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Supported by Ourselves.

アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントン。
イギリスからの独立戦争で強くなった。

有名な人民の人民による人民の為の政府を唱えた
エイブラハム・リンカーン。喜劇を鑑賞中に暗殺された。

ニューディールを進めたフランクリン・ルーズベルト。
ラジオでの民衆への語りかけるような演説が大統領へ導いた。

公民権法Civil Right Act を成立させた
ジョン・F・ケネディーはテレビで就任式が始めて世界に放映された。
そして暗殺も放映された。

バラク・フセイン・オバマ。
はじめての黒人大統領というよりも世界の経済危機と環境を救う為に出現したかのような新しいタイプの大統領。

オバマだけでなく、アメリカの代々の大統領はスピーチの名手が多い。
大統領選挙の期間中に演説の技術が進歩して行くのが常だ。

オバマの演説が磨かれそして政策も磨かれてきた様は衆知のところ。
タフで切磋琢磨されてないと大統領になれない。

其れと同時に、常に暗殺の危機と向かい合い、大統領は国民に希望を与える仕事であると共に、命がけの職務。

現在世界では、オイル価格の上昇、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.

いやー、北欧から帰ってきたよ。すげー寒かった。でもやっぱりDCの方
が寒かった気がする。 今回はスウェーデンのストックホルムでのストッ
クホルムファニチャーフェアに行ってきたわけ。 ファニチャー。 家具ね、
家具。それで、色んなデザイナーとかにインタビューしてきて、それを僕
らでやっているWE-TVで発信していければ、と思ってるんだよね。デザ
インチャンネル的な。 それに向こうでもオバマはけっこう話題になって
たね。いい意味でも、そうじゃなくても。 まあ、仕事の話は置いておい
て、北欧の土産話もあるから近々一度会わない? 僕はいつでもヒマだ
よ。 ……って、これ携帯じゃねえ!

http://www.mediasurf.co.jp/
mailto:info@tokyodesignflow.com
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OBAMA

Words of OBAMA

This is the meaning of our liberty and our creed - why men and women and 
children of every race and every faith can join in celebration across this 
magnificent mall, and why a man whose father less than sixty years ago might 
not have been served at a local restaurant can now stand before you to take a 
most sacred oath.

なぜ男性も女性も子供たちも、どのような人種、宗教の人々も、こうして就任式に集まることができるのか。
なぜ約６０年前なら地元のレストランで給仕されなかった可能性のある男の息子が、こうして皆さんの前
で宣誓式に臨むことができるのか。これこそが、我々の自由、我々の信条の意味なのだ。

I want to be said it, "Although he is not perfect, he admit my mistake cleanly, 
and try to get over it".

人からこう言われるのが望みです。「彼は完璧ではないが、自分のミスを潔く認めるし、できるだけ早く直
そうとする」と。

Change will not come if we wait for some other person or some other time. We 
are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.

もし誰か他の人や他の時を待つならば、変化は訪れない。私たち自身が、「待っていた」人々である。私
たち自身が、私たちが求めている変化なのだ。

Our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off 
unpleasant decisions - that time has surely passed.

現状に立ち止まり、狭い利益を守り、気の重い決断を先延ばしにする時代は間違いなく終わった。

On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose 
over conflict and discord.

この日、我々は、恐怖ではなく希望を、紛争と不一致ではなく団結を選んだため、ここに集った。

Special Topic

CHANGE WITH US
2009年1月20日、アメリカ合衆国に新しい大統領が前任の
ジョージ・W・ブッシュの退任とともに誕生した。第44代アメ
リカ合衆国大統領バラク・フセイン・オバマ。彼の登場は様々
な意味でセンセーショナルであった。彼の出自はもはやアメリ
カに止まらず世界中の人々の関心事となり、知られるところ
である。それは時には対立候補からの攻撃の格好のネタとも
なった。しかし、彼の口から語られるヴィジョンに人々は感嘆
し、人を引き込む演説には多くのファンが生まれていった。そ
して選挙を勝ち抜くための活動もウェブを巧妙に活用した今
までにない先進的なものであった。数年前にはほとんどの人
が想像しなかったであろうことが現実になった。苦難を乗り
越えてきた新しい大統領は、これからまた新たな苦難の道を
行き、真価が問われることとなる。そして、それは私たちに
無関係なことでない。国際政治的な問題だけではなく、選
挙戦からの彼を取り巻く環境、彼の困難を乗り越える団結を
根本とした希望に満ちたビジョンは、素直に高揚しようと、疑
問の目を向けようと、示唆に富んでいることに間違いはない。

『TOKYO DESIGN FLOW paper』では彼を一個体として
ではなく現象、そして新たな状況としてとらえ、特集します。

There's not a liberal America and a conservative America-there's the United 
States of America.There's not a black America and white America and Latino 
America and Asian America; there's the United States of America.

リベラルのアメリカも保守のアメリカもなく、ただ“アメリカ合衆国”があるだけだ。黒人のアメリカも白人
のアメリカもラテン人のアメリカもアジア人のアメリカもなく、ただ“アメリカ合衆国”があるだけだ。
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　オバマ氏が予備選を勝ち進む中、その勢いに乗っ
てメディアに露出しまくった日本海の小さな港町、福
井県小浜市。日本ではオバマ氏よりも小浜市のほう
が有名になってしまったのでは？　というくらいの小浜
フィーバーだったが、その広告効果は数百億円にも
上るらしい。（某広告会社調べ）
　そもそものきっかけは、いまや神話となったオバマ
来日時の「福井県小浜市から来ました」発言。その
真偽はともかく、翌年2008年の2月4日には夕刊誌で

「小浜市がオバマ氏を応援」という記事が踊り、翌5
日のスーパーチューズデーにマスコミが殺到。そのど
さくさの中で「オバマ候補を勝手に応援する会」が立
ち上がった。当時は他にも長崎雲仙の小浜温泉な

ど、オバマにあやかった日本の地名がいくつかあった
が、その後の事務局のマメなマスコミ対応により、オ
バマ応援の地としての地位が確立されたのだ。
　しかしオバマ氏が大統領になってしまった今、小
浜市フィーバーももう終わりか？ オバマ氏同様、小浜
市の今後の動きが気になる・・・。というわけで、小
浜市の「オバマ候補を勝手に応援する会」改め、「オ
バマを勝手に応援する会」代表の藤原清次さんにお
話を伺いました。（オバマ氏と小浜市の漢字変換に
混乱気味……）
　オバマ氏が見事大統領に就任しましたが、「勝手
に応援する会」の活動もこれで終わりですか？
—活動はまだ終わりませんよ。今後の大きな目標が二

つあります。一つ目はアメリカに行ってオバマ大統領と
面会すること。オバマさんが大統領になって音信不
通か？　という記事が出ましたが、在日アメリカ領事館
や在アメリカ日本大使館などに協力いただきながら今
も話を進めているところです。二つ目の目標は、オバ
マさんが首脳会談などで日本に来る際に小浜市にも
来てもらうこと。今後の4年間はこの2つの目標に向
けてじっくり動いていきますよ。達成しちゃうと活動が
終わっちゃいますから（笑）。
　個人的に、オバマガールズ（平均年齢若干高め）
が気になるのですが。
—YouTubeに出ていたOBAMA GIRLが、応援
する会のなかで話題になっていたところ、たまたま会
の役員の女の子がフラダンスをやっていて。オバマさ
んの生まれ故郷ハワイ。オバマといっしょだね！ というこ
とで、2008年1月に小浜市で開設されたばかりのフ
ラダンス教室の生徒さんを集めて『オバマガールズ』を
結成しました。3月4日に行われたテキサス・オハイオ
での予備選投票の開票に合わせて、5日にイベントを
やることになり、教室ができて2ヶ月足らず、持ち歌１
曲でフラダンス全員初心者のオバマガールズがCNN

全米中継でデビューしました。
　ひょんなことから始まった小浜市の町おこしは大成
功を収めている。今では町おこしのモデルとして、全
国の青年会議所や商工会からひっぱりダコに。ひと月
に2 〜 3回は講演や視察研修の依頼が全国から飛
び込む。オバマグッズも売れていて、オバマまんじゅう
は累計3万箱近くも売れているらしい。今年の3月に
はハワイ州から招待を受け、ハワイ州議会の議員さ
んの前でオバマガールズ＆オバマボーイズ（代表も躍
る）によるフラダンス披露も予定しているとのこと。小浜
のオバマフィーバーはまだまだ続きそうです。

小浜市、フィーバーとその後・・・
オバマが大統領になったけど、
あの町はいったいこれからどうなるの？
text & interview： 清田直博（Media Surf Communications Inc.）
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Special Topic

オバマ大統領を知るキーワード入門編。「詳しくは知らないけど話題の人なんでしょ？」からすばやく脱却できます。

バラク・“フセイン”・
オバマ 

44人目にして
“史上初”

オバママネー 選挙資金約690億円

クリス・ヒューズ

Marketer of the 
year

Who's hot on the 
web?

“Barack”berry

選挙中議論を呼んだこともある彼のミドル
ネームは“フセイン”。これは彼の父親が
ケニア出身のイスラム教徒であることに由
来しています。母親はアメリカ生まれの
白人で、彼自身はプロテスタント（キリスト
教徒）。1961年ハワイに生まれ、両親が
離婚したこともあり、母親と祖父母に育て
られました。自伝によると、高校時代に
飲酒や喫煙、大麻やコカインに手を伸ば
したこともあるそうです。地元の名門高
校を卒業して、コロンビア大学に学びま
す。大学卒業後は出版社、NPOなどで
才能を発揮しました。27歳のときにハー
バード大学ロースクールへ入学。在学中
に「ハーバード･ロー ･レビュー」の編集長

（アフリカ系としては初）を務め、非常に
優秀な成績で法学博士を取得していま
す。以後、弁護士および大学講師として
活動したのちに政治の道へ。いまや誰も
がその存在を知る「オバマ大統領」への
挑戦が始まりました。

第44代アメリカ合衆国大統領は、44人目
にして初の“黒人”大統領です。もっとも、
彼はそう呼ばれるのを嫌っているかもしれ
ません。演説で語ったとおり、彼の頭の
中には、「黒人のアメリカも白人のアメリカ
もラテン人のアメリカもアジア人のアメリカ
もなく、ただ“アメリカ合衆国”があるだけ」
なのですから。自身のバックグラウンドも、
黒人初の大統領であることも、これから
始まる変革の象徴としてしか考えていない
と思います。彼はアメリカを代表して変革
の舵を取りますが、たまたま黒人であるに
過ぎないのです。本当の意味で、人種
の平等を体現するのであれば。

09年1月20日、オバマ大統領の就任式
が米ワシントンで行われました。この日の
ために全米から集まった人の数は200
万人。もちろん、歴代最多（それまでは
1965 年ジョンソン大統領の120 万人）。
人口60万人の街が普段の4倍以上の人
で溢れ返ったことになります。ところで、
人が動けばお金が動くのが世の理。関
西大大学院の宮本勝浩教授の試算によ
ると、この日のために2940億円の経済効
果があったそうです。200万人の旅費や
宿泊費、グッズ購入費、それに全米各地
での消費などを合計しての金額。もちろ
ん概算ですが、アメリカ人の熱狂振りが
数字からも伝わってきます。

オバマ大統領は選挙資金も潤沢でした。
インターネットを広く活用して個人からの
献金を募り、無名の1議員からスタートし
たオバマ大統領の下に、最終的に約690
億円ものお金が集まりました。献金者の
総数は395万人といわれ、オバマ大統領
陣営の発表では一人当たりの平均献金
額は100ドル以下とのこと（しかし、ワシン
トンポスト紙が選挙管理委員会のデータ
を調べたところ、「 200ドル以下の小額献
金者は全体の4分の1以下に過ぎない」と
も発表している）。オバマ大統領を応援
する全米中の個人が小額の寄付を。オ
バマ大統領は選挙本選で公的助成金を
使わない初めての大統領になりました。

もう一つ、彼のWEB戦略を語る上で欠
かせないのが、my.barackobama.com
という独自のSNS。Facebookの創業者
であるクリス・ヒューズ氏を選挙チームに
迎え創りあげたシステムは、オバマ大統
領の支持者がグループをつくることを促
し、個人の支持活動が数値化されうまく
モチベーションされるようになっています。
my.barackobama.comにログインすると、
自分がこれまでに主催したイベントの数や
参加したイベントの数、応援のために友
人に電話をかけた数や他人の家のドアを
叩いた数までトラックすることができます。
さらに支持者の応援魂に火をつけたの
は、自分の名義でオバマ大統領を応援
する基金までつくることができる機能。大
統領への貢献が数字で分かるため、皆
が伝道師として、「国の変革のため」とい
うミッションをもって活動を始めました。そ
の積み重ねが、歴史的な偉業へとつな
がったのです。

史上初の黒人大統領、最多の献金、
戦後最高の投票率（64.1％）など、あら
ゆる点で歴史を塗り替えた昨年の米
大統領選。これだけの結果をつくった
背景には、オバマ大統領の卓越した
WEB戦略があります。公式サイトであ
るbarackobama.com に は、“OBAMA 
EVERYWHERE”というタイトル で、
Facebook、Myspace な ど の SNS や
Youtube、Flickr（写 真 共 有 サイト）、
Twitter（ミニブログ）など、あらゆる情報
共有サービスへのリンクが張られていま
す。もちろん携帯対応も完璧。オバマ大
統領に興味を持った人は自分に合った方
法で彼の活動を追いかけることができま
す。また、ページ内にシンプルな募金窓
口も設けており、支持者が簡単に献金で
きる仕組みを整えました。

ここだけの話ですが、実際、オバマ大統
領の影響力・情報波及力はどれほどのも
のなのでしょうか。編集部では、思い切っ
て、GoogleさんとYahoo!さんに訊いて
みました。前任のブッシュ元大統領や日
本の現任、歴代首相を差し置いてTOP
の検索ヒット数をたたき出しています。検
索ヒット数とは、ずばり検索ワードが書か
れているページがWEB上にどれだけあ
るかを表しているものです。日本語圏で、
しかも「麻生」「安倍」「小泉」には首相以
外にもあらゆる情報が含まれているにも関
わらず、これだけのヒット数。Googleで
900万件は「寿司」と同じくらいの知名度
です。たしかに凄い、と言えるかも。

史上初といえばもう一つ。オバマ大統領
は、大統領として初めて、携帯情報端
末Blackberryの使用を認められました。
アメリカの大統領になると、すべての電
子メールを記録し、法律に基づいて一般
市民でも閲覧できるようにしなければいけ
ません。自他ともに認めるメール中毒の
オバマ大統領。当選前から愛用してい
たBlackberryは国が定めるセキュリティ
基準を満たしていませんでしたが、今回
特別にセキュリティを強化した「“Barack”
berry」を用意し、使用を認められたよう
です。

text: 田中佑資（TOKYO DESIGN FLOW）

オバマか？　と思いきや、松崎小浜市
長。よく見ると髪型が七三です。日本
人はなぜ観光地でこの手のまんじゅうを
つい買ってしまうのだろう・・・。

http://barackobama.com/
my.barackobama.com
http://my.barackobama.com/
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ワシントンのダラス空港にポートランドより到
着。国内線の中で、皆口 に々どこに向かっ
ているのか、と聞き合っている。ワシントン
が最終目的地の人だと知るやいなや「就
任式に行くのか? 」と。僕も実際に2回くら
い聞かれました。「わざわざ日本からきた
のか! すげえ! 」ってね。

まあ、空港のBaggage Claimで荷物待っ
ていたら、黒人のグループに絡まれました
よね。そのとき思いました、「ワシントンって
今、治安悪いって聞いてたけども、ここか
ら!? 公衆の面前で!? しかもカツアゲ? 」と。
でも実際は「お前が来ているダウンジャケッ
トいいじゃん!! どこで買ったの?何てブラン
ド？ アメリカで買えるの？ それでサイズいく
つ？ 」と矢継ぎ早に質問をぶつけられまし
た。カツアゲされるなんて中学生以来だっ
たので、そんなことじゃなくてよかった。

朝一、ホテルを出発しメトロでStickam LA
のAaron、SFからジャーナリストのScottと
Danielと合流するためにDupont Circleと
いうエリアに。ホテルで皆と落ち合いミーティ
ングを。自己紹介と役割の分担を確認。

朝 8:30 頃にホテルを出て会 場となる
MALL へ向かう。道路はMALL 付近
一帯が封鎖されているため徒歩で向かう
ことに。気温はもちろん零下でした。歩
いていると徐々に道路を同じ方向に向か
う人たちで埋められていき、僕らが目指し
たワシントンモニュメント（映画でよく見る、
あの厳かに立ったあの塔です）に着く頃
には道路が人で埋め尽くされていました。
あまりの人の多さにはぐれてしまうと再会
は絶対無理！ということで、就任式開始
30分前の9:30頃、皆固まってワシントン
モニュメントのふもとに陣取ったのでした。
ちなみにここから実際にオバマがいる米
連邦議会議事堂までの距離、約2キロ。
米粒ほどにも彼の姿を拝むことはできませ
ん。よって、近くにある大型スクリーンとス
ピーカからの映像と音を楽しむのでした。
そのスクリーンに議員や有名人達の姿が
映るたびに、ブーイングや拍手、歓声が
わき起こり、ブッシュ前大統領がスクリー
ンに映し出されたときのブーイングはひとき
わ大きいものでした。そして、10:00になり、
ついに就任式スタートです。まずは米海
軍音楽隊の演奏やヨーヨー・マらの演奏、
牧師による祈祷などを経て、ついにその
時はきました。

就任式翌日、街は通常の表情を見せ始
めていました。就任式の日のために大量
に設置された仮設トイレと残された大量
のゴミ、そしてバラク一家のファッション
チェックという話題、さらに今後の本当の

「CHANGE」を実現していくのは国民一
人ひとりなのだ、という希望も残して。

宣誓を行い、第44代大統領バラック・オ
バマの誕生です。その瞬間の会場の雰
囲気は異様なものでした。歓喜の声とい
うよりも希望の力がその場にはあふれて
いました。皆の顔から、言葉から、仕草
からそれは間違いなく感じ取ることができ
ました。しかし、次の瞬間、驚くべきこと
を目にしました。皆、オバマの就任演説
が終わった瞬間、我先にと帰り始めたの
です。演説の後は詩の朗読があったは
ずなのですが。多くの人は昼食会のあと
に第44代大統領就任祝賀パレードを一
目見ようとペンシルバニア・アベニューへ
と向かったようです。この日はどこへ行っ
てもお祝いムードでした。夜にはBALL
というフォーマルなパーティがいたるところ
で開かれ、少しだけ格式張ったパーティ
にタキシードやドレスなどを着てめかしこん

だ人々が足早に各々の会場を目指してい
ました。僕らはDCのバーでスターウォー
ズのルーク・スカイウォーカーの顔だけオ
バマの顔、レイア姫の顔だけミッシェル夫
人の顔が合成されている、いかにも露店
でゲット! という感じのTシャツを着た人た
ちと飲み明かしたのでした。

列に並ぶ人や露店商にインタビューをしま
した。皆口を揃えて言うのは「オバマに
対する国民の過度な期待がある」というこ
と。ただ「それを撥ね除けてアメリカを正
しい方向に導いてほしい」と。そして僕
が「彼は本当にアメリカをCHANGEする
かな？」と聞くと、「彼だけで変えられるも
のではないと思う。国民が同じ方向を向
くキッカケを彼は与えてくれたのだ」との答
えが返ってきました。

その後、YouTubeなどで話題沸騰の
OBAMA GIRLにインタビュー。僕はも
ともと彼女のことは全く知らなかったので
すが、普段は無口なAaronが饒舌に
OBAMA GIRLと喋りはじめる姿を見て
思いました。OBAMA GIRLマジック恐
るべし！ この模様はwww.we-obama.tv
でチェック！

午後からはBus boys and Poetsという
レストランで、Scottの友人たちにインタ
ビュー。当日この場所ではオバマに関し
てのトークセッションのようなものが予定さ
れていたらしく、外には長蛇の列ができて
おり、その列に寄り添うようにオバマグッ
ズを扱う露店商たちも陣取っていました。
こういった露店で売っているものはどこも
皆同じようなもので、Tシャツの柄等に
違いはあれど、大方似通っているもので
す。しかし、この時の露店のひとつは違っ
た。昨年の11月4日オバマが米合衆国
大統領選挙を勝利した翌日のNew York 
Times を売っていました。街行く人 も々
それには足をとめ、価格を聞いています。
20ドル也。高っ!

ホテルは空港の近くのビジネスホテル。周
りには驚くほど何もありません。ホテルに
は就任式に関するしおりのようなものが置
いてあり、パレードのコースや、会場の
見取り図、封鎖される道路などの情報な
どが記載されていました。このホテルは
大きい割に、人が見当たらず部屋にある
鏡は割れているし、何か不気味な感じで
した。ベットに入りふと、「vacancy」とい
うモーテルでカップルが襲われる映画を思
い出し、一人眠れない夜を過ごしました。

text: MAT.（Media Surf Communications Inc.）

オバマ大統領就任式への道のり

09.1.18 Sun. 
DC 到着！

09.1.19 Mon.
クルーとのミーティング

09.1.20 Tue.　
就任式

09.1.21(Wed)
翌日の街の表情

Special Topic

OBAMA

CHANGE WITH US

海の向こうアメリカが沸いていた。なんでかって、国民の期待と希望を集めた新しい大統領が正式に誕生する瞬間が近づいて
いたから。日本でもいろんな意味で彼には注目が集まっていた。僕たちは、そんな模様を中継して、パブリックビューイングしよ
うと考えた。歴史的瞬間。そこに立ち会うためにカメラ片手にMAT. が現地に飛んだ。

Road to OBAMA INAUGURATION

空港で絡んできたやつにジャケットを着せてみた 露店で扱われているオバマTシャツ

いざ出陣

彼方に見えるあの米連邦議会議事堂にオバマが！

感極まって叫びだす人

会場から足早に帰る人たちで道路は埋め尽くされる

人、ひと、ヒト！

クルーのScottとOBAMA GIRL!

Metro Center駅のホーム
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　2009年1月20日の夜、都内3カ所のイ
ベント会場と3カ所のパブリックビューイング
会場、合計6会場でオバマ新大統領の就
任式ライブが放映された。イベント会場の
一つ、GOTANDA SONICでは19時より

「YES WE DRINK! OBAMA NIGHT」
が行われた。オバマ大統領をフィーチャー
した映像と音楽でとにかく飲んで踊る。こ
のお祭り騒ぎに参加したのは約100名の
ピースな人々。
新宿のイベント会場は、新宿ロフトプラス
ワン。壇上には今回のイベントの黒幕で

率直にオバマ政権設立についてどう思わ
れますか？

「大統領になるべくしてなったという気がし
ています。人権や立場などを越えた『人
間』をリスペクトし、真摯な姿勢とビジョンに
情熱を持ち、ビジョンの実現に向けて冷静
な判断を行い、目標を着 と々実現させてき
た『実現する力』を持つ人物だと思うので。
とてつもなく大きな人種的偏見が存在する
国でオバマ大統領を誕生させたアメリカと
いう国のすごさも感じています」
先生のお仕事は経済学が中心のようで
すが、その違いや困難だった点はどう
いった点でしょうか？

「経済の場合も言葉を扱うことでは違いは
ないのですが、大統領の言葉が持つパ
ワーを訳し出すのに苦労しました。言葉
の選択もすごいし、独特のリズムやニュア
ンスがある。本気の信念、人柄、情熱ま
で一緒に伝わってくるからこれほど人の心
に響くのだと思いますが、それをどこまで
日本語で伝えられたかが非常に困難でし
た。大統領の力強く述べられる言葉はそ
のまま訳してしまうと説明のようになってしま
い、生の力強さは無くなってしまいます」
翻訳をしていて最も惹かれた言葉は？

まずオバマ政権誕生についてどう思われ
ますか？

「タイミングが良いなと思っています。アメリ
カがナンバーワンの国ではなくなり、あらゆ
るものが変化してきたタイミングに何か違っ
たものを求めているときに出てきた象徴的
な存在であると思っています」
ある種そういったことによってアイコン的な
存在に成りうるのだと思うのですが？

「見た目での判断をした人もいると思いま
す。就任式に直接赴いた人の話を聞く
と8割が黒人系だったそうです。努力す
ればチャンスを得ることが出来る証明にな
り、アフロアメリカンドリームが形成された。
人口的に黒人の割合は非常に多い。そ
れを一気に突き動かしてしまうシンプルさ、
分かりやすさと同時に頭の良さをオバマ
は持っていた」
執筆のきっかけは？

「スピーチがきっかけではなく、ヒラリー優
勢の時期にオバマの頑張りが話題になりは
じめてきて興味が湧いたからです。去年
の夏くらいは認知度がかなり低かった。そ
の時期にこの本を共同で執筆している西
川先生とお話する機会があり、多くのオバ
マに関する知識を持っていました。それを

「本の中ではないのですが、演説の
There's not a black America and 
white America and Latino America 
and Asian America; there's the 
United States of America. 
という有名な一節にも惹かれますね。ただ、
この文章は訳すのが難しい。最後のアメ
リカ合衆国は『一つにまとまった状況のアメ
リカ』という意味が凝縮された力強いかけ
言葉になっています。大統領が『black』と
述べるだけで、その『black』にもさまざま
な意味や本人、黒人系の人びとが持って
いる差別的なバックグラウンドが垣間見え
るほど力強い。そうしたことを超越できた
のは、つねにこのスタンス、人間に対する
リスペクトを持っていたからだと思います」
この『オバマ語録』の一般の方のレヴュー
を検索したところ、ドラッグ関連の話は隠
した方が良いのでは？という意見も見られ
ました。政治家が一人間としての実像を
あらわにすることは非常に珍しいことだと
思います。その点はどう思われますか？

「大統領は等身大の自分でいたい、人間
としての自分を大切にしたいと願っている
のではないでしょうか。理想主義とは言い
切れないですが、例えば奥さんのミシェル
夫人は子供を最優先し、大統領という途
方もなく大きな責務と個人としての自分との
両方のバランスをとる。自分に限らず、個
人としての人間を忘れない。それが共感
を呼び、草の根の運動をあれだけ盛り上
がらせたのだと思います。合わせてオバ
マは非常に立ち振る舞いが優雅でスマー
トな気がします。スピーチもドラマチックで、
こちら側を傾倒させてしまうところがすばら
しいと思います」

知ることでオバマの演説を一般のビジネス
マンにも応用できるのではないかと思った
のが執筆のきっかけです。一般的なコミュ
ニケーションと同様、オバマ大統領は本質
的に何かを相手に伝えることをしています。
如何にして自分の思いを伝えて、相手に
思い通りの行動をしてもらうか、その伝え
方が大統領は優れていると言えると思いま
す。演説を始めると言ったときに登場してく
る颯爽感、勢い、笑顔などはほかの人が
持ち得ていない要素、才能だと思います」
日本語と英語の穴を埋めるために心がけ
たことは？

「日本人の語学力でもオバマの演説を聞
いて感動することができる。オバマが持っ
ている熱、言葉のエネルギーをどう伝える
かが重要でした。彼の言葉は非常にシン
プルで、要点の強調が非常にうまいです。
アメリカには英語があまり達者じゃない人が
たくさんいます。でも彼らも選挙権を持って
いて彼らにも分からせなければいけない。
オバマ大統領はそういった人たちにもわ
かってもらうために目線を合わせて話してい
ます」
..............................................................................................

他にも、こんな本が。

生声CD付き [対訳] オバマ演説集（朝日出版社）
/ 『CNN English Express』編集部
ケネディを超える感動。伝説の「基調演説」から

「勝利演説」まで。

オバマ ショック （集英社新書）/ 越智 道雄（著）、
町山 智浩（著）
彼の演説に、なぜ白人も涙したのか。著者が、
師と仰ぐアメリカ研究者と対論。

ブラック ケネディ オバマの挑戦（講談社）/ 
フォン クリストフ マーシャル（著）、大石りら（訳）

「ケネディの再来」と目される男の人生を、ドイツ人
特派員が描く。

ある黒﨑輝男氏と、ライブ映像配信サイト
STICKAMで一番人気、極北のブロード
キャスターことtaca氏による進行で観客＋
ネット住民を巻き込みトークセッション。就任
式開始と同時にワシントンからインターネット
中継も行った。この歴史的瞬間に立ち合
おうと人種も年齢も様 な々約170名の人々
が集結。深夜1時過ぎ、ワシントンの就任
式会場に待ちに待ったオバマ大統領が登
場、取材陣のフラッシュが焚かれ、場内は

「YES WE CAN」の嵐、STICKAM上
のチャットはコメントの嵐!

 一方そのころ、渋谷神山町のSHIBUYA 
PUBLISHING BOOK SELLERS (SPBS)
には改革の熱気を感じようと約40名の人々
が集った。SPBS代表の福井盛太氏と
参議院議員で民主党の鈴木寛氏がオバ
マを語った。この日の模様は、新聞4社、
TV4社、雑誌4社、WEB45社により報
道。インターネットのLIVE配信では、延べ
約20,000人以上の閲覧を記録した。パブ
リックビューイング会場はSign Jingumae、
Sunshine Studio Café、LoiteRの3店舗。
みなさまご協力ありがとうございました!

翻訳・中島早苗インタヴュー 著者・池本克之氏インタヴュー

Special Topic

数十万部のベストセラーも生んだオバマ関連書籍。その一部を著者・翻訳者のインタビューとともに紹介。

OBAMA night Report

Books of OBAMA

Dennis＠LA,CA :: 就任演説です。
わっしょい :: きたあああ
ｋｅｉ99(強く＝優しく） :: カメラ勝手にまわすな
camera :: いよいよ真打！
Tommy(́ ･ω･`) :: 親愛なる国民皆さん
ｋｅｉ99(強く＝優しく） :: ようぞ
Tommy(´･ω･`) :: 今日私は
人殺し君量産型 :: おばまｐばま
銃社会 :: おめでとうございます　辛いこともあったで
しょうがよかったですね　黒人の大統領！！！！
かお :: 会場の盛り上がりは異常だ
徳万 :: ブッシュに感謝？
フセイン :: オバマオバマ
obama :: ゴルゴ狙撃
taira :: すごい盛り上がりで！
XYZ :: Japan　as No.1
わっしょい :: tommyさん訳キボン
人殺し君量産型 :: フセインワロタｗｗｗｗ
わっしょい :: フセインw
フセイン :: ｗｗｗｗｗｗｗっうぇ
Tommy(´･ω･`) :: タイプまにわねぇ
徳万 :: 今だ撃て！
フセイン :: 待て！まだ早い！！
銃社会 :: オイルマネーでどうにかします　　　　　　
obama :: ・・・
２１ :: 会場や群集は考える力を持たないのか？
大根おろし(大） :: 次ぎの戦争はイランに注目!!!
camera :: 「給付金とドクターペッパーを配る」と言って
います。
XYZ :: ネット　重くなってる
フセイン :: ドクターペッパーよこせ
わっしょい :: 給付金オバマさんにあげゆ
徳万 :: プーチンは見てるのかな～？
２１ :: 一部のログを上げてる奴らは正しい事を言って
いるな
人殺し君量産型 :: だれか狙撃手はいないでｗすか
わっしょい :: プーチンジョジョ立ちで登場
牛肉 :: takaさん今日は終わったら肉を食べてね！
XYZ :: ゴルゴ１３は　どこ？
1 :: すごい自信だね
わっしょい :: すでに007が始末したんじゃあせ
人殺し君量産型 :: 13お前の出番だ出てきなさい
フセイン :: とりあえず誰か同時翻訳してくれｗｗｗｗ
徳万 :: アメリカが若い国？
Ryu☆ :: 今までで一番はられてる防弾ガラスすごいね
わっしょい :: 本当に怖いのはなんだろうなぁ
1 :: アメリカが変わるとさ
1 :: 今が歴史を変えるときだって
人殺し君量産型 :: なんかパレードの車は外部の空気
も入らないらしいねぇ
わっしょい :: アメリカはわかいよ　国という単位として
はだけど
銃社会 :: 険しいぞ
徳万 :: なんだ？
XYZ :: 毒ガス対応車両だよね
フセイン :: で、いつ撃たれるん？
人殺し君量産型 :: だね
銃社会 :: うたれねーよ
わっしょい :: フォースが彼を守るであろう
人殺し君量産型 :: フセインお前が直接行って撃って
来い
フセイン :: やだよｗｗｗｗっうぇ
２１ :: 嘘に踊らされてたいのか？考える力をもってくれ
よ！祭り気分だけか？
マケイン :: 原爆も落としたな
人殺し君量産型 :: がんばれ
徳万 :: 長い演説になるのか？
じろう :: 演説も命がけだな
わっしょい :: パルパティーン皇帝が誕生したときも拍手
喝采だった
人殺し君量産型 :: 訳してくれ誰か
R :: remaking of america...
Ryu☆ :: 車の防弾ガラスたしか8インチらしい
徳万 :: アメリカを再建する！
onc :: 日本の政治家にも見習ってほしいね、このス
ピーチ力
フセイン :: 何言ってるかわかんねｗｗｗｗｗ
銃社会 :: ノッチあんまにてねえな
人殺し君量産型 :: だからね
わっしょい :: みならってほしいね
R :: 表だけね
わっしょい :: ノッチには似てないけどノッチが似てる？
1 :: 公共事業をがんがんやるって
XYZ :: これ　影武者だったりして　ｗ
人殺し君量産型 :: しうかもしれないよ
徳万 :: 火星に行くとかいうのかな？
きよたか :: オバマさん世界を豊かにしてください!
1 :: 橋もデジタル通信もがんがん作るそうだ
わっしょい :: まあそりゃ公共事業やんないとな
人殺し君量産型 :: 影武者に演説させてるとかｗｗｗ
わっしょい :: 不況だし
乳ぼいん :: 父ぼいん
徳万 :: インフラ整備か
銃社会 :: こいつら寝ねえの
R :: 失望に溺れる世界を壊せば皆幸せになれるってポ
ジティブに捉えてネガティブ展開のイルミナティのよう
な二元論そんなことをしても結局どんな破壊もフラクタ
ル構造
わっしょい :: 彼の責任は重いが、誰にでも責任はある
1 :: 小さい政府も大きい政府も関係ない
岩沢厚治 :: パレードは放送されるの？
人殺し君量産型 :: 責任を持たないものは人間じゃな
い
ゆとり :: ｷｬｰｵﾊﾞﾏｻｰﾝ
岩沢厚治 :: パレードは放送されるの？
1 :: 安心してみんなが賃金をもらってリタイアすること
が出来る社会をつくるって
徳万 :: 市場が富だと！
わっしょい :: 日本の政治化に大志はないのかッ　どー
ん
徳万 :: 同じだ
人殺し君量産型 :: されるんじゃないの？パレードも
銃社会 :: ブッシュをdissれ
わっしょい :: 政治家だた笑
1 :: 市場の失敗を責めるなって
マケイン :: 奴隷市場も富が生まれる
隊長 :: キング牧師とマルコムXの二の前になるよ
ゴーゴー :: 祭り気分は｢無知｣が原因
銃社会 :: 隊長あほ
人殺し君量産型 :: キングさんみたいに殺されたらやば
いね
1 :: 利己主義はだめだって
わっしょい :: ひとつのアメリカしかないのもわかる　で
も人の数だけアメリカはある
kaorin696 :: めっさタイムラグあるやん
Tommy(´･ω･`) :: いい演説だった。
人殺し君量産型 :: オセロットｗｗｗ
ゴーゴー :: 隊長はアホなのは分かったが、やはり｢無
知｣が原因
R :: まだつづく
cha :: ゆるぎない同盟
Dennis＠LA,CA :: アメリカは8年間の共和党政権か
らやっと、民主党政権になりました。この変革は、良
い方向へ向かうでしょう
1 :: ファシズムや共産主義もだめだって
camera :: ブッシュ＜校長先生の話長いな
わっしょい :: 人間は欲から解放されないからな.........

オバマ大統領登場の瞬間、
STICKAMのチャットは
こんなことになってました
ヽ(´ ー `)ﾉワシントンと東京がつながった夜

↑新宿ロフトプラスワン ↑SHIBUYA PUBLISHING 
BOOK SELLERS

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

text： 大隅祐輔（TOKYO DESIGN FLOW）

↑GOTANDA SONIC

『オバマ
「勝つ話術、勝
てる駆け引き」』

（講談社）
池本克之（著）
西川秀和（著）

『オバマ語録』
（アスペクト）
ライザ・ロガック（著）
中島早苗（翻訳）
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We can!オバマのメディアリテラシー通信講座
text: 深沢慶太 KEITA FUKASAWA

オバマ、未来の遺言
text: 黒﨑輝男

善悪対決に振り回される世界

　帝国の覇権、地に堕ちたり。希代の愚王
が君臨、乱暴狼藉無法の限りを尽くして内
憂外患、ここに窮まる。無用な出征で戦乱
が泥沼、国土は荒廃、人心はすさんで抑
鬱者が猖獗、その害毒は瞬く間にこの惑
星全体に浸潤し病巣転移、世界は末法さ
ながらの暗黒暗黒また暗黒に包まれてい
たのである――。
　そこに降り立った、救世主の如き1人の
男！ 彼まさに民衆を率いてこの未曾有な
る国難を覆さんとす。おお黒いジーザス！ 
スーパースター!! 我ら国民のみならず混
迷を極める世の人々すべてを正しく導き
給え――。
　……『スターウォーズ』かよ。
　と、自分は思った。いや、ほとほと感心した
のである。実にお見事な筋書きと呼ぶべき
だろう。
　何が問題なのか。端的に言って、その国
では常に、戦うべき“悪”、わかりやすい“仮
想敵”が掲げられてきた。ファシスト国家。共
産主義者。そしてテロリスト。それはハリウッ
ド映画を見ていてもよくわかる。世紀をまた
ぐ頃のこと、極悪異星人の超巨大円盤や
有史最大級の直撃隕石が世界を脅かす
が、かの国の果敢なる魂に導かれて人類
は救われる、という筋書きが続出。冷戦構
造の崩壊後、撃滅すべき敵が遂に地球上
にいなくなってしまった状況の裏返し。地球
外の敵とはさすがの開拓精神だが、荒唐
無稽が過ぎたか、打ち止め感が漂った。
　では“テロとの戦い”ネタはどうか。シルベ
スター・スタローン主演『ランボー最後の戦
場』の敵はミャンマー軍事政権。が、“テロ
支援国家”や“ならずもの国家”が相手で
は、醍醐味に欠けるのが正直な話。こうし
て、仮想敵を外へ外へと求める向きが苦し
くなるに及んで、その矛先は遂に自身の内

　アメリカの民主主義は戦いによって勝ち
取られた。ここが日本の民主主義が平和
裏に海外の文化として入ってきたのとは
根本的に違っている。特に第二次大戦の
敗戦によりアメリカからの要求によって作ら
れた憲法の下の戦後民主主義は、世界
で始めての平和憲法という意味と、自力で
勝ち取った民主主義とは違う側面を現在
も残す。
　ジョージ・ワシントンはイギリスとの独立
戦争でアメリカ人の団結を訴えフランス革
命にも影響を与えた人民の蜂起としての
独立への戦いのあとに初代大統領となっ

部へと向けられることになった。

その“わかりやすさ”、まさに新世界

　ここで重要なことが一つ。その仮想敵は
必ず、“わかりやすい”ものでなければならな
い。特にアメリカの場合はそうだ。例えば、あ
れだけ世界中を騒がせているイラク問題だ
が、2006年に18 〜24歳アメリカ人男女を
対象に行われた調査によると、全体の63%
がイラクの場所を知らなかった。一方で、開
戦根拠のでっちあげ疑惑が大炎上したと
いうのに、「イラク戦争は9.11同時多発テロ
への報復として必要だった」との回答が、
2007年の時点でまだ41%もいたという。
　これほどの無知の背景には、人口の3割
を占めるというキリスト教福音派の、聖書原
理主義／反知性主義的傾向があると言
われる。進化論を神への冒涜とし、学校で
の授業を州法で禁止したりなど。2004年の
ブッシュ大統領再選において、彼ら白人福
音派は得票数全体の三分の一を占めた
が、執拗に“悪との戦い”を喧伝してまわっ
たブッシュの“わかりやすい”戦略が奏功し
たのだ。
　そこへさらに偏向報道が追い打ちをか
けた。CNNを凌ぐ視聴者数で全米首位を
誇るニュース専門放送局、FOXニュース
は、イラク攻撃を大政翼賛的に報道。新聞
もインターネットのニュース記事も読まない
人 を々洗脳し、扇動した。当然、オバマの大
統領選挙戦に際しても反対報道が繰り広
げられ、オバマの名前がアラビア語源であ
ることなどを論拠に、“イスラム＝キリスト教
の敵”、“黒人＝白人の敵”という“わかりやす
い”ネガティブキャンペーンが展開された。
　その他、発信元不明のチェーンメールに
至るまで、反対勢力はなんとしてもオバマを

“わかりやすい”悪の象徴に仕立て上げよ
うとしたのである。しかし、結果はご存じの

た。そしてスピーチにより人々の心をとら
えた。以後、大統領になる為の選挙では
数々の名演説と議論を通し、民主主義そ
のものとメディアの変遷により大統領が選
ばれてきた。
　オバマの演説の基本になった、アメリカ
の民主主義の理念、government of the 
people by the people for the people.
を唱えたエイブラハム・リンカーンは南北
戦争の原因になった奴隷制の廃止を唱え
た。彼は共和党の大統領であった。民主
主義の理想、人民の人民による、人民の
為の政府。其れを作る為に黒人奴隷を廃

通り。一方で、副大統領候補、サラ・ペイリン
の知的適性やスキャンダルの露呈によって
マケイン陣営が急失速したという、未曾有
の選挙利権ゲームにしてはあまりに“わかり
やすく”お粗末な経過に、共和党の自滅的
意図を勘ぐってしまったが、あながち邪推で
もないだろう。

おつむは自己責任、とオバマは言った

　そう、問題なのは、このドラマティックな
までの“わかりやすさ”である。WWEとか
ショープロレスみたいな。無論、日本にいな
がら日本語でこれらの情報を享受している
限り、この“わかりやすさ”が元よりそうであ
るのか、どこかの段階で演出されたものな
のかは、限りなく不透明である。だが、多種
多様な移民の国であるアメリカが、国民を
束ねるため常に“わかりやすい”物語的装
置を要していること、これは事実だろう。
　非常に“わかりやすい”悪玉であるブッ
シュが招いたこの断末魔の惨状を、颯爽と
登場した希代のMC、オバマが打破してく
れるだろう――この“わかりやすい”善悪の
構図こそ、まさしくアメリカのお家芸である。
自由の国、民主主義の国、希望の国、アメリ
カ。いったん失墜した古き良きアメリカ印の
看板を、新たな求心力の下にリ・ブランディ
ングする。そのやり口を考えると、オバマと
その背後にあるアメリカという国（あるいは
その背後にいると陰謀論的に語られる、自
滅戦略による世界多極化計画や、ドルの切
り下げ作戦など、妄想諸説入り乱れている
が）のキャンペーン戦術は、さすがの一言
に尽きる。
　そう考えると、オバマの就任演説で繰り
返された、“我々”が果たすべき“責任”とい
う言葉が、違った響きを持って聞こえてくる。
「自分を棚に上げ、誰かに期待を寄せて
依存するのではなく、もう少し自分の頭で考

止するという大きな戦いによって、その後
凶弾に倒れた。アメリカの大統領は常に
暗殺の危機の中、自分の政治論理を守る
という命がけの戦いを余儀なくされた。
　大恐慌のあと4代続けて大統領になっ
たのはフランクリン・ルーズベルトであった。
自由競争を基本とするアメリカの資本主
義を富の再分配として、トランプのカードを
配る（New Deal）からとったニューディー
ル政策を進めた。社会民主主義として国
が大きな建築を作りその効果で経済を立
て直した。またルーズベルトはラジオで国
民に直接話しかけるという方法でその当
時新しくメディアの中心になってきたラジ
オを最大限利用した。オバマのグリーン
ニューディールは環境ビジネスを加味した
ものであると思われる。ジョン・F・ケネディー
はテレビ時代の到来と共に大統領になっ
た。ニクソンとのテレビ討論、大統領就任

えて生きろ」――。

オバマに“自分探し”を夢見て凶

　要するに、これはメディア・リテラシーに
関わる問題なのだ。今回の善悪の構図が
どこまで意図的に演出されたものなのかは
わからないが、こと日本において、ブッシュの
名前を槍玉に挙げるメディアに“共感”し、
そこで自らも意思表示をしたつもりになって
いる大多数の“良識な”人々が、すんなりオ
バマ賞賛に移行している様子を見ると、広
告代理店的なキャンペーン戦略がここまで
人 を々飼い慣らしている時代はかつてな
かっただろう、と震撼せざるを得ない。
　特に“わかりやすく明白”とされているも
のこそ、注意が必要だ。『不都合な真実』
に象徴される地球温暖化の問題しかり、チ
ベット人権問題しかり。これは理屈や主義
主張の正しさとは別のレベルの話である。
それらの持つキャンペーン戦略としての側
面に対し、情報化社会に生きる現代人は、
もっと自覚的にならなければならない。Yes, 
we can! 日本ではこれと似た社名の通
信教育業者が時宜を得たりとばかり、We 
can change! な“わかりやすい”広告キャン
ペーンを展開している。「今の自分は“本当
の自分”じゃない」と鬱 と々している男性が、
資格試験を通して“なりたい自分”を手に入
れる――。刻苦勉励、たいへん結構なこと
であるが、“自分探し”を体よくイメージ戦略
化しているあたりが欺瞞じみている。程度
の差が歴然とはいえ、これと同様、オバマ
に体のいい“自分探し”を投影するのはや
めなさい。政治に国際情勢、オバマのアイ
デンティティだってそう。世の中は、そんなに

“わかりやすい”はずないのだから。
　日本人よ、Don’t believe the hype. そ
してWe can change…!（たぶん）

式の世界テレビ放映、そして黒人のキン
グ牧師のI have a dream,私には夢があ
る。奴隷を使った農園主と奴隷であった
黒人が同じテーブルで話すという民主主
義の新しい局面を法律で保証した公民
権法案を勝ち取ったが、キング牧師もケネ
ディーも凶弾に倒れた。
　こうしたアメリカの民主主義の歴史の
延長上にオバマの大統領就任が在る。新
しいweb 2.0 社会（情報の双方向の無
料のコミュニケーションを可能にした時代
の到来）による新しい選挙のあり方はより
フラットな社会と民主主義の理想を我々
に提示した。選挙資金も多くの選挙民のド
ネーションでまかなわれ、1億3000万人が
ウェブを見て彼の演説に触れた。ホワイト
ハウスのホームページも史上始めて双方
向のコミュニケーションを歌い上げている。
　オバマの大統領選挙の途中から暗殺

の危機が多くの人にいはれている。彼は
そこを充分に感じながら、現在の難しい局
面で戦っていると言える。黒人である自分
が大統領になれるということがすなわちア
メリカの民主主義のいいところで他にない
ことだという論理は万人に、困難なときに
も、理想を再確認させるのに充分であっ
た。100年後から現在を振り返ったらどうい
う風に歴史を見ることができるだろうか。オ
バマはきっと書いているであろう。遺言で
なにを残し、これから成し遂げようというの
だろうか。幸運にも暗殺されずに大統領
の職務を遂行することを僕らは期待して
いる。しかし万が一暗殺されても必ず次
が出てくることをも。

（颯爽と風太郎が壇上に現れる。しばらく
壇上から見渡しながら、エヘンと咳払いし
て一息に喋り出す）
　
　ヒタヒタと聞こえてくるズラ!!　
　軍靴の足音が聞こえてくるズラ!!　
　天涯孤独、自宅警備員、ひとりぼっちの
俺にとって政治は縁のないものズラ。政治
とは常に集団のもの。大きなもののための
声。だから埒外にはみ出てしまった俺のよ
うな極私的個人主義者にとって、政治が
遠い国のおまじないみたいなものにしか聞
こえてこないのは何も不思議なことではな
いズラ。

　だが俺だけではなく、日本という国に住ん
でいるだれもが政治に対してはひどく孤独
であるというのはどうしてズラ?　夕張で暴
動が起きないのはなぜズラ?　貧しきものた
ちが革命を起きないのはなぜズラ?　デモ
に対する冷たいまなざし。政府の汚職や
悪法に文句を言いつつもすぐに慣れ親しむ
従順さ。政治に関することなかれ主義は日
本人独特のものズラ。しいていえば俺らは
すべてが他人事のように思える国で暮らせ
ているのでズラ。この国がどうなろうと最悪
の結果になるまでは、一億総無関心ズラよ。
　関心があるのはみんな…銭!!　銭だけ!!
　世の中銭しか関心ないズラ!!

　つまり俺らの実感としてあるのは70年代
の革命騒ぎ以降に生まれた「どうせ何も変
わらない」という諦めモード、すなわち虚無
感。だから世の中変えられるのは銭だけ、
銭を集めれば勝ちという悲観的な極論に
なってしまうズラよ。なんとも悲しい話ズラよ!!
　でもそんな銭だけの世界では、本当は
ないズラ。もっと何か大切なものがあったズ
ラ〜 !!

（ここで風太郎は壇上を離れる）　
（突如、志中なかばにして非業の死をとげ
た政治家・新井将敬が壇上に現れる）

　風太郎くん!　君の続きは僕、元民○党
の新井将敬が引き受けよう!
　僕には理想があった。僕の理念は現実
的でもあった。しかし僕は死んでしまった。
　どうして僕が死んでしまったのかは、ここ

では言わない。僕の信念に反するからね。
　君の悲しみは僕にも分かる。僕たちの
住む日本は、僕たちのものではなくなってし
まった。どうしてだろうかね?
　僕は我々の住処を取り返したかった。何
者からか、どこからかも判然としないけどね。
　死んでしまった僕が、ここで政治的方法
論を語ることはしない。だから僕は僕の悲
しみだけを語ろう。我々の住む世界は、果
たして寄る辺になり得るだろうか。そもそも
世界は我 を々赦してくれるだろうか。
　僕がそのために貢献出来ることはあっ
た。しかし、貢献出来るか否かはともかく、
僕にその仕事は与えられなかった。悔しい
けれども僕という人間はそこで尽きた。
　どの政党に所属しているかとか、保守
か革新か親米か反米か、いかなる利権に
関わるかなど、僕という人間が政治を為せ
るか否かには一切関係ないことが分かっ

た。分かった時にはすでに僕は死んでい
たからだ!
　風太郎くん!　　みなさん!　声が大きく
なってすまない。
　しかし、僕らは人任せでなく、観客にな
らず、自主的に発言し、感情に素直であり、
悪に対して厳しく立ち向かい、人々が仲良
く暮らし、金に頼らず、また金儲けをして
いる人を侮蔑するような、そんな社会を作
ろうとしていたのではなかったのではないか
ね!?
　僕はそれだけを君たちに言っておきたい。
　さらばだ、諸君!!

（客席は風太郎と将敬にはあまり関心を示
さず、現職の首相、麻生太郎が頼りない
ことを口々に憂いていた。客席の中にオバ
マがおり、一人だけ拍手をしてニヤリと白
い歯を輝せた）

政治にもの申す
text： 草彅洋平（東京ピストル） remixed by 本折浩之

深沢慶太
フリーエディター。1974年生まれ。

『STUDIO VOICE』編集部を経て、現在フリー。
『Numéro TOKYO』（扶桑社）コントリビューティン
グ・エディター。『AXIS』『デザインの現場』『NYLON 
JAPAN』など雑誌へのデザイン〜アート関連記事の寄
稿、webや書籍の編集のほか、企業プロモーション
や展覧会の企画構成などにも携わる。編集を手掛け
た書籍に、篠原有司男３部作（美術出版社）、田名網
敬一作品集『DAYDREAM』（グラフィック社）、編集
者9名へのインタビュー集『記憶に残るブック＆マガジン』

（BNN新社）など。

（参考資料1）
町山智宏『アメリカ人の
半分はニューヨークの場
所を知らない』（ 2008年
／文藝春秋）

（参考資料2）Public Enemy『It Takes A Nation 
Of Millions To Hold Us Back』 (1988年／ Def 
Jam recordings)
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オバマの遺言
text: 伊藤洋志 （ナリワイ代表、農業ウェブマガジン「ザックザック」編集長）

AIR PRESIDENT 44
text: 大矢知史（TOKYO DESIGN FLOW）

　合衆国大統領バラク・フセイン・オバマ
と私。もちろん面識はない。そういえば、去
年まだUSA民主党代表選が白熱してい
るころに無人島で自給自足プロジェクトを
やっているおじさんに取材した。おじさん
は無人島で隠遁するわけではなく、未来
の生活を模索する場として無人島を選ん
だのだ。
　そのおじさんはヤギを飼っていた。名前
は、オバマとヒラリー。なぜヤギか？農業の
最大の課題は雑草である。これがために、
アメリカの穀物メジャーはわざわざ神に背
いて、バクテリアの遺伝子を植物に入れて
まで除草剤に強いトウモロコシなどを開発
して巧みに広めている（おまえら生物の
遺伝子をいじるなんてキリスト教徒じゃな
いのか！創造主が怒るぞ！と言いたい）。し
かし、ヤギは違う。生まれながらに雑草を
好き好んで食べてくれるうえに、ミルクも取
れる。バクテリアと植物の遺伝子でできた
変なトウモロコシを使って除草剤をまくか、
農家が身を削って刈り取るかという稚拙な
トレードオフを超えたまさに第三の道。そう
いうもくろみで飼い始めたヤギ、オバマ＆ヒ
ラリー。彼らは、地球の未来を背負って雑
草を食べていた。だったが、そう簡単には

　第44代合衆国大統領バラク・フセイン・
オバマ。「AIR PRESIDENT 44」。彼の
名を冠したバスケットシューズが発売され
る日もそう遠くないだろう。黒人初の大統
領の誕生。世間は騒ぐ。時代は変わった。
この揺るぎない事実は国境を超え、様々
な人々に希望を与えた。
　世界中の子供たちがテレビ越しのマイ
ケル・ジョーダンに釘付けになったと同様
に「彼なら何かしてくれる」という期待を
オバマ氏から感じるのだ。心が揺さぶら
れる。誰が何と言おうと彼は今スターなの
だ。
　皆さんも周知の通り、彼（オバマ氏）は
バスケットマンであり、スポーツマンである。
彼の演説を聴いていると一つのフレーズ
が思い浮かぶ。誰しもが聞いたことのあ
るチームプレイには欠かせないこの言葉。

「 -one for all, all for one-　 一 人 は み
んなのために、みんなは一人のために」。
久しぶりに聞くとむず痒くなるフレーズだ
が、アメリカ合衆国という多民族国家に所
属する選手たちは、老いも若きも、金持ち
も貧乏人も、黒人も白人もヒスパニックもア
ジア系もアメリカ先住民も、ゲイもストレート
も、障害者や健常者も、国家というグラウン
ドorコートではみなチームメイトであり、喜
怒哀楽を共に分かち合う同士なのである
ということを、アメリカは紆余曲折を経て、
オバマというヘッドコーチのもとで気づき、
チームとして機能し始めようとしている。
　しかし、このゲーム（試合）が今までと大
きく違う点が一つだけある。それは全員が
スターティングメンバーだというところだ。
つまり補欠要因はいないのである。皆この
世に生まれてきたからにはそれぞれの役
割がある。この選挙戦を通して人民が勝
ち得たモノ、それは自分の居場所、自分が
自分でいられる場所、今の自分を肯定して
もらえる場所。それこそ現代人が求める
PEACEなのかもしれない。
　時代の転換期にオバマが放ったシュー
トは歴史に残るブザービーター*1となっ
た。その瞬間、あきらめかけていた観客た
ちが瞬時に「希望」を取り戻し、立ち上が

いかない。猟師さんが訓練のために猟犬
を島に間違って放ってしまいヒラリーが憤
死、オバマも重症を負ったのだ。オバマは
誰に教わるともなく野性の勘を発揮、犬が
これない竹やぶの中に隠れていたところ
を発見され、九死に一生を得た。突如予告
もなくやってくるコントロール不能の悪意の
ない暴力とダメージを受けながらも生き延
びる草食動物。この関係は示唆的である。
　生き延びたもののオバマはいきなり命を
脅かされ恐怖でおびえていた。だが朗報。
猟師さんがお詫びにミシェルというヤギ（メ
ス）を連れてきたのだ。すると、どうであろう
か。それまでビクビクしていたオバマがしゃ
んとするようになり、元気が出てきたのだ。
　動物の世界が、人間ほど単純じゃない
という声もあるかもしれないが、究極的に
は、こういうことであろう。謎の金融システ
ムが爆発して、多くのダメージを受けた。だ
けどオバマがいるじゃないか！ということで
ある。個人の小口の献金を集めて選挙資
金を調達したオバマはまさしく、人民の力
が結集した存在だ。オバマは人民がいる
から立ち上がれる。歴代大統領の中でも
暗殺のリスクが高いほうだと思われるオバ
マに不屈の闘志が生まれるとしたら、目に

見える形で集まったこうした人民の声だろ
う。民主主義の理想を直接民主主義とす
るなら、まさにこれは直接的。当選した時
点ですでにオバマは民主主義の歴史を押
し進めた。
　やることがこれからも革新的だろうが、
オバマはもう墓石にこう刻むことができる。
民主主義を一歩押し進めた人物、オバマ
ここに眠る。墓石に刻む文言は、まだまだ
でてきそうだ。

（せっかくなので期待も含めて）

り大歓声をあげている。今、試合会場は
異様な程の興奮と熱気に包まれている。
　オバマ氏はホワイトハウスにバスケット
ゴールを設営するらしい。彼のバスケ愛は
選挙戦のジンクスにも繋がっている。朝方
にバスケットボールをした選挙日には勝ち、
しなかった日は負ける。それからというもの
選挙日には必ずオバマ陣営スタッフと共に
バスケットボールをプレイするようになった
ようだ。アメリカの国民生活にスポーツが
いかに浸透しているか、選挙戦を通して
見えた気がする。スポーツと政治。両者に
は共通するものが多々ある。
　1月20日、代表による選手宣誓が済み、
アメリカ大運動会が幕を開けた。この運動
会に観客はいない、参加者全員が選手で
あり、観客なのだ。アメリカの皆さん、くれぐ
れもラジオ体操（ストレッチ）を忘れないでく
ださい。

　オバマを「ブラック・ケネディ」と称したの
はドイツの新聞だ。オバマの若さや演説の
巧さがケネディを彷彿とさせるのかもしれな
い（就任時の年齢はケネディ43歳、オバマ
47歳）。ケネディは大統領就任演説（ 1961
年1月20日）で「あなたの国家があなたのた
めに何をしてくれるかではなく、あなたがあ
なたの国家のために何ができるかを問おう
ではないか（ask not what your country 
can do for you; ask what you can do 
for your country）」と語った。この言葉を
受けてか、キング牧師を中心とする公民権
運動は、ケネディ在任中の1963年8月28
日に牧師の「I Have a Dream」の演説で
最高潮を迎え、翌年に新公民権法として
結実する。もちろんこの法律で差別がなく
なった訳ではなかったが、生活のあらゆる
場面で差別を受けていた黒人が、自らの

手でアメリカに真の平等をもたらそうとした
ことは、ケネディが訴えたかったことが形に
なって表れた結果ではないかと思う。
　ケネディとキング牧師のつながりは浅から
ぬものがある。大統領戦真っ只中の1960
年、牧師がデモ活動で逮捕されたときに、
ケネディは牧師釈放のために動いた。そ
の結果、多くの黒人がケネディ支持に回り、
大統領選の勝利につながったと言われて
いる。キング牧師がいなければ大統領ケ
ネディは生まれなかったかもしれないし、ケ
ネディが大統領でなければ、「I Have a 
Dream」も新公民権法もなかったかもしれ
ない。そう考えると、ケネディも初の黒人大
統領オバマを産み出した立役者の一人と
言ってもいいような気がする。
　大統領就任後、オバマが手始めに取
り組むのは、「グリーン・ニューディール」

とも呼ばれるアメリカの再生計画だ。計
画の正式名称は「米国再投資・再生計画

（The American Reinvestment and 
Recovery Plan）」で、中身は環境分野へ
の積極的な財政出動のほか、ITを駆使
した医療制度改革や教育分野への投資、
交通システムの再構築、家計補助や減税
までと幅広い。短期的な景気対策だけで
はなく、長期的な構造改革の視点も盛り込
まれている。総額8000億ドル（約72兆円）
を超える超大型政策だ。

「グリーン・ニューディール」の発想はアメリ
カの専売特許ではない。もちろんその名が
示す通り、ニューディール政策から発想を
得ているが、元は「グリーン・ニューディー
ル・ グ ル ー プ（The Green New Deal 
Group）」という機関が2008年7月に発行
した『グリーン・ニューディール（A Green 
New Deal）』という報告書だ。その中では、
金融危機、気候変動、石油資源枯渇とい
う「三つの危機（Triple crunch）」を、金
融と税制システムを再構築するとともに、再
生可能エネルギーに積極的に財政出動す

ることで乗り越えていこうという提言がなさ
れている。2008年後半から金融不安や景
気後退が世界的に広がったことを受けて、
こうした考え方に基づいて政策を検討する
動きが各国で広まりつつある。
　ニューディール政策は、1929年から続く
大恐慌からの回復を期待されて1933年に
大統領になったフランクリン・ルーズベルトが、
国を建て直すべく実施した一連の政策だ。
とかく公共事業で景気を刺激する側面だ
けがクローズアップされがちだが、大恐慌
を誘発したとされる金融業界の暴走を規制
したり、農民保護のために農産物価格を
調整したり、労働者保護を進めたりと、大
胆な構造改革に着手している。それは、
アメリカで絶対的なまでに理想とされてきた
自由主義に制限をかけ、「小さな政府」から

「大きな政府」へと、アメリカの国の形を転
換させる極めて壮大な試みだった。
　現代の社会状況は、ニューディール政
策が発動された当時と似通っている。とな
ると、自由主義に一定の制限をかけ、新し
い技術分野への財政出動で経済を刺激し

ようとする「グリーン・ニューディール」が嘱
望されるのももっともな気がするが、安易な
期待は禁物だ。ニューディールは景気刺
激策としては効果がなかったと見る向きも
少なくない。議会通過のめどは立ったよう
だが、反対派の動きも目立つ。また、環境
問題への対策という意味でどれほどの効
果があるのかは今の時点ではよく分からな
い。
　オバマの「グリーン・ニューディール」は果
たしてどこへ向かうのか？期待される効果
が出なかったときが心配だ。国内政策の行
き詰まりから国民の目を逸らすために、国
外に戦争を仕掛けるのは政治の常套手段
で、世界の歴史で繰り返されてきたことだ。
オバマは、イラク戦争を終結させる代わり
に、アフガニスタンに戦力を集中的に投入
すると言っている。しかし、仮に「グリーン・
ニューディール」が失敗に終わったとしても、
その目くらましのために戦争を拡大させるよ
うな、政権維持や保身のための愚行に走
ることだけは何としても避けてほしい。

History with OBAMA
text： 萱原正嗣（カヤハラマサツグ） 

新潟で焼畑に参加する筆者
http://www.we-tv.tv/

*1ブザービーター : 
バスケットボールで、ピリオドや試合が終了するブザー
と同時に放たれ、ゴールに入るシュートのこと。

http://www.we-tv.tv/


10 TOKYO DESIGN FLOW paper N8

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、新たら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...

NEWS
　現在、日本で発行されているフリーペーパーは1000種類を超えると言われています。しかしそ
れらの読み物は、本当に”フリー”なのでしょうか？　確かに、駅やカフェで無料で手に入れること
のできるフリーペーパーはとても便利な情報源のように思えます。しかしその中に自由（FREE）な
ジャーナリズム精神によって生まれた情報がどれほどあるのでしょうか？　いつの間にかビジネスの
都合だけが優先され、広告枠と広告枠の間を新聞社から買った記事やタイアップ記事でムリヤリ
埋められていく紙面。読者の心に何も残すこと無く、手に取られてはあっさりゴミ箱へ捨てられて
いく……。
　フリーペーパーとしてスタートした『TOKYO DESIGN FLOW paper』は100円の ”FREE” 
PAPERです。自由な知的好奇心と探究心、世の中への疑問に裏打ちされた情報を発信してい
きます。そして我 と々同じ問題意識を共有する人々が集まる自由な言論の場、プラットフォームに
なります。社会全体が劇的に変化する時代の潮目、情報の海を漂流する人々に新たな視点や生
き方の道筋を照らす灯台になることを目指します。

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こちらまでお問い合わせください。

雑誌のオンライン書店「Fujisan.co.jp」にてデジタル版の『TOKYO DESIGN FLOW paper』をお買い求め頂けます。http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281683108

現在定期購読の準備をしています。最新情報は右記サイトをご覧下さい。 http://www.tokyodesignflow.com/paper/

販売店舗募集

ネット販売

定期購読のお申し込み

mailto:info@tokyodesignflow.com
http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281683108
http://www.tokyodesignflow.com/paper/
mailto:info@tokyodesignflow.com
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29.JAN 2009 REPORT

何が変化し、何が始まるのか。OBAMA, Change with us

1月29日（木）、2009年最初の「LAST THURSDAY」は「OBAMA, Change with us」と銘打ち、メイン会場SMOKE（東京都渋谷
区神宮前 5-10-1 GYRE 4F）にて米国オバマ大統領就任式（ 1月20日、日本時間）を突撃レポートしたTOKYO DESIGN FLOWク
ルーのMAT.を中心に報告会が行われた。就任式時に日本で行われていた「オバマ大統領就任式ライブ」（p6参照）の勢いそのままに、
これからいかにアメリカが、世界が、そして日本が“Change”していくのか意見が交わされた。MAT.が写真や映像とともに伝えた就任
式における現地の熱狂ぶりは、単なる海の向こうの出来事ではなく、「何がこの熱狂を生み出しているのか」と会場に集まった人たちの
関心を奪い、考える機会を与えることとなったようだ。報告会後は音楽と酒が手伝って会場は盛り上がりを見せ、飛び入りでダンスを
披露したパフォーマーたちも注目を集めた。レギュラーイベント「NIGHT PEDAL CRUISING」も風が冷たい夜空の下に50人近くの
参加者が集まった。2009年「LAST THURSDAY」のはじまりは、いよいよ訪れる大きなうねりを感じさせる一夜となった。

「自分の仕事」を考える（後編）
先月号に引き続き「自分の仕事を考える三日間」のレポート第二弾。 スクーリング・パッドのデザインコミュニケーション学部7期の卒業旅行を兼ねてはるばる奈良まで行ってきました。

　僕は、高校生時分から作家の生き方に
憧れを感じていた。どこにも属さず自分の
知性と感性とペンだけで、権力や社会シス
テムに抗いながら生きていく姿（僕にはそ
う見えた）に人間としての強さや崇高さを

感じ、自分もそういう生き方をしてみたいと
思っていた。昨年の五月に会社を辞め、八
年強の会社員生活に終止符を打った。そ
して、今書いている。ようやく「自分の人生」
が始まった、そんな思いだ。

　ファシリテーターの西村さん（※1）も八名
のゲスト（※2）も、今の「自分の仕事」に辿り
着くまでに多くの苦悩を経験している。西村
さんも塩見さんも自分の進む道を探る苦悩
の20代を過ごし、大南さんは大学院を卒
業後、10年近く雌伏の時を過ごしている。
秋田さんは映画の世界で、藤本さんは作
家で挫折を経験し、遠山さんは30歳を過ぎ
て会社の中で生きる自分に疑問を感じ始
める。豊嶋さんは、grafとして制作活動を
始めるまでは、アートとの距離感をつかみ
かねていたし、明川さんは、ドリアン助川とし
て1000人を超える人の悩み相談を聞きな
がら、座りの悪い自分にいたたまれなくなり、
アメリカに逃亡する。河瀬さんも、すんなりと
映画を撮り始めた訳ではない。だが、苦悩
の時間を経たからこそ、みんな「自分」と巡
り合うことができたと言えるだろう。苦悩の
先にある何かを信じ続ける強さがあったか
らこそ、「自分の仕事」に辿り着いた。
　藤本さんがこんな話を語ってくれた。岡

本太郎の『自分の中に毒を持て』（青春出
版社）という本で語られているエピソードだ。

「誰が見ても安全な道と、誰が見ても危
ない道と、その二つの選択で迷っていると
したら、その迷いの意味を考えた方がい
い」。普通に考えれば迷うはずのない二つ
を見比べているということは、「リスクはある
けどやりたい」という強い気持ちの表れと
見ることはできないだろうか？ そうした自分
の気持ちは大切にして生きた方がいい。そ
ういうメッセージだ。人と出会い、何かに触
れたときに、自分の中に生まれたノイズに敏
感になることの大切さを語ってくれたのは
西村さんだし、「自分感受性」という言葉で
自分の中にあるものを感じ取る力について
語ってくれたのは塩見さんだ。他の方 も々、
言葉を変えて同じことを語ってくれていたよ
うに思う。もちろん、その先に何が起こるか
は誰にも分からないし、起きたことを自分で
引き受ける覚悟は必要だ。
　なかには「そこまでやりたいと思えるもの

がない」と言う人もいるかもしれない。そう
いう人には、新しい人間関係を作ってみる
といいかもしれない。地域の活動に参加し
てみたり、会社の同好会活動に参加して
みたり。自分の経験からは、人とのつなが
りに勝るものはない。まずは小さくてもいい
から一歩踏み出してみる。そこから、新しい

「自分」が見えてくることもある。そのことを
見つめ直した三日間だった。

※1　ファシリテーター（敬称略)
・西村 佳哲（リビングワールド代表／働き方研究家)
※2　ゲスト（敬称略、セッション開催順)

・塩見 直紀（半農半Ｘ研究所、コンセプトフォーエックス 代表)
・大南 信也（NPOグリーンバレー理事長)
・秋田 光彦（浄土宗大蓮寺・應典院住職)
・藤本 智士（『Re:S』編集長／アートプロデューサー)
・遠山 正道（Soup Stock Tokyo社長／giraffe代表)
・豊嶋 秀樹（graf設立メンバー／アーティスト)
・明川 哲也（作家・歌う道化師)
・河瀨 直美（映画作家)

text： 萱原正嗣（カヤハラマサツグ）

>>> 2.26 2009 OBAMA night
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STYLICON3月の予定
2009年 3月 6日（金）『STYLICON』
＠BXcafe（HARLEM 3F）
eccentric-PRODUCT presents
CHIMERA LUXE X ELECOM 
COLLABORATION LAUNCH PARTY!
HOST MC：ZEN-LA-ROCK
EXCLUSIVE LIVE：TIGARAH
DJ：DJ AMIGA DJ SARASA DJ KYOKO 
HIROTO.H
VJ：BALLISTIC EFFECTS

新しいクリエイティブを提 案 する集 団"eccentric-
PRODUCT"をフィーチャーしてELECOMのヘッドフォ
ンを今話題の３人の東京GIRLS DJSとコラボしてスワ
ロフスキーモデルのお披露目PARTYを開催します！
more info:www.myspace.com/stylicon

WHAT'S STYLICON?
渋谷の老舗クラブHARLEMのラウンジ“BX CAFE” 
にて毎月第一金曜に展開されている、ジャンルレスで
MASHUPな人間が交流するパーティー"STYLICON" 

（スタイリコン）。カテゴライズされない人達との楽しいコ
ミュニケーションと良い音楽やデザイン／ビジュアリスト
を紹介していく場として開催中！中国語ベースのWEB
マガジン（CHOPSTICKS  MAGAZINE™）とも連動
してアジアのARTやクリエイティブも面白く発信していき
ます。

CHOPSTICKS  MAGAZINE™
www.chopsticksmag.com
(今回のインタビューの中国語版も掲載中！)

テレフォンショッキング形式で繋げる音楽の輪　DJ MILLA →DJ Yona

Interview

MHAKさんには昨年の9月に「LAST 
THURSDAY – PORTLAND NITE」
でライブペインティングをしていただきまし
たが、その時の感想を聞かせてください。
―ポートランドのCOMPOUND GALLERY
の代表として描かせて頂けた事はとても光
栄であり、クラブイベントでの客層とは違った
方 に々見てもらえたことはアーティストとして
知ってもらうために、とても貴重な体験だっ
たと思います。

絵を描き始めたきっかけは何だったので
しょうか？
―絵は描くのも見るのも好きでしたので小
さい頃から色々描いてました。本格的に
アーティストとして活動して行くことを決意
したのは、2004年に某アパレルブランドの
グラフィックデザイナーをしていた頃、NYC
でのグループ展" TAG THE SYSTEM 

"に誘われて参加したことです。上京後の
2001年にリスペクトするアーティスト" Barry 
McGee (TWIST) "のライブペイントを見
て、そこで話をすることができたのも大きい
ですね。

今後のグラフィティ、そしてアートシーンは
どうなっていくと思いますか？
―ライブペイントに関して言えば、昨今、日本
でのライブペイントシーンは濃くなってきてい
ると思います。ライブペイントを組み込むイベ
ントも増えている分、ライブペインターも増え
てるし、絵描きとしての間口が広がってきて
いると感じています。ライブペイントを通して
アートに関心を持ってくれる人も出てくるし、
自分でも絵を描こうと思う人も少なからず出
てきていると思います。アートがライブペイン
トを通して少しずつ身近になってきている。
ライブペイントを通してアートが認知されて

いけば日本のアートシーンも良くなって行くと
思います。
ご自身のこれからの活動を教えてくださ
い。
―まずは４月に個 展 があります。Levi 
Strauss Latin Americaの招待でアルゼ
ンチン·ブエノスアイレスに行きます。南米ア
ルゼンチンのカルチャーを出来るだけ吸収
し、自分なりの形で今後アウトプットしていけ
たらと思って います。これからも日本にアート
を身近に楽しむ文化が根付くように、まずは
アーティストとして何ができるかを考え、やれ
ることを全力で実行していこうと思います。

Painter / Japan
 1981年福島県会津若松生まれ。04年某アパレルブラ
ンドのデザイナーを経て、自身の創作活動を開始。国内
外での展示、ライブペイントや内装壁画、アパレルブラン
ドとのコラボレーションなどで常に新しい可能性を追求
した作品を発表。曲線の美しさを追求した作品は、グラ
フィティの要素にみられる描く行為に多大な影響を受
けたもの。07年に、アメリカ･ポートランドで自身初の個展
を開催した事をきっかけに国外を軸とした活動を精力
的に開始。 2008 年にはLevi Straussの “GLOBAL 
CUSTOMIZED BUTTON COVER”の第一弾アー
ティストに抜擢され、Levi Strauss Japan / USA と
アーティスト契 約を結び、09 年4月にLevi Strauss 
Latin Americaの招待によるアルゼンチン･ブエノスア
イレスでの個展を予定。
 
Official web site : http://mhak.jp, Official Blog : 
http://blog.mhak.jp

9月の「LAST THURSDAY―PORTLAND NITE」にて、一夜限定オープンしたCOMPOUND GALLERY内でライブペインティングを披露し、
集まった人たちの目を楽しませたペインター“MHAK”。活動の幅を広げ、今年はアルゼンチンでも個展が開催される彼にインタビュー。

text & interview: MAT.（Media Surf Communications Inc.）

photo by Joji Shimamoto

Music 
Shocking!!!  Vol.2

小さい頃から自然と興味が音楽に向いて
いて、20歳くらいの頃に音楽関係の知
人に歌を勧められボイストレーニングに通
い出したのが本格的に音楽を始めたきっ
か け で す。Sade や india arie、Craig 
Davidにはかなり影響を受けました。そ
して、いまだに色んな意味で影響を受け
ていて、尊敬している人は私の恩師でも
あるボイストレーナーです。音楽遍歴で
いくと、10 代の頃はR&BやHip Hop、
Pop's、20 代 に 入 って からTrance や
House、Techno、Erectroといったクラ
ブミュージックを聴くようになりました。私に
とっての音楽は「パワー、スパイス、思い
やりの塊」です。日々 、人が感じているこ
とはそれぞれ。失恋した人、ハッピーの
真っ最中の人、落ち込んでいる人、元気
のない人……。そんな人たちの心を少し
でも音楽という力が良い方向に導ければ
本望だと思います。私が専属DJとしてス
トアミュージックのセレクトやMixもしている
Le Ciel Bleu ShibuyaのLovisa Burfit 
Partyが2月26日に渋谷 Trump Room
で。そして、私とDJのNaLがレジデント
を務めるRayment Partyが2月28日青
山Veloursであります。今後は、自身以
外のアーティストやDJのアルバムにもシン
ガーとして参加予定もあり、自身が楽曲の
制作を手がけるプロジェクトも進行中です。

DJ Yona

類いまれなる声を持つSinger。Singerとしてクラブ
ミュージックの楽曲のサンプリング、2006年にavexから
リリースされた映画「ウォーターズ」のサウンドトラックCD
「Why」に楽曲参加するなどキャリアを重ね、07年には
ダブルタイアップを抱えてメジャーデビューも果たす。そ
んな音楽への実力とセンスをDJとして発揮する才能を
秘め、08年から本格的にDJ始動をする。間もなく、ロンド
ンの伝説的なパーティーBoomBoxのレジデントにして、
KitsuneのレギュラーパーティーのレジデントDJでもあ
るJerry Bouthier Japan&Australia Tour のJapan 
Tour Support DJも務め、都内様々なクラブ、ラウンジ
等でプレイしている。また、関西発のブランド「LE CIEL 
BLEU」SHIBUYAのショップミュージックセレクターとし
てMixを手がけている等、幅広く多方面で活躍中。

午後の7時から翌朝の7時までは 
気をつけて乗れば滑走 OK?

はじめまして、この度、記者に任命されま
した、ALCと申します。まあ、挨拶はこ
の辺にして、日本ではこういった、通常、
人が考えない事を” YES”とはあまりされ
ません。別に日本の批判をしたい訳では
ないのですが、何かおかしいよね?って
思う事沢山ありませんか?僕は沢山思い
ます。だって、このルールを作ったのって、
60年も前なのに、1度も改正されてないよ
ね?ドイツなんて、50回も改正されてるし
……。なんで?60年前と今って、全然違
うでしょ!?社会も、生きてる人も、生き方も。
もちろん、ルールを変える事ってスゴく労
力が不可欠な事だし、大変な事だと解っ
ているけど、根本的に、ルールについて、
国について、疑問を持ったり、考えたり、
語りあったり、している時間が圧倒的に少
ないと思います。政治家の悪口、日本の
悪口を話すんであれば、そんな時間を自
分たちの住んでいるスポット、遊んでいる
スポットを良くするためにはどうしたらいい
かな?って考えてコミュニティを作って語り
合った方が俺は良い気がする。多分これ
を読んだ人もそう思う人が多いと思う。た

だ、諦めているだけ、忙しいだけだと思
います。アメリカではオバマさんが首相に
なり、彼の就任演説ではアメリカに住ん
でいるあなたたちが変えるんだ!って言っ
ていた。日本に住んでいるんだから、原
宿で遊んでんだから、住みやすい環境、
遊びやすい環境に変えていくのが、環境
づくりってモノだよね!? 原宿って、住んで
いる人も沢山いるけど、遊んでいる若者
が多いと思うし、若者が沢山いると思う。
だから、若者が変えなくてはならないし、
若者がいやすい環境をもっと作る動きを
僕たちがしなければならないと思います。
語弊があるかもしれませんが、別に若者
だけ良ければ良いという事では全くなく、
若者がもっと自分たちの事を考えて動くべ
きだと思うんです。1回目のコラムなので
挨拶代わりに文章を書かせていただきま
した。まあ、これから考えているプロジェ
クトに僕は動いていきます。 

この間、オーストラリアのメルボルンに行った時の写真の一つなんだけど、午前7時から午後7時までスケート
ボードとインラインの滑走禁止っていう看板がストリートのど真ん中で見つけた !

text: Alexander Lee Chang

Alexander Lee Chang
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。

http://www.myspace.com/stylicon
http://www.chopsticksmag.com/
http:/mhak.jp/
http://blog.mhak.jp/
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放置自転車の追跡はとりあえず一区切り。今
回は本誌でいままでに紹介した自転車にま
つわる方 を々お招きして、ランチミーティングを
しましたよ。実用三輪車とアルミサイクルスタン
ドのプロジェクトを企画中の三輪さん、NPO
バイシクルエコロジージャパンの杉浦さん、前
回取材した相模原の中古自転車店「再来」
の藤井さん、Night Pedal Cruisingに初回
から参加頂いている浜田山の一癖自転車
家「狸サイクル」の遠山さんが登場、今年の
TOKYO DESIGN FLOW自転車部門の
新たな活動に繋がるいろんなヒントが飛び出
しました。

遠山：実用車、いわゆるママチャリをもっと大
事に、愛着を持ってもらうように人 の々意識を
変えられないかと考えています。いま絵描き
の方と一緒に自転車に絵を描くということを
やっていて、何台かサンプルを製作中です。
こういう活動をしながら自転車を大事にして
くれる人を増やしたい。写真を見ると分かる
のですが（次号にて紹介予定！）、「ママチャ
リ」を「ギャルチャリ」にするっていう企画で。
ネイルの本なんかを見て勉強してね、いまの
ギャルってこういうのが好きなんだなって。
藤井：そういうのは子供達に自分でもやらせ
るっていうのがいいかもしれませんね。

三輪：ワークショップみたいなかたちでね。
杉浦：僕らは４月のアースデイに出展するん
ですけど、代々木公園にはちゃんとした駐輪
場がなくて。去年は自分たちで金を出して駐
輪場を作ってそれが好評で、今年はアース
デイ事務局側の企画になって、広い場所が
確保できたんですよ。基本的に自転車を預
かる場所なんですけど、それだけでは全く面
白くないんで、自転車に愛着が湧くような楽し
いきっかけを作りたいなと思っていて。ワーク
ショップをやろうかなとも考えていたんです。
ペイントの企画もやれたら面白いですね。
三輪：モノはだれかが作っている、ということ
に現実味が無いっていうのかな。例えば家
具の展示会をやっていて、僕が作ったんだ
よって言うと人は興味を持つけど、そうでな
ければ人はあんまり興味を持ってくれない。
藤井：今はね、多くの自転車メーカーのコン
セプトはユーザーフレンドリーとメンテナンス
フリーなんですよ。だけどメンテナンスフリー

はやめてもらいたい。ガタガタ言わせながら
自転車に乗っている人がすごく多くて。文化
というのは継承していって初めて文化と言う
んですが、それが継承されていないんです。
親が子供に自転車の磨き方とか油の差し方
とか空気の入れ方とかをやって見せて、そ
れが子供の代に繋がっていくはずなんだけ
ど、そこに親子の断絶があるんです。文化
が発展すると文明になるんですが、消えてし
まった文明は何かしらの要因で世代の断絶
が起こってるんです。

遠山：最近ではツアーなんかでも農業体
験みたいなものが流行ってるんですよ。コン
ピューターゲームなんかをやってた人達が
何かを実感したいという。だから一日農家み
たいなことをやって安く泊まれて、みたいなも
のが増えてますね。モノを削ったり穴をあけた
り、やったら絶対楽しいんですよ。

―ワークショップ、いいですね。僕も今年はペ
ダルの足だけでなく、手も動かしていきます
よ！

　礒谷権太郎の「作家的な語彙」の中で、主
となる二つの言葉は「乱暴」と「不条理」であ
る。彼は「イージーで、クイックな彫刻」（「モデリ
ング・ワーク」）を宣伝する。つまり素材と制作
プロセスを隠さない彫刻の提案である。それ
はさまざまなごみをちりばめた泥、器械油のグ
リース、シリコンから作られた作品である。磯
谷は「ホームレス」、「ジャンキー」、「アウトサイ
ダー」などのアイデンティティを試してみる。遠
慮なく作品の形をとった意見を吐きかける「糞
のような男」というイメージである。そこには、礒
谷の批評的なスタンスにおける活力の原点
が隠されている。
　それと同時に、礒谷は想像上で奇跡または
軍艦の対象、聖性と直面する作家である。礒
谷は自身の彫刻を「無教養でアルコール依症
状、孤独で妄想癖のある男が、たまたま教会
で目にした宗教彫刻に感化されてその日を境
に熱狂的に作り始めた作品のようなもの」だと
言う（それは彼の「St. A･･･Z」（聖者A･･･Z）
シリーズの基本概念である）。魅了/狂気/驚
きと、大胆かつ洗練されていないフォームの総
合によって、礒谷の作品は反語性、皮肉性ま
たは自己批判を持つ。それと同時に、魅了（精
神・表現の高尚）と泥（下等な素材）の衝突は、
みる者を美術と文明の基本的な問題に対峙
させる。つまり観客は「原始的な/幼稚な/狂
気」の想像性とファイン・アート、「自滅衝動と創
造」、または「上品の中の荒っぽさ」、「不潔の
中の聖」といった事柄に向かい合わされる。
　礒谷のモデリング・ワークは形がないも
の（泥など）に形を与えるが、それを行いな
がら「無形」への反転の可能性を感じさ
せる。しかし、彼の創造は「形」から「無形」
への行為も示しているのである。つまり、礒

谷は雑誌から言葉を切り取り、それを繋ぎ
合わせて（ほとんど）理解不能かつ（ほと
んど）「無形」の文書を構成するのである。

「“There You Are .15 % MIDNIGHT」、「I 
realize I was. The original」、「Wherever 
You Go, philosophy ANTICIPATED」、

「ONLY THIS TIME Understanding 
Everything」といった表現は、いわば「汚れて
いるパロール」、「あまりにも物質に接近した文
字」であるが、まだ幾つかの解釈のためのス
ペースを孕んでいるのである。
　「Keep Smiling! (God Loves Idiots!)」と
いうフレーズは、礒谷権太郎の核心的なパラ
ドクスを示す。つまり、「Keep Smiling!」は心
酔または無限の幸せへとの呼びかけである
が、「God Loves Idiots!」はこれをキャンセル
し、観客を奮起させる。この表現は「自殺的」
で、実用主義的で、恐ろしく、それでいてユー
モアがあり、チャーミングで、みる者を落ち着
かせもする。
　このような礒谷の「皮肉的な―ロマンチック
な」矛盾を磨くために、二つの例を示す。第一
の矛盾。「St. A･･･Z」シリーズの他に、ペットボ
トルと泥から作られた「Comet Sisters（ほうき
星の姉妹）」と「Comet boys（ほうき星の男の
子たち）」という作品は代表的である。狭義で
は、ほうき星とは「太陽を飛び回りながら、光っ
ている「尻尾」を持つアイスと泥の塊」だという
ことを忘れてはいけない。それにしても、驚くべ
きことに人はこの燃えているアイスと泥を見る
と願いをかけ、或いはキスをするのである。
　第二の矛盾。昼間、礒谷と電話は繋がらな
い。なぜなら彼は巨大な会社に勤めていて、
超高層ビルの地下深くにいるのだから。接続
なし、個人電話なし、光なし。作家はコーポレー

ションに閉じこめられた。ところで、この作家の
日常的な仕事は、会社の地下室へ下がって
くる書類を巨大なシュレッダーにかけることで
ある。彼の義務は、「会社の文字」を泥にまで
粉々に裁断することである。つまり、経済的な
取引の記録を物質化させることである。礒谷
は不要な雑誌が紛れ込んでいるのを見つけ
ると、この雑誌を家に持ち帰る。夜間そこから
文字を切り取って、彼の「批評的な笑顔」を持
つ彫刻のための不条理的なメッセージを作っ
てゆく。

Two main words of Kentaro Isotani artistic 
vocabulary might be “ranbō” (violence/
roughness/excess/wildness/rudeness) and 
“fujōri” (absurd/nonsense). Therefore, he 
is the one who proposes “easy and quick 
sculpture” (“modeling work”), which still 
hints at its material as well as making 
process. It is artworks made from mud, 
grease, silicon or waste oil with different 
kinds of inlaid garbage. Isotani prefers to 
play with identities of “homeless”, “junky“ 
and “outsider”: an image of “a piece of shit”, 
who can without delay spit out his opinion 
in shape of an artwork. Here lays one of the 
energy sources of his critical stance.
Isotani at the same time is the one who 
imaginatively confronts a miracle or an 
object for warship, The Sacred. He says, 
“I make the kind of things, which an 
uncultured alcoholic, lonely delusive lout 
would fanatically start to produce after 
accidentally being impressed by religious 
sculpture in a church”. (The key concept of 
Isotani’s “St A…Z” series sculptures.) The 
mix of fascination/ecstasy/surprise with bold, 
uncultivated forms brings an irony, cynicism 
and self-criticism in Isotani’s work. The 
same collision of astonishment (elevation 
of the spirit or feelings) and mud (the “low” 
material) refers to fundamental problems 
of art and civilization: “primitive/infantile/
insane” imagination and Fine Arts, self-
destructive impulses and creation, as well as 
“crudity in delicate”, “filthiness in sacred” 
and so on.
Isotani’s Modeling Work is giving a shape 
to something that doesn’t have a shape but 

in the way that reversal movement back to 
“unformed” is still tangible. Nevertheless, 
his figures present the opposite process 
from Form to Formless as well, but in 
the dimension of the language: Isotani 
cuts out words from popular magazines 
to compose (almost) incomprehensive, 
(almost) shapeless sentences. “There You 
Are .15% MIDNIGHT”, “I realize I was. The 
original”, “Wherever You Go, philosophy 
ANTICIPATED”, “ONLY THIS TIME 
Understanding Everything” are, let’s say, 
“muddy speech”, “letters that came too 
close to material”, but still hold a space for 
possible interpretations  
The sentence “Keep Smiling! (God Loves 
Idiots!)” is one of the most paradoxical 
phrases made by the artist. “Keep Smiling!” 
calls for an idolatry and unbound happiness 
- “God Loves Idiots!” cancels it all and gives 
a wakening slap to an onlooker. The phrase 
is suicidal, pragmatic, horrible as well as 
humorous, charming, pacifying. 
Let’s polish Isotani’s “sarcastic-romantic” 
controversy with two fallowing examples. 
Controversy #1: Besides “St A…Z” series 
Isotani is famous for his pet bottles and mud 
made “Comet sisters” and “Comet boys” are 
. Let’s not forget that a comet in its narrow 
sense is “a mass of ice and dust that moves 
around the sun and looks like a bright star 
with a tail”. Nevertheless and strangely, it is a 
burning mass of dust, which pushes people to 
make wishes or even kiss each other. 

　今、キューバが熱い。チェ・ゲバラの
映画をやっているから、という訳ではない。
都市有機農業が熱い、らしい。フジテレビ
系列の『サキヨミLIVE』という番組でも先
日紹介されたほどだ。それによると、有機
農業で食料自給率80%を誇るとのことだ。
　キューバは1959年の革命以来、今もア
メリカの経済制裁を受けている。その間
キューバの経済を支えてきたのはソ連だ
が、91年にソ連が崩壊して以降、物資
が途絶え、キューバ経済は困窮状態に

陥った。生活品や食料だけではなく、食
料生産に必要な肥料や農機具まで、あら
ゆる物資が足りなくなった。しかも、キュー
バの農業の中心にあったのは砂糖。砂糖
をソ連に売ってそのお金でソ連から物資
を買う、そういう構図が成り立っていたた
めに、自分たちの食料を生産する農地ま
でもが不足し、多くの餓死者が出てもお
かしくない状況に追い込まれていた。
　そんなとき、革命のリーダー、カストロ
が国民に訴えたのは、一人の餓死者も出
さないことを目標に、食料生産に全力で
取り組もうということだった。だが、農村で
食料を作っても輸送する手段がなく、人
のいる都市で食料生産に取り組むしかな
かったし、農薬も化学肥料も手に入らな
いから、あるものでやるには有機農法し
かなかったというのが、キューバで都市有
機農業が盛んになった背景だ。

　ところで、キューバの専門家の見解に
よると、食料自給率80%というのは根拠の
ない数字で、実態としては50%程度が妥
当とのことだし（キューバ政府は自給率の
数値を公表していない）、また、キューバ
には「有機農業」の明確な基準はなく、欧
米や日本で言われている「有機農業」と同
一視してよいかも疑問が残るということだ。
数字を水増しして伝えたメディアの意図は
定かではないが、キューバを理想国家と
見たてることには無理がある。とはいえ、
人口200万人を擁するキューバの首都ハ
バナの街中で、空き地やゴミ捨て場が開
墾されて農地になったことや、家の庭や
軒先で野菜や果物を栽培する風景が見ら
れることは事実のようだし、こうした取り組
みの結果が、困窮する経済状況の下で
一人の餓死者も出なかったことにつながっ
たと、高く評価されている。

　規模は小さくともあちこちで作物を育て
るキューバ方式は日本、世界的に見ても、
どんどん枯渇の一途をたどる石油の上に
成り立つ構造から脱却するために、いい
見本の一つに思える。規模が小さいから
こそ、機械を使わずとも人の手や動物の
力で、耕したり植え付けたり収穫したりす
ることが可能になる。また、あちこちに農
地があることで作物の流通範囲も狭くな
り、長距離輸送の必要性が小さくなる。
人と動物で十分に運べるということだ。
　大都会東京にも意外に土や空きスペー
スはある。本気になって取り組めば、完
全自給とは言わないまでも、かなりの食料
を作ることができるのではないだろうか。
キューバから学ぶべきことは多そうだ。

礒谷権太郎による
「泥だらけのメッセージ」

規模は小さくともあちこちで作物を育てるキューバ方式

text: 萱原正嗣（カヤハラマサツグ）

text: ロディオン・トロフィムチェンコ / Rodion Trofimchenko

チャリのフロウ 第4回

今年は新しいチャリのフロウを創ります。

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

一人の作家 一つの現象  One Artist - One Phenomenon Controversy#2: It is impossible to reach 
Isotani by phone during the day. He works in 
the basement of one of the tallest buildings of 
one of the biggest companies: no connection, 
no private conversations, no light. This artist 
is locked in The Corporation. The daily 
work of this artist is to cut documents that 
descend in the corporation cellar (there is 
a big machine in his disposal). His duty is 
to crumble The Corporative Letter in dust, 
literally to materialize records of economic 
transactions. On the way home he sometimes 
finds thrown out magazines. During the 
night he uses them to cut out and to compose 
unreasonable messages for his figures with 
critical grin.  

都市農業最前線キューバ

Gold Fish, 2008, mixed media H600xW300xD200

http://www.frantic.jp/
mailto:infofrantic@gmail.com
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野菜も果物もお花も、自然の恵み。
text & interview: 田中佑資（TOKYO DESIGN FLOW）

“Waste Oil Candles” by Filt

す。それまではお花しか見えていなかった
のに、料理人の友達と出会って野菜や果
物の可能性に気づいたり、アレンジを盛る
器にもこだわるようになったり。
　それと、基本的に前向きにいろんな仕事
にチャレンジして、ファッション、写真、映像、
建築、陶芸、農業などの業種とコラボレー
ションさせてもらった結果、作風も広がって
きています。最近だと、安藤忠雄先生がデ

ザインされた「東京大学　大学院　情報
学環　福武ホール」のオープニングセレモ
ニーの装花を任せていただいたのが一つ
の転機でした。ものづくりだけじゃなくて、
お花を使った空間の演出について、学び・
吸収できることがとても多いお仕事で。安
藤先生の作品に傷は付けられないから、
本番前はドキドキでしたけど（笑）。
　最近は自分だけの世界を表現するこ
とよりも、何かとコラボレーションさせてもら
い、その中でお花の魅力を表現していくこ
とが好きです。根本にあるのは、自己表現
よりも「まいにちの生活で、植物の存在に
触れてもらいたい」「お花の魅力を伝えて
いきたい」という想いなので。
Farmer’s Marketとのコラボレーション
はどのように考えられてますか？
―やっぱり、｢食べ物もお花も自然の恵み
｣というところからスタートしています。お花
と植物と根本的にはつながっていること
を表現したいです。プラス、こういう仕事を
しているわたしたちだからこそ提案できる
と思っているのは、ちょっとした視点の変
化かな。ふつうは野菜を買ってきたら冷蔵
庫にしまって終わりですが、鮮度が保てる
ものであれば、透明な器に盛れば立派な
オブジェにもなります。こういう視点の変化
を、私たちの作品を通じて提案していきた
いです。

fiore soffitta (Sachiko Yokoyama)
2000年、ある日突然花がすきになる。07年、都内の花
屋経験を経て独立。“soffitta”は、イタリア語で“屋根裏
部屋”という意味。イタリアワイン専門のソムリエに美的
感覚を植え付けられたことに由来。ひみつの場所から、
特別なものをうみだしていく感覚。個々のニーズにあわ
せた“ひとつだけのもの”をつくることにこだわりをもち、
複雑に絡み合う色の花や素材をつかうことを持ち味と
する。雑誌広告の植物・花のスタイリング、楽屋・新店
舗OPENなどのお祝い花や展示会・ウェディング装花、
オーダーメイド・オートクチュール Arrangementを日々
手がける。　http://fioresoffitta.net/

存在感あふれるアレンジで独自の世界観を表現する花屋 fiore soffitta。お花だけでなく野菜や果物が飛
び込んでいるアレンジは見る人の心を奪い、贈る人の想いを華やかに伝えてくれます。「野菜も果物もお花
も、ぜーんぶ自然の恵み」。バラバラなカテゴリーにみなされがちな存在を、イマジネーションだけを頼りにひと
つの作品に仕上げてしまうデザイナーの横山幸子さんに話を伺いました。

すごく独特なアレンジですが、いつ頃から
こういう作品をつくられるようになったん
ですか？
―2007年に独立したときからです。それ
まではお店に勤めて、理想とする師匠の
右腕として働いていました。そこから独立
したのは縁だったのですが、チャレンジし
てみると、人との出会いに恵まれて、つくる
ことに対する視野が広がっていったんで

fiore soffitta も参加する
Farmer's Market＠GYRE 次回開催概要
デザインを媒介に野菜・果物・花・音楽がつながり、
クリエイターと生活者とのコミュニケーションから新し
いライフスタイルを拓いていくFarmer's Market @ 
GYRE。普段とは一味も二味も違った買い物（コミュニ
ケーション）をお楽しみください。

日時：2/28(sat),3/1(sun) 11:00-17:00
会場：表参道 GYRE B1F
主催：TOKYO DESIGN FLOW
出店：太陽と雨、MEOW、倅、メルカド、fiore soffitta、
NEO GREEN
詳 細：http://www.tokyodesignflow.com/event/
fm.html

1. ロウに着色したカラーチップを溶かす。

2. ビンに注ぎ、回しながら側面に色づけをし
ていく。2-3色を組み合わせる。

3. ヒモをビンの王冠に付け、少量油を入れ
固定する。王冠もカフェから出るものを使用
している。

4. 数回濾過を繰り返した廃油に冷めた時に
固まるようステアリン酸を加えたものをコン
ロで一度暖めてから、冷ましていたものを注
ぐ。注ぐ油の温度も重要。緊張の一瞬。

5. 固まるのを待って、タグなど付けて完成。

0. 準備が整った作業台。 

About "Filt"
Filtはプロダクトデザイナー、グラフィック
デザイナー、古着屋の３人によるデザイン
チーム。デザインテーマを「現代の民芸
品」とし、世田谷は代田橋を軸に活動中。

About "Waste Oil Candles"
コンセプトは

「Small cycle, for more cycles」。
大学の先輩が経営している代田橋のカ
フェCHUBBYによく遊びに行っていると
そこで、調理用油が使用後は廃油として
廃棄されていることに気づいた。聞くと固
めて捨てているという。そこで、その廃油
でキャンドルを作り、再びCHUBBYで売る
というサイクルを想い描いた。廃油のリサ
イクルとしては、業者に廃油を引き取っても
らい、バイオディーゼルとして循環させるの
が主流なのは知っていたが、もっと身近にも

「小さなサイクル」が必要なのではないか
と思い「Waste Oli Candles」を企画し、
活動を開始。

S：¥1,500　M：¥2,000　L：¥2,800 
XL：¥3,600

ウェブサイト： www.filt-made.com
問合せ：contact@filt-made.com

今後の展開を教えてください。
―アーティストとしての作品づくり、一点も
ののコラボレーションはこれまでどおり力を
入れてやっていきます。でも今年はそれだ
けじゃなくて、日常的に普段使いしてもらえ
るパッケージもつくっていきたい。そして、
soffittaのコンセプトを皆さんの心に入れ
て持ち帰ってもらえる教室も3月から始め
ていく予定です。皆さん、ぜひ、一緒に遊
びましょう。

http://fioresoffitta.net/
http://www.tokyodesignflow.com/event/fm.html
http://www.filt-made.com/
mailto:contact@filt-made.com
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