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記憶と記録
Memories------
携帯電話の新しい機種がでると携帯を変える。
電話番号もメールも全て同じ。
全てのメモリーはそのまま。
人間が代々生き続けるのはDNAの運搬役としての肉体が滅びても、種としての人類を継続させるため。
携帯が変わっても、その人の個人情報はそのまま記録され伝達される。
携帯がDNAのように個人の記録と情報を伝達する。
脳の中に記憶されたことがその人の経験、ほかは全て忘却の彼方へ。
記憶と忘却

Records------
土地の所有権は登記上の記録。
永遠に所有できるものなどどこにもない。
モノも土地も全て所有権の記録と記憶。
残されている確かなことは生きて経験したという事実。
音楽も演奏も写真も言葉も全て記録され保存されている。
それらを超えて人々の経験が存在する。
現代の文明は此のことを忘れている。
ただ一つ僕らに解るのは、確かに創造した行為とデザインがありアートがあるということ。
そしてそのまわりの人生が真実であったこと。
確かに存在したということ。

Tokyo Design Flow は僕らの今の東京の記憶と記録。

現在世界では、世界不況、地球温暖化、人口爆発、食料危機などが起き、
それに伴い経済の潮目も変わったといわれています。これらは産業革命以降、
経済を拡大し消費することが発展の原動力とされるなか、エネルギーを無限に使ってきたことの帰結です。
消費エネルギーを抑え、文化のエネルギーと創造の力で世界を変え、人々の生活を考える、
本当の人類の英知が必要な時期が来たといえます。
TOKYO DESIGN FLOWはこのような問題意識のもと、
都市の状況や人々のライフスタイルそのものをデザインの対象としてとらえ、
それらの全てのデザインを覆う傘となり、大きな流れを創り出すことを目指します。
TOKYO DESIGN FLOWは一つの事象を表すものではありません。
東京を中心にデザインを取り巻く状況を、マンスリーイベント「LAST THURSDAY」、
ウェブサイト、紙媒体などを通し情報を発信していきます。

MAT.

やっぱり続けちゃいましたー。いやいや、このコーナーやめようかなっ
てほのめかしたら、意外と続けてほしいっていう声があってさぁ。おれは
前回でおしまいなつもりだったんだけど、みんなが言うんじゃしょうがな
いよね。まぁ、それにやっぱり「継続は力なり」って言うしね。やり続け
て記録を伸ばし続けていこうなんて思ってるわけですよ。もちろんみんな
の記憶にもばっちり残っていっちゃうっていうね。記憶と記録に残る漢・
MAT.みたいな。そうそう、それはさておき今夜、僕と記憶に残る一夜
過ごしちゃう！？ えっ？ Farmer's Marketの田中君のほうがいいって？ 
……オレだって野菜と果物好きだもん。。。
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Memory & Record

記憶と記録
Memory & Record
ヒトは記憶する。日々様々なことを。そのうちのいくつかを忘れるが、
忘れていたことをふとした瞬間に思い出すこともある。
時には事実とは違ったことを記憶していることもある。記憶は曖昧だ。
けれど、記憶があるからこそ、未来を創っていくことができる。
ヒトは記録する。日々様々なことを。忘れないように、もしくはいつでも記憶を
鮮明にできるように。そして記録は何かで一番になることでもある。
価値基準、判断基準を持ち、記録を塗り替えようと挑戦する。挑戦の証でもある。
記録があるから、未来に残していくことができる。

様々な歴史事実としての「記録」と、そこに隠されたストーリーとしての「記憶」。
録音された音楽は音の「記録」だけれども、そこには人それぞれが想起する「記憶」がある。
土地の所有は所有権の記録の歴史。
モノの所有ということも誰が買って、所有して、どう使ったかの記録と記憶。
記憶は脳に記し、記録は様々なメディアに残す。
記憶はシナプスが切れると薄れていくが、記録によってよみがえる。
記録がなくならない限り。街は記録と記憶の蓄積。
構成する全て、そこにいる人にも記憶と記録があり、相互に関連もしている。
連綿と続く記憶と記録の道程に立っていること、それを認識するだけで街の景色も変わってくるはず。

「記憶」と「記録」。掘り下げてみよう。

海馬

大脳皮質

<側頭葉内側部＞

長期記憶

認識

知覚

短期記憶

視
覚
野

前
頭
野

外部刺激

海馬 ※1
記憶を作り出す際に重要な働きをする部位。 視覚、聴覚など五感を通して入ってくる様々
な情報はこの海馬を通って、再び脳内で記憶を蓄積しておく側頭葉に戻っていく。 この際、
入ってきた情報が必要かどうかの判断をし、必要なものはより記憶に定着しやすいように情
報を増幅して送り出す。 この繰り返しで記憶が定着する。

短期記憶 ※2　
数十秒と短期間しか記憶されていない記憶のことで、その容量は数字７つ程度しかないと言
われている。 短期記憶の概念をさらに拡大したものにワーキングメモリがあり、課題を遂行す
るために処理機能の役割を補充したものである。 保持機能にのみ注目されていた短期記憶
に対して、文の理解や推論など、より高次の認知機能と関連する保持の場となる。

長期記憶 ※３
反復学習によって定着していき長期間記憶される記憶のことで、さらに長期記憶は、「顕在
記憶」と「潜在記憶」という区分があるとされる。 「宣言的記憶」とは、すぐに思い出せて書い
たり話したりできる記憶のことをいい、「非宣言的記憶」とは、自転車の乗り方や走り方といっ
た、普段いちいち思い出さないくとも、何気なくしている、自然に身についている記憶。

外部情報（この場合は視覚情報）を知覚
↓

視覚野で“見る”を認識。
↓

前頭野で短期間の保持、
記憶として使用できるようになる。

↓
海馬※（側頭葉内側部）で

短期記憶※2が長期記憶※3に変換
↓

大脳皮質にて長期記憶として保存
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　窓から外を見渡してみる。そこに、誰
のものでもないものを見付けだすことは
難しい。あるとすれば、空気や太陽の
光くらいだろうか。フランスの哲学者ル
ソーは、『人類不平等起源論』の中で、

「土地の私有が富の不平等な分配に
つながり、そのことが格差や戦争など数
多くの社会問題を産み出したこと」を指
摘している。マルクスの共産主義の原
点は、ルソーにあると指摘する見方もあ
る。このように、偉大な先人たちが、土
地の所有に対して批判的であったにもか
かわらず、現代は所有することに満ちて
いる。共産主義者や平等論者からすれ
ば、現代は忌 し々い時代かもしれない
が、所有が広く認められてきた現実を否
定してみたところで何も始まらない。
　定住型の農耕を営む人々にとっては、
土地は唯一無二の生産手段だ。その
ような状況で、土地の所有が認められ
ていなければどうなるか。頑張って耕し
た土地が荒らされても文句が言えない。
手塩にかけて育てた作物が自分のもの

として認められない。そうなってしまって
は、土地を耕したり、灌漑施設を整備し
たり、収穫を増やすための努力や工夫
を誰もしなくなってしまうだろう。ここに、
生産手段である土地が、所有の対象に
なった背景を見ることができる。土地の
所有を認め、収穫物を所有者のものと
することで、人々が収穫を増やすための
労働に勤しむようになり、その結果、社
会全体として農業生産が増大する。社
会が発展することで、社会を構成する
個人も恩恵を受けられるようになり、ます
ます労働に励む。個人による所有と社
会の発展が車の両輪のようになっている
ことが分かる。
　社会の状況が変われば、所有の対象
も変わる。遊牧民が暮らすモンゴルの大
平原では、土地を所有するという概念が
ない。悠久の大地を移動しながら暮らす
彼らにとって、生きていくために欠かすこ
とのできない生産手段は、土地ではなく
家畜であるからだ。彼らにとって重要な
所有物は、土地ではなく家畜ということに

なる。また、狩猟採集社会においても土
地を所有するという意識はなく、あるの
は捕獲物に対する所有の意識だけだ。
生産活動に必要なもの、あるいは生産
活動の結果に対して、所有するという意
識が芽生えていった、というわけだ。
　知的所有権の成り立ちも同じ流れで
理解することができる。著作物や発明
は、労力や発想力を注ぎこんでこそ、産
み出すことが可能になる。それを産み出
した人の経済的利益を保護して著作活
動や発明へのインセンティブを確保する
ことで、社会全体の発展を目指すのが
知的所有権の考えだ。近年、その知的
所有権の分野で、新しい動きが起きて
いる。クリエイティブ・コモンズ（Creative 
Commons、以下CC）の登場だ。従来
の著作権は、著作者の権利を保護す
ることに重点を置くあまり、著作物を二
次利用することに大きな制限を設けてき

た。過去の著作物を改良したり、それを
もとに新しいものを作ったりするにあたっ
て、その制限が足枷となり、社会全体と
して見ればマイナスに作用しているので
はないかという指摘がある。著作権に対
するこのような反省を受けて、著作者の
権利は尊重しつつも、より自由に、柔軟
に、二次利用を可能にすることを認める
のがCCの特徴だ。そうすることで、あ
る著作物が、別の人の手によって改良・
発展することもあるだろうし、ある著作物
を使って、全く新しい著作物を産み出す
ようなことも今よりずっとやりやすくなるだろ
う。また、先行者が独占していた権利を
後発組にも開放するという流れでCCを
捉えることも可能だ。そう考えると、CC
は、権利の平等性という観点から、著
作権（広い意味での所有権）を再構成す
る試みと見ることもできる。
　こうした所有権を捉え直す考え方を土
地に適用するとどうなるか。例えば、耕
作放棄地。土地を活用していないのに
所有が認められるというのは、所有者
に対する保護が厚すぎるのではないか。
社会全体の利益を考えれば、所有者の
権利を制限してでも、使われていない土
地を積極的に再分配するのは意義のあ
ることのように思う。また、一人の人間
が所有できる土地の広さに一定の制限
を設けるのはどうだろうか。ロシアの文

豪トルストイは、『人にはどれほどの土地
がいるか』という作品の中で、生きている
間にどれだけ広い土地を所有しようとも、
人間が死ぬときに必要な土地は、自身の
体の大きさでしかないことを示している。
ルソーやマルクス、トルストイの理想を実
現するとまでは言わないまでも、過度の
格差は社会不安を引き起こしかねない。
権利の平等性に焦点を当てて、ある程
度の制限はあってもいいのではないかと
考えている。

脳と記憶

「ゲノム」という
遺伝の記録

Memory & Record

　記憶とはニューロン（神経細胞）の結合
パターンとして脳に蓄えられる情報であ
る。人間の脳には約1000億個のニュー
ロンがあり、その一つひとつがシナプスと
呼ばれる結合部分を通じて、他のニュー
ロンと結ばれている。目や耳などの感覚
器官から脳に伝わる刺激は、まず側頭
葉内側部（脳の中心部分）にある海馬と
呼ばれる部分に入り、記憶（短期記憶）
が生成され、さらに脳の表面にある大脳
新皮質に記憶（長期記憶）される。脳の
仕組みは研究者により解明が進んでいる
が、その研究には何らかの理由で脳に
障害を負った患者を対象にすることで新
たに発見される事実もある。
 アメリカに住む85歳のある男性。彼は60
歳の時に、脳に侵入したウイルスによって
海馬が死滅し記憶障害を負った。知覚し
た短期記憶を長期記憶に転換できないの
だ。数分前の事も思い出すことができな
いので、自分が記憶障害であることも記
憶できない。記憶を失えば時間の観念も
無くなる。彼に年齢を聴いても、実際より
も25歳若い、「 60歳」と答えてしまう。そ
して永遠に“この瞬間”だけを生きている。
　このような患者を研究する事によって、
長期記憶はさらに二つの種類、「宣言的
記憶」と「非宣言的記憶」があることが分
かっている。宣言的記憶とは意識的に思
い出せる記憶。非宣言的記憶は習慣や
技能の習得など、反復作業によって“身
体で覚える”記憶。このような記憶は海馬
を経由せずに記憶される。海馬を失った

　無から有は生まれない。もちろん人間
もそうだ。一人の人間にはもれなく父と母
という存在がいて、父と母にも父と母が
いる。つまり祖父と祖母。祖父と祖母に
も……と、その関係性は続く。そういっ
た祖先から遺伝子を脈 と々受け継いで今
の自分がいる。
　人間の遺伝情報を担う染色体には、

患者でも、同じ作業や運動を繰り返すこ
とによって長期記憶を持つことができる。
この患者は毎日散歩に出かけるのだが、
出先で毎日顔を合わす人が誰なのかを覚
えることはできないが、散歩のコースを忘
れることはない。
　「記憶できない」という記憶障害とは真
反対の脳障害を負っている患者もいる。
41歳になるその女性は、11歳からいま
まで、ほぼ毎日の出来事を詳細に記憶し
ている。過去の日付を聞くと、その日に起
こった出来事を自分の意志とは無関係に
克明に思い出す。その症状は「過剰記
憶症候群」と呼ばれ、映画『レインマン』
のダスティン・ホフマンが演じた実在の患
者など、現代でも数人確認されている。
人間離れした記憶力を持つが、必ずしも
よいことばかりだけではない。人生がよ
い思い出だけで満たされることはないよう
に、失敗した過去や嫌な記憶を忘れるこ

22種類の常染色体と、XとYと呼ばれる
性染色体がある。男性は常染色体を2セッ
ト、そして性染色体XとYを1本ずつ、
女性は常染色体を2セットとXを2本持っ
ている。いずれも合計は23対、46本に
なる。私たちは父親と母親から23本ず
つ染色体を受け継いで生まれている。そ
して、それぞれの染色体には二重らせ
ん形のDNA（デオキシリボ核酸）が一本
ずつ含まれている。「ヒトゲノム」は、その
23本のDNAに含まれる遺伝子情報全
体のことだ。その情報はヒトをヒトたらしめ
る設計図のようなもので、自分が自分で
あることの証明とも言うことができる。各
人が持つゲノムと環境という要因が重なっ
て、個性が生まれるのだ。体型、体質、
病気のかかりやすさなどもそう。
　2003年、その遺伝子情報全て、つまり、
それぞれの遺伝子の働きが解読された、
という。なんとなくすごそうな気がするが、

とができない彼女の心は、永遠に休まる
ことがない。
　忘却と記憶。このどちらが行き過ぎても
楽ではなさそうだ。私たちの脳はうまくで
きている。

何がすごいのかはわからない。それぞれ
の遺伝子がどういった働きを持っているの
かということは、誌面の都合上割愛する
が、解明されたことによって、医学分野
では、遺伝子治療の発達や、個々人の
体質に合わせた医療の確立、遺伝子情
報をもとに最も効果的な薬を開発するな
ど、これまで治療が困難だった病気に対
する治療法の発見や効果的な薬の開発
の可能性が高まるという期待を持つこと
ができる。
　そして、ゲノムはヒトだけではなく、す
べての生物に存在する、イヌにはイヌゲノ
ム、イネ（稲）にはイネゲノム。遺伝子組
み換え食品は既に賛否ありながらも流通
している。一時話題になったクローン羊の

“ドリー”も羊のゲノム解明の結果である。
ヒトのクローンも可能なことなのだ。
　ヒトゲノムが解明されたことでのメリット
はたくさんある。しかし、自分という人間
が父親のゲノムを受け継いだ精子と、母
親のゲノムを譲り受けた卵子が出会った
ことによる、新しい組み合わせのゲノムを
持った子どもであり、世代から世代へとゲ
ノムは伝わっていくということがよりはっきり
と証明され、自分は様々な歴史を生きて
きた祖先と繋がる道の上にいること、自分
もその道をつないでいくこと、そういった
ことを強く認識できることもヒトゲノム解明
によってもたらされる、大切なことなので
はないだろうか。自分も受け継がれてき
た遺伝子の“記録”なのである。

所有するということ
text: 萱原正嗣（カヤハラマサツグ）

Masatsugu Kayahara
もの書きの傍ら企画・編集にも携わる。昭和51年生ま
れ。京都大学法学部卒。IT企業に就職するも8年
で脱サラ。現在は環境、農業、仕事(働き方)につい
て筆を執る日々 を過ごす。
http://kayamasa.blog59.fc2.com/
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Memory & Record

　イギリスには 1戸建住居は非常に少なく、
2戸建て、3戸建て、さらには“長屋”建て
住宅が多い。どこの街にも間口、奥行き、
形状などが同じような造りの家が建ち並ん
でいて、これはイギリス全土共通のようだ。
イギリスの住宅は古いものでも立派な現役
であり、築後100年、200年はざら、むしろ
築後 100 年以内の住宅の占める割合が
非常に少ないのではないかとすら感じる。
　イギリスの一般的住居のつくりとしては、
2階建てで、1階がリビング・食堂・台所、
2階に寝室・浴室があり、建物敷地面積
は広くはない。そしてこの“長屋”でも建
物敷地と同等以上の面積の裏庭がある
のが一般的なイギリスの住宅である。庭
は塀で目隠しされていて、そのなかでガー
デニングをしたり、椅子やテーブルを並べ
たり、子供のための遊具があったりと各々
に楽しんでいる。
　そして、イギリスの住居には表札がなく、
あるのは住居番号だけ。誰が住んでいる
のか分からない。日本では “○○さんの
家”と、住んでいる人が第一義となる。西
洋全般のことかもしれないが、イギリスで
は建物が第一義で、住んでいる人がたま
たま○○さんであって一過性のものと考え
られているように思える。これは住宅の素
材はもちろん、地震が少ないなど様々な
理由があげられるが、建物をむやみに取
り壊すこともなく、街並みと一緒に住宅が
歴史的に保存されているのであろう。国
土交通省が建築白書のなかで試算したと
ころ、イギリスの住宅の平均寿命が 75年

であるのに対し、なんと日本の住宅の寿
命は 25年でしかないそうだ。イギリスには
古き良きものへのノスタルジアが国民共通
の意識・認識であると思える。
　日本の住宅は住む人が変わると、住む
家も変わる。ひとつひとつ自分好みの間取
りにし、自分たちのライフスタイル、家族
形態に合わせて家を建てる。そして時期
が来たら、その家は取り壊されただの土
地に戻ってしまう。その瞬間に、その家
は思い出となる。一方イギリスは、すでに
ある家に生活を合わせることのほうが断
然多い。だから同じ家のなかで、誰かの
記憶と共に暮らし、新しい住人はその家
の思い出の延長となっていくのだ。それに
家具、家電、ベッド、テレビ、食器、絵
画、時計、タオルだって置いていく人もい
る。どんな生活をしていたかすぐにわかる。
まったく知らない人間と、“記憶”と“思い出”
をひとつの“家”を通して共有する。とても
プライベートな場所である住宅にもかかわ
らず、様々な人の生活が１つの同じ空間
に刻まれていくのである。家を中心として、
人だけが入れ替わる。そんな記憶と思い
出の繰り返し。

東京古今東西、街の浮き沈みマップ
東京の西側と東側、それぞれ7つのエリアの浮き沈みを調査。
○の大きさは話題のボリュームを表す。各年代で人々の関心を集めた街が一目で分かる。

東京、街の記憶

text: 清田直博（Media Surf Communications inc.）

雑誌記事から探る「ナウいエリア」の変遷

銀座と浅草がダントツ。銀座はモボ（モダ
ンボーイ）モガ（モダンガール）、銀ブラ（銀
座でブラジルコーヒーを飲む、という意味
らしい）。浅草は劇場の街。50年代に最
盛期を迎え、30軒以上の劇場があった。
新宿、渋谷は赤線と青線。

原宿に「竹の子族」が出現し、「ホコ天」
で踊りまくり、竹下通りも発展。日本初の

“クラブ”「ピテカントロプス・エレクトス」に
は、90年代に裏原カルチャーを創るメン
バーが集まる。「浅草サンバカーニバル」
で浅草が盛り返す。

浅草が沈む。西の横綱、新宿がアングラ
文化を背景に台頭。「状況劇場」、「天
井桟敷」といったアングラ芝居の拠点に。
名曲喫茶「風月堂」には左翼学生やヒッ
ピーが集まる。1968年には「新宿騒乱」
が勃発、新宿駅が火を吹いた。

原宿と渋谷が浮上。『an・an』と『non-no』
が創刊され「アンノン族」と呼ばれる若者
が出現。1973年には「渋谷パルコ」が、
1979年には「109」も進出。原宿では1978
年には教会を取り壊し「ラフォーレ原宿」
がオープン。

渋谷で「コギャル」が出現し社会現象に。
センター街ではチーマーがエアマックス狩
り。タワレコとHMVも進出、「渋谷系」アー
ティストがヒット。この頃から、若者集団
のカテゴリーを指す名称が「族」から「系」
へと変わる。

丸の内では「丸ビル」、「新丸ビル」が竣工、
海外一流ホテルも日本橋や有楽町に進
出。銀座や表参道には海外ブランドがな
だれ込む。女性誌を中心に「セレブ」とい
う言葉が発生。金融危機後、物欲金欲
に変わる新たな価値基準が求められる。

（＊大宅壮一文庫雑誌記事索引検索より）

GO WEST〜！東京人も東から
雑誌記事に登場する街の名前とその回数を1900年代から調査
し、人と話題の流れを追った。山手線沿線、その周辺 14エリ
アをピックアップして東西に分けてみると、1970年代に西と東の
割合が逆転し、東から西へ人が移動していることが分かる。

日英住宅比較

text: 大澤萌子（TOKYO DESIGN FLOW）

家を中心として、人だけが入れ替わる。
そんな記憶の繰り返し。

　困ったときのメリケン粉商売！というの
はたしか関西圏の格言ではないかと思
う。小麦粉を使った商売は元手が少なく
てもはじめやすいという意味だ。たしか
に、お好み焼きなら分厚い鉄板があれ
ばだいたいおいしくできるし、小麦粉は
安い。私が関西で大学１年生をやって
いたころ、量が多くて学生に人気だった
小さなお好み焼き屋も大学４年生になる
ころには、大きな二階建てのお店になっ
ていた。そう、小麦粉商売は手堅いの
である。
　小麦粉食べ物といえばお好み焼きと
双璧をなすのは、やはりうどんであろう。
かくいう私の地元は香川県である。家
庭科の授業でもうどん打ちを習う。お昼

ごはんといえばうどんであり、学校の部
活帰りに立ち寄るのもマクドナルドではな
くうどん屋である。同級生には少なくとも
２人は親がうどん屋をやっていた。かよ
うに香川県ではうどん屋が隆盛を極め
ているお陰か、グローバルファーストフー

ドチェーンの進出は比較的抑えられてい
る。だが、「うどん屋しかない田舎だ」と
嘆いて県外に出たがる人も多い。出て
みて多くの人が気づくのである、地元の
うどんと外のうどんは別の食べ物である
ということに。チルチルとミチルの青い鳥
だ。かくいう私もその一人である。県外
にいてもどうしてもつるつるでコシのある
うどんが食べたくなる。だが、ふつうに
うどん屋に行っても落胆するのは明らか
だ、求めているものが違う。思い悩んだ
末に出した答えが、「自分で打つしかな
い」。そう、うどんを打つのは誰でもでき
る。必要なものは、うどん粉（中力粉）、
水、塩の３つ。こまかい分量は気にせ
ずつくってほしいが、最終的に生地が耳
たぶぐらいの弾力になればよい。私がい
つも利用しているのはさぬきうどん専用
粉を扱っている木下製粉というところであ
るが、専用でなくても中力粉ならできる。
どうしてもなければ薄力粉と強力粉をま
ぜても可。作る手順は、粉の袋に書い
てあるし簡単なので省略するが、一番

愉しいのはこねるところである。こねると
いう行為は、人間の原初の記憶がよみ
がえるのだろうか。無心になれる。無
心になったあとで、食べるのでさらにう
どんはうまい。そして、打ちたてゆでた
てを食べられるので、うまい。自分で作
るほうがお店よりもうまい。原初の記憶
を、（私の場合は故郷の記憶も）よみが
えらせるうどん、１キロ約４００円の粉から
１２人前つくることができる。大げさだが、
自分の力でお店よりもおいしい料理をつ
くった記憶は、生きる自信になる。それ

にうどんは最適な料理だと思う。うどん
を伝来した、弘法大師、空海に感謝し
たい。

うどんは自分で打てる。
text： 伊藤洋志（ナリワイ）

Hiroshi Ito
香川県出身の物書き起業家。ナリワイ代表。
自ら主催するモンゴル武者修行ツアーが今年は７月に
開催するが、今現在の参加予定者は、絵描き、長
唄マスターなどなぜか一芸持った人が多い。連れて
行けるのは１５人までで来年は休む可能性もだいぶあ
るので、遊牧民に見習いしたい人は一緒に参りましょ
う。さらに今年は運良く新月近くの日程なので笑えるほ
どの流れ星と星空に期待。モンゴル武者修行ツアー
http://www.furowork.net/mongolia/この団子がうどんに化ける

うどんは茹でたて数分以内に食べるのが勝負自分でつくれば太さも好みに合わせてできる
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Memory & Record

安岡洋一 interview

interview & text: 堀江大祐（Media Surf Communications inc.）

デザインされたものは身の回りにたくさんある。けれど、「美しい」と思えるものは少ない。「美しいものは、
いつまでも美しい」。だから時代に関わらず愛される、そして記憶に刻まれる。それでは「記憶に残るデザイ
ン」とは何か？ ハックネットディレクター安岡洋一氏に聞いてみた。

Yoichi Yasuoka
株式会社メメックス代表／ハック
ネット・ディレクター。ニュ－ヨ－ク
州立大学卒業後、1992年まで
現地広告代理店に勤務。帰国
後、1996年、株式会社メメック

スを設立。同時に、洋書を媒介として多くの才能ある
人々が出会う「洋書ハックネット」をオ－プン。年の1/3
を海外で過ごし、商業施設のプランニングのほか、企
業プロモーションや商品企画のデザイン発想支援も行
う。現在、スクーリング・パッドにおいて本の未来を考
え、時代に必要な本物の知性を身につけていくブック
コンシェルジュコースでメイン講師を務めている。

まずは道具学会について教えていただけ
ますか？
　道具学会では、「人間がつくり出した
道具のありようをつぶさに見すえることで、
これからの人間－生活－道具のあり方を
考えていくこと」を「道具」と「人間」のかか
わりの学、略して「道具学」と名付けて、
研究を行っています。
　土器に炊飯器、履き物に自動車、ソロ
バンやコンピューターまで、人間は生活
の上に様々な人工物（道具）をつくってき
ました。今となっては、世の中は道具に
よって成り立っていると言っても過言では
ないくらい、人と道具は密接な関係にあ
ります。今回のインタビューも、E-MAIL
や電話といった道具がなければ実現しな

かったわけですし。
　しかし一方で、技術／経済優先の商
品開発が我々の文化を破壊し、地球環
境を悪化させ、限界を見せつつあるのも
また事実です。
具体的にはどのような活動をされている
のですか？
　いま現在は、会誌の発行、本の企画
／編集、サロンの3つが主です。サロン
は、会員たちが集ってみると、興味はバ
ラバラ。でも、興味関心が強ければ、違
う分野の人との出会いがショートして火花
が散る。そこが面白い、クリエイティブだ
と、始めたんです。
　先日、釣り具のデザインをされているとい
う方が参加されたときのことです。聞くと、

ひとつ何十万円もするようなリールをつくっ
ているという。私も釣り好きですが、1000
円のリールを使っていて何の不都合もあり
ません。なぜそんなに高いのか、聞いて
みました。すると、リールひとつのなかに、
これまで歴史の中で積み上げられて来た
金属工芸の最先端の技術が組み込まれ
ていることがわかったんです。材料、加工
法、すべてに釣りへの愛情を超えて金属
愛があるという・・・（笑）
リールひとつの裏にも、そんなストーリー
が隠れているんですね。
　そうそう、最高級のリールにはプラスチッ
クを一切使わないそうです。実はプラス
チックからは、金属よりも高性能で加工性
の高い材がつくれます。でも、高級リール
にちょっとでもプラスチックを使うと価値が
ガタ落ちするので使えない。プラスチック
が出始めの1950年代の日本では、透明
で柔軟で、しかもカラフルなプラスチックは
夢の材料でした。ところが、材料としての
優秀さが仇になります。何でも安く、早く、
上手につくれてしまうから、余計なものまで
プラスチックでつくられるようになってしまっ
た。造花や竹籠、化粧合板まで、ありと
あらゆる“ニセモノ”づくりにプラスチックが
使われ、一気にイメージダウン。プラスチッ

クが使われていると、どんなものでもニセ
モノに感じるようになってしまったんです。
プラスチック愛は冷めてしまった（笑）
道具について話出したら止まりませんね。
　道具は奥が深いですよ。「道を具（そな）
える」と書いて道具ですから、道具の裏に
は必ず人の生活や住まい方、暮らし方な
どの物語があります。一つひとつの道具
に、それぞれの物語がある。愛があれば、
欲も隠れている。研究していて全く飽きま
せん。ただ、これだけ豊富にモノがありな
がら、道具がいかにあるべきか、人と道
具の関係はいかにあるべきか、ということ
は意外と考えられていません。道具学会
では、温故知新、一つひとつの道具にあ
るストーリーを紐解いて、これからのデザイ
ンを考えていきたいと思っています。

Masatomo Yamaguchi
1973年大阪生まれ。道具学会・会長。住居学、生
活学が専門で著書に『ちょっと昔の道具から見なおす
住まい方』『首から上の道具学』など。

道具学会
人間のつくり出した道具のありようをつぶさに見すえる
ことによって、これからの人間－生活－道具のあり方を
考えていく「道具学」の研究組織。毎週金曜・土曜に
高田馬場で道具学サロンを開催中。詳細HPよりお問
い合わせください。
www.dougu-tools.com
www.douguology.exblog.jp

道をたずねて〜ものづくりを考える、「道具学」入門〜

interview & text : 田中佑資（TOKYO DESIGN FLOW）

「道を具（そな）える」と書いて道具。「道具」の裏にあるストーリーを研究して、これからのものづくりに活か
そうとしている研究組織がある。それが道具学会。会長の山口昌伴さんに、これまでのものづくりとこれか
らのものづくりについて、インタビューしてきた。

interview & text : 堀江大祐（Media Surf Communications inc.）

Wikipedia
前々から不思議だった。ウィキペディアが。自主的な行動で百科事典
が、それも相当な規模で、各言語で成立している。人間の知の歴史
が集積し、日々更新されている。その裏側が知りたくて、ウィキペディ
ア日本語版の窓口にコンタクト、そしてKs aka 98さんという管理者
の一人を紹介してもらいインタビューを敢行。

Ks aka 98さんがウィキペディアに関わる
ようになったキッカケは？
　2005年の末だったと思うのですが、ネット
上の百科事典にはこう書いてある、と言わ
れたことがあって。その事柄については、一
般的にはそう言われていて、広まっている内
容が書いてあったんだけど、ちょうどその件
について、あれこれ調べていたんです。あま
りちゃんとした研究がなくてはっきりしたこと

記憶に残るデザインとはどのようなものだ
と思いますか。
　それは、これからも残っていくデザイン
と言い換えることができると思うんですが、
残っていくものは昔も今も奇を衒ったもので
はなく、シンプルなもの、且つユニバーサ
ルなものだと思います。それは、本質的な
ことを反故にせず、大切に提唱しながら、
新しいモダニズムをデザインに入れていく、
もしくは過去を検証しながら、今の時代に
合ったものを出していくことです。過去の
デザインでも、いつも新鮮さを感じることが
できるものがあるのは、そういった点で優
れているからなのではないでしょうか。
　デザインする、ということは題材や与え
られた案件を一度多面的に分解しつつ、
複雑化したものを再度シンプルにしていくこ

はわからないけど、分野が異なると違う用法
もあるのは確か、というもの。それから、すこ
しずつ自分が多少詳しい分野の議論に参
加するようになりました。それからまた興味
が広がって、いろいろな事情で執筆はほと
んどしていないんですが、自分が知っている
ことで役に立ちそうなこと、立ててもらえそう
なことは、多少貢献になるだろう、と。というの
も、出版社から出るような百科事典には編

となので、いかに削ぎ落としていくかという
ことだと思っています。一時的に足し算に
なるけれど、その後に引き算をして、引き
算のほうが圧倒的に多くなっていく、その
時の引く“潔さ”っていうのがすごく必要で、
本質に近づいていくため、ユニバーサル
なデザインをしていくために重要なことだと
思います。
安岡さんの記憶に残っているデザインは
何ですか。
　僕の場合はグラフィックデザイン出身な
ので、残るデザインというところでいくと、
1950年代にスイスで発達したモダンタイ
ポグラフィ。デザインのあり方のシステムで
いってもグリッドシステムとか、エミール・ルー
ダーが提唱したタイポグラフィの概念とか、
そういったものが自分のベースにあるので、

纂委員会みたいなものがあって、そこで方
向性やいろんなことが決められますよね。そ
ういったものに相当する方針というのがウィ
キペディアにもあって、かなり確立されてい
た。これにみんなが則って百科事典を作っ
ていくとしたら、ちゃんとしたものになるだろう
という可能性を感じたんです。じゃあ、自分
にできる範囲で何かしたいと思ったんです。
具体的にはどのようなものでしょう？
　検証可能性という方針があって、その
記述の内容が読者に検証可能なように
求めるもの。情報源がわかれば、そこにた
どり着くのが容易になる。媒体から信頼性
も判断できるし、情報源にあたって確認し
たり、より詳しいことを知ることができます。
信頼できないものは除去して質を担保す
る。検証可能性は、ウィキペディアの記事
における三つの方針のうちの一つで、あと
の二つは、「Wikipedia:中立的な観点」と、

「Wikipedia:独自研究は載せない」です。
ウィキペディアの認知度は、かなり高くなっ
ていますよね。
　社会的な認知度は間違いなく高まって
いると思います。そこに発生する責任が重

どうしても美しいな、記憶に残るなって思う
ものは、そこにあったりするんです。
　グラフィック以外のところでいくと、ヘル
ツォーク&ド・ムーロンが発電所をリノベー
ションしたロンドンのテート・モダンは、新し
いミュージアムのあり方を示した、という点

くなっているということを執筆する編集者に
は思ってほしいですね。書く側は、基本的な
書き方のガイドはあるのでそれをベースに
しつつ、できる限り精度が高いものを執筆
するべき。書き手のクオリティは上がっている
し、ひとつクオリティの高いものが書かれると
その周辺のクオリティは底上げされますね。
でも読む側にも、情報の固まりとしてはとて
も便利だという一方で、専門的な人が書い
たわけではなく、ほとんどが素人が調べて
書いたものだということを認識して、完全に
信用はできないけれど、と捉えておいてほし
い。
これからウィキペディアはどのように進化し
ていくのでしょう。
　百科事典はなんでも載せるものではなく

「要約」であるはずです。百科事典だから
書かなくていいことがある、なんでもかんで
も際限なくっていうのは、どっかで歯止めが
かかると思います。安定成長期に入るとい
うか、そのためには参加者が専門家じゃな
くても、ある程度専門的な水準で書けるス
キルも持ってほしいですね。生涯学習的に
リテラシーを高めていくことが重要だと思い

で衝撃的でした。クラシックなものだとフィ
レンツェにあるドゥオモは建築というものの
継承のあり方をすごくシンプルに見せてい
る。歴史の継承という面で、ミラノよりも観
光地化しすぎてなくて、風化されていない
感じがして好きですね。
経済不況と言われる今、デザインに求め
られることは。
　今は不況であるが故に消費者の目が非
常に厳しくなっていて、精査されているな
かで、生き残っていくデザインっていうのは
何なのか、再考されている時期ではない
でしょうか。僕が扱っているビジュアル洋
書においてもここ何年か良書と呼ばれる
ものが少なくなってきている。一時的に奇
を衒っているものなどはあるのですが、王
道としての本質を突いた、明快でメッセー

ジ性の強いものが、なかなか出てこない。
これも時代に合ったものが、まさに模索さ
れているということのように思えます。
　大量生産、大量消費というものが今
後はないって考えた時に、これまで行な
われていた方向性を転換していき、既存
のパイを取り合うという考え方ではなくて、
新しくマーケットを切り拓いて、そこに落と
していくということが重要だと思うんです。
新たにマーケットを作るという考え方はデ
ザインの部分でも共通しています。その
ために単に奇を衒うのではなく、過去を
検証し、その道程のなかで今何が求めら
れているか、削ぎ落として考えていくこと
が、結果的に記憶に残るデザインになる
と思います。

ます。専門家との交流や執筆者を増やして
いくことも必要ですね。それと英語版をコア
にして、ある程度活発に活動している言語
版の情報がこれから行き来することで、先
進国以外の情報が少なくとも英語で読め
るようになり、それらが日本語になれば、ぼく
らが得られる情報は単なる事実だけでは
なく、視点の違いや、背景となる知識の違い
といったものも含めて、飛躍的に増えます。
あるドイツのお城の記事を、ドイツ語ができる
編集者がドイツ語版から翻訳する。そこに
書いてある情報は日本語では得ることが難
しい貴重な情報です。そういったことがもっ
と活発に起こってくると思いますし、そうなる
ことを願っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/
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Memory & Record

　僕は今年33歳なのだが、なんとなく8
つ下から世代が違うような気がしてならな
い。明確にいまの25歳下から切るわけ
ではないが、根本的な感覚が異なるよう
に感じてならないのである。
　一言でいえば、「濃く」ないように僕に
は感じられる。あっさりとしているというか、
深みがないというか、いまのものには総じ
て詳しいが、歴史や文学などの基本的
な知識が欠けているように思える。人柄
はすばらしい。社交的である。オシャレだ。
僕が親なら「断然自分の子にしたい！」とい
う優しい子が多い。そうした点も僕らの

世代とは若干異なっている。僕らはひねく
れて、生意気で、どちらかといえば引きこ
もりの走りのような世代であった。扱いに
くい世代から扱いやすい世代へと移行し
た。そうともいえる。でも、何かが決定的
にちがっている。
　例えば「草食男子」という言葉がもては
やされているが、それも世代間の分かり
やすい差異の一つだろう。男の子たちは
女の子に対してガツガツしていない。ど
ちらかというと女子と付き合うのに面倒臭
さを感じてしまうというほどの軟弱ぶりだ。
対する女子の方が「30代の人と付き合い

たい～」などと意欲的（テンション上がる！）。
男女間の意識の差は歴然だ。
　そんな25歳以下の年代（ 1984年以
降の世代なので、u-25と略す）と我々の
世代の隔たりについて僕は長年疑問に
思っていたのだが、ついに最近そのワケ
が分かった。その答えは「エロ本」にあっ
たのだ！
　u-25の多くは、1回もエロ本を読んだこ
とがない。21歳から25歳以下の学生た
ち数名と飲んでいたときに、彼らは「エロ
本を一度も見たことがない」「すでにDVD
とネットがあった」と教えてくれた。これには
同席していたカツマタ氏（仮名）も吠えた。

「中学生の時に『Don’t』『投稿写真』で
始まり、高校生から『Cream』『スコラ』に
レベルアップ。その後は『デラべっぴん』
のエロパラパラマンガに親しみ、『オレン
ジ通信』『アップル通信』で衝撃を受ける
のが流れなんだよ！」
　満面に笑みを浮かべて自信満々に話
すカツマタ氏の言葉に一同はシーンとして
いる…。水を打ったように。なんたること

だ、彼らはエロ本以後の世界から来た
住人たちだったのだ！

「どんなAVも動画検索で一発でしたか
ら。中学生から裏もよく見てましたね」
　サラリと知的に語る、一人の若者の言
葉に我々は衝撃を受けた。女性器（以
下「観音様」とする）を見るまでの僕らの
道は途方もなく険しかったからだ。エロ
漫画からエロゲー本、エロ本を通過し、
VHSのモザイク入りのビデオを借り、そし
てクラスNO.1の早熟児が兄から借りてき
た裏ビデオを全員が鑑賞、自分が漠然と
イメージし、期待していた観音様とかくま
で裏切られたあの敗北感を胸に、トボト
ボと夕焼け小道を歩いて帰っていく…。
　僕が感じてたu-25への違和感。そ
れはネット以前、ネット以後の裂け目でも
あった。
　帰り道、僕とカツマタ氏は「僕らの世代
のあのムダな時間は何だったんだ！？」と
各 自々問していた。だからこそ故に我々
の世代は肉食系なのだろうと。

「僕たちは無限の想像力を燃料に、チャ

レンジしていた最後の世代なんだろうな。
現実に対する畏怖、それが古めかしい
世界へと僕らを向かわせたし、社会に対
してコミュニケーション下手にさせていた
…。その不完全さをまた燃料にして、現
実と闘っていった…」

「ブサイクばかりがAVに出ていた僕らの
世代は大変だった。だがいまの子はメチャ
クチャ可愛い子が脱いでいるAVばかり
見ちゃうから、早 に々女に対して魅力も感
じなくなっちゃうし、飽きちゃうんだろうな…」
　そう、草食男子のカラクリとはまさにエ
ロ本以後の流れだからこそ存在している
のだ。とはいえ正直僕らはu-25の世代が
ちょっぴりうらやましい。うらやましくないわ
けが、ないじゃないか。

u-25
エロ本以後の住人
text: 草彅洋平（東京ピストル）

Yohei Kusanagi
「東京ピストル」代表。編集者。東京ピストルとして数多くのデ
ザイン製作にも従事している。鈴木宗男をDJ＆ラッパーとし
てクラブに招き、クラブをつぶした伝説的なクラブイベント「ム
ネオナイト」の主催者でもある。現在ビートニクと拮抗するニー
トニク運動を起こすべく、無職団体「NEETNIK」を構想中。

Naoko Noguchi
印刷専門のデザイン・制作事務所「印刷の余白Lab.」
代表。技術のある印刷所と協力し、イメージやコストに
合った素材・加工を提案する印刷コーディネート業の
傍ら、印刷実験としての作品制作、情報発信を行う。
http://yohaku.biz/

朽ちつつある紙に残された過去

text: 野口尚コ（印刷の余白Lab.）

大量生産し、大量に発信された情報も、紙の崩壊にはあらがうことができない。

発明された当初のフォノトグラフイラスト。 1900年代初頭の録音風景

Make some noise!
text: 大隅祐輔（TOKYO DESIGN FLOW）

レコードに刻まれるノイズは渡り歩いて生まれた記録である。

　時を遡ること1890年代、トーマス・エジ
ソン（Thomas Edison）とエミール・ベル
リナー（Emile Berliner）によって音を
記録する実験が行われた。この実験の
先駆となったのがエドワードレオン・スコット

（Edouard-Leon Scott）によって1875 年
に発明されたフォノトグラフだが、エジソン
の功績はフォノトグラフがただの記録ツー
ルであったのに対し、記録した音声を即座
に増幅し、再生可能にするシステムを作っ
たことだった。現代のデジタルオーディオ
録音まで続く発達の、まさに発端であるこ
の実験は大いなる貢献と言えるだろう。
　当時の録音は、音の振動を読み取るた
めの大きなコーンをピアノの真上に置き、
ワックスを塗った筒の表面にその振動を

　マス（大衆）の概念が生まれる前から歴
史を記録し続けている「紙」。古いものは
紙が生まれたとされる中国6世紀ごろの
巻物や、ヨーロッパで活版印刷技術が生
まれた1450年頃の書物だって読める状
態で残っている。
　そうした古い資料が残っている一方で、
ある時代の何百万冊という紙資料が徐々
に失われつつあることをご存知だろうか。
その時代とは19世紀末期から20世紀前
半。産業革命が進み、メディアとして紙
が爆発的に増えたころ。まだ100年そこ
そこしか経っていないにもかかわらず、な
ぜこの時代の紙資料は失われていってし
まうのだろう。問題は「紙自体が崩壊して
いく」ことにある。
　工業製紙技術を確立したヨーロッパで
製紙業が盛んになり始めたのは13世紀
後半。このころの製紙材料は、ほとんど
が家庭から出るシャツや肌着の古布。亜

鉛筆で刻み込むものだった。以後、エジソ
ンによって発明された白熱電球を発端に、
1906年に真空管が発明され電気の増幅、
検調を飛躍的に向上させ、電子技術に拍
車をかけることになるが、それが録音に実
用されるのは1924年以降である。
　1922年には光学的な録音方式が発表

麻や木綿を元にした紙は丈夫で質も良
かったが、調達できる材料があまりにも限
られていた。古布の価値は高騰、輸送
に関税がかけられ、密輸が厳しく取り締
まられる事態にまで発展してしまう。
　そして18世紀、工業化の時代が訪れ
る。産業の発展にともなって、社会は情
報発信のメディアを必要としていた。「もっ
とたくさんの紙を！」生産技術の向上、何
より大量に安定して手に入る材料を早急
に見つける必要があった。
　19世紀後半になり、ようやく待ちに待っ
た新素材、木材パルプが登場する。植
物から紙を作る方法は古くからあったが、
もっと手っ取り早く繊維を調達するため
に、樹から不純物を取り除いてパルプを
作る方法が開発されたのだ。はじめは木
材をすりつぶして繊維を抽出する機械パ
ルプが生産されたが、不純物を完全に
取り去ることは難しく、完成した紙はかつ
てと比べ著しく質が悪かった。ただ、そ
んな紙でも重用されたのが新聞である。
19世紀前半にはブルジョワのみの高級品
だった新聞が、後半にはほとんどの社会
階級で手に入るものになった。
　その後、薬剤で不純物を溶かして繊
維を抽出する方法が開発される。この方
法で作られた化学パルプは、より不純物
が少なく白い紙が製造できた。これによっ
て質の良い紙が書籍・雑誌・広告などで

され、1930年にドイツでテープレコーダが
発明されている。テープレコーダが世に普
及するには少々の時間を要し、世界的に
知られるようになったのは第二次大戦以
降である。これ以前の録音方式は一般的
にワイヤーや鉄バンドの半田付けや溶接
を必要とした。一方のテープがそういった
手間を必要としないことは言うまでもないこ
とだろう。現代のオーディオのデータ化が
起こる以前、レコード、テープ等の物質が
主流だったとき、さまざまな音質等の改良
がなされてきた。しかしながらいわゆるアナ
ログの録音方式には物理的な限界があっ
た。それはアナログメディアからアナログメ
ディアにコピーを行うと絶対的にノイズが
生じてしまうことだった。そこで発明され、
発展していくのがデジタル録音、サンプリン
グ等の技術である。
　僕たちは至極恵まれた環境に生きてい
る。デジタルメディアの発達で誰しもが同
質のアーカイヴを持てる可能性がある。し
かし、その代償は物事の痕跡を辿りづらい
ということだろう。未だにこよなくレコードを
愛してやまない人がいる。「レコードって音
が温かいよね」という話もよく聞く。レコード

大量に使用され、紙メディアは大きく発展
することになる。
　しかし、この新しい紙にも落とし穴が。
化学パルプの製造工程で含まれた酸が
繊維の結合を分解してしまい、時間とと
もに紙が自ら壊れていくことになったのだ。
この時代に作られた紙は、劣化が進むと
100年と経たないうちにページをめくるにも
細心の注意を要するほどになってしまう。
　現代はパルプの製造技術も向上し、ほ
とんどが酸を含まない中性紙になりつつあ
る。が、それもたかだか5,60年前に登
場した技術。それまでの半世紀ほど、工
業生産された紙のほとんどは上記の劣化
の道を辿ってしまった。酸を取り除く装置
も研究機関などには存在しているが、一
度崩れた紙を元に戻すのはとても難しい。
　どれだけ大量の情報が発信されても、
語り継がれることなく記録から失われてし
まったものは忘れられていく。今も図書館
や古書店の片隅で、触れると崩れてしま
うような繊細な存在となって、まだ私たち
の知らない過去、記録が静かに朽ちつつ
あるのかもしれない。

は人から人へ渡り歩く無宿者みたいなも
のなのかもしれない。コピーされ行き止まり
をくらったデータにはノイズが生まれる余
地さえない。レコードに刻まれるノイズは渡
り歩いて生まれた記録である。
　ラッパーの多くが観客をあおる時、

“Make some noise!”と声 高 に 叫 ぶ の
は、ただただ「騒げ！」という意味だけでな
く会場を一体化させるため、人と人とを繋
ぎたいという思いからなのかもしれないと、
録音の歴史を辿った時、ふと思った。
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の世の世界を描いてるんだと。方や、現
実の日々 を描いて、この両方を往還しなが
ら作品を作ってみようかなと、最近はそう
いう心境なんですよね。」
　5月2日から来年の3月22日まで、山口
県立萩美術館・浦上記念館で開催される
展覧会「煉獄の茶室」では、新聞と自画像
のドローイングが床の間を飾り、芥子畑の
大作が壁を覆う。瞬間と永遠が行き交う４
畳半の宇宙をぜひ体験したい。

Memory & Record

　世界の発明王ドクター・中松は、35年
間自分の食事を記録し続け、その食事
が脳や身体に与える影響を研究した業績
により、2005年にIgノーベル賞を受賞し
た。元 カ々メラ好きだった博士は、旅先
の景色や食事を記録するのが趣味。博
士が食事の記録をするようになったのは

42歳の厄年から。厄年とは医学的にいう
と老化の始まりであると考え、老化防止
のために毎日の食事を記録。そして自分
の血液を32種類に分類・分析し、食事
と人体に対する影響を研究し続けた。
　その結果、人間は１日１食がベスト、そ
して人間に必要な栄養素が55種類ある

ことを突き止めた。その結果発明された
新製品が「リボディ55」。これを毎日食べ
れば脳もボケずに寿命が伸びる！　今年
で御歳81歳。いまでも毎日筋トレを続け、
衰えるどころか逆にパワーアップ中・・・。

「僕は筋トレをやっているんだけど、去年
の重さが36トン。36トン、キロじゃないよ、
トンだよトン。今年が50トンだもんね。“衰
える”じゃなくて、“向上”しているわけで
す、パワーが。36が50に上がっている。
筋トレはもちろん、食べ物も気をつけて、
もう、すべてだね。」
しかしすごいですね、トンですか！？

（マジで？）
「トンというのはキロの1000倍だからね。」
それを一回で持ち上げるんですか？

「いや、一回じゃないよ、20分だよ。い
や20分で合計って簡単に言うけどね、普
通の人はね、10キロ持ち上げるのも大変

なんだよ。（笑）」
ちょっと、想像がつかないですねえ・・・。
例えば、10キロ×5000回を20分以内に
持ち上げるということでしょうか？

「 5000回なんて普通の人はできるわけな
いよね、普通の人は。（不敵な笑み）
普通は10回もいかないでしょう、普通の
人はね。例えば、3キロのを10回とかさ、
そうすると30キロ。僕は50トンだよ、トン！」

どのようにしてギネスはスタートしたので
すか？
　ギネス・ワールド・レコーズは、1951年、
当時ギネス醸造所の代表取締役だった
サー・ヒュー・ビーバーが狩りに出かけた時、

「ヨーロッパでもっともはやく飛ぶ猟鳥は、
ヨーロッパムナグロとライチョウのどちらだ
ろうか？」と仲間と議論したことから、そう
した疑問に答える本を出せば、人気が出
るのでは、と『ザ・ギネス・ブック・オブ・レコー
ズ』（現在の『ギネス世界記録』）を出版し
たことで始まりました。1955年の初版は、
イギリスでベストセラーとなり、現在では
100ヶ国で通算1億冊以上販売され世界
一売れている本となっています。
どんな活動をしているのですか？
　記録の収集管理と本の出版から記録
に挑戦する際に公式認定員を派遣するな
どのサービスを行ないます。4月に、日本
オフィスがオープンし、そうしたサービスを
日本国内で認知してもらい、世界記録挑
戦をサポートし、日本人や日本企業の世
界記録保持者を増やすことです。日本の
企業は技術面で世界でも最高レベルなの

で、例えば、パナソニックの“世界一長持
ちする単3アルカリ乾電池”「EVOLTA」
やTOYOTAの“世界でもっとも売れたハ
イブリッドカー”「プリウス」などなど世界一
はたくさんありますが、まだ申請してない
だけ、あるいは挑戦していないだけでもっ
とあるはずなんです。
日本以外にもオフィスはあるのですか？
　日本以外には、ロンドンの本社とニュー
ヨークにオフィスがあり、ロンドン本社のス
タッフは大半が3カ国語以上を話すことが
できるので、世界中の記録に対応するこ
とができます。
今までに認定された記録はどれくらいあ
るんですか？
　これまでに約6万5000の世界記録が
認定されていますが、認定されるのは申
請すべての1割にも満たないんです。き
ちんと記録の証明をしなければいけない
ので、審査は厳正に行なわれます。
世界一を認定し、それを本やPR活動
で広めていくことで、伝えたいメッセー
ジはなんですか？
　日本オフィスが目指していることは、さま

ざまな日本発の世界記録を広め、日本の
企業、人、文化を世界にアピールしてい
きたいということと記録挑戦のお手伝いを
することで、もっと世界記録に挑戦する
習慣を日本でも育てたい、ということです。
そして、その先には日本の若い人たちに、
ギネス世界記録だけに限らず、何かに果
敢に挑戦する精神や情熱を持ってほしい
という想いがあります。「鼻でオレンジを
転がし1.6km押す」といった記録や「もっ
とも高いところから浅瀬に飛び込む」など
本当にいろんな記録があります。それで
も本人が夢中になってできることで、それ
が世界一に認定されるのはとっても幸せ
なことだと思います。世界記録ということ
に関してギネスには競合がいません。だ
からこそ信頼性が高いブランドとして認知
され、認定にも影響力が生まれています。
記録を残す、ということはどういうことだ
と思いますか？
　この場合は世界一になるということにな
りますが、人間には根源的な欲求として
「認められたい」という想いがあって、ど
んな記録でも世界一になることは、ナン

バーワンだけではなく、認められたオン
リーワンになるということだと思うんです。
ギネス世界記録に認定されるだけで、一
夜にして人生が変わることもあります。そ
れにコンプレッスなどネガティブに捉えられ
ていたことがポジティブに変わることもある
んです。例えば、インドに手の指が12本、
足の指が13本ある子どもがいるのです
が、この子の両親はそれを悲しむことは
せず、むしろポジティブに「この子はスペ
シャルなんだ！」と考えてギネスに申請しま
した。世界記録って、そんなふうに人生
を明るく照らすことができるものなのでは
ないかな、と思っています。
http://www.guinnessworldrecords.jp

interview & text : 清田直博（Media Surf Communications inc.）

記録する人々
洞窟壁画やパピルスしかり、文明は記録を残すことから始まった。
そして現代、記録から発明や芸術を生む人々がいる。

ドクター・中松（中松義郎博士　なかまつ・よしろう）
東京大学卒、医学、理学、工学、法学、人文学博士。
米国科学学会で歴史上の5大科学者の一人に、また
現代で世界一の科学者に選ばれる。コロンビア大学、
ハーバード大学、シカゴ医科大学、東京大学などで教
授、上級教授等として講義を行う。5歳から発明を始め、
灯油ポンプ、フロッピーディスク、シネマスコープ、燃料
電池など多方面にわたる発明はエジソンの1093件を超
え、3360件以上で世界一。著書多数。Igノーベル賞の論文データの写真（35年分）。

Igノーベル賞受証書をCEO執務室内で。
国際創造学者／博士　ドクター・中松

吉村芳生（よしむら よしお）
1950年山口県生まれ。79年創形美術学校卒業。
2007年山口県美術展大賞受賞。同年「六本木クロッ
シング2007：未来への脈動」展（森美術館）に出品。『ケシ』2008年（一部）

『2008年8月9日
読売新聞』2008年

アーティスト　吉村芳生

interview & text: 堀江大祐（Media Surf Communications inc.）

GUINNESS WORLD RECORDS™

世界記録を残すということ。
記録と言えば、ギネス世界記録！ そんな単純な連想で取材を申し込み、ギネス・ワールド・レコーズ日本オフィスで
ビジネスディブロップメントマネージャーの小川エリカさんにインタビューしたのだが、ギネスのこれまでに認定された記録の話を聞いていると
「記録を残す」ということには、そこに込められたいろんな意味があることに気付く。世界一になぜ惹かれるのか。わかった気がした。

『ギネス世界記録２００９』
ゴマブックス株式会社
Ⓒ Guinness World Records Limited
定価 : 3,129 円（税込）

他にもこんな
ギネス世界記録

最大のハンバーガー
アメリカのミシガン州サウスゲートにあるマリー
ズ・スポーツ・グリル＆バーのハンバーガーは、
なんと重さ60.7kg。

最長のキャットウォーク
1998年 5月 27日～ 30日にかけてタイのスリナ
カリン・ロードにあるシーコンスクエア・ショッピン
グセンターの駐車場に作られた 1.111kmのキ
ャットウォークを111人のモデルが歩いた。

自転車での世界一周最速記録
マーク・ボーモント（イギリス）は、194日 17時
間で自転車で世界一周を達成。走行距離は
2万 9445.81kmに及んだ。

竹馬マラソンの世界最速記録
ミシェル・フロスト（イギリス）は、フローラ・ロン
ドンマラソン 2008に竹馬に乗って出場し、8
時間 25分で完走した。

フットサルの世界最長試合
2007年イギリスのランカシャー州で行われたロ
ーゼンデール・マーベリック対ファーンズ・コミュ
ニティ・スポーツカレッジのフットサルの試合は
24時間 30分に及んだ。

GUINNESS WORLD RECORDS
is a registered mark of

Guinness World Records Limited. 
All rights reserved'

　「記録」が時を経て、人々の心に蓄積し
熟成されたものが「記憶」になるとするなら
ば、ある日の新聞を寸分違わず描き写し
た作品は、数十年の時を経て再び記録と
記憶を結びつけるメディアとなる。アーティ
スト、吉村芳生は新聞をドローイングし、自
画像を描き続ける。
　若い頃は油絵を描いていたが、やがて
行き詰まった。誰も描いた事が無いものを
と、ふと目に留まった新聞を描き始める。2
年掛りでやっと仕上げたドローイングだった
が、直後の展覧会で理解できる人はまだ
いなかった。しかし30年後、森美術館で
行われた展覧会でにわかに注目を集める。
時の堆積で作品は強度を増し、作家の記
録と人々の記憶は遂に邂逅を果たした。

「僕は思うんですけど、新聞というのはど
んどん捨てていくものなんですよ。自画像
もそうなんです。毎日自分の記録をしたり、
自画像を残すというのはね、人間としては
意味がないんですよ。過ぎたことに囚われ
て、それを時間をかけて残そうとか見つめ

ようということ自体、明日を生きるためには
まるっきりする必要のない無駄なことなんで
すよ。だけどいま毎日、新聞紙の上に自分
の顔をだぶらせて描いているんだけど、50
年先の人に見てもらいたいんです。今の
人はそんなに興味ないんですよ、昨日今日
の事には。だけど50年経ったらね、50年
前はこんな時代だったのかと、きっと驚くは
ずなんです。
　今は色鉛筆で花の絵を描いているんで
す。高さ2m、横6mの芥子畑とか、高さ
1m60cm、横3m60cmのコスモス畑とか、
そういう花畑を描いているんですよ。鉛筆
で自画像とか新聞を描いていると、どんど
ん苦しくなるんですよ、救われない世界な
んです。そうするとね、もっと色を使いたい
とか、花を見てきれいだなという気持ちが
自然と湧いてきて。芥子のつぼみがあった
り、花が咲いてたり、枯れていったり、こ
れが翌年また同じように花が咲くんです。
花の世界って、永遠に繰り返す命のような
世界、浄土の様な感じがして。これであ
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詳細・問い合わせ
所在地：〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-4-5 
IID世田谷ものづくり学校内

URL：www.freedom-univ.com
E-MAIL：info@freedom-univ.com
電話/FAX：03-5779-7839

地下鉄：
田園都市線・世田谷線

「三軒茶屋」駅下車、徒歩約15分
バス：

「自衛隊中央病院入口」下車、徒歩約5分
渋谷駅南口バスターミナル
東急バス乗り場番号
21番 渋谷→下馬1丁目循環（渋31系統）
22番 渋谷→野沢龍雲寺循環（渋32系統）
23番 渋谷→多摩川園・
都立大学北口循環（渋33系統）

言語と文化学部
言葉を日常の一部として学び、文化を知る。言葉を覚えただけでは、ま
だ足りない。文化や歴史、その国について深く知ろうとすることで言語力
は高まり、言葉が生きてくる。「言語と文化学部」は、言語と言語の背景
にある文化を習得し、掘り下げていく学部です。
Action English （土曜日）　  コミュニケーション・ワークショップ（火曜日） 
Action English（日曜日）　  コミュニケーション・ワークショップ（日曜日）

情報と社会学部
私たちの身の回りはさまざまな情報で溢れている。情報化社会において
必要なのは、増え続ける情報をコントロールし先を読むちからである。「情
報と社会学部」は情報とは何か社会とはどのように動いているのかを追求
する学部です。
実践的アフィリエイト講座 （金曜日）　  映画を見る、感じる、考える
実践的アフィリエイト講座 （土曜日）　  映画史の旅
デザインシーンの今

自然と環境学部
世界中いたる所に人が住み、動物や植物が生きている。それぞれにとっ
て、その環境、自然はかけがえのないものだ。今、それが崩れ、失くな
ろうとしている。みんな地球に守りたい場所がある。「自然と環境学部」は、
これからの地球の自然と環境について考える学部です。
世界一周講座　
モンゴル武者修行

生活と仕事学部
今、仕事が見直されている。大切なのは“どんな仕事をして、どう生きて
いきたいか”。身近に目を向ければ、どんなことだって仕事になる。働くこ
とで、生き方が見え、仕事で社会と繋がっていく。「生活と仕事学部」は、
どのような生活をして、いかに仕事にしていくかを考える学部です。
デスクウェアのデザインワークショップ　  ノマド・ワークスタイル
ナリワイ、月３万円の仕事を１０個つくる　  ゲリラ的映像製作講座
靴磨き初級編　  靴磨き職人になる　

食と農業学部
“何をたべるか” 人は毎日何かを食べて生きている。普段食べているもの
に少しだけ気を遣ってみる。食べるものを自分のめで選び、育て、食べ、
そして知ること。当たり前だが、すごく大切なことだと思う。「食と農業学
部」は、食と、これからの時代の農業を考え実践する学部です。
１００％オーガニックフードを自分で育てる （土曜日） 
１００％オーガニックフードを自分で育てる （月曜日） 
今からはじめる農的生活の実践モデル

宗教と哲学学部
日本では宗教はタブー視され、人は哲学に対して、難解な印象を受けが
ちである。まずは恐れず触れることだ。宗教を知り、その上で世界を見
てみる。また“知を楽しむ”べく哲学に親しむことが重要になってくる。「宗
教と哲学学部」は、宗教と哲学を通し、思考を深めていく学部です。
神様と神社から見る日本 －神道事始め－
比較宗教論　  哲学の面白さを語る

未来と世界学部
“未来はどうなっているのか” 世界は人類史上始まって以来の危機に直面
し、未来に対する積極的な議論を深めていかなければならない時期にあ
る。どんな未来を想像し、深めていくのか。未来に向けて面白い思考を集
めていきたい。「未来と世界学部」は、未来と世界を考えていく学部です。
未来の働き方、フリユニモデルで働く （月曜日）
未来の働き方、フリユニモデルで働く（火曜日）

学びたい。教えたい。
その強い気持ちがあれば、そこに学校は現れる。

text: 堀江大祐（Media Surf Communications Inc.）

　今日の大学の起源となっているのは
1088 年 に 開 設 され た "Alma Mater 
Studiorum"（現在のイタリア・ボローニャ
大学）である。学びたい人たちが集まり、
そこに教授が集まることで自主的に出現し
た自治組織（ギルド）であり、キャンパスを
持たず、至る所で講義が行われた。大
学は物理的な場所ではなく、教師のギル
ドと学生のギルドが結びついて成立した
もの、"universitas"であった。そこでは
学生が学びたいことを教えてくれる教授を
自ら探し学んでいたのである。
　決められたカリキュラムがあり、必要な
単位を取得するために講義を選択し、「学
びたい」という動機が最優先されない今の
日本の大学のシステムからは程遠いもの
だ。そこには「教えたい」という強いモチ
ベーションもなかなか芽生えにくいのでは
ないか。そういう筆者も、大学時代を振
り返ると今でも交流のある一人の教授の
講義とほかの数えるくらいの講義以外は
記憶に残っていない。大半がそうだ。単
位という記録としては残っているが……。
　そして本来「学ぶ」ということは教育機
関に身を置いていようと、いなかろうと、
当人の心がけ次第でいつでも、どこでも
できることである。ヒトは何からでも、誰か
ら学ぶことができるのだ。教えることから
も学ぶことはある。「自由大学」はそうした
「学び」の本来の姿を取り戻そうとしてい

る。「自由大学は学校法人ではなく、自
由に学び自由に教え合う組織です。決め
られた講義ではなく、本当に教えたいこ
とがある人、学びたいことがある人、そ
して講義をキュレーションする人、企画運
営する人、関わる人全てが一体となって
自由大学ができます」とは自由大学設立
の中心人物の一人、芹沢茉澄氏。現在
すでにホームページが立ち上がり、6月に
スタートを予定している講義の募集が始
まっている。どんな講義があるかというと
自由大学には情報と社会学部、言語と文
化学部など幅広い7つの学部があり、ど
んなテーマでも「学びたい」と「教えたい」
がミートすれば講義が生まれる受け皿が
用意されている。そして講義する側、受
講する側ともに必要資格は一切なく、設
定された定員数を満たせば場所や時間
が決まりスタートする。
　そして自由大学に特徴的なのが「フ
リユニアフィリエイトワーク（Freedom 
University Affiliate work）」だ。参加
型学生や講義企画者、運営者として働
き、自由大学の活動を広げていき、自由
大学の思想を受けて行う自己責任労働に
対して成功報酬が支払われる、というも
の。このシステムに関して自由大学の仕
掛人である黒崎輝男氏は「例えば、おじ
いさんとおばあさんがやっている味の良い
豆腐屋さんがあって、毎日3万しか売れ

ないけれど、あと2万円分作れて、もう少
し売り上げが増えればお店を止めないで
もやっていけるのに、という状況があると
します。そこで、こうした豆腐屋さん2軒
と話し、4万円分を自転車などで売るよう
にして、それにたいして25％もらうように
するよう仕組みます。歩合ではなく日給制
でもいいのですが、ネットで毎日何時にど
こに行くという情報を流したり、毎日でなく
てもこれをやる人をバックアップするときち
んと儲かり、また楽しめるのではないでしょ
うか。こうしたシステムを自由大学の運営
そのものに使っていこうとしているんです。
自己犠牲でいろいろな企画を立てて動い
たら、きちんと成功した場合、配分を得る
という働き方は共同で仕事を組み立てる
練習になります。それにはまず自分がやり
たいことか、やるに値することかよく考え
て、それから経済的に利益を得る方法と
分配の約束をきちんと始めからして行くこ
とが大切です。今の若い人たちが働く事
について、会社に所属し与えられた時間
で決められたことを労働するというパター
ンでしかイメージできなくなっている、それ

は学ぶということが束縛された日本の学校
で教育を受けてきたということもあると思う
のですが。そういう状況に対して、こうい
う方法もあるという例になればといいなと
いう想いもあります」という。
　そうしたフリユニアフィリエイトワークには
３つの関わり方がある。まずはレクチャー
キューレター（講義キュレーター）。学び
の目的や教授が決定した時点で、その
講義の目的や長所をさまざまな方向から
自分の言葉で考えて表現し、プレス広
報活動を事務局と協力して行ったり、説
明会を行ったり、学生を集めたりする人
のこと。講義の意図と美点を理解して活
動する力も要求される。レクチャープラン
ナー（講義企画者）は“こんな講義があ
れば良いな”、“こんな教授とこんな学生
が集まり、こんなことを学べたら良いな”
という講義を企画し、講義名、思想、目
的、テーマ、教授探し、そして想定され
る学生をイメージして講義を企画する人。
三つ目はレクチャーオーガナイザー（講義
組織運営者）。講義成立の学生数が集ま
り、開講が決まった時点で、教室（講義

の趣旨に合う場所）や授業時間を柔軟に
選択し決定する人である。もちろんそれ
ぞれを兼務したり、学生自身がその役割
を担ったり、と柔軟に講義が形成されて
いく。
　本誌の前号でも特集したが「自由」は
福沢諭吉が訳した言葉で「自らに由る」、
つまり自己の精神にこそ自由があるとされ
る。自由大学設立のもう一人の中心人物
である林篤志氏は「僕はキュレーターも担
当しますし、講師もします。もちろん興味
がある講義には参加したいと思っていま
す。そうやっていろんな興味をどんどん広
げていける可能性が自由大学にはありま
す。学びたい、教えたい、そうしたプラ
スの欲求を遺憾なく発揮できる場にしてい
きたいんです。それが生活のなかに浸透
していけば、単純に資格を取れば、あの
学校を出れば、ということよりも豊かで自
由な人生になる気がします」と語る。自由
大学。あなたはどう関わりますか？

自由大学、開校。

※6月の講義の募集は締め切りました。まもなく7月の講義の募集を開始します。詳しくは自由大学の公式サイトで。
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下記店舗にてTOKYO DESIGN 
FLOW paperを入手できます。

■表参道・原宿エリア
HIDEAWAY
SMOKE BAR＆GRILL
Sunshine Studio 
Smile Junky HB Café
Café Studio / LoiteR
Ucess the lounge
WIRED CAFE 360°
head porter / Burton
GRAVIS / FTC
55DSL TOKYO / DEPT 
K-SWISS
inhabitant / UNDFTD
STUSSY Harajuku Chapt
Patagonia / AIGLE
The North Face / EASTPAK
Lafuma / MiLK café

TOKYO HIPSTERS CLUB 
MIZUNO
element / QUIKSILVER 
Flagship Store 原宿 
kinetics / atmos
X-LARGE / VA
SOPH.
FREAKS STORE
BLISTER
Rocker & Hooker
GALLERY SOCIAL
LHOOQ
Manhattan Portage TOKYO
GREGORY Tokyo Store
ADIDAS ORIGINALS SHOP 
HARAJUKU
CARNIVAL / X-girl
FIG BIKE / Top to Top
W-BASE

■代官山エリア
Sign daikanyama
STITCH TOKYO
styles代官山
FRAMES
UNIT

■外苑前エリア
Flaneur CAFE
GORO'S DINER
ストアcafe
Sign gaienmae
OFFICE
PROTECh

■渋谷エリア
SPBS
SLOW JAM
SEXON SUPER PEACE

■青山エリア
briftH
Chambres D'hotes HANA

■六本木エリア
SuperDeluxe

■三宿エリア
ナリワイ 下馬土間の家
H TOKYO
IID世田谷ものづくり学校

■代田橋エリア
Chubby

■五反田エリア
GOTANDA SONIC

■浜田山エリア
狸サイクル

SUPPORTER'S NEWS

ニートのための機関誌「NEETNIK」
ビートニク運動もニート集団だったのではないか？
そこで生まれたのがニートのニートによる、
ニートのためのブログ「NEETNIK」。
日本を代表するニートの達人たちがブログをはじめました。
ヒマなあなたに。

モンゴル武者修行ツアー
現地の文化や雰囲気をのんびり体験したい、
遊牧民の技を習いたいという人のための
限定１５人ツアー。
５月中は早割りあり！
http://www.furowork.net/mongolia/

SunshineStudio 2nd Anniversary
「SunshineStudio Art Archive Book」
SunshineStudioのOPEN2周年を記念して、
これまでに展示をしてくれたアーティスト36 組を
掲載したアーカイブ・ブックを発行。

2009.6.2(火）～6.28(日） EXHIBITION
2009.6.6(土） 18:00～22:00 RELEASE PARTY

Viva La Fruits 
@ Chambres D'hotes HANA
フルーツが主役の感じたことのない空間へ・・・
目で楽しみ、香りに酔いしれ、舌で味わう！
エントランス料金￥1000でフルーツ食べ放題です。

2009年6月21日(日）
OPEN 17:00   START 17:30   CLOSE 23:00
会場：Chambres D'hotes HANA 

Situationist 　
都市に状況を創ることに興味が在る人、現代の革命家を探しています。政治や経済よりもスポーツや文化で社会に新しい状況を作ろう。

Newser, Writer, Executive Contributer, Editor. 　
携帯電話一つで社会を斬る新しいニュース記者を求めています。ウェブ上に投稿するNewser、読者の評価で印刷媒体（Tokyo design Flow等）のWriterへ、
そして文章の力で人々を動かす事のできるExecutive Contributor、そしてメディアサーフの新しい情報事業の編集を進めるEditor を募集しています。

Web Creator
トウキョウのデザインの流れを伝えるメディアとしての機能を果たすTOKYO DESIGN FLOWのウェブサイトを一緒に作り上げてくれる方を募集しています。
アイディアとセンスで既成概念を越えていく「Web Creator」をお待ちしています。

Movie Creater 　
WE-TVは「Whole Earth」の頭文字からなり、モットーである「we are the televisions.」が示すように、自ら求めるメディアの在り方を発案、制作、放送までを行う、
まったく新しいインターネットTV事業です。WE-TVにて独創的なコンテンツ、新しい情報の発信者となる「Movie Creator」を募集します。

詳しくはinfo@tokyodesignflow.comへお問い合わせ下さい。

WE ARE
LOOKING 
FOR...

我々の考え方に共感し、『TOKYO DESIGN FLOW paper』を応援してくださる店舗様を募集中です。興味のある方はinfo@tokyodesignflow.comまでお問い合わせください。配布店舗募集

雑誌のオンライン書店「Fujisan.co.jp」にて『TOKYO DESIGN FLOW paper』をお買い求め頂けます。http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281683108ネット販売

定期購読をお申し込みいただけます。info@tokyodesignflow.comに「定期購読」と件名に記入し、お名前、住所、電話番号、部数をご記入の上、お申し込みください。定期購読のお申し込み

●：TOKYO DESIGN FLOW paper  設置店鋪

TOKYO DESIGN FLOW  SUPPORTER'S LIST
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AFTER WORDS
僕たちは日々何かを忘れないために様々な媒体
を使い記録をしている。けれど、これは自戒を
込めてだが、一生懸命メモを取っても何も活か
されなかったり、録音しているからとふと気を抜
いたり、のように記憶をおざなりにして記録に
頼ってしまうことがある。ケータイのカメラなんか
も、みんなやたら撮る。テレビのニュースで事
件の現場が映し出された時、多くの野次馬が
ケータイカメラを構えていた。それが条件反射に
なってしまっているかのごとく。けれど、それで
は目の前で起こっていることを見誤ることもある
のではないか。どんな状況に置いても、その場
の空気を一番敏感に感じることができるのはヒト
だ。カメラや写真といった記録媒体には残せな
いものがある。一度しかない瞬間を無意識に過
ごさず、どれだけ自分にとって記憶に残る時間に
できるか。そうして記憶が価値のあるものになる
からこそ、記録もより意味のあるものになるので
はないだろうか。

『TOKYO DESIGN FLOW paper』
編集長　堀江大祐

3月に引き続きメインコンテンツとなったのはライブペインティング。今回は3人のアーティスト（sense、kaz、VIX）がキャンバスを横並びに
配置し、より一体感あるパフォーマンスが披露された。3人のペンがスタートと同時に一斉にキャンバスに2時間後に表れる何かを描き出
す。オーディエンスは入れ替わり立ち替わり、一挙手一投足を真剣に見つめた。最終的に描き出されたものは3人による3枚の作品であっ
たが、実は繋がった1枚の作品にもなっていた。これは最初に決められていたものではなく、同じ空間、同じ目的、その瞬間そこにしか存在し
ない3人の絶妙の呼吸から生まれたものである。ライブペインティング開始前には今夏フランス・パリで行なわれる世界最大級のストリート
バスケットボール大会「QUAI 54」への出場を目指す“The Rising Suns”のローンチパーティも行なわれた。彼らはパリでの大会後もバ
スケットを通して東京で様々な活動を行っていく予定だ（http://risingsuns.jp/）。音楽では “The Rising Sons”のメンバーでもあるMR. 
FREEによるライブや大貫憲章氏によるDJ、そしてレギュラーコンテンツNIGHT PEDAL CRUISINGでは東京タワーまで足をのばした。
春の終わりが近づくなか、これからの季節を期待させる高揚感と余韻があった。

4.30 2009 REPORT

いま、そこにしかないもの。
text: TOKYO DESIGN FLOW

>>> 6.25 2009  1st Anniversary NEXT

What's “LAST THURSDAY” ?
2008年6月にスタートしたTOKYO DESIGN FLOWのオリジナルマンスリーイベント「LAST THURSDAY」。冒険に満ちた都市“東京”を舞台に、毎月最後の木曜日=「LAST THURSDAY」、私たちの美意識を形成する7つの要素

（ART, FASHION, FOOD, TRAVEL, SPORTS, MUSIC and DESIGN.）のコンテンツで街に状況を創出します。都市の本来あるべき豊かな姿、人と街が共生する“URBAN UTOPIA”を目指して。
「LAST THURSDAY」は2009年6月25日で一周年を迎えます。是非私たちが創造する状況を体験しにきてください。
www.tokyodesignflow.com

キャンバス左から、VIX-スケートボードとグラフィティ２つのストリートカルチャーに深くのめりこみ創作活動に没頭する。
96年クロージングブランドHOMLESS立ち上げ時にメインデザイナーとして迎えられ、デザイナーとしてのキャリアをス
タートする。現在はクロージングブランドへのデザイン提供を軸に、壁画制作や内外装ペイント、ライブペイントでのイ
ベント出演、CDジャケットなど、様々なジャンルで独自のスタイルを追求している。

坂巻善徳 a.k.a. sense-美術家、音楽家、有限会社senseseeds代表。スノーボードライダー、トラックメーカー、
バンドギタリストなどを経て2002年の初個展から美術家としての活動を開始。美術作家、ライブペインターとしての活
動を軸に、広告、店舗内壁画、イラストレーション、クロージングデザイン、CDジャケット、プロダクトアートディレクショ
ンなど、様々な分野で多数の作品を世界に送り出し続けている。

kaz-アーティスト、イラストレーター。イラスト、グラフィックデザインを軸にマルチクリエーターとして活動を開始。イラス
トを中心にCDジャケット制作や企業の広告等を手がける。その傍ら、広告を中心としたグラフィックデザイン会社の専
属イラストレーターを努める。現在、ライブペイントや壁画等を精力的にこなし、自分自身の線にこだわり、表現の可
能性を追求している。6月25日には、kaz、lucが登場！詳細はwww.tokyodesignflow.comにて随時アップされます。

今
日
は
こ
の
カ
メ
ラ
を
持
っ
て

記録した。記憶した？
illustration & story : 藤原麻希子

1

3

2

4
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いますが、「開墾」は、はっきり言って農
業以前、未体験ゾーンです。食べ物が
どうやってできてるかもよく知らないのに、
それより前のプロセスなんて、知ってるわ
けがありません。
　でも、だからこそやってみたい。ハード
な作業に違いないけど、自分の体で感じ
てみたい。開墾……言ってみればそれ
は、土地に新たな歴史を刻むこと。土を
掘り返す中で、自分の中に眠った、原始
的で魅力的な何かも、掘り当てられるか
もしれない。なんて妄想的な直感に胸を
躍らせながら……。
　”原始時代”から一人で開墾を続けてき
た松本さん。「なんでそんなことを？」と思う
方も多いでしょうが（僕もそうでした）、実は、
体験農園をつくろうと奮闘していらっしゃい
ます。みんなが農業を楽しめる、農業テー

　「柏に一人で荒れ地を開墾している人
がいる」と聞いたのは4月の頭。「開墾」
なんて骨太な言葉、普通に都市で生活
していたら、滅多に会話に出てきません。
ままままさかです。テレビの企画でもない
のに、そんなことをしてる人がいるなん
て。絶対に一度、会ってみたい。自分も
開墾、やってみたい。
　チャンスはすぐにやってきました。「ちょう
どGWの時間を使って、集中して開墾を
進める計画らしい」と耳寄り情報。これは
きっと、開墾せよ、という神の導きに違い
ありません。（僕は無宗教だけど）
　これまでFarmer's Marketの企画／
運営をやらせてもらいながら、色んな農
家さんのところに遊びにいかせてもらって

Tsunefumi Matsumoto
新聞記者、雑誌記者を経て2007年からフリーのライ
ター。2003年4月から茨城県取手市の市民農園で野
菜作りを始める。農業実践学園「就農準備校」講座、
茨城県の吉田自然農場での研修を経て、08年9月に

「株式会社 柏たなか農園」を設立。都市型農業を目
指し活動中。
http://www.dandantanbo.jp/mt/allotment_
garden/

的で思考が宙に浮いてしまうけれど、果物
と野菜に囲まれた空間にいると、水の恵
みがとてもリアルに感じられる。目で、鼻で、
舌で、喉で。MEOWの手にかかった果物
は、単なる果物でなく、メッセージを伝える
ためのメディア（手紙のような）なのだ。
　TOKYO DESIGN FLOWとも連動
しながら毎回進化を重ねていくViva La 
Fruits。今後の展開に乞うご期待。毎月
一回、日曜の夜はお酒とフルーツで酔いま
しょう・・・男女問わず！（毎月二回やってる
Farmer's Market @ GYREにもMEOWと

（倅）セガレは参加してくれています。ゆっ
くり話をしてみたい方は、ぜひこちらへ。）

Viva La Fruits

text: 田中佑資（TOKYO DESIGN FLOW）

　青山の骨董通りで、毎月一度、フルーツ
が主役のアートイベントが行われている。
ファーマーズマーケットにも出店してくれて
いるクリエイティブユニットMEOW(ミヤウ）
が手がけている“Viva La Fruits”だ。
　ファッションとフルーツ、花とフルーツな
ど、斬新なコラボレーションのもとに行われ
ているViva La Fruitsだが、10回目となっ
た5月の回は、TOKYO DESIGN FLOW
のFarmer's Market @ GYREで出会
った農家の息子／娘ユニット（倅）セガレ
とのコラボレーションで行われた。テーマ
は、“水”。
　果物も野菜も地球の恵みである。水が
あるから生きていける。普段そんなことを
考えると、ちょっと恥ずかしかったり、抽象

果物が結ぶ人とカルチャー

表参道ヒルズ 交番

みずほ銀行表参道

GYRE

GAP

明
治
通
り

青
山
通
り

地面を掘ったら、いろいろ見えてきた。

開墾 & text: 田中佑資（TOKYO DESIGN FLOW）

TOKYO DESIGN FLOW的“開墾”体験レポート

5月5日、空は曇り。11時5分につくばエクスプレス 柏た
なか駅に集合。同じ電車に乗っていたみんなが改札の
前で顔を合わせる。目的地までは、そこからバスで10分
ほど。柏たなかまでは秋葉原から30分なので、そう遠く
ない距離だ。

バスを降りて開拓者の松本庸史さんと初対面。農園（に
なる予定の場所）の説明を受ける。

これは後で見せてもらった最初のころの写真。松本さん
いわく、”原始時代”（笑）高さ4メートル、直径3cmを超
す雑草が原生林状態で生い茂っていた。

今はこんな感じ。植物も原始時代ほどの勢いはないけ
ど、まだ畑には遠い。地面の中をクズ（葛切りの原料に
なる葛）が走っていて、トラクターも入れないような状態
です。縦横無尽って言葉の意味をクズに教えてもらいま
した。マジで半端じゃない……

こんなふうに手作業で取っていきます。

クズ取りが終わったところは、トラクターで耕していく。こ
こまできたらあとは走り回るだけ！と思いきや、大きな石
がゴロゴロ出てくるので、これも手で取っていきます。

愛車の名前は耕二。

 
チャリのフロウ 第7回

あらためて自転車ブームを考えてみた。

text: 清田直博（Media Surf Communications inc.）

　ただいま世の中的に「自転車ブーム」で、
半年前まではママチャリにしか乗っていな
かった私も、今ではエラそうに毎月自転車
の記事を書いていたりする。自転車雑誌
シーンも盛り上がっているようだ。そのなか
の何誌かに目を通すことがあるのだが、い
まはあくまでも「自転車ブーム」であって、ま
だ「サイクリングブーム」ではないのかな、と
感じる。いろんなカッコイイ自転車が載って

いて物欲を刺激されるのだが、いざ自転
車を買ったとして、その自転車に乗ってど
こにいくのか？　だれと走るのか？　一体
どんな楽しみ方があるのか？　自転車に
新しい社会の可能性を感じるが、いままで
のように商品として、所有の対象としてし
か自転車を見ることができないのだとしたら、
ちょっと残念な気がする。
　そんななか、前回のチャリのフロウでお

世話になったシルクサイクルズの荒井さん
から、おもしろい雑誌を見せて頂いた。創
刊当初の『ニューサイクリング』という雑誌。
1963年の1月創刊で、国のスポーツ振興
や東京オリンピックの開催などを控え、まさ
にサイクリングブーム前夜だったのだろうと
想像される。気合いの入る創刊号の巻頭
特集、度肝を抜くそのタイトルは「冬の軽井
沢高原に遊ぶ」。家族連れを含めた総勢
11名、二人乗りのタンデム自転車も2台登
場し牧歌的な写真と肩の力が抜けた記事
がならんで、いいなぁ、僕も行ってみたい
なあ、と素直に思える。
　1970年代に入ってからサイクリングブー
ムは最盛期を迎えるが、1974年には、主
人公の少年が自転車で日本一周する姿を
描いた『サイクル野郎』というマンガが『少年
キング』という雑誌でスタート。全国の少年

達が自転車を買ってくれと親にせがむ姿が
目に浮かぶ。
　昨夜は、自転車ブームにとうとう百貨店
が喰い付いたとの情報を聞きつけ、ナイト
ペダルクルージングの仲間と一緒に新宿の
伊勢丹へ走る。ショーウィンドウにいろんな
オリジナル自転車が飾られていた。狸サイ
クルの皆さんの自転車も発見する。そして
歩道では変な自転車を発見。電気自転車

の後ろの荷台にカゴを載せ、さらにそのカ
ゴにムリヤリ旅行用トランクを繋げている。ト
ランクの底にはご丁寧に車輪まで付けられ
ていた。
　このような生活感と DIY精神溢れる、地
に足の付いた自転車を見ていると、“サイク
リングブーム”も私が知らないところで、もう既
に始まっているのかなと感じる夜であった。

マパーク。全国に22万haあると言われて
いる耕作放棄地と、一方で農を求めてい
る人々の増加。東京都内の市民農園はど
こも倍率がすごいことになっていて、耕作
放棄地を体験農園に再生するモデルがつ

くれれば、すごいことになる気がします。
松本さんは「年寄りの趣味」と言って笑うけ
れど、傍目に見たら先が見えないなか突っ
走ってきた行動力は、まさに開拓者。コン
クリートジャングルで野生を持て余している
皆さん。あなたのなかのスピリット，土と一
緒に掘り起こしませんか？

MEOW
果物を中心に据えてアパレル、イベントなど様々なプロ
デュースを手がけるクリエイティブユニット。毎月一度
青山で開催中のViva La Fruitsほか、表参道での
Farmer's Market@GYREでも活躍中。
meow-mm.com

Viva La Fruits
フルーツを通してあらゆるジャンルのカルチャーが出会う
まったく新しいピースなイベント。次回は6月21日（日）
17:30-23:00。MEOWの三周年を感謝しつつ、今後
の可能性を発信していきます！詳細はこちら。
weblog.meow-mm.com

Farmer's Market @ GYRE
表参道のど真ん中にオーガニック野菜や旬の果物、緑
やお花などの自然の恵みが集まる。自然をテーマにした
クリエイターとのコミュニケーションが魅力のマーケット。
今後の開催：5/30＆31、6/13＆14、6/27＆28（各
11:00-17:00）
www.tokyodesignflow.com/event/fm.html
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瀬尾さんとエスクァイアとの関わりは？
　僕は12 ～13年前、エスクァイア日本版
の編集部でアルバイトをしていたんです。
その後、他誌の編集部を経てエスクァイア
に編集部員として戻ったんですが、5年前
に退社してからはフリーとして関わってい
ます。今は少し離れた立場ですが、育てて
もらった雑誌として思い入れがあるので、
休刊の話を聞いたときはショックでした。編
集部には頻繁に出入りをしていたので、み
んなと話をしてみたんですが、ほとんどの
編集部員がエスクァイアという雑誌を続け
たいと思っていたんです。でも休刊は会
社の決定だし、社員が復刊を声高に訴え
る活動をするのは、組織としての倫理や
利害に抵触する部分もあると思うんです
ね。そこで、外にいる僕たちが何かしよう
と、「Forever Esquire『エスクァイア日本
版』を復刊させよう！」というウェブサイトを

Forever Esquire!
「『エスクァイア日本語版』が休刊」というニュースは出版業界のみならず、デザイン、アート、ファッション
など各分野にとって、とてもショッキングなものでした。そして、その衝撃は今、復刊に向けた運動の推
進力に変わっています。TOKYO DESIGN FLOW paper ではウェブサイト「Forever Esquire『エス
クァイア日本版』を復刊させよう！」を運営する瀬尾英男さんにインタビューしました。

interview & text： 堀江大祐（Media Surf Communications Inc.）

今回テニスをした場所は、あの松岡修造氏も練習をし
ていたという外苑西通りのテニス壁打ち練習場。人気
のスポットで土日はたくさんの人が練習しているというこ
の場所も、平日の朝早くということで空いていました。

そしてこのシューズは二種類のインソールを替えること
ができる、『miSOUL』システムを搭載。1足のシュー
ズで練習から試合までの適切なクッション性＆俊敏性を
確保し、練習用には故障を未然に防ぐ衝撃吸収性が
あるシリコンジェルを採用。ヒールラップが安定性を強
化し、長時間の練習の疲れを軽減します。試合用に
は激しい動きに対応できるカーボンプレートを採用。ボ
ールに追いつくための俊敏性をアップします。

だんだんと感覚を取り戻してきた。

約2時間休憩なしで熱い壁打ちを続けた二人は疲労
感たっぷりも、大満足な様子。感想は「僕が以前現役
でテニスをやっていた頃のシューズから、ものすごく進
化しているなと思いました。しっかりいろんな衝撃が吸
収されて、足に負担が少ないように感じました。」（清
田）。「シューズはすごく軽くて、動きやすかったです。
初めてのテニスでしたが、違和感なくプレイすることが
できました」（田中）。今回のプレイで二人のなかでテニ
ス熱が沸いてきた様子。次回はコートで試合をしようと
盛り上がります。

今 回お借りした「DEFIER-MISOUL TECH」。 耐
摩耗性の高いアウトソールのラバー『AOSTA 7.0』

『DRAGGUARD』、サーブ時などの磨耗による爪
先部のアッパーの破れを防ぐ『TECTURFF TOE 
WRAP』、シューレースの形状を部分的に絞ることでほ
どけにくくした『STAY-TIED LACES』など多くの機能
を搭載したオールコート対応のパフォーマンスシューズ。

入念な準備運動をして、いよいよスタート。新品のシューズに気持ちも引き締まります。

テニス初心者の田中にレクチャーする清田。

だんだんラリーが続くようになる。

Forever Esquire『エスクァイア日本版』を復刊させよう！
http://foreveresquire.seesaa.net/

K・SWISSのテニスシューズで本気でテニスしてきました。

tennis & text: TOKYO DESIGN FLOW

前号で話を伺った時、今年から「原点回帰」という意味でスポーツ、特にブランドアイデンティティに深く根ざしているテニスに力を入れていくという話をしてくれました。
それでは、実際にそのテニスシューズを体験してみようということで、シューズをお借りしてテニスしてきました！

立ち上げることにしたんです。

ウェブサイトの反応は？
　幸い立ち上げ当初から、多くの方々にア
クセスしていただきました。サイト立ち上げ
にあたっては、まずエスクァイアと関わりが
あった方々に連絡をして、賛同していただ
ける方には名前を掲載させていただくお
願いをしたんです。カメラマンの人たちか
らは、写真とともにメッセージを提供してい
ただいて、ウェブ上のコンテンツとして紹介
しています。このウェブサイトはこうしたエ
スクァイアの休刊を残念に思う声を、どん
どん外に発信していくものでありたいと思
っています。

このウェブサイトの復刊に向けて果たす
役割は？
　まずは世間がどれだけ復刊に賛同して

くれるのか、応援してくれるのかということ
を見る場というのが、ひとつの役割です。
雑誌を続けていくためには、そのための出
資を募らなければならないのですが、この
サイトは出資者へのプレゼンテーションに
おいて「こんなに多くの人が賛同していま
す」という後方支援の役割を果たせれば、
と思っています。サイト上でご協力いただ
いている署名は、復刊を望む皆さんの声
を数字という具体的なかたちで証明する
有効な手段です。そしてもうひとつの役割
は、読者や支援してくださる方々に、復刊
へ向けた活動の進捗状況をお知らせす
る場ということ。これは始めた者の責任と
しても、今後やっていかなければいけない
ことだと思っています。

復刊に向けて声を上げた、そのモチベー
ションは？

　このサイトは単純に「エスクァイア」を残
したい、というみんなの思いから生まれた
ものなんです。エスクァイアの編集部はた
くさん雑誌を抱える大手出版社とは違っ
て、エスクァイアをやりたいという強い希望
を持って入った人がほとんどです。集って
くれるカメラマンやライターさんたちにも似
たような思いをお持ちの方が多いと思い
ます。だからこそ、たくさんの外部スタッフ
や、編集部OBが賛同してくれた。この活
動は、休刊が決まった雑誌の作り手たち
が、内側から声を上げたという意味では珍
しいかもしれません。でも、作り手自らがこ
うして動くことで復刊につなげることがで
きたらなら、今の雑誌業界にとってもその
意義は大きいと思うんです。

今は出版不況と言われ休刊や廃刊が相
次いでいます。
　ここ数年、雑誌の休刊が目立ちますが、
実はそれと同じくらい新しい雑誌も出てい
るんです。ひとつの雑誌やジャンルが当た
れば、フォロワーがたくさん生まれる。玉石
混交ですよね。エスクァイア日本版は22年
前、日本にライフスタイル寄りの男性向けビ
ジュアル誌がなかった頃、その先駆けとし
て登場しました。それからずっとクオリティ
を保ってやってくることができ、読者に根強
く支持していただいている雑誌です。だか
ら休刊が決まった時は純粋に疑問だった
し、どんどん雑誌がなくなっていく状況に
作り手として抗わなくていいのかと。それ

K･SWISS
1966年、2人のスイス人によって産み出された世界
最初のオールレザー製テニスシューズが『K･SWISS』
の 歴 史 の 始まり。1960 年 代 初 頭、Art & Ernie 
Brunner兄弟が、スイスから南カリフォルニアに移住。
当時はキャンバス製テニスシューズしかなく、その品
質に不満を感じた兄弟は、自ら高品質のテニスシュー
ズを作り出す事を決意。

K･SWISS FLAGSHIP SHOP HARAJUKU
東京都渋谷区神宮前 3-18-23
TEL  03-5775-7908
MON-SUN  11:00〜20:00

にいい雑誌やメディアの仕事はたとえお
金にならないとしても、やりたくなるような魅
力がある。エスクァイアもそれが実感できる
媒体でした。そういった雑誌がなくなる時く
らい声をあげなきゃ、って思うんです。

TOKYO DESIGN FLOWも微力ながら
エスクァイアの復刊を応援します！

今回の壁打ち練習場のように、都市のなか
でも気軽に練習できるのはうれしいことで
す。ハイパフォーマンスなテニスシューズで
URBAN TENNIS。いいかもしれません。

今回テニスをするのはTOKYO DESIGN FLOWクル
ーの二人。Night Pedal Cruising担当の清田直博と
Farmer’s Market担当の田中佑資。清田はテニス経
験者。田中はテニス初心者だが、体力には自信あり。
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