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. 999 marches

Des ogres d'outre-meront assailli Akita. *
Pourles repousser, on leur Iance un challenge: *

bitir un escalier g6anr €n une nuit.
Mille marches ? C'est un jeu d'enfant pour un Oni ! '

Plus qu'une pierre et le d6fi seragagn6. ,
Tous les villageois ont perdu espoir, saufun

o qui par un cocorico si bien imitd, +
fait croire aux Namahage que le jour est Ii.

- Adieu ouvrage, trdsors et plans de pillages.

。        「九百九十九の石段」    
・

'  ～男鹿半島に伝わる音ばなし～    .
むかしむかしのお話です。不老不死の薬草を求めて、

漢の武帝が五人の鬼とともに男鹿に

やってきました。

この武帝のために働く鬼たちは、1年に1度だけ  ☆

正月に自由を許されていました。
V

鬼たちは村里に下りては畑を荒らし、

娘をさらったりと狼藉を働きます。  ・

困った村人は武帝にこう頼みました。

. 「鬼たちが一晩で、五社堂まで千段の石段を築くことが

出来れば、毎年,人ずつ娘を差し出します。

1できなけ4ば二度と鬼を村に降ろさないでくださいJ

武帝はこれを受け入れて、    、 ☆

鬼たちに賭け事をさせることにしました。

いざ勝負が始まると、鬼たちは予想以上に手速く

どんどん石段を積み上げてゆきます。    1
ところが、999段目を積んだとき、「コケコッコJと

一番鶏の鳴き声が …・・。

実は村人の,人が、とっさに機転を効かせて

鶏の真似をしたのでした。       ,
夜が明けたと勘違いした鬼たちは悔しがり、

☆  千年杉を引つこ抜いて逆さに刺して、

山奥に帰っていきました。
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ニコラ・ビュフ

現代美術家。19/~8年 フランス・パリ生まれ。

パリ国立高等美術学校卒業、2007年以降東京に拠点を移す。

2014年東京芸術大学博士課程取得。

1980～ 90年代のフランスで、アニメ、特撮、漫画、ビデオゲー

ムなど、日本のポップカルチャーに親しむ。

「狂えるオルランドJ「 ポリフィルス狂恋夢」などのコーロッパ

の古典文学から、「宇宙刑事ギャバンJ「ゼルダの伝説」まで、

幅広い学識を持ち、アートとサブカルチャーを融合させた

独特の作風を確立。ファッションやラグジュアリー (エルメス ,

コム・デ・ギャルソン,ピエール・エルメ)、 オペラのアートテ`ィ

レクション (シ ャトレ座、パリ)、 文化施設とのコラボレーショ

ン (フ ランス国営セーヴル製陶所、 リモージュ,オービュッソ

ン国際タベストリー都市)など、美術以外での活動も多い。

2014年、原美術館にて個展 「ポリフィーロの夢」を開催。

2018年、デザインを手がけたビル「ミュージアム・ガレージ」

がマイアミ・デザイン地区でオープンした。

同年末東京ではギンザシックスの吹き抜け部大型インスタレー

ションを担当。2019年、フランス芸術文化勲章を受章。

NicOlas Buffe

A Frencll artist based in TOlり O sincc 200Z is the creatOr

behind a multifaceted,interdisciplinary world

cOmbining erudite and POpular culture After

graduating卜 om les Beaux― Arts de Paris,he Obtained i

PhD frOm TOkyo Universlサ Ofthe Artsin 2014 Born in

1978,hc be10ngs tO a gcncration naturalし markedけ

Japanese POP Culture in 1980～ '90 Francc,develoPing

frOm childh00d a passiOn fOr Anime,TOkusatsu,

」aPanese manga and VideO games FrOm EurOpean

classical literature such as・ OrlandO FuriOsO・ and
‖HypnerOtOmachia POliphili''tO‖ Space Sheriff Gavan‖

and‖The Legend Of Zelda‖ ,he uses a wide range of

narrative and visual influences tO establish his unique

Style that fuses art and subculture

Nicolas Buffc has also ventured in various creativc

territOries such as architecture,opera,fashion and

luxury(Hermё S,COmme des GarcOnS,Pierre Herm6),

French histOrical manufactOries of pOrcelain or tapestry

(SさVres,AubussOn,Limogeめ He created On twO

occasions fOr the Th6atre du chateletin Paris av′ arded

stage and costume designs for Haydn and MOzart

operas ln 2014,he hcld a sO10 shOM′
‖The Drolm of

POli■ 10‖ atthe Hara Museum OfcOntemporary art

TOkyO MOst recentbら in 2018,he designed Onc Ofthe

ive facades Ofthe Museum Garagein Miami's Design

District,v/hile over the winter Of 2018-2019,he set up a

monumcntalinstanation inside Ginza Six in Tokyo ln

2019 he was appointed Chevalier de rOrdre des Arts et

des Lettres by the French GOvernment

写 真 :ImagenSubhminal(Migud de cuzman+ROciO ROmero)



NO.6:Dix ans_NOё 1 2021の リリ,スに寄せて

「N06Jの十周年の機会に、6番目のコラボレーションとして本作

品を手がけることができて、大変嬉しく思います。

クリスマスは昔話に適する時期なので、今回、私は新政酒造の所在地

である秋田県の伝説から着想を得ることにしました。

「999の 石段」というお話は、ナマハゲの儀式の起源を語る伝説とし

ても知られていますぎ

この民話を要約すると、く太陽の力に敗北した鬼 >についてのお話と

も理解できます。太陽に秘められた神秘的な力について、『cosmOs』

(2015年 )または『」ournal h`dOnistc V』 〈2016年 )の中で、

ミシェル・オンフレが語るところによると、キリスト教の祝日である

「クリスマス」はtそもそも光の再来を祭る古代異教の信仰を受け継い

だものということです。またローマ帝国の祭典である「ソル・インウィ

クトゥスJ(Solinvictus、 "不敗の太陽"の意味)が冬至の時期に

行われており、キリスト教がローマ帝国の国教となつた時、それに合わ

せてイエスの誕生は冬至の時期に設定されたといいます。

さて本作にあらわれるキャラクターについてですが、「999の 石段」

の物語の主役ともいえるナマハゲ (鬼)の姿は く仮面をつけた毛むく

じゃらの鬼>と いうものです。まるでナマハゲは、く自然世界 (野生)

>とく人間世界>を つなげる存在のように見えます。

私は歴史的に異なった文化間において何らかの関連性を見つけるこ

とを好むのですが、今回はフランスやイタリアのフレネサンスの芸術分野

に登場する「野生の男J● lllo sclvaticO)というテーマとの関連性を

考えてみました。アンドレ・シャステルが著した『Masque,

mascaradc,mascaron』 (1959年 )に よりますと、このキャラクター

はヨーロッパの芸術的建築物や芝居・舞台にさかんに登場するのです

が、全身が毛むくじゃらで牧神のマスクをしております。このスタイルは、

中世時代の様 な々逸話とフレネサンス期のバレエや仮面舞踏会の意匠が

入り混じってできたものだということです。

私の作風にとって重要な一部である美術史におけるルネサンス期の

グロテスク装飾 (※ )の作法においても説明しましょう。

グロテスク装飾においては、自然における世界一――動物界、植物界、

.鉱物界などを形態学的に混合して表現することが多いです。このため

今回ボトルに登場するナマハゲも、「男像柱」←ermcS)や 「アトラス」

〈AJas)と して表現することになりました。この鬼は千番目の石段を手

で持っているデザインなのですが、それだけではありません。イタリア

やフランスの建築装飾やマニエリスムの洞窟、またフォンテーヌブロー

派の絵画によく見られるように、曲がりくねった足と「6」 のデザイ

ンを組み合わせることで、く野生>と く金細工>という相反する要素

を結びつけてもおります。

さて、瓶の蓋を開けると、物語の奇跡の転換が起こります。

狽1面ではポツプな星がクリスマスツリーの形を形成しており、ナマハゲ

の石段が建設された男鹿の森の姿を呼び起こさせます。また石段の数

について、9と 6の数字の視覚的なシンメトリーは、まるで光と闇の

対照を想起させます。「怒りJと 「怯えJで表現される2つのナマハ

ゲの表情も、物語の構造に合わせて配置いたしました。そして雄鶏の

デザインですが、これは 20世紀半ばのアメリカのカートウーン (アニメ)

のスタイルのように描いてみました。

ちなみに雄鶏は、フランスのシンボルでもあることをご存知でしょう

か。「雄鶏の叫びで鬼が逃げたJというのは、まさに皮肉な結末であり、

本作品に軽妙なタッチを加える良い機会になつたと思う次第です。

Niさolas Buffe

ニコラ・ビュフ

※『グロテスクの系譜』アンドレ・シャステル著、永澤 峻訳 参照



WOrks

NttOlas Buffe:The Dream 6f POlifl10

Hara Museum Of COntel■■Po●1,Art,TO場 0,201イ    =

原美術館 (東京)にての個展「ニコラ ビュフ:ポリフィー

ロの夢」、201イ 年

「The Gate oftlle WOlf t MOuth」

入回のインスタレーション

制作協力 /PrOdllc●On:株式会社十指作、(写真 :木奥恵三 )

「The Triumph 6fLedaJ

(写真 :ニコラ・ビュフ)



NicOlas Buffe:The Dream Of Poli■ 10

Hara pl■ lseum orContemporary Art,

TO時0,2014

原美術館 (東京)にての個展「ニコラ

ビュフ :ポリフィーロの夢J、 201イ 年

「The HerO's AriOr/stpcr Poli610」

「ヒーローの甲冑/スーパーポリフ

ィーロ」、201イ 年

制作協力/PrOductiOn:レ インボー造形

企画、RainbOw ZOkel

(写真 :木奥恵三 )

|● |

|―

‐

E爾 暮 轟
繭

は F饉 鱚
仄

内 鐘 痙 鱚 唯

「Peau de licOrneJ(ユ ニコーンの皮 )

TapestゥらPOrCelain、 タベストリ=、 陶器、2010年

オービュッソン国際タペストリー都市、フランス ,市」作協力 /

PrOductiOn:Cit`de la Tapisserie in AubussOn,

France、 Atelier Patrick Guillot、

CRAF■LimOges,COllectiOn Of Cit`

de la Tapisserie d'AubussOn(写 真 :木奥恵三 )
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「Sh00r em uPJ(縦 スクロールシューティングテ

レビゲーム )、 ネックレス、2019年、セーブル焼、

オニキス、金、その他、エディション:Galerie

MiniMasterPiece/Sё vres、 (写真 Yttn DelacOu⇒

SEVRES― CITЁ DE LA CЁRAM10UE/
MANUFК TURE｀ ATIONALE DE SEVRES―

Cuisson au fOur a bois 2016セ ーヴル陶芸都市 /

セーブルに国立製造所 /フ ランス国営セーブル

製陶所 -2016年

「 POlia」 (VaSe Grand Charpil■ y;「ル16duse/PとgaseJ

(ヽζaSe MayOdOn)、「POliphile endOrmi au pied

dlun arbre/POliphile entre deux rOves」 (Vase Ly)

、「LeI)ragon,ascension a la recherche de POha」

(ヽLSe de PresIめ 、「Super Poliphile/Super Polifl10J

(ヽLSe ClermOnう 、「 CuPidOn」 (VaSe sR22);

(写真 :Sё vres,Cit6 dc la c6ramique,G`rard JOnc→



Haydn:OrlandO PaladinO

オルランド・パラディーノ

Opera dramma erOicOmicb in 6 actsけ JOSeph

Hりdn-5幕 のドラマ・エロイコミーコオペラ、

フランツ・コーゼフ・ハィドン,旨揮者 :

Jean― ChristOphe SPinOsi,Ensemble Matheus;

シャトレ座、パリ、2012年
THEATRE DU CIIATELET,PARIS,2012

Mozart : Il Re Pastore

The Shepherd King, Opera in two acts by
Wdtang Amadeus MOzart

羊飼いの王様、2幕のオペラ、ヴォルフガング・アマ

デウス・モーツァルト;指揮者 :

Jean― christophe SpinOsi,Ensemble Matheus;
シャトレ座、パリ、2015年

THEATRE DU CHATELET,Rヽ RIS,2015
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「提灯ロケット」

(Paperlantern rOcke0

2017年、イ,65x`xl,8m
制作協力/PrOduction:レ インボー造形企画、

Rainbow ZOkel,Kll HOng_KOl■ g

六本木アートナイト、六本木ヒルズ、

ROppon」 Art Night,TЫ γO,201o年

(写真 :ニコラ,ビュフ)



「Museum Garage」

Miallli Design District

マイアミデザイン地区、2018年

WORKiclJ Mayer H I NicOlas Buffe Clavel

ArquitectOs l K/R

Pr● eCt Curatedけ Terence R■ey

(写真 :ImagenSubliminal

(Miguel d9 Guzman■ Rocio Romer6)



「光るぞう」(「冬の王国」と「夏の王国」の物語」)

Falltastic Gift,MOnumcntalinstallatiOn at

GINZA SIX,Tolけ9

ギンザシックス、東京、2018-2019年

(制作協力/PrOductiOn:プ ランクス、Pranks inc)

(写真 :ギンザシックス)



NO.6:Dix ans～ Noё1 2021の リリ,ス に寄せて

新政酒造株式会社

代表取締役 佐藤祐輔

このたびは「No.6J十 周年記念酒企画の最後のひとつ

「N06:Dix ans_Noё1 2021(ディザン・ノエル)Jを お買

い上げいただきましてまことにありがとうございます。

「N。 .6」 は、当蔵発祥である「6号酵母」の味わいをダイレ

クトに表現するために造られた、新政酒造唯一の「生酒」ブラ

ンドです。2011年の発売から早くも十年が経ちましたが、今

やたくさんの人々に愛される銘柄に成長いたしました。皆様と

ともに歩んだこの年月を祝うため、本年度、6名のアーティス

トとのコラボレーション企画が行われております。

さて最終 の第六弾 となる本作は「N06:Dix ans^

Noё1 2021(ディザン・ノエル)」 。国産のミズナラ樽にて熟成

させた生酒を、さらに瓶内での二次発酵によってスパークリ

ング化したものであり、毎年 12月 にリリニスされる「X― mas

ЪTe」 をさらに進化させたものとなっております。

現代美術家であるニコラ・ビュフ氏の手によるデザインも、

たいへん見所が多いものとなっております。黒と赤を基調と

したそのゴシックなデザインは、ヨーロッパ古典美術と日本の

ポップカルチャーを融合させることで成り立っており、本作に

おいてもその独特な世界観は遺憾無く発揮されております。

なおニコラ ビュフ氏のアートワークは、なにかしらのストー

リーを基にして構成されるのですが、今回は「999の階段」とい

う、秋田県男鹿半島に伝わるナマハゲが登場する民話をもとに

制作されました。この民話は、<狼藉の限りを尽くす鬼を村人が

協力して追い払う>という内容なのですが、未だ世界を覆いつ

くすパンデミックのただなかで、この民話がテーマに選ばれたと

いうことは実に興味深いことです。

古来から鬼は「疫病Jを象徴するものでありました。例えば

「節分Jの行事は、流行り病を追い払う儀式の名残りと言われて

いるようですし、最近では鬼退治を題材としたアニメーションが

空前のヒットを果たしたことも言]憶に新しいでしょう。

そのような意味で、この「N。.6:Dix anS― Noё1 2021

(ディザン・ノエル)Jは、コロナ禍における疫病退治の願いを表

現した芸術作品とも言えるのです。皆様におかれましても、本作

品を通してぜひ「鬼退治Jに参加していただきたいと思います。

そして2022年こそ、世界に平穏が戻つてきますように。



新政の酒造り

1852年、江戸時代末期に創業した新政酒造

は、6号酵母の発祥蔵でもあります。

このため新政酒造では、すべてのお酒を、

この 90年前に発見された、

現在最古の市販清酒酵母である

「6号酵母」で造っております。



新政酒造は、秋田市外れの「鵜養」にて、自社

圃場を運営しております。この地では 26町も

の無肥料無農薬田が広がっており、酒米が育

てられています。

IA..r_=
Ph010 bv Tをlke=tl(i lllを ltsutia

村の上流には鬱蒼と生い茂る、杉、ミズナラ、ブ

ナの森林が広がるのみ。透明感ああヽれる豊富

な水が、堰を通って村に流れ込み、この地で育

てられる稲の生命を育んでいます。
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新政酒造は無農薬酒米の栽培の他にもさまざ

まな取り組みを行なっています。純米造 りの

み、また江戸時代に完成した技法である「生翫」

のみでの醸造に徹するほか、イ5本もの木桶を

保有しており、日本古来からの伝統製法を啓

蒙しています。

Pholoけ KbchldC HOH

新政酒造は、日本の伝統発酵文化の保護と継

承のため、酒造 りをしております。



NO.6:Dix ans_Noё1 2021

品  目 :日本酒 (純米酒)

内 容 量 :720ml

力
"つ

レ分 :11度

原材料名 :米 (秋田県産)、 米麹 (秋田県産米)

精米歩合 :55%(麹米、掛米ともに 55%)

原料米名 :秋田酒こまち 100%使用
(2020年 秋田市鵜養地区 収穫 )

使用酵母 :き ようかい 6号

貯  蔵 :ミ ズナラ樽

醸造年度 :令和 6酒造年度 (2021-2022)

杜 氏 名 :植松誠人

製 造 者 :新政酒造株式会社 秋田市大町六丁目2-35

製造年月 :2021.12(出荷年月)

く当蔵のお酒の特徴〉当蔵は素材の魅力を最大限に表

現するため、生翫造り・純米造りに徹しております。

使用しても表示する義務がない以下の添加物 ――――

酸類 (醸造用乳酸など)・ 無機塩類 (硝酸カリウムなど)・

酵素剤 (ア ミラーゼなど)を 用いることはありません。



製 品 につ きまして

当蔵は、手間暇を要する伝統製法により醸造しており

ます。また、完成から出荷に至るまで、全商品を冷蔵庫

で管理するなどあらゆる点で品質に最大限の注意を

払つております。このため、一酒造期間中に醸造できる

量が限られております。製品によっては、欠品が起こる

などのご迷惑をおかけする場合がありますことを深く

お詫び申し上げます。

ご購 入 に関 しまして

当蔵は、お酒の直接の販売はいたしておりません。

ご購入の際は、お近くの特約酒販店をご紹介いたしま

すので TEL:018-826-6イ07(新政酒造 )までお問

い合わせください。

会社概要

新政酒造株式会社

〒010-0921秋 田県秋田市大町6丁 目2番 65号

事業内容 日本酒の醸造および販売

創  業 嘉永五年 (1862年 )

T E L 018-826-6イ 07

F A X 018-864-4407

M A I L info@aramasa,p
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