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Everything that you encounter for the first time is new to you 
— even if it’s been around for years and years. Memories that 
stretch back 3.5 billion years, the wisdom of our ancestors, the 
works of artists in today’s age, and brand-new innovations for 
the future all behave the same: as soon as they become part 
of your individual consciousness, they’re alive in the present. 
That’s what makes culture so thrilling — it opens your eyes 
to the infinite unknown that surrounds your life. Capture the 
“now” in more vivid colors. Enjoy the possibilities of the future 
yet to come. Join us in the transition from the Tokyo Culture 
Creation Project to Arts Council Tokyo. Meet the new TOKYO 
PAPER for Culture. Here’s to the excitement that lies ahead!

たとえそれが古いものでも、自分が知らないことは新しい。
35億年前の記憶も、先人たちの知恵も、同時代を生きる表
現者たちの作品も、そして新たなイノベーションも、それに触
れ、自分事になったときこそ、いま（現実）になる。だから文
化は面白い。自分の人生に、知らないことが無数にあること
を、教えてくれるから。いまをもっと鮮やかに描くために、ま
だ見ぬ未来を楽しむために。東京文化発信プロジェクトか
らアーツカウンシル東京へ。装いも新たなTOKYO PAPER 
for Culture。どうぞよろしくお願いします！

宇宙のリズムを携えた、この身体とともに
布施英利（批評家）
飯嶋久美子（スタイリスト）
和田永（音楽家）

アーツカウンシル東京、活動中！

アツカン通信：大友良英（音楽家） 
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やりたいことをしているという感覚はないです。お
仕事はすごくコマーシャルなものが多いので、時代
の空気感やファッション性を取り入れる必要性があ
りますし、そういった意味では「今」という時間軸で
表現していると思います。そこに加えて意識してい
るのは、ちょっと先をいくようなアバンギャルドなも
のの提案です。だからファインアートではないです
が、ひとつのカルチャーとして、できることなら人々
の心のなかに長く残ってほしい。そういう願いはい
つも込めて作っていますけど、そのさじ加減は難し
い部分ではあります。
和田永（以下和田）：今の飯嶋さんのお話は、僕も音
楽を作るときにいつも考えるポイントになっていま
す。ひとりっ子の僕は、小さい頃から友達が家に遊
びに来るとあの手この手で友達を居座らせようと
工夫をしていたんです。寂しさを紛らわすように、で
きるだけ長くワイワイできることを探すというか。こ
れが原体験になって、大人になった今でもエンター
テインメントの大事さをひしひしと感じていて。その
一方で、いわゆるアート、それは発明であり何かを
発見する行為ということもやっぱり捨てられない。
そういう思いのなかで、日々活動しています。
飯嶋：今和田さんがおっしゃった「あの手この手」っ
ていうその感覚わかります。それはさっき布施さん
のおっしゃった3秒という例えにも繋がる気がする
んですけど、私はどちらかというと自分自身が3秒

お馴染み、巻頭座談会も9回目に突入です。今号
にお招きした客員研究員のお三方は、初対面の組
み合わせに。まずは批評家である布施さんが、飯
嶋さん、和田さんの作品を消化・吸収しながら、そ
れぞれに問いかけることから始まりました。三者の
活動、考えを知ることが、そのまま東京の可能性を
探ることに繋がっていきます。

知力に勝るものは瞬発力

布施英利（以下布施）：僕は基本的にファインアートが
好きなんですが、一方でデザインやポップカルチャ
ー、エンターテインメントというものが社会に存在
していて、両者の違いは何かを考えたときに、僕は
見る人の心に届く「時間」で考えてみたんです。ま
ず前者は、見た瞬間はなんだか分からない真空状
態があって、半年、1年、場合によっては10年くら
い経った後、心に浸透してくるもの、それが許され
るものだとも思うんです。でも、後者は作品が世に
出ている時間が短いからこそ、見た人の心を例え
ば3秒で掴まないといけない。それでですね、飯嶋
さんはまさに3秒勝負に勝ち続けている方だと思う
のですが、自身の仕事として、その辺りどうお考え
ですか？
飯嶋久美子（以下飯嶋）：私の場合、必ず依頼主があっ
ての自分の表現ですから、やっぱり純粋に自分が

で作らないと間に合わないスピード感覚で仕事を
しているんです。大体、依頼を受けてから形（衣装）
になるまでどんなに長くても3週間。とても短い期
間なので……、本当にあっと言う間にすべてが終
わっていくんですよ。その例で今思い出したんです
が、この間、女優の桃井かおりさんと奄美大島に
ロケに行ったんですね。それでいざ撮影というとき
に、美術さんが用意した襷の色がどうしても「違う」
ということになって。でも東京から持参した素材に
は限りがある。だったら、と急遽私がホテルのベッ
ドカバーで襷を作り直したんです。それが幸いにも
ぴったり合って。その時にかおりさんがおっしゃっ
たんです。「知力に勝るのは瞬発力しかない」と。も
うこの仕事は本当にその言葉が当てはまりますね。
3秒であの手この手です（笑）。

宇宙のリズムを携えた、
この身体とともに

In a Body Attuned to the Rhythm
 of the U

niverse

標高25.7メートル。天然の山として、東京23区内で一番の高さを誇る愛宕山。
その山頂に佇む愛宕神社を目指して、今号の客員研究員である布施英利さん（批評家）、
飯嶋久美子さん（スタイリスト）、和田永さん（音楽家）は、
86段40度の急階段、その名も「出世の石段」を登りました。
Reaching 25.7m above sea level, Atago Hill boasts the highest elevation of any
such natural feature in Tokyo’s 23 wards. Heading for Atago Shrine at its top,
this issue’s guest researchers — critic Hideto Fuse, stylist Kumiko Iijima, and musician
Ei Wada — climb the 86 stone steps of the steep 40° “stairway to success.”
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Art and Entertainment — What’s the difference?
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宇宙のリズムを携えた、
この身体とともに

布施：なるほど。やっぱり時間の感覚が違います
ね。3秒はあくまで例えではあるけれど、でもとても
潔くて強い。ところで和田さんは、例えばテレビの
赤、白、黄の端子（RCA端子）の差し込み口に、音
と映像、違うところに差し込んで鳴るノイズなどを
使って音楽を作っているというのを伺って。
和田：はい、僕は古い家電、具体的にはテープレコ
ーダーやブラウン管テレビを楽器に変身させて演
奏やパフォーマンス活動をやっています。
布施：その活動の傍ら、最近では ISSEY MIYAKE
のショー（2015 春夏コレクション）の音楽も担当
されていると。僕はその二つの情報から感じたこと
は、和田さんの活動は ISSEY MIYAKEと本質な部
分ですごく似ているなと思ったんですよ。
和田：それはどういうことですか？
布施：僕は ISSEY MIYAKEは服を作るということを
ゼロから捉え直したブランドだと思っているんです。
要するにそもそも人間が服を着るということはどう
いうことなのか？ という問いかけを表現し続けてき
たと思っています。例えば1枚の布から考えるとい
うコンセプトも、服の基礎であり本質を掘り起こす
作業でもあったと感じていて。だからこそヨーロッ
パの人たちにものすごいインパクトを持って迎えら
れたと思うんです。と同じように、ある意味では和
田さんもそこから始めた人ではないかと。美しい音
が出るか分からないけど、差し込んでみたらノイズ
が出てきて、そこから音楽を作っていく。音楽の始
まった瞬間に立ち降りていって、そこから新しい音
楽を表現しているように感じまして。
和田：それは嬉しいです！ まさに僕がものを作ると
きは、最初は好奇心から始まるんです。「もし換気
扇を楽器にしている部族がいたらどんな音楽を奏
でるだろう？」とか、そういう夢物語みたいなもの
と、自分の活動がつながる瞬間があって。そのとき
に僕の音楽のイメージが花開いていくんです。
布施：ちょっとこじつけかもしれないんですけど、東
京って世界の辺境なわけですよね。世界の中心では
ないからこそ、何か1から始めないと世界で勝負で
きない都市でもある。そういう意味で、既にあるも
のを洗練させていくのではなく、場合によっては和
田さんのように1から作っていくことも、東京には必
要なのかもしれないと、今、話しながら思いました。

そこはかとない内臓感覚

和田：感性とは一体何だろうって思いますね。
布施：感性は心がベースですよね。であるなら心と
は何か？ それを問われたら、僕は究極、内臓では
ないかと思っています。内臓が持っているそこはか
とない感覚が作り上げる総称こそ、僕は“心”であ
るんじゃないかと。そもそも35億年前に人類の祖
先である生命体が地球に誕生したときに、その生
命としての身体が作られる過程でできた最初の器
官というのが、内臓なんですよ。
飯嶋：心臓ではなく、内臓ですか。
布施：そうです。そして生命体は海辺に長い間生息
していたわけですが、そこで光（昼）と闇（夜）、干
潮と満潮、つまり太陽と月と地球が刻み続けてきた
宇宙のリズムに、ずっとさらされてきました。つまり
内臓は人の、もっとも原始的で根源的な部分、生
命体の歴史に寄り添ってきたわけです。その上で、
僕が内臓に何より驚いたのが色です。まるで飯嶋さ
んが作られた衣装と同じ色を持っているんですよ。
飯嶋：えっ、そうなんですか？

布施：せいぜい血の色、赤かなって想像しますよ
ね。それが実は内臓にはすごく鮮やかな、あらゆる
色が詰まっているんです。人体を解剖する場合はホ
ルマリン漬けにするので、臓器の色は落ちてしまう
んですが、例えば蛙の内臓。解剖してみると、赤、
紫、黄、緑、青と、あらゆる色が存在している。
和田：きゃりーぱみゅぱみゅは、内臓的世界観だっ
た……。
飯嶋：（笑）。
布施：そう言えますよ（笑）。それで僕は解剖しなが
らずっと不思議に思っていたことがあるんです。内
臓は顔や手足とは違って、一生他者に見られること
がないでしょう？ にも関わらず一体なんのためにこ
んなに鮮やかな色がついているのだろうと。
飯嶋：本当にそうですね。
布施：僕はこう見えて実はアウトドア派でダイビング
もするんですけど、海のなかで見るサンゴ礁は、も
う様々な原色が渦を巻く世界なんですよ。海の生き
物が色彩を持ったのはきっとそれなりの理由があっ
たと思うんですけれども、でもそれを見ながら思っ
たんです。内臓も、そのサンゴ礁のように元は海の
中の生き物だった。それが今、身体の中に入ってい
るようなもの。だからこそ鮮やかな色彩は、内臓と
すごく響き合うところがあるのだと。
飯嶋：なるほど！ 今、私のなかで合点がいきました。
私はいつも海や空のように、みんなが共通に美し
いって感じられるものを作りたいっていう思いが根
本にずっとあって……。よく自分の仕事を見た方に
「すごくカラフルですね」って言われるんです。だ
から「自分は根源的に内臓を表現していた！」って。
布施：例えば飯嶋さんの衣装を見た人たちが内臓の
こと思い出すことはないと思いますが（笑）、でもカ

How does the mind react to vibrant colors?
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Explosiveness Bests Intelligence

Hideto Fuse: At heart I’m a fan of the fine arts but there’s also 
so much design and pop culture and entertainment out there 
in the world. When thinking about what distinguishes these 
two categories, it struck me that it may be a matter of the 
time they take to reach viewer’s hearts. At first glance, works 
in the former category can seem to exist in a kind of vacuum 
of impenetrability, and they can get away with sinking in only 
after six months or a year or even a decade. Works in the 
latter category, though, are only out in the world for a short 
time and have to grab people in, say, three seconds. Iijima, you 
seem to have had a string of successes in that three-second 
game. Could you talk a little bit about how you see your work 
in this regard?
Kumiko Iijima: In my case, there’s always a client involved in my 
creative work so I certainly don’t have the sense that I’m doing 
purely what I want. A lot of my work is very commercial so I 
need to incorporate the feel of the times and what’s fashion-
able, and in that sense I’m expressing something that’s very 
much “right now.” I’m conscious, though, of also trying to make 
proposals that are a step ahead — a bit avant-garde. So even 
though it isn’t fine art I would like to think that, as one form 
of culture, it might stick in people’s minds for a while. That’s 
something I want to do with everything I make, but finding the 
right balance isn’t easy.
Ei Wada: What Iijima talked about just now is something I 
always think about when I’m composing music, too. I’m 
an only child and whenever friends would come over to the 

house to play when I was little I’d try every trick in the book 
to get them to stay. I guess I was trying to distract from my 
loneliness by keeping the fun going as long as possible. This 
was a formative experience for me and even now as an adult 
I’m acutely aware of the importance of entertainment. At the 
same time, it’s not so easy to give up this thing we call art, 
which is a kind of invention, the act of discovery. These are 
the kinds of thoughts that guide my everyday work.
Iijima: I know what Wada means when he talks about try-
ing every trick in the book. I think this is related to Fuse’s 
three-second rule, too, but in my work I have to move at the 
kind of pace where if I don’t make the thing in three seconds 
it’s already too late. Generally, when I get an order from a client 
I only have three weeks at most until the costume needs to 
be done. It’s a very short period of time and really flies by. 
One recent example that comes to mind is when I went on 
location to the island of Amami Oshima with actress Kaori 
Momoi. When it came time to shoot it turned out the color of 
the tasuki kimono sash that the art department had prepared 
just would not do. The materials they’d brought from Tokyo 
were limited so I whipped up a new tasuki from the bed covers 
at the hotel. Fortunately, it was perfect. Momoi said, “The only 
thing that can top intelligence is explosiveness” and I think 
that just about sums up this kind of work. 
Fuse:  Now, Wada, I’ve heard that you’re making music using 
sounds like the static generated when you put the audio and 
video plugs in the wrong jacks using those red, white, and 
yellow RCA connectors. 
Wada: That’s right. A lot of my performances involve playing 

instruments made from old home appliances such as tape 
recorders and cathode-ray television sets.
Fuse: And in addition to that work, I also understand you 
produced the music for the show introducing ISSEY MIYAKE’s 
2015 spring and summer collection. These two pieces of 
information left me with the impression that your work is really 
very much like ISSEY MIYAKE’s in an essential way.
Wada: What do you mean?
Fuse: In my opinion, ISSEY MIYAKE is a brand that completely 
rethought, from the ground up, the notion of making clothing. 
Essentially, it’s a brand that has constantly questioned what 
it means for people to wear clothes. In a sense, I think you’re 
someone who’s started out in the same kind of place. Unsure 
whether beautiful music would come out, you plugged in 
anyway and when you got static, you made music from that. It 
feels like you’re dropping in at the point when the music begins 
and creating a new musical expression beginning right there.
Wada: When I set out to create something, I start from curios-
ity. There are these moments when my work connects with 
some kind of fantasy — like, if there were a tribe somewhere 
that used exhaust fans to make music, what kind of music 
would they play? — and an image for my music blossoms.
Fuse: This may seem a bit of a stretch at first, but Tokyo is 
really on the global periphery. Since it isn’t at the center of 
the world, it’s also city where you just can’t compete globally 
unless you start from scratch. In this sense, as we’ve been 
talking just now it strikes me that what Tokyo may really need 
isn’t so much further refining of what already exists but the 
sort of thing that you do in creating things from the ground up.

ラフルな色が単に目を刺激したのではなくて、自分
の身体の中に秘められた感覚、35億年もの歳月を
かけて育まれ研ぎ澄まされた内臓感覚が刺激され
て、その衣装に共感しているのだと僕は思います。
飯嶋： 心は脳ではなく色彩に溢れた内臓にあるっ
て、なんだかすごく嬉しい。今の社会、テクノロジ
ーの発展に伴って人工知能などがすごく話題にな
っているじゃないですか。でも私自身はずっと人間
のもっている底力に興味があって。自分の身体、そ
れこそオリンピック選手じゃないですけど、スポー
ツをしている感覚で毎日生きている気がします。仕
事で自分の精神と身体を鍛えているところがあるん

です。だからこそ布施さんに「内臓」と聞いて、自
分のなかでは「合点、合点！」と（笑）。もちろん、こ
の先は間違いなくテクノロジーと共存していく社会
になっていくと思うんです。それが内臓のような人
の根源的な身体や感性とどう融合して、美しい文
化がこの東京に生まれていくのか。それは私自身
すごく楽しみでもあります。
布施：美しいもの、文化の話でいうと、これは僕の
著書（『美の方程式』）でも触れていますが、千利休
のエピソードのなかに、利休が息子に庭の掃除を
させるシーンがあるんですね。それで息子が落ち葉
を掃いて石を洗って、「お父さん終わりました」って
言ったら、利休は「まだできていない」と。それでも
う1回息子が掃除してまた利休に声をかけても、ま
た「できていない」。それを何回か繰り返した後、
息子が「これ以上何をやったらいいんですか」って
怒ったときに、利休が「馬鹿者！庭の掃除はこうして
やるんだ」と言いながら、庭の真ん中のモミジの木
をバサッとゆすって葉っぱを落とすんです。そして
息子に「これで完成した」と。
和田：あ～……。
布施：確かに苔の上に紅葉した落ち葉が落ちれば
綺麗です。でもここで大切なのは「10回掃除した」

ということ。要するに完璧な土台があった上に葉
の乱れがあるから美しいわけです。初めから落ち
葉が落ちていたら、それはただの混沌でしかない。
つまり、やるべきことは「完璧」を目指して、いつか
「破れ」が出てきたときに美が完成する。
和田：それは日々感じる瞬間があります。例えば東
京という大都市は、つねに快適な暮らしの実現に
ベクトルを合わせて発展してきたと思いますけど、
絶対にそこからこぼれ落ちるもの、それは人の感
情であり自然災害であり……、それがノイズであり
亀裂になり、そういうなかでどういうものを生み出
せるか。混沌と秩序の狭間にあるもの、それが東
京の可能性でもあると思うんです。
飯嶋：利休のお話にあるようにすごく努力をして頑
張って、完璧なものを目指していくという試練が私
にとっては人生そのもの。そこにノイズ、それはユ
ーモアとも置き換えられると思うんですけど、そうい
うものをどれだけ自分自身が見つけられるか。そ
のユーモアとともに東京の街がより良く、それもオ
リンピックに向けていっそうインターナショナルな
街になって欲しいと思います。
布施：これでよくまとまりましたね。僕は安心しました。
一同：（笑）

What is “Beautiful,” anyway?
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A Vaguely Visceral Sensation

Wada: I often wonder what sensibility really is.
Fuse: The basis for sensibility is the mind. But what, then, is 
the mind? If you ask me, ultimately I think it boils down to 
the viscera. When we talk about mind, aren’t we really talking 
about some vague sensation created in our guts? As the 
higher life forms from which we descended emerged on this 
earth some 3.5 billion years ago, and their bodies took shape, 
some of the first organs that developed were the viscera.
Early life forms lived by the sea for a long time, subject to 
the forces of light (day) and dark (night), of low tide and high 
tide, to a cosmic rhythm in which the earth kept time to the 
sun and the moon. The viscera, then, are the most primitive 
and fundamental parts of us, parts that have stuck close to 
the history of living things. But what surprised me more than 
anything about the viscera are its colors. Indeed, they’re every 
bit as colorful as the costumes you make, Iijima.
Iijima: Um, really?
Fuse: The internal organs are actually really vibrant and have 
all sorts of colors. With human dissections, the bodies have 
been soaked in formalin so the organs lose their color, but 
dissect a frog, for example, and you’ll find red, purple, yellow, 
green, blue and all sorts of other colors.
Wada: So Kyary Pamyu Pamyu has a visceral worldview, then….
Fuse: You could say so (laughs). But there’s something else 
that always struck me as strange when I was doing dissection. 
Unlike the face or the hands, the internal organs are never seen 
by anyone else, and yet they come in the most vibrant colors. 
Why is that? I may not look it, but I’m very outdoorsy and even 
go scuba diving. Seeing coral reefs in the ocean reveals a 
world full of all sorts of swirling, garish colors. I’m sure there 
are good reasons marine life became so colorful, but when I 
saw this it struck me that the internal organs originally lived 
in the ocean, just like the coral reefs, and now they live inside 
our bodies. That’s why brilliant colors resonate so strongly 
with the viscera.
Iijima: Oh, okay. Now I see what you’re getting at. Fundamen-
tally, I’ve always tried to create things that everyone can see 
as something beautiful, like the sea or the sky.  So you mean 
to say that what I’ve really always been trying to express is 

the internal organs!
Fuse: Well, I doubt anyone thinks of viscera when they see 
your costumes (laughs), but it isn’t simply that their eyes are 
excited by the vibrant colors. I think your costumes resonate 
with people because they stimulate a sensibility hidden away 
inside the body, a visceral sensation that’s been nurtured and 
honed over the course of 3.5 billion years. 
Iijima: Well, I guess I’m happy to know that the mind is not in 
the brain but in the vibrantly colored internal organs. These 
days, with the advance of technology, everyone seems to 
be talking about artificial intelligence, but I’m much more 
interested in the true powers of real people. I’m sharpening 
my body and my spirit through my work. So when you started 
talking about the viscera it clicked right away! (laughs) The 
society to come is surely one in which we will need to co-exist 
with technology, but I’m looking forward to seeing how this 
integrates with people’s fundamental, visceral, bodily sensi-
bilities and develops into a beautiful culture here in Tokyo. 
Fuse: Speaking of culture and what’s beautiful, in my book Bi 
no hoteishiki [The Beauty Equation] I touched on a story about 
Sen no Rikyu in which he has his son clean up the garden. The 
son sweeps the leaves and washes the stones and tells his 
father he’s finished, but Rikyu says, “It’s not done yet.” The son 
tidies things up again and checks with his father, but still the 
answer is, “Not yet.” After a few rounds of this, the son gets 
angry and demands to know what else there is that he could 
possibly do. Rikyu says, “You idiot! This is how you clean the 
garden,” and gives the maple tree in the middle of the garden 

a shake. As the leaves flutter down he tells his son, “Now 
it’s done.”
Wada: Ahh….
Fuse: Red maple leaves that have fallen on a bed of moss really 
are beautiful, but the important thing here is that the garden 
was cleaned ten times. What’s beautiful, you see, is a bit of 
confusion resting on a perfect foundation. Fallen leaves there 
from the outset would be merely chaos. So the key is to strive 
for perfection knowing that the aesthetics will be complete 
when it is inevitably broken.
Wada: There are moments when I feel something like that 
every day. For example, this enormous metropolis Tokyo 
has surely developed as a result of people all moving in the 
direction of trying to create better lives for themselves, and 
yet things definitely fall by the wayside — because of people’s 
emotions, or natural disasters, or whatever — and this turns 
into static, and leads to cracks, and I wonder what I can create 
from it all. Somewhere in the space between order and chaos, 
I think, that’s where Tokyo’s potential really lies.
Iijima: My whole life is about working really hard, like in your 
story about Rikyu, struggling in the hope of creating some-
thing perfect. The key is how much static, and I think maybe 
we could call it humor instead, I can find myself. I hope Tokyo 
continues to incorporate that kind of humor to become an 
even better, and with the Olympics coming up, an even more 
international city.
Fuse: Well, that wraps things up nicely. What a relief! (Everyone 
laughs)

Born in 1960 in Gunma. After working as an assistant researcher in anatomy 
under Professor Takeshi Yoro at the University of Tokyo Faculty of Medicine, Fuse 
went independent as a critic in 1995. Grounded in artistic anatomy — a field at 
the crossroads of science and the arts — Fuse addresses a wide range of fields 
including movies, manga, and literature. Of his many publications, the most recent 
is “Shingeki no kyojin” to kaibogaku [Anatomy and Attack on Titan].

1960年群馬生まれ。批評家。東京大学医学部助手（解剖学）として養老孟
司教授のもとで研究生活を送り、1995年より批評家として独立。科学と芸
術の交差する「美術解剖学」をベースに、絵画、マンガ、文学など幅広いテ
ーマに取り組んでいる。著書多数。近著に『「進撃の巨人」と解剖学』。

Hideto Fuse布施英利

Born in 1974 in Tokyo, Iijima is a stylist and costume designer. After graduating 
from Bunka Fashion College, she worked as a stylist and as an assistant at VOGUE 
JAPAN before going independent in 2000. Her current activities in Japan and 
abroad center primarily on advertising, editorial, promotional videos, collections, 
theater, concerts, and exhibitions.

1974年東京生まれ。スタイリスト・コスチュームデザイナー。文化服装学院
卒業後、スタイリスト、『VOGUE JAPAN』でアシスタントを経て、2000年に
独立。 現在は広告、エディトリアル、PV、コレクション、舞台、コンサート、
展示会などを中心に、国内外にて活躍中。

Kumiko Iijima飯嶋久美子

Born in 1987 in Tokyo, Wada is a musician and artist. Since founding the Open 
Reel Ensemble, a group that performs using open reel tape recorders, in 2009, he 
has engaged in a diverse range of activities including holding concerts, issuing 
CDs, DVDs, and books, and composing music for movies and fashion shows.

1987年東京生まれ。音楽家・アーティスト。2009年にオープンリール式テ
ープレコーダーを操り演奏するグループ「Open Reel Ensemble」を結成、
コンサートを始め、CD/DVDや書籍の出版、映画やファッションショーへの
楽曲提供など多岐にわたる活動を行っている。

Ei Wada和田永
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アーツカウンシル東京をよく知るためのキーワード

音楽家・大友良英による「誰もが参加でき、自分たちの手でつくる」新しい音楽祭。事前にワークショップを行
い、ライブ当日に渋さ知らズ、Orquesta Nudge! Nudge!、RULLY SHABARA、大友良英＆テニスコーツと一般
参加者による参加型ライブパフォーマンスを開催。ワークショップ形式で参加者と共に大風呂敷を敷き詰めるな
どの会場制作も行います。ワークショップ参加者募集については、公式ウェブサイト（http://www.ensembles.
tokyo）をご覧ください。
Directed by musician Otomo Yoshihide, this is a new kind of music festival that anyone can join in and help to create. 
Workshops will be held beforehand and audience members will be able to join in on the day with performances by 
Shibusashirazu, Orquesta Nudge! Nudge!, Rully Shabara, and Otomo Yoshihide & Tenniscoats. During the workshops, 
members will also help to set up the venue, including making a huge furoshiki cloth to cover the ground.
If you wish to participate in the workshops, please visit the official website (http://www.ensembles.tokyo).

日程／平成27（2015）年8月30日（日）　時間／【ライブパフォーマンス】16:00～
会場／行幸通り（東京駅丸の内側）　料金／無料　問い合わせ／アンサンブルズ東京事務局　080-3153-0914
主催／アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、アンサンブルズ東京実行委員会

Date: 8.30 (Sun), 2015  Time: [Live Performance] 16:00–  Venue: Gyoko Street (on the Marunouchi side of Tokyo Station)
Admission: Free  Information: 080-3153-0914 (Ensembles Tokyo Office)
Organizers: Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), Ensembles Tokyo Executive Committee

参考写真　平成23年TERATOTERA祭り 特別企画「TOKYO–FUKISHIMA」より
Image from the “TOKYO-FUKUSHIMA Project” at the 2011 TERATOTERA Festival

『アンサンブルズ東京』
Ensembles Tokyo

PICK UP 2

PICK UP 1

演  芸
Engei Vaudeville Performance Workshop

紙切り、曲芸、和妻などの演芸の技を、プロにお手本を見せてもらいながら体験。
簡単な形を作る紙切りや傘回しなどの曲芸体験を実施しています。
Watch professionals demonstrate their skills in papercutting, kyokugei (juggling, balanc-
ing, and top-spinning), and wazuma (traditional Japanese magic) before trying them 
yourself. You will have the chance to create a simple papercut or try your hand at 
umbrella-spinning.

期間／平成28（2016）年3月までの毎週土曜日 ※ただし、平成27（2015）年12月26日を除く
時間／14:45～、16:00～、17:15～（各回30分間）　会場／東京都江戸東京博物館
料金／無料（ただし博物館の入館料要）　参加方法／先着順　定員／各回50名

Period: Every Saturday until March 2016  *Excluding December 26, 2015  Starting Time: 14:45, 16:00, 
17:15 (each session lasts 30 minutes)  Venue: Edo-Tokyo Museum  Admission: Free (Please note that 
there is an admission fee for the museum)  How to Participate: Participation is on a first come, first 
served basis  Capacity: 50 per session

Arts Council Tokyo is organizing a range of 
programs to give foreigners the chance to gain 
first-hand experience of Japanese traditional 
culture and performing arts, focusing on the theme 
“Approaching Tokyo tradition.” The Engei Vaudeville 
Performance Workshop and Traditional Japanese 
Dance Workshop are held at regular intervals 
throughout the year. Lasting 30 minutes and an 
hour respectively, they provide an accessible intro-
duction to these arts. In addition, we plan to launch 
workshops on kado (the art of flower arrangement) 
and nagauta music and so forth in the autumn. All 
of the programs feature a commentary in English.

アーツカウンシル東京では、「Approaching
Tokyo tradition」をテーマとして、外国人を対
象にした日本の伝統文化・芸能を体験してもらう
プログラムを実施しています。通年で定期開催
しているのは、演芸と日本舞踊。それぞれ30分
間と1時間なので、気軽に体験することができ
ます。また、秋以降には華道と長唄の体験プロ
グラムなども実施予定。すべてのプログラムは、
英語の解説つきです。

期間／平成28（2016）年3月までの毎週日曜日 ※ただし、平成27（2015）年7月26日、12月13日、
平成28（2016）年1月10日、2月14日・28日、3月13日を除く
時間／11:00～、13:00～、15:00～（各回1時間）　会場／浅草文化観光センター
料金／無料　参加方法／当日各回30分前から整理券配布　定員／各回20名

Period: Every Sunday until March 2016  *Excluding July 26 and December 13, 2015, and January 10, 
February 14 and 28, and March 13, 2016  Starting Time: 11:00, 13:00, 15:00 (each session lasts 1 hour)  
Venue: Asakusa Culture Tourist Information Center  Admission: Free  How to Participate: Numbered 
tickets will be distributed 30 minutes in advance of each session on the day.  Capacity: 20 per session

Traditional Japanese Dance Workshop
日本舞踊 浴衣を着て簡単な日本舞踊の型を体験後、日本舞踊「藤娘」の一部を鑑賞。最後

には講師との写真撮影も可能です。
After putting on a cotton yukata and trying your hand at a simple Nihon buyo (traditional 
Japanese) dance, you will have the chance to watch part of the dance called Fuji Musume 
(Wisteria Maiden). At the end, you can take photographs with the instructors.

毎週土曜日11:35～11:45（ワイド番組「RADIO DONUTS」内）
Saturdays, 11:35–11:45 (A segment of the “RADIO DONUTS” show)

東京文化のライブな情報をオンエア中
Broadcasting live information about culture in Tokyo

www.j-wave.co.jp/original/creativefile/

J-WAVE（81.3FM）
『ARTS COUNCIL TOKYO CREATIVE FILE』

渡辺 祐 × 山田玲奈  Tasuku Watanabe × Rena Yamada

イベントなどの詳細は、
公式ウェブサイトとSNSから！

アーツカウンシル東京
@artscouncilTYO

Check the official website
and SNS for event details!

www.artscouncil-tokyo.jp/
www.artscouncil-tokyo.jp/en/

Keywords to help you get to know Arts Council Tokyo better

アーツカウンシル
Arts Council

発祥は1945年英国だとされる。日本語では芸術評議会などと訳
され、世界各国で設置されている。一概に定義するのは困難だ
が、「芸術文化に対する助成を基軸に、政府・行政組織と一定の
距離を保ちながら、文化政策の執行を担う専門機関」と言える。

Arts councils allegedly originated in the UK in 1945 and have sub-
sequently been established worldwide. A standardized definition is 
difficult, but it would be fair to describe them as specialist organizations 
with a primary focus on subsidizing the arts and culture, which execute 
cultural policy while maintaining a degree of distance from government 
and administrative bodies.

リーディングプロジェクト
Leading Projects

オリンピック文化プログラムを先導するプロジェクト。アーツカウ
ンシル東京では、アーティストが様々な街を訪れ、多彩なパフォ
ーマンスを上演するプログラムや障害者のアートプログラムを展
開し、2020年に向けた気運醸成を図っていく。

Projects that will serve as a guide for the Cultural Olympiad. Arts 
Council Tokyo is fostering excitement about 2020 through programs 
in which artists visit various districts to give a diverse array of perfor-
mances, as well as through art programs for people with disabilities. 

アートプロジェクト
Art Projects

主に1990年代以降に日本の各地で展開されている、共創的芸
術活動。近年では、街なかで行うアートフェスティバルや、地域
住民とアーティストが協力してつくり上げるイベントから社会実験
的なものまで、幅広い活動が行われている。

These artistic and cultural activities centered on collaborative con-
temporary art have been undertaken across Japan, mainly since the 
1990s. In recent years, a wide range of activities have taken place, from 
arts festivals in the city streets and events created by local citizens 
working in partnership with artists, to socially experimental initiatives.
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オリンピックとパラリンピックの開催時に催される、芸術文化
に関するプログラム。オリンピックとパラリンピックは文化の
祭典でもあるため、開催国・地域にはスポーツ競技だけでな
く複数の文化プログラムを行うことが義務づけられている。ロ
ンドン五輪では、2008～12年の4年にわたり、英国全土で
実に約18万件ものプログラムが行われたといわれている。

A program of artistic and cultural events held in conjunction with 
the Olympics and Paralympics. The Olympics and Paralympics 
are also a cultural festival, so the host country/region is obliged to 
organize not only sporting contests, but also numerous cultural 
events. At the London Olympics, it is said that about 180,000 
programs were held across the UK over the four years from 2008 
to 2012.

オリンピック文化プログラム
Cultural Olympiad

参考文献
・吉本光宏『地域アーツカウンシル̶その現状と展望』ニッセイ基礎研レポ
ート（ニッセイ基礎研究所／2015年）
・『日本型アートプロジェクトの歴史と現在 1990年→2012年』（東京文化
発信プロジェクト室／2013年）

・『東京アートポイント計画が、アートプロジェクトを運営する「事務局」と話
すときのことば。の本』（東京文化発信プロジェクト室／2014年）

・公益財団法人日本オリンピック委員会 ウェブサイト http://www.joc.or.jp/

References
• Mitsuhiro Yoshimoto, NLI Research Institute Report: Regional Arts Councils Today 

and Tomorrow (NLI Research Institute / 2015)
• Japanese Art Projects, Then and Now: 1990 to 2012 (Tokyo Culture Creation 

Project Office / 2013)
• The Book of Words that the Tokyo Artpoint Project Uses When Talking to ‘Adminis-

tration Offices’ Running Art Projects (Tokyo Culture Creation Project Office / 2014)
• Japanese Olympic Committee website http://www.joc.or.jp/

　音楽において、プロとアマチュアとの間に明確な境界
線ができたのは、レコード産業、ラジオやテレビが発達
してからですから、20世紀以降のこと。もちろんそれま
でも、例えばクラシック音楽の世界には、鍛練を積んだ
演奏家がクオリティの高い音楽を奏で、聴衆がそれを聴
くというかたちはありました。でも、こうした関係性は、
音楽のあり方のごく一部だと僕は思うのです。
　というのも、昔から村のお祭りというものがあるでしょ
う？　日本でいえば、盆踊りがありますね。ああいった
ところに演奏のプロがいるかといったら、きっといない。
その村に暮らす人が笛や太鼓で音頭をとり、どこからと
もなく人が集まって踊り出し、その場に大きなうねりが生
まれる。自分たちが生み出した音楽が、お祭りをさらに

盛り上げる。こんなふうに音楽には、もともとはみんな
でつくり上げるという側面がありました。
　僕はこれまでも「アンサンブルズ」というプロジェクト
名のもと、山口や水戸といったその地域に暮らす人、い
わばアマチュアの皆さんと音楽を通してコラボレーショ
ンを行ってきました。その時々で掲げるテーマや手法は
異なりますが、その根底に共通しているのは、音楽とい
うもののあり方を元に戻したら、どんなことが起こるの
かということ。僕はそれが楽しみなのです。
　『アンサンブルズ東京』でも、一般の皆さんに参加して
もらって一緒に音楽をつくり上げる企画を考えています。
例えば、参加型ライブパフォーマン
ス。僕も含めて5組のアーティスト
が登場しますが、彼らだけが演奏
するのでなく、一般の人に参加して

もらって合奏する。上手に演奏できるかどうかというの
は、関係ないんです。みんなの手で音楽をつくることが
一番の目的だから。
　音楽だけではなく、場もみんなでつくろうと考えてい
て、会場の行幸通りに一般の人が布を縫い合わせてつ
くった“大風呂敷”を敷き詰め、『アンサンブルズ東京』
のベースにします。もともと“大風呂敷”は福島でフェス
をやったときに生まれましたが、今は全国各地でやって
いて、今回はそれらを東京に集めます。
　音楽があり、場がある。このプロジェクトを知らない
たまたま通りかかった人が、「なんか面白そうなことをや

っているな」と自然と引き寄せら
れ、いつの間にか一緒になって
楽しむ。そんなことができればと
思っています。

僕の役目は人 と々音楽をつなぐこと

My role is to forge connections
between people and music

It’s only since the record industry was born and radio and 
television began developing in the 20th century that we’ve 
created a clear distinction between professionals and 
amateurs in the world of music. Naturally, even before that, 
in the classical music world for example, people used to 
go and listen to high-quality performances by well-trained 
musicians. But I think that kind of relationship is just one of 
many approaches to music.
 After all, villages have had festivals since ancient times, 
haven’t they? In Japan, there are the Bon Festival dances. 
Were they performed by professionals? Definitely not. The 
villagers themselves took up bamboo flutes and taiko 
drums, and people gathered together as if from nowhere to 
dance, surging through the village streets. The music that 

they made themselves made their 
festivals even livelier. So as you can 
see, music was originally something 
that everyone joined in with.
 Under the project title “Ensem-
bles,” I’ve already been involved in various music-focused 
collaborations with so-called amateurs living in regions such 
as Yamaguchi and Mito. The themes and techniques differ 
each time, but what all of these programs have in common 
is that they’re based on seeing what happens when we go 
back to the original approach to music. That’s what I enjoy 
about it.
 Ensembles Tokyo too will be a program focused on 
getting members of the public to take part in making music 
with us. For example, there will be live performances that 
they can join in with. It features five groups of artists, includ-
ing myself, but rather than simply performing on our own, 

we’ll have members of the public 
join in with us. It doesn’t matter 
whether or not they can perform 
well. The main aim is for everyone 
to contribute to making music.

 I want everyone to join in not only with making music, 
but also setting up the venue at Gyoko Street. We’re going 
to lay out a “giant furoshiki cloth” that members of the public 
have helped to sew together from smaller pieces of cloth, 
and that will be the base for Ensembles Tokyo. The “giant 
furoshiki” idea originally came about when we did the festival 
in Fukushima, but now we’re doing them nationwide and 
we’re going to put all of them together in Tokyo.
 We’ve got music and we’ve got a venue. It would be great if 
we could pique the interest of passers-by who don’t know about 
this project, so that they’re spontaneously drawn to come and 
take a look and then find themselves joining in as well.

プロとアマチュアの
境界を越えて

生まれる音楽とは？
What kind of music do you

get when you transcend
the boundary between

professionals and amateurs?

Musician. As well as performing improvised music worldwide, he has also 
composed the music for numerous film and television productions, including 
the NHK morning television drama Amachan. In 2012, he received the Min-
ister of Education Award for Fine Arts in the category of Promotion for his 
PROJECT FUKUSHIMA! initiative.

音楽家。即興演奏家として世界各地で活動するほか、NHK連続テレビ
小説『あまちゃん』等、数多くの映像作品の音楽も担当。『プロジェクト
FUKUSHIMA!』の活動が評価され、2012年度芸術選奨文部科学大臣
賞芸術振興部門を受賞。

INTERVIEW

『アンサンブルズ東京』芸術監督
Artistic Director of Ensembles Tokyo

Otomo Yoshihide

大友良英

Arts Council Tokyo has full-time program officers in each artistic 
field, who select projects to receive grants, as well as investi-
gating and evaluating such projects. The program officers for 
programs undertaken as part of the Tokyo Artpoint Project serve 
as trainers, working alongside the administration office for each 
program and providing intermediate support to the art NPOs 
running art projects within the capital.

On the next page, we take a close-up
look at the activities of Arts Council Tokyo!

プログラムオフィサー
Program Officers

アーツカウンシル東京には各芸術分野のプログラムオフィ
サーが常勤し、助成事業の選考や調査・評価を行ってい
る。東京アートポイント計画事業におけるプログラムオフィ
サーは、都内でアートプロジェクトを展開するアートNPO
の中間支援を行う立場として、「事務局」と共に走るトレー
ナーのような存在。

次のページではアーツカウンシル東京の
活動をクローズアップ！
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東京を創造連鎖の生まれる場所へ

　この世界には本当にたくさんの人がいて、
「誰か」の発想から生まれたモノやコトが
あふれています。その創造の源をつくるの
は、人の営みが積み重なって生まれる「文
化」。ふだんはなかなか意識しないけれど、
この文化こそが、これからの社会の原動力
になっていくかもしれません。
　日本は、いにしえの文化を大切に守る一
方で、海外からの文化をはじめとした「新し
い価値」を積極的に吸収し、カスタマイズ
する柔軟性も持ち合わせたユニークな国で
す。例えば、ひらがなとカタカナ、漢字が混
在した言語。海外の調理法をアレンジした

創作料理。私たちの日常には、しなやかな
感性に育てられた文化が無数に息づいて
います。
　とりわけ東京は、国内外の新旧様々な文
化が共存する多様性にあふれた街です。そ
の東京を舞台に文化イベントやアートプロ
ジェクトを行ってきた「東京文化発信プロジ
ェクト室」と、芸術文化団体への支援など
を行ってきた「アーツカウンシル東京」が、
2015年4月に統合。より充実した活動がで
きる体制に進化しました。
　新生アーツカウンシル東京の主な仕事
は、芸術団体やアーティストの支援につい

て、専門的な知見からその方法を考え、芸
術文化活動をサポートすること。音楽、演
劇、舞踊、美術・映像、伝統芸能といった
分野ごとのエキスパートたちが日々、調査
研究に勤しんでいます。ほかにも、街なか
でフェスティバルを開催したり、アートプロ
ジェクトを運営する人を育てたり、はたまた
国際シンポジウムを開いて海外の芸術文化
団体と交流したりと、アーツカウンシル東
京は、日々、東京中を奔走しています。さら
に、その活動は、芸術文化そのものを支援
するものだけにとどまらず、芸術文化と社
会をつなぐためのシステム、あるいはその

システムづくりや、つなげるための活動をし
ている人たちを支え、一緒に歩むことにも
及ぶのです。
　フェスティバルで誰かと体験を分かち合
う。地域密着型のアートプロジェクトに参加
して新たなコミュニティをつくる。創造が交
わり合って、あるいは衝突して生まれるの
は、新たな創造の種です。それはやがて、
土地に根をはった文化になっていきます。創
造が連鎖して、次々にモノ・コトが芽吹いて
いく。たとえ、芽吹かなくても肥やしになる。
みんなで育てた芸術文化の力が、東京をも
っと生き生きと変化させていくはずです。

アーツカウンシル東京、活動中！

Arts C
ouncil Tokyo H

as Set to W
ork!
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The world around us is full of people, and over-
flowing with objects and ideas that somebody 
thought up. What provides the source of that 
creativity is culture, which is built up in the 
course of our day to day activity. Most of the 
time, this happens without our realizing, but 
culture could actually provide the motive force 
for our society in the future.
 Japan is a unique country. On the one hand, 
it cherishes and protects its ancient culture. 
On the other, it has a flexible approach to 
foreign culture and other new values, actively 
absorbing and customizing them. For example, 
there is Japan’s written language, a mix of three 
writing systems: the hiragana and katakana 
phonetic scripts and kanji ideographs. There 

is also fusion cuisine, created by adopting and 
adapting foreign cooking techniques. A myriad 
of cultures nurtured with a flexible sensitivity 
live and breathe in our daily lives.
 Above all, Tokyo is an abundantly diverse 
city in which a variety of domestic and foreign 
cultures – old and new – coexist in harmony. 
April 2015 saw the merger of Tokyo Culture 
Creation Project, which organized cultural 
events and art projects that used Tokyo as a 
backdrop, with Arts Council Tokyo, which pro-
vided support for artistic and cultural groups. 
With this merger, the two bodies evolved into 
an organization able to undertake activities of 
an even higher quality.
 The main task of new Arts Council Tokyo is 

to think about how best to use its expert knowl-
edge to assist artists and arts organizations, 
and to support artistic and cultural activities. 
Experts in music, theater, dance, visual art 
and media art, and Japanese traditional art 
dedicate themselves tirelessly to research in 
their respective fields. In addition, Arts Council 
Tokyo is constantly engaged in a whirl of activity 
across Tokyo, whether holding festivals on the 
streets of the metropolis, fostering people who 
can manage art projects, or hosting international 
symposiums and interacting with artistic and 
cultural groups from overseas. These activities 
do not only encompass support for art and 
culture in itself; they also include efforts to 
develop and manage systems for forging links 

between society and art and culture, as well as to 
support the people engaged in activities to this 
end, working alongside them in their endeavors.
 At festivals, we share our experiences with 
others. We create new communities through 
participation in community-based art projects. 
The mixing or collision of people’s creative work 
gives rise to the seeds of new creativity. And 
eventually, these grow into a culture with strong 
roots in that community. This engenders a chain 
of creativity that blossoms into a profusion of 
objects and ideas. Even if it does not actually 
blossom, it should at least help to fertilize the 
soil for the future. The power of the art and cul-
ture that we cultivate together will undoubtedly 
transform Tokyo into a more vibrant city.

社会を動かすものって、いったいなんでしょう？  複雑で多様な社会が動くということは、つまり、人の心が動くこと。
そのために奮闘している人たちがいるのをご存じでしょうか。その名は、「アーツカウンシル東京」。そのバラエティ豊かな活動を、少しだけ紹介します。
What is it that makes society work? The driving force behind a complex and diverse society is the stirring of people’s hearts and minds.
Did you know that there is a group of people who are giving their all to make this happen? This group is called Arts Council Tokyo.
Allow us to give you a brief insight into the rich array of activities that it undertakes.

アーツカウンシル東京、活動中！

Making Tokyo a place that engenders a chain of creativity
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世界のどこかで、自分の身近な場所で、日々生まれゆく無数の情報、無数の作品。
誰かの解釈、誰かの価値観に彩られたそのモノやコトたちを、
自分の意思で自由にシェアできて、またひとつの素材として無料で使えるとしたら？
このページに掲載している26点のビジュアルもまた、それを実践したひとつのカタチだ。※
誰か（作者）と自分（利用者）の関係が、時代の波とともに今、変わりつつある。
Infinite amounts of information and creative output continue to take shape around the world —
even in our own backyards. What if those vast arrays of content, those products of different people’s
visions and values, were yours to share however you wanted and use at no cost whatsoever?
The 26 visuals you see here on this page are real-life examples of that possibility.*
As the waves of time swell and shift, the connections between you (the user) and
those other people (creators) continue to evolve.

Open Mind,
Open Culture

5

4

研究テーマ⑨

* Some of the 26 visuals are numbered. Numbers 1, 2, 3, 
and 5 are available under Creative Commons licenses, 
while number 4 (free secondary use) is available under 
the work’s terms of use. See p. 11 for more information.

※26点中、番号の記載のあるビジュアルがあり
ます。1.2.3.5.はクリエイティブ・コモンズ・ライ
センス、4.は作品（二次利用フリー）の利用規約
に基づいて掲載しています。詳細はP11にて。
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Law is a post facto thing: by nature, it always comes in the wake 
of something in the real world. We don’t make laws without some 
kind of prompt; law waits until something in reality requires 
action. With society in constant flux, however, reality and law 
can’t always stay step in step — and ever since the Internet 
began to permeate our lives, the gap between reality and law 
has continued to widen at an even brisker pace. There’s no way 
for law to keep up with the speed of the online world.
 One of the ideas that’s come out of this context is “Creative 
Commons,”* a new approach to copyright. A “Creative Commons 
license,” which enables an author of a work to set his or her own 
rules on the use of the work, allows other parties to use the corre-
sponding work freely as long as they comply with those set rules.
 The Creative Commons perspective is just one element of “open culture,” a movement 
that focuses on sparking creativity through the openness of the Internet age. Hatsune 
Miku and Kumamon are two prominent examples of this framework, which operates on 
the concept of having authors and users create rules together to sustain and accelerate 
the sharing of ideas. “open data,” “open government,” and other similar initiatives that 
government organizations have started to embrace also fall within the “open culture” realm.
 The world is shifting toward trying to protect virtually every kind of information with 
copyrights and other forms of defense. The creative world is no different: almost every 
work comes with a “©” or some other kind of copyright notice, underlining the general 
assumption among creators that protection needs to come first. When you think about it, 
though, information should be freely available to all. If there’s a vast ocean of information 
out there, copyrighted information only amounts to a few tiny islands — basically, I doubt 
there’s that much expression that really needs or deserves protection. The presence 
of the Internet has opened our eyes to the contradictions between the communality of 
information and the idea of informational exclusivity for some information.
 Imagine that you’ve created something. If another person uses what you’ve made, 
there’s a better possibility of your creation finding its way to broader audiences — but 
if you’re too fixated on protecting it with a copyright, you might stand in your own way 
and stop your creation from getting the exposure it deserves. We’ve seen that kind of 
thing happen to plenty of creators. It should probably go without saying, but there’s no 
point in concentrating solely on protecting your copyrights before you get other people 
to know about or use your work.
 That said, I also want to make it clear that Creative Commons isn’t trying to renounce 
the idea of copyrights outright; the goal of Creative Commons is to uphold the principles 
behind copyrights but “soften” the ways they work to suit the contemporary conditions. 
Every creative act draws on something that came before it. There’s no such thing any-
more as a completely original, made-from-scratch creation. Creative Commons wants 

※ クリエイティブ・コモンズ…クリエイティブ・コモンズ・ライセン
ス（CCライセンス）を提供している国際的非営利組織とそのプロジェ
クトの総称。日本は2004年3月にアメリカに次いで世界で2番目に
CCライセンスをリリース。2007年に東京都の許可を受け、NPO法人
に。2013年活動母体となるNPO法人名をクリエイティブ・コモンズ・
ジャパンからコモンスフィアに変更した。http://creativecommons.jp
（クリエイティブ・コモンズ・ジャパンオフィシャルサイトから引用）

P10のクレジット表示は以下の通りです。  Attribution in P10.
1: ‘Free Child Walking on White Round Spheres Balance’ by D. Sharon Pruitt at https://flic.kr/p/mBmNr  
Licence under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
2: ‘Wyrm Colour Motion Design’ by Drake Welsh at https://vimeo.com/128456217  Licence under 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
3: ‘Vintage edit 10 treated compressed’ by CA1 CA2 Cornelia Adams at https://vimeo.com/129270529  
Licence under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
4: ブラックジャックによろしく／佐藤秀峰／漫画 on web　Give My Regards to Black Jack / SHUTO 
SATO / Manga on Web
5: ‘Animotion Days’ by Joan Garcia Pons at https://vimeo.com/129321007  Licence under https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/

　そもそも法律は、性質上、現実の後追いしかできません。まず現実の事象が先
行して、それに対応して法律ができるからです。社会は常に移り変わり続けるの
で、現実と法律との間には乖離が存在してくることになります。特にインターネッ
トが普及した以降はこの現実と法律との間の乖離が進んでいます。法律はネット
のスピードに追いつくことができません。
　そんな時代背景のなかで生まれたひとつの概念が、著作権に関する新しい考え
方である「クリエイティブ・コモンズ」（※）です。「クリエイティブ・コモンズ・ライセン
ス」は、作品の作者自身がその作品の利用に伴うルールを決め、そのルールに則
れば、自由に作品を利用してよいという意思表示ができる、国際的な仕組みです。
　クリエイティブ・コモンズに限らず、ネット以降のオープンな流れを活用したク
リエイションの潮流を「オープンカルチャー」と呼ぶことがあります。初音ミクやく
まモンもそうですが、簡単に言ってしまうと、作者と利用者の当事者同士でルー
ルを作って、積極的にシェアしていこうという試みであり、仕組みであると言えま
す。「オープンデータ」や「オープンガバメント」などの政府や行政の動きをこれに
含めることも可能でしょう。
　今の時代、全体的に情報が著作権などでプロテクトされた世の中になってきて
いますよね。クリエイションの世界も同じで、あらゆる著作物に「©」などの著作
権表示が付いて、守られるのが前提のようになっているんですが、本来情報とい
うのは誰もが自由に利用できるものであるはずなんです。情報というでっかい海
があるとしたら、著作権がある作品というのはそこに点々と浮かぶ小島のような
もの。つまり数多ある情報の中で、保護されるべき表現、保
護に値する表現というのは本来そんなに多くないはずなの
では？と僕は思います。ネットという存在は、そのような情
報の共有性と、一部の独占性の矛盾を可視化しました。例
えば誰かが自分の作品を二次利用してくれることで、そこ
から広がる可能性があるのに、著作権を保護することにこ
だわりすぎて結果的に広がらず、もったいないなと感じたク
リエイターも結構見てきました。当たり前ですが、人々に知
ってもらい、利用してもらう前に、著作権を保護だけしてい
ても意味がないわけです。同時に言いたいのは「クリエイテ
ィブ・コモンズ」は、決して著作権を否定しているわけでは
なく、著作権を尊重したうえで、時代に合うように「柔らか

く」しているだけだということです。あらゆるクリエイションは先人たちのクリエイ
ションから何らかの影響を受けている。ゼロからのクリエイションというものは最
早なく、先人へのリスペクトを前提として新しいクリエイションを行っていくという
思想です。だからオープンカルチャーでは、自分も先人たちから様々な材料やイ
ンスパイアを得て創作を行っているという謙虚さと、それを自らも社会に返してい
き、また自分も社会からフィードバックを得て、次のよりよい表現へとつなげてい
く、という感覚が必要なのかもしれません。「早く行きたいなら1人で行け、遠くへ
行きたいならみんなで行け」というアフリカのことわざがありますが、色々なもの
が集合することでもっと大きな新しいものが生まれる、セレンディピティ的なもの
が働く、そういうことがオープンカルチャーの強みなんじゃないかと思います。
　ただ一方で、僕個人としては何でもオープンにした方が良いとは思っていませ
ん。例えば音楽家の坂本龍一さんは、プロジェクトごと、シチュエーションごとに
クローズドにする音楽とオープンにする音楽を、ちゃんと使い分けされています。
ケースバイケースなんですね。大切なのはクリエイションにあたってクリエイター
の選択肢を増やすことだと思います。クリエイティブ・コモンズを含むオープンカ
ルチャーは、権利に縛られて動けなくなるのではなく、クリエイターの選択肢を増
やすことによって、これまで出合ってこなかった人やモノが出合い、交配すること
によってまた新しいものを生み出していく循環の源となるものです。そうやって、イ
ノベーションを生み出しやすい、豊かな社会の素地を作り出していくことこそ僕が
オープンカルチャーに期待していることです。

著作権の意義、そして広がりを見せる「オープン」の波とは？
知的財産権を専門とし、クリエイションの世界で活躍する弁護士・水野祐さんを
客員研究員に招いて伺った、「オープン」という創作の新しい可能性。
What do copyrights really mean? What’s this “open” idea that continues
to gather momentum? Inviting Tasuku Mizuno, an attorney and intellectual
property rights specialist as a guest researcher, we asked about these questions
and the exciting new creative potential of the “open” approach.

Enriching society through the “open” approach
「オープン」により

豊かな社会を
生み出す

クリエイターの選択肢を増やし、新たな表現を生み出す土壌を作る

Giving creators more options will help
lay foundations for new expression

水
野

 祐
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to drive creation onward, grounded firmly in a respect for the 
creative backdrop that our predecessors have given us.
      That’s why open culture demands both a sense of humility — 
the understanding that creators produce work out of materials 
and inspirations from the past — and a determination to give 
back to society, gather feedback from the wider audience, and 
strive to make the next project better than the last. In Africa, 
there’s a famous saying: “If you want to go fast, go alone. If you 
want to go far, go together.” The real benefit of the open culture 
approach is that bringing a diverse mix of resources together 
creates greater potential for new creation, making it easier for 
serendipity to work its magic.
      Still, I don’t think that everything should be open. Ryuichi 

Sakamoto, for example, decides whether each of his musical creations should be open 
or closed according to the project and the situation — it’s a case-by-case thing for him. 
The important thing, the way I see it, is to give creators more options in handling their 
creative output. Instead of shackling creative activity with the binds of legal rights, 
Creative Commons and the entire open culture approach want to propel the cycle of 
sparking new encounters, making connections, and giving birth to new creation by 
offering creators a wider range of choices. When I think about open culture, I see the 
potential for the growth of a richer, more fertile society that fosters innovation.

*Creative Commons (CC)
“Creative Commons” refers to the global non-profit organization that provides Creative Commons 
licenses and the organization’s various projects. In March 2004, Japan became the second country 
(following the United States) to release official CC licenses. Creative Commons Japan later obtained 
NPO certification from the Tokyo Metropolitan Government in 2007 and eventually changed the 
official NPO name of its parent organization from Creative Commons Japan to Common Sphere in 
2013. (From the Creative Commons Japan official website)

Open Mind,
Open Culture

Attorney, representative of City 
Lights Law Office, director of Com-
mon Sphere (Creative Commons 
Japan), and Representative Direc-
tor of Arts and Law, Tasuku Mizuno 
provides legal support in fields like 
creative activity, IT, and architecture/
real estate.

弁護士・シティライツ法律事務所
代表。コモンスフィア（クリエイテ
ィブ・コモンズ・ジャパン）理事。
Arts and Law代表理事。クリエ
イティブ、IT、建築、不動産など
の分野に特化して法的なサポート
を提供している。

Tasuku Mizuno水野祐
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CASE

音楽、演劇、文学、建築、さらにはご当地キャラクターまで。
水野祐客員研究員推薦のもと、ここではオープンカルチャーのダイナミズムを取り込んだ
クリエイションの一部をご紹介。ここから始まる文化の新たな潮流、可能性。
Ranging from music, theater, and literature to architecture and local mascots,
guest researcher Tasuku Mizuno’s recommendations capture the dynamics of open culture
and creativity in a truly diverse mix: the seeds of new cultural trends and possibilities.

Go-qualia（ゴークオリア）とYako（矢向直大）が主宰するネット音楽レーベル。「作品」を
単一メディアではなく創り手、媒介者、受け取る人のすべてが関わるコミュニケーションの
産物と捉え、すべてのリリース作品をCCライセンス（表示、非営利、継承）の下で管理して
いる。著作権を解放すること自体ではなく、それによって楽曲を“自由に動かせること”に
こそ意義があるとし、アーティスト同士が音楽、映像、絵、文章など様々なコンテンツの垣
根を越えて響き合い、コラボレーションしていくことで新たな「作品」を提供している。

オープンカルチャー
それぞれの選択

現在（2015年7月）同プロジェクトで公開されている戯曲は第54回岸田國士戯曲賞受賞作品『わが星』を始
め、『わたしの星』『妥協点P』『ハイパーリンくん』など全10作品。ネット上で全文試し読みすることも可能。

As of July 2015, the Play Publication Project features 10 works, including Waga hoshi (the winner of the 54th Kishida 
Prize for Drama), Watashi no hoshi, Dakyoten P, and Hyperlink-kun, that users can read in full online.

現在、海外で数千以上存在するネットレーベ
ルを始め、freemusicarchive.orgといったコ
ミュニティサイトでも、CCライセンスでの楽曲
配布の土壌が確立されています。世界標準の
ルールの中で、自由に楽曲使用をできること
こそが、ユーザー同士の音を通じた活発なコ
ミュニケーションを創っていくのだと感じます。

作品を通じてユーザー同士の
コミュニケーションを促進する

The thousands of online record labels operating 
around the world and community sites like 
freemusicarchive.org are moving toward adopt-
ing approaches for distributing music under CC 
licenses. The ability to use music freely within a 
global framework of rules and standards will, I 
think, be a powerful catalyst in getting users to 
communicate actively through the channels that 
sound and music provide.

Helping users communicate
through songs and albums

矢向直大
Naohiro Yako

戯曲を公開することで、まず僕自身が劇作家としてより遠くの
人たちを意識することができました。全国各地の方々に、とも
すればまだ劇団が行ったことのないような場所で上演されて
いるのは本当にうれしいです。そして自作の戯曲たちが、こ
れからの演劇、劇作家の道具となったらと期待しています。

戯曲公開がこれからの演劇を
生み出す糧になる

Releasing my dramatic works to the public has helped me, as a 
playwright, develop an awareness of a broader audience. It’s an 
amazing feeling knowing that theatrical groups are performing the 
things I’ve written for people all across the country — and in some 
places that our troupe has ever been. I hope my works can serve as 
resources for the playwright and theater community of the future.

How releasing dramatic works to the public
can cultivate the future of the theater

柴幸男
Yukio Shiba

Bunkai-Kei records

The entire Bunka-Kei catalog

At Bunkai-Kei Records, an online music label spearheaded by Go-qualia 
and Yako (Naohiro Yako), a musical “work” isn’t just a single form of 
media in and of itself — it’s the product of communication among the 
creators, go-betweens, listeners, and everyone else involved in the 
process. That’s why Bunkai-Kei uses CC licenses for all its releases 
(Attribution-NonCommercial-ShareAlike). Firm in its believe that CC 
licensing is about enabling music to move freely, not simply liberating 
music from the confines of copyright law, Bunkai-Kei provides new 
musical “works” by helping artists transcend boundaries and collab-
orate with one another as their music, video, art, writing, and other 
forms of creative content resound in harmony.

自身もアーティストであるGo-qua
liaの作品をはじめ、エレクトロニカ
／アンビエント等の楽曲を中心にリ
リース。

Bunkai-Kei Records releases electron-
ica, ambient, and other types of music, 
including recordings by Go-qualia — an 
artist in his own right.

bunkai-kei.com

www.mamagoto.org/drama.html

「分解系の全リリース作品」

 “演劇をままごとのようにより身近に”をコンセプトに、劇作家・演出家の柴幸男によって旗揚げ
された演劇集団・ままごと。近年では“その時、その場所で、その人たちとしかできない演劇”
を求め、香川県・小豆島や公園など公共空間での作品上演を行っている。2014年から、もっと
多くの人たちに戯曲を読んでもらいたい、上演してもらいたいという考えのもと、過去の戯曲を
「戯曲公開プロジェクト」としてネット上で無料公開。戯曲をダウンロードして読み物として楽し
むことができ、また申請すれば有料、無料に関わらず自由に作品を上演することができる。

Playwright and director Yukio Shiba formed the Mamagoto theater company around the core concept 
of “making performing on stage as free and easy as playing house” (mamagoto in Japanese). Hoping to 
create works that capture the singular qualities of specific places, times, and performers, Mamagoto has 
recently been performing in Shodoshima, Kagawa prefecture, parks, and other public spaces. In 2014, 
Shiba created the “Play Publication Project” to serve as a free, online depository of his older plays and 
hopefully encourage more people to read and perform dramatic works. Users can download the plays 
to enjoy them as written works and even apply to perform the plays for paying or non-paying audiences.

Mamagoto  Public Publication Project

ままごと「戯曲公開プロジェクト」
O
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CASE

CASE

CASE

CASE

オープンカルチャー
それぞれの選択

TEDという名称はテク
ノロジー、エンターテイ
ンメント、デザインの頭
文字を合わせたもの。
あらゆる業界の人々が
スピーチを通してアイデ
アを発表する。

“TED,” which stands for 
“Technology, Entertain-
ment, and Design,” gives 
people in all fields oppor-
tunities to present their 
ideas to others.

卒業制作の講評会や講演会、科内コンペ、各種展示の告知などが一律に表示される。
資料としての活用はもちろん、学内の様子を知ることができるのも嬉しい。ウェブサイ
トのデザインはクリエイター集団Semitransparent Designによるもの。

The department website features announcements of and information on graduation project 
critiques, lecture presentations, in-department competitions, exhibitions, and more in a unified, 
standard fashion. Not only does the site provide users with a valuable source of materials, but 
it also gives visitors a close, revealing look at what goes on at the Tokyo University of the Arts. 
Responsible for the website design was Semitransparent Design, a group of leading creators.

継続的に投稿されるTumblr。詩を書く過程のgifアニメやアスキーアートを交えたものなど、ウェブならで
はの表現を効果的に用いている。

Saihate makes regular posts on her Tumblr account, which features animated gifs depicting her writing process, 
ASCII art, and other elements that come from a specifically “online” context.

ぼくの価値　きみにはきっと関係がないもの
ぼくの価値　きみがたとえいようと、いなかろうと、確定されているもの
きみが生きていること　ぼくには本当は関係がないことだ
この時間を、愛という言葉で、ごまかしてしまってはいけない
わずかな嫌悪　わずかな死んでしまえという気持ち　それを打ち消しあう視線
きみがひとつの尊い命であるということを、ぼくは人間だから理解できたんだ
生まれてきて、よかった
　　
「ひとの詩」最果タヒ

我々の目的はアイデアを有効に広げていくこと。TEDが
著作権に対する柔軟性の高さからCCライセンスを使用
しているため、それに準じています。現在は中高生のた
めのTEDxYouth@Tokyoや教員のためのTEDxTeach
ers@Tokyo、他のTEDxとのコラボレーションなど様々
な取り組みに向けて動いています。

良いアイデアを形にするために何ができるか

At TEDxTokyo, our goal is to spread ideas. As TED uses CC 
licensing to provide more flexibility than traditional copyrights, 
we also adhere to the CC guidelines. TEDxTokyo is currently 
involved in a wide variety of initiatives, including TEDxYouth@
Tokyo (a forum for high school and middle school students), 
TEDxTeachers@Tokyo (a forum for teachers of all types), and 
collaborations with other TEDx organizations.

What can we do to turn good ideas into reality? 

トッド・ポーター
TEDxTokyo ディレクター

Todd Porter
Director of TEDxTokyo

www.tedxtokyo.com

tahi.tumblr.com

arch.geidai.ac.jp

Tahi Saihate  Tahi Saihate.tumblr

最果タヒ「最果タヒ.tumblr」    

あくまでご当地キャラ。 “ゆるキャラ”の
生みの親であり商標登録者のみうらじ
ゅん氏からも「ゆるくないからゆるキャ
ラじゃない」とのお墨付き。

Ichibantaro is a “gotochi-chara” (local 
character), not a “yuru-chara” (a “laid-back” 
character with a generally unsophisticated 
design). Illustrator and critic Jun Miura, 
who originally coined the term yuru-chara, 
has made it clear that “Osaki Ichibantaro 
isn’t ‘laid back’ or ‘unsophisticated,’ so he’s 
not a yuru-chara.”

加盟店20店舗以下という小さな商店街・品川区大崎駅西口商店会のご当
地キャラクター・大崎一番太郎。「CC0

ゼロ
（著作者が自身の著作物の著作権を

自発的に放棄する）」に基づき著作権を放棄しており、誰でも自由に使用で
きるのが最大の特徴。キャラクターの存在意義としては「商店街のPRと地
域活性化」が第一なので、著作権や使用料などで権利を囲い込むよりも、
使用条件をゆるめてより多くの人々に利用してもらうことがその目的に叶う
ということで、このような形に至った。営利目的での二次創作や二次利用
可なので誰でも独自にグッズなどを製作・販売できる。

Osaki Ichibantaro is the local character for the Osaki Station West Exit Shopping 
Street Association, a small coalition of no more than 20 member shops along 
the local shopping street in Shinagawa City. The organization has waived all its 
copyrights to the character under a “CC0” (CC Zero) license, an approach that allows 
creators to relinquish their copyrights on their own volition and gives anyone the 
ability to use freely the content. Organizers designed Ichibantaro to be a PR asset 
for the shopping street and a driver of local revitalization efforts, so relaxing the 
usage conditions and giving as many people as possible access to the character 
— not closing off usage rights through copyright legalities or royalties — were 
the primary goals of the project and the main motivators for adopting the CC0 
framework. The license permits for-profit derivative works and derivative usage, 
thereby allowing users to make and sell their own Ichibantaro goods.

Osaki Ichibantaro 
The mascot for the Osaki Station West Exit Shopping Street Association

大崎駅西口商店会マスコットキャラクター
「大崎一番太郎」

2012年、美術学部建築科のウェブサイトの新オープンに際し、ウェブサイト
上の写真、画像、記事などのコンテンツをCCライセンス（表示、非営利、改
変禁止）の下で公開している。国立大学という組織がこのような形態を取り
入れたことは、OER（オープン・エデュケーショナル・リソース＝教育に関
する資料を世界中の人が誰でも利用できるよう、共有財を作ることを目的と
した世界的ネットワーク。教育コンテンツだけでなく、ツールやライセンスの
開発までも含む）の考え方を日本に広めるのに大きな役割を担った。

In the process of launching its website in 2012, the Department of Architecture 
in the Faculty of Fine Arts at the Tokyo University of the Arts decided to release 
the photos, images, articles, and other content on the website under a CC license 
(Attribution-NonCommercial-NoDerivs). The adoption of the CC approach by a 
prominent national university has been instrumental in popularizing the concept of 
OER (open educational resources: a global network for creating shared resources 
— from educational content to tools and licenses — that give people all around the 
world access to educational materials) in Japan.

Tokyo University of the Arts
The website of the Department of Architecture,
Faculty of Fine Arts/Graduate School of Architecture

東京藝術大学
「美術学部建築科｜大学院美術研究科建築専攻
ウェブサイトのコンテンツ」

「世の中に広める価値のあるアイデアの共有」を目的としたアメリカ発の非営利団体TED。TEDx（テデックス）とは
その理念に共感し精神を受け継いだ人々によって世界各地で発足している独自のコミュニティである。TEDxTokyo
は2009年に東京お台場の日本未来科学館で初のカンファレンスを開催、2012年から会場を渋谷のヒカリエに移
し、その動きを拡大させている。TED及び各TEDxカンファレンスでのスピーチはTEDTalksとしてネット上でCCラ
イセンス（表示、非営利、改変禁止）の下に無料配信され、企業や教育の現場などでディスカッションの素材や授
業の教材として積極的に取り入れられている。

TED is an American nonprofit organization that aims to create a “platform for ideas worth spreading.” The TEDx program 
supports people looking to create TED-like events in their own communities across the globe, including Tokyo: TEDxTokyo, 
which held its first conference at the Miraikan in Odaiba, Tokyo, in 2009 and later moved its event site to Shibuya Hikarie 
in 2012, continues to thrive and grow as an event organization. With presentations from TED and TEDx conferences (“TED 
Talks”) available online at no charge under a CC license (Attribution-NonCommercial-NoDerivs), companies and educators 
are actively incorporating TED resources into discussions and classes.

TEDxTokyo

Tahi Saihate began publishing collections of poetry online in 2004 and received Gendaishi Techo Award in 2006 
and Nakahara Chuya Award in 2008. Her substantial body of work includes poetry collections like Good Morning 
(published by Shichosha), Sora ga bunretsu suru (Kodansha), and Shinde shimau kei no bokura ni (Littlemore) 
and novels such as Hoshi ga kemono ni naru kisetsu (Chikuma Shobo) and Kawaii dake ja nai watashitachi no, 
kawaiidake no heibon. (Kodansha). Saihate releases her poems via an online “play poetry” app, Twitter, and the 
Tumblr CC licensing scheme (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) in an effort to open up new perspectives for 
modern poetry.

ネット上で作品をただ公開していても、私の名
前を知っている人、私の作品を読みたいと思っ
ている人にしかリーチしません。ネットという流
動的な波に作品を乗せ、作品と人の「偶然の出
合い」を作るためにも、その流動性を握る不特
定多数の発信者による「拡散」は重要だと考え、
CCライセンスを利用することにしました。

Enabling works to reach wider
audiences through “chance encounters”

最果タヒ
Tahi Saihate

Even if I make something of mine available online, 
the content is only going to reach people who know 
my name or want to read my stuff. The idea of using 
the fluid channels of the Internet to trigger “chance 
encounters” between works and people hinges on 
the myriad members of the general public — the 
sources of that fluidity — spreading information. 
That’s why I decided to go with CC licensing.

「偶然の出合い」で
より広い層に作品を広げる

2004年からインターネット上で詩作を公開。2006年に現代詩手帖賞、2008年に中原中也賞受賞。詩集に
『グッドモーニング』（思潮社）、『空が分裂する』（講談社）、『死んでしまう系のぼくらに』（リトルモア）、小
説に『星か獣になる季節』（筑摩書房）、『かわいいだけじゃない私たちの、かわいいだけの平凡。』（講談
社）がある。“詩で遊ぶ”ウェブアプリやゲームのリリース、Twitter、TumblrでのCCライセンス（表示、非
営利、改変禁止）に基づいた詩の公開など、現代詩の新しい捉え方を追求している。
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I make it a habit to head out and visit art 
museums once a month with my husband. 
We probably catch about five or six exhibits 
in a single day. Before we leave, we look at 
maps and train routes to come up with the 
best plan for each trip: “If we’re going to the 
National Art Center, Tokyo in Roppongi, we 
should check out the Mori Art Museum,” 
we’ll decide. Or maybe we’ll say, “After we’re 
done at the Maison Hermès in Ginza, let’s 
stop by the Shiseido Gallery.” “We’ll go to 
Shibuya,” we might say one day, “visit the 
Shoto Museum of Art, and then make a little 
side trip over to the Nezu Museum.” With 
all the smartphone apps now, you can find 
out where exhibits are showing, what the 
exhibits are like, how you can get from place 
to place on the train, and where you should 
walk — and you can get all that information 
in almost no time at all. Neither of us has a 
driver’s license, so we rely on the train and 
our feet. Tokyo’s the perfect place for people 
who don’t have cars. You can get around 
however you want to.
 The reason that we created our little 
museum routine was that we haven’t enough 
money. We decided to stop going to nice 
restaurants and expensive concerts for a 

while. Our monthly museum dates might 
not be the cheapest option out there, of 
course, but the value of the experience that 
we get is worth so much more than the 
money we end up spending. 
 When all that walking starts to catch up 
with us, we stop for a rest on a park bench. 
If we’re hungry or thirsty, we try to find a 
place with character: the kind of cafe that an 
older gentleman would sit down and read a 
newspaper at, the kind of Chinese place that 
you’d just happen to find on a stroll down 
a side street, or the kind of casual Italian 
restaurant where the owners are a husband 
and wife that love cooking but haven’t ever 
actually been to Italy. To me, those are the 
best types of places — and the food always 
tastes great, too. Tokyo certainly has its 
share of world-class, ritzy restaurants, but 
it’s also full of so many little old eateries and 
down-to-earth, regular-folk shops. We pick 
restaurants in a simple way — if it’s in our 
price range and has what we want to eat, we 
go in.
 When I’m old and gray, I hope I’ll still 
be living in Tokyo and making the most of 
the senior-citizen discount days at all my 
favorite art museums and galleries.

美術館のたくさんある街
A city of art museums

文：山崎ナオコーラ
Text by Yamazaki Nao-cola

写真：中村ナリコ
Photograph by Nariko Nakamura

1978年福岡生まれ。生後半年で埼玉県さいたま市（旧・浦和市）に引っ
越し、浦和は東京に近いので「東京人」という勘違いした自己認識で青
春時代を送る。2004年に「人のセックスを笑うな」で作家デビューし、ひ
とり暮らしの金がやっと貯まって二十七歳から東京に住み始める。

山崎ナオコーラ

Born in 1978 in Fukuoka, Yamazaki Nao-cola moved with her family to Saitama 
City (formerly Urawa City), Saitama prefecture, when she was just six months 
old. Given the short distance between Urawa and Tokyo, Yamazaki grew up 
under the misguided assumption that she was actually a “Tokyo person.” She 
made her debut as a writer in 2004 with Don’t Laugh at My Romance and 
eventually saved up enough money to become a bona fide Tokyo resident at 
the age of 27.

Yamazaki Nao-cola

　
月
に
一
度
、
夫
と
美
術
館
巡
り
を
す
る
こ
と
に
し

て
い
る
。
一
日
に
五
つ
か
六
つ
ほ
ど
の
展
示
を
見
て

回
る
。「
六
本
木
の
国
立
新
美
術
館
へ
行
く
な
ら
、
森

美
術
館
も
見
よ
う
」「
銀
座
の
メ
ゾ
ン
エ
ル
メ
ス
の

あ
と
に
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
も
寄
ろ
う
」「
渋
谷

の
松
濤
美
術
館
に
出
か
け
て
、
根
津
美
術
館
に
も
足

を
延
ば
そ
う
」
と
地
図
や
路
線
図
を
見
な
が
ら
考
え

る
。
今
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
で
ど
こ
で
ど

ん
な
展
示
を
や
っ
て
い
る
か
、
電
車
で
ど
の
よ
う
に

移
動
で
き
る
か
、
ど
こ
を
歩
い
た
ら
良
い
か
、
す
ぐ

に
調
べ
ら
れ
る
。
私
た
ち
は
車
の
免
許
を
持
っ
て
い

な
い
の
で
、
電
車
と
徒
歩
で
動
く
。
東
京
は
、
自
動

車
を
所
持
し
て
い
な
い
者
に
優
し
い
街
だ
。
自
在
に

動
け
る
。

　
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
や
る
こ
と
に
し
た
か
と
い

う
と
、
貧
乏
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
お
し
ゃ
れ
な
レ
ス

ト
ラ
ン
も
、
高
い
コ
ン
サ
ー
ト
も
、
し
ば
ら
く
は
止

め
る
こ
と
に
し
た
。
月
に
一
度
の
美
術
館
巡
り
と
い

う
デ
ー
ト
は
、
も
の
す
ご
く
安
く
つ
く
わ
け
で
も
な

い
の
だ
が
、
か
け
て
い
る
値
段
に
比
べ
て
か
な
り
優

雅
に
時
間
を
過
ご
せ
る
。

　
歩
き
疲
れ
た
ら
、
公
園
の
ベ
ン
チ
で
ひ
と
休
み
す

る
。
喉
が
渇
い
た
り
、
お
腹
が
減
っ
た
り
し
た
ら
、

目
に
つ
い
た
「
お
じ
さ
ん
が
新
聞
を
読
む
た
め
に
行

く
よ
う
な
喫
茶
店
」や「
街
の
中
華
料
理
屋
さ
ん
」や

「
イ
タ
リ
ア
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
料
理
好
き
の
夫

婦
が
憧
れ
で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
カ
ジ
ュ
ア
ル
イ
タ

リ
ア
ン
」
に
入
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
十
分
に

お
い
し
く
、
楽
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
東

京
に
は
、
世
界
最
先
端
の
ハ
イ
セ
ン
ス
な
店
も
も
ち

ろ
ん
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
昔
か
ら
あ
る
食
堂
や
素
朴

な
人
が
や
っ
て
い
る
店
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
自
分
た

ち
の
経
済
力
や
欲
求
に
見
合
っ
た
と
こ
ろ
を
選
ん
で

入
れ
ば
良
い
。

　
そ
し
て
、
私
は
お
ば
あ
さ
ん
に
な
る
ま
で
東
京
に

住
ん
で
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
シ
ル
バ
ー
デ
ー
も

い
つ
か
利
用
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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1.上野方面から浅草へ向かう途中、かっぱ橋の本通りでお祭りに出くわし、下町ら
しさを満喫しました。　2.代々木公園。 抜けるような青空とキラキラ光るシャボン玉
がとても綺麗でした。

1: Heading from Ueno towards Asakusa, I came across a festival on Kappabashi-Hondori 
St., where I soaked up the district’s unique atmosphere.  2: Sparkling soap bubbles and a 
clear blue sky make for a beautiful day in Yoyogi Park.

Writing about Tokyo isn’t easy. It’s been six years since I moved to Tokyo, 
but I still discover new things every day. All the same, I’m quite at home 
giving tours of Asakusa, Odaiba, and all of Yoyogi Park. I love to grab 
a coffee, sit on a bench in Yoyogi Park, and watch how Tokyoites spend 
their free time. I’ll never forget my surprise the first time I saw a dog 
dressed up in clothes being pushed along in a cart! 
 Tokyo feels different on weekends than it does on weekdays. On 
beautiful Sundays the city is bright and lively. One perfect place to kick 
off a great weekend is the Farmer’s Market at United Nations University. 
I’ve gotten to know one of the vendors, and now I buy eggs and the 
sweet tomatoes that I adore there. The atmosphere reminds me of the 
green markets in Poland, where you’re always sure to run into someone 
you know. I hope that other outdoor cultural events similar to those we 
have in Poland will also become more common in Tokyo. For example, 
I’d like to watch movies with friends on the big screen or listen to jazz 
in the park while sipping wine, and have more playgrounds and other 
places where one can spend time with children. 
 I still haven’t had enough time to get to know Tokyo. What never 
changes about this city is that it overflows with hidden secrets.

　
東
京
に
つ
い
て
書
く
こ
と
は
、
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
来
日
し
て
6
年
に
な
り
ま
す
が
、

今
で
も
日
々
新
し
い
こ
と
を
発
見
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
浅
草
や
お
台
場
、
代
々
木
公
園
一

帯
の
案
内
は
お
手
の
も
の
。
代
々
木
公
園
で
は
コ
ー
ヒ
ー
を
手
に
ベ
ン
チ
に
腰
か
け
て
、
み

ん
な
が
自
由
な
時
間
を
ど
う
過
ご
し
て
い
る
の
か
眺
め
る
の
が
好
き
で
す
。
服
を
着
て
カ
ー

ト
に
乗
せ
ら
れ
た
犬
た
ち
を
初
め
て
見
た
時
の
驚
き
は
、
未
だ
に
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
東
京
は
、
平
日
と
週
末
で
異
な
る
顔
を
持
っ
て
い
ま
す
。
天
気
の
よ
い
日
曜
日

は
、
と
て
も
明
る
く
賑
や
か
。
素
敵
な
週
末
を
始
め
る
の
に
う
っ
て
つ
け
の
場
所
は
、
国
連

大
学
前
の
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
す
。
と
あ
る
出
展
者
と
は
顔
見
知
り
に
な
っ
て
い

て
、
私
は
そ
こ
で
卵
や
大
好
物
の
甘
い
ト
マ
ト
を
買
い
ま
す
。
こ
こ
の
雰
囲
気
は
、
い
つ
で

も
知
り
合
い
に
会
え
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
青
果
市
場
を
少
し
彷
彿
と
さ
せ
る
の
で
す
。

　
願
わ
く
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
野
外
で
の
文
化
的
イ
ベ
ン
ト
が
も
っ
と
多
く
行
わ

れ
、
例
え
ば
知
人
た
ち
と
大
画
面
で
映
画
を
見
た
り
、
公
園
で
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
片
手
に
ジ
ャ

ズ
を
聞
い
た
り
し
な
が
ら
楽
し
い
時
間
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
子
供
た
ち
と
時
間
を

過
ご
せ
る
場
所
や
遊
び
場
も
も
っ
と
増
え
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
東
京
を
知
る
に
は
、
ま
だ
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
な

く
、
隠
れ
た
秘
密
に
溢
れ
て
い
る
の
で
す
。

東
京—

—

絶
え
間
な
い
変
化
に
満
ち
た
都
市
！

1979年ワルシャワ生まれ。ワルシャワ大学日
本学科卒。1～7歳の間、東京に住む。2009
年より駐日ポーランド共和国大使館に勤務。
2011年にポーランド広報文化センターの設
立に伴い、副所長に就任。

文：マルタ•カルシ
Marta Karsz

Marta Karsz was born in 1979 in Warsaw and 
graduated with a degree in Japanese studies 
from the University of Warsaw. From the ages of 
one through seven, she lived in Tokyo. Since 2009 
served at the Embassy of the Rep. of Poland in 
Tokyo and since 2011 when Polish Information 
and Culture Center in Tokyo was established as 
deputy director of the Center.

Tokyo, A City of Perpetual Change

A Landscape of Hope
for Forests and City

An overlook by the side of a lake. Below, the creek flowing 
into the lake swells, and the green hue of the trees seems to 
deepen. People who visit this place are drawn to its overarching 
beauty, to the charm of the wooden schoolhouse and the quaint 
classrooms. They immerse themselves in the picture before 
them and the aura that hovers around it. They find themselves 
thinking, as if it were the most natural thing in the world, that 
they want to do something here – that in this place they can do 
something. Here, everything begins. 
 Two years ago, we began a forestry business on the far 
western edge of Tokyo. Our base was an abandoned school 
on the banks of Lake Okutama, a place that once flourished 
but from which all trace of past vitality had disappeared. Our 
partners were the forest’s owners, who wanted to preserve the 
memories of the people who lived here long ago. So many 
children who spent precious moments of life here, and so many 
adults with them. Even after the school closed, their memories 
of that irreplaceable time and place lingered. The feeling that 
hung over the old building seemed to demand of us not just 
nostalgia, but action and response. So we began our work of 
creating a life tied to the forest, of forging daily routines that 
answered the breath of the trees. We sent lumber from the 
forest to the city, and brought back goodwill from the city to 
the forest. We began the work of making the east and west of 
Tokyo one, like they were in the days when beautiful forests 
existed in synchrony with peaceful city streets.

森と都市の希望の風景

　湖畔の高台。眼下、湖にそそぐ小川は水量を増し、木々
は緑を深める。訪れる人は、空間全体の美しさに、木造校
舎の趣きに、教室の可愛らしさに惹かれ、その絵姿、その
纏う空気に触れ浸る。するとアプリオリに、この場所なら
何かができる、この場所で何かをしたい、という声と想い
が和

な

がれてくる。すべてのはじまりのはじまり。
　一昨年、僕たちは東京最西端の地で林業・木材業とい
う森の営みをはじめた。かつての隆盛を他所に、今ではそ
の気配さえ感知しがたいこの土地で、先達の思いをつな
げていきたいという山主の方々と共に、奥多摩湖畔に在る
この廃校を拠として。数多の子供たちが人生の大切なひと
時を過ごし、数多の大人たちがそうした子供たちに向き合
ってきた、この取替不可能な時空間は、廃校となって以降
も、決して地元の人たちの思いや卒業生たちの想いが離
れずに在った。だから僕たちは、ノスタルジーの外、能動
性を惹起し呼応を求める空気に包まれたこの場所で、地域
の森と暮らしがつながり、木々の息吹と在る日常が呼応す
る、そうした営みをはじめたんだ。森から都市に木を届け、
都市の想いを森にお返しする、かつて森の美しい風景と優
しい街並みが同期していた頃のように、東京の西と東がひ
とつになれる、ひとつで在れる営みを。

1971年生まれ。横浜市出身。株式会社トビムシ代表。株式会社東京・森と市庭代表。国内環境政
策立案や、環境ビジネスの多面的展開に従事。数多の森を闊歩する日々を過ごす。

Born in 1971 in Yokohama, Yoshiki Takemoto is president of Tobimushi Inc. and Tokyo forest and Ichiba 
Inc.. He designs domestic environmental policy and helps environmental businesses achieve multifaceted 
development. He is most likely to be found walking through a forest.

Yoshiki Takemoto文：竹本吉輝

1

2

Notes from
East & West

旧小河内小学校。奥多摩湖畔を走り緑のトンネルを
抜けると、その神秘的な姿を現します。
The old Ogouchi elementary school. Appearing through a 
gap in the tunnel of green lining the banks of Lake Okutama, 
the building emits an air of mystery.

奥多摩の広葉樹の森。芽吹
直後の新緑は落葉直前の燃
える紅葉とは別の美しさを放
ちます。

Spring foliage crowds a decidu-
ous forest in Okutama, bringing 
a beauty distinct from the fiery 
leaves of autumn.

奥多摩山系から眺める都心の景色。東京の森の木々
と街のビル群が同期しています。
Downtown viewed from the Okutama Mountains. The 
urban skyscrapers echo the trees in Tokyo’s forests.
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ブンプロからアツカンになった。ウェブサイトではコンテンツを順次クリエイティブ・コ
モンズにしていくつもり。35億年には足りないが、積み重ねてきた歴史、東京の内臓に
蓄えていきたい。（森隆） ／「腑に落ちる、落ちない」と言うけれど、事実、色彩に溢れた
腑（内臓）が、日々休まず人の感情や情動を熟成させていた……という神秘。内臓感
覚、大切にしていこう。（水島）／「アートとはなにか」アーツカウンシル東京の活動を知
って、その答えに少し近づけた気がします。（平林）／様々な垣根のない、本来の音楽の
かたち。表現は自由で楽しいものであることを大友良英さんの言葉から実感。（菅原）／
今号からデザインを担当します。読者の方にも参加してもらえるような、想像を促すよう
な紙面づくりができればと思います。（TAKAIYAMA inc.）

The Tokyo Culture Creation Project is now Arts Council Tokyo, and our website content is 
gradually being transitioned to a Creative Commons license. It may not go back 3.5 billion 
years, but we hope to pack our accumulated history into Tokyo’s viscera. —Mori Ryu / People 
who are convinced about something talk about knowing it in their gut, and it turns out our 
colorful guts work tirelessly every day to regulate our feelings and emotions. How mysterious! 
Let’s be sure we listen to our visceral sense. —Mizushima / What is art? How the activities of 
Arts Council Tokyo brought me closer to an answer. —Hirabayashi / Music in its true, barrier-free 
form: Otomo Yoshihide speaks about the freedom and joy of expression. —Sugawara / This 
is our first issue as the official designers of the TOKYO PAPER for Culture. We’re looking 
forward to creating imaginative, thought-provoking layouts and designs that draw on reader 
input. —TAKAIYAMA inc. 
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タナカカツキ
マンガ家

著書には『オッス！トン子ちゃん』、天久聖一との共著『バカドリル』など多数。
近年大人気のカプセルトイ「コップのフチ子」の生みの親でもある。

現在、週刊モーニングに『マンガ 　サ道』連載中。

Katsuki Tanaka
Manga artist

As well as co-authoring Baka Doriru with Masakazu Amahisa, his numerous works
include Ossu! Tonko-chan. He’s also the creator behind the “fuchico” capsule toys.
His Manga Sa-do series is currently running in Weekly Morning magazine.

Lots of foreign tourists visit Japan now

Oh no, you’ve got a tattoo!
You won’t be allowed in!

This is a Japanese furo!
It’s a sauna!

Since you’re here, I want to show 
you somewhere more typically 
Japanese

And Japan’s trying to become a tourist 
destination

It’s OK
We’ll hide it with a band-aid
*Splat!

*

*

Just so you know, these aren’t hot springs
They’re furo — public baths

Fu

*

Ro

Wind

How about visiting a bath-house?
You’ll get a taste of the real Japan and 
you’ll feel refreshed

There are lots of great bath-houses 
in Tokyo
I’ll show you
You don’t need to bring anything

Won’t your camera lens steam up?
I’m not sure that’s a great idea…
*The End

Look, there’s a TV in the sauna cabin!
That’s something originated in Japan!

Where do foreign tourists go when they 
come here?

Since you’re visiting Tokyo Manga by Katsuki Tanaka

I hear Tokyo’s the top destination (50%+)
1st: Tokyo  2nd: Osaka  3rd: Kyoto

Which bit of Tokyo?
1st: Shibuya  2nd: Shinjuku  3rd: Ginza
They all head for the most crowded places

Furo originally meant “sauna,” you know
*Out of the sauna  Back to the sauna

訪日外国人観光客
ふえたな～

日本は今
「観光立国」を
めざしているとか

あっ、タトゥー！
入館できない！

大丈夫
絆創膏貼って
ごまかそう

さあこれが日本の風呂！
サウナだ！

カメラがくもって
想い出フォトが撮れない？

ほら
サウナ室には
テレビがあるんだ！
こんなの外国にはない
日本のオリジナル
なんだよ！

せっかくだから
もっと
ニッポンの
それらしいところへ
案内したい

風呂屋に行くのが
いいと思うよ

東京には
いい風呂屋
たくさんあるんだよ

言っとくけど
銭湯とか温泉じゃないからね
風呂だよ

風呂って言うのは
そもそもサウナのことだからね
知ってた？

んー
それは
困ったね

案内するよ

手ぶらでいいし
日本の情緒も味わえるし
旅の疲れもとれる

1位　東京（50%以上）
だそーです

東京のどこへ？

人の多いとこばっか
行ってんのな～

訪日した外国人は
日本のどこを
訪れているのか？

COMIC
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