
久々のロス 
ロサンゼルスは10年ぶりぐらいである。こ

この気候はいつも変わらない。今回も、抜け
るような深い空とからっとした⽇差しが私を
迎えてくれた。 

前回ここへ来た⽬的はUCLAでのレクチャー
だった。あらためて当時のレクチャー資料を
⾒たが、ほとんど参考にならない。考えてみ
ればUCLAで講義をしたのは⼤学の教員になる
前だった。この10年間に⼤学で研究室を持つ
ようになり、学⽣と共に様々なものを作り、60
⼈程の学⽣を世に送り出した。デザインと物
作りを⽀える環境も⼤きく変わっている。 

⼀⽅でロスの⾵景は少しも変わらなかった。
幅の広いパームツリーの並⽊道を⾛る⼤きな
⾞たちを⾒ると、やあ、久しぶりだねと挨拶
したくなる。この街に、10年前には私のスタッ
フだった檜垣万⾥⼦が住んでいる。外務省の
⽇本ブランド発信事業の派遣講師としてロサ
ンゼルスで講演を⾏うことが決まった時、私
はすぐに彼⼥に連絡をとった。 

万⾥⼦は私の助⼿を2007年から2012年ま
で勤め、その後ロサンゼルスのArtCenter 
College of Designでプロダクトデザイン学び、
昨年よりフリーのデザイナーとして⽶国で活
動している。⾃らの⺟校であるArtCenterでの
私の講演の実現に向けて、この数週間奔⾛し
てくれた。 

ArtCenter College of Designは1930年代
にロサンゼルス郊外パサデナに設⽴された美
術学校である。当初は職業訓練校であったが、
1950年代に⼤学に昇格する。出⾝者には錚々
たる映画監督、デザイナー、アーティストが
名を連ね、世界中のデザインを志すものが⼀
度は留学を夢⾒る、デザイン学校の最⾼峰で
ある。特にカーデザイナーの間では単に「アー
トセンター」と呼ベばこの学校のことを指す
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ほど有名で、現在の世界のカーデザイン⼿法
の主流はアートセンターで⽣み出されたもの
だと⾔っても過⾔ではない。カーデザイナー
からキャリアをスタートした私にとっても
「アートセンター」は英国のRoyal College of 
Art と並んで聖地だった。 

その聖地でのレクチャーを⾏うことになっ
て、準備にはじっくりと時間をかけた。英語
にはもともと⾃信がないが、やはり⾃分で作
りたい。留学⽣にチェックしてもらいながら
プレゼン資料を作る作業は何⽇も続いた。 

デザインの新しい役割 
20世紀の資本主義社会におけるデザインは、

⼈々の消費欲求を喚起するために商品の外観
を操作する技術だった。急速に進展する技術
社会の中で、次々に⽣み出される新しい技術
を⼈々の⽣活にフィットするよう⼼地よいス
タイルで包み、社会に届ける役割を果たした。
しかし、量産経済の成⻑の限界が⾒えてきた
1970年頃からその役割は急速に変化する。 

1980年代からのエコロジーデザイン、ユニ
バーサルデザイン、ユーザビリティデザイン
などの隆盛を経て、デザインは、何を作るか
を根源的に考え、⼈と物との関わり⽅全般を
設計する技術となり、ものづくりの下流から
上流へと移⾏した。さらに世紀末から急速に
発展した情報技術とネットによって、プロと
アマチュアの境界が崩れてゆく中で、デザイ
ンは来るべき未来社会へのビジョンを提⽰す
る役割を担うようになってきている。 

⽇本では、20世紀の後半から漫画やアニメ、
ゲームなどのコンテンツが技術を牽引してき
た歴史がある。そうした中でテクノロジーと
サブカルチャーが⼀体となって未来を牽引す
る新しいタイプの「デザイン」が⽣まれつつ
ある。私の研究室でもここ10年、様々な先端
技術に形を与え、⼈と技術の感覚的な関わり
を提⽰するプロトタイプを製作してきた。今
回の派遣の私の役割はおそらくそうした「⽇
本におけるデザインの新しい役割」を、事例
を紹介しながら世界に伝えることにある。 

在ロス⽇本国総領事公邸 3 Nov. 2016 
ロスでの初⽇、在ロサンゼルス⽇本国総領

事公邸に招かれた。総領事公邸はハンコック
パークと呼ばれるロサンゼルスでも古いエリ
アにある、⽩いコロニースタイルの建物だっ
た。⾞がゲートの前に着くと映画の1シーンの
ように、鉄製の格⼦扉が電動で左右に開くの
が気分を⾼揚させる。 

来訪の⽬的は、最先端のデザインについて
ロサンゼルス在住のデザイナーと語り合うトー
クショーである。対談の相⼿は⽇本のデザイ
ン会社のGKデザインインターナショナルのボ
ス、ノーマン・ケレチャック⽒。 

GKデザインはキッコーマンの醤油瓶のデザ
インで有名な榮久庵憲司⽒が設⽴した⽇本の
デザイン事務所である。プロダクトのデザイ
ン事務所としてはの草分けの存在であり、現
在は世界最⼤⼿のデザインコンサルティング
の⼀つである。その北⽶⽀部を統括するのが
ケレチャック⽒だった。 

実は、GKは私がデザインを志した時に最初
に⾨を叩いたデザイン事務所だった。デザイ
ンのことなど何もわかっていない学⽣の私に
対して、当時の第⼀線のデザイナーたちがと
てもフランクに⼯業デザインとはなんである
かを語ってくれた。下落合にあった巨⼤な⼯
房のような仕事場に憧れた私は、1年後に⾃動
⾞メーカーのデザイナーになった。 

対談は、美しい庭園に⾯したホールで50⼈
ほどの招待客の前で催された。司会進⾏を務
めたのは檜垣万⾥⼦である。ケレチャック⽒
と私は、それぞれに近年の活動報告を⾏い、
それぞれの問題意識をプレゼンテーションす
る。その後、⽇本⼈の美意識、⽇本製品の特
徴、世界のデザインの動向、新しいデザイン
の課題、先端技術との関わりなどについて語
り合う。対談は約１時間に及んだ。 

印象的だったのは、会場からの「⽇本のも
のづくりの弱点はなんだと思いますか」とい
う質問に対して、ケレチャック⽒が即座に「リ
スクを取れない事でしょう」と答えた事だっ
た。多くの⼈が深くうなずく瞬間だった。 



対談の後は公邸のディナールームで晩餐会
だった。この時に私は、公邸料理⼈という職
業が本当にある事を知った。素晴らしい⾷事
であった事はいうまでもないが、千葉総領事
のお話の多彩さに感銘を受けた。⾷事におい
て相⼿を楽しませることも総領事としてのお
仕事なのかもしれないが、⼼から楽しい時間
を過ごすことができた。⽩亜の公邸で供され
る晩餐、こんな経験はそうそうできるもので
はない。 

憧れのアートセンターにて 4 Nov. 2016 
翌⽇は朝からArtCenter College of Design

に向かった。パサデナへ向かう道路はロスで
も最も古いフリーウェイの⼀つだという。アー
トセンターのパサデナ校舎は、緑豊かな⾕間
にかかる美しい橋のような建物である。まず
は万⾥⼦の案内で学内を⾒て回る。最初に
ギャラリーで前年度の学⽣作品を⾒る。それ
から、様々な作業場を⾒て回る。多種多様な
素材、⼤⼩の加⼯機、塗装や表⾯仕上げのた
めののための設備も充実している。様々な場
所で学⽣たちが製作中である。⽇本の美術⼤
学でも⾒慣れた光景ではあるが、学⽣⼀⼈当

たりの設備⾯積が⼤きく、どこかゆったりし
ていた。 

ハイライトはトランスポーテーションの⾒
学だった。ここは⼀般の内外の⾃動⾞メーカー
のデザイナーが常駐し、課題内容にも企業か
ら資⾦提供されたものも少なくないため、⼀
般の⼈の⾒学は受け付けない。しかしこの⽇
は、トランスポーテーションデザインの学科
⻑であるステュワート・リード⽒が⾃ら案内
してくれた。 

アートセンターを世界的に有名にしたのは、
何と⾔ってもこのトランスポーテーションデ
ザインである。20世紀の後半には世界中のデ
ザイナーたちがここを訪れ、華麗なレンダリ
ングテクニックとクレイモデル製作の技術を
学んだ。私が⽇産⾃動⾞に⼊社した1980年代
にも「アートセンター帰り」の先輩が何⼈も
いた。私も⽇産⾃動⾞に留まっていれば、こ
こで学ぶ機会を得たかもしれない。現在も⽇
産、BMWを始め⾃動⾞メーカーのデザイン部
署を率いる⽴場にいる卒業⽣は少なくない。 

GKデザインインターナショナルのノーマン・ケレチャッ
ク⽒とのトークショー。在ロサンゼルス⽇本国総領事公
邸のホールにて



トランスポーテーションデザインスタジオ
は、かつて私が雑誌などで⾒て憧れた場所そ
のままだった。⾃動⾞メーカーのデザイン部
と同じく、インダストリアルクレイの匂いが
⽴ち込める。壁⼀⾯に学⽣たちの華麗なレン
ダリングが貼られている。その⼀つ⼀つを、
ステュワート先⽣は楽しそうに解説してくれ
た。「この学⽣はいい絵を描くだろう？」と
⾔って紹介するその眼差しからは学⽣に対す
る深い愛情が感じられる。 

学⽣たちは巧みにCGを使うようになったが、
カーデザインの⼿法そのものはほとんど変わっ
ていないように思えた。「カーデザインのプ
ロセスで近年最も⼤きく進化したことはなん
ですか」と質問してみた。先⽣は少し困った

顔をしてから、「クレイは素晴らしく良くなっ
たよ。最近ドイツで開発されたんだ」と笑っ
た。この粘⼟から未来の⾞を作る作業は、こ
れからもデザイナーたちを魅了し続けるのだ
ろう。 

全体を⾒学して、その充実した製作環境は
さすがに世界に冠たるデザインスクールであ
ると感銘を受けた。しかしそれはあくまでも
クールモック（動かない模型）を作るのに最
⾼の環境であるとも感じた。エントランスの
ギャラリーには本当に美しいクールモックが
並んでいたが、東京⼤学の私の研究室では、
クールモックは最終成果物ではない。⽬指す
のは常に動作するプロトタイプ、ホットモッ
クである。 

緑豊かな⾕間にかかる美しい橋のようなARTCENTER 
COLLEGE OF DESIGNのパサデナ校舎

ACCDのトランスポーテーションスタジオ。⼿前に⾒え
るのは製作中の1/4スケールクレイモデル。



⼗分に強度のある素材が使われ、可動構造
を持ち、電⼦回路が実装され、動作し、その
振る舞いを体験できてこそ新時代のテクノロ
ジーの価値を伝えられる。そういうものを作
る環境としては、ここも⼗分とは⾔えなかっ
た。先端テクノロジーと⾃由に触れ合える環
境、それがこの場所には⾜りない。その問題
意識を伝えることこそが、私がここへきた⽬
的である。 

講演は漫画の紹介から始まった 
私のレクチャーの場所は、⾳響映像設備が

充実したシアターホールだった。ムービー主
体のプレゼンには最⾼の場所である。100⼈
ほどの学⽣と何⼈かの教授が待ち構えていた。
アートセンターの映像科の学⽣が記録を担当
してくれた。講演タイトルは「Design Led 
Innovation」。 

講演は、⼆⼗歳の頃の私が漫画家になるつ
もりだったことから話し始めた。そしてイン
ダストリアルデザインという仕事と出会う。
当時の私にはそれは、専攻した機械⼯学と⼤
好きな漫画の接点であるように思えた。それ
が私の出発点だった。次に紹介したのはフリー
のデザイナーとして関わってきた⼯業製品た
ち。乗⽤⾞から始まって、腕時計、カメラ、
電⾞、家具、携帯電話、キッチンツールと多
岐にわたるが、個別には多くを語らず「⾊々
なものをデザインしてきた」ことを理解して
もらう程度の紹介にとどめる。 

2000年ごろから私は、プロトタイピングを
仕事とするようになった。ここからが講演の
本編と⾔える。最初はとても緊張したが、慣
れてくるとこの国の学⽣たちは表情豊かな反
応を返してくれるので、何に興味を抱いたか、
どこを⾯⽩がっているかを⾒渡す余裕も⽣ま
れた。動画を使って様々なプロトタイプを紹
介する。 

その後、⼤学で取り組んで来た「先端技術
に形を与える」仕事の解説。⼤学に研究室を     
持つようになってからの私は、先端技術の研
究者たちが進めている研究開発プロジェクト

ACCD講演スライドより抜粋。 
上：⼭中が描いた漫画 
２段⽬以下：研究者との共同で開発した先端技術を具現
化するプロトタイプの数々。



に積極的に参画し、先端技術の夢を具現化す
るプロトタイプを作り続けている。 

最先端のニューロ・サイエンスが⽣んだ制
御技術を活かした⽣き物っぽいロボット、九
代⽬⽟屋庄兵衛と共に製作した美しい⾻格を
持つからくり⼈形、パラリンピックアスリー
トやカリスマ義肢装具⼠と⼀緒に開発してき
た機能的でスタイリッシュな義⾜、アディティ
ブ・マニュファクチャリング（3Dプリンティ
ング）による微細な構造がもたらす新しい触
感、バイオエンジニアリング技術者と共同で
制作した⽣きた細胞を使った彫刻など。 

プレゼン後の質問は⾮常に活発だった。あ
る学⽣は、美しいものを作ることとテクノロ
ジーを学ぶことの両⽴の難しさを訴え、助⾔
を求めた。⽇本の学⽣からもよく聞かれる質
問である。「⼯学を体系的に学ぶのはとても
時間がかかるが、クリエイターは好奇⼼のま
まに知識をつまみ⾷いすれば良い」と答える。
デザイナーはディレクターであり特定の技術
の専⾨家ではない。時間をかけて専⾨領域の
知識の⼭を築くより、⽔源を求めて根をおろ
すように必要に応じて知識をかき集めること
が重要である。 

⽇本的なデザインの特徴は何かという質問
もあった。⽇本独特の繊細な技術の使い⽅や、
削ぎ落とされた機能美などに触れつつ「私は
何かをデザインするときに⽇本を意識したこ
とはほとんどないが、海外で作品を発表する
としばしば⽇本的だと⾔われる。むしろどこ
が⽇本的なのか教えて欲しい」と答えて笑い
を誘う。 

プレゼンは１時間ほどだったが、熱のこもっ
た質疑応答はプレゼンそのものよりも⻑く、
１時間半に及んだ。それは私にとっても、有
意義な充実した時間だった。 



ロスの夜景 
アートセンターからホテルへの帰りは、万

⾥⼦たちが⾞で送ってくれた。留学中の⽇本
⼈デザイナーも交えて「ロサンゼルスらしい
場所」に⽴ち寄ることにした。⼀つはクラシッ
クスタイルのハンバーガーショップ。ナイフ
を垂直に⽴てて供される姿がいかにもアメリ
カ的である。 

ボリュームたっぷりのバーガーを⾷した後
は、グリフィスパークへ向かう。ロサンゼル
スの街を⼀望できるこの⼩⾼い丘を訪れたの
はおそらく20年ぶりぐらいである。 

その頃の私は、ブレードランナーをはじめ
とする様々なSF映画のビジュアルアーティス
トであるシド・ミードのSFアートに強く憧れ
ていた。ACCDの出⾝でもある彼の作品には、
深い紫から鮮やかなオレンジへと変化する⼣
⽇や、地平線まで続く碁盤の⽬状の壮⼤な夜
景がしばしば登場する。初めてこの丘に登っ
てロスの⼣⽇と夜景を⾒たとき、彼が描いた
のは未来ではなく、彼が住むロサンゼルスの
光景そのものだったことに気がついた。 

それから20年。シド・ミードの華麗な筆致
で繰り返し描かれた美しい光景は、この⽇も
悠然と私の前に広がっていた。 



サンパウロへ 6 Nov. 2016 
ロスからサンパウロへの⾶⾏時間は９時間

ほどである。南半球なので季節的にはこれか
ら暑くなる初夏に当たる。幸いなことに気温
はあまり変わらず、時差もあまりないので思っ
たよりも楽な移動だった。 

空港から街への移動中に最初に⽬についた
のはビルの壁⾯に書かれた様々なグラフィティ
だった。「どうやって描いたんだ？」と思わ
せる⾼いビルの壁⾯に⽂字やイラストが競う
ように描かれている。このアナーキーさは北
⽶以上だ。 

サンパウロの都市交通は全体としては⼗分
に整備された印象ではなかったが、⾃転⾞⽤
道路はかなり充実していることを感じた。こ
の⽇のパウリスタ通りは、歩⾏者天国だった
が、中央に⾃転⾞⽤ゾーンを仮設するアイデ
アはとても実⽤的に思える。スリムなロード
バイクよりもごついタイヤのMTBの⽅が多数
派らしく、乗っている⼈もマッチョが多い。 

最初に、現地のキュレーター、マルセロ・
ダンタス⽒（ジャパンハウス企画局⻑）に連
れられて第32回サンパウロ・ビエンナーレを
視察した。 

上：「どうやって描いた？」を競うように、サンパウロ
市内の⾄る所に描かれている巨⼤なグラフィティ 
中、下：サンパウロ中⼼街パウリスタ通りの歩⾏者天国
⾃転⾞の利⽤者は多く、⾃転⾞専⽤ゾーンが設置されて
いる。



ビエンナーレには世界中から作品が集まっ
ているのだが、⼤作はやはり南⽶のものが多
い。どの作品も「オーガニック」を強く意識
させるものだった。南⽶の⾃然が様々な形で
切り取られ、⼈⼯物と対⽐させながら新しい
体験として展⽰されている。⽇本⼈の繊細な
感覚とは違う、もっと雄⼤で強烈な⾃然への
憧憬があり、⼈⼯物とのコントラストが浮か
び上がる。アニミズムとモダニズムのせめぎ
合いのような熱を、会場全体が放っている。 

会場を⾒ながら、サンパウロの町並みとの
コントラストを思う。有り体に⾔えばいささ
か猥雑な印象のサンパウロの町並みと、強い
⾃然賛歌を感じさせるアート作品群の対⽐に、
地球の反対側に来たんだなということを実感
する初⽇だった。 

その⽇の夜は、⼤きな樹を中⼼に透明の天
蓋が広がる壮麗なレストランで、中前隆博在
サンパウロ総領事主催の⼣⾷会だった。翌⽇
レクチャーを⾏う、IED (Istituto Europeo di 
Design) の教授陣との会⾷は、⽇本とブラジ
ルを⽐較しながら都市、交通、アート、テク
ノロジーなど様々なことに話が及んだ。 

上：ブラジル⼈アーティスト、レイス・ミルラのモニュ
メンタルな作品。近代的でありながらある種のアニミズ
ムを感じさせる。 
下：第32回サンパウロ・ビエンナーレの会場（シッシ
ロ・マタラッツォ・パビリオン、オスカー・ニーマイヤー
の設計）



サンパウロの和⾷ 7 Nov. 2016 
翌⽇の昼は、ブラジル⼈インフルエンサー、

政治家、起業家、⼤学教授たちとの和⾷レス
トランでの会⾷。サンパウロ市の財務⻑官で
あり、ブラジルの科学技術振興の重鎮である
ホセ・ゴールデンバーグ⽒からは、宇宙科学
技術やAIについての質問があった。サンパウ
ロ発の世界的ファッションブランドや⾼級家
電量販店のファウンダーも同席し、昨⽇に続
いて⽇本のテクノロジーとデザインについて
の幅広いディスカッションタイムになった。 

この会⾷で供された和⾷は、たいへん興味
深いものだった。⼀つ⼀つの盛り付けはシン
プルで美しく、味付けも⽇本料理の伝統的な
技法に則っているが、多くの料理は⾒たこと
がないもので、例えば寿司は不思議なプロポー
ションに握られ、天ぷらは経験したことない
スタイルに盛り付けられている。にもかかわ
らず、⽇本の美意識が根底に流れているのを
明瞭に感じることができる。 

それは、独⾃に進化した⽇本料理としか⾔
いようがなかった。⽶国⻄海岸のような多国
籍アジア料理でもなければ、アメリカナイズ
された⽇本⾷でもない。 

店のオーナーシェフは⽇系⼈だが⽇本で修
⾏したことはないという。かつての⽇系移⺠
たちがここに持ち込み、この⼟地の素材に合
わせて洗練させた、もう⼀つの⽇本⽂化と⾔
えるだろう。昨年サンパウロでミシュランの
星を獲得した17軒のレストランのうち、5軒
は和⾷であるというのも頷ける。 

Istituto Europeo di Designへ 
IED (Istituto Europeo di Design) はイタ

リアを本拠とするデザイン専⾨学校で、イタ
リア、スペイン、ブラジルの諸都市に所在し、
世界中の学⽣数を合わせると１万⼈のも及ぶ
私⽴のデザイン学校である。英語圏が中⼼で
はないため⽇本での知名度は⾼くはないが、
世界中の企業にデザイナーを供給している有
名校である。そのサンパウロ校は、東京の桑

ブラジルの著名経済誌であるエザメ
（EXAME）の独占インタビュー 
IED (ISTITUTO EUROPEO DI 
DESIGN) エントランスにて



沢デザイン研究所などによく似た都市型のコ
ンパクトなキャンパスだった。 

到着早々に待ち構えていたのはブラジルの
著名経済誌である「エザメ（EXAME）」の独
占インタビュー。デザインとテクノロジーを
めぐる世界情勢、歴史観、⽇本のデザインの
新しい役割などについて話した。 

1時間ほどのインタビューの後、トランスポー
テーションのスタジオに移動し、講評会を⾏
う。進⾏中の学⽣たちのプロジェクトについ
てコメントし、意⾒交換を⾏った。 

続けて建築系の学⽣たちのワークショップ
の講評会。実に忙しい。領事館もずいぶんな
スケジュールを組んでくれたものである。 

学⽣たちに事前に与えられた課題は「サン
パウロにおけるインタラクティブ・アーバン・
デバイス」。巨⼤都市サンパウロを活性化さ
せるための、インタラクティブなストリート
ファニチャーの提案である。数名がひと組と
なって調査、アイデア出しから図⾯や模型の
作成までを数週間をかけて⾏い、最後にそれ

ぞれの成果を発表する。こうしたワークショッ
プ形式の授業は、クリエイティブな教育⽅法
としては⼀般的なものだ。私が以前所属した
慶應義塾⼤学SFCや客員教授を務める多摩美
術⼤学でも頻繁に⾏われている。私が参加し
たのは、その最終成果発表会である。 

サンパウロの学⽣たちの提案は、とても学
⽣らしいものだった。ファンタジックでポジ
ティブな世界観、シンプルで印象的な造形、
そしてあえて⾔えば問題設定や実現性につい
ては考察が⽢いところも、⽇本の学⽣とあま
り変わらない。英語が話せない学⽣も少なく
なく、講評会は私が英語でコメントし、カイ
オ・バサオ Caio Vassao 教授がポルトガル語
で学⽣たちに伝える形だった。いつものよう
に少し⾟⼝のコメントを⾏なったが、学⽣た
ちの反応は素直で気持ちのいいものだった。 

トランスポーテーションデザインについての学⽣との意
⾒交換。左はLEANDRO VELLOSO教授



IEDでの講演 
講演会が始まったのは20時近く。縦に細⻑

い講堂に、様々な年齢の学⽣と、領事館から
招かれた⼈たち百⼈ほどがぎっしりと並ぶ。
最後尾の⼈がスライドをちゃんと⾒ることが
できるのだろうかと⼼配になるような、決し
て万全とは⾔えない環境で講演は始まった。 

講演スライドやムービーはロサンゼルスで
おこなったものと同じだが、ここではポルト
ガル語の逐次通訳に⼊ってもらって、⽇本語
で話した。通訳に当たってくれたのは、サン
パウロで活躍する若⼿の⽇本⼈建築家。残念
ながら私には全くポルトガル語はわからない
が、穏やかなしかし、とてもよく通る声がホー
ルに染み通ってゆく。 

プロトタイピングの事例紹介には主にムー
ビーを使う。からくり⼈形の繊細な動きには
⼩さな驚きの声が上がった。美しい義⾜を履
いたパラリンピックアスリートが躍動する時
には、多くの⼈のため息が伝わってくる。 

今やデザインのプレゼンテーションは動画
の時代である。ムービーサイトで世界の最先
端のプロトタイプを⾒みることができる時代
となり、印象的なムービーを作ることも、デ
ザイナーの重要なスキルとなった。10年前ま
では、私が⾃分でムービーを編集していたが、
最近はスタッフや学⽣もかなり完成度の⾼い
ムービーを作ってくれるようになった。 

最後にプロトタイピングの役割、デザイン
とテクノロジーが相互ドライブする新しい関
係について解説し、もう⼀つ、夏に完成した
ばかりの3Dプリンタで作られたロボットの
ムービーで締めくくる。 

講演の終了と同時に、割れるような拍⼿に
包まれた。あまりに⼤きな拍⼿に、思わず２
度３度頭を下げてしてしまったが、拍⼿は鳴
り⽌やまなず、数⼗秒間続いた。 

ここ数年、年間20本ぐらいは講演をこなし
ているが、これほどの熱狂は初めてだった。
ブラジル⼈の国⺠性かとも思ったが、領事館
の⼈たちもこんなことは初めてだという。こ
の国の⼈たちにはまだ、テクノロジーベース

上：からくり⼈形師九代⽬⽟屋庄兵衛と共同で製作した
「⼸曳き⼩早船」 
下：パラリンピックアスリート⾼桑早⽣選⼿のためにデ
ザインされた義⾜



の異⽂化に対する強烈な憧れがあるのかもし
れない。 

質問は多岐に及んだ。「⾼性能なスポーツ
⽤義⾜はドーピングとどのように区別される
のか」という質問があった。どこの国へ⾏っ
ても受ける質問である。「そもそもスポーツ
とは何か、を考えることから始めなければな
らない」と私は答える。体重別や男⼥別が導
⼊されていることでもわかるように、多くの
スポーツは、参加する⼈の⾁体のポテンシャ
ルが同じであることを前提に成り⽴っている。
しかしその暗黙の前提がマイノリティーの参
加を阻んでいることに、気がつかなくてはな
らない。問題の根底は、市⺠の意識とコンセ
ンサスだが、デザインは常にそのような問題
ともダイレクトに向き合う。パラリンピック
とオリンピックをどのような形で融合させれ
ば誰もがハッピーになれるのか。おそらく正
解はなく、誰もが⾃分のこととして考え続け
ることが重要なのである。 

熱のこもった議論はあっという間にタイム
アップとなった。地球の反対側から来た得体
の知れない⼈物に、こんなにも熱く接してく
れる⼈々に、深く感謝した夜だった。 

上：細⻑い講堂は超満員である。 
下：ADDITIVE MANUFACTURING（3Dプリンタ）
により、全ての構造が⼀体で造形されたロボット
「READY TO CRAWL」。モータを差し込むだけで歩
き出す。



サンパウロの街 8 Nov. 2016 
翌⽇はサンパウロ市内の視察。最初に訪れ

たのは外務省の⽇本⽂化発信事業として来年
に完成するジャパン・ハウスの建設現場だっ
た。まだ躯体だけだったが、設計者である隈
研吾⽒が意図している、⽇本的な開放空間の
触りを感じ取ることはできた。ここからどの
ように⽇本⽂化が発信されて⾏くのか期待が
膨らむ。 

次に視察したのは、巨⼤なショッピングモー
ル内にある Fast Shop と呼ばれる⼤型家電量
販店。ブラジル全⼟に数⼗店舗を持つ巨⼤
チェーンである。ヨーロッパ製品が中⼼だが
⽇本では⼀般的な縦型の洗濯機（ワールプー
ル）も⼤きな⼀⾓を占めており、⽇系⼈の影
響を感じられる。広々とした店内には、アジ
アの家電量販店に多い極彩⾊のPOPなどはほ
とんどなく、ウッドを多⽤した落ち着いた空
間が印象的だった。 

少し移動して「サンパウロの⻘⼭」と領事
館の⼈たちが呼ぶ Oscar Freire 通りを視察。
⽇本でも展開されているブラジル発のブラン
ドショップや現地の⼈々が楽しむカフェなど
を訪れた。 

上：隈研吾⽒設計によるJAPAN HOUSEサンパウロの
建設現場。街路樹を景観として巧みに取り⼊れる構想が
⾒て取れる。 
中：素材感を解説するダンタス企画局⻑ 
下：家電量販店FAST SHOPのエントランス。⽊の質感
を巧みに⽣かしたハイ・カジュアルな内装。



さすがに世界に向けて発信されるブランド
のコミュニケーションデザイン、店舗デザイ
ンはいずれも洗練されている。 

メリッサやハワイアナスなどの、ブラジル
発のインターナショナルなカジュアルフット
ウェアのブランドは、⼈⼯素材のビビッドな
カラーを中⼼とした商品を、シンプルでゆっ
たりとした空間が包み込む。イタリアやスペ
インなどラテン系のカジュアルブランドに通
じる華やかさと、ブラジルらしい開放的な存
在感を巧みに融合させている。 

フランスの⾃然派コスメティックブランド
のロクシタンは、従来からの画材を思わせる
ような洗練に、ビエンナーレで⾒られたよう
なブラジルのオーガニックパッションを巧み
に取り⼊れたオリジナルブランドとして「ロ
クシタン・ブラジル」を世界に発信しており、
これもヨーロッパ⽂化と南⽶の融合から⽣ま
れた新しいスタイルと⾔える。 

時間の限られたマーケット視察ではあった
が、この国のデザインが、⽇本やヨーロッパ
などの⽂化を巧みに取り⼊れながら、ブラジ
ルらしいスタイルとして昇華させているのが
印象的だった。 

右：ブラジル発のラバーシューズブランド「メリッサ」
の旗艦店のファサード 
下：カラフルなビーチサンダルブランド「ハワイアナス」
の旗艦店の内装



東京へ 
帰りの便はパリ経由だった。太平洋を渡っ

てロスからサンパウロへ⼊ったので、結果的
に今回の旅は世界⼀周したことになる。いさ
さか強⾏⽇程でくたびれたが、外務省の派遣
規定では、何もしない⽇を作ることは難しい
らしい。せめて「講演準備の⽇」ぐらいは作っ
てくれても良さそうなものなのにとぼやきな
帰路に着いた。 

いずれにしても今回の派遣では、これまで
のビジネス旅⾏とも観光旅⾏とも違う体験を
させてもらった。ロサンゼルスとサンパウロ
の世界的な美術学校を訪ねて多くの⼈と出会
い、ディスカッションを重ねることで、デザ
インとテクノロジーが密接に関わってゆくこ
とへの期待と問題意識が共通であることを実
感することができた。⼀⽅で古くからのデザ
イン学校が、最先端のテクノロジーとの付き
合い⽅に悩んでいる様が、⽇、⽶、南⽶にお
いても同じであることも⾒て取れた。アート
とエンジニアリングを同時に教育する場を作
ることの重要性と困難さを、グローバルな規
模で再認識させられた旅⾏だったと⾔える。 

29時間のフライトを終えて帰国した東京の
街はすっかり寒くなっていた。ロサンゼルス
のリトルトーキョー周辺のアメリカナイズさ
れた⽇本⾷と、サンパウロの独⾃に洗練を遂
げた和⾷⽂化を想いつつ、バスの中から⾒た
東京の街は、相変わらず混沌としていてつか
みどころがない。しかしこの東京でやるべき
ことについては、少しばかり⼿応えを得たと
思う。 
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index.php 
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