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精錬前の丹後ちりめん（絹）、ゴムひも
—
Turned wood, Woven rattan,
3D printing
技法

いう新しい役割を与えた未精錬の丹後ちりめんを一体化させている。伝統的な技法と知

素材

Techniques

1

曲げ木、籐織り、3Dプリンティング

Wan
椀

Materials

Urushi, Tango chirimen plain
and embroidered
素材

漆、丹後ちりめん（無地、刺繍）
—

—
Martine Rey｜マルティーヌ・レイ

Techniques
技法

漆加工品であり、漆を施した絹の軽さは私たち自身の弱さ・脆さを明らかにし、漆は世界に

成形後に漆加工

おける私たちの存在を聖なるものへと昇華する。これらの椀・作品は雲のように軽く、漆を
施した絹の記憶を永遠に保ち続ける。

Sensory Pleasure proposes an alternative way of processing silk chirimen waste.
Inspired by its production procedure and special characteristics, the plain fabric
is transformed into a three-dimensional surface using laser-cutting and boiling
素材
in combination, linking new technology with traditional processing methods.
ポリエステルちりめん生地、分散染料
—
—
Techniques
「感覚のよろこ
び」は、絹ちりめんの廃棄物を加工するオルタナティヴな手法を提案する。
丹
Laser cutting, Hand screen-printing
後ちりめん生地の生産工程と独特の風合いから発想を得た手法で、レーザーカッターの使
技法
Materials

Polyester woven chirimen,
Disperse dyes

—
Shioka Okamoto｜岡本汐加

3

レーザーカット、手捺染

Materials

High-twist silk + Cotton-linen
素材

絹強撚糸＋コットンリネン糸
—

—
Tiffany Loy｜ティファニー・ロイ

Techniques

1 Hand-woven, Direct dyed,
Degummed, Acid dyed
2 Hand-woven, Degummed
3 Hand-woven, Acid dyed, Direct dyed

用と煮沸を経て、平坦な生地表面を3次元へと変換する。

技法

Metamorphose reveals and communicates the potential in high-twist silk yarn
to expand the range of material properties in textiles. This series of textiles
swatches shows the possibility of one textile product morphing into several
other ʻstates.ʼ
—
本作品では絹強撚糸の可能性を探り、テキスタイル素材としての性質を拡大しようと試み
た。1枚の生地がいくつもの「状態」
に変化する可能性を示したテキスタイルの生地見本を
展示する。

1 手織り、直接染色、精錬、酸性染色
2 手織り、精錬
3 手織り、酸性染色、直接染色

Materials

Tango chirimen
素材

丹後ちりめん（絹）
—
Techniques

—
Kangan Arora｜カンガン・アローラ

Digital printing with reactive dyes
技法

Deconstructed Geometry is a contemporary design response to the archive
explored at the Kyoto Prefectural Institute for Northern Industry in KyoTango
and Japanese colour as illustrated in the Dictionary of Colour Combinations by
Sanzo Wada. Drawing on the recurring graphic qualities and aesthetics in the
swatch books, selected samples were deconstructed, abstracted, reassembled
and recontextualised to create a refreshed pattern language.
—
本作は、京都府織物・機械金属振興センター所蔵の丹後ちりめんの歴史的資料と、衣装
インにおける応答である。
『配色事典』の色彩に導かれて、資料から選んだサンプルを分
解、抽象化して再構成し、新たな文脈に置き換え、異なるパターン言語を創りだした。

Materials

ルネサンス

素材

Tango chirimen, Organic dyes
丹後ちりめん（絹）、草木染め
—

—
Aurore Thibout｜オロール・ティブー
—

Techniques

Katazome stencil dyeing

Collaborator

技法

Professor Kaori Ueda
• Ichiro Izawa, Kyoto Prefectural Centre
for Northern Industry

草木染め

•

Ueda invited Aurore Thibout to create a collaborative piece expressing Tango
chirimen history and question textile innovation sensitively and poetically. Old
chirimen fabric was examined microscopically and recreated focussing on its
original structure and qualities of light crisp softness with remaining traces of
sericin and then used by Aurore Thibout to create the final collaborative work
using colours extracted from plants.
—
本作は、コラボレーターである上田香が自身の研究活動を元にオロール・ティブーへ丹後
ちりめんの歴史とテキスタイルの技術革新を繊細かつ詩的に表現する共同作品制作を

コラボレーター

持ちかけたことで開始した。古いちりめん生地を顕微鏡で観察し発見したセリシンが半

上田香（嵯峨美術大学准教授）
• 井澤一郎
（京都府織物・機械金属振興センター）
—
•

量残量した軽さと柔らかさを持つ生地構造を再現し、植物染料を使ってティブーが作品
を制作した。

Aurore Thiboutʼs work has been
supported by the Fondation
Franco-Japonaise Sasakawa.

Materials

Polyester
素材

ポリエステル
—
Techniques

Jacquard weaving
技法

ジャガード織
2

Materials

PVC film, Dyed silk yarn
and Tango high twist yarn
素材

PVCフィルム、シルク染色糸、八丁撚糸
—
Techniques

Raden jacquard weaving
技法

螺鈿ジャガード織
3

Materials

Tango high twist yarn,
Coloured monofilament
素材

八丁撚糸、モノフィラメント
—
Techniques

み出すことを目標に、
丹後ちりめんの基本的な織り構造を用いて3つの現在的なデザインを
創造し、新しい反復構造を追究した。1. ヴォーウィンデンによる作品はEE Exclusivesの
協力を得てオランダで制作されたもので、日本製の絹強撚糸を使用し、グラフィックデザイ
ンと絹の双方が3次元構造を生み出している。2. 上田と民谷螺鈿とのコラボレーション作
品は、民谷螺鈿が持つ独自の織り技術と絹強撚糸の組み合わせ、生地を形づくる。3. 上
田と京都府織物・機械金属振興センターとのコラボレーション作品は、ちりめんの伝統的
な織機を使用してつくられた多層生地である。

4

でテキスタイルを専攻し修士号を取得。シンガポール美術
英国王立芸術学院（RCA）
館、京都市美術館、ミラノ・トリエンナーレなど、国際的な舞台で実験的な作品を展
示している。

Kangan Arora
カンガン・アローラ
—
www.kanganarora.com
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Textile designer specializing in print and pattern whose work explores bold
colour, geometry, abstraction and playful pattern application and with a
specific interest in traditional and contemporary colour languages and processes. Born in India, Kangan trained at Central Saint Martins College of
Art and Design in London where she is currently a Lecturer in Textile and
Jewellery Design.
—
プリントとパターン・図柄を専門とするテキスタイルデザイナー。インドで生まれ、現在
はロンドンを拠点に大胆な色、幾何学模様、抽象表現、明るく陽気なパターン・図柄
を追究した制作を行い、特に伝統からコンテンポラリーまで、色彩の言語とプロセス
に関心を寄せている。インドで生まれ、現在は母校であるロンドン芸術大学セントラ
ル・セント・マーチンズでテキスタイルとジュエリーデザインを指導している。

Aurore Thibout
オロール・ティブー
—

6

www.aurorethibout.com

The multiple award-winning collaborative work of Paris-based fashion,
textile and costume designer Aurore Thibout blends media and sustainable
approaches, questioning the textile and its form through colour, pattern
and weave, while considering how to keep traditions alive.
—
パリを拠点とするファッション、テキスタイル、コスチュームデザイナー。様々なメディア
とサステナブルなアプローチを組み合わせ、伝統の維持継承を目指しながらテキスタ
イルとその在り方を色、パターン（柄）、織から問い直している。

photo: Patricia Canino

Milou Voorwinden
ミルー・ヴォーウィンデン
—
www.instagram.com/
milouvoorwinden
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Voorwinden is a Dutch textile designer specializing in weave and in developing 3D structures and products on the loom. A graduate of the Product
Design department of ArtEZ University of the Arts and inspired by traditional weaving techniques, Voorwinden aims to rediscover, renew and apply
them in an innovative way using contemporary digital tools.
—
織り専門のテキスタイルデザイナーとして、特に織機を用いた3次元構造とプロダクト
の開発に従事している。2016年にオランダのArtEZ美術大学プロダクトデザイン学
部卒業。伝統的な織り技術の再発見と更新、そして現代のデジタルツールを使用し
た革新的な活用を目指している。

Kaori Ueda
上田香

6,7

Based in Kyoto, Ueda is a fabric designer and researcher and graduate
of the RCA specializing in weave. Currently Associate Professor in Textile
Design at Kyoto Saga University of Art, her doctoral research centred on
the history of traditional textile design in Japan. Through this, she hopes
to draw on the originality of Tango chirimen as a means of revitalizing this
important area of production.
—
ファブリックデザイナー・研究者。2007年に英国王立芸術学院（RCA）を卒業し、織
り生地デザインを専門とする。嵯峨美術大学染色・テキスタイル領域准教授。博士
論文では日本の伝統的なテキスタイルデザインを取り上げた。研究活動を通じ、丹
後ちりめんの独自性を契機として、重要な産地の再興がかなうことに期待している。

素材

Techniques

Laser cutting, 3D modelling,
Casting, Bio design
技法

SERICIN+ investigates the possibilities on using sericin waste to engineer
three-dimensional textures on textile surfaces. Inspired by shibori tie-dye and
katazome, she developed the concept of digitally fabricated stencil-printing
on chirimen, to remake practical everyday materials without using petroleum-based ingredients. The final structures of the stencil-based works are
built through physically channeling the textile surface to be partially degummed
through scouring.
—
本作品は、廃棄されるセリシンを活用してテキスタイル表面に3次元の風合いや手触りをつ
くり出す可能性を探求している。伝統的な絞り染めと型染から着想を得て、石油由来成分

に接続し、精錬時に部分的にセリシンが落ちるようになっている。

Techniques

Jacquard
技法

ジャガード織

—

www.howtogetwhatyouwant.at

9

ノロジーにどう関わっていけるかの可能性を探求している。2006年よりHannah
Perner-WilsonとともにKOBAKANTを形成し、eTextileを使ったウェアラブルテク
ノロジーアート作品を制作している。eTextileオンラインデータベース“How To Get
What You Want”の共著者でもある。

photo: Ligia Lopes

Emma Wood
エマ・ウッド
—

Exploring new scenarios of use for Tango chirime, textile designers, fibre
engineers, and weaving technicians from Tango, Kyoto, and Berlin have collaborated to create a smart textile that takes advantage of its characteristics.
Combining chirimen technologies, they created a light pleated 3D structure
with conductive threads woven into its warp or weft to allow the expansion,
contraction and movement of the cloth to be detected and enhanced by a slight
change in the voltage flow.
—
丹後ちりめんの用途を拡大し未来を切り拓くため、丹後・京都・ベルリンのテキスタイルデザ
イナー、繊維エンジニア、織り技術者がコラボレーションし、丹後ちりめんの特性を生かし

9

（RCA）
で織りテキスタイルの修士を取得。美術館、アーティスト、デザイナーとの共同

作業を通じて、繊維、テクノロジー・デザインについて探求し、2万年以上の歴史を持
つ工芸の限界を拡張している。

Yukihiro Tokumoto
徳本幸紘
—
www.pref.kyoto.jp/oriki

9

織物素材の開発を得意としている。

Haruka Kitamura
北村悠

10

-1

Hiroko Kawabe
川邊紘子

たスマートテキスタイルを共同制作した。ちりめん生成の技術を組み合わせ、たて糸または
布の伸縮や動きを感知し、インタラクティブな機能を付加することを可能にした。

素材

ちりめん（絹）
—
Techniques

Digital printing with reactive dyes
技法

反応染料によるデジタル印刷

1｜Untitled
Her work has been printed on chirimen with a pronounced
texture as a dialogue between its graphic qualities and the fabric.
This work is printed on unscoured chirimen as an alternative
2｜Women
to paper to indicate possible new sustainable applications for remnants of the
cloth. One version has been printed on a reactive dye inkjet printer while the
other is on a conventional inkjet printer.
Fireworks has been printed on smooth textured chirimen to
3｜Fireworks
enhance its dynamic lines.
—
1｜無題
北村悠の作品を強度のある丹後ちりめんに印刷し、グラフィックと生地

10

-2

Misuzu Seko
瀬古美鈴

の対話を表現した。
本作は紙の代替として、精錬前の丹後ちりめん生地に印刷し、端切れ

3｜花火
地に印刷した。

本展示では、ダイナミックな線を強調するべく柔らかい丹後ちりめん生

10

-3

対象とする。特に電車や新幹線への関心が強く、書籍や画像からインスピレーション
を得る。数ある絵具の中から色を選びペイントローラーで紙面いっぱいに塗りつぶして
下地をつくると、ボールペンで無数の円を描き埋め尽くしていく。

Hiroko lives in Mie in and has been a Yamanami artist since 2006. Her subjects are people and animals and she draws these in an irresistibly lively
and humorous manner but which sometimes has sombre undertones.
Drawing has been her major means of communication since childhood and
she selects her subject matter from art books, magazines or any printed
source with images. This ability to transpose imagery in a unique way has
led to commissioned work that has been used in the design of packaging,
products and CD album jackets.
—
人物や動物を主題とする。生き生きとユーモラスでありながら、時には悲しげで抑えら
れた雰囲気のある作品を作り出す。幼い頃から絵を描くことをコミュニケーションの手
段とし、主に画集や雑誌、図鑑等の中からモチーフを決める。そのユニークな手法か
ら注文依頼に応じた制作を行い、これまでにグッズやラッピングデザインとして使用さ
れたり、CDアルバムジャケットにも採用されている。

Misuzu lives in Shiga and has been a Yamanami artist since 2000 producing embroidered works and paintings. Irespective of medium, her consistent theme has been her indelible vision of the beauty of summer fireworks.
Her painting technique is to pool pigment on paper and using a straw, to
blow patterns of elongated lines that could equally be seen as fireworks or
a weeping willow.
—
1981年生まれ 滋賀県在住 2000年から『やまなみ工房』に所属。刺繍、絵画の制作
を行う。テーマは一貫して忘れがたい夏の花火の美しさである。紙に鮮やかな色の絵
の具を垂らすとストローで息を吹きかけ細長い線の模様を描いていく。打ち上げ花火
のしだれ柳か連射花火のような勢いを感じさせる作品が生まれていく。

8｜SERICIN+｜セリシン＋

2｜女の子

の新しくサステナブルな活用法の提案をする。

Haruka lives in Shiga and has been a Yamanami artist since 2019 after she
graduated from school. Her usual subjects are trains, her family, those
with whom she works or has worked and familiar things. Her great interest is in the railways – in trains and bullet trains and she uses books and
images of them as inspiration. Her particular technique is to select a background colour, cover a sheet of paper with it using a roller and then to fill
the space on this colour ground with myriad circles in low relief using a
ballpoint pen.
—
養護学校卒業後に入所。電車、家族やこれまで彼女と関わった人物、身近なものを

2｜Wan｜椀

Tango chirimen

Fibre engineer Yukihiro Tokumoto, provides technical support to the Tango
textile industry at the Kyoto Prefectural Institute for Northern Industry. A
graduate of the Kyoto Institute of Technology. He specializes in the development of textile materials that use twisted yarn and jacquard weaving – the
basis of Tango chirimen technology.
—
京都府織物・機械金属振興センターで技術支援をおこなう繊維エンジニア。京都工
芸繊維大学大学院を修了。丹後ちりめんの技術である撚糸やジャカードを応用した

よこ糸に導電性の糸を織り込んだプリーツ状の立体構造をつくり、微量の電圧の変化で

Materials

A weaver, designer & teacher from the UK based in Berlin. Emma has an
MA in Woven Textile Design from RCA. Emma works with museums, artists & designers, exploring fibres, technology & design and pushing the
boundaries of a craft that has existed for over 20,000 years.
—
ベルリンで活動する織り専門のテキスタイルデザイナー、教育者。英国王立芸術学院

Aya Takeda, Kazuma Hiraoka

八丁撚糸、導電性糸
—

www.kobakant.at

Berlin-based and artist Mika Satomi explores the combination of textile and
craft techniques with electronics technology. Since 2006, Mika has collaborated with Hannah Perner-Wilson, forming the collective KOBAKANT in
the field of eTextiles and Wearable Technology Art. She is a coauthor of the
e-Textile online database How To Get What You Want.
—
ベルリンを拠点とするデザイナー／アーティスト。テキスタイルやクラフト技術がテク

1｜Rufo｜Rufo

素材

Mika Satomi
里見美香
—

金沢美怜、竹田文、平岡和磨（木下昌大研究室）

Materials

験的デザインアプローチを用いて、衣服や生地の言語を通した素材の触覚性を探究
している。

展示デザイン

を使用せずに日常使いの生活用品をリメイクできるような、デジタルステンシル印刷という
コンセプトを考案。デジタルステンシル印刷を施した作品は最終的に生地表面を物理的

High twist silk yan +
Conductive yarn

8

学セントラル・セント
・マーチンズでファッションの学士号を取得。オートクチュール・ア
トリエ、バイオラボ、デジタルファブリケーションラボでの実践を活かした学際的・実

Exhibition Design Misato Kanazawa,
(Masahiro Kinoshita Laboratory)

レーザーカット、3Dモデリング、鋳造、
バイオデザイン

www.scarletty.com

Hong Kong born but London-based digital fashion and material designer
and fashion graduate from Central Saint Martins, UAL. She speculates
on material tactility through the language of clothing and fabrics, using a
multi-disciplinary experimental design approach that fuses practice in couture ateliers, bio laboratories and digital fabrication labs.
—
ロンドンを拠点とするデジタル・ファッション、マテリアルデザイナー。ロンドン芸術大

9｜Dopple｜Dopple

寒天製バイオプラスチック、
丹後ちりめん、セリシン、グリセリン、
食用色素
—

Agar bioplastic, Tango chirimen,
Sericin, Glycerin, Edible dye

Scarlett Yang
スカーレット・ヤン
—

www.wovenbywood.com

ジャガード織

—
Scarlett Yang｜スカーレット・ヤン
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ピレーションを得て、
丹後ちりめんの豊かな伝統を参考にしながら、新しい3次元構造を生

技法

Materials

a-yamanami.jp

Inspired by the textile archives at the Kyoto Prefectural Centre for Northern
Industry and KIT, the rich chirimen tradition was used to create new 3D structures based on chirimenʼs fundamental weave principles and explore new
iterations. The first piece by Voorwinden was woven in the Netherlands with EE
Exclusives using Japanese high twist silk yarns and graphic designs with the
pattern and silk creating 3D structures. The second work created by Ueda in
collaboration with the weaving company Tamiya Raden combines their special
weaving techniques with high twist silk to shape the textiles. The last collaboration by Ueda is with the Kyoto Prefectural Research Centre resulting in a
multi-layered textile using the looms on which chirimen is traditionally produced.
—
ふたりは京都府織物・機械金属振興センターと京都工芸繊維大学所蔵の資料からインス

Jacquard weaving

SERICIN+
セリシン＋

—
Haruka Kitamura｜北村悠
＋
Hiroko Kawabe｜川邊紘子
＋
Misuzu Seko｜瀬古美鈴
—
atelier yamanami｜やまなみ工房

www.TiffanyLoy.com

Singaporean textile weaver, first trained in industrial design with an MA in
textiles from the RCA whose experimental works have been exhibited internationally, at such venues as Singapore Art Museum, Kyoto Municipal Art
Museum, and La Triennale di Milano.
—
シンガポールの織物作家。シンガポールでインダストリアルデザインを学んだのち、

3｜Sensory Pleasure｜感覚のよろこび

—

Untitled / Women /
Fireworks
無題／女の子／花火

Tiffany Loy
ティファニー・ロイ
—

ザインの修士号を取得。2017年より岡山県立大学デザイン学部助教授。

10-2｜Women｜女の子

1

—
Milou Voorwinden｜ミルー・ヴォーウィンデン
＋
Kaori Ueda｜上田香
—

9

www.shioka.net

With an MA in textile design from the Royal Danish Academy of Fine Arts
in 2016 and a graduate of Tama Art University in Tokyo, she has been assistant professor at the Faculty of Design, Okayama Prefectural University
since 2017.
—
多摩美術大学を卒業後、2016年にデンマーク王立芸術アカデミーでテキスタイルデ

photo: Masaki Kawabata

笹川日仏財団助成作品

—
Mika Satomi｜里見美香
＋
Emma Wood｜エマ・ウッド
＋
Yukihiro Tokumoto｜徳本幸紘

Shioka Okamoto
岡本汐加
—

photo: Alun Callender

デザイナー和田三造の著作『配色事典 応用編』に掲載された日本の色彩への現代デザ

Renaissance

Dopple
Dopple

アと組み合わせ、つねに探求している。

photo: Jade Joannès

7-1｜凸凹 Uneven shapes｜凸凹 不揃いの形たち

反応染料によるデジタル印刷

5

8

www.martinereylaque.com

Internationally-recognised French lacquer artist specialising in urushi who
explores the potential of this multifaceted natural material in non-traditional
ways and in combination with other media, inventing techniques to realise
her vision.
—
漆芸家。多面的な天然素材である漆の可能性を、伝統的ではない方法で、他のメディ

2020 marks the 300th anniversary of Tango chirimen. This exhibition centres on its rich tradition and historic legacy through the contemporary design approaches explored by KYOTO Design Lab
and its collaborators from 8 countries. It is curated by Professor Julia Cassim of KYOTO Design Lab and Associate Professor Kaori Ueda of Kyoto Saga University of the Arts.

Deconstructed
Geometry
解体された幾何学

7

Martine Rey
マルティーヌ・レイ
—

4｜Metamorphose｜メタモルフォーゼ

メタモルフォーゼ

This work was supported by JSPS
KAKENHI Grant Number JP18K13039

部客員教授。

photo: Guilherme Lopes Santiago

photo: Fabian Ong

Metamorphose

凸凹 Uneven shapes
凸凹 不揃いの形たち

ルデザイン）
。アヴェイロ大学コミュニケーション・アート学部客員教授、ポルト大学工学

photo: Tenjinyama Cultural Plaza
(Kaga Masatoshi)

Sensory Pleasure
感覚のよろこび

6

Urushi is both a material and colour appreciated for its unique waterproof properties. The bowl, in Japan is the tangible symbol of lacquer. The lightness of lacquered silk makes visible our fragility, lacquer makes our presence sacred in the
world. These lacquered silk bowls contain memories, light as clouds for eternity...!
—
漆は素材であり、色でもあり、その特異な防水性が評価されている。椀は日本の代表的な

1
2
3

www.canhota.pt

Portuguese designer and participatory design activist with a PhD in
Industrial Design. Invited professor at the Department of Communication
and Arts at the University of Aveiro and at the Faculty of Engineering of the
University of Porto.
—
ポルトガルを拠点にするデザイナー、参加型デザインアクティビスト。博士（インダストリア

｜6｜Renaissance｜ルネサンス

2

Moulded and lacquered

識が現代の素材とかけあわされ、過去と現在、ポルトガルと日本をつなげている。

Ligia Lopes
リジア・ロペス
—

↓

—
Ligia Lopes｜リジア・ロペス

This set of objects seeks to enhance the three-dimensional quality of silk,
combining it directly with other flexible materials but with unscoured Tango
chirimen playing a new role as structural support. Traditional techniques and
knowledge have been deliberately combined using contemporary materials in
an exercise that fuses past and present, Portugal and Japan.
—
本作品群は、絹の3次元的性質の強化をねらい、他の柔軟性のある素材や、構造支持と

丹後ちりめん創業300年にあたる2020年。その歴史と伝統に基づいた、KYOTO Design Labと8か国のコラボレーターたちによる現代デザインの

Tango chirimen with sericin,
Elastic cord

Materials

↓｜5｜Deconstructed Geometry｜解体された幾何学

Rufo
Rufo

4

Images of works｜作品画像

Designers｜デザイナー

取り組みを展示いたします。キュレーションはKYOTO Design Labのジュリア・カセム特命教授と嵯峨美術大学の上田香織准教授がおこないます。

Works｜作品リスト

