品が目や

心を楽しませてくれる。600 坪の敷地内に点在する座敷はわ

ずか 10室。広さやしつらいは部屋ごとに異なり、床花一つ

にもこまやかな心遣いが感じられる。伊勢湾、三河湾で揚が

る魚介や野菜を20 年以上勤める小久保幸
こう

生
せい

料理長が繊細

な味に仕立て、先々代から伝わる古今東西の名器がそれを

引き立てる。弾力と旨みが持ち味の名古屋コーチンを、ほん

のり甘く上品な八丁味噌仕立てでいただく「香楽鍋」も名物

の逸品。

上：鯛と松茸の椀盛と、鱧の松茸巻き、伊勢海老などの焼き物。特別昼

懐石の品の一例。

左：南部鉄の鍋で炊かれる「香楽鍋」。代々の当主がブレンドする味噌が、

一子相伝の味の要となっている。

右：江戸時代の旧武家屋敷の建物をそのまま使う本館と、新館からなる。

愛知県名古屋市東区主税町 3-3　

Tel. 052-931-3472　

11 時 30 分～ 15 時、17 時～　不定休　

特別昼懐石 1 万 3000 円～（税・サ・席料込み）。
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夜懐石 2 万円～、香楽鍋コース 1 万 8000 円（ともに税・サ・席料別）。

要予約。

 p.023

●お座敷中華は大切な集いにも
　「芳蘭亭」

料亭を思わせる重厚な佇まいと美しいしつらいのお座敷で迎

えてくれる中国料理店は、大正 6(1917) 年の創業。「よそに

ない中華を楽しんでいただきたい」と語る4代目・仁
に

瓶
へい

裕

康さんが手がける創意工夫と季節感に満ちたコースが、趣あ

る座敷で丁寧にサービスされる。意表をつく味わいや季節限

定の料理とワインのマリアージュも楽しめる。

上：料亭ならではのもてなしがされるお座敷中華の名店。

左から：1 万 5000 円のコースの一例。濃厚な甘海老のチリソースの上

に揚げた鱧をあわせた「鱧ちり」や「小冬瓜の蒸しスープ」など。

愛知県名古屋市中区錦 3-9-30　

Tel. 052-951-8181　

17 時 30 分～ 22 時（昼は応相談）日曜休　

コース 8000 円～。要予約。

●伊勢湾の極上の鯛を味わい尽くす
　「鯛めし楼」

伊勢湾で揚がる天然の真鯛を使った刺し身、焼き物、あら煮、

うしお汁などを一品で楽しめる料理店。刺し身は嚙むほどに

うまみがあり、あら煮は淡泊な鯛の身と濃厚な煮汁のバラン

スが絶妙。名古屋人好みの、醬油やみりんの甘辛の味付け

を満喫したいかたには、「鯛めし」がおすすめ。昼はセット

もあり気軽な利用が可能。

右、手前から：鯛を黒ごま醬油だれであえて味わう「別鯛茶」。水を使

わず、たまり醬油とみりんだけで煮た、濃厚なたれと上品な鯛の組み合

わせの「鯛あら煮」。

左：昼のメニューから、味ご飯に鯛でんぶがのる名物「鯛めし」。酒、

みりん、たまり醬油で味をつけ、からいりした逸品。

愛知県名古屋市中区錦 2-18-32　

Tel. 052-211-6355

11 時～ 13 時 30 分、17 時～ 21 時　

日曜・祝日定休　

昼のセット 3000 円～、一品料理多数。セットは吸い物がついて 3000 円、

「鯛あら煮」4400 円、「別鯛茶」4500 円。予約をおすすめ。

”なごやめし”を召し上がれ
写真＝熊木	優、五十嵐一晴、岡	千里、石塚実貴、武蔵俊介

編集協力＝綾部	綾、根笹美由紀、石橋里奈

 p.024

東日本と西日本の文化が交差する名古屋は、個性派グルメ

の宝庫でもあります。バラエティ豊かなご当地名物 ”なごや

めし ” を食べ歩けば、身も心もこの街の虜になるはず。

●味噌カツ

揚げたての豚カツに、名古屋の代名詞ともいえる八丁味噌

をたっぷりかけた ”味噌カツ ”。2017 年に創業 70周年を迎

えた「矢場とん」では豚肉、小麦粉、パン粉など素材すべ

てを厳選。鉄板の上にシャキシャキのキャベツを敷き極上リ

ブとんかつをのせた、写真の「鉄板とんかつ」1404円（税

込み）は、ビッグサイズな名物「わらじとんかつ」1296円 ( 税

込み )とともに一番人気だ。

矢場とん	矢場町本店

愛知県名古屋市中区大須 3-6-18

Tel. 052-252-8810

11 時～ 21 時　無休

●手羽先

外はカリッと、中はジューシーに仕上がった手羽先は、お酒

のお供やスナックにと親しまれる。「鳥
とり

開
かい

」の名古屋コーチ

ンの手羽先唐揚げ一皿 3本 720円は、赤ワインがベースの
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秘伝のタレで仕上げた後引くおいしさ。ほか、備長炭でじっ

くり焼き上げる串焼き (1 本 100円から)も人気で、お好みで

盛り合わせるのも楽しい。

鳥開	名駅西口店

愛知県名古屋市中村区則武 1-7-5

Tel. 052-452-3737

17 時～ 24 時 ( 月～金 )、16 時～ 24 時（土）

日休（月祝の場合、16 時～ 営業）

●きしめん

あっさりとした上品な出汁と、なめらかでのどごしの良い幅

広麺が特徴で、熱々でも冷やしても美味。「川井屋本店」は

大正 10(1921) 年の創業以来、伝統の手ごね、手延ばし、手

切りの ”純手打ち ”を守り続けている老舗の麺処だ。天候に

よって水や塩加減を調整し、注文が入るごとに茹でる麺は、

コシがあり歯ごたえもしっかり。きしめん580円。

川井屋本店

愛知県名古屋市東区飯田町 31

Tel. 052-931-0474

11 時～ 14 時、17 時～ 19 時 20 分 L.O.

日・祝休

●あんかけスパ

肉や野菜の旨みが溶け込んだ、とろみのあるスパイシーなト

マトソースに、こしょうが効いた個性的なスパゲティ。「ヨコイ」

初代店主がミートソースを日本人向けにアレンジしたのが元

祖だ。2.2㍉の極太麺を茹でおきして冷水で締めた ”逆アル

デンテ”が独特の歯ごたえ。ウィンナー・ハム・ベーコンにたっ

ぷりの野菜がのった「ミラカン」950円 ( 税込み ) は不動の

人気を誇る。

スパゲッティ・ハウス	ヨコイ	住吉本店

愛知県名古屋市中区栄 3-10-11 サントウビル 2F

Tel. 052-241-5571

11 時～ 15 時、17 時～ 21 時 ( 日・祝はランチタイムのみ )

●ひつまぶし

ご飯にのった、備長炭でふっくら香ばしく焼き上げた上質な

うなぎ。先ずはそのまま、次に海苔、ネギやわさびなどの

薬味を添えて。最後に出汁をたっぷりかけて、と3度おいし

い味の変化を楽しめる。創業明治 6(1873) 年という老舗「あ

つた蓬莱軒」は創業以来継ぎ足されてきた秘伝のタレととも

に伝統の味を守り続ける。風流な佇まいの店舗も魅力。ひ

つまぶし3600円 ( 税込み )。

あつた蓬莱軒	本店

愛知県名古屋市熱田区神戸町 503

Tel. 052-671-8686

11 時 30 分～ 14 時、16 時 30 分～ 20 時 30 分

水・第 2・4 木 休

●味噌煮込みうどん

土鍋でグツグツと煮える赤味噌出汁と、香ばしい香りが食欲

をそそる。専門店として手間ひまを惜しまない「山本屋本店」

の老舗の味は、かつお節専門の熟練した職人による出汁を

ベースに、3年間じっくり時間をかけ醸造した、オリジナル

の味噌が決め手。味噌煮込みうどん1000円。

山本屋本店	大門本店

愛知県名古屋市中村区太閤通 6-5

Tel. 052-482-2428

11 時～ 22 時、11 時～ 15 時（月～金 ランチタイム）

無休

●喫茶店のモーニング

コーヒー１杯の値段で大満足の、喫茶店のセットメニュー

”モーニング ”は、名古屋の日常風景の一部。老舗「コンパル」

は、常に地元の人や観光客で賑わい、現在、市内のいたる

ところに店舗がある。モーニングセット（上）は、コーヒー
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に名物のハムエッグトーストがついて530円 ( 税込み )。濃

厚な深みのあるコーヒーは、昭和 22(1947) 年の創業時から

変わらない。名物のサンドイッチは 20種類以上あり、どれ

も具だくさん。厚みのあるトーストに、ほどよい甘さの小倉

あんがたっぷりのった「小倉トースト」(左 )340円 ( 税込み )

も人気メニューだ。

コンパル	大須本店

愛知県名古屋市中区大須 3-20-19

Tel. 052-241-3883

8 時～ 21 時　無休



13Autumn / Winter 2018 Vol. 42［ アイ・オン・カルチャー ］

アイ・オン・
カルチャー ローマと京都――響き合う手仕事の美

［ブルガリ］ 		

 p.027

2018 年 4 月、ローマのハイジュエラーであるブルガリが、京

都迎賓館にて文化交流特別会を開催。伝統文化の継承と革

新をテーマに講演を行った。

その日、日本の伝統的な建築、入母屋屋根に数奇屋造りが

美しい京都迎賓館に招かれたのは、工芸職人を目指したい

という希望に満ちた日本の学生たち。一流のクラフツマンを

擁し、ハイジュエリーという世にも稀なる作品を作り続けて

いるブルガリと、伝統を守りつつ未来へとその技をつなごう

と尽力している京蒔絵師がスピーカーとなり、学生たちの前

で本物の美を生み出す仕事について語り合った。

　ローマは 2700 年、そして京都は 1200 年の歴史に彩られ

てきた街。時間の中で醸成されてきた独自の美意識が、い

かにそれぞれのクリエーションに影響を与えてきたのか。ジュ

エリーであれば宝石、蒔絵であれば漆や金などの素材への

こだわり。時代の移り変わりの中で進化すべきこと、守らな

くてはならないもの――。互いの歴史や美意識をリスペクト

しあいながらのトークは、文化を継承し未来へとつなげる役

割を果たそうとする ”真のブランド、真の職人 ”の心意気に

溢れていた。未来を担う学生たちの心にしっかりと刻まれた

ことだろう。

一番上：海外からの賓客をもてなすために 2005 年に建設された京都迎

賓館。

上から、参加した 30 名の学生は、講演後館内の見学ツアーにも参加した。

京都迎賓館の調度品には蒔絵（写真）や漆芸、截金など日本の伝統技

術が施されている。

貴重なデザイン画などを間近に見られるまたとない機会となった。

ジャンパウロ・デラクローチェ

ブルガリのハイジュエリー・シニアディレクター。ローマの古典や芸術に

明るく、社のスタッフにブルガリイズムを教育する役割も担う。

ルチア・シルヴェストリ

ブルガリのジュエリー クリエイティブ ディレクター。美しい色とデザイン

に魅せられたブルガリの真髄を知る女性。

下出祐太郎（しもで・ゆうたろう）

京蒔絵師。下出蒔絵司所三代目。伝統工芸士。京都迎賓館にある 60 点

もの漆工芸調度品を手掛けた。後継者の育成にも力を注いでいる。

2018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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ジャポニスム
2018 Japonismes	2018

―日仏友好160年の祭典 		

撮影＝八田政玄（P.30）、西村彩子（P.32-34）、大見謝星斗（P.35-38）

スタイリング＝阿部美恵（P.35-38）

文＝岡﨑	香（P.32-34）、編集部

 p.028

日仏友好 160 年にあたる 2018 年夏から翌年 2 月にかけて、

パリを中心に大規模な日本文化紹介行事「ジャポニスム

2018：響きあう魂」が開催されます。歌舞伎・能・狂言、

雅楽等の伝統芸能から、現代演劇に美術展、マンガ・アニ

メ展、日本映画の上映まで、幅広いイベントが目白押しです。

本誌特別インタビューや撮り下ろしグラビアを通して、そんな

ジャポニスム 2018 の魅力に迫ります。

エッフェル塔
―ライトアップ

パリのランドマークに日本文化を投影するという、ジャポニス

ム 2018 を体現した光のアート作品。7 分のライトパフォーマ

ンスと、3 分のシンボリックイメージのプロジェクションによる

計 10 分間のプログラムが、二夜に亘って繰り返し上映され、

ジャポニスム 2018 のハイライトを華やかに彩る。

フランスのランドマークに日本文化が映し出される

ライトアップ発祥の地と言われるフランス。そのフランスの顔

として、夜ごと美しい光を浴び続けてきたエッフェル塔が、

このたびはじめて日本をテーマにした光を纏う。光のデザイ

ンを担うのは日本を代表する照明デザイナーの母娘、石井

幹
もと

子
こ

さんと石井リーサ明
あか

理
り

さんだ。

　ジャポニスム2018 のハイライトとして行われるこのイベン

トでは、9月13日と14日の二夜に亘り、合計 10 分のプロ

グラムが繰り返し上映される。

　最初の７分は「自由と美、そして多様性（Liberté、

Beauté、	Diversité）」をテーマにしたライトパフォーマンス。

フランス革命後の民主主義スローガンとして知られる「Liberté

（自由）、	Egalité（平等）、	Fraternité（友愛）」から200 年以

上経った今、日本とフランスが目指すべき方向性を１年間の

熟考の末導き出した。

　シンセサイザーでアレンジされた雅楽にのせてエッフェル

塔から日が昇る演出に続き、自由・美・多様性をテーマにし

た光と音のストーリーが始まる。自由の章では世界最新の特

殊機材を駆使したあでやかな光が交錯し、続く美の章では日

本の伝統的な美のモチーフ「雪月花」や選りすぐりの美術品

をプロジェクションマッピングで投影、そして多様性の章で

はさまざまな光の色や模様を駆使した最新の演出が、横笛

や和太鼓の音にのり、まるで塔自体が踊りだすような盛り上

がりを見せるという。日本とフランスが目指す多様な社会が

切り拓く、未来に向けた光のメッセージだ。

　続く３分間は打って変わってゆったりとたゆたうようなプロ

ジェクションマッピング。日本を代表する尾形光琳作の国宝

「燕
か き つ ば た

子花図
ず

屛風」が、同時代の作曲家・八
やつ

橋
はし

検
けんぎょう

校の「乱」

の音にのせてエッフェル塔に投影される。このプロジェクト

のために新しく開発された金色の光の LED投光器が、屛風

の金地を華やかに表現する。かつて「黄金の国」とも呼ば

れた日本を象徴する金色が揺らめきながら、見る人々を日本

美の世界へと誘う。

エッフェル塔特別ライトアップ

9 月 13 日、14 日の２夜

20 時 30 分～ 25 時

パリ・エッフェル塔　トロカデロ広場側

Champs de Mars, 5 Avenue Anatole France, Paris

 p.030

時代を導く金色の光

「新しいプロジェクトのときは、かならず何か新しい試み

2018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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（Something	New）をするようにしています。それはもう職

業的な使命ですね」と凜と背筋を伸ばして語るのは、照明デ

ザイナーの石井幹子さん。９月のエッフェル塔ライトアップ

に際しては、史上初の金色光の LED投光器の開発を依頼し

た。実際の研究にあたったのは日本のスタンレー電気。主

に車のヘッドライトを作っている「技術力のある会社」だ。「光

の三原色である青・緑・赤による混色はいろいろできるので

すが、金も含めた黄色は合成してもうまく作れない色」イメー

ジすべきは金屛風の色。白熱灯の「黄色に近い白色」では

ない。琳派の名画「燕子花図屛風」をエッフェル塔に投影

するには、このまだ誰も見たことのない光の開発が不可欠

だった。

		「浮世絵はフランスでも人気ですが、琳派となるとまだ意外

に知られていないんです。今回燕子花図屛風を題材に選ん

だのには技術的な問題も含めて色々な理由がありますが、

一番は二人ともこの絵が大好きで、沢山の人に見てもらいた

かったということ。ジャポニスム2018では琳派の展覧会も

ありますし、良い機会だと思いました」と語るのは娘の石井

リーサ明理さん。「青と緑、そして地の金という３色のみで

構成され、構図としても非常に大胆。世界に誇れる作品です

ね」と顔をほころばせる。

		「更に金をきらきらと輝かせるために、狭い配光のシャープ

な光にしてもらいました」と幹子さん。この投光器をなんと

120 台、橋の上において、塔全体を照らし上げる。関わって

いる人数は総勢約 80人。日本からは 4～ 5人で、あとは現

地フランスのチーム。まさに日仏交流の現場と言える。「フラ

ンスは光に興味のある人が多く、現場もとても良いムードで

す」。

　とはいえ最初から順風満帆ではなかった。日仏交流のシン

ボルとしてエッフェル塔を選んだものの、この隙間の多い鉄

骨建築に絵画を投影すると聞いて、「うまくいくはずがない」

と最初はパリ市からGOが出なかったという。そこを説得し、

深夜に大規模な投影実験をして見せて、ようやくの了解となっ

た。「フランスのかたは光に対して目が肥えているので大変

です」と小さく笑いあう二人は、母娘であり、同志であり、

かけがえない友人という印象を受ける。そんな二人が紡ぎ出

す光のショーときらめく絵画、そして金色の光は、後世に語

り継がれるものとなるだろう。

　白熱灯ができたとき、蛍光灯ができたとき、いちはやくパ

リでそれらが灯されたのはエッフェル塔だった。今回、金色

の LEDもまた、2018 年 9月の夜空に初めて、エッフェル塔

を照らし上げる。

石井幹子（いしい・もとこ）

石井幹子デザイン事務所代表。建築照明、都市照明から、ライトオブジェ

の制作、今回のような光のパフォーマンスまで、幅広い光の領域を開拓

する世界的照明デザイナー。主な照明作品：東京タワー、レインボーブリッ

ジ、白川郷合掌集落、浅草寺、洞爺湖サミット、ベルリン・ブランデン

ブルク門・平和の光のメッセージ、ジェッダ迎賓館（サウジアラビア）

ほか。2018 年以降は隅田川の橋梁照明を担当するなど、忙しい日々が

続く。

www.motoko-ishii.co.jp

石井リーサ明理（いしい・りーさ・あかり）

I.C.O.N. 代表。東京、ロサンゼルス、パリにて学んだ後、ハワード＝ブラ

ンストン＆パートナーズ社（N.Y.）、石井幹子デザイン事務所勤務後、ラ

イト・シーブル社（パリ）に移籍。2004 年に独立して株式会社 I.C.O.N. を

設立。パリと東京を拠点に、国際的な照明プロジェクトに数多く携わる。

主な照明作品：ポンピドゥー・センター・メッツ、歌舞伎座、リヨン光

の祭典出品作、ほか。現在も都市照明計画など 30 件以上の仕事を抱え

ている。

www.icon-lighting.com

燕子花図屛（かきつばたずびょうぶ）

国宝　尾形光琳筆　根津美術館蔵　

江戸時代 18 世紀　6 曲 1 双　( 各 ) 縦 151.2cm 横 358.8cm

総金地の屛風に、群青と緑青の濃淡によって鮮烈に描きだされた燕子花

の群生。左右隻の対照も計算しつつ、リズミカルに配置された燕子花の

意匠性はもちろん、顔料の特性をいかした花弁のふっくらとした表現もみ

ごと。江戸時代のみならず、日本の絵画史全体を代表する作品といって

過言ではない。今回ジャポニスム 2018 での実物の展示はないが、毎年

4 月中旬～ 5 月初旬の燕子花の時季に、東京の根津美術館にて展示され

る。
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 p.030

●日本の宝がパリに集結

17 世紀に生まれた琳派は、デフォルメやトリミングといった

これまでの日本絵画になかった手法を用い、装飾性豊かな

オリジナルのスタイルを確立。今日のグラフィックデザイン

に通じるような造形は、本阿弥光悦、俵屋宗達から、尾形

光琳・乾山、近代の神坂雪佳に至るまで、古典的な要素を

含みつつも、常にその時代における新しい美として受け継が

れてきた。

　今回の展覧会では、琳派が生まれた京都での作品に絞り、

国宝、重要文化財を含めた選りすぐりの傑作を展示。絵画

はもちろん、書跡、陶芸、漆工などの調度品も取り上げ、琳

派の総合性を示す。

国宝 《風神雷神図屏風》 俵屋宗達筆　京都・建仁寺蔵　江戸時代 17 世

紀　二曲一双

「京都の宝―琳派 300年の創造」展

10 月 26 日～ 2019 年 1 月 27 日

パリ市立チェルヌスキ美術館

7 Avenue Velasquez, Paris

 p.031

●欧州初の大規模な若
じゃくちゅう

冲展

その緻密な描写と色彩で、国内でも絶大な人気を誇る伊藤

若冲。なかでも最高傑作とされる『動植綵
さい

絵
え

』（宮内庁三の

丸尚蔵館蔵）は、動植物の丹念な観察を通じて得られた現

実の姿と、空想の世界を絵画として具現化した作品で、その

驚くべき細密な描写と極彩色で描き上げられた花鳥画は、芸

術的にも技巧的にも、日本美術の最高水準を示すもの。

　今回の展示は「ジャポニスム2018」のメインプロジェクト

の一つとして、若冲の代表作『釈迦三尊像』と『動植綵絵』

全 33幅を欧州にて初公開する。

《老松白鳳図》（動植綵絵 30 幅のうち）

江戸時代 18 世紀　宮内庁三の丸尚蔵館蔵

《群鶏図》（動植綵絵 30 幅うのうち）

江戸時代 18 世紀　宮内庁三の丸尚蔵館蔵 

「若冲―<動植綵絵>を中心に」展

9 月 15 日～ 10 月 14 日

パリ市立プティ・パレ美術館

Avenue Winston Churchill, Paris

野田秀樹
―舞台

 p.032

日本演劇界をリードする野田秀樹が脚本・演出を手掛ける『贋

作 桜の森の満開の下』。1989 年の初演以来、野田作品の中

でも伝説となっているこの舞台が、日本を代表する最強のキャ

スト＆スタッフによって、初めて海外で上演される。

演劇界のトップランナーが紡ぐ唯一無二の世界

1980 年代から現代日本演劇界のトップを走り続ける劇作家・

演出家・俳優、野田秀樹。9月末から国立シャイヨー劇場で

上演される『贋作	桜の森の満開の下』は、彼の代表作の一

つだ。 ”日本の素晴らしい作品が集結する「ジャポニスム

2018」の公演ならば、ぜひ野田秀樹作品を！”という同劇場

からの直々のラブコールで、上演が決定した。

　国立シャイヨー劇場が野田作品を招聘するのは、野田が

英国人キャストと英語で上演した 2014 年の 4人芝居『THE	

BEE』English	Version、総勢 60人もの日本人キャスト＆スタッ

フを率い、字幕を使って日本語で上演した 2015 年の『エッグ』

に続いて、今回が 3回目。高い身体性と深遠なテーマに裏

打ちされた、圧倒的なパフォーマンスとスピーディな展開は

観客を魅了し、高い評価を得ている。
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		「国立シャイヨー劇場は、ダンスを中心としたフィジカル系

の作品を多く上演している劇場なので、お客さんもまずビ

ジュアルから受け入れて、動きを喜んでくれたみたいですね。

しかもストーリーがあるというところで、僕の作品は評判に

なっているんじゃないかなと思います」

　そう話す野田は、今年 6月に同劇場で開かれた今期のプ

ログラム発表会と懇談会にも出席。劇場会員が新たな野田

作品に寄せる期待感を、肌で感じることができたという。

		「そもそものきっかけは、国立シャイヨー劇場の芸術監督ディ

ディエ・デシャンが、ロンドンで公演中だった『THE	BEE』

を観に来てくれたこと。アーティストを一度呼んだら、何作

品か紹介するというのが彼の方針で、『エッグ』の招聘公演

の頃には、”今度は『ジャポニスム2018』のときに呼びたい。

何かいい作品はないか？”と打診がありました。それで、い

くつか候補を挙げたところ、彼が選んできたのが『贋作	桜

の森の満開の下』だったんです」

　1989 年の初演の後、2度再演され、2017 年に歌舞伎化

もされた『贋作	桜の森の満開の下』は、ヒダの匠の弟子・

耳
みみ

男
お

と彼を翻弄する無邪気で残虐で美しい夜
よ

長
なが

姫
ひめ

を軸に ”幻

のヒダ王朝 ”を巡って描かれる人と鬼の壮大な物語だ。次々

と展開していく場面は、時に妖しく眩惑的で、特に桜の花び

らが降りしきる終盤のシーンは凄絶なまでに美しい。

　ベースにあるのは、戦後の日本を代表する作家・坂口安

吾の短編伝奇小説『桜の森の満開の下』と『夜長姫と耳男』。

そこに歴史観を含む他の安吾作品のエッセンスや、野田が

好きだと言う安吾の ”虚無の時代をいかに強く生き残るか ”

という思想や、ものづくりをする人間の業と美学、そして野

田戯曲特有のふんだんな言葉遊びがちりばめられ、まさに、

安吾の世界と野田の才能が結実した作品になっている。

　その劇世界を今回形にするのは、野田が「せっかく日本を

代表して『ジャポニスム2018』で上演するからには、考え

得る限り最高のカンパニーにしよう」と集めたキャスト30人

と一流のスタッフだ。耳男と夜長姫を『エッグ』にも出演し

た妻夫木	聡と深津絵里、美しき皇子を未婚の女性のみで構

成された 100 年以上の歴史を持つ宝塚歌劇団の元男役トッ

プスター・天海祐希が演じ、山賊マナコをに ”怪優 ”の異名

を持つ古田新太、ヒダの王を野田が演じる。

		「桜＝日本みたいなイメージがあると思うし、実際、日本の

古代が舞台の話ではあるんだけれども、おそらく日本のこと

をかなり知っているであろうパリの人達に、僕が日本、日本

したものを見せてもに ”ふーん ”という感じでしょうからね。

今回は演出をガラリと変えて、シンプルな道具を色々なもの

に見立てて表現しようと思ってます。まあ、 ”見立て ”も日本

の伝統的な手法ではあるんだけど」

　ちなみに、『エッグ』の時と同じ翻訳者が、今回も言葉遊

び満載の野田の台詞をフランス語の字幕に訳すという。

	「村上春樹作品をフランス語に翻訳している人で、直訳とい

うよりエッセンスを生かして訳してくれます。『エッグ』が好

評だったのも、その翻訳によるところが大きいかもしれない。

きっと村上春樹作品のほうが訳しやすいでしょうけどね（笑）」

　かつて野田は超人気劇団を主宰していた。日本特集を企

画するために来日していた英国エディンバラ国際演劇祭の委

員長が、その劇団公演を観て1987 年の同演劇祭に招聘。

帰りに立ち寄ったロンドンの演劇環境に刺激を受けたこと

が、野田が劇団を解散して1年間ロンドンに留学するきっか

けとなった。留学から帰国した野田は自身の作品を上演する

企画・製作会社を設立し、海外の演劇人との協働も開始。

10年前からは東京芸術劇場の芸術監督にも就任し、国内外

の演劇人を劇場に呼ぶ側にもなっている。

　本作品は、そんな現在の野田の一つの集大成といえるか

もしれない。観ればきっと、そのめくるめく劇世界と唯一無

二の才能に魅せられるはずだ。

野田秀樹（のだ・ひでき）

1955 年生まれ、長崎県出身。東京大学在学中に「劇団夢の遊眠社」を

結成。92 年に劇団を解散し、1 年間のロンドン留学を経て、93 年に演

劇企画・製作会社「NODA・MAP」を設立。以降はプロデュース公演形

式で、次々と話題作を発表。09 年 10 月、名誉大英勲章 OBE 受勲。11

年 6 月、紫綬褒章受章。現在、東京芸術劇場芸術監督、多摩美術大学

教授。
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野田秀樹演出	『贋作	桜の森の満開の下』

作・演出／野田秀樹　出演／妻夫木 聡、深津絵里、天海祐希、古田新太、

秋山菜津子、大倉孝二、藤井 隆、村岡希美、門脇 麦、池田成志、銀粉

蝶、野田秀樹 ほか

9 月 1 日～ 12 日　東京芸術劇場

9 月 28 日～ 10 月 3 日　パリ・国立シャイヨー劇場

1 Place du Trocadéro, Paris 

10 月 13 日～ 21 日　大阪・新歌舞伎座

10 月 25 日～ 29 日　福岡・北九州芸術劇場

11 月 3 日～ 25 日　東京芸術劇場

（P.032）

自身が芸術監督を務める東京芸術劇場にて。

（P.033・左上）

NODA・MAP『贋作 桜の森の満開の下』の宣伝ビジュアル。上からキャ

ストの天海祐希、深津絵里、妻夫木 聡、古田新太。

（右上）

こちらも同作品の宣伝ビジュアル。右上から時計回りに、村岡希美、秋

山菜津子、藤井 隆、野田秀樹、門脇 麦、銀粉蝶、大倉孝二、池田成志。

河瀨直美
―映画

 p.034

「ジャポニスム 2018」公式オープニングで新作『Vision』の

特別上映が行われた映画監督、河瀨直美。その半生を、イ

ンスタレーション、映像などさまざまな表現で紹介。また初

期の短篇から最新作『Vision』まで、カンヌ国際映画祭受賞

作品を含めた映画作品とプロデュース作品の計約 40 本を一

挙に上映します。

故郷の森は、彼女に何をもたらしたか

1997 年に自身初の劇場映画『萌の朱雀』でカンヌ国際映画

祭カメラドール ( 新人監督賞 )を史上最年少受賞し、2007

年には『殯の森』で同映画祭のグランプリを受賞。また

2015 年にはフランス芸術文化勲章シュヴァリエを受章した河

瀨直美さんは、間違いなく、フランスが最も愛する日本人映

画監督の一人だろう。

　7月半ばに「ジャポニスム2018」公式オープニング事業

としてパリで特別上演された新作『Vision』には、フランス

の名女優ジュリエット・ビノシュが、国際的に活躍する日本

人俳優・永瀬正敏とともに主演。フランス人エッセイストの

ジャンヌと山守の智 (Tomo）を軸に、河瀨監督の故郷・奈

良の吉野の森で展開する、死と再生の物語だ。

		「吉野の森は、杉と檜の植林地として500年の歴史を持って

います。もう一度森と向き合いたい、その植林の歴史と技術

を今しっかり継承しておかないと、森が死んでしまうという思

いから、山守という存在を主に置いて表現したいと考えまし

た。木も森も1代限りのものではなく、子や孫へと受け継い

でいくもので、それはまさにに ”命を繫ぐ ”こと。木は雨の

日も風の日もそこに立ち、たとえ人に切られても何も言わず、

人の営みを見守っている。そういうものを撮りたいなと」

　11月23日	から、そう話す河瀨監督の半生をテーマにした

『河瀨直美監督特集	特別展・特集上映』	が、現代美術の殿堂、

ポンピドゥ・センターで開催される。同センターからの熱い

要望で実現した企画で、河瀨監督が今回初めて製作した、

24枚の和紙のスクリーンを使ったインスタレーション作品が

展示されるほか、初期の短篇から最新作まで、カンヌ国際

映画祭受賞作を含む作品とプロデュース作品の計約 40本が

一挙に上映される。

		「インスタレーションでは、故郷・奈良を強く意識しました。

私が撮る映画同様、 ”人生 ” ”人類 ” ”生きる ” ”つながる ”

にテーマを置いています。24枚のスクリーンには、一つ一

つの想いが隠されていて、それらが繫がり合い、物語という

一つの大きな流れへと昇華する。映画、映像へのオマージュ

にもなっています」

　また、フランス国内では『Vision』が 11月28日から一般

公開される。その後、スペイン等でも一般公開の予定だ。
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河瀨直美（かわせ・なおみ）

映画監督。生まれ育った奈良を拠点に映画をつくり続ける 1 児の母。一

貫したリアリティの追求はドキュメンタリー、フィクションの域を超え、世

界各国の映画祭で受賞多数。「なら国際映画祭」(2018 年は 9 月 20 日

～ 24 日に開催。http://nara-iff.jp) を通して、次世代の育成にも力を注

いでいる。

河瀨直美監督特集	特別展・特集上映

11 月 23 日～ 2019 年 1 月 6 日　

パリ　ポンピドゥ・センター

Place Georges-Pompidou, Paris

『Vision』　

監督・脚本／河瀨直美　出演／ジュリエット・ビノシュ、永瀬正敏、岩

田剛典、美波、森山未來、田中 泯 ( 特別出演 )、夏木マリ ほか

vision-movie.jp

縄文
―展示

 p.035

1 万 3000 年ほど前から約 1 万年以上続いた縄文時代。日

本中から出土している土器や土偶、装身具などの国宝や重

要文化財が、今回、フランスへと渡る。2018 年に「星降る

中部高地の縄文世界」として日本遺産に認定された山梨県

の出土品を中心に、縄文の魅力を紹介しよう。
※この特集で紹介する土器は「ジャポニスム 2018」出展未定のものも

含む。

水
すい

煙
えん

文
もん

土器

4500 年ほど前に作られた最大高約 72cm、最大径約 60cm

の土器。上部に 4つの装飾が施されているが、その一つ一

つの形状が異なっている。これだけ重みのある装飾がありな

がら、下の壷の部分がつぶれることなく焼成されている。野

焼きしかなかった縄文時代、どうやってこのような形の土器

が作れたのか、現代に至るまで解明されていないという。

重要文化財。

釈迦堂遺跡博物館
山梨県笛吹市一宮町千米寺 764　Tel. 0553-47-3333

開館時間　午前 9 時～午後 5 時　休館日　火曜、祝日の翌日、年末年

始　入館料　一般・大学生 200 円　小中高生 100 円

 p.036
中空土偶

奇跡的にどこも破損せず、この状態のまま発掘された約

2500 年前の土偶。何に使用されたものかは不明だが、宗教

行事に用いられたのではないかといわれている。中空状態

なので、水や酒などを注ぐものだったという説もある。

縄文――日本美の原点がここにある

氷河期が終わりを告げ、日本列島が温暖で湿潤な気候へと

移行したのがちょうど1万 3000 年ほど前のこと。縄文時代

の幕開けである。現在我々が目にすることのできる山や森、

川や海といった景観、そして四季がこの頃整ったといわれて

いる。森では木の実が採れるようになり、狩猟や漁撈も可能

になったこの時代、人々はいろいろな道具を作り始めた。木

の実をすりつぶす道具、煮炊きするための器、獲物を捕らえ

るための武器、祈りの儀式のための道具――。それらは今

なお日本各地から出土し続けている。

　当時暮らしていた人々のことを、現代では「縄文人」と呼

んでいる。彼らが残した土器に施された縄目文様がその由

来だ。単純に撚
よ

った縄や複数の紐を撚り合わせたものを土

器に押し付けたり、さらに細竹を二つに割った半円の断面で

直線や曲線を描いたりすることで、彼らは土器に多彩な文様

を描き出した。時代を経るとともにその文様はどんどん装飾

的になり、約 5000 年前には成熟期を迎えることとなった。

			「ジャポニスム2018」の公式企画の中でも大きな注目を集

めている展覧会「縄文――日本における美の誕生」では、

日本各地で出土した土器や土偶が展示される予定だが、こ
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の特集では山梨県の縄文土器に絞ってご紹介しよう。このエ

リアの縄文土器の個性はなにかというと、それは「非常に大

きいこと」そして「世界に類を見ない中空の立体装飾」であ

ることだ。ろくろもない時代である。こんなにも底が小さく、

しかも重みのある立体装飾が上に積みあがった巨大な土器

を、いったいどうやって成形したのか。窯はなく露天で野焼

きをしていたにも関
かか

わらず、なぜこんなにもムラなく美しく

焼き上げることができたのか。これは現代の知恵と技術を

もってしても、未だ解明できていない謎の一つだという。そ

して圧倒的であり、完成された文様の力もまた特筆すべきも

のだろう。近年、日本で縄文土器が見直されているのは、こ

のグラフィカルなデザイン力への驚きが発端となっている。

フリーハンドで、縄や竹の道具しかない中、それでも美しい

ものを作りたいという根源的な渇望が、5000 年前に生きて

いた我々の祖先を突き動かしていたに違いない。なんという

人間力だろうか。

　折しも2018 年 5月には、山梨県と長野県にまたがるエリ

アの縄文遺跡や出土品が「星降る中部高地の縄文世界」と

して文化庁から日本遺産に認定された。日本の美の原点とも

いわれる縄文の魅力が、国境を超えて世界へと広まっていく

のはまさにこれから。ジャポニスム2018「縄文――日本に

おける美の誕生」は、その大いなる一歩となるに違いない。

顔面把手付深鉢形土器

約 5000 年前に作られた煮炊き用の土器。どんぐりなどその

ままでは食べられない堅い木の実が、土器に入れて煮ると

食べられるようになることから、命が生まれ変わる＝出産と

いう意味をこめて、土器を母体に見立てた。生命が生まれる

こと、食べることで命が繫がることへの畏怖の思いが込めら

れている。正面から見ると壷の口に顔、壷の胴体部分には

股の間から顔を出した赤ん坊が描かれている。また裏側に

は目を剥いた女性の顔と赤ん坊が描かれ、出産の苦痛を表

しているという説もある。山梨県有形文化財。

北杜市考古資料館
山梨県北杜市大泉町谷戸 2414　tel.0551-20-5505

開館時間　午前 9 時～午後 5 時　休館日　月曜、祝日の翌日、年末年

始　入館料　一般・大学生 200 円　小中高生 100 円

 p.038
深鉢形土器

粘土紐を貼り付けた盛り上がった線と、半
はん

肉
にく

彫
ぼり

による沈
ちん

線
せん

の

くぼみで、シンメトリーに描かれた曲線文様。フリーハンド

でここまで精緻な文様が描けたことに驚嘆を禁じえないこの

鉢は、高さ72cmとその大きさにも圧倒される。約 5000 年

前に作られた土器とされている。重要文化財。

山梨県立考古博物館
山梨県甲府市下曽根町 923　tel.055-266-3881

開館時間　午前 9 時～午後 5 時　休館日　月曜日、祝日の翌日、年末

年始　入館料　一般・大学生 210 円　小中高生無料

「縄文――日本における美の誕生」展

10/17 ～ 12/8

パリ日本文化会館

101 bis, quai Branly 75015 Paris, France

 p.039

イベントガイド

8 ヶ月間にわたりパリを中心に 50 を超える展示会、舞台公演、

生活文化体験などの多様な公式企画が開催される「ジャポニ

スム 2018」。その中でも特に話題のイベントをピックアップし

た。普段フランスでは経験することができない本格的な日本

の文化体験を、是非この機会に様々な角度から楽しんでもら

いたい。

1．茶の湯

総合芸術と言われる茶道。その魅力の一つである、人を敬い、

和を大切にし、物事に動じない、お茶の精神「和敬清寂」

を伝えるのがこの企画の目的。広く一般から参加者を募る茶
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会や茶道具展示、講演会等を通じて茶の湯の美学を味わっ

てもらいたい。

2019 年 2月（調整中）

パリ日本文化会館、ギメ東洋美術館別館ホテル・ハイデルバッハ　他

2．ルーブル美術館ピラミッド内　

　　特別展示　名和晃平　彫刻作品 ”Throne”

国内外で活躍する彫刻家・名
な

和
わ

晃
こう

平
へい

の、高さ10 ｍ以上も

ある大作 ”Throne” が、ルーブル美術館	ピラミッド内で特

別展示される。3D造形システムを用いて作られた立体彫刻

に、日本の伝統工芸の一つである高度な金
きん

箔
ぱく

貼り技術を施

した作品は一見の価値あり。

2019 年 1月14日まで

ルーブル美術館・ピラミッド内

Throne © Kohei NAWA | SANDWICH Inc.

3．野村万作・萬斎・裕基×杉本博司

　 	『ディヴァイン・ダンス　三番叟』

日本を代表する狂言師と現代美術作家が、舞台上に古代の

神話的空間を再現し、そこで狂言を舞うという、意欲的な公

演。伝統芸能である「狂言」は庶民の日常的な出来事を、

笑いを通して表現する喜劇で、今回上演されるのは神が降

霊する様を表した「三
さん

番
ば

叟
そう

」と、人間の心の表裏を描いた

「月
つき

見
み

座
ざ

頭
とう

」の２演目。

9月19日～ 25日（9月23日休演）

パリ市立劇場 エスパス・カルダン

『三番叟』 野村萬斎 © 公益財団法人小田原文化財団

4．「MANGA⇔ TOKYO」展

「東京」をテーマにしたマンガ・アニメ・ゲーム ･特撮作品

などの原画や模型、映像の展示会。日本を代表する文化の

一つとして知られるマンガなどのフィクションは、絶えず都

市の特徴や変化を映し出してきた。それらの作品を通して、

東京という街について理解を深めることができるだろう。

11月29日～ 12月30日

ラ・ヴィレット

イラストレーション : 吉成 曜
よう

©Crypton Future Media, INC. www.piapro.net / © カラー / © 武内直子・

PNP・東映アニメーション / © 秋本治・アトリエびーだま / 集英社 / ©

創通・サンライズ / ©TOHO CO., LTD.

5．「安藤忠雄　挑戦」展

海外から大きな注目を集めている日本の建築家。その先駆

者の一人、安藤忠雄は斬新なデザインが評価され日本はも

ちろん、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど各国で活躍して

いる。彼の半世紀にわたる活動とこれからの展望を模型、

スケッチ、ドローイングや映像を通して紹介する。

10月10日～ 12月31日

ポンピドゥ・センター

< 光の教会 > 大阪府 1989 年、撮影：松岡満男

6．いけばな

日本の伝統文化、芸術として親しまれているいけばな。5つ

の有名流派がパリに集結し、作品の展示や実演、ワークショッ

プなどを通して、その様式や技法を紹介する。草花を観賞

するだけでなく、自然を尊び、その中に美しさを見出す日

本人の価値観にも触れられるだろう。

2019 年 1月30日～ 2月2日

パリ日本文化会館

7．現代演劇シリーズ―木ノ下裕一監修・補綴　杉原邦生演

出・美術　木ノ下歌舞伎『勧進帳』

歌舞伎の歴史的文脈を踏まえつつ、現代風にアレンジし新

たな歌舞伎を追求する演劇団体・木ノ下歌舞伎。今回上演

される『勧進帳』は歌舞伎十八番の一つで、源	義経と家来

の弁慶の忠義の物語を描いた人気の演目。多くの人が知っ
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ている『勧進帳』とは一味違う演出を楽しんでもらいたい。

11月1日～ 3日

ポンピドゥ・センター

提供：KYOTO EXPERIMENT 事務局　©Yoshikazu Inoue

この特集のイベント情報は 2018 年 8 月 17 日現在のものです。

最新情報は下記 URL をご覧ください。

japonismes.org



23Autumn / Winter 2018 Vol. 42［ 伝統工芸 ］

伝統工芸
越前打刃物
―刃物の里をたずねて

		

撮影＝西山	航

文＝編集部

 p.040

700 年以上の歴史を持つ、福井県越前市・武
たけ

生
ふ

地区に伝わ

る越前打刃物。「美しい切れ味」を持つという刃物は、一体

どのようにして誕生するのか。その過程を探りに、越前打刃

物を代表する５人の工房を訪ねた。

出刃包丁を鍛える清水正治さん。鉄でできたハサミ状の「火
ひ

造
づく

り箸
ばし

」を

自在に操り、鋼
はがね

を目的の大きさまで広げてゆく。火造り箸も含め道具の

ほとんどは、それぞれ自前で製作を行う。40 度近い暑さの工房に、ベル

トハンマーの音が響く。

（p.041）

安立勝重（あんりゅう・かつしげ）　

鋼の両刃包丁と言えばこの人。山登りで鍛えた肉体で日に 120 本程度を

打つ。近年は跡継ぎの育成と技術継承に努める。

岡田政信（おかだ・まさのぶ）

越前打刃物の祖といわれる越前三日月鎌を作り続ける唯一の職人。70 歳

に差しかかり、「今が一番面白い」と語る。

清水正治（しみず・まさじ）

日本に３人しかいないマグロ包丁を打てる職人。見惚れるその技は芸術

の域だが「技術だけでなく、強い精神力と体力が必要」。

高村光一（たかむら・てるかず）

福井で最初に鍛造ステンレス包丁や、切ったものが張りつかない包丁を

開発した高村刃物製作所の 3 代目。海外シェフからの信頼も厚い。

増谷浩司（ますたに・こうじ）

研ぎ専門だった会社を刃物製作全般を扱う企業に育てた龍
りゅう

泉
せん

刃物の 3 代

目。美しい龍
りゅう

泉
せん

輪
りん

紋様のステンレス包丁やカトラリーを製作。

 p.041

熟れきったトマトにすっと吸い込まれ、ことんとまな板と出逢

う包丁。良く切れるとは聞いていたが、これほど気持ちよく

繊細にあやつれるとは思っていなかった。一般家庭のみなら

ず世界中の料理人やパティシエからの信頼が厚いのも頷け

る。

　この刃物が生み出されたのは福井県越前市。武生地区と

言えば古くから刃物の産地として有名である。その歴史は

700 年前に遡る。京都から千
ち

代
よ

鶴
づる

国
くに

安
やす

と呼ばれる刀匠が、

刀鍛冶に欠かせない美しい水が出る地を探し求め、鍛冶の

町であった越前・武生に辿り着いたのである。彼はそこで刀

だけではなく、鎌などの農機具を作り広め始めた。人殺しの

ための武器ではなく、人の役に立つ道具の開発に励んだの

である。その精神は越前の里にしっかりと根づき、越前武生

は今でも鎌、包丁といった道具の評判がすこぶる高い。薄く、

美しく、切れ味が長く続き、刃こぼれしにくいという。

　ある若い蕎麦職人はその切れ味に感動して、刃物職人の

もとへ弟子入りしてきたという。また「世界のベストレストラ

ン」で10位以内に入るシェフのほとんどが、越前打刃物を使っ

ているということからも、その切れ味や使い勝手は推して知

るべしである。

　日本には幾つかの刃物産地があるが、その中でいちはやく

「伝統工芸品」の指定を受けたのは越前であった。歴代の職

人達が全身全霊を傾けて研鑽を積んできた結果である、と

越前打刃物産地の面々は胸を張る。

　そんな越前武生ではどのように刃物が作られているのか。

それを知るために工房を訪ねると、そこは灼熱の世界だった。

ごうごうと炉の火が唸り、ガンガンと響くベルトハンマーの音、

ぶいぶいんと最大風速で回る扇風機、そんななかで聞こえる

はずもない職人の呼吸が、その場を支配している。刃物を

鍛えるとき、磨くとき、星が生まれるように飛び散る美しい

火花。彼らが渾身の力をもって生み出すものはこの世の最高

傑作に違いないと、理屈も知らずに思わされる。

　話を聞いてみると、他の刃物産地にはない越前独自の技

がいくつも明らかになった。その一つが右で紹介している「二

2018年		秋／冬号		日本語編
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枚広げ」である。「とはいえ刃物製作の基本は同じです。ま

ず良い素材、その素材にストレスをかけない最低限の熱処

理、金属をしっかりと叩き鍛えて丈夫にし、使いやすくかつ

刃こぼれしにくいよう細心の注意を払って研磨をすること」。

これらすべてが最高の刃物のために必要で、どれが欠けても

いけないと語るのは高村刃物製作所の高村光一さん。「理屈

通りにやれば素晴らしい刃物ができます。でもそれが難しい。

温度の見極め、均一な薄さになるように叩きつつ、しかし背

の根元だけをすこし厚くすること、見えない部分を微かな感

覚を頼りに研磨すること。どれも一朝一夕にできることでは

ありません」。

　どこまでも完璧な、至高の一本を求めて、彼らは今日も刃

物を鍛え、磨き続ける。

（写真）

他の刃物産地にはない越前独自の技のひとつ、「二枚広げ」。同じくらい

のサイズに叩いておいた鋼を、２枚同時に熱して叩き広げることで、長

く高温が持続し、余分な加熱を掛けずに薄く伸ばすことができる。

■越前市武生へのアクセス

〈新幹線＋ JR〉

東京～武生　（3 時間 20 分）

名古屋～武生（1 時間 50 分）

大阪～武生　（1 時間 40 分）

京都～武生　（1 時間 15 分）

金沢～武生　（1 時間）

〈車〉 

東京～武生　（7 時間）

名古屋～武生（2 時間）

大阪～武生　（3 時間）

京都～武生　（2 時間）

金沢～武生　（1 時間 30 分）

（p.042）

1.　地鉄をコークスの炉で熱する。最適な温度の見定めは目と勘。夕焼

けの色になったら 850 度とも言われるが、その見極めは至難の業。

2.　熱く熱した地鉄の上に鋼を密着させる鋼付け。敢えて狭い面に鋼を

載せる「征
まさ

置き法」も越前ならでは。

3.　鎌の製作技法のひとつ「まい小槌」。まっすぐの棒だった地鉄が、舞

うがごとくの小槌の技によって、みるみるうちにカーブを描いてゆく。

4.　ステンレスの加熱は鋼よりも更に温度設定が細かい。ソルトバス（塩

浴炉）で 10 分間、1050 度を保って引き上げたところ。

5.　鎌の磨き工程。黒かった鎌の刃が、次第に美しい銀色を現しはじめる。

越前打刃物めぐりの3大拠点

越前打刃物の伝統の地を訪ねるなら、この 3か所をおすす

めしたい。この夏OPENした越前打刃物振興施設「刃物の里」、

「越前打刃物協同組合」、そして「タケフナイフビレッジ」だ。

どこも工房見学、刃物の展示・即売などに対応しており、入

場は無料。体験教室なども充実している。

刃物の里　

福井県越前市池ノ上町 48-6-1　

Tel. 0778-22-1241

越前打刃物協同組合

福井県越前市池ノ上町 49-1-3　

Tel. 0778-24-1200

www.echizenuchihamono.com

タケフナイフビレッジ協同組合

福井県越前市余川町 22-91

Tel. 0778-27-7120

Fax 0778-27-7100

www.takefu-knifevillage.jp

 p.043

越前打刃物のトップ集団が手掛ける刃物たち	

安立勝重・作

両刃の牛刀（洋包丁の基本形）

問合せ：タケフナイフビレッジ（P.42）
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岡田政信・作

越前三日月鎌

問合せ：タケフナイフビレッジ（P.42）

高村刃物製作所・作

ステンレス　筋
すじ

引
びき

打雲花（うちぐもはな）シリーズ

問合せ：高村刃物製作所

Tel.	0778-24-1638

takamurahamono.jp

takamura-hamono@way.ocn.ne.jp

龍泉刃物・作

ステンレス　三徳包丁

鳳炎龍（ほうえんりゅう）シリーズ

問合せ：龍泉刃物

Tel.	0778-23-3552	

ryusen-hamono.com

info@ryusen-hamono.com

清水正治・作

片刃の出刃包丁

問合せ：清水刃物

Tel.	0778-24-1652	（日本語対応のみ）

Fax	0778-24-1652

www.shimizuhamono.com
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旅
知られざる日本の秘宝、大分

撮影＝小野祐次、西山	航 (p.49)
文＝編集部　地図＝ハニージ

 p.044

日本には未だ、あなたの知らない秘境がある。九州、大分

の国東半島。そこは神様と仏様がともにその地を守り治めな

がら、悠久の時を刻んできた、日本でも稀有な風土を持つ

土地である。この秋、神仏習合 1300 年を迎えた国東半島。

清らかで静謐な地へ、いざ出かけてみようではないか。

八
はち

幡
まん

奈
な

多
だ

宮
ぐう

宇佐神宮の別宮として奈多海岸に創建されたと伝わる。国の重要文化財

に指定されている三神像を収蔵している。海岸の沖合い約 300 ｍにある

市
いち

杵
き

島
しま

という小島が元宮で、そこに主祭神である比
ひ

売
め

大
おお

神
かみ

が降臨したと

伝えられることから、海に浮かぶ岩礁に鳥居が建てられた。鳥居の向こ

うから昇る朝日が美しい。p.48 map A

三
さん

十
じゅう

仏
ぶつ

国東市の岩
いわ

戸
とう

寺
じ

というエリアにあるが、ほとんどの地図に掲載されてい

ないほど小さなお堂。住職はおらず、地域の人々がこの場所を守り保存

している。鬱蒼と茂る杉林の先にある苔むした石段を上ると、祠に祀ら

れているのは 30 体の仏様。1 ヶ月を 30 日として、毎日 1 体の仏様が国

土を守ってくださるという信仰が、今もこの地に根付いている。p. 48 

map B

（p.046）

宇
う

佐
さ

神
じん

宮
ぐう

全国に 4 万社余りある八幡様の総本宮である宇佐神宮。八幡神を祀ると

ともに、中国から伝来した仏教文化と日本固有の神道がここで習合し、

神仏習合発祥の地として今も全国から崇拝を集めている。神と仏の間に

一つの垣根もなく、両者が完全に溶け合った宇佐神宮は、全国でも稀な

存在である。上宮本殿は国宝に指定されている。p. 48 map C

文
もん

殊
じゅ

仙
せん

寺
じ

648 年開基と伝えられる六郷満山随一の古刹。知恵の仏として日本津々

浦々で信仰されるご本尊、文殊菩薩は秘仏とされ、12 年に一度、卯年

にだけご開帳される。写真の奥之院は、岩山の斜面に一体化した懸
かけ

造
づく

り

となっており、天気が良ければ境内からは瀬戸内海を挟んで四国や本州

の一部まで望める。宿坊体験もおすすめ。p. 48 map D

秋
あき

吉
よし

文
ぶん

暢
ちょう

　

天台宗 峨眉山 文殊仙寺 副住職。宇佐国東半島を巡る会 宇佐神宮六郷

満山霊場会 副会長。

熊
くま

野
の

磨
ま

崖
がい

仏
ぶつ

およそ900 年前の作といわれる国指定重要文化財。大分県最古の石仏は、

向かって右が高さ 6.8m の大日如来、左が高さ 8m の不動明王。通常は

憤怒の表情で描かれる不動明王だが、熊野磨崖仏のそれは柔和で愛らし

い。この磨崖仏への参道は、自然石が積み重なった荒 し々い 99 段の階段。

人食い赤鬼が一夜で積み上げたという伝説が残っている。p. 48 map E

 p.047

神と仏が融合し、稀有な文化がこの地に生まれた

大分県といって真っ先に人々の頭に浮かぶのは別府や由布

院、竹田などの温泉地だろう。たっぷりと湧き出る湯、数々

の名旅館、豊かな海の幸山の幸。この地に流れる心地よい

時間は旅人を優しく癒してくれる。しかしこの県にはもう一つ、

本当の意味で人の心を浄化させるパワーエリアがあることを

ご存じだろうか。それが今回ご紹介する国東半島だ。

　本州南端と四国に顔を突き合わせるように飛び出た国東

半島は、六郷（谷で隔てられた六つの里）満山（集合体）

と呼ばれる。この半島では中国から伝えられた仏教がいち早

く栄え、そこに山を修行の場とする修験者たちの山岳密教（神

道）が共存する形で、神仏習合文化が発展・醸成。神社と

仏閣が互いを受け入れながらその歴史を刻むこととなった。

平安時代（794 ～ 1185 年）に書かれた「豊後国風土記」

には奈良時代の 718 年に仁
にん

聞
もん

菩薩がこの六郷満山を開いた

とあり、今年 2018 年が開山 1300 年の節目の年となる。

　明治元（1868）年の神仏分離令発令以降も、ここ国東半

島では今も神社と寺院が手を携え、神仏習合がごく普通に

人々の暮らしの中心にある。文殊仙寺	秋吉文暢副住職は言う。

「国東半島は歴史的に、中国大陸との文化交流の関所でもあ
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りました。様々な人が行き交い、様々な信仰がここで垣根な

く溶け合った。この地の人々の受け入れる力、順応力の高さ

が生んだ独特な文化が、今もこの地に根付いているのだと

思います」。そうした国東人の気性は現代にも継承されてい

る。新しい創造の機運が、まさに今ここで高まっているのだ。

国東ならではの財産をもっと活用しよう、発信していこうとい

う人々が、自然発生的に国東半島へと集まり始めている。融

合し、化学変化を起こし、創造する――奈良の時代から未来

へ、神仏習合のDNAは確実に受け継がれている。

 p.048

国東半島の魅力を訪ねて

80を超える神社仏閣に守られた国東半島。年間を通して祭

りも多く、中でも早春に開催される「修
し ゅ

正
じょう

鬼
お に

会
え

」と、10月に

開催される「ケベス祭り」の二つの火祭りがハイライトとい

われる。どちらもたいまつの火の粉を撒き散らし、人々の無

病息災を祈願するものだが、特にケベス祭りはその激しさと

異様さで、日本でも珍しい奇祭といわれている。

　また、自然もあるがままの姿で残っている国東は、国際連

合食糧農業機関（FAO）が制定した次世代へ受け継ぎたい

農業地域「国東半島・宇佐の農林水産循環」として世界農

業遺産に認定されている。豊かな生態系、そこで育まれる

農耕文化、食文化は、国東半島ならではの魅力だといえよう。

　まさに今、実りの秋が始まる季節。美しい紅葉、神仏習合

1300 年を祝う数々の祭り、澄みきった空気に満たされた国

東半島へ、ぜひ足を運んでみてほしい。

長
ちょう

安
あ ん

寺
じ

花の寺とも呼ばれる。ここに収蔵されている国指定重要文化財である子

供の姿をした木造太郎天像は、国東半島の神仏習合が生んだ独特の彫

像。map F

富
ふ

貴
き

寺
じ

富貴寺大堂は、近畿地方以外に存在する数少ない平安建築で、九州最

古の木造建築。日本三阿弥陀堂の一つに数えられている国宝である。

map G

五
いつ

辻
つじ

不
ふ

動
どう

尊
そん

標高 362m の不動山の山肌に張り付くようにある岩屋は修験者の霊場。

足場の悪い急な山を登るが、ここからの眺めは絶景。遠く姫島も望める。

map H

両
ふた

子
ご

寺
じ

六郷満山に集う修験者たちの修行の中心地として栄えた。山門に続く石

段の両脇には国東半島最大級の石造りの仁王像が立っている。map I

国東半島へのアクセス

〈飛行機で大分空港へ〉

東京国際空港（羽田）から約 1 時間 30 分／成田国際空港から約 1 時間

40 分／中部国際空港から約 1 時間 05 分／大阪国際空港（伊丹）から

約 55 分

仁川国際空港（ソウル）から約 1 時間 30 分／台中国際空港（台湾）か

ら約 1 時間 25 分

〈国東半島での移動〉

おすすめは大分空港からのレンタカー移動。

所要時間目安：大分空港から宇佐神宮約 1 時間、大分空港から文殊仙

寺約 45 分、大分空港から熊野磨崖仏約 50 分

観光タクシーもあるが英語のできるドライバーは少ない。

ツーリズムおおいた

discover-oita.com

Facebook www.facebook.com/welcometooitapref

大分県はラグビーワールドカップ2019™の開催地の一つです。

 p.049

くにさき OYSTER　国東市と漁協、産業機械メーカー・ヤンマーの共同

事業で、2015 年に誕生した高級ブランド牡蠣が「くにさき OYSTER」。「安

全で美味しい牡蠣を作ると同時に、海の環境を守り国東に活気をもたら

す事業を三位一体で目指している」と国東市役所の根本晃和さんは言う。

人工授精により陸上生産された 2 ～ 3㎜の稚貝（写真中）を中間育成場、

干潟、豊後灘海域と移動させて育てるくにさき OYSTER。一口で食べや

すい上品なサイズ、食べた後、口に広がる海の味、そして歯応えは牡蠣

の概念を覆す。kunisakioyster.com　p. 48 map J

ヘルメット潜水株式会社　

体を温めれば健康になるという理念のもと、国東の企業、伊賀正男代表

取締役が率いるヘルメット潜水株式会社は、ウエットスーツ素材の湯た
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んぽ「クロッツ やわらか湯たんぽ」を作っている。この素材は保温性や

伸縮性はもちろん防水機能も完璧。体温以下にはならず、低温やけども

起こさない優れもの。廃校の校舎を使った工房では、地元の女性達が手

作りで湯たんぽを作っている。そのニーズは年々高まり、近年は介護ベッ

ドや車椅子、介護用入浴槽への実用化にも着手している。www.cloz.

co.jp p. 48 map K

国見の工芸家たち

神奈川県から家族で国見へ移住した「ラパロマ」の中野伸哉さんと陶芸

家の周作さん（作品・中上）親子、東京から別府を経てきた「Chikuho 

Bamboo Art Lab.」の三村竹萌さん（作品・上）、夫婦で広島から移って

きた「よつめ染布舎」の小野豊一さん（作品・下）、「美器」の岡 美希

さん（作品・中下）。かつて文化の交流地だった国東半島の国見は、今

も来るものを温かく受け入れる風土があるようだ。自由に活動しているだ

け、と語るアーティスの面々だが、彼らの存在は過疎化が進む国見エリ

アを間違いなく活性化させている。p. 48 map L

国東時間

コンピュータで作った設計図をもとに、段ボールを xyz の 3 軸でレーザー

カット。それらを組み立てると出来上がるユニークなクラフト製品は、ディ

スプレイやパッケージなど応用範囲も多様。「国東時間」の製品は海外

からも注目を集めている。しかし何より個性的なのは、この企業の地域

とのつながり方だ。代表取締役の松岡勇樹さんは週休 3 日制を導入、社

員は地域でのボランティアやコミュニティの強化に取り組む。社の敷地を

使って祭りを開催するなど、社名の通りの活動が話題を呼んでいる。

kunisakitime.com p. 48 map M
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Tokyo	新発見	第2回
ロボットは友達

Tokyo
新発見

撮影＝大見謝星斗、西山	航 (p.	52	浜松町 ,53	カフェ ,56)、坂本正行 (p.	

53	Bons-AI	)　

文＝清水千佳子　協力＝フランシス・マヤ

 p.051

ネコ型ロボットが主役のマンガ『ドラえもん』に象徴されるよ

うに、日本人にとってロボットは昔から友達的な存在だ。そし

て、21 世紀の東京にはロボットたちと気軽に触れあえる場所

がたくさんある。

「変なホテル東京 西葛西」のフロントでは恐竜ロボットがお出迎え。大

きな刺
とげ

が特徴のファヤンゴサウルスは草食系なので私たち人間は安心？

 p.052

変なホテル東京
世界初・ロボットが働くホテルが急増中

アンドロイドの案内でホテルにチェックイン！　近未来映画の

ワンシーンのような光景が「変なホテル」の日常だ。「hen(n)

（strange）」は漢字で書くと「change」の意味もあり、その

一風変わった名前は「変わり続けることを約束するホテル」

を意味している。

　旅行会社を母体とするH.I.S. ホテルホールディングスが快

適性、効率化、コスト削減をめざして長崎県のハウステンボ

スに1軒目の「変なホテル」を開業したのは 2015 年。恐竜

とアンドロイドが並んで働くホテルとして話題を呼び、翌年

には「初めてロボットがスタッフとして働いたホテル」として

『ギネス世界記録』に認定された。まばたきなどがとてもリ

アルなロボットたちは、日本語、英語、中国語、韓国語の 4

か国語でタッチパネルを使ったチェックインをサポートする。

　東京では 2017 年に開業した西葛西のホテルを皮切りに

次々オープンし、現在 5軒。10月には羽田空港近くにも開

業予定だ。ロボットがフロントにいる光景が当たり前になる

日も近い？

（上）

「変なホテル東京 浜松町」のフロント。男性のアンドロイドはここが初。「変

なホテル」は今後、大阪、福岡、京都にも開業予定。

（中）

上：和」がテーマのホテルに合わせて烏帽子をかぶった恐竜たち。時

折、唸り声を上げるなどして、ゲストを楽しませている。

右：チェックインが終わると、「ごゆっくりお寛ぎください」と話してお辞

儀。人間よりも丁寧かも？衣

unibo

上：フロント脇に座るロボット「unibo」。質問すると、朝食の時間や駅

までの道順などを答える。日本語と英語に対応。

右：東京の「変なホテル」は 80％の客室が「LG スタイラー」付き。衣

類を入れて運転させると、蒸気が噴射され、除菌、乾燥。気になるしわ

や臭いに効果てきめん。

変なホテル東京	西葛西

東京都江戸川区西葛西 5-4-7

Tel.050-5894-3770

www.hennnahotel.com/nishikasai

変なホテル東京	浜松町

東京都港区浜松町 1-24-11

Tel.050-5894-3781

www.hennnahotel.com/hamamatsucho

 p.053

変なカフェ
本格ドリップコーヒーを淹れているのは？

｢変なホテル」に続いてH.I.S. が 1月にオープンしたのが「変

なカフェ」。紙コップを指定の場所に置き、券売機で購入し

たチケットのQRコードをカウンターの機械に読み取らせる

と、とぼけた顔のロボット「Sawyer」が始動。コップをバリ

スタマシンへ移し、豆を挽いてフィルターに入れ、ボタンを

2018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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押してコーヒーを抽出。カウンターにコップを運んだ後は、

フィルターの洗浄、片付けまで単独で行う。この間 3～ 4分、

ロボットのアームがダイナミックに動いて作業を進めていく

様子は、ちょっとしたショーのようで目が釘付けに。生産者

の顔が見える農園指定の豆を注文ごとに挽いて淹れる「本格

ドリップコーヒー」(税込み 320円 ) は味も上々だ。

Sawyer

長いアームを持つ「Sawyer」と、最大 5 杯のドリップコーヒーを同時に

淹れられるバリスタマシン「Poursteady」が連動してコーヒーを提供。

変なカフェ

東京都渋谷区神南 1-21-3 渋谷モディ地下 1 階  

12 時～ 20 時（土曜・日曜・祝日のみ 11 時～）

1 月 1 日、2 日、8 月 22 日、12 月 31 日定休

www.hennnacafe.com 

ついに盆栽も語り始めた──日本のロボット文化

佐藤俊弥さんが道場長を務めるTDK	MAKER	DOJOとは、

TDKの社員なら誰でも気軽に立ち寄って創作活動ができるス

ペース。そのどこか楽しそうな雰囲気が漂う部屋で「Bons-AI

（ボンスエーアイ）」は開発された。きっかけは、佐藤さんが「テ

クノロジーが進化して、ようやく人が自然と対話できるように

なった」と感じたこと。その世界観を表現するために選んだ

「自然」が、海外への発信も意識した、日本らしい盆栽だった。

鉢部分にテクノロジーが詰まった「Bons-AI」は、光を求め

て自ら移動し、のどが渇くと鉢を赤く光らせて知らせる。そし

て、誰かが悩みを打ち明けると、含蓄のある言葉を返したあ

と、「･･････ て、ソクラテスがいってたよ」などと答える。

「Bons-AI」の知能には古今東西の名言が約 200 種類入って

いて、相手の悩みに応じて使い分けているのだ。「ロボット

との禅問答のようなものですが、これは日本だからできたの

かもしれません。小さな虫や草木、風にさえも魂が宿ると考

える独特の価値観があるため、外国ではツールというイメー

ジが強いロボットを、日本人は友達のように見る傾向がある

のだと思います。もちろん、『ドラえもん』や『鉄腕アトム』

などのマンガ、アニメの影響も大きいでしょうね」。自身も何

回か「Bons-AI」に悩み相談をしたという佐藤さん。「毎回、『そ

うくるか』という回答で考えさせられます」と笑う。今のとこ

ろは発売未定の盆栽ロボット。もし会う機会があったら、あ

なたはどんな悩みを打ち明ける？

Bons-AI（ボンスエーアイ）

上：盆栽型ロボット「Bons-AI（ボンスエーアイ）」と、生みの親で TDK 

MAKER DOJO 道場長の佐
さ

藤
とう

俊
しゅん

弥
や

さん。

左：「禅問答」がヒントとなって誕生した「Bons-AI」は悩みを打ち明け

られると、古今東西の名言を引用して返答する。

右：AI 搭載のじょうろで水をやる動きをするとじょうろが細かく震え、鉢

がカラフルに光る。「Bons-AI」が喜んでいる印だ。

「Bons-AI」は 10 月 16 日～ 19 日に幕張メッセで開催される CPS ／ IoT

の総合展「CEATEC JAPAN 2018」と 11 月 13 日～ 16 日にドイツ、ミュ

ンヘンで行われる「electronica Munich」に出展予定。

Tel.03-6852-7102 （TDK 広報グループ）

 p.054

Honda	ウエルカムプラザ青山
走る！　跳ぶ！　手話だってできる！

日本を代表するヒューマノイドロボットといえば、大手自動

車メーカーのHonda が開発した「ASIMO」だろう。名前の

由来はAdvanced	Step	in	Innovative	Mobilityで、2000 年に

誕生。以来、次々に新しい機能が追加され、現在は高度な

能力を多数有している。そんな「ASIMO」の能力の一端を

見られるのが、東京・青山にあるHondaウエルカムプラザ

青山だ。常設のステージでは日に2、3回デモンストレーショ

ンがあり、体重移動だけで進む椅子型のパーソナルモビリティ

「UNI-CUB」の実演に続き、身長 130㎝体重 48㎏の「ASIMO」

が登場。その進化の歴史の紹介とともに、走る、跳ぶ、手

話をするといった能力が披露され、観客を感嘆させる。アナ

ウンスは日本語だが、スクリーンには英語の説明を表示。イ

ベント終了後は「ASIMO」と一緒に記念撮影もできる。また、

時間帯によっては「ASIMO」を iPadで操作し、質問をしたり、
ダンスをさせたりすることが可能。大人から子どもまで楽し
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める。

ASIMO

左上：ロボットには難易度の高い連続ジャンプも軽 と々こなす。開発チー

ムの成果の一つだ。

上：指が 1 本 1 本繊細に動くため、手の表現が豊か。デモンストレーショ

ンでは手話ソングも披露する。

（左）

やや重心低めでステージを快走する「ASIMO」。予想以上の速さに観客

から歓声が上がる。

Hondaウエルカムプラザ青山

東京都港区南青山 2-1-1 Honda 青山ビル 1 階

Tel.03-3423-4118

10 時～ 18 時 

GW、8 月中旬頃、年末年始は休館

無料

www.honda.co.jp/welcome-plaza

 p.055

ソニーストア	銀座
銀座の真ん中で小犬たちと戯れる

まんまるの瞳、愛くるしい仕草。「目が合った！」と心がとき

めいた瞬間から、愛着が湧いてくる「aibo」は、2018 年 1

月に発売されたソニーの家庭用犬型エンタテインメントロ

ボットだ。その前身は 1999 年に発売され、一世を風靡した

「AIBO」で、2006 年に生産が終了された際は大きなニュー

スとなった。「AIBO」に比べ、全体に丸みを帯びた形の「aibo」

はより本物の小犬に近い風貌だ。オーナーになった人が最

初に行うのは、名前と性別、7色の中から瞳の色を決めること。

その先は、鼻先としっぽのつけ根の 2箇所に搭載された高

性能なカメラや多彩なセンサー、クラウドを利用したソニー

独自のAI 技術により、「aibo」は日々さまざまなことを覚え、

性格やふるまい、行動範囲を変えて成長していく。人の顔は

鼻先のカメラで 100 人まで覚えられ、部屋の形はしっぽのつ

け根のカメラで把握するという。海外展開も期待されている

「aibo」だが、今はまだ未定 (2018 年 7月現在 )。キュート

な小犬たちと遊んでみたい人は、ぜひソニーストア	銀座へ。

aibo

（上）

ソニーストア 銀座 4 階では「aibo」と触れあえる。目の色に合わせて、

さくら、そら、ミントと名付けられた 3 匹は性格も動きもそれぞれ。

（左）

発売から 3 か月で販売数 1 万 1111 台を突破した「aibo」。言語は日本

語と英語から選べる。

ソニーショールーム／ソニーストア	銀座

東京都中央区銀座 5-8-1 GINZA PLACE 4 ～ 6 階 

Tel.03-3573-5307 

11 時～ 19 時 

12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日は休館

 p.056

日本科学未来館
ロボットと暮らす未来を考える

｢今世界に起きていることを科学の視点から理解し、私たち

がこれからどんな未来をつくっていくかをともに考え、語り合

う場」として、2001 年に開館した日本科学未来館。入館して、

まず目を奪われるのが、吹き抜けの空間に浮かぶ美しい球体

「Geo-Cosmos」だ。1000 万画素を超える高解像度で実際の

気象データを映し出す世界初の「地球ディスプレイ」。「宇宙

から見た輝く地球の姿を多くの人と共有したい」という、館

長で宇宙飛行士の毛利衛（もうり・まもる）さんの思いから

生まれた同館のシンボル展示だ。

　複数のロボットに会えるのは3階の「未来をつくる」ゾーン。

なかでも人気なのが 1日4回行われる「ASIMO」の実演だ。

明るく開放感のある空間に「ASIMO」が走って登場すると、

会場が一気に盛り上がる。「Geo-Cosmos」と二足歩行ロボッ

トの歴史を説明したのち、かに歩きやボール蹴り、手話ソン

グなどを次々に披露。最後に「ASIMO」が発する「みなさ

んはどんなロボットと暮らしてみたいですか？」という問いか
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けが心に残る。

ASIMO

直径 6m の巨大な球体ディスプレイ「Geo-Cosmos（ジオ・コスモス）」

をバックに実演をする「ASIMO」。写真はボールを見事に蹴った瞬間。

オルタ

｢生命らしさとは何か」をテーマに造られた「オルタ」。周囲の反応をセ

ンサーで感知しながら、たえず両腕と首、顔を動かしている。

オトナロイド		

｢オトナロイド」は遠隔操作型アンドロイド。隣接するブースで操作すると、

「オトナロイド」を通して、その前に座った人と対話ができる。

日本科学未来館

東京都江東区青海 2-3-6 　Tel.03-3570-9151 

10 時～ 17 時（入館券の購入は閉館 30 分前まで）

火曜（祝日の場合は開館）、 12 月 28 日～ 2019 年 1 月 1 日は休館

大人 620円　18 歳以下 210円　6 歳以下無料　土曜は 18 歳以下無料 ( 企

画展等を除く）　

www.miraikan.jst.go.jp

 p.057

TEPIA	先端技術館
ロボットとの会話や操縦を気軽に体験

TEPIA	先端技術館	は、さまざまな先端技術を無料で体験で

きる施設。ロボットが点在する ｢テクノロジーショーケース」

は、高齢化、人口減少、地域格差の拡大という3つの課題

を解決するための技術と、未来の暮らしに役立つ技術をわか

りやすく展示したスペースだ。｢タピア」は顔や名前、誕生

日を覚えたり、接し方で会話が変わるなど、学習機能が高い

ロボット。なでると喜ぶ「パロ」は介護施設でも活躍してい

る癒し系。本物のアザラシの赤ちゃん同様、朝昼夜のリズム

があり、休んだり活発になったりするところも愛らしい。カメ

ラの前に立った人の顔から年齢を推測しておすすめの展示

を提案するのは「ZUKKU」。そう聞くと自分が何歳と診断さ

れたかが気になるが、そこは非公表だそう。そのほか、プロ

グラミング体験ができるエリアでは、二足歩行ロボットや球

体ロボットを動かしたり、小型のドローンCoDrone	Lite の操

縦にも挑戦できる。メインターゲットは次世代を担う中高校

生だというが、大人も心躍ること間違いない。

タピア

会話をしたり、天気やニュースを教えてくれるコミュニケーションロボット。

学習機能があり、やり取りするほどに仲よくなれる。

ZUKKU

高さ 10㎝のミミズクは、マーケティング支援 AI ロボット。AI と画像セン

シング技術で顧客情報を分析、おすすめの展示を案内する。

パロ

まばたきをしたり、鳴いたりするアザラシの赤ちゃんは、ギネス世界記録

に認定された「世界で最もセラピー効果があるロボット」。

Alpha	1	Pro　

プログラミング体験エリアには、子どもでも動かせるロボットがいっぱい。

指南役のスタッフも常駐している。

TEPIA	先端技術館

東京都港区北青山 2-8-44　

Tel.03-5474-6128

10 時～ 18 時（土曜・日曜・祝日は 10 時～ 17 時）

月曜休館（祝日・振替休日の場合は開館して翌平日休館） 

無料

www.tepia.jp

 p.058

ヴイストン	ロボットセンター東京秋葉原店
品揃えが豊富なロボットメーカー直営店

ビルの 4階という知る人ぞ知る立地にありながら、コンスタ

ントにお客さんが訪れるヴイストン	ロボットセンター東京秋

葉原店。その理由はロボット好きにはたまらない豊富な品揃

えのためだろう。店の入り口付近でお客さまを待つ対話ロ

ボット「Pepper」や「Sota」は、そばを通る人に繰り返し話
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しかけ、店内は常に賑やかだ。

　同店はロボットメーカーヴイストンの直営で、自社製品は

もちろん、他社のロボットも扱う。

　機能は二足歩行のみという単純なものから、「Robovie-X」

のようにコントローラーの操作で 20種類以上の動きができ

るものまで、値段も性能も幅広い。来店者の半分は外国人

といい、店内には英語の表示も多く、「Robovie-X」も英語

の説明書付き。購入を検討している人が希望した場合に限り、

ロボットのデモンストレーションも実施している。

貴重なロボットが並ぶショーケース。最上段左はテレビアニメ版『鉄人

28 号』（© 光プロダクション）をもとに、40 万円程で限定発売されたもの。

桃色花子

陽気にしゃべり、歌い、笑う「桃色花子」 ( 税込み 5 万 3784 円。椅子は

非売品）。関西弁版と英語版の 2 種類を販売。

Sota

右上：親しみやすい見た目の「Sota」は高さ 28㎝の小さな対話ロボッ

ト。プログラミング次第で、受付やプレゼンなどにも利用可能（国内で

の使用のみ可能）。

Pepper

左下：元気な声でお客さまに話しかける対話ロボット「Pepper」。胸の

ディスプレイにタッチしてぜひ「ペッパー絵日記」を見てほしい。

Robovie-X

右下：決めポーズの「Robovie-X」( キット 8 万 2080 円、完成版 12 万

3530 円。ともに税込み、店頭販売価格 )。プログラミング次第で、三味

線を弾いたり、側転をすることも可能。

ヴイストン	ロボットセンター東京秋葉原店

東京都千代田区外神田 1-9-9 内田ビル 4 階

Tel.03-3256-6676 

11 時～ 20 時（土曜・日曜・祝日 10 時～ 19 時）

木曜休業

www.vstone.co.jp

家で待つのはペット？　家族？

「2025 年にはすべての家庭にロボットが 1台ずつある世界

に」というビジョンのもと、ユニークなコミュニケーションロ

ボットを造り続けている「ユカイ工学」。その愛すべきロボッ

ト群から人気の 2点を紹介する。

Qoobo

しっぽの付いたクッション型セラピーロボット (1 万 2000 円 )。なでかた

によって、しっぽの動きが速くなったり、遅くなったりする。ペットのよう

な癒し効果があると評判だ。フレンチブラウン ( 写真左 )とハスキーグレー

の 2 色。

www.ux-xu.com/product/qoobo

BOCCO

高齢者や子どもの見守りをしてくれるロボット(2 万 9000円)。スマートフォ

ンのアプリから留守番中の子どもにメッセージを送ると、「BOCCO」が可

愛いらしく話してくれる。インテリアになじむシンプルな色と形で、2 つ

のボタンだけで操作できるのも魅力。英語でも使用可能。

www.bocco.me

ロボットの魅力を動画にして連動公開しています。詳しくは、公式 HP を

ご覧ください。

int.kateigaho.com
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デザイン

	デザインラボ
		

プロダクツ
―日本の「よいデザイン」に囲まれる
撮影＝西山		航

文＝編集部　文協力＝阿部聖子  

p.059

東京駅丸の内南口を出ると、すぐ左手に見えるKITTE 丸の内

3階に 2017 年春に誕生した「GOOD	DESIGN	STORE	TOKYO	

by	NOHARA」には、選りすぐりのGマーク商品がずらりと並

ぶ。「Gマーク」は 1957 年に当時の通商産業省が創設した、

評価・推奨制度であるグッドデザイン賞を受賞したものごと

に与えられる良質なデザインの証。なかでもロングライフデ

ザイン賞は、Gマーク取得後 10年以上にわたって使い手か

ら支持され、今後も評価され続けると思われる良品に与えら

れる名誉だ。この賞を受賞した日本を代表するデザイナー、

柳
やなぎ

	宗
そう

理
り

デザインの「バタフライスツール」やカトラリー「エ

ジンバラ24Pセット」をはじめ、店舗で取り扱う商品は入れ

替わりながらも約 1000 品。取引先は 300社を超えるという。

日本全国各地から集められた一つ一つに、作り手の伝統の

技や使い手への気遣いといった濃
こま

やかな日本人らしさが見て

とれて、その美意識に心が躍る。GOOD	DESIGN	STORE	

TOKYO	by	NOHARAでジャパンデザインの贈り物やお土産を

選んでみてはどうだろうか？

GOOD	DESIGN	STORE	TOKYO	by	NOHARA

国内初のグッドデザイン賞受賞商品の常設店

東京都千代田区丸の内 2-7-2　ＫＩＴＴＥ丸の内 3 階

Tel. 03-5220-1007

11 時～ 21 時 ( 日曜・祝日 ～ 20 時 )

gdst.nohara-inc.co.jp

info.gdst@nohara-inc.co.jp

上：「バタフライスツール」（座面高さ 34.0 ×幅 42.5 ×奥行 31.0cm）4

万 5000 円

右上：植木鉢「ワンポッツ」手前 2 点が 5 号（高さ 13.8cm）各 4800 円、

奥 6 号（高さ 16.5cm）5800 円

右下：「エジンバラ 24P セット」ディナーナイフ、ディナーフォーク、ディ

ナースプーン、ティースプーン×各 6 本　1 万 9800 円

文様
―麺類のかたち
文＝原	研哉　

撮影＝西山	航  

p.060

うどん、そば、冷麦、そうめん、と日本の麺類は太さが様々だ。

よく観察してみると断面の形状も、四角いものと丸いものが

あることがわかる。四角いものは、薄く延ばした麺生地を包

丁を使って切り出すことで作られたもの。丸いものは生地を

手で引き延ばしそれを重ねてさらに引き延ばすという行為の

繰り返しで細い麺に仕上げられたものである。切るか、延ば

すか、発想が随分と違うが、これは味覚にも影響している。

そばは、包丁で切って仕上げられるので、食感も口当たりも

きりりとシャープである。そうめんはそばよりもさらに細く延

ばされ、丸い断面に仕上げられているので、おそらくは円柱

の隙間にツユが豊富に入り込むせいか、食感はまろやかか

つジューシーである。

　穀類を一度「粉」にし、そこに「かたち」を与えて「食物」

にする。ここには興味深い食のインターフェイスデザインが

観察できる。イタリアではソースの乗り物として、「マカロニ」

があるが、日本は、ひも状のインターフェイスに集約し、太

さと断面形状に工夫を凝らしているのである。

日本の麺類

4000 年以上前に小麦が中国へ伝わり、1500 年以上前、そこで麺食文化

の原型が生まれた。

日本で最も古い麺は中国から伝わった「索
さく

餅
べい

」で、10 世紀の書物にそ

の名の記載があり、そうめんの原型と言われる。うどんは 14 世紀には公

2018年		春／夏号		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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家や禅寺で日常的に食されていた。そばが文書に登場するのは 15 世紀。

江戸時代には麺食文化が開花し、そばの食べ方もざる・かけ・せいろ・

あつもり・釜揚げ・湯だめなどと多様化。幕末には江戸のそば屋は

3763 軒を数えたという。ちなみにラーメンは明治以降に日本に伝わった

中国の麺。

日本での麺類は元々ハレの日に食す、祝いと祈りの食べ物であった。引っ

越しそば、年越しそばの風習にもその名残が見える。

左ページ、左から：そうめん、ひやむぎ、そば、うどんの乾麺。

右ページ、左から：讃岐うどん、きしめん、ほうとうの乾麺。

ほかにもさまざまな種類の太さ、断面の麺があり、乾麺以外にも生麺、

半生麺と状態も多様。一般的にそうめんの長径は 1.3mm 未満、ひやむ

ぎは 1.3mm 以上、1.7mm 未満。うどんは 1.7mm 以上のものを指す。

ひやむぎはそばと同じく切って仕上げるため断面が角型だが、そうめん

は手延べの場合丸型となる。

原	研哉（はら・けんや）

デザイナー。「もの」のデザインと同様に「こと」のデザインを重視して

活動中。ものの捉え方や価値観を更新するプロジェクトを多数手がける。

長野オリンピックの開・閉会式プログラムや、愛知万博の公式ポスター

など日本文化に深く根ざした仕事も多い。2002 年より無印良品のアート

ディレクター。2017 年にオープンした Japan House プロジェクト総合プ

ロデューサー。著書に『デザインのデザイン』、『白百』ほか多数。  

www.ndc.co.jp/hara

建築
― ”パラメトリックデザイン”の羽
写真＝阿野太一

文＝佐野由佳
 

p.062

おびただしいフィン（羽）で覆われた、不思議な印象の建築。

台湾の南
なん

投
とう

県にある、台湾最大の産業技術研究開発機構

「ITRI」のオフィスである。

　設計したのは、ノイズアーキテクツ。代表のひとり豊田啓

介さんは、「地層が地面にあがってきたような重さのあるイ

メージ。同時に、空気の流れのなかに入っていくような軽さ

も表現したかった」という。研究室やオフィスのほか、レス

トランなどのコミュニティ施設も併設した建築は、スペース

によって目的や求められる条件も様々だ。外光を存分に取り

入れたいところ、遮光したいところ、外から見えてほしい場所、

見えては困る場所。それら目的に応じた要素を、100m四方

4階建ての建築のなかに盛り込み、かつシンボリックな建築

としてのデザインを実現するため、豊田さんは構造体の外側

をフィンで覆うことを考えた。すべての条件の違いを、コン

ピュータプログラム上で数値化しシミュレーションする ”パラ

メトリックデザイン ”により、フィンの角度や密度を設定し全

体に配した。

　ノイズアーキテクツがつくるものは、そんなコンピュテー

ショナルデザインの先端を行く。「コンピュータやデジタル技

術を使うことで、初めて可能になるデザインを意識的にやっ

ている」という。人の認識を超えた情報量を、あるルールの

もとで扱うから、手間やコストの問題でできなかったものが、

むしろ合理的に省コストで実現可能となる。その表現の領域

は、彼ら自身にも未知なるものだ。「でもいつかは体系的に

価値を持つようになるはずで、僕らがまずそれを実験してい

るようなもの」。新しく普遍的な未来を探っている。

約 4000 枚使用したというフィンの、角度や密度はその場所にあわせて

固定されている。永い年月の間に設備や配管などを組み替えたり、入れ

替える可能性もある。外壁の外側をさらにフィンで有機的に覆っている

のは、そうした軀体そのものの変化によって、建築の美観が損なわれる

のを防ぐためでもある。竣工は 2015 年。
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アーティスト
インタビュー 深堀隆介

―水面の向こうに己を見る

撮影＝八田政玄　文＝編集部

p.064

透明な超難黄変エポキシ樹脂を何層も重ね、その中に少し

ずつアクリル絵の具で金魚の身体を立体的に描いてゆく。

出来上がった作品は、まるで本物の金魚のごとく、水面下

にゆらりと美しく自然な影を落とす。金魚絵師・深堀隆介さ

んの代表的な樹脂の作品である（写真左下）。

　今でこそ金魚というと深堀さんの名が出てくるまでに国内

外で有名になったが、美大を出た当初はまったく金魚には

興味がなかったというから驚きだ。

		「小さい頃は金魚ってちょっとかっこ悪いもの、アートにな

んてならないものと思っていました。弥
や

富
とみ

市という金魚の養

殖が盛んな町の近くで生まれ、身近に金魚がありすぎた。

その頃日本人は海外のモノを尊ぶ傾向にあり、私も熱帯魚

の方がかっこ良く見えてましたね。ただ水の中の生き物には

ずっと興味がありました。人間は水中では生きられない。で

もその水中が彼らにとっては生きる場所で、逆に水がないと

死んでしまう。水面を境としたあちら側とこちら側。考える

ほどに惹かれるテーマでした」

　そんな深堀さんがある時、天啓に打たれるように金魚の

美に気がついた。「もう美術なんてやめてしまおうと、悩み

疲れて自室で寝転がった時でした。ベッドの横にあった汚れ

た水槽の中に、ゾクゾクするほど美しい、赤く光る背中があっ

たのです。その美しさを表現したくて、描いて描いて描きま

くりました」。その衝動は借り物ではなく、自分の中から出て

きたオリジナルのもの。「海外の人はもちろん、日本人にも

金魚の美しさに気づいてほしくて、以来ずっと金魚の作品を

作っています」。聞けば確かに金魚というのは稀有な魚であ

る。突然変異で発生して以降、1500 年以上前からずっと人

類に飼われ、その特異な体色を維持している。ヒトが彼ら

の飼育をやめれば、三代で祖先の鮒
ふな

に戻ると言われている。

「そう聞くと儚そうですが、実際は愛情さえかけてあげれば

とても長生きします。強い魚ですよ。そして行動がいちいち

人間を連想させる。狭い水槽で過剰に飼うと喧嘩が起こる。

人間で言う戦争ですね。生きているだけで糞尿で水を汚す

ところも、人間という存在を彷彿とさせます。地球は汚れて

いく水槽です。下水処理と言っても、実は人の力ではまだ

完全には綺麗にならないんですよ」。

　この夏からは初めて公立美術館での個展巡回展を行って

いる。展示では、江戸時代に有名だった金魚屋「真
しん

鍮
ちゅう

屋」

を現代に再現。1年以上かかって制作するアクリルの大作の

数々の他、平面や立体のさまざまな作品を展示している。

「色々な表現方法がありますが、やはり基本は金魚。自分の

アイデンティティが金魚なんです」と真っ直ぐに語る深堀さ

ん。

　「今年で金魚を描き始めて18 年になりますが、まだまだや

りたいことがありますし、もっと世界中の人に自分の作品を

見てほしい。死ぬまで金魚を描き続けたいですね」

深堀隆一（ふかほり・りゅういち）

美術作家。1973 年、愛知県生まれ。1995 年、愛知県立芸術大学美術学

部デザイン・工芸専攻学科卒業。2000 年、金魚の魅力に目覚める（金魚

救
・

い
・

）。2005 年より国内外にて個展多数開催。2013 年、MY MODERN 

MET 10cutting-Edge Artist of the21st Century 受賞ほか。横浜美術大学

客員教授。

goldfishing.info

『金魚絵師	深堀隆介展	平成しんちう屋』

9 月 15 日～ 11 月 4 日

刈谷市美術館

愛知県刈谷市住吉町 4-5

www.city.kariya.lg.jp/museum

『2.5D	Painting』

12 月 13 日～ 12 月 19 日

Joshua Liner gallery

540 West 28th Street, New York, NY

joshualinergallery.com

2018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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( 写真 )

《金魚酒 命名 彩
あや

傘
がさ

》2017 年

平塚市美術館での展示風景。

深堀さんが「これからの制作の軸にしたい」と語る、板に樹脂を塗り重

ねた《蒼
そう

鬼
き

》2018 年
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イベント
ガイド 文＝鈴木糸子、編集部

p.066
 

国際建築展で観る、日本建築界の試み
第16回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 日本館

安藤忠雄、伊東豊雄、谷口吉生、隈研吾や妹島和世などの

活躍により、注目を集める日本の建築界。彼らも過去に携

わり、2012 年には日本館が金獅子賞・パビリオン賞を受賞

した「ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」。その第 16

回展が現在開かれ、高い評価が寄せられている。キュレー

ターであるアトリエ・ワンの貝島桃代のもと、「建築の民族誌」

をテーマに、国内外の大学やデザインスタジオ、建築家や

現代美術作家など42 組が出品。設計詳細図からハイブリッ

ドな都市環境図、自然災害後の大規模調査まで、さまざま

なアプローチのドローイングを展示。建築と暮らしや、建築

の役割を考えさせると同時に、未来の社会への提言を投げ

かける内容となっている。（鈴木糸子）

～ 11月25日

ビエンナーレ会場 ジャルディーニ地区内

www.labiennale.org/en

（写真）

©Andrea Sarti/ CAST1466, photo courtesy of the Japan Foundation

世界はすべてデザインでできている
企画展「デザインあ展」　

2013 年に美術館「21_21DESIGN	SIGHT」にて22 万人を動

員した『デザインあ展』が、新作を携えて帰ってくる。「デザ

インあ」とはNHK	Eテレによる子ども向けのテレビ番組。身

の回りに当たり前に存在しているモノをデザインの視点で捉

え直し、斬新な映像手法と音楽で表現した 15分番組で、大

人のファンも多い。

　本展はそんな「デザインあ」的思想で構成された、大人も

子どもも楽しめる展覧会。見て、聞いて、時には自らが動き

回ることで、デザインの本質に気づける優れた構成となって

いる。お弁当の中身、トイレのマーク、家紋、回転寿司

……、世の中を構成する何気ないひとつひとつが、鑑賞後は

違った意味と深みを持って見えてくるはずだ。

　頭を空っぽにして先入観なく楽しんでほしい。（編集部）

～ 10 月 18 日　日本科学未来館

東京都江東区青海 2-3-6

2019 年 4 月～　山梨県立美術館

山梨県甲府市貢川 1-4-27

2019 年 6 月～　熊本市現代美術館

熊本県熊本市中央区上通町 2-3 びぷれす熊日会館 3 階

www.design-ah-exhibition.jp

世界的デジタルアート集団の新作を体感

多彩なジャンルとのコラボレーションにより、注目を集める

デジタルアート。世界で活躍する著名な２つのアーティスト

集団による、それぞれの新作を楽しめるスポットが、相次い

で日本に誕生した。東京・お台場の「MORI	Building	DIGITAL	

ART	MUSEUM	:	EPSON	teamLab	Borderless」は、チームラ

ボ初の常設ミュージアムで、光を遮断した迷路のような空間

に、順路の指定なく50以上の作品が点在。手探りで進んで

ゆくと、眩しいほど鮮やかな色彩や、絶え間なく流れて変化

する映像による、インパクト溢れる作品群に次々に出合える。

ボルダリングなど全身を使って体験する作品や、描いた動

植物がスキャンされ壁面に投影される作品、茶碗の中に投

影された花ごと日本茶を味わう作品など、インタラクティブ

に楽しめることがコンセプト。全作品を制覇するためには、

一日では足りないかもしれない。長崎県長崎市の伊王島に

2018年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ
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ある「ISLAND	LUMINA」は、カナダを中心に世界 8カ所で

展開され人気を博す「LUMINAシリーズ」の日本初上陸作

品として、世界最高峰のデジタルアート集団・MOMENT	

FACTORY が手掛けたもの。日没後、周囲の森の中に光と

映像による演出が浮かび上がり、約 1kmのコースを巡りな

がら「魔法の宝石を探す旅」という冒険物語を体感できる。

（鈴木糸子）

MORI	Building	DIGITAL	ART	MUSEUM	:	EPSON	teamLab	Borderless

東京都江東区青海 1-3-8　お台場パレットタウン

Tel. 03-6406-3949　( 電話受付／ 10 時～ 18 時 )

borderless.teamlab.art

ISLAND	LUMINA

長崎県長崎市伊王島町 1-3278-3

Tel. 095-898-2202

日没後～ 23 時（最終入場 22 時 30 分）

www.islandlumina.jp/en
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日本茶
あたらしくておいしい日本茶レシピ

		

写真＝西山	航　スタイリング＝ chizu

文＝相馬素子　協力＝本間節子

 p.068

封を切ると、ふわっと甘い香りが広がる日本茶。味や香りが

変化しやすい繊細な日本茶を、おいしいうちに飲みきる智恵

を、日本茶インストラクターの本間節子さんに教わります。

ハーブと合わせて

フレッシュハーブを急須の茶葉に加えて淹れるだけ。清 し々

いハーブの香りがたち、飲むとしっかり日本茶という、新鮮

な味わい。

■手順
1.	急須に入れるハーブは、4g ほどを目安にザクザク刻む（香りの強いハー

ブは少なめにして様子をみる）。飾り用に先の小さい葉を切り、カップに

入れる。

2.	急須に茶葉を入れ、準備したハーブを加え、お湯を注ぎ浸出させる。

3.	飾り用のハーブを入れた 1 のカップに注ぐ。

＊抹茶の場合は、あらかじめ熱湯の中にハーブを入れ、香りを移しておく。

お湯の温度が下がったらハーブを取り除く。ハーブを適量入れたカップ

に注ぐ。

（p.069 上から反時計まわりに）

●普通煎茶＋ふきのとう

茶葉 4g、お湯 80℃・240ml、浸出時間 1 分

他にレモングラスも合う

●普通煎茶＋しそ

茶葉 4g、お湯 80℃・240ml、浸出時間 1 分

●抹茶＋スペアミント

抹茶 2g、お湯 70℃・100ml 

●和紅茶＋山椒

茶葉 4g、お湯 90℃・240ml、浸出時間 2 分

他にカモミールやアップルミントも合う

●深蒸し煎茶＋レモングラス

茶葉 4g、お湯 80℃・240ml、浸出時間 30 秒

他にコリアンダーも合う

●釜炒り製玉緑茶＋レモンバーム

茶葉 4g、お湯 80℃・240ml、浸出時間 1 分

他にローズマリーも合う

●ほうじ茶＋アップルミント

茶葉 5g、お湯 90℃・240ml、浸出時間 1 分

他にディル、バジルも合う

●深蒸し煎茶＋ディル

茶葉 4g、お湯 80℃・240ml、浸出時間 30 秒

 p.070

柑橘と合わせて

柑橘の皮を、茶葉に加えていつものように淹れるだけ。ふわっ

と爽やかな柑橘の香りがたち、より日本茶の旨味が感じられ

る。お茶と柑橘、色々な組み合わせが楽しめる。

■手順
1.	茶葉と柑橘の皮（規定量）を急須に入れる。一部の皮は飾り用に小さ

く削ぎとってグラスに入れておく。

2.	急須にお湯を注ぎ、浸出させる。

3.	皮を入れた 1 のグラスに注ぐ。

（P.071 上から時計まわりに）

●和紅茶＋みかん

みかん 30g、茶葉 4g、お湯 90℃・240ml、浸出時間 1 分

他に金柑（10g）、レモン（6g）、オレンジ（10g）も合う

●深蒸し煎茶＋ゆず

ゆず 6g、茶葉 4g、お湯 80℃・240ml、浸出時間 30 秒

2018年		秋／冬号		日本語編
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他にレモン（6g）、文旦（15g）も合う

●ほうじ茶＋すだち

すだち 10g、茶葉 5g、お湯 90℃・240ml、浸出時間 1 分

他にレモン（6g）、かぼす（10g）、ゆず（6g）も合う

●普通煎茶＋金柑

金柑 10g、茶葉 4g、お湯 80℃・240ml、浸出時間 1 分

他にゆず（6g）、レモン（6g）も合う

 p.072

炭酸を加えて

急須にお湯を注ぎ、茶葉を開かせてから炭酸水を加えるので、

浸出に時間がかからず、すぐに冷たく飲める。風味は穏やか

で、シュワッと微炭酸。お酒のような感覚で、食事にも合わ

せてみて。

■手順
1.	急須に茶葉を入れ、少量のお湯をゆっくり注ぐ。

2.	1 分おいて、茶葉をゆっくり開かせる。

3.	炭酸水（無糖）をゆっくり数回に分けて注ぎ（左ページ）、さらに１分

おく。

4.	ひと混ぜしたら茶こしでこし、グラスに注ぐ。

＊抹茶の場合は茶碗に茶こしでふるった抹茶を入れ、お湯を注いで茶せ

んで点てる。炭酸水をゆっくり注ぎ、ひと混ぜしたら、グラスに注ぐ。

（p.073 左から）

●和紅茶＋炭酸

茶葉 6g、お湯 90℃・20ml、炭酸 200ml

●ほうじ茶＋炭酸

茶葉 6g、お湯 90℃・30ml、炭酸 200ml

●抹茶＋炭酸

抹茶 4g、お湯 70℃・40ml、炭酸 200ml

●普通煎茶＋炭酸

茶葉 6g、お湯 80℃・20ml、炭酸 200ml

日本茶のあたらしい魅力を見つけませんか
文＝本間節子

お菓子教室を始める少し前に、日本茶に詳しくて面白いお茶

屋さんに出会い、日本茶について深く学ぶ機会に恵まれまし

た。その方から日本茶インストラクターという資格制度立ち

上げの話を聞き、日本茶をもっと知り、お菓子の仕事にも役

立てたいと思い、その資格を取りました。

　あらためて、日本茶の魅力を感じ、今の時代に合った、日

本茶のいろいろな楽しみ方を、お菓子をつくる私ならではの

視点で伝えたい、という気持ちから、日本茶レシピをつくる

ことになりました。

　私は、日本茶をまずは丁寧に淹れ、そのままおいしくいた

だくことを大事にしています。それと同じくらい、おいしいう

ちに飲みきりたいとも思います。「お湯を沸かし、適温に冷

まして急須で淹れ、飲んだ後に茶葉を捨てる」。このシンプ

ルな作業を忙しい毎日の中、時には億劫に感じてしまうこと

もあるでしょう。お茶を開封してからあっという間に 1ヵ月が

たち、味や香りが変わってしまうこともあります。そんな時に

は気分を変えて、別の角度から日本茶を楽しもうと思うよう

になりました。

　日本茶は甘みや乳製品と相性が良いほか、炭酸を加えて

も、ハーブや野菜、フルーツを加えても良いので、きっと皆

様が今までに味わったことのない、あたらしくておいしい日

本茶に出会っていただけると思います。

　また、日本茶には健康作用も期待でき、殺菌効果も高く、

ビタミンも含んでいます。また、きりっと気持ちを高めたり、

逆にリラックスさせる効果もあります。

　この特集を通じて、日本茶のあたらしい楽しみかたを身近

に感じ、暮らしに取り入れていただけたら幸いです。

本間節子（ほんま・せつこ）

お菓子研究家、日本茶インストラクター。自宅でお菓子教室「atelier	h（ア

トリエ・エイチ）」を開くほか、書籍や雑誌でのレシピ提案、日本茶のイ

ベントや講習会などで幅広く活躍している。著書に『日本茶のさわやか

スイーツ』（世界文化社）、『まいにちのお菓子づくり』（主婦の友社）など。
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牛乳＆豆乳を加えて

ほうじ茶、抹茶、和紅茶と牛乳の組み合わせは馴染みがあっ

ても、煎茶との組み合わせは、はじめての方も多いかもしれ

ない。煎茶の旨味や苦みと牛乳＆豆乳の組み合わせも是非

楽しんでほしい。

 p.075
茶種	 お湯の温度と分量	 浸出時間	 牛乳または豆乳の分量
普通煎茶 80℃　180ml 1 分 60ml

深蒸し煎茶 80℃　180ml 30 秒 60ml

蒸し製玉緑茶 80℃　180ml 1 分 60ml

釜炒り製玉緑茶 80℃　180ml 1 分 60ml

ほうじ茶 90℃　180ml 1 分 60ml

和紅茶 90℃　180ml 1 分 60ml

抹茶 80℃　 60ml  30ml

■手順
1.	急須に茶葉 6gを入れる

2.	お湯を急須に注ぎ、浸出させる。

3.	70℃に温めた牛乳 /豆乳を加える。（牛乳 /豆乳は温めてから、泡立

て器で攪拌して泡状にしたものを加えるとふんわりしておいしい。）

＊抹茶の場合は、茶碗にふるった抹茶 2g を入れ、お湯を注いで茶せん

で点てる。70℃に温めた牛乳（豆乳）を加える。

甘みを加えて

ほんの少しの甘みを加えると、疲れた時には、ほっとし、どこ

か懐かしい味わいになる。おすすめのお茶と甘みの組み合わ

せを紹介する。

茶種	 お湯の温度と分量	 浸出時間	 おすすめの甘み
普通煎茶 80℃　230ml 1 分 きび砂糖 / はちみつ / 砂糖

深蒸し煎茶 80℃　230ml 30 秒  はちみつ / 砂糖 / きび砂糖

蒸し製玉緑茶 80℃　230ml 1 分 はちみつ

釜炒り製玉緑茶 80℃　230ml 1 分 はちみつ

ほうじ茶 90℃　230ml 1 分 メープルシロップ / 黒糖 / 和三盆糖

和紅茶 90℃　230ml 1 分 コンデンスミルク / はちみつ

抹茶 80℃　 70ml  黒糖 / はちみつ / 砂糖

■手順
1.	急須に茶葉 6gを入れる。

2.	お湯をゆっくり注ぎ、浸出させる。

3.	好みの甘みを加えた器に注ぐ。

＊抹茶の場合は茶碗にふるった抹茶 2g を入れ、甘みを加えてお湯を注

ぎ、茶せんで点てる。

 p.076

茶葉の種類

（左上から下へ順に）

1 普通煎茶

お茶の新芽を摘み取り、蒸して殺
さっ

青
せい

し、揉みながら乾かして針状に撚
よ

っ

た一般的な製法のお茶。甘み、旨味、渋みのバランスがとれている。

2 和紅茶

お茶の葉を摘み取った後、酸化発酵させた茶葉を使い、紅茶の工程で

つくる。味も香りも甘く、渋みが少なく、柔らかさを感じる。

3 抹茶

摘み取る前に覆いをかけて日を遮って育てられたお茶の葉を使い、葉を

蒸してそのまま乾かし、石臼で挽いて粉にしたもの。

4 普通煎茶

1 に同じ。上質なものは少し低めに冷ましたお湯で淹れると旨味が引き

たつ。

5 蒸し製玉緑茶

お茶の葉を摘み取った後、蒸して殺青し、揉みながら乾かした曲がった

形状のお茶。甘くて旨味があり、濃すぎないので人気。

6ほうじ茶

でき上がったいろいろなお茶をさらに焙
ほう

じた（焙煎した）お茶。香ばし

い風味で、カフェインも少なく、飲みやすい。

7 深蒸し煎茶

お茶の葉を摘み取った後、普通煎茶よりやや長く蒸して殺青し、揉みな

がら乾かし、棒状に撚ったお茶。さっと味が出るわりにコクがあり濃厚。

8 和紅茶

2 に同じ。紅茶にする品種も生産者も増えてきて、需要も高まっている。
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9ほうじ茶

6 に同じ。焙じ具合で色やコク、甘さに違いが出る。

10 釜炒り製玉緑茶

お茶の葉を摘み取った後、釜で炒って殺青し、揉みながら乾かした曲がっ

た形状のお茶。ふわっと甘い香りで、すっきりした味。

 p.077
日本茶の種類について
文＝本間節子

日本茶とは、日本でつくられているお茶の中で、椿科のカメ

リア・シネンシスの樹の葉からつくられたものをさします。

日本茶は、製法、部位、加工、産地、品種などの特徴を組

み合わせて名前がつけられていることが多く、その特徴を知っ

ておくと選ぶ時の参考になります。

　日本茶は製法により、見た目も味も変わるため、製法によ

る分類が主流です。[普通煎茶、深蒸し煎茶、蒸し製玉緑茶、

釜入り製玉緑茶、玉露、てん茶（抹茶 )、和紅茶、番茶 ]な

どが、それにあたります。

　日本茶の製法の工程は、お茶の樹を栽培する→お茶の芽

を摘む→加熱（蒸気で蒸す・釜で炒る）して酸化発酵を止

める（殺青）→揉みながら乾かす（粗
そ

揉
じゅう

）→力を加えて揉む

（揉
じゅう

捻
ねん

）→形を整えながら乾かす（精
せい

揉
じゅう

）→乾かす（乾燥）

→残っている水分や形を整える（仕上げ）を経てでき上がり

ます。この工程の中の一部が変わると、でき上がるお茶も違

い、上で紹介したように分類されます。

　製法とは別に、煎茶や玉露を作るときに選り分けられるお

茶の部位による分類があります。[ 茎茶、かりがね、芽茶、

粉茶 ]などです。

　また、つくったお茶に新たに別の加工を施してできる [ほ

うじ茶、玄米茶 ]などもあります。

　その他に、[八女茶、知覧茶、宇治茶、静岡茶、狭山茶 ]

などの産地の名前、[やぶきた、さえみどり、あさつゆ、つ

ゆひかり、べにひかり]など、茶の樹の品種で表記、分類さ

れることもあります。

　このようにいろいろなお茶があり、それぞれに香り、水
すい

色
しょく

、

味の特徴の旨味、甘み、渋みなどに違いがあります。

　製法や部位、産地など、ご自分の好みに合うお茶を探して

みてください。

お酒と合わせて

煎茶ジン

1.	釜炒り製玉緑茶、または普通煎茶 3g を容器に入れてジン 50ml を注ぐ。

3 時間～一晩おくと色と風味が抽出される。

2.	茶こしでこす。

3.	グラスに砂糖小さじ 1/2 を入れ、2 を注ぐ。

4.	お好みで炭酸水、もしくは白ブドウジュース 150ml を静かに注ぐ。

抹茶ビール

1.	抹茶 2g を茶こしでふるい、器に入れる。

2.	水 10ml を加え、茶せんで練り混ぜる。

3.	お湯 10ml を加え、茶せんで香りをたてるように混ぜる。

4.	水 50ml を加え、しっかりと茶せんで泡を立てる。

5.	グラスに注いだビール 350ml に、4 をそっと注ぐ。

『あたらしくておいしい日本茶レシピ』

本間節子さんによる日本茶のあたらしい魅力を探るレシピが満載。この

特集で紹介したレシピの他、煎茶スムージー、桜煎茶、抹茶バナナシェ

イク、さらには茶葉を使った料理まで。この一冊で日本茶のある暮らしが

ぐっと広がる。（世界文化社）

210 x 148mm  96 ページ　1300 円　日本語
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旅館
秋澄む
［	The	Ryokan	Collection	］

写真=工藤憲二　文=鈴木博美

 p.078

大陸から乾燥した冷たい大気が流れ込むとともに、空の透明

度が高まり、遠くに望む景色も鮮やかになる秋に訪れるべき

は、紅葉する山々に囲まれた旅館。そこは、日本人が ”澄む ”

と表現する美しさに満ちている。

高温で湿った空気が列島を覆う夏が過ぎると、ようやく過ご

しやすい秋が巡ってくる。この時期の日本は、祝日が多くあ

るためしばしば連休となり、絶好の行楽シーズンとされてい

る。暑かった夏と、寒さ厳しい冬との合間の、ほんのひととき。

爽やかな気候、収穫期を迎えた美味なる食材、そして鮮や

かに色づく紅葉が、人々を旅へと誘う季節となる。

　日本人が四季折々に対して抱く情趣を知るために、目を向

けたいのは季語である。自然観や哲学、思想、美意識など

が 17音の中に込められている、世界で最も短い詩として知

られる俳句。俳句は、必ず季節を表す言葉である季語を含

ませるのが作法となっており、季節感の文学とも言われてい

る。日本の気候風土や、季節に対して鋭敏な感覚を持つ日

本人の民族性をも表す季語で、秋は「澄む」と表現されて

きた。「秋澄む」は、澄んだ大気のこと。「水澄む」は、底

が見えるほどに透明度が高まった川や湖水の様子。「空澄む」

は、澄明なる天空。「物の音
ね

澄む」は、澄んだ空気の中で、

あらゆる音が冴えてはっきり聞こえること。そして、紅葉に彩

られる山々は「山澄む」と表現される。いわば「澄む」とい

う感覚は、日本の秋そのものなのである。

　森羅万象が澄んで感じられる秋を味わうのであれば、豊か

な山々の自然に抱かれた場所にある旅館に滞在するのがお

すすめだ。錦に染まる紅葉を楽しみながら過ごしていると、

いつもより景物の輪郭がくっきりと見えていることに気付くこ

とだろう。川のせせらぎや葉擦れの音、鳥のさえずりや虫の

音もクリアーに響いてくる。そして、温泉で清められた素肌

をやさしく撫でてゆくのは爽やかな秋風。夜になれば、星や

月の輝きも明瞭に目に映る。

　さらにこの時期は、多くの農作物、きのこ類、実ものなど

の収穫期にあたり、旬を迎える魚介類も多い。そんな秋なら

ではの美味と出会えるのも旅館に滞在する大きな楽しみの一

つである。自然の恵みや美しさを味わっているうちに、自分

自身の内なる感受性や繊細さが高まり、きっと心身までもが

澄んでいくかのような心持ちになってゆくはずだ。秋の旅館

で過ごすひとときは、夏の疲れや心の淀みをも澄み渡らせる

この上ないリフレッシュとなるだろう。

(p.079)

左：最上階に位置するロビーフロアのオープンテラスから望むのは、秘

境の雰囲気が漂う箱根連山。山頂からだんだんと紅葉が色づき始めるの

は 10月下旬頃から。11 月下旬頃まで山が錦に染まりゆく絶景を楽しめる。

下：全ての客室のテラスには、露天風呂が備わっている。山々を眺めな

がらプライベート空間で心ゆくまで温泉を堪能できる。写真提供＝箱根

吟遊

左下：吟味した旬の食材を使った目にも鮮やかな懐石料理を、各部屋の

ダイニングルームで味わうことができる。

(p.080)

左：江戸時代に俳句の礎となった俳諧を、芸術文化へと大成させた松尾

芭蕉も愛した山中温泉。大自然を眼前にした半露天風呂で、源泉かけ流

し温泉に身を委ねる至福の時間を味わうことができる。紅葉の見頃は、

11 月 10 日頃から約 2 週間。

上：館内各所に生けられているのは情趣溢れる季の花。障子越しの柔ら

かな光も美しい。

下：大きなガラス張りの窓から庭を望むロビーの一角。

(p.081)

右：白壁と瓦屋根のコントラストが印象的な、蔵をイメージして作られた

「迎賓館 蔵」。内部に 3 つの個室ダイニングスペースがある。

右下：季節の食材を、繊細な技で巧みにアレンジした京風懐石料理。味

の美味しさはもちろん、彩りの美しさにも目を奪われる。

下：坪庭と半露天風呂が付いた本館客室「飛鳥」。和の風情溢れる空間

が極上の憩いへと誘う。

写真提供＝神仙

2018年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ
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箱根吟遊
日本の老舗旅館のおもてなしと、バリの様式美が融合したラ

グジュアリーリゾート。渓谷に建ち、全客室から雄大な箱根

連山のダイナミックな景色を一望することができる。各部屋

のオープンテラスに設けられた専用露天風呂はもちろん、大

浴場「山のインフィニティ風呂」からの眺望も素晴らしい。

体を芯から温め保湿効果にも優れた温泉に浸かりながら、

開放的な気分を味わえる。東京から車で約 1時間という便利

なロケーションでありながら、大自然に抱かれる洗練された

非日常の世界を満喫できる。

住所／神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 100-1　

部屋数／ 20室

かよう亭
開湯 1300 年もの歴史を持ち、日本屈指の古湯である山中温

泉にある新数寄屋造りの旅館。旅人が我が家に帰ったごとき

安らぎを覚える宿であることを理念に掲げ、真の癒しの空間

を満喫してもらいたいと、約 3.3 ヘクタールという広大な敷

地に作られた客室はわずか 10室のみ。地元の食の生産者と

独自のネットワークを育み、有機農法の合鴨米をはじめとす

る農作物や海産物、調味料に至るまで、安心安全な食材を

用いた心づくしの料理を目当てに訪れる美食家も多い。9月

21日まで館内一部改装のため休館中。

住所／石川県加賀市山中温泉東町 1- ホ -20　

部屋数／ 10室

神仙
九州山地の中に位置し、日本神話にゆかりのある高千穂に

佇む宿。敷地内には四季折々の風情が堪能できる日本庭園

があり、館内全てが畳敷きになっている。それぞれに異なる

コンセプトを持つ多彩な趣の全客室に専用露天風呂を備え

ている。プライベートの庭がある離れの部屋も人気が高い。

女性客は「浴衣ルーム」に支度された約 40 着の浴衣の中

から、好みのものを選んで着付けてもらえるサービスもある。

神話の舞台と伝えられ、11月中旬から下旬が見頃となる屈

指の紅葉の名所「高千穂峡」まで、車で約 5分とアクセス

が良い。

住所／宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井 1127-5　

部屋数／ 13室
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■ Features

日本一の“温泉県”を知っていますか？
大分、絶景の湯巡り旅へ
豊かな源泉がこんこんと湧き、日本随一の“温泉県”として知られる大分県。

絶景と美食を楽しみながら、心身ともにリフレッシュできる旅のご提案です。

一度は滞在したい名宿から、さまざまな温泉施設まで、温泉県の自慢の湯どころをご案内しましょう。

四季を謳う、心を謳う
俳句に親しむ
日本が生んだ世界で最も短い文学、俳句。

三行詩として世界的に人気が高まり、ユネスコ無形文化遺産登録も間近といわれています。

あなたも自分の言葉で、俳句を作ってみませんか？

フルーツ大国、NIPPON
日本のフルーツの最大の特徴、それは見た目が宝石のように輝いていること。

甘くてジューシーなのは当たり前、大粒でツヤツヤで色鮮やか、しかもとびきりお洒落なデザートにも大変身する、

日本のフルーツを特集します。。

＊特集は変更になる可能性があります
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