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Supported by Ourselves.

革命。それは一日にして社会がひっくり返ることを言う。

世界同時革命。それは世界中で全ての価値観が逆転することを言う。

そう考えると今、我々の前に求められているのは革命ではないのだろうか。

それは薄っペラでとっくに終わっている、共産主義対資本主義とか、社会主義対自由主義と言ったものではなく、

現代の革命はもっと深く、人類文明の方向に対する警鐘の意味を持つであろう。

イタズラに暴力を振るうのではなく、しかし勇気を持って、創造的に社会を根底から考え直し、

もう一度夢を持つことができるように作りかえていくことではないか。

そこには僕等が到達した地平、デザインと文化の美意識を持った生活から出た叡智は役に立つのだろうか。

むしろ無限の情報と多様な思想を組立て直し、編集し直して

新しい世界観を構築するという大きな仕事が待っているのではないか。

それが成功すれば人間は賢明な生き物として始めて歴史上自然とまともに対峙することができるのではないか。

東京というキャンパスで僕等は考えて、ささやかながら毎月こうして問いかけている。

このまま何の覚悟も決意もなく無為に年を迎えることが難しく感じて、

僕等は革命とはそもそも何なのか、何が日本の文化の本当に強いところか、

何が世界にとって必要なのかを考えずに年を越すことができないと思い、このペーパーを制作した。

革命は今そこにある。革命とは革命的な意識を意味する。

革命とは革命的な意識にある

現在、世界では金融不況、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言われています。
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に対する当然の帰結です。 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、
それら全てのデザインを覆う傘となり、大きな流れを創り出す運動体となることを目指します。
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」をはじめとするリアルイベント、
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.

どうも！ MAT.です！ 今月はテーマが「革命」ってことですけども
……。あ、そうそう、僕が働いている会社には「世の中にインパ
クトを与え続ける」っていうひとつのテーマがあるんだ……。っ
てか、僕が個人的にそう思ってるだけなんだけどね。ある種、革
命を起こし続ける、っていうかね。最近会社のみんなとも話した
んだけど、今年は世界規模でいろいろとあったでしょ。特に経
済。歴史を振り返るとさ、そういった時に革新的なこと、革命的
なことって起こってきたと思うのね。だから、いまはまさに革命前
夜なんじゃないか、って思うわけさ……。って、ごめん。なんか
世界史の先生みたいな感じになっちゃって……。え？ 悪くないっ
て？ あー、そう！？ 世界史好きなんだ？ 偶然！ 僕も好きだよ。
あ、じゃあさじゃあさ、今度、「世界史について語る会」をしよう
よ！ どう？ ……あ、そうか、忙しいもんね。ごめんごめん……。
やっぱ、僕らの関係に革命は起こせなかったか……
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2009年から2010年に変わる。振り返って2009年は何が起きた
だろうか。年が明けて最初に人々が注目したのは、アメリカ合
衆国バラク・オバマ大統領の就任式だろう。「CHANGE」を掲
げて大統領選挙を勝ち抜いた彼への期待は大きく、「今年は何
かあるぞ」と思わずにはいられない年明けだった。政治の話を
続ければ、8月日本でも大きな変化があった。長年政権を握り
続けた自民党が陥落し、民主党が圧勝。政権交代が実現した。
オバマ大統領も民主党もいまは変化の混迷の中にいる。それ
が光となるか闇となるかがわかるのはもう少し先になるだろう。
経済に目を移すと、いまだ不況からは抜け出していない。テレ
ビCMはパチンコと消費者金融が多く目につくようになり、出版
業界では広告収入が激減し、（要因は他にもあるが）休刊・廃
刊、果ては倒産が相次いだ。環境問題も深刻さが増している。
地球環境、地球資源の現状を示すデータは、未来に対する恐
怖心を日々増幅させている。ニュースから聞こえてくるのもネガ
ティブなことばかりだ。そんな中で人々は、自分の生き方を考え
ざるを得なくなってきている。いま自分は何をすべきなのか。

いま、「革命」    とは何か？
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いま、「革命」    とは何か？

「革命」と聞いて何を思い浮かべるだろうか。チェ・ゲバラ、孫
文、はたまたレーニンだろうか。革命という言葉は、第一義的
には「支配者階級が握っていた国家権力を被支配者階級が奪
い取って、政治や経済の社会構造を根本的に覆す変革」を指
す。歴史上こうした闘争が世界中でなされてきた。そして革命
は、既成の価値や制度を根本的に変化させること、とも言うこ
とができる。産業革命やIT革命が、それにあてはまる。2009
年から2010年に変わるいまとなって、これから革命が起こると
したら、どんな革命があるだろうか。なかなか想像がつかない
かもしれない。しかし、世間が言い知れない不安に満ちている
いまだからこそ、そこから抜け出す新たな価値観が生まれ、現
代の革命が起きるのではないか。いま革命とは、未来を見つめ、
現状を客観的に捉えた本当の人間の知性から生まれる「革命的
な意識」なのではないか。その意味での革命は、個人やグルー
プ関わらず、様々なジャンルで静かに狼煙を上げている。「革
命前夜」。個々の革命的な意識の総体が地球を、社会を、悲
観的な現状から本質的な革命の成功に導いていくと信じて。
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Democracy and PoliticsRevolutionary consciousness

　一般的に「革命家」と言えば、いつの
時代も、家族を捨て、友を捨て「身を投
じる」ことで世界を変えてきた人々のこと

「グリーンな仕事が世界を変える」「おカネ
が変われば世界が変わる」「オープンソー
スが世界を変える」など、“世界を変える
○○”をググると、たくさんヒットする。そ
れだけ世界を根本的に変えてしまうような、

「革命」のための糸口はあまねく用意され
ているのだ。
　そしてグリーンズはひとつのアイデアとし
て、「エネルギーが変われば、世界が変

わる！」と考えている。エネルギーを分解
すれば、熱や電気、燃料のこと。それ
は現代に生きる人間が生活する上で、必
要な衣食住と並ぶ大切なインフラだから
だ。
　そして特にフォーカスしているのがR水
素だ。greenz.jpのメンバーを中心にR
水素を広めるNPO”R水素ネットワーク“を
設立し、具体的なプロジェクトがいくつか

01. R水素社会になると、枯渇しないエネルギーを地産地消できる

02. R水素社会になると、一極集中型から分散型へ社会構造が変わる

03. R水素社会になると、政治が身近になる

04. R水素社会になると、火力発電所や原子力発電所が減る

05. R水素社会になると、戦争が減る

06. R水素社会になると、難民や貧困が減る

07. R水素社会になると、空気がきれいになる

08. R水素社会になると、世界中のクルマをエコカーにできる

09. R水素社会になると、グリーンな雇用が生まれ、地域が活気づく

10. R水素社会になると、意識がポジティブにシフトする

お知らせ：パートタイム革命家コミュニティに
入りませんか？

筆者はパートタイム革命家になりたい人、さらに向上し
たい人向けに、ユーザー同士で有効な情報やノウハウ
を共有できるコミュニティ「パートタイム革命講座」を立
ち上げた。Twitterアカウントを持っている人は、 @pt_
socialchange をフォローするだけなので、ぜひフォロー
してください。

パートタイム（Twitter）革命家リスト

@stephhicks （フォロワー数：6000人以上）はママ
数人で peachygreen.com というグリーンライフス
タイルに関するメディアを立ち上げている。また、@
ConfessionsMom （フォロワー数：4200人以上）はマ
マ数人でConfessionsMom.com （告白ママの意）と
いうサイトを開設して環境・社会問題について積極的
に発言・議論している。また @AnitaDFiouris に至っ
ては、フォロワー数4万3000人に上る。

Nao Suzuki
greenz.jp編集長。株式会社biopio 代表取締役。
76年バンコク生まれ。6歳より東京で育つ。高校卒
業後、阪神淡路大震災のボランティアを経験、東京
造形大学卒業。卒業後自給自足コミュニティでの農的
生活を経験。コンサルタント会社にて2年勤務、02
年より3年間「月刊ソトコト」にて編集・営業として勤務。
05年に独立、06年「持続可能で平和でわくわくな未
来」をテーマにしたウェブマガジン「greenz.jp」（http://
greenz.jp）を公開。メディアを通した持続可能な社会
を目指す。

「R水素が世界を変える10の理由」
※詳しくはウェブサイトをご覧下さい。
http://rh2.org/chapter01_03/

Yoshihiro Kanematsu
79年秋田生まれ。クリエイティブディレク
ター／グリーンジャーナリスト。“ ソーシャル
クリエイティブ”をテーマに、アースデイマ
ネー、 Merry ProjectなどNPOのウェブ制
作に関わり、2006年にgreenz.jpの立ち
上げにウェブデザイナーとして参画。現在
はgreenz.jp共同代表、R素塩ネットワーク
理事、株式会社ビオピオ取締役として、ウェ
ブディレクションやイベントプランニング、執
筆活動などを行っている。
http://greenz.jp/

だ。ところがいま、まったく新しい「革命
家」が現れているのをご存知だろうか？ 
それが、「パートタイム革命家」　だ。「パー

トタイム革命家」は家族も友も、捨てな
い。仕事をこなし、人生を楽しみ、そし
て世界を変えていく。一人ひとりの力はバ
ラバラで小さくとも、その力が集まり、世
界に本当の「革命」を起こしつつある。
　筆者がこの「パートタイム革命」というコ
ンセプトを思いついたきっかけは、ある女
性Twitterユーザー（文末参照）のつぶ
やきだった。イラン騒動がマスメディアに
登場するかなり以前より、「水平射撃が
始まった！」「死者が出たようだ」などのイラ
ン市民の生 し々い声をいち早くRT（転送）
して、多くの人と積極的に議論していた。
彼女のフォロワーにはジャーナリストやマス
メディア関係者も多く含まれ、相当な影響
力をもっているようだ。しかしアイコンはど
う見ても中年の主婦。疑問に思った私は
プロフィールをチェックしてみたところ、「 3
人の子持ち」などと書いてある。彼女ら
の生活を想像すると、子どもの送迎、食
事の準備、アイロンがけ……忙しい日常
の合間を縫って、自分の信じる平和な未
来をつくるため、日夜情報発信している
に違いない。そこで気づいたのだ。社会
を変えるのに、どこにいるかは関係ない。
職業がなんであるかも関係ない。世界は
アイロンをかけながら、変えられるのだ！
　つまり、この新たな「革命」の主な舞台
は、ソーシャルメディアである。そもそも
メディアは文明の血液のようなものだと言
われている。情報や知識、知恵が伝え
られ、議論されることで、人類は日々の
暮らしを成立させ、そして未来へと歩み
を進めることができる。その役割のほとん
どを、かつてはテレビを頂点としたマスメ
ディアが担っていた。だが、その「ピラミッ
ド型」構造は音を立てて崩壊しつつある。
　 一 方、Twitter、Facebook、Blog、
YouTubeなどのソーシャルメディアが網
の目のようにつながった「ウェブ型」のメ
ディア生態系は爆発的な勢いで拡大を続

けている。筆者の見立てでは、今後マス
メディアは適正なサイズ(ミドルメディア？) 
まで縮小を続け、そして続 と々ソーシャル
メディアの地平に降り立っていく。その地
平では、マスをマスたらしめている前提
条件（限られた電波、取次、再販制度な
ど）は存在しない。マスもミドルも小さなメ
ディアも個人も、ほぼ同じ条件下で競走
する。個人であっても、優れたアイディア
とスピード感、コミュニケーション力があれ
ば、かなりの影響力を獲得できる時代に、
私たちは生きているのだ。
　文化人類学者マーガレット・ミードの言

葉には「熱意を持った市民が何人か集ま
れば、世界は変えられる。それ以外の
方法で変わった例はない」とある。今の
時代に合った言葉に言い換えれば「ケー
タイ、ソーシャルメディアのアカウント、そ
して世界を変えたいという意志があれば、
世界は変えられる」。どこに住んでいても
関係ない。職業がなんでも関係ない。あ
なたもこの新しい「パートタイム革命」に参
加してみては、いかがだろうか？

アイロンをかけながら世界を変える方法

R水素が世界を変える理由とは

パートタイム革命講座　

Another World is More Possible w／R水素

text: 鈴木菜央（@suzukinao、greenz.jp編集長）

text: 兼松佳宏（greenz.jp / R水素ネットワーク）

始まっている。
　とはいえ、水素自体がまだまだ聞き慣
れないし、ましてRってどういうこと？とい
う方もほとんどだろう。そこで、R水素は
そもそも何なのか、何故世界を変えうる
のか、簡単に紹介しよう。

水素って？ Rって？
　理科の実験でもやったことがあるだろう
水の電気分解。そこから生成される元素
記号Hは、宇宙で最も豊富にあり最も軽
い元素だ。水（H20）、プロパン（C3H8）、
アンモニア（NH3）など身近なものにも水
素は多く含まれている（水の中にあるとい
うことは、レストランで飲む水にも、当然
君のカラダの中にもたっぷり含まれてい
る）。
　太陽の膨大なエネルギーを生み出すほ
ど宇宙ではなじみの水素だが、地球上で
も使い道はいろいろある。特筆すべきは
エネルギーを貯めることができる、というこ
とだ。太陽が出ていないときでも燃料電
池があれば発電することができる。
　例えばデンマークのロラン島では、風
力発電でつくられた電気が余っているの
で、その電気を活用して水素をつくって
供給し、燃料電池で熱と電気をつくること
で、世界初のR水素コミュニティ（！）を構
築しようとしている。
　他にも身近なところでは、ガソリンの代

わりに水を燃やしてクルマを走らせること
も可能だ（既に東京都市大の水素エンジ
ン車が公道を走っている）。船や飛行機
を動かすことも、銭湯を沸かすこともでき
る。そうやって燃料として使っても、電気
と水とごく微量の窒素しか発生しないの
で、枯渇しないサステナブルなエネルギー
源とされているのだ。
　では、Rとは何か？ R水素の“R”はリ
ニューアブル＝再生可能の意味で、原子
力や化石燃料を使わず、太陽光や地熱
など枯渇しない自然エネルギーを使ってつ
くった水素のことだ。
　結局水素を作るために、天然ガスや原
子力のような（国家戦略や大きな企業しか
参入できないという意味で）中央集権型
で、局所に限定的で争いの種になること。
なおかつ北極海の底からわざわざ採掘し
たり、何万年も害が残る放射性廃棄物を
残すような、地球に負荷がかかるエネル
ギーを使っているのでは、何も変わらない
だろう。
　一言で言うなら、R水素社会では「エ
ネルギーを争う必要がなくなる→戦争がな
くなる→貧困や難民がなくなる→みんな
ハッピーになる！」というポジティブなループ
が始まる可能性がある。それがR水素
が革命的であり、「ザ・シンプルソリューショ
ン」と言われる所以だ。
　今後ますます、水素がメジャーになっ

ていくとき、RなのかRでないのかが重要
なポイントとなる。それは社会のコンセプト
をどうするのか、というそもそも論に踏み
込む問いかけなのだ。
　21世紀の人々は、エネルギーを自分で
つくる世代だ。そうやって有限のものを争
う必要がなくなることで、ココロに余裕が
生まれ、そうして初めてあらゆる人々のポ
テンシャルを解き放たれるだろう。
　エネルギーが変わらなければ、世界は
変わらない。R水素ネットワークは、あら
ゆるチェンジメーカーと共闘／共鳴できる
プラットフォームなのである。
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「電動自転車だって？ あんなの自転車じゃ
ないよ、邪道だよ！」とおっしゃる自転車好
きの方々、僕も前までその1人でしたが最
近その考えを改めました。自転車に乗る
スタイルはいろいろあって、サイクルジャー
ジにレーサーパンツのピタピタファッションで
がっつりロードバイクに乗るのも、普通にお
しゃれなカジュアルウェアを着てピストに乗
るのも、スーツ姿で電動アシスト自転車に
乗るのも、それぞれに違った楽しみがある
もの。どれがカッコイイとかカッコ悪いとか、
そういうことを言ってること自体カッコ悪くな
い？ 同じ自転車なんだからみんなでピース
にいこうよ、というのがいまの僕の気分で
す。そんな自由な考え方が、むしろ自転車
という乗り物に相応しいよね。やっぱり電
動自転車の食わず嫌いも良くない。
　ということで乗ってきました、電動自転

車。はるばる瀬戸内海の小島まで……っ
てなんで瀬戸内海？ 説明がちょっと長くな
りますが、10年以上前に世界で初めて電
動アシスト自転車「PAS」を発売したヤマハ
が、日本各地の観光地でPASのレンタル
サービスをスタートするにあたって、各レン
タルエリアの地域情報とPASの楽しさを伝
えるウェブサイトをオープンしたのです。そ
して、実は我々Tokyo Design Flow の
チームがそのサイトのコンテンツ作りのお手
伝いをしているんです。それで、取材の
ために行ってきたのが瀬戸内海に浮かぶ
アートの島、香川県の直島。
　いつもはワリと速めな小径改造ピストに
乗っている私ですが、やっぱり電動アシス
トのアノ感じは乗ってみないとわからない
ですね。ペダルをガシガシ踏んで自転車に
乗るのも大きな楽しみだけど、電動アシス
トの場合は他のことをもっと楽しめる。ペダ
ルを踏む力が少なくて疲れないから心に余
裕が出てきて、周りの景色を見ながらゆっ
くり走り、気になるものを発見したらちょっと
自転車を停めてみたり。こまめなストップ＆
ゴー的な乗り方ができてすごくよい。坂も
楽だし。行ったことがある人はわかると思
いますが、直島は小さな島なんだけど歩
いてアートを見て回るにはちょっと遠いし、

かといって車に乗ろうとしても島にはレンタ
カーもタクシーもなく、乗り合いのバスで移
動するしかない。おまけにバスの路線から
外れたところに隠れた絶景ポイントなどが
あったり、いざそこへ普通のレンタル自転
車で行こうとしても坂が激ハード。ほんとに
電動アシスト自転車がかなり使えました。
　以上、ちょっと宣伝っぽくなってしまいま
したが、来年以降も日本のいろんな観光
地でPASに乗れるスポットができるので、
ぜひみなさんにも一度体験してほしいなあ
と思います。東京にもレンタルスポットがあ
りますよ。

Democracy and PoliticsRevolutionary consciousness

akio0911
1978年生まれ。制作集団「ハッカーズカフェ」に参加。
手作りデバイス「拡張現実メガネ」、同人誌「破滅論」、
ARゲーム「電脳スターラリー」、位置情報ゲームイベン
ト「ジオジオスタンプラリー」、iPhoneによる自己表現
バッグ「モバイルデジタルサイネージバッグ」などの制作
に関わっている。最近は「Cool Japan TV」の立ち上
げと、「メディアファッション」なるものを普及させるべく
動いている模様。
ブログ　http://d.hatena.ne.jp/akio0911/
Twitter　http://twitter.com/akio0911/
メディアファッション　http://www.media-fashion.net/

る。そして全体として収益を発生させる。
スカイプというネット電話サービスがある
が、コンピュータ間での会話は無料であ
る。しかし、コンピュータと電話の間での
会話は有料である。ケータイ向けSNSと
して有名なグリーは、ゲームを無料で提
供し、アバターを有料で提供する。フリー
ミアムは「無料」「割増」という２つの面を
持っている。これらを表す「フリー」「プレ
ミアム」という２つの単語を組み合わせた
言葉が「フリーミアム」である。

「試供品を配って買ってもらう」というマー
ケティング手法は古くから存在するが、そ
の場合は95%の人に買ってもらっていた
ようだ。しかしネット上のフリーミアムモデ
ルにおいては、95%を無料で提供して、
5%の人にプレミアム版を買ってもらうよう
な比率（フリーミアム・レート）に変化して
いる。
　何故比率が変化しても収益を上げるこ
とができるのだろうか？ そのカギはコスト
にある。試供品のような物質（アトム）を製
造・保管・販売する場合、それぞれにコ
ストがかかる。ではデジタル（ビットで構成
される）においてはどうだろうか？ここでビッ

街全体を会場として、芸術館はもちろんの
こと、駅前や店舗のシャッター、ビルなど
さまざまなものを対象にグラフィティライター
たちが彼らのスタイルで絵を描いた。当時
大学生だった僕も水戸まで友人と足を運
び、その規模とクオリティに圧倒され言葉
を失った記憶がある。僕が知る限り、こ

トの世界を支えるインフラについて考えて
みよう。
　ムーアの法則はご存じだろうか？ 「コン
ピュータは1年半から2年くらいで、2倍
の処理速度を持つ」という経験則である。
数年前のパソコンの処理速度、デジカメ
のメモリカードの容量、インターネット回線
のスピードを思い出して欲しい。この数年
で劇的に進化しているのだ。
　今や1TB（=1,000GB=1,000,000MB）
のハードディスクは7,000円程度で購入で
きる。DVD200枚程度が格納できる容量
である。つまり、DVD1枚あたりの価格
は30円程度。もはやデータバックアップ
用にDVDを買う必要はないのではなか
ろうか？ 処理装置、ディスク装置、ネット
回線がより速く、より安くなり、それによっ
てサービス提供にかかるコストも急速に低
下している。これによって、数十人の無
料会員にかかるコストを、一人の有料会
員が支えていく、という図式が成り立つの
だ。ネットにおいて何らかのビジネスを立
ち上げる場合、このフリーミアムモデルに
ついてはぜひ検討すべきと思う。

の規模でグラフィティというものが初めて日
本国内において「アート」という文脈で世間
にその価値を提示したエキジビションだっ
たと思う。そう、「ストリート」と定義されて
いる「グラフィティ」が「アート」へと昇華した
瞬間だったのだ。これも一つの革命だっ
たのだ。確かに世界も変えていなければ、
日本史の教科書に載るようなことではな
いかもしれない。でも、日々 あなたが歩け
ば目にする落書き（だと思われているもの）
が「アート」として提示された、ということは

「革命」と呼ぶに値する価値があると強く
思う。マルセル・デュシャンが便器に『泉』
というタイトルをつけ、「これアートなの！（と
言ったかはわからないが）」と世界に便器
を提示したときとその価値自体は変わらな
いのではないか。日本のアートシーンにお
ける革命が起こったと言えるのではない
か。
　落書き（だと思われているもの）や便器
など、日常的に目にするものも、その視点
を少し変えることによって革命が起きた。
僕がここで言いたいのは、そういう普段
何気なく通り過ぎているものですら、視点

を少し変えるだけで突然革命を起こすス
イッチとなる可能性があるということ。革
命は遠い国で偉い人たちだけが起こせる
ものではないのだ。
　昔、中学時代にぶっとんだ教頭先生が
いた。慣例となっていた京都への修学旅
行を飛騨高山に変えたり、ヤンキーとやた
ら仲が良かったり、平気で暴力ふるった
り。ある時その人が言った。「君たちは
生徒と呼ばれているが、おかしいと思う。
怒っていいよ。生徒という単語は、いた
ずらにいきる、と書く。いたずら、という
のはやることもなく、ただ無益に、というこ
と。君たちが未来だ。いたずらに生きて
はいないし、決してそう生きてはならない」
と。いたずらにただ日々 を生きるのでなく、
少し視点を変えることで革命は起きるのか
もしれない。ほら、いまそこに革命のス
イッチは転がっているのだ。

ユーザーは電話会社と契約を結ばずに、
ネット経由で書籍が購入できる。かかるの
は電子書籍の購入代金だけだ。Kindle
では電子ブック、新聞などの価格に通信
料を上乗せし、トータルで収益を出せるよ
うな仕組みを作っているのだ。いつでもど
こでも32万冊の中から試し読みが可能
で、必要であれば瞬時に書籍を購入でき
る。月額使用料などは気にする必要がな
い。これらの特徴が快適な読書体験をも
たらしてくれる。
　次にフリーミアムというモデルについて
取り上げてみよう。フリーミアムにおいて
は、基本的なサービスを無料で提供し、
高度なサービスについては有料で提供す

できない非日常なのか。否、どの革命も
僕らと変わらない、同じような人たちが起
こしたものなのだ。歴史的評価がその事
実を重く、強く、輝きを放つものにしたの
ではないか。僕らが生きている日常も、小
さな革命の連続なのではないか。
　そこで僕がふと思い出すのは、2005
年に水戸芸術館を中心に行なわれた、

『X-COLOR ／グラフィティ in Japan』展
だ。「グラフィティ」。誰もが聞いたことが
一度はあると思うが、街中に描かれてい
る（一般的には）落書き（だと思われている
もの）である。このエキジビションは水戸の

　ネットにおいて、多数のサービスが無
料で提供されている。Googleによる検索
サービス。大容量メールサービスGmail。
サービスを無料で利用できるのは、もは
や常識である。しかし、これらのサービ
スを無料で提供している企業は何故収益
を上げることができるのだろうか？ まず例
として、電子書籍デバイスであるKindle
について考えてみよう。Kindle最大の
特徴は、携帯電話網を利用することで、
PCを介さずにデバイスから直接書籍をダ
ウンロードできる点にある。この手のデバ
イスを利用する場合、大抵は電話会社と
の回線契約が必要で、月額使用料など
がかかってしまう。しかしKindleの場合、

「革命」。重いなー。単語として。なん
か、過去の事象を見てもそれの持つ意
味は非常に強いと思う。例えば、清教徒
革命（ 1642-1649）、名誉革命（ 1688）、
フランス革命（ 1789-1794）、ロシア革命

（ 1905）、辛亥革命（ 1911）……スゴ
い日常からかけ離れてる感満載！ スゴい
人たちがスゴい思想のもと、スゴいことを
やってのけたのではないか、と思ってしま
う。恐るべし革命マジック。でもここで一
呼吸おいて考えたい。革命は果たして本
当に僕らの日常からかけ離れた、僕らが
どれだけ背伸びをしても成し遂げることの

text: akio0911（media-fashion.net）

text: MAT.（Media Surf）

アトムからビットへ

革命ってそんなに大それたものなの？ 
ちょっとそこ、疑ってみることから始めよう

ビット革命

いまそこにある革命

チャリのフロウ
電動アシスト自転車もなかなかいいよ

text : 清田直博（Media Surf）

Becle（びーくる）
ヤマハの電動アシスト自転車「PAS」のレンタサイク
ルのウェブサイト。東京では丸の内と文京区でレン
タル可能。詳しくはサイトをチェックしてみて！
http://becle.jp/
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Revolutionary consciousness

関場・日本文学を革命する男

新しい回路を繋ぐ

価値構造のデザイン

ないんだろうけど、内気なのか、本当は
行きたいのに行かないのが見え見えなの
よ。でもそれが可愛くてね」（いま関場の
日記を見て、関場のオフ会が2000年の
12月8日に実施されそうになっていたのを
見つけたので、僕らがその時喋っていた
のはその年末だったのだろう）。

「歳も僕らのちょっと上。文学のために貧
乏をして、アルバイトで食いつなぎ、ネット
で真摯にちょっかいを出してくる奴と議論
したりね。実社会では完全にダメな人な
わけですよ。確かにみんながバカにする
のもわかるんだ。でも、なんだか笑えな
いんだよね。何か、胸を打つものが関場
にはある」
　TとMが話した意味はよくわかる。当
時20代前半の僕らは時代遅れの文学を
愛し、文学で身を立てようなどと寝ぼけた
ことを考えてもいたのだ。だからたとえ的
外れでいようとも文学のために身を捧げ、
奮闘している彼のことを一笑に付すことは
できなかった（といいつつ、その日は関場

「デザイナー、ってうちらに関係あるの？」
製紙メーカーではつい最近までの感覚
だったようだ。そりゃお金を出して紙を買っ
てくれるのは出版社だったり代理店営業
だったりするわけで、直接のお客さんでは
ないデザイナーって人たちに対して実感
がなかったのも無理はない。印刷の余白
Lab.という事務所を始めてこうした紙業
界、印刷業界の状況にたびたび触れてき
たけれど、そもそもこの仕事を始めたのは
私がデザイナーとしてあまりにも不器用だっ
たからだと思う。
　印刷の余白Lab.の仕事は簡単にいうと、
印刷に関わる何でも屋……に、図らずも
なってしまっている。仕様を組み立てたり
現場を手配するディレクションをメインとし
て、もちろんデザインもやるし、最近は紙と
印刷の授業をやったり、編集やライティング
にも関わらせていただいている。でもこれ
らはバラバラなものではなく“ひとつなぎ”の
仕事。印刷所の現場と話さずにデザイン
に取りかかることはできないし、デザイナー
の意図を解さずに仕様をかためることはで

　極限まで高まった内圧によって平衡が
破れ、新しい構造に移行すること。それ
を革命（Revolution）と呼ぶなら、普段
気づかないだけで革命はどこにでもありま
す。たとえば自然界では、ミクロには代
謝、マクロには進化（Evolution）という革
命が脈 と々続けられてきました。逆説的
ですが、進化から観察される革命の条
件は、「内圧の状態変化」にあります。
　資本主義において、この一世紀ほど

「お金」が「価値」の対価として利用され
てきました。価値を定量化する資本主義
のわかりやすさは大成功（！）そのシンプル
さから生まれた消費経済は僕らの生活を

そこそこ有名な変態のようだ。情報を集
めると1.「日本文学の革命」というwebサ
イトを運営している、2.そのサイトが俊逸
で画面上に「開始」の文字だけがあり、ク
リックすると中に入れる（つまり革命を開始
するという意味）、3.ひたすら夏目漱石に
ついて評論を書いているのだが、いまさ
ら漱石な上に読書の幅が狭く、いささか
時代錯誤で文学的にもチープである、と
いうことがわかった。

「やめておけばいいのに関場が2ちゃんね
るに自分のサイトの宣伝をしたり、壮絶な
文学の闘いを告白しているうちにいろいろ
な奴からメタクソに叩かれてね。『才能ゼ
ロ』とか『死ね』とか、それはもう本当に罵
詈雑言でひどいものだった。そんななか
でも関場に擁護する女の子もいてね、関
場先生を優しくオフ会に誘ったりするわけ
よ。ところが関場がなかなか理由を付け
て会いに行かない。『その日執筆があっ
て……、行きたいのですが本当に残念』
とかね。大作家でもないから別に予定も

　僕が「革命」と聞いて思い浮かぶの
は、レーニンでも日本赤軍でも渡辺美里
の「MY REVOLUTION」でもなく、関
場という一人の男のことである。関場は
2ちゃんねるではある意味で有名人だが、
世間一般では無名に等しい。しかしなが
ら革命という言葉は彼以外の人が使って
はいけないのではないかと思ってしまうほ
どに、僕の中ではすごく大きな存在となっ
ている。
　僕がはじめて彼のことを知ったのは数
年前の終電を逃した池袋の「珈琲専門
館・伯爵」の二階席であった。始発まで
のムダに長い時間を、文学を長年一緒に
学んできたTとMとの3人で過ごしている
と、Tが「今すごいと思うサイトは関場な
んだよね……」とポツリとつぶやいた。す
るとMも反応して「うわ～、俺もだよ！」と
興奮した面持ちで語り出し、知らないの
は僕一人といった状況になった。どうや
ら2人の説明によれば関場とは、当時ま
だ始まったばかりのwebの世界において

革命とは何かを変えることなのだ、というのならば彼は本物の革命家だろう

そこから生まれるひらめきも革命

OPEN SOURCE PRODUCT

text: 草彅洋平（東京ピストル）

text: 野口尚コ（印刷の余白Lab.）

text: NOSIGNER

の話で大いに盛り上がり、大爆笑のまま
家路についたのだが……）。
　驚くべきことにこの時話したサイト「日本
文学の革命」は現在まで続いている。そ
して彼が書き続けている評論「日本文学
の革命」も、なんと10年にわたって展開
されており、僕らは読むことができる（と
いって読むほどでもないのだ。泣ける！）。
　しかしこの関場の粘りと情熱はすさま
じい。毎年同じように「もう少しで完成」
「『新しい文学』が今にも出来そうだ」「も
う出来たようなもの♪」とひとり言をつぶや
く関場に、僕はどれほどたくさんの勇気と
百万の友に似た気持ちをもらったか。思
えば僕の文学に対する鬱 と々した気持ち
を代弁してくれ、自分がなしえなかった
文学で身を立てることを愚直にも実行して

きない。どうにも不器用で小心者だから、
相手の顔が見えないところで仕事をするの
は嫌なのだ。ステージの裏側を支えてい
る人たちを知りたいと動いているうちに、そ
れが仕事になってしまったような気がする。
　そこで改めて「デザイナーって関係ある
の？」という感覚について。「出版社や代
理店の営業は指定された紙を発注してい
るだけで、例えば私のようなデザイナーと
いう人間が使う紙を選んでいるんです。デ
ザイナーってのはカクカクシカジカのような
役割で……」。飲みの席で5分10分喋っ
ていれば理解し合えそうなことが「なんだ
か相手がよく見えない」だけでうまくいかな
いことって結構ある。
　時代は分業から統合へ。そんなことは
もうずいぶん前から言われている。じゃあ
具体的にどうしたらいいのだろう。一度別
れてしまったカンケイを修復するのは難しい

（ご存知のように）。共通言語が足りない
ならなおさら。そういうときは、どちらの言
葉にも耳を傾けられる人間が必要じゃな
い？

豊かにし、平均寿命も大幅に伸びました。
デザイナーという職能も例に漏れず、この
一世紀のデザインの命題はつねに消費を
促進することでした。 そして現在、ほぼ
全てのデザインは消費経済のために存在
しています。
　しかし「お金」と「価値」との等価性が
崩壊し、消費経済が産んだ不合理を強
烈に経験している現在の私たちは、いま
革命の条件である「内圧の状態変化」の
渦中にあります。どうやら私たち人類は、
生き残るために価値に対しての考え方を、
文字通り「進化」させる必要に迫られてい
るようです。

くれ、矢面に立って純文学を守る人柱に
なってくれたのは関場以外にはいなかっ
たのだ。
　革命とは何かを変えることなのだ、とい
うのならば彼は本物の革命家だろう。と
いいながら最近ブログに「反外国主義運
動とサザンの思い出」という連載があっ
て、読んだら大爆笑してしまった。いや、
天才だよ！
　関場先生にはもっと広い世界で活躍し
てほしいと願う、9年目の今日である。

　だからこそ、イメージとものづくりの現場
をより近づけていくことが、いま一番自分に
合ったデザインの在り方だ。印刷屋として、
そして一人のデザイナーとして、デザイ
ナーにこそ提案したいことがたくさんある。
　世界をひっくり返して一から新しいものを
つくるのもアリだけど、既存のニューロンに
新しい回路をつなぐことで、そこから生ま
れてくるひらめきもまた革命になるんじゃな
いだろうか。「文化はつくるものじゃない、
醸し出されるものだ」とは恩師の弁。革命
は然るべきとき、然るべきところに生まれる。
その現場に立ち会えるような、良きシナプ
スでありたいと願う。

　そもそも、デザインは消費のためにあ
る、という理解は、社会にとって大変不
本意なことです。何故ならデザインとは、
生き残るために周囲から価値を作り出す
人間の本能的な編集能力に対して、最
近その一部を「デザイン」と呼び始めただ
けのものなのですから。僕はいま求めら
れている「進化」に対して、現在のデザ
イン領域よりもむしろ、デザイン的思考に
見られる強力な編集能力に期待していま
す。その能力によって、私たちは新しい
価値構造を発見できるかもしれません。
　ここで思考実験として、プロダクトデザ
インの流通について考えてみましょう。例
えば僕はいまスニーカーを履いています
が、わずか200年ぐらい前の人間はわら
じを履いていました。もちろんスニーカー
もデザインですが、わらじだって充分にデ
ザインです。
　さて、これら2つのデザインには重大な
違いがあることに気づくでしょうか。それ
は、スニーカーは買う物であり、わらじは
作り方を教わる物だということ。言い換え

れば、スニーカーを流通させるのが「お
金」なら、わらじを流通させるのは「知識

（ナリッジ）」だったことです。ここには、
プロダクトデザインは「お金」でなく「知識」
によって流通できるという重大なヒントが示
唆されています。
　現在NOSIGNERは、知識を介してプ
ロダクトデザインを流通させる、新しい価
値構造を持った参加型のWEBサービス、

「OPEN SOURCE PRODUCT」を構築
しています。
　このサービスは、参加するクリエイター
がプロダクトの作り方（レシピ）を公開する
データベースとなっています。世界中の
人がサスティナブルなデザインのアイデア
を交換し、たとえ山奥にいても、周囲の
物を利用してプロダクトを自ら製作できるよ
うな、自産自消のためのデータベースとな
ることを目指しています。
　このプロジェクトでは、優れたアイデア
を持ったクリエイターに開かれたプラット
フォームを構築し、新しい価値構造を探
る小さな革命を試してみたい。そしてい

つか、このサービスから世界を救うアイデ
アを持ったクリエイターが出てきてくれるな
ら、これほど嬉しいことはありません。そ
れは、ひょっとしたらあなたかもしれない。
　公開予定は2010年初旬。「OPEN 
SOURCE PRODUCT」を一緒に作れる
日を楽しみにしています。
http://www.opensourceproduct.org/

日本文学の革命
http://www5a.biglobe.ne.jp/~rjltof/

Yohei Kusanagi
デザイン、web、エディトリアル全般に関わり、
数多くの作品を世に出している株式会社東京ピ
ストルの代表取締役。ふろく付き趣味の科学
ムックとして、大人気の『大人の科学マガジン』

（学研パブリッシング）に「大人のオタク工作」を
好評連載中。

http://www.tokyopistol.com/

NEETNIKはtumblerを活用した情報サイト。
愉快なニートの人たちがどうでもいい情報を毎日
更新しているよ。
http://neetnik.tumblr.com/

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/

NOSIGNER
「見えない物をつくる職業」という意味をもつ
NOSIGNER（ノザイナー）として匿名で活動す
る、領域を持たないデザイナー。空間／プロダ
クト／アートディレクション等の様々なデザイン
分野で世界的な評価を得ている。ロンドンデザ
インミュージアム収蔵・グッドデザイン賞など、
受賞多数    http://www.nosigner.com/
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自由大学 ―「学び」の革命

す。講義は基本的に週1回の計5回を1
クールとして、約1ヶ月で気軽にいろいろ
なことを学べます。廃校になった学校の
校舎で、学び続ける面白さ。開講から半
年で既に450人の卒業生が自由に学んで
きました。
　自分の意志とはあまり関係なく、知識だ
けが一方通行で与えられてきた、これま
での日本の教育環境の中では、「学び」が

「生きる」ということになかなか結びつきま
せんでした。人は新しいことを学びたいと
いう欲求を抱えて生きています。いくつ年
を重ねてもその想いは変わらないはずで
す。常に新しいことを学び、考える。そう
して得たことを生活や人生に取り入れて
ほしいと思っています。そして本来、学び
とはそういうものだったはずなのです。自
由大学は「学びたい」という声に答えるこ
とで、すべての人が成長できる場として、
これからさらに大きく発展していきます。
「学び」に革命を。

自由大学
＜1月の開講予定講座＞

［スタイリコン］～すきをしごとにする！～

好きなことを仕事にしている人のストー
リーに興味はありませんか？

教授：坂巻善徳 a.k.a sense、
ALEXANDER LEE CHANG、
内野洋平、VERBAL
キュレーター：松井明洋（MAT.）、
石渡道和（MIT.）

[日程] 19:30 ～ 21:30
1/14（木）, 1/18（月）, 1/22（金）, 1/25

（月）, 1/29（金）（全5回）

自分の本をつくる方法

１月は、自分と向き合うのに、もってこい
の月だ。つくりたい本のことを考えるのは、

「自分は何者なのかを答える」ということ。
新年の抱負もいいけど、具体的に動こう、
いっしょに。

教授：深井次郎
キュレーター：芹沢茉澄

[日程] 毎週土曜日　13:00 ～ 15:00
1/16, 1/23, 1/30, 2/6, 2/13（全5回）

100%オーガニックフードを自分で育てる

A4サイズのスペースがあれば、１年間サ
ラダは食べていける

教授：John Moore
キュレーター：林篤志

[日程]
＜週末コース＞土曜日　10:30 ～ 12:30
1/16, 1/23, 1/30, 2/6, 2/13（全5回）
＜平日コース＞火曜日　19:30 ～ 21:30
1/12, 1/19, 1/26, 2/2, 2/6（全5回）

（注）最終日2/6のみ土曜日14:00 ～ 16:00の開講となります。

セカンドママとして働く

what is a "セカンド ママ"?
教授：Peter Anshin、John Moore
キュレーター：芹沢茉澄

[日程] 毎週木曜日　19:30 ～ 21:30
1/28, 2/4, 2/11, 2/18, 2/25（全5回）

20年履ける靴に育てる

おろしたての靴は赤ん坊。履き続けること
で靴は育っていく。10年履いてようやく"
靴"になる。

教授：明石優
キュレーター：芹沢茉澄

[日程] 毎週水曜日　19:30 ～ 21:30
1/13, 1/20, 1/27, 2/3, 2/10（全5回）

Love & Communication
～セクシャルヘルス・コミュニケーション学

セクシャルヘルスケアとコミュニケーション
スキルを身につけ、愛情に満ちた豊かな
人生を送る！

教授：OLIVIA
キュレーター：山本ペロ

（LOVE&COMMUNICATION）

[日程] 毎週火曜日　19:30 ～ 21:30
1/12, 1/19, 1/26, 2/2, 2/9　＊女性限定

Creative Leadership

世界をつくるのはあなただ！ リーダーシップ
に必要なスキルと自信
The World As You Make It - 
Leadership Focus on Skills & 
Confidence

「あなたの成功への道をつくるのはあなた
だけしかいない」
"You're the only one who's getting in 
the way of your success."

教授：John Moore

キュレーター：林篤志

[日程] 毎週月曜日　19:30 ～ 21:30
1/11, 1/18, 1/25, 2/1, 2/8（全5回）

＜2月の開講予定講座＞

未来の仕事

それは、会社よりもボクたちにぐっと近い

なりたい自分になる～顔編～

「なりたい自分」は獲得できる。メイクとス
キンケアでまずは顔から、なりたい自分に
なる。

靴磨き職人になる

"靴を磨く"　シンプルな事をとことん極め
る職業、靴磨き職人

講義の詳細やお申し込みはこちらから
http://www.freedom-univ.com/

　IID世田谷ものづくり学校で行われてい
る「スクーリング・パッド」の新しい試みとし
て今年7月から始まった「自由大学」。名
前は大学でも、普通の大学ではありませ
ん。 教えたい、伝えたいという情熱を持
つ人は誰もが教授になれ、 新しい価値観
をもって自由に企画し講義を行うことがで
きます。そして“自ら求めて学ぶ”人が自
由に学べる大学です。

“大きく学び、自由に生きる”インスピレー
ション、知る楽しさと考える面白さを、生
活の中に、人生の中に持ってこようという
目的から、自由大学のシステムが生まれま
した。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。自由に生
きるための基礎的能力と無限の思考力を
創造するために存在します。
　自由大学では現代の“clever”だけど”
wise”でない若者から、時代の変化に流
されない知性を身につけたい大人まで、
実際に役に立つ叡智を追求していきま

忘れられた“自ら求めて学ぶ”楽しさ

text: 和泉里佳（自由大学）

 

　トランプの大貧民（土地によっては大富
豪）というゲームを知ってますか？ 細かい
ルールはさておき、小さい数のカードの上
にその数よりも大きな数のカードをのせて
いく。最初に手持ちカードがなくなった人
が大富豪、2位が富豪、3位は平民、と
階級が分かれていくというゲーム。ルール
の一つに、同じカードを4枚出すと「革命」
があり、小さいカードが一番強くなり、大
きな数字が弱くなるというすごいルールが
ある。僕はこのゲームはとてもいいな～っ
て思うんです。
　ゲームの名前、シンプルなルール、ス
テキなローカルルール、とよく考えられてい
る。そんな好きなゲームをWikiで調べと
ころ、更にステキなローカルルールも存在
していた！ 細かいことは「トランプ、大富豪

（もしくは大貧民）」でGoogってください。

数が多ければ強い、それよりも多ければさ
らに強い、さらに多く、多く。人数を稼い
で強くなる。人数が多ければ強い。ん～
まあ当たり前のことだが、あるとき同じ意
志の仲間が同じ時期に現れ、大きなモー
ションを起こしたときに革命が起きる。革
命が起きると強い意志を持っている少数
民族がどんどん強くなり、更に中身の濃
い少数の精鋭隊が、そして最後には１番
意志の強い人物「リーダー」が現れ統治
する。なんかそんなトランプゲームだと僕
は思っている。
　最初に必要なことは一人一人が毎日の
生活を不思議に感じ、こうだったら！？ って
思う世界に自分は住みたい！ 住んでいる。
そこで生きていたい！ そこで自分は住んで
いる、と思う。決めてしまうことから始める
ことが大事だと思う。

「革命家に従うのでもなく、敬うのでもなく。
自分を革命家と思わない限り、戦いに自
分への負い目が出てくる。本質は変わら
ない。黙ってても時代は変わるから参加
しないのは別に罪じゃない。そのかわり
後悔を残すなよ。時代を変えたいって？ 
それは結構なことだ。そのかわり後悔を
残すなよ。おまえの女や子や孫に、お前
自身に。俺に最後まで付いてくるのは俺
だけだし、お前を最後まで見捨てないの
もきっとお前だけだ。それぞれがそれぞ
れの生活を見つめろ」（Tha Blue Herb 
/ 時代は変わる part2,3 から引用）
　僕の好きな歌詞の一節でもこういう事を
言っている。
　今の世の中に自分がどういうふうに幸
せに生きていくかということではなくて、自
分や家族、恋人が幸せになるために、世
界がどう変わってほしいか？ どうしたら変
わるか？ と僕は思う。だって最後に世界
は世界を守れないし、僕たちも守ってくれ
ない。だけど、世界は僕たちを住まわせ
てくれているし、僕たちは世界にしか住む
ことができない。そしたらこうするのはどう
かな？ 自分たちのことは自分たちで守る。

住まわせてくれている世界も自分たちで守
る。そうすれば、僕たちは幸せにこの世
界に住むことができるんではないかと、僕
は思う。ありがとう！

Answers Lee's Choice

大貧民
text : Alexander Lee Chang

アレクサンダー・リー・チャン
1975年サンフランシスコ生まれ。アパレルデザイ
ナー／プロスケーター／アーティスト。幼少期のカ
リフォルニアにてスケボーと出会う。10代の頃から
プロスケーターとして活躍。96年より 7年の間、ア
パレルブランドのディレクターを経て、03年独立し
[Chang Co., Ltd. ]を設立。04年 S/Sよりスタート
した [AlexanderLeeChang]ではアーティストとして
も活動する彼の DIY精神で凝ったディテールと構築
的なフォルムのプロダクトを生み出している。立体
作品、コンピューターグラフィックなどが得意。

Democracy and PoliticsRevolutionary consciousness

絵：長場 雄
Design Tshirts store graniphのグラフィック制
作を中心に、アーティストPV、テレビ、雑誌等
の媒体でイラスト/デザインを制作。またオリジ
ナルキャラクター「かえる 先生」の生みの親。
http://kaerusensei.com

脚本：MAGNAROID/マグナロイド
音楽活動（OROTI/M.A.G.M.A）では作曲、ス
テージ演出、ＭＣを担当。ソロ活動ではナレー
ターやイベント、結婚式の司会も務める。’０７
年より、アーティスト長場雄の４コマ漫画作品
の脚本も手がけるなど、その活動は幅広い。
http://www.myspace.com/orotidub
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革命とは何か？
　革命とは「上」と「下」がひっくり返ること
だと私は理解している。上と下があるとい
うことはそこにヒエラルキーが存在する。
西洋では、ある時は王様と民衆の逆転で
王政が倒れ民主制が出現したり、またあ
る時は資本家と労働者の逆転により社会
主義が生まれたりした。
　近代日本の最初の革命は明治維新。
徳川幕府と幕藩体制の枠からはみ出た
浪士達の間で逆転が起こり、天皇を頂点
とした明治政府ができた。その後２度の
世界大戦を経て1945年に敗戦、GHQ
により、天皇は象徴天皇として政治の舞
台から引きずり降ろされ、天皇万歳を叫
んでいた民衆の心に深い傷と喪失感を残
した。
　では、革命の主体となったのはどのよう
な人間だったか？ 革命は独りでは起こせ
ない。革命とは心に同じ傷を負ったヒエラ
ルキー下位の人々の連帯による価値観の
転覆劇であり、さまざまなスローガンやイ
デオロギーで装飾されていたとしても、そ
の本質は、虐げられた人々によるルサン
チマンの爆発なのではないかと私は思う。

どもいた。1960年には日米安保条約の
継続に反対する学生を中心とした「 60年
安保闘争」が勃発、のちに68年の学生
運動に参加した若者達に影響を与えた
大江健三郎や寺山修司などの姿もあっ
た。彼らを突き動かした心の奥底には「敗
戦」があったのではないか？ その後1968
年から70年にかけて、日大の学生デモ
を皮切りに全国の大学で学生運動、いわ
ゆる「全共闘運動」が起こる。ベトナム反
戦運動や新左翼と呼ばれる共産主義者
達による70年安保闘争などが重なり合い、
日本中が革命という幻想に包まれていた。
結果的に1970年には日米安保条約が更
新され、「内ゲバ」と呼ばれる党派間闘
争や「総括」と呼ばれた運動家内での粛
正が起き、1972年のあさま山荘事件で
収束したと言われる。運動の渦中にあっ
た団塊世代の若者たちは一連の政治運
動に敗北することとなったが、これが80
年代以降、形を変えた「革命」として成
就することになる。

「政治」での敗北と「経済」での勝利
　政治運動で敗北しルサンチマンを抱え
ることになった当時の若者達が企業戦士
へと転向し実現させた革命が、大量消
費社会の実現とバブル景気ではなかった

近代日本の「革命」、ルサンチマンの輪廻

text:  清田直博（Media Surf）

戦後から現代まで勝手に総括

か。80年代以降、もはや政治ではなく
経済が国際政治を左右する時代になっ
た。1985年以降に進んだ円高と日米貿
易摩擦、そして1989年の三菱地所によ
るニューヨークのロックフェラー・センター
ビルの購入を頂点として、戦後の日本は
敗戦のルサンチマンを一気に解消させた。
また80年代には一億総中流化（ある意
味、社会主義化）が実現し、一般庶民
が豊かな消費生活を享受した。1983年
に糸井重里が西武百貨店のために作っ
た「おいしい生活」というコピーが80年
代の消費文化を象徴したと言われるが、
1968年当時、学生運動に身を投じてい
た糸井重里と戦後の左翼運動を経験し
た作家兼実業家である西武の堤清二の
組み合わせに、左翼革命の成就を見る
批評家もいる。彼らが実現させた革命は
思想やイデオロギーやアカデミックな教養
に基づいた従来の階級を崩壊させたの
だ。人々は政治に参加する「市民」では
なく、経済活動の「消費者」として横並び
になった社会でいかに消費を楽しむか、
他人と差異化するかが関心事となった。
そんな空気の中で生まれた新しい価値観
を持った若者は「新人類」と呼ばれ、消
費スタイルの「かっこよさ」を軸としたヒエラ
ルキーが発生。「ネアカ」と「ネクラ」が流
行語となり、その時代にルサンチマンを蓄
積していったのがネクラな「おたく」と蔑ま
れていた若者達であった。

「おたく」と「IT革命」そして「六本木ヒ
ルズ」
　1995年「Windows95」登場が、それ
までおたく的なものだったパソコンを一気
に一般消費者に普及させ、インターネット
の普及とIT革命への下地ができた。秋
葉原電気街がアニメとパソコンの店から
成り立っているように、インターネット通信
やゲームでパソコンに慣れ親しんでいた
おたくとITの親和性は高く、徐々におた
くの地位が向上し、2001年のインターネッ
ト博覧会（インパク）を頂点とした「IT革
命」と第1次ITバブルにつながる。

　その後バブルははじけたが、もう一つ
のおたく的なるもの「アニメ」が2000年
代になって世界的に評価されるようにな
る。日本のアニメ文化を日本画の系譜に
連ね、西洋のアート市場で成功を収め
た現代美術家の村上隆の登場だ。「お
たく」がポジティブな「オタク」へと変わり、
2003年には六本木ヒルズのイメージキャ
ラクターを制作することになる。六本木ヒ
ルズにはIT長者や外資系金融企業が入
居し、所得格差が広がる社会を背景にし
て「勝ち組」の象徴となったが、その裏で

60年代後半の「政治の季節」
　戦後、GHQによる急激な民主化に反
発した共産主義者達による運動が始ま
る。当時の共産党には東大の学生であっ
た読売グループの渡邉恒雄や日本テレビ
の氏家齊一郎、西武百貨店の堤清二な

　21世紀に入り、大小問わず様々な
分野で革命が起こった。音楽業界で
はCDからMP3が主流となって、音楽
がデータとしてやりとりされるようになり、
我々の音楽に向き合う姿勢を劇的に変
えた。Apple の Steve Jobs 氏はその
点を予め理解し、音楽の１番はライブで
iTunesは2番目だと言っている。とはい
え、やはりデータ通信によって秒単位で
新しく生まれる音楽も文化として根づい
てはいるが、血の通った、生臭い何か
を音楽から感じる機会が減りつつあり、
寄せ集めのコンピレーションばかりを欲す
る、ただただ消費する姿勢へと繋がって
きている気がしてならない。
　ファッションではファストファッションが台
頭し、文化がコストに駆逐されていると
いう点も見逃してはならない。このような
ファッションの現状をコムデギャルソンの
川久保玲氏は「作ることに対しての価値
が重きを置かれていない。ビジネス優先

が閉鎖感を生む」と述べている。 常に
第一線でファッションに革命を起こし続け
てきた彼女の言葉には、クリエイティブ
事業に従事している誰しもが反芻すべき
言葉であろう。しかし皮肉なことに、同
じ革命家であるココ·シャネルは、こう語
る。

「創造できる人間は、ごくわずかです。
できない人間は数えきれません。だから
後者のほうが強いのです」
　時代を超えて創造者たちは同じ悩み
を抱き、想像もつかない孤独に耐えてき
たのであろう。
　資本主義の革命とは文明の進歩と繋
がっていたはずであるが、今やその根
本となる価値基盤が歪み、ぐらつき始
め、多くの分野で耐震偽装が目立ち始
めてきた。革命によって新たな価値が生
まれる反面、それによって様々な弊害が
生まれるのも事実である。その弊害を乗
り越えた時こそ真の血（知）の通った革

命が成立するのかもしれない。
　そして我々はジャイアンの抱く覇権主
義の実態に嫌気が差し、実態のない数
字が作り出す金ではなく、本質的なモノ
に目を向け始めてきた。思想もなく、流
行としてエコやグリーン、サステナブルだ
と叫ぶ風潮や、社会全体を覆い尽くす
偽善的態度に若者は気持ち悪さを隠し
きれないでいる。科学至上主義、自由
経済によって、我々は太古から続く宇宙
の調和を乱しに乱している。この記事を
書いている私もその一人であろう、あな
たもきっとそうだろう。人間は地球の一
部であり、生かされている存在であると
いう当たり前の事実に目を向けず、地球
の資源を削り、傷つけ、汚している。きっ
とマイケルも悲しんでいるはずだ。
　我々は徐々にではあるが、論理と数
字が支配するマインド型社会からの脱却
を試みていかなければならない。それは
そんなにも難しいことではない気がする。

例えば、30000mの高層マンションから
望む景色と自分の手で作り上げた高さ
7mのツリーハウスから望む景色のどちら
が素晴らしいか、それは一概には言え
ない。すべては頭で決めるのではなく、
心で感じとるものなのである。感じれば
それで良い、答えを求め過ぎないことが
生きる喜びに繋がるのだ。マインドでは
なく、ハートでどう感じとるかによって幸
せを定義するなら、近代社会の成功繁
栄思想の価値を個人レベルで転換する
のは容易に可能なのである。昨日見た
景色も次の日には全く違った景色に見え
ることもあるだろう。本当に大切なモノは
そばにあるものなのである。農耕民族で
ある我 日々本人は、自然の中に美を、そ
して神を見出してきた。それはわかった
からではなく、感じたからなのである。

マイケルを悲しませないために
text : tomoji.（tomojinal inc.）

は不正規雇用で経済的に不安定な生活
を余儀なくされるフリーターや、政府によ
り名指しで「ニート」と批判された働かな
い若者が大量に生まれた。しかし、今ま
での日本の革命の流れを見ると、もしかし
たら近い未来、彼らによる何らかの革命
が起きるかもしれないし、私もそれを望ん
でいる。次に起こる革命の主体となるの
は、きっと彼らのような若者たちに違いな
い。私もそのルサンチマンの大爆発に備
えて、社会への怒りをいま静かに溜め込
んでいるのだ。

Revolutionary consciousness

tomoji.
悠久の時を越え、引きこもりから脱しつつある「平成
の怪物」と自ら言う、リハビリなう、な男。「N.G.R.」
PR担当（非公式）。

僕の中で革命と言えばマルコム X。マイケルと見せ
かけてマルコムX
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「ゲバ」とはドイツ語で「暴力」や「闘争」を
意味する「ゲバルト」の略。60年代に学
生運動の闘士たちが、警察や権力に対
する実力闘争（＝ゲバルト）する時に身を
包んだ闘いのための装い、それがゲバス
タイルだ。頭には工事用のヘルメット、口
には防塵や顔を隠すためのマスクやタオ
ル、手にゲバ棒を持つ。その中でも特に
ヘルメットは重要で、セクト（党派）毎にさ
まざまなロゴや色で分かれており、70年
代に入るとセクトの内部分裂が増えて警
察でも全てを確認できないほどの種類が
あったようだ。ここでは1968年から70年
当時に使用されていたヘルメットを紹介す

る。ぜひ自分でヘルメットを作るときの参
考にしてほしい。

■全共闘（全学共闘会議）
赤地に白、白地に黒で「全共闘」の文字。
全国の大学に全共闘の組織があった。
1968年の東大安田講堂事件で立て籠って
いたのが東大全共闘の学生たちであった。
■アナキスト、ノンセクト・ラディカル（略
称ＮＲ）
ロゴのない黒ヘル。大組織に所属しない
アナーキストやゲリラグループが使用。70
年安保闘争以後、大衆運動の 衰退と共
に彼らは地下に潜行し、「反日武装戦線」

ゲバスタイル

text: ゲバルト坊や（革命的共感主義者同盟）

文字の入ったヘルメット、あの意味はなに？

のような爆弾テロ路線をとる。

■フロント（統一社会主義同盟・社会
主義学生戦線）
グリーンのヘルメットに白で「フロント」のロ
ゴ。（元々赤ヘルだったがCI戦略で緑ヘル
に変更） 詩人・作家の「いいだもも」に指
導されたセクト。

■第四インター（第四インターナショナル
日本支部・国際共産主義学生同盟）
赤ヘルに黒で鎌とハンマーのシンボル。ロ
シア革命の正当な継承者という意味。ス
ターリンに指導された第三インターナショナ
ル（コミンテルン）に対し、トロツキー支持者
により結成された第四インターナショナルの
日本支部を名乗る。

■安保共闘
60年代末には銀色ヘルに赤字で「安保
共闘」のロゴ。活動地域を「京浜安保共
闘」「中京安保共闘」のように冠した。「日
本共産党の革命的分派」であることを主
張。他の党派が「反帝・反スタ」（反帝国

主義・ 反スターリン主義）を掲げ日本共産
党（本部は代々木）を批判した（反代々木
系）のに対し、共産党の「民族自立論」な
どを継承したため対立。後に連合赤軍 

（赤軍派＋京浜安保共闘）による「総括」（リ
ンチ殺人）の一因ともなった。

■革マル派（革共同・マル学同・革命的マ
ルクス主義派）
白ヘルに赤テープ。正面のZはZENGA-
KUREN（全学連）の頭文字。字体には
セリフが多い が、サンセリフのものもある。
側面に「革マル」のロゴ。カリスマ指導者
の黒田寛一は2007年に死去。

■中核派（革命的共産主義者同盟・マル
クス主義学生同盟・全国委員会派）
シンプルな白ヘルに「中核」のロゴ。革命
的共産主義者同盟（革共同）の多数派。
ここから革マル派が分派した。両派は分
裂後に激烈な党派闘争（いわゆる内ゲバ）
を展開。多数の死傷者を出した。

■社学同（共産主義者同盟・社会主義学
生同盟）
赤ヘルに白で「社学同」のロゴ。「学生ブン
ト」と呼ばれた大セクト。大組織ゆえに多く
の分派を生んだ。 歌手・加藤登紀子の
亡夫である藤本敏夫は学生時代に社学
同から反帝全学連の委員長に選ばれた。

 

　日本には革命の経験がないらしいで
す。そういうわけか、どうもある種の日
本人には革命コンプレックスというのが
あるのではないかと思います。革命の
経験がない日本は国として一人前では
ない、と。そんな日本にも1960年末ご
ろに学生運動という「革命」を目指す運
動が流行ったそうです。学生の人たち

が「自分たちが理想とする社会を実現
する」と意気込んだ、というにはあまりに
も派手すぎる闘争があったらしいので
すが、さらにびっくりするのがそうして暴
れた人たちがその後、あれだけ糾弾し
た大学で教授をやっていたり、それなり
の会社に勤めて偉い立場に立っていた
りすることです。たしか「革命」というの

は、「人民」の平等な社会、つまり社会
主義国家の実現だったと思うのですが、
結局暴れ方がうまかった人がなんだかん
だで、特等席についているという、なん
とも不思議な事態があるのはいったいど
ういうことなんでしょうか。
　僕は、あの革命には致命的な欠陥が
あると思っています。それは「目立ちた
い」というヒロイズムが根底にあるのでは
ないか。目立ちたいというのは、文字通
り誰が立つかのレースです。すべての
人が目立つことはできません。平等を目
指す運動にそれはにつかわしくないはず
です。「闘士」、「アジテーション＝（ここに、
結集されたぁー、学生、労働者、諸君！
などではじまる勢いはあるが内容のない
演説）」という当時の言葉からも、目立ち
たいという欲求が見え隠れする気がしま
す。奥ゆかしさが身上の日本人に目立ち
たい欲求が開放されたからこそ、多少
の思想の違いで内ゲバという恐ろしい内
部闘争をやることになったのではないで
しょうか。戦おうとしているはずの相手よ
りもむしろちょっと意見の違う仲間を攻撃
するとは！その内ゲバ革命運動組織の
代表的な事件、あさま山荘事件で、革
命運動は収束していくわけですが、参
加者たちはその後に高度経済成長期の
勢いに乗った安定成長期の中心人物に
なるわけです。ついでにバブル期におい
ても。
　目立ちたい欲求はつまり、自分を認め
てほしいという人間ならば誰でも持つ欲

求でもあるわけですが、それを克服でき
ないばかりに妙な主義主張で人間を虐
殺したり、名誉、地位に固執したり、頑
張りすぎて社会を傾けさせるのです。結
局、諸悪の根源はそんなところにあるよ
うな気がします。そう！ 革命というなら
ば、そこを絶たねばなりません。さて、
40年前の革命運動はどうなったかという
と、日本の社会が豊かになるにつれて、
棚上げにされて、つまりどうでもよくなり
残存したままです。内ゲバは暴力を伴わ
なくなったとはいえ、様々な業界、会社
やNPO活動でも見られるし、相変わら
ず存在します。
　そもそも、なんとか主義という強いコン
セプト自体が、目立ちたい欲求の表れで
あり、それを葬り去らねばなりません。し

かし、なんとか主義をやめようということ
を強く意識しすぎると、「なんとか主義を
葬り去る主義」ということになってしまいま
す。禅問答ではないのですが、主義の
罠にはまらない、なんだからよくわからな

いがじんわりしみこむ、そういう革命が
いま必要であると思います。それ、すな
わちサイレントレヴォリューション。それに
は、俳句やお花、茶道など何気ないそ
こにあるものに美を見出すような美意識
の転換や昼寝という資源を使わない最

高の娯楽がうってつけと思う次第です。
なにしろ人間は、ほっとくとピラミッドとか
高層ビルとかついつい大きいものをつくっ
てしまう癖があるわけですから、それを
踏まえて何かを生産せずに「豊かさ」を
実現することにあくまでほどほどに力を注
ぐ。新エネルギーやエコプロダクトやらな
んやらでにぎやかな昨今ですが、どうせ
新しくエネルギー作ったところでまたゴミ
をつくってしまうのに違いないのです。き
りがないんだから、もうそういうことはや
めたほうがよい。以上です、委員長！

革命は失敗して当然
text : 伊藤洋志（ナリワイ）

Hiroshi Ito
健康的な仕事をつくる集団ナリワイ、現在ナリワイ
ギャラリーキュレーターとナリワイズを絶賛募集中。
京都の茶の湯ゆかりの大徳寺近くに町家を借りてゲ
ストハウスをつくる企画も進行中、泊まりたい人はご
一報ください。

■赤軍派（共産主義者同盟・赤軍派）
赤ヘルに白で「赤軍」のロゴ。共産同の
分派の一つ。「よど号ハイジャック事件」

「テルアビブ空港乱射事件」などで 国際
テロリストとして有名になる。彼らと何らか
の関係があるとみなされ、インターポール

（国際刑事警察機構）に拘束されたり海外
で入国拒否された知識人たちも少なから
ずいた。

■反帝学評（革労協・社青同解放派・全
国反帝学生評議会連合）
スカイブルーのヘルメットに白で「反帝学
評」のロゴ。日本社会党の青年組織「社
青同」の革命的分派を名乗る。労働者組
織は「革労協」を名乗り、軍事路線をとる。

■ML派（日本マルクス・レーニン主義者同
盟）
赤ヘルに白のストライプ。側面に白字で

「ＭＬ」（マルクスとレーニンの頭文字）のロ
ゴ。しかし思想は毛沢東主義である。

＊参考ウェブサイト
平尾ゼミ
http://homepage3.nifty.com/hiraosemi/
ボリューム(E:)
http://nagato-nagato-nagato.cocolog-nifty.com/

Democracy and PoliticsRevolutionary consciousness
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ミシマ社は原点回帰を目指す出版社。一冊の本の力
を信じて、体温の伝わる本作りをしている。自由が
丘にある一軒家で家族のように働く７人のスタッフは、
本当に素敵なチームでした。今、営業事務を募集し
ています。詳細は東京仕事百貨に掲載予定です。

小豆島は牛の形をした島。そんな牛の後ろ足の付
け根、しょうゆ蔵が並ぶ場所に「島宿真里」がある。
よく知られた宿で調理と接客のスタッフをそれぞれ募
集中だ。四国一の都市である高松から高速艇で45
分ほど。気がついたら小豆島の草壁港に到着。湖
のよう穏やかな海に綺麗な砂浜。見上げれば瀬戸
内一の高さ、寒霞渓の紅葉が美しい。香ばしいしょ
うゆの香りもする。こんな自然も産業も豊かな島にあ
るたった七室の宿、それが島宿真里さん。旅行を
するというのは非日常を求めているのかもしれない。
でもここで感じたのは理想的な日常というものだった。
家族があり、島の人々がいて、仕事がある。理想
的な日常とは、そこで働いている人の日常ということ
に気がついた。

一冊の力を信じて！島宿ノススメ
株式会社ミシマ社

掲載のお問い合わせはinfo@tokyodesignflow.comまで。

島宿真里

東京仕事百貨は「生き方を探す人の仕事探し」
をサポートするプロジェクト。そこにある生き方・働
き方を見つめて、自分の言葉にしています。給与
やネームバリューで選ぶのではない、オルタナテ
ィブな仕事ととの出会いを提案しています。
http://shigoto100.com/

TOKYO DESIGN FLOWと東京仕事百貨が、読者のみなさんによりよく生きることと働くことが一致するような、意義ある仕事への入口をご紹介します。

NEW WORK, NEW LIFE. REVOLUTION 
Cooperated by 東京仕事百貨

[業務内容]
調理、接客
[募集職種]
調理師見習い、接客担当※いずれも正社員（試用期間あり）
[給与]
社内規定に基づく
[勤務地] 
香川県小豆島醤油蔵通り
[勤務時間] 
応相談
[応募資格]
調理師見習 は18 ～ 25歳位、接客担当は19 ～ 30歳位。高
卒以上で普通自動車免許を取得している方。料理を考えつくった
り、人と接するのが好きな方であれば、調理・接客など未経験で
も大丈夫です。
[選考基準]
一緒に働きたいと思える方。
[その他] 
海の横に社員寮あり。女性が多い職場で島外出身のスタッフも
多いです。

その他、詳細は東京仕事百貨（http://shigoto100.com/）をご
確認ください。

[業務内容]
伝票管理、各書店様への納品書、請求書作成及び発送。本の
出荷など、社内で営業業務を支えていただく仕事全般。
[募集職種]
アルバイト（長期的には違う形も考えております）
[勤務地]
東京都目黒区自由が丘
[勤務時間]
平日週5日（10時～ 18時）を予定。
[選考基準]
①出版事務もしくは出版経理の経験がある方優遇。
ただし、その限りではありません。
②長期で働いていただける方。
＊できるだけ、早い時期から働いていただける方がありがたいです。

その他、詳細は東京仕事百貨（http://shigoto100.com/）をご確
認ください。

Kenta Nakamura

株式会社シゴトヒト 代表取締役。1979年東京生まれ。みんなが
（そして自分も）楽しんでいる状況・場づくりがしたくて、建築学
科へ進学。ただデザインするよりもプロジェクトをつくりたいという
思いがあり、不動産会社に勤務。仕事は楽しかったが、自分の
やりたいことを本気で考えるようになる。ふと足繁く通うバーにな
ぜ行くのか考えてみた。内装もいい、お酒や食事も美味しい、
でも自分はバーテンダーの彼に会いに行っていたんだ！ ということ
に気づく。素晴らしいプロジェクトや場所に、「人」は欠かせないと
思い、東京仕事百貨をスタート。

twitter http://twitter.com/shigoto100k
blog http://ameblo.jp/034510100/

なぜ求人情報はつまらないのか
text: 中村健太（東京仕事百貨）

　リクルートが1960年に創業されると、求人情報は広
く流通することになった。どんな仕事が募集されてい
るかわかるようになって、とても便利になったと思う。し
かしサービスがインターネットに移行するなどの変化は
あったけれど、ここ50年、大きく変わらなかったであろ
うことがある。それは「求人情報＝退屈でつまらないも
の」ということ。検索結果にうんざりしなかったことはな
いし、日常的に見たくなるようなものでもない。仕方なく
見るものでしかない。何なのだろう、この憂鬱な気分
は。
　でも仕事というのは、人生のもっとも多くの時間を費
やすもの。仕事がすべてではないかもしれないけれど、
平日は息を止めるようにやり過ごして、週末に深呼吸す
るような生き方ではもったいない。
　僕が就職活動をしたのは今から7年前。当時も就
職氷河期と言われていた。けれどもいまひとつ危機感
というものがない。なんというか自分の将来がイメージ
できない。リクナビなどに登録してみたものの、就職し
たいと思える会社がまるでない。適正診断みたいなも
のを受けても、その結果が腹に落ちない。合同説明

会は合同結婚式みたいだから絶対に行きたくなかった
し、50社へエントリーしたぜ！ という友人にも違和感が
あった。
 一方で漠然とした不安はあったから動いてみることに
した。そんな時に役に立ったのがOB訪問。これは就
職活動のときに先輩を訪問して相談に乗ってもらいアド
バイスを受けるもの。僕は大学の垣根を越えて沢山の
先輩に会った。それぞれに違う考え方、働き方だった
けれど、先輩たちの個人的な意見は信頼できた。何
故かって？ それは個人的な意見ではあるけれど、あく
までも僕のことを考えてくれた純粋なアドバイスだと思っ
たから。OB訪問のおかげで、僕の就職活動は意外

とあっさり終わってしまった。
　就職情報サービス全体に対して感じた不信感は一
体何だったのだろう。今だからこそ思うのは、企業の
一方的な情報であることと、不人気企業ほど採用にお
金をかけなければいけないから露出が増えることが原
因かもしれない。つまり就職情報がオススメしているも
のと、僕らが求めているものがイコールではないというこ
と。先輩たちのアドバイスのように仕事を探している僕
らに向けた情報というよりは、完全に企業に寄ったもの
だ。仮に僕らの求めている情報があったとしても、情
報のミスマッチというものが構造的に成立しうるわけだ
から、僕らに不信感が芽生えてしまうという現象は間違
いなく起きてしまう。まるで「あなたのためだから」と言っ
て、残業を強制したり、ケーキを横取りするあのＣＭと
同じようなものだ。言葉と裏腹な態度（もしくはそのよう
に僕らが受け取ってしまう現象）が、就職活動を疑心
暗鬼なものにしてしまった。
　不信前提で就職活動をしてしまうことはまずいと思
う。就職情報に違和感がある、けれども「もし無職に
なってしまったらどうしよう？」という不安が勝り、とりあえ
ず就職してしまうということが起きるだろう。まず生活す
ることは大切だと思うけれども、不信前提で就職したと
しても、それは覚悟のない就職になってしまう。仕事を
していて辛いことがあったときに、腹をくくって就職して
いるのであれば、ある程度は我慢できるかもしれない。
あの先輩のアドバイスもあったわけだし、どんな仕事も
楽じゃない、ここは頑張ってみよう！というように。けれ
ども覚悟がなければ、簡単に転職してしまうかもしれな
い。
　仕事というのは、ある程度やってみないとわからない
こともある。社会人経験がない人にとっては、憧れや
想像でしか仕事を選ぶことはできない。でも憧れだけ
で仕事をすることもできない。どんな仕事だって大変な
ことはある。仕事に付き物の大変な部分を理解して、
それでも自分はこの仕事がやりたい！ と思う仕事に出会
えれば、それは素晴らしいことだと思う。でも本気で仕
事に打ち込むことができなければ、いつまでたっても仕
事に向き合うことができない。毎回辞めることが前提で
転職してしまうかもしれない。
　さて、結果として不信前提で就職してしまい、転職
を繰り返す人が増えてしまうことに嬉 と々している人た
ちがいる。企業？ そんなまさか。企業だってすぐに転
職してもらっては困る。3年で3割が辞めるっていうけ
れど、3年で辞めてしまったら企業としてはマイナスだ
ろう。それなら誰か？ それは人材サービス業界だ。彼
らは人が就職・転職すればするほど、つまり流動化す
るほど儲かる仕組みになっている。転職業界の場合、
一人の転職を斡旋するだけで年収の3割が手数料と

して人材サービス業界に入ってくるらしい。日本人の平
均年収は450万円ほどらしいから、150万円近いお金
が動くことになる。だから人材サービス業界は、転職を
繰り返す人を大量生産すればするほど、全体として儲
かることになる。
 もしかしたらその人に合った仕事を紹介するよりも、い
かに就職しやすいか、つまりお金になりやすいかを考
えることになるかもしれない。自分の人生に親身になっ
てアドバイスしてくれる人材サービス業者だが、本当の
ところ一体何を考えているか。「そんな絶対採用され
ない仕事なんて考えないで、こっちのすぐ決まる仕事
を選んでくれないかな」「高望みばかりして。時間の無
駄だなあ」もちろん、真面目に相談に乗ってくれる人が
ほとんどだろうけど、こういうことが起きてしまう可能性
が構造的にある。だって、その人がどんな仕事をした
いか一緒に考えるよりも、効率的に手数料を稼ぐことが
できるわけだから。

「キャリアアップ」という言葉だって曲者だ。キャリアに上
も下もないし、そうやって積み上げたキャリアは一体誰
のためのものだろう？本当に幸せになれるのだろうか？
でもキャリアアップを志向する人が増えると人材サービ
ス業界は潤う。もう僕らは一人ひとり＝商品なわけです。

　たくさんの求人情報が溢れて便利になったかもしれ
ないけれど、結局誰も幸せになっていないように感じる。
もう就職情報サービスって、仕方なくエントリーするた
めだけの手段でしかないのでは。むしろ就職に対する
不信感しか生んでいないのでは。
　それではどうすればいいか？ いたずらに懐古主義を
唱えて昔に戻ることもできない。時代は前に進んでいる
のだから。政府に頼ることもできない。もちろん既存の
人材サービス業に期待することもできない。でも僕らは
情報を発信することが容易にできるようになった新しい
時代にいる。情報を流通させるコストは下がり、動画
を中継したり、つぶやけばあっという間に広がっていく。
この新しい武器を手にして、デモをするのではなく自分
たちの決意を形にしていくことができる。就職活動の時
にお世話になった先輩たちから受けたアドバイスのよう
に、自分の言葉を伝えていくことはできると思う。

※写真は先日行われたMAGNETICSトークショウの様子
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世間一般では、出版業界の斜陽が浮き彫りになり、本は売れない、雑誌も売れない、新聞も売れない。
経済不況による広告費の減少、ウェブの存在感の増大、活字離れ……などなど、なんやかんやいろ
いろ言われていますが、正直聞き飽きた感ありますよね。広告色の強いフリーペーパーにしても、大量
にありすぎて一冊の価値を感じることができることはほとんどありません。そうした傾向の反動もあって、
ZINEやリトルプレスが注目を浴び、7月に行われた「ZINE'S MATE」には多くの人が訪れ、個性に溢
れた印刷物に出会えました。と、振り返ってみるとそんな状況のわけですが、結局、紙に印刷された文
字が持つ意味って何なのでしょうか。いま売れない売れないとは言われつつも、売れてる本も雑誌もちゃ
んとあります。となると、まず内容が良く、もっと言えばエディトリアルデザインも良いものが売れるし、
評価されるという至極当たり前のことが浮き彫りになっているというのが現状です。これってチャンスです
よね。みんな紙と文字の力に対して、真剣に向き合って、そこから本質的で、革命的な何かが生まれる。
そういうわけで『TOKYO DESIGN FLOW paper』は来年もちょろちょろと狼煙を上げ続けます。そして
今年一年、どこかで手にし、読んでいただいた読者のみなさま、僕たちにはない視点で誌面に力を与
えてくれた制作協力者の皆様、この場を借りて御礼申し上げます。正直僕、2010年本当に楽しみです。

編集長　堀江大祐

■表参道・原宿エリア
HIDEAWAY/
SMOKE BAR＆GRILL/
Sunshine Studio/
HIDEAWAY/Café Studio/
MiLK café/LoiteR/
Ucess the lounge/
WIRED CAFE 360°/ 
Burton/GRAVIS/55DSL 
TOKYO/DEPT/K-SWISS/
inhabitant/UNDFTD/
STUSSY Harajuku 
Chapt/ The North Face /
EASTPAK/Lafuma/
TOKYO HIPSTERS 
CLUB/MIZUNO/
QUIKSILVER Flagship 
Store 原宿/element/

kinetics/atmos/X-LARGE/
VA/ BLISTER/Rocker & 
Hooker/
GALLERY SOCIAL/
FREAKS STORE / 
CARNIVAL/FIG BIKE/
W-BASE

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

■青山エリア
briftH
Chambres D'hotes HANA

■渋谷エリア
SPBS/SLOW JAM/
SEXON SUPER PEACE/
HMV渋谷/RESPEKT 
CAFE

■代官山／中目黒エリア
Sign daikanyama/
STITCH TOKYO/
styles代官山/FRAMES/
UNIT/ FIG BIKE/ぬかや/
combine books & foods/ 
PEdAL.ED / GAZEBO

■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
三宿Web

■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

■下北沢エリア
気流舎

下記店舗にてTOKYO DESIGN FLOW paperを入手できます。

SUPPORTER'S NEWS
電動アシスト自転車レンタルのウェブサイト

「Becle（びーくる）」
「MeganeZine 2nd」

ヤマハの電動アシスト自転車「PAS」のレンタル利用者向けウェブサイト「Becle（び
ーくる）」（http://becle.jp）がオープンしました。「Becle」は、「地球を感じる、地球を
発見する」をコンセプトに、レンタルスポットの紹介やPAS があるからこそ楽しめる周
辺地域情報を紹介し、レンタル利用を促進するサイトです。周辺地域情報について
は、地元の人ならではのショップや立ち寄りスポットや、実際にPASレンタルを利用
された方が発見した楽しい話題や写真、動画の紹介なども続々公開していきます。
Tokyo Design Flow のクルーも動画などで出演中！

ロサンジェルス発、日本のアーテ
ィストを集めたMeganeZine の
2 号発行！ 東京そして、アメリカ
にてアーティスト支援及び、デザ
イン全般の活動をしているStar 
Graphics（スターグラフィックス）
は日本とアメリカをデザインとア
ートで繋ぐべく18 ページのアート
本「MeganeZine 2nd」を発行
します。エド・テンプルトン（Ed 
Templeton）も参加しています！ 
日本ではBeamsT よりT シャツ付
きで発売が決定しました！

YAMAHA「Becle（びーくる）」
URL：http://becle.jp
公式Twitter：http://twitter.com/becle_jp
＊Twitterではハッシュタグ「#Becle」で
地域のコネタを募集中。
公式Youtubeチャンネル：
http://www.youtube.com/BecleChannel

「MeganeZine 2nd」
発売日：2010年 1月より
販売場所：Beams T
価格：5,200円（税抜）/ エド・テンプルトンがデザイ
ンしたオリジナル Tシャツ付き
詳細：Star Graphics

（http://www.stargraphics.jp/）

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

AFTER WORDS

デザインを知り、
クリエイティブリーダーシップを育む

www.schooling-pad.jp

Not just knowledge. 
Access to wisdom.
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す。その先で、コンビニに行く時でも、ど
んな時でも「気づいたら履いてた」となるよ
うな靴ができたら一番良いかな、と思って
います。

Next Gravity Revolution

2008年末の展示会から一年が経って、
いま二度目の展示会をしているわけです
が、何か一年前と違うなと思うことはあ
りますか？
　一年前は、自分が「こういうふうに考え
て作ったんですけどどうですか」とブラン
ドを立ち上げて初めての展示会だったの
で、受け入れられるかどうか試していた
ところがありました。今回はその時よりも、
自分の中で提案する素材や色にある程
度、現時点での確信を持って展示会に
望めた気がしています。

革靴をベースにしつつも、スニーカーのメリットも取り入れることによっ
て、都市の環境に合った機能性を備え、且つ買い手との関係性の中
から、一点一点を自分の手で作り出していくビスポークシューズブランド

「N.G.R.」の名倉誠人。ブランド立ち上げから二度目の展示会の最中、
現在の「N.G.R.」を聞いた。

Makoto Nagura
DESIGN / CRAFT。2002年靴木型制作会社に入社。
五年間レディース、メンズのシューズモデリストとして活
動。07年スポーツメーカー契約選手オーダーメイド制
作会社に師事。08年BE SPOKE SNEEKER「N.G.R」
を立ち上げる。

N.G.R.products
www.ngrproducts.comKAFKA CHAKK MK2 KAFKA 52 PLANE TOE BT KAFKA PLOD

>>> 1.28 2010NEXT

11月LAST THURSDAYのメインコンテンツはsense、vix、kazの三氏によるライブペインティング。4月30
日のLAST THURSDAYでもコラボレーションし、それぞれの描いたものが、描いている途中はバラバラに見え
ても、最後には絶妙につながっていくことで、好評を博した三氏が、今回は一枚のキャンバスに“未来”を描い
た。息の合ったコンビネーションで、互いのペンの流れを確かめながら、テンポ良くペインティングが進んでいっ
た。図らずもこの日隣のビルから放たれていた赤いライティングも作用して、そこにできた空間の雰囲気は観る
ものをどんどんと描き出される世界に引き込んでいった。さらに空間に彩りを加えたのが、DJ DOKO氏（430）
と大貫憲章氏。そして同時開催NIGHT PEDAL CRUISINGは11月25日から始まった渋谷の『SF50展』会
場を経由して、東京のレトロフューチャースポットを巡った。

未来を描く
text: TOKYO DESIGN FLOW

11.26 2009 REPORT

今回の展示会はどんなテーマで望んだ
のですか？
　人目を引くデザインというか、見た目の
部分をやりすぎないように、ということは
頭にありました。やはり靴は人が使うもの
で、身体の一部のようになるものなので、
だからこそ見えない部分をちゃんとデザイ
ンしたいと思うんです。見た目より、機能
に対する比重が大きいので、どんどん改
良されていきます。一年前も展示した同
じモデルでも、もう4 ～ 5回改良を加えて
います。ブランド名の「N.G.R.」は「Next 

Gravity Revolution」の頭文字なのです
が、常に同じではなく、どんどん次の段
階へアップデートしていきたいと思っていま
す。僕は自分で作って、自分で売って、
自分でも履いているので、改良の参考に
なる情報が多いんです。

見た目は機能の派生ということですね。
　例えば、アッパー（ソールより上の部分）
を作る時、普通は平面から縫い出して型
に入れる時に立体にしていくのですが、
僕は縫う時から立体にすることで、革に
無理をさせないようにしています。その結
果として見た目の部分もでき上がってきま
す。一足一足作る工程の中の、その瞬
間のいいところをしっかり掴んで作ってい
くことが重要だと持っています。部分部
分もミリ単位で全然履いた時の印象が変
わってくるし、その落としどころをみつける
のに何度もサンプルを作って、デザインが
来るべきところに来たような落としどころを
見つけています。だから時間がかかるん
ですけどね（笑）。

「N.G.R.」の魅力として「ビスポーク（BE 

SPOKE）」ということもあると思います。
　みんな意外と自分の足のことってわかっ
ていなかったりするんです。それに、自
分の足がスタンダードだと思っていること
が多い。一人一人の足は、いいとか、わ
るい、とかじゃなくて、みんな違います。
だから売り手と買い手はしっかり話した方
がよくて、ビスポークの良さは、石膏で足
形を取って、木型を作ることはもちろんそ
の技術を含めて大切ですが、お客さんと
話すことで「間」を縮めていけばこそ、良
いものが作れるんじゃないかと思います。
なので、靴の話だけでなく、服や音楽な
ど趣味指向の話もよくするんです。まず
人ありきで考えるようにしています。

今回の展示会ではレディースも登場して
いました。
　僕の靴を見てくれた何人かの女性の方
から、レディースもほしいという声があっ
て、今回1モデル作りました。メンズとレ
ディースは勝手が違うので、難しいです
が、面白いし、勉強になることもあります。
今後も少しずつですが出していけたらと
思っています。

今後のN.G.R.について教えてください。
　もっとたくさんの人に届けたい、という
気持ちはありますが、品質をキープするこ
とといかにバランスを取っていくかが重要
なところです。お客さんには、気兼ねなく、
いいもわるいも言ってもらえるような関係性
を築いていきたいですし、作り手も買い手
もお互い正直でいれたらいいなと。そうい
うことをしていると商売にならないと言われ
ますが、だからこそ突き詰めていきたいで

text: 堀江大祐（Media Surf）
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