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CREATIVE CITY SPECIAL

TAKE PART AND IMPROVE THE URBAN ENVIRONMENT WITH YOUR IDEAS

GROW A GLOBAL NETWORK OF LOCAL INNOVATION AND PRODUCTION SPACES

SPECIAL FEATURE

ARS ELECTRONICA × HILLS AREA

Design Your City

つながりが街をつくる

オーストリアの小さな街 リンツで始まったアルスエレクトロニカの取り組みは
街づくりにおいてなぜ世界が注目する大きな成果を生むことに成功したのか？

BUILD A GROUNDED APPROACH TO WORK, INNOVATION AND SUSTAINABILITY

つながりが街をつくる

SPECIAL FEATURE DESIGN YOUR CITY
HOW PEOPLE GO WITH ARS ELECTRONICA

特集

ARS ELECTRONICA
LINZ, AUSTRIA
Text by Yumiko Urae
Portraits by Kazuhiko Washio

アルスエレクトロニカは
あなたの暮らしに
どんな変化をもたらしましたか？
アートとテクノロジーと社会をつなぐ
プラットフォームとして、
1979年にオーストリアのリンツで
はじまったアルスエレクトロニカ。
小さな街で始まったこの取り組みは
なぜ世界が注目する大きな成果を
生み出すことに成功したのでしょう？
リンツの街中で地元の人たちに聞きました。

SPECIAL FEATURE

DESIGN YOUR
YO
CITY
Clemens Pichler
Julia Hofer

クレメンス・ピシュラー
（40）
さん
新大聖堂 文化事業担当

Florian
Hoisbauer

最新技術との出会いを築き、
教会の心を開いてくれました

フローリアン・
ホイスバウアー
（31）
さん
オーストリア鉄道 駅員

大聖堂は教会関係者だけのものではあり

Erika Hödl
エリカ・へードル
（63）
さん
アカデミック・ギムナジウム・リンツ 校長

アルスエレクトロニカとは？
ウィーン、グラーツに次ぐオーストリア第３の都市リンツ
市による取り組み。1979 年の「アルスエレクトロニカ・フ
ェスティバル」の開催以来、国際コンペティション「プリ」、
活動拠点となる「センター」、研究施設「フューチャーラボ」
の４つを柱に運営されている。その活動は、従来の伝統文
化の維持や観光産業の形成プロセスを超え、文化的・芸術
的発展をコアコンピタンスとするコミュニティデザインの
成功モデルとして世界の注目を集めています。
Photo © tom mesic, © tom mesic, © Birgit Schäffer
© Nicolas Ferrando, Lois Lammerhuber
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新しい分野に踏み出す自信を
教育の現場に与えてくれました

ません。信者でなくともこの美しい空間に

Sahra Liderler

身を置いてくれる人を必要としています。

サラ・リーダラー
（20）
さん
ホテル・ヴォルフィンガー 受付

教会にこそ真実があると思われがちです
が、今 は 教 会 自 体 が 社 会 か ら 学 ぶ 時 代 で

観光やビジネスで世界中から
お客様がひっきりなし！

アートに持ち続けていた
固定概念を打ち砕いてくれた
この仕事に就いたのは３カ月前。もとも
とリンツは労働者の街なので仕事探しには

Alfred Pointner
アルフレッド・
ポイントナー
（56）
さん
レストラン・ゲルベス・
クロコダイル シェフ

街が国際的になり、
料理人も世界を
意識するように
なりました

ジュリア・ホーファー
（22）
さん
観光案内所 受付

リンツの街をもっともっと
好きにさせてくれるんです
リンツの出身でこの街が大好き！ だから
この街でずっと働き続けられる仕事を目指
して勉強して、２年前からこの仕事に就い
ています。まだまだリンツの街の国際性に

Katinka Dietz
カティンカ・ディーツ
（38）
さん
ガラス・セラミック工芸作家

どんな世代の人でも寛げて
楽しめるので重宝しています

困らないんです。AEC を初めて訪れたの

24 年前からリンツでコックをしていま

気づいていない人たちも多いのですが、欧

恋人がリンツに住んでいたので、ドイツ

2014 年には当校がフェスティバルの会

テクノロジーを使って、より多くの人たち

３カ月前に小さな村からリンツにやって

はずいぶん前のことになりますが、音楽で

す。大戦後から 1970 年代までは国も貧し

州文化首都に選ばれて以降、未来に向かっ

のボン郊外から移ってきました。リンツは

場に選ばれ、その最終日が始業式に重なっ

と宗教的、哲学的な話題を対話し共有でき

来ました。公共の交通機関（トラムや電車）

もなく、絵画でもない、ああいった表現方

く、食に関心が集まるようになったのはこ

て大きく変わってきました。AEC は固い技

街のサイズも大きすぎず、人も優しいので

たため生徒全員が体験参加することになり

ることを体験させてもらいました。また、

を使って街のどこにでも行けるのが便利で

法もアートだといえるのか！ と衝撃を受

こ 30 年ぐらいのこと。AEC のフェスティ

術の話ばかりではなく、遊び心のある工夫

気に入っています。AEC はドイツから 16

ました。歴史ある伝統校のためメディアア

普段は教会に足を運ばない若い人たちが

すね。AEC のおかげでいろいろな国から

けました。AEC をはじめ、リンツにおける

バルに各国から人が集まることで街も国際

された展示で大人気。誰に対しても開かれ

歳の甥っ子が遊びに来た時に２日連続で行

ートに不慣れな教師も多かったのですが、

３千人、４千人と集まってもくれました。

のお客様がホテルにいらっしゃるのでとて

文化的なイベントは年ごとにどんどん増え

的になり、料理も世界を相手に勝負するよ

た未来のアートセンターだと思います。

きました。年齢の離れた異なる世代が訪ね

それ以来、この分野についてもう少し深く

AEC の方々は、最新の対話の機会をもっ

も刺激的です。街中ではいつも何かしらイ

ていて、15 年前に比べると観光客の数が

うになりました。今では伝統的なオースト

ても、それぞれが違和感を感じることなく

知りたいと生徒たちが自発的に言ってくる

て私達の心を開いてくれました。

ベントが開かれ、新しいものと古いものが

劇的に増えたことを肌で感じます。

リア料理は 30 ％、それ以外は毎日メニュ

楽しく過ごせるのがいいですね。個人的に

ようになりました。おかげで埃っぽくて古

※ AEC＝アルスエレクトロニカ・センターの略（以下同）

す。2014 年のフェスティバルでは最新の

共存していて、外国の文化に対してもオー

ーを替えて常に新しいレシピに挑戦してい

は、数年前に見たフィンランドの作家の、

臭い学校のイメージも一新されました。何

プン。こうしたリンツの街の開かれた雰囲

ます。自分たちをオープンにしてくれるア

水の表面の反射を表現した作品に強いイン

でも試してみることが大切！ 結果、自分

気というのは、オーストリアの他の街には

ートと社会が、キッチンにも刺激を与えて

スピレーションを受けました。

の自信にもなりました。

ないものです。

くれています。
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アナ・マリー・アイグナー
（60）
さん / 祖母

地域のインフラが利用を支援。
大満足の時間を過ごせました
30 キ ロ ほ ど 離 れ た 町 か ら 来 ま し た が、
週末はオーストリア鉄道の割引制度がある
上：AEC の ハ イ ビ ジ ョ ン 映 像 空 間 Deep
Space。正面の壁と床面に投影される 2D と
3D の映像は圧巻！ 下：フェスティバルでは
街のあちこちでワークショップが行なわれる
Photo © Martin Hieslmair, © Florian Voggeneder

Linda Vankova
リンダ・ヴァンコヴァ
（26）
さん

Christopher Lindinger

AEC インフォトレーナー

街も仕事場も
意識が高く刺激的。
今ではこの街が
私の故郷です

の で、５ 人 で 往 復 し て も 計 ９ ユ ー ロ（ 約

出身はリンツからも近いチェコ。2009

1200 円）と大助かり。初めて訪ねました

年以来、AEC で働き、チェコ語でのお客さ

が、生物学やゲノム工学の背景が知れて大

まの対応にも当たっています。いろいろな

満足。今度は別の孫たちも連れて来ます。

分野を専門とする同僚がいて刺激になる
し、仕事場が家族のようなコミュニティと

クリストファー・リンディンガー
（37）
さん
アルスエレクトロニカ
フューチャーラボ 共同ディレクター

Christoph Weidinger
クリストフ・ヴァイディンガー
（44）
さん
anytime 建築家

Christoph Froschauer
クリストフ・フロッシャウアー
（40）
さん
AEC インフォトレーナー

子供たちに刺激を受けて
教師に転職することに

背景のちがうクリエイターが
集まって協力する楽しさだね
僕たちのオフィスがあるのは、偉大な建
築家ペーター・ベーレンスが設計したオー
ストリア国営タバコ工場の跡地。2010 年

あらかじめ課題が用意されている学校に

のフェスティバルのオープニング会場にな

Raphael Stwora
ラファエル・ストヴォラ
（47）
さん / 休職者

Henry

10代の初めから通い詰め。
僕の人生を決定づけました

いわゆるオタクで（笑）
、14 歳の時に AEC

ヘンリー
（18カ月）/ 犬

の「u19（19 歳以下）」のジュニア部門で賞

連れてってー！と娘がせがむ
理由がよく分かります

が、大学も迷わずリンツに決め、学生時代

をもらって以来、メディアアートの世界に
開 眼 し ま し た。出 身 は ザ ル ツ ブ ル ク で す

Leo Schwab

いうもの魅力的。さらに子供たちがここで

対して、AEC では子供たちが自分の興味

りました。デザイナーやアーティストなど

長い間、AEC は自分には関係なく、観光客

レオ・シュワーブ
（10）
さん / 孫
（後列左）

何かを学んでくれたことがわかると本当に

に従って課題を見つける。どうやったら実

異なる背景を持つ若いクリエーターたちが

が楽しむところだと思っていました。それが

あの頃から比べると未来のビジョンだった

嬉しいですね。リンツの人たちはとてもオ

現できるか、最低限のヒントを受けながら

集まって、協力しながらこの歴史的な建造

娘にせがまれて一緒に行ってみたところ、未

テクノロジーも今や日常そのもの。AEC

ープンで、ポスト社会主義のチェコに比べ

自ら学ぶ力が身に付くようプログラムを組

物の使い方を模索しているところ。すでに

来を見すえる展示の充実ぶりに子供にとて

は単なる美術館ではなく、ヨーロッパが目

てみんながまわりの人や社会のことを考え

んでいます。テクノロジーに悲観的な大人

カフェやショップも入ってきていて、将来

もためになるセンターだと実感しました。

指すクリエイティブ・インダストリーの発

ている。今ではリンツが私の故郷です。

に比べて、子供たちの未来に対する関心は

はテキスタイル大学などの教育機関も加わ

信地として、産業界や教育機関と協力し合

高く肯定的なものなので、自分自身も若返

る予定。本格的に動き始めたらリンツの街

い、社会のあり方を考え実践しています。

ります。ここでの経験を通して私も新たな

の人の流れを大きく変えるはずです。

初めてのプログラミング体験。
ゲームより楽しかった！
スタッフの人とプログラムして LEGO の
電動ミニカーを組み立てて走らせました。普
段は本を読むのが好きで、ゴールが設定され
たゲームは好きじゃない。でも今日は全部

からフューチャーラボに在籍しています。

道を見つけ、間もなく教師に転職して「都

自分で選べて作れたから楽しかった。おば

市開発」を教えることになっています。

あちゃん、連れてきてくれてありがとう！

上：Future Innovators Summit は 2014 年
のフェスティバルのメイン企画のひとつ。博
報堂×アルスエレクトロニカの共同プロジェ
クト Future Catalysts がオーガナイズを担
当した 下：フューチャーラボが開発する小
型無人ヘリ Spaxels のデモ飛行を実演中

リリー・シュワーブ
（7）
さん / 孫
アントン・ランツル
（10）
さん / 孫友達

Photo © tom mesic, © Florian Voggeneder

フリーダ・ランツル
（7）
さん / 孫友達

上：2013 年 の メ デ ィ ア ア ー ト 賞「 プ リ 」の
Interactiv Art 部門で「Perfume Global Site
Project」が栄誉賞を受賞 下：AEC のブレ
インラボで行なわれた真鍋大度と比嘉了によ
るライブパフォーマンス「Your-Cosmos」
Photos © Florian Voggeneder

Hannes
Leopoldseder
ハネス・
レオポルズエダー
（74）
さん
アルスエレクトロニカ 創設者

未来は自分で
考えて探すもの。
自分の力で
変えられるんだよ
若い人はもう少し未来のことにかかわる

街中で人気を博した、白久レイエス樹、阿嘉倫
大、我有隆司による外骨格クリエイター集団
「スケルトニクス」による動作拡大型スーツ
Photo © tom mesic
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Anna Marie Aigner

Michael
Sterrer-Ebenfuhrer

Nicole Grueneis

ミヒャエル・ステルラー・
エーベンフューラー
（39）
さん
フェアストアルピネ社
コーポレート・スポンサリング担当

ニコル・グリューン
アイス
（33）
さん
AEC インフォトレーナー・
スーパーバイザー

普段の生活では
知り合えない
研究者や専門家との
出会いですね
ハイテク、モビリティー、エネルギーとい
った分野の未来を変える技術にアプローチ
するという点で、AEC とわが社は共通して
います。そのため 15 年前からスポンサーに

上：映像空間 Deep Space は年代を問わず大
人 気 の プ ロ グ ラ ム 下：2014 年 の「 プ リ 」
Interactive Art 部門優秀賞を受賞したジェイ
コブ・トンスキの「Balance From Within」

Klaus Luger
Juergen Haller
ユルゲン・ハラー
（41）
さん
anytime 建築家

クリエイター
仲間として、
サブカルの街を
もっと面白くしたいね

社会が「対話」によって
成り立っていることを
教わりました

クラウス・
ルーガー
（54）
さん
リンツ市長

小さな頃から人と接して話すことが好き
でしたから、この仕事に就けて本当に幸せ

Leo Gindra

です。AEC ではインフォトレーナーとし

レオ・ジンドラ
（53）
さん
イェントラク洋菓子店 オーナー

て、中立的な立場に立って訪れる人の心を
つかむ方法を学んできました。大切なのは

欧州文化都市など街の政策
のおかげで商売繁盛です！

さらなる変化と発展のために
教育と人材の確保が急務です
欧州文化首都に選ばれて以来、リンツは世
界に知られるメディアアートの街となり、

2014 年 に は AEC の お か げ で UNESCO の

参加していますが、具体的なプロジェクトに

リンツの人たちは、この「大きくない静

まず相手の話を「聞く」こと。相手の話に

直接関与することはありません。ただし個

かな街」に誇りを持っています。大戦中に

じっくり耳を傾けることで私自身の視野も

私が創業３代目、迷うことなく代々の家

も指定され、さらに雇用も増えました。今

人的には審査員に選ばれる方がブラックホ

はヨーロッパ中から強制労働者が集められ

広がりますからね。社会は一方的な関係で

業を引き継ぎましたが、2009 年の欧州文

後の課題は教育と人材の確保です。オース

創造都市（Creative Cities Network）に

べきだと思います。1990 年代のはじめ、携

ールや南極の研究をされている学者など、

た街でもあるし、もともと上流階級のいる

はなく、対話によって成り立っていること

化首都のおかげでリンツ発祥のお菓子「リ

トリア全体としてこれから人口が減ってい

帯電話ははるか遠い先の絵空事でしたが、

普段の生活で接する機会のない方々と知り

ような街でもなかったから、今でもあたら

を AEC は教えてくれました。

ンツァートルテ」はオーストリアだけでな

きますからね、他の国の大学や研究所、産

今では子供からお年寄りまで誰もが手にし

合えるのでとても勉強になっています。

しい事にきわめてオープン。産業へのサポ

く、世界に知れ渡り、おかげで１年で 10 万

業とのネットワークを通して、ヨーロッパ

ています。テクノロジーはものすごいスピ

ートも手厚いから、ちょうどいま若くクリ

個の売上がありました！ 今では市内に８

の鉄鋼や化学産業の中心であるリンツに高

ー ド で 変 化 し て い き ま す。今 の 仕 事 の

エイティブな人たちが集まってきていると

店舗、従業員は 150 人。あらゆる国からイ

い専門的知識を持つ若い専門家を招くこと
が重要となってきます。

80% は 2 ～ 30 年後にはなくなっているか

ころです。音楽やスケートボードのシーン

ンターネットでのオーダーを受けていま

もしれないし、2043 年にはコンピュータ

も盛んで、リンツはオーストリアのサブカ

す。オーブンの温度やチョコレートのコー

と脳をつなぐ技術が生まれているとも言わ

ルチャーの中心でもあるんですよ。

ティングなどオートメーション化している

れます。未来はあなたたちが考える、答え

部分はありますが、当店は手作りが売りの

は自分で探す時代なのです。

ケーキ屋です。

Photo © rubra, Florian Voggeneder
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WHY ARS ELECTRONICA ATTRACT WORLDWIDE ATTENTION

BY NUMBERS

WHY ARS ELECTRONICA ATTRACT

WORLDWIDE ATTENTION

数字で見るアルスエレクトロニカ

RUSSIA

85,000

AUSTRIA

FRANCE

LINZ

観客動員数
（リンツの人口の 44% に相当）

ITALY

アルスエレクトロニカは、センター、フェスティバル、
プリ、フューチャーラボの４つの部門を通じて、
クリエイティブなエコシステムを社会（Scociety）の中に
創出し、機能させ続けています。

人

Photo © tom mesic

CULTURE FOR ALL

GERMANY

2014 年アルスエレクトロニカ・フェスティバル（9 月 4日～8日）の実績

579

人

参加した
アーティスト＆科学者
メインギャラリー、常設展「New Views
（RoboLab
of Humankind」
FabLab/ BioLab/ BrainLab）
SoundLabなど（B3Fなど）

Photo © Martin Hieslmair
© tom mesic, © Martin Hieslmair

カフェ・レストラン＆バー
「Cubus」
（3F）

427

イベント

アルスエレクトロニカが
他の試みと違う点とは？

学校、教会、銀行など
リンツの街中で行なわれた企画の数

「未来」のテーマと課題を探求するだけでな
く、それらを一般の人たちにわかる言葉で伝
えることをテーゼにしてきました。これは私
たちにとってとても重要なことなのです。
「ア
ート、テクノロジー、社会」を見つめると同時

新しい文化体験と教育機会の提供、
産業創出の触媒としての機能を果たす
アルスエレクトロニカ・センター

Photo © Nicolas Ferrando, Lois Lammerhuber

FUNCTION

に、
「教育、コミュニケーション、翻訳行為」が

機能

なければこれまでのような成果は得られませ
んでした。つまり、アルスエレクトロニカがさ
まざまな分野で行なっている活動というのは、
最先端のアーティストやクリエイティブな人
たちのアイデアを見つけ出し、彼らが未来の

1

小さな街のブランド価値を最大化し、
観光インバウンド効果をはかる。

2

世界的なクリエイティブの拠点を築き、
国際的なネットワークを張り巡らせる。

3

遊びや楽しみの中にテクノロジーや
アートとの接点をつくり壁を取り除く。

の人たちが理解できる身近な

4

テクノロジーからバイオまで最新の動きに触れ、
学べる機会や環境をつくる。

言葉に翻訳し、理論レベルだ

5

若い人材を育成し、スモールビジネスの
支援をおこなうと同時に雇用を創出する。

6

街の多様性を触媒として刺激し、
社会的・文化的なイノベーションを創発する。

7

先端テクノロジー産業を育成し、
企業に対するイノベーション支援を行なう。

のかを理解すること。そして、それらを一般

ハイビジョン映像空間
「Deep Space」
（1F）

バイオ関連展示＆
ワークショップ
「Project Genesis」

建物外観LEDで遊べる
「ファサード・ターミナル」

各種催しが行なわれる
「メインデッキ」

R&D部門

「フューチャーラボ」

全長2,888キロ、10カ国を
貫流して流れるドナウ川

し、社会の中で実際に体験で
きるようにすることなのです。
ゲルフリート・シュトッカー
アルスエレクトロニカ・ディレクター

KEY POINTS

歴史

街の基幹産業である鉄鋼業が
停滞局面に。ウィーンやザル
ツブルグのような歴史・景観
資源のないリンツは、工業と
テクノロジーの未来を見すえ
るしかなかった。

Photo © rubra

けでなく感情レベルで理解

HISTORY
1970

テクノロジーやサイエンスをどう考えている

1979
不振に陥っていた国際ブルッ
クナー音楽祭の一部として、
アートと先端テクノロジーに
よる新しい電子音楽を紹介す
る「アルスエレクトロニカ・
フェエスティバル」を開催。

1987
国際的なコンペティション
「プリ・アルスエレクトロニ
カ」を設立。世界中のアーテ
ィストとのネットワークを育
成し、アート＆テクノロジー
分野の最新トレンドを発掘。

1996
未来の美術館としての「アル
スエレクトロニカ・センター」
をオープン。展示物の開発と
ともに最先端のメディア表現
を社会に実装する研究所「フ
ューチャーラボ」を発足。

2009
リンツが欧州文化首都に選ば
れたのを機に、印象的なガラ
スのファサードで包まれた現
在のセンターが完成。メディ
アアートの国際的文化プラッ
トフォームとして機能する。

1

学びたい点

エリアという発想

2

対話の可能性

3

街のハブ機能

Photo © Florian Voggeneder
© Ars Electronica, © tom mesic

小さな街であることの大きな強み

触媒としてのインフォトレーナー

つながるためにオープンであること

リンツの街の広さ（96㎢）は、港区・中央区・

どんなに素晴らしい作品も、ただ展示するだ

アルスエレクトロニカをめぐって話を聞く

目黒区・品川区・渋谷区・千代田区を合わ

けでは観る人に自分のこととして受け止め

中で、多くの人が指摘したのがその「OPEN」

せた面積と同じぐらい。その中に港区の人

てもらうことはできません。センターには

さ。来館者からスタッフまで、研究者から

口より少ない 19 万人が暮らしています。

20 ～ 25 人のインフォトレーナーが常駐し、

企業、行政の人まで、街の誰もが「開かれ

決して大きくないこの規模こそが、地元に

展示をコミュニケーションに押し上げる工

た存在」として認めているからこそ、クリ

根ざした施策やコミュニケーションを可能

夫を重ねています。そのひとつが、来館者と

エイティブなハブ機能として街のさまざま

にし、その結果、グローバルに広がって行

の対話を大切にすること。そのための教育

な局面においてしっかりと機能し、その力

く豊かな土壌づくりを可能にしました。

プログラムの開発にも力を入れています。

を発揮することができるのです。

7

LOCALLY ROOTED,
GLOBALLY CONNECTED

アルスエレクトロニカが触媒となって
リンツの街を生まれ変わらせたように、いま復興に向けて動く
東北の地で「気仙沼ニッティング」が意欲的な試みを進めています。
その牽引役の御手洗瑞子さんと、デザインによる
社会的な課題の解決に取り組む
アートディレクターの永井一史さんのおふたりに、
気仙沼と東京の未来を息づかせるためのビジョンをうかがいました。

新たな関係の回路を開こう。 Photographs by Mie Morimoto
未来に向かって種を蒔く。Sowing the Seeds
東日本大震災後の復興支援プロジェクトを見てみると、数は多いけ

M

れども一時的なものが多かった。いずれ時期が来て支援プロジェクトが
引いていく前に、地元の人たちの力でまわしていける事業をつくってお
く必要がありました。求められるのは、それぞれの地に根づき、それで

も思っています。というのも、気仙沼では高校を卒業して地元で就職

む文化も根づいている。キーホルダーやコースターのような小物と違って、ウェアであれ

する人も多いので、たとえば水産加工会社に務めながら夜は編み手を

ば、いいものを作ることができれば事業としてペイする価格設定にできるかもしれない。

やって収入を安定させ、自分が産休・育休に入るときには自宅ででき

そんなことを考えながら編み手さんたちとの作業が始まりました。

る編み手メインに切り替えるといった働き方が実現できたら、気仙沼

人が暮らしていける仕事。主力の水産加工業も、実際には震災前から弱

かもしれませんが、すでにうちの社員やインターンの人たちは、気仙

ると、今わたしにできるのは、未来に向かって種を蒔くことなんじゃな

とはないかと仲間たちと考えて、日本ユニセフ協会と一緒に「祈りのツリープロジェク

沼ニッティングで働きたいからといって移住してきている。小さな町

ト」を立ち上げて続けています。震災の年は本当にすべてが真っ暗で、祈りのツリーだ

では、ちょっとした変化も大きな効果を持ちます。わたし自身も、ブ

りましたが、事業はじっくり腰をすえて、木を育てるように地道にやるし

けが明るかったのだけれど、毎年少しずつ街に光りが灯って、去年からは湾全体にイル

かない。そんな話を糸井（重里さん）と交わしながら 2012 年６月、一緒

ータンの仕事がおもしろそうだからブータンに行きましたし、
「あの

ミネーションも広がり、街が変わってきているのを実感しました。ツリー自体は直接復

会社で働いてみたいから、あの町に引っ越したい」といった動きも、

に「気仙沼ニッティング」を立ち上げました。

興の役に立つものではないけれど、日本中の人たちとのつながりをもって気持ちを支え

もっと起こり得ると思うのですよね。

は３年も４年もかかると言われていました。そのため設備が必要な事業

解決に取り組む
「+designプロジェクト」
を主宰。
08～11年、
雑誌
『広告』
編集長を務
める。毎日デザイン賞、クリエイター・オブ・ザ・イヤー、
ADC賞グランプリなど国内外

いったらいいなとも、思っています。そんなこと起きないよって思う
じつはぼくも気仙沼とはつながりがあるんです。震災の後にデザイナーにできるこ

編み物の会社というのは糸井のアイデアです。そもそも震災後の気

の領域でデザインの可能性を追求し続けている。
07年、
デザインによる社会的課題の

さらに気仙沼で編み手になりたいから気仙沼に移住する人が増えて

N

仙沼は地盤沈下していて、盛土して建物が建てられるようになるまでに

を設立。企業・商品のブランディング、ソーシャル、コミュニケーションデザインなど

の人の将来設計までが大きく変わると思うんですね。

っていた業者も多く、単に元に戻すだけでは答えにはならない。そうな
いか。ブータンで首相フェローをしていたときも現地の産業育成に携わ

Kazufumi Nagai
永井一史 / アートディレクター・クリエイティブディレクター、
株式会社HAKUHODO DESIGN代表取締役社長、多摩美術大学教授
●1985年多摩美術大学卒業後、博報堂に入社。
2003年、
HAKUHODO DESIGN

受賞歴多数 www.hakuhodo-design.com

は始められない。でも編み物だったら編み針２本から動きだせる。港町にはセーターを編

触発する力。Imaginative Approach

SPECIAL FEATURE DESIGN YOUR CITY
LOCALLY ROOTED, GLOBALLY CONNECTED

DIALOGUE

るシンボルになった、と地元の人たちに声をかけてもらいました。ところで御手洗さん
は気仙沼の「なまり節ラー油」ってご存知ですか？
M

あれを入れたラーメンとか大好きです！

N

あのパッケージ、実はぼくがデザインしたんです（笑）。依頼してきてくれた i.club

アートにできること。Art as Catalyst
N

御手洗さんが気仙沼の町を思うように、ぼくは東京というつねに変

の小川悠さんが、
「高校生に地元のよさに気付いてもらうため、気仙沼に昔からあった保

わっていく街とそこに暮らす人の関係を作り直す試みとして、数年前に

存食のことを学んでもらい、そこから新しい商品を開発したい」と言って、高校生たち

「東京借景」というプロジェクトを手がけたことがあるんです。その根底

と、
「カツオのなまり節」と「ラー油」をかけあわせた「なまり節ラー油」の商品化を実現

にあったのは、東京って働いたり住んだり行動したりする点ではとても

したんです。その後、地元に定着していく様子を見るにつけ、新しいアイデアや人の動

機能的につくられているけれど、逆にすべてが機能的すぎて、ゆっくり

きのきっかけをつくる「触媒」の役割って本当に重要なんだなと思いました。

風景を眺める時間も、大きなことを考えたりする余裕も持ちにくい。だ

世界が注目する小さな町。Local Roots, Global Impact

としたら機能と機能の間に隙間をつくってみたらどうだろう？ そのた
めには街の機能を転換したり、風景の意味を読み替えるきっかけをつく
ってくれるアートの力が有効なんじゃないかと思ったんですね。

N

御手洗さんは気仙沼ニッティングの未来をどんな風に描いていますか？

M

より地域に根ざしていくことによって、逆にグローバルな存在にしてゆけたらと思

フェスティバルを見たときにも感じました。アルスエレクトロニカの

っています。具体的には「世界のセーター好きがいちどは訪ねてみたい町」として存在

中心となるセンターはモニュメンタルなつくりなんですけれども、フ

感を強めたい。そんな町になれば、ちょっと似たデザインの手編みのセーターを出され

ェスティバル自体はそこから街の中にしみ出していて、大聖堂や学校

たところでびくともしないエリアになれるし、あのハンドニットで有名な気仙沼のもの

が展示やワークショップの会場になっている。アートが街の至るとこ

M

だからきっといいよね、といった町ごとの信頼も獲得できる。しかもそれは、気仙沼が

ろに放り込まれることによって、偶然の掛け合わせがあちらこちらで

います。その中で感じるのは、
「磯場の面白さ」みたいなものがもっとあってもいいのかな

同じことを昨年、オーストリアのリンツでアルスエレクトロニカ・

東京にいるときは、六本木ヒルズや表参道ヒルズ、アカデミーヒルズをよく利用して

小さな町だからこそできることだと思っています。人は知らない場所にエキゾチックさ

起きて、街が息づいているのを感じました。東京でも、街の景色が異化

ということ。水面近くを回遊するだけでなく、
「あ、この岩のくぼみにこんな大きなヤドカ

を感じるし、訪ねてみたいと思うという意味で、普通に考えればマイナスに思われがち

されてしまうような体験がもっともっと街中で行われて、人それぞれ

リが！」みたいな、不規則に発生しているものを見る楽しみというか。さきほど永井さん

な辺鄙さはむしろ最大のメリットになると思います。未知が喚起するワクワク感は、と

にさまざまな隙間ができていくとさらに面白い街になると思います。

がおっしゃっていた「隙間」に近いかもしれませんが。

ても強い武器になるはずです。
こんな話をすると夢物語に聞こえると思いますが、すでにその未来は始まっていて、

N

磯場のような街のあり方。Blurring Bboundaries

素地づくりとして、うちでは小学生や高校生の編み物ワークショップをやっています。
「気仙沼の子どもたちは、なぜだかみんな編み物ができるんだ」という町になったら、面
白いですよね。その結果、町に暮らす人の新たな仕事のオプションにできたらいいなと

れていて、巧みに迷宮性を組み込んでいると思うんですけれどもね。
M

N

ぼくは普段から六本木ヒルズやアカデミーヒルズ、森美術館に足を

運ぶことが多いのですが、御手洗さんはいかがですか？

ぼくがフォローするのもヘンですけれど（笑）
、六本木ヒルズはその辺りの配慮がなさ
そうですね。迷子になったり、思わぬ出会いができたり。そんなヒルズの世界が、周

辺の自己発生している街のエリアに染みだしたり、コントラストをつくったり、境界が曖
昧になっていくとますます面白そうですね。
N

個人の行動単位で考えれば、100％ヒルズの施設内である必要はないわけで、それぞ

れの目的や気分にあわせてヒルズとヒルズを結ぶエリアの中に新しい街の広がりや関係
Tamako Mitarai
御手洗瑞子 / 株式会社気仙沼ニッティング 代表取締役
●1985年東京生まれ。東京大学経済学部卒。マッキンゼー･アンド･カンパニーを経て、
2010年から１年間ブータンの初代首相フェローとして観光産業発展に貢献。帰国後、
一時マッキンゼーに復職し復興支援プロジェクトに携わり、12年から糸井重里氏と
ともに｢気仙沼ニッティングプロジェクト｣を起ち上げる。13年に株式会社気仙沼ニ
ッティングを設立し代表取締役に就任。宮城県気仙沼市から高品質の手編みセーター
やカーディガンを全国へと届けている www.knitting.co.jp
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をつくっていけたら刺激的ですよね。同時に先ほど指摘したアルスエレクトロニカとリン

気仙沼ニッティング代表取締役

御手洗瑞子

アートディレクター / クリエイティブディレクター

永井一史

ツのつながりのように、ヒルズが具体的なアクションとしてヒルズ以外のところでイベン
トを企画して、その価値観や提案を広く発信してみるのも面白い試みになるかもしれませ
ん。さまざまなことを仕掛けてきたヒルズだからこそ、さらに新しい関係の回路を開いて
もっともっと東京の街を面白くしていって欲しいですね。
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CREATIVE ECOSYSTEM

ENRICH

URBAN SPACES
種を蒔く。Text by Kazuhiko Washio

大きな街の中に、あなたの暮らしを豊かにする
あなたの「まち」の広がりを思い描いてみよう。

アルスエレクトロニカはなぜ
創造都市の生態系づくりに成功したのか？
アルスエレクトロニカのはじまり
CENTER

FESTIVAL

センター

フェスティバル

は、70 年代後半の地域経済の不況が背
景にあります。鉄鋼業など重工業に支
えられていた街と住民の暮らしの立て

ARS ELECTRONICA

INFORMATION

直しのために、これから生まれてくる新
FUTURE LABO

PRIX

フューチャーラボ

プリ

SPECIAL FEATURE DESIGN YOUR CITY
ENRICH URBAN SPACES

アルスエレクトロニカ

Future Catalysts PLATZ vol.1
CREATIVE QUESTIONS
to design your City

しいテクノロジーと、その創造的な活用
を提案できるアーティストの発想を世
界中から招き入れようとした。それが

これからの「まちづくり」は、自分たちがつくっていくものへ。

「アート、テクノロジー、社会」をテーマにしたアルスエレクトロニカ・フ

今、まったく新しい「まちづくり」が日本各地、世界各地で始まって

ェスティバルという市民参加型イベントのスタートでした。その取り組

います。そのきっかけは、アーティストや、サイエンティストなど、

みを強化するために、国際コンペティション「プリ・アルスエレクトロニ

エスチョン。その創造性が結びつき、街を動かす大きな力になるので

様々な市民が投げかける「未来への問いかけ」＝クリエイティブ・ク

カ」が始まり、受賞作品を収蔵し、それらをいつでも市民が体験し学べる

す。アルスエレクトロニカのディレクター、ゲルフリート・ストッカ

場として「アルスエレクトロニカ・センター」という文化施設と、その運

ー氏も参加するこのイベントでは、未来のまちをつくる「クリエイテ

営を行う専門家チーム「フューチャーラボ」がつくられました。

共創によって描かれる未来の「まち」のビジョンを発信します。

ィブ・クエスチョン」を掲げた市民のラボが出現。さまざまな市民の

重要なのは、
「町をつくる主体はあくまでも市民である」という哲学
のもとでこれらの取り組みが連動しながら継続的に運営されてきた点
です。アルスエレクトロニカのスタッフは、行政、産業、教育機関など、

日時：2015 年３月 22 日（日）10：30 ～ 21：00
会場：虎ノ門エリア（虎ノ門９森ビル、Good Morning Cafe）
主催：Future Catalysts ～ Hakuhodo × Ars Electronica
詳細：http://future-catalysts.com
問：info@future-catalysts.com

さまざまな市民層とその垣根を越え、日常的
Photo © tom mesic

に交流し、たえず市民が新しい可能性に出会
う機会を提案しつづけています。こうした地
道な取り組みが、オープンで未来志向の市民

育て上げたのだと思います。

1

2

3

日本の産業、行政、地域社会の「未来」をつくる「触媒」となり、実践
してゆくことを目指す、アルスエレクトロニカと博報堂による共同

意識を醸成し、この街への愛着をつくり、結
果的に世界中から人が訪れたくなる街へと

Future Catalystsとは？

プロジェクトです。従来の枠組みを越え、お互いの経験、専門性、創
2014 年のプリ・アルスエレクトロニ
カ／デジタルコミュニティ部門で審査
員を務めた鷲尾和彦さん（博報堂 クリ
エイティブプロデューサー ）

造性を活かしあい触発しあうことで、さまざまな社会課題への「ク
リエイティブ・クエスチョン」を明らかにし、新たな解決策を提案
しています。 http://future-catalysts.com

ヒルズエリアでも
さまざまな取り組みが行なわれています。
六本木ヒルズをはじめ、アークヒルズ、虎ノ門ヒルズ

4

5

などでは、エリアに集う方々とさまざまな取り組みを通して
関係づくりを始めています。
1. 国内外のオピニオンリーダーがヒルズに集まり「Innovative City Forum」を開催。都市と
ライフスタイルの未来を見すえた議論を重ねます 2. 森美術館では「インターナショナル・ア
ドバイザリー・コミッティー」を設立。世界を代表する美術館との連携をはかっています
3. 子どもたちにここでしか体験できない学びやヒルズが培ってきた街づくりのノウハウを体
験してもらう「キッズワークショップ」
。次世代を担う子供たちの感性を育みます 4. 生活の
中でアートを楽しむライフスタイルを提案する一夜限りのアートの饗宴「六本木アートナイ
ト」 5. 音楽を身近に感じ、音楽がつなぐ出会いや絆を見つけられる「アークヒルズ音楽週間」
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春のヒルズは “参加・体感”がキーワード

HILLS IN FOCUS

HILLS IN FOCUS
Event

NIPPON
BUNRAKU
TEXT BY SHIORI FUJII
EDIT BY RCKT/Rocket Company*

飲みながら食べながら
文楽を観るという楽しさ
日本の伝統芸能、文楽に興味はあるけ
高いと敬遠している方も多いのでは？
文楽は、太夫が三味線を伴奏に語り、そ
れに合わせて三人の人形遣いが、一体の
人形を操るという、高度なテクニックか
ら生まれる芸。その魅力や価値をもっと
多くの人に知ってもらいたいという思い
から、
「にっぽん文楽」 in 六本木ヒルズ
が開催されることになりました。劇場の
中ではなく、屋外の開放的な空間で間近
に見られ、しかも飲んだり食べたりしな
がら楽しめるのが特徴。これは実は「遊
芸」という、昔は普通だった日本の芸能
の楽しみ方だそう。そして、吉野から切
り出された檜をふんだんに使って作られ
た本格的な舞台で演じられるのは、一流
の演者による古典の名作。さらに、大阪
を代表する料理茶屋「大和屋三玄」の特

写真：青木信二

■ 日程 ： 3/19
（木）
～22
（日）
〈４日間〉
■ 主催 ： 日本財団 制作：にっぽん文楽プロジェクト
■ 詳細 ： http://www.nipponbunraku.com

製弁当（予約制）や、神楽坂の名店「紀の
善」の甘味、選りすぐりの純米酒の販売
など、細部までこだわり抜いたプロジェ

出演者は、日本芸術院賞などに輝き、玉男襲名予定の吉田玉女を始め、文楽を
代表する一線級の太夫・三味線・人形遣いが揃う。演目は祝儀ものの「二人三

クトとなっています。一度足を運んでみ

番叟」と道成寺ものの名作「日高川入相花王 渡し場の段」
。共に名作でありなが

れば、
「人間よりも人間らしく動く」文楽

ら、短く、簡略なストーリーなので、あらすじを下調べしておけば初めてでも楽し

独特の魅力の虜になること間違いなし！

めるはず。幕間には文楽の魅力についての「ショートトーク」も。

Pick up

SAKURA LIGHT UP
ヒルズで咲き誇る桜に春の訪れを感じて
これからの季節、日本人の誰もが心待ちにしているできごと
といえば、桜の開花。六本木ヒルズの六本木さくら坂や、回遊式
日本庭園の毛利庭園、アークヒルズの全長 700m に及ぶ美しい
桜のトンネルは、毎年、華やかに春の訪れを告げる桜の名所と
なっています。共に、夜にはライトアップによって色鮮やかに
照らし出される景色も見どころ。昼とは違った表情の夜桜が、
幻想的な雰囲気を醸し出しています。六本木ヒルズ内のレスト
文化都心に広がる情緒あふれる景色。左・右上：

六本木ヒルズでは、六本木さくら坂の桜並木や、

ランでは、桜をテーマにしたスペシャルなメニューも登場！ こ
の季節ならではの、ヒルズの魅力を満喫して。

毛利庭園に開発前から根を張る桜を見上げなが

ら散策できる。右下：アークヒルズ開業時に、施
設周辺を取り囲むように植樹した桜は 150 本。

■ 日程 ： ３月下旬~４月中旬ごろ ※桜の開花状況により変動
■ 問 ： 六本木ヒルズ：03-6406-6000 アークヒルズ：03-6406-6663

こんにちは。森のこびと「ヒルボックル」です。最近気になるのは「肉料理」
。体育会男子だけでなく、素敵な女性のみなさまも大好きですよね。ヒルズには美味しい肉料理の素敵なお店が沢山ありますよ。ご存知ですか？

れど、観に行くのはちょっとハードルが
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PHOTOGRAPHS BY
KAZUYA AOKI STYLING
BY KAYO YOSHIDA
TEXT BY TOMOKO
KAWAKAMI EDITED BY
RCKT/Rocket Company*

春、
真っ先に狙いたい柄モノとは？

人気が定着してきたボタニカルモチーフが今春、
より大人っぽくシフト。
大胆にフラワーをあしらったアイテムで、軽快な春の装いを演出して。

LADIES’

MEN’S

@ R O PP O N G I H I LL S

@ O M OTE SA N D O H I LL S

01 STELLA McCARTNEY

01 MARK&LONA
03 UNITED ARROWS
WOMEN’S STORE

最旬のフローラルは、
ビターに着こなすのが鍵
春のハッピームードを盛り上げてくれるのが、花や
植物が主役のボタニカルプリント。なかでも六本木ヒ
ルズが一押しするのは、一癖ある大人の花柄です。ス
ウィートで子供っぽい花柄なんて、ひと昔前の話。今

今春夏、“ボタニカル”をテーマの一つに掲げた
「ケイト・スペード
ニューヨーク」
からはストラップが取り外せる夏らしいジュード素
材のバッグが到着。大胆な配色の花柄が特徴的で、レザーリボン
で可愛らしさも一匙。バッグ <H23×W28×D12> ￥41,000
（税込￥
44,280）
／ケイト·スペード ニューヨーク
（ケイト·スペード ニュー
ヨーク 03-5771-5200／六本木ヒルズ ヒルサイドB1F）

01
ポップにアレンジされたフラワーをグラフィカルに並べて。まる
で壁紙のような柄が印象的なシルクのワンピースは甘過ぎない花
柄を象徴する１着。２色の違うプリントにスポーティなストライ
プを合わせて、ストリート感もプラス。ワンピース￥173,000
（税込
￥186,840）
／ステラ マッカートニー
（ステラ マッカートニー 033403-1644／六本木ヒルズ ウェストウォーク2F）

なフローラル柄に人気が集中。自己主張を秘めた“甘

気候も良くなり、気分もアップする今春の最新
メンズファッションに彩りを添えてくれるのがボタ
ニカル柄。ここのところ根強い人気が続く、花や

03

すぎない” 花柄でこの春、旬のおしゃれを楽しんで。

期は色やモチーフを大胆に取り入れた大人のビター

大人のボタニカルこそ、
“遊び心”が決め手

02

ホワイトベースにモノトーンの柄が爽やかに映える。クラシカルな
ウォールペーパー風のボタニカルプリントで今年らしさをアピール
して。ストレッチする細めのマニッシュなパンツも最旬のパターン
でアップデートしたい。パンツ￥15,000
（税込￥16,200）
／ユナイテ
ッドアローズ
（ユナイテッドアローズ 六本木 ウィメンズストア
03-5786-0555／六本木ヒルズ ウェストウォーク2F）

03 HYDROGEN

植物モチーフを遊び心いっぱいにアレンジした大

02
ミニマムながら、パンチのあるデザインのキャップは今春のスタイ
ルの総仕上げに最適。黒地のフロントに黒で入れたブランドのロゴ
刺繍も控えめながら存在感を主張する。後ろには、ハイビスカス柄
のメッシュを配して、意外性をプラス。前後のコントラストを楽し
みたい。キャップ￥9,600
（税込￥10,368）
／ワイスリー
（アール＆コ
ー 03-6804-3393／表参道ヒルズ 本館2F）

03

着たいリラックス感のあるウエアが勢ぞろい！

“ラグジュアリースポーツ”の先駆けブランド、
「ハイドロゲン」
からも、
今季らしいスウェットがお目見え。カジュアルな素材のリバーシブ
ルジップアップスウェットと、ドラマチックなハイビスカスのパタ
ーンのミスマッチも刺激的。肘の部分に、スカルのアップリケを忍
ばせて、さらなる遊び心も。ジャージ￥48,000
（税込￥51,840）
／ハ
イドロゲン
（ハイドロゲン 03-5775-2677／表参道ヒルズ 本館2F）

04

01

04

花びらをモチーフにしたようなカットアウトレザーがアイキャッチ。
ビビットなロイヤルブルーやスエードとトレンド感も満載な１足
でセンシュアルかつ今年らしい足元に。シューズ < ヒール 10cm>
￥85,000
（税込￥91,800）
／チェルシー パリ
（エストネーション 035159-7800／六本木ヒルズ ヒルサイド1F・2F）

ビビットなオレンジのボタンダウンポロシャツは、春スタイルの起
爆剤にぴったり。バックスタイルを彩る大きなスカルは、ロマンテ
ィックなフラワープリントをミキシングして、大人の遊び心を表現。
フロントにも、ラインストーンで描いたスカル柄を配して、アクセ
ントに。ポロシャツ￥22,000
（税込￥23,760）
／マーク＆ロナ
（マー
ク＆ロナ 03-5771-0967／表参道ヒルズ 本館B3F）

涼しげなリネン素材に、美しいグリーンが効いたリアルなリーフプ
リントをオンしたシンプルかつリラックスした脱力系デザインは、
まさにブラジル・リオデジャネイロを代表するブランド
「オスクレ
ン」
ならでは。ウエストはドローストリングでサイズの調整も可能。
ショートパンツ￥32,000
（税込￥34,560）
／オスクレン
（オスクレン
03-5410-5012／表参道ヒルズ 本館B1F）

人のカジュアルウエアが今、とびきり新鮮です。ハ
ーフパンツやキャップ、ポロシャツなどすぐにでも

04 ESTNATION

グランド ハイアット 東京のステーキハウスといえば「 THE OAK DOOR
」
。東京で食べるなら、ウッドバーニングオーブンで焼き上げたここのステーキじゃなくちゃ、という外国人のファンも多いんですって。

虎ノ門ヒルズ「但馬屋」は熟成肉専門店。
〝 熟成肉〞
って「しばらく寝かせてうまみを増した」お肉なんですって。関西の超有名店の美味しさを楽しめるのは東京ではここだけですよ！

02 R&Co.

02 kate spade new york

CLOSE UP! ROPPONGI HILLS OMOTESANDO HILLS

CLOSE UP! ROPPONGI HILLS OMOTESANDO HILLS

CLOSE UP!

ROPPONGI HILLS
OMOTESANDO HILLS

04 OSKLEN
※掲載の価格は、本体価格（税込価格）となります。
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女性が輝けるオフィス環境づくりを目指して

PORTRAITS BY
TAKESHI SHINTO
GRAPHS BY
KENJI OGURO
TEXT BY
KAZUKO TAKAHASHI

ヒルズのオフィスで働く女性たちは、
どのようなワークライフバランスを理想としているのか。
アンケート結果から見えてきた、
「子供を持っても働き続けたい」
という気持ち。

ヒルズの女性ワーカーは
仕事もプライベートも重視

ルズなど、常に新しいオフィスのあり方

女性ワーカーを対象に WEB アンケート

を提案してきた森ビル。現在、アベノミ

調査を実施。その結果、
「仕事もプライベ

クスの３本目の矢「成長戦略」の柱のひ

ートも重視」し、
「子供を持っても働き続

日本のオフィス環境の多くは、天井高

とつとして「女性の活躍推進」が掲げら

けたい」という女性の比率が高いことが

や OA フロアなど執務空間のスペックが

れているが、森ビルでは、女性たちが働

わかった。仕事にもプライベートにも前

追求されてきている。そうした中で、都

きやすいオフィス環境づくりにも積極的

向きな女性たちの活躍を、理想的なオフ

市緑化に貢献するアークヒルズや、職・

に取り組んでいる。昨年は、働く女性た

ィス環境の提供を通じて応援したい。そ

住・商・遊・憩・学が近接する六本木ヒ

ちのニーズをとらえるため、テナントの

れが森ビルの願いだ。

Q1 平日の平均的な１日の過ごし方は？
家事

睡眠

非常に満足

やや不満

子供の送迎

家族で過ごす時間

その他

やや満足

非常に不満

仕事

自分の時間・趣味･自己啓発など

全 体

9.3

1.7 1.6 1.5

8.4

2.7

1.5

子無し

1.6
1.4

全 体

2.1

9.5

2.3

1.5 1.4 1.8

6.5
6.2

子有り

1.4

ワーク
（仕事）
重視

どちらかといえばライフ
（プライベート）
重視

どちらかといえばワーク
（仕事）
重視

ライフ
（プライベート）
重視

種類の貴重な部位を楽しめるシュラスコは、岩塩で焼き上げたお肉を目の前で豪快に切り分けてもらえるんです。

もっと長くて一万年くらいでもいい。原

ートの世界でも、先端テクノロジーを駆

始の頃の洞窟壁画も、平安時代の絵も、

使したアートの存在はどんどん大きくな

そして現代のデジタルアートでも、根源

17.5

3.3

っている。そこで、今年は齋藤さんに参

にあるのは人間のイマジネーション。そ

加をお願いしようということになりました。

（%）

1.5
9.1

31.1

49.3

18.0

33.6

れはどんどん進化していくものではなく、

2.0

齋藤：僕自身も、テクノロジーがもとも

時代を超える普遍的なものですよね。だ

とはかけ離れた場所にあったアートに組

30.3

18.1

からアートを通して千年単位の風景を作

み込まれてきているのを感じています。

れたらと考えています。今回のテーマには、

しかし、メディアアートディレクターと

そういった思いと体感できるという意味

いう肩書きはまだ聞いたことがなかった

合いを込めました。齋藤さんにはその象

ですね（笑）
。このイベントの趣旨を伺

徴にもなる、デコトラを使った作品を作

った時に、
「地域とつながるアート」と

ってもらっています。

いう言葉がとても印象的でした。メディ

齋藤：そうなんです、光るトラック。六

アアートのいいところは、体感できると

本木という街の表情を、さまざまなライ

いう部分。そんな特色を持っているから

トを使って表現しようと目論んでいます。

こそ、街とつながって街と遊ぶようなア

街では常に何かが起こっていて、交通渋

ートを表現できると、ピンときたんです。

滞があったり、天気や時間帯によっても

日比野：今度のテーマは、
「ハルはアケボ

風景が違ったりする。そして、それがま

ノ ひかルつながルさんかすル」
。清少納

るで生き物のように見える。そんな街の

齋藤精一さん

日比野克彦さん

言の「枕草子」の「春はあけぼの」にか

生き物的な部分をデジタルビジュアライ

1975年神奈川県生まれ。RHIZOMATIKS

1958 年岐阜県生まれ。東京藝術大学大

かっているわけですが、このあけぼのと

ゼーションすることで、訪れたすべての

いうのは、アートナイトが開催される夜

人にわかりやすく伝えることができると

クター。コロンビア大学で建築デザイン

した作品を発表。以降、商業施設、放送

のあとにくる時間帯。そして「ハル」は、

考えました。目で見て感じてもらえるメ

国後は、
「ライゾマティクス」を設立し、デ

アで表現活動を行う。近年は日本各地

人工知能 HAL にちなんだ未来のイメージ

ディアアートの楽しさを、大人にも子供

です。つまり、一晩というコアタイムの

にも味わっていただけたらうれしいです。

アートを発表しながら、CMや広告制作

開している。現在、東京藝術大学先端

3.8

どちらかといえば、
仕事を辞めて家庭に入りたい

どちらかといえば、仕事を続けたい

絶対に、仕事を辞めて家庭に入りたい

どちらともいえない

出産を考えていない

0.7
25.4

40.8

10.2 7.2
2.4

7.0

1.8
47.2

17.0

絶対に、仕事を続けたい

子有り
11.0

43.1

15.6

仕事を続けたいですか？

全 体
56.1

25.0

9.1

0.4 2.9
子有り

42.6

Q4 出産後、
あるいは次のお子さんを出産された後も

39.0

38.6

7.2

「ワーク重視・どちらかといえばワーク重視」
は、子供がいる層は3.3％、子供がいない層は
12.8％。一方、
「ワークもライフも重視」
は、全体の49.3％、子供がいない層の47.2％と、お
よそ半数を占めた。子供がいる層は56.1％とさらにその割合が増え、出産後もワークとライ
フを両立させたいという人が多い。

（%）

15.7
0.4
12.4

0.8

9.7
子無し

21.1

41.6

11.1

8.7

16.8

子供がいる層の８割近くが
「仕事を続けたい」
と回答。
「家庭に入りたい」
と回答した人は、わ
ずか 2.8％。全体でも７割近くが
「仕事を続けたい」
と回答。ワークもライフも重視し、出産
を経ても働き続けたいと考える女性たちを、森ビルは今後も応援していく。
※「働く女性のワーク・ライフに関する調査」は、2014年11月10日（月）～11月23日（日）の期間に、森ビルが管理・運営するオ
フィスビルで働く女性を対象に行なわれました（サンプル数＝1,103／質問数＝27項目47問）
。

QUESTION

INFORMATION

ヒルズで働く３人の女性に聞きました。

「オフィス周辺で
利用してみたい
施設やサービスとは？」
①入居ビル名
②年齢

③ご結婚されていますか？
④お子様はいらっしゃいますか？
⑤仕事と生活、理想のバランスは？
⑥オフィス周辺で利用してみたい
施設やサービスとは？

六本木エリアのあちこちにアートスポットが登場
参加しながら楽しむ一夜限りのお祭り
Norie Matsuyama

Rie Sueyoshi

末吉理恵さん
株式会社アサツー ディ・ケイ

太田更紗さん
株式会社ワークスアプリケーションズ

①六本木ヒルズ森タワー

①虎ノ門ヒルズ 森タワー

①アークヒルズ アーク森ビル

③ YES ④ YES

③ YES ④ YES

③ YES ④ YES

② 39 歳

⑤どちらも重視

鍼は少し怖い気がするものの、育児や仕事に

よる慢性的なコリを短時間で解消できそうな
ので、挑戦してみたいです！

② 45 歳

⑤どちらも重視

⑥アンダーズ 東京に宿泊してみたい！のです

が、オフィスの上だと逆に機会が無さそうで

すね（笑）
。ビジネス書から児童書まで、何で

も扱っているような大型書店が欲しいです。

今年はこれまでにない新しい試みとして、ディレクター陣が選定するアーティストのほか、
一般公募のクリエイター作品も展示される。先日行われた公開イベントでは、一次選考

を通過した10組がプレゼンテーション。日比野さん、齋藤さん、そして六本木アートナイ

ト実行委員長の南條史生さんを前に、熱いプレゼンとディスカッションが行われた。

Seiichi Saito

代表。クリエイティブ・テクニカルディレ

を学び、その後 NYをベースに活動。帰

ジタルメディアを使ったインタラクティブ
に関わる。rhizomatiks.com

Katsuhiko Hibino

学院修了。80 年代に段ボールを素材と

、美術館、劇場など多岐にわたるメディ

で住民参加型のアートプロジェクトを展
芸術表現科教授。www.hibino.cc

2009 年に産声を上げた「六本木アートナイト」は、夜の六本木
を舞台に、多彩なアートの世界に間近で触れられる都市型イベント。
デザイン、音楽、映像、パフォーマンスなど、さまざまなジャンルの
作品が街の中に点在し、来場者は各スポットを巡りながらさまざま
な体験ができるという内容です。会場は六本木ヒルズや東京ミッドタ
ウン、国立新美術館のほか、六本木エリアの商店街にも広がります。
今年新たにフィーチャーするメディアアートの分野では、五感を使っ

Sarasa Ota

松山智恵さん
TMI総合法律事務所

⑥ HARI-UPで、鍼治療を受けてみたいです。
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スパンで見た方が良いと僕は思っていて。

て言葉もよく耳にするようになって。ア

に成功している。森ビルでは、複合の街づくりにより、ハードとソフトの両面で女性たちが
働きやすい環境の実現を目指している。

どちらも重視

子無し

18.9

体感型のメディアアートがより身近になる2015年

テクノロジーが進化して、人工知能なん

全体の６割以上が
「非常に満足・やや満足」
と回答し、ワークとライフのバランスを取ること

がいる層は 0.7 時間、子供がいない層は 1.8 時間。子供がいる層は、自分の時間をできるだ
けコンパクトにして、仕事の時間と家族のための時間を確保していることがわかる。

Q2 あなたにとっての理想のワークライフバランスとは？

14.8

子無し

2.2

仕事の時間は、子供がいる層は 8.4 時間、子供がいない層は 9.5 時間。自分の時間は、子供

全 体

43.0

17.2

DIRECTOR'S TALK

PHOTOGRAPH BY JUNPEI KATO

アートというものは、実は千年くらいの

0.7

0.5
子有り

6.3

Special Interview

積み重ねの先に見える未来のことなんです。

（%）

（時間）

第6回を迎える、
一夜限りのアートの饗宴。
アーティスティックディレクターの日比野克彦さんと、
今回新たに
メディアアートディレクターとして加わったRHIZOMATIKSの齋藤精一さんが、今年の見どころを語る。

ちょうど、時代の境目にいるということ。

どちらとも言えない

0.5

TEXT BY CHIHARU
MASUKAWA
EDIT BY RCKT/
Rocket Company*

日比野：近頃よく考えるのは、僕らは今

Q3 現在の仕事とプライベートのバランスに満足していますか？

通勤

街でアートと遊ぶ。
「六本木アートナイト」

て参加しながら楽しめる作品が続々。ときに非日常的な体験に驚き、
ときに街とアートが重なるシーンを目の当たりにする……。アートが
溶け込む豊かなライフスタイルを、思う存分味わってみてください。

② 27 歳

⑤どちらも重視

※六本木アートナイト2014の様子©六本木アートナイト実行委員会

会社も休めない時のために、病後児保育室が

左：齋藤精一さんが企画中の光るトラック。

優先で予約できると嬉しいです。

マのもと、大勢の人々で盛り上がった。

⑥子供が病後で保育園に預けられない、でも

右：昨年の様子。
「動け、カラダ！」のテー

あると安心ですね。さらにオフィスワーカーが

※作品イメージ画像

■ 日時 ： 4月25日
（土）10:00～4月26日
（日）18:00
■ 場所 ： 六本木ヒルズ、
森美術館、東京ミッドタウン、
サントリー美術館、
21_21 DESIGN SIGHT、
国立新美術館、
六本木商店街、
その他六本木地区の協力施設や公共スペース
■ 詳細 ： www.roppongiartnight.com
※東京都青少年の健全な育成に関する条例により、
18歳未満の方の午後11時から翌日午前４時までの入場はご遠慮願います。

私たちの街では、気持ちのよいテラス席でもシュラスコを楽しむことができますよ。今日は六本木ヒルズから徒歩２分、ピラミデビルにある「リオグランデグリル」でお肉のパワーランチ。わたくし、午後は眠くなりそうです。

ブラジルで人気のシュラスコ専門店「バルバッコア」が六本木ヒルズにも。約
15

ROPPONGI ART NIGHT

ROPPONGI ART NIGHT

@HILLS

@HILLS ヒルズで働く女性たち
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リアル脱出ゲーム×六本木ヒルズ、
大規模開催！

リアル脱出ゲームを主催するSCRAPの新作
『伝説の秘宝Xを奪え！』
が開催されます。
街全体を使った、
六本木ヒルズならではの大規模な参加型謎解きイベントについて、
発案者にお話を伺いました。

TEXT BY SHIORI FUJII
EDIT BY RCKT
/Rocket Company*

EVENT CALENDAR 3.1 4.30
六本木ヒルズ総合インフォメーション
www.roppongihills.com
☎ 03-6406-6000

表参道ヒルズ総合インフォメーション
www.omotesandohills.com
☎ 03-3497-0310

アークヒルズインフォメーション
www.arkhills.com

虎ノ門ヒルズインフォメーション
www.toranomonhills.com

EVENT CALENDAR

ROPPONGI NAZOTOKI PROJECT

ROPPONGI NAZOTOKI PROJECT

六本木ヒルズ
開催中 ‒ 3.31 TUE.

Food & Drink

開催中 ‒ 4月中旬

Food & Drink

3.4 WED. ‒ 3.18 WED.

Entertainment
Activity

Special Interview

DIRECTOR'S TALK

PHOTOGRAPH BY SUGURU KUMAKI

六本木ヒルズを舞台にしたオリジナルストーリーで展開
り上がり、これは面白くなると思いまし
たね」。二つのストーリーを完全に読み

マットをそのままに現実世界に移し替え

解くと、一つの事件の別の側面が見えて

た大胆な試み。2004 年に初めて開催さ

きたり、二つの物語の間に接点があるこ

れて以来、全世界で参加者を熱狂の渦に
巻き込んできた。

とがわかるというから興味深い。

感と違っていたり、地図で見るより長い

うゴールを設定して開催してきましたが、

距離に感じたり、考えた案を作り変える

今回は商業施設でもあり、開かれた街で

ことも多かったですね。実際にプレイヤ

もある六本木ヒルズ全体が舞台となりま

ー視点になって六本木ヒルズを歩き回り、

す。エリアを仕切れず、放送でのアナウ

作り上げていきました」

ンスも難しいという制約があるため、時

あの道を通っていたら…」と想像するこ

を考えました」と発案者の加藤隆生さん。

とは誰もがあるだろう。そんな感覚を実

複雑な六本木ヒルズの立地を生かしたゲ

「リアル脱出ゲームを最初に考えたとき

とで、誰もが知っているような有名な場

も、普段の生活の延長上で物語に入り込

所も別の視点から見ることができ、その

む装置を作りたいと思っていたんです。

場所に対する記憶が書き換えられるよう

それが映画のように豪華なセットではな

な体験ができるんです」

く、小説を読んでいるときのように身ひ

さらに今回は、二つの物語が絡み合う

とつでできるのがいいなと」

オリジナルストーリーが特徴だ。
「何か

まずは怖がらないでトライしてみるこ

新しいことをやりたいと思い、閃いたの

と。謎を読み解きながら舞台を歩くこと

が二つのストーリーを同時進行させると

で、日常の空間に潜んでいるワクワクす

いうアイデア。打ち合わせの現場でも盛

るような物語を体感できるはずだ。

3.18 WED. - 3.30 MON.
Takao Kato

Entertainment
Activity

3.8 SUN.

Entertainment
Activity

「地域おこし協力隊」をご存じですか？ 約 1,000 名の隊員が
都市から地方に移住し、地域の活性化に取り組んでいます。
隊員の活動報告のほか、地域の特産品の試食・販売も実施！
●場所：サミット会場＝アカデミーヒルズ、フェア会場＝大
屋 根 プラザ ● 時 間：サミット 12：30～16：45、フェア
10：00～16：45（予定）●入場：無料（サミットは事前登
録制）●問：jinzai.renkei@soumu.go.jp

4.2 THU. - 4.12 SUN.

Entertainment
Activity

3×3 FESTIVAL.EXE
in ROPPONGI HILLS ARENA

地域おこし協力隊全国サミット

Culture

3.14 SAT. & 3.15 SUN.

Entertainment
Activity

新しいスタイルのバスケを体感しよう！ 3x3（スリー・バイ・
スリー）は、ストリートで 3on3として知られる3 人制バスケ
ットボールを正式種目として発展させたスポーツ。当日誰で
も参加できる3x3 体験企画やキッズコーナも開催。3x3トッ
ププレイヤーも来場予定！ ●場所：六本木ヒルズアリーナ
● 時 間：12：00～16：00 ● 入 場：無 料 ● 問：03-68706009（事務局）●詳細：www.facebook.com/3x3OFFICIAL

4.3 FRI. - 4.5 SUN.

Entertainment
Activity

加藤隆生さん

1974 年生まれ。同志社大学心理学部卒。バンド「ロボピッチャー」のギターボーカル。

2004 年にフリーペーパー「SCRAP」創刊。2008 年、株式会社 SCRAP 設立。誌面連

動イベントとして開催したリアル脱出ゲームが好評を博し拡大化。あらゆる場所に謎を
仕込み、2014 年までに世界中で120 万人以上を動員した。

INFORMATION

西島大介「くらやみ村 森のおばけ」展

ワールドワインフェスティバル
in 六本木ヒルズ

六本木ヒルズ春まつり

個性的でかわいい絵柄とシャープな批評性で着実にファン
を拡大している西島大介氏。漫画家として多くのコミックを
出版するほか装幀画も手掛けるなど、多岐にわたる表現活
動を行っています。そんな西島氏の『すべてがちょっとずつ
優しい世界』から描き下ろしドローイングや漫画原稿等を
展示します ●場所：六本木ヒルズ A/Dギャラリー ●時間：
12：00～20：00 ●入場：無料 ●問：03-6406-6875

おかげ様で７回目を迎えるワールドワインフェスティバル、す
っかり六本木の春を彩る風物詩となりました。会期直前まで
厳選に厳選を重ね、世界中から集めた 50 種類以上の銘醸
ワインが勢揃いいたします。この機会に世界のワインの飲み
比べを体感しませんか？ ●場所：ヒルズカフェ/ スペース ●
時 間：11：00～21：00 ● 入 場：無 料（試 飲も無 料）●
問：03-3458-4455 ●詳細：www.pieroth.jp

毎年恒例、六本木ヒルズ内の人気レストランが出店する「春
まつり屋台」が並びます。特別公開する春爛漫の屋上庭園
も見逃せません ●場所：六本木ヒルズアリーナ・毛利庭園
周 辺 ● 時 間：4/3 17：00～20：00、4/4、4/5 12：00～
18：00 ●入場：無料 ※桜の開花に合わせてソメイヨシノを
ライトアップ！ ●時間：毛利庭園 17：30～23：00、六本木
さくら坂 17：30～22：30 ●問：03-6406-6000

※©Daisuke Nishijima 2015

六本木ヒルズ謎解きプロジェクト
『伝説の秘宝 X を奪え!』で
物語を体感して。

4.15 WED. & 4.16 THU.

Entertainment
Activity

4.25 SAT. & 4.26 SUN.

Culture

4.25 SAT. - 7.5 SUN.

Culture

参加型謎解きイベント『伝説の秘宝 X を奪 え!』は、これまで
展望台東京シティビュー内で過去 2 回開催されてきたリアル脱
出ゲームを、初めて六本木ヒルズの街中に飛び出して開催する
新作。二つのストーリーが複雑に絡み合い、施設共用部の通路
や階段、店舗の中にまで隠された多くの謎を解き明かしていく。
左：六本木ヒルズに展示される幻の秘宝を、大
怪盗と天才詐欺師が狙うというストーリーを想

像させるポスターは、眺めているだけでワクワク

ドキドキさせる。右上下：これまで教室やマンシ

ョンの1室、廃校、夜の遊園地、東京ドームなど、
さまざまな場所で開催。大注目の体験型エンタ
ーテイメント。
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サントリーの醸造家がこだわり抜いた夢のビール「～ザ・プレ
ミアム・モルツ～ マスターズドリーム」
（3/17発売）
。その魅力
を先行して味わえる期間限定ラウンジがオープン。ホテルのラ
ウンジを思わせる上質な空間で、醸造家のこだわり・想いに
耳を傾けながら、最高の状態でお楽しみください ●場所：ヒ
ルズカフェ/スペース ●時間：11：00 ～23：00 ●問：0120139-310 ●詳細：http://suntory.jp/MASTERSDREAM/

リアル脱出ゲームのSCRAPの新作が六本木ヒルズの街中で
展開！二つのストーリーが複雑に絡み合うオリジナルストー
リー。通路や階段、店舗の中にまで隠された多くの謎を解
き明かしていく大規模な参加型謎解きイベント ●場所：六
本 木ヒルズ 内 各 所 ● 料 金：怪 盗 編・詐 欺 師 編 2 種 各
1,700 円（税込）ほか ●問： 03-6406-6652（東京シティビ
ュー）●詳細：六本木ヒルズ公式 HPにて

際に体験できるのが、今回のゲームだ。

ームに仕立てた。
「ゲームに参加するこ

“ 苺 ”たっぷりのスイーツ（～3/31）は、新作を含め11 点を
ご用意。“ 桜 ”を使ったスイーツ＆ブレッド（3/1～4月中旬）
は、お花見やパーティの手土産としても最適です ●場所：
フィオレンティーナ ペストリーブティック（グランド ハイアッ
ト 東京 1F）●時間：9：00～22：00 ●料金：苺スイーツ
650 円～、桜スイーツ 650 円～、桜ブレッド280 円（すべて
税別）●問：03-4333-8713 ●詳細：tokyo.grand.hyatt.jp

六本木ヒルズ謎解きプロジェクト
『伝説の秘宝Xを奪え！』

毎日の暮らしのなかでも、「あのとき、

間に縛られずに回遊式で謎を解くゲーム

料理長による季節のビストロメニューを、ソムリエが選ぶフ
リーフローとともにお楽しみいただくお得なコース。冬季限
定メニューでは、メインディッシュを３種類のキャセロールか
らお選びいただけます ●場所：フレンチ キッチン
（グランド
ハイアット 東京 2F）●時間：18：00～21：00 ●料金：
5,800 円 ※オンライン予約限定 5,000 円
（ともに税サ別）●
問：03-4333-8781 ●詳細：tokyo.grand.hyatt.jp

■ 日程 ： 3/7
（土）～4/19
（日）
■ 主催 ： 六本木ヒルズ / SCRAP
■ 参加費 ： 怪盗編・詐欺師編２種
各前売り券 1,500円、
当日券 1,700円
（税込）
※各前売り券の販売は～3/6（金）
まで
■ 詳細 ： 03-6406-6652（東京シティビュー）
http://hillsnazo.com/

2015AW pierre cardin collection

六本木アートナイト2015

シンプルなかたち展：美はどこからくるのか

2015 年秋冬のピエール・カルダンは「FLASH」をキーワー
ドに、アイデア、希望、モチベーションを持ったカルダンの
未来の世界を提案します。店頭にはまだ出ていないこの時
期に、ひと足お先に皆様に紳士＆婦人コレクションをご紹介
します。この機会にぜひ秋の新作をお手にとってご覧ください
●場所：ヒルズカフェ/ スペース ●時間：10：00～17：00
●入場：無料 ●問：03-3230-3633 ●詳細：www.pcj.co.jp

日比野克彦氏、ライゾマティクス代表 齋藤精一氏による、
一夜限りのアートの餐宴！ ●場所：六本木ヒルズ、森美術
館、東京ミッドタウン、サントリー美術館、21_21 DESIGN
SIGHT、国立新美術館、六本木商店街、その他六本木地
区の協力施設や公共スペース ●日時：4/25 10:00～4/26
18:00 ●入場：無料（一部有料）●問：03-5777-8600 ●
詳細： www.roppongiartnight.com

古今東西の文化や自然の中に見出すことができる、単純で
美しい形。先史時代のオブジェからダイナミックで先鋭的な
現代美術のインスタレーションまで、時空を超えた普遍的な
美を紹 介します ● 場 所：森 美 術 館 ● 時 間：10：00～
22：00（火曜日は～17：00 ※ 5/5（火・祝）は～22：00
まで）●料金：一般 1,800 円ほか ●問：03-5777-8600 ●
詳細：www.mori.art.museum

※六本木アートナイト2014の様子 ©六本木アートナイト実行委員会

※アンリ・マティス
《「ジャズ」9 形態》1947年 ステンシル、紙 40.8 x 57.7cm 所蔵：
神奈川県立近代美術館

」
。ガラス張りのミートロッカーには、産地の異なる牛肉がずらり。ポークやチキン、牡蠣も美味しいこのお店では、桜を眺めながらお食事もできるんですよ。
Ruby Jack’s Steakhouse & Bar

ステーキハウス ＆ バー」は、本場ニューヨークなどにも引けを取らないステーキを楽しめる本物のステーキハウス。ランチタイムには、優雅な時間を楽しむ女性もたくさんみかけますよ。

現場を歩いてみると、想定していた空気

間内に閉ざされた空間から脱出するとい

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
マスターズドリームラウンジ

3.7 SAT. - 4.19 SUN.

「実際にゲームを作り上げていく過程で

「これまでのリアル脱出ゲームは制限時

“苺”や“桜”を使った
春の新作スイーツ＆ブレッド

アークヒルズサウスタワーの「

六本木けやき坂通りに面する「
37

リアル脱出ゲームは「脱出ゲーム」と
いうネットの無料ゲームを、そのフォー

Winter Bistro & Vin
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EVENT CALENDAR

表参道ヒルズ
3.28 SAT. & 3.29 SUN.

Entertainment
Activity

2.27 FRI. - 3.8 SUN.

3.8 SUN.

Entertainment
Activity

Entertainment
Activity

キッズの森ワークショップ
tocotoco workshop
「ぼく、
わたしのからだのしくみ」

テスラモーターズ
「Model S」
期間限定ディスプレイ

フィガロジャポン創刊25周年イベント
“Bon Voyage”

航続距離 502キロ、0-100km/h 3.4 秒というガソリン車顔負けの
性能と美しいデザインを併せ持つ、Model Sが本館１階メインエ
ントランスに登場します。実際に試乗して、話題の 17 インチコン
トロールスクリーンなど世界最先端の技術の結晶をご体験くださ
い ● 時 間：11：00～19：00 ※ 3/6 の み 14:00 ま で ● 問：
0120-982-428
（10：00～19：00）● 詳 細：www.teslamotors.
com/jp/event/omotesando

エターナルな大人のスタイル誌「フィガロジャポン」
（CCCメデ
ィアハウス刊）
が創刊 25 周年を記念するイベントを開催。可
愛い雑貨が買えるマルシェや世界の味を楽しむフードコーナ
ー、限定コラボアイテムの発売などが誌面を飛び出して表参
道ヒルズに登場！ ●場所：スペースオー、吹抜け大階段
（28
日のみ）● 時 間：11：00～21：00 ※ 3/29 は 20：00 まで
●入場：無料 ●詳細：madameﬁgaro.jp/25th

楽しみながら“からだ”や“いのち”について学ぶワークショッ
プの第３弾は「ちのとおるみち」
。体中をめぐる血のとおるみ
ちを、カラフルな紙や布、紐を使ったオリジナルからだキット
で楽しく学びます ●対象：３歳～ ●場所：本館 B2F キッ
ズの森 ●時間：
（1）11：00～（2）13：00～（3）15：00
～（各回１時間）※各回 10 名様／ご予約優先 ●料金：お
一人様につき1,500 円（税込）●問：03-3497-0310

アークヒルズ
4.4 SAT.

Entertainment
Activity

4.3 FRI. - 4.5 SUN.

アークヒルズサウスタワーにある熟成肉専門店「肉屋 格之進Ｆ」
。意外かもしれませんが、わたくしのお気に入りはランチのカレー。じっくり煮込まれたお肉のうまみを存分に味わうことができる、贅沢な一杯です。

アークヒルズさくらまつり2015

オープンハウス～サントリーホールで遊ぼう！

全長 700 ｍにおよぶ圧巻の美しさを誇るアークヒルズの桜並木。
開花期間中はライトアップも実施します。３日間限定のおいしい
グルメ屋台に加え各種ワークショップも開催予定。アークヒルズ
の春をぜひご体感ください ●場所：アーク・カラヤン広場 ●時
間：4/3 11：00～20：00、4/4 10：00～19：00、4/5 10：00
～19：00
（予定）●入場：無料 ●問：03-6406-6663 ● www.
arkhills.com

NEW OPEN
3.7 SAT.

3.7 SAT.

表参道ヒルズ

ティッピング ポインテッド トウキョウ

最新コンセプトショップ “WRAP SHOP”を日本で初めて取り
入れたショップは、ブランドシンボルのチェーンリンクプリント
を使った楽しさに溢れたデザイン。また2015 SPRINGにロー
ンチされるジュエリーラインも豊富に展開します。OPEN 記念
として、お買い上げのお客様には先着でオリジナルノベルティ
をプレゼント ●場所：本館 1F ●時間：11：00～21：00
（日
～20：00）●問：03-6434-7910
（3/7～）

“ 旅 ” をテーマにした大人のためのライフスタイルショップ。
世界のメトロポリタンエリアからリゾートエリアまで、オンもオ
フもさりげなく使いこなせる、上質で無駄のないシンプルな
ファッションスタイルを提案します。随時、ブランドやメーカ
ーとのタイアップ企画なども予定！ どうぞ、ご注目ください。
● 本 館 B3F ● 時 間：11：00～21：00（日 ～20：00）●
問：03-3475-6022（3/7～）

www.roppongihills.com/hillslife

INFORMATION
ヒルズカード MasterCard.
WEB限定 入会キャンペーン開催！

「六本木アートナイト2015」の開催を
記念して、森美術館、サントリー美術
館、21_21 DESIGN SIGHT の３館で
開催されている展覧会をご覧いただ
けるスペシャルチケットをプレゼント。
※六本木アートナイト2014の様子 ©六本木アー
トナイト実行委員会

表参道ヒルズ

●都営01 系統
（渋谷⇔新橋）
「EXシアター六本木前」
下車
●都営渋88 系統（渋谷⇔新橋）
「EXシアター六本木前」
下車
パーキング
■駐車料金
全日：300円/30分
（600円/h）0:00～24:00
■1日料金
全日：3,000円/24h ※24時間以上の駐車は、
通常料金（300円/30分）
が加算されます。
※P3は料金が異なります。

地下鉄
●銀座線・半蔵門線・千代田線
「表参道駅」徒歩２分
●千代田線・副都心線
「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩３分
●JR山手線「原宿駅」徒歩７分
パーキング
700円/h
（以降350円/30分）
10:00～24:30（日曜は24:00まで）
※お買い上げ金額毎に、店舗にて
駐車サービス券を発行します。

アークヒルズ

地下鉄
●南北線・銀座線「溜池山王駅」13番出口徒歩1分
●南北線「六本木一丁目駅」3番出口徒歩1分

バス
●都営01系統（渋谷⇔新橋）
「赤坂アークヒルズ前」
下車

愛宕グリーンヒルズ

地下鉄
●三田線「御成門駅」A5出口徒歩3分
●日比谷線「神谷町駅」3出口徒歩4分

'

発行／森ビル株式会社 東京都港区六本木6-10-1 Cooperation：CONDE NAST STUDIO Editor in Chief : Naoya Sasaki Art Director : Yasushi Fujimoto
（cap） Designer : Megumi Mochii

広告に関するお問い合わせ 六本木ヒルズ スポンサードメディア事務局 TEL: 03-6406-6412/ FAX: 03-6406-6414 ※掲載の情報は変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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表参道ヒルズ

「こどもと豊かに 美しく 暮らす」をコンセプトにした雑誌『ミ
ルクジャポン』のショップが世界初登場。エディターやスタ
イリストがセレクトした最新キッズファッションやインテリア、
雑貨を提案します。OPEN 記念として、5,400 円（税込）以
上お買い上げのお客様にMilK オリジナルノートをプレゼント
（先着 50 名様）●本館 B2F ●時間：11：00～21：00（日
～20：00）●問：03-6434-7990（3/7～）

「六本木アートナイト2015」
スペシャルチケット5組10名様

ステーキハウスやフレンチ、
寿司や中国料理といった 10
のレストラン・バーにてご使
用いただけるランチ サーティ
フィケートを１組２名様にプ
レゼント。

バス
●RH01 系統（渋谷⇔六本木ヒルズ）
直行シャトルバス
都営01 系折返系統
（渋谷⇔六本木ヒルズ）
「六本木ヒルズ」
「六本木けやき坂」下車

3.7 SAT.

アニバーサリー ミルク

六本木ヒルズウェブサイトのヒルズライフのページからお申し込みください。

グランド ハイアット 東京
ランチ サーティフィケート
（お食事券）
1組2名様
（総額1万円分）

地下鉄
●日比谷線「六本木駅」1C出口徒歩０分
（コンコースにて直結）
●大江戸線「六本木駅」
３出口徒歩４分
●大江戸線「麻布十番駅」
７出口徒歩５分
●南北線「麻布十番駅」
４出口徒歩８分

アンティーク雑貨やジュエリーなど、ライフスタイルを彩るさ
まざまな品物が並ぶ蚤の市を、毎月第４日曜日に開催中。
会場には美味しいフード・キッチンカーや移動本屋も並びま
す。4/26 に１周年を迎える、自分だけの「お気に入り」を
見つけるのにぴったりのマーケットです ●場所：アーク・カ
ラヤン広 場 ● 時 間：11：00～17：00 ● 入 場：無 料 ●
問：03-6406-6663 ●詳細：www.arkhills.com

幅広い世代に向けてのライフスタイルの提案から最新のジュエリーのご紹介まで、
暮らしのさまざまなシーンに彩りを与えてくれる新しいショップをご紹介します

ダイアン フォン ファステンバーグ

PRESENT!

Entertainment
Activity

赤坂蚤の市 in ARK HILLS

「アークヒルズ桜まつり 2015」
に合わせて、サントリーホール
を１日無料開放する
「オープンハウス」
を開催します。大ホー
ルでのオーケストラ演奏、パイプオルガン演奏をはじめホー
ル見学ツアーなど、お子さまも楽しめる様々なイベントをご
用意しています ●場所：サントリーホール ●時間：11：00
～17：00 ●入場：無料 ●問：0570-55-0017
（サントリー
ホール）●詳細：suntory.jp/HALL

表参道ヒルズ

六本木ヒルズ

毎月第４日曜日開催

Entertainment
Activity

3/1 ～ 4/30 の期間中、WEB
から「ヒルズカード Master
Card.」へ新規入会された方
に、最大 2,000 円分のお得な
プレゼントをご用意！ 入会、
詳 細 はこちらから→ www.
hillscard.com

虎ノ門ヒルズ

地下鉄
●銀座線
「虎ノ門駅」2番出口徒歩5分
●日比谷線
「神谷町駅」
4a出口徒歩6分
●丸ノ内線・日比谷線・千代田線
「霞ヶ関駅」A12出口徒歩8分
●三田線
「内幸町駅」
A3出口徒歩8分
●JR東海道線・京浜東北線・山手線・
横須賀線
「新橋駅」
鳥森出口徒歩11分

ESCADA

Spring / Summer 2015
Capsule Collection
Photography by Takemi Yabuki(W)
Styling by Aya Fukushima(OTUA)
Text & Edit by Akane Watanuki

日本の女性の美にフォーカス。
エスカーダのカプセルコレクション
ドイツのブランド、エスカーダから生まれた日本発のカプセルコレクション。エスカ
ーダらしいエレガントでフェミニンなテイストはそのままに、日本の女性の美しさを
引き出すサイズ感、シルエット、色遣いを追求している。やさしく甘さのあるパステ
ルカラー、コントラストの利いた白と黒の配色、今シーズン特にフィーチャーしてい
るライラックカラーは日本のリクエストによる特注色だ。アイテムはさまざまなシー
ンに映えるセットアップやワンピースがラインナップ。この春夏からワールドワイド
な展開もスタートして、今エスカーダの世界観がどんどん広がっている。

パーティーイベントにご招待
3/28（土）に開催されるスペシャルパーティーに６組 12
名様を抽選でご招待！ 詳細、応募は www.roppongi
hills.com/topics/2015/escada.html よ り（ 応 募 期
間：～ 3/15（日）まで）●パーティーに関するお問い
合わせ：03-5772-2071（エスカーダ六本木ヒルズ店）

右：着心地の良いホワイトジャージにブラッ
クレースが映えるフェミニンなドレス。リボ
ンモチーフのベルト付き。ドレス ¥128,000
（¥138,240）
、靴参考商品、バッグ参考商品
中：今シーズン一押しのファブリック、フ
ィルクッペは、フラワーモチーフの透け感
が軽やか。生地自体も風をはらんだかの様
に軽い。さわやかなライラックカラーは日本
の特注色。ジャケット ¥162,000（¥174,960）
、
スカート ¥98,000（¥105,840）、ノースリ
ーブトップ ¥90,000（¥97,200）
、靴 ¥90,000
（¥97,200）
、バッグ参考商品 左：イタリア
のピケジャージを使ったセットアップ。ブラ
ックラインでホワイトベースでもきりっと
引き締まった印象に。ジャケット ¥149,000
（¥160,920）
、スカート ¥85,000（¥91,800）
、
バッグ ¥252,000（¥272,160）
、靴参考商品／
エスカーダ
（03-5772-2071／六本木けやき坂
※掲載の商品は 3/1
（日）
より販売予定
通り1F）

23

1. 乾燥しがちな機内では喉を潤すお菓
子は不可欠。フレッシュミント￥350
（税込￥378）／ペッパースミス（ユナ
イテッドアローズ 六本木 ウィメンズ
ストア 03-5786-0555 ／ウェストウォ
ーク 2F）
、チョコレート￥1,000（税込￥
1,080）／トッローニ バッチ（ユナイテ
ッドアローズ 六本木メンズストア 035772-5502 ／ウェストウォーク 2F）

LET'S GO ON
A SPRING TRIP!

オフホワイトと中面のファブリックに
注目。ステッカーカスタムも映える。キ
ャリーバッグ ￥62,000（税込￥66,960）
／リモワ（ユナイテッドアローズ 六本
木 ウィメンズストア 03-5786-0555
／ウェストウォーク 2F）

この春、どこかに出かけよう。
旅好きなスタイリスト清水奈緖美さんが
六本木ヒルズの各店からセレクトした
春の一泊旅行に最適なアイテムたちをご紹介。
そのこだわりから見える、旅先で快適に過ごす秘訣を
想い出深い旅ストーリーとともに伺いました。

1

3
ケースふた側の上部にはシャツなど
軽い衣料品を、開いたスペースには
傘やストールなどの小物を詰める。

ふた側の下部にはスカートやジーン
ズなど重さのある衣服を入れること
で、持ち運びも安定する。

2

4. 旅 先 で も 気 に な ら な い 軽 い 素 材
がポイント。シャツ￥19,000（税込
￥20,520）／エストネーション（エ
ス ト ネ ー シ ョ ン 03-5159-7800 ／
ヒルサイド 1F・2F）
5. 動 き や す い デ ニ ム は 春 の 旅 に は

2. フ ェ イ バ リ ッ ト の 仏 の バ ン ド、
PHOENIX。大好きな音楽は旅先に
も必ず持って行く。
『 Bankrupt! 』
PHOENIX ￥1,820（税込￥1,966）ツ
タヤ トウキョウ ロッポンギ（03-57751515 ／六本木けやき坂通り 1F・2F）

はずせない。トレンドも意識した白
を選びたい。デニム￥11,859（税込
￥12,800）／キャピタル（キャピタル
ダッフル ロッポンギ 03-5772-2885
／ヒルサイド 1F）

3. 旅先から手紙を送るのも素敵なこ
と。カ ー ド セ ッ ト ￥1,000（ 税 込 ￥
1,080）、メ モ 帳 ￥300（ 税 込 ￥324）

りたためて、小さなケースに収まる
便 利 な 仕 様。サ ン グ ラ ス ￥26,000
（税 込 ￥28,080） ／ レ イ バ ン（イ ワ
キメガネ 03-5786-7790 ／ウェスト
ウォーク 4F）

6. サングラスは旅先での必需品。折

／ともにカルトス（ペーパーミント
03-5411-0139 ／ウェストウォーク
4F）、ペ ン ￥3,200（ 税 込 ￥3,456）
／カンポ マルツィオ デザイン（カン
ポ マルツィオ デザイン 03-64472756 ／ウェストウォーク 4F）

7. 自分の好きな香りがあると旅先の
ホテルでも即リラックス。サボン ボ
ディオイル￥2,778（税込￥3,000）／
サボン（サボン 03-3470-4733 ／メ
トロハット／ハリウッドプラザ 1F）
8. 歩きやすく、ビジュー付きでラフ
になりすぎない。サンダル￥21,000
（税込￥22,680）／オデット エ オデ
ィール（オデット エ オディール 035772-0560 ／ウェストウォーク 3F）

Photograph by Yoshio Kato
Illustration by miyatachika
Text & Edit by RCKT/Rocket Company*

9. 大 人 旅 に ジ ュ エ リ ー は 欠 か せ な
い ア イ テ ム。パ ー ル ￥9,000（ 税 込
￥9,720）／シュム、ネックレス￥
3,900（税込￥4,212）／プラステ（と
も に プ ラ ス テ 03-5413-9715 ／ ウ
ェストウォーク 3F）

14. 上質なラフィアハットは日差しも

強まるこれからの季節にぴったり。
ハット￥27,000（税込￥29,160）／
ラフィアハット（ヘレンカミンスキー
03-5410-1211 ウェストウォーク 4F）

るときに重宝しそう。クラッチバッ
グ￥10,000（税込￥10,800）／スト
リ ー ト レ ベ ル（ プ ラ ス テ 03-54139715 ／ウェストウォーク 3F）

15. ツイード素材とシックなあしら
いで、大人が持ちたくなるひと品。
リュック￥36,000（税込￥38,880）
／ジャンニ・キアリーニ（エストネ
ー シ ョ ン 03-5159-7800 ／ ヒ ル サ
イド 1F・2F）

11. 明 る い 色 で 顔 ま わ り も 華 や か

16. 単体でも使えるセットアップは旅

10. ホテルの近辺にふらっと出かけ

に。寒い時に羽織れるので使い勝手
も抜群。スカーフ￥45,000（税込￥
48,600）／ファリエロ サルティ（プ
ラステ 03-5413-9715 ／ウェストウ
ォーク 3F）

先のお役立ちアイテム。トップス￥

35,000（税込￥37,800）、スカート￥
47,000（税込￥50,760）／ともにケ
ーレン（エストネーション 03-51597800 ／ヒルサイド 1F・2F）

12. 一着持って行くと、コーディネ

17. バッグに入れておくだけで安心感
を与えてくれる 1 本は、軽めを選びた
い。お り た た み 傘 ￥20,000（ 税 込 ￥
／ハンウェイ（ハンウェイ 0321,600）
5786-9600 ／ウェストウォーク 4F）

13. ワンピースとしても、コートと

18. 華やかなカラーでアクセントに。
4 月発売予定。サンダル￥19,000（税
込￥20,520）／オデット エ オディ
ール（オデット エ オディール 035772-0560 ／ウェストウォーク 3F）

イトの幅ができるのでおすすめ。ス
カ ー ト ￥92,000（ 税 込 ￥99,360）
／アーデム（エストネーション 035159-7800 ／ヒルサイド 1F・2F）

しても着られるので旅に最適な一
着。コートドレス￥57,000（税込￥
61,560）／ザ アイロン（エストネー
シ ョ ン 03-5159-7800 ／ ヒ ル サ イ
ド 1F・2F）

14
9

Naomi Shimizu
清水奈緒美 / スタイリスト
●東京都出身。ファッション誌のエディターを経て
ス タ イ リ ス ト に。雑 誌「Harper's BAZAAR」
「GINZA」
、広告やCM、アパレルブランドなど、様々
なスタイリングを手がける。
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̶̶ 印象に残っている旅を教えてください。
仕事柄出張が多いので、その後にお休みを取らせても

S

らったり、国内なら前乗りさせてもらったり、仕事とあわせ
て行く旅が多いですね。これまでの旅先で特に好きだった

旅先でコーヒーを楽しむのも醍醐味。タンブ
ラー￥11,000（税込￥11,880）／ツツ、ドリ
ップマシン￥8,500（税込￥9,180）／パッサ
ラ ク ア、エ ス プ レ ッ ソ 粉 ￥1,900（ 税 込 ￥
2,052） ／ モ ア ナ（ 以 上 す べ て ア ジ ト 035770-4411 ウェストウォーク 3F）

のは、南仏・サントロペ。夏の観光地なのですが、私が行
ったのは真冬。賑やかな夏に比べて、冬はオフシーズンで
街全体がゆったりしていて、街の人々もとても親切にして

5

11
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くれました。南仏独特のカラフルな古い建物が並ぶのです
が、港街ということもあり海風で外壁の色が少し褪せてい
て、そこに太陽が照る感じが綺麗で印象的でしたね。夏の

左：
『Land Land Land』岡尾美代子￥900（税
込￥972）
、
『ウンベルト・サバ詩集』ウンベル
ト・ サ バ 須 賀 敦 子 訳 ￥3,000（ 税 込 ￥
『ランサローテ島』ミシェル・ウエル
3,240）、
ベック 野崎歓 訳￥2,400（税込￥2,592）
（以
上すべてツタヤ トウキョウ ロッポンギ 035775-1515 ／六本木けやき坂通り 1F・2F）

華やぎとは逆に、地元の方たちの時間が優雅に流れてい
る街でした。オフの日は街を散策して、何をするわけでも
なく、のんびり過ごしました。私はいつも旅先ではマイペ
ースで、しっかり 1 日のスケジュールを組むよりも、
「ここ
のお店でご飯食べたい」というような小さな目的だけで旅

右：
『ダージリン急行』￥1,419（税込￥1,533）
、
『SOMEWHERE』￥3,990（ 税 込 ￥4,309）
（と
もにツタヤ トウキョウ ロッポンギ 03-57751515 ／六本木けやき坂通り 1F・2F）

に出るタイプです。その目的の前後は散歩したり、地元の
人に話を聞いたりと自由に過ごします。で、お目当てをク
リアしたら満足してしまう。恥ずかしい話なのですが、満

6

ケース底側の下部には重みのあるシ
ューズや洗面具など。シューズは数
足持っていけば、旅先でも楽しめる。

本や普段使いの雑貨は隙間に詰めて
スペースを埋めていく。空いたスペ
ースは有効的に活用する。

12

めて読める移動時間も貴重です。お気に入りのウンベル
ト・サバの詩集はイマジネーションが膨らむ言葉がたくさ

足した後はホテルで 1 日中寝てしまうこともあるんです

入りの香水、いつも飲んでいるコーヒーなど、普段使いのアイテムを持って行きます。あと

ん入っていて、詩集なので時間が分断されがちな旅先で

（笑）。なので「ホテルでの過ごし方」も私の旅ではキーポ

はお風呂に入りながら好きな音楽を聴きます。そうすると、ホテルと自分との距離がぐっと近

も、開いたところから読めるのがいい。長年読んでいる本

イントです。

づいてくるわけです。あとは、ホテルは行ってみないとどんな部屋なのかわからないところ

も旅先で読むとまた印象が違うんです。

̶̶ ホテルではどのように過ごされるのですか？

もワクワクしますね。今回紹介しているソフィア・コッポラ監督の映画『SOMEWHERE』は

̶̶ 近々行きたい旅先はありますか？

LA に実在する「シャトー・マーモント」というホテルでの暮らしを描いていますが、憧れます。

S

し距離感がありますよね。どことなくタクシーの中に似て

ホテルでの過ごし方を目的にする旅も気分が盛り上がると思いますね。

都が好きです。友人も多く、文化的な歴史や建造物にもイ

いる気がします。それを自分の部屋のようにする感覚で、

̶̶ どんなときに旅に出たくなりますか？

ンスパイアされます。そして食事も最高！ あと今年はポル

距離を近づけていく作業が好きなんです。旅先にはお気に

S

S

ホテルの空間はホッと一息つきながらも、自分とは少

スタイリストは国内外を動き回る日々が続くので、ひと息つきたいと思うときがありま

す。この仕事はさまざまな場所に行って、いろいろな人に出会える。それも醍醐味なので

7
17

一泊二日とかで温泉に行きたいですね。国内では京

トガルに行ってみたい。ずっと憧れの場所なんです。

8

18
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すが、自分のペースを取り戻すような時間も必要で、そんなとき旅に出たくなります。場所
が変わると気分も変わるのかもしれません。普段あまり本を読む時間がとれないので、まと

24
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で暮らす理由。
.
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ンスします。その内容がたとえ単に『現在調査中です』や
『詳細は分かり次第お知らせします』という段階でも、入
マンション探しの最も大きなポイント、それは「安全」

Kelly Wetherille
ケリー / フリージャーナリスト
10年以上東京に滞在し「Tokyo weekender」
の元編集長を務めるなど旅行、不動産、デザイン、
建築など幅広い分野に精通。
MORI LIVINGの公
式ブログ
「MORI LIVING Diary」
にて、
居住者が
得られる体験や街の取り組みなどを紹介している。
http://www.moriliving.com/ja/diary

世界一の安心・安全をめざす
災害に強いレジデンスの
裏側とその秘密を探る

の皆様です」と話すのは中井マネージャー。
「万一、大地震
が起こった場合、真っ先に日本語と英語で状況をアナウ

U
YO

居者皆様にご安心頂き、落ち着いて行動頂くためです」
。

です。最近エコノミスト誌において「世界で最も安全な都

また野呂マネージャーは災害時の対応について、
「六本木

市」に選ばれた東京ですが、それは「危険がない」という

ヒルズを中心とした半径 2.5km 圏内のエリアに約 100 戸

意味ではありません。日本は世界で最も地震活動が活発

の防災要員社宅を設置して、休日・夜間に関わらずスム

な国のひとつとして数えられ、大規模な自然災害に備えて

ーズな復旧活動に移行できる体制を整えています」と教

準備を万全に整えるよう心がけておく必要があるのです。

えてくれました。MORI LIVING のすべての物件は、震度

もしもあなたが MORI LIVING に住んでいるなら「自分は

７でも崩壊しない新耐震基準を満たし、さらにそれぞれ

東京で最も強い建物のひとつに住んでいる」と胸を張るこ

の建物特性に適した制震・免震の技術が使われているそ

とができるでしょう。実際、MORI LIVING では構造上の

う。つまり、大規模地震では、居住者は建物から逃げ出す

強みをはるかに超えた次元で、安全に対する備えがされ

のではなく、自宅が避難場所として逃げ込める場所にな

ています。すべての居住者に安全・安心を届けるために

るのです。

行われるさまざまな対策について、六本木ヒルズレジデ
ンスのフロントマネージャーの中井秀幸さんと設備マネ

更なる MORI LIVING の安心安全への取り組み

六本木ヒルズレジデンスの中井フロントマネージャーと。

ージャーの野呂祐二さんにお話を伺いました。
「フロントスタッフにとって最優先事項は、常に居住者

揺れが止まった後も、MORI LIVING のスタッフは居住
者の安全を確保し、その不安を取り除くために昼夜を問
わず働き続けます。
「各レジデンスのフロントスタッフは
全居住者のリストを把握しています」と中井さん。このリ

逃げ出すのではなく、自宅を安心して過ごせる場所に。
そんなコンセプトで災害へ備える MORI LIVING。
どんな対策が施されているのか、ナビゲーター役に
フリージャーナリストのケリーさんを迎えて、備蓄倉庫や
免震ダンパー、現場の取り組みなど、施設の裏側を巡る。

ストは高齢者や身障者、小さい子供がいる家庭など、移動
困難者が上位に来るよう毎月更新されているそう。災害

YOU CAN
FEEL SECURE.

が発生すると、スタッフはこのリストに添って、インター
ホンや直接訪問しながら居住者の安否確認をするのです。
また、各居住者用に３日間３食の非常食と飲料水を用意
し、中には生活用水として利用できる非常用井戸を設け

Photographs by Satoshi Nagare
Text by Kelly Wetherille
Edit by RCKT/Rocket Company*

ているレジデンスもあります。万一街全体が停電になっ
た場合でも、非常用発電機を稼働させることで、非常用エ
万一停電になった場合に稼働させる非常用発電機。

各戸に配布予定の災害対策キットは、持ち運びが楽なキャリー付き。
バックパック自体も 30 リットルまでの水を運ぶことができる設計になっている。

柱の直下に設置された「積層ゴム」
「鋼棒ダンパー」
「鉛ダンパー」の 3 種類の免震装置で、地震エネルギーを吸収。

レベーターなど最低限の電力を送ることができることも、
大きな安心に繋がります。
更に興味深い取り組みが「エマージェンシーキット」
。

この特製キットは、水運びに使えるバッグ、カート、懐中
電灯、ドライシャンプー、体拭き用のウェットタオル、緊
急用トイレなどが入っており、
“すべての居住者が自宅で
安全・安心に過ごせること”を目的として各住戸へ配られ
ます。更に、災害時の「エマージェンシーキット」の使い
方を実際に体験できる居住者イベントが随時開催されて
いるなど、新たな試みが行われています。
このように MORI LIVING では、どんな不測の事態に対
しても対応できるように、できる限りの備えを整えて日々
の暮らしを支えているのです。

A
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「入居者登録」を元に行われる安否
確認。ご高齢の方やお身体の不自由
な方など、状況に応じてサポート。

B

お よ そ 100 戸 の 防 災 要 員 社 宅 を 設 置
し、24 時間 365 日いち早い居住者の安
全確保とスムーズな復旧活動を可能に。

非常時の食料・飲料を各居住者用に貯蔵する備蓄倉庫。

C

全社員による総合震災訓練を毎年実
施。居住者のみなさまと街全体の安
全を確保するための訓練を行う。

D

一部物件では、災害時でも水野供給
が可能な災害用井戸を設置。トイレ
の排水をはじめ生活用水として利用。
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AI HOSOKAWA

CULINARY ARTIST
at KUMAMOTO

All Recipe Sketches ©Ai Hosokawa
Photographs by Manami Takahashi

イタリアから東京、熊本へ。
料理が教えてくれたものとは？
イタリア料理をベースに、
素材を活かしたシンプルな料理で定評のある
料理家、細川亜衣さんに聞きました。

掲載したスケッチは、細川さんがイタリア
修行時代に描き留め続けたノートより

左.『食記帖』
（リトルモア）食欲と
料理欲、読書欲を刺激する、新しい
料 理 の 本 右 .『 スー
プ』
（リトルモア）こころ
に沁み入る、スープ32
皿のレシピとエッセイ

Portrait by
Yayoi Arimoto

AI HOSOKAWA ｜ 細川亜衣
1972年生まれ。大学卒業後、イタリアへ渡り、各地の家庭の台所や町の食堂をま
わりながら料理を学ぶ。帰国後、東京を拠点に料理家として活動をはじめ、2009年、
結婚を機に熊本へ。料理教室「camellia」を主宰するほか、各地で料理会を行な
っている。夫は陶芸家の細川護光さん。著書に『わたしのイタリア料理』
『イタリア
料理の本』
『イタリア料理の本 ２』
（ともに米沢亜衣名義）、
『愛しの皿』
など多数
http://aihosokawa.jugem.jp

̶̶ ご自身の料理の原点となる体験とは？
H

大学を卒業して料理を学びにイタリアに渡り、トスカーナの小さな村で暮らすことになったその日。

̶̶ その後、イタリアから東京を経て熊本へ。その中で変わ

つつましく年金生活を送るおじいさんとおばあさんの家に間借りして過ごす最初の晩の食卓に、ぽん、

ったこと、変わらなかったことについて教えてください。

とゆでただけのスパゲティーが置かれました。その上からオリーブ色のオイルと、白いチーズをたっぷ

H

結婚を機に熊本に移り住んだとき、これからはこの土地

りかけて口に運んだ時の忘れがたい思い出。彼らの食卓はふだんは質素でしたが、お嬢さんの嫁ぎ先

のものを食べていこうと小さな決心をしました。東京と違って

の肉屋で週に一度大きな肉の塊を買い、息子が訪ねてくる日にはその肉をじっくりゆでて、煮汁でパス

日々全国各地から集まる豊富な種類の食材は手に入らない。

タを煮ていただく。そんな暮らしぶりでした。ご夫婦には近所にひとりで暮らす妹さんがいて、当時 70

でも近くの直売所に行けば毎日地元の新鮮な食材が並んで

代だったと思うけれど、その年齢になっても、週に何回か立つ青空市場を手伝い、帰りに売れ残りや少

いる。その日の朝に採ってその日に口にする食材だから、グ

し傷んだような野菜を持って来てくれました。時には、彼女が草むらで摘んだ葉っぱが加わることもあ

リーンピースはみずみずしく甘く、薄皮も柔らかい。いちごも

って、当時のわたしにとっては傷んだものや野原の葉っぱを食べることはちょっとした驚きでした。でも、

中まで真っ赤に熟れて驚くような味わいになる。熊本の食材

食卓に上った料理は、どんなリストランテで食べる料理よりもおいしかった。贅沢を言わずに、身の周り

はとても魅力的で、大きな可能性を秘めたものだと気がつい

にある食材で満足すること、工夫次第でいくらでも豊かな食卓を作ることができる、と身を以て体験し

た時に、この土地で作られる、
（東京などから比べたら）ある

たことがわたしの料理の原点のひとつになっています。

意味限られた食材だからこそ得られる発想をしていこうと思
いました。
̶̶ 料理を通して細川さんが大切にしていることとは？
H

わたしの場合は人生のすべてが料理と結びついていて、

あらゆる縁は料理によってつながっていると感じています。
最初のイタリア修行でも、言葉が通じなくても料理を通して
対話することができたし、イタリアの北から南まで、各地で
初めて出会う家族に迎え入れてもらった時も、つねに料理が、
異邦人であるわたしと、滞在先の家の方達とのコミュニケー
ションを豊かなものにしてくれました。初めて食卓をともにす
る相手が幸せな気持ちで過ごせるよう気を配ることの大切
さや、家族や慣れ親しんだ友達でなくてもそうした時間を共
有し合えることなども、すべて料理から教わりました。そうや
って培ってきたことのひとつひとつを、自分の料理を通して
伝えてゆきたいと思っています。
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