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印刷の面白さを再発見させる
今までにない「みそ汁」の表現を

佐藤 卓さん

「TOPPAN SOLUTION」
Webサイトのご案内
「TOPPAN SOLUTION」は、トッパン
の情報コミュニケーション分野のさまざ

まなソリューションをご紹介するWe bサ

イトです。展示会やセミナーの開催レ
ポートなど、各種オリジナルコンテンツ

も充実。本誌「アイデアノート」のバック
ナンバーもご覧いただけます。課題解

決のヒントとして、ぜひご活用ください。

グラフィックデザイナー

【表紙】
「冨嶽三十六景 甲州三坂水面」山口県立萩美術館・浦上記念館蔵（チコチンコレクション）／
『北斎漫画』十二編（部分） 浦上満氏蔵

詳しくはこちら！
https://www.toppan.co.jp/solution/

【P4 -10背景】
『北斎漫画』十二編（部分） 浦上満氏蔵

※「アイデアノート」は、 凸版文久体を使用しています。※本文中の商号および製品・サービス名称は、 各社の商標または登録商標です。
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第1特集では「北斎づくし」に関わるメンバーが、展覧会や
葛飾北斎作品の魅力を本誌読者の皆さまにお届けします。

建築家・田根剛氏による
『北斎漫画』展示プラン（イメージは構想段階のものです）

みどころ
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《北斎漫画》
《冨嶽三十六景》
《富嶽百景》
全頁・全点・全図コンプリート！
世界一の北斎漫画コレクター・浦上 満氏

の全面協力により、世界最高水準の質と量を

誇る『北斎漫画』
『富嶽百景』コレクションを展示。
『北斎漫画』は、全頁を同時

に展示するため、その数は約500冊にもおよび、まるで「北斎漫画の森」とも
いえる空間が展示室に現れます。さらに、山口県立萩美術館・浦上記念館が

所蔵する
「チコチンコレクション」
「浦上コレクション」
を含む、
「冨嶽三十六景」

全46点を通期で展示。北斎の画業を代表する3作品を一挙に公開します。

【左】
「冨嶽三十六景 山下
白雨」山口県立萩美術館・
浦上記念館蔵（浦上コレク
ション)
【右】
『北斎漫画』
十編 浦上
満氏蔵
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みどころ
北斎をリスペクトする豪華なメンバーが集結！画狂の絵師・北斎の魅力を引き出します。

1

二〇 歳で 浮 世 絵 師 としてデビューしてか ら 九〇 歳で 没 す る までの
七〇年間、常に挑戦 を 続 け、森羅万象 を 描 き 抜こう とした画狂の
絵師・葛飾北斎。その生誕二六〇年 を 記念し、二〇二一年夏、本展
を 開催 し ま す。 世界で最 も 有名な日本の絵師・北斎が持つ多彩な
側面のすべてと出会 える、
「北斎づくし」
の空間にご期待 ください。

『北斎漫画』
十二編より
浦上満氏蔵

特集

生誕二六〇年記念企画 特別展

今号のi d e a n o t eは、第1特集で7月から開催する特別展
「北斎づくし」
、第2特集で「企業アーカイブ」を取り上げます。

開催概要 生誕260年記念企画 特別展「北斎づくし」
【特別協力】

浦上 満氏

【展示造作】

田根 剛氏

【展覧会グラフィック】 【企画協力】

祖父江 慎氏

（浦上蒼穹堂 代表） （Atelier Tsuyoshi （コズフィッシュ）
Tane Architects）

みどころ
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photo: Yoshiaki Tsutsui

橋本 麻里氏

（ライター・エディター
／永青文庫 副館長）

本展のために取得した高精細データで、北斎の描いた世界へ没入！
世界最高峰の文化財デジタルアーカイブ実績を持

つトッパンが、和紙の繊維まではっきり確認できる

ほどの高精細なデジタル画像を活用。江戸の情景や
庶民の生活、空想など、北斎が描いた世界へ来場者

をいざないます。

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」デジタルデータの拡大イメージ
山口県立萩美術館・浦上記念館蔵（浦上コレクション）©凸版印刷株式会社

会
会

期：2021年7月22日（木）～9月17日（金）
場：東京ミッドタウン・ホール［東京ミッドタウンB1］
〒107 - 0052 東京都港区赤坂9丁目7 - 2
休 館 日：8月10日（火）、8月24日（火）、9月7日
（火）
主
催：凸版印刷、日本経済新聞社 他
協
賛：富士フイルム株式会社
特 別 協 力：浦上蒼穹堂
協
力：山口県立萩美術館・浦上記念館、
公益財団法人山形美術館
お問い合わせ：050-5542-8600
（ハローダイヤル）
受付時間 9:00～20:00
公 式 サ イ ト：https://hokusai2021.jp/
※会 期・休館日等は変更となる場合がござ
います。ご了承ください。
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浦上 満氏×
小林 忠氏 が語る
天才絵師・
北斎の魅力
特別展「北斎づくし」に全面協力いただいている、
『北斎漫画』
の世界一のコレクター・浦上 満さんと、国際浮世絵学会名誉

浦上蒼穹堂 代表取締役

会長で浮世絵研究の第一人者である美術史家・小林 忠さん。

浦上 満さん

1951年東京都生まれ。学生時代に『北斎漫画』に魅了されて1600

長年、北斎に魅了されてきたお二人に北斎の画家としての

冊以上を蒐集。
世界一のコレクターとして知られる。
1979年東京・

圧倒的な才能や、『北斎漫画』
をはじめとする北斎作品の素晴

日本橋で東洋古陶磁を主に扱う「浦上蒼穹堂」を設立。2016年に

らしさにつ いて、 語って

第1 0回国際浮世絵学会賞を受賞。東京美術倶楽部常務取締役、

いただきました。

国際浮世絵学会常任理事、東洋陶磁学会監事。著書に『古美術商

にまなぶ中国・朝鮮古陶磁の見かた、選びかた』
、
『北斎漫画入門』
など。

『北斎漫画』は江戸の風俗、職

人の作業の様子をはじめとして、
北斎が森羅万象を描いた全15
編の絵手本

『北斎漫画』十二編

浦上満氏蔵

浦上

全15編、883頁には、植物、動物、昆虫、人間、風俗、

習慣、風景、自然現象、空想や神秘の世界などが、全部で
4000点近く描かれています。博覧強記と言うのでしょうか。

北斎の画技・画業が凝縮した
『北斎漫画』
とは？
小林 『北斎漫画』は絵手本といい、もともとは絵を描く人
のお手本として、江戸末期に出版されました。当時は封建
的な社会でしたから、絵師の間でも「手本は門外不出」とい
う閉鎖的な風潮がありました。それなのに、北斎は自分の
絵の描き方やデザインを公開してしまったわけです。その
こと自体が画期的ですね。
浦上

初編が出たのが、北斎5 5歳の年。最初は1冊だけの

予定だったのが、一般の人の間でも人気が出て、その後、
15編まで続いたのですから、
大ベストセラーですよね。
「漫画」
といっても「漫然と描いた」という意味で、絵の随筆みたいな

彼は絶えず新鮮な気持ちで物事を見ている。好奇心のかた
まりですね。だから北斎の絵は、常に驚きと新鮮さに満ち
ているのだと思います。
小林

日本で北斎の評価が高まってきたのは、割と最近の

ことですよね。それに比べると、海外では、かなり前から
評価が高かった。『北斎漫画』といえば、日本から輸出され
た焼き物の緩衝材に使われていて、それを見た欧米人があ
まりの素晴らしさに驚いたなどと言われていますが、使わ
れていたのは北斎
の版画だけではな

私が最も「すごい！」と思う北斎作品

か っ た は ず で す。
その中でも圧倒的
なデザイン力で彼

もの。見ているだけでも楽しいですし、今の漫画の元祖と
言ってもいいでしょうね。
小林

ええ。でも、今のお金で1冊5、6千円相当はしたよ

うですから、庶民はみんな、貸本屋で借りて楽しんだわけ
です。
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私は「富嶽百景・
海上の不二」を
推します（浦上）
『富嶽百景』
二編

浦上満氏蔵
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私が最も「すごい！」と思う北斎作品
やはり「冨嶽三十六景・
神奈川沖浪裏」ですね
（小林）

に、 す ご く 親 近 感
を覚えます。
小林

そうですね。

私も、酔っ払って寝
ているおじさんの絵

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」山口県立萩
美術館・浦上記念館蔵
（浦上コレクション）

などを見ると、ああ、自分みたいだなと思っちゃう（笑）。
北斎は何でもよく観察しています。やっぱり人間って、おか
しくて悲しい存在ですよね。そういうユーモアや哀愁、色ん
な感情をかき立てるポイントを北斎は決して見逃さない。
人々も動物も風景も、すべての物事をそんな視点で観察して
いたのだと思います。

岡田美術館 館長

小林 忠さん

1 9 4 1年東京都生まれ。岡田美術館館長。江戸美術研究の第一人
者で、特に浮世絵を専門にしている。1 9 6 5年東京大学文学部美

術史学科卒業、1 9 6 8年同大学院人文科学研究科修士課程修了。
2012年より学習院大学名誉教授。国際浮世絵学会名誉会長。日本・

東洋古美術研究誌
『國華』
顧問。
『江戸絵画史論』
『
、江戸の画家たち』
など著書多数。

北斎は単なる浮世絵師ではなく、
思想家でもあった
小林 いまや日本のアイコン的存在になった、
「冨嶽三十六景」
の「神奈川沖浪裏」は、やっぱりとんでもなくすごい作品です
ね。大きな波という自然と、
舟に乗った人間。そのドラマチッ
クな出会いを、遠くから神様のように見ている富士山。自然
と人間と神という三位一体の姿を描くのは、江戸時代の人に
しては、発想があまりにもモダンです。北斎は単なる浮世絵
師ではなく、ある意味、思想家でもあったと言えるかと思い
ます。
浦上

おっしゃる通りですね。それから、
「冨嶽三十六景」に

らの目に留まったのが、北斎だったのでしょう。

は「浪裏」のほか、
「凱風快晴」
、通称「赤富士」など有名な作品

浦上 日本人は版本をばらして緩衝材にしてしまったけれど、

が多いですが、
『富嶽百景』にもまだまだいい作品がたくさん

決して良さが分かっていなかったわけではなく、あまりにも

あります。例えば
「海上の不二」
。墨一色なのに、迫力は
「浪裏」

身近にあったものだったということなんでしょうね。

に負けないところがあります。そもそも「三十六景」は72 歳頃

小林

マネやモネやドガ、ゴッホなど、たくさんの画家が

『北斎漫画』の中からデザインを取ったり、デッサンを勉強し

の作品で、
『百景』は75、76歳の頃の作品ということ自体、
とんでもないことですよね。

たりしています。印象派の画家に限らず、エミール・ガレの

小林

まったくです。つくづくすごい人ですよ、北斎は。

ような工芸作家や、パウル・クレーのような近現代の画家も

浦上

7月から開催される「北斎づくし」では、
『北斎漫画』の

影響を受けています。北斎自身、まさか自分の絵が世界中の

全編全頁、
「冨嶽三十六景」
『富嶽百景』の全作品が展示されま

画家たちの手本になるとは、思いも寄らなかったでしょう。

す。これらの実物を全部見たことがある人なんて、あまりい

浦上 建築家の田根 剛さんが、北斎に比肩できる画家は世界

ないはずです。その上、デジタル画像を使って『北斎漫画』の

にただ一人、レオナルド・ダ・ヴィンチしかいないと言って

小さな絵を大きく拡大するなど、画期的な展示もあります。

いました。

一般に、拡大すると魅力が弱まったりすることも多いですが、

小林

そうかもしれませんね。科学者や生物学者の方に聞く

と、北斎の絵は非常に正確だと皆さんおっしゃいます。結局、

北斎の場合、反対に魅力が爆発して驚きました。むしろ、よく
あんな小さなところに描き込めたものだなと。

北斎は視覚的な記憶力が並外れていたのではないでしょうか。

小林

見ながら描いているわけでもないし、写真が撮れるわけでも

版だって、墨の線と、薄墨の面、薄い赤茶色の面の、3版し

ない。全部、自分の頭の中の記憶で描いているのですから。

か使っていない。それなのに、青とか、彩りを感じさせる。

浦上

しかも、ただうまいだけでなく、一つひとつにちゃん

紙の大きさとか、色々と制約があったのでしょうね。

非常に効率よく絵画性を生んでいる。おそらくこれも北斎の

と個性があるんですよね。
人間はもちろん、
カエルでも魚でも、

アイデアだったと思います。大きく拡大した画面で、ぜひ見

性格が伝わってくるというか…。だから、江戸時代の絵なの

てみたいですね。新たな発見と出会えそうです。
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おどりひとりげいこ

『北斎漫画』
と
『踊 独 稽 古』の
絵を使ったキービジュアル
北斎といえば、“富士山！” と “海ざっぱ～ん！” のイメージ
が強いですが、あれは実は北斎の中のほんの一部分。それを
メインに北斎を捉えるのは、ちょっと違うと僕は思っていま
した。もっと描き散らした人なんです。本当に何でも描いて、
「どんだけ絵が好きなんやねん！」という感じなんですよ。
がきょうろうじんまんじ

『富嶽百景』の中でも、
「画 狂老人卍」なんて名乗って、70歳
を過ぎてもまだまだ描き足らないとアピールしています。だ
から、今回のキービジュアルでも、そんな“どんどん描き続け
てしまう人”という部分を強調しようと考えました。それこそ
が北斎であり、今回の展覧会のテーマだと思っています。
メインの絵は、
『北斎漫画』十二編に載っている風を表現し
た絵の中から選びました。自然現象を絵にするのって難しい
のですが、北斎は、風、煙、波、光、雲、火など、何でも描
いているんです。中でも、描くことが難しい自然現象の表現
がめっちゃすごいので、これに決めました。
そもそもこの絵、
顔が隠れていて誰だか分からないですよね。
描かれているこの人も、
「おーい、なんだよ～、今描くなよ～」
なんて言ってそう。そんなふうに、この前、後を思い浮かべ
ることができるし、
自然と笑いがちょっと起きるところがある。
うまいだけじゃなくて、ギャグセンスもある、北斎らしい絵
だなと思っています。
キービジュアルのバックを埋めている絵は、
すべて
『踊独稽古』
という本から取りました。とにかくゆかいな絵が多くて、一発
ギャグが百発ぐらい載っているような本なんです。当時流行
した踊りの振付を絵で解説したもので、アニメ的な表現と動
きのための効果線がたくさん使われています。静止画の中で
動きをどう表現するか、そのアイデアの原点ですね。

北斎は、印刷と仲良くしていた
アーティストだった
個人的には、北斎作品は、肉筆画より刷り物の方に魅力を
感じますね。彫師や摺師など、
人の手を借りて、
どんどん極まっ
ていく感じが面白いし、すごく現代的じゃないですか。日本
の出版の礎になった人と言えるんじゃないでしょうか。
「冨嶽三十六景」などは、北斎はもちろんですが、彫師と摺
師の力量も相当なものです。
「あの北斎さんが描いた」という
ことで、みんなすっごく頑張って、すっごいものを作ったの
でしょう。素晴らしいチームワークだし、北斎には周りを動
かしてしまうカリスマ性やパワーもあったのだと思います。
また、刷り物は、当時の印刷技術や出版の歴史が見てとれ
るところも面白いです。初摺りはきれいにエッジが立ってい
て美しいのですが、増刷を重ねるうちに版木が傷んでくると、

「北斎づくし」のキービジュアルと会場グラフィックを手掛けた

ふ じ い はるか

（左）
コズフィッシュの祖父江 慎さん
（右）
と担当デザイナーの藤井 瑶 さん

印刷上の工夫がいろいろされるようになるんです。最初の方
の版では割と微かな薄墨だとか、薄い桃色などで上品に摺っ
ていたのが、版が傷んでくると、パワーで押そうと強い青を
入れてみたり。今でも出版界では、増刷する時、中身を変え
て「前買った人も、もう1回買ってくださいね」みたいな工夫
をします。当時も似たようなことがあったんですね。

北斎のイメージが
ガラッと変わる展覧会 !?
北斎というと、『北斎漫画』を取り上げて、“漫画の原点”
みたいに言われがちですが、あれはもともと絵のお手本集
なので、それだけでは、ちょっと足りないんです。でも今回
は『踊独稽古』なども展示することで、動きを表現する効果線
や、効果音の手描き文字など、現代の漫画に通じる表現もしっ
かり見ていただけます。
また、
北斎が一つのものを劇画タッチ・
さんていがふ

挿絵タッチ・ギャグタッチで描き分けた『三体画譜』にも注目
しんぎょうそう

（真書・行書・草書）がある
ですね。これは、書に「 真 行 草 」
ように、絵にも「真行草」があると考えた北斎ならではの絵
手本で、北斎の物の捉え方や絵に対する考え方がよく分かり
ます。今回、これらがちゃんとフル装備されたことで、よう
やく北斎と漫画の関係にぐっと迫ることができそうです。
北斎は、最近では偉そうな天才画家みたいに思われがちで
すが、実際の本人は、たぶん全然そうじゃなかったと思います。
例えば『北斎漫画』は、いわば著作権フリーのカット集で、
北斎は
「みんな、どんどん同じように描いていいよ」って言っ
てるわけです。そういう刷り物は、実にフレンドリー感にあ
ふれています。ですから、今回の展覧会も、偉い人の作品を
見に行くんだ！ではなく、江戸時代の週刊誌を見るような気
持ちで来ていただきたいですね。そして、皆さんの中の北斎
のイメージが、リアルなものになることを期待しています。

それでもいい感じに見せようと、今度は色を足したりとか、
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日本経済新聞社
文化事業局長

小島 正彦さん

弊社の展覧会事業は、19 5 6年の「ザ・ファミリー・オブ・
マン」という写真展からスタートしました。現在のように、
本格的な共催展を開催するようになったのは、1963年の国立
近代美術館でのビュッフェ展や東京国立博物館でのインド古
代美術展からです。その後、海外で日本美術の展覧会の開催
も開始し、1966年にはモスクワで葛飾北斎展を行っています。
近年ビジネスパーソンの間で、アートへの関心が高まって
います。その理由としては、文化的教養が、グローバルビジ
ネス上のコミュニケ―ションにおいて必須になったというこ
と。そして、独自性のある経営能力を身に付けるには、アー

体験

「北斎 づくし」に
込めた想い

新しい展覧会のかたちを
共に創っていく機会に

トのように感覚的なものを学ぶことが有効と考えられるよう
になったことが挙げられます。M B Aスクールで学んだ手法

だけでは競争に勝ち抜けない。そうした認識が広まっている
と感じています。グローバル化した社会では、今回の北斎展
のような文化コンテンツの需要が高まるはずです。

展覧会は明らかに、
時代の変わり目を迎えていると思います。
しかし、正解はないというのが正直なところです。成熟社会

を迎えた日本では、文化を切り口とした知的体験や知的エン

ターテイメントがより一層求められるようになると思います。
我々も、今回ご一緒することで、時代に合った新しい展覧会
のかたちを共に創っていきたいと思っています。

特別展「北斎づくし」は、美術専
門家やアーティストの他に、企画
運営面で支える多くの方の協力
を得て開催されます。
今回の特別展に込めた想いや、
これからの展覧会の在り方につ
いて、お話を伺いました。

×
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培ってきた経験と技術で
新たな文化財の体験を
凸版印刷株式会社

文化事業推進本部 本部長

矢野 達也

北斎づくし展は、トッパンの印刷技術や美術品のデジタル

アーカイブ技術を活用し、新しい展覧会を開催したいと考え

場所

たのが始まりです。長年にわたり数多くの展覧会主催経験を
お持ちの日本経済新聞社様に企画の話をしたところ、趣旨に

ご賛同いただけました。また、本展の会場として商業施設に

隣接し、若い方やファミリー層も多く訪れる東京ミッドタウン
様に、お願いしました。

トッパンでは約20年前より文化事業に取り組み始め、

培ってきた印刷技術を活用して、国宝など、文化財の色や

技術

形を高精細に記録するデジタルアーカイブ事業に力を注い
できました。また、そのデジタルデータを圧倒的な臨場感

で鑑賞していただけるように、トッパンVRを開発しました。

本展では、
北斎の代表作である
『北斎漫画』
「
、冨嶽三十六景」
、

『富嶽百景』の全頁・全点・全図が一堂に会する前代未聞の

実物作品ラインナップを実現しました。さらに、北斎をリス

ペクトする豪華なメンバーと共に、弊社がこれまで培ったデ

ジタル技術でアーカイブした北斎作品のデジタルデータを

北斎展で JAPAN VALUEを
東京ミッドタウンから発信
東京ミッドタウンマネジメント株式会社
代表取締役社長

藤山 吾朗さん

活用し、作品の魅力を引き出す展示空間を演出します。

本物の文化財とデジタル技術を掛け合わせた、新しい時

代の新しい文化体験をこの展覧会で実現したいと思ってい

ます。

私どもは、
「『 JAPAN VALUE 』を世界に向けて発信してい

くこと」
を街のビジョンとして掲げ、東京ミッドタウンを運営し
ています。この度は、まさに JAPAN VALUE の頂点にいる
アーティスト、北斎の展覧会会場に選んでいただき、大変
光栄に存じます。

サントリー美術館やデザイン専門施設「2 1 _ 2 1 D E S I G N

SIG H T」など、アートやデザインに関心を持っているたくさ

んの方々がミッドタウン内の施設を訪れていますが、普段、
美術や文化財に接する機会の少ない方々にも足を運んでもら

い、JAPAN VALUE の裾野が広がっていく場になればと思
います。

w i t hコロナの生活が続く中で、イベントのオンライン開催

も一つの有効な手法でしょう。一方で、リアルな場だから体
感できる価値には代えがたいものがあります。今回の展示で

は、バーチャルを駆使することで、リアル以上のものが生み
出される、そんな展覧会になるのではないでしょうか。今後

の方向性として、リアルな場所でデジタル展示をすることも

増えていくのではないかと考えます。新たな方法やコンテンツ

を試行錯誤しながら発信し続けていくことで、新しい文化が
生まれたら良いですね。

今回トッパンさんには、この地から世界に発信できる展覧会

を実施していただき、感謝しています。
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展覧会関連事例紹介

文化財アーカイブを活用したコンテンツや、展覧会イベントを盛り上げるための企画など、

トッパンでは展覧会や文化財事業を起点に多様な方法で、
お客さまとの新たな接点づくりやコミュニケーションを深める支援をしています。

Case 1

イ

シ

ヤ

ISHIYA様「恋するチョコレート キャレ」

北斎作品をチョコレートのパッケージに
「白い恋人」で知られるISHIYA様は、葛飾北斎の作品をパッケージに
採用した
「恋するチョコレート キャレ」
を2020年12月に発売しました。
この商品は、トッパンと浦上蒼穹堂が共同で取り組むデジタルアーカ
イブのうち「冨嶽三十六景」
『北斎漫画』のモチーフを基にパッケージを
デザインしたものです。
「冨嶽三十六景」のパッケージは北斎の絵が引き

トッパンでは文化財の展

立つシックな配色を選択。
『北斎漫画』のデザインは、ユニークな「雀踊」

示だけでなく、デジタル

の描写に合わせたポップなテイストにしています。

アーカイブデータを活用

した商品の企画開発やラ

文化財デジタルアーカイブを展覧会や保存目的だけでなく商品に展開

イセンス活用のコーディ

することで、より多くの人の目に触れる機会を創出します。

Case 2

ネートもしています

印刷博物館「駿河版活字シュガー＆コーヒーギフトセット」

来場後もつながるコミュニケーションを
印刷博物館では、
「駿河版活字」を模した砂糖が入ったコーヒーギフト
セットを販売。開館2 0周年を機に作られたオリジナルグッズとして好評
を博しています。
この砂糖には活字の字面と、駿河版活字の特徴である薬研彫が再現さ
れています。また、ギフトセットのパッケージは、活字を保管している
引き出しをイメージしたデザインの紙箱です。引き出しを開けるように
ケースから中身を抜き出すと、イラスト付きの駿河版活字の解説ととも
に、収納された8種類の活字型の砂糖が現れます。トッパンではこのよ
うな商品企画やパッケージデザインの開発にも取り組んでいます。

Case 3

「駿河版活字」
は博物館の展示品の一つで、
慶長1 2年に徳川家康が静岡の駿府城に

隠居してから造らせた活字です。ギフト
セットの8つの砂糖は、それぞれ異なる
文字の活字を再現しています

株式会社TBSテレビ様 特別展ミイラ「ミイラマスクチェンジャー」

SNS展開も視野に、その時だけの体験を提供
株式会社TBSテレビ様は
「特別展ミイラ」
を2019年11月に開催しました。
展覧会のコンテンツとして、トッパンは「ミイラマスクチェンジャー」を
展開。来場者に自分の顔を「ミイラマスク」と合成して写真撮影できる
サービスを提供し、楽しんでもらいました。
このサービスでは、ミイラの棺のような形をしたサイネージを会場内
に設置。来場者はサイネージの前に立ち、顔写真を撮影します。その写
真が徐々にミイラマスクの画像と合成されることで、ミイラマスクに変
身していく体験ができます。合成画像の完成後には画面上にQRコードを
表示し、その画像をダウンロードできるリンク先に誘導。Web上にSNS
へのシェアボタンを付けることで拡散を促しました。
10

展覧会にあるフォトスポットに一工夫

した仕掛けを加えることで、大盛況の

コンテンツに。S N Sへの投稿も多数あ

りました
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特集2
企業アーカイブ
活用のススメ

アーカイブ活用で
企業の歴史を
未来への原動力に
企業アーカイブは積み重ねた歴史を裏付ける証拠です。

対外的なブランディング活動はもちろん、社員の“誇り”の醸成など、さまざまな価値を秘めています。
トッパンでは、これまで培ってきたアーカイブ構築のノウハウを企業での取り組みにも活かし、
企業文化や歴史を伝えていく支援をしています。
企業アーカイブの基本的な考え方と可能性をビジュアルクリエイティブ部の久保田 敏之がお話しします。

企業アーカイブは
歴史を裏付ける重要なエビデンス
アーカイブとは、未来に引き継いでいきたいという意図を持って
保存されたものを指します。ただ残っているのではなく、そのための
管理をされたものです。アーカイブには、文化財のように対象物自
体が普遍的な価値を認められたものもありますが、企業アーカイブ
は対象物そのものよりも、企業の歴史や成果を裏付けるためにある、
いわば「証拠・根拠
（エビデンス）
」
を目的としたものがほとんどです。
例えば、
「自身の属する企業や組織を代表して、あなたの企業や組
織の紹介をしてください」と誰かにお願いされたら、自分たちの知らな
い年代のことは会社や組織の歴史年表を確認するのではないでしょう
か。その年表に示されている歴史が真実かどうかを判断したり、それ
を誰かに説得力を持って伝えたりするには、何らかの証拠や裏付けが
必要です。その証拠をどのように保存していくかが、企業アーカイブ
にとって重要な視点です。企業アーカイブは、その企業に属する人に
とって大変価値のあるものなのです。
（P12の図参照）
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企業アーカイブを
構築する際のポイント

らではの存在感を有し、デジタルでは得られない瑞々しさを持っ
て歴史を伝えられるというメリットがあります。デジタルアーカ
イブには、検索ツールを通じてデジタルデータにアクセスするこ

企業アーカイブの対象としては、主に下記のようなものが想

定されます。①記録素材（写真、映像、音声など）
、②文書史料

とで、簡単かつ効率的に活用できる状態をつくれるという利点
があります。また、リアルアーカイブで心配される、寿命、劣化、

（社内報、営業案内、契約書、研究書類、図面など）
、③経営を

消失といったリスクもカバーできます。ただし、対象の持つすべ

支えた製品や商品、④建造物（場所、空間）
、そして製造機械や

ての情報をデジタル化できるわけではありませんし、永遠に保

記念碑なども含まれるでしょう。アーカイブすべきものは企業

存できるということでもありません。その点は注意が必要です。

や組織によって異なりますが、
自社のステークホルダーを把握し、

保存するもの・保存しないものの判断にも留意が必要です。

歴史を伝える対象によって必要な情報を出し分けることもポイ

社内の史資料には、広報、販促、営業部門が発信したものから、

ントの一つです。また、SDG sが浸透してきた昨今では、社会

技術に関連するものまで広範な分野に及びます。それらすべて

に貢献してきた歴史を裏付けるといった視点も保管対象の判断

を一人で把握して、価値判断をするのはなかなか大変です。客

基準に加わっています。自社だけでなく社会的に価値がある技

観的な視点も必要となりますから、複数人で取り組むのがよい

術や文化に関する遺産を保存することにつながる場合もありま

のではないでしょうか。

す。その観点で言えば、社会とのつながりを示す感謝状やお客

アーカイブに取り組むタイミングとしては、周年事業と同時

さまからの手紙など他者から送られてきたものも重要です。ま

に実施するのがよいでしょう。
社史の制作や、
式典への活用など、

た、当時の日常シーンを記録した写真などは意外と残されてい

コンテンツ制作を目的にすれば直接的に役立つからです。また、

ないものです。当時の様子を活き活きと伝えるための史資料と

企業の合併や組織再編時には、異なる企業文化やバックグラウ

して、保存しておく価値のあるものです。

ンドを持つ社員同士の相互理解にもつながります。このほかに

リアルアーカイブとデジタルアーカイブの使い分けも大切

です。リアルアーカイブは、物理的な実体を持つもの。実物な

も新たな施策を検討していく際の判断材料になるなど、アーカ
イブが経営課題を解決する糸口になり得ます。

例えば、A社のあのロングセラー商品が売り上げが減少傾向で、このままだと来年で販売終了になっちゃうかも？
！という時でも…

？

？

発売当時の
ポスター

研究ノート
創業者が
フランスから
持ち帰った材料

なんでフランスで

？

？

SNSへの
書き込みや
ファンレター

？

120 年 続く
ロングセラーの
お菓子

ほんとに
人気あるの

商品に歴史的
裏付けがあると…

商品に歴史的
裏付けがないと…

A社の社員たち

A社の社員たち

モチベーション UP !
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そんなに昔からあるの

モチベーション DOWN…
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「見える化・探せる化・使える化」
3つをワンセットで考える
周年事業で年史などのコンテンツを制作する時、事前に企業
アーカイブにより「見える化・探せる化・使える化」しておくこ
とが重要です。
「見える化」とは、さまざまな形態の資産が乱雑に保存されて

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
情報メディア事業部
クリエイティブ本部
ビジュアルクリエイティブ部 1T

いるものを可視化して整理することです。
「探せる化」は、見え
る化によって整理されたものの情報を抽出し、検索性と閲覧性
に優れたツールに入力するなど、すぐに探せる状態にしておく
ことです。名称、時期、作者・発行者、目的、形式・形態、内容、

久保田 敏之

外観、状態、保管場所などの基本情報に加え、様々なキーワー
ド、属性などの有効性の高い情報を付与しておくと検索性が
高まるでしょう。こうした「見える化」
「探せる化」を行い、さ
らにその対象物がどんな歴史を裏付けるかを紐付けられれば
「使える化」
が実現すると思います。
整備された企業アーカイブが活用できるシーンは、周年事業

企業アーカイブを

での社史や式典だけにはとどまりません。必要なタイミングで、

活用してできること

必要な情報をいち早く抽出できるようにしておくことで、社員

P16へ

● 式典への活用

P17へ

●イ
 ンターナルプロモーション（社員教育等）
への活用
● アウタープロモーションへの活用
● 歴史展示施設への活用
（史料室〜博物館）

教育や、アウタープロモーション、歴史展示施設などに、幅広

● 防災対策にも

く活用できる可能性も秘めています。
まずは
チェック！

● 年史への活用

P18へ

あなたの会社の歴史は長いですか？ また、史料はきちんと整理していますか？
会社の歴史は長いし、
ちゃんと史料も
整理したんだけど…

会社の歴史は長いけど、
史料なんてあるのかな？

どんな史料があるか知らない→ あ へ
なんでも知ってるあの人に聞けば
何とかなる→ い へ

会社を設立したばかりだし
史料を整理するのは
まだ先でしょ？

きちんと集めて整理したから、
うまく活用したい→ う へ

新しい会社だから
史料がまだ少ない

年史を作った後、
そのまま放置してしまっている→ え へ

あ

い

う

え

気が付くと
周年を迎えてしまい
何もしていなかったと
後悔したくない…

会社の
「生き証人」
が
もし、いなくなったら
大変になることは
分かってはいるけど…

次の周年を見据えて
アーカイブの公開や
社内共有の仕組みに
興味がある

周年の時に、
年史を作ってみて
こんなに大変だとは
思わなかった…

年史編纂などは
史料を整理する
絶好の機会です！

せっかくの
大切な史料を
失ってほしく
ないから…

せっかくの史料を
活用したい、
その前向きな姿勢が
素敵です

その苦労分かります…
でも、会社の歴史は
これからも
続いていきますよ

こちらも
参照

今はまだ、
考えられない
かもしれません
でも…

まずは「見える化」
「探せる化」
「使える化」
しましょう！

史料をもっと活用するための
システムを構築しませんか？

10年、20年なんて
あっという間

BCP対策や、省スペースにもつながります

御社に最適なデジタルアーカイブシステムに
カスタマイズできます

今から準備をしておけば
節目を迎えた時に慌てません

P14 A へ

P15 B へ

P15 C へ
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保存・管理から公開までの流れとツール

歴史の当事者として
未来につないでいくために
企業アーカイブでは、今ある史資料の見える化・探せる化・

史資料を整理・

会社の史資料、

使える化を通じて、
「整理・管理する活動」とともに、それらの

こんな状況に

陥っていませんか？

史資料が示す歴史を「公開・活用していく活動」が重要です。
ただし公開や活用にあたっては、
「誰に・どんな目的で・何を

リアル
アーカイブ

正体不明の

伝えるのか」といったことを考慮した上で、戦術的に行ってい

ダンボールが

ただきたいです。

たくさん…

また、企業アーカイブ活動は一度行って完了するものではあ

瑞々しさを持って

りません。企業の歴史は、今もなお続いていますから、未来に

歴史を伝えられる力がある

つなげていくために、裏付けを保存・管理する活動も続ける必

史料が

要があるのです。

ぐちゃぐちゃ…

過去から学ぶことはとても大切です。企業アーカイブは自分

デジタル
アーカイブ

たちの価値を証明する手段ですから、企業や組織により思い
入れのある人を中心に据えて取り組むのがよいでしょう。年史

古過ぎて
何のメディアか
分からない…

など一つのコンテンツを作り終えたら、反映しきれなかったも
のを次の材料にすることもできます。定期的な活用が、アーカ

デジタルデバイスを通じて、
すぐにアクセスできる

イブを継続的に管理・更新していくことにもつながります。
このコロナ禍は大きなターニングポイントです。オフィスの
様子も変わり、企業によっては考え方が変化したかもしれませ

状況整理で
「見える化」
適切な情報付与で
「探せる化」
歴史との紐付けで
「使える化」

ん。想いやその時の人の考えを取得しておくことも大切です。
未来につなげていくために、目に見えないものを含めて、多く
の証拠を未来に残しておきたいですね。

A

「見える化」
「探せる化」
「使える化」
するには…

デジモク作成サービス

の特徴

管理担当者様
（グループ）
が史資料を整理・管理する活動に最適！
史資料整理

○グルーピング
（仕分け）
○カウンティング
（点数数え）
○ナンバリング＆リパック

デジモク

（データベース
画面）
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目録用撮影

属性データ登録

見た目で内容が判断できるように
撮影

史資料の種類や付帯情報や状態、
カウンティングされた情報等を入力

紙だけでなく、写真、映像、
音声など様々なフォーマット
で登録可能。検索機能で史
資料探しを容易にします。

その史資料がどんな出来事と関連し、
何を裏付けているかが分かるよう
情報登録することが大切！

元資料

原稿はリパックされて番号順
に整理。デジモクで選んだ原
本を簡単に探せます。

Special Feature アーカイブから広がる新しい世界

活用
管理する活動

歴史を公開・活用していく活動
公開の仕方、歴史の伝え方も
多種多様！

公開方針
より伝えやすくするための公開方針です。
項目に沿って確認しましょう！

公開目的（誰に何を伝える？）
に沿った手法を選択
管理ツール

● 実物展示／複製展示
○ 常設展示 ○ 企画
（イベント）
● コンテンツ化して公開／展示
● 公開側主体で見せる

公開に適したものを選定

→厳選素材を深く紹介

視 聴 環 境 や目的に 適し た
データ仕様に変換

● ユーザー側主体で調べる
→ 検索・閲覧型

必要な情報を付加

調査・研究対応／網羅的な情報

適した閲覧機能・表示方法

提供スタイル

など
予め
「公開方針」
を決めて
おくことで、管理・公開の
手法も定めやすい！

B

最適なデジタルアーカイブシステムを構築したいなら…
Toppan Document Solution

SAI-CHI

の特徴

管理から公開
（検索・閲覧型）
までを一本化したい方に！
アーカイブシステム構築

自治体・文化財アーカイブ

公開する相手に合わせて
内容や手法を選択する
ことが大切！

C

未来につなげて
いく活動 とは

歴史が短くても、
周年が過ぎても次の手を！
企業の歴史はこれからも続き、史資料も
増えていきます。現用の資料についても
何を記録・作成すべきか、どのように保存・
管理するかを決めて、取り組みを早期に

事例：東寺百合文書Web

SAI-CHI の機能は利用環境・
目的に応じてカスタマイズ

企業アーカイブ
公開コンテンツを見据えたシステ
ム構築ができます

始め、続けていく必要があります。

○記録方法
○作成方法
の検討

いま
使用中の
資料

○保存方針
○管理方針
の決定

デジタル化されたデータは、自社設置型、クラウド等、ご要望の
環境システムへ導入可能。資料整理、デジタル化、システムへの
登録、資料公開までをワンストップで提供
活用シーン

● 年史編纂や広報用の動画制作に

管理ツールによるアーカイブ化

● 社員研修施設での学習用教材に
早めの着手・
継続が大切！
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CASE

1

ニチバン株式会社様『ニチバン100年史』

年史制作を通して
次世代につながる
コンテンツ発信と
仕組みを

2018年に100周年を迎えたニチバン様は周年事業の一環
で『100年史』を作成しました。トッパンでは年史制作とと
もにアーカイブ構築を支援。史資料の活用と保存の両面の
活動をすることで、周年を次世代へ歴史をつなぐ機会とし

ニチバン様の創業以来の

製品「布絆創膏」の素材を
使 っ て、 オ リ ジ ナ ル の

UVニスや

ハードケースを製作

エンボスで

て有効活用しています。

加工！

多くの方に手に取っていた

受賞しています。
『100年史』はOBを含む専任メンバー

だけて読みやすい年史を

4名が担当し、3年3か月で完成しました。
制作では、最初の半年間は掲載内容の

『ニチバン10 0年史』はA 4変形判・

ベースとなる「基礎年表」の作成に充て

240頁で、創業100周年の翌年2019年6

ています。年史の掲載内容の軸となるこ

月に発行されました。
「手軽に手に取っ

の資料は、発行直前まで更新を続けま

ていただけるように雑誌ほどのサイズ

した。原稿内容は過去に発行した『50年

にする」
「眺めるだけで楽しめるように

史』
や
『80年史』
などをベースにしながら、

写真を多数掲載」
「読みやすさを考慮し

当事者へのヒアリングも実施。各工程で

て、見開き2頁で完結する構成」といっ

繰り返しチェックすることで、正確で分

た方針の基に作成しています。意匠に

かりやすい内容に仕上げています。

もこだわり、装丁には創業以来の製品

ニチバン様は社史の編纂と並行して

である「布絆創膏」をハードケースの素

アーカイブ構築にも着手しています。

材に使用。これらの内容が評価され、

データの整理にはトッパンの「デジモク」

2020年には「全国カタログ展」で銀賞を

を使用して、データベース化を推進。
『100年史 』編纂時点では過去に発行し
た年史、社内報、商品カタログを登録し、
制作に活用しています。発行後もアー
カイブの充実に継続して取り組み、倉
庫内に保管されている実資料の中で必
要のない重複分の整理や、必要な史資

年史を手に取った様々な人が楽しめるように、
多くの写真を掲載するレイアウト設計に

Step1

Step2

基礎資料収集・

仮目次の作成

整理
▶基礎年表作成
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▶執筆用
史料収集
（取材）

年史を新入社員教育に活用
アーカイブ化も継続して推進
240頁に及ぶ『100年史』を全部読

んだという社員は少ないかと思いま
すが、周囲に聞いてみたところ、多
少は読んだという声が思ったより多
かった印象です。発行コンセプトの

一つである「若手社員でも読みやす
い、手に取りやすいものにする」こ
とには成功したかと思います。新入
社員にも入社直後に教材として配布
し活用しています。

今後は、「デジモク」とオンライン

ストレージサービスを併用し、でき
るだけ簡単にパソコンから史資料探
しができるように整理していきたい
と考えています。次世代に継承して
いくには、使いやすくて分かりやす
い、目的のものを探し出すことが容
易なシステムにしていくことが肝要
です。写真などの実資料も多く残っ
ていますが、今後、デジタル化を進
めて保存が必要な資料とそうでない
ものを整理していく予定です。

料の検索を容易にできる「一覧表」の作
成などを進めています。

ニチバン株式会社
知的財産権部

Step3

Step4

Step5

原稿執筆〜
決定稿の作成

レイアウト〜
文字校正〜校了

色校正〜校了〜
印刷・納品

紀村 健さん
ニチバン株式会社
経営企画室 広報宣伝部

笠原 章弘さん

Special Feature アーカイブから広がる新しい世界

CASE

2

トッパン板橋工場 VR映像

アーカイブデータを
基に企業の歴史を
瑞々しく伝える
VR作品を制作
トッパンでは事前に整備していた企業アーカイブを活用し、
解体が決まった工場の歴史を後世に伝えるV R作品を制作
しています。自社や印刷業界の歩みを紐解くコンテンツ

三次元計測で

として、社内外の関係者に向けたコミュニケーションに活

VR化！

用しています。

建築時の工場を紹介するシーンでは、モノクロ

写真からC Gへ画像が切り替わります。下部、

QRコードより、映像の一部をご覧ください

ＶＲ技術と史料考証で

工場の全体像を紹介するシーンでは、
シンボルである大きな時計台や、当時

当時の様子を精細に再現

の工場では珍しかった洋風庭園・噴水
などをC Gで作成。より精細な再現の

板橋工場は、1938年に当時の社長・

いのうえげんのじょう

ためにレーザーを使った三次元計測を

井上源之丞が凸版印刷の将来の成長を

行い、解体前の工場全体の形状を記録。

見据えて設置。総面積約6万6 0 0 0㎡の

工場の外観だけでなく建物内部などを

一大生産拠点で、当時ではまだ類例の

含めて9 0以上もの場所から撮影してい

ない規模を誇りました。ＶＲでは、事前
に整備していた企業アーカイブを用いて、
建築当時の図面や過去の工場の写真な
どの史料を収集、当時の様子を細部に
わたって再現しています。また、社史な
どの文献資料の情報も活用して、社会
背景とともに当時の経営者の想いなど
も紹介するコンテンツとなっています。

ます。また、建築時の図面と現存する
工場を比較して、増設された建物や石
碑の位置など現在との違いを確認する
ことで、できる限り建築直後に近い再
現を目指しました。
VRに登場する建築物や戦時中の工場
で働く服装など、一部の映像は当時の活
気を伝えるために、カラー化を施してい
ます。色合いも、社内アーカイブや当時
の様子が分かる参考文献を読み解き、史
料考証をした上で決定するなど、細緻な
部分にも目を配って作

色を推定した上でカラー化して作品に使用

史料考証

作成

CG制作

トッパンでは2 0 1 6年から企業情

報資料室に収集していた史資料の

アーカイブ構築を開始し、現在は約

1万1000点を登録・管理しています。
今回の制作は、これらのデータを活

かすことで史資料収集が効率的に
進みました。

また、登録している写真や図面の

他に、過去の年史など多くの史資料

を活用しています。例えば、動画の
特長を活かして史料中の経営者の

言葉をナレーションにすることで、

臨場感を持って伝えることができま

した。従業員向けV R映像視聴会で

は、関係者から「映像がよくできて

い て 懐 かしい 気 持 ちになった 」と
い っ た 声 も あ り ま し た。 今 後 は

ショールームなどでトッパンの歴史

やV R事業を紹介するツールとして
代を問わず、様々な方にコンテンツ

を楽しんでもらえればと思います。

板橋工場 VR映像は
こちらから

試写
シナリオ

効率的に作品づくりを

活用していく予定です。社内外や年

品を仕上げています。
史料や文献などで、残されたモノクロ映像の

企業アーカイブを活用して

実写撮影
制作期間8か月

編集

ナレーション
収録

完成

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
ソーシャルイノベーション事業部
アカウントプロデュース本部

立木 令央
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TOPIC

熊本城

多角的な視点から考えるアーカイブの必要性

災害復旧にVR制作時の
4万点の画像データを有効活用
アーカイブ構築には、史資料の情報の整理・管理や新たなコンテンツ制作のほかに、
災害時の消失に備えるといった目的があります。

ここでは文化財のコンテンツ制作を主目的としたアーカイブが、災害時の復旧に貢献した例を紹介します。

石垣の修復に
アーカイブデータを活用

を開発 。トッパンが保有する約 4 万点の被災前の記録写
真や石垣の3Dデータと、熊本大学が開発した「石垣照合
システム」
、崩落後の石材データベースを組み合わせ、照

トッパンではVR作品『熊本城』を制作し、2011年より

合作業の効率化を図りました。また照合結果を現場で確

「熊本城ミュージアム わくわく座」で公開しています。制

認できるインターフェイスを開発し、石材置き場から対

作にあたっては精密に再現するため、建造物や石垣の画

象の石材を絞り込む作業負荷を軽減。500個の候補石材

像を4万点ほど撮影し、詳細な記録を取得していました。

を10 個に絞るなど、現場の復旧作業に貢献しています。

公開から5年後の2016年に熊本地震が発生。熊本城は
重要文化財13棟を含むすべての建造物が被災しました。
特に石垣の被害が甚大で全体の約1割が崩落、緩みや膨
らみなどで修復が必要な石材もあり、約10万個の築石

事前に備えることで、
次世代への財産を守る
熊本城の事例は戦後最大の文化財復旧事業と言われ、

の積み直しが必要となりました。
崩落した石垣を修復するには、石工職人が 1 個ずつ目

文化財を保有する他の自治体から注目を集めています。

視により元の位置を推定していく作業が必要です。しか

この事例を契機に、災害に備えたデジタルアーカイブの

し、熊本地震では崩落した数が膨大だったため、照合だ

有用性が徐々に広まり、レーザー計測や撮影は増加傾向

けで大変な時間と労力がかかることが見込まれました。

にあります。完全な記録でなくとも事前の備えをしてお

こうした状況を受けて、トッパンと熊本大学は協働で

くことが、次世代へ貴重な財産や文化を引き継ぐ足掛か

デジタルアーカイブを活用し、復旧に貢献するシステム

震災前にアーカイブしていた画像データが災害復
旧のための取り組みにつながりました

りとなります。

熊本城全体で積み直しが必要な石材の数は約1 0万個に及び
ます

照合システムを使うことで、目視だけでは分から
なかった石材の位置の特定が可能になりました

VR映像で再現された江戸時代の熊本城
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VR作品
「熊本城」 製作：熊本城観光交流サービス株式会社

制作・著作：凸版印刷株式会社

NI

NEWS & INFORMATION
トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

「ワーケーション×センシング」
で新しい働き方のモデルを推進
トッパンと東急不動産株式会社、
東急リゾーツ&ステイ株式会社は、

ソーシャルビジネス

ヘルスケア

■ 実施するプログラムのイメージ

個々人がワーケーションをしながら、自分に合ったパフォーマンス向

上方法を試し、確かめることができるプログラムの実証実験を2021
年5月3 1日～7月8日に行う予定です（※新型コロナウイルス感染拡
大状況により変更になる可能性があります）
。

トッパンは、かねてより心拍や脳波などのセンシングによる効果

測定をもとに、人の生産性向上に寄与するソリューションを提供し

センシングデバイス装着

てきました。この実証実験では、そのソリューションラインアップの

一つとして、
センシングデータによってパーソナライズされたパフォー

ワーケーション前
（1週間）

マンス向上方法を提案し、確かめられるプログラムの開発を行い

オフィス・自宅で普段
通りに生活

ます。

また、東急不動産と東急リゾーツ&ステイは、運営する全国のホ

テルでこれまで推進してきたワーケーションにおけるプランの拡充
や課題発掘を行います。

普段の状態をセンシ
ングし、その人に合っ
た改善方法を提案

今後、トッパンと東急不動産グループは、個々人の新しい働き方

のモデル提案とワーケーションのさらなる普及を推進していきます。

ワーケーション中
（1週間）
ワーケーション先でプロ
グラムを実施し、自分
に合った方法を試す

ワーケーション後
（1週間）
自分に合ったパフォー
マンス向上方法を取り
入れる

センシング により
提案された改善方
法の効果を確認

オフィスに戻った後
の 継続的 な 効果を
確認

スマホ上で、
芸能人やキャラクターと写真撮影ができるサービスを開発
トッパンは、スマートフォンで芸能人やキャラクターと“あたかも

プロモーション

■「WithShot™ Lite」
サービス概要

一緒に撮ったかのような写真を撮影する”サービス
「WithShot™ Lite」

を開発。2021年4月5日から提供を開始しました。

20:19
AA

20:19
AA

www.test.com

芸能人やアーティスト、キャラクターを使ったオンラインイベント・

お好きなフレームを選択してください

写真を撮影

キャンペーンを対象に、特別感のある写真撮影サービスとして販売

www.test.com

予定です。
このサービスではスマートフォンがあれば、
場所を問わず、
体験型のPRを提供することができます。また、利用者を限定するこ

とや、シリアルコードによる回数管理機能を使用し、利用回数も制
限できます。

写真を撮影

限定フレームなど、特別感のあるコンテンツを用意することで、

戻る

次へ

戻る

次へ

保存

共有

購入者特典などの販売促進策として活用いただけます。撮影された
写真はSNSなどで共有が可能です。

なお
「WithShot™ Lite」
は、楽天グループ株式会社が運営するオン

ライン書店「楽天ブックス」にて、購入者特典のデジタル写真フレーム

「デジフォト」
として期間限定で導入されました。

そのほか最新情報はホームページをご覧ください

専用サイトに
アクセス

ポーズを決めて撮影すると、
あたかも一緒にいるような
写真に！

写真はそのまま
保存・共有

https://www.toppan.co.jp/
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GRAPHIC TRIAL 2020 -BATONTaku Satoh

グラフィックデザイナー

グラフィックデザインと印刷技術のコラボ

Asao Tokolo

美術家

東京2020
オリンピック·
パラリンピック
エンブレム作者

佐藤 卓

野老 朝雄

TSDO

TOKOLOCOM

1 9 7 9年東京藝術大学デザイン科卒業、同大学院
修了。パッケージやポスターのデザインをはじめ、
商品や施設のブランディング、企業のCI等多岐にわ
たって活動。主な仕事に「ロッテ キシリトールガム」
パッケージ、NHK Eテレ「デザインあ」総合指導
などがある。また21_21 DESIGN SIGHT館長
を務め、展覧会企画にも携わる。

幼少時より建築を学び、江頭慎に師事。2001年
9月11日より「繋げる事」をテーマに紋様の制
作を始め、美術、建築、
デザインの境界領域で活
動。単純な幾何学原理やこれを応用した紋と紋
様、立体物を制作。主な作品に、大名古屋ビルヂ
ング下層部ファサードガラスパターン、大手町
パークビルディングのための屋外彫刻作品など
がある。

「みそ汁 Miso Soup」

「REMARKS ON BLUE」

作品タイトル

作品タイトル

今回のグラフィックトライアルのテーマ「BATON」
から、食材へのオマージュを思い浮かべた佐藤
さん。その中で、日本人の大切な食文化ともい
えるみそ汁をモチーフに作品を作りました。
みそ汁は、
当たり前のように普段口にしています
が、
日本人にとって実に重要で中心的な料理で
す。地域や季節に応じて変幻自在にアレンジさ
れ、
日々あらゆる栄養を補ってくれている料理で
あり、
まさに日本人のソウルフードともいえます。
佐藤さんは、
このみそ汁の本質を伝えるべく、
ま
るで解剖するように、具材一つひとつの存在を
丁寧に印刷のレイヤーにして重ねて見せるとい

野老さんがライフワークとして追いかけてきた
藍染め、有田焼などの青の表現。
それを、今度は

レーションによって毎年新しい印刷表現の

ポスターを生み出してきた、
グラフィックトラ

イアル。新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から、昨年より展示を見送っていた

作品が、
いよいよ公開されました！

今回のグラフィックトライアルのテーマは

「BATON」。リレーのように、
「印刷の可

能性」というバトンを次代へつなぐため、

ゴールに向かってクリエイターと印刷のプロ

フェッショナルが疾走して創りあげた作品
です。ぜひ足をお運びください！

NEW!!

バーチャルギャラリーの公開

展示会場を3 6 0°カメラで撮影したバー
チャルギャラリーを公開しました。
参加クリエイターの
作品や印刷実験はも
ちろんのこと、制作
ドキュメンタリー映
像などのコンテンツ
も充実！

NEW!!

音声ガイドの導入

人気ブックデザイナー・祖父江慎さん
のナレーションによる音声ガイドを導
入しました。アプリ
「ArtSticker」か
ら、ご自身のスマー
トフォンでご視聴い
ただけます。
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う作品に仕上げました。

印刷で試してみたという作品です。
全く同じ数値で作られた藍色のデータを、異な
る紙、異なる印刷設計など様々なシチュエーショ
ンで印刷することでどんな色が生まれるのか。
ま
た、印刷した色が時間を経てどう変わっていくの
かにも注目しており、
時の経過による変化を楽し
むポスターも制作しました。会期中に展示替え
を複数回行い、ポスターの色調が変化していく
様をお楽しみいただけます。
青の強さが後世にバトンをつないでくれること
を願って作られた作品です。

いよいよ開催！
Aaron Nieh

アートディレクター

アーロン・ニエ
AARON NIEH WORKSHOP
1977年台湾生まれ。細部にわたり作りこんだ、
刺激的で野心的、斬新で想像力に満ちた表現
により、台湾のポップミュージック界、および
出版、
舞台芸術の世界に新風を吹き込んでいる。
ベストブックデザイン、
ゴールデンメロディアワー
ド台湾のベストアルバムデザイン（ともに台湾）、
レッドドットデザイン賞、i Fデザイン賞受賞（と
もにドイツ）
。

「Out of Sight」

Yuri Uenishi

アートディレクター、デザイナー

Tomohiro Ichikawa

フォトグラファー

上西 祐理

市川 知宏

電通

凸版印刷

1987年生まれ。多摩美術大学グラフィックデザ
イン学科卒業、同年電通入社。ポスター、
ロゴ、
パッケージなどのデザインから、総合的なブラン
ディングやキャンペーンまで、幅広く手掛ける。東
京 A D C 賞 、J A G D A 新 人 賞 、J A G D A 賞 、
NYADC金賞、D&AD金賞、ONESHOW銀
賞、CANNES LIONS金賞など受賞多数。

1971年生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒
業。凸版印刷入社。ポスター、カレンダー、メー
カープロダクツ、文化財アーカイブ等の撮影を
手掛ける。他にも、
マルチディスプレイ用映像制
作や自動車等の３DCGのディレクションを担
う。全国カレンダー展、gregor international
calendar Photo Calendar Award受賞。

「Powers of 10」

「chrome」

作品タイトル

作品タイトル

作品タイトル

新たなものは限界を超えた先に生み出される。
未来を切り拓く可能性に共通するのは、
クリエイ

この世界の裏側にもう一つの世界があるかもし
れない。
この紙の裏側に別の世界が存在してい

写真を撮るということは、三次元のものを二次
元 に 変 換 する行 為でも あります。フォトグラ

ターの表現であれ、発明家の発想であれ、
アス
リートの記録であれ、限界や常識という見えな
い枠組みを壊すことから始まると考えたアーロ
ンさんは、ポスターというメディアに新しい枠組
みを創り出しました。
グラフィックデザインの進化を表現した5枚のポ
スターは、紙の時代、
インターネットの時代、
そし
て未知の情報伝達の時代の到来へと、
それぞれ
のポスターがB全の枠を飛び出して、
まるでバト
ンをつなぐようにリレーしています。
メディアの
多様化が進む現代で、新たなグラフィックポス
ターのあり方を提示した意欲作です。

るかもしれない。
だとしたら、
印刷物という平面
世界に、「時空の歪み」を表現することはでき
ないだろうか？ そんなSFのような世界を表現す
るため、光と物質感をテーマに実験を重ねまし
た。二次元から三次元、四次元、五次元へ、紙と
インキで異次元を表現したポスターです。
光と闇、
ミクロとマクロ、
表層と内面、
存在、
時間。
次元を超えた世界を想像すると、
バトンが向かう
方向は一方向ではなく無限の可能性があるよう
に思えて、
今のこの瞬間が大切に思えてくる。
そ
んな思いが込められた作品です。

ファーとしていつも避けられなかったこの現象
を、
どうにかして補いたい。市川さんの強い思い
から実験が始まりました。
写真は光によって陰影が生まれ、光によって色や
奥行き、かたちが作られています。様々な光を撮
影し、集めて見つめ直すと、現れた光の“ゆら
ぎ”。
この“ゆらぎ”をつかまえ、印刷の紙の上に
定着させるというポスター作品が完成しました。
フォトグラファーとして見たファインダーの世界
が捉えた光を、RGBからCMYKへ、写真から印
刷へ。“ゆらぎ”の組み合わせで鮮やかに変化し
つつも、同時に全くゆらぎが起こらない一面も
併せ持つポスター作品です。
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GRAPHIC TRIAL 2020 Interview

佐藤 卓

グラフィックデ ザイナー

印刷の面白さを再発見させる
今までにない「みそ汁」の表現を
「ロッテ キシリトールガム」
等の商品パッケージや、21_21 DESIGN SIGHT館長・ディレクターなど、

幅広い活躍で知られるグラフィックデザイナー・佐藤 卓さん。今回参加した「GRAPHIC TRIAL 2020」への想いと、
作品「みそ汁 Miso Soup」に込めたメッセージ、そして、紙メディアの今後の可能性について伺いました。

意図せず重ね刷りされた
“ヤレ”の面白さを
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てみたいと思っていた、“ヤレ”のように印刷を刷り重ねてい
く手法を試してみることにしました。“ヤレ”は、印刷が安定
するまで試し刷りを重ねた紙のことで、やがて捨てられるも

「グラフィックトライアル」に参加するにあたり、まず、自

の。意図せず重ね刷りされたグラフィック同士が生む予測が

分で予測がつくことではなく、やってみなければ分からない

つかない表情が実に面白いと、ずっと心惹かれていました。

ことをやりたいと思いました。そうでなければ、トライアル

そして、今回のテーマが「BATON」だと聞いて考えている

である意味がないからです。そこで、以前からいつか挑戦し

うちに、「みそ汁」のアイデアに固まっていきました。料理

研究家の土井 善晴さんの著書『一汁一菜でよいという提案』

よって印刷の密度や表情が全然違うので、近づいて部分部分

（グラフィック社）の装丁を担当したことがあり、私はその本

を見ていただくと、すごく面白いと思います。またB全ポス

を読んで、発酵食品であるみそ汁の素晴らしさ、可能性を知

ターで、
距離によって得られる情報が大きく変わるので、
ぜひ、

りました。こうした食文化は、必ず次の世代に引き継いでい

離れても見ていただきたいですね。

かなければならないものです。土井さんから渡していただい

今回、田中さんとは、本当に良いコラボレーションをさせ

たバトンを、
自分なりにデザイナーとして次の世代に渡したい。

ていただきました。いろいろな形の網点があるなど、印刷上

そんなメッセージを作品に込めることにしました。

のご提案をいただいたことで、私の実験にさらに新たな実験

今回のポスターは5点シリーズなので、まず、できるだけ
違う表情を持ったみそを5種類選び、それぞれに合う具材の

を重ねていけました。アイデアに対して、
「それならこうい
う方法もありますが」
と、
必ずボールを投げ返してくれました。

組み合わせを考えていきました。組み合わせは、あくまでも

それにまた私は触発されて、このような印刷物に至ることが

そのみそ汁のおいしさが前提ですが、色合いやデザイン性も

できた。結局、印刷に対する“愛”ですね(笑)。おかげで、自

考えて、5点並んだ時にみそ汁の豊かさと多様性を表現する

分の予想をはるかに超えたところまで連れていってくれたと、

ことを目指しました。

とても感謝しています。

実験を積み重ねたことで、
想像もしなかった仕上がりに

なぜポスターを作るのかを問われる
時代になった

デザイナーは放っておくとすぐに“整えたくなる”習性を

しばらく前から私は、
「ポスターはとても人に優しいメディ

持っていますが、今回はそうしないことを心に決めました。

アだ」と言い続けています。今は映像の時代ですが、映像は

紙面をあたかも鍋と捉え、そこに具材を投げ入れるように制

ある一定の時間、人を拘束せざるを得ないメディアです。一

作していくことにしたのです。みそはバッと投げ落とし、野

方でポスターは、見る側が自由に見ることができる。じっく

菜は無造作に散らして撮影し、具材ごとに版を作っていきま

りディテールを鑑賞することも、ぱっと見て全体的なメッ

した。ポスター1枚ごとに、みそで4版、トマトで4版といっ

セージを受け取ることもできる。情報を自分の気分でコント

た具合で、全部で20版重ね刷りしてあります。刷りの順番は、

ロールできる、とても人に寄り添ったメディアだと思います。

実際に調理の時、鍋に入れる順番にしました。

それに、環境にも優しい。作る時には映像も紙も一定のエ

この作品の大きな特徴は、線数や網点の形を、素材ごとに

ネルギーを使いますが、紙は鑑賞時に電力を必要としません。

それぞれ変えていることです。例えば、かぼちゃは線数を多

実際に震災時は、手書きのメッセージや図が大活躍しました。

くしてみっしりした表情を出したり、しめじは線状の網点に

紙メディアの良さはもっと見直されるべきだし、もっと効果

して質感を出してみたりと、トッパンのプリンティングディ

的に使うことができると、私は思っています。以前に比べる

レクターの田中 一也さんと

とポスターが作られる機会が減り、今、なぜあえてポスター

相談して、細かく決めてい

を作るのか、意味が問われる時代になりました。だからこそ、

きました。紙は、素材の艶

私たちデザイナーがポスターについて考え、ある種の覚悟を

のある部分を効果的に表現

持って作ることは、非常に意味があることだと感じています。

するため、マットコート系の

実は私自身、銀座の地下通路にB倍判ポスターを8点縦に

紙から、
インキを吸い過ぎず、

連貼りできるスペースのデザインを手掛けました。これは

ちゃんと積み重なっていく

2019年7月に完成したものですが、あえてサイネージの時代

ものを選びました。

に、ダイナミックにポスターが貼れる場所を作ったわけです。

このように、様々な実験
的なことをしていますが、

線数や網点の形状の違いで、素材
ごとに異なる質感を再現

オフセット印刷の基本は守り、インキはCMYKの４色のみで

各ポスタースペースの周りには特注で焼いたタイルを額縁状
に貼って、まるで美術館の作品のように、ポスターを見せる
環 境にしました。こうし

す。艶を強調したいところだけ、グロスニスを使っています。

た場所がもっと増えてい

基本を守ろうと思ったのは、ほぼやり尽くされたと思われて

くと、ポスターの新たな

いるオフセット印刷による表現に、実は、まだまだ可能性が

価値が浮かび上がってく

あると感じていたからです。俳句で言うなら、五七五という

るような気がしています。

ルールを守った上で、新しい表現ができることを示したかっ

もしかすると、浮世絵が

たのです。

かつてチラシから芸術作

インキが重なるというのはアナログな現象なので、モニ

品に昇華していったよう

ター上では仕上がりの確認はできません。だから、本当に刷

に、ポスターはこれから

り上がるまで、どうなるか分かりませんでした。結果的に、

一つのアートになってい

紙ならでは、アナログならではの面白さが詰まった、今まで

くのかもしれない。そん

になかったみそ汁の表現になったと感じています。素材に

な期待も抱いています。
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