


― AXIS130

Eindhoven, the Netherlands

Who is a “design week” for?
―Dutch Design Week

デザインウィークは誰のため?
「̶ダッチ・デザインウィーク」

　デザインウィークが世界各地で拡大し続けている。

しかし、規模が大きくなるにつれ大手メーカーや海外

からの招待デザイナーたちによって、その国、その地域

を拠点にするデザイナーたちの展示が脇に押しのけら

れていく感がある。その点、2007年10月に行われた

第7回「ダッチ・デザインウィーク」は、地元勢を大切に

する姿勢で他とは異なる趣を放っていた。

　オランダ人にとってロッテルダムが“金融と建築の

街”ならば、アイントホーフェンは“デザインと産業の

街”。デザインアカデミーやフィリップスの所在地とし

宗教をテーマに「ホーリー・タック」と名づけられた市内のアーティスト村での展示。
Exhibit in the artist village (located in the city) called Holy Tac! on the theme of religion. 

期間中、ヴァン・アベ・ミュージアムの展示室を地元建築家の
フランク・ヘイヴァーマンズのスタジオとして開放。写真右は
ミュージアム外観。
Use of part of the Van Abbe Museum as a studio for local ar-
chitect Frank Havermans. The photo at right shows the mu-
seum exterior.

本会場内で発表された地元デザイナーの新作、
磁力で宙に浮く照明「loS!」。
A new work unveiled at the main venue by a 
local designer. loS! is a light that uses magne-
tism to float in midair.

デザインハウスの展示から、スタジオジョブの「ロック・ファニチャー」と
「ケーキ・オブ・ピース」。
Studio Job's “rock furniture” and “cake of peace" from the Designhuis 
exhibit. 

て知られ、技術系大学も多いこの学園都市周辺には、同

国のクリエイティブ産業が集中しているという。この

地で活動するアカデミー卒業生が多いのもそのためだ。

デザインウィークを主宰するジョン・リッピンコフは、

「今年は入場者数の拡大よりも、地元クリエイターによ

る展示内容の質的向上を重視した」と語る。

　工場跡地を利用したメイン会場、デザインアカデ

ミーのある中心部、技術系大学校舎とエリアを３つ

に分け、その間をボランティアの運転によるデザイン

シャトルが行き交う。市内イベントでは、マールテン・

ヴァン・セーヴェレンが図書室を設計した「ヴァン・ア

ベ・ミュージアム」のイベント参加のほか、アカデミー

学長のリー・エデルコートが館長となった美術館「デザ

インハウス」の開館式が期間中に行われた。また、食と

デザインをテーマに期間限定のレストランがオープン。

食器やカトラリーなどが展示発表に止まらず、実際に

使用されたのもユニークな試みだった。地元デザイ

ナーたちがのびのびと活動する様を垣間見れることこ

そ、このイベントの醍醐味だった。（文／中島恭子） †
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「イート・ドリンク・デザイン2007」は期間限定のレストラン。
Eat Drink Design 2007 was a temporary restaurant. 

会場間を行き交うデザインシャトル。
Design shuttle moving between the venues.

本会場での展示風景。写真はアワード展示とテキスタイル展。
Exhibits at the main venue. The photo shows an award exhibit and textile exhibition.

creators rather than increasing the 

number of visitors.”

During the event they divid-

ed the area into three sections 

and operated a design shuttle 

between them. In addition to an 

event held by Van Abbe Museum, 

the opening ceremony for Design-

huis for which Li Edelkoort serves 

as curator was also held in the city 

during the week. Also, a restaurant 

on the theme of food and design 

was also open for a limited period. 

It was a unique experiment where 

dishes and cutlery entered in the 

design week were actually used. 

But the best part of the event was 

glimpsing the uninhibited activi-

ties of the local designers. (Text by 

Kyoko Nakajima) †

The design week phenomenon is 

growing ever larger all around the 

world. However, as the scale of 

these events increases, one gets 

the sense that local designers are 

being pushed to the side by ma-

jor manufacturers and designers 

invited from overseas. It is from 

that perspective therefore that the 

7th Dutch Design Week held in 

October of 2007 presented a dif-

ferent flavor in emphasizing the 

strengths of the local area. 

Creative industries are con-

centrated in the area of Eindhoven 

where there are many technical 

universities. John Lippinkhof, who 

runs Dutch Design Week, says, 

“This year we placed more im-

portance on qualitative improve-

ments of exhibit content by local 




