Super-Knit ×Hara Design Institute, NDC＋

MONGOOSE STUDIO

WAVING INFORMATION │

Hara Design Institute, NDC＋MONGOOSE STUDIO
The “waving” screen on display at the information counter of TOKYO FIBER
was a waving three - dimensional screen utilizing Super -Knit , a highly advanced
elastic fiber. A grid - pattern arm mounted on the back of the Super -Knit fabric
moves back and forth, resulting in a projection screen with a three - dimensional
ripple effect. Intended to give visitors the gist of the exhibition on an intuitive level,
this rippling screen was set up at the entrance to the exhibition.

WAVING INFORMATION │

＋マングーススタジオ

日本デザインセンター原デザイン研究所

高度な伸縮率を誇る
「スーパー・ニット」
を用いた運動する三次元スクリーンである。
「スーパー・ニット」
の背後に配されたグリッド状のアームが互い違いに前後運動を繰り返すことで、三次元的に波打つ
映像投影スクリーンを生み出している。
この波打つスクリーンは、展覧会場の入り口に配置され、来場
者に展覧会の趣旨を直感的に伝えていく。
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Concept of design │ Hara Design Institute, NDC＋MONGOOSE STUDIO
This screen utilizes a highly elastic fiber to simulate waves in motion. The
TOKYO FIBER and SENSEWARE logos, plus an overview of the objective of the exhibition, are shown on this special screen in moving graphics. By looking at the moving
information screen, visitors can instantaneously and intuitively understand the message that the TOKYO FIBER exhibition is trying to convey. This is the purpose of the
“waving” information screen. In the back of the tightly mounted screen is a grid-pattern arm that is manipulated back and forth by a cam and fixed in place by a powerful
magnet wrapped in the same fabric as that of the screen. The result is the luxurious
texture of a favorite antique sofa transferred to the screen. The arm is operated by
computer program, ensuring consistency, and the screen moves like rippling waves
in a variety of different rhythms. The display is a collaborative work between the
Hara Design Institute and MONGOOSE STUDIO, with MONGOOSE STUDIO in charge
of creating the mechanism to control the movement.

制作意図 │日本デザインセンター原デザイン研究所＋マングーススタジオ

伸縮する布の特徴を生かして、表面が波打つ映像スクリーンを考案した。この波打つスクリーンに、

TOKYO FIBERや、SENSEWAREというロゴ、そして展覧会の趣旨の解説文がモーショングラ
フィックスとして投影される。波打ち、運動するインフォメーションによって、来場者は、TOKYO

FIBERという展覧会のメッセージを、瞬時に、直感的に理解するはずである。これが WAVING
INFORMATIONの狙いである。ピンと張ったスクリーンの背後には、カムによって前後するアーム
がグリッド状に配され、スクリーンと同じ布でくるんだ強力なマグネットで固定されている。
結果として、
アンティーク・ソファのようなテクスチャーが、スクリーンの上に現れる。
アームはコンピュータのプロ
グラムによって規則的に運動し、スクリーンは、多様なリズムのウエイブと化す。これは原デザイン
研究所とマングーススタジオのコラボレーションであり、運動を制御するメカニズムの制作はマングー
ススタジオが担当している。

On the “waving” information display, the TOKYO FIBER logo is shown on a ripple-effect
screen in an expand-and- contract motion simulating elastic. For a dramatic effect,
rows of letters look as if they are flowing to the left at varying speeds.
ゴムのように伸縮するTOKYO FIBER のロゴが入り口の波打つスクリーンに投影される。
文字列はそれぞれ異なる速度で左へ流れる。
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The first TOKYO FIBER exhibition was held in April 2007 at Spiral in Omotesando, Tokyo,
and more than 12,000 visitors attended over the four-day period of the event.
TOKYO FIBER is intended to show paths that engender new fields through
collaboration between the fields of Japanese fibers and industrial products.
TOKYO FIBER 第1回展は2007年 4月、東京表参道のスパイラルで開催され、4日間で12,000人を超える動員を
記録した。日本の繊維と工業製品が連携し、新たな領域を生み出していく道筋を示す展覧会である。
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Super-Knit
Many ordinary stretch fabrics stretch in either the vertical or horizontal direction, but usually
not both. Sportswear tends to stretch about 30%, while the stretch factor for casual wear normally
stands at about 15-25%. A two-way stretch knit structure boosts the rate to 60-70%. A grid-pattern
arm mounted on the back of the Super-Knit fabric moves alternately back and forth. The result is a
three -dimensional ripple-effect projection screen. Since the material is highly elastic, it can change its
shape to maintain its form -fitting quality during movement.

スーパー・ニット
一般のストレッチ素材は、
縦方向か横方向、
いずれか一方に伸びるものが多く、
スポーツ用衣料では一方向30%程度、
カジュアル・ウェアでは15〜25% 程度の伸びが普通である。この
「スーパー・ニット」
は、2wayストレッチのニット組織
でもあるので、
織物組織よりよく伸び、
伸張率は60〜70%である。
グリッド状に配された背後のアームに固定され、交互
に前後運動を繰り返すことで、
三次元的に波打つ映像投影スクリーンを生み出しているが、
この素材の高度なストレッチ
性能が、運動するフォルムに添う形状変化を可能にしている。
Hara Design Institute, Nippon Design Center, Inc.
The Hara Design Institute, a division of the Nippon Design Center, is led
by Kenya Hara and was established in 1991. Specializing in communication design,
the institute works on a variety of projects utilizing the medium of the exhibition as a
tool to explore modern issues. Two of these exhibits, “RE-DESIGN ─ Daily Products
of the 21st Century ” and “HAPTIC ─ Awakening the Senses”, were conceived
and created for the TAKEO PAPER SHOW. Both offer an innovative perspective,
reviewing the world through daily life, and focusing on the physical senses.
For “TOKYO FIBER ─ SENSEWARE”, the Institute handles conception, planning,
production and operation.
MONGOOSE STUDIO
Formed in 2006, MONGOOSE STUDIO is a collective of artists, graphic
designers, web designers, engineers, programmers and so on. Although the
studio covers a wide range of jobs like art, original production and art -project
support, their specialty is design that involves interactive factors, including
system development, design-planning and producing. Exhibitions: fuwa pica ,
RGBy desk, TYPE TIME at Busan Biennale; the same at 100% DesignTokyo (2006);
fuwa pica suite at The Power of Expression, JAPAN (Japan Media Arts Festival's
10th anniversary) and at SIGGRAPH ( 2007). Also in 2007, the studio presented
the concept “interface furniture” and started designing interfaces in everyday life.
MONGOOSE STUDIO staff who worked at “TOKYO FIBER ─ SENSEWARE” were
Shinya Matsuyama, Makoto Hirahara, Shozo Kuze, Masaki Yagisawa, Takahiko
Azami and Hiroaki Watanabe.

日本デザインセンター原デザイン研究所

1991年に日本デザインセンターに設立された、原研哉が統括するデザインセクション。
専門はコミュニケーション・デザイン。現代のアクチュアルな問題を展覧会という手法で掘
り下げていく多数のプロジェクトを手がける。TAKEO PAPER SHOWで制作した
「RE「HAPTIC ─五感の覚醒」
は日常や人間の身体感覚を起
DESIGN ─ 日常の21世紀」
点として世界を捉え直す新たなデザインの視点を提示している。
「 TOKYO FIBER ─
では、展覧会の企画・制作・運営を担当。
SENSEWARE」
マングーススタジオ

2006 年結成されたグループ。アーティスト、グラフィックデザイナー、Webデザイナー、エン
ジニア、プログラマーなど、多種多様なメンバーによって構成される。アート活動、独自プ
ロダクト企画、アートプロジェクト制作支援など、広く活動する。なかでも、インタラクティ
ブな要素を含んだデザインを得意とし、
システム開発からデザイン計画、制作まで手がけ
る。2006 年に、釜山ビエンナーレに「fuwa pica」
「RGBy desk」
「 TYPE TIME」
を出展、100% DesignTokyo に「fuwa pica」「RGBy」「TYPE TIME」
を出展。

2007 年には、文化庁メディア芸術祭 10 周年企画展「日本の表現力」に「fuwa pica
を出展。8 月には SIGGRAPH2007 に
「fuwa pica suite」
を出展予定である。
suite」
また、2007 年より、「interface furniture」という概念を発表し、暮らしに関わるイ
ンターフェースデザインを展開している。今回のプロジェクトメンバーは、松山真也、平原

Textile cooperation: Itochu Corporation / Manufacturing cooperation: Seiko Epson Corporation

真、久世祥三、八木澤優記、莇貴彦、渡辺浩彰の 6人。

素材協力：伊藤忠商事株式会社／制作協力：セイコーエプソン株式会社
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Super-Organza, Honeycomb-Mesh, Cutting-

Free Jersey, Fake Fur...×Honda R&D

Composition “F”│Honda R&D
Why have the exterior skins of automobiles always been rigid? Products covered with hard coatings such as metal and resins were the focus of the 20th century.
Future products will be flexible, like life itself. The Honda R&D Design Team’s 15 proposals for auto exteriors are lined up. The fusion of fibers and products has yielded
a completely new expression for industrial products. This is an ambitious experiment in
which anticipation is replaced by conviction.

Composition“F”│ 株式会社 本田技術研究所
なぜクルマの外表皮は固かったのか。金属や樹脂などの固い皮膜に覆われたプロダクツは 20世紀
的である。これからのプロダクツは生命のように柔らかい。本田技術研究所のデザインチームが正面
から取り組むクルマの外表皮の成果が15点整列。繊維とプロダクツの融合は、
工業製品に全く新し
い表情を生み出す。予感を確信に変える意欲的な実験である。
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Concept of design │ Honda R&D
The 20th century was the age of mass production or, in a sense, the period
of high- density growth for human beings, during which industrial products of stable
quality were manufactured in large quantities and proliferated, bringing prosperity to
our lives. In this unprecedented period of history, the automobile has consistently offered higher quality and performance. And, marching into the 21st century, we have
begun our pursuit of contributions integrating physical perception and awareness. This
high-minded quest is based on a growing awareness of our irreplaceable environment,
and a tacit agreement that we should always consciously consider the relationships

The car shown at the upper left is a 1:8 scale model. Here it is displayed wrapped in a variety of

between ourselves and others (whether those ‘others’ are living beings or objects). At

different fibers. The model is meant not as a concept car, but as a first step towards creating a “soft car.”

the TOKYO FIBER ─ SENSEWARE exhibition, we are breaking out of the mold of 20th

上はTOKYO FIBER 用 8 分の1スケールモデル。この上に多様な繊維素材をまとわせて展観。

century concepts; we are showcasing the possibilities of a new kind of relationship

デモンストレーションではなく、柔らかいクルマを実現する最初のステップであると説明されている。

between people and cars. In the current environment of ever-diversifying needs, there
will certainly come a time when the interaction between people and cars will also
change. The individuality of users, and their varying moods, should bring about a new,
less constrained approach to cars. Because “fibers with a purpose” are recognized as
“intelligent fibers”, we hope that initiatives to explore the immense originality and possibilities of these fibers will lead to a new dimension in the role the automobile plays
in our lives.

制作意図 │ 株式会社 本田技術研究所

それはマスプロダクションの時代であり、大量に安定した品質の工業製品が生まれ、
増殖
20世紀、
し、繁栄した、ある意味人間にとって高密度な時代だったといえる。その中で車は、安定した品質と
高い性能を実現し続けてきた。そして、身体感覚が統合化されつつある21世紀。我々人間は、地球
というかけがえのないものに対する意識とともに、
「自分自身とその他のものの関係性を常に意識
する」ことが、生きる上で当然のことになった。我々は、今回、TOKYO FIBER ─ SENSEWARE
展の中で、
これまでの20 世紀的な概念にとらわれず、
人と車の新たな関係性の可能性を表現して
みた。今後ますます、多様化していくであろう個人の目的の変容に対して、人と車の関係性も確実に
変容していくことを求められる時がくるだろう。顧客の個性や気分が、人と車の新しく自由な関係性
を予感させる。
「目的をもった繊維」
を我々は、
インテリジェントファイバー
（知的繊維）
と認識した上で、
それらの持つ高い独自性と可能性を探っていく試みは、人と車の関係性をも新たな景色として想起
されるべきものとなることを期待するのである。
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In contrast to the 20th century, which was characterized by hard-surface products,
the 21st century will see the development of soft-skinned, more lifelike products.
Honda is working to achieve an ideal texture through a variety of fibers. In fact,
Honda R&D Company believes that cars will get softer and softer if that’s what people want.
固い表面のプロダクツは 20世紀的。21世紀は生物のように柔らかい表皮へ。
多様な繊維で質感を模索する。人が求めるならクルマは柔らかくなると本田技術研究所は語る。

Cars are an extension of one’s fashion. The exterior is important, but it’s even more important to imagine yourself in
the driver’s seat, picturing how you would look in the car when viewed from outside, and then to decide
whether it suits you or not. Considered from this perspective, even cars need a “change of clothes” from time to time.
単なる外観ではなく、自分を運転席に座らせ、外から眺めるようにクルマをイメージしてみる。
自分に似合うかどうか。クルマは拡張された衣服である。表皮の着替えには必然性がある。

This playful car is covered in Fake Fur, in a new “ hairstyle.” The idea here is to give the vehicle
an original look and its own unique expression ─ just as people do to make themselves stand out.
「フェイク・ファー」
をまとったクルマ。ヘアスタイルに変化を持たせてみる。
クルマにまるで人間のような個性、表情が生まれる。
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It is widely believed that, beginning around 2020, cars will run on fuel cells instead of
fossil fuels and engines ─ that people will switch from vehicles
that consume resources and emit CO2 to ecologically sound vehicles.
2020年を境に、化石燃料やエンジンから脱却してクルマは燃料電池で走り出すという。
資源を消費しCO2を排出する乗り物ではなく、移動するエコロジカルな乗り物へ。
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Fiber development has significantly influenced product development and vice-versa.
As this mutual inspiration continues, these two fields are bound to co- evolve.
This exhibit signals the beginning of a symbiotic relationship between high-tech fibers and vehicles.
繊維素材の進化が、
プロダクツの進化に影響を及ぼす。
互いに影響を及ぼしながらの進化を
「共進化」
という。ハイテク繊維とクルマの共進化が始まる。

Honda R&D
The Honda R&D story began in 1960, when the research and develop
ment division of Honda Motor Company became independent. The Honda R&D
goal was to bring joy through the Honda magic to ever greater numbers of
satisfied customers, under the premise of contributing to the next generation by
concentrating on the theme of human existence. In the 21st century, in association
with Honda Motor Co., Ltd. and other Honda group companies, Honda R&D is
imbued with respect for the individual, emphasizing a research and development
system that encourages each engineer to realize his or her dreams of creation, in
the pursuit of the company's ultimate objective: “bringing originality and innovation
to the technologies and products that we develop”. Honda R&D has received
numerous awards. Most notably, the 7th CIVIC was awarded the Gold Prize in the
Family Use category of the Good Design Award in 2000.
株式会社 本田技術研究所
株式会社本田技術研究所の歴史は、
1960 年、本田技研工業株式会社の研究・開発部
門として分離した時からはじまる。より多くの人々に、商品を通じ
「喜び」
を提供していき
たいというHonda 全体の企業理念を具現化していくために、ひとつの独立した存在とし
て、人間を見つめ、さらに次世代の社会を考えていくことを前提として、株式会社本田技
術研究所が誕生。21世紀の現在、株式会社本田技術研究所は、本田技研工業株式会社
や Honda グループ各社との連携のなかで、ひとりひとりの技術者の個性を尊重しながら、
人間ひとりひとりの夢をカタチにしていくための研究・開発システムを採用し、常に独創
的な技術や商品の開発につなげている。7代目CIVICシリーズが、2000年度グッドデザ
イン賞ファミリーユース商品部門金賞。その他受賞歴多数。

Textile cooperation: Amaike Textile Industry Co., Ltd., ltochu Corporation, S Planning Co., Ltd., Shindo Seni Kogyo Co., Ltd., Taenaka Pile Fabrics Co., Ltd.,
Sakabe Co., Ltd., Nippon High Pile Manufacture Co., Ltd., Hokuriku S.T.R Cooperative
素材協力：天池合繊株式会社、伊藤忠商事株式会社、株式会社エス企画、新道繊維工業株式会社、妙中パイル織物株式会社、阪部株式会社、日本ハイパイル工業株式会社、
北陸エステアール協同組合
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Cutting-Free Jersey×Kosuke TSUMURA

Flower & Skull Wear / Spiral Fringe Wear / Milk Crown Wear│
Kosuke TSUMURA Fashion Designer
At TOKYO FIBER, in addition to the two-way supple expansion and contraction
of Cutting-Free Jersey , fashion designer Kosuke TSUMURA takes full advantage
of the fact that this new material doesn’t fray even when the cut edges are not
hemmed. With laser cutting, he has developed a lace -like garment covered with flower and spiral motifs. He proposes a new format for textiles that allows far more liberal
interpretations of possible uses than simply “wearing”.

フラワースカル・ウェア／スパイラルフリンジ・ウェア／ミルククラウン・ウェア│

津村耕佑

ファッションデザイナー

服飾デザイナー津村耕佑は TOKYO FIBERでは、
しなやかな2ウェイ・ストレッチに加えて、裁断
面がほつれない
「カッティングフリー・ジャージー」に着目、花やスパイラルをモチーフに、レーザー
でカットアウトした衣服を展開。
「着る」
よりも自由な発想を促す、新たなテキスタイルの形を
提案している。
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Concept of design │ Kosuke TSUMURA
Taking advantage of a special characteristic of Cutting-Free Jersey, i.e., the
fact that even cut edges do not fray or curl, I used laser cutting to create a number
of patterns of my own design on the fabric. Since the Flower & Skull Wear is a rectangular piece of cloth, it can be worn like a scarf, in any number of ways. I strove
for a “colorful” expression here, utilizing the fact that this material is both transparent and imparts beautiful colors. Spiral Fringe Wear features a circular pattern cut
with spirals along the outside and finished with a helix-shaped fringe. When used for
shirt cuffs or a skirt hem, it flutters most elegantly with the person’s movement. The
patterns of Milk Crown Wear are reminiscent of the crown-shaped splash made by a
droplet of milk. It can be used like the Spiral Fringe Wear piece. In designing these
simply by cutting patterns into fabric, I wanted to give people an idea of the wide
range of possibilities for Cutting-Free Jersey, including as wearable accessories and
interior decorations.

制作意図 │ 津村耕佑

「カッティングフリー・ジャージー」の
「断ち切り面がほつれずカールしない」という特徴を生かし
数種類の柄をデザインし、レーザーカッターでくり貫きました。花と骨のモチーフをくり貫いた
「フラ
ワースカル・ウェア」は長方形の布のままなのでスカーフのように自由に使えます。また発色が良く
透明感があるのでカラフルな表現も加えてみました。
「スパイラルフリンジ・ウェア」は円形パター
ンの回りを渦巻き状にカットし螺旋状のフリンジが垂れるパーツを応用したデザインになっていま
す。ブラウスの袖口やスカートの裾にアレンジすることで、エレガントな動きを表現できます。
「ミル
ククラウン・ウェア」は、円形パターンの回りにミルクの飛沫が作る王冠を思わせるパターンを
カットしたものです。
「スパイラルフリンジ・ウェア」と同様の使い方ができます。このようにカット
するだけのデザイン処理でも服のパーツとしてもインテリア・アクセサリーとしても幅広く活用でき
る「カッティングフリー・ジャージー」の可能性を表現してみました。

The edges of the Cutting -Free Jersey used here are decorated with
cut designs of whirlpools and shapes reminiscent of droplets of milk,
creating oh- so-elegant detail for a blouse or the hem of a skirt.
「カッティングフリー・ジャージー」の生地端に、渦巻きやミルクの飛沫のような形の切り込みが入っている。
カットするだけで、ブラウスやスカートの裾にエレガントなディテールが生まれる。
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Each cloth piece on the mannequin appears to be apparel, but is actually simply
Cutting-Free Jersey cut into long rectangles. Though in appearance it is similar to lace,
it is also highly elastic, offering a whole lot of give in every direction. The edges of the fabric,
which are cut using a laser, neither fray nor curl. This incredible fabric, which has
extended the boundaries of the garment world, can be utilized in a great variety of ways.
マネキンに着せると衣服に見えるが、布はいずれも長方形。このレースのように見える布は伸縮も自在。
レーザーカットされた布のエッジは、ほつれずカールもしない。衣服を拡張する布の用途は自由である。
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Taking the parts that were on the mannequin and placing them on the light fixtures adds

This fabric is also the perfect medium for showing off bright - colored dyes.

a new dimension to their inherent elegance. They can also be wound around accessories like

Since the ends of the fabric don't need to be hemmed, the look is light and delicate.

scarves and bags for a striking effect. And to make an unpleasant experience
染色によって、鮮やかな色を表現できる素材でもある。

just a little more fun, they can be wrapped around a cast to dress it up.

カットしたままの布の端は、縫製が入らない分、軽やかで繊細な表情を生み出している。
マネキンに着せた同じパーツを照明器具に着せてみる。衣服とはひと味違うエレガンス。
スカーフとして、あるいはバッグにも巻ける。骨折した時ギプスに巻いてもおしゃれという声も。
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Cutting -Free Jersey
This amazing jersey features a Cutting-Free tricot structure that doesn’t fray even when the
edges are left unsewn. The ends are also resistant to curling. Cutting-Free Jersey features superior
elasticity, and since there is no need for seams at the arms, it’s particularly useful for undergarments.
This piece is made of such super- thin, form-fitting material that it could easily be described as a
second skin. Fully utilizing the characteristics of the fabric, laser cutting enables an intricate, delicate
hem and cutout patterns reminiscent of lace. This product marks the birth of an entirely new kind of
apparel ─ one crafted from a single piece of cloth, and entirely free of sewing.

カッティングフリー・ジャージー
裁断したままでも生地端がほつれないトリコット組織のカッティングフリー素材。この利点に加え、
生地端のカーリング
も起こりにくい。
さらに伸縮性もきわめて高く、インナー素材として利用した場合には肌との境界・段差が消える。
まさ
に「第二の皮膚」
とも呼ぶべき超薄地のジャージーである。この作品は素材の特徴を最大限に活かして、レーザー加工
を施すことにより、
レースのように複雑で細かいカットアウトパターンとヘム
（裾や縁）
を実現し、
無縫製かつ切りっぱ
なしの一枚の布からできる衣服を誕生させた。

Kosuke TSUMURA considers it his job to create an entirely new relationship between people and fabric.
That means he’s always considering the question, “ what is clothing? ”, and the territory of his
decorative items is constantly expanding to include our entire environment, not just wearable pieces.
人間と衣服の新しい関係を探す津村耕佑の仕事は、衣服とは何かを常に問いかける。
装いのためのパーツは、身体を含む環境へと広がっていく。

Kosuke TSUMURA / Fashion Designer
Born in Saitama in 1959, Kosuke Tsumura joined Miyake Design Studio
in 1983. He won a number of awards including the 52nd So- en Fashion Award in
1982, the 2nd Prize at the 21st Contemporary Japanese Art Exhibition in 1992,
the Newcomer Award of the 12th Mainichi Fashion Awards in 1994 and the 3rd
ORIBE Award in 2001. He established his brand FINAL HOME in 1994, under the
concept survival and fashion for urbanities. Exhibitions: Visions of the Body at
Museum of Contemporary Art, Tokyo (1999), Venice Biennale of architecture (2000),
RE-DESIGN at Aoyama Spiral Garden (2002), Shanghai Biennale at Shanghai
Museum (2001), FUSION: Architecture+Design in Japan at Israel Museum (2004),
The realm of Clothing at Musashino Art University (2004) and at Kirishima Openair Museum (2005), HAPTIC at Aoyama Spiral Garden (2004), SAFE: Design Takes
On Risk at MoMA in New York City (2005 -2006).
津村耕佑 ／ ファッションデザイナー
。三宅デザイン事務 所入 社
1959 年、埼玉県生まれ。第 52 回装 苑賞受賞（1982）
（1983）
。第 21 回現代日本美術展参加準大賞受賞
ISSEY・MIYAKE デザインスタッフ
（1992）
。都市でのサバイバルとファッションをコンセプトに「FINAL HOME」
ブランドを
立ち上げる
（1994）
。
第12 回毎日ファッション大賞新人賞受賞
（1994）
。
「身体の夢展」
東京
都現代美術館
（1999）
。
「ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展」
（2000）
。織部賞受賞（2001）
、
「RE - DESIGN」青山スパイラルガーデン
（2001）
。
「上海ビエンナーレ展」上海美術館
（2002）
。
「日本建築・美術展」イスラエル美術館
（2004）
。
「衣服の領域展」武蔵野美術
大学
（2004）
。
「 HAPTIC」青山スパイラルガーデン
（ 2004）
。
「衣服の領域展」霧島アー
トの森（2005）
。
「SAFE: Design Takes On Risk」MoMA ニューヨーク近代美術館
（2005 〜2006 ）
。

Textile cooperation: Itochu Corporation / Manufacturing cooperation: Universal Engraving Systems Inc.
素材協力：伊藤忠商事株式会社／制作協力：株式会社ユー・イー・エス
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Thermal Color Change Fiber×Shigeru BAN

Temperature-Sensitive Furniture│Shigeru BAN

Architect

Wrapped over this bench-like furniture constructed of Shigeru BAN’s trademark paper tubes is Thermal Color Change Fiber, whose color changes dramatically
with variations in heat. When the temperature rises above 26 degrees Celsius, the deep
pink cloth fades into pure white. At the event, a pantomime performer wearing clothing
of the same material stood nearby, repeatedly spritzing himself with a cooling spray,
adding a humorous touch to the display of changing colors.

感温家具 │ 坂 茂

建築家

紙管を用いた坂茂独特のベンチのようなファニチャーに巻き付いているのは、温度変化で劇的に色

Cを超えると真っ白に変色する。展覧会では
が変わる
「感温変色素材」
である。濃いピンクの布は26 °
同じ素材でできた服を身にまとったパントマイマーが冷却スプレーを懐に忍ばせて、このベンチの周
辺にたたずみ、変化する色彩をユーモラスに取り入れたパフォーマンスが繰り広げられた。
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Concept of design │ Shigeru BAN
I thought it would be really interesting if furniture could respond to people’s
presence, or to the seasons. This piece is the result of my fascination with this idea. It
offers a visual representation of changes in temperature, sensing body temperature,
the human form and more.

制作意図 │坂 茂

「人の気配や、季節を感じ取れる家具があったらいいな」と思ってデザインしました。
人の体温、体のかたち、気温の変化、それらを視覚化してくれる、そんな家具です。

Sit down for just a minute on this fun piece of furniture and you’ll be
pleasantly surprised: it turns from bold pink to pale white! And even after
you get up and leave, proof of your presence remains, for a time.
人が座って1分もすると、ピンク色の表面が白く変色する。
立ち上がって、人が去っても、座った痕跡が椅子の周辺に人の気配をとどめる。
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Look at the change in color of the piece on the page to the right: this is where a man
and a woman were sitting quietly a moment ago. This evidence of a person having sat here
remains for a while, and then the piece slowly reverts to its original color.
男女が静かに並んで座っていた痕跡。右ページはそこに変化が生じている。
椅子の上で起こった人の営みの跡をしばらくとどめ、やがてゆっくりと元の色へと回復する。
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Thermal Color Change Fiber
Saran™TC is a special fiber that changes color with changes in ambient temperatures, such
as the warmth in the touch of a human hand. The fibers are embedded with special thermochromic
microcapsules that turn transparent when warmed. The piece displayed here features white fibers mixed
with red temperature -sensitive pigment to yield a pink tone. At temperatures of 16-26 degrees Celsius,
only the red capsules become transparent, making the object appear pure white. The temperature
range at which the capsules become transparent, as well as the color itself, can be adjusted. Since
the temperature-sensitive pigment is embedded directly in the fabric instead of being added in a later
process, the color change feature is semi-permanent, and is not affected by washing.

感温変色素材
手で触れたり外気温の変化で色が変わるサラン繊維
「Saran™TC」
。温めると透明になる特殊なサーモクロニック・マ
イクロカプセルが繊維に練り込まれている。作品に使用した素材は、白色の糸に、赤の感温色素を混ぜることによりピ
ンク色が構成されている。温度が16 〜 26℃の間で赤のカプセルだけが透明になり、結果として素材全体は白く変色
する。マイクロカプセルが透明変化する温度帯の調整、及び色彩の調整も可能である。後加工ではなく、繊維そのもの
に感温変色剤が内包されているので、洗濯等に影響されず半永久的に効果は持続する。

Shigeru BAN’s Temperature -Sensitive Furniture, which utilizes paper tubes, is one example

Thermochromic Microcapsules

of the use of Thermal Color Change Fiber. This fun piece just goes to show that the invention of

サーモクロニック・マイクロカプセル

The piece becomes transparent as
the temperature rises.
温度が上がると透明に変化する。

a material is only significant when innovative applications like this are found.
紙管を用いた坂茂の
「感温家具」。
「感温変色素材」
を活用するアイデアの一例である。
素材の発明は、
それをいかに生かすかというアプリケーションのアイデアを得て初めて意味を持つ。

Shigeru BAN / Architect
Born in Tokyo in 1957, Shigeru Ban graduated from SCI-Arc (South
California Institute of Architecture) and The Cooper Union School of Architecture.
After working at Arata Isozaki & Associates from 1982, he founded Shigeru Ban
Architects in 1985. From 1995 he worked for United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) as a consultant, and established NGO VAN at the same time. His
works include Curtain Wall House, Paper Church and the Japan Pavilion, Hanover
Expo 2000. Currently he is constructing the Centre Pompidou Metz in Metz, France.
He has won many prizes including The French Academy of Architecture Gold Prize
in 2004, the Arnold W. Brunner Memorial Prize in Architecture and The Thomas
Jefferson Medal for Architecture in 2005. At present he is a professor at the Faculty
of Environment and Information Studies, Keio University.
坂 茂 ／ 建築家

1957年、東京生まれ。南カリフォルニア建築大学、クーパー・ユニオン建築学部を卒業。
1982年、磯崎新アトリエに勤務。1985 年、坂茂建築設計を設立。1995年から国連難
民高等弁務官事務所（UNHCR ）コンサルタント、同時にNGO VAN 設立。主な作品に
｢カーテンウォールの家｣ ｢紙の教会｣「ハノーバー国際博覧会日本館」などがある。また、
現在フランス メッス市に新ポンピドゥー・センターを建設中。これまでに、フランス建築
アカデミーゴールドメダル
（ 2004 ）
、アーノルド・W・ブルーナー記念賞建築部門世界建

Textile cooperation : Asahi Kasei Chemicals Corporation, Kyokuyo Sangyo Co., Ltd. / Performer: Aiya Honda / Costume design: Yasuo Tsuboshima /

築賞（2005）
、トーマス・ジェファーソン建築賞（2005）
を始め、数々の賞を受賞。現在、

Manufacturing cooperation: Schiavello Japan Limited

慶応義塾大学環境情報学部教授。

素材協力：旭化成ケミカルズ株式会社、旭陽産業株式会社／パフォーマー：本多愛也／パフォーマーコスチューム：坪島康夫／制作協力：スキャヴェロジャパン株式会社
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