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テーマセッション３  半島×デザイン｜外側から見た、半島の魅力と価値  

○登壇者 野原 大介 氏 天草在住デザイナー  

古川 たらこ 氏  本州最北端のまちおこしゲリラ「あおぞら組」ﾊﾞｸﾞﾀﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 

白井  亮 氏  フォトグラファー  

大黒 大悟 氏  （株）日本デザインセンターアートディレクター  

コーディネーター  

鈴木 輝隆 氏  江戸川大学社会学部ライフデザイン学科教授  

 

論点整理 

鈴木 デザイナーの人と地域ということを考えた時、デザイナーやクリエーター、カメラ

マンなどの方が地域に入るといろいろな見解があり、こんなふうに地域にはもっと可能性

があって、そういうコミュニケーションを持つと楽しくなるな、ということを感じます。

いままで半島振興ということで色々なことをしてきましたが、いつも同じような方が多か

ったのですが、今回はコミュニケーションデザインということで、デザイナーの力を借り、

半島に興味のない人にも半島の面白さや半島の持つすごさを知ってもらうということで、

みなさんにお手伝いをお願いしました。デザイナー、カメラマン、アーティストといった

人たちが半島にはまだまだ少ないのですが、そういった人たちが一緒に加わってやると

色々なものが出来るのではないかと思います。今日の第３セッションでは半島に住んだり

通ったりしている数少ないクリエーターの野原さんと古川さんの２人に話を聞きたいと思

います。また白井さんと大黒さんには、今回力を貸してもらっています。まずは半島とク

リエーターとはどういう関係を持っているか自己紹介を頂きます。また白井さんと大黒さ

んには今回半島に関わり、半島をデザインしていくプロセスを話して頂くというところか

らスタートして、半島の魅力をどう見ていくか、半島の目線、視点というもの、それから

地域を見るだけでなく表現をするそのポイント、半島の持っている魅力をどう伝えていけ

ばよいのかという話を聞いて、また今後のデザイナーが関わることにより半島というのは

どういう可能性や魅力を持っているのかというところまで話を進めていきたいと思います。 

 まず野原さんから自己紹介をしてもらいます。 

熊本県の御所浦をはじめとして全国各地で活動－野原氏 

野原 野原です。肩書きは天草在住デザイナーとなっていますが、天草在住でもないし、

デザイナーでもありません。専門はグラフィックでしてアートの分野から地方に入って来

たという感じで、天草にもよく行きますが、天草以外のところも行きます。これはたまに

作っている冊子です。石垣島と宮古島の間にある多良間島という２,０００人ほどの小さな

島で作った冊子です。天草では、御所浦という離島に７年ほど通っています。一回で１～

３ヶ月とか、１年近く滞在したりと、精力的に行ってそこの人とやることがあれば色々や

っています。御所浦のインターネットのホームページやチラシを作ったり、先日は御所浦

のよかとこ祭りで手こぎの舟を使ったイベントの手伝いをしたりしました。天草の向かい

にある雲仙にも去年１年ほど行き、環境省主催のまちづくりの仕事の事務局で、チラシな

どを作ったりしました。 
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鈴木 先ほど話を聞いたところ、このようにコミュニケーションをデザインしていくとい

う人が半島とか島には少なく便利に使われるということですが、そこが面白くて、やり始

めると数ヶ月はいるそうです。住所がなくてどこのいるのか分からない、というのがいい

らしいです。そういう人もいるのだなということで、また後で話を聞きたいと思います。

次は古川たらこさんです。 

下北にＩターン 古川氏 

古川 人生すごろくというと大げさですが、すぐ終わりますのでお願いします。私は青森

県下北郡風間浦村大字蛇浦字古釜谷平 123-3 というところで生まれました。たらこという

のはあだなです。物心がついた時に、とにかく住んでるところが嫌で嫌でたまらなくて、

住所欄が一行で足らないのが嫌で、家に帰ると魚とか野菜とか勝手に置かれているのが嫌

でした。とにかく田舎が嫌で東京の大学に行き、東京駅を降りた時に訛りを封印し、「生ま

れも育ちも東京ですけど何か」みたいな顔をして１０年間過ごしていました。１０年ちょ

っと前に夏に帰省した時、あおぞら組という本州最北端の大間町でまちおこしゲリラの活

動に誘われました。函館と大間との間を走るフェリーに向かってお客さんに、「よく来たの

ー」と言って旗を振る活動を一回やったら里心がつき、帰ってきました。仕事はないので

すが、家はあるので住むには困らないだろうという、軽い気持ちで帰ってきました。もと

もとは、私はデザインの専門教育はまったく受けていません。ただ見よう見まねで、分か

らないことはグーグルで検索して、こういうようなチラシをつくりました。大間のＴシャ

ツのデザインで、このマグロ一筋というのはたまたま恐山から神が降りてきた時に出来た

ものです。仕事もコンビニの店員をやってみたり、水産加工会社の事務員をしてみたりし

ましたが、今はようやくデザイナーとして働いています。それで終わりという短い自己紹

介です。 

鈴木 半島には不思議な人がいるというのが分かって頂けたと思います。これから３０分

ほど、大黒さんと白井さんから今回の半島をデザインするというプロセスの話をしていた

だき、これは何を考えてこんなことをやっているのだろう、という背景を見て頂きたいと

思います。 

コンセプトメイク 

大黒 今回、まず映像を見てもらいます。 

 ご覧頂いたのは、今回の半島のイベントが開かれることになり話を頂いて、半島の魅力

をどのように伝えていこうかと考え、８月と９月に白井さんと共に北海道の渡島半島に入

り、そこから大間、下北に入り津軽半島を経由して戻ってきました。次に四国の幡多半島

に行きました。北と南を回って来ました。面白い人もたくさんいましたが、一番最初に話

を伺った時、そこに住んでいる人は半島ということを意識してないだろうなと思いました。

今ここにも色々な半島の方がいますが、おそらく半島というカテゴライズを普段生活して

いる時には意識していないだろうと思います。ここには２３の半島がありますが、実際は

もっと多くの半島があります。実際そこに足を運んでみると、ネガティブなイメージは払

拭されて、そこにある素のままのものというのが魅力的に感じられます。いろいろな表現
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方法があると思いますが、仮に５００個正しいことがあり５００個の正しいことを伝えよ

うとすると、皆に伝わるかというと、それは伝わらないと思います。その中でどういうと

ころを取り出していくかというのが今回気にしていたところです。 

 まずロゴを作ろうと考えました。半島というのは三方を海に囲まれているという絵があ

り、飛び出したものや、ぐねぐねっとしたもの、ただの一本線で描いたように見えるのが、

半島として意識して見ていけるのではないかと思い、半島という大きな傘の下に半島の自

然とか人、歴史など色々なものが眠っていて、元からあるものをそのままの状態、一番自

然な状態でテーブルにいかに出すかというところを積極的にやっていけたらよいと思いま

した。今回の半島のじかんというものもこの中に含まれています。今回のイベントをする

にあたって何を軸にしていこうかなと思った時、「意識していく」ということ、「知る」と

いうこと、「共有する」ということ、の３本柱が必要だと思いました。 

「個性を引き出す」ことが社会の好奇心を喚起する 

 一番最初に半島と聞いたときには、意外と末端な感じがしてネガティブな印象を持つこ

とが多く、元気がないような印象がありました。しかし、昔を紐解いていくと海から陸へ

と入ってくるので日本の玄関としてのエピソードがあり、食文化があり、そこに住んでき

たお爺さんやお婆さん、Iターンで入って来た若い人が共生しています。私はグラフィック

デザイナーなので、私の言語は造形やビジュアルです。白井さんは写真であったりするの

でしょう。 

 これはデザインや半島とは関係ないのですが、知識をどんどん高めていくと、もっと知

りたいという意識がわきます。半島のことも、もっと知りたくなります。これは世界地図

ですが、これを漠然と世界地図と捉えるのではなく、自分の中での興味の地図として捉え

てほしいと思います。この中から日本という国に興味を持った時、それは形からかもしれ

ないし、日本を若干知っていたのかもしれないが、こういう形の島がある。もっと知りた

いと思うと、４７の都道府県に分かれていて、この中にもっと知りたい県がある。この場

所に興味があってさらに掘り下げていくと、実はひとつひとつの国の名前がついていた。

このようにどんどん掘り下げていくと、自分が知りたいということに答えてくれるという

のが、半島にもたくさんあります。東京のようなたくさんの情報が出てきているところで

は何でも知った気になっているが、半島の場合は何も情報が出てないので実際に行ってみ

た時にギャップが激しくありそれが面白い。半島を意識してみようとした時、身近にある

半島は何かと考えみると、身の回りには半島的な概念を持ったものがたくさんあります。

ウサギの尻尾だったり、付箋だったり、新芽だったり、馬の耳だったり、ソファーの足だ

ったりと、主体があってそこからニョキッと出ているものに個性があったりします。お皿

に模様がついているもの、木に蔦が生えているようなものも、蔦がなければ木として捉え

てしまいますが、そこに蔦があったり、器に模様があったりすることで、それぞれの個性

なのだということになる。その個性の部分をいかに引っ張りだすかということを主眼に置

き考えたと思います。イルカに背びれがあるが、これに白いとこがあるとたぶんシャチに

なっているのだと思うのですが、そういうちょっとした形とか色だったり、そういうもの
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をどんどん知ろうと思うと、ひとつの半島がパワーになっていくのではないかと最初に考

えました。 

 これは間取り図で、半島的な部屋があります。住んでいると、このＵの字の途切れてい

るところが、もしかするとたくさん日が当たり、景色が意外によかったりするとそれが愛

着に変わりこの場所が好きになるかもしれません。住むところというものにも、そういう

形の個性があり、見なおしていきたいと思いました。これは、鼻、飛行機の尾翼、虫が食

べてこういう形になった葉です。半島には鼻という意味もあるらしく、地図をみていると

“○○鼻”と岬に付いているものがたくさんあります。 

ポスター－「風景」「人」「産物」の切り口で 

 次に、身の回りにある半島には何があるのかと考えた後で、今度は半島を知るというこ

とを考えます。今回、北では下北に行き、南では四国の幡多に行き、話を聞きました。こ

のポスターは、幡多半島の柏島という場所で、島のように見えるところですが、すごく夕

焼けが綺麗なところです。これだけを見ると島ですが、よく見るとここの集落があって、

手前にマグロの養殖いかだがあり、こういう端の世界にちゃんとした営みが見えるという

すごくいい写真だと思いました。形だけ半島的なものというよりも、そこに人が住んでい

るということが表現されているメインビジュアルにふさわしいものだと思います。 

 詳しい話は白井さんからあると思いますが、“かねたまるのおっちゃ”というマグロで有

名な大間にすごい漁師のお爺ちゃんがいて、話を聞いたり見たりしていると、肌の質とか

そこの風土が分かるような人で、とても魅力のあるお爺ちゃんでした。これは幡多半島の

文旦です。しゅりの里という場所で自然になっている文旦を撮りました。本当は黄色くな

るんですが、まだ色づき始めたところです。 

 今見てもらったものは、「風景」と「人」と「産物」という３つの切り口を作っています。

今は少しの半島しか行けてないのですが、いずれは全国のいろいろな半島に行きその風景

と人と産物という力のある写真やビジュアルで押さえていき、それを何の脚色もないまま

出す。そうすると、人だったり、空の色だったり、海の色だったり、雲だったり、マーケ

ットに並ぶ果物の色だったり、魚の種類だったり、何も脚色しないでも半島が浮かび上が

ってくるのではないか。嘘をつかずにそのままを出して、それがちゃんと伝わると魅力的

であり、それをやっていきたいと思う。風景、人、産物という切り口で進めていきたいと

思って、今回このようなポスターを作りました。 

今回の「半島のじかん」はビジョンを打ち出す第０号 

 今回、東京でやるのは１回目ですが、私の中では雑誌でいうところの第０号だと思って

います。第０号というのは、ビジョンを打ち出すのに大切で面白い提案が出来る。これが

どんどん世の中に出ていくと、いろんな意見が入り輪郭がぼやけ始めますが、ちゃんとし

た形で周りに知らしめていくには、半島を共有するということが大切だと思います。物産

をやり、人が来てくれ、それじゃまた来年にとなると、それではたぶん何も残らない。東

京でちょっと半島に興味を持ってくれた人が、そこから１年何もなければ、知りたいとい

う欲というのが無くなってしまう。ウェブ上でもどんどんと展開していければいいなと思
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っています。また、受付にも置いていますが半島ノートというのを作りました。今は２３

の半島しかないのですが、全部の半島を巻き込んでもっと大きなものになります。能登半

島と聞いて、日本地図の中でここと言えたり、能登半島は分かりやすいかもしれませんが、

では幡多半島ときいてどことなると分からないとか、そういうのは知りたいのにその先の

情報がもうない状態です。これでは、これ以上突っ込んで学ぶチャンスが失われると思い

ます。それをこのノートにまとめアーカイブ化できないかと思いました。日本のこの場所

にあって、そこを拡大していくと、拡大図がありそこの平均気温だったり、位置だったり、

人口、天然記念物、特産品、キーワードがある。キーワードでも、輪島の千枚田と聞くと、

あそこだと想像できるような、興味やきっかけを与える言葉があり、そこにそれぞれの半

島に眠っている嘘をつかない情報をたくさん載せていき、最終的にはこのフォーマットで

色々な情報があつまって配布が出来れば、ひとつの半島ノートが出来るのかなと思い作り

ました。後々に大きくなれば本にもなるし、写真を加えればもっとたくさんの情報が載せ

られる。そういった物を作りたいと思い今回制作しました。 

 これはオムニバス的なもので、半島とはどういうものなのか、半島を知ったり半島を共

有するという大きなビジョンをやっています。私と白井さんとで、古川たらこさんにアテ

ンドしてもらったり、幡多の畦地さんにアテンドしてもらったり、鈴木先生に幡多半島に

行ってもらい一緒に回っています。“半島版探検ぼくの町”というものを作っています。白

井さんが撮ったプリントがたくさんあるので、それをゆっくり見ながら、こういうところ

にこういうものがあったんだなぁ、こういう人がいたんだなぁ、というもの見てもらい自

分も行ってみたいと思ってもらえたら面白いと思っています。 

 

鈴木 大黒さんがどういう仕事をしているか、話してもらえますか。 

大黒 日本デザインセンターという銀座にある会社でグラフィックデザイナーをしていま

す。主にやっている仕事はグラフィックでありながら、アートディレクションという形で

携わっていますので、空間から立体から映像、もちろんグラフィックまで色々な文脈でデ

ザインという定着方法を実現していけたらと思って活動しています。主に広告的なアプロ

ーチというものをしているわけはなく、例えば企業があったら企業を好きだと思ってもら

えるようなアプローチの仕方です。私自身がデザインや絵に勇気づけられたということが

あるので、大きなダイナミックな動きでデザインを定着していきたいと思って活動してい

ます。 

鈴木 最初に大黒さんと会ったのは、昨年の瀬戸内国際芸術祭のポスターや、一連のデザ

インをしていたということで、原研哉さんや梅原さんや私で、一緒に日本を知るというこ

とで旅行して、その時に原さんから「大黒さんが苦労したから彼を連れて行ってくれない

か」ということで、一緒に会いました。そこで色々見て、これはすごい才能だなと思い、

今回お願いをしました。 

 続いて白井さん、自己紹介をお願いします。 

半島の生活が見える風景を求めて 
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白井 白井です。今回、半島を写真で撮るにあたり、どういう風に切り取ろうかなと想像

しながら行ったのですが、最初に風景と人と物産という３つのキーワードがありました。

いわゆる綺麗な世界の芸術系の写真とか、人の手の届かないような景色よりも、生活感の

あるような中での綺麗な景色だとか、住んでいる人たちが毎日見ているけれどこういう風

には見えなかったというような視点で撮れたらと思いました。人の手を加える加工品では

なく、素材そのままの物の写真でどれだけ魅力のあるものを撮れるかと思い撮りました。

半島の形が分かるような写真というものを最初探して撮っていましたが、だんだんとその

こだわりよりも、このような民家が写っていたり、仕事のマグロ用の縄があったりとかと

いう仕事と生活の見える設定、端っこ感で、半島の生活が見える景色を撮影しました。 

 この方は“かねたまるのおっちゃ”という人で、人に関しては事前にどういう人に会え

るかというリサーチをしようがないので、会った瞬間に生きる化石のような人だと思いま

した。建物も下に石ころだらけで自分で敷いたとか、ごつごつした岩があったりとか、手

作りのような小屋があり、建物の中には網があって、仕事場がありました。顔の表情とか

全てが太陽の日差しを浴びて働いている独特の雰囲気があり、ずっと撮っていましたが、

「そろそろ行きます」と言われて時間がなくて次の場所に行きました。 

 これは仏ヶ浦という下北にある場所で、舟に乗って日常からでは行けない綺麗な場所で、

舟の上から撮ったものです。雲が低く青々とした濃紺の海の上に漁船がとまっていて、一

人で漁師の人が釣りをしているのが美しいと思い撮ったものです。これはたらこさんの地

元の家の近所で、蛇浦小学校という小学校です。５年生の１クラスでこの人数しかいなく

て、男の子が１人だけです。この校舎は廃校になることが決まっているそうです。児童が

礼儀正しくて、知らない旅人の私がカメラを向けても元気よく挨拶を返してくれました。 

 これは仏ヶ浦に舟でついた時に、本来は奇妙な岩とかを見に行くはずなんですが、着い

た瞬間に足元の水面の綺麗さに目をとられ、そこを撮影したものです。本州の北の端っこ

にも、南のような綺麗な水があるのだなと思い、これは直接行かなければ感じられないと

思うような綺麗な水でした。下北ではできるだけ舟に乗らせて欲しいとリクエストし、下

北に入る時も函館空港から北海道に入り船で大間に入り、仏ヶ浦でも船に乗り、イカ釣り

漁船にも乗せてもらい、津軽半島に渡るときも脇野沢港から蟹田に船で渡りました。着い

た港で、子供を抱えたお母さんが帰りを待っているように見えたのをいいなと思い、日常

的に使われている船が背後に入りいいかなと思いました。これは下北のイカで、捌いてい

るところを撮ったものです。これは幡多で、Iターンで有機野菜を作っている２人で、もっ

ているのはレモングラスです。これは幡多の黒潮町でらっきょうの球根を砂に埋めていて、

これから土をかぶせるところです。物産、物を撮っているのですが、自分としては人を撮

っているような気持ちで撮りました。これはその引きの写真で、背景には四万十川があり、

手作業のスコップだけで機械を一切使わず作業をしています。これも黒潮町で、今回幡多

をコーディネートしてもらった畦地さんのお母さんが真ん中にいて、ハブ茶を作っていま

す。花ハブ茶を干しているところで、黄色に花がドライフラワーのようについています。

これはしゅりの里というところで、放し飼い卵を作っているところです。鶏を天敵から守



7 
 

るために、シェパードを放し飼いにしています。上の小屋のところに大きな蜂の巣がある

んですが、それも放ったらかしの状態で危険な状況でした。そういうところも含めて魅力

を感じました。これは塩を作っているところです。海水を汲み上げ、シャワーのように水

が循環していて水分が蒸発していって塩が出来ていきます。 

 これは、幡多に入る前に、大正市場という場所で地元の人が食べているメジカというか

つおの一種で、悪くなるのが早いので漁師は船の上で食べるとかで、外にはでない珍しい

魚です。そのメジカを食べる時にかけているのが仏手柑で、香りのよく魚の臭みを取って

くれるおいしい風味のものです。 

 この方はポンカンとミョウガを作っている岸田さんという方で、東京から戻ってきて家

を継いだ方です。陽気な方で、前日には消防団の人と遅くまでお酒を飲みに行っていて、

奥さんが機嫌が悪くて、そういう話をしていました。これは最初に足摺岬に行けば半島の

形が撮れると思って行ったんですが、灯台があったりとかで景観は綺麗なのですが、思っ

たような写真が撮れず、そこから移動して見つけたポイントです。半島の感じが出ていて

綺麗な西日の中の綺麗な風景です。最後のこれは、先程の卵を作っていたしゅりの里で作

っていた仏手柑で、夏の強い日差しの中で影になっているんですが、奥の隙間から光が見

えて、生命感のあるいい写真が撮れたと思っています。 

 私は今年の春まで写真家の上田義彦さんに師事をしていました。春に独立し活動をして

います。飛行機の機内誌や雑誌、書籍の撮影をしていて、たまたま縁がありこの話を頂き

ました。 

鈴木 白井さんの中では、デジタルではなくアナログで撮っている。上田義彦さんという

のは、サントリーの烏龍茶などを撮られていて、非常に深い写真を撮る方です。私も一緒

に歩いていて、地道にコツコツと撮っているのを見て、写真家は半島をこういう風に見る

のだなぁと思いました。 

 それでは半島というものの魅力について、デザイナーやクリエーターは半島をどのよう

な視点で見ているのかという半島の目線、また価値をどう見ていくかを、表現者として話

をしてもらいます。 

クリエーター達の半島に対する目線 

古川 半島に生まれ育った者として半島の魅力を語るなら、中央から遠いだけあってある

意味忘れられていて、みんなが中央に目線が行っているその裏で何か面白いことやってい

るよ、というのが半島の魅力なのだと思っています。手垢がついていないということがあ

ります。あと褒められ慣れていないので、ほめられると伸びる子だと思っています。なの

で最初の色の付け方によって、どうとでもなるんじゃないかなと今思い始めています。 

鈴木 離島というのは脚光を浴びてきていますが、半島という概念があまりなくて中途半

端なところがあり忘れられている。そういう意味で半島デビューということで、今回初め

てデビューした、それだけに今回は面白い話が聞けると思います。 

 野原さんは加藤笑平さんに連れて半島や島に行き始めたというのが最初だったんです

か？ 
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野原 そうです。７年前に天草地域の中の離島の御所浦という場所で、友人が映画を撮影

するというので島に行き、映画を撮ることよりも島の色々な問題点が気になって仕方なく

なり、その中でも子供たちが地域を知るということが全然出来てないという問題があって、

それをクリアするようなワークショップをやらないかということで関わって、加藤さんと

島に行きました。 

鈴木 古川さんの話にも半島というのは気が付かれないとありましたが、どういう時に半

島の魅力に気がついたのですか。 

野原 半島に限定して話すのは難しいのですが、地方というくらいの括りで話すと、私は

働くことが好きではなくて、朝起きると半島では海が見える状況だとすると朝に海を見て

いるわけで、今日はどうしようかな、働かない訳にもいかないなぁということで、午前中

はぼーっとしていて、ぼちぼち何かしたり、そういう生活が可能なことでしょうか。 

鈴木 半島の時間が今回のテーマですので、半島の時間のずらし方がありますが、日本人

は働きすぎかもしれません。半島には、何もしなくても食べていけるような場があるので

しょうか。 

野原 おすそ分けとかあるので生きていけますが、そうでない部分というのがあります。

教育とかにお金がかかるので現金収入は絶対に必要になるので働きます。 

鈴木 失礼な言い方ですが、半島に行って面白い人に会うと、風呂も入らなくて暮らせる

なっていう人がいますが、そんな時間が流れているのかなということをちょっと思ったの

ですが。 

 大黒さんは半島に行ってみて、半島の目線というものはどうでしたか。 

大黒 写メールで撮ったのをフェイスブックに上げていたものを含め、気になったもので

す。これは下北に入る時の船に乗った時に、かもめが離岸してからずっとフェリーに寄り

添うように追いかけてきている風景が可愛らしい感じでした。これは船の中ですが、みな

寝っ転がっています。これは下北の魚屋さんです。これは幡多ですが、売っているものは

仏手柑です。最終的にすべてこの味になるくらい、これを何にでもかけます。半島にいる

人は普通にこういった景色を見ているのだと思いますが、外から入ってくるとこういった

ものに魅力を感じます。地域の人たちというのは、自分たちで一番身の丈の合ったものを

選んで、よく取れるものを安く売ってそれを買って生活が成り立っているのだと思い、産

物でまとめてみると面白く感じました。これは「半島のじかん」というネーミングにも関

わってきますが、私は石を拾うのが好きで、四万十川にはたくさんの石があって、この小

さな石は蛇紋岩という石です。磁石をくっつけるような珍しい石もあります。白井さんが

横で仕事で写真を撮っているところで、四万十川の底から石ばっかり集めていたのですが、

それだけしても見つからず、最後は四万十川の漁師のおばちゃんがかわいそうだと言って、

くれました。そのおばちゃんが、石が好きだというので色々話をしていたところ、そのお

ばちゃんはもっとよく知っていました。普通のおばちゃんなんですが、身近なものをとに

かく知ろうと思って、こういった資料を作っていて、これを見た時、誰を相手に石の説明

をしていたんだろうと思い自分が悲しくなりました。もともと何をしてたんですかと聞く
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と、自分の子供や近所の子供、修学旅行に来た子供に近くの魅力を伝えようとして、石の

違いが気になり始めて、まとめたそうです。その中で大切だなぁと思ったのが、気持ちの

目盛りが細かいということです。普通に生活している中で、ざっくりとした大きな区切り

方で東京からどっかに飛行機で行ったり、インターネットで調べて情報を見たりとか、す

ごい勢いで遠くの物を見たりしますが、近くにあるものを細かい目盛りでしっかり捉える

というのは半島の人には多いという気がよくしました。半島の時間というものにどうつな

がるかというと、下北に行った時に、大間から青森駅までいくのに４時間かかります。地

図では先っぽのちょっとですが、青森から東京まで行くのも４時間掛かります。そこには

半島の時間というものが流れているんじゃないかと言っていて、確かにと思いました。そ

ういうのも、目盛りの細かさというのが影響しているのだということが分かりました。 

 

鈴木 実際に現地に行くと川があると川の中に入ります。足元の石を拾ってくる。いつも

私が調査に行くとインタビューをするのですが、そういうことがなくて、どんどん体で入

っていって、足元を見ているという感じで、私も面白く思いました。 

 白井さんはどうですか。 

白井 素材がいいなと思いました。現地の人はたいしたことじゃないと思っているものが、

私からするといいものだと思うものでした。そういう物を外に出していくだけではなく、

そこに住んでいる人たちも、もう一度再確認するという役割が写真で役割を果たせたらい

いと思いました。 

古川 海の雲を見ても明日雨だなとかって思ってしまいます。道端を歩いていても、あの

草を食べられるなとか、そういう感じです。白井さんが撮った写真を見ることによって、

なるほど、こういう見方があったんだということに気づかせてもらいました。案内する時

に失敗したなと思ったのは、あっちも見せたい、こっちも見せたいと思い、とにかく下北

全部いいところを見てもらおうと気負ってしまったのが、今でも悔いています。本当なら、

白井さんとかをほっぽり出して、見つけてもらった方が良かったのかなと思っています。 

白井 かねたまるのおっちゃは、実は三回撮りました。一回撮った後、みんなが移動して

る時、移動している振りをして戻ってきて、三回撮りました。 

 

鈴木 私が調査に行った時と違いがあるとさっき言ったのは、ミラクルというのは足元に

あるのかなぁということを教えてもらった。現場にいくと、結構時間がかかって、だらだ

らとしているような感じでした。私たちは要領よくパッパッパとやりますが、要領よくや

ろうという感じがありませんでした。こんなものを楽しんでいるのかと思いました。 

 大黒さんのおばちゃんの方がよく石を知っていたという話は、その場のだらだらとした

流れの中でありました。私も一緒に行って、自分の調査とはまったく違うという目線で見

ているのだと思いました。 

 見るだけでなく、表現しなければいけないわけですが、今回色々な形で半島を共有し、

半島を知り、半島への認識を深めていくという意識をする、というようなことを現場に行
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きながらどうやって形にするのか。アーティスト、クリエーターという表現者は、現場を

見ながらどうやってイマジネーションして表現をするのか、というエピソードなどを４人

に話してもらおうと思います。 

 意識するということから表現していき、皆とコミュニケーションして共有していこうと

するわけですが、古川さんの大間でのエピソードを聞かせて下さい。 

イマジネーションの成果あれこれ 

古川 私はデザインの勉強はまったくしてなくて、たまたま器用だったので今までやって

これました。これもコンプレックスでしたが、そういった系統立てた勉強をしてこなかっ

たから拾えるものがあったという事に気づいた途端に、気が楽になりました。自分がしな

ければいけないことは、大間や下北に生きている人の気持ちをデザインで表現すること。

よく見せようとか、かっこ良く見せようとかは出来ないので、こんな気持で半島に生きて

いる人は日々思っているというのを見て分かってもらいたい。下北半島は暗くて寒いとい

ったイメージがあるかもしれないが、住んでいる人はラテンな気質でお調子者的な感じが

あるので、そういうところがあるんだというのをデザインで表現していけたら、それでい

いのかなぁと思いやっています。今かぶっている帽子も、大間の漁師が実際に使っていた

大漁旗をリメイクして作ったものです。それをＱＲコードで読み取ると、漁師さんが俺が

使っていたという写真が載っていたりというような、ただ差し出すだけではないちょっと

捻った影でくすっと笑えるようなことが出来れば、自分たちも面白いし見てる人も楽しん

でもらえると思っています。こうして大間、下北を表現していけたらと思います。 

 オーマの休日というのはダジャレで、アイデアをただ思いついただけでなく、そこまで

作ってしまう、コマーシャルも作るという悪ノリなところがあります。東京に住んでいる

大間出身の人が言い出しました。オーマの休日という言葉が先で、オーマの休日って面白

いよねというところから膨らんで、映像になったりとかカードになったりとかしました。 

鈴木 一番みんなに認知されて、すごいと言われたものは何だったんですか？ 

古川 マグロ一筋Ｔシャツでしょうか。あれはアテネオリンピックの時に、大間出身の柔

道選手が出て、お父さんたち応援団がマグロ一筋Ｔシャツを着ていて、何で柔道なのにマ

グロなのさ？みたいな、そういう感じからです。 

鈴木 悪ノリする力というのは、イマジネーションの力にもなるんでしょうね。 

 野原さんは半島や島の人から物事を頼まれていますが、地域を自分の側から楽しんでい

る事は何かありましたか。 

野原 島原半島にも去年１年ほどいて、そこで地元の青年たちとわいわいやっていました。

悪乗りではないのですが、エコタツという名前のものをやりました。雲仙は温泉街でそこ

に湯けむりが上がっているような地獄があり、石畳が敷かれているスペースがあってそこ

にこたつを持込み、電気のいらないエコなこたつということでエコタツをやりました。若

い人達が燃え上がっていて、私はデザインが出来ると言うと面倒くさいと思い黙っていた

んですが、たまたまポスターを作りました。それで盛り上がって、メディアにも取り上げ

てもらい、今年辺り珍百景にも出るのではと思っていますが、そんな風にアイデアがあっ
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て、それを実際に外に出すことを手伝いました。私は外の人間なので、外からの眼差しを

意識したわかりやすいものをデザインとして作りました。その時はポスターにして、テキ

ストもデザインをやりました。デザインの話というのは、地方に行くと田舎の人はあまり

分からなくて、出来上がったものを見てこれいいかもね、となるくらいなので、とりあえ

ずどんどん作っていきました。 

謎の要素を残して意識化を働きかける 

鈴木 デザイナーが地域に入っていくと、どういう変化が生まれるのか、ちょっと分かっ

てきました。大黒さんは、私たちが聞いていて、今回の仕事をする時の最初のプレゼンテ

ーションをした時から、あまりブレていない。最初から、イマジネーションがあったのか

なぁと思います。実際にはコピーライターとか色々な人たちと一緒に、大黒さんたちが半

島の勉強をしてきていました。今回の表現では、どういう事をしてきたのかという事と、

みんながイマジネーション豊かにもっと楽しくなるヒントがあれば教えて下さい。 

大黒 半島を意識するとか、線で半島のメタファーとして見せていくというのは、最初か

ら全然変わっていません。この写真以降の、「半島を知る」以降だけを出すというのは、旬

の物をポンとだし、そのままスパッと切って出すということであり、白井さんがいかにい

い魚を釣り上げてくれるかみたいなことに掛かっています。ここら辺は産物というものが

あれば、あとは任せてしまおうと思い、あとは石を拾ってデザインすればいいかなぁと思

っていました。最初の「意識する」という部分に上がるものは、謎というか変なものとい

うか、そういうのを作って置きたいというのがありました。最近は分かりやすいものの弊

害が多すぎて、分かりやすくなり過ぎると、逆に自分でさらに知ろうしなくなります。そ

うなってしまうのはつまらない。誰でも分かってくれて、泣くほど感動をしてくれる人が

いないと悲しいので、ひとりでも深く何か変なものが引っかかってくれるといいなと思い、

謎として残る部分があればいいなと思っています。半島の線の部分に関しては、小さい子

からおじいさんまで誰でも引ける簡単な造形がいつのまにか半島と認識されると、最終的

には全部が半島に見えてくる。そうなるといいなと思い、あれを作りました。 

今回の半島の仕事でのデザイナーの立ち位置というのは、黒子に徹したいというのがあ

りました。実際の主役は半島の人であったり、風景です。そこに自分のデザインをつぎ込

み始めると、それがどんどん脚色になってしまうので、いかにそれを付けずに出すかとい

う事を考えていました。半島ノートにしても、もっと地図に色をつけたりとか、半島をデ

フォルメしたりなど、色々なことが出来たと思いますが、一番ど真ん中に重たいボールを

ぶつけ、それをバットが折れても打てる奴が打てばいいんだと、というそれくらい自分の

ものを作っておくほうが、半島として今後広がっていく時に、多少変な方向に行ったとし

ても、幹がしっかり出来ていれば、後は面白いものが色々できるのではないかと思いまし

た。 

鈴木 半島の幹というのは何でしょうか？ 

大黒 何でしょうか……。三方を海に囲まれていますが、面白いなと思ったことは、幡多

に行った時、海が綺麗だったのですが、海の違いは下北ともありましたし、山の違いも木
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の植生などが違うので広葉樹や針葉樹の違いがありますが、やはり川があるというのが大

きいかなと思いました。四万十川があり、そこから中心につながっていくので、境界が分

からない分、なんでもありなのかなぁと思いました。 

今しかない切なさを撮る 

鈴木 さっきも写真を見てすごいと関心していたのですが、実は写真やデザインというの

は地域資源になります。同じように写真をとってもなかなか上手く撮れないので、どうや

ったらそんな印象深いものや個性のある写真が撮れるのかと、白井さんに聞いたことがあ

りました。半島に行って半島の人が写真を撮る時に、こうすれば半島の魅力を違った面か

ら撮れるよ、という話をしてもらえますか。 

白井 今回は大黒さんにも現地の人にも、こうして下さい、ああして下さいとは何も言わ

ないで好き勝手に撮らしてもらいました。フィルムで撮影して、プリントしているのです

が、いい写真を撮るというのは、結局は人を撮っても風景を撮っても、物を撮っても全部

自分にとっては同じ気持ちで撮っています。物を撮っていても人を撮っているような気持

ちです。人の手の加わっているものでも、例えば大切にして耕している土であったり、大

切にしている球根だったりします。暮らしとか生活とかが関わってくるような物だったり、

風景も人が感じる風景であったり、そういう気持ちを入れて撮りました。あとは自分の鏡

だと思うので、自分が感じたものが全部写ると思います。今はデジカメで何枚でも写真が

撮れますが、もったいないというか、今しかない切なさを大切に、気持ちを入れて撮った

らいい写真が撮れるんじゃないでしょうか。ピントがあってなくても、露出があってなく

ても、そういうものはどうでもよくて、そうではないものでどうしても今をつなぎ止めて

おきたいという気持ちで撮ったものが残っていくんじゃないかなぁと思います。 

鈴木 自分が大切にしたい、残したいと思って撮れば白井さんを超えることができるとい

うことですね。 

 これから半島に向けてデザイナーがどういうことが出来るかという可能性を聞く前に、

会場の方で今これを聞きたいというのはありますか？ 

会場からの質問 

会場の人 古川さんが、自分は半島らしいデザインを作るんだということを強く感じた経

緯や、きっかけは何だったのですか？ 

古川 色々と頼まれることが多かったのですが、田舎が嫌で都会に出たんで、最初の頃は

都会のカッコいいデザインの模倣ばかりをしていました。それを持って行っても、綺麗だ

ねとは言われるんですが、別にうちの商品でなくてもいいんじゃないのかって言われるこ

とが多くありました。それはなぜかというと、自分でなぜそれがいいのかを説明できない

からです。借り物カッコよさ、綺麗さだったので、大間の人が見ても別に下北の人が見て

も、別にここじゃなくてもいんじゃない、名前変えればどこでもいいです、ということに

気付かされてから、初めて自分の根っこが下北にあるんだから、下北の人がこれが下北だ

よって言う下北らしさを代弁できたらいいなと思いました。これが大きなきっかけでした。 
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会場の人 半島も大きい半島や小さい半島があり、半島にも性格があると思うのですが？ 

鈴木 野原さんは色々半島に行っていますが、その辺はどうですか？ 

野原 大きい半島には山があるので、山にあるのは農村かなぁというくらいで、大きいと

それだけ生活の幅はありますが、半島個々によると思います。島原半島に行っていた時、

私のいた温泉街は完全で市街地で、農村でも漁村でもない観光の町でした。 

鈴木 今回、半島の調査に行き、山の中のようにここは半島かなと思った場所もありまし

た。しかし、山も含んで海も含んだ大きなエリアで半島だということで、海が見える端の

岬だけが半島ではないと感じました。 

クリエーターが地域と関わることで生まれる可能性 

 では、最後に一言ずつ、デザイナーをこう使えば半島はもっと面白くなるという意味で

も、こんな事をしたいということでもいいので、可能性を聞かせて下さい。 

野原 私のスタンスとしては、デザインをやっている部分であまりオリジナリティを認め

ていません。デザインは都市部に対するフックで、それを伝えることが出来ればいいと思

っています。 

古川 私は音域の狭い歌手と一緒で、出来る幅が狭いです。どうして下北の田舎臭さは抜

けなくて、それしか出来なくて、それでも良かったら使ってねという気持ちです。田舎で

はデザインに対してお金を払うという感覚がありません。印刷するついでに、なんか綺麗

にしてくれたという感覚です。そこを無理に変えようとは思わずに、頼んでできればいい

ねという感じで、じわじわとやっていけたらいいなと思っています。 

白井 現地の人が持っているガイドブックを見せてもらいましたが、写真が別々の人が撮

ったものを寄せ集めているような歴史の教科書の資料集のような写真しかありませんでし

た。もっと写真を丁寧に撮り直し、それを全国へのキャンペーンへとまとめていき、継続

していければ、もっと良いものになっていくのではと思っています。現地の人からも、撮

って欲しいという声があればすぐに飛んでいきますので、呼んでもらえたらいいなと思っ

ています。 

大黒 半島をアーカイブとしてちゃんと表すことを中心に、まとまっていけばいいなと思

っています。白井さんが言ってたように写真には力があります。観光地の写真というより

も、今回のようにぐっと一歩入って距離感の近いところで写真を集めて、そういった魅力

的なものを集めていけば、半島ノートのようなものや写真をまとめることで、本が出来る

と思います。またそれを他の人に見てもらえば、ここに行ってみたいなと思うでしょう。

そういうビジョンを一冊にまとめていくような仕事になればいいなと思っています。 

いろいろな時間を感じられるのが半島 

鈴木 みんなどうやって豊かになれるかなぁということを考えるのが私の研究のテーマな

んですが、今、東日本大震災などがあって、自分の身の回りの時間が失われています。一

挙に失ったというのもありますし、都会の忙しさのなかで失ったというのもあります。私

たちにとって、近代化といわれているのが１９世紀です。ヨーロッパでは１８世紀です。

モダニズムや近代化が全て良いという事で、大量生産大量消費をし、マスコミに知られて
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そこを訪ねたり、それをよしとしていました。人間がどうやって豊かになっていくか、と

いうのは、身の回りの時間をどうやって見つめていくか、ということだと私は思っていま

す。今の時間というなかには、色々な時間が混じり込んでいるのだと感じさせてもらった

のは、白井さんの写真であり、また大黒さんにも教えてもらいました。素の力ということ

を最近書いていますが、私たちもズルをして、インターネットで簡単に見てしまうし、お

取り寄せも出来ます。現地に行き、そこの空気を感じ、そこの物を食べ、そこの人に会う、

というようなズルをしない、もっと長い時間の事を考えてみる。マスコミに報道されなく

なったら、福島の原発も地域の人のことも忘れてしまうだろうし、東日本の人も忘れてし

まうだろう。今日、明日ということだけでなく、色々な時間を感じられる場所というのが

半島にあるのではないか。そういう時間をデザインしているのかなぁと感じました。半島

に住んでいる人は、経済的な問題だけで豊かになるということではなく、時間的にどうや

って豊かになっていくか、というのを私はデザイナーやクリエイティブな人と考えていき

たい。地味で近代のものに侵されていないところが半島にはあり、その素の時間はズルせ

ずに自分から見つけに現場に行かないと出てこない。その時にガイド案内になるような素

の物を作ってもらえたらと思います。素のおいしいものがまだまだあるようですので、そ

れを買っていくと素の時間が私たちの手元に入るのだと思います。 

 今日はありがとうございました。 

 

 

 

 


