特別企画

弁護士の夏休み 2019
間もなく夏休みです。みなさん、もう夏休

た。そこでは、「仕事は、暮らしを支え、生き

みの計画は立てましたか？今計画しないと、

がいや喜びをもたらすものですが、同時に、

どこにも行かず、休みも取らないまま8月が終

家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も

わってしまいますよ！

暮らしに欠かすことはできないものであり、

昨夏も同様の企画を実行しましたが、我が

その充実があってこそ、人生の生きがい、喜

法曹界にもワーク・ライフ・バランスはだい

びは倍増します。」として、その重要性をうた

ぶ浸透してきたようで、ワーク・ライフ・バ

っています。

ランス推進についてのご意見を随分と頂きま
した。
更に、今年に入り、労働基準法改正により、

憲章と同時に定められた行動指針には、「仕
事と生活の調和が実現した社会」の具体例と
して、
「健康で豊かな生活のための時間が確保

残業の上限規制や有給休暇の取得義務の強化

できる社会」を掲げています。ここでは、働

など、新たなルールが加わったことで、私た

く人々の健康が保持され、家族・友人などと

ち弁護士も、働き方改革について、企業など

の充実した時間、自己啓発や地域活動への参

に色々なアドバイスをしてきました。

加のための時間などを持てることにより、豊

とはいえ、アドバイスした弁護士自身が、
夏休みを取ろう、取ろうと思っているうちに、
9月になってしまったという笑えない話もある

かな生活ができるものとされています。
つまり、
「遠慮なくしっかり休みが取れるよ
うな社会にしよう」ということなのです。

のが我が業界です。休みなく仕事ばかりして

ワーク・ライフ・バランスは、働き方改革

いる人が、ときに弁護士業界では、称賛され

の一つの大きな根拠であり、働き方改革を企

ることもありますが、それはもう時代遅れで

業に説く私たちも、「先ず隗より始めよ」の精

しょう。

神で、自らワーク・ライフ・バランスを図る

では、弁護士がわざわざ休みを取って仕事

ことが重要ではないかと思います。

以外のことをすべきかどうか、そこをまず考
えてみたいと思います。

2 弁護士の夏休みを考える
弁護士業界にとっても、ワーク・ライフ・

1 ワーク・ライフ・バランス

バランスの実現は、個人の時間の価値を高め、

我が国政府は、平成19年12月18日、関係閣

生産性を向上させるとともに、将来才能のあ

僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等

る人材や多様な人材の確保に資するものです。

からなる「仕事と生活の調和推進官民トップ

また、多様な価値観や生活スタイルを許容す

会議」において、「仕事と生活の調和（ワー

ることは、当会が進めているダイバーシティ

ク・ライフ・バランス）憲章」を策定しまし

尊重の第一歩です。

24 NIBEN Frontier●2019年8・9月合併号

特別企画：ワーク・ライフ・バランス～弁護士の夏休み2019～
ただ、ワーク・ライフ・バランスを実現す
ることは容易ではありません。まずは、でき
ることから一つずつ始めるしかありません。

少しテーマを変えて、「暑い夏を家族、友人や
恋人と涼しく過ごそう」としました。
とはいえ、今から涼しいところに旅行する

弁護士業界にとって、一年の中で、最も休

のも、宿の手配も難しいかと思います。そこ

暇が取りやすい時期、それが8月であることは

で編集部では、日帰りで行ける涼しいところ

異論がないところだと思います。この機会に、

を集めてみました。

家族、友人や恋人とのつながりを深め、ある

一つは、本当に涼しいところ、つまり、気

いは、自己実現のため、英気を養うため、思

候が良く、東京の暑さから逃れられる場所で

い切って夏休みを取りましょう。それが、私

す。もう一つは、涼しい気持ちになれるとこ

たち編集部の提言です。ワーク・ライフ・バ

ろです。

ランス実現の第一歩です。

以下、「遠出編」と「近場編」に分けてご紹
介します。

3 今年は、どんな夏休みに？
昨年は、海と山を特集しましたが、今年は

遠編出 軽井沢

～トラディショナルな避暑地～

軽井沢は、東京から新幹線で僅か1時間なの

井沢に別荘を建て、内外の知名人に軽井沢を

に、8月の平均最高気温は26℃で、平均最低気

保健と勉学の適地として紹介したため、ショ

温は17℃。新幹線のドアが開いた瞬間に心地

ー氏の友人である宣教師たちの別荘が年を追

よい夏の涼しさを感じます。

って建ち始め、次第に日本人所有の別荘も増

もともと避暑地としての軽井沢は、明治19

えていったそうです。

年、カナダ生

軽井沢は、現在も都市化を拒み、木の高さ

まれの宣教師

より高い建物は建築できず、むやみに木を切

シ ョ ー 氏 が、

らずに敷地に残すことが推奨されているため、

軽井沢の美し

まるで森の中を散策しているかのような錯覚

い清澄な自然

に陥ります。観光地特有の猥雑さは皆無で、

と気候に感

こんなにお洒落であか抜けた観光地は、軽井

銘を受け、家

沢をおいてほかにないでしょう。

族や友人と避

編集部では、駅前で電動自転車（一日1,000

暑に訪れたの

円。シーズンによる。）を借りて、一日で軽井

が始まりだと

沢を一周し、その魅力を探ってきました。

言われていま
す。同氏は明
治21年に旧軽

雲場池
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1 旧軽井沢エリア

スでも頂けるフレンチのコースは、ランチが
3,900円とお手軽です。夏場は必ず予約を。

駅から北に5分ほど自転車を走らせれば、旧
軽井沢の交差点に着きます。軽井沢が全国に
名をはせたのは、この場所からです。旧軽銀

2 中軽井沢エリア

座といわれる商店街の突き当りには、軽井沢

旧軽井沢から中軽井沢までは7キロほどで、

ショー記念礼拝堂があり、そこには、「避暑地

移動には少し時間がかかりますが、正面に雄

軽井沢発祥の地」との看板が掲げられていま

大な浅間山を望みながら自転車で走ります。

す。皇族も明治の頃から軽井沢には縁があり、

中軽井沢は、旧軽井沢と並ぶ別荘地でもあり、

旧軽井沢には、上皇陛下が上皇后陛下と初め

最近では、ここを気に入ったビル・ゲイツが

てお会いになったテニスコートがあります。

別荘を建てたともうわさされています。中軽

更に、ジョン・レノン一家が長く滞在した万

井沢は、軽井沢には珍しい温泉場があり、少

平ホテルがあり、そのカフェテラスで、ジョ

し前の話にはなりますが、星野温泉が「星の

ンはいつもロイヤルミルクティーを飲んでい

や軽井沢」として生まれ変わり、高級ホテル

たそうです。更に、旧軽銀座には、軽井沢好

の代名詞である星野リゾートグループのホテ

きの著名人・文化人が愛したお店がたくさん

ルの発祥ともなった地です。

あります。

中軽井沢駅から北に5分ほど自転車を走らせ
ると、泊まらなくても「星のや」の雰囲気を
味わえる「ハルニレテラス」があります。小
川のせせらぎ沿いにウッドデッキが連なって
おり、軽井沢の名店が軒を並べています。川
沿いの遊歩道
を更に歩け
ば、星野温泉
「トンボの湯」
があり、ここ
の露天風呂で

万平ホテル

汗を流して休
憩するのもい

近隣の森の中には、日本を代表する実業家

いでしょう

や政治家の別荘、ゴルファーならば一度はプ

ね。野鳥の森

レーしてみたい旧軽井沢ゴルフクラブなどが

ではバードウ

あり、セレブの雰囲気にあふれています。付

ォッチングも

近には雲場池や御膳水など、目にも涼しい場

できます。

ハルニレテラス付近の小径

所が点在しており、こんなところを自転車で
走っていくのは本当に爽快です。旧軽銀座か
ら北に自転車を走らせると、杉の大木の並木

3 南軽井沢エリア

道を越えたところに旧三笠ホテルがあり、軽

軽井沢駅から南にプリンス通りという大通

井沢の歴史を感じられます。

りが伸びており、通りの東側にはプリンスホ

このエリアには、おいしいレストランがた

テル群と巨大なアウトレットモール、西側に

くさんありますが、その中でも「オーベルー

は、別荘地とゴルフ場があるエリアで、全体

ジュ・ドゥ・プリマヴェーラ」は、旧軽井沢

的に広くてゆったりしています。

の森の中にある軽井沢感満載のお店で、テラ
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で南に走れば、塩沢湖があり、その周りをぐる

レットモールの見学です。ここで一日を過ご

りと囲むのが「軽井沢タリアセン」
。塩沢湖の湖

す人がたくさんいるような日本を代表するモ

畔でボートをこいだり、遊歩道を歩いたり、ロ

ールですから、ショッピングしたい方は、時

ーズ・ガーデンなどを見学したりできるほか、

間を多めに取ってくださいね。

周辺にも美術館や博物館がありますので、時間
があれば、ゆっくりしたいスポットですね。
そこから東に行くと、軽井沢72ゴルフ北コ
ースのクラブハウスがあり、更に走ると「軽
井沢の芽衣」
という森の中
のティーサロ
ンがありま
す。ここのテ
ラスでおいし
い紅茶を飲み
ながらお庭を

軽井沢・プリンスショッピングプラザ

ぼぉーっと眺

ティーサロン
「軽井沢の芽衣」

め て い る と、

4 感想

時間がたつの

涼しい軽井沢ですが、夏のホテルは若手に

を本当に忘れ

はお高いので、今回のような日帰りでも十分

てしまいま

楽しめます。但し、一日で軽井沢を全部回る

す。

と大変くたびれます。泊まりでも日帰りでも、

軽井沢駅で自転車を返し、新幹線までの待

帰りの新幹線は、必ず予約してください。夏

ち時間は、駅の南口に直結した軽井沢・プリ

場の夕方以降の東京方面行は、ほぼ満席です。

ンスショッピングプラザという巨大なアウト



遠編出

〜意外と涼しい〜

箱根・芦ノ湖

関東屈指の温泉地、箱根。更に箱根山を登
り、芦ノ湖まで足を延ばすと、東京から－6℃

1 アクセス・気温

の涼しい世界がひろがっています。

東京から小田原までは新幹線で約30分、更

近いのに意外とゆっくり回っていないな～

に芦ノ湖までは、箱根登山バスや箱根登山鉄

という方！この夏は、暑い東京を少し離れて、

道にて約1時間でアクセスできます。新宿から

箱根・芦ノ湖で涼しく夏を乗り切りましょう。

は小田急ロマンスカーも便利です。
芦ノ湖の標高は723m。ある統計によると、
8月の東京との平均最高気温の差は－4℃、平
均最低気温の差は冒頭のとおり、－6℃に及ぶ
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げてくれるのも見ていて楽し
いです。
箱根町港のすぐそば、絶景
とこだわりのパンを楽しめる
「ベーカリー＆テーブル箱根」
も人気です。足湯につかりなが
らパンを頂けるというなんと
も贅沢なテラス席もあります。

3 芦ノ湖海賊船
芦ノ湖と富士山
（観光協会）

箱根町港から桃源台までは、
海賊船で楽しみながらの移動がお勧めです。

とされています。取材に出向いた私たちもバ

趣向を凝らしたインテリアに、3Dアートや海

スを降りた瞬間、思わず「涼しい～！」と両

賊のモニュメントも置かれ、さながら遊園地

手をひろげたくなりました。鮮やかな木々の

のアトラクションのような雰囲気です。デッ

緑にあふれ、芦ノ湖の青く輝く水面も美しく、

キに出て風を感じると、実に涼しく爽快です。

素晴らしい自然を感じられます。

混雑する時期は、大人500円、こども250円
の追加料金で入れる特別船室でゆったり過ご

2 芦ノ湖周辺の観光スポット
まず訪れたいのが、関東屈指のパワースポ

すのも良いでしょう。デッキも一般客の入れ
ない特別なエリアで、一番眺めの良い場所を
堪能できます。

ットとして知られる箱根神社です。立派な杉
並木に囲まれた神聖な雰囲気の参道を歩いて
いるだけで、なんだかパワーを頂けそうです。
芦ノ湖の湖面にせり出すように設置された平
和の鳥居は、週末は行列のできる人気のフォ
トスポットです。
平和の鳥居から徒歩5分ほどの距離にある、
「サロン・ド・テ

ロザージュ」では、インス

タ映え間違い
な し の、 目

箱根海賊船

にも美しい
あつあつのア
ップルパイが

4 大涌谷

お 勧 め で す。
（「日本一うま

桃源台から大涌谷までは箱根ロープウェイ

い！」と広報

で空中散歩を楽しみながらの移動が可能です。

室長も太鼓判

大涌谷の標高は約1,000ｍに及び、芦ノ湖より

を押していま

も更に涼しく感じられます。約3,000年前の爆

す。） 店 員 さ

発により出現した爆裂跡からは、あちこちで

んが目の前で

白煙が勢いよく立ちこめ、箱根山が生きてい

ソースを仕上

アップルパイ
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も見えますが、ここから眺める富士山は更に

ラス体験等を楽しめる強羅公園、星の王子さ

絶景です。温泉池でじっくり蒸された黒たま

まミュージアムや彫刻の森美術館、水着で楽

ごを食べながら、景色を楽しんでいる人も多

しめる温泉アミューズメントパークの箱根小

く見られました。＊1

涌園ユネッサンなど、楽しい施設が盛り沢山
です。もちろん、色々回って疲れたら、温泉
に入って旅の疲れを癒すのも格別です。周遊
には、箱根エリアの乗り物に乗り放題 ＊2で、
約70カ所で優待や割引が受けられる、箱根フ
リーパスの利用が便利でお得です。
東京から少し足を延ばすだけで、涼しく、
様々な楽しみを得られる箱根・芦ノ湖観光。
何度か訪れている方も、行く度に新たな発見
があるはずです。日帰りでも宿泊でも楽しめ
ます。この夏、遠出はちょっとという方も、

大涌谷

気軽に行ける箱根・芦ノ湖で、暑い夏を楽し
く涼しく乗り切ってみてはいかがでしょうか。

5 その他・周辺スポット



その他周辺には、季節の花や陶芸・吹きガ

遠編出 上高地

〜日帰りハイキングができます〜
長野県松本市上高地。河童
橋から穂高連峰を望む写真
を見たことがある方も多いの
ではないかと思います。ただ
し、冬季（例年11月中旬から
4月 中 旬 ま で ） は 閉 鎖 さ れ、
それ以外の時期でもマイカー
で入ることは禁止されている
ことから、まだ行ってない方
もおられるでしょう。それで
はもったいない！

穂高連峰

今回編集部では、日帰りバ

＊1

火山ガスの影響があるため、ぜん息や心臓疾患等をお持ちの方等はご注意ください。また、2019年5月19日以降、噴火警報レベルの引上げに伴い、立入規制が行なわれていま
す。お出掛けの際は、事前に規制状況やロープウェイの運行状況等をご確認ください。
＊2 ロマンスカーなど一部ご利用いただけない乗り物もありますので、詳しくはホームページ等でご確認ください。
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スツアー＊3を使って、現地で4時間たっぷり楽

午前11時30分に、大正池付近のバス停に着

しんできました。是非とも今年の夏は、1日分

きました。噴出した溶岩や泥流によって梓川

の休暇を上高地ハイキングに充ててみてはい

がせき止められて出現したのが大正池です。

かがでしょうか。

焼岳・穂高連峰が穏やかな湖面に映し出され
ている風景は、絶好の撮影スポットです。

1 アクセス・気温
上高地は、3,000m級の山々に囲まれた山岳

3 田代橋

地帯です。ベストシーズンの7月の平均的な最

大正池から田代橋までは、梓川に沿って歩

高気温は21℃、最低気温は13℃で、盛夏でも

くコースか、林間コースがあるのですが、田

半袖でいられるのは昼間だけという涼しさで

代橋から河童橋までは梓川を見ながら歩くこ

す。また、天気天候の変化が早いので、折り

とができるので、林間コースを選択しました。

たたみ傘か携帯合羽を必ずご持参ください。

原生林の間を歩き、普段都心では感じること

晴れていても通り雨が降ることもあります。

のできない静けさを堪能することができます。

今回編集部が利用した日帰りバスツアーは、

田代橋に着くと、梓川の清流に架かる橋の

新宿駅西口から約4時間で大正池前に到着しま

上からは、上流に穂高連峰、下流に焼岳が望

す。取材当日は、朝7時に新宿駅西口に集合し

めます。梓川は川底まで見える透明な清流で

ました。

す。そのせせらぎは目にも耳にも涼やかに感

今回のバスツアーは4時間滞在できるとのこ

じられます。歩いて河童橋に向かう間には、

とでしたので、思いきって大正池⇒田代橋⇒

多くの潚洒なホテルがあり、ここで昼食を取

ウエストン碑⇒河童橋⇒明神池⇒明神橋⇒河

ることもできます。日によっては日帰り温泉

童橋⇒バスターミナルという4時間コースを歩

を楽しむことができるホテルもあるようです。

きました。
実際歩いてみたところ、かなりタイトなス
ケジュールでしたので、ご家族で行くのであ
れば、大正池で降りて、明神池まで行かず、
河童橋付近までのルートでゆっくり散策され
る方がよいかもしれません。

2 大正池付近
焼岳

4 河童橋
河童橋は、上高地のシンボルでもあり、穂高
連峰や岳沢、梓川を背景に記念撮影するのが
定番です。絵葉書のようなきれいな写真が撮
れます。また、河童橋付近にはお土産屋さんや
大正池
＊3

レストランがありますので、4時間日帰りバス

編集部は阪急交通社の日帰りバスツアーを申し込みましたが、毎日催行されているわけではないため、事前にご確認ください。

30 NIBEN Frontier●2019年8・9月合併号

特別企画：ワーク・ライフ・バランス～弁護士の夏休み2019～
ツアーに申し込んだ方も、周辺を見た後、ここ

明神池まで歩

でゆっくりされるのもよいかもしれません。

いてみるのも
よいかもしれ
ません。河童
橋から明神池
までは徒歩で
70分程度かか
りますが、明
神池は、針葉
樹林に囲まれ
た穂高神社に
あり、とても
神秘的な雰囲

河童橋

明神池

気を味わうことができます（有料）。
上高地は、東京から少し距離がありますが、
環境に配慮し、自然保護を徹底した、とても

5 明神池

静かなスポットです。都会の喧噪を離れ、自

大正池、河童橋辺りをハイキングするだけ

然との触れ合いを堪能したい方は、是非とも

でも十分に上高地を味わうことができますが、

上高地での休暇を検討されてみてはいかがで

より自然と触れ合う時間が欲しいという方は、

しょうか。

近編場 明治神宮外苑アイススケート場
〜夏は空いてます〜

入った瞬間、「わー、涼しい！」。屋内スケ

円）で滑り放題です（午後3時以降の入場の場

ートリンクの室温は、夏でも10℃くらいです。

合1,030円（中学生以下は720円））。貸靴代を含

しかも、夏場は閑散期で空いています。涼む

めても、1人2,000円でおつりがきます。

には最高の穴場です。

昭和38年に室内プール兼スケート場として

今回は、明治神宮外苑アイススケート場の
副場長である後藤晴彦様にお話を伺いました。

1 スケート場の概要
明治神宮外苑アイススケート場は年中無休
で、一般利用は平日の午後1時〜午後6時、土
日祝日は午前10時〜午後6時の時間帯で営業し
ています。料金は、大人は、平日午後3時まで
に入場した場合は、1,340円（中学生以下は930

エントランス
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さんはじめ25名常駐しているので、小さい頃
から力を付けられるようになっています。
更に、競技を目指す子は、資格を得て明治
神宮外苑フィギュアスケートクラブへ入り、
技術向上を目指します。現在350名程在籍して
おりますが、人気のため入会までに1年ほどの
ウェイティングが必要です。ちなみに、2018
年世界選手権銀メダルの樋口新葉選手も当ク
ラブの出身です。
スケートリンクの様子

建設されましたが、平成6年以降スケート場と
して通年営業するようになりました。昨年12
月にリニューアルオープンし、透明感のある
スケート場として、シーズンである11月〜 2月
は混み合っていますが、夏場は空いているよ
うです。リニューアルされたばかりですので、
施設はとてもきれいです。
スケートを楽しむ親子

2 利用者の様子
一般のお客様は、ファミリーやカップルが

みなさんも、ふらっと滑りに行ったら、ト

多いです。初めてでも、子どもたちは大喜び

ップ選手の練習が間近で見られるかもしれま

で転びながら滑っています。大人の初心者で

せん。取材時にもジュニアの選手が練習して

も、ヘルメットをかぶって柵沿いに怪我のな

おり、美しくてちょっと感動しました。

いように楽しむことができます。
もう少し滑りたい人には、初心者用のスク
ールもあります。テレビや雑誌で羽生結弦選

3 周辺施設

手などアスリートの活躍が取り上げられてい

明治神宮外苑にはアイススケート場だけで

ることもあり、小さい頃からスケートを習わ

なく、神宮球場、ゴルフ練習場、バッティング

せたいという親御さんがたくさんいらっしゃ

センターなど、幅広いスポーツが気軽に楽し

います。まずは初心者クラスで体験し、興味

める施設が集まっています。大人向けには絵

がある子については、3歳児から常設クラスを

画館もあります。アイススケートでひんやり

用意しています。インストラクターも佐野稔

した後には、その他の施設でも楽しめます。
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近編場

〜幻想的な金魚の世界〜

アートアクアリウム

夏の風物詩の一つである金魚。その金魚が

作品のような水槽に、光、映像、音、更には

幻想的な作品の一部として、優雅に泳ぐ姿は、

香りなどの最新の演出技術を駆使した、五感

見ていると時間を忘れてしまいます。外は暑

で楽しむアート作品です。水族館とは異なり

いですが、今年はアートアクアリウムで、水

品種名の掲示はありません。金魚はあくまで

の中をスイスイ泳ぐ金魚たちを眺めて、涼を

作品の一部として展示されています。インス

感じてみるというのも乙ではないでしょうか。

タ映えを狙って、カメラを持って訪れる方も

アートアクアリウムの広報担当者にお話を聞

多いようです。

いてきました。

今年は金魚を約1万匹展示し、1匹数万円の
金魚から、品種名の付かない雑種まで、様々

1 アートアクアリウムとは？

な種類の金魚をこだわり抜いて作品に用いて
いるそうです。珍しい金魚やお気に入りを探
してみるのも楽しみ方の一つです。
また、木村氏の、「日本の伝統工芸品にもっ
と触れあって欲しい」との思いから、これま
でにも九谷焼、日本刀、手まり、江戸切り子
等と融合した作品が展示されています。作品
を通じて、日本の伝統的文化の素晴らしさに
も触れられるはずです。今年は、日本橋三井
ホールでの最後の開催となるため、アートア
クアリウムの象徴である巨大金魚鉢シリーズ3

ロータスリウム

アートアクアリウムは、アートアクアリウ

作品を初めて同一会場に展示したり、過去最
大の10,000匹を超える金魚を展示するなどし
て、フィナーレを飾るそうです。

ムアーティスト木村英智氏の手による、アー
ト、デザイン、エンターテイメントとアクア
リウムを融合させた日本が世界に誇る水族ア
ート展覧会です。2007年の初出展以降好評を
博し、毎年趣向を凝らした作品が展示される
ため、この時期を楽しみにしている方も多い
でしょう。今年の夏も東京では日本橋三井ホ
ールにて夏限定での開催となりますが、この
会場での開催は今年で最後になるそうです。＊4
その展示は、単に金魚を観賞させるにとど
まらず、和をモチーフにデザインされた芸術
＊4

大奥

7月5日から9月23日までの開催です。
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2 ナイトアクアリウムの開催

す。金魚をモチーフにした可愛らしいカクテ
ルは、ここでしか飲むことができませんよ。

3 オススメの楽しみ方
夏の時期、日本橋全体では、「ECO EDO 日
本橋〜五感で楽しむ、江戸の涼〜」と題して、
風鈴の音色や涼しい小径が登場したり、日本
橋地域の110店舗で金魚をモチーフにした涼
メニューが提供されたりと、夏を感じられる
イベントが多数開催されています。町中には
浴衣を着ている方も多く、浴衣を貸したり着

花魁

付けをしてくれたりというスポットもあるよ

展覧会にはカフェスペースも併設されてい

うですので、「なかなか浴衣を着る機会がな

ますが、午後7時以降は、「ナイトアクアリウ

い！」という方は、浴衣での日本橋散策と合

ム」として、金魚を見ながら、お酒を楽しむこ

わせて、アートアクアリウムを訪れると、よ

とができます。昼間は家族連れで混雑するこ

り一層涼を感じられることでしょう。

ともありますが、夜は比較的空いていることが

美しい金魚たちによる作品にうっとりしな

多いようですので、恋人やお友達と、ゆったり

がら、外の暑さを忘れてしまう、涼しいひと

楽しみたいという方には、この時間がお勧めで

ときを過ごしてみませんか？

近編場 チームラボプラネッツTOKYO
〜水に入るミュージアム〜

暑い夏。水につかって涼をとりたくなりま

は大きなロッカーが用意されていましたので、

すね。そんなとき、いつものように海やプー

携帯電話とカメラ以外の荷物は全てロッカー

ルに出かけてもいいのですが、たまには趣向

に預けました。また、ひざ下あたりまで水に

を変えて「水に入るミュージアム」チームラ

つかるということで、ズボンを濡らさないよ

ボプラネッツ TOKYOに足を運んでみてはい

うに、無料でショートパンツをレンタルでき

かがでしょうか。

ます。ショートパンツにはき替え、裸足にな

チームラボプラネッツ TOKYOは、「Body

り、いざ作品空間へ！

Immersive」（身体ごと作品に没入し、自分の

最初の作品は「坂の上にある光の滝」。ほの

身体と作品との境界を曖昧にしていくという

暗い中、くるぶしほどの水位の坂道を上がっ

コンセプト）に基づく超巨大没入空間です。

た先に、神秘的な「光の滝」が現れます。

体験型のアート作品ということで、我々広

作品を抜けると、スタッフの方がタオルを

報室も取材に訪れ、実際に体験してきました。

渡してくれます。足を拭きながら、作品の解

平日の取材なので、スーツ姿にビジネスバッ

説を読むことができます。

グといういで立ちでしたが、エントランスに
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ていきます。この映像は、予め記録されたも
のを再生しているのではなく、コンピュータ
ープログラムによってリアルタイムに描かれ
ているため、2度と同じ映像になることはない
そうです。また、季節によって咲く花々が変
化するので、何度来ても楽しめます。
この空間内には、5番目の作品「冷たい生命」
が隠されています。見逃さないように要注意。
6番目の作品は、
「意思を持ち変容する空間、
The Infinite Crystal Universe

広がる立体的存在・平面化する3色と曖昧な9
色、自由浮遊」。この空間は、様々な色に変化

あなたの身体は空間であり、空間は他者の身体

する巨大な球体で埋め尽くされています。浮遊

である」。歩こうとすると足が沈み込み、空間自

する球の集合である空間の形状は、人々のふる

体が、人々の身体の重さに影響を受け変化しま

まいによって変化し、風と気圧変化によって、

す。固い平面で囲まれた現代の都市生活では、身

空間も自らの形状を変えていくそう。

体を意識しなくても生活できますが、普段忘れ

最後の作品は「Floating in the Falling Universe

てしまっている身体を強く意識させ、自分が身

of Flowers」
。スタッフの方に座って観るよう勧

体の塊であることを気付かせる作品です。我々

められ、空いているスペースに腰を下ろします。

はその隙間を足を取られながら進んでいきます。

ドーム状の天井に、様々な季節の花が咲き誇っ

3番目の作品は「The Infinite Crystal Universe」
。

ては散っていきます。時折現れる巨大な花が形

光の立体物の集合体によって表現された宇宙

を変えつつ流れる様子に圧倒されます。この作

空間で、幻想的な光の中を進んでいきます。

品でも、自身のスマホに入れた専用アプリを使

どこまでも光が広がる空間を進むと少し広い

って蝶を飛ばすこともできるそうです。

エリアにたどり着き、光に包まれ、しばしう

早足で抜ければ1時間足らずで見られます

っとりと立ち尽くします。スマートフォンか

が、時間に余裕がある方は、ぜひ、一つひと

ら宇宙の構成要素を投げ込むことで、この空

つの作品に没入しながら、それぞれに個性の

間は創られていくそう。事前にアプリをダウ
ンロードしておくことを忘れずに。
4番目の作品は「人と共に踊る鯉によって描
かれる水面のドローイング - Infinity」。ひざ
下くらいの水面を、鯉が優雅に泳ぎ回ります。
鯉は人にぶつかると、美しい花となって散っ

Floating in the Falling Universe of Flowers

ある幻想的な空間をお楽しみください。今が
日本の夏であることなど、忘れてしまうこと
請け合いです。
人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング／
Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi
and People - Infinity

チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com

住所／東京都江東区豊洲6-1-16 teamLab Planets TOKYO
Web／https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/
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