巻頭インタビュー

デザイン活動家
Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＰＲＯＪ ＥＣＴディレクター

ナガオカ
ケ ンメイ

写真 ●藤牧徹也

都会的な思考は衰え、
人間的な
エネルギ ーや感性が発達していく

聞き手 ●
渡邊直樹 本誌編集長

土地と暮らしのなかで

長年にわたって使われてきた

ものをナガオカさんは

著書に『ナガオカケンメイの考え』
『LONG LIFE DESIGN 1』
『つづくをつくる』
ほか多数。

「ロングライフデザイン」と名付け、

12年、
渋谷ヒカリエに国内初の地域デザインミュージアム「d47 MUSEUM」
を発案・運営。

全国からそれを再発見し広めてきた。

ロングライフデザインをテーマに、
国内外のパートナーと拠点を展開。
09年、
日本をデザインの視点で案内する「d design travel」
を創刊。

実店舗、
雑誌、
企画展と多面的・精力的に

2000年、
デザインとリサイクルを融合した
新事業「D&DEPARTMENT PROJECT」
を開始。1号店を東京の奥沢にオープン。

展開してきた活動の今を聞いた。

Kenmei Nagaoka
1965年北海道室蘭市生まれ。

東京・奥沢の「D＆DEPARTMENT
TOKYO」には、
全国からセレクトした
「ロングライフデザイン」の商品が陳
列されている。
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いくということにも共感します。どう

えてきたものを大事にしながら作って

デザインに関しても、昔から土地が伝

いることには共鳴するところが多くて、

渡邊 ナガオカさんがお書きになって

伝統工芸品は本来
その土地に行って買うもの

渡邊 そうですね。

ゃないですか。

ブストア、スマホで買い物する時代じ

難しいかなと思っています。今はウェ

の感じで、お店という形態はちょっと

そういう場所ができたらいいなくらい

を企画したりして、その結果として、

人も出てきたのでは？

をここを離れてやっていきたいという

たちの中には独立したい、新たな展開

渡邊 その中で、お店で働いている人

店づくりをしていっています。

ゃなくて、皆がそこを使うみたいなお

ティストアみたいな、僕らがやるんじ

店舗は閉めて、本当の意味のコミュニ

りができるようになってきている。な

術や素材を用いて、都会的なものづく

戻ってきて、東京の感覚で伝統的な技

いうことと、東京で働いた人が地域に

したが、今はネットで買える時代だと

ないと手に入らないものを買っていま

世界や日本の珍しいもの、東京に行か

自分たちのところのものは買わない。

をどう進化させていくかという商品開

ナガオカ ２０００年ぐらいだと、家

ズから始めるのですが、北海道店、沖
発の方に力が入っていますね。例えば

いう経緯でそう考えるようになったの

縄店とかは、そろそろフランチャイズ
富山店の商品の半分は富山のものです。

ので、その土地で長く続いているもの

を独立してもいいかなという動きはあ
さらに３分の２くらいはその土地のも

ナガオカ 基本的には皆フランチャイ

ります。
「Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ」
のにしていこうという動きがあります。

具みたいな大きなものを使い心地も試

ナガオカ 僕も最初は東京が一番偉い

がやってきたような、地域の名がつい
日本や世界のロングライフデザインの

ですか。

と思っていたんですね。２０００年に

ているものを紹介する活動を、自分た
ものを路面店で売るのは難しくなりま

阪は大阪のやり方があるということを

に、初めて大阪ローカルというか、大

阪に直営店２店舗目を立ち上げたとき

店を東京に立ち上げ、２００２年に大

「Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ」の１号

ちの感覚でやってみたいと。今、本部
したね。ネットで確実に買えますから。

をやりたいと言われたら、
早くから卒業

としても、「Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ」

すごく感じました。その後、札幌でや
りたいという人が出てきて、３店舗目
ということを提示しながら、その間は

さないでネットで買う人なんていない
魅力を掘り起こすいろいろなノウハウ

ランチャイジーの関係で、その土地の

渡邊 本屋さんも雑貨を扱ったりして

本屋を作らないと、きついでしょうね。

Ａさんもそうですけど、本屋じゃない

ね。京都の大垣書店とかＴＳＵＴＡＹ

ナガオカ 本屋さんも頑張っています

上はアマゾンで買っていますしね。

渡邊 出版も同じですね。僕も半分以

誌に関連したワークショップやツアー

ないと気が付きました。今はトラベル

いう時代ではない、路面店の時代じゃ

作っているんですけど、途中からそう

「民藝」は現代にとって
に、東京の理屈でロットが発生したり、
すごく重要なテーマだ

方がいいなと思う。あとは手仕事なの

やはり自分が動いて、その土地で買う

というスタイルが既に健康的ではない。

賃を払って、人件費を使って販売する

ギーを使って、ものを移動させて、家

ていかないとと思うんですよ、エネル

地の風土と共に買うということになっ

けど、本来その土地に行って、その土

ので続けていますけど、今は、大きな

てきましたね。本店は本部機能もある

能性、使命みたいなものが、全然違っ

で買うようになったから、実店舗の可

のだと皆分かってきて、普通にネット

こないように気を付けています。

大企業のようなスタイルが体に移って

というような感覚があります。逆に、

００人ぐらいを相手にしているのかな

ので。もしかしたら５００人とか１０

十万人も相手にしているわけではない

ことは普通にできますから。僕らは何

ナガオカ 昔は地方に行けば行くほど、

で集めてくださいということでしたね。

は本部から、３分の２は皆さんの地域

渡邊 当初は、お店の商品の３分の１

きだと思います。

教的な精神論みたいなものと、それこ

重要なテーマですよね。デザインと宗

だなと思います。民藝は現代にすごく

リーダーみたいな人が中心になってや

ニューアルさせているそうで。若者の

ナガオカ 今『民藝』という雑誌をリ

それは深澤館長の力でしょうね。

藝館にも若いお客さんが増えています。

渡邊 その点では東京・駒場の日本民

いけないので。

内外に 店舗、トラベル誌は 冊まで

いますが、いわゆる雑貨に対して、ナ

在庫を抱えたりというのは何か違うん
渡邊 去年、プロダクトデザイナーの

そをデザインと呼びたいくらいです。
開催しましたよね。

本当に民藝はもう一度見直されるべき。

ていることを真似しても仕

はないので、大企業がやっ

ナガオカ 僕らは大企業で

れてきましたね。

も早くから積極的に活用さ

やツイッターなどのＳＮＳ

自身の意見の表明にブログ

渡邊 ナガオカさんは、ご

ると思うんです。

ど、おっしゃる通り、民藝は宗教美学

のことだと思っているんですね。だけ

藝に入ってきますから、民藝とはモノ

息子で工業デザイナーの柳宗理から民

ナガオカ 今の若い人たちは柳宗悦の

た。

覧会からはあまり感じられませんでし

唱者の柳宗悦の精神の部分が、あの展

館長もされていますが、民藝運動の提

」でしたね。
SIGHT
渡邊 深澤さんは駒場の日本民藝館の

も、自分自身の目でいい悪いを判断す

ィアに紹介されたからいいというより

運動っぽい」と言われるんです。メデ

ナガオカ そうですね。うちも「民藝

の中に美を見出して蒐集しています。

たり、朝鮮半島に行ったりして日用品

行ったり、北海道でアイヌの道具を見

がない頃から、全国を回って、沖縄に

渡邊 柳宗悦はもちろんそういう組織

たくて。

です。それも富山の砺波の会員になり

私も富山県の砺波で、この歳になって

と なみ

半年後ね」みたいな感じが

ナガオカ

方がないから。会社として

る、もしくは用途がわからなくても、

初めて日本民藝協会の会員になったん

１００人もいない人数でも

の話なので、 21_21 DESIGN SIGHT
の展覧会はモノから来ていて、そう感

自分だったらこういう風に使おうとい

会 場 は「 21_21 DESIGN

できることはあるので、お

じられたんでしょうね。ただ民藝運動

う見立ての精神みたいなものがあって

むね よし

客様とちゃんとお話しした

も若い人たちを取り込んでいかないと

そう り

り、直接メールしたりする

ういう時代になってきてい

一番健康的だと思うし、そ

っているので、それはすごくいいこと

ですか。
じゃないかな。本来は作っている人に

深澤直人さんが「民藝展」を六本木で

26

ガオカさんはご意見があるんじゃない

ナガオカ 特に伝統工芸の雑貨化につ
お願いして、完成を待って、
「じゃあ

観光ガイド『d design travel』は現在、26 冊まで刊行。

は北海道で初めてのフランチャイズだ

と信じていたんですけど、もう普通に
やスタイルを共有しながら、「あとは独

私たちと一緒にフランチャイザーとフ

ソファとか買いますからね。ある程度
立してやりましょう」と。そういう動

ったんですね。２００７年あたりから、

Ｔを１店ずつ作りながら、デザイン目

スペックを見たら、値段と相応するも

都道府県にＤ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮ

線の観光ガイド
『 d design travel
』も
冊作ろうと目指して、今はお店は国

その土地で長く
続いているものを
どう進化させていくか

いては、何社かの企業がやっています

全国に出掛けるナガオカさんが東京に滞在する日は少ない。
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