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■ 巻頭特集

010	 日本のハート	NAGANO
	 ――千曲川ワインバレーを巡る旅
	 ワイン農園を旅しながら、土地の料理とワインをいただくのは、大人にだけ許された最高

の贅沢。緑溢れる長野・千曲川沿いは、そんな旅にうってつけです。世界に引けを取らな
いワインバレーが、日本にも誕生しています。

■ 特集

024	 BUDO
	 柳生新陰流、天道流、小笠原流、宝蔵院流。いずれも450年以上の長きに亘って、連綿と

伝え継がれてきた武道の流派です。心・技・体を鍛えるそれぞれの流派を、美しいビジュ
アルとともにご紹介します。

034		熱海と箱根へ――ゴールデンルート沿いの魅力発見
	 歴史ある温泉地・熱海、野趣溢れる温泉地・箱根。日本を代表する2つの温泉地の魅力を、

美食とアートとともに堪能できる「ザ・ひらまつホテルズ＆リゾーツ	熱海」「ザ・ひらまつ	ホ
テルズ＆リゾーツ	仙石原」を拠点に、絶景スポットを巡り、地元の文化と食を体験します。

051　新連載・Tokyo	新発見	第1回	インスタ映えするスポットへ
	 世界規模での大ブームとなっている ”インスタ映え”。東京でとっておきの一枚を撮りたいアナ

タに、「ここはどこ？！」と驚かれる絶景スポットをご紹介しましょう。

064　世界が驚くMade	in	Japan
	 見てびっくり、背景を知ってさらにびっくり、のメイド・イン・ジャパン製品のお披露目です。

金属、ガラス、シルク……。硬いものから柔らかい素材まで、伝統的な物づくりと最先端技術、
モダンデザイン融合の現場を探ります。

076	 創業90周年を祝う――知られざる ”日本美の館”
	 今から90年前、世界中に建築資材を求め、綺羅星のごとく輝いていた当時の日本の芸術家

たちに装飾をまかせることで誕生した夢の館、「ホテル雅叙園東京」。おそらく二度と造られ
ることはないであろう圧倒的な美の空間で、めくるめく感動の滞在をお楽しみください。
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003	 Works　朱　画・文＝篠田桃紅

006	 光降る森へ
	 地球は宇宙に浮かぶ森です。太陽の恵みを分かち合いながら、数々の命が共生している、

まん丸い緑の森の物語をお届けします。

030							［ギンザタナカ］日本の手仕事、その真髄II　職人技が生む祝いの兜
	 男児の健やかな成長を祝う端午の節句に、願いを込めて飾られる兜。

	 勇壮な兜を作り上げる金銀細工の職人技をご覧ください。

040	 Luxury	for	the	Senses		[The	Ryokan	Collection]

044	 アーティスト・インタビュー	
	 ●竹本織太夫 ―― 大阪で育まれた妙味を伝える
 ●宮崎いず美 ―― 変化し続けるリアルな不可思議

048	 イベントガイド＆カレンダー

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―吊るして慈しむ植物の造形美
	 ・文様―視覚化された勝負
	 ・建築	―風と光のなかに佇むワイナリー

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	 石川金網　（P.	72-73）による「ORIAMI®」

	 撮影＝西山	航

	 スタイリング＝阿部美恵
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Works
朱
画・文＝篠田桃紅 	

 p.003

あかあかと	夜の明けるかの	ごとくにも

朱の磨られゆく	我が硯かな

そう詠んだ歌人がかつていた

それは一種、ひっそりとした生命感のようなものを感じるよ

うな

口絵

光降る森へ
	

撮影＝小林廉宜　文＝編集部

 p.006

地球に届いた太陽の光が、森の深部へとしみわたる

「地球は一つの森だ」――世界中の森を旅してきた写真家、

小林廉宜氏はそう言う。宇宙に浮かぶ緑色の丸い森。人や

動物、植物が 46 億年もの間、共生してきた小さくて豊かな

森。

＊

　想像してみよう。あなたは今、宇宙から緑の地球を眺め

ている。絶え間なく、眩しい光の帯が降り注ぎ、その光が太

陽の輝きだと、あなたは気づく。光に誘われるように、ゆっ

くりと地球という名の森へと近づき、やがてあなたもその中

へ入っていく。枝を伸ばして光を迎え入れる巨木の連なり。

濃い緑の枝葉と力強い樹皮の間をくぐり抜けながら、眩しい

光が木漏れ日へと変化する頃、あなたは自分が木の根元へ

と到達したことを、そして大地に踏ん張った根の側に群生す

る小さな植物の存在を知る。木漏れ日を糧に、森の底辺に

生きる命。――ふとあなたは空を見上げる。湿った森の大地、

そこからそそり立つ巨木、空へ空へと伸びていく枝、太陽が

与える恵みの光、丸く美しい緑の地球。そうだ、この星は森

なのだ――。

＊

　世界遺産でもある青森県の白神山地には、ファザーツリー

と呼ばれる推定樹齢 400 年のブナの巨木が生きている。幹

には多くの苔が繁茂し、その根方ではクルマムグラの花が

咲き、クジャクシダやスミレサイシンの葉がサワサワと揺れ

る。弱肉強食の自然界の中で、秩序を保ちながら共生して

いく命の数々。動物も人間も、その一部だったはずなのに

――。森と向き合い続けている小林氏の言葉が甦る。「豊か

な森のあるところに争いは生まれない。奇跡は森から起こる

のです」。

青森県の南西部から秋田県の北西部に広がる白神山地。「人の影響をほ

とんど受けていない原生的なブナ天然林が世界最大級の規模で分布」

（世界遺産登録理由）していることから、1993 年にユネスコ世界遺産（自

然遺産）に認定された。ファザーツリー（P.7）は白神山地の中の高倉

森にある世界最大級のブナである。

小林廉宜（こばやし・やすのぶ）

「世界の森」「未来に残したい風景」をテーマに、希少な自然や文化を

撮り続けている写真家。シルクロード横断、フェルメール全作品の撮影

など幅広く活動している。今回の特集は、ブラジルやロシア、カナダ、

ドイツなど全 24 カ国の森で撮影した写真＆エッセイ集『森――PEACE 

OF FOREST』（2,300 円／世界文化社刊）より、白神山地の部分を再編

集した。

www.yasukoba1116.com
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巻頭特集 日本のハート	NAGANO
千曲川ワインバレーを巡る旅 		

写真＝大泉省吾、坂本正行 (p.	16-17、20)、角田	進	(p.	23)

文＝鹿取みゆき、露木朋子、安藤菜穂子 (オステリア・ガット)

地図＝上泉	隆

 p.010

ワイン農園を旅しながら、土地の料理とワインをいただくの

は、大人にだけ許された最高の贅沢。緑溢れる長野・千曲

川沿いは、そんな旅にうってつけだ。世界に引けを取らない

ワインバレーが日本にも誕生している。

(p.010)

1000 回の曲がりがあるという様子にその名を因む千曲川の流域は標高

差もあり、気候も多様。これがナガノワインの多様性をうむ。

日本ワインと長野千曲川ワインバレー
文・玉村豊男

 p.011

「日本ワイン」というのは、国内で栽培したブドウだけを使っ

て国内で醸造され瓶詰めされたワインをいう。これまでは海

外から輸入したバルクワインを詰め直したり輸入濃縮果汁を

使ったものでも「国産ワイン」などと呼ぶことが一般におこ

なわれてきたが、国税庁告示により、海外原料を使用したも

のはその旨をラベルに記さなければならないという表示規則

が 2018 年 10月に発効する。それに伴い、日本ワインとい

う名称も明確に定義されるようになった。

　ワインはブドウを育てた畑の傍らで仕込むのが本来の姿で

ある。日本では、1970	年代の中頃に本格ワインの需要が急

増したが、このときに原料を海外から輸入して国内で加工す

るという工業的な方法を選んだために、同じ時期に改革を遂

げて飛躍したカリフォルニアやニュージーランドなどから大き

く後れを取ってしまった。今回の改革によって、日本のワイ

ン産業はようやく構造的な変化を遂げ、日本ワインをつくる

ワイナリーが全国に増えて、その土地の個性を表現するもっ

とも芸術的な手段であるワインの魅力と、ワインづくりという

農業をベースとしたライフスタイルが多くの人の共感を呼ぶ

ことになるだろう。

　日本ワインの品質がおおかたの想像を超えるレベルに達し

ていることは、実際に味わってもらえれば誰もが納得すると

思う。雨が多く湿度の高い、西欧系ブドウ品種が嫌うとされ

る気候の下で、いかに日本人の努力を厭わぬ丹精とたゆま

ぬ研究心が、日本ワインの特質として世界から評価される繊

細で精妙な味わいをつくり出しているか、ぜひその場に身を

置いてたしかめていただきたい。

　いま、日本には 260	あまりのワイナリーがあるといわれて

いる。なかでも長野県では、県が推し進める「信州ワインバ

レー構想」が追い風となり、ワイナリーが続々と誕生し、現

在その数 36軒になる（2018 年 2月時点）。小さいながら良

質のワインをつくる新進ワイナリーから、多彩なラインアップ

をそろえる老舗ワイナリーまで多彩。長野は基本的に雨が少

なく日照量が多い。土壌の水はけも良く、ブドウの栽培のた

めの好条件を備えているのが魅力だ。

　今回は４つある長野のワインバレーの中でも、千曲川の

上流と下流、その右岸や左岸と、それぞれに標高、土壌、

気候にバラエティがある「千曲川ワインバレー」を取り上げ

たい。

玉村豊男（エッセイスト・画家・農園主）

1945 年東京生まれ。「ヴィラデスト ガーデン ファーム＆ワイナリー」オー

ナー。2015 年より立ち上げたワイナリー「アルカンヴィーニュ」では栽

培醸造経営講座「千曲川ワインアカデミー」も主宰。次世代のワイング

ロワー育成にも力を入れる。『田園の快楽』『ワインの時間』（いずれも

世界文化社刊）など著書多数。
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ワインを身近に感じる大人の旅を
千曲川ワインバレーの愉しみ方

 p.012

軽井沢を抜けると、追分から上田までの「浅間サンライン」

が始まります。この道は別名「ワイン街道」。いつかこのエ

リアが「ワインバレー」と呼ばれる日が来るようにと夢見た

のは、僕が東部町（現・東
とう

御
み

市）の「ヴィラデスト」の地

に初めてシャルドネとメルローを合わせて500 株植えた

1992 年のことでした。

　2013 年に長野県から「信州ワインバレー構想」振興策が

発表され、その夢は現実となりました。今、長野県には 4つ

のワインバレーが存在します。歴史と伝統を誇る「桔梗ヶ原

ワインバレー」、雄大なアルプスを背負った「日本アルプス

ワインバレー」、山ブドウなどを使ったワインづくりも注目の

「天竜川ワインバレー」、そして「千曲川ワインバレー」。な

かでも「千曲川ワインバレー」は、わが「ヴィラデスト」を

筆頭に、新規参入のワイナリーや生産者の熱いパワーに満

ちた注目のエリアです。

	「千曲川ワインバレー」の旅を愉しむなら、まず、川に沿う

ような「浅間サンライン」を走り、この地ならではの景色の

変化に触れてください。山々がおりなす高低の差、ごつごつ

した岩肌、緑の色合いの違い。変化する風景は、同じブドウ

でも多種多様に育ち、多彩なワインが生まれる風土であるこ

とを意味します。風土も多様なら、旅のプランも多彩です。

小諸の「マンズワイン」を訪ねて、ワインづくりを始めた「中

棚荘」に泊まる旅もいい。東御の各ワイナリーから30～ 40

分も車で走れば、鹿
か

教
け

湯
ゆ

や上
かみ

山
やま

田
だ

といった昔から知られた

名湯もあります。千曲河畔には「草
そう

如
じょ

庵
あん

」のような小さいな

がらおいしい料理店も増えました。天然酵母系パン屋さんや、

シャルキュトリーなど、志ある若い人たちが独立して、さりげ

なく構える店も多い。そんな所をわざわざ探して回るドライ

ブもおすすめです。また、ナガノワインの名前は聞いていて

も、実際に手に取れる場が少ないとの声も受け、2016 年Ｊ

Ｒ北陸新幹線	軽井沢駅北口１階東端に「オーデパール」

（p.23）もオープンしました。ナガノワインが気軽に飲めて買

える、新しいスポットの誕生ですね。

　しかしワインバレーの旅の最大の魅力は ”ワインを身近に

感じられる ”、この一言に尽きるでしょう。そのワインができ

た畑に立ち、空気を、風を、生産者の想いを、暮らしを肌

で感じながら、ワインを飲む。これぞワイナリー巡りの醍醐味、

何よりの大人の贅沢です。フランスやイタリアに行かなくて

も、首都圏から数時間でその幸せを味わえるのです。

　ワインやワイナリーを介在すれば、それを手がけた地元の

人 と々訪れた客との親しい交流も生まれます。次世代の観光

には、この「交流」が大きなキーワードになる予感がしてい

ます。新しい観光の規範となるワイナリーやワインバレーを

目指して……。僕の夢はまだまだ続きます。（玉村豊男さん・

談）。

ワイナリーセレクション

ブドウ畑を眺めながらワインをいただく贅沢

＊繁忙期や冬季は、営業時間や休業日が変更されることがあります。

ワイナリーやお店を訪ねる際は、事前にご確認ください。

 p.014

●日本ワイン、ナガノワインを牽引する頼もしき旗手

エッセイストでもある玉村豊男さんが東御市にヴィラデスト

ワイナリーをオープンしたのは2003年のことだ。今、振り返っ

てみると、玉村さんがこの地にワイナリーを立ち上げたこと

が、非常に多方面にわたり、日本のワインづくりに極めて大

きな影響を与えてきた。

　ワイナリーは標高 850メートルという高台にある。ブドウ

園からは、眼下には千曲川流域の上田盆地、目の前には北

アルプスや美
うつくし

ヶ
が

原
はら

の山々というすばらしい眺望が望める。こ

の景観の美しさは日本全国のワイナリーでも5本の指に入る
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だろう。ワイナリーには上質なフレンチレストラン、美しい

ガーデンも併設。ワインファンならずとも再び訪ねたくなる

のも納得する。

　ワイナリーのある東御市は巨峰の産地として知られてき

た。1992 年、初めて玉村さんがこの高台にワイン用ブドウ

を植えたとき、ワイン界の専門家たちは無謀だと口を揃えた。

結果的には、冬の寒さで毎年２～３％の木が枯れるものの、

例えばシャルドネは毎年十分に熟した果実がとれている。そ

れどころか、ワイナリーのフラッグシップでもある「ヴィニュ

ロンズ・リザーブ・シャルドネ」は、2013 年世界最優秀ソ

ムリエとなったパオロ・バッソがブルゴーニュの高級白ワイ

ンに匹敵すると賞賛し、また洞爺湖、伊勢志摩の両サミット

のいずれにおいても提供されるほどの品質になった。

　ここに至るまで、玉村さんの右腕として、ブドウを育てワ

インをつくってきた栽培醸造責任者兼現在の代表取締役社長

である小西	超
とおる

さんの果たしてきた役割は大きい。また畑を

開墾したときに小西さんのことを指導した日本ワインの父と

も言われる故浅井昭吾さんの存在も忘れられない。この 3

人が出会わなかったら、これほど上質なワインが生まれるこ

ともなかったし、さらに言えば日本ワインが注目されることも

なかっただろう。

　現在自社農園は 7.5haまで広がった。シャルドネのワイン

には定評があったが、最近は芳しいピノ・ノワールや爽やか

なソーヴィニヨン・ブランも秀逸。さらに今後はゲヴュルツ

トラミネール、ピノ・グリも期待できそうだ。

ヴィラデスト	ガーデン	ファーム＆ワイナリー

長野県東御市和 6027　

Tel. 0268-63-7373　

www.villadest.com 

10 時～日没（冬季は休業）

ワイナリーカフェ　

Tel. 0268-63-7704（予約専用）

軽食やスイーツ、試飲は 10 時～日没

ランチコースは 11 時 30 分～と 13 時 30 分～の 2 回制。週末のみサパー

コースあり ( 要予約 )

ワイナリーツアーあり（土曜・日曜・祝日）

ブドウが育った畑を眼下に見ながら「ヴィニュロンズ・リザーブ・シャル

ドネ」や「プリマベーラ メルロー」を傾けてみては。

『厳選日本ワイン＆ワイナリーガイド』

ワインジャーナリストの鹿取みゆきさん著、玉村豊男さん監修の日本全

国ワイナリーガイド。長野はもちろん、北海道・山形・新潟・山梨の、

訪ねて味わえる日本ワイン最前線をレポート。ワイナリー巡りという新た

な楽しみに読者を誘う一冊。（日本語のみ）

 p.015

●小規模ワイナリーが世界へと乗り出す

今の日本ワイン産業は、第二の人生にワインづくりを選ぶ一

個人、さらには異業種の企業が乗り出すようになってきてい

る。転職前の職種は、建設関係の技術者や、Ｍ＆Ａの担当

者などさまざま。そんな転職組の中でも異色の経歴の持ち

主が、はすみふぁーむのオーナー兼栽培醸造家の蓮見よし

あきさんだろう。

　高校生のときに単身渡米、アメリカの大学を卒業後に職員

として働きだしたのは、ロサンゼルス・ドジャース。選手に

飲ませてもらったワインで、その魅力に開眼した。転勤で帰

国し、働きながら通ったテンプル大学の生涯教育プログラム

で、日本各地のつくり手にいまでも大きな影響を与え続けて

いる、アメリカ人のブルース・ガットラヴさんに出会う。当

時ブルースさんは、栃木県のココ・ファーム・ワイナリーの

栽培醸造責任者を務めており、その縁もあって同ワイナリー

に転職した。

　2005年、理想のワインをつくるべく独立して東御市へ移住。

ワイン産地としての可能性を感じたことも理由のひとつだが、

それにもまして一帯から眺められる蓼
たて

科
しな

や霧ヶ峰の山々の美

しさに惚れ込んだ。当初は資金繰りも厳しく、巨峰を育てな

がら食いつなぎ、耕作放棄地を耕し、なんとか 1000 本のブ

ドウを植えた。



7Spring / Summer 2018 Vol. 41［ 巻頭特集 ］

　海外ジャーナリストも評価しているのが、蓮見さんが育て

る甲州ブドウ。山梨より冷涼な気候のもとで育った甲州は、

豊かな酸を持ち、ふくよかな果実味がありながらしっかりと

引き締まる。また人気のシャルドネは、標高の高い畑で育っ

たブドウならではの、きりっとした酸が魅力。

　近年は上田市内にショップ＆カフェをオープン、香港をは

じめとする海外展開へも乗り出した。ワインバレーの中核を

なす蓮見さんの挑戦は続く。

はすみふぁーむ＆ワイナリー

長野県東御市祢津 413　

info＠hasumifarm.com

hasumifarm.com

土曜・日曜・祝日のみ 10 時～ 17 時（平日は要予約）

ワイナリー見学は要予約

ニックの愛称で知られる蓮見よしあきさん。「小規模ワイナリーを経営し

たい方のモデルケースになれたら」と『ゼロから始めるワイナリー起業』

（虹有社）など著書多数。

はすみふぁーむ	ショップ＆カフェ	上田柳町店

長野県・上田市内にある趣のあるショップ＆カフェでは、地元食材たっ

ぷりのプレートランチも（写真）。自社ワインと相性抜群のメニューにグ

ラスワインも進む。

長野県上田市中央 4-7-34

info＠hasumifarm.com 

10 時～ 19 時

（ランチ 11 時 30 分～ 14 時 LO、ディナーは 3 日前までに要予約）

 p.016

●長野の「コートドール」を目指して進み続ける

「ワインをつくって、そのワインを飲む。東御に暮らす人々が、

そんなふうにワインとともに当たり前のように文化的に暮ら

せる毎日が実現するといいと思っています。そしてこのブド

ウ畑から連なる一本道がその始まりになってほしい」と、ワ

イナリーの名前にこめた思いをリュードヴァンのオーナー、

小山英明さんは語る。

　2006 年、東御市にあるかつてリンゴ畑だった小高い丘の

耕作放棄地を開墾し始めた。当時、あたりはすでに雑木林

と化しており、おまけに放棄地は急な斜面の曲がりくねった

道沿いを縫うように点在していた。一枚の広さが 0.3haと狭

い畑を開墾し、ワイナリー設立時にようやく3.2ha になった。

その後も開墾は続き、2017 年、自社農園は６haに達した。

栽培品種もシャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、メルローに、

ピノ・ノワールとカベルネ・ソーヴィニヨンが加わった。今

後はゲヴュルツトラミネールによるヴァンダンジュ・タルティ

ヴ（遅摘み甘口）なども検討している。

　ワインは大きく３つのラインに分かれている。ひとつはラ

インナップの主力となっている、自社農園で栽培された欧州

系品種でつくられたシリーズ。そして、信頼できる友人や知

人がつくった原料のレザミコレクション、さらに、東御市産

のリンゴのみでつくるシードルだ。

　欧州系品種のワインで人気が高いのがソーヴィニヨン・ブ

ランのワイン。小山さんは、長野県におけるこの品種の可能

性にいち早く着目した人で、「ソーヴィニヨン・ブラン」のワ

インは彼の名刺のようなものだ。今後はシャルドネ、ピノ・

ノワールを使ったスパークリング・ワインにも注目したい。

	「ワインこそ究極の地産地消であるべき」と地元に根づくワ

イン文化を目指してブドウ作りを始めた小山さん。その真摯

な姿勢と人柄が感じられるワインには、熱烈なファンも多い。

春にはブドウの苗木の植え付け、秋には収穫作業をボラン

ティアでの参加者とともに行う。作業のあとは、見晴らしの

よいブドウ畑で、ピクニックをしながらワインを楽しむ人もい

る。週末オープンのカフェも人気だ。

リュードヴァン

長野県東御市祢津 405 　

info@ruedevin.jp

www.ruedevin.jp　

ワイナリー見学は要予約



8Spring / Summer 2018 Vol. 41［ 巻頭特集 ］

カフェレストラン・リュードヴァン

土曜・日曜・祝日 10 時～ 17 時（平日は要予約）

軽食が楽しめ、ワインやグッズも購入できる

P.16 左：軽井沢のレストラン「ユカワタン（P. 20）」では、「リュードヴァ

ン」のワインとの極上ペアリングも楽しめる。右奥の「メルロー」は凜と

して清楚な印象の赤ワイン。ヴィンテージごとの違いを明確に表現する

ため、樽熟成の期間は控えめに、「薄化粧」の樽香で仕上げられている。

P.16 右：思いのこもった Rue de Vin の看板。

左：秋の収穫には、全国からファンがボランティアで集まる。

 p.018

●和食に寄り添う健やかな日本らしいワインを追い求める

長野電鉄「須坂」駅から車で 10分ほど、目印はブドウの色

の看板。ワインづくりを教える学校として名門のオーストラリ

ア・アデレード大学で栽培と醸造のデグリーを取得して、最

終的に故郷にワイナリーを構えた楠	茂幸さん。市内 20箇所

に畑を構え、「それぞれの品種特性をいかしつつ、日本の料

理に優しく寄り添う ”健やかなワインづくり”」を目指す。また、

ワインを飲むことを通して、飲み手が安らぎを得られること

も願っている。楠さんのワインの魅力はなんといってもエレ

ガンスとバランス。強さばかりを求めるワインとは一線を画

している。メルローの赤ワインも、シャルドネやセミヨンで

つくられた白ワインも、柔らかで温かみのある味わいが心に

残る。

　近年は海外のワインコンクールに出品したり、海外に日本

ワインを紹介する活動もしており、これから益々注目のワイ

ナリーだ。

楠わいなりー

長野県須坂市亀倉 123-1　

Tel. 026-214-8568

www.kusunoki-winery.com

10 時～ 17 時（夏季）、10 時～ 16 時（冬季）

不定休

ワイナリー見学などは要予約

メルローとカベルネ・フランをブレンドしたまろやかな赤ワイン「ボー

リュー」には、合鴨の焼き物などもおすすめ。

●地元消費 8割のカジュアルワインが自慢

”巨峰の町 ”として知られる中野市で、2004 年に果樹栽培

農家 4軒が立ち上げたワイナリー。「たかやしろ」とは長野

県にある標高1351mの山、高
こう

社
しゃ

山
さん

の愛称。その高社山南麓、

標高 400mにある畑から採れるブドウを使用し、地元に根ざ

したワインを造る。価格も手頃で今やデイリーに楽しめるワ

インとして、すっかり定着した。ブドウ畑の横に立つショップ

に入ると、シャルドネやメルロー、ヴィオニエからシードル

まで多品種のお酒がずらり。飲み比べも楽しい。

たかやしろファーム＆ワイナリー

長野県中野市竹原 1609-7　

Tel. 0269-24-7650

www.takayashirofarm.com　

9 時～ 17 時

日曜・祝日定休　

ワイナリー見学は要予約

「たとえば高社山周辺、千曲川周辺と異なる土壌で育ったシャルドネの飲

み比べを。土地の違いが実感できます」（武田 晃
こう

社長）。

レストランガイド

ナガノワインの魅力がいっそう引き立つ緑陰のレストラン

 p.019

●静かな時間が流れる古民家で美味と美酒に浸る

千曲川のほとり、田園が続くのどかな風景に、ふと現れる古

民家。築 150 年の趣をそのまま残した「草如庵」は、東京

から足を運ぶファンも多い、まさに隠れ家的一軒。店主の山
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田	勉さん自らが摘んできた野山の幸、野草や山菜が主役の

滋味豊かな日本料理がゆっくりといただける。京料理をベー

スにした献立には、繊細な風味を持つナガノワインもぴった

り。この季節の料理には、シャルドネや巨峰を使った微発泡

のロゼなどもおすすめ。「ワイナリー訪問後に食事に来てく

ださるかたも多いので、地元のワインは欠かせません。生

産者さんに『和食に合うワインつくったよ』といわれるのも

この地ならではです」（山田さん）。

上：コースは全部で 7 品前後。「トマトと焼き玉ねぎの先附け」（奥）、「大

岩
い わ な

魚の炭火焼き 夏野菜を添えて」。

左：かつては養蚕業を営んでいた古民家。

中：夏の献立から。椀物は「鮎の風干しとそうめん」でさっぱりと。

右：食後にはワインを 3 層に重ねた冷たいデザートを。

草如庵（そうじょあん）

長野県東御市布下 165

Tel. 0268-67-3910

昼 11 時 30 分～、夜 17 時 30 分～　火曜定休

昼、夜ともに懐石コース 4000 円～（完全予約制・当日キャンセルは全

額支払い）

クレジットカード　不可

 p.020

●ナガノの恵みに満ちた、究極の地産地消

多くの人でにぎわう長野県軽井沢の星野エリア。その西端に

位置する緑濃い森の中に、「ブレストンコート　ユカワタン」

はひっそり建っている。今や軽井沢はもちろん、日本を代表

するフレンチレストランとして世界に知られる一軒。静謐な

雰囲気の中で供される、地元愛にあふれた料理は、国内外

から訪れる人々を虜にしている。2016 年末から新たな料理

長となった松本博史さんは長野県出身。8年ぶりに故郷に戻

り、地の食材の幅の広さ、力強さに改めて感銘を受けたとい

う。「とりわけ、野菜のみずみずしさといったら！やっぱり土が

違うんでしょうね」。

そのピュアな味わいをより豊かに演出しているのが、東御市

「リュードヴァン」の上質なワイン。 ”水の趣を感じる健やか

さ”にシェフやスタッフが心から惚れ込み、今やレストラン

に欠かせない大切なパートナーとなっている。

　夕暮れのガーデンでヴァンムスーとアペリティフから始まる

ディナーは、この地だけで味わえる特別なひととき。料理と

ワインが醸し出す、究極のナガノマリアージュを楽しみたい。

左上：季節を鮮やかに映し出した前菜「野の皿」。約 40 種のハーブや

山菜、野菜の美しさに圧倒される一品。蜂の子のピュレのこくに合わせて、

やさしいミネラル感のあるソーヴィニヨン・ブランを。

左下：鹿肉と杏のハーモニーが魅力の肉料理には、きれいな酸味のメ

ルローを。やさしいあと味を生み出して。

星野リゾート　ブレストンコート　ユカワタン

長野県軽井沢町星野　

Tel. 050-5282-2267

yukawatan.blestoncourt.com

17 時 30 分～（要予約）

ディナー　1 万 8000 円～（税・サービス料別）

天候や入荷の都合などにより、メニューとワインは変更となる場合があり

ます。詳細はお店にお問い合わせください。

 p.021

●料理、ワイン、ともに地元愛にあふれる瀟洒なイタリアン

「イタリア料理はワインがあってこそ。そして世界中のどこで

も、地元の食材には地元のワインがベストのペアリングです

から、なるべく東御市のワインを揃えるようにしています」。

オーナーシェフの五十嵐孝平さんは地元・東御市出身。日

頃からワインの生産者との交流も深いため、ヴィラデストや

リュードヴァンといった有名ワイナリーだけでなく、いち早く

アパチャーファーム、シクロヴィンヤードなど委託醸造の新

顔ワインもオンリストしている。「地元の野菜のみずみずしく

元気な味わい、上田の地鶏・真田丸のこく深さ。恵まれた

土地の食材をシンプルに、存分に生かした僕なりのイタリア

料理を作り続けていければ」。パワーを増すワイン生産者と

ともに、東御市の美食シーンを支えている。
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左：夏のランチメニューから。「信州サーモンのマリネ 粒マスタードドレッ

シング」には、すっきりシャルドネを。

中：朝採れの新鮮野菜は「夏野菜のペペロンチーノ」（奥）に。メインは

「上田市オオサワ農園地鶏『真田丸』のグリル」。

左下：しなの鉄道「田中」駅、「滋野」駅から車で 5 分。可愛らしい一

軒家レストラン。

右：東京やイタリアなどで修業を積んだ五十嵐シェフ。

ノンナ・ジーニャ

長野県東御市加沢 682-2

nonnaginia1014igarashi@gmail.com

www.facebook.com/nonnaginia/

11 時～ 15 時、17 時 30 分～ 22 時　火曜・第 2 水曜定休

ランチ 1860 円～、ディナー 3500 円～。（すべて税込）

アラカルトメニューあり。

 p.022

●地ワインファンのシェフが営む、お洒落なビストロ

「フランス料理に親しんでいただける小さなきっかけになれ

ば」と上田市内の高台に2013 年にオープン。地元の野菜を

ふんだんに使った、本格的ながら軽やかな味わいのメニュー

が次々に登場します。オーナーの遠藤広樹シェフはヴィラデ

ストのワイナリーカフェでのシェフ経験もあり、今でも地元ワ

イン生産者のかたがたとの交流は頻繁。ブドウの生育など現

場の状況もダイレクトに聞けるといいます。「追い風にのるナ

ガノワイン。樹齢も上がっていることですし、期待大です。

これからも積極的に地元のワインとつきあっていきたいです

ね」（遠藤さん）。

左上：ランチメニューのメイン、「和牛の心臓のロースト　粒マスタード

のソースで」。

右上：市内を見晴らすテラスも気持ちいいですよ、と遠藤シェフと奥さま

の康子さん。

右：「季節野菜のケークサレ」は、菅
すが

平
だいら

や東
とう

御
み

のフレッシュ野菜が主役。

小さなビストロ　ソリレス

長野県上田市上田 1684-3

Tel./FAX 0268-75-8973

www.facebook.com/sotlylaisse39

11 時 30 分～ 14 時 LO、18 時～　日曜不定休

ランチ 2300 円～、ディナー 4500 円～

なるべく予約を

 p.023

●ナガノワインに精通する地元ソムリエが提案

長野駅前の飲食店街にある「オステリア・ガット」では、

2009年の開店当初から、当時まだ地元で注目されていなかっ

たナガノワインを積極的に取り入れてきた。常時、赤・白と

もに 2種類ずつ用意されているグラスには 2分の 1と4分

の 1サイズもあり、さまざまなワイナリーのワインを試飲感

覚で楽しむことができる。生産者と密に取り引きするため、

よそではお目にかかれない少量生産の銘柄も。地元野菜を

ふんだんに使ったイタリアンとナガノワインのペアリングに

舌鼓を打って、千曲川ワインバレー巡りの締めくくりとしたい。

上：Wa Yawata ソーヴィニヨン ブラン

かんぱちのカルパッチョ・長野産きゅうりとデコポンのソースで

中：佐藤果樹園 和らぎ  シャルドネ シュール・リー

信州野菜 100％の自家製パスタ

下：中棚荘 メルロー

長野県産 SPF ポークのバルサミコ酢煮込み

左：「長野県のブドウには力がある」と成澤篤人さん。

オステリア・ガット

長野市北石堂町 1366-1

gatto@cap.ocn.ne.jp

www.facebook.com/osteria.gatto

18 時～翌 1 時　日曜定休

●旅の締めくくりに訪れたいショップ兼ダイニング

軽井沢駅北口のすぐ横、以前はしなの鉄道のホームだった
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一角に2016 年夏オープンした「オーデパール」は、いわば

ナガノワインのアンバサダー的存在。ナガノワインと料理が

楽しめるだけでなく、お土産処としても、ワイナリーツアー

のアドバイザーとしても活用できる貴重な一軒。グラスワイ

ンは常時 10種類ほどがリストに。グラスワインのテイクアウ

トも可能。入手しにくい稀少ワインが並ぶことも。「地元の人

も、観光客も含め、たくさんの人が集まって自然とコミュニティ

が形成されるような場所にしていけたら」と社長の太
おお

田
た

佑
ゆう

生
き

さん。

かつての鉄道のホームがダイニングに様変わり。自家製ソーセージ、ラ

タトゥイユなどが並ぶ。

※天候や入荷の都合などにより、メニューは変更となる場合があります。

オーデパール

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 1178

Tel. 0267-31-6233

au-depart.jp

10 時 ～ 22 時 30 分 LO ( 冬季は 11 時～ )

各メニュー 300 ～ 3600 円

水曜・木曜不定休

（3 月 22 日まで改装のため一時閉店）

※本特集に掲載されている価格は、原則として本体価格であり、2018 年

2 月 16 日現在のものです。
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伝統

武道
		

『BUDŌ』(日興美術	刊 )より

写真＝森山雅智

 p.024

徳川時代に武士は指導者の教養、文武両道として、弓馬を

はじめ槍剣などを総合的に学んでいました。それぞれの術を

稽古し、また稽古を積むことにより、武士としての心構えを獲

得。これらを総合して武道と称していました。

　徳川時代以前は、武術は天の道、人の道という教えにより、

これを礼という一貫した心情を貫いて守ってきました。孔子の

「勇にして礼なくば即ち乱す」の教えを、日本人は戦の場に

おいても守って実行したのです。『論語』には、礼について

語られた箇所はたくさんありますが、礼自体の定義はありま

せん。「人間の行為の全体にわたって、正しく礼というものに

よらなくてはならない。あらゆる物事の正しいと言うことが礼

である」ことを教えていますが、日本人はこれを実践的に受

け止めておりました。武道を通して、理論としてよりも、行動

として発展させていったのです。

――弓馬術礼法 小笠原流三十一世宗家　小笠原清
きよ

忠
ただ

(p.025)

左から：柳生新陰流宗家・柳生耕一、天道流宗家・木村恭
やす

子
こ

、小笠原

流宗家嫡男・小笠原清
きよ

基
もと

、宝蔵院流宗家・一
いち

箭
や

順三

柳生新陰流

 p.026

柳
や

生
ぎゅう

新
しん

陰
かげ

流は 450 年以上続く日本を代表する剣術流派で、

16世紀の初めに剣聖と呼ばれた上
かみ

泉
いずみ

伊
い

勢
せの

守
かみ

によって始めら

れた。柳生新陰流で最も特徴的な技である「活
かつ

人
にん

剣
けん

」は、

上泉伊勢守が考案した、敵を動かし、その動きを利用して勝

つ技である。これは力とスピードで相手を圧倒するそれまで

の戦い方とは全く違うものだった。この技に通ずる、自然の

変化に応じて自らも変化するという考え方を「転
まろばし

」と呼び、

これが柳生新陰流の根本原理である。

　圧倒的な強さを誇る上泉伊勢守に付いて稽古に没頭した

柳生石
せき

舟
しゅう

斎
さい

宗
むね

厳
とし

は、武器を持たずに太刀と戦う「無
む

刀
とう

取り」

という技を極めて第二世を継いだ。第三世を継いだ柳生兵
ひょう

庫
ごの

助
すけ

利
とし

厳
とし

は石舟斎の孫で、石舟斎から徹底した柳生新陰流

の教授を受けた。兵庫助は日本が戦いのない平和な時代に

変化したことに合わせて、甲冑を着て低い位置から戦う方法

から、甲冑を着ないで直立で戦う方法に方向転換して技を進

化させ、柳生新陰流を確立させた。

　柳生新陰流はその後柳生家と尾張の藩主によって流儀が

守られ続け、現在は第二十二世宗家・柳生耕一に受け継が

れている。

( 上 )

奈良の春日大社での奉納演武。

( 中 )

第五世宗家、柳生連
れん

也
や

厳
とし

包
かね

デザインの鍔
つば

。厳包は剣の腕がとびぬけて強

く、兵法の天才と言われた。

( 下 )

日本刀は、武士の高い精神性を表すとされる。奈良県指定無形文化財保

持者である刀鍛冶・月
がっ

山
さん

貞
さだ

利
とし

は、13 世紀初め、山形県の月山のふもと

を発祥とする月山鍛冶の技術を継承する。

天道流

 p.027

現代薙
なぎ

刀
なた

の基となっている天
てん

道
どう

流は 450 年の歴史があり、

斎藤判官伝
でん

鬼
き

房
ぼう

を流祖とする。日本での薙刀は圧倒的に女

性が行う武術である。長さ2m以上の薙刀は、古くから戦場

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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で大変有利な武器として使われてきたが、鉄砲が日本に入っ

てきてからは使われなくなった。薙刀は遠心力を使い、女性

でも男性と同じ力で戦うことができるため、武家の女性が、

夫が戦場に行っている間、自分と家族を守る武器に最適な物

として使われるようになった。また同時に武家の女性の自己

啓発、教育としても重要な役割を果たすようになった。

　十七代宗家・木村恭
やす

子
こ

は、天道流の魅力をこう語る。「お

もしろくて、楽しいですね。軸手をどのように気遣いするとよ

いのか、どのように体を動かしたら良いのか。いろいろな可

能性があるわけです。試合においては自分のすきをねらわ

れるわけですし。しかし形だけを追いかけるのではなくて、

全て相手とのやりとりによって発揮できるのです。相手が答

えを持っているのです」。

右上：薙刀の稽古風景。

右：天道流は薙刀以外にも、杖、太刀、二刀、短刀、鎖鎌を用いる総

合武術。二刀対太刀 ( 奥 )、鎖鎌と短刀対太刀 ( 左 )。

小笠原流

 p.028

小笠原流は 830 年の歴史を持つ、弓術、弓馬術、礼法の流

派で、初代は小笠原長
なが

清
きよ

。小笠原家は代々の将軍の弓術、

弓馬術、礼法の師範役を務めてきた。小笠原流の礼法は武

家の礼法として全国の武士たちに学ばれ、武道の基礎となっ

てきた。

　小笠原流の極意は一子相伝として、現在の第三十一世宗

家・小笠原清
きよ

忠
ただ

にまで続いている。「武道は礼に始まり礼に

終わると言われていますが、本当の礼法をきちんと行うのは

小笠原だけです」と宗家は語る。「礼法とは何か。それは作

法とかマナーとかとは違います。体から鍛えなくてはいけな

い。特に自己に厳しくする。どちらかというと他の武道は型

や勝負に勝つことなどを追求されることが多いですが、小笠

原流はそうではありません。その基となる心や体を鍛えるの

です。常に正しい姿勢を保つのがいかに大変かおわかりに

なると思います。足腰を鍛えるのは大変なことです」。

　流
や ぶ さ め

鏑馬は疾走する馬の上から的を射貫く伝統武芸で、天

下泰平、国家安泰を祈り行われる神事である。約 250mの

馬場に約 70mの間隔で並ぶ三つの的を、疾走する馬上から

弓で次々に射る。早い馬は時速 60kmで走り、わずか 20秒

で技は終わる。矢を射ながら「陰陽、陰陽、陰陽」とかけ

る矢声は宇宙、そして神と呼応しあうためと考えられている。

疾走する馬上で美しく弓を射ることができる強靭な足腰や美

しい姿勢は、日々の生活で礼法を取り入れることにより鍛え

られている。

上：鶴岡八幡宮は鎌倉にある神社で、武運の神、八
やはたのかみ

幡神を祀っている。

1191 年に源 頼朝が現在地に移築を指示した。それ以降鶴岡八幡宮は、

武家の信仰のよりどころとされてきた。鶴岡八幡宮の流鏑馬は、1187 年

に源 頼朝が奉納したのが始まりである。小笠原流は年間約 50 の流鏑馬

奉納演武を行うが、鶴岡八幡宮は特別な場所であると言える。

宝蔵院流

 p.029

宝
ほう

蔵
ぞう

院
いん

流高田派槍術は約 460 年の歴史を持つ、槍の流派。

かつての興福寺の子院、宝蔵院の僧、覚
かく

禅
ぜん

房
ぼう

胤
いん

栄
えい

が流祖で

ある。槍の名手と讃えられた高田又
また

兵
べ え

衛吉
よし

次
つぐ

に伝えられた宝

蔵院流は、現在第二十一世宗家・一
いち

箭
や

順三に受け継がれて

いる。

　宝蔵院流では鎌槍という、胤栄が考案した十字の穂先の

槍を使うのが特徴である。「宝蔵院流槍術は、『鎌槍』と、『素

槍』といいまして普通の真っ直ぐな槍の 2種類を使って稽古

しています」と宗家。「この素槍と鎌槍をそれぞれが持って、

二人一組で稽古します。宝蔵院流はこの十文字形の槍先が

あることで、『突く』『引き落とす』『巻き落とす』『摺り込む』『叩
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き落とす』など、多様な技を使用して攻撃と防御が可能とな

ります」。

	「突けば槍　薙
な

げば薙刀　引けば鎌　とにもかくにも外れあ

らまし」と歌に詠まれるほどの万能武器を自在に操る宝蔵院

流槍術は、江戸時代には多くの藩に取り入れられ、日本で一

番大きな槍術流派へと発展した。

　胤栄は、柳生石舟斎と共に上泉伊勢守より柳生新陰流を

学んだという背景から、技の教えに柳生新陰流と共通点を見

つけることができる。宝蔵院流の「悦
えつ

眼
げん

」と柳生新陰流の「活

人剣」は敵を十分に働かせて、それに乗じて勝つ方法である。

( 右 )

高田又兵衛吉次。

( 下 )

宝蔵院流発祥の地、興福寺にて毎年奉納演武が行われる。興福寺は約

1300 年前に奈良に建立され、宗教と文化の中心として仏教心理学だけ

でなく、能、狂言などの舞台芸術、建築、彫刻、そして豆腐や味噌など

の食文化にも影響を及ぼした。

『BUDŌ　Japanese	Martial	Arts』

日興美術株式会社 ”I	Know	Japan”シリーズの最新刊。圧倒

的なビジュアルで、武道 4流派の歴史と伝統、技と精神性、

そして美の世界に迫る。

210× 297mm上製	108 ページ

英語・仏語・独語

購入は :	www.nga-publication.com
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伝統工芸
［ギンザタナカ］日本の手仕事、その真髄②
―職人技が生む祝いの兜 		

撮影＝中村	淳（静物）、渡部俊介（取材）

スタイリング＝阿部美恵（静物）

文＝編集部

 p.030

日本では古来、5 月 5 日を端午の節句として、男の子の誕生

と健やかな成長を祝う風習があります。貴金属で日本の伝統

工芸品を作り続けている「ギンザタナカ」から、端午の節句

を彩る美しく勇壮な兜をご紹介します。職人が一つ一つ手作

りで仕上げた、祝福の思いがこもった逸品です。

31 ページ上の商品の価格は 2018 年 1 月の相場を参考に、金小売価格

4800 円／g（税抜）で計算しています。金相場により価格が毎日変動し

ます。

(p.031)

左ページ：金銀工芸家・伝統工芸士 二代目 故・関 武比古（せき たけ

ひこ）氏による純銀製の兜。まっすぐ伸びる剣の前
まえ

立
だて

には、邪気をなぎ

払うという意味合いがある。男の子の健やかな成長と躍進を祝う兜だ。

純銀製兜「剣」（SV／本体高さ約 20 ×幅約 16.5cm、ガラスケース付き）

18 万 7963 円／ギンザタナカ

上：金工芸家の大淵光則（おおぶち みつのり）氏の原型による純金製

の兜。天を指す剣と、獅子の頭部をかたどった勇壮な獅
し

噛
か

み模様をあし

らった前立が見事。細かく編み込まれた縄を表現した鎧
よろい

部分に匠の技が

見て取れる。純金製兜「大鎧」（K24／約 355g、高さ約 25.5 ×幅約 11

×奥行き約 8.5cm、ガラスケース付き）398 万 4000 円（参考価格）／

ギンザタナカ

下：兜は身を護るものの象徴。この作品は権力や豊穣のシンボルとされ

る龍を前立に戴き、弓矢や太刀などの装飾品も凛 し々く力強い。幼子の

輝かしい未来への願いを込めるにふさわしい、堂々とした風格が漂って

いる。純金製兜「龍」（K24 ／約 40g、高さ約 7 ×幅約 7.5cm、ガラス

ケース付き）53 万 7038 円／ギンザタナカ

 p.031

男児の健やかな成長を願う、勇ましく美しい兜

ギンザタナカは日本が誇る貴金属のオーソリティ。創業以来、

”貴金属で新しいものを生み出そう”と様々なことにチャレン

ジしてきた。工芸品部門もその一つ、なかでも男児の健や

かな成長を祝う「端午の節句」（毎年 5月5日）に飾られる

兜の制作には、1970 年代から積極的に取り組んできた。長

年制作を手がけた金銀工芸家・伝統工芸士の二代目	故・関	

武比古さんは生前こう語っていた。「それまで我々の工房で

は宝船や扇などの制作が中心で、兜を作るのは初めて。昔

の武士が身につけていた本物の兜を見たり、文献を調べたり

しました。節句を祝うためのものですから、その思いが込め

られた姿形であること、日本の家庭に飾るのに最適な大きさ

であることも大切です。兜の高さと幅を決めれば、使用する

貴金属の量から金額が算出できるのですが、デザインと見た

目と価格のバランスをとるのが実に難しい工芸品でした」。

30ページで紹介している純銀製の兜は関さんの作品。銀に

しか使えない技術や技法を駆使し、小さな部品一つ一つに

まで細工を施している。すべて職人の手で仕上げた、独特

の風合いや色が美しい兜だ。しかも伝統工芸士の仕事は、

同じクオリティで数多く、何度でも作ることを求められる。関

さんも多いときには年間に 800 台を制作したこともあるとい

うが、それが結果として技術の継承につながった。さらにギ

ンザタナカは、日本の伝統工芸の底力が凝縮されたその本

体だけではなく、飾りに使われる正絹や袱
ふく

紗
さ

も質感や色にこ

だわり抜いた。時間と手間とこだわりが生んだ ”完璧 ” な形

である。

　銀のほかに金やプラチナを用いた兜も制作しているが、銀

は細工が施しやすく、金は柔らかい、プラチナは粘りがあっ

て加工しづらいなど、素材によってそれぞれ特性があるとい

う。その個性を理解し、生かし、様々な工芸品を生み出せる

のも、貴金属に関する知識や経験が豊富なギンザタナカな

らでは。あらゆる表現ができるからこそ、「何を作るか」が

大きな命題となってくる。ギンザタナカらしいものとは？　日

2018年		春／夏号		日本語編

apanese tex tJ
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本の匠の技を生かし、永く愛される工芸品とは？　次世代を

担う職人を育て、日本の工芸文化を支援するにはどうしたら

いいのか？　そんな問いを胸に、ギンザタナカは常に真摯に

正直に、貴金属工芸品に向き合い続ける。輝くだけではない、

高価なだけでもない――美しい工芸品が日々の生活の中に

あることが、暮らしや心の豊かさにつながっていくと、ギン

ザタナカは信じているのだ。

(p.032) 

①前立（まえだて）／兜の正面の飾り。家紋や信仰するものを模して施

されるもので、武士の願いや信条を表すものとされる。

②鍬形（くわがた）／前立の一部。左右に大きく張り出した装飾。昆虫

のクワガタの語源でもある。

③吹返（ふきかえし）／兜の左右にあり、本来は刀や矢から身を守るた

めのもの。細工の見せ場でもあり、この兜では百花の王と呼ばれる牡丹

を色鮮やかに描き出している。

④猪目（いのめ）／鍬形に開いているハート形の穴のこと。猪は猛然と

前に進み、後退しないことから勇敢さを象徴する。

⑤天辺座（てへんざ）／神が宿るとされている神聖な部分。

⑥総角結び（あげまきむすび）／古代の少年の髪型に似せた結い方で、

背後を守り生命の緒をつなぎとめる護符とされている。

⑦しころ／兜の裾を取り囲んでいる部分。赤い縅紐（おどしひも）は生

命力の証で、悪いものを寄せ付けないという意味がある。

１. 銀の地金を規定の厚さに加工、24 種類に及ぶ部品を形成する。

2. 各部品の側面を最初はヤスリで、次にキサゲと呼ばれる工具で削って

滑らかにする。

3. ヤスリでついた微細な傷を取り除くため、鍬形と剣の部分を炭で研ぐ。

この下準備をしないと、あとから研磨しても輝かない。

4. 吹返部分の表面に風合いを出すため、金剛砂（こんごうしゃ）を振り

かける。これは荒しと呼ばれる作業で、熟練の技が必要とされる。

5. 荒しを施したら、華やかさと高級感を出すため金・銀・銅の溶解液で

彩金仕上げをする。マスキングをして 1 色ずつ丁寧に。

6. 職人自らが作った治具（じぐ）で吹返にカーブをつける。厚み 0.7 ～

0.8mm の銀を、手の力と感覚だけで左右対称になるように曲げていく。

7. しころ部分に風合いを出すための古美（ふるび）加工。銀を硫化させ

人為的に黒くし、その後、水を含ませた脱脂綿に重曹をつけて、渋みの

ある銀色になるまで磨く。

8. 上中下 3 枚のしころを、正絹の縅紐で組み合わせていく。しころのカー

ブが均等になるよう、紐の張り具合を調整しながらの作業。1 日に編み

込めるのは 4 ～ 5 台が限度だという。

www.ginzatanaka.co.jp/en/

※本特集に掲載されている価格は、原則として本体価格であり、2018 年

2 月 16 日現在のものです。
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日本を
旅する 熱海と箱根へ

ゴールデンルート沿いの魅力発見
		

撮影＝八田政玄、鈴木一彦、西山	航、吉田タイスケ

取材・文＝露木朋子　地図＝上泉隆　

取材協力＝メルセデス・ベンツ日本、金子邦彦

 p.034

東京から京都に旅をするなら、ぜひ寄り道したい魅力的な小

旅行ルートがある。熱海から箱根、そして小田原へのドライ

ブは、温泉、美味、雄大な海と山が満喫でき、何より富士

山の美しい姿といつも一緒。宿泊は、「ひらまつ ホテルズ＆

リゾーツ」のホスピタリティを堪能しよう。

温泉の歴史を色濃く映す美食の宿

ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	熱海

熱海は古くから名を知られた温泉リゾートである。東京から

日帰りもできるアクセスの良さ、海と山が隣接した独特の風

景の美しさ、海から揚がる新鮮な魚介、そして何より上質で

豊かな温泉が長年に亘り、人々を虜にしてきた。17世紀初

めに江戸幕府を開いた徳川家康も熱海の湯を好んだという

エピソードからも、その人気のほどがうかがわれる。明治か

ら昭和にかけて、さまざまな VIP が粋を凝らした別荘などを

設け、一大リゾートとして発展。街にはその時代のレトロな

面影も色濃く残る。そして、そんな熱海の歴史と文化を丸ご

と享受できるのが、高台に立つ旅館「ザ・ひらまつ	ホテル

ズ＆リゾーツ	熱海」である。

　そもそも「ひらまつ」とは、フレンチが人口に膾
かい

炙
しゃ

する以

前の 1980 年代初頭から東京のフランス料理シーンを牽引し

たカリスマ料理人・平松宏之氏をトップに擁する美食のグ

ループ。本場フランスでも星に輝いた平松氏が、かねてより

思い描いていた「滞在するレストラン」を現実化させたのが、

この旅館シリーズなのだ。美食だけに留まらない、極めつき

のおもてなしを目指し、熱海の宿は 2016 年秋に開業した。

宿のメイン施設となるのは、かつて某財界人の別宅であった、

数寄屋造りの空間である。たとえば海を望むダイニングの梁
はり

に使われた見事な一本の松、たとえば特別室の精緻な欄間。

職人選びからこだわってつくらせたといわれる繊細な手仕事

は、それだけで一見の価値がある。そしてクラシカルなダイ

ニングは、三浦賢
かつ

也
や

シェフによる渾身のフランス料理が登場

することで、より生き生きとした空間に変貌していく。「海も

山も近い熱海に来たことで、魚介やジビエがさらに身近にな

りました。漁師さんや猟師さんが僕たちのために持ってきて

くれる新鮮な食材を、いかに美味しく、あますところなく料

理するにはどうしたらいいか。常に料理人としての真価が問

われているようで、楽しくも、緊張する毎日です」と三浦シェ

フ。古き良き日本の建築、地元の幸あふれる美食、温泉。

21世紀の熱海を愉しむ、最高の形がここにある。

( 上 )

熱海から箱根へのドライブは、さまざまなスポットから富士山の美しい姿

を愛でることができる。

 ( 下 )

左上：全 13 室のうち和風の特別室は 2 室。「松の間」には海に向かっ

た露天風呂も。

左、上から・特別室の床の間には、孤高の書家として知られる井上有一

の豪快な書も。

パリのレストランでも研鑽を積んだ三浦賢也シェフ。

ご当地を代表する魚「金目鯛」。氷温熟成させてさっと火を通し、アボカ

ドと合わせた一皿。

リビング、寝室、内風呂のほか茶室も備えた特別室「松の間」。

右ページ上：相模湾をダイナミックに望むダイニング。右ページ下・早

春のディナーコースから。近隣の伊東から入手した白身魚「くえ」のバプー

ル。

ザ・ひらまつ		ホテルズ＆リゾーツ		熱海

静岡県熱海市熱海 1993-237

☎ 0557-52-3301

2 名 1 室利用 1 泊 2 食付き　1 名 5 万 5600 円～（税別・サービス料込

み）

www.hiramatsuhotels.com/atami

2018年		春／夏号		日本語編

apanese tex tJ
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(p.036)

芦ノ湖の南東にあたる元箱根周辺は、芦ノ湖越しの富士山を望める絶景

スポット。

 p.037

厳選立ち寄りスポット

老舗の鮨店から最先端のミュージアムまで。熱海・箱根エリ

アは立ち寄りスポットも充実。有料道路の要所要所には、富

士山の見どころポイントもあるのでお見逃しなく。

すし処美
み

旨
よし

地元・相模湾の海の幸に限らず、日本中から届いた最高の

魚介がお目見えする熱海の名店。別荘族をはじめ、長年通

い続ける常連さんで賑わう。創業 27年を迎え、厨房には 2

代目も入った。本日の「にぎり」（5000円～）は、くえ、関

サバ、うに、とらふぐなど。春先にはサザエなどの貝類もお

すすめ。カウンター 6席のみの小さなお店なので、必ず予

約のこと。

静岡県熱海市昭和 13-1　☎ 0557-82-5469

12 時～ 14時 LO、17時～ 20時	LO　月曜定休

1週間前までに予約が望ましい。

強羅ブリュワリー＆グリル

世界的人気レストラン「NOBU」の松久信幸氏プロデュース

のブリュワリーレストラン。ランチには地魚丼なども登場。

夜はオリジナルのフィッシュ＆チップスなどの軽食のほか、

おまかせコースもあり、さまざまな TPOで楽しめる。強羅の

新しい名物になれるように、と始めたクラフトビールはスタ

ンダードエール「漆」、小麦から生まれた「琥珀」、黒ビール「黒

帯」の 3種（いずれもS600円、M800円）。

神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1300-72	　☎ 0460-83-8107

11時30分～14時20分LO、17時～20時30分LO　無休

itoh-dining.co.jp/gorabrewery

岡田美術館	

「東洋の美」にこだわった美術館は、5つのフロアに渡り、

日本・中国・韓国の陶磁器や絵画、仏教美術などを展示。

2018 年 4月から開催される「奄美を愛した孤高の画家・田

中一村の絵画展」には、人気の伊藤若冲の作品も登場する。

著名な屏風絵「風神雷神図屏風」をテーマにした壁画「風・

刻」に臨む、屋外の「足湯カフェ」も人気。広大な庭園も

見どころのひとつだ。

神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1　☎0460-87-3931(代)

9 時～ 17時　不定休

www.okada-museum.com

江之浦測候所

写真、演劇、建築など幅広い活動を行う現代美術作家・杉

本博司氏がファウンダーを務める複合文化施設。海に向かっ

て広がる敷地には、石舞台やギャラリー、茶室などが点在し、

日本の建築文化の歴史を俯瞰して体感できるなど、今までに

ない施設として世界中から熱い視線が注がれている。いわ

ば杉本氏の集大成か。2017年秋の開館以降も進化を続ける。

見学は完全予約制 (1日3回 (3 ～ 10月 )、2回 (11月～ 2月 )

の時間指定 )。火・水曜日休館。詳細はホームページで確

認のこと。

神奈川県小田原市江之浦 362-1	

☎ 0465-42-9170

www.odawara-af.com

 p.038

モダンアートとキュイジーヌを満喫する

ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	仙石原

大涌谷の火山や元箱根の杉並木など他の箱根の風景とは一

転、芦ノ湖北部にある仙石原周辺にはのびやかな草原や湿

原が広がる。名門ゴルフクラブや大企業の保養所なども並ぶ

閑静なエリアは今や、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の
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舞台としても有名なのかもしれない（興味のある方は、有料

道路「芦ノ湖スカイライン」のメロディロードへのドライブ

をお勧めする）。富士山もひときわ身近に感じられる、この

自然豊かな一角にひっそりとたたずむのが「ザ・ひらまつ	

ホテルズ＆リゾーツ	仙石原」だ。宿に到着すると、モノトー

ンのモダンなエントランスの前で、コックコートのシェフとス

タッフがにこやかに迎えてくれる。「滞在するレストラン」な

らではのお出迎えに、今宵の美食への期待が高まる一瞬だ。

　しかし、館内に歩を進めたゲストは、まず随所にあるモダ

ンアートに目を見張ることだろう。パブロ・ピカソ、ジョアン・

ミロをはじめとした、数々の世界的作品が惜しげもなく飾ら

れているのだ。そう、ここは「美食の館」であると同時に「アー

トの館」としての顔も持つ。アートスポットが多い箱根エリア

ではあるが、これだけの名作を独り占めできる贅沢な時間は

他では得ることができまい。誰にも邪魔されることなく、ゆっ

くりと名画と対峙できる幸福を噛みしめようではないか。もち

ろん全 11室の客室すべてにもモダンアートが飾られ、ゲス

トの目を楽しませてくれる。

　ダイニングに場を移しても、アートに彩られた時間は続く。

仙石原の料理長を務める吉越謙二郎氏は、長らくイタリアン

レストランで采配を振るい、カリスマ平松氏から帝王教育を

受けたのち、2016 年末にこの旅館のシェフに就任した。近

隣の食材を巧みに取り入れつつ、ときに華やかに、ときにシ

ンプルに。そして意外性をも兼ね備えたコース料理が吉越

シェフの真骨頂だ。「箱根でしかいただけない革新的なイタ

リア料理」を求め、すでに多くの美食家がリピーターとなった。

客室に戻れば、箱根の中でも屈指の名湯・姥
うば

子
こ

の温泉がこ

んこんと湧いている。明朝は富士山が拝めるだろうか。いや、

今はさながらアートのような一皿をいただく喜びをじっくりと

満喫しよう。

(上 )

下、上から：旅館だけでなく、レストランとしても利用できる（ディナー

のみ。要予約）

コースにはパスタも必ず登場。シェフのスペシャリテのひとつ「甘エビ

のマリネとスパゲティ		ブッタネスカ」は、自分で混ぜていただくスタイル。

ベルナール・ビュッフェやフェルナン・レジェが飾られたエントランス。

さながらモダンなアート美術館の趣だ。

(下 )

左から：11室の客室すべてには、姥子から引いた温泉が。

富士山を感じながら見る片岡球子の「赤富士」も格別。

吉越謙二郎シェフ。

右ページ：早春のディナーのメイン料理は「蝦夷鹿のムニエル　林檎の

バルサミコ酢ソース」。2階のダイニングにはパブロ・ピカソの作品群も。

ザ・ひらまつ		ホテル＆リゾーツ		仙石原

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1245-337

☎ 0460-83-8981

2 名 1室利用　1泊 2食付き　1名 4万 9000 円～（税別・サービス料

込み）

www.hiramatsuhotels.com/sengokuhara
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旅館
海南風
［	The	Ryokan	Collection	］

写真=工藤憲二　文=鈴木博美

p.040

風が南から吹き始めると、日本に夏が訪れる。この季節にぜ

ひ滞在したいのは、海辺の旅館。時の流れとともに刻 と々表

情を変える美しい海の景色と、海を渡り吹く風が、慌ただし

い日常の中で疲れた心に新しい空気を流し入れてくれる。

日本は四方を海に囲まれた国である。島
とう

嶼
しょ

群特有の地理や

気候によって、日本は独特の生活文化を形づくってきた。国

内の 47ある都道府県のうち、海に面していないのはたった

の 8県のみ。太古の昔から多くの地域の日本人が海の恵み

を享受し、その先に広がる未知なる世界に憧れた。南北に

長く弧状に連なる日本列島の海の景色は、まさに千差万別。

のどかで心に安らぎをもたらす淡路島の内海をはじめ、リア

ス海岸の絶景を一望できる賢
かしこじま

島、熱海からは世界最大の海

洋である太平洋のダイナミックな姿など、地域によってさま

ざまな個性溢れる表情を見せてくれる。それらの美しい風景

を望む海辺の旅館に滞在するのであれば、景観を楽しむこと

に加えて、ぜひ感じてほしいのが ”風 ” だ。

　日本には、2000を超える風の呼び名があるといわれてい

る。風は、季節によって向きを変え、同じ国とは思えないほ

どの気候の違いをもたらす。ときに厳しく、ときに心地よく吹

く風と共に日本人は暮らしてきた。こんなにも数多くの名前

があることからは、風という自然が日本人の生活と密着し強

く影響を与える存在であること、そして、その風の微細な違

いを鋭く感じ分けてきた感性を知ることができる。農林漁業

に携わる人ばかりでなく、たとえ都市部に住む人であっても、

この国で生まれ育った者はおのずと風の動きを肌で知り、四

季が巡ってゆくのを細やかに感じとっている。ひいては風は、

目に見えないもの、形を残さないものに価値を見出すという

日本的な美意識の象徴でもある。例えば、洗練された上品

な趣があることを「風流」、芸術的美を表した姿を「風姿」

などといい、芸術や遊芸の世界において、世俗から離れ自

然と調和する美しさに ”風 ”を重ねた。

　他の自然現象に先駆けて、季節の移ろいを真っ先に告げ

るのが季節風。海
かいなんぷう

南風と呼ばれる、南方からの潤いを帯び

たあたたかな季節風が吹き始めると、日本に夏が到来する。

身を縮ませる冬の北風に対し、この海南風は一気に人々を開

放的な気分へと誘う。見事な海景を望みつつ、湯上がりの

肌に風を受け止めながら過ごすのはこの上ない贅沢なひとと

きだ。海面をきらめかせる太陽の光、波の音や磯の香り、そ

して心地よい風……	大自然の息吹を感じながら過ごしている

うちに、不思議と心が解き放たれてゆく。さらに、海に近い

土地ならではの極上の美味を存分に堪能できることも、海辺

の旅館の大きな魅力だ。海という雄大な自然に触れ、心に

も新たな風を吹き込んでくれる旅館での滞在は、きっと忘れ

得ぬ夏の思い出となるはずだ。

(p.041)

左上：最上階である 11 階に位置し、ヴィラ楽園の宿泊者だけが使用で

きる、スカイラウンジ「天上の桟敷」のデッキ。

上：海の庭「和楽」のベッドルーム。和風の落ち着いた雰囲気が心地よ

い眠りへと導く。

左：淡路島は、豊かな海が育む海産物の多種多様さで知られている。

四季折々の美味しい魚介を存分に味わいたい。

 (p.042)

上：英
あ

虞
ご

湾へ一直線に抜けるオーシャンビューの開放感あふれる客室「別

棟エグゼクティブダブル」。身近に自然を感じながら、石づくりのバスタ

ブで温泉を楽しめる。

中：日本でも有数の美しさを誇る英虞湾を望む眺め。周囲には伊勢神宮

や熊野古道など、日本の歴史や文化を感じられる場所も数多い。

左：「黒鮑のカルパッチョ仕立て」は、春夏シーズンの名物。ひとつひと

つ丁寧に獲られた賢島の天然鮑を使っている。

 (p.043)

上：モダンなラグジュアリースイートの客室「誠
せい

波
は

」。全面ガラス張りの

窓からの眺めは、相模湾と部屋を囲む池とが一体となっているかのよう。

非日常感溢れるひとときを楽しめる。

左：夕食に供されるのは、地魚をはじめとした厳選食材を用いた、目に

2018年		春／夏号		日本語編
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美しく繊細な日本料理。

右：まるで水に浮かんでいるかのようなガラス張りの「ウォーターバルコ

ニー」。ラグジュアリースイートのゲストは、このスタイリッシュな空間で

食事をとることができる。

写真提供＝ KPG

ヴィラ楽園
「星と海と空が出逢う場所」をコンセプトにした客室は、和

の趣のスイートルーム仕様。全ての部屋に、プライベート空

間で潮風を感じながら温泉を楽しめる、眺めの良い温泉露

天風呂付きのテラスを備えている。全客室が 80㎡以上ある

ゆったりとしたつくりで、寄せては返す波の音に耳を傾けな

がらリラックスした時間を過ごすことができる。内海に囲ま

れた淡路島ならではの新鮮な魚介を中心に、肥沃な土地で

育った淡路産のブランド野菜や淡路牛など、地元の食材を

使ったバラエティ豊かな料理にも定評がある。

住所／兵庫県洲本市小路谷 20　部屋数／ 27室

ザ・ひらまつホテルズ＆リゾーツ	賢島
日本国内のみならず、パリにも展開しているフレンチレスト

ラン「ひらまつ」直営のスモールラグジュアリーホテル。和

と洋が融合したモダンな客室からは、入り組んだ海岸線が織

りなす美しい英虞湾を望むことができる。豊かな自然に包ま

れた賢島は古来より「御
み

食
け

つ国」と呼ばれた食材の宝庫。

地産地消をベースに、全国から最高の食材を集めて作る、こ

こでしか味わうことのできない極上の料理を目当てに訪れる

人も多い。海景を楽しむ穏やかな時間と特別な美味が感動

を呼び、記憶に残る滞在となるだろう。

住所／三重県志摩市阿児町鵜方 3618-52　部屋数／ 8室

ATAMI 海
か い

峯
ほ う

楼
ろ う

日本の伝統美を現代の暮らしに再構築する作風で、世界的

に活躍する建築家・隈	研吾が設計デザインを手がけた、自

然とアートに包まれた宿。海を見下ろす高台に位置し、どの

部屋からも雄大な海を大きな開口部から眺めることができる

つくりになっている。客室はわずか４室とプライベート感を

重視。きめ細かなサービスや贅を尽くした料理に加え、美肌

効果があるといわれる温泉も魅力だ。年に十数回ほど開催さ

れている熱海海上花火大会では、その華やかな大輪が目の

前に広がる様を館内から楽しむことができる。

住所／静岡県熱海市春日町 8-33　部屋数／ 4室
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インタビュー

アーティスト・インタビュー

竹本織太夫
―大阪で育まれた妙味を伝える
撮影＝木村正史　文＝岡﨑	香  

p.044

ユネスコ無形文化遺産にも登録されている文楽は、太夫、

三味線、人形の ”三業 ” が一体となって舞台をつくる日本の

伝統芸能の一つだ。大阪は道頓堀に、三味線を伴った語り

芸と人形芝居を合体させた人形浄瑠璃の常設小屋・竹本座

ができたのは 1684 年。以来、大阪の庶民に育まれ、一時

は歌舞伎を凌ぐほどの人気を誇った。

	「日本が誇る劇作家・近松門左衛門は、竹本座の座付き作

者でした」と話すのは、六代目竹本織太夫さん。文楽の三

味線奏者を祖父に持ち、8歳で太夫に入門。以来名乗って

きた豊竹咲甫太夫を改め、今年 1月に、江戸中期から続く

名跡・竹本綱太夫の前名・織太夫を襲名した。次代の文楽

界の担い手は、「文楽には日本の全てが入っている」という。

	「近松が ”浄瑠璃に悪人なし”と言ったように、その世話物

には、どこにでもいる普通の人たちがふとした心の弱さから

転落していく様が描かれています。文楽には、そんな江戸

時代の日常や、日本人の人生観や宗教観、自然との関りか

ら当時の最新技術まで詰まっている。一体の人形を 3人で

遣う世界唯一の技術や顔のパーツを動かす ”カラクリ”、指

の全関節を曲げて物をつかむ ”たこつかみ ” の仕組みを見

ていると、ロボットをつくるDNAは、もともと日本人の中に

あったのかなと感じます」

　生粋の大阪人でもある彼は、「文楽は実に大阪らしい芸能」

とも話す。たとえば、『摂
せっしゅうがっぽうがつじ

州合邦辻』という演目のもとになっ

ているのは、能と説経節と、継母との恋や親殺しを描いたイ

ンドの物語。そこに、大阪の四天王寺近くにある合邦辻界

隈の地名や名所、さらにそこにあった料亭が有していた奇

杯などを人名、モチーフとして取り込み、大阪版の物語に

仕立てたものだという。

	「面白いものをあれもこれも全部入れてしまうところが、な

んとも大阪らしい。なんせ、カツ入りカレーラーメン定食な

んていうメニューがある土地柄ですから( 笑 )。キリッとスッ

キリが粋で好まれる江戸文化と違って、旨いものは全部取り

入れようとする。旨味が強い出汁文化ともいえるかもしれま

せん。太棹三味線の腹に響く音も、これでもかという太夫の

語りも、舌の上でグルタミン酸がジリジリするような、実に

大阪らしい味わいですよ ( 笑 )」

　自身の襲名披露では、その『摂州合邦辻』のクライマッ

クス「合
がっ

邦
ぽう

住
すみ

家
か

の段」を務め、華やかさに凄味も加わった

声と迫力満点かつ繊細な語りで、観客を物語に惹き込んだ。

「今までは咲甫太夫が思う美味しいうどんを提供すればよ

かったけれども、これからは綱太夫家の暖簾の味を守らな

ければならない。責任重大です」と、自身をうどん店にたと

える。店の味なら、同じ材料とレシピがあれば伝承していけ

るが、生身の人間が担う伝統芸能はそうもいかない。

	「いちばん大事なのは、歴代の綱太夫のファイティングスピ

リッツを後世に伝えることだと感じています。伝統は本来、

仏教用語の ”伝灯 ”で、灯を後世に伝えること。自分に油を

注ぎ続けて精進し、お客様が思わず身を乗り出したり、泣け

てきたり、鳥肌が立ったりするような、エネルギーあふれる

舞台を務めてまいります。ぜひアミューズメントパークに行

くような感覚で、いらしてください。ディズニーランドやユ

ニバーサルスタジオに行く前に、ガイドブックでアトラクショ

ンの内容や位置を確認するように、大まかな内容と人物関

係を予習しておくと、より楽しんでいただけると思います」

竹本織太夫（たけもと・おりたゆう）

1975 年、大阪府出身。1983 年、豊竹咲太夫に入門、豊竹咲甫太夫を

名乗る。1993 年、文楽の初舞台を踏む。2018 年 1 月に六代目竹本織

太夫を襲名。また同月、自身の監修による書籍『文楽のすゝめ』を実業

之日本社より上梓した。

2018年		春／夏号		日本語編

apanese tex tJ
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●国立文楽劇場

大阪市中央区日本橋 1-12-10

4月文楽公演	

4 月 7 日～ 30 日（19 日休演）

第 1 部 11 時～、第 2 部 16 時～　1 等席 6000 円、2 等席 2400 円

文楽鑑賞教室

6 月 8 日～ 21 日

10 時 30 分～・14 時～　3900 円

※ 6 月 16 日 14 時は英語の字幕、日本語と英語を交えた解説が付いた

『Discover BUNRAKU』を開催。

●国立劇場 小劇場

東京都千代田区隼町 4-1

5月文楽公演

5 月 12 日～ 28 日

『本朝廿四孝』ほか

www.ntj.jac.go.jp/english.html

（写真）

国立文楽劇場 2018 年初春文楽公演、八代目竹本綱太夫五十回忌追善・

六代目竹本織太夫襲名披露狂言『摂州合邦辻』合邦住家の段より

宮崎いず美
―変化し続けるリアルな不可思議
撮影＝西山	航　文＝編集部  

p.046

「好きな食べ物は和食。特にお米と、それに合う物ですね」。

おにぎり山の頂上で片足を上げて立つ少女は、インタビュー

に答えて微笑む。意志の強そうな漆黒の瞳は明るい光をた

たえるが、声はさほど大きくなく、態度も控えめ。そんな印

象とコントラストを成すビビッドな洋服の色が、今をときめ

く若手写真家、宮崎いず美その人を表している。

	「食べ物って、特定の人だけがわかるものではないですよ

ね。そういう普遍的なものが、不思議な世界の中に在る面

白さを見せたくて」。「撮影が終わったら食べられますし」と

小さく付け足す宮崎さんのセルフポートレート作品には、お

寿司や卵といった食べ物が多く登場する。左右に割られた

自身の顔から零
こぼ

れ落ちる生卵、ブロッコリーの森から生える

自分、頭の上にカウンターよろしく並べられる寿司……。そ

のほかの作品も、一見して「なんだこれは」と目を引く違和

感。

　作品は日常生活のふとしたところから着想を得る。普通は

誰もやらないが、「実際やってみたらどうなるんだろう」とい

う挑戦。頭が縦半分にパックリと割れたような、一瞬ギョッ

とする作品もあるが、根底にあるのはなんとも言えない不思

議な明るさだ。それらが多くの人の琴線に触れ、SNSを通

じて着実にファンを増やしている。今や Tumblr のファン数

は 1万 6000 人を超えた。日本のカメラ雑誌 PHaT	PHOTO

の表紙を飾り、米国 TIME 誌や CNNの取材も受ける。ギャ

ラリーに所属せず、自然発生的にできたファンに支持されて

活動を続ける、稀有なアーティストである。

　写真を始めたのは高校生の頃。CMやドラマのつくり込ま

れた世界観が好きで、そこから写真表現の面白さにはまり、

美術大学に進学。１年次課題で始めたセルフポートレート

が、今も面白くて続けている。「あの課題作品を手放しで褒

めてくださった先生がいなければ、もしかしたら続けていな

かったかもしれません」。

　作品の多くは、山梨にある30平米に満たない自室で撮影・

編集されている。１作品の編集時間は約 5時間。自分なり

のアートディレクションが明確なので、そこまで悩まない。

ジャッジは自分。「当初はかなりの頻度で作品を制作してき

ました。最近は忙しさもあって発表の間隔は以前より空いて

いますが、自分が納得できるものは増えていると思います」。

　海外からのオファーも多く、着実に展示回数を重ねている

宮崎さん。今年の春は京都市一帯を会場にした国際写真祭、

KYOTOGRAPHIE に参加する。最年少作家で、メインビジュ

アルの一つにも選ばれた。「UP」という今年の展示テーマと、

宮崎さんの作風がマッチしたという。禅寺や場外市場など

のユニークな場所で展示が行われるなか、宮崎さんの展示

会場となるのは ASPHODELという3階建ての大きな現代建

築だ。「初めての広さですね。今まさにアイデアを固めてい
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るところですが、 ”展示でもあり、インスタレーションでもあ

る ”ような方向に持っていきたいと思っています。できれば

参加型にしてみたい」。新作も登場予定だ。

　今年 24 歳になる宮崎いず美さん。大学を卒業してから、

男女差別などがすこし気にかかるようになった。「これから

はそういうテーマも写り込んでいくかもしれませんね」と語

る。

セルフポートレートという手法で彼女の変化が写ってゆく。

2018 年、もっと写真に力を入れていくと決めた。宮崎さん

の瞳が何を写し、どう変化していくのか。これからがますま

す楽しみなアーティストである。

宮崎いず美（みやざき・いずみ）

山梨県出身。2016 年武蔵野美術大学卒業。在学中より自身を被写体と

したシュールレアリスティックな作風の写真を Tumblr 上に発表し、ネッ

トにて注目を集める。国内ではTHE TOKYO ART BOOK FAIR、国外ではヨー

ロッパ の ア ートフェア 等 に 出 展。2016 年「Cute & Cruel」 展（Wild 

Project Gallery ／ルクセンブルク）、「stand-in」展（Art-U room ／東京）、

2017 年グループ展「Give Me Yesterday」（Milan Osservatorio ／ミラノ）

参加。

（写真）

母校、武蔵野美術大学の図書館前にて

第６回　KYOTOGRAPHIE	京都国際写真祭	2018　

4 月 14 日 ～ 5 月 13 日

嶋臺（しまだい）ギャラリー、誉田屋源兵衛 黒蔵／竹院の間、京都文化

博物館別館、ASPHODEL、建仁寺両足院、京都市中央市場場外ほか

www.kyotographie.jp/en

期間中はアーティストが参加するパブリックプログラムも多数開催予定

( 写真 )

《おにぎり山》2016 年 © 2016 IzumiMiyazaki

《へい！おまち！》2017 年 © 2017 IzumiMiyazaki
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イベント
ガイド 文＝鈴木糸子、岡﨑	香

p.048
 

脚光を浴びる絵本作家たち

日本を代表する絵本作家にちなんだ展覧会が今年、相次い

で行われる。『しろくまのパンツ』『パンダ銭湯』『かおノート』

など、世界各国でも翻訳され人気を博する絵本を手がける

tupera	tupera。その企画展では、人気作品の原画をはじめ、

アニメーションなどの映像、おもちゃや布雑貨といった立体

作品など約 300 点を展示。お面制作のワークショップも行

われ、絵本にとどまらないユニークな世界観にたっぷりと触

れることができる。

　子どもの姿を柔らかな色彩で描いた水彩画で知られる、

いわさきちひろ（1918 ～ 1974）。生誕 100 年を記念し、２

つの企画展が開催される。東京駅の中にある東京ステーショ

ンギャラリーでは、画家としての活躍に焦点を当てた多角的

な構成。才能が育まれた子ども時代の資料、 ”子ども ”とい

う主題を確立した若き日の作品、その技術力に迫る作品の

分析、映画監督・高畑	勲監修による絵を取り込んだ空間演

出など。ちひろの名を冠した東京と長野・安曇野の２つの

美術館では、「Life」をテーマに、その作品や思想にインス

ピレーションを得て作られた現代作家 7組による7種類の

企画を展開。アーティストや写真家、デザイナー、建築家、

詩人などさまざまな分野で活躍する作家たちとの共鳴によ

る、新たなちひろの世界を楽しみたい。（鈴木糸子）

『ぼくと わたしと みんなの tupera tupera 絵本の世界展』

3月17日～ 6月10日

三重県立美術館

Tel. 059-227-2100　　

www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/54629037705.htm

『生誕100年　いわさきちひろ、絵描きです。』

7月14日～ 9月9日

東京ステーションギャラリー

Tel. 03-3212-2485　 

www.ejrcf.or.jp/gallery/english/

『いわさきちひろ生誕100年 「Life展」』

3月1日～ 2019年1月31日

ちひろ美術館・安曇野（長野）

ちひろ美術館・東京　

※期間中、7種類の企画展が東京と安曇野（長野）で開催。詳細はHP

で確認を。

100.chihiro.jp/en/

《けしの花のなかのあかちゃん》1960年代後半　©いわさきちひろ　

※3月1日～ 5月13日　ちひろ美術館・東京にて展示

高い技術力と遊び心が感じられる、
多様な盃を愛でに
市之倉さかづき美術館　

美濃焼を生産する岐阜県多治見一帯の中でも、山間の小集

落である市之倉は、交通の難所であったため、少量の土で作

ることができ運びやすい盃の産地となった。許可を得て磁器

をいち早く手がけ、加藤五輔（1837-1915）などの名工により、

透けるほど薄くて白い生地と細密画のような繊細な染付の盃

が生み出された。この美術館では、そうした巧緻で美しい盃

をはじめ、日本各地のもの、宴席を盛り上げる遊び盃など約

1500 点をコンパクトに展示。底に刻まれた女性の姿が透か

すと浮かび上がるもの、高台が花や飛行機を象ったもの、底

に穿
うが

たれた穴や円錐の形により飲み干すまで置けないものな

ど、その趣向の多様さに興味が尽きない。地元ゆかりの近代

巨匠作品の展示や、現代作家の作品を購入できるショップも

併設。春と秋に開催される陶器市や界隈の窯元巡りと併せて

訪れたい。（鈴木糸子）

2018年		春／夏号		日本語編

apanese tex tJ
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岐阜県多治見市市之倉町 6-30-1

Tel. 0572-24-5911

www.sakazuki.or.jp

忍者歌舞伎に！
新作歌舞伎『NARUTO』

40 以上の国と地域で読まれている岸本斉史の世界的人気漫

画『NARUTO	- ナルト-』が、8月に新作歌舞伎として東京・

新橋演舞場で初上演される。原作は、落ちこぼれ忍者・う

ずまきナルトの成長を描く忍者バトルアクション。歌舞伎に

も馴染みのある児雷也の伝説といったさまざまな伝承に材

を得た独自の世界観を持つだけに、衣装や所作も含めて歌

舞伎の魅力を存分に発揮した作品になりそうだ。うずまきナ

ルトと、そのライバル・うちはサスケを演じるのは、漫画と

歌舞伎のコラボレーション作品として大成功を収めたスー

パー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』でも活躍した坂東巳之助と中

村隼人。成長著しい若手のエネルギーあふれる舞台に期待

したい。（岡﨑	香）

新作歌舞伎『NARUTO - ナルト -』

8 月上旬～下旬 ( 予定 )　

新橋演舞場

東京都中央区銀座 6-18-2　　

Tel. 03-3541-2600

www.kabukiweb.net/theatres/shinbashi/

（写真）

・主人公のうずまきナルト役を演じる坂東巳之助

・うちはサスケ役を演じる中村隼人
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新連載・Tokyo	新発見	第1回
インスタ映えするスポットへ

Tokyo
新発見

撮影＝大見謝星斗

文＝清水千佳子

協力＝フランシス・マヤ

 p.051

日本では 2017 年の流行語大賞にもなった「インスタ映え」は、

今や大げさでなく世界規模の大ブーム。東京でとっておきの

一枚を撮りたいという人のために、「ここはどこ !?」と驚嘆さ

れるスポットを厳選した。

1	鏡の迷宮
万華鏡の中に入り込んだような写真は、ファッションビル「東

急プラザ表参道原宿」のエントランス。さまざまな角度で張

り巡らされた鏡が映し出すのは、多くの人や車が行き交う交

差点。くるくると眺めが変わる様子はまさに万華鏡だ。

ご紹介した場所のインフォメーションは p58 に。

 p.052

2	空飛ぶペンギン
ビルの間を飛ぶように泳ぐケープペンギンたち。高層ビルの

屋上にある「サンシャイン水族館」で 1日2回開催される「ペ

ンギン・ダイビングタイム」の光景だ。約 40羽が餌をめが

けて高速で泳ぐ姿は壮観。夕暮れどきには幻想的な写真も

狙える。

3	夕陽と恐竜
夕陽に飛行機、恐竜橋の愛称を持つ東京ゲートブリッジ、橋

脚の間には富士山と風車。天候とタイミングがよければ、そ

んな盛りだくさんの一枚も撮影できるのは「若洲海浜公園」。

人気の釣りスポットでもある。

 p.053

4	額入りの富士山
富士山は日本一高い山だけに、都内にも撮影スポットは多

数。なかでもユニークなのが成城の富士見橋で、額に収まっ

た富士山は一幅の絵画のよう。この額は世田谷区と区民が

1984 年に「せたがや百景」を選出した折に設置されたもの。

 p.054

5	昔の東京へタイムスリップ
レトロな東京を体験したい人は「江戸東京たてもの園」へ。

敷地面積 7ha の園内は 3つのゾーンからなり、英語ガイド

も常駐。江戸中期から昭和中期までに建てられ、ここへ移築

された農家や商店 30棟などが見学できる。

1920 年代の建物を再現した東ゾーンより。

上左：天井が高く、光溢れる銭湯「子宝湯」。

上右：1964 年頃走っていた都電（東京都交通局営業の路面電車）。

下左：タバコ屋も併設されていた乾物屋「大和屋本店」の店先。

下右：風情ある商店が軒を連ねる下町中通り。

 p.055

6	猫好きの聖地
縁起のいい招き猫が大小さまざま並ぶのは、豪徳寺。約 2

㎝から約 30㎝まで 9種類の招き猫が購入可能で、奉納所に

は常に 4000 体以上が並んでいる。願いごとが叶ったら奉納

する人が多いが、ずっと手元に置いておいてもいい。

7	どこまでも続く鳥居
朱塗りの鳥居が続く千本鳥居といえば京都の伏見稲荷大社が

有名だが、日枝神社の境内にある山王稲荷神社の稲荷参道

も美しく、厳かな空気が漂う。鳥居は全て個人や会社が寄進

したもの。撮影前にまず参拝することをお忘れなく。

8 地下宮殿へ潜入
映画で見た地下宮殿を思わせる巨大な空間は、江戸時代に

は山岳信仰の対象だった「日
にっ

原
ぱら

鍾
しょうにゅうどう

乳洞」の内部。刻々と変

2017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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わるカラフルな照明がミステリアスな雰囲気を増幅させる。

心躍るミニアドベンチャーは 1周約 40分。

 p.056

9 神の使者、降臨
頭をもたげて空を仰ぐのは、古来、神の使者とされてきた鹿。

「東京ガーデンテラス紀尾井町」を彩るパブリックアートの一

つで、彫刻家・名和晃平の「White	Deer」だ。鹿の剥製を

3Dスキャンして制作した彫刻で高さ6mの大作。

10	ようこそ、クラゲの国へ
移り変わる光と音のなか、たゆたうクラゲたち。幻想的で心

癒やされる空間は「マクセル	アクアパーク品川」の「ジェリー

フィッシュランブル」。クラゲは常時 5種類ほどが展示され、

春は桜、夏は花火など季節に合わせた演出プログラムもあ

る。

11	異界への入り口
六本木トンネルで通る人を驚かせているのが、アーティスト・

北川純による「ジッパー」。東京都のストリートペインティン

グ事業により2004 年に誕生した 5作品の一つだ。プレート

に書かれた「このジッパーをひっぱらないで下さい。」が笑

いを誘う。

12　首長団、東京視察中
植栽越しに街を眺めるのは、正装したナイジェリアの首長た

ち。アーティストのサンデー・ジャック・アクパンの力作で、

1994 年に米軍基地跡地に誕生した街「ファーレ立川」のパ

ブリックアート109 作品の一つ。周囲を散策してほかの作品

も楽しみたい。

13	木製巨大迷路？
直線のみの端正なデザインと木材の温かみが調和した「木

材会館」は、東京木材問屋協同組合が建設しただけあり、

建物の内外に檜や杉、桜など10種類の木材を使用。その美

しさから、自動車のCMや映画などに度々登場している。

14	おとぎの国の虹色綿菓子
顔がすっぽり隠れるほど大きな「原宿レインボーわたあめ」

は TOTTI	CANDY	FACTORY	原宿店限定で高さ45㎝！　見た

目がかわいいだけでなく、イチゴやレモンなど色ごとに異な

る味も上品で美味。このサイズでもカロリーが 160kcalと実

は低めなのも嬉しい。

インスタ映えスポットを求めて、
知らなかった東京へ出かけよう。

 p.058
1	東急プラザ表参道原宿

東京都渋谷区神宮前 4-30-3

Tel .03-3497-0418

11 時～ 21 時（6、7 階は 8 時 30 分～ 23 時）

不定休

omohara.tokyu-plaza.com/en/

2サンシャイン水族館

東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビ

ル屋上

Tel. 03-3989-3466

10 時～ 18 時（4 ～ 10 月は 20 時まで。最終入館は終了 1 時間前）　

無休

高校生以上 2200 円（税込）

www.sunshinecity.co.jp

3	若洲海浜公園

東京都江東区若洲 3-1-2

Tel. 03-3522-3225

www.tptc.co.jp/park/03_07

4	成城の富士見橋

東京都世田谷区成城 2 丁目付近

小田急小田原線・成城学園前駅西口より徒歩約 5 分

※住宅街なので、近隣住民に迷惑をかけないようご注意を。
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5	江戸東京たてもの園	

東京都小金井市桜町 3-7-1（都立小金井公園内）

Tel. 042-388-3300

9 時 30 分～ 16 時 30 分（4 ～ 9 月は～ 17 時 30 分。入園は閉園の 30

分前まで）

月曜休園（月曜日が祝日または振替休日の場合は、その翌日）

一般 400 円（税込）

www.tatemonoen.jp

6	豪徳寺

東京都世田谷区豪徳寺 2-24-7　

Tel. 03-3426-1437

5 時 30 分～ 17 時（3 月 18 日～ 9 月 19 日は～ 18 時）　 

無休

招き猫の購入は総受付まで。8 時～ 16 時 30 分（3 月 18 日～ 9 月 19 日

は～ 17 時）

7日枝神社

東京都千代田区永田町 2-10-5 

Tel. 03-3581-2471 

6 時～ 17 時（4 月～ 9 月は 5 時～ 18 時）　

無休

www.hiejinja.net/（日本語のみ）

8	日原鍾乳洞

東京都西多摩郡奥多摩町日原 1052　

Tel. 0428-83-8491

8 時 30 分～ 16 時 30 分（4 月 1 日～ 11 月 30 日は 8 時～ 17 時）

無休（12 月 30 日～ 1 月 3 日除く）

高校生以上 700 円（税込）

www.nippara.com/nippara/syounyuudou/syounyuudou.html（日本語

のみ）

9	東京ガーデンテラス紀尾井町

東京都千代田区紀尾井町 1-3

Tel. 03-3288-5500

www.tgt-kioicho.jp

10	マクセル	アクアパーク品川

東京都港区高輪 4-10-30 （品川プリンスホテル内）

Tel. 03-5421-1111（音声ガイダンス・日本語のみ）

10 時～ 22 時（開館時間は時期により早まる場合あり。入館は 21 時まで）

無休

高校生以上 2200 円（税込）

www.aqua-park.jp

11	六本木トンネル

東京都港区六本木 7 丁目付近

東京メトロ千代田線乃木坂駅より徒歩約 3 分

Tel. 03-5388-3067 （東京都生活文化局文化振興部文化事業課）

12	ファーレ立川アートNo.73	

東京都立川市曙町 2-39-3 立川タカシマヤ パレスホテル口付近

Tel. 042-506-0012（立川市地域文化課）

www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/faretart

13	木材会館　

東京都江東区新木場 1-18-8

Tel. 03-5534-3111

www.mokuzai-tonya.jp/mokuzaikaikan （日本語のみ）

14　TOTTI	CANDY	FACTORY原宿店	

東京都渋谷区神宮前 1-16-5　RYU アパルトマン 2 階

Tel. 03-3403-7007

10 時 30 分～ 20 時

（土曜・日曜・祝日、春、夏、冬休み期間は 9 時 30 分～、11 ～ 1 月の

平日～ 19 時）　

無休

www.totticandy.com （日本語のみ）
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デザイン

	デザインラボ
		

プロダクツ
―吊るして慈しむ植物の造形美
写真＝鈴木一彦（Banepa）、	西山	航（TSUBAKI）

スタイリング＝横瀬多美保（Banepa）　文＝阿部聖子、	白川愛子  

p.059

芸術的な造形の美しさを持つ「ラン」。その根の先までを ”美”

ととらえた「ボタニカルハンガー」が誕生。生みの親はプロ

ダクトデザイナーとして国内外で高い評価を受ける板坂	諭さ

ん。名古屋のフラワーショップ「Banepa」で販売されている。

写真のハンガーは卓上に向く高さ70cm（1万 3500円）。他

に、床置きに向く高さ160cm（2万 2500円）のものも。ラ

ンは別売りで、大型のバンダは約 1万 2000円、小型のオン

シジューム (写真 ) は約 4000円が目安。「旬のランをベース

に、根を整え支柱をつけ、美しい姿にしてお届けします」と

「Banepa」オーナーの渥美由香里さん。

　まるで小さな山が一つ浮かんでいるような、不思議な植物

の群生。「TSUBAKI」の宮原圭史さんがプロデュースする

「OYAMA」シリーズは、鎖が芯となる鉄につながっていて土

や水苔の絶妙な配合で、崩れないよう設計されている。写

真の「崖」（幅 70 ×高さ90cm、重さ約 10kg、13 万円）

はモミジ、ヤマアジサイ、ユキノシタなど約 14種類の同質

の環境を好む植物が植えられ、共生していく仕組み。「落葉

する植物もあり手間はかかりますが、一緒に生きていく感覚

を楽しんでほしい」と宮原さん。自宅の環境や好きな植物を

伝え、オーダーメイドで製作可。納期は約 2か月。購入後

のメンテナンスも相談できる。

　生きた芸術と暮らす喜びが始まる。

TSUBAKI

東京都目黒区八雲 4-3-5　

来店の際は事前予約を。

contact@tsubaki-tokyo.jp

www.tsubaki-tokyo.jp

Banepa　

愛知県名古屋市千種区千種 1-23-3　

12 時～ 18 時 30 分　

日曜・月曜・火曜定休

vert@banepa.jp

www.banepa.jp

文様
―視覚化された勝負
文＝原	研哉　

撮影＝西山	航  

p.060

日本の将棋の駒は独特の形をしている。先細りで切っ先の

尖った形が、黒々とした墨書を背負ってずらりと盤上に並ぶ

様は確かに戦の陣形に見える。

　碁盤や将棋盤のように、四角を升目に区画し、相対する

陣に分かれて勝負をする戦争ゲームは洋の東西を問わずあ

る。チェスの駒が彫刻的・具象性に富んでいるのに対し、将

棋の駒はいかにも平面的・概念的だ。一番弱い歩兵が、相

手の陣に攻め入ると、裏返って金になるというのも、表裏の

ある駒あっての妙味である。先陣の功を競うサムライの心理

とゲームの機微が一体化していて興味深い。

　ここで紹介している将棋の駒は、とてもユニークなもので、

駒の動きを可視化した図像が駒の上に配されている。確か

に駒の動きが一目瞭然で便利だが、さらにそれぞれの駒の

効き筋が見やすく、勝負の趨
すう

勢
せい

までもが視覚化されているよ

うで面白い。動きが独特の桂馬など、その図像化の工夫に

思わず微笑んでしまう。文字とは異なる美しさを備えた駒の

デザインである。

2018年		春／夏号		日本語編

apanese tex tJ
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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/

将棋（しょうぎ）

ルーツはチェスなどと同じく、古代インドのチャトランガというゲーム。9

× 9 の 81 マスという盤上で、40 枚、8 種類の駒で勝負を行う。形はか

なり初期の段階から今と同じく五角形だったもよう。一見すべて同じサイ

ズに見えるが、よくみると微妙に大小があり、王将（チェスで言うキング）

が最大。

駒が相手の陣地まで入ると裏返って強く（時に弱く）なることも特徴のひ

とつだが、それ以外に、取った相手の駒を自駒として再利用できること

が他のチャトランガルーツのゲームにはない独自性である。このため、

終盤まで手に汗握る戦いが続く。

今回、手前の陣にオリジナルの将棋駒（漢字を使用したもの）、奥の陣

地に最近デザインされた「大明駒（たいめいこま）」を対局させた。大

明駒は、それぞれの駒の動きを可視化してデザインし、一見したところ

分からない駒の効果範囲が一目で分かるため、初心者にやさしい駒に

なっている。

写真のツゲ（2 万 5000 円）のほか、オノオレ（1 万 5000 円）、カエデ（9000

円）製のものもあり。

www.fundament.jp

建築
―風と光のなかに佇むワイナリー
写真＝阿野太一

文＝佐野由佳
 

p.062

どこまでも広がるブドウ畑のなかに、大切に置かれた贈り物

のように、「domaine	tetta」のワイナリーはある。ブドウの

産地である岡山県の北西部、新見市哲多町に 2016 年夏に

竣工した。

　コンクリート打ちっ放しの 2層構造の建築は、「グラビ

ティー・フロー」という重力を利用した製法など、ワインづ

くりのための機能が形になっている。上階に収穫したブドウ

の搬入口や作業場を設け、下階に醸造と貯蔵のスペースと

ワインの搬出口がある。上階には、ブドウ畑が一望できる、

見晴らしのよいショップもある。ワインにとって最適な温度と

湿度を確保する目的もあり、開口部を広く取って風の通り道

にしている。

　設計したワンダーウォールの片山正通さんは、岡山県出身

のインテリアデザイナー。30年近い歳月、ヨーロッパ、北米、

アジアなど、世界を舞台に仕事をしてきたが、ふるさと岡山

での仕事は今回が初めてだったという。オーナーの、ワイン

づくりにかける真摯な情熱に動かされた。「何度も現場に通

ううちに、空気の清 し々さや空の高さ、食べものの美味しさ、

そうした岡山の自然の素晴らしさをあらためて感じました」。

その魅力をダイレクトに感じられる場所にしたかったという。

ワイナリーには、ふるさとへの感謝とエールが込められてい

る。

標高 400m の高台にある畑は、石灰岩の土壌、長い日照時間と寒暖差

のある気候に恵まれ、ワインづくりに適した良質なブドウを栽培すること

ができる。「domaine tetta」は、ブドウの栽培から醸造まで一貫して行い、

上質なワインをつくりたいという、オーナーの思いが結実した場である。

domaine	tetta　

岡山県新見市哲多町矢戸 3136

Tel. 0867-96-3658

ショップ　営業時間：11 時～ 16 時　

定休日：月曜、火曜（祝日の場合は営業）

tetta.jp
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最先端

世界が驚くMade	in	Japan
		

撮影＝西山	航、大見謝星斗

文＝編集部

 p.064

丁寧で緻密、高度な技術力はもちろんのこと、これまでにな

かった新発想で世界を驚愕させる ”新しいモノづくり ” が今、

日本で始まっています。使うほどに愛着のわくファクトリーブ

ランドから、産業の未来を担うテクノロジーまで。金属やガラ

ス、シルクなど身の回りに溢れる素材たちが、手わざと創意、

熱い想いによって生まれ変わる現場を訪ねます。

お酒を大変身させる磨きマジック
BIRDY.	デキャンタ

 p.065

600トンにもおよぶ威力で次々と自動車部品を成型する、大

型プレス機が立ち並ぶ工場の一角で、ここにしかない日本の

技術力が魔法のような道具を生み出している。それ 64ペー

ジの、くびれたフォルムと銀色の光沢が美しい器。味と香り、

口当たりを劇的に変化させ、お酒を飲む楽しみを何倍にも増

してくれるのだ。

　言わずと知れた「トヨタ自動車」をはじめ、製造業の従業

員数の実に 8割以上、そして工場数の 3割以上が自動車関

連という愛知県豊田市。横山哲也さんが商品企画を担う、

1951 年創業の「横山興業」は、プレス、溶接など自動車部

品の加工を専門として、建材事業や太陽光発電事業も展開

し、現在横山さんの兄が三代目社長を務める。

　横山さんが自社の海外工場に勤務後、帰国した際に実感

したことは、自動化が進む現場は設備と技術の習得さえあれ

ば世界のどこにでも根づき発展しうるということ。では日本な

らではのものづくりとして、自社の金属技術を活かし、何か

面白く付加価値の高いことができないか、とたどり着いたの

が、カクテルツールの製作だった。行きつけのバーでひらめ

き、シェイカーをきっかけにバースプーン、メジャーカップ

などを、現場のバーテンダーたちの声を取り入れながら、

2013 年来、世界 15 の国と地域に販路を拡大。カクテルの

聖地と言われる、ロンドンのラグジュアリーホテル The	

Savoy にて採用されるまでに成長させた。そして昨年お披露

目された新作が、この ”BIRDY.” デキャンタだ。

　ワインのデキャンタージュといえばボトルからガラスの容

器に移し替え、1時間ほど静かに寝かせるのが一般的。珍し

い金属製のデキャンタは、その工程を革新させる。1杯から

2杯分のお酒を注ぎ入れ、片手でクルクルと数回回すだけで、

ワインの角が取れまろやかに。手頃なテーブルワインでも香

りが華やかに花開き、ちょっと特別な高級ワインのようにな

る。さまざまなお酒に応用できる点も注目で、例えばウィス

キーなら、抜栓して数ヵ月後のまろやかさを瞬時に得られる

ようだ。回す回数によって味わいの変化の幅を発見し、自分

好みを追求する楽しみもある。

　秘密は、液体の対流を生み程よく空気を含ませるよう、内

部に施された磨きの加工。磨きといっても平面にならすので

はなく、ミクロンレベルの微細な凹凸を、丸みをもたせつつ

残すという、人間の手でなければ成しえない熟練の技だ。磨

きの作業を担うのは、精鋭の女性チーム。回転する研磨機

のパーツを変えながら、ひとつに 8工程、1時間近くをかけ

仕上げていく。

　遊び心ある ”バーディ”というシリーズ名の由来は、もちろ

んゴルフ用語。「水準（par ＝規定打数）より一歩先をいく、

という意味から着想しました」と横山さん。「ゴルフは打数が

マイナスになるほど優位になるスポーツ。研磨の技術で、よ

りシンプルなフォルムへと削ぎ落としていく作業にも通じると

思って」。シンプルで、世界中で目に留まるジャパン・ブラン

ドに、という想いを込めた。

左ページ：左の 2 点、BIRDY. デキャンタは、高さ 15cm ほどで小ぶりな

印象だが、それは 1 ～ 2 杯分から手軽に、日常的にデキャンタージュを

取り入れてもらうため。奥のタンブラー 2 種もそれぞれ、ビールの理想

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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的な泡立ちや、まろやかな水割りを生む、計算された機能をもつ。

上：デキャンタとタンブラーを研磨する。特にデキャンタは、そのゆるや

かに湾曲したフォルムゆえ、均一に磨くには熟練を要する。

BIRDY. デキャンタ 1 万 6500 円

birdy-j.com/en

問い合わせ：birdy@yokoyama-co.com

ガラスが魅せる普遍と進化
AGC 旭硝子

 p.066

それはときに割れやすく、はかない。それは透明で、軽やか。

それはときにどっしりと重厚に存在する。工業製品としては

ヨーロッパを起源とし、熱で溶かして冷やし固めるという古

来の製法をとどめるガラス。暮らしの中で変わらず私たちの

身近にあり、そして確かに進化し続けている。

　1907 年創業の「AGC旭硝子」は、20 世紀に入ってから

の日本における建設ラッシュやモータリゼーションのなか、

建物や自動車の窓ガラスメーカーとして発展。テレビの普及

によりブラウン管の製造から、やがて薄型テレビの液晶用ガ

ラスの製造へと時代は移り、スマートフォンやタブレット用ガ

ラス、半導体製造用の部材や化学品など先端分野にも進出

した。板ガラスを中心とする製造会社としては今や世界トッ

プ 3の一社として業界をリードする。

　その AGCは 2015 年から毎年、イタリアで開催される世

界最大級のデザインの祭典、ミラノデザインウィークに出展

してきた。年ごとにインスタレーションのコンセプトを変え、

デザイナーや建築家とAGCの技術者たちがタッグを組むプ

ロジェクトだ。その現場に3年間携わった、商品開発研究所

長・杉本直樹さんと、2017 年の展示を担当したデザイナー

のひとり、倉本仁
じん

さんを訪ねた。

	「商品開発の現場では、いま ”設計 ”ではなく ”デザイン ”

が先行するモノづくりの事例が増えています。ガラスメーカー

として従来は素材の機能や性能を前面に提案してきました

が、クリエイティブなフィルターを介してガラスというものを

もっと知ってもらえれば、私たちの製品の可能性もより広が

るのではと、取り組んだのがきっかけです」と杉本さん。　

　倉本さんも頷く。「展示を楽しんでもらうと同時に、進化し

ているガラスの姿を体験することで、ちょっとしたインスピ

レーションの種を持ち帰ってもらえる場になればと思いまし

た」。1年目、2年目はAGC製品の機能性を活かし、透過し

つつ反射したり、軽やかであったりというガラスの美しさ、

神秘的な魅力が披露された。倉本さんが携わった 3年目は、

ガラスに触れて使う楽しさにフォーカス。プロダクトデザイ

ナーの倉本さん自身、ガラスを扱ったのはほぼ初めてだった

という。「曲がるほど薄かったり、指紋がつきにくかったり、

反射が抑えられたり……ガラスというものを全然知らなかっ

た、と驚きと喜びをもって実感しました」。自身のその後のデ

ザインワークにも活かされる、新たな出会いとなった。

　それはAGCの技術者チームも同じ。「入り口が全く違って、

”こんなことをやりたい ”というコンセプトから入り、シンプ

ルかつ具体的に形にしていくことがデザインなのだ、と。未

知の領域でした」と杉本さん。技術とデザイン、互いの手法

の違いに、プロジェクトの立ち上げ当初は戸惑いもあったよ

うだ。だが、数値や専門知識とは無縁であるがゆえのデザイ

ナー側の自由な発想を、AGCは 110 年の歴史で培われた技

術力で受け止めてきた。　

　互いの発見が、新たなモノづくりの出発点ともなるこのプ

ロジェクト。今年 2018 年のミラノでの展示テーマは ”音 ”。

防音ガラスのような	 ”音を遮る ”ガラスだけではなく、現在

開発中だという ”音を生む ”ガラスの表現に、期待が高まる。

(p.067)

左ページ：ミラノデザインウィークでの、2015 年展示作品「GLACIER 

FORMATION」( 写真は 2017 年・東京での特別展より )。

上：倉本 仁さんが携わった 2017 年展示作品「Touch」より、ガラスを

叩いて音を出す ” Drum” と、ガラスに絵を描く ” Glass Spinner”。

右上：2016 年展示作品「Amorphous」。

以上、写真＝ Akihide Mishima
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右：試作品を手に構想を練る、2018 年展示作品「Soundscape」のクリ

エイティブ・パートナー、建築家の萬
まん

代
だい

基
もと

介
すけ

さん。

Soundscape	

Presented by AGC Asahi Glass, at Milan Design Week

2018 年 4 月 17 日～ 22 日

Ventura Centrale, Milan

agc-milan.com

写真技術で体温革命
Hot Tab

 p.068

人間の体温は 36.5℃以上あれば、ガン予防の一助になると

いわれている。心臓ガンや脾
ひ

臓ガンの例がめったにないの

も、ほかの臓器より温度がわずかに高いからとされる。しかし、

日本では 3人に 1人がガンで死亡するという統計が出ている

現代。生活習慣の影響が自律神経の乱れを引き起こし血流

を低下させ、結果、今や多くの日本人の体温は 35℃台にま

で下がっているのだという。

　実は日常の入浴さえも、水道水に含まれる残留塩素が身

体にとってストレス物質となり、交感神経の緊張が体温を下

げ、ほかにも冷え性、鬱や不眠症など、さまざまな不調を

引き起こす原因となるという。そんな現状を憂い、現代人の

健康向上のため開発されたのが、世界初の ”重炭酸イオン

入浴剤 ” Hot	Tab だ。その製造技術は、社長の小
こ

星
ぼし

重
しげ

治
はる

さ

んが大手の写真用フィルムメーカー勤務時代に開発した、現

像用薬剤の錠剤化技術を応用したもの。目指したのは、ド

イツに多く存在する温泉と森林環境を利用した健康保養地

や、世界屈指と謳われる大分県・竹
たけ

田
た

市の長湯温泉の ”自

然炭酸泉 ”を再現し、毎日の入浴に取り入れてもらうことだ。

　Hot	Tab のタブレットを湯船に入れると、一瞬、お湯が白

濁するほどの細かい泡が広がる。無香料・無着色で、乳幼

児や高齢者、敏感肌の人の入浴も安心。41℃以下での 15

分以上の入浴で、ぬるめのお湯でも身体がしっかりと温まる。

その仕組みは次のとおりだ。

主原料であるクエン酸と重曹、それぞれの細かな粒子を ”マ

イクロカプセル化 ”技術で、ポリエチレングリコールという

中性の成分の膜で覆う。このとき、クエン酸の膜を薄く、重

曹の膜を厚くする。これを、数十トンもの力で圧縮、タブレッ

ト状に成型。本来、酸とアルカリで反応しやすい成分の錠剤

化を、特許技術が可能にしている。

　この状態では重曹とクエン酸は反応しないが、タブレット

がお湯に浸かると、膜が薄いクエン酸が先に溶け、錠剤の

内部が酸性になる。次に重曹が溶け出すと中和反応が起こ

り、微細な炭酸ガスが時間差で急激に発生。自然炭酸泉の

温泉地の地下 1000mで起こる、炭酸ガス水脈の反応を再現

している。

　放出される炭酸ガスは、重炭酸と水素に中和され、 ”重炭

酸イオン ”となって湯中に溶け込む。クエン酸と重曹の反応

速度、発生する泡の細かさをタブレット化により絶妙にコン

トロールする技術で、高濃度の重炭酸イオンが持続的に湯

中にとどまる。そしてこの重炭酸イオンが体内に取り込まれ

ると血管を拡張する作用が働き、入浴後の血流が 5倍にま

で増幅する試験結果が得られているのだ。身体の表面だけ

が一時的に温まるのではなく、この体内の現象によりぽかぽ

かとした温かさが持続し、リラクゼーション効果、安眠効果

も得られるという。

	「血流が改善され体温が上昇すれば、国民の健康レベルも

向上して、医療費も削減され財政にも良い効果がもたらされ

るはず」と小星社長。何より ”予防医療 ”として、Hot	Tab

効果で期待される体温革命を起こしたいのだという。

(p.069)

効果別に揃う Hot Tab シリーズの一部。

左は発売以来シリーズ一番人気。女性特有の冷えを解消し肌や髪への美

容効果も期待できるベストセラー商品。

大分県竹田市の長湯温泉の炭酸泉を再現。 ” 長湯を持ち帰る ” というコン

セプトで、竹田市内で販売している限定仕様。
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より高濃度の成分で疲労をリセットする効果が支持されるアスリート仕

様。スポーツ界にも愛用者が多いそう。

” 重炭酸温浴 ”のメッカに
Hot Tab の原点のひとつである、自然炭酸泉を湛える大分県・竹田市の

長湯温泉に、今年 10 月に会員制クアハウスがオープンする。建築家・

坂
ばん

茂
しげる

氏による設計で、19 の宿泊コテージが点在し、木の温もりやオーガ

ニックコットンのアメニティ、身体に良い食材を使った料理……と温泉と

ともに心身の健やかさを育むというコンセプト。日本ではあまり浸透して

いない ” 予防医療 ” ” 自然治癒力 ” という考え方について学び、広める拠

点としての保養温泉地となる。画像提供 = 坂茂建築設計　

tansan-tablet.com/en

技術と美の結晶
cygne

 p.070

新潟県・燕三条といえば今や、洋食器やカトラリー、刃物な

ど金属製品の一大生産地として名高く、その品質は世界でも

高く評価されている。産業の起源は 400 年前、木造建築に

欠かせない和釘づくりからはじまり、銅器、農耕具、工業製

品の量産地へと発展してきた。

　そんな燕三条に息づく技術が凝縮されているのが、純チタ

ン製のこのマッサージツール。 ”c
シ ー ニ ュ

ygne”というフランス語の

名のとおり、「白鳥」をイメージした優美なフォルムは片手

で持ちやすく、適度な圧でセルフマッサージできるよう設計

されている。置くとゆらゆらとバランスを保つ愛らしいオブ

ジェのような姿は、肌に触れる部分の設置面を減らすよう、

衛生面にも配慮した機能美だ。

　医療器具や歯のインプラントにも採用されるチタンはアレ

ルギー反応が起きにくく、身体への安全性と錆びにくさで重

宝される一方で、加工が難しい金属。技術力を結集させ

cygneを生み出す、3つの現場を訪ねた。

　まず成型を担うのは、ステンレスやチタンの ”熱
ねつ

間
かん

鍛
たん

造
ぞう

”

を専門とする「相場産業」。1000℃に熱した棒状のチタンを

ハンマー鍛造機で叩き、型に押し込むようにして成型する。

500kgあまりのハンマーが落下し火の粉が飛び散るさまは大

迫力。型に叩き込むときに出るバリがぶつかり合うと製品本

体に亀裂が入りやすくなるため、ハンマーを操る職人の手元

の感覚が重要だ。

　続いては研磨の作業。親子 3人で営む小さな工房「石田

研磨」では、理容用の梳きバサミや医療器具などの研磨に

独自の技術を用い、湖面のように美しく精密な仕上がりに各

業界が信頼を寄せる。チタンの研磨は、微細な粉が飛び散り、

火花が出て炎上しやすく危険を伴う作業。熟練の力加減で、

cygne の複雑な曲線と細かいくびれを磨き、置いたときのバ

ランスも整えながら、ひとつひとつ手作業で仕上げていく。

　研磨によって作られる美しい鏡面の ”シルバー ”のほか、

シリーズには ”ゴールド ”と、しっとりとした風合いの ”シャ

ンパンゴールド ”があるが、これらの色はメッキや塗装によ

る着色ではなく、金属の表面に自然に発生する ”酸化皮膜 ”

を利用したもの。薬品に浸けて電流を流し、ミクロンレベル

で皮膜の厚みを変えることで、光の屈折により目に見える色

が変化する。 ”構造色 ” や ”干渉色 ”と呼ばれるこの色は、

チタンであれば 100 色もの表現が可能という。金属の表面

処理を専業とする「中野科学」では、製品の表面の状態、

さらには気温や湿度などさまざまな影響をコントロールし、

経験と勘と感性を活かしてこだわりの色に仕上げている。

　火の力、手の力、科学の力、そしてデザインの力の競演

により大切につくられる道具は、触れるほどに一層愛おしさ

が増すようだ。

(p.070)

上：人気ヘアメイクアップアーティストの監修と、プロダクトデザイナー

の設計による cygne のフォルムは、身体のどんな曲線にもフィットする。

まず手首から腕に沿って脇へ、鎖骨、首筋のリンパを流し、フェイスライ

ンをほぐして、ほうれい線を引き上げるように。最後に眉の上やこめかみ、

頭頂部をほぐすと、顔の引き締め効果が期待できる。

cygne 左から、シャンパンゴールド  2 万 5000 円、シルバー 2 万円、ゴー
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ルド 2 万 5000 円。

金属加工技術を軸に、地域の産業とメイドインジャパンのブランディング

を手がける「NAGAE+」から。

nagae-plus.com/en

 (p.071)

上：重厚なハンマー音が響く「相場産業」の工場。熱したチタンの棒を

型の窪みにあてがい、ハンマーを落下させ叩きながら、ひとつひとつ成

型していく。

中：「石田研磨」の社長・石田耕治さん。磨きの精度を高めるために自

家製の研磨機に改良を加えたり、海外から研磨材を取り寄せたりと試行

錯誤の日々だという。

下：化学の力で金属が大変身する、「中野科学」での表面加工。

布のように紙のように自在に
KANAORI	/	ORIAMI®

 p.072

手にひんやりとする感触とかすかな重量感で、初めてそれは

金属であると驚かされる。布なのか、紙なのか、と見紛うば

かりのこれらの正体は、金網だ。

　金網は私たちの身の回りに溢れている。網戸、キッチンの

水きりカゴなどはもちろん、自動車部品や家電に使われるフィ

ルター。さらには、製紙工場で紙を漉
す

いたり、樹脂製品や

食品、薬品の原料を漉
こ

すなど、金網がなければ成り立たな

い製造業は数多い。あらゆる場面で生活を支えるそんな金

網がいま、美しく姿を変えている。

　東京の下町、荒川区にある大正 11（1922）年創業の「石

川金網」は、一世紀近くに渡り、家庭用品や精緻な工業用

部品から、建材用パネルまでを製造してきたトップメーカー

だ。金網といえばまず、ものによっては髪の毛以下の細さに

まで金属を加工し、それを網状にしていること自体が驚きだ

が、技術の粋はそれだけではない。切り方によっては断面か

ら解けてきてしまうため、正確な位置で断裁する加工に各社

のノウハウを駆使するという。柔らかい素材を切るのと違い、

刃がぶれやすく、直線に断裁する難しさもある。

　世界的に見ても、日本の金網の技術と品質は群を抜く。だ

が時代の流れで安価な海外製が普及するなか、国産品のポ

テンシャルを活かしきりたいと、主力の大量生産品とは別路

線で石川金網が近年取り組んできたのが、全く新しい金網の

提案なのだ。

　デザインと機能性が両立する「KANAORI」のポイントは ”異

素材 ” の組み合わせ。その反物さながらのロール状の姿か

らも、金網は ”織物 ”であるのだという印象が増す。金属の

中では比較的硬いステンレスを縦糸に、横糸には銅、真鍮

などをさまざまに組み合わせることで、縦・横方向の伸び方

やしなやかさを変えたり、カラーステンレスを使いトリコロー

ルの縞模様に織り上げたりと、表現の幅は無限だ。空気も光

も通す、インテリアやディスプレイ用の素材として提案してい

る。

　折り紙好きな社員の発想をもとに開発したのが

「ORIAMI®」。布のようにしなやかながら、紙以上にしっかり

とした、金網製の折り紙だ。イタリアでの展示会では現地の

折り紙協会から反響があったり、軽さを活かしてアクセサリー

や、フラワーアートなどの素材にとクラフト愛好家に人気だっ

たという。

　石川金網の工場には、今では珍しい木製の手織り機があり、

ときに規格外の注文に細やかに応じ、手作業で網目のピッ

チや線の太さを変え試作をする。長年培ってきた技術と老舗

としての矜持が、金網の新たな境地を可能にした。「KANAORI

もORIAMI®も、あくまで金網という ”素材 ”ですが、それだ

けに、使い手の皆さんのアイディアからヒントをいただき、

さらに良いものを作っていくやりがいを感じます」と社長の

石川幸男さんは笑顔で話す。石川金網にしかできないことを

出発点に、日本のものづくりの可能性が広がっていく。

(p.072)

上：機械化が進むなかでも「石川金網」の現場では、最終段階は人の

目と手先の感覚がものをいう。

右ページ、左上から：ORIAMI® は、金属の配合によって色が異なる。上
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から「丹銅」(Red brass)、「ステンレス」(Stainless steel)、「純銅」(Copper) 

の 3 種。KANAORI の幅広いバリエーションのうちの 3 種。オーガンジー

や、上質なヘリンボーン調の織物さながらの風合いで、光の具合で、色

の見え方も変化する。軽やかさのなかにも、金属ならではの質感と華や

かさが魅力だ。

kanaori.tokyo

ishikawa-kanaami.com/kanaamiorigami/

ORIAMI® は 3 枚 入り 1000 円 から。 東 急 ハ ンズ、ヨド バ シ カメラ、

Amazon.co.jp などで販売中。

伝統産業が育む新素材
ナノフィブロイン ®

 p.074

蚕は、不思議な生き物だ。体内に、絹糸の成分であるセリ

シンとフィブロインという2種類のタンパク質をそれぞれ貯

蔵する、絹
けん

糸
し

腺
せん

といういわば ”タンク”があり、糸を吐く瞬間、

この 2種類を合体させる。主成分のフィブロインを中心に、

その周りをセリシンが薄い皮のようにコーティングしながら、

液状だったものが糸となって紡ぎ出されるのだ。さなぎとな

り羽化する前のデリケートな時期に、自分を守る天然のシェ

ルターを作り出す。

　そうして紡ぎ出される繭の恩恵は、アジアから遠くヨーロッ

パまで及んだ交易の重要な品として、伝統産業として、5000

年もの古くから人の文明とともにあった。現代の日本におい

ては、群馬県の富岡製糸場が世界文化遺産に登録され話題

になったものの、蚕糸産業そのものは輸入品との価格競争

や後継者不足などのため衰退の一途を辿って久しい。

　そんななか、近年はシルクの ”非繊維利用 ”の研究が進

められてきた。繊維に適さない、いわゆるくず繭の活用法と

して極めてエシカルな取り組みでもある。なかでも、主に食

品・化粧品向けの開発を手がけてきた「松田養蚕場」の、

世界初の特許技術に注目したい。シルクからセリシンを取り

除き、フィブロインのみを熱、圧力をかけ液化抽出するとい

うもので、成分を蚕の体内に蓄えられているそのままの状態

に戻すイメージだ。従来のシルクタンパクの加工方法よりも、

高純度で、保存性にも優れる新素材 ”ナノフィブロイン ®” の

抽出を実現させた。

　この抽出液を真空凍結乾燥によりパウダー化した、ナノフィ

ブロインパウダー（写真・上）は、まるで粉雪のようにさら

さらとして、きらめきが美しい素材。水に溶けやすく、料理・

化粧品へと用途は幅広い。ナノフィブロイン ®は保存性に優

れ無味無臭のため、化粧品においては香料や保存料を添加

せず、保湿作用などシルク成分本来の効果のみを肌に届け

る。同様に、食品への応用では風味を左右することなく食感

を向上させる。例えば、シフォンケーキなどの焼き菓子に用

いると、保湿作用により卵、乳製品などのアレルゲンになり

得る素材を省いてもしっとりなめらかに焼き上がる。また麺

類に練り込むとつるつるとした食感が際立ち、のびにくくなり

好評だという。

　フォームドミルクや、卵白メレンゲと同じ ”起泡性タンパ

ク質 ”である性質を利用したユニークな製品としては、現在

開発中の、ボトルから泡の状態で出てくるシルク美容液や、

”泡醤油 ”（写真・右下）がある。和食はもちろん、スタイリッ

シュな見栄えはフレンチなど洋の料理の表現の幅をも広げそ

うだ。つい醤油をつけ過ぎてしまうのを防ぎ、減塩効果も期

待できる。

　また、医療分野での最先端の研究成果も見逃せない。松

田養蚕場が開発したナノフィブロイン ®をフィルム状にした

ものを、血糖値測定用の電子機器に組み込むことでセンサー

の性能の向上が認められ、結果、従来の血液だけでなく汗

や唾液からでも、痛みもなく簡単に血糖値を測定できるよう

になる可能性が示された。実現すれば糖尿病患者の負担も

減らす、画期的なデバイスとなる。

　その長い歴史の中で、今また ”古くて新しい素材 ”として

注目されるシルク。それにより日本の蚕糸産業の担い手も増

えていくことが期待される。

nanofibroin.com
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最先端が育む、シルク産業の未来
SILK on VALLEY YAMAGA プロジェクト

 p.075

熊本県山鹿市は豊かな自然に抱かれた県北部に位置し、山

鹿温泉をはじめとする数々の温泉郷、夏の風物詩である灯籠

まつりや、江戸時代の芝居小屋の様式を取り入れた「八千

代座」などの見どころでも知られる。19 世紀中頃の県にお

ける、近代蚕糸業の開祖・長野濬
しゅん

平
ぺい

の出身地であり、かつ

ては養蚕と製糸業が盛んな地域だったが、時代とともに、現

在は市内に養蚕農家 2軒を残すのみとなった。

　その「山鹿」の名が今また業界内に轟いているのは、世

界初・最大規模の ”スマート養蚕工場 ”が 2017 年 5月に稼

動し注目されているからだ。一般的な養蚕業では、蚕の餌と

なる桑の収穫サイクルと、冬季は蚕の飼育に適さないという

季節的な制限があり、繭の生産は年 3回ほどにとどまる。加

えて蚕は環境の変化や伝染病に弱い、とても繊細な生き物。

「NSP山鹿工場」では、クラス10000 のクリーンレベルを誇り、

徹底した温度・湿度管理のもと蚕を年間 24 回飼育できる

”周年無菌養蚕システム ”の導入で、高品質な繭の安定した

供給を目指す。

　蚕の成育にはまず、餌となる桑が欠かせない。それも無

農薬での栽培が必須のため、工場の着工に 2年先立ち桑畑

の造成からプロジェクトは始まった。かつて牧草地だったが

20年あまり放棄されていた 25ヘクタールの土地に8万本の

苗木を植え、標高 600メートルの山上に広がる「天空桑園」

が誕生した。

　桑栽培から飼料の製造、養蚕までを一貫して行う ”オール

山鹿メイド ”としても、世界にも例がない試みとなる。4000

平方メートルの工場内には、収穫した桑の葉を粉砕しシート

状の人工飼料に加工する設備も備える。伝統的な養蚕の場

合、手作業で一日3回、桑の葉を与えるという重労働が、こ

のシステムではひと月に 3回飼料シートを交換するのみ、と

いう点が画期的だ。

　工場では月60 万頭の蚕を飼育し、年間 50トンの繭、シ

ルク糸に換算すると10トンの生産を計画している。これは、

国内最大の生産地である群馬県に匹敵する規模だ。安定供

給が軌道に乗れば、生糸以外の用途にも研究範囲がさらに

広がる。人体に近いタンパク質である性質を利用し、人工皮

膚・血管など医療分野への応用も期待されるほか、研究機

関においては、すでに農林水産省との連携で、ゲノム工学

を駆使した ”蛍光シルク”や、強く切れにくい ”クモ糸シルク”

などの研究開発が進んでいる。いずれは工場周辺にも研究

所を設立し、一帯を生産・研究・開発の拠点を集約した ”バ

レー ”に発展させるという構想。地域の産業と雇用、土地活

用をも活性化し、「山鹿シルク」というジャパンブランドが、

日本そして世界のシルク産業に変革をもたらす日は近い。

silk-on-valley-yamaga.jp
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日本美
［ホテル雅叙園東京］創業90周年を祝う
―知られざる ”日本美の館” 		

撮影＝小野祐次　文＝編集部　地図＝ハニージ

 p.076

訪れる人が本物の芸術に酔いしれ、夢見心地になるような空

間をつくりたい――90 年前、そんな思いに駆られた創業者、

細川力蔵は、当時の芸術家を数多く招き、日本美の粋を凝ら

した館をつくり上げた。それが、1938 年に結婚式場として開

業し、今はホテルとして多くの人々を魅了している「ホテル雅

叙園東京」。めくるめく日本美に出会う感動の東京ステイを、

ぜひ体験してほしい。

百段階段

創業当時のままの木造建築として今も残る「百段階段」は、東京都の

指定有形文化財指定建造物。7 つの和室を 99 段の階段がつないでいる。

左ページは艶やかな日本画と見事な床柱に圧倒される「漁
ぎょしょう

樵の間」。

美人画の大家、鏑
かぶらぎ

木清
きよかた

方が手がけた「清方の間」は、欄間の美人画は

もちろん美しいが、必見は神
じんだい

代杉で編み上げた網
あ じ ろ

代天井。扇面の杉板

に描かれた繊細なる四季の草花を見上げてみてほしい。

 p.078

すべてが雅、すべてが絢爛

1：「牛若の間」の組子障子。

2・5：宴会場「牛若の間」の床柱。左は「古事記」にあるヤマタノオ

ロチ（8 つの頭に 8 つの尾をもつ怪物）をスサノオノミコトが退治する

日本神話を描いたもの。右は京都の鞍馬山で天狗の修行を受けている

牛若丸（後の源 義経）を描いている。

3：中国料理「旬
しゅんゆうき

遊紀」には、開業当時の部屋を再現した個室が 2 つ

ある。そのうちのひとつ、「玉
ぎょくじょう

城の間」は花笠踊りの艶やかな風俗を描

いた益
ます

田
だ

玉
ぎょく

城
じょう

の日本画で四方を囲まれている。創業者が考案したとい

われる螺鈿の施された円卓で、医食同源の本格中国料理を楽しんでほ

しい。

4：ホテル雅叙園東京館内に突如現れる茅葺屋根の一軒家、日本料亭

「渡
と

風
ふう

亭
てい

」。日本庭園と川のせせらぎ、広々とした縁側に灯る灯りが、都

心にいることを忘れさせる。

（p.079）

「渡風亭」の個室のひとつ、「竹
ちく

坡
は

の間」。部屋の壁、二面には鶴、天

井には兎の螺鈿が施されている。柔らかい灯りが螺鈿に反射して煌めき、

幽玄の空間へと訪れるものを誘う。

 p.080

全客室がスイートルーム

上：全室が 80㎡以上というホテル 雅叙園 東京の客室。写真は 120㎡

の広さを誇るアンバサダースイートで、晴れた日には大きな窓から富士

山を望む絶好のロケーションとなっている。ジェットバスやスチームサウ

ナ、ウォークインクローゼットなど、滞在客に寛ぎをもたらすファシリティ

も充実している。

左：和の要素をあしらったしつらえに心が安らぐ寝室。

下左：最上階の客室フロアには朝食やカフェ、アペリティフタイムを楽

しめるエグゼクティブラウンジのほか、こぢんまりとした居心地のよいラ

イブラリーも。壁沿いのベンチの座面に畳を使用するなど、日本らしさ

もそこかしこに。観光の計画を立てるのにぴったりのスペースだ。

下右：ライブラリーはモダンな空間ながら、螺鈿細工の柱や欄間の日本

画などがその雰囲気と絶妙に溶け合い、独特の美しさを保っている。

 p.081

世界にこそ知ってほしい
比類なき美に満ちた圧倒的空間
――その名は「ホテル雅叙園東京」

1928 年に「雅叙園」として芝浦に創業、1931 年に現在ある

目黒の地で「目黒雅叙園」と名を改め、料亭として歩み始

めたのが歴史の始まり。創業者である細川力蔵の夢はここを

”竜宮城 ” のような夢の空間にすることだった。日本のみな

らず世界中から建築資材を求めてつくられた和の館に、今を

ときめく画家や彫刻家、螺鈿などの職人を招いて装飾に当た

らせた。一部屋すべてを一人の画家の絵で埋め尽くしたり、

日本の神話や歴史物語を柱や板に立体的に彫刻したり、壁

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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面ばかりか天井、窓枠、戸棚まで、すべてが新たに生み出

された芸術である。その偉業は細川力蔵の美への執念とし

かいいようがないであろう。常に革新的でユニークな発想を

旨とした彼にはもうひとつ、願いがあった。それはこの美の

館を、広くあまねくすべての人々に提供したいということだっ

た。誰にでも芸術に触れ、夢を見る権利があるのだという思

いから、1938 年「目黒雅叙園」は日本で初めての総合結婚

式場へと進化していく。

　その後、東京都の指定有形文化財に指定された木造建築、

百段階段を残して、それ以外の部分を近代的なビルへとリ

ニューアルした。すべてのアートは移築され、モダンでクリー

ンな空間のなか、新たな輝きを放つこととなった。2017 年

には「ホテル雅叙園東京」と名称も改め、客室もホスピタリ

ティ溢れる今様の姿へとリフレッシュ。そして今年 2018 年

12月にはいよいよ創業 90周年を迎える。

　エントランスを抜けると現れる日本庭園や滝。館内にある

大きな門。見上げれば天井画があり、回廊には彩色木版画

が連なり、トイレには太鼓橋まである――というと、あなたは

「想像できない」「よくわからない」と思うだろう。それでいい。

ここは実際に、自分の目で見て、手で触れて初めてわかる場

所なのだ。おそらくは今後、二度とつくられることはないで

あろう日本美の館、それを見るためだけにでも、日本を訪れ

る価値はある。

上：厚さ 5cm のケヤキ板で作られた百段階段は全部で 99 段。

左上：館内で一番古いとされる組子障子。図柄は右から扇子、投網、松

皮菱。現在は和室宴会場ロビーで見ることができる。

下：昭和初期の結婚式の風景。館内には神殿のほか、写真室や美容室

も併設していた。

左下：開業当時、旧目黒雅叙園のエントランス。

東京都目黒区下目黒 1-8-1

Tel.03-3491-4111

www.hotelgajoen-tokyo.com

客室料金：エグゼクティブスイート（80㎡）26 万円

　　　　　アンバサダースイート（120㎡）40 万円

　　　　　雅叙園スイート（240㎡）88 万円

　　　　　すべて税・サービス料込み

電車：目黒駅より徒歩 3 分

羽田空港：車で高速道路約 40 分

新幹線：品川駅より JR で約 7 分、タクシー約 20 分

　　　　東京駅より JR で約 20 分　タクシー約 40 分



41Spring / Summer 2017 Vol. 41［ 次号予告 ］

■ Features

魅惑の名古屋案内
――他のどこにも似ていないユニークな文化都市
2018年6月に完全復元する名古屋城本丸御殿。

江戸時代に建てられたこの壮麗な城のもと、名古屋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。

関東と関西のちょうど中間に位置する名古屋、そのユニークな魅力に迫ります。

日仏友好160周年「ジャポニスム2018」のすべて
2018年7月から19年2月にかけて、フランス・パリで行われる「ジャポニスム2018」。

多様に発展・進化してきた、日本の創造力や美意識を体感できるイベントを様々な角度からご紹介します。

Tokyo新発見	第２回		ロボットは友達
産業用機械を超えて、ヒューマノイドとして人間の友達となりつつあるロボット。

東京にはそんなユニークなロボットと出会えるスポットがたくさんあるのです。

＊特集は変更になる可能性があります
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