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デ ザイン が つなぐ ロンドン
EU 離脱問題で、政治的に揺れるイギリス。
そんな中、人や地域、さらに世界をつなぐものとして、
「デザインミュージアム」が 目指すものとは何か？
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Design Museum

常設展のほか、企画展を２本開催中

デザインミュージアム

224-238 Kensington High Street ,
Kensington, London ●開館：10〜
18 時（年中無休）●料金：２つの
特別展以外は入場無料。デザイン
関係の書籍や資料を揃えた図書館
も利用可 ※各種のワークショッ
プやトークは事前予約が必要。レ
ストラン、カフェ、ショップもあり
www.designmuseum.org
デザインの殿堂の名にふさわしい、
中央を天井まで３フロア吹き抜い
た大空間。どこからでも屋根の
フォルムが背景に見える。入口の
正面にある階段はベンチの役割も
兼ね、人が集まる広場をイメージ

デザインの重要性を伝える多角的学びの場
世界的なライフスタイル・リーダーとして知られるテレンス・コンラ
ン卿によって、ロンドンに「デザインミュージアム」が開設されたのは
1989 年のこと。この度、約３倍の広さを持つ新館へと移転を果たした。
新館は元「コモンウェルス・インスティチュート」という英連邦国の展
示施設を改築したものだ。1960 年代のモダニズムを代表するアイコン的
な建築だが、閉鎖になった後、長らく再開発の見込みが立たずにいた。
そんな中、この建物を含めた周辺の土地を買い上げたディベロッパー
が、そこに集合住宅を建設する条件として、保存指定のあるこの建造物
を文化施設として再開発することを求められる。その結果、施設の拡張

1

を計画していたデザインミュージアムへの実質上の寄贈が決まったので

2

ある。改築はコンペを経て内観はジョン・ポーソン。周囲の集合住宅を
含めた外観修復は、レム・コールハース率いる OMA らが手掛けている。
この建物の特徴は何と言っても広げたハンカチを２カ所で摘んだよう
なフォルムのシェル構造の屋根。代々木競技場のように当時の最先端を
いくデザインと構造を持つ。その特徴を生かすため、天井まで建物の真
ん中を３フロア吹き抜いた内観は圧巻だ。どこからでも彫刻的な屋根を
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内側から望め、建物本来のデザイン性が強調されている。

DESIGN MUSEUM
INSPIRING
GENERATIONS

に秀でたデザインを展示するのではなく、デザインが世の中にもたらす

共に学んでいく場を目指す、
ロンドンのデザインミュージアム
ロンドンのデザインミュージアムが 11 月 24 日に新施設に移転オ
ープンした。創設者は「優良なデザインは生活のクオリティーを高

長年の悲願であった広い新施設を得て、ミュージアムは創設から引き
継がれてきた DNA である
「教育」
に、
より力を入れる方針を打ち出す。
「単
役割や影響を考えるフォーラムを目指しています」と館長のデヤン・ス
ジックは言う。その中心となるのが無料で入場できる「デザイナー・メ
ファッション、グラフィック、デジタルなどが、どのようにしてデザイ
ンされ、作られ、使われてきたかを総合的に展示する。併せて学生向け
のワークショップを始め、家族向け、大人向けのプログラムも各種あり、
年間６万人の参加を目標にしているという。
例えば、14 〜 16 歳向けの「デザイン・ヴェンチューラ」は、専門家
の指導を受けながら、グループでプロダクトを開発するというプログラ
ムだ。年間１万人ほどを参加対象に、
最優秀作は製品化され、
館内のショッ
プで販売もされる。デザインと事業のつながりを若い学生に体験しても
らうこともその目的だ。同様に館内のスタジオをベースに、駆け出しの
デザイナーをサポートする「デザイナーズ・イン・レジデンス」も、旧ミュ
ージアムから続く企画である（P.4 〜 5 に関連記事）
。イギリスでは主要の
美術館や博物館は国公立で、大英博物館やテートも常設展は無料という
恵まれた環境にある。一方、デザインミュージアムは私設。企業や慈善家、

める」との信条で、半世紀以上にわたりライフスタイルの向上をリ

ボランティアによる支援は欠かせない。オリジナルの商品の企画販売も

ードしてきたテレンス・コンラン卿。その意志を引き継ぎ、約３倍

ワークショップとリンクして進めていく計画だという。

広くなった新施設では、展示のほか各種の参加型プログラムを主催。
デザインの役割の重要性をより広く分かち合う場を目指す。
photo（Cover & P2-3）
_Haruko Tomioka
edit & text（Cover & P2-7）
_Megumi Yamashita
map_Takashi TOKUMA（bowlgraphics）
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ーカー・ユーザー」と題された常設展だ。20 世紀以降の建築、プロダクト、
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最上階の常設展では 25 カ国から一般募集で選ばれた 200 点を展示。エジンバラ
公を困惑させた赤いバケツも。地下鉄のロゴはロンドン市長のセレクト
企画展「Fear & Love」より、セーターなどをリサイクルして繊維に戻す展示
毎年恒例のデザイン大賞展。各カテゴリーごとにノミネートされた作品が並ぶ

今回、開館式のために訪れた女王の夫であるエジンバラ公は、常設展
示の中にあるプラスチックのバケツに困惑した様子を見せた、と一部の
メディアが茶化すように取り上げた。たかがバケツであっても、それは
誰かによってデザインされ、作られ、使われ
る。どんなものにも「デザイン」は不可欠な
のだ。そして、今、ものを作ることだけでなく、
社会や環境が抱える問題の解決にも、デザイ
ンの役割がより重要になりつつある。デザイ
ンミュージアムは未来に向け、そのことを伝
えようとしている。
デザインミュージアム創設者

新館は旧館から西に約 10キロ

Sir Terence Conran

テレンス・コンラン卿

SECTION

タワーブリッジ側のテムズ南岸の旧ミュージアムから、
西に 10 キロのケンジントン地区に移転。ホランド・パ
ークの南口にあり、OMA 設計の集合住宅が隣接する

1960 年代に「コンラン・ショップ」の前身となる「ハビタ」
をオープン。その審美眼とビジネスセンスで、レストラ
ンやホテル経営でも成功を収める。1980 年代には「コン
ラン基金」を開設。デザインミュージアムの創設や、学
生や若手デザイナーへの支援を惜しみなく行ってきた。

ELEVATION

企画展示は地下と１階に、常設展は最上階になる。そのほか地下にはシアター、１階にはショップと
カフェ、２階にはオフィスや教育用ワークショップ、最上階にはレストランとメンバールームがある
屋根を支える柱が外に張り出した外観。外壁を新しいものに変える際、屋根だけ
を一時的に別の支柱で持ち上げるなど、高度な技術で修復と改築が行われた
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2.5キロ内で材料調達から製造まで行うスーパーローカルな挑戦
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髪の毛を使った作品で、地域社会の多様性を浮き彫りにする
photo_ Haruko Tomioka

2.5 キロ圏内でスツールを製作するというロンドン版の
「スーパーローカル」企画。参加者はアンドレアの先導で、
高級住宅地でありながら、昔ながらの小さな製造業や新
タイプのデザイン工房のある界隈を探索。生地や合板を
仕入れ、コンピュータ制御のカッターがある工房で合板
をカット。最後にみんなでスツールを組み立て、持ち帰
りできる。参加費はランチ付きで 92 ポンド。2 月にも
同じツアーが予定されている www.super-local.org

グローバル化やオートメーション化で、昔なが

プルだ。「地域の交流や自分の手でものを作る体

髪を通して人種的、社会的、文化的、経済的、年

らの製造業が衰退するなか、イタリア出身のアン

験を通し、これからの社会のあり方のヒントや希

齢的な違いへの気付きを促そうというものだ。

ドレア・デチリコが推進しているのが「スーパー

望が見えてくると思います」。実際、自作できる

作業はロンドンの高校でワークショップを行い

ローカル」というプロジェクトだ。イタリアとオ

家具などのための、ダウンロードできるデジタル

ながら共同で進められた。まずは理髪店を回って

ランダに続き、今回、ロンドンでもその試みが行

な

われた。
「材料調達から製造まで、地元でのもの

達で地元から奪われた産業。それが再びテクノロ

散髪された髪を収集。「ロンドンは人種のるつぼ

づくりを目指すプロジェクトです。今回はデザイ

ジーの力で地元に戻る可能性が見えてくる。

型紙

は増えてきている。テクノロジーの発

なので髪もバラエティー豊か。それでも地域的特
色はあります」。エコ素材とも言える人毛を使っ

ンミュージムから自転車で行ける範囲で、2.5 キ

てクラフト技術を学ぶことも目的の一つだ。

ロ圏内で作れるものとして、ドライヤーとスツー

集められた髪はトーン別に仕分けされ、フェル

ルをデザインしました」
。ワークショップの参加

トに加工。その後、裁断、縫製され、パーカーに

者は、エリアを探索しながら素材を仕入れ、実際

フランス出身のアリクス・ビゼは、作品を通し

仕立てられた。フェルトを型押した HAIR と、地

に作品の制作まで行うことになる。参加費には材

て社会問題を提起するクリエイターだ。自身が混

区の郵便番号もアップリケされ、毛質やトーンの

料費やランチ費も込み。地元レストランの発見も

血でアフロヘアーゆえ、ストレートヘアを「標準」

違いがわかるようなデザインになっている。文字

含まれているのがイタリア人らしい。

とする社会に疑問を感じてきた。「髪の質や色は

通り、地域を構成する人々の DNA を一つに織り

人により千差万別。それは個人の遺伝的背景や

上げた作品というわけだ。多様性への気付きを促

ピュータ制御のマシーンでカットし、組み立てる。

地域性を示すものです。そこで特定地域で集めた

すと同時に、コミュニティの団結を図るプロジェ

最後に布の座面を張るだけと、工程は極めてシン

髪を作品にし、多様性を浮き彫りにできればと」。

クトとしても大いに意義があるだろう。

スツールなら、合板をデザインに従ってコン

photo_ Haruko Tomioka

Andrea de Chirico アンドレア・デチリコ ローマの ISIA, プリマス大学、アイントホーフェン工科大学でデザインを学ぶ。シンプル
な日常品をデザインし、各地区で共同製作する「スーパーローカル」を開設し、小さな社会革命を目指す www.andreadechirico.com

Alix Bizet アリクス・ビゼ ソルボンヌ大学でアートを学んだ後、セントラル・セント・マーチンズ芸術大、アイントホーフェン工科
大学でデザインを学ぶ。人間の行動や心理、置かれた環境との関係を追求した社会性のある作品を追求する www.alixmariebizet.com
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こちらは、オランダやイタリアで
企画された「スーパーローカル」
のプロダクト。いずれもシンプル
なデザインで数時間で組み立て可

SUPER LOCAL
HANDMADE
PROJECTS
未来を担うデザイナーの
地域を活性化する新発想

デザインミュージムによる、デザイナー育成の

人毛を薄く広げ、熱をかけながら圧縮すると、羊毛と同
じようにフェルトになる。ベースのフェルトの上にトー
ンの異なる人毛を毛足を活かしながら広げて、パッチワ
ーク状のフェルトに加工する。裁断後、端をロックミシ
ンで処理してから縫製。フードもポケットもファスナー
もついた、世界で一つの人毛 100％のパーカーが完成！

中心的プロジェクトに「デザイナーズ・イン・
レジデンス」がある。毎年、国内外を問わず、
社会に出て５年以内のデザイナーや建築家を
募集。４人をセレクトし、場所や資金、作品
制作に必要なサポートを提供するというもの
だ。年によって課題が異なり、今年は「オー
プン」がキーワード。それぞれ地域のコミュ
ニティの活性化につながるプロジェクトを展
開した。その中の２人を紹介しよう。
text_Megumi Yamashita

館内には制作ができる
デザインスタジオを新設

スーパーローカルなツアーマップ
ロンドン西部のデザインミュージアム近く、
2.5 キロ圏内でプロダクト製作に必要な店や
工場が示された地図。青い線が今回のスツー
ル用で、赤い線がドライヤー用になる

来年度からは、ここで制作が可能
になり、ビジターも作業を見るこ
とができる。現在、ここで取り上
げている２人のほか、レイン・ウ
ーとクレメンタイン・ブレイクモ
アの作品を展示中。ワークショッ
プも随時主催。ミュージアムの外
にもブレイクモアの作品であるパ
ビリオンが仮設されている

ロンドンのノースウッド・スクールと共同制作
した、髪の毛をフェルト化してパーカーにした
作品。髪の色や質の違いがわかる仕上がりに。
背中側には地域の郵便番号「HA6」がアップ
リケされている www.hairbyhood.com

006

no.82

JANUARY / 2017

JANUARY / 2017

007

no.82

2015 年にペルーで行われた「ミュゼオ・エアロソーラー」。レジ袋
などを気球にして飛ばす前に、中に入って探索することもできる

アマゾンの熱帯雨林地帯にあるペルーのクニニコで行われた「ミュ
ゼオ・エアロソーラー」。気球を川の上で浮かべようというもの

photo_Helga Elsner Torres

photo_Helga Elsner Torres
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ART & SCIENCE
MAKE BALLOON
FLY HIGH

アートとサイエンスの力で、
ゼロエネルギーの気球が飛ぶ

photo_Helga Elsner Torres

ミュージアムや大学が集まる
サウス・ケンジントン地区

アーティスト

Tomás Saraceno

ヴィクトリア＆アルバート博物館、
自然史博物館など入場無料で利用で
きる博物館が集中するこの界隈。ロ
ンドン訪問の際はぜひ足を運びた
い。今回の「エアロシーン」の詳細
は、www.aerocene.com にて。こ
ちらから誰でも気球キットの試作品
への意見などを投稿できる。ワーク
ショップや完成作品の展示などもこ
ちらのサイトでチェックを！

トマス・サラセーノ

ロンドンの文教地区で始まった「エキシビション・ロード・コミッション」。
ゼロエネルギーで飛ぶ気球「エアロシーン」の作者、トマス・サラセーノが、
アートとサイエンスのコラボレーションを元に、さらなる気球の可能性を探る。
text_Megumi Yamashita
map_Takashi TOKUMA（bowlgraphics）

2007 年にイタリアのミラノで行われた「ミュゼオ・エアロソーラー」。使用済みのビニール袋をパッチワーク

1973 年アルゼンチン生
まれ。大学で建築を学ん
だ後、アーティストに。
気球など参加型のインス
タレーションで知られる
ように。現在、ドイツのフランクフルト
のスタジオをベースに、世界各地で作品
を展開している tomassaraceno.com

空に浮かぶ巨大なシャボン玉を思
わせるゼロエネルギー気球

文教区を貫く歩道と車道の違いを
撤廃したエキシビション・ロード

新しいデザインミュージアムは、文教

そんな地区にあって、これまでより相互交流を活発にするため、この

施設が集まるサウス・ケンジントンに近く、
他の施設との交流が容易になったこともプ

2007 年から続いている「ミュゼオ・エアロソーラー」
（空飛ぶ博物

現在も改良や新機能の追加などが行われて

度、16 の施設や団体が参加する「エキシビション・ロード・コミッション」

館）は世界各地を巡回している参加型気球プロジェクトだ。使用済みの

いる。例えば、気温や湿度などのデータを

が発足した。毎年、クリエイターや研究者を１名招聘。アートとサイエ

レジ袋やビニール袋を集めて貼り合わせ、気球にして飛ばすというもの。

採集して無線で送信したり、写真を撮る機

ラスポイントだ。そもそもこの一帯がなぜ

ンスのコラボレーションを促し、また一般市民も参加できるプロジェク

貼り継ぎしたり修理したりしながら、これまで世界各地 21カ所をリレ

能を加えたり。自然史博物館の研究員は、

文教地区になったのか。それは 1851 年に

トを進めてもらおうというものだ。その第一回のコミッションに指名さ

ーしてきたという（メイン写真）。地球環境を汚染するゴミが活用され、

空中の微生物や菌類のサンプル収集の可能

ヴィクトリア女王の夫であるアルバート公

れたのが、アーティストのトマス・サラセーノである。

太陽熱だけでポッカリ空に浮かぶシュールかつ科学的な作品だ。

性を考えているという。文教地区をベース

の先導下、ハイドパークで開催された世界

日本でも彼の作品は、2012 年に銀座のメゾンエルメスで開かれた展

今回、ロンドンで行うプロジェクト「エアロシーン」も、同じく気球

初のロンドン万国博覧会に由来する。大成

覧会「クラウド・シティ」で記憶に残っている人もいるだろう。アルゼ

プロジェクトだが、今回はむしろ専門家の知識やアイディアを積極的に

功した博覧会の収益金を元に、会場近くの

ンチン生まれだが、両親の政治亡命に伴って 11 歳までイタリアで育つ。

取り入れようというもの。誰でも簡単に気

一帯を文教地区にすることになったのだ。

故国に戻ったものの、いまひとつ馴染めず、そこから「空の上で暮らす」

球を飛ばすことができるリュックサックに

刻でも、政治声明でも、エコロジープロジェ

というアイディアが始まったのだという。大学で建築を学んだ後、より

収まる気球キット「エアロシーン・エクス

クトでもありません。むしろ人々が参加し、コミュニティに発展していく

サイエンス・ミュージアム、さらにロイヤル・カレッジ・オブ・アート

自由な創作を求めて、蜘蛛の巣、シャボン玉、雲など、自然の造形から

プローラー」の完成が最終目的だ。参加者

ことが作品の目的です。実際、
ネット上でも世界をつなぐ気球コミュニティ

やインペリアル・カレッジなど、アートとデザイン、サイエンスをリー

インスパイアされたアート作品を発表。その一つが太陽からの熱と地球

の協力を得て、試作品をハードウェア、ソ

の輪が広がっています。多くの人が参加することで、将来、ゼロエネルギ

ドする世界有数の機関がこの周辺に集中する。エキシビション・ロード

の放射熱だけで空に浮かぶ、一連の気球プロジェクトだ。

フトウェアの両面から改善するのだという。

ーの気球が新しい交通手段になったり、空に浮かぶ住居空間だって実現す

は、その中央通りに当たるブルバードで、まっすぐ北上してハイドパー

「私の気球は熱源やエンジン、ヘリウムも太陽電池も一切使わずに空に

11 月からインペリアル・カレッジやロイ

るかもしれません」とサラセーノは言う。

クに突き当たる。数年前には、こちらの歩道と車道の区分けが取り払わ

浮かびます」とのこと。実際、エネルギーゼロで宙に浮かんだ８例の中

ヤル・カレッジ・オブ・アートなどでシン

プロジェクトは今後も継続され、2017 年の 6 月ごろには完成版を使っ

れ、人と車が道をシェアすることで、車の量やスピードが軽減するとい

の１つで、アメリカの砂漠にて人を２時間宙に浮かべたという実績もあ

ポジウムやワークショップが開催され、参

て「エアロシーン」を空に浮かべるイベントが予定されている。空の上で

う、画期的な制度も導入されている。

る。NASA やマサチューセッツ工科大学の協力も受けているという。

加者が試作品を「ハッキング」することで

暮らすといった「空想」が現実化する日も、遠くないのかもしれない。

現在ではヴィクトリア＆アルバート博物館をはじめ、自然史博物館、

ドイツからポーランドまで、500
キロを５時間という高速で飛行

にするという利点を生かしたアートとサイ
エンスのコラボレーションだ。
「私の作品は高価なアートでも、空飛ぶ彫
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森美術館

六本木ヒルズ森タワーの 53 階に位置する美術館。2003 年の開館以来、
「現
代性」と「国際性」を理念に掲げ、アジアを中心に世界の建築、デザイン
などを含む現代アートの展覧会を開催する。
またパブリックプログラム
（教
育普及活動／ 2017 年２月よりラーニングに名称変更予定）にも力を入れ、
アートの魅力を社会に広める役割も担っている www.mori.art.museum

MORI ART MUSEUM

CAN CONTEMPORARY
ART MUSEUMS
BECOME
NEW PLACES OF
“LEARNING”?
開かれた
「学び」
の場に向けて
森美術館の新たな取り組み
ここまでロンドンの動きを例に見てきたように、世界中の美術館で
いま大きな変化が起きています。特に、美術館を新しい「学び」の
場として捉え直し、「エデュケーション（教育普及）」を「ラーニン
グ（学び）」に置き換え、地域や社会との連携を強めていく動きが

加速しています。その中で森美術館はどのように変わっていこうと
しているのか。チーフ・キュレーターの片岡真実さんに聞きました。

QUESTION

1

森美術館がいま
〈エデュケーションからラーニングへ〉を
テーマに新たな試みに取り組むのは
なぜですか？

近年、美術館で従来使われてき

造のなか、馴染みのない文化的文脈から

た「エデュケーション」という

生まれた作品に触れる機会が拡がってい

言葉を、相互に知識を共有しあう「ラー

ることも、学びを必要とする理由として

ニング」という言葉に置き換えるケース

考えられるでしょう。一方、深刻化する

が、世界各地で見られます。その背景に

世界各地の紛争や難民問題、新自由主義

は、インターネットや SNS の普及によ

以降の複雑化する経済状況や格差社会な

り、従来の美術館と観客の関係が双方向

どを背景に、ソーシャリー・エンゲージ

的になったこと、1990 年代以降、美術

ド・アートという社会問題により深くコ

史的にも参加型アートやパフォーマン

ミットするアートの実践についても改め

ス・アート、インスタレーションなど観

て注目されつつあります。こうしたなか

客が積極的に関与するアートが注目され

で、美術館も教育の場ではなく、お互い

てきたことなどが考えられます。さらに

に学びあう、より開かれた場として変化

は、現代美術を取り巻くグローバルな構

していくことが求められています。

A

六本木から乃木坂、西麻布、広尾、
麻布十番などなど、個性豊かな町が
かたちづくるクリエイティブなエリア
のランドマーク、六本木ヒルズ森タワ
ー。森美術館はその 53 階に位置する

観客自身が作品の一部になっていく

QUESTION

2

世界各地の美術館はどのような
〈ラーニング〉の取り組みを
しているのでしょう？

展覧会「リー・ミンウェイとその関係展」
（2014年）での《プロジェクト・繕う（つくろう）
》では、
観客が修理の必要な布製のアイテムを会場に持ち込み、アーティスト自身やホスト役が会話を交
わしながらそれを繕っていく。元どおりに繕うことが目的ではなく、その会話を通して蘇る思い
出や気持ちをお互いへの「ギフト」として共有していく。

QUESTION

3

新たな取り組みは、
企画展のかたちや内容にも
影響を与えることになりますか？

《プロジェクト・繕う》2009/ 2014
展示風景 :「リー・ミンウェイとその関係展 : 参加するアート─見る、話す、贈る、書く、食べる、そして世界とつながる」森美術館

2010 年にイギリスのテートが

ング・ピープル（15 歳から 25 歳までが

館として初のラーニング・ディ

自主的に学ぶ）などがあり、その方法も

レクターにアナ・カトラーを任命して大

協働で行うプログラムやリサーチに基

客がより能動的、積極的に作品の一部に

きな話題になりました。そのポジション

づいたプロセスなど、「共に学ぶ」とい

なっていくようなものへと拡大してきま

が、テート 4 館（ブリテン、モダン、リヴァ

う姿勢が重視されています。4 館で年間

した。こうした環境の変化によって、自

プール、セント・アイヴィス）の各館長

700 万人以上の来館者があるテートとし

ずとキュレーターとエデュケーターの間

と同列にあることからも、その重要性

て、アートやアーティストと観客を繋げ

の境界は曖昧になり、一緒に仕事をして

お伺 いしました ─

を象徴しています。『Transforming Tate

ることは、最大の課題なのです。

いく必要性が強く求められていると考え

Mami Kataoka

Learning（テートのラーニングを変換す

片岡真実さん
森美術館チーフ・キュレーター。東
京オペラシティアートギャラリー・
チーフ・キュレーターを経て、2003
年より森美術館。07〜09 年よりヘ
イワードギャラリー（ロンドン）の
インターナショナル・キュレーター
を兼務。18 年に開催される「シドニ
ービエンナーレ」の芸術監督に就任。

A

A

美術館活動の未来を予測しても、当然変

以降、現代アートのかたちも観

化すべきだと考えています。世界は常に

英国国内でも多くの美術館が「ラーニ

ています。したがって、〈エデュケー

ング」という言葉を使い始め、それは他

ションからラーニングへ〉という変化が

「世界は変化している。そして我々も共

の地域にも広がっています。イングラン

企画展を変えていくのではなく、その変

に変化する必要がある」と言っています

ド北部にあるミドルズバラ近代美術館の

化はアートの側からもすでに必然であり、

が、まさにその通りです。現在のプログ

館長に先日会いましたが、彼はプログラ

ラムは、学校の先生、年少者とその家族

ムをラーニング優先で決定し、それを中

向けのものに加えて、デジタル・ラーニ

心に展覧会を企画していると言っていま

ング（デジタル技術を使って学ぶ）、ヤ

した。

る）』という出版物のなかでカトラーは、

変化しているのですから。

photo_ Fuminari Yoshitsugu

観客は展示された花を一輪持ち帰れるが、以下 2 つの行動を約束しなくてはならない。① ここに
来たときと違う帰り道を通る ② その途中で会った誰か知らない人に、花を贈り物としてわたす
《ひろがる花園》2009/ 2014
展示風景 :「リー・ミンウェイとその関係展 : 参加するアート─見る、話す、贈る、書く、食べる、そして世界とつながる」森美術館
photo_ Fuminari Yoshitsugu

photo_Daniel Boud

先に触れたように、1990 年代
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QUESTION

4

A

森美術館ではこれまでにも
「パブリックプログラム」
などの
取り組みを続けてきました。
そうした活動との違いとは？

開館以来、森美術館では多種多

プログラムも継続しながら、今後はコミュ

様なパブリックプログラムを数

ニティにきちんと根を張っていく、あるい

多く実施してきました。それは観客に展覧

はコミュニティと一緒に成長していけるよ

会の理解を深めてもらうという意味では大

うな長期的な視野にたったプログラムが求

きな貢献をしてきたと思っています。とり

められると考えています。

わけ世界各地の現代アートを紹介する美

ART & LIFE

森美術館国際シンポジウム

現代美術館は、新しい
「学び」
の場となり得るか？

エデュケーションからラーニングへ

森美術館では、現代美術館と観客との新しい関係を考えるため、イギリ
スやアメリカの先行事例を参照しつつ、美術館やアーティストなど多様
な視点からこの問題を議論する国際シンポジウムを開催します。
日時：

2017年2月13日（月）10：00〜 18：00 （開場：9：30）

会場： アカデミーヒルズ（六本木ヒルズ森タワー49階）

術館として、さらには六本木ヒルズという
観光客が多く集まる環境で、不特定多数
の観客に向けた多様なレイヤーのプログラ
ムを実施してきたことは意義があると思い
ます。ただ一方で、観客層が多様であるこ
とは、森美術館の「コミュニティ」がいっ
たい誰なのか、という問題も生んでいます。
世界各地から来館する幅広い観客向けの
photo_ Mikuriya Shinichiro

「私たちの日常生活が視覚のない世界だとしたら？」をテーマに延べ 130 人が議論を交わしました
ワークショップ「視覚のない国をデザインしよう」
（2016 年４月 29 日、５月８日、６月４日に六本木ヒルズ内、森美術館オーディトリアム内で開催）

出演者：アナ・カトラー（テート、ラーニング・ディレクター）
ナット・トロットマン（グッゲンハイム美術館キュレーター）
スザンヌ・レーシー（アーティスト）
、逢坂恵理子（横浜美術館館長）
住友文彦（アーツ前橋館長）
、Ｎ・Ｓ・ハルシャ（アーティスト）
パーク・フィクション（アーティスト）
、ペドロ・レイエス（アーティスト）
工藤安代（アート＆ソサイエティ研究センター代表）
南條史生（森美術館館長）
、片岡真実（森美術館チーフ・キュレーター）
定員：250 名（要予約）／料金：無料／主催：森美術館／後援：メキシコ大使館
協賛：株式会社 ベネッセホールディングス／協力：アカデミーヒルズ
お申し込み：森美術館ウェブサイト www.mori.art.museum
＊手話同時通訳をご希望の方は２月６日（月）までに ppevent-mam@mori.co.jp へご連絡ください。
＊ 2 月 14 日より、
「ラーニング・ウィーク」としてさまざまな機関と連携してプログラムを開催し、
アートと社会について考えます。プログラムの詳細は、後日森美術館ウェブサイトにて掲載します。

日本をはじめ、中国、タイ、アメリカ、インドなどインターナショナルで幅広い年齢層の参加者たちが、自分が考えるタイ、日本、自身の出身国（もしくは
好きな国）の国旗をイメージして３つの旗を制作し、実際の国旗と新たにデザインした国旗を比べると、どのような違いが見えてくるのかをみんなで考察。
アーティストであるクッナーウィチャーヤノン氏とフラットな関係性のなかでアイデアを交わし合い、いろいろな考えを共有していく楽しみを体験しました

「MAM コレクション 003：スッティー・クッナーウィチャーヤノン─ステレオタイプなタイ」
ワークショップ「Dreamﬂ agtory」
（2016 年４月16日に森美術館展示室内で開催）
photo_ Mikuriya Shinichiro
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Goings On About Town

HILLS IN FOCUS
INDE X

新年をヒルズから始めよう

ART

いま南インドの現代アートが熱い

BEAUTY

ニューイヤーは女を磨くチャンス

RESEARCH

世界でいちばん魅力的な都市とは？

BUSINESS

デザインの力で世の中を変える

ENTERTAINMENT

『君の名は。』の名シーンが星空に！

EVENT CALENDAR
ヒルズエリアでできること、全部

ART

N. S. HARSHA:
CHARMING JOURNEY

南インドから世界へ、
現代アートの新潮流
アジアの大国インドでは 1990 年代以降、急速
な経済発展にグローバル化、さらに都市化や変
容する現代のライフスタイルを反映した作品を
手がけるアーティストたちが登場。そのひとり、
N・S・ハルシャは世界各地の国際展で注目さ
れるとともに、活動の拠点である南インドの伝
統文化や自然破壊、日々の生活における人間と
動植物との関係など、自らを取り巻く「生」と
真摯に向き合いながら、独自の立ち位置を確立
してきた。本展は、彼の主要作品約 70 点を網
羅した、初の大規模個展となる。絵画やインス
タレーションなど多彩な表現技法を駆使した N
・S・ハルシャの作品が、どんな会場構成をもっ
て展示・公開されるのか楽しみだ。
N・S・ハルシャ《ここに演説をしに来て》
（部分）2008 年
N. S. Harsha Come Give Us a Speech (detail) 2008

N. S. Harsha
N・S・ハルシャ

1969年、南インドの古都マイ
スール生まれ。現在も同地を
拠点に、グローバル化に伴う
社会・政治的課題、環境問題
などのテーマを、色彩豊かで
繊細なイメージの中に浮かび
上げる作品を作り続けている

N・S・ハルシャ展：
チャーミングな旅
●会期：2017 年２月４日（土）
〜６月 11 日（日）●時間：10：
00 〜 22：00（火曜は 17：00 まで）
※入館は閉館の 30 分前まで／
会期中無休 ●場所：森美術館
（六本木ヒルズ森タワー 53 階）

こんにちは。ヒルボックルです。おせちにお雑煮、
お正月はつい食べ過ぎてしまいがちですね。そこで今回は、
ヒルズでオススメの身体にいいスポットをご紹介します！
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photo_Kazuya Aoki
text_ Naho Sasaki
edit_ RCKT/Rocket Company*

CLOSE UP !

新年を迎えて、身も心も新たにしたい季節。ルーティン化し
た美容習慣をリニューアルするチャンスです！ いつもと違
うコスメを手にとったり、行ったことのないサロンへ足を運
んで、セルフケアもプロケアも充実した美容元年を。

〈 @ OMOTESANDO HILLS 〉
コスメを新調しに、いざ表参道ヒルズへ
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BEAUTY

ニューイヤーは女を磨くチャンス

砂漠並み 、といわれるほど低湿で乾燥が厳しい冬の

機一転、オイルを取り入れたスキンケアや、肌の季節変

日本。冬は肌がもっともお手入れを欲している季節です。

化に対応するスペシャルケアなどをお手入れに組み込ん

これまでのケアでは美肌を保てなくなることも……。心

で、冬肌をポジティブに引き上げましょう。

プレオイル

オイルインローション

パーツケア

3 種のソープ

フェイスマスク

スカルプケア

MARKS&WEB

shu uemura beauty boutique

URBAN RESEARCH

Millefiori

THANN

Davines

特殊な技術で 8 種の植物由来オイルを水に封じ込めた、新感
覚のローション。保湿したい肌、弾力感がほしい肌にぴった
り。アルティム 8 スブリム ビューティ オイル イン ローショ
ン 150ml ￥7,000（税込￥7,560）／シュウ ウエムラ（シュ
ウ ウエムラ ビューティブティック／表参道ヒルズ 西館 １F）

手指や唇のケアに、99％天然成分の優しさを。植物を五感で
感じるオーガニックブランド「VITAL MATERIAL」から。ハ
ンドクリーム ダマスクローズ 50ml ￥2,300（税込￥2,484）
、
リップバーム ミント 14ml ￥1,800（税込￥1,944）／バイタ
ル マテリアル（アーバンリサーチ／表参道ヒルズ 本館 B3F）

気分や肌状態で選びたい「meraki」のソープ。左から、皮脂
を整える〈竹炭〉
、肌をつるんと磨き上げる〈セサミスクラ
ブ〉、潤いで洗う〈マンゴスチン〉。スタイリッシュな紐付き
ソープはギフトにも最適。ソープ 各￥3,000（税込￥3,240）
／メラキ（ミッレフィオーリ／表参道ヒルズ 本館 B2F）

くすみやすい冬肌は、定期的に毛穴汚れをオフ。植物エキス
とミネラルたっぷりの潤うクレイは、塗って 10 分で洗い流す
だけの手軽さ。すべすべもっちり、やみつきになりそうな触
り心地の肌に。クレイマスク RC 100g ￥5,000
（税込￥5,400）
／タン ナチュラル（タン／表参道ヒルズ 本館 B2F）

冬の 頭皮冷え には、ミントやシナモンの香りが刺激と活
力をもたらすシャンプーなどで血行アップを。左から、ナ
チュラルテック スカルプローション<E >100ml ￥6,800（税
（税込￥2,592）
込￥7,344）同シャンプー <E > 250ml ￥2,400
／ダヴィネス（ダヴィネス／表参道ヒルズ 本館 B2F）

TEL 03-5410-0821

TEL 03-3486-0048

化粧水前のブースターとして浸透性にこだわった植物ベース
のオイル。洗顔後プレスするようにつけると柔らかな肌に。バ
ランシングフェイスオイル 左：
〈ラベンダー / ゼラニウム〉右：
〈無香料〉各 30ml 各￥1,700（税込￥1,836）／マークスアン
ドウェブ（マークスアンドウェブ／表参道ヒルズ 本館 B2F）

TEL 03-6721-1683

TEL 03-6804-2993

〈 @ ROPPONGI HILLS 〉

プロに磨かれる、六本木ヒルズの " 美活 " アドレス

TEL 03-6438-0037

TEL 03-6447-1791

ワンランク上の美しさを求めるなら、他力本願のケアも

メイクがマンネリ化してきた、エステの効果が思うよう

不可欠！ プロによる充実したケアは、新しいセンスや

に出ない……という人も必見の 4 軒を厳選。休日や夜

美へのインスピレーションも与えてくれます。ネイルや

は混み合うこともあるので、早めの予約がおすすめです。

エステティックサロン

ネイルサロン

クイックヘアメイクサロン

ネイルサロン

GUINOT INSTITUT・PARIS

Nail Deux Prier

atelier haruka

NAIL STATION Very

エステの本場パリで高く支持されるギノー。日本唯一の直営店で
ある当サロンの一番人気は、
「グランド イドラデルミー ジュネス
トリートメント」
。魅力満載のフェイシャルのフルコースは、細胞
までアプローチする美容機器と手技との相乗効果で、驚くほどリ
フトアップすると評判！ 全身のセルライトケアに定評がある美容
機器、テクニスパを用いたボディメニューも注目です。
（ギノー
アンスティテュ パリ／六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り 3F）

オフィス系からエレガント系まで、洗練されたデザインに定評があ
るネイルサロン。毎月 20 パターン以上製作するネイルサンプルは、
トレンドや季節感を取り入れた上質なデザインぞろいで、指先から
のランクアップを約束してくれる。プライバシーを重視したい方や
お子様連れの方には、
個室もおすすめ
〈個室料金 30 分￥500
（税込）
〉
。
フットブースも完備しており、
ハンドとフットの同時施術も可能。
（ネ
イル・ドゥ・プリエ／六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り 2F）

知っておくと重宝すること間違いなし！の当サロン。結婚式の出席
前に訪れる方が多く、その日のドレスやイメージに合ったヘアや
メイクがたった 40 分で完了。ほかにも大切な会食、
会社帰りのパー
ティやデートなど、短時間で装いをチェンジできるので、TPO に
合わせて活用するのがおすすめ。眉カットや着付け
（持ち込みのみ）
も行っているので、大人の女性のたしなみとして覚えておきたい
アドレスです。
（アトリエはるか／六本木ヒルズ ヒルサイド 2F）

スタイリッシュな店内で、極上のリラックスとサービスを提供す
るネイルサロン。忙しい女性のワンカラージェルから、モダンな
デザインネイルまで幅広いデザインに対応してくれる。地爪を削
らないパラジェルや、オフが早くて傷みにくいシェラックなど、
爪に優しい素材も積極的に導入。ネイルケアに訪れる男性ビジネ
スマンが多いのも、六本木ヒルズという立地ならでは。
（ネイル
ステーション ヴェリー／六本木ヒルズ ウェストウォーク 4F）

TEL 03-3405-6999

Menu

グランド イドラデルミー ジュネス トリートメント 100 分 ￥30,000（税込￥32,400）ほか。

TEL 03-6439-1622

Menu

ジェル ワンカラー ￥10,820（税込）ほか。※初回のお客様全メニュー 20％オフ。

ランニング好きには、平河町森タワーにある「adidas RUNBASE」がオススメ。皇居から徒歩３分のこちらでは、最新のシューズもレンタルできるみたいですよ。

TEL 03-5771-3800

Menu

フルメイク 20 分 ￥2,800（税込￥3,024）
、ヘアセット 20 分 ￥2,800（税込￥3,024）ほか。

TEL 03-3408-1391

Menu

トライアルジェルコース（初回限定）￥10,000（税込￥10,800）ほか。まつ毛エクステもあり。

わたくし自慢のランニングウェアは六本木ヒルズ「アディダス オリジナルスショップ」のもの。ヒルズを走るオシャレなこびとを見かけたら、
きっとわたくしです。
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未来への挑戦者たち

世界の都市総合力ランキングとは？
財団法人 森記念財団都市戦略研究所（所長：
竹中平蔵）が、2008 年より調査・発表し続
けているランキング。世界を代表する主要
42 都市を選定し、都市の力を表す主要６分
野（経済、研究・開発、文化・交流、居住、
環境、交通・アクセス）に加え、都市活動
を牽引するグローバル・アクター（経営者、
研究者、アーティスト、観光客）と都市の
「生活者」の５つのアクターの視点に基づき、
複眼的に各都市の総合力を評価する。

RESEARCH

東京がパリを抜き、2008 年の
調査開始以来、初めて３位に浮上！
地球規模で展開される都市間競争の中で、世界中から人々や企業を魅
きつけている都市はどこだろう？ 2016年版「世界の都市総合力ラン

BUSINESS

「 体験 をデザインしていきたい」
COMPANY PROFILE
株式会社アサツー ディ・ケイ
TYPE：広告会社

キング」の一端から見えてくる各都市の「磁力」に注目してみよう。

PLACE：虎ノ門ヒルズ 森タワー

総合ランキング TOP 10
1位

ロンドン

2位

ニューヨーク

1位
経済

4位

パリ

5位

シンガポール

6位

ソウル

7位

香港

8位

アムステルダム

9位

ベルリン

10 位

ウィーン
0

500

交通・
アクセス
11 位

1000

研究・開発
2位

1500

GPCI Score

2位

8位

1364.2

英語圏 1376.0

圏
非英 語

スの各所で実現しました」

ザインなど、多岐にわたる。

後発でした。プロ使用の商品なので、感

分野別ランキング

経済

5位
香港

TOP 10

4位
北京

1位
東京

怒哀楽など根源的な感情は、日々の暮ら
しの中にある。街を歩く時も、電車の中でも、

たデザインは、アジアや欧米にも展開される。

やフラッグ、館内で使用されるフォントや

人間観察が楽しい。目にするすべての人

「店頭で商品に遭遇した瞬間から、レジを

映像などをトータルにディレクションした。

がアイデアの源です。夫婦ゲンカでさえ

文化・交流
5位
2016

居住
6位

は、世界トップ 300 企業や従業者数など、経済集
積や人的集積に関する評価が高い。

上位 10 都市の
半分はアメリカ

6 位 ボストン
ニューヨーク

5 位 ソウル

シカゴ

2 位 東京

日常 の中にもあるという。
「クライアントは様々ですが、訴求先が

ーマに、銀座の駅周辺に掲出される広告

確保の容易性など、ビジネス環境や市場の魅力に関
する評価が高い。一方、非英語圏のうちアジア都市

3 位 ロンドン

シドニー

れるようなフォルムを意識しました」

及ぶロングセラーで、阿字地さんの手がけ

シンガポール
10 位

度の高いヘアスタイリストが面白がってく

ーンを手がける一方で、永続性を追求する

文化・交流、居住、
交通・アクセスの
スコアが改善！

2015

6位

「短期間に最大の効果を狙う広告キャンペ

そして、阿字地さんのアイデアの源泉は、

業キャンペーンでは、
「伝統と革新」をテ

上位 10 都市のうち 5 都市が英語を公用語とする都
市であり、これらの都市は経済自由度や優秀な人材

3位
ニューヨーク

上海

まった頭がほぐれるような空間を、オフィ

シェアですが、ヘアオイルやワックスでは

例えば大塚製薬の「SOYJOY」
。10年に

英語圏と非英語圏は接戦 !?

ロンドン

チューリッヒ

7位

「ホーユーさんは、ヘアカラーではトップ

ブランド構築にも携わっています」

12 位

ソウル

左：髪型が完成する直前の自由自在な髪の状態を
イメージした「hoyu 3210」／右：世界11カ国・
地域で展開されている大豆商品「SOYJOY」

東京の分野別
スコアの変化

環境

9位

時間の経過に耐えうるデザイン

映像制作、パッケージデザイン、ロゴデ

阿字地 睦さんの仕事の領域は、広告制作、
東京が初めて
３位に浮上

3 位 東京

阿字地 睦さん（クリエイティ
ブディレクター／アートディ
レクター）1964年生まれ。金
沢 美 術 工 芸 大 学 卒。MAC、
レオバーネットを経て ADK。
朝日広告賞、毎日広告デザ
イ ン 賞、CannesDesignLion,
OneShowDesign など受賞多数。

サンフランシスコ

1位

10 位

9位

経て、カバンのポケットや職場の引き出し、
家の食卓などで繰り返し手に取られ、ゴ

昨年オープンした東急プラザ銀座の開

デザインの力で課題解決を

人であることは共通しています。人の喜

もヒントになります（笑）
」
これまでは、新聞広告やパッケージデ

ミになるまで生活者の目に触れる。ロング

「どんな仕事においても、単にきれい、カッ

ザインなど、リアルな世界に直結した仕

セラーになれば、その営みが何十年と続く。

コいい、だけじゃなく、周りの人に伝えた

事が多かった阿字地さん。最近はデジタ

パッケージを強力なメディアと捉え、ブラ

くなったり、思わず笑顔になってしまう 体

ル領域の仕事も増えているという。

ンドを凝縮したデザイン、10年先20年先、

験 をデザインしていきたい」

「デザインの力で世の中の課題解決に寄

さらにその先を見すえた時間の経過に耐え

虎ノ門ヒルズにあるＡＤＫ本社オフィス

与できることはたくさんある。販路を新た

うるデザインを検証し、カタチにしています」

も、阿字地さんが手がけた。コンセプトは、

に切り拓いたり、今までなかった商品を

ホーユーのヘアケア製品「hoyu 3210」

「パワー・アイデア・キャンプ」
。

世に問うたり、健常者にも障がい者にも

の独創的なパッケージは、カンヌ国際広

「キャンプは 非日常 。普段言えないこ

やさしい商品や空間を提案したり。これま

告賞で銀賞、世界のパッケージデザイン

とも、星空を見ながら、火を囲みながら、

で通り、手触りのある仕事を大切にしな

の最高賞といわれるペントアワードのダ

言えたりする。部署や役職を忘れてワイ

がらも、ジャンルを問わず新しいことに挑

イアモンド賞を受賞した。

ワイとアイデアを交換できるような、煮詰

戦し続けていきたいですね」

分野別ランキング

8 位 パリ
シンガポール

7位

研究・開発
TOP 10

4 位 ロサンゼルス

アクター別ランキング
経営者

研究者

アーティスト

観光客

生活者

1 位 ロンドン

1 位 ニューヨーク

1 位 パリ

1 位 ロンドン

1 位 パリ

2 位 シンガポール

2 位 ロンドン

2 位 ニューヨーク

2 位 パリ

2 位 ロンドン

3 位 香港

3 位 東京

3 位 ウィーン

3 位 ニューヨーク

3 位 ニューヨーク

4 位 上海

4 位 ロサンゼルス

4 位 ベルリン

4 位 イスタンブール

4 位 フランクフルト

5 位 北京

5 位 サンランシスコ

5 位 ロンドン

5 位 東京

5 位 チューリッヒ

データの詳細については森記念財団の HP をご覧ください

www.mori-m-foundation.or.jp

N.Y. 発のバイクエクササイズ
「フィールサイクル」。六本木ヒルズのスタジオには、ヒルズ勤務のワーカーも通っている模様。一度体験したらやみつきになるかも！

アイデアを生み出す会議室「アイデア・マウンテン・ルーム」
。壁のグラフィックは、広々とした山並みのイメージ。机と椅子は、本格的なアウトドア用品を採用

ヘルシーランチなら自分好みにサラダをカスタムできる「クリスプ・サラダワークス」
。わたくしのお気に入りは、自家製ハムが美味しい「ダウンタウン・コブ」です。
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EVENT CALENDAR

STARRY SKY ILLUMINATION

JANUARY
&

FEBRUARY

ROPPONGI HILLS
六本木ヒルズ
www.roppongihills.com

ENTERTAINMENT ACTIVITY
開催中

~

2017

1.29

開催中

~

2017

ENTERTAINMENT ACTIVITY

2.26
（SUN）

1.1 ~ 1.3

（SUN） （TUE）

ENTERTAINMENT ACTIVITY

1.1 ~ 1.15

（SUN）

（SUN）

©Château de Versailles (Dist. RMN-GP)/
©Christophe Fouin

エリザベト =
ルイーズ・ヴィジェ・ル・ブランと工房
︽フランス王妃マリー・アントワネット︾
︵部分︶
年ヴェルサイユ宮殿美術館
1785

（SUN）

CULTURE

ヴェルサイユ宮殿《 監修 》
マリー・アントワネット展
美術品が語るフランス王妃の真実

六本木ヒルズのお正月2017

六本木ヒルズセール 2017

展望台にプラネタリウムやプロジェク
ションマッピングが登場。大ヒット映
画『君の名は。
』など新海誠作品が夜空
に蘇るコラボも実現！ ●場所：東京シ
テ ィ ビ ュ ー ● 時 間：10：00 〜 23：00
（最終入場：22：30）※金、土、休前日
は 〜 25：00（ 最 終 入 場 24：00） ● 料
金：一般 1,800 円ほか ●問：03-64066652（東京シティビュー）●詳：www.
roppongihills.com/tcv/jp/hoshizora

14 歳でオーストリアからフランスに嫁
ぎ、37 歳で断頭台の露と消えたフラン
ス王妃マリー・アントワネット。その生
涯を、王妃が愛用した食器や漆器、家具、
身に着けた衣服など約 200 点で辿りま
す ●場所：森アーツセンターギャラリー
● 時 間：10：00 〜 20：00 ※ 火 曜 日 は
17：00 まで ●料金：一般 1,800 円ほか
●問：03-5777-8600（ハローダイヤル）
●詳：www.ntv.co.jp/marie

毎年恒例のお正月イベントを今年も開
催。迎え太鼓の演奏や獅子舞などの新春
ステージや、親子で一緒に遊べる昔なが
らのお正月遊び、ワークショップなど、
趣向を凝らした企画が盛りだくさん。大
人も子どももご一緒に、新しい年のはじ
まりをお楽しみください ●場所：六本
木ヒルズアリーナ ●時間：1 日 12：00
〜 15：00、2 日・3 日 11：00 〜 16：00（予
定）●入場：無料 ●問：03-6406-6000

メンズ・レディス・キッズアイテムから
ライフスタイル雑貨まで、人気ショップ
約 80 店舗が最大 80% のプライスオフ！
今季のトレンドアイテムがお得に手に入
る大チャンス。この機会をお見逃しなく。
また各店による ワン＆オンリー な「六
本木ヒルズ福袋」もお楽しみに！ ●場所：
六本木ヒルズ全館 ※一部店舗を除く ●
時間：11：00 〜 21：00 ●問：03-64066000 ●詳：www.roppongihills.com

FOOD & DRINK

ENTERTAINMENT ACTIVITY

FOOD & DRINK

CULTURE

1.4 ~ 2.28

1.13 ~ 1.29

第二回フォトコンテスト第二期

贅沢開運火鍋！

伊藤公象／伊藤遠平展

世界の洋菓子大会で受賞歴を持つパティ
シエたちを輩出してきたペストリーチー
ム に よ る、2017 年 の「 干 支 ク ッ キ ー
（酉）
」や、フランスの伝統菓子「ガレッ
ト デ ロワ」をご用意いたします ●場所：
グランド ハイアット 東京 1F「フィオレ
ンティーナ ペストリーブティック」●時
間：9：00 〜 22：00 ●料金：干支クッキー
（酉）
800 円
（1 枚）
、
ガレット デ ロワ 3,800
円 ※ともに税別 ●問：03-4333-8713

今期の募集テーマは「東京シティビュー
での発見」
。街の中を見てみるとパッと見
では気付かないさまざまな発見がありま
す。それらをぜひ写真に撮って投稿して
下さい。トリック写真も OK です。展望
台からの景色や六本木ヒルズのある東京
の風景の作品もお待ちしております！ ●
場所：東京シティビュー ●問：03-64066652（東京シティビュー）●詳：fotopus.
com/photocon/Roppongi2016-17

トリュフやキャビア、フォアグラなどを
つかったワンタンと、ふぐやタラバ蟹な
ど贅の限りを尽くした「雲呑太極火鍋」
。
麻辣スープと白濁コラーゲンスープで味
に違いをつけながらお楽しみください ●
場所：グランド ハイアット 東京 6F「チャ
イナルーム」●時間：ランチ 11：30 〜
14：30（ 土 日 祝 〜 15：00）
、ディナー
18：00 〜 21：30 ●料金：8,800 円（税・
サービス料別）●問：03-4333-8785

茨城県笠間の「唐桶山」の山裾に工房を
構える伊藤アトリエ。自然界に生成する
ものたちの波動に満ちた世界を捉え、共
通したテーマでの絵画、立体、インスタ
レーションを展開する。今回の展示では、
公象は陶による「ツチムシ」を、長男の
遠平は創造の物語「ミーヤ・ホーヤ」の
世界を発表します ●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

ENTERTAINMENT ACTIVITY

CULTURE

CULTURE

ENTERTAINMENT ACTIVITY

HUAWEI presents

星空のイルミネーション
スマホであやつる
「星にタッチパネル劇場」
都心の夜景を一望できる展望台の
窓 16 面が、プロジェクションマッ
ピングを映し出す巨大スクリーン
へと変身！ スマートフォンを使っ
て、夜空に浮かぶ星や映画のワン
シーンをあやつることが可能に。

©2016「君の名は。」製作委員会

1.1 ~ 1.31

（SUN）

（TUE）

1.1 ~ 3.31

（SUN）

（FRI）

（WED）

（TUE）

（FRI）

都心の夜景と星空の競演
「星空のイルミネーション」
夜景×プロジェクションマッピング×プラネタリ
ウム！ 今年は大ヒット映画『君の名は。』とのス
ペシャルコラボレーションが実現。

TOM KAWADA

TAKAYUKI OHIRA

川田 十 夢 最 先 端 技 術 を
使ったり使わなかったりして、
テレビ・ラジオ・音楽・演
劇・映画・アート・お笑い・
アイドル・文学・玩具・広
告などを昭和テイストで拡
張する開発ユニット「AR
三兄弟」の長男。

大平貴之 プラネタリウム・
クリエイター。1998 年に従来
の 100 倍以上の星を投影で
きる「MEGASTAR」を発表。
2004 年には「MEGASTARⅡ cosmos」がギネスワー
ルドレコーズに。文部科学
大臣表彰受賞。

都内のきらめく夜景を一望できる六本

ロケーションがたくさんあって、そのシ

木ヒルズ展望台東京シティビューで開催

ーンを栞のように使って映画の世界に入

されている「HUAWEI presents 星空の

っていける仕組みを考えました。新海映

イルミネーション」。入館して最初に体

画は色彩がとても豊かで、どこを切り取

験できるのが、来場者が自身のスマホを

っても鑑賞できるのもポイント。ジュー

使ってあやつるプロジェクションマッピ

クボックスのように好きなシーンを東京

ング「星にタッチパネル劇場」。開発を

の夜空に再生することで、何か特別な

担当した「AR 三兄弟」の川田十夢さん

感情を浮かび上がらせられればと思い

はこう話す。「オリジナルの星座作りや

ます」。その先へ進むと現れるプラネタ

世界各都市の星空の再現など、たくさん

リウムをプロデュースしたのが大平貴之

の機能がありますが、今年は映画『君の

さん。「今回は足下にも星が見える全方

名は。』とコラボレーションした新機能

位型の星空空間を用意しました。宇宙を

を追加しています。新海 誠監督の映画

散歩しているような空中浮遊感を味わっ

には、ここ六本木ヒルズでのデートシー

てもらえると嬉しいです。また 3D SKY

ンなど、東京の街並みや季節にまつわる

WALK では、観測データに基づいた精
密な座標に星の光を立体的に配置するこ
とで、星座を地球からの視点とは違う角
度で見ることができる空間を作っていま
す」。他にも森タワー屋上スカイデッキ
での星空観察会や、星をモチーフにした
パフェやオリジナルカクテルなど、冬の
夜空を存分にお楽しみいただけます。

INFORMATION

新年のギフトにオススメの干支クッキーや、
フランス流の美味しい運だめし！

1.21
（SAT）

&

1.22
（SUN）

宇宙空間を感じる
「 2 つのプラネタリウム」
360°満天の星に取り囲まれ、まるで宇宙空間に
降り立ったかのような錯覚に陥る全方位型「宇宙
プラネタリウム byMEGASTAR」と、最新の観
測データを元に再現された膨大な星のきらめきが、
大平さんによる新開発の自然光方式で立体的に
空間に浮かび上がるウォークスルー型「3D SKY
WALK」の 2 つのエリアが登場。まるで宇宙を散
歩しているような感覚を堪能できる。

期間：開催中〜 2017 年 1 月 29 日（日） 会場：六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー 詳細はこちらの URL から http://www.roppongihills.com/tcv/jp/hoshizora/
映画「君の名は。
」全国東宝系で上映中。詳細はこちらの URL から http://www.kiminona.com/

会員制スパ＆フィットネス「ヒルズスパ」
。愛宕グリーンヒルズスパからは、東京タワー、レインボーブリッジ、東京スカイツリーまで見えるって知っていました？

（SUN）

©Enpei ITO Courtesy of the artist and YUKARI ART

ENTERTAINMENT

2.2

（THU）

2.4 ~ 6.11

（SAT）

（SUN）

2.11 ~ 3.12

（SAT）

（SUN）

N・S・ハルシャ《ここに演説をしに来て》
（部分）2008 年

KAGAWA Olive Marche
日本一の生産量を誇る香川県のオリーブ
生産者代表によるオリーブマルシェを開
催！ 国内外で数々の受賞歴のある「かが
わオリーブ」
。今だけしか味わえない搾り
たてのフレッシュなオイルをぜひ体験し
てください。うどん県ならではの「オリー
ブ牛肉うどん」も出店 ●場所：大屋根プ
ラザ ●時間：21 日 11：00 〜19：00、22
日 11：00 〜17：00 ●入場：無料 ●問：
087-832-3417（香川県農業生産流通課）

六本木アートカレッジ
「AIは人間を超える？」

N・S・ハルシャ展：チャーミングな旅

ＭEDIA ＡMBITION ＴOKYO

人工知能が進化し続けた先にある 人間
と 人工知能 の未来とは、どのように
なっていくのでしょうか？ 羽生善治氏と
石山洸氏をお迎えして、
「これからの脳と
AI の可能性」や「人間らしさとは何か？」
についてお話いただきます ●場所：アカ
デミーヒルズ ●時間：19：30 〜 21：00
● 料 金：3,500 円 ● 問：03-6406-6200
（ 平 日 10：00 〜18：30 ） ● 詳：www.
academyhills.com/school/index.html

インドのアーティスト、N・S・ハルシャ
の個展。1995 年以降の主要な作品を網
羅しながら、現実世界の不条理、具象と
抽象、イメージの繰返しなど、彼の実践
に一貫して見られる関心を掘り下げま
す ●場所：森美術館 ●時間：10：00 〜
22：00 ※火曜日は 17：00 まで、入館
は閉館の 30 分前まで ●料金：一般 1,800
円ほか ●問：03-5777-8600（ハローダ
イヤル）●詳：www.mori.art.museum

未来を創造するアイデアと技術が結合す
る都市を舞台にしたテクノロジーアート
の祭典！ 多様なプログラムが都市のあ
ちこちに増殖し、有機的に繋がっていく
本イベントをお見逃しなく ●場所：東
京シティビュー ●時間：10：00 〜 22：
00（最終入場：21：30）※会期中無休
● 料 金： 一 般 1,800 円 ほ か ● 問：036406-6652（東京シティビュー）●詳：
www.mediaambitiontokyo.jp

羽生善治
（将棋棋士）
× 石山洸(リクルート)

わたくし、今年は自転車デビューする予定。表参道ヒルズの「ビアンキ」も下見済みです。ダイエットに成功したらみなさまに報告しますね。ヒルボックルでした！
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HILLS IN FOCUS

EVENT CALENDAR

JANUARY
&

FERUARY

OMOTESANDO HILLS / ARK HILLS / TORANOMON HILLS

PRESENT

表参道ヒルズ
www.omotesandohills.com

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

1.1 ~ 1.3

1.1 ~ 1.15

1.7

（SUN）

（TUE）

（SUN）

（SUN）

（SAT）

六本木ヒルズ WEB サイトの
「HILLS LIFE」のページからお申し込みください。

www.roppongihills.com/hillslife

応募締切

1月15日（日）

N・S・ハルシャ展：チャーミングな旅

5 組 10 名様 ご招待

福おみくじ抽選会 2017

OMOTESANDO HILLS
SALE 2017 WINTER

バルーンで
「雪だるま」
を
作っちゃお♪

お正月の３日間に福袋をお買い上げ、ま
たは福メニューをご注文いただいた方に、
表参道ヒルズ内人気レストランのペア
ディナーチケットやお買物券など素敵な
賞品が当たる、はずれなしの福おみくじ
抽選会を開催します。※賞品がなくなり
次第終了となります ●場所：本館 1F「メ
インエントランス 特設ブース」●時間：
11：00 〜 20：00 ●問：03-3497-0310（表
参道ヒルズ総合インフォメーション）

表参道ヒルズの人気ショップ約 50 店舗
が 参 加し、メンズ・レディス・キッズ
のファッションアイテムからアクセサ
リー、ライフスタイル雑貨まで、今シー
ズンのトレンド商品を 30 〜 50%（最大
70%OFF）で販売。この機会にぜひお目
当てのアイテムを手に入れてください！
●場所：全館 ●時間：11：00 〜 21：00
（日曜〜 20：00）●問：03-3497-0310（表
参道ヒルズ総合インフォメーション）

バルーンで作っちゃお♪ シリーズの雪
だるま編！ クラウン（道化師）
、パントマ
イミスト、Tokyo Balloon Flower 認定講
師として活躍している島留美さんと一緒
に、かわいい「雪だるま」をバルーンで
作ります ●場所：本館 B2F キッズの森
● 時 間：13：00 〜 ／14：10 〜 ／15：20
〜（各回約 40 分）※受付は各回５分前か
ら ●参加費：無料 ●問：03-3497-0310（表
参道ヒルズ総合インフォメーション）

アークヒルズ

新たにヒルズにオープンします！

www.arkhills.com
ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

仙石山森タワー

毎週土曜日

毎月第 4日曜日開催

1月
中旬

近年国際的な注目を浴
びるインドの現代アー
トを代表する作家、N・
S・ハルシャの、1995
年以降の主要な作品を
網羅した個展「N・S・ハルシャ展：チャーミ
ングな旅」に、５組 10 名様をご招待します。
六本木アートカレッジ
「 AIは人間を超える？」
羽生善治（将棋棋士）
×石山洸（リクルート）

3 名様ご招待
2/2（木）のセミナー
では、人工知能が進化
した先にある 人間
と 人工知能 の未来
をめぐって、羽生善治
氏と石山洸氏に、
「これからの脳と AI の可能性」
や「人間らしさ」についてお話いただきます。

INFORMATION

ヒルズカード Mastercard ®
もっと、あなた×HILLS

特典満載のヒルズカード。
クレジット機 能付きのヒ
ル ズ カ ード Mastercard
なら、対象の駐車場で駐
車料金が最大２時間サービスとなります。入会
金・年会費は永年無料。www.hillscard.com

ACCESS DATA
〈 六本木ヒルズ 〉

ヒルズマルシェ

赤坂蚤の市 in ARK HILLS

GREEN BROTHERS

冬のヒルズマルシェで、元気で旬な土曜
日を！ 産地直送の野菜・果物などが並ぶ
ヒルズマルシェには、
「つくり手」達が
こだわった商品が並びます。新鮮でおい
しい旬の食材で、冬の冷えた体を元気に
しませんか？ その他、飲食店ブースや国
内外の雑貨・工芸品も楽しめます ●場所：
アーク・カラヤン広場 ●時間：10：00
〜 14：00 ●入場：無料 ●問：03-64066619（10：00 〜 18：00、日曜祝日除く）

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
も並びます。出店者と会話を交わしなが
ら自分だけの「お気に入り」を見つけに、
ぜひお越しください ●場所：アーク・カ
ラヤン広場 ●時間：11：00 〜17：00（１
月〜２月は 16：00 まで）●入場：無料
●問：03-6406-6663（10：00 〜17：00）

食べ応えのあるメインディッシュとして
のサラダを常時 12 種ご用意。身体の冷え
が気になる冬は、穀物を使った「GRAINS
（グレインズ）
」のベースを白菜に変えた
ホットサラダがおすすめ（3 種）
。
「ケール
ラテ」
「スピナッチラテ」
「コリアンダーラ
テ」などオリジナルドリンクや、世界の
クラフトビールも取り揃える サラダカ
フェレストラン ●場所：仙石山森タワー
1 階 ●詳：g-brothers.jp/

虎ノ門ヒルズ

新たにヒルズにオープンします！

www.toranomonhills.com

ENTERTAINMENT ACTIVITY

1.30 ~ 2.14

（MON）

（TUE）

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
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
都営 01 系統（渋谷⇔新橋）
「EX シアター六本木前」下車
都営 88 系統（渋谷⇔新橋）
「EX シアター六本木前」下車
駐車料金
全日：300 円／ 30 分（600 円／ h）0:00 〜 24:00
一日料金
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。

〈 表参道ヒルズ 〉

ENTERTAINMENT ACTIVITY

2月 ~
中旬

六本木ヒルズ

1.20
（FRI）

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
駐車料金
700 円／ h（以降 350 円／ 30 分）
10:00 〜 24:30（日曜は 24:00 まで）
※お買い上げ金額ごとに、
店舗にて駐車サービス券を発行します。

〈 アークヒルズ 〉
南北線・銀座線「溜池山王駅」13 出口徒歩 1 分
南北線「六本木一丁目駅」3 出口徒歩 1 分

Valentine s Day Sweets

旅する新虎マーケット

KENZO EVENT STORE

ユニークでクリエイティブな品々を創り
出すアンダーズ 東京のペストリーシェフ
岡崎正輝が、思わず手にとりたくなる、
サプライズとともに洗練された味わいの
ステーショナリーに見立てたチョコレー
トアイテムをお届けします ●場所：アン
ダーズ 東京 1F ペストリー ショップ ●
時 間：8：00 〜 20：00（ 土 日 祝 10：00
〜 20：00）●料金：定規クッキー（３個）
950 円ほか ※税別 ●問：03-6830-7765

2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に向けて、東京の新たなシンボ
ルストリートとして注目が集まる「新虎
通り」
。この空間を舞台に、日本全国津々
浦々の「ヒト」
「モノ」
「コト」の魅力を
集め、編集、発信し、地方創生へ繋げる
The Japan Connect を目的としたプ
ロジェクトが 2017 年 2 月よりスタートし
ます ●場所：新虎通り ●問：03-64066666 ●詳：www.tabisuru-market.jp

斬新なデザインと個性的なモチーフで話
題のパリ発クリエイティブなファッショ
ンブランド KENZO 期間限定イベント
ストアがオープン。クリエイティブディ
レクター、キャロル・リムとウンベルト・
レオンによる、活気あふれる楽しさと
KENZO の DNA を継承したウィメンズ、
メンズのウェアやレザーグッズなどを展
開 ●場所：ウェストウォーク 2F ●時間：
11：00 〜 21：00 ●問：03-6406-6000

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

〈 虎ノ門ヒルズ 〉
銀座線「虎ノ門駅」2 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」烏森出口徒歩 11 分

発行／森ビル株式会社 東京都港区六本木 6-10-1 Cooperation：CONDÉ NAST STUDIO Editor in Chief：Naoya Sasaki Art Director：QULLO & CO.
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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「宇宙と芸術展」を二人で鑑賞。トム
の作品《ザ・クローラー》の前で

ニューヨークを拠点に活躍するアーティスト、トム・サックスと、音楽や

上がっては着陸し、宇宙と地球を行ったり来たりしているだけ。もちろん

藤原

ファッションの分野で日本のカルチャーシーンを牽引してきた藤原ヒロシ。

憧れはあるけれど、結局は宇宙空間を飛ぶトイレだよね。アポロ 11 号の

をしてる。ポップカルチャーがいかに 終わったか ということなんだけど。

できるようになったけれど、トムのアー

1960 年代生まれの二人が、森美術館で開催中（〜 1/9 まで）の「宇宙と

ような
「冒険」
ではない。逆にアメリカの役人マインドを感じてしまうんだ。

トム

ポップカルチャーが終わった？ どういうこと？

トはあえてハンドメイド。そこが素晴ら

芸術展」を鑑賞。宇宙やアートの話にとどまらず、最近関心をよせる事柄

藤原

アメリカの見栄みたいなこと？ こういうことができるぞ！という。

藤原

５、６年前に気づいたんだけど、レニー・クラヴィッツとかニルヴァ

しいと思う。

や、活動の軸にしている思いについて、たっぷりと語り合いました。

トム

もっと馬鹿馬鹿しいことだよ。エネルギーの無駄使いのようなね。

ーナの新譜を買ったら 20 周年だったんだよね。でも学生たちは彼らを

トム

でも、あなたはアメリカ製のものをたくさん集めているよね。アメリカの

知らなくて、これって新しいアーティストですか？ と聞いてくる。今の

いること。自分の声とか手とか、なんら

ものづくりのことはどう思っているの？

若い人たちは 20 年前の音楽をフレッシュに感じるんだ。僕は 10 代の頃

かの痕跡が残るようにしたいんだ。僕が

に 1950 年代のものを聞いたらすごく古いと思ったけどね。これは何なん

いいと思うのは、例えばこれ（藤原さん

だ？ と考えたら、90 年代でポップカルチャーって死んじゃったのかなっ

の iPhone を指差す）
。電車に乗るため

藤原ヒロシ（以下藤原） 一対一で話す機会は今まであまりなかったよね。
トム・サックス（以下トム）会食やディナーパーティーではいつも近くに
座っているんだけどね。ああいった場だと落ち着いては話せないから。
藤原

90 年代でポップカルチャーは死んだ ?!
藤原

僕は、アメリカは常にとても良いものをつくっていると思ってるよ。

相変わらずファッション。それと、大学でポップカルチャーの講義

藤原

技術革新によってなんでも簡単に

ありがとう、それが僕の目指して

て。継続はしているけれど、新しいものは生まれていないというかね。

の IC カードをラフにテープで貼ってる。もっときれいに貼ったり、ケー

イターのジョン・ジェイに紹介されたことだったと思うんだけど。彼がト

ヴィンテージのデニムとかミリタリージャケットとか。でも当のアメリカ

トム

スで覆うこともできると思うんだけど、これがあなたの個性。

ムのギロチンの作品を見せてくれたんだよね。

人はそのことをわかっていない。スペースシャトルだってすごいと思うよ。

思うよ。例えば、リル・ウェインとかフランク・オーシャンは、それ以前

藤原

僕の iPhone を褒めてくれてうれしいよ（笑）
。

トム

ありがとう。
《Chanel Guillotine》のことだね。

少なくとも初めて見たときには興奮したしね。

のパブリック・エナミーや KRS One とは違う。

トム

さっき、ポップカルチャーが死んだという話があったよね。反論は

藤原

紙でできた実物大くらいのギロチンにシャネルのロゴが書かれてい

トム

藤原

しないけど、自分の仕事はそれと戦うことなんじゃないかと思ってるんだ。

出会ってもう 10 年くらいになるのかな。きっかけは確か、クリエ

確かにね。僕はフロリダでスペースシャトルの発射を見たことがあ

なるほどね。でも僕は、ヒップホップにおいてはまだ革新があると

でも、根本は変わっていないと思うよ。僕らが初めてパンクやヒッ

て。すごく驚いたし、
インスパイアされた。トムの作品は、他にはティファ

るんだ。１マイルくらい離れた場所にあるバンカーで、スーツを着た大勢

プホップに触れたときのような衝撃はないよね。

藤原 「宇宙と芸術展」にはトムの巨大なスペースシャトルがあるよね。

ニーやエルメスの包装紙でつくったハンバーガーセットとか、人を怒らせ

の偉い人たちと一緒にね。発射時刻は夜だったけど、発射の瞬間真昼のよ

トム

トム 《ザ・クローラー》という作品。1986 年に打ち上げられたチャレン

るような要素があるよね。でも同時に、人を喜ばせることもできる。パン

うな明るさになって、野鳥たちが驚いて飛び立つんだ。そして振動が伝わっ

それはないのかもしれない。僕が最近考えているのは技術革新のこと。

クっぽさがあって、それは僕らが共有している感覚かもしれない。

てくる。今まで体が感じたことのないような、大きな音が聞こえるんだよ。

トム

それを感じた時には、すでにシャトルは空に打ち上がっていて、僕は気づ

そうだね。セックス・ピストルズに『God Save the Queen』とい

それはそうだね。以前は軸がガラッと変わったという感覚があった。

どうしてわざわざ手作りするの？

ジャー号の模型。打ち上げ直後に空中分解したスペースシャトルだよ。
藤原

それこそ今なら３D プリンターでつくれちゃうものを、切って貼っ

てつくってるのがいいよね。今日分かったのは、僕らは年齢も近いし、見

う歌があるんだけど知ってる？ 僕がパンクから学んだのは「愛してる！」

いたら泣いていたんだ。シャトルには７人の宇宙飛行士が乗っていて、彼

藤原

と「嫌いだ！」を同時に叫ぶような態度なんだよね。

らは世界中から集まったすごく頭のいい人たちだよね。シャトルに乗って

たよね。音楽なら、かつてはコンサートだったものが、レコードや CD に

トム

藤原

死ぬ確率はそれほど高くないけれど、宇宙飛行士たちのアートとサイエン

なって、今は MP3。物質でさえない。でも、アートは技術革新とは真逆

場にはレオナルド・ダ・ヴィンチやガリレオ・ガリレイなんかのオリジナ

んな考えを持っているの？ 怒り？ それとも憧れ？

スに対する努力を思うと涙が出てきたんだ。あなたは宇宙に行きたい？

だよね。シンプルなものを複雑に、小さなものを大きくすることができる。

ルの手稿や天文機器もあるんだ。科学における究極の聖杯みたいなものば

トム

藤原

あんまり行きたくないね（笑）。トムも行きたくないでしょ？

トム

かり。必ずもう一度見に来たほうがいいよ！

トム

そうだね（笑）。話が変わるけど、最近はどんなことをしてるの？

なるほどね。宇宙にまつわる作品も多いけれど、宇宙についてはど
宇宙について、特にスペースシャトルについては、すごくフラスト

レーションを抱えているんだよね。スペースシャトルは上がっては着陸し、

技術革新はいろいろなものをシンプルに、言い換えれば、小さくし

そう、そして手作りということが重要。

てきたもの、聴いてきたもののバックグラウンドが似ているということ。
うん、楽しかった。僕の作品以外は駆け足で見てしまったけど、会

TOM SACHS
トム・サックス 1966 年ニューヨ
ーク生まれ。アーティスト。ロンド
ンの建築学校、バーモント州ベニン
トン大学を経て、建築家フランク・
ゲーリーの元で家具製作に携わる。
現在ニューヨークを拠点に活動。茶
の湯をテーマにした作品など日本文
化にも関心が高い。

LET'S TALK ABOUT

THE UNIVERSE
AND ART
photo_Shingo Wakagi
text_Yuka Uchida

TOM SACHS

HIROSHI FUJIWARA
宇宙と芸術展

かぐや姫 、ダ・ヴィンチ、チームラボ

森美術館│開催中〜 2017 年１月９日
（月・祝 ）

ポップカルチャーが終わり、技術革新が進む現代で──。

パンク精神で叫ぶ
ハンドメイドなアート

HIROSHI FUJIWARA
森美術館で開催中の「宇宙と芸術展」に参加しているア
ーティスト、トム・サックスと、日本を代表する音楽プ
ロデューサー・ファッションクリエイターであり、トム
とも 10 年近く交流があるという藤原ヒロシ。歳も近く、
互いにシンパシーを感じるという二人が、現代における
アートやカルチャーの在り方について語り合いました。

藤原ヒロシ 1964 年三重県生まれ。DJ、音
楽プロデューサー、ファッションクリエイター。
英米で触れたクラブ文化を 80 年代の日本に持
ち込むなど、音楽とファッションの両軸で日
本のストリートカルチャーを牽引。京都精華
大学ポピュラーカルチャー学部客員教授。

芸術から科学資料までジャンルを横断した約
200 点を展示。人類と宇宙の関係に迫る。日本
初公開となるレオナルド・ダ・ヴィンチの天文
学手稿なども ●場所：森美
術館 ( 森タワー 53 階 ) ●時
間：10：00 〜 22：00（ 火 曜
日 〜 17：00） ● 料 金： 一 般
1,600 円ほか●問：03-57778600（ハローダイヤル）●問：
www.mori.art.museum
展覧会
カタログ
好評発売中！
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24 赤 坂溜池タワーレジデンス

の家の鍵
利便性・安全性・快適性 、すべてが揃う都 心の隠れ家
外資系金融企業が集中する国際色豊かなビジネス
街であり、アークヒルズや赤坂サカスを有するカル
チャー発信地としての顔も持つ赤坂・溜池。活気あ
アートが共 通の趣 味という２人は、絵 画やオブジェをセンス良く配 置 。コー
ナーごとに個性の異なるアート作品を飾って楽しんでいる。

ふれる商業エリアとして発展を続ける一方で、風格
ある住宅街としての歴史も刻んできた街である。徒

バルコニーに面した明るいダイニングルーム。 同じアーティストの絵をリビ
ング側の壁にも掛けて、空 間に統 一 感を出している。

歩数分圏内に地下鉄 3 路線の駅があり、ターミナ
ル駅や空港へのアクセスも抜群によいこの街の高台
にそびえるのが『赤坂溜池タワー』。躯体に２種類
の制震装置を組み込むことで安全で快適な執務・居
住空間を確保した、地上 25 階建ての複合ビルだ。
「坂を下れば魅力的なお店やレストランが並ぶ通り
がいくつもあるし、駅が近いのでどこに行くにも便

ブドウやハーブなどの 緑が 生 い 茂る居 住 者 専 用 の
ルーフガーデンでは、バーベキューも楽しめる。

赤坂溜池タワーレジデンス

利。それなのに建物の中はとても静かで、落ち着い
て生活できるところが気に入っています」
。そう話

ポートしてくれるし、部屋で何か不具合があっても、

すのは、３年前からこのタワーの上層階を占める賃

10 分後には設備スタッフが駆けつけてくれる。最

貸レジデンスに住むヴィニシウスさんとクリスタさ

上階にあるフィットネスルームで汗を流したり、緑

ん。「ファシリティもサービスも申し分なく、文句

豊かなルーフバルコニーに出向いたりして、棟内に

のつけようがありません」と、満面の笑みを見せる。

いながらリフレッシュできるのもうれしいという。

ブラジル出身のヴィニシウスさんとエストニア出

「それに、私たちの寝室から富士山が見えるんです！

身のクリスタさんは、ジュネーブで出会って結婚。

特に冬場、雪化粧した富士山は本当にきれいで感動

その１年後にヴィニシウスさんが東京に赴任するこ

しました。泊まりに来る家族や友人も、この景色を

とが決まり、『赤坂溜池タワーレジデンス』に移り

楽しみにしているんですよ」。

住んだ。先に来日したヴィニシウスさんは、30 件

前任地のジュネーブでは家具付きのアパートに住

以上の物件を見て回った後、
「耐震性やセキュリティ

んでいたが、東京には数年は住む予定で来たので、

など、安全面で信頼できる森ビルの物件に絞って検
討しました」と明かす。
「次々と素敵な物件の写真

AKASAKA TAMEIKE
TOWER RESIDENCE

自分たちの家

を作るつもりでインテリアをコー

所在地：東京都港区赤坂
2 丁目 17-1 ／アクセス：
赤坂駅 徒歩約 5 分［東
京メトロ千代田線］、溜
池山王駅 徒歩約 5 分［東
京メトロ銀座線・南北線］
／サービス：24 時間フロントサービス
（バイリンガル対応）、ハウスキーピング
（有料）／備考：駐車場（空き状況によ
り利用可）、ペット可（飼育できるペッ
トに制限あり）棟内のフィットネスルー
ムほか、都内に 5 箇所ある「ヒルズスパ」
を利用可（利用料は別途）。
お問い合わせ：森ビル株式会社 住宅事業部
電話：0120-52-4032 www.moriliving.com

ディネートしてきたという２人。でも未だ 100％満

が送られてきて、
『早く東京へ行きたい』という気

足いく状態にはなっていないのだと打ち明ける。
「彼

持ちがふくらんでいきました」と、クリスタさん。

はリビングに自分が撮った写真や私が描いた絵を額

「言葉も文化もまったく異なる遠い国に行くわけで

装して飾りたいようなのですが、私はもう少し時間

すし、震災や原発事故のことも少し心配だったので

をかけて考えたいので、ちょっと待ってもらってい

すが、こんな素敵なところに住めるんだと思ったら、

ます」と、クリスタさん。「タイで購入した大きな

もうあとはワクワクするだけでした」。

絵が加わって、またコーディネートが難しくなって

実際に住んでみて、不安要素はいっさいなくなっ

しまったの」と言いつつ、その表情は「そうして悩

たと、夫妻は口を揃える。英語が堪能でフレンド

みながら、ここを自分たちの色に染めていくのが楽

リーなフロントスタッフが 24 時間体制で生活をサ

しくて仕方ない」ことを物語っていた。

左・最 上階にあるガラス張りのフィットネスルーム。夜も美しい景 色を見ながらトレーニングできる。
右・エレベーターホールに隣 接するフロントロビーは、和のテイストを取り入れたモダンな空間。

東 洋 の テイストも 取り入 れたリ
ビングでくつろぐヴィニシウスさ
ん（ 左 ）とクリスタさんは、 今では
「 旅 行に行くと日本が 恋しくなる」
ほどの親日派。大都会・東京での
アクティブな生活を満喫している。
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・ビストロ

カフェ エピスリー

ピルエット

My Favorite Restaurant

わざわざ足を運んでも行きたい
美味しさを五感で堪能できる店

シェフが直接生産者から仕入れる食材を、コ
ース料理やアラカルト、パティシエが作るデ
ザートで味わえるビストロ、よりカジュアル
に食事を楽しめるカフェ、店で使用する野菜
やワイン、仏産バターやパン、チーズなどを
購入できるエピスリーが融合した食の複合ス
ペース ●場所：虎ノ門ヒルズ ガーデンハ
ウス 1F ●時間：ランチ 11：30〜14：30、ディ
ナー18：00〜21：30 エピスリー11：00〜
21：30、日曜定休 ●問：03-6206-6927

ボーダーレスに活動するクリエイター、渡邉康太郎さんがオンオフともに通い続けるレストランが
ある。美味しさプラスαの付加価値に心を奪われたという、その店の魅力とは？
photo_Masaya Murakami

text_Sachiyo Katayama

多 種 多 様な 食 が集まる虎ノ門ヒルズ

edit_RCKT/Rocket Company*

・イタリアン

虎ノ門 アルボール
産地にこだわった野菜、魚を中
心に、ジャパンクオリティ溢
れる料理が魅力のイタリアン
ダイニング ●場所：虎ノ門ヒ
ルズ森タワー 2F ●時間：ラン
チ 11：00 〜 15：00（土日祝は
15：30 ま で ）
、 デ ィ ナ ー 17：
00 〜 23：00（土日祝は 22：00
まで）●問：03-6257-1145
・寿司

意 気な寿し処 阿 部
産地直送の新鮮な魚、野菜、南魚沼産の米にこだわる
寿司店。落ち着いた雰囲気の店内で、日本酒やワイン
とともに食事を楽しめ、
デイリーに通える手頃な
価格も魅力 ●場所：虎
ノ門ヒルズ 森タワー 4F
● 時 間：11：00 〜 23：
00
（土日祝は 22：00 まで）
●問：03-3539-3663
・ビアパブ

虎ノ門 ホップ

Takram でディレクターを務める渡邉康太郎さん

場所で受け手の僕たちがあたかもプロセスに加担し

は、デザインとエンジニアリング、ビジネスとカル

ているよう。その体験が美味しさに結びつくのだと

チャーという異分野を、ボーダーレスにつなぐ取り

思います。ディナータイムで楽しめる肉のワゴンサ

常時 11 種類以上の本格的なドイツビールが楽しめるビ
アハウス。ソーセージなどの食事も充実 ●場所：虎ノ
門ヒルズ森タワー3F ●
時 間： ラ ン チ 11：00 〜
15：00（ 土 日 祝 は 14：
30 まで）
、ディナー 16：
00 〜 23：00（ 土 日 祝 は
15：30 〜 22：00 ま で ）
●問：03-6257-3991

組みで注目を集めている。その彼が愛してやまない

ービスも同じ。ワゴンから好きな肉を選ぶことも 加

レストランが虎ノ門ヒルズにある「ピルエット」
。ビ

担

ストロ×カフェ×エピスリー（食料品店）を一体化

話の広がりにつながる。だから僕は、ビジネスパー

熟成肉専門 但馬屋

した、人と食のコミュニティスペースである。

トナーとの会食でもよくここを使っています」

黒毛和牛を 45 日以上熟成させ
た 超熟成肉 が自慢。旨味を
存分に楽しめる、こだわりの
Black & Blue で焼き上げら
れる ●場所：虎ノ門ヒルズ森
タワー 4F ●時間：ランチ 11：
00 〜 15：00、 デ ィ ナ ー 17：
00 〜 23：00（土日祝は 22：00
まで）●問：03-3593-1129

「食は五感すべてへのアプローチを許された特殊
な表現形態なので、味と同じくらい空間も大切で

のひとつで、創作者との会話やゲスト同士の会

小林シェフの味にも惚れ込んでいる渡邉さんのお
気に入りのメニューは「真っ白な蕪のスープ」
。

す。ピルエットは天井が高く窓が大きいので、午前

「無類の蕪好きという理由もありますが、このスー

中は日差しが注いで気持ちがいいですし、夜も開放

プは真上からの景色がまさに葉を切り落とした蕪そ

感がある。タイガーアイの大理石など自然素材の使

のもので可愛らしい。コクが

い方も洗練されています。あと、オープンキッチン

あり、素材のふくよかさが伝

に対面するカウンター席がすごくいい。シェフとコ

わってきます。ピルエットは

ミュニケーションしやすく、先日ランチに来たとき

ウェディングパーティも対応

も隣のエピスリーにマッシュルームが並んでいて
『こ

しているそうですね。昨年入

れが食べたい』と伝えたらすぐ料理してくれました。

籍しまして、その報告会でも

カウンター席は、料理という創作現場に立ち会える

ここを利用したいです」

・ステーキ

・香港 カフェ&レストラン

糖朝

真っ白な蕪のスープは
シェフのおまかせコース
（￥8,000）に含まれる一品
※ 時季によりスープの内容は変わります

「中華とワインのマリアージュ」をコンセプトに、体に
いいもの・美味しいこと・見た目の美しさにこだわっ
た料理が気軽に楽しめる。
あらゆるシーンで使える
香港の名店 ●場所：虎
ノ門ヒルズ 森タワー 3F
● 時 間：11：00 〜 23：
00
（土日祝は 22：00 まで）
●問 03-3539-3651

WATANABE'S WORKS

領 域を横 断するものづくり
「デザイン」と「文化」の分野を自由に
行き来することで、新たな価値と驚きを
生み出す渡邉さんの作品たち。

Takram

ロゴデザインやコピー
ライティングを手がけ
た、銀座にある森岡書
店 は「 一 冊、 一 室。
」
をコンセプトに、週に
一種類の本を販売する。

Message Soap, in
time は使ううちに中か
らメッセージが現れる、
石鹸の贈り物。相手と
時間をかけたコミュニ
ケーションが楽しめる。

takram.com「ものづくり」と「ものがたり」、その両面でのイノベーションを探求した、ブランディング、ディレクション、サービス、UX などの開発を手がけている。

宿泊できるアート作
品 として話題をよん
だ、瀬戸内国際芸術祭
に出品された「檸檬ホ
テル」のグラフィック
デザインなども担当。
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３つめは、
「すべての生徒が、同じ教材や学習ス

── 早速ですが、アリソンさんの日々の活動を簡単
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意見をお持ちですか？

に教えていただけますか？

タイルで学ぶことが前提になっている点」です。テ

A

アリソン・バーム（以下 A）さまざまな国の教育現

クノロジーの力で、学びのパーソナライズ化を促進

主体だと思います。そこを変えていく必要があるの

場において、どのような問題が起きているのかを理

させ、自分にあったやり方で学べるようにしていく

ではないでしょうか。学びの場において大人が子ど

解すること。そしてそれらの課題に対して、テクノ

ことができると思います。そしてもうひとつは、
「い

もに対して提供しているフレームワークを、変える
時期にきていると感じます。

日本の学習というのは、まだまだ暗記や反復が

ロジーが解決できることはなにかを考える、という

ま学校で学ぶ教科やスキルは、将来の仕事につなが

ことになるでしょうか。それを踏まえて、有望なス

らないかもしれないこと」です。OECD によると、

── 最後に、アリソンさんご自身が注目されている

タートアップへ投資をおこなっています。拠点は日

小学生のおよそ 60％が、いまはまだ存在していない

テクノロジーを教えてください。

本ですが、アメリカ、香港、北京、バンコク、モス

仕事に就くという統計もあります。つまり、大人に

A とりわけ注目しているのは、
やはり AI
（人工知能）

クワなど世界各地に出張する機会も多いです。

なっても継続的に学んでいくことが大切で、その点

です。特に最近は、
AR（拡張現実）や VR（仮想現実）

── いま世界の教育現場には、どのような問題があ

においても、テクノロジーが貢献できることはたく

といった視聴覚系の最新テクノロジーと掛け合わせ

るのでしょうか？

さんあると考えています。

ることで、今後、まったく新しい学びの体験が生ま

A

── 今後、寿命がますます伸びていくという試算も

れてくると思います。また、ビッグデータにも注目

えた場合、テクノロジーが貢献できる教育上の課題

ありますし、大人のパーソナライズド・ラーニングは、

しています。社会の中でデータがどう使われ、どう

は、基本的に４つあると思います。

ますます重要な社会課題かもしれませんね。

機能していくかということを、私たち自身が学んで

A

いく必要があると思います。

もちろん地域差はありますが、グローバルに捉

ひとつは、
「教育が届けられる範囲が限られてい

そうなんです。先日お会いした、MIT メディア

ること」です。テクノロジーを活用すれば、アクセ

ラボ所長の伊藤穰一さんは、
「これから先、テクノ

スのできる人や地域を格段に増やすことができます

ロジーの進化によって、社会構造や価値観の変化は

し、質の高い教材を低いコストで提供できると考え

これまで以上に早く大きくなるので、そういう時代

ています。ふたつめは、
「学校運営の効率化」です。

A

に必要な学びはなにか、それをどう学べばいいのか、

間 2000 件ほどの新しい技術や分野、アプリケーショ

たとえば学校の先生はいま、さまざまな事務作業や

ということを学んでいくことが重要だ」と仰ってい

ンに触れる機会があり、それ自体が学びの機会に溢

雑務に忙殺され、本来の意味で、先生としてすべき

ましたが、まったくその通りだと思います。学び方

れていると感じます。個人的には絵画や写真に興味

ことに時間が十分に割けていないといった課題があ

を学ぶことが、これからを生きていくうえでとても

を持っていて、いろいろな分野の学びがすべて互い

ります。この点に関しても、テクノロジーで効率を

重要なスキルになるのではないでしょうか。

にいい影響を及ぼし合うと信じています。あともち

上げることは可能だと思います。

──ちなみに、日本の教育に関してはどのようなご

ろん、日本語の勉強もがんばっていますよ。

── 現在アリソンさんご自身が取り組まれている
「学び」はありますか。
ベンチャーキャピタリストという仕事自体、年

学びはパーソナライズされる時代へ。
「テクノロジーを革新的な形で活用し、教育分野の課題を解決しようと試みる起業家たち」に対し、アーリー
ステージでの投資をおこなっているアリソン・バームさん。彼女の目線は、いまどこに向いているのだろうか。

16
お話を伺いました ──

Fresco Capitalの

アリソン・バームさん
マネージング・パートナー
アメリカ・シカゴ生まれ。ハーヴァー
ド大学卒業後、ゴールドマン・サッ
クス、ジェネラル・アッセンブリー
を経て、2015 年から現職。
「１年半
ほど東京で暮らしていますが、世界
中のどの大都市と比べても、東京に
はお互いを尊重し合うピースフルな
感情が溢れていると感じます」

text_Tomonari Cotani
photo_Kikuko Usuyama

撮影は虎ノ門ヒルズのすぐそば、ア
リソンさんが拠点にしている、海外
企業の日本進出支援事業を展開する
「アンカースター」のオフィスにて
www.anchorstar.com
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表参道ヒルズ

六本木ヒルズ

アークヒルズ

虎ノ門ヒルズ

愛宕 グリーンヒルズ

アークヒルズ周辺

虎ノ門ヒルズ周辺

塩野

文銭堂本舗

上生菓子

およろこび

いつの時代も、新しい年の始まりは
日本古来のしきたりや伝統に則って祝われます。
和菓子の世界でもお正月は大切な年中行事のひとつ。
新春の華やぎに包まれるヒルズから、
お年賀菓子を求めて、そぞろ歩きはいかがですか。

もとは宮中で用いられる菱葩に由
来するひし花びら餅をはじめ、日
本古来の吉祥をかたどった上生菓
子はどれも洗練された美しさ。お
味も極く上品で、改まったお年賀
の訪問にも、ご家庭での新年の団
居にも最適。典雅な和菓子が初春
の幸せを運びます。

上生菓子 ひし花びら餅
（求肥に味噌あんとごぼう）
700 円／つる
（薯蕷饅頭）
／羽子板、
絵馬の酉（ねりきり）／紅梅（こなし）／松（きんとん）／初春（ういろう） 税込各

Photo_Akiko Arai
text ＆ edit_Akiko Wakana
Editorial Cooperateion_Kaori Tanabe

370 円（箱代 220 円）＊販売時期は１月 14 日頃まで
● 塩野 東京都港区赤坂 2-13-2

暖かな春の花畑に蝶がひらひらと
舞っているかのようで、一目で気
持ちが明るくなる棹菓子。きめの
細かいゆず風味の黄味あんに小豆
のきんとんあんがくるまれ、ほろ
りと口どけもよく、甘すぎずやさ
しい味わい。お菓子で感じる新年
のおよろこびです。
およろこび 税込 1,620 円 ＊通年販売。お祝い事に御赤飯（棹菓子）
との詰め合わせも可能
● 文銭堂本舗 東京都港区新橋 3-6-14

03-3582-1881 営業時間 ９時〜 19 時（土曜・

03-3591-4441
（新橋本店）

営業時間８時 30 分〜19 時 30 分（土曜のみ９時〜16 時）／日・祝日

祝日は 17 時まで）／日曜定休／年始は２日より営業（２日・３日は 10 時〜 17 時）

定休／年始は４日より営業。４日のみ９時〜18 時、５日より通常営業

六本 木ヒルズ周辺

愛宕グリーンヒルズ周辺

麻布昇月堂

芝神明榮太樓

紅谷

一枚流し麻布あんみつ羊かん

江の嶋最中

上生菓子

ふたを取ると、つぶしあんの羊かんに、透

浜辺で拾う小さな貝の形をそのままに模し

明感のある寒天や紅白の求肥、黄色い大粒
栗がぴかぴか光って、
まるで宝石箱のよう。
へらですくって銘々に分けるのも楽しい、
お正月のひとときにぴったりのお菓子。よ
く冷やして暖かなお部屋でどうぞ。

た美しい最中。皮は香ばしく、
中のあんは、
こし、粒、白、胡麻、柚子と、五つの味。
どのあんも素材の味がほどよく生かされて
います。貝は一口サイズで食べやすく、次
はどの貝にしようかと迷ってしまいます。

表 参道ヒルズ周辺

紅梅白梅に鶴に鯛と、毎年定番のお年賀菓
子。新春を寿ぐ愛らしい上生菓子には手作り
の温かみが残っています。目で楽しんだ後、
おうすと一緒にいただけば、上質な素材を
使った生菓子のおいしさを堪能できます。す
べて受注販売のためご注文はお早めに。

一枚流し麻布あんみつ羊かん 税込 1,080 円 ＊通年販売

江の嶋最中 12 個入り（こし・白・胡麻・柚子・粒）税込 1,534 円 ＊通年販売。

上生菓子 紅梅・白梅・亀甲・丹頂・めでたい・絵馬 税込各 334 円（箱代 250 円）

● 麻布昇月堂 東京都港区西麻布 4-22-12

１個から購入可能 税込各 108 円

＊販売は１月15 日前後まで。ただし前もって注文すれば１月いっぱい購入可能

03-3407-0040

営業時間 10 時〜 19 時（土曜のみ 18 時まで）／日・祝日定休／年始は４日

● 芝神明榮太樓 東京都港区芝大門 1-4-14

より営業（４〜７日は 17 時まで。８日〜２月末日は 18 時まで）

営業時間 ９時〜19 時（土曜のみ 14 時まで）／日・祝日定休／年始は４日より営業

03-3431-2211

● 紅谷 東京都港区南青山 3-12-12

03-3401-3246

営業時間 水〜土曜 11時〜15 時／日・月・火曜定休／年始は６日より営業

