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■ 巻頭特集

014	 和食で巡る京都の春
	 日本が誇るべき食文化「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されて3年、世界中から

熱い注目を集めてきました。季節を愛でる心、自然と共生する暮らしや行事のなかで育ま
れてきた精神性や美意識が息づく食文化が、とくに色濃く残るのが京都。春爛漫の古都に、
和食の今とこれからを訪ねます。

■ 特集

033	 郷土玩具の楽しみ
	 素朴で愛らしく、それでいて力強い表現に溢れる日本の郷土玩具。それらの多くは古来、

単なる「玩具」という枠を超え、子どもの健やかな成長や開運などの祈りが込められた存
在でもありました。地域や社会背景によって、さまざまな自然素材や形状で生み出され、
発展してきた郷土玩具たちは、いまも人の手で大切に作り継がれています。

046	 動く・動かすミュージアム
	 昨今急速に増えつつある体感型ミュージアム。一定の距離をとって「見る」ことがメインだっ

た展示が、触る・感じる・考える方向へと転換しつつあります。今回は、なかでも特徴のあ
る観客主体のミュージアムを、厳選して18トピックス紹介。また同時に、静止画だけでは伝
えづらい展示の魅力を、なんと動画にして連動公開。QRコードを読み取り、気になったミュー
ジアムを今すぐ体感してみませんか。

062　うるわしのガラス器：新時代の到来
	 ガラスは紀元前の昔から、我々を魅了してきた不思議な存在です。透明、半透明、不透明、

薄くやわらかく繊細にも、厚く直線的で重 し々くも。変幻自在なガラスに、国内のガラス作
家たちの才能が立ち向かい、いま世界で大きな注目を集めています。冷たく熱い彼らの物
語を紹介します。

084　オーレリアンの夏
	 自然を見つめる写真家・今森光彦さんが、滋賀県の仰木地区に念願のアトリエを構えたのは、

25年ほど前のこと。自らの手で雑木林、畑、ため池をつくり、コンパクトな里山環境を生み出
してきました。そんな里山の庭で迎える夏。光と風、生きものたちの営みを感じてください。
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009	 Works　氷　画・文＝篠田桃紅

010	 滝は生きている
	 悠久の昔から響く水音、天から降り注ぐ清冽な流れ。神の依

よ

り代
しろ

として民に畏
おそ

れられてきた、
滝の物語をお届けします。

040	 デザインラボ
	 気になる、驚かされる、癒される、見とれる、触りたくなる、五感のデザイン。
	 ・文様―カタチ化する力
	 ・建築―内と外をゆるやかにつなぐ「グローブ」
	 ・プロダクツ	―絨毯の質感に自然の豊かさを見る	
	 ・プロダクツ	―伝承の材を新しい手法で
	 ・プロダクツ	―内にも外にも花開く傘

055	 アーティスト・インタビュー	
	 ●毛利悠子 ―― 東京の隠れた風景をアートで再考
	 ●東儀秀樹 ―― 悠久の時を超えて響く「地球的音楽」

058	 アート＆エンタテインメント	:	16	upcoming	exhibitions,	films,	and	events

078	 Luxury	for	the	Senses		[The	Ryokan	Collection]

082	 やまとのこころ ―― 東北復興と平和を祈る酒

089	 KIJE	プレゼント付きアンケート	/	家庭画報大賞のお知らせ

090	 定期購読のご案内	/	書店リスト	/	KIJE	通販サイト

092	 デジタルマガジンのご案内	/	和文テキストのご案内

093	 KIJE	パートナーホテルズ

098	 次号予告

表紙	 硝子絹糸紋シリーズ

	 制作＝安達征良	(p.74)
	 撮影＝鍋島徳恭
	 スタイリング＝阿部美恵

目次	 千代紙＝いせ辰
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Works
氷
画・文＝篠田桃紅 	

 p.009

融
ゆう

通
ず

無
む

碍
げ

に流れる水が、ある瞬間に氷になる。

それはもう、ほんの一瞬のこと。

冷たく硬く、流れもしない、形を持った氷になる。

あまりに違うものに、瞬時に変容するこの不思議。

水であって氷である。同じものだけれど同じではない。

とても身近なものなのに、なんと神秘的な。

口絵 滝は生きている
写真・文＝永瀬嘉平

	

 p.010

悠久の昔から響く水音、天から降り注ぐ清冽な流れ。神聖な

る神の依
よ

り代
しろ

として民に畏
おそ

れられてきた日本の滝。しかし今、

その姿は急激な開発によって変わりつつあるという。40 年に

わたり滝を追い続けてきたナチュラリスト、永瀬嘉平氏が鳴ら

す警鐘に耳を澄ませよう。

白糸の滝

富士山の伏流水が絹糸を引くかのように優美に落ち下る。高さ20 ｍ、

幅 200 ｍにわたって流れ落ちるこの滝は、「富士山――信仰の対象と芸

術の源泉」の構成資産の一部として世界文化遺産に登録されている。（所

在：静岡県富士宮市）

 p.012

太古の昔、人々は、山に森に木に、
そして滝に神様を見た

日本各地に滝を求め歩いて40年、1000を超える滝を写真に収

めてきた。滝を前にするとき、私はいつも大きな畏怖の念

に打たれる。それは太古の先祖が感じていたアニミズムの

意識が、現代の私にも受け継がれているからかもしれない。

　天上の神は、目立つものに降りてくるといわれる。高い山、

岩、常緑の巨樹、そして滝。それらは神の依り代であり、

人が足を踏み入れてはならない神聖なものだった。神は清

浄無垢なる滝の流れとなり竜神として滝壺にすまわれた。そ

うした信仰から多くの滝壺伝説が生まれた。こんな伝承があ

る。木こりが滝壺に斧を落とし、それを拾おうと水中に潜る

と乙女が機を織っている。「ここで目にしたことは決して口外

しないでください」と言われて斧を取り戻すが、ある酒席で

そのことをしゃべった途端、木こりは家もろとも空高く飛ばさ

れてしまった。また滝壺にすむ竜神は雨をつかさどる神でも
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あった。旱
かんばつ

魃にあえぐ農民が遠くから滝壺の水を取りに行き、

その ”貰い水 ”を田畑にまくと、途端に雨が降ったとか、竜

神が嫌う金物（寺の鐘など）を神聖な滝壺に投げ込むと、竜

神が怒り狂って雨を降らせたという話もある。

　しかし滝がもつその神聖さは、時代とともに薄れつつある。

急ぎすぎる開発、観光化によって森を壊し、滝を汚して造ら

れた道路や橋。動植物の生活サイクルを乱すようなライト

アップ――。互いに恵みを分かち合い、共生して命を長らえ

てきた自然が死んでしまえば、自然の一部である我々人間も

死に至る。そのことをもっと謙虚に知るべきだと私は思う。

昔の人々が山に、森に、滝に神を見たのには、それなりの

理由があるはずなのだ。

羽衣の滝

北海道一の大瀑布。日本で第 3 位の落差を誇る滝で、270m もの高さ

から7 段になって落ち下る様が、まるで天女が羽衣を翻
ひるがえ

して舞う姿のよ

うに見えることから命名されたといわれる。（所在：北海道上川郡）

(p.013)

秋
あき

保
う

大滝

蔵王国定公園および県立自然公園二
ふたくち

口峡谷地域内を流れる名取川の全

流が、落差 55 ｍ、幅 6 ｍで一気に流れ落ちる。その豪快さと左右に張

り出す巨岩とのコントラストが圧巻の景観を生む。（所在：宮城県仙台市）

東
ひ が し し い や

椎屋の滝

断崖絶壁を断ち割るように垂直に水が落ちてくる、落差 85 ｍの端麗な

滝。古くから観音信仰の霊場となっている。その景観が日光の華厳の滝

に似ることから「九州華厳」の別名ももつ。（所在：大分県宇佐市）

永瀬嘉平（ながせ・かへい）

ナチュラリスト。1940 年東京生まれ。日本大学法学部新聞学科卒業後、

毎日新聞社記者を経てフリーに。日本全国の巨樹や滝を巡る。著書に『か

くれ滝を旅する』（世界文化社／現在絶版）『百木巡礼』（佼成出版社）

など多数。
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和食

和食で巡る京都の春
		

写真＝小林庸浩 (p.14 ～ 15、18 ～ 23)、鈴木一彦 (p.24 ～ 25、26、28

～ 29)、坂本正行 (p.27)

協力＝西村晶子

 p.014

日本が誇るべき食文化「和食」は 2013 年にユネスコの無形

文化遺産に登録され、世界中からますます熱い注目を集めて

います。季節を愛でる心や、自然と共生する暮らしや行事の

中で育まれてきた精神性と美意識が息づく食文化が、とくに

色濃く残るのが京都。春爛漫の古都に、和食の今とこれから

を訪ねます。

京都の料亭「菊乃井」の彩り美しい手まり寿司と手綱寿司、筍の木の芽

和えを添えて。蓋を開けると満開の春がこぼれる。

器協力＝梶古美術　和紙制作＝かみ添

京都・春の味歳時記
 p.016

早春から晩春にかけて、そのときどきにおいしいものを食べ

るのが京都人の春の楽しみ方。食材の旬の移ろいを、キーワー

ドで紐解きます。
監修＝柳原一成（近茶流宗家）

■早春　2月

伊勢海老

冬の冷たい海が荒れる時期が最も美味。めでたい食材とされ、祝いの

席に供される。

白魚

産卵期で川に上ってくる春が旬。主な産地である宍
しん

道
じ

湖
こ

では、11 月に

漁獲が解禁される。

ずわい蟹

京都の丹後町・間
たい

人
ざ

港でとれるものは「間人蟹」と呼ばれ、水揚げ量

が少なく貴重。

せり

春先に生長する、若く柔らかい茎葉の部分が美味。爽やかな香りと歯ざ

わりが特徴で、鍋や天ぷら、煮物にあえ物と幅広い料理に活用される。

菜の花

辛子あえやおひたしにすることが多く、雛祭りの行事食に用いることもあ

る。

ひらめ　

冬のひらめを「寒びらめ」と呼ぶように、冬の寒い時期に脂がのり、身

が締まっておいしくなる。

ふきのとう

春の初め、雪が解け始める頃になるといっせいに芽吹く。つぼみは堅く

締まっているほうが美味。初春にとれる山菜の代表格。

ぶり

北の海で栄養をとったぶりは冬に南下し、この時期にとれるものは「寒

ぶり」とも呼ばれる。

まながつお　

春から初夏にかけて産卵期を迎え、身が張っていて美味。京都では西

京焼きにして食べることが多い。

水菜

伝統的な京野菜の一つであり、「京菜」とも呼ばれる。鍋や漬け物に使

われることが多い。

■仲春　3月

赤貝

冬から春にかけて身が太くなり、旬を迎える。京都では雛祭りを祝う料

理として、赤貝とわけぎのぬたを供すことが多い。

あさり　

産卵期である春と秋に身が肥え、おいしくなる。味噌汁や吸い物はもち

ろん、酒蒸しも喜ばれる。
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いいだこ

京都では、こっくりと甘辛く煮た「いいだこの炊いたん」が特に好まれる。

えんどう豆

晩秋に種まきが行われ、春に収穫期を迎える。豆ご飯や卵とじなどにす

ると、薄緑色の春らしい彩りが食卓に華やぎを添える。

さより

脂がほとんどなく、さっぱりとした風味は刺し身にはもちろん、酢の物や

あえ物にもよい。

木の芽

春の薬味の代表格。山椒の若葉にあたり、5 月頃まで旬が続く。

つくし

3 月から5 月にかけて、全国の草原や畦
あぜ

に自生する。現在でもハウス栽

培は行われておらず、自然の移り変わりをそのまま楽しめる食材のひと

つ。

花わさび

花を咲かせる前のつぼみの状態の若い花茎を収穫する。わさび特有の

爽快な辛みとしゃきしゃきとした歯ごたえが特徴。

はまぐり

2 枚の殻がぴたりと重なることから「夫婦和合」の意味をもつ縁起物で

もある。そのため、上
じょう

巳
し

の節句に食べると良縁を招くといわれる。

真鯛

上品な風味は古くから日本人に愛されてきた。産卵期直前の桜の季節

に旬を迎えるため、「桜鯛」ともいう。京都では明石産のものが主流。

■晩春　4月

こごみ

人がかがんでいるように見えることからこの名がついた山菜。あくが少

なく、とれたては生食できる。

桜鱒

名前の由来は、産卵期に身が朱色になるからとも。淡泊で上品な味は、

幽庵焼きや木の芽焼きに向く。

そら豆

晩春から初夏にかけて旬を迎える。かき揚げやすり流しなど、さまざま

な料理に活用できる。

筍

春を代表する美味。京都の家々では、春、湯がいた筍が必ず保存され

ており、若竹煮やあえ物などにし、春の終わりまでその味を堪能する。

とり貝

京都の舞鶴湾や若狭湾はとり貝の好漁場で知られ、「丹後とり貝」はブ

ランド食材として人気を博す。

たらの芽

苦みやえぐみが強いが、油で調理すると舌に心地よい苦みとなることか

ら、山菜の王様とも呼ばれる。

花山椒

黄色い花山椒は 4 月から5 月、実山椒は初夏に出回る。料理店はもち

ろん、一般の家庭でも自家製の「ちりめん山椒」を常備する。

ふき

日本原産で、栽培の歴史は平安時代に遡るともされる。ふきを甘辛く炊

いた「きゃらぶき」は、京都の春の常備菜。

ほたるいか

産卵期を迎える春が旬。富山湾の水揚げが有名だが、水揚げ量最多を

誇るのは兵庫県である。

山うど

天然もののうどは収穫できる期間が非常に短く、自然のままの美味を楽

しめる時期は限られている。

わけぎ

関西以西でよく食される。京都では、貝類と合わせてぬたにすることが

多い。

わらび

春の盛りを知らせる山菜として親しまれる。野山に自生し、天ぷらや煮

物など、苦味を生かした調理法が好まれる。根からはわらび粉が作られ

る。
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京都・菊乃井に見る季節の
趣向ともてなしの心

 p.018

京都には、普遍的な日本文化や連綿と受け継がれてきた料

理が数多く残る一方、時代の流れを柔軟に受け入れた新しい

もてなしの形も見て取れます。老舗料亭の主人であり、”和食 ”

のユネスコ無形文化遺産登録にも尽力した村田吉弘さんの

店、「菊乃井」の春の趣向ともてなしの心、その真髄を探り

ました。

(p.019)

有
ゆう

職
そく

の貝
かい

桶
おけ

に見立てた 2 段の器に、木の芽和え、白魚雛寿司、菜種辛

子和えなど、春の美味を盛り込んだ「菊乃井」の弥生の八寸。

献立はもてなしと趣向の設計図。
「菊乃井」の献立を紐解く

p.020

献立は単なるお品書きとしてだけでなく、 ”もてなす側 ” の

心が込められたもの。その内容を知ることで、もてなしと趣

向の意図が汲みとれる。料亭の献立には伝統を重んじた普

遍的な料理が多いと思われがちだが、村田吉弘さんは毎月

献立を見直し、随所に新たな味や趣向を取り入れている。「お

客さまの嗜好は時代とともに変わっていますから、食材の取

り合わせや味つけ、器や盛りつけ方も変えるようにしていま

す。今回はご婦人の宴をイメージして雛の趣向の献立を考え

ました」。料理は春の食材を主に使い、11 品で構成。先付

や八寸は早春と桃の節句を演出、向付や煮物椀、焼き物は

旬の味、後半は緩急をもたせた器づかいで目を楽しませる

など、菊乃井らしい華やかさの中に格式と重みを感じさせる

献立となっている。

弥生の献立

先付

隠れ梅　白子　桃の花　　洗朱金雲高坏

八寸　

木の芽和え　筍・いか・うど　飯蛸　蕨　

花びらうど　白魚雛寿司　菜種辛子和え　

花びら百合根・いくら　ふきのとう素揚げ味噌がけ　　　

有職貝桶

向付　　

鯛　さごし焼き霜　ポン酢ゼリー　醬油　

あしらい一式　　赤絵四方鉢向付　川瀬竹春作　

小鮪　黄身醬油　辛子　　三島手向付

煮物　　

揚げ蛤真丈　叩き若布　蕨　紅白結び　

花びら独活　木の芽　薄葛仕立て　

七仙寿椀

焼物　

ぐじ唐墨粉焼き　金柑煮	 	

志野角皿・北大路魯山人作

口直し　

苺山葵ソルベ　　耳付粉引盃

口取り　

てっぱい　いか・分葱・赤こんにゃく　

海老黄身寿司

うるい土佐酢和え

叩き長芋このこがけ　ポン酢

蛍いか黄身酢かけ　若布　天盛り茗荷

白和え　一寸豆・揚げ・黒胡椒　　

小猪口いろいろ

強肴　　

伊勢海老のきんつば煮　ゆば　絹さや　

木の芽　　織部鉢・北大路魯山人作
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ご飯

姫ちらし　海老そぼろ・穴子・いくら・

厚焼き玉子・蕨・花びら生姜・独活・

金時人参・椎茸・一寸豆・うすい豆・

絹さや・木の芽　　四方鉢・河井寛次郎作

止椀　　

ほうれん草すり流し　白味噌仕立て

桃麩　ふきのとう　辛子　

洗朱小吸物椀

水物　　

はったい粉アイス　八丁味噌パウダー　

カステラプリンブリュレ風　

黄交趾皿

（p.021）

1.	先付　

時期や節句、コースの趣向を意識して作られる最初の料理。早春らしさ

を食材にも盛りつけにも取り入れ、梅にかかる雪のさまを白子のペース

トで見立てている。

2.	八寸

献立の中で最も菊乃井らしい一品。器にもこり、3月は雛の節句にちな

んで愛らしい盛りつけに。今回は有職の貝桶からヒントを得た村田さん

考案の器がお目見え。

3.	向付　

数年前から向付は 2 皿に分けて出し、薬味も魚に合わせて変えている。

小まぐろは黄身を合わせた醬油と辛子を添え、ポン酢は素材に味がなじ

むようにゼリーに仕立てている。

4.	煮物　

桃の節句らしい煮物椀。献立は毎年見直し、趣向で変更することも。花

冷えの時季なのでだしは薄葛仕立てに。

5.	焼物　

脂がのる甘鯛 (ぐじ ) に自家製のからすみ粉をたっぷりかけた焼き物と金

柑煮。銘々に盛った料理が基本だが、焼き物は人数盛りにして取り回し

の形で出すことも。器が大ぶりで、料理の盛りつけもダイナミックになり、

コースの流れに緩急がつく。

6.	口直し　

器の多くはオーダーしたものが多く、こちらは李朝風をイメージして作ら

れたもの。会席の流れと理に沿った料理を出し、途中で口直しにソルベ

を入れている。

7.	口取り　

6 種類の酒肴を少しずつ盛り合わせた一品。器もひちぎり、さざえ、ぼ

んぼりなど、雛祭りにちなんだ愛らしく小さなものを取り合わせ、桃の一

枝を添えている。

8.	強
し い

肴
ざかな

　

口取りから一変する、ダイナミックな伊勢海老の料理。シンプルな料理

だが味のインパクトがあり、魯山人の器が伊勢海老の存在感をより印象

深いものにしている。

9.	ご飯　

お客さまごとに羽釜で炊くなど、ご飯にも工夫を重ねているが、今回は

海の幸を盛り込んだちらし寿司に。春山に見立てるため、野太い河井寛

次郎の四方鉢を合わせている。

10.	止め椀　

ちらし寿司は合鹿椀に取り分け、止め椀が添えられる。10 年ほど前から

味噌汁をやめ、野菜を使った和風ポタージュのようなすり流しを月替わり

で出している。

11.	水物　

食後の水物は季節のフルーツが一般的だが、こちらはレストランのデザー

トのようなひと皿。手作りのガトーに和洋の素材を取り合わせて作ったア

イスクリームが添えられる。

p.022

高台寺の北隣に趣ある佇まいを見せる「菊乃井」は、地元

京都はもちろんのこと、全国から賓客が訪れる老舗料亭。3

代目主人の村田吉弘さんが考えるもてなしを館全体で表現

し、伝統を守りつつ常に挑戦を続ける料理は世界レベルで注
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目を集めている。

　日本料理においては節
せち

会
え

や歳時、季節感はなくてはなら

ないものだが、村田さんは常に菊乃井らしいもてなしが何で

あるかを心にかけている。「京都にはいくつもの料亭があっ

て、侘びた趣の店もあれば雅趣に富んだ店もあり、店ごとに

個性があります。その中で菊乃井はというと、”きれい寂び ”

を大事にしています。侘びすぎず、それでいて華がある。そ

れは料理だけでなく、建物や庭、しつらい、器選びなど、す

べてにいえることです」。

　今回の弥生の特別献立にも随所に菊乃井らしさを込め、

座敷は桃の節句のしつらいに。愛らしい器や代々伝わる名器、

雛人形で都の春が演出された。

強肴　伊勢海老のきんつば煮

伊勢海老に卵黄をからめて揚げ、白味噌と海老のだしで煮たダイナミッ

クにして繊細な一品。織部鉢は北大路魯山人作。

一期一会の宴のために心を尽くすということ
p.023

京都の料亭には日本の美しさとおいしさが凝縮されている。

「料亭はただ食事を味わう空間ではなく、季節のしつらいが

された座敷に身を置き、その店ならではの時間を過ごしてい

ただく非日常の場所です。お客さまも期待して来られますか

ら、私たちもできるかぎり心を尽くします」と語る村田さん。

先々代の創業者が残した家訓と菊乃井スタイルを守りなが

ら、時間が経っても清新で格式高い建物や座敷を用意し、

お客さまを迎える。

　打ち水がされた玄関、庭、香、仲居さんの案内、座敷、軸、

花、そして料理や器と、料亭を構成する要素は多岐にわたる。

それらを常に俯瞰でとらえ、普遍や伝統に甘んじることなく

店全体をプロデュースするのが村田さん。その指示を受け、

二十数名の料理人たちが料理を作り、女将の京子さんを中

心とする女性スタッフが接客や裏方仕事を担う。さらに外部

には長年つきあいのある建築や造園、表具、器を請け負う

職人がいて、菊乃井の舞台裏を支えている。

　主人の一徹な思いとプロ集団の志と技。その結集によって、

五感すべてで楽しめる希少で美しい菊乃井ワールドが創出さ

れるのだ。

菊乃井オリジナルの器をオーダー

弥生の八寸に使う器を冬のうちに注文。村田さんの発想をもとに模型と

図面が作られ、製作に入る。

献立や趣向に合わせ器を選ぶ

月替わりの献立は前月に決め、器も合わせて決定。特別な献立の場合は

名器、名品が使われることも。

朝 8 時から専任スタッフが清掃

毎日朝から11 時近くまでかけて掃除。掃除機は使わず、ほうきがけと布

拭きで清められる。

午前 9 時から庭の掃除と水やり

庭の掃除と手入れは下足番の男性が担当。年に数回庭師が入り、庭木

の剪定がされる。

花生けなど裏方仕事は 11 時に終了

女将の京子さんと若女将が花生けを担当。お客さまの用向きに合わせて

しつらいや装いを変えることも。

来客 30 分前に香で心和む空間に

座敷の片隅で香をくゆらせた後、お客さまをお出迎え。心を汲む細心の

もてなしのひとつ。

脇床の木彫りの立ち雛は先代から譲り受けた、横山一夢の作品。

きれい寂びを映し出す「葵」の間。床の間や部屋の造りは書院風。

村田吉弘	( むらた・よしひろ)

1912 年創業の「菊乃井」の 3 代目主人。日本料理アカデミーや全日本

食学会などの活動を通じて和食のユネスコ無形文化遺産登録への道筋を

つくる。日本料理を世界に発信し、京都、東京の 3 店舗でミシュラン総

計 7 つ星を持つ。店の詳細データは p.29 参照。
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京菓子職人と紙職人が
新しい感性で紡ぐ ”巡る春 ”

p.024

梅が咲き、桃の節句とともに始まる京都の春は、花の季節と

呼んでもいいほどだ。桜やすみれ、菜の花、山吹、菖蒲、

藤といったさまざまな花が次々に咲き、花から花へ季節は巡

る。職人の町・西陣で先人の仕事を伝承しながら独自のも

のづくりに励む、京菓子司「聚
じゅ

洸
こう

」の髙
たか

家
や

裕典さんと、手
て

摺
ず

りで装飾した紙を作る「かみ添
そえ

」の嘉
か

戸
ど

	浩
こう

さんに、さまざま

な表情を見せる花を菓子と紙に写し、都の春を表現していた

だいた。春の和菓子には、一年の中でも花を題材としたも

のが多く、可憐、清楚、優美な姿が目を楽しませてくれる。

花の移ろいを菓子職人の髙家さんが表現し、その背景を職

人でデザイナーでもある嘉戸さんが紙で表現。自然に咲くさ

まを彷彿させつつ、雅でもあり、モダンでもあり、それぞれ

の伝統の仕事の中に新しい世界を感じさせる。

春
はる

告
つげ

草
ぐさ

メレンゲを混ぜ合わせたきめ細かな羽二重生地で作った清楚な菓子。寒

さの残る中、まっ先に春の訪れを告げる梅の花をかたどった。中はこし

あん、花芯は練りきり製。

背景の槍梅は、木片を使って枝を、指先で梅を描いている。

一
ひと

夜
よ

草
ぐさ

紫と白のこなし生地を 2 色重ね、あんを中に入れて三角に折り、愛らし

いすみれの花の姿に。

背景は菓子の紫に合わせ、顔料を水でにじませて紫の濃淡に。春の深ま

りを感じさせる。

柳
りゅう

絮
じ ょ

桜の季節が終わり、ふと目をやるといつの間にかみずみずしい若緑になっ

ている柳。春風になびく柳の枝の動きを小田巻きで表現。

大胆な金の文様の和紙で、萌え出づる春の風情を物語っている。

面
おも

影
かげ

草
ぐさ

晩春から初夏にかけて咲く八重の山吹の絢爛たるさまを、力強い鮮烈な

黄色のあんできんとんに。

和紙の金のテクスチャーが群れて咲く花の姿を彷彿させる。

髙家裕典（たかや・ひろのり）　（左）

西陣の老舗和菓子司「塩
しお

芳
よし

軒
けん

」の次男として生まれ育つ。名古屋の「芳
よし

光
みつ

」と実家で修業後、独立し「聚洸」を開業。注文に合わせて調製する

主菓子が人気。

　

嘉戸	浩（かど・こう）　（右）

アメリカでグラフィック関係の仕事を経験し、帰国後、京唐紙の老舗工房

で修業。工房とショップを兼ねた「かみ添」を拠点に、海外のクリエイター

とのコラボから襖制作まで手がける。

店の詳細データは p.29 参照。

若手が挑む　春の点心弁当、競演

 p.026

料亭、割烹、老舗旅館で修業を重ね、独立を果たした気鋭

の料理人たちが作る、春限定の点心弁当。京料理の伝統の

仕事と独自の発想をもって作られた若手ならではの料理あり、

趣向ありの美食の競演。料理人のそれぞれの思いとともに 5

つの春の美味をご紹介します。

祇園又吉
「いろいろなものを少しずつ。遊び心のある器を誂え、春を表現」

p.026

オープンから8年を迎えた 2015 年、祇園の一軒家に移転し、

新しいスタートをきった人気割烹。老舗旅館「炭屋」の料理

長を務めるなど、茶懐石の仕事の経験も積んだ又吉一友さ

んは、料理はもちろんのこと、器や趣向でも季節や節句など

の伝統行事を表現する。例えば、春を告げる季節風である

貝
かい

寄
よせ

風を主題としたこの特別点心。「又吉らしい料理をいろ

いろ少しずつ召し上がってもらう工夫をしました。手をかけ

た料理と器で春を感じてもらえたらうれしいです」と、向付

は料理を3種にして変わり向付にし、京焼の作家に作っても

らった筍の器で、春を待つ竹林の様子を表現。椀盛には器
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の絵柄にも食材にもいろいろな貝を取り入れ、貝を寄せた真

蒸を真昆布のうまみと甘みをじんわりと感じさせる一番だし

で味わう。さらに貝合わせの器には酒肴、京焼の皿におか

ず風の取肴を盛り合わせ、いずれの料理も手をかけ、器を

選び、愛らしい演出で供される。

左：繊細な器は京都の若手作家・柴田恭久さんの作品。うまみを引き出

した鯛や甘鯛、ゆばの向付 3 種。

下：八寸は器に見立てた貝に 5 種類の酒肴を盛って供される。

祇園にしかわ
「冬の名残と春の走りを盛り込んで、春のおいしいもんを料理に写す」

p.027

「点心は懐石をコンパクトにした昼の食事のこと。通常の昼

のコースより品数を減らし、そのぶん一品ごとの内容をより

濃いものにしました」と語る西川正芳さん。冬の名残と春の

走りのものを厳選しつつ、西川流の楽しい趣向も取り入れた

この「桃花点心」は、白味噌仕立ての汁と炊きたての白ご

飯を盛った両椀と、菜の花のごま和え・筍・京人参が彩り鮮

やかな向付という、懐石の基本 3品からスタート。続くお造

りは一転し、旬の魚を多種使い、多彩な薬味が添えられる。

寒ぶりは辛味大根とあんぽ柿で、鰆は低温スモークにするな

ど変化に富み、修業先の「祇園さゝ木」譲りの創意と工夫を

こらした料理に。その後の八寸は品よく焼き上げたまながつ

おやわさびの茎を忍ばせた鯖寿司などを盛り込み、繊細か

つ勢いのある、メリハリをきかせた流れ。食後の自家製わら

び餅とお薄に至るまで、一品ごとに表情を変え、高揚を誘う

もてなしがなされる。

右：驚きとおいしさが共存する視覚と味覚で楽しめるお造り。たなびく雲

や宝珠を模した器で華やかに演出している。

上：取り回しの形で供す八寸。実直な味わいのまながつお西京焼き、鯖

寿司、金柑玉子を添えた春野菜。

游美
「あつあつのできたてを一汁三菜で供す、割烹ならではの点心を」

p.028

東京のフレンチレストランやフランスで修業を積み、その後、

祇園「松むろ」の料理に出会ったことから日本料理の道を歩

むようになった小長谷友幸さん。8年前のオープンの頃はフ

レンチのテクニックを料理に取り入れていたが、ここ数年は

温故知新を旨とし、今は懐石に心酔。「一昨年、お寺の茶事

の仕事をさせていただくようになって以来、自分の料理とも

てなしの形を見直し、懐石の基本を一から勉強しているとこ

ろです。今後はそれに少しずつ自分の感性を加えていけたら

と思っています」。

　五行説で春を意味する「青陽」と名づけられた点心は、

懐石の一汁三菜を基本に、「割烹らしい作りたてを味わって

いただきたい」と一品ずつ供される構成。向付は鯛の昆布

締めを細造りにして加減酢で、お椀は鱧と甘鯛のすり身で

作った真蒸地に白魚を合わせ、あつあつのだしをお客さま

の目の前ではる。最後に、頃合いを見計らって土鍋で炊い

たご飯を、焼きたてのだし巻き卵やしらす、赤だしとともに。

どれもが茶趣に富んだ器に盛られ、口福のピークへ誘う。

左上：懐石の正統な向付にのっとり、鯛は細造り、器は中国明代の古染付。

上：白魚のほのかな甘みと菜の花の苦み、つゆのうまみのバランスがよ

い椀物。

左：素材をストレートに味わえ、春の息吹や香りが感じられる鱒の木の

芽焼き。

祇園もりわき
「打ちたてのそばを締めに。味の変化、彩りの調和を縁高に込めて」

p.028

名だたる店が軒を連ねる祇園南に、2014 年にオープン。昼

も夜もご飯の代わりに、毎朝石臼で手挽きした打ちたての粗

挽きそばを出すスタイルが評判よく、この点心にも組み込ま

れた。「そばをお出しすることと一閑張の縁高を使うことをま

ず決め、この『そば点心』の献立を考えました。縁高の料
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理は味の変化や彩りの違いを引き出すのに苦心しました」と

ご主人の森脇	努さん。筍木の芽あえや花見団子に見立てた

串刺しなどの春の定番を盛り込んだ中に、トマトソースがか

かる牛肉のたたきもあって、伝統と新しい味をバランスよく

楽しませてくれる。ほかに、ふきのとうのごま豆腐やはまぐ

りのお椀、鯛のお造りを出し、締めはつやつやのそば。料

理をいただいた後でもするっといただけるようにつゆは後味

よく軽めに仕上げている。

上：グラスに盛った黒毛和牛のとんびのたたきは洋風トマトソースで。

鯖寿司は山椒の実入り。

左：東京のそば店で学び、修業先の割烹「祇園おかだ」でも出してい

た粗挽きそば。

ふじ
「季節感がいちばん大切。雛の趣向で貝と春野菜を華やかに」

p.029

節会を重んじる繊細なもてなしで知られる「祇園丸山」に

13 年勤めた後、独立して2年。「この『春色点心』には桃

の節句にちなんだ女性好みの料理を考えました。普段は創

作の一品や肉を使った料理もお出ししていますが、点心は茶

事の料理でもあるので冒険は控えました」とご主人の藤原	

誠さん。師匠から学んだ季節や節会の風情を一品一品に丁

寧に写し取り、食材の切り方ひとつにも春の美しさと愛らし

さが見てとれる。

　向付は鯛やまぐろなどをお造りでストレートに、椀物はは

まぐりとよもぎ豆腐を取り合わせ、取肴は盛りつけの美を追

求。その妥協のない仕事ぶりをふんわりと和ませてくれるの

が女将の奈美さんの笑顔だ。やわらかな接客でカウンター

の空気を和らげ、夫婦二人三脚で店の味と雰囲気をつくって

いる。

上：蛤の形の朱塗りの漆器に貝のあえ物や揚げ物、煮物、焼き物を盛っ

た取肴。蝶の形に切った野菜が春の風情を添える。この後、鯛そぼろや

しいたけ、にんじんを混ぜ込んだご飯に焼き穴子や錦糸卵をのせた蒸し

寿司が続く。

●店舗情報

菊乃井（p.18）

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下ル下河原町 459

Tel.	075-561-0015

12 時～ 13 時（入店）、17 時～ 20 時（入店）

お昼の時雨飯弁当は 11 時 30 分～ 12 時 30 分（入店）

第 3 水曜定休

昼のコース 8000 円～、時雨飯弁当 4000 円、夜のコース 1 万 5000 円～。

御菓子司　聚洸（p.24）

京都市上京区大宮通寺乃内上ル 3

Tel.	075-431-2800

10 時～ 17 時　水曜・日曜・祝日定休

店頭販売の季節の主菓子は、各 350 円 ( 税込 )。

3日前までに要予約。

かみ添（p.24）

京都市北区紫野東藤ノ森町 11-1

Tel.	075-432-8555

11 時～ 18 時　月曜定休、不定休

来店前に電話連絡がおすすめ。

祇園又吉（p.26）

京都市東山区祇園町南側 570-123

Tel.	075-551-0117

12 時～ 13 時（入店）、18 時～ 20 時（入店）　不定休

昼のコース 8000 円、夜のコース 1 万 6000 円～。

祇園にしかわ（p.27）

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下ル下河原町 473

Tel.	075-525-1776

12 時（入店）、18 時～ 20 時（入店）　日曜・月曜昼定休

昼のコース 5000 円、8000 円（夜のコースも提供可）。

夜のコース 1 万 5000 円、2 万円。

游美（p.28）

京都市東山区新宮川通松原下ル西御門町 444

Tel.	075-541-0879

11 時 30 分～ 13 時（入店）、17 時 30 分～ 20 時（入店）　不定休

昼のコース 5000 円～、夜のコース 1 万円～。　
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祇園もりわき（p.28）

京都市東山区祇園町南側 570-177

Tel.	075-525-1030

12 時～ 13 時 30 分（入店）、18 時～ 20 時 30 分（入店）　木曜定休

昼のコース 3500 円～、夜のコース 7000 円～。	

ふじ（p.29）

京都市中京区夷川通御幸町西入ル松本町 575

Tel.	075-254-8383

12 時（入店）、18 時～ 20 時（入店）　

不定休、昼は月曜・木曜定休

昼のコース 5000 円、夜のコース 8000 円（4月からは 1 万 1000 円）。

昼は前日までに要予約。

春の京都	・和の美味処 18 選

写真＝浅井憲雄、岡田ナツ子、大泉省吾、内藤貞保、福森クニヒロ、

坂本正行、鈴木一彦

編集協力＝小原誉子、古都真由美、中野弘子

地図＝中川	学、上泉	隆

p.030

京都では、古都の風情を楽しみながら美味を堪能できるのが

魅力。京料理の老舗から気軽な食事処まで、人気の観光名

所にも程近い 6 エリアの情報を厳選してお届けします。

■岡崎・東山	界隈
風情ある町並みや疎水が巡る町

京ぎをん	浜作本店

食通の谷崎潤一郎などが常連客だったという老舗。鯛一種

を盛った向付など、厳選された旬の食材を大胆に、かつ繊

細に仕上げる技、盛りつけの美しさが、訪れる人をうならせ

る。今も国内外の VIP が多数訪れる。

京都市東山区祇園下河原 498

Tel.	075-561-0330

13 時 30 分～ 14 時、17 時 30 分～ 20 時（ともに LO）

水曜・最終火曜定休　昼おまかせ 1 万 5000 円～、夜おまかせ 2 万

5000 円～（ともにサ別）

東山二条	七八

オープンして4年目。カウンター越しに手際のよい仕事を眺

めつつ味わう料理は、京都らしい野菜の炊き合わせ、炭火

で焼いた瀬戸内海や日本海の旬の魚など。いずれも日本酒

が進むおいしさ。気軽な一汁三菜が人気だ。

京都市左京区岡崎徳成町 7-8

Tel.	075-771-7168

12 時～ 14 時（売り切れ次第閉店）、18 時～ 21 時 ( 入店 )

月曜不定休　昼 2500 円～ ( 税込み )、夜 5500 円～

仁王門	うね乃

だしの名店「うね乃」が 2014 年にオープンしたうどん専門店。

店内に一歩入ると、ふくよかなだしの香りが漂う。国産小麦

を使った自家製うどんにからまる、昆布とかつお節などの絶

妙なだしのおいしさは特筆だ。

京都市左京区新丸太町 41

Tel.	075-751-1188

11 時 30 分～ 15 時、16 時 30 分～ 19 時（ともに LO）

木曜・第 3 水曜定休　きつねうどん 850 円、鍋焼きうどん 1700 円 (と

もに税込み )

■祇園	界隈
名店ひしめく魅惑のエリアで洗練された食の世界を満喫

祇園大渡

2009 年のオープン以来、変らぬ人気を誇る店。京町家にし

つらえたカウンター 8席の上質空間と、ミシュランの星を獲

得する実力を有しながら、店内には和やかな空気が流れて

いるのも魅力。予約はお早めに。

京都市東山区祇園町南側 570-265

Tel.	075-551-5252

18 時～ 21 時 ( 入店 )

不定休　1 万 4500 円～
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祇園	さゝ木

斬新な料理で全国に名を轟かせる割烹。八面六臂の活躍を

見せる主人・佐々木	浩さんの気さくな人柄も人気を後押しし

ている。オリジナリティに富んだ料理は、昼夜ともいっせい

に食事を始めるコースで堪能する。

京都市東山区八坂通大和大路東入ル小松町 566-27

Tel.	075-551-5000

12 時～、18 時 30 分～ (ともに料理開始 )

日曜・第 2月曜定休　昼 6000 円 ( 税・サ込み )、夜 1 万 8000 円 ( サ別）

祇園	松むろ

京都の名だたる料亭で修業を積んだ松室治隆さん。独立か

らしばらくは祇園のビルの一室で、2013 年からは古門前通

に数寄屋造りの一軒家を構え、新たな歴史を刻んでいる。

茶懐石の心を感じる料理に定評がある。

京都市東山区古門前通大和大路東入ル元町 361-1

Tel.	075-531-0300

11 時 30 分～ 13 時 30 分、17 時～ 21 時 (ともに LO）

不定休　昼 5000 円～、夜 1 万円～	(ともにサ別 )

■丸太町～御池	界隈
古書店や骨董店が並ぶ、文化人が愛した界隈

竹屋町	三多

魚は淡路や香住から、野菜は上賀茂から仕入れるという店

主。厳選された素材の味を、手間をかけすぎない技で仕上

げるおいしさ。骨董を中心にした器づかいが、いっそう料理

を際立たせる。少人数限定のおもてなしも贅沢。

京都市中京区寺町通竹屋町久遠院前町 667-1

Tel.	075-231-3556

17 時～ 22 時　不定休　

おまかせ 3 万円～

二条	即今

二条通から路地に進んだ場所にある、隠れ家のような趣の

京町家。凜とした雰囲気の中で、コース料理を日本酒ととも

に味わえる人気店。料理は懐石を基本としながらも、ご主人

の山口拓朗さんの多彩なアレンジが光る。

京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町 92-12

Tel.	075-256-2851

17 時～ 21 時 ( 入店 )	

土曜・日曜・祝日のみ昼営業	12 時～ 13 時 30 分 ( 入店 )　不定休　

昼 3500 円・5000 円、夜 8000 円・1 万 1000 円

手打ち	花もも

丁寧に皮をむいた国産のそばの実を石臼挽きしたそば粉を、

京都のまろやかな水で打った、風味豊かな二八そば。そば

の名店「翁」で修業した店主の味が評判。一軒家を改装し

た店の 2階からは、京都御所の緑が眺められる。

京都市中京区丸太町麩屋町西入ル昆布屋町 398

Tel.	075-212-7787

11 時～ 18 時 30 分 ( 入店、売り切れ次第終了 )　月曜定休

ざるそば 770 円、にしんそば 1130 円 (ともに税込み )

■御池～四条	界隈
京都市内きっての繁華街は人気店の激戦区

月村

細い路地の一角にある「月村」。陶製の鍋で 1人前ずつ炊き

上げてくれる釜めしは、鶏、海老、牡蠣など、どれも深い味

わい。昔ながらのしゅうまい、聖護院大根煮など、家庭的な

一品料理もおすすめ。

京都市下京区西木屋町通四条下ル船頭町 198

Tel.	075-351-5306

17 時～ 21 時　月曜火曜定休

牡蠣の釜めし2300 円 ( 税込み )

なる屋

「瓢亭」、「和久傳」を経てN.Y. の精進料理店で料理長を務

めた上嶋良太さん。おまかせのみで「記憶に残る料理を作り、

食べたいといっていただける店にしたい」と、何事も柔軟に

考えたおいしい料理を生み出している。
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京都市中京区堺町通錦小路上ル菊屋町 534-1

Tel.	075-252-1199

18 時～ 20 時 30 分 ( 入店 )　月曜定休、不定休あり

コース 1 万 3000 円～

点邑

開店 20周年を迎えた、俵屋旅館が営む天ぷら専門店。京野

菜や旬の魚介類を上質の綿実油で手早く揚げる天ぷらが美

味。手頃な点心天ぷら丼ぶり3800円～。

京都市中京区麩屋町三条上ル下白山町 299

Tel.	075-212-7778

11 時 30 分～ 13 時 30 分、17 時 30 分～ 21 時　火曜定休

昼 2200 円～、夜 8500 円～

■北野天満宮～西陣	界隈
花街と西陣が育てた豊かな食の世界

鳥岩楼

西陣に残る町家を生かした鶏の水炊き専門店。厳選された

若鶏を使った水炊きは、西陣の旦那衆に愛され続けてきた

味。たっぷりの卵で作るやや甘めの親子丼 (昼限定 )も人気

で、2階の座敷でいただける。

京都市上京区五辻通智恵光院西入ル五辻町 75

Tel.	075-441-4004

12 時～ 14 時、17 時 30 分～ 19 時 30 分 (ともに LO)　木曜定休

親子丼 ( 吸い物つき )900 円 ( 税込み )

紅梅庵

上七軒で約 70年続く京料理の店。梅の名所、北野天満宮の

お膝元とあって、弁当には紅梅、白梅の名がつけられている。

お座敷遊びに興じる旦那衆からも引き合いのある会席料理

は、締めに土鍋で炊いたご飯もつく。

京都市上京区今出川通御前東入ル社家長屋町 678

Tel.	075-462-1335

11 時 30 分～ 15 時、17 時～ 20 時 (LO)　火曜定休

昼 3500 円～、夜 7000 円～	(ともにサ別 )

登里新

お茶屋や西陣の旦那衆から請われる仕出し店として百余年の

歴史を重ねる。十数年前から割烹の顔も持ち、春は筍や山

菜料理で舌の肥えた客の期待に応えている。和やかな主人

の人柄もこの店に通う理由の一つ。

京都市上京区今出川通七本松西入ル真盛町 705

Tel.	075-462-0541	

11 時 30 分～ 14 時、17 時～ 22 時　木曜・最終水曜定休

昼 3500 円～、夜 5000 円～

■嵯峨・嵐山	界隈
平安貴族も愛した桜を愛でながら美味を堪能

おきな

清涼寺の山門そばにある日本料理の店。代々鮮魚店を営ん

でいたというだけあって、今も天然もののみを使う魚料理が

評判。昼夜の会席はもちろんのこと、気軽な定食や湯豆腐メ

ニューもおすすめだ。

京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 11

Tel.	075-861-0604

11 時 30 分～ 14 時、17 時～ 20 時 (ともに入店 )　

水曜定休 (祝日の場合は営業、翌日休)  

2月、8月は各 3日間臨時休業あり

おまかせ	昼 6000 円、夜 1 万円～	(ともにサ別 )

熊彦

街中の老舗料亭「たん熊北店」が風光明媚な嵐山に築いた

姉妹店。築 100 年を超える日本家屋からは嵐山の桜が目の

前に。一年を通じて季節を楽しむことができる。料理は、た

ん熊の真価を感じさせる内容。

京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 5-1

Tel.	075-861-0004

11 時 30 分～ 14 時 30 分 ( 入店 )、17 時～ 21 時　木曜定休

昼 6000 円～、夜 1 万 5000 円～	(ともにサ別 )

8月21までの期間限定で、１階のホール席・カウンター席もあり。昼・

夜ともに 5000 円～
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嵐山	大善

鯖ずしで有名な京都のすし店で修業を積んだ主人の店。看

板メニューの鯖ずしもさることながら、春は笹の香りの移る

桜鱒の笹巻きずしにも人気が集まる。夫婦で切り盛りする和

やかな雰囲気も好まれている。

京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 10-3

Tel.	075-882-0018

11 時 30 分～ 21 時　木曜定休

桜鱒の笹巻きずし(5 個 )1200 円 ( 税込み )
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伝統 郷土玩具の楽しみ
祈りと遊びの伝統玩具 		

撮影＝大見謝星斗、西山	航（p.37	今戸焼	白井、p.38	備後屋）

構成・文＝清水千佳子

監修＝中村浩訳（日本郷土玩具の会会長）

編集協力＝森田一郎（小さな郷土玩具館		杜館長）

 p.033

江戸時代後期から明治にかけてもっとも盛んに作られた郷土

色豊かな玩具を「郷土玩具」と呼ぶ。その大半は、子ども

の健やかな成長や開運への「祈り」が込められている。自然

の素材を使って一つひとつ人の手で作られる玩具は素朴で愛

らしく、力強い。後継者難により年々作り手が減っているなか、

近年若いファンが増えつつあるのは明るい話題だ。

虎張子

奈良

虎と縁の深い信
し

貴
ぎ

朝
ちょう

護
ご

孫
そん

子
し

寺
じ

の商売繁盛のお守り。虎は一日で千里の

道を往復できるという故事から、男児の元気な成長を祝う「端
たん

午
ご

の節句」

の贈りものとされることも。高さ26㎝

赤べこ

福島

柳
やな

津
いづ

町
まち

の圓
えん

蔵
ぞう

寺
じ

建立の難工事を助けた伝説の大牛の群れにちなんだ玩

具。赤く塗られた玩具「赤もの」は当時天然痘を祓
はら

うとされた。隣の虎

ともども頭部が揺れて愛らしい。高さ10㎝

紙
 p.034

紙製の郷土玩具の筆頭は、張
はり

子
こ

。木や土などで作った型に

和紙を張り重ね、乾燥させてから切れ目を入れて型を取り出

し、再び張り合わせて彩色したもの。材料となる反
ほ

古
ご

紙
がみ

が豊

富にあった、役所や商家が多く並ぶ城下町や和紙の産地で

生まれ、発展した。なかでも認知度が高く、根強い人気を誇

るのが達磨と招き猫。ほかに、かつては子どもたちのお正月

遊びに欠かせなかった凧
たこ

や、地方の祭りを彩る提
ちょう

灯
ちん

やお面

などもある。

1.	奉公さん

香川

高松張子の代表作。お姫さまの熱病を自分の身に移し受け、離れた島

で独り死んだ奉公人の童女をたたえて作られたという人形。病の子に抱

かせてから海に流すと全快するとの言い伝えも。高さ24㎝

2.	三角だるま

新潟

おもりの上に円錐形の紙を巻いたもので、倒れてもすぐに起き上がるこ

とから縁起物として親しまれている。赤は妻を、青は夫を表す。子ども

を表す白もある。( 左 ) 高さ21.5㎝、( 右 ) 高さ16.5㎝

3.	鞨
かっ

鼓
こ

福島

三春張子の人形で、鞨鼓とは雅楽に用いられる両面太鼓。伝統の鮮や

かな色彩と一瞬の動きを切り取った楽人の躍動感溢れるポーズ、個性的

な寄り目顔が特徴。高さ21.5㎝

4.	笊
ざる

被
かぶ

り犬

東京

犬張子の発展形で、漢字の「竹 ( 笊の素材 )」を「犬」の上に書くと笑

いを意味する字に。江戸っ子の洒落っ気が窺
うかが

える。子どもの部屋に吊る

して鼻づまり防止のお守りとした。高さ9㎝

5.	犬張子

東京

背中にでんでん太鼓を背負った犬張子は東京を代表する玩具。犬が多

産で安産なことから、犬張子は出産や子育てのお守りとして、江戸時代

から誕生祝いに贈られてきた。高さ13.5㎝

6.	起き姫

福島

江戸時代から伝わる小さな張子人形。養蚕が盛んだった時代、神棚に

祀
まつ

って、良質な繭ができるよう祈願した。また、家族の数より1 つ多く祀っ

て家内安全や子宝を祈願する風習もある。高さ3.5㎝

2016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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7.	龍
たつ

車
ぐるま

静岡

大きな車輪付きの色鮮やかな龍は底部におもりが入れてあるため、倒

れずに転がっていく。浜松張子特有の車付き玩具は古くからあり、龍車

の龍は十二支のひとつ。高さ11.5㎝

8.	チンチン馬

沖縄

盛装した姿で馬場へ向かう王と馬を表現した沖縄張子。黄色い箱に付

いている紐を引くと、箱裏の針金の弦がはじかれて音が鳴り、馬の首が

上下に動き、進んでいく。高さ31㎝

9.	だるま抱き招き猫

東京

招き猫と達磨というふたつの縁起物を合わせた、めでたい多摩張子。

かつて養蚕が盛んだった多摩エリアでは、蚕の天敵である鼠を捕える猫

は守り神的な動物だった。高さ16㎝

10.	だるま

群馬

禅宗の始祖、達磨大師が座禅する姿に由来。願を掛けるときにまず片

方の目を、成就したらもう片方の目を描き込む。養蚕の守り神・群馬の

高崎だるまは、眉が鶴を、髭
ひげ

が亀を表しているのが特徴。どちらも長寿

を象徴する動物だ。高さ15㎝

11.	甘
あま

木
ぎ

のばたばた

福岡

安長寺の 1 月の初市名物の豆太鼓。もともとは子どもの天然痘除けのま

じないだった。竹の棒を回したときに大豆が太鼓を打つばたばたという

音から命名された。長さ34㎝

金魚ちょうちん

山口

竹の骨組みに和紙を張り、白く残す部分だけ鑞
ろう

で色止めをして彩色した

もの。生産地の柳
やな

井
い

市で毎年 8 月に開催される「柳井ちょうちん祭り」

では約 4000 個の提
ちょう

灯
ちん

が町を彩る。高さ25㎝　　

金魚ねぶた

青森

東北三大祭のひとつ、青森ねぶた祭で、子どもたちが持って遊ぶ提灯。

ねぶたとはもともと睡魔のことで、秋の収穫期の邪魔になる眠気を祓う

意味があったという。高さ18㎝

巴
ともえ

静岡

凧の名産地で、凧合戦も盛んな静岡。なかでも掛川市の遠州横須賀凧

は形、図柄の種類が豊富。当地では男児の初節句を凧で祝う風習がある。

巴は神社や武家によく見られる紋。縦 76㎝

武者凧

東京

江戸では浮世絵をもとにした勇壮な武者や合戦を描いた凧を揚げ、子

どもの成長を願った。上は戦国武将の武田信玄と上杉謙信が戦った川

中島の合戦がモチーフ。縦 80㎝

土
 p.036

京都の伏見をはじめ、良質の粘土に恵まれた地域で誕生し

た土人形や土
ど

鈴
れい

。土や石膏の型を用いて形成し、乾燥させ

たのち低温で素焼きし、胡
ご

粉
ふん

を塗ってから彩色して作り上げ

る。型を使わないひねり人形と呼ばれるものもあるが、型を

使うものが主流。農耕が生活の中心だった日本では命を育

む土への信仰心が強く、神社の授与品にも多い。また、幼

い子どの癇
かん

癪
しゃく

を鎮めるという土笛は、鳩を筆頭にミミズクや

フグなどさまざまな形のものがある。

1.	饅
まん

頭
じゅう

喰
く

い

京都

土人形の元祖、伏見人形。「父と母のどちらが大事か」と問われた子が

饅頭を2つに割り、「どちらか美味しいか」と反問した説話に基づく人形で、

賢い子に育つようにとの願いから求められた。高さ22㎝

2.	春
はる

駒
こま

山形

宮城の堤人形、岩手の花巻人形とともに東北三大人形の一つ、相
さが

良
ら

人形。

200 以上の種類がある。春駒は馬 ( 駒 ) の首形のこと。正月に門
かど

付
づ

け芸

人が春駒を持って家々を回り、歌や舞を披露した。高さ25㎝
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3.	土鈴

岐阜

極彩色の釜型土鈴は、以前、岐阜県美江寺の境内で売られていたもの。

もともとは蚕室に下げて鳴らし、鼠を駆除するのに使っていたもので、

宝珠や米俵、巾着などいろいろな形のものがあった。高さ11㎝

4.	岡村天神

神奈川

横浜市の岡村天満宮の初
はつ

天
てん

神
じん

祭
さい

の授与品。枕元に置いて寝ると願いが

叶うという。袖を広げた姿が西
すい

瓜
か

の切り口に似た形は全国でも珍しく、

西瓜天神の名で親しまれている。高さ11㎝

5.	鳩笛

青森

土笛で有名な下
した

川
がわ

原
ら

焼
やき

人形。当時、子どものひきつけや腹痛は、道教

で人の腹中にすむとされる3 匹の虫「三
さん

尸
し

」が原因で、土塊をなめさせ

れば治るという俗信があったことから作られた。高さ9㎝

6.	桃太郎神像

福井

敦賀市の気
け

比
ひ

神宮の授与品で、昔話の勇士、桃太郎を神に見立てた魔

除けのお守り。モデルは旧国宝の本殿にあった桃太郎の虹
こう

梁
りょう

彫刻だが、

戦災で本殿もろとも焼失した。高さ8㎝

7.	宝
ほう

珠
じゅ

猿
ざる

佐賀

戦後すぐ、鹿島市能古見の染色家が世の中を明るくしたいとの思いから

作り始めた、のごみ人形。過去 3 回年賀切手の図案になったこともあり、

認知度は高い。猿が抱いているのは願い事を叶えてくれる宝珠。高さ7

㎝

8.	三
さん

番
ば

叟
そう

宮城

江戸時代中期、堤焼という焼き物を母体に生まれた堤人形。浮世絵に描

かれた歌舞伎役者や力士、遊女などを題材にした作品で有名。三番叟

は狂言や歌舞伎などの演目の一つだ。高さ15㎝

9.	ズッキャンキャン

長崎

長崎市の古賀人形。長崎弁で肩車を意味するズッキャンキャンは、諏訪

神社の祭礼の囃
はや

子
し

の音に由来。祭礼に幼い子を肩車して参加する風習と

関連があると見られる。高さ10㎝

10.	雪兎

長野

心癒される兎は近年、収集家に人気の高い中野人形。店頭販売されて

いないため、毎春開催の「中野ひな市」の抽選販売には、全国からファ

ンが集まる。高さ7.5㎝

現代に活躍する土人形の工人

今戸焼
白井裕一郎さん

 
p.037

浅草駅から徒歩約 15分、「今戸焼	白井」は隅田川に近い静

かな通りにある。引き戸を開けると、まず目に入るのが棚に

並んだ人形たち。狐も雀も干支の猿も、作り手の白井裕一

郎さんに似て、控えめでいて愛嬌がある。白井さんが妻の

理穂子さんとともに作る人形は、現在寺社の授与品を含め

約 90種類。下写真の猫は、歌川広重の版画に小さく描かれ

ている、招き猫の元祖といわれる今戸焼の「丸〆招き猫」

を白井さんが復活させたもの。お尻のあたりにある「丸に〆」

のマークは、「入ってきた福が逃げないように締める」という

意味と ｢お金や福を独り占めする｣ という意味だと考えられ

ている。「広重の版画と当家で所蔵している江戸時代の座猫

の型をもとに自分なりのアイディアも加えて作りました」と白

井さん。目下、約 1年半待ちの人気作品で、注文する人が

跡を絶たない。

今戸焼	白井

東京都台東区今戸 1-2-18

Tel.	03-3872-5277

10:30 ～ 18:00

月曜～木曜定休

※臨時休業あり
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木
 p.038

森林が国土の約 2/3を占める日本では、山間部を中心に多

彩な木製玩具が作られてきた。その中で最近若い女性を中

心に人気を集めているのがこけしで、第 3次こけしブームと

いわれている。また、福岡の太宰府天満宮発祥の鷽
うそ

も面白い。

各地の天満宮が 1年に 1回行う「鷽
うそ

替
か

え」は、鷽が噓と同

じ音を持つことから「去年の凶事を噓とし、吉を呼び込む」

という神事。現在は天満宮が木像の鷽を授与する形が大半

だが、昔と同じように参詣者同士が鷽を交換しあうところも

ある。

1.	こけし

( 左 ) 山形　( 右 ) 宮城

山形、宮城はこけしの二大産地。左の肘
ひじ

折
おり

系は三日月形の目や輪郭を

描いた唇が特徴。右の鳴子系は頭部を胴にはめ込む独特の技法で作ら

れている。( 左 ) 高さ24.5㎝、( 右 ) 高さ15㎝

　

2.	田
た

面
のも

船
ぶね

広島

かつて港町・尾道市の木工職人が、神棚の余材で製作していた。男児

が生まれた家に贈られ、豊作を祝う「田面の節句」の日に子どもたちが

曳
ひ

いて、産
うぶ

土
すな

神
がみ

にお参りする。高さ15㎝

3.	うずら車

宮崎　

宮崎で愛玩動物として親しまれていた鶉
うずら

をかたどった玩具で、長寿開運

の縁起物。2 種類あり、左は法
ほ

華
け

薬師寺、右は久
ひさ

峰
みね

観
かん

音
のん

のもの。素材

はタラノキ。( 左 ) 長さ8㎝、( 右 ) 長さ11㎝

4.	鯨車

高知

捕鯨で栄えた高知らしい玩具で、鯨が泳いでいる姿を木彫りで表したも

の。反り返った尾びれがダイナミック。前ひれは差し込み式。( 左 ) 長さ

9.5㎝、( 右 ) 長さ19.5㎝

5.	鯨舟

和歌山

古くから捕鯨が盛んな地域で、漁師が子どもたちへの土産に作った捕鯨

船のミニチュア。海上で他の船と見分けがつきやすいよう、色鮮やかな

模様が描かれている。長さ20㎝

6.	えじこ

山形

こけしの工人が作る木の玩具。その名は、昔、主に東北地方で、農作

業中などに赤ん坊を安全に寝かせるのに用いた藁
わら

の籠
かご

「えじこ（いづめ

こ）」に由来。頭部が蓋になっていて、中に小さな人形が入っているも

のもある。高さ10.5㎝

7.	木駒

( 左 ) 宮城　( 右 ) 青森

馬の産地で作られている玩具。左の木ノ下駒は鞍
くら

に菊模様、右の八
や

幡
はた

駒は千代紙や点描などの繊細な装飾が特徴。福島の三春駒と合わせて

日本三駒と称される。( 左 ) 高さ18.5㎝、( 右 ) 高さ12㎝

8.	鷽
うそ

( 左 ) 東京　( 中 ) 大分　( 右 ) 福岡

学問の神様、菅
すが

原
わら

道
みち

真
ざね

を祭神とする全国の神社 ( 天満宮 ) で、開運の

神事「鷽替え」の際に授与される。左は亀戸天神、中は老松天満宮、

右は太宰府天満宮のもの。( 左 ) 高さ14㎝、( 中 ) 高さ8㎝、( 右 ) 高さ

13㎝

9.	きじ馬

熊本

九州各地で作られているきじ馬のなかでも有名な人吉市産で、頭部に

「大」の字が書かれているのが目印。平家の落人がこの地に逃れ、生活

の糧として作ったとの説がある。( 左 ) 長さ23.5㎝、( 右 ) 長さ11㎝

郷土玩具に会いに行こう！
 
小さな郷土玩具館	杜

「貴重な郷土玩具を後世に受け継ぐための一助となりたい」との一心か

ら、館長の森田一郎さんが自宅の庭に開館。とくに鷽、鳩笛、中野人形

の多さは圧巻。穏やかで博識な館長との会話も楽しい。

東京都西多摩郡日の出町大字大久野 8616

Tel.	&	Fax	042-597-0556

9:00 ～ 16:00

開館	木曜～土曜

※電話か Fax にて要予約

入館料	大人 200 円
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日本玩具博物館

白壁土蔵造りの風情ある建物 6 棟に、国内外の玩具と関係資料約 9 万点

を所蔵。現在、春の企画展「ちりめん細工とつるし飾り」( ～ 6月21日 )

と、特別展「雛まつり～京阪の雛飾り～」( ～ 4月17日 ) を開催中。

兵庫県姫路市香寺町中仁野 671-3

Tel.	079-232-4388

10:00 ～ 17:00

水曜休館 ( 祝日は開館 )

入館料	大人 600 円

www.japan-toy-museum.org

備後屋

地下１階～４階の 5フロアからなる店内は、陶磁器や織物、竹製品や

手
て

漉
すき

き和紙など全国から厳選した民芸品がひしめく。郷土玩具はこけし

や張子など品数豊富。外国人観光客も多く、要所要所に英語の説明書き

がある。

東京都新宿区若松町 10-6

Tel.	03-3202-8778

10:00 ～ 19:00

月曜、1 ～ 4月、6月、7月、9月、10月の第 3 土曜と翌日曜	定休

bingoya.tokyo

西荻イトチ

店主の伊藤ちえさんが「本場イギリスで感動した味を伝えたい」と作る

ミルクティーやスコーンと、伊藤さんが大好きな郷土玩具が共存するユ

ニークなカフェ。見ているだけで和むこけしや土人形は、もちろん購入

も可能だ。

東京都杉並区西荻北 2-1-7

Tel.	03-5303-5663

12:00 ～ 19:00

月曜定休 ( 臨時休業あり)

tea-kokeshi.jp

深大寺	だるま市

群馬、静岡のだるま市と並ぶ「日本三大だるま市」のひとつ。境内に大

小約 300 余の縁起だるま店が並ぶ。購入しただるまに僧侶が目入れをし

てくれるのは、深大寺の特徴。

3月3日、4日

9:00 ～ 17:00 頃

東京都調布市深大寺元町 5-15-1

Tel.	042-486-5511

	　

全国こけし祭り

今年で 62 回目となる歴史ある祭。こけし奉納式や実演展示販売、全国

の伝統こけし工人の作品コンクール、張りぼてこけしが温泉街を歩くパ

レードなど、盛りだくさんのイベント。

9月3日、4日

宮城県大崎市鳴子温泉字新屋敷 65	( 鳴子総合支所 )

Tel.	0229-82-2026

日本郷土玩具の会

1941 年に発足した日本最古の郷土玩具愛好会で、会員は全国に約 200

名。毎月東京で開催される例会は、貴重な情報交換の場となっている。

写真は年 2 回発行の機関誌「竹とんぼ」。年会費 4000 円。

●入会希望者の連絡先

日本郷土玩具の会会長・中村浩訳方

埼玉県和光市下新倉 3-3-7

Tel.	&	Fax	048-463-7965

※掲載の郷土玩具は個人の所蔵品で、現在は手に入らないものも含まれ

ます。また、郷土玩具は同じ種類でも、作られた時代や工人によって姿

形やサイズが異なります。
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デザイン

	デザインラボ
		

文様―カタチ化する力
文＝内田	繁　撮影＝西山	航　

協力＝消防博物館（東京・四谷） 	

p.040

1970 年、27歳のときにデザイン事務所を設立した。新築の

祝いにと、消防記念会の方々20 ～ 30 人が、1本の大きな

纏
まとい

を持って、事務所と地域一帯を練り歩いてくれた。48 本

のひらひらした馬
ば

簾
れん

が青空を舞っていた様子は、今も記憶に

残っている。

　もともと纏は戦国時代に敵味方を判別する印だったようだ

が、一般的に知られているのはなんといっても江戸時代の火

消しのものだろう。とくに町
まち

火
び

消
け

しの纏は、64もの組を一目

で判別できるよう作られており、デザインとして秀逸かつ美

しい。動くことを前提に作られた立体物で、大抵三～四面、

あるいは球形をしている。

　商店の看板や家紋に見られるように、江戸は視覚文化に

優れた都市であった。文字が読めずとも万人に伝わる仕掛

けがあった。纏は、その組の地域特性にカタチを与えたも

のであると同時に、消火への意志や護身の文様も含まれ、

人々の祈りをカタチ化したものであるともいえる。消防その

ものをカタチにしたといっても過言ではない。

　1964 年の東京五輪で、世界で初めて体系的に五輪種目の

ピクトグラムが作られた。その素地がここにも垣間見える。

町火消しと纏

木造建築が密集していた大都市・江戸は、世界中のどこよりも火災が多く、

なかには 5 ～ 6 年に一度は全焼という地域もあった。とくに人口が多い

町人地域を守るための自衛組織が町火消し。64 組それぞれが数十人か

ら数百人で組織され、互い火事場での働きを競い合った。組の象徴とも

いえる纏は、重さ約 20kg、長さ2m 超と巨大で、組一番の力持ち、か

つ美男のものが持ったという。纏持ちは火災最前線の家の屋根にのぼり、

仲間たちは纏に向かって放水し、また纏よりも風下の建物を壊して、火

を食い止めた。写真は 1/2 サイズの模型。

二番組　せ組

将棋の駒の五角形を三面体にし、それぞれの面に組名の「せ」を描いた。

上には笠をかぶっている。せ組は京橋周辺の消防を担当した。

二番組　も組

江戸時代の分
ふん

銅
どう

型に、三面「も」と描かれている。担当地区は今の銀

座周辺。分銅型は両替商などの看板としても使われていた。

二番組　め組

楽器の鼓のような形が、籠
かご

目
め

で編まれている。籠にすることでサイズを

大きく、軽量にできると同時に、編み目が魔除けの文様となる。め組が

相撲力士たちと起こした喧嘩は有名で、後に芝居の題材にもなった。

二番組　す組

将棋の駒に籠目が描かれ、平仮名の「す」が三方をにらむ。「巣籠の纏」

ともいわれる。新富町周辺を担当。

「江戸の花子
お さ な

供遊び	二番組	す組」

作＝歌川芳虎

内田	繁（うちだ・しげる）

インテリアデザイナー。内田デザイン研究所所長。「人の暮らしを豊かに

するデザイン」をコンセプトに、商業空間、住空間、家具、工業デザイ

ンから地域開発に至るまで、幅広い活動を国内外で展開している。代表

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

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

代美術館、モントリオール美術館などに、永久コレクションが多数収蔵

されている。

www.uchida-design.jp

2016年		春／秋号		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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建築
―内と外をゆるやかにつなぐ「グローブ」
写真＝阿野太一

文＝佐野由佳
	

p.042

館内に一歩足を踏み入れると、天井を形づくるヒノキの香り

が漂う。「ぎふメディアコスモス」は、伊東豊雄氏設計の昨

年オープンした岐阜市の複合施設で、写真は 2階にある「岐

阜市立中央図書館」である。まるで巨大な行
あん

灯
どん

のような、「グ

ローブ」と呼ぶオブジェがいくつも天井から吊られている。

最大で直径 14mもあるこの「グローブ」は、トップライトか

らの光や風を室内に循環させ、ほんのりとした明るさとあた

たかさのある居場所をつくる。人々はこの下に集い、本を読

み、学び、時に語らう。何かに守られているような、穏やか

な場所だ。

　伊東氏は「日本の伝統建築がそうだったように、建物の内

と外を上手につなぐことで四季を通じて快適な空間をつくる

仕掛けを、現代の技術を使って実現してみたかった」という。

豊富な地下水を利用した床の輻射冷暖房や太陽光発電など

も取り入れ、従来の同規模の建築より消費エネルギーは約

半分に抑えられている。休日ともなればたくさんの人が訪れ、

思い思いの時間を過ごす。さながらここは町のような賑わい

をみせる。

天井のヒノキは、すべて県産材を使用。合板の下地に 12cm × 2m のヒ

ノキの板を、三角形状に互い違いに重ねて組んでいく独自の工法。最大

で約 42㎝もの厚さになっており、吸音効果もある。ポリエステルの立体

成型の布がベースになっている「グローブ」は、布を二重にすることで

空気と光の透過度を調節する。テキスタイルは安東陽子氏、書棚や椅子

などの家具は藤江和子氏がそれぞれデザインしている。全体は２階建て

の低層建築で、四隅を緑で囲むつくり。東の窓からは岐阜市民自慢の金

華山が見える。開館半年で、すでに 70 万人が訪れた（ちなみに岐阜市

の人口は約 40 万人）。

ぎふメディアコスモス

1 階は市民交流センターなどがあり、2 階が「岐阜市立中央図書館」。座

席数は 900 以上。9:00 ～ 21:00（中央図書館は～ 20:00まで）

火曜休館

岐阜市司町 40-5

中央図書館		Tel.	058-262-2924

www.g-mediacosmos.jp

プロダクツ
―絨毯の質感に自然の豊かさを見る
文＝編集部

	

p.044

山形県南東部にあり、約 1万 5000 人が生活する山
やま

辺
のべ

町
まち

。

江戸時代から織物や染色が盛んであったという素地に加え、

1935 年に中国より招聘した絨毯の技術者たちの手を2年借

り、以降絨毯の町として着々と発展を遂げてきた。技術を高

め、感性を磨き、いまやこの町で作られる絨毯は、皇居、

歌舞伎座をはじめとした国内だけでなく、海外からも注文が

入るほど。

　紡績から染色、織り、仕上げまでもすべて一社で行うとい

うこだわりのため、オリジナリティの高い絨毯も比較的容易

に生み出せる。山形県出身の世界的工業デザイナー・奥山

清行氏とコラボレーションしたUMIという絨毯もその成果の

ひとつ。微妙な色調を染め分け、合計 11 色の糸を使い室

内に波立つ海を再現した。

　建築家・隈
くま

研
けん

吾
ご

氏とのコラボレーションから生まれた

MORI は、3層からなる毛糸の質感で、樹木が茂り立つ自然

の豊かさを表現。「日本の自然の豊かさは、質感そのものの

中にある」と語る隈さんの言葉を見事に体現した絨毯である。

MORI（ダークグリーン）

–	Designed	by	Kengo	Kuma

森の樹木が豊かに茂り立つ様を、3 層の毛糸の質感と深いダークグリー

ンの色彩で表現。

	(200 × 140cm)		39 万円

受注生産。他に 95 × 60㎝サイズもあり。（以下同）
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ISHI（サンドベージュ）

–	Designed	by	Kengo	Kuma

美しい波紋を描く枯山水の庭を再現。

(200 × 140cm)		18 万 8000 円

KOKE（モスグリーン）

–Designed	by	Kengo	Kuma

異なる長さの毛足、色、艶で苔の表情を喚起する。

(200 × 140cm)		51 万 6000 円

UMI（ダークブルー）

–	Designed	by	Ken	Okuyama

ダイナミックな海の一瞬を、色の存在感や動きのあるぼかしで表現。

(200 × 140cm)		38 万円

オリエンタルカーペット株式会社

山形県東村山郡山辺町大字山辺 21

Tel.	03-3297-0666（東京支店）

info@yamagatadantsu.co.jp

yamagatadantsu.co.jp

プロダクツ―伝承の材を新しい手法で
写真＝岡崎良一

文＝編集部 	

p.045

ホウキモロコシというイネ科の植物をご存じだろうか。江戸

の頃から室内箒
ほうき

の主原料となり、モロコシに似た外見をしな

がらも食用にはならず、ただ箒を作るためだけに畑栽培さ

れる。当たりがやわらかいので床を傷つけず、それでいてコ

シがあるため掃きやすい。室内で靴を脱ぐせいか、小さな

チリや傷にうるさいこの国らしいこだわりだ。

　しかし今日、国産のホウキモロコシはもちろん、箒職人も

激減。かつての産地、神奈川県中津に本拠を構える会社、

まちづくり山
やま

上
じょう

は、2003 年にホウキモロコシの種を得るとこ

ろから始め、その無農薬栽培、美大出身の若手職人の育成、

箒の販売までをトータルで行ってきた。「後世に残る本物の

箒を」との信念のもと復活した「中
なか

津
つ

箒
ほうき

」。時代に即した美

しいデザインの箒が、本物の原料と技で作り継がれる。

左から、トモエ箒（山田次郎作、1 万円）、山葡萄の枝を柄に使ったミニ

手箒（横畠梨絵作、8500 円）、五つ玉箒 20cm（横畠梨絵作、6000 円）、

ななめ小箒 18cm3500 円・10cm2300 円（ともに吉田槙司作）。小型の

物は洋服ブラシや卓上ブラシに。

株式会社まちづくり山上（中津箒）

神奈川県愛甲郡愛川町中津 3687-1

10:00 ～ 17:00

月曜・火曜・水曜　定休

Fax	046-286-7572

shimingura-tsuneemon.biz

プロダクツ―内にも外にも花開く傘
写真＝鍋島徳恭

文＝編集部　協力＝和泉亜紀 	

赤い傘の内側には、目にも鮮やかな糸飾り。桔
き

梗
きょう

の花を表

現したものだという。開けば凜とつやっぽく、白地の模様は

梅の花。和傘の産地は現在約５か所あるが、内側に桔梗文

様の糸飾りを施しているのは、鳥取県の淀
よど

江
え

町
ちょう

で作られるこ

の淀江傘だけ。良質の和紙と真竹を産するこの地で作られる

淀江傘は、ほかの和傘に比べて丈夫で実用性に富み、一時

は年間 50万本も生産された。しかし戦後、洋傘の普及とと

もに需要は激減。現在その技を継ぐ者は「淀江傘伝承の会」

を残すのみである。

　一本の竹から軸や骨をとり、和紙を張って傘を完成させる

までの 70以上もの工程は、そのすべてが手作業。800g 前

後とやや重量はあるが、防水性に優れ、また濡れた面が折

り目の内側に入り、周囲を濡らさない。細やかな心遣いと用

の美にうならされる逸品である。



25Spring / Summer 2016 Vol. 37［ デザイン ］

上：和紙の強度を増すために、防水用の植物油を乾かす「浜干し」。か

つては 1 万本もの傘の花が砂浜に並んだ。

右：朱色の女傘と、黒の男傘。女傘の白地は梅の花を、男傘の白地は

六角形の亀
きっ

甲
こう

文をそれぞれ表している。円形の模様が多いなか、梅文や

亀甲文を用いるのも淀江傘の特徴。各 4 万円。

和傘伝承館

鳥取県米子市淀江 796

9:00 ～ 16:30

日曜・月曜・祝日　休館

Tel.	&	Fax	0859-56-6176

（電話は日本語対応のみ）
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体験

動く・動かすミュージアム
		

写真・動画＝八
はっ

田
た

政
まさ

玄
はる

文＝白坂ゆり・編集部

 p.046

昨今急速に増えつつある体感型ミュージアム。一定の距離を

とって「見る」ことがメインだった展示が、触る・感じる・考

える方向へと転換しつつある。今回はなかでも特徴のある観

客主体のミュージアムを、厳選して 18トピックス紹介。また

同時に、静止画だけでは伝えづらい展示の魅力を、なんと動

画にして連動公開している。QR コードを読み取り、気になっ

たミュージアムを今すぐ体感してみよう。

岩井俊雄《マシュマロスコープ》2002 年。NTT インターコミュニケーショ

ン・センター〔ICC〕。この物体の前を通るとビデオ撮影され、モニター

をのぞくと、時間が行きつ戻りつするように再生される。

オービィ横浜

 p.047

大自然に飲み込まれる・超地球体感ミュージアム

日本が世界に誇るアミューズメント会社 SEGAと、ネイチャー

ドキュメンタリー映像で世界一の規模と歴史をもつ BBC	

Earth が手を組んだ。そのミュージアムはたとえば、幅 40m

もの巨大スクリーンに迫力の映像が投影される、だけではな

い。ここでしか見られないオリジナルのストーリーに合わせ、

振動、風、光、果ては匂いまでもが演出され、360 度の立

体音響とともに、身体ごと飲み込まれるような感覚を味わえ

る。あるいは夜ともなると－ 15～－ 20℃にも冷え込むとい

うケニアの意外な極寒の世界を、肌で感じることができる。

そうかと思えば最先端のフォトシステムで、自分がさまざま

な動物に変身したり、1秒間にどれだけ身体を動かせるかを、

動物たちと競ったりもできる。ある意味で、動物園よりも身

近に動物を、ひいては地球を体感できる場所。大陸はもち

ろん空や海底、さらにはジャングルから極寒帯まで、一瞬に

してワープできる装置ともいえよう。

　2013 年夏に横浜で初めてお目見えしたOrbi は、今年 1

月には大阪でもオープン。今後は海外への展開も考えている

という。あなたの街でも、超地球体験をできるようになる日

も遠くないかもしれない。

www.youtube.com/watch?v=LGBA2jEfqhQ

※ QRコードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。

携帯電話やタブレットのカメラで URL を読み取ってアクセスしてくださ

い。使用できない場合は、上記 URL を打ち込むか、KIJEウェブページ

をご覧ください。

（左）

大自然マッピング「ベースキャンプ」（上）では、白い大きなブロックに、

ジャングルや氷の世界、火山のマグマなどの映像が刻々と映し出され、

臨場感たっぷり。中央の繭
まゆ

状のオブジェには、揚げ羽蝶の幼虫やライオ

ンなどが投影され、人の動きに反応する。

（右）

海中散歩「ブルーレイヤー」（左上）では、幅 12m のスクリーンを舞台

に、浅瀬から深海までをゆっくりと潜っていく感覚が楽しめる。光の波に

揺られているだけでも安らぐ不思議な空間だ。「アニマルセルフィー」（左

下・右）では、自分の姿とCG の合成によってさまざまな動物に変身可能。

気に入った画像は写真にして購入することもできる。ほかにもアフリカ

ゾウの群れと一緒に旅する映像体験「エレファンツ」など、多彩なコン

テンツが楽しめる。

オービィ横浜

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-5-1

MARK	IS	みなとみらい 5F

Tel.	045-319-6543

orbiearth.jp

オービィ大阪

大阪府吹田市千里万博公園 2-1	EXPOCITY	

Tel.	06-6155-7299

2016年		春／夏号		日本語編

apanese tex tJ
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Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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東京都現代美術館

 p.048

多様なアート体験であなたを変える現代美術館

日本随一の現代美術の専門館、東京都現代美術館。観客の

身体に訴えかけるインスタレーションや、観客の参加を促す

プロジェクト型作品など、体験型アートも実に多種多様だ。

企画展のほかに常設展示室では、約 4800 点の所蔵品の中

から毎回 100 点程度の国内外の作品を選び、多角的な視点

から戦後・現代美術を紹介する「MOTコレクション」を開

催している。

　3月5日からの「コレクション・オンゴーイング」では、

大友良英＋青山泰知＋伊藤隆之によるインスタレーション

《without	records-mot	ver.	2015》に注目したい。開館 20周

年にあたる2015 年に同館のために制作され、収蔵された

作品だ。レコードは存在せず、プレーヤーそのものがランダ

ムに音を発し、共鳴する ”音楽の森 ”を歩こう。また、宮島

達男《それは変化し続ける　それはあらゆるものと関係を結

ぶ　それは永遠に続く》は、1998 年、コミッションワークと

して収蔵された常設作品。それは 1から9までの赤い光を

放ち、静かにカウントしながら点滅する、いわば ”時の海 ”。

近づいて見るとその点滅速度がそれぞれ異なることに気づ

く。それは個々の人生にも似て、訪れるたびに感慨深い。

　本展終了の 5月30日以降は、大規模改修工事に伴い、

長期にわたり休館となる。その前に日本の現代美術にぜひ

触れてほしい。
www.youtube.com/watch?v=QJpXDntPUfU

（左）

常設展示室のアトリウムに広がる、大友良英＋青山泰知＋伊藤隆之

《without	records	-	mot	ver.	2015》2015 年。ワークショップによって金

属やプラスチック、ゴムなどで加工が施された 92 台のレコードプレー

ヤーがそれぞれに音を奏でる。再生のたびに組み合わせが変化し、二

度と同じ「曲」は再現されない。

（中央）

常設展示室の入り口で待ち受けるのは、文明批評的な動く巨大ロボット

彫刻で知られるヤノベケンジの《ロッキング・マンモス》2005 年。マ

ンモスは自らの廃車を解体して制作された。上にまたがっているのは

《M・ザ・ナイト》2006 年。展示では触れないが、マンモスは鼻の部

分が動く。

（右）

国際的に活躍する宮島達男の《それは変化し続ける　それはあらゆるも

のと関係を結ぶ　それは永遠に続く》1998 年。無数のデジタルカウン

ターが、それぞれの速度で 1 から9までを数えた後、0 の代わりに闇が

表示され、また 1 から数え始める。見る者に「生と死」などを想起させる。

東京都現代美術館

東京都江東区三好 4-1-1

www.mot-art-museum.jp

3月5日～5月29日	「MOTコレクション　コレクション・オンゴーイング」。

戦後美術を中心に展示。若手作家の新しい動向を紹介する「MOTアニュ

アル 2016　キセイノセイキ」、「スタジオ設立 30 周年　ピクサー展」も

同時開催。5月30日から休館。詳細はホームページを参照。

日本科学未来館

 p.049

最先端科学技術を目の当たりに

日本科学未来館は、科学者で宇宙飛行士の毛利	衛さんが館

長を務める大型ミュージアム。いま世界で起きていることを

ターゲットとした展示が、5階まであるフロアに所狭しと配置

されている。そのジャンルは地球や宇宙はもちろん、医療や

生命の不思議、情報化社会、ロボットなどの最新テクノロジー

まで幅広い。なかでも人気を集めているのが 3階に展示さ

れているアンドロイドのゾーン。既に人間と見紛うばかりの

なめらかな皮膚や可動性を手に入れたアンドロイドたち。人

を人たらしめるものは何なのか、考えるきっかけになる展示

である。

　もうひとつ、開館以来の人気展示は吹き抜けの天井からぶ
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ら下がる重さ13tもの地球型ディスプレイ「Geo-Cosmos」。

「宇宙から見た輝く地球の姿を多くの人と共有したい」との

館長の思いが形になった展示で、気象衛星が撮影した過去

30日分のリアルな雲の動きを、ソファに寝転びながらゆった

りと眺めることができる。

　また今春は 15周年の節目として、館内の常設展示を大幅

リニューアル。4月20日～ 24日までは、それを記念して常

設展入場とドームシアターの鑑賞が無料となる。この機会に

ぜひ足を運んでみてほしい。
www.youtube.com/watch?v=2oztv234uNY

（左）

「テレノイド」（左）は、「必要最小限の人間らしさ」を形にしたアンドロ

イド。あらゆる特徴を排除した結果、孫から恋人まで、さまざまな相手

をイメージして会話できるようになったという。「コドモロイド」（下）は、

少女の形をしたアンドロイドが、子どもの声など複数の声色でさまざま

なニュースをランダムに読み上げるアートな作品。子どもの声を通して

聞く社会のニュースは、普段とはまた違って聞こえるのが不思議だ。

（右）

「オトナロイド」（中央・右上）は、成人女性の姿をしたアンドロイド。

至近距離で対話をしたり、逆に操作する側にまわってアンドロイドに乗

り移るような体験をすることが可能。自分が話す声に合わせて、アンド

ロイドが唇はもちろん首や視線を動かす様に、驚愕すること間違いなし。

一方、ヒューマノイドロボット「ASIMO」（右下）は、2000 年の発表以来、

今日まで地道に新化を重ね、現在ではサッカーボールを蹴る、ジャンプ

をするなどの動きも可能に。一日約 3 回のデモンストレーションは、人

だかりができる人気だ。

日本科学未来館

東京都江東区青海 2-3-6

Tel.	03-3570-9151

www.miraikan.jst.go.jp

3月2日～ 5月30日までは企画展「GAME	ON ～ゲームってなんでおも

しろい？」、7月2日～ 10月10日までは企画展「The	NINJA ｜忍者って

ナンジャ!? ｜」を開催予定。忍術に対する科学的なアプローチと、現代

を生き抜くサバイバル術への転換が期待できる。

NTT	インターコミュニケーション・センター
〔ICC〕

 p.050

情報化社会に風穴を開けるメディアアートの専門館

20 世紀以降の世界を大きく変えたデジタル・テクノロジー。

その多くは効率化や最適化を目的としているが、芸術と科学

が融合するメディアアートは、最先端技術ばかりでなく古い

メディアを再利用したり、エラーを生かしたりと、価値を転

換する。NTTインターコミュニケーション・センター〔ICC〕は、

そのような多様なインタラクティブ（双方向）アートが体験

できるメディアアートの専門館だ。

　有料の企画展とともに、国内外の代表作や新作、歴史的

作品などを入場無料で長期展示する「オープン・スペース」

を開催。観客の動きに反応する装置型の作品、ノイズで音

楽を奏でるサウンドアート、ウェブ上で世界中から参加でき

る作品など、年度ごとに変わるその内容は多彩だ。

　5月中旬から始まる「オープン・スペース 2016」では、

2015 年度に引き続き、岩井俊雄によるマシュマロのような

形をした２作品を展示予定。モニター内の世界が、現実界

の時間の流れとは違って見える。ビデオカメラで撮影された

映像がコンピュータに貯えられ、《マシュマロモニター》では、

映像を再生するタイミングを断片ごとにずらすことで、動く

鑑賞者の身体が変形されて映り、《マシュマロスコープ》(p.46)

では早送りや巻き戻し、点滅が起こる。また、1997 年の開

館当初から常設されている《ジャグラー》は、パラパラマン

ガと同じ仕組みの作品。アニメーションや映画の起源を思い

起こさせる。

　国際展でも評価の高い日本のメディアアートを知ることも

できる。新しいメディアに対する感性や、柔軟なコミュニケー

ション能力を養う機会にもなる。
www.youtube.com/watch?v=-C4I_vf-IBA

（上）

岩井俊雄《マシュマロモニター》2002 年。モニターを見ながら何かア

クションしてみよう。モニター内の自分の身体が波打ち、ギザギザに変
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形したり、水平の細いブロックに分断されてズレたりする。背景にある

静止物は変形せず、動くものだけが変化する。

（下）

グレゴリー・バーサミアン《ジャグラー》	1997 年。柱の周りに設置され

た少しずつ形の異なる人形が、高速で回転。そこに高速で点滅する光

を当てると、ジャグリングしているように見える。投げられた電話が哺乳

瓶になり、ミルクがこぼれ……。

NTTインターコミュニケーション・センター〔ICC〕

東京都新宿区西新宿 3-20-2	東京オペラシティタワー４F

www.ntticc.or.jp

3 月 6日まで「オープン・スペース	2015」。3 月7日から休館。展示替

えされ、5月中旬から「オープン・スペース	2016」を開催予定。

鉄道博物館

 p.051

過去・現在の電車を見て・乗って・運転できる

開設 9年目を迎える鉄道博物館は、東日本鉄道文化財団が

運営する巨大な体感ミュージアム。1階には鉄道創世期から

国内で活躍した鉄道車両の実物 36両が展示され、撮影はも

ちろん、触れたり乗ったりが可能な車両も。シミュレーター

ホールでは、運転台に座っての擬似運転体験が可能。3階

ビューデッキでは、博物館の脇を走る新幹線を同じ目線から

眺められる。館内限定のお土産も洒落たものが揃い、旅行

気分が楽しめる。意外と知らない電車の仕組み。ぜひこの機

会に学んでみたい。
www.youtube.com/watch?v=DEt7b5pwyyQ

中央の転車台には蒸気機関車が載せられ、一日に２回、回転しながら

汽笛を鳴らす（右・動画参照）。その周囲には歴史に名を残す名車両の

数々。上は、戦前の鉄道黄金期に造られた特急「富士」の展望車。外

国人観光客をターゲットにした桃山調の装飾がきらびやかである。

鉄道博物館

埼玉県さいたま市大宮区大成町 3-47

Tel.	048-651-0088

www.railway-museum.jp

6 月 26日まで、北海道新幹線開業記念の企画展「海を航
わた

る」も開催。

東京から北海道を結ぶ鉄道の歴史を振り返る。

原鉄道模型博物館

 

鉄道模型の神がつくり上げたミュージアム

「原
はら

	信
のぶ

太
た

郎
ろう

」、鉄道模型に少しでも興味があれば、誰でもピ

ンとくる名前だという。2014 年に 95歳でこの世を去るまで、

生涯 6000 両の鉄道模型を製作・収集。ほかに類を見ない

ほど「本物と同じに走る」ことに重きを置き、通常は合金で

作られる模型用車輪を、本物同様に鉄で作り直し、架線から

集電して走る走行システムも構築。車両の揺れまで抑制し、

模型にもかかわらず、快適な乗り心地を追求した。一日に

30名、実際の鉄道運転台を使った模型運転体験も可能。鉄

道に詳しくなくとも、その鉄道愛に圧倒されるミュージアムで

ある。
www.youtube.com/watch?v=44FLTtw_BLU

博物館の目玉「いちばんテツモパークジオラマ」（上）。310㎡という広

大な敷地を、1/32 サイズの列車約 100 両が駆け巡る。レンタルのオペ

ラグラスを活用して、500 名を超える人物のミニチュアとともに眺めたい。

そのほかの展示室（右）は、まるで豪華客車のよう。壁一面にプリント

された原氏の自宅工房写真も見所のひとつ。

原鉄道模型博物館

神奈川県横浜市西区高島 1-1-2	横浜三井ビルディング 2F

Tel.	03-5927-9578	(LaLaport	Agency	Co.,	Ltd.	Call	Center)

www.hara-mrm.com/english

原鉄道模型博物館の入館券を 5 組 10 名様にプレゼント！

詳しくは p.89 をご覧ください。
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山口情報芸術センター〔YCAM〕

 p.052

テクノロジーとコラボレーションで人をアクティブに

メディア・テクノロジーを用いた新しい表現を探求する山口

情報芸術センター〔YCAM〕。なかでも、YCAMの研究開発チー

ム「YCAM	InterLab」と市民や専門家のコラボ「R&D（研究

開発：Research	&	Development）プロジェクト」に注目した

い。たとえば、ザ・フォーサイス・カンパニーのダンサー安

藤洋子、日米のプログラマーらとのプロジェクト「Reactor	

for	Awareness	in	Motion	(RAM)」では、ダンス創作と教育の

ためのツールを開発。モーション・キャプチャー・システム

を用いてアニメーション表示された自分と相手の動きを確か

めながら、身体表現を研ぎ澄ますことができる。ほかにも展

覧会やワークショップ、公演なども行われている。
www.youtube.com/watch?v=XAXUolTVjVY

下：Reactor	for	Awareness	in	Motion	(RAM) から発展したダンス公演

「Dividual	Plays―身体の無意識とシステムとの対話」2015 年。

左下・中央：子どもが主体となり、メディアを使った遊びを考えてつくる

半屋外公園「コロガルパビリオン」2013~2014 年。

右 下：	Rhizomatiks	Research ＋ ELEVENPLAY「border」2015 年（ ス

パイラルホール）。新作ダンス公演を YCAM でも開催。

©photo	by	Muryo	Homma	(Rhizomatiks	Research)　

すべて写真提供＝山口情報芸術センター〔YCAM〕

山口情報芸術センター〔YCAM〕

山口市中園町 7-7	

www.ycam.jp

3 月 5 日～ 5 月8 日、「border	Installation	ver. 展」。2 月に上演された

Rhizomatiks	Research ＋ ELEVENPLAY の新作ダンス公演「border」を

インスタレーションとして展示する。

ほか展覧会・イベントなど多数開催。

魔法の美術館

 

あなたの街にもやってくる、光と遊ぶアート

太陽光によるエネルギーをため、歩いたり触れたりすると石

が光る《the	blink	stone》。鑑賞者の身体がピクセルで表され、

近づいたり離れたりすると、ピクセルの大きさが変化する

《Pixelman》。国内外で活躍するメディアアーティストやサウ

ンドデザイナーらによる、デジタル・テクノロジーを駆使し

た光と影と音のアート。手をかざすと光が波紋のように広が

る作品など、子どもも大人もいつの間にか夢中になってしま

う。全国を巡回し続けている人気展だ。
www.youtube.com/watch?v=rrQiWdtASBA

上：岡田憲一＋冷水久仁江 (LENS)	《Pixelman》©kenichi	OKADA+kunie	

HIYAMIZU(LENS)　

右：far	east	method（首藤圭介／金箱淳一）《the	blink	stone》©far	

east	method

3月27日まで	佐倉市立美術館

3月4日	 ～ 4月10日	 岡山シティミュージアム

3月26日	～ 5月22日	 富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館

4月23日	～ 5月15日	 静岡市清水文化会館（マリナート）

6月25日	～ 9月19日	 熊本市現代美術館

7月2日	 ～ 9月4日	 釧路市立美術館

7月12日	～８月28日	 東郷青児記念	損保ジャパン日本興亜美術館

7月16日	～ 8月21日	 鹿児島県歴史資料センター黎明館

瀬戸内国際芸術祭 2016

 p.053

3 年に 1 回の国際展。旅こそが変化するアート

「海の復権」をテーマに、3回目の開催となる「瀬戸内国際

芸術祭	2016」では 200 点を超えるアートを公開。動きのあ
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る体験型作品も数多い。小豆島で2013年に制作された水神

《アンガー・フロム・ザ・ボトム》が水を噴き出す姿にも出

会えるかもしれない。豊
て

島
しま

に 2010 年に開設された《心臓音

のアーカイブ》もおすすめだ。心臓音の鼓動に合わせて電

球が明滅するインスタレーションや､ 人々の心臓音を聴く部

屋､ 心臓音を採録する部屋からなる、「祈りの場」ともいえ

る作品だ。作者のボルタンスキーは今回、新作も発表する。
www.youtube.com/watch?v=2q_wvnNNIFs（動画は 2013 年のもの）

左上：クリスチャン・ボルタンスキー《心臓音のアーカイブ》写真＝久

家靖秀

左下：ビートたけし×ヤノベケンジ《アンガー・フロム・ザ・ボトム》は、

2013 年の芸術祭終了後に建築集団「ドットアーキテクツ」によって社が

作られ「美井戸神社」となった。起動する日時はホームページを参照。

写真＝増田好郎

瀬戸内国際芸術祭 2016

春：3月20日～ 4月17日

夏：7月18日～ 9月4日

秋：10月8日～ 11月6日

直島、豊島、小豆島など瀬戸内海の 12 の島と高松港・宇野港周辺

setouchi-artfest.jp

《心臓音のアーカイブ》は、瀬戸内国際芸術祭の会期以外も公開。詳細

はベネッセアートサイト直島のウェブサイトを参照。

benesse-artsite.jp/en/art/boltanski.html

チームラボアイランド
踊る！美術館と、学ぶ！未来の遊園地

 

最先端のデジタルアートが生み出すもうひとつの世界

デジタル社会のさまざまな分野のスペシャリストからなるウ

ルトラテクノロジスト集団「チームラボ」。彼らのアート作品

とデジタル知育空間が体験できる展覧会が開かれる。《花と

人、コントロールできないけれども、共に生きる -A	Whole	

Year	per	Hour》では、コンピュータプログラムによってリア

ルタイムで花々が描画されて壁や床に映し出される。花々は

鑑賞者の動きの影響を受けて変容し続け、咲きわたったりし

ながら、同じ姿を二度と見せることはない。《花と屍	剝落》

では、日本美術をモチーフとした 12幅の絵物語が動く。
www.youtube.com/watch?v=ly-KbPYK83A

上・左下：《花と屍	剝落》十二幅対

左上：《花と人、コントロールできないけれども、共に生きる–	A	Whole	

Year	per	Hour》

すべて写真提供＝チームラボ

チームラボアイランド　踊る！美術館と、学ぶ！未来の遊園地

3月12日～ 6月6日

ひらかたパーク

大阪府枚方市枚方公園町 1-1　

exhibition.team-lab.net/hirakata

NIFREL（ニフレル）

感性「にふれる」生きているミュージアム

2015 年 11月、世界最大級の水族館「海遊館」が、まった

く新しいスタイルのミュージアムを誕生させた。水族館に動

物園、さらには美術館をも融合させ、魚はもちろん、哺乳類

や鳥類など約 150種、2000 点を超える生き物を、独自のアー

ティスティックなアプローチで紹介している。生き物の色だ

けに注目させるゾーンや、姿の美しさで魅せるゾーン、立体

映像シアターなどを通じ、わかったつもりでいる生き物の不

思議にはっとさせられる。ミュージアムの新体験である。
www.youtube.com/watch?v=YZ7Pm5wLr9A

上：1 階の「わざにふれる」ゾーンでは、水を噴く、まわりと同じ色に変

化するなどの「わざ」を間近に見られるよう、水槽も工夫。

左下：アーティスト松尾高弘（まつお・たかひろ）さんによって自然現

象の美しい瞬間を切り取った映像と音楽が、光と融合する「WONDER	
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MOMENTS」。

右下：2 階の「うごきにふれる」ゾーンで、自由に泳ぎまわるアメリカビー

バー。

NIFREL

大阪府吹田市千里万博公園 2-1	EXPOCITY

Tel.	0570-022060（ナビダイヤル）

www.nifrel.jp

さらなるオススメ７選！
全国の体感型ミュージアム

 p.054

国内にはまだまだおもしろい、触れて・感じて・考える体感

型ミュージアムが、たくさんある。ここでは全国津々浦々の

ミュージアムを行脚し、今回の特集の監修もしてくれたアー

トライターの白坂ゆりさんが、とくにオススメする個性的な

ミュージアム７館を厳選して紹介する。やや不便な場所に位

置するものもあるが、それだけの価値はある。日本の新しい

側面、自分の新しい一面が見られること間違いなしだ。

◦現美新幹線
新幹線車両がギャラリーになる「走る美術館」

今春、旅をしながらアート鑑賞できる「現美新幹線」が上越

新幹線でデビューする。車両の側面部分には、写真家で映

画監督の蜷川実花の撮影による、長岡花火大会の花火の写

真があしらわれる。車内は、荒神明香、石川直樹ら７組のアー

ティストの作品が全 6両に展示される。

2016 年春より土曜・日曜・祝日を中心に、上越新幹線の越後湯沢～新

潟間を運行予定。

www.jreast.co.jp/genbi

（写真）

©	mika	ninagawa,	Courtesy	of	Tomio	Koyama	Gallery.

◦十和田市現代美術館
複数の異なる空間型作品と野外彫刻が続く美術館

33 組のアーティストが美術館のために制作した 38作品が、

西
にしざわ

沢立
りゅう

衛
え

建築による複数の箱のような空間や庭などに常設

展示されている。ガラスのトンネル状の《光の橋》は、静か

なサウンドと光に包まれる瞑想空間。ほかにも森のような巨

大ジオラマ作品や巨大彫刻など、異世界が体感できる。

青森県十和田市西二番町 10-9

5月15日まで、写真展「地霊−呼び覚まされしもの～東川賞コレクショ

ンより～」も開催。

towadaartcenter.com

（写真）

アナ・ラウラ・アラエズ《光の橋》©	Mami	Iwasaki

◦ハラ	ミュージアム	アーク
榛名山麓の自然と現代美術・古美術の共演

東京の原美術館の別館。《ミラールーム（かぼちゃ）》では、

部屋全体がインスタレーション。小窓をのぞくと、黄色に黒

の水玉のかぼちゃが万華鏡のように広がる。オリジナルは北

欧巡回中の草間彌生展に出品のため、2017 年 1月までラン

タン型かぼちゃの特別バージョンで展示。ほかに、古美術展

示室「觀
かん

海
かい

庵
あん

」など散策が楽しめる。

群馬県渋川市金井 2855-1

3月12日～ 6月26日「女神たちの饗宴　原美術館コレクション展」ほ

かを開催。

www.haramuseum.or.jp

（写真）

草間彌生《ミラールーム（かぼちゃ）》1991/2015 年（スペシャル・バー

ジョン）
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◦絵
え

金
きん

蔵
ぐら

暗闇で見る、穴からのぞく、蔵の美術館

「絵金」こと弘瀬金蔵は、贋作の冤罪で土佐藩の御用絵師の

職を奪われ、町絵師となった江戸末期から明治の人物。現

在は、彼が描いた芝居絵屛風を、元米蔵で公開している。

当時に倣い、暗闇の中、蠟
ろう

燭
そく

を模した明かりで見る展示室「闇

と絵金」のほか、穴からのぞき見る展示室「蔵の穴」など

がある。

高知県香南市赤岡町本町 538

7月16日・17日18:00 ～の絵金祭りでは、商店街に展示され、語りとと

もに蠟燭の明かりで鑑賞。屋台も並ぶ。

www.ekingura.com

（写真）

展示室「闇と絵金」

◦金沢 21 世紀美術館
ここでしか体験できない	！		美術館まるごとアート

妹島和世＋西沢立衛／SANAA 設計の開放的な美術館。世

界の同時代の美術表現を紹介する企画展のほか、レアンド

ロ・エルリッヒの《スイミング・プール》など、建物と一体

化した恒久展示作品も楽しめる。庭にある《カラー・アクティ

ヴィティ・ハウス》では、中を歩くと風景の見え方が変わる。

石川県金沢市広坂 1-2-1

3月21日まで「生誕百年記念	井上有一」、4月～ 8月「西京人―西京は

西京でない」ほかを開催。

www.kanazawa21.jp

（写真）

オラファー・エリアソン《カラー・アクティヴィティ・ハウス》2010 年

©2010	Olafur	Eliasson　金沢 21 世紀美術館蔵　

写真＝木奥惠三　写真提供＝金沢 21 世紀美術館

◦入
にゅう

善
ぜん

町
まち

下
にざ

山
やま

芸術の森　発電所美術館
もと発電所の空間を生かした迫力のアート体験

1926 年築の煉瓦造りの水力発電所をリノベーションした美

術館。多数のアーティストが天井高 10m近い空間やタービ

ンなどの遺構を生かして制作し、個性的な展覧会を行ってい

る。現在開催中の、林泰彦と中野裕介のユニット「パラモデ

ル」による、工業用資材で構築したインスタレーションなど

も圧巻だ。

富山県下新川郡入善町下山 364-1

３月13日まで「パラモデル展	パラ基準と変調」。3月26日～5月中旬「発

美展（発電所美術館収蔵品展）」ほかを開催。

www.town.nyuzen.toyama.jp/cosmo/kyoiku/bunka/bijutsukan/

bijutsukan/index.html

（写真）

「パラモデル展	パラ基準と変調」展示風景

◦江戸東京たてもの園
古きよき日本へタイムトラベル

東京の西、約 7haもの広大な敷地に、歴史的・文化的価値

の高い建築物、30棟が建ち並ぶ。歴史に名を残す偉人の家

からさまざまなジャンルの商店（文具屋、居酒屋に銭湯 !	）、

さらには交番や農家までを都内各所から移築してきた。家を

見れば、江戸～現代までの、人々の生活が見えてくる。

東京都小金井市桜町 3-7-1（都立小金井公園内）

Tel.	042-388-3300

tatemonoen.jp/english

（写真）

下町中通り©	Edo-Tokyo	Open	Air	Architectural	Museum
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インタビュー

アーティスト・インタビュー

毛利悠子
―東京の隠れた風景をアートで再考
撮影＝武蔵俊介
文＝住吉智恵 	

p.055

古道具や日用品を組み合わせた装置を、電力や磁力、重力

といった目に見えない微
かす

かな動力で同期させる作品で注目

されるアーティスト・毛利悠子。とぼけたムーブメントとオ

フビートな音や光を発するその有機的な構造は、少々ポン

コツでも弛
ゆる

まず力まず頑張っている人間の身体をも思い起こ

させる。

				「日産アートアワード2015」では、国内外の著名なキュレー

ター陣の審査により、気鋭の日本人作家 6名の中からグラ

ンプリを獲得。「私のバックグラウンドについて予備知識を

持たない審査員の方も多く、ピュアな状態で臨んだ作品発

表では、大学受験を思い出すような緊迫した空気が張りつ

めていました」。とはいえ度胸と愛嬌は彼女の持ち味、堂々

のプレゼンテーションだったと聞く。

　受賞作はフィールドワークとして続けている「モレモレ東

京」を初めて作品化したもの。2009 年から都内の鉄道駅構

内で、天井や壁の水漏れと駅員によるその補修方法をリサー

チし続け、そこに即興的なクリエーションの作法を見いだし

た。「河川に近い駅ほど大々的にモレてることが多いです。

駅によって応急処置的な雑な対応もあれば、老舗百貨店に

直結した三越前駅では、大理石の壁に皺ひとつなくビニー

ルを張っていてプライドを感じました。都心の環状鉄道・山

手線の全 29 駅を 1カ月半かけて1周したら、出発点の駅

でまた新たなモレが見つかって……永遠に終わらない！」

　今回のインスタレーションでは、現代美術の祖マルセル・

デュシャンへのオマージュとして、水漏れ対処にデュシャン

好みの車輪などのほかペットボトルやホース、バケツといっ

たレディ・メイドを使用。さらに彼の伝説的な代表作《彼

女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》（通称《大

ガラス》）のフレームを引用している。

　2011 年の震災による地盤の揺れで、東京のモレは一挙

に増え、当時は土嚢やシャッターで水を阻止する「笑えな

い状態」だったという。しかし彼女は、都市を複雑で曖昧

なエネルギーが循環する生態系と捉え、その隅々に「はみ

出す自然」と人間との関係性を探る。

	「水漏れのようにシステムでは制御しきれない予測不能の

〈バグ〉に直面したとき、人は想像力をかき立てられ、副産

物を生むことがある。そこには物理的なエネルギー循環とと

もに、生と死の力学や祈りといった、無意識レベルの普遍

性が通じている気がするんです」

　毛利のクリエーションの魅力は、マッチョな押しの強さと

は対極の、こまやかに抑制された受動的な働きかけによっ

て見えてくる「隙」だ。都市の風景に、人間の身体性に、

程よく風を通す「隙」の美学は、がんじがらめの現代社会

の隅々で、そろそろ利いてくる頃かもしれない。

「THE	BEGINNINGS	(or	Open-Ended)」展（part	2）
～	3月27日
ポトラック・ビルディング・ギャラリー
愛知県名古屋市港区名港 1-19-23
www.mat-nagoya.jp

六本木クロッシング2016 展：僕の身体（からだ）、あなたの声
3月26日～ 7月10日
森美術館
東京都港区六本木 6-10-1	六本木ヒルズ森タワー 53F
www.mori.art.museum

（写真）
毛利悠子《モレモレ：与えられた落水	#1-3》2015 年　「日産アートアワー

ド 2015」での展示風景　写真＝木奥惠三

2016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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東儀秀樹
―悠久の時を超えて響く「地球的音楽」
撮影＝合田昌弘
文＝岡﨑	香 	

p.056

雅楽は、日本古来の古楽と、1400 年ほど前からアジア大陸

諸国よりもたらされた音楽と舞が融合し、10 世紀頃に完成

した日本の伝統芸術だ。器楽演奏と舞と声楽からなり、数

種類の日本固有の楽器と外来の管絃打楽器を合奏すること

から、現存する ”世界最古のオーケストラ”といわれる。

	「雅楽には古代アジア諸国の音色、つまりシルクロードの

音色が残っています。それを伝来当時と同じように奏でられ

るのは、地球上で唯一、日本だけです」と、雅楽師の東儀

秀樹さんは話す。奈良時代から雅楽を世襲してきた楽
がく

家
け

の

家系に生まれた彼は、1986 年に宮内庁式部職楽部に入り、

主に篳
ひち

篥
りき

を担当して、宮中儀式や皇居、海外等での演奏会

に出演。一方で、雅楽器とピアノやシンセサイザーを組み

合わせた独自の曲を創作し、96 年にはアルバムデビューを

果たす。以降はフリーの音楽家として活躍。ジャンルを超え

た活動で、雅楽の魅力と新たな可能性を現代に広めている。

			「大陸では、新たな勢力が広大な国土を掌握する際に、各

土地固有の音楽が失われたりしてきました。それで時代とと

もに民族音楽も変化してきたんです。その点、日本はアジ

アの東端にある島国で、独自性を保ちやすかった。しかも

四季の変化が豊かなため、多様なものを楽しむ土壌があり、

また国土が狭いので価値観を共有しやすい。そういったこと

が、シルクロードから仏教文化として入ってきた雅楽を拒絶

せずに取り入れて消化し、それをそのままの形で今日まで

伝承できた理由だと思います。雅楽のすべての楽器の形も

音色も、飛鳥時代に日本に渡来して以降、ほとんど変化して

いません。そうやって文化を守ってこられた日本はとても素

敵な国だと、誇りに思えます」

　古来、宮中や社寺等で、儀式や季節に合わせて奏され、

江戸期には 1000 曲以上あったともいわれる雅楽。現在、

宮内庁式部職楽部では 100 余曲を継承しているが、それら

はすぐに口ずさめるような明確なメロディラインを持たない

ため、慣れない人にはどれも同じような曲に聴こえるかもし

れない。しかし東儀さんは、そこに雅楽の本質があるという。

	「今の僕らは耳でメロディを追って音楽を楽しもうとします

が、そもそも雅楽は身体全体で感じる音楽なんでしょうね。

実際、音に身を委ねてその渦に巻き込まれていくと、聴き

終わったときに体が浄化されているように感じられると思い

ます。それは僕らの細胞が、音の振動と同調しているからじゃ

ないかと、僕は信じているんです。人間の体もひとつの宇

宙だと捉えると、自然や宇宙と真に調和した音楽が雅楽で

はないかと思っています」

　ちなみに雅楽では、”天から差し込む光 ”を表す笙
しょう

、”天と

地の間を縦横無尽に駆け巡る龍 ”を表す横笛の龍
りゅう

笛
てき

、 ”地

上にこだまする人々の声 ”を表す篳篥の3つの管楽器を ”三

管 ”と呼び、合奏することで宇宙を創ることができると考え

られてきた。確かに、心地よい独特のゆらぎに満ちた東儀

さんの篳篥や、天から注ぐ音に包み込まれるような笙の音

色を聴けば、まさに悠久の歴史と壮大なスケールを持った

音楽だと実感できるだろう。

	「実は、西洋音階が確立されて楽典が完成する遥か昔から

あった雅楽の音階も、ドレミファソラシドなんですよ。雅楽

には、陰陽道といわれるいにしえの自然哲学や天文学等も

織り込まれていて、その完成度は計り知れません。実際、

シルクロードの時代には西洋と東洋の境界なんてなかった

わけですし、地球人みんなに響く力を持った、まさに地球

的な音楽だと僕は思っています」

　楽家の母を持つ一方、商社マンの父の仕事の関係で幼少

期を海外で過ごし、ロックからジャズやクラッシックまで、

多種多様な音楽を吸収しながら成長した東儀さん。さまざ

まな楽器にも精通しているだけに、その言葉には説得力が

ある。雅楽を現代音楽と結びつけ、篳篥の音色を生かした

オリジナル曲やポップス等のカバー曲を多数発表。2004 ～

2008 年には、自ら選んだ上海の若手一流民族楽器奏者とユ

ニット「TOGI+BAO」を組んで活動し、大好評を得ている。

　そんな彼が、また新たなプロジェクトを立ち上げた。台湾
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で東儀さん自身がオーディションをして選んだ新進気鋭の二
に

胡
こ

、琵琶、笛子の奏者６名と、ユニット「東儀秀樹with	

RYU」を結成したのだ。きっかけは、東日本大震災の際に真っ

先に多大な支援をしてくれた台湾に感謝の意を伝えようと、

2013 年に自身が評議員を務めるクラシックカーのラリーイ

ベントで、初めて台湾を訪れたこと。各地で大歓迎を受け、

人の温かさに魅せられた東儀さんは台湾観光親善大使に任

命され、「肩書きだけの親善大使ではなく、自分にできる形

で交流を深めたい」と考えた。

　そこで思いついたのが、BAOの台湾バージョンともいう

べき、台湾の若き天才伝統楽器奏者たちとのコラボレーショ

ンだ。３月には東京と大阪で、世界デビューコンサートを開

催する。

			「僕のオリジナル曲のほかに、クラシックやタンゴ、日本の

歌等の名曲も演奏するつもりです。台湾公演もぜひ実現し

たいですね。そこでまた何か渦が起きれば、次の展開も自

ずと見えてくるんじゃないかと思っています」

東儀秀樹	with	RYU	2016

3 月 19日 12:30 開演、16:30 開演　（全 2 公演）

Bunkamura オーチャードホール

東京都渋谷区道玄坂 2-24-1

予約：チケットスペース　Tel.	03-3234-9999

3 月 20日 16:30 開演、19:30 開演　（全 2 公演）

ビルボードライブ大阪

大阪市北区梅田 2-2-22	ハービス PLAZA	ENT	B2

予約：ビルボードライブ大阪　Tel.	06-6342-7722

www.togihideki.net

（左ページ）

東京にある自宅の仕事部屋にて。古今東西の楽器が並ぶ。

（上）

篳篥。竹でできた 18cm ほどの縦笛。蘆
あし

のリードを差し込み、オーボエ

と同様の原理で音を鳴らす。雅楽では主に主旋律となる部分を担当。

（中央）

笙。17 本の細い竹筒を束ねた形状が、翼を立てて休む鳳凰を思わせる

ことから、「鳳
ほう

笙
しょう

」とも呼ばれる。パイプオルガンと同様の仕組みで和音

を奏でる。写真は、ガラスメーカー「HARIO」と東儀さんが共同製作し

たガラス製の笙。3 月の公演でも演奏予定だという。
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アート
文＝住吉智恵、宮本ゆみ子

p.058
	

古都に映える写真表現
KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2016

京都を舞台に開催される国際的な写真祭。普段は非公開の

老舗商家や寺院など、趣のある歴史的建造物を使って展示

されることもポイントだ。今年のテーマは「Circle	of	Life	|	

いのちの環」。地球上のあらゆるものをつなぐ生命の大いな

る循環を軸として、13 の多様な写真プログラムが選ばれた。

クリスチャン・サルデが静岡県下田市で顕微鏡撮影したプラ

ンクトンの写真や映像に、ダムタイプの高谷史郎のインスタ

レーション、音楽家・坂本龍一のサウンドが加わるコラボ

レーションは見逃せない。新星・古賀絵里子は彼女自身が

宿した新たな生命をはじめ、心に映った身の回りの静物や

自然を写し出す。古写真や大御所写真家の最新作も、古都

の舞台ならではの輝きを放つだろう。（住吉智恵）

4月23日～	5月22日

京都市内12カ所（予定）

www.kyotographie.jp

（写真）

古賀絵里子《Tryadhvan》2015年　©Eriko	Koga

Christian	Sardet	CNRS	/	Tara	Oceans	/	Plankton	Chronicles

The	central	capsule	of	a	radiolarian	collected	in	the	bay	of	

Villefranche-sur-Mer

軽やかなコンセプチュアルアート
田中功起　共にいることの可能性、その試み

2013 年のヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展・日本館の

展示で特別表彰され、2015年にはドイツ銀行のアーティスト・

オブ・ザ・イヤーに選出されるなど、国際的な評価が高まる

田
た

中
なか

功
こう

起
き

。現代の社会状況や既成概念に疑問を呈し、別の

視点やあり方を模索する批評的な活動で注目される。本展で

はヴェネチアの表彰作で取り上げた東日本大震災とその後の

問題を踏まえて、共同体をテーマに新作を発表。広義の「移

住」経験を持つ人々を募り、その共同生活の記録を作品化す

る。彼自身の約 15年の活動歴、特に2009 年のロサンゼル

ス移住以降から現在までつながる、集団による営みに対する

問題意識にフォーカスする。領域を超えて、この世代の表現

の主流のひとつとなった「新しいコンセプチュアル」を標榜

する作家の現在地に注目したい。（住吉智恵）

～ 5 月15日

水戸芸術館現代美術ギャラリー

arttowermito.or.jp

（写真）

《一時的なスタディ：ワークショップ #4　共にいることの可能性、その配

置》	2015-2016 年	制作風景　6日間の共同生活、ワークショップ、記録

映像

「一枚の布」の普遍性
MIYAKE ISSEY展：三宅一生の仕事

日本を代表する衣服デザイナー、三宅一生の約 45 年間の

仕事を紹介する、かつてない規模の展覧会。90 年代の画

期的発明であるPLEATS	PLEASE や A-POC、既成の枠にとら

われない自由な発想と最新のテクノロジーから生まれた素

材づくり、そして、「一枚の布」と身体との関係性に生まれ

る革新性と着心地のよさを兼ね備えた「ゆとり」や「間」―。

本展では、三宅が社内外の開発チームとともに粘り強いリ

サーチと実験を行い、時代や社会が求めるものを人間の身

体の問題として捉えるアプローチを解明。衣服は流行ととも

に移ろう「ファッション」ではなく、生活と密接に結びつい

2016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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た普遍的な「デザイン」であるという独自の思想に肉薄する。

（住吉智恵）

3 月 16日～ 6 月13日

国立新美術館

東京都港区六本木 7-22-2

2016.miyakeissey.org

（写真）

左：ISSEY	MIYAKE《フライング・ソーサー	Spring ／ Summer	1994》

1993 年

右：132	5.	ISSEY	MIYAKE《No.	10	スカート》2010 年　

写真＝ともに宇土浩二

街なかから旅立つ芸術祭
あいちトリエンナーレ2016　
虹のキャラヴァンサライ　創造する人間の旅

現代美術だけでなくパフォーミングアーツにも力点を置く、

日本最大規模の芸術祭のひとつ。今年は写真家・著述家で、

映像人類学を研究する港
みなと

	千
ち

尋
ひろ

を芸術監督に迎え、未知への

探求と創造を続ける人間の「旅」をテーマに展開する。美

術館にとどまらず、古い問屋街など街中で広域に展開するこ

とも特徴だ。国内外から100 組以上が参加する今回の見ど

ころのひとつは、近年注目される女性アーティストたちの活

躍。たとえば山城知佳子は出身地・沖縄の歴史や複雑な現

況を、米軍基地や辺野古の海などを舞台に、自らの身体を

通じた映像で表現してきた。虚実が交錯する神話的映像に

は強烈なインパクトがある。また山田うん率いるダンスカン

パニー、Co. 山田うんは、音楽と絶妙に呼応する躍動的で

重奏的な群舞の魅力を存分に発揮する。ともに自身の魂の

ルーツへ回帰する旅の表現となるだろう。（住吉智恵）

8月11日～ 10月23日

愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋・豊橋・岡崎市内の

街なか

aichitriennale.jp

（写真）

山城知佳子《肉屋の女》2012年　

Courtesy	of	the	artist	/	Yumiko	Chiba	Associates

p.059
	
知られざる大阪の異才
生誕 140 年記念　上島鳳山と大阪の画家たち
―大阪の美人画は濃い！

1900 年頃の大阪の画壇には、展覧会で入賞してこそ画家は

評価されるという当時の風潮とは別の特殊な事情があった。

それは、画家が展覧会への出品よりもむしろ後援者の求め

に応じて作品を描くことが多かった、ということ。明治 8

（1875）年に岡山県に生まれた上
うえ

島
しま

鳳
ほう

山
ざん

もその一人で、独

特の雰囲気漂う美人画を多く描いた。大阪の富豪・住友家

主催の園遊会などの席上で揮毫したといわれる。彼の活動

は公にはなりにくかったが、季節やしつらいに合うように描

かれた作品は、表具にも配慮がなされるなど、一般に展覧

会に出品された作品とは違った価値観を示している。本展

では鳳山の未公開作品を中心に、同時代の画家たちも紹介

され、近代大阪における絵画制作の現場を垣間見られる。

（宮本ゆみ子）

5月28日～ 7月24日

泉
せん

屋
おく

博
はく

古
こ

館
かん

京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町24

www.sen-oku.or.jp

（写真）

上島鳳山《十二月美人》　（左より）四月、十二月

日本陶磁史のファンタジスタ
没後100年　宮川香山

天保 13（1842）年、京都に生まれた宮
みや

川
がわ

香
こう

山
ざん

は、父の後を
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継いで陶工となり、25 歳頃には幕府から御所献納の品を依

頼されるほどの腕前となった。明治維新後には豪商・鈴木

保兵衛の支援を受け、横浜に開窯。動物などの精巧な立体

装飾を表面に施す手法「高
たか

浮
うき

彫
ぼり

」を確立した。明治 9（1876）

年に開催されたフィラデルフィア万国博覧会などで、彼の細

緻な作風が注目され、国内外で高い評価を得る。明治 10

年代半ば以降は、磁器に独特の透き通った色彩を施す作風

に変化。この展覧会ではクロニクルな 3部構成で、今年没

後 100 年となる宮川香山の作風の変遷を味わえる。（宮本

ゆみ子）

～ 4月17日

サントリー美術館

東京都港区赤坂9-7-4	東京ミッドタウン	ガレリア3F

suntory.jp/sma/

（写真）

初代宮川香山作《高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指》　明治時代前期　

19世紀後期　田邊哲人コレクション

奇想と繊細さが光る江戸絵画
生誕300年記念　若冲展

江戸時代中期の絵師・伊藤若
じゃく

冲
ちゅう

が京都に生まれて、今年で

ちょうど300 年。20 代後半から絵を描き始め、初期は狩野

派に学び、中国絵画の摸写を行ってその腕を磨いていた。

その後、実物をひたすら写生することで独自の世界を構築。

画家の道に専念したのは 40 歳になってからと遅咲きだった

が、写実的な要素とデザイン的な要素を巧みに融合させた

若冲の画風は、現代にいたるまで多くのアーティストに影響

を与えている。とりわけ身近な動植物を繊細なタッチで描い

た作風に定評がある。本展は、初期から晩年の代表作が集

結し、その粋を感じるとともに、彩色画や水墨画、木版画な

ど、驚くべき技法を駆使して作り上げた作品の数々を堪能で

きる。（宮本ゆみ子）

4月22日～ 5月24日

東京都美術館

東京都台東区上野公園8-36

jakuchu2016.jp

（写真）

《牡丹・百合図》絹本着色　双幅　各121.4×70.3cm　京都・慈照寺

「悟りの境地」への道筋
臨済禅師1150年　白隠禅師250年遠

おん

諱
き

記念　
禅―心をかたちに―

今から約 1500 年前に達磨大師によってインドから中国に伝

えられたとされる「禅」。臨済義
ぎ

玄
げん

禅師によって広まり、日

本では中世に武家をはじめ天皇家や公家の帰依を受け、社

会と文化に大きな影響を及ぼした。江戸時代には白
はく

隠
いん

慧
え

鶴
かく

禅師などの活躍で民衆への普及も進んだ。特定の経典を持

たないため、言葉や文字ではなく、師とのかかわりの中で

自分の中の仏性を見いだし悟りの境地に至るという形で受

け継がれた「禅」は、欧米でも「ZEN」として受け入れら

れている。この展示では、臨済・黄
おう

檗
ばく

両宗 15 派が全面的

に協力して、6000 を超える寺院から選りすぐられた高僧の

肖像や墨蹟、仏像、絵画、工芸など多彩な名宝の数々が一

堂に集められ、「禅」の真髄に触れる機会を提供する。（宮

本ゆみ子）

4月12日～ 5月22日

京都国立博物館　平成知新館

京都市東山区茶屋町527

10月18日～ 11月27日

東京国立博物館　平成館

東京都台東区上野公園13-9

zen.exhn.jp

※会期中、京都展・東京展ともに作品の展示替えがあります。また京都

展と東京展では作品内容が一部異なります。
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（写真）

国宝《慧
え

可
か

断
だん

臂
ぴ

図
ず

》雪舟等楊筆　室町時代　明応5（1496）年　愛知・

齊年寺

京都では5月3日～ 22日展示。東京での展示日程の詳細は未定。



41Spring / Summer 2016 Vol. 37［ アート & エンタテインメント ］

エンタテイ
ンメント 文＝内田伸一、岡﨑	香、住吉智恵、宮本ゆみ子
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日本最古の芝居小屋で江戸情緒を味わう
第 32 回 四国こんぴら歌舞伎大芝居

天保 6年（1835）に建てられた、現存する日本最古の芝居小

屋での、年に１度の恒例の歌舞伎興行。今回は、上方の名

跡・四代目中村鴈治郎の襲名披露になっており、第一部で

は大坂を舞台にした喜劇『幸助餅』ほか、第二部では初代

鴈治郎が選定したお家芸 ”玩
がん

辞
じ

楼
ろう

十二曲 ”より、恋仲の遊

女のために公金の封を切る男を描く『封
ふう

印
いん

切
ぎり

』ほかを上演。

第一部では、鴈治郎、坂田藤十郎、中村扇雀、片岡愛之助、

市川中車ら裃姿の俳優たちが舞台にずらりと並び、襲名披

露の挨拶をする「口上」も見ることができる。江戸時代の人々

がそうしていたように、長い石段と多くの重要文化財を持つ

海運の守り神・金
こ

刀
と

比
ひ

羅
ら

宮
ぐう

への参拝と、温泉や料理も楽し

んで、春の讃
さ

岐
ぬき

の文化と歴史を堪能したい。（岡﨑	香）

4月9日～ 24日

旧金毘羅大芝居（金丸座）

香川県仲多度郡琴平町乙1241

www.konpirakabuki.jp

（写真）

鴈治郎が演じる『封印切』の主人公・忠
ちゅう

兵
べ

衛
い

。

写真提供＝松竹株式会社

三
み

十
そ

一
ひと

文
も

字
じ

をめぐる熱い青春群像
ちはやふる ―上の句・下の句―

歌人・藤原定家が、飛鳥時代から鎌倉時代までの優れた歌

人100人の和歌を1首ずつ選んでまとめた「小倉百人一首」。

本作は、１対１で向かい合って各歌の下の句のみが記され

た札を並べ、ランダムに読み上げられる歌と符合する札を相

手よりも早く取り合う「競技かるた」に情熱を注ぐ現代の高

校生達を描いたものだ。原作は、末次由紀の人気漫画。か

るた名人を目指す新と、遠くへ越してしまった彼に会いたい

一心で高校に競技かるた部をつくり、全国大会を目指す千早。

そんな彼女に思いを寄せる太一、という幼なじみ3人を軸に、

ダイナミックな競技かるたの魅力と、高校生たちの友情と恋

と成長を描き出す。千早を演じるのは、若手最注目の広瀬す

ず。（岡﨑	香）

3 月 19日より「上の句」編、4 月29日より「下の句」編を 2 部作連続

全国公開

chihayafuru-movie.com

（写真）

©2016 映画『ちはやふる』製作委員会　	© 末次由紀／講談社

オペラで描く日本文学の美
日本オペラ協会公演『天守物語』

小説家・泉鏡花の戯曲『天守物語』は 1979 年に初めてオ

ペラ化されて以来再演を重ね、日本オペラ協会では 8回目

の上演を迎える。異界のような城の最上階に棲む姫と、地

上からきた美男の鷹匠をめぐる物語。美しい文体による怪

奇かつ幻想的で耽美な世界が、即興性を基軸に、古典から

現代までの語法を駆使して展開される。ジャズのリズムも取

り入れた流麗な音楽と相まって、人気演目となっている。今

回は荒井間
ま

佐
さ

登
と

の新演出で、前回公演でも好評の山下一史

がタクトを振る。美しく妖艶な富姫には新進ソプラノの角
すみ

野
の

圭
か

奈
な

子
こ

と佐藤路子を、また鷹匠・図
ず

書
しょ

之
の

助
すけ

には実力派の人

気テノール、中鉢	聡と迎
むかい

	肇
ただ

聡
とし

を起用。日本の美に満ちた舞

台が繰り広げられる。（宮本ゆみ子）
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3 月 5日、6日

新国立劇場中劇場

東京都渋谷区本町 1-1-1

www.nntt.jac.go.jp

（写真）

日本オペラ協会公演『天守物語』前回公演（2013 年）より

© 公益財団法人日本オペラ振興会

指揮者不在のオーケストラ
マロオケ2016　
篠崎史紀のモーツァルト6大交響曲演奏会

「マロ」の愛称で親しまれる、NHK 交響楽団コンサートマス

ターの篠崎史紀。型にはまらないクラシック音楽の楽しさを

啓蒙する彼は、2009 年「巨大な室内楽」をコンセプトに特

別オーケストラを結成。これまで九州各地で演奏してきたが、

このほど東京での初公演が実現する。バイオリンパートは篠

崎をはじめ、長原幸太（読売日本交響楽団）、水谷	晃（東京

交響楽団）など、ほとんどがコンサートマスター。他パート

も主席クラスのトップ奏者が勢揃い。この錚々たる顔ぶれを、

ミスターコンマス・マロがまとめ上げる。指揮者不在のアン

サンブルで、モーツァルトの交響曲第 25 番、第 36 番「リ

ンツ」、第 38 番「プラハ」、第 39 番、第 40 番、第 41 番「ジュ

ピター」を演奏する。（宮本ゆみ子）

5月5日

サントリーホール

東京都港区赤坂1-13-1

www.suntory.com/culture-sports/suntoryhall/

p.061
	
アジア舞台芸術の才能が融合
ふじのくに⇄せかい演劇祭 2016

『三代目、りちゃあど』

シェイクスピアの史劇『リチャード三世』を題材に、野田秀

樹が 1990 年に自身の劇団に書き下ろした、残虐な王を巡

る知的なドタバタ法廷劇『三代目、りちゃあど』。この傑作

戯曲を、多様な文化・伝統を現代的な感覚で融合するシン

ガポールのオン・ケンセンが演出し、静岡県舞台芸術セン

ター主催の「ふじのくに⇄せかい演劇祭 2016」で世界初上

演する。出演陣は、歌舞伎俳優・中村壱
かず

太
た

郎
ろう

、狂言師・茂

山童
どう

司
じ

、元宝塚歌劇団の久
く

世
ぜ

星
せい

佳
か

らに、シンガポールとイ

ンドネシアの女優、バリの影絵芝居俳優を加えた実に多彩

な顔ぶれ。日本語、英語、インドネシア語で上演（日英語の

字幕付き）。11月～ 12月には日本５都市での巡演も予定さ

れている。（岡﨑	香）

4月29日、30日、5月1日

静岡芸術劇場　静岡市駿河区池田79-4

www.spac.or.jp

（写真）

ふじのくに⇄せかい演劇祭2012でも上演された、オン・ケンセン演出の

『キリング・フィールドを越えて』　写真＝TheatreWorks	(Singapore)

古典バレエの大胆な脚色
Noism1×Noism2 
劇的舞踊『ラ・バヤデール―幻の国』

ネザーランド・ダンス・シアター（NDT）をはじめ欧州有数

のダンスカンパニーで活躍した演出・振付家、舞踊家の金

森	穣率いるノイズムによる、コンテンポラリーダンスに演劇

的要素を取り入れた「劇的舞踊」シリーズの第 3弾。劇作家・

演出家の平田オリザに脚本を依頼。古代インドの舞姫と戦

士の恋を描いたエキゾチックなバレエ『ラ・バヤデール』

を多角的な視点で大胆に脚色、まったく新しい作品として上

演する。舞台を 20 世紀前半のある架空の国に設定。民族

意識や政治的思惑が複雑に入り乱れ、個人の意志や生命さ

え、大きな時代のうねりに翻弄され重みを失った時代の中で

「共生」とは何かを掘り下げる。カンパニーの要である舞踊

家、井関佐和子の新境地に期待が高まる。（住吉智恵）
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6月17日～ 19日　りゅーとぴあ	新潟市民芸術文化会館

7月1日～ 3日　KAAT神奈川芸術劇場

ほか兵庫、愛知、静岡で公演予定

noism.jp

（写真）

劇的舞踊『ホフマン物語』（2010年）より　写真＝篠山紀信

京都発・個性派バンドの時間旅行
くるり 20th ANNIVERSARY『NOW AND THEN Vol.3』

京都で結成されたロックバンドが、20 周年にあたり過去の

アルバムを「再現」するコンセプチュアルなライブツアー。

第 3弾の今回は、2003 年の 5thアルバム『アンテナ』が

選ばれた。初期のフォーキーかつ実験的なサウンドから、

テクノ、エレクトロニカ、またクラシックから民謡、エスノ

ミュージックまで取り入れて創作の旅を続ける彼ら。夜行バ

スで向かう早朝の東京を歌った流麗な「グッドモーニング」

で始まる『アンテナ』は比較的直球なバンドサウンドだ。そ

れゆえか、彼らのエッセンシャルな魅力が刻まれた名盤とい

える。以降十数年、さまざまな変遷を経たバンドが、今こ

の一枚をどう鳴らすのか。ファンも初体験者も、各々の音楽

的出会いを楽しめそうだ。（内田伸一）

5月7日～ 31日

全国8都市公演（香川、福岡、広島、大阪、京都、愛知、宮城、神奈川）

チケット一般発売：3月5日～

※関東地域の公演は5月30日、31日、神奈川県民ホール

予約：Hot	Stuff	Promotion　Tel.	03-5720-9999

www.quruli.net

歌舞伎で見せる人気漫画の世界観
スーパー歌舞伎II『ワンピース』

古典歌舞伎の演出に現代的な視点を融合させ、壮大な物語

をスペクタクルに見せる「スーパー歌舞伎 II」が、世界的な

人気を誇る尾田栄一郎の漫画『ONE	PIECE』とコラボレーショ

ン。昨秋の東京初演大成功を受け、大阪と福岡にお目見え

する。宙乗りや、水を使った大立ち回りといった歌舞伎本来

の手法に、最新の映像技術を組み合わせ、海賊王を目指す

ルフィと仲間たちが大秘宝を求めて冒険を繰り広げる物語か

ら、海軍との戦闘で仲間と散り散りになったルフィが、海軍

に捕まった兄の救出に向かう「頂上戦争編」をけれん味たっ

ぷりに展開。スーパー歌舞伎 II を牽引し、演出にも参加す

る市川猿之助が、早替わりでルフィや女帝ハンコックなどの

3役を演じる。（岡﨑	香）

3 月 1日～ 25日　

大阪松竹座　

大阪市中央区道頓堀 1-9-19

　

4 月2日～ 26日　

博多座　

福岡市博多区下川端町 2-1　

www.onepiece-kabuki.com

（写真）

© 松竹株式会社・スーパー歌舞伎 II『ワンピース』パートナーズ



44Spring / Summer 2016 Vol. 37［ ガラス ］

ガラス
うるわしのガラス器：
新時代の到来

		

写真＝鈴木一彦　文＝編集部

協力＝井伊左千穂、井上典子

スタイリング＝横瀬多美保

料理＝久保香菜子

 p.063

ガラスは不思議な存在だ。透明、半透明、不透明、薄くや

わらかく繊細にも、厚く直線的で重 し々くもなれる。紀元前の

作品が今なお残るほど、劣化・風化に強い材でありながら、

簡単に砕けるほど脆くもある。変幻自在なガラスに、国内の

ガラス作家たちの才能が立ち向かい、今世界で大きな注目

を集めている。冷たく熱い彼らの物語を紹介しよう。

（p.063）

左ページ・左上より時計回りに、

飯塚亜裕子さんの大鉢：ガラスの粉に、色材と粘着材を加えて練り混ぜ、

型に詰めて窯で焼き上げる「パート・ド・ヴェール」技法を使用。アー

ルヌーヴォー期に流行した秘術で、多くの手間がかかる。

橋村大作さんの浅鉢：氷裂状の割れ目を作り、再び焼きなおすアイスク

ラックという技法を使用。16 世紀頃に生まれた技法で、厚手で重量感

のある美しさに定評がある。

中村敏康さんのグラス：日本の伝統工芸である切子細工でも使われる高

度なカットワークを用いながら、直線の幾何学模様にとどまらない、モ

ダンで大胆なデザインを生み出している。

加倉井秀昭さんのボウル：レースガラスという手法で、格子の間に規則

的に気泡が入った緻密なデザイン。

左：飯塚亜裕子さんの大鉢は、自然に溶け込む野の花の装飾が美しく、

夏のガーデンパーティにも最適。ドレッシングを入れているのは東
あずま

	敬
ゆき

恭
やす

さんの片口鉢。軽くて注
そそぎ

口
くち

がシャープ。水ぎれもよい。

ガラス作家たち・新世代
文＝井上典子

 p.064

日本のガラス工芸界が今、面白い。どこにも似通ったものの

ない、独自の扉が開かれつつある。

　実は少し前までガラスは、国内の工芸界では異端であり少

数であった。教育機関もほとんどなく、陶磁器や漆器に比べ

れば、マーケットサイズも驚くほど小さい。作家といえる人

も少なかった。しかし20年くらい前からぽつぽつと手がける

人が増え始め、さらにこの 5、6年で一気に新風が吹き込ん

でいる。欧州や米国の技術を習得したうえで、まったく別の

角度からアプローチするような、日本人の感性で自由に表現

した作品が目立ってきたのだ。p.66 に続く山本	茜さんの作

品もしかり。「截
きり

金
かね

」という古来の装飾技法をガラスの中に

封じ込めるなど、美と技の結集が世界をあっと驚かせた。独

創的で飛翔するような美の誕生である。

　暮らしの器にも同じことがいえる。特集の扉に掲載したよ

うな、新しいデザインの切子、厚手で端正なアイスクラック、

軽やかなパート・ド・ヴェール、高い技術を要するレースガ

ラスなど、次々と華のある美しいガラス器が現れ、しかも料

理を盛る器としての「用の美」をきちんと備えている。器に

関して独特な歴史文化を持つ、日本独自のものがようやく生

まれてきている。これこそが、ガラス器の新時代到来といえ

る所以である。

　こうした流れの背景には、公の教育機関や施設の充実の

ほか、陶磁器に比べて歴史が浅いがゆえに、伝統的意匠に

とらわれない自由さがあげられる。いくつかの技術を組み合

わせて新しい表情をつくり出す作家や、陶芸・漆芸・染色な

ど異なるジャンルのキャリアを有し、今までにない手法や形

を生み出す作家など、「かくあるべき」という縛りがないこと

が、彼らの才能を開花させたのだ。

　美しさを生み出す作家の技量とは「造形」、「技術」、「コ

ンセプト」、そして「センス」。そのそれぞれに優れ、かつ全

体のバランスがとれていることだと私は思っている。技術が

素晴らしいからといって、必ずしも美しい器になるわけでは

2016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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ない。美しさの背景には確かな技術の裏づけがあるのだが、

それに加え今人気のガラス器には、どれにも一目見て引き寄

せられる強烈な吸引力や、説明を必要としない感動、洗練

された趣味のよさが漂う。思わず手にとってみたくなる、盛

りたい料理が浮かんでくる、見たことのない新しさに心が躍

る。

　ものの溢れる時代に生まれ、美しいものに囲まれて育った

気鋭の作家たち。ガラスに惹かれ、使えるもの、使いたい

もの、そして美しいものを目指す作家の奮励努力が、今後も

私たちの食卓を豊かなものにしてくれるに違いない。

井上典子（いのうえ・のりこ）

女性誌の編集者を経て、リビング分野の企画・プロデュース業へ転身。

2000 年にガラスを主とする「ギャラリー介
かい

」を開くも、2008 年に惜し

まれながらクローズ。現在はフリーランスで作品展の企画プロデュース

や、ガラス作家たちの教育を行っている。

（p.065)

塚
つか

田
だ

美
み

登
ど

里
り

さんの「ナチュラルレース」

「目下のテーマは自然」と言う塚田さんが、自然の中にあるレースのよ

うな表情をくみ取り、銀や銅の金属箔の焼付け温度を研究することで、

複雑な色や泡の表情を作り上げた。緊張感のあるフォルムは、何日も熱

と重力をかけ、自然に委ねた結果。発想と表現の独創性、そして抽象

性の高い奥深さは、見るものを思索の世界へと誘う強い力がある。（幅

39 ×奥行き13 ×高さ13cm）8 万 6000 円。

塚田さんは 1972 年岐阜県生まれ。富山県富山市在住。2013 年には国

際ガラス展・金沢にて金賞受賞。2014 年にロンドンのアートフェア「コ

レクト」に出展。作品は金沢 21 世紀美術館や東京ミッドタウンに収蔵

されている。

歴史に名を残すガラス
 p.065

大英博物館には紀元前に製造された「金箔入りガラス碗」

が収められている。2層のガラスの間に金箔が挟まれている

のだが、実はこの作品の溶着は不完全なままである。ガラ

スの曲面溶着は非常に困難で、溶着による完璧なゴールド

サンドウィッチ碗を完成させるのは人類の夢であった。

　それを実現させたのが、山本	茜さん。金やプラチナの箔

を極細の線状にしたものを使って文様を形づくる「截金」と

呼ばれる技法に魅せられ、この美しい装飾をガラスに封じ込

めることを着想。試行錯誤を重ね、空間の中で金箔の煌め

きが浮遊する、立体的な「截金ガラス」を編み出した。とは

いえガラスと金の溶解温度は非常に近く、少しでもタイミン

グを誤ると金模様がくずれてしまう。窯の温度が上がるスピー

ドや、作品の大きさとの兼ね合いなど、膨大なデータを積み

重ねた。その甲斐あって2014 年に出展したロンドンのアー

トフェア「コレクト」では、「見た目が美しいだけでなく、英

国のガラス工芸家が畏敬の念を抱く高い技術」と絶賛された。

高度な技術に裏づけられ、さらなる独創的な作風を開拓す

る山本さんたち新世代の作家たち。21世紀に生きる稀有な

才能は、ガラス工芸史に着実に足跡を刻み続けている。

山本	茜さんの「截金硝子抹茶碗　朝顔」

光を透かして煌めく截金の文様が 2 層のガラスに挟まれている。金箔は

焼かずに、ガラスだけが完全に溶ける温度を探りながら曲面溶着し、碗

の形に削り出した。（径 16.7 ×高さ7.5cm）個人蔵。

山本さんは 1977 年石川県生まれ。京都市在住。ガラス内部に截金を封

じ込める「截金ガラス」を創出。2008 年より数々の賞を受賞し、2015

年には伝統文化ポーラ賞・奨励賞を受賞。作品は宮内庁や富山市に収

蔵されている。

(p.067)

「截金硝子皿　花
はな

車
ぐるま

」梅の花の香りが広がる様子を表している。（径 26

×高さ3.8cm）200 万円（ギャラリー NOW）。

若き才能のゆらめき
 p.068

まるで本物のような蜂や蝶が、アジサイの周りを舞う精妙な

絵付け。入れたお菓子の色が透けて、そのつど印象が変わる。

　作家の林
はやし

	佳
か

慧
え

さんは制作当時 24歳。若手ながら抜群の

探究心と絵付けのうまさ。蜂などは死骸を拾って自宅でデッ

サンを重ね、ほんものそっくりの姿に仕上げる。季節は６月、

美術大学への道すがら目にするアジサイやカタツムリがメイ
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ンモチーフとなった。

　林さんの作品づくりはやや独特。まず心惹かれる過去の名

作を見つける。いまだに製法が謎のままのものも多いそれら

を範に、実際に同形の品を作り上げ、オリジナルの絵付けを

施す。そうすることで、研究書だけでは学べない古の技法の

習得や研究ができ、かつもっとも得意とする絵付けで作品に

個性を与えられる。ある意味非常に学生らしく、また研究者

らしいアプローチである。　

　今年 3月に修了する大学院の卒業展示では、プラチナ箔

を使ったゴールドサンドウィッチグラスの復元 12 点に、12

カ月の季節を、猿が主役のコミカルな絵付けで表現した。

卒業後の進路はまだ未定。なんと修復師の道も考えていると

いう。ガラス材料やレンタル工房はあまりに高価で、作家へ

の道は楽ではない。しかし「光をこんなに大切にしている素

材はほかにない」と目を輝かせる林さん。小さい頃に夜店

で見かけたガラス細工の煌めきに心躍らせた記憶が、今も

彼女を突き動かしている。

(p.069)

林		佳慧さんの「紫
あ じ さ い

陽花文
もん

三
さん

段
だん

重
じゅう

」（径 10.5 ×高さ19cm）非売品。

林さんは 1989 年東京都生まれ。東京都在住。2014 年多摩美術大学工

芸科ガラス専攻卒業。2016 年 3 月、東京藝術大学大学院	修了予定。

植物や昆虫をモチーフとした作品が多く、繊細でみずみずしい感性に溢

れている。

サイドテーブル／ IDC 大塚家具

食卓を彩るガラス器
 p.070

カラフルなゆらぎが美しい加倉井秀昭さんのボトルと片口鉢

をアクセントにした、夏のテーブルセッティング。ガラスの

棒をねじりながら吹くことで、美しい波模様を生み出した。

氷や水を入れると、いっそうきらきらと涼しげに煌めく。一方、

皿の上に鎮座するのはマットな質感が美しいパート・ド・

ヴェール技法で作られた波多野裕子さんの浅鉢。「朝顔」と

名づけられ、足元はすっきりとモダンである。

　豊かな表情を持つガラス器は、アミューズブーシュに限ら

ず、前菜やメイン、ティータイムと、さまざまなシーンで活

躍し、どんな素材とも相性がいい。さまざまな表情の器が、

食卓を豊かに、個性的に彩ってくれる。

(p.071)

ボトル（径 7 ×高さ33cm）6 万円、片口鉢（径 16.5 ×高さ8㎝）2 万

8000 円、タンブラー右（径 8 ×高さ11㎝）1 万 8000 円、タンブラー

中央（径 8 ×高さ9㎝）2 万 8000 円、タンブラー左（径 8 ×高さ11.5

㎝）2 万 3000 円／すべて加倉井秀昭

皿にのせた浅鉢（径 13.5 ×高さ4㎝）6400 円／波多野裕子

ベネチアグラスを写した一点もののゴブレット（口径 3.5 ～ 9.5 ×高さ

22 ～ 25㎝）2 万 2000 円～ 2 万 4000 円／関野	亮

ディナー皿・デザート皿・ナプキン／アトリエ	ジュンコ

カトラリー／エルキューイ・レイノー青山店

日本酒にぴったりのぐいのみ。幾つか用意して、ゲストに選んでもらう

のも乙。ワインと同じく、酒器によって変わる味を楽しみたい。

左奥から時計回りに、グリーン（径 7 ×高さ4.5㎝）4000 円／東敬恭

　透明カット（径 5.5 ×高さ6㎝）3600 円／大迫友紀　高台付き黒（径

7 ×高さ4㎝）6000 円、高台付き金（径 7 ×高さ4㎝）6000 円、グレー

（径 7.5 ×高さ4㎝）3500 円／すべて橋村大作

盆・ランナー／ともにアトリエ	ジュンコ

シンプルなカットの筒形片口に、彩り豊かな夏野菜の浅漬けを入れるこ

とで、食卓にみずみずしさが溢れる。直接ピックで取っても、漬け汁と

ともに取り分けても良し。

片口（径 10.5 ×高さ11.5㎝）5000 円／大迫友紀

魅惑の蓋
ふた

物
もの

 p.072

どことなく秘密めいて不思議な魅力を放つ蓋物。宝石箱のよ

うな、もっと大切な心の内のような。透明や半透明の光沢を

持つガラスは、そんな蓋物にぴったりの素材。思わず掌に

のせて、時には光にかざして、じっと眺めていたくなる。

(p.072)

左奥より時計回りに、

1.「浮く」という作品名のとおり、のびのびとしたラインと形が印象的。（径

13 ×高さ7.5㎝）4 万円　2. 若々しい印象を与える大胆なカットが魅力
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の蓋物。（径 6.5 ×高さ9.5㎝）2 万 2000 円／ともに山本真衣

3.「種の箱」と名づけられた独特のフォルムと質感。（径 7.5 ×高さ5㎝）

2 万 5000 円　4. さまざまな色合いの青いラインを閉じ込めた、吸い込

まれそうな入れ物。（径 6 ×高さ5.5㎝）2 万 5000 円　5. やわらかな色

合いを集めて作られたハニカム文様。（径 5.5 ×高さ5.5㎝）3 万円／

すべて松
まつ

尾
お

一
いっ

朝
ちょう

6. 透明感が美しい、キュートな茶入れ。（径 6 ×髙さ7.5㎝）1 万 3000

円　7. 中に入れたものがうっすらと透けて表情を変える器。（径 4 ×高

さ9.5㎝）／ともに目
め

片
かた

千
ち

恵
え

お盆／リビング・モティーフ

(p.073)

石
いし

田
だ

征
せ

希
き

さんの蓋物

見るものすべてを虜にする繊細な装飾。古くから伝わるパート・ド・ヴェー

ル技法を用いながらも、日本の古典柄から着想を得、アールヌーヴォー

期とはまったく違った細緻な作品を作り上げる。女性作家ならではの、

やわらかさと気品に溢れた逸品。（径 9 ×高さ7.5㎝）50 万円

ガラス研究最前線
 p.075

もとは建築家であった。建築の空間構成のためにいっときガ

ラスを勉強するつもりが、その変幻自在な魅力と自由さに惹

かれ、気づけばどっぷりとガラスの世界に身を投じ、戻れな

くなっていた。

　そう語る安
あ

達
だち

征
まさ

良
お

さんが作り上げるのは、ほかのどこでも

お目にかかったことのないガラス器。ガラスでできたものを

表す擬音、つるつる、ぴかぴか、もしくはざらざら、そのど

れもが安達さんの器には当てはまらない。初めて見たときの

感覚を音にするなら、ふわふわ。およそガラスとは結びつか

ない音だ。しかしそれもそのはず、安達さんがこの「絹糸紋」

と呼ばれる作品群を作り始めた最初のイメージは「繭
まゆ

」なの

だという。極細の線が無数に集まり、しかし全体としてはしっ

かりとした形を作り上げる繭。追い求めていた「ガラスのや

わらかさ」を表すのにぴったりだと感じた。

　安達さんがガラスの勉強を始めたとき、身体に叩き込まれ

たのは切子に使われるカッティング技法。いかにまっすぐに

直線を削り込むかが命題であった。しかしボヘミアンガラス

の勉強でチェコに１カ月滞在したときに悟った。「カッティン

グガラスの根っこはヨーロッパだ。同じことを模倣しても仕方

がない。それよりも日本の陶器のやわらかさや経年変化の魅

力を、ガラスで表現できないか」

　安達さんの研究が始まった。なにしろそのようなガラスは

見たことがない。手探りで「サギング」と呼ばれる古代の技

法にたどり着いた。何度も温度を変えて、ガラスがもっとも

美しく自然に湾曲するポイントを探った。垂れてきたガラス

を、軽くて使いやすい器にするための削り出し方をさぐった。

削られて透明ではなくなったガラスを、ぎりぎり表面だけ溶

かして艶を出す温度と時間を探った。カッティング技法を用

いながらも、ゆらぎのあるやわらかい表現ができないかを

探った。細心の注意を払いながら、すべてを結集して作り出

したのが「絹糸紋」の作品である。

　でき上がったガラスの抹茶碗は、茶の湯の大家にも認め

られるものとなった。「今作りたいのは足付きの水盤です」

と語る安達さん。数多くの固定概念を覆しながら、今日もガ

ラス表現の可能性を広げている。

(p.074)

上：翡
ひ

翠
すい

のようにも見える薄いグリーンのガラス皿。フリーハンドで削ら

れた繊細な刻み文様が、微妙なゆらぎとやわらかな表情を生む。硝子

絹糸紋皿（径 24 ×高さ2㎝）3 万円、硝子絹糸紋鉢（径 18.5 ×高さ6

㎝）1 万 6000 円／ともに安達征良

バターナイフ／チェリーテラス・代官山

左：器下部の黒は、原料から独自に配合した黒ガラスを何重にも塗って

は焼いて作り上げる。使い込むほどにしっとりと艶を増し、経年変化す

る稀有なガラスである。奥から：黒硝子絹糸紋端反口鉢（径 18.5 ×高

さ7㎝）、黒硝子絹糸紋盃（径 7.5 ×高さ6㎝）、黒硝子絹糸紋碗（径

13 ×高さ6㎝）各 5 万円／すべて安達征良

(p.075)

絹糸紋を刻む安達さん。通常の切子作業とは逆に、器の口側から小さな

刃を当てていく。一瞬でも気を抜けば、ガラスの自重で必要以上に深い

刻みができてしまうため、細心の注意が必要だ。作業中はまばたきはも

ちろん、呼吸も制限するというが、それでも心臓の鼓動が微妙なゆらぎ

を生み、美しいよろけ文ができ上がる。
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作品と出会える場所
作家名はすべてアルファベット順に掲載しています。

最初に日付があるもの以外は、通年取り扱いのある店舗です。

■安達征良（Masao	Adachi）

髙島屋日本橋店 7 階	特選工芸サロン

東京都中央区日本橋 2-4-1

Tel.	03-3211-4111（代）

（6 月8日～ 14日に個展も開催）

玉
たま

匣
くしげ

石川県金沢市東山１-14-7

info@gemnaka.co.jp

7月24日～ 8月2日　新宿タカシマヤ　個展　

東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-24-2

Tel.	03-5361-1111（代）

■東	敬恭（Yukiyasu	Azuma）

azzyuki.exblog.jp　

エポカ	ザ	ショップ銀座・日
にち

々
にち

東京都中央区銀座 5-5-13-B1

Tel.	03-3573-3417

Fax	03-3575-0370

ギャラリーティーケーアール

大阪市中央区西心斎橋 1-10-5

Tel.	06-6282-1456

Fax	06-6282-1457

（4 月29日～ 5 月9日に個展も開催）

4月11日～ 19日　手
て

児
こ

奈
な

　個展

名古屋市中区千代田 3-14-22	杉浦ビル 2F

Fax	052-332-0393

■橋村大作（Daisaku	Hashimura）

glass-studio206.jimdo.com

三越恵比寿店 1 階　クロスイー

東京都渋谷区恵比寿 4-20-7

Tel.	03-5423-1111（代）

東慶寺ギャラリー＆ショップ

神奈川県鎌倉市山ノ内 1367

Tel.	0467-50-0460

gallery@tokeiji.com

かたくち屋	(Katakuchi	Ya)	

www.katakuchi.jp

contact@katakuchi.jp

（Paypal 入金、海外発送も相談可）

■波多野裕子（Hiroko	Hatano）

www.instagram.com/hiroko_hatano/

dadacrafts.cocolog-nifty.com/hatanote/　

ギャラリー Fuuro　

東京都豊島区目白 3-13-5

Tel.	03-3950-0775

mail@gallery-fuuro.com

6月17日～ 22日　ぎゃらりー無垢里　二人展

東京都渋谷区猿楽町 20-4

mukuri_g@yahoo.co.jp

7月15日～ 28日　スパイラルマーケット「家×クラフト展」

東京都港区南青山 5-6-23	スパイラル 2F

Tel.	03-3498-5792

■林	佳慧（Kae	Hayashi）

ギャラリー介
かい

Tel.	090-6511-4103

kai@earth.email.ne.jp

（現在、販売は行っておりません）

■飯塚亜裕子（Ayuko	Iizuka）

和光本館地下 1 階

東京都中央区銀座 4-5-11

Tel.	03-3562-2111（代）

（3 月16日～ 29日に個展も開催）
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グラスギャラリーカラニス

東京都港区南青山 5-3-10	FROM-1st ビル 2F

Fax	03-3406-1440

karanis@carrozzeriajapan.co.jp

■石田征希（Seki	Ishida）

www.ishida-glass.com　

イシダガラススタジオ

京都市左京区一乗寺葉山町 15-8

info@ishida-glass.com

7月13日～ 19日　髙島屋京都店 6 階	美術画廊

「石田知史・亘・征希パート・ド・ヴェール作品展」

京都市下京区四条通河原町西入る真町 52

Tel.	075-221-8811

■加倉井秀昭（Hideaki	Kakurai）

scratchandnoise.com　

Scratch	&	Noise	加倉井硝子製作所

長野県諏訪郡富士見町落合蔦木河原 2028-1

scratchandnoise@gmail.com	

髙島屋日本橋店 6 階	美術画廊

東京都中央区日本橋 2-4-1

Tel.	03-3211-4111（代）

ギャラリー坂

東京都新宿区築地町 2

Tel.	&	Fax	03-3269-8330

info@gallery-saka.com

■松尾一朝（Itcho	Matsuo）

itchou.web.fc2.com

ギャラリー坂

東京都新宿区築地町 2

Tel.	&	Fax	03-3269-8330

info@gallery-saka.com

（6 月30日～ 7 月5日に個展も開催）

3月9日～ 14日　松屋銀座店 7F　グループ展

東京都中央区銀座 3-6-1

Tel.	03-3567-1211（代）

4月1日～ 10日　WATERMARK	arts&crafts　個展

東京都国立市東 2-25-24	工藝火水土 2F

Tel.	042-573-6625

info@watermark-arts.com

■目片千恵（Chie	Mekata）

ギャラリーうつわノート

埼玉県川越市小仙波町 1-7-6

utsuwanote@gmail.com

ギャラリー直
ひた

向
むき

京都市中京区寺町通御池上る

info@hitamuki.com

7月22日～ 28日　トライギャラリーおちゃのみず

東京都千代田区神田駿河台 3-5

akeyo@labline.tv

■中村敏康（Toshiyasu	Nakamura）

www.studio-kobin.com　

会津屋

東京都文京区小石川 2-23-13

info@aizuya.co.jp

悠遊舎ぎゃらりー

愛知県刈谷市半城土町大湫 99-3

gallery@you-yuusya.com

エリアス

大分県日田市豆田町 7-20

Tel. ＆ Fax	050-1048-7757

■大迫友紀（Yuki	Osako）

oosakoyuki.web.fc2.com

poooL

東京都武蔵野市吉祥寺本町 3-12-9
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info@poool.jp

（7 月2日～ 10日に個展も開催）

生活雑貨 LINE

石川県金沢市広坂 1-1-50-2F

line@adagio.ocn.ne.jp

3月4日～ 13日　ババグーリ本店　個展

東京都江東区清澄 3-1-7

Tel.	03-3820-8825

■関野	亮（Ryo	Sekino）

www.ryosekino.com

ギャラリー AMISU	

滋賀県長浜市元浜町 11-23

Fax	0749-65-2333

gallery-amisu@kurokabe.co.jp

（5 月3日～ 29日に二人展も開催）

伊勢丹新宿店	本館 5 階	リビングフロア	ウエストパーク（YOtoBI)

東京都新宿区新宿 3-14-1

Tel.	03-3352-1111（代）

Abundante	Gallery

兵庫県芦屋市精道町 5-3	精道アパート301

info@abundante.jp

■塚田美登里（Midori	Tsukada）

ww3.ctt.ne.jp/~tsukada

銀座一穂堂

東京都中央区銀座 1-8-17	伊勢伊ビル 3F

Tel.	03-5159-0599

（6 月16日～ 25日に個展も開催）

ギャラリー NOW

富山県富山市開
ひらき

85

Tel. ＆ Fax	076-422-5002

info@g-now.com

4月16日～ 7月初旬　富山市ガラス美術館　「現代ガラス作家展」

富山県富山市西町 5-1

Tel.	076-461-3100

toyama-glass-art-museum.jp/en

■山本	茜（Akane	Yamamoto）

akane-glass.com/english

ギャラリー NOW

富山県富山市開 85

Tel. ＆ Fax	076-422-5002

info@g-now.com

Adrian	Sassoon

14	Rutland	Gate,	London		SW7	1BB,	UK

(By	appointment:	email@adriansassoon.com)

www.adriansassoon.com

5月25日～ 31日　髙島屋日本橋店 6 階	美術画廊　個展

東京都中央区日本橋 2-4-1

Tel.	03-3211-4111（代）

■山本真衣（Mai	Yamamoto）

maiyamamoto-glass.jimdo.com

Micheko	Gallery	

Theresienstr.	18,	80333	München,	Germany

www.micheko.com

西武渋谷店	B 館 8 階	アートショップ

東京都渋谷区宇田川町 21-1

Tel.	03-3462-3485

グラスギャラリー	カラニス

東京都港区南青山 5-3-10	FROM-1st ビル 2F

Fax	03-3406-1440

karanis@carrozzeriajapan.co.jp

（11 月12日～ 19日に個展も開催）
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ほか問い合わせ先：

アトリエ	ジュンコ　

atelier-junko@nifty.com

チェリーテラス・代官山　

Tel.	03-3770-8728

www.cherryterrace.co.jp

エルキューイ・レイノー　

www.ercuis.com

IDC 大塚家具	有明本社ショールーム　

Tel.	03-5530-5555

リビング・モティーフ	

Tel.	03-5575-8383　www.livingmotif.com
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旅館
緑陰

［	The	Ryokan	Collection	］

写真＝工藤憲一

文＝鈴木博美

 p.078

自然に囲まれた旅館で過ごす時間は、さまざまな感性を呼び

覚ましてくれる。夏に味わってほしいのは、 ”陰影に心地よさ

を見いだす ” という日本的な美の世界。その空間に身を置け

ば、心は穏やかさに満たされてゆく。

花々が咲き誇る春や、錦繡をまとった秋といった、心が弾む

ような華やかさを愛でる一方で、日本人には陰影のあやに美

や心地よさを見いだすという繊細な感性がある。夏が近づく

につれ、陽射しが強さを増すと同時に、影も際立ってくる。

その陰影に着眼点を置くことで暑い夏を風雅なものとして捉

えた季節の言葉が、明るい陽射しの下で青 し々く繁る木々が

作り出す陰を意味する ”緑陰 ”である。

			 ”緑陰 ” は、17 音で作られる世界で最も短い定型詩である

俳句をはじめ、身近な所では手紙における時候の挨拶など

でも、涼感漂う言葉として好んで使われてきた。この言葉か

ら想起されるのは、勢いよく降り注ぐ夏の太陽と、それをや

わらかに遮る緑が織りなすきらきらと輝くような光と影のコン

トラスト。さらには、陰の下をそよぐ爽やかな風と葉擦れの音、

生き生きとした青葉の薫りは思わず深呼吸をしたくなるよう

な清々しさである。 ”緑陰 ” は、見目派手やかではないが、

人のあらゆる感覚へ穏やかに響き、静かで清らかな心地よ

さへと誘ってくれる。

　日本人は四季折々の自然を丁寧に見つめ、柔軟に受け入

れることによって独自の文化を育んできた。暑さに対しても

無理に抗
あらが

い退けるのではなく、自然の変化を敏感に察し、一

瞬の涼しさを感じ取ることで夏を積極的に愉
たの

しんだ。そして、

涼を感じるための知恵や工夫の中にも美しさや風流を追求し

た。エアコンなどを使うことがあたりまえになった現代にお

いても、日本人は一瞬の涼を捉えた瞬間にこそ、「いいなぁ、

日本の夏は」と、夏が到来した喜びをしみじみと実感するの

である。

　旅館に滞在し ”緑陰 ”中に身を置いていると、陰影の内に

美を見いだし、自然と寄り添いながら生きてきた日本人のし

なやかな感性を窺い知ることができる。色濃い緑を眺めなが

ら手足を伸ばし、大地の恵みそのものである温泉につかって

五感を開放すれば、湯上がりの肌を撫でる風の気持ちよさが

感じられる。そして、自然と調和する客室の中では、障子や

簾
すだれ

を透過した光が室内へと溶け込んでゆく陰影のグラデー

ションに美しさを見いだせるだろう。感覚を研ぎ澄まして涼

を味わううちに、おのずと雑念は遠のき、きっと心が穏やか

さに満たされるような極上の憩いが訪れる。

(p.079)

左：山里のような雰囲気の、柳生の庄の大露天風呂「武蔵の湯」。美肌

の湯として知られる、修善寺温泉の良質な湯を楽しめる。

右上：和紙を透過したやわらかな光が射す、障子窓。

右下：せせらぎの音が聞こえる客室「遊魚亭」。全客室が伝統建築であ

る数寄屋造で作られている。

左下：つくばいにさりげなく生けられた花など、日本らしさが溢れる洗練

された室
しつ

礼
らい

を各所に見ることができる。

	(p.080)

上：明神館の周囲は国定公園に指定されており、窓を開ければ豊かな

緑が間近に迫ってくる。

右：客室「青龍庵」では、鉄瓶で日本茶を楽しめる。

以上写真 2 点＝山平敦史

下：前方は 1.2 ｍの深さがあり、立った姿勢で入れる立ち湯「雪月花」。

湯船に景色が映り込み、まるで湯船が宙に浮いているかのよう。身も心

も自然と一体になる感覚を存分に味わえる。

	(p.081)

右：竹林に囲まれた、竹ふえの客室「小夜」に設けられた檜製露天風呂。

広いウッドデッキのチェアに横たわって竹笹のざわめきに耳を澄ませば、

湯上がりの素肌に清爽な風が通り過ぎてゆく。

下：古き時代のぬくもりと、モダンさを兼ね備えた古民家風の客室。大

自然に包まれたプライベート空間で、贅沢なひとときを過ごせる。

写真提供＝竹ふえ
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柳生の庄
歴史ある温泉地として知られる修善寺の奥に位置する閑静な

純和風旅館。2009 年、創業 40 年を機に、日本建築の粋と

風情を追求した本数寄屋造の客室を改修した。建築、室礼、

庭、料理など、すべてに日本の美を追求することで生まれる

凜とした雰囲気が、心地よいひとときを演出する。情緒豊か

な折々の景色を愛でながら、日本のもてなしの文化を存分に

堪能できる。京懐石と本格割烹を基本に、素材の持ち味を

大切にした季節感溢れる料理でも名高い。　

住所／静岡県伊豆市修善寺 1116-6　部屋数／ 15室

明神館
厳しい審査で知られる会員組織「ルレ・エ・シャトー」に加

盟している、落ち着いた和の寛ぎと洋のラグジュアリーが融

合したスパ &リゾート。標高 1050 ｍの山中、2つの渓流に

挟まれた場所に位置しており、川の音や野鳥の声が心をな

ごませる。自家農園や契約農家で有機栽培された野菜をは

じめ、信州の食材を主役にした食事も人気。和食と、野菜

中心の軽やかなフレンチのいずれかから選べ、昨年リニュー

アルされた自然を眺望できる開放的なダイニングでいただく

ことができる。

住所／長野県松本市入山辺 8967　部屋数／ 41室

竹ふえ
約 4000 坪（1万 3223㎡）の広大な敷地の中に、11の客室

が点在する。７部屋には、内湯に加え自家源泉掛け流しの

野天風呂が設けられており、大自然に囲まれたプライベート

空間で心置きなく過ごせる。自然素材を生かした古民家風の

客室は、和モダンな趣。囲炉裏を囲みながら、九州の美味

をふんだんに使った創作懐石を味わえる。敷地内には天を

突くような高さの孟宗竹が見事に茂り、幻想的で雄大な緑の

世界をつくり出している。

住所／熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺 5725-1　

部屋数／ 11室
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日本酒
「やまとのこころ」
――東北復興と平和を祈る酒

写真＝大見謝星斗
文＝編集部

協力＝清水千佳子

 p.082

2015 年 9 月、日本のファーストレディ・安倍昭恵さんが発案

した日本酒・ 純米大吟醸「やまとのこころ」がお披露目され

た。昭恵夫人を中心に女性ばかりのプロジェクトチームが造

り上げたこの日本酒には、東北復興と平和への祈りが込めら

れている。

長州のお米を会津の水で醸した、和を尊ぶ ”酒 ”

現首相夫人である安倍昭恵さんは、夫の選挙区である山口

県下関市で 5年前から米作りに携わってきた。「昭恵農場」

と名づけた田んぼで、地元農家の植村	宏さんの指導のもと

無農薬・無化学肥料の米を生産している。そんな昭恵さん

は一昨年、福島県会津にある老舗酒造会社「末
すえ

廣
ひろ

酒造」を

訪れる機会を得た。山口で作ったお米を福島で日本酒にで

きないだろうか――その時、昭恵さんにそんなアイディアが

ひらめいた。

　日本の歴史を紐解くと、長州（山口県）と会津には大きな

禍根がある。幕末に起こった戊
ぼ

辰
しん

戦争で、長州と会津は互

いに激しく争い、現在に至るまでその関係にはわだかまりが

残っているのだ。昭恵さんは言う。「ふたつの土地の確執は

ずっと気になっていました。東日本大震災後、今こそ福島の

人たちに何かさせていただくときだと思い、山口の人たちと

ボランティア活動をしてきました。山口のお米を使って会津

でお酒を造ろうと思い立ったのには、そういう長年の思いも

あったのです」。末廣酒造 7代目の新
しん

城
じょう

猪
い

之
の

吉
きち

さんは「山口

のお米で造りたい」と昭恵さんに頼まれたときは戸惑ったと

いう。それでも引き受けたのは「会津と長州に仲よくなって

ほしい」という昭恵さんの純粋な思いに打たれたから。「や

まとのこころ」という名前には、東北の復興と平和、そして

長州と会津の関係の良好化への思いが込められているのだ。

　その思いに賛同して集まった女性たちで発足したのが「レ

ディ酒
さけ

プロジェクト」。昭恵さんを中心に末廣酒造の社長夫

人、女性利き酒師などが集まり、女性ならではのやわらかい

感性と行動力で、和気藹々とした酒造りが始まった。ラベル

の文字は昭恵さんが書き、桐箱の中には会津の特産品であ

る会津木綿を敷いて――。「女性だからできたね、とみんな

で話しているんです。プライドや意地にとらわれることなく、

純粋に楽しんで造ることができました」と昭恵さん。すでに

2016 年の酒造りも進行しているという。「やまとのこころ」の

祈りと願いの輪は、少しずつ確実に広がり始めている。

(p.082)
福島県会津若松市の「末廣酒造」が安倍昭恵さんたちとともに造った純
米大吟醸 「やまとのこころ」。飲み口は甘めでしっかりとした味わいがあ
る。

(p.083)
（上）
昔ながらの杉玉に鬼瓦、「末廣」と大書された大暖簾。創業嘉永 3（1850）
年の「末廣酒造」の前で、「やまとのこころ」を手に笑顔を見せる安倍
昭恵さん（左）と、末廣酒造社長夫人で専務の新城希

まれ

子
こ

さん。

（中央）
上：2014 年春、山口県下関市の「昭恵農場」で最高級酒米「山田錦」
の田植えをする昭恵さん。食用ではなく、酒のための米作りは初めての
ことで苦労も多かったという。
左上：時にはトラクターを操縦することも。
右上：2015 年 2月、末廣酒造の嘉

か

永
えい

蔵
ぐら

にて仕込み作業を手伝う。

（下）
2015 年に造られた「やまとのこころ」（限定 500 本・720ml　1 万円）
はすでに完売。現在、2016 年の酒造りが着 と々進行している。
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里山

オーレリアンの夏

写真・文・切り絵＝今森光彦　
写真＝今森真弓 (p.84、88 今森さん）、	佐藤竜一郎 (p.87 制作風景、
作品右上）

 p.084

里山を見つめる写真家・今森光彦さんが、滋賀県仰木地区

にアトリエを建てたのは 25 年ほど前のこと。周辺にコナラや

クヌギを植えて雑木林をつくり、畑、あぜ道、ため池もつくって、

1000 坪ほどのコンパクトな里山環境を自らの手で生み出して

きた。8 年前、オオムラサキが庭のエノキに卵を産みつける

という一大事件が起こり、この環境がとうとう成熟に至ったこ

とを知る――。

(p.085)

オーレリアンとは

ラテン語の「黄金」に由来する「オーレリアン」ということばは、マダラ

チョウ科やタテハチョウ科の仲間に見られる金色の蛹
さなぎ

にたとえられ、広い

意味で、チョウを愛する人たちのことをいう。ここでは生きものを見つめ

ながら暮らす、今森さん自身を指している。

左：真夏の棚田は緑一色。汗をたらしながら炎天下を歩くのも、なかな

か楽しい。

右上から：夏空のように澄んだ帯文様の、アオスジアゲハ。アトリエの

庭を賑わしてくれる生きものの中でも、アゲハチョウの仲間が一番華や

かだ。体が大きく、飛び方も優雅で機敏なので目をひく。

近くの田んぼからやってきたアマガエル。カエルの仲間は、今までに敷

地内で 9 種類確認している。

庭で採れた野菜たちは、農薬をまったく使わず、苦難を乗り越えてでき

上がった汗の結晶だ。

美しいピンク色の花を夏に咲かせるモナルダは、玄関や軒下に吊るして

おくと、葉のよい香りを冬まで楽しむことができる。

繁殖力旺盛のモナルダに比べフレンチラベンダーは、粘土質の土壌のせ

いなのか、敷地内ではもっとも増えにくい植物のひとつ。

キリギリスの鳴き声は、夏を象徴する心地よい音色。タマネギの切れ端

を与え丁寧に飼うと、1カ月ほど鳴いてくれる。

チョウを呼ぶ
p.086

緑濃い夏のアトリエは、チョウたちで賑やか。キアゲハ、モ

ンキアゲハ、クロアゲハ、ナガサキアゲハなど、大柄なアゲ

ハチョウたちは、乱舞がダイナミックで、見るものの心を躍

らせる。

　チョウが集まる庭は、里山ガーデンのひとつの目標だった。

チョウに来てもらうコツ。それは、花と食草をいかに植える

かだ。花は、チョウの成虫のためで、食草というのは、幼虫

のため。チョウは幼虫のときは、植物の葉を食べている。た

だ、どんな葉でもいいかというと、そうではなく、チョウによっ

て好みがはっきりとしている。幼虫のエサになる植物のこと

を食草というのだ。

　花は、夏咲きの花で蜜の多いものを選ぶが、問題は食草

の植え方。食草は、樹木の場合と、草の場合がある。これら

を数多く植えるとなると、庭のレイアウト全体に影響を及ぼ

すことになる。

　私は、雑木林の空間と畑の空間に分けて、具体的にチョ

ウの種類を思い描きながら木を植えていった。その数は、大

きな木だけでも10種類を超えるが、とりわけこだわったのは、

エノキだった。エノキは、オオムラサキ（左下写真）、ゴマ

ダラチョウ、ヒオドシチョウと、里山の御三家を養ってくれる

大切な木。樹形はケヤキによく似ていて、幹をまっすぐ伸ば

し大きく枝を張る。雑木林の中でみんなといっしょに背比べ

する木ではなく、植えるには、広い空間が必要だ。御三家

のチョウたちは、みんな飛翔力があり、十分な広場がないと

遊んでくれない。長年の観察経験を生かして敷地内で最適

な場所を選ぶことにした。

　もうひとつ気をつかったのは、アゲハチョウたちの食草。

アゲハチョウはミカン類が好きで、なかでもカラタチとカラ

スザンショウには目がない。カラタチは、なかなか大きくな

らないから、アトリエを建てる3年前から準備し、50本くら

いの幼木を植え込んだ。25年たった今は、背丈を超える垣

根になって、強剪定を繰り返している。黄色い実がなり純白

の花も咲く。毎年、この木から巣立ってくれるアゲハチョウは、
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数え切れない。一方、雑木林の縁に植えたカラスザンショウ

も、すっかり大木になり、やはり、一定の高さで剪定をして

いる。この木は、野生種だけれど、カラタチより利用するア

ゲハチョウの種類が多く、とても重宝する。

　このように、アトリエの木や草は、慎重に場所を選びなが

ら、ひとつずつ増えてきた。環境が整うまで、数年の歳月が

必要だったが、とうとう8年前の夏、私にとって嬉しい出来

事が起きた。オオムラサキが、ついにエノキに産卵してくれ

たのだ。ある日、樹高 8mほどに育った木の梢にぶら下がっ

ている大きなチョウがいるなと思ったら、それは、オオムラ

サキのメスで、腹部を曲げて卵を産んでいた。オオムラサ

キは、環境にうるさいチョウなので、いよいよアトリエの庭

も里山の仲間入りか、と思わずほおが緩んでしまった。

　今日も窓の外では、木もれ日を浴びながら、大小さまざま

なチョウが行き交っている。

今森光彦（いまもり・みつひこ）

1954 年滋賀県生まれ。写真家、ペーパーカット作家。第 20 回木村伊兵

衛写真賞、第 28 回土門拳賞などを受賞。著書に『里山物語』( 新潮社 )、

『里山を歩こう』( 岩波書店 )、『湖辺（みずべ）』『萌木の国』『今森光彦

の心地いい里山暮らし12 か月』( いずれも世界文化社 ) など多数。

p.087

今森さんのもうひとつの顔、それはハサミ一本で自然の造形

を鮮やかに切り取るペーパーカット・アーティストだ。里山

のアトリエの庭づくりを始めて2、3年たった頃、子どもたち

とクリスマスツリーの飾り付けをしていたとき、ふと小学校の

ときペーパーカット遊びに夢中になっていたことを思い出す。

ハサミを持つと、まるで昨日のことのように手は覚えていて、

瞬く間に何種類ものチョウが切り出されたのだ。以来、創作

への熱狂がよみがえる。ペーパーカット作品の著書、展覧会

も好評を博してきた。ファインダーを通して出会ってきた世

界中の生きものたち、そして身近な里山の自然。周りの命を

見つめる目、命に対する好奇心が、今森さんのすべての表

現につながっている。

上から時計回りに：パプアニューギニアだけに棲む世界最大のチョウ、

アレキサンドラトリバネアゲハがハイビスカスにやってきたところ。実際

の作品の大きさは 94 × 63cm。

多色立体作品は、実はシンプルな構造になっている。

ペーパーカットをする部屋は、窓を大きくとってある。木々越しに棚田が

見え、遠くに比良山が眺められる。制作を始めると、知らず知らずのうち

に部屋中がこの状態。一本のハサミだけで次 と々形を切り出す。

原色に輝くハチドリは、どのように表現しようかと、いつも頭を悩ませる。

熱帯雨林で出会ったときの感動を、紙を使って呼び起こしたい。

里山	夏のできごと
p.088

照りつける日差しのもと、里山がひときわエネルギーに満ち

溢れるこの季節。オーレリアンの庭で出会う生きものたち、

食卓を彩る自然の恵みについて今森さんが綴る。

6月

里山の収穫仕事

アトリエに 8 本ほどある梅の木は、大変よく結実する。ただし、採る時期

を見逃してはいけない。早すぎると実が小さいし、熟れすぎると黄色くなっ

て、梅干しなどに向かなくなる。毎年、友人たちが集まって、それぞれ

が 1 年分の梅酒、梅ジュース、梅干しを作るのに十分な量を持ち帰る。

7月

里山を味わう

上から：夏は、スパイスを20種類くらい調合した特製のカレーを作る。ター

メリックライスの下に敷くのは、ホオノキの葉。甘い香りがするので、森

の風味を醸しだしてくれる。ホオノキは里山の樹木の中でもっとも葉の大

きな植物で、私が大好きな木だ。雑木林の中よりも日が当たる周辺に植

えると大きく育つ。ミントは、ブッドレアの下に植えてあるものが広がった。

定期的に摘みとって、お茶にするほか、サラダにも使う。半日陰に群生

するミョウガも、そのまま切って生ハムといっしょにサラダにすると美味し

い。

8月

里山の生きものたち

左奥から：日が落ちて、あたりが薄暗がりになる頃、せわしなく飛び回る

ホウジャクというガ。ホバリングしながら長い口
こう

吻
ふん

を伸ばして、花の蜜を
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吸っている。

最近は低農薬にする農家が増えたので、初夏から秋にかけて再び数多く

見られるようになったトンボ。敷地内のため池や近くの田んぼの水路な

どで繁殖しているのだろう。写真のシオカラトンボは、茶色っぽいのでメ

ス。オスは、くすんだ青色をしている。

クモの仲間も自然度を測るバロメーター。写真のナガコガネグモのよう

にとくに大型のクモは、環境のよし悪しによって数が変動する。彼らに、

そっぽを向かれない庭づくりを目指したいと思う。

右手前から：野菜は収穫ばかりでなく、花も楽しめる。なかでもオクラ

は上等で、薄いレースのような花びらが涼しげだ。

ヨウシュヤマゴボウは、鳥によって運ばれる植物のひとつ。鳥が糞をこぼ

した後から芽生え、夏には背丈を超えるほどに生長する。黒く熟した実

を狙う鳥たちのために、アトリエでは、場所を決めて大きくするようにし

ている。

夏に黄色くなる小さなエノキの実も、鳥たちは目ざとく発見する。木の

実が少ない季節の、貴重な食料だ。その種もまた、いろんなところに運

ばれる。
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■ Features

九州を巡る旅
雄大な自然に彩られた九州。

そこでは美しい陶磁器を生み出す文化や、その土地ならではの美味と出会うことができます。

九州の魅力を余すところなくお伝えしましょう。

丹波笹山　秋のごちそうレシピ
日本の秋の味覚、松茸や栗、黒豆。

最高級品がとれる丹波笹山の里山で、美味しいレシピを教わりました。

日本の若手建築家
いま注目したいのは、30代を中心とした日本の若手建築家たち。

彼らの創造は建築というジャンルを超えて、さまざまな感性を刺激します。

建築界の若いエネルギーに迫ります。

東京から見る富士山
東京のこんなところから富士の絶景が望めるなんて！

あまり知られていない東京の ”富士山ベストビューポイント”をご紹介します。

＊特集は変更になる可能性があります
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