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（１）概要 

 
名称 Fermentation Tourism Nippon  
　　　　  ～発酵から再発見する日本の旅～  supported by カルピス 

開催日 2019年4月26日(金) ～ 7月22日（月） 88日間 ／ 11:00～20:00（最終入場19:30） 
　　　　　※ 7月8日（月）最終日予定を、好評につき2週間延長 

会場 渋谷ヒカリエ8F　d47 MUSEUM （東京渋谷区渋谷2-21-1） 

入場 無料 
 
キュレーター   小倉ヒラク 

主催 D&DEPARTMENT PROJECT 

協賛 「カルピス」（アサヒ飲料株式会社）  
　　　　　 株式会社環境ダイゼン  
                株式会社ビオック・株式会社糀屋三左衛門  
 
協力　　　 ALL YOURS 
 
 
 
＜展覧会概要文＞ 
 
発酵文化から紐解く日本の地方文化の多様性 
 
今世界中から注目を集める和食の文化。そのユニークさの秘密は、その土地の微生物の力を活かし
た発酵食品の存在。和食の発酵食品というと、日本酒や味噌、醤油や納豆など日常の食卓になじみ
のあるものが思い浮かびますが、実は日本各地にはその枠には収まらない多種多様なローカル発酵
文化が根付いています。その土地の気候や歴史に根付いたバラエティー豊かな漬物や調味料、分類
不能のガラパゴス食、人知れず古代の歴史や大陸の文化を受け継いでいる摩訶不思議なルーツ食な
どなど。 
海、山、川に離島。人口わずか数千人の小さな村に世界にも類例のないような特殊な発酵文化が継
承されていることも。東西南北津々浦々で受け継がれてきたローカル発酵文化を体系化すること
で、日本の食文化、そして郷土文化の脅威の多様性を深く理解することができます。 
新たな視点で地元の文化の魅力がわかる。数百年の歴史を受け継ぐ醸造家たちに会いたくなる。畑
や河辺や丘の上に立って、その土地に吹く風を感じたくなる。微生物の視点から、ダイナミックな
歴史の変遷と風土に根ざした人の暮らしを再発見する『発酵の旅』に誘う展覧会を開催します。 
 
キュレーター 小倉ヒラク 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（2）展覧会構成 
 

47都道府県の発酵文化を紹介。1つの発酵食品は重複して紹介しないという選定基準を設け、47種

類の発酵食品をキュレーター・小倉ヒラクが全て現地取材を行った。また、その土地の気候風土や

歴史と紐付いている、ながく続いてきた、その土地ならではの発酵文化を紹介した。 

 

＜会場レイアウト＞ 

発酵食品の分類に一般的に使われる製法のカテゴリー分けではなく、「海」「山」「街」「島」の4

つの分類で会場を構成。47都道府県+番外編（青ヶ島）の計48種類の発酵文化を紹介。 

各地の発酵文化とは別に、「北前舟」「藍染め」「寿司の変遷」などのトピックも掲示した。 
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＜展示台＞ 
 
キュレーター・小倉ヒラクによる紹介文、製造方法、菌の種類を全て日英バイリンガルにて掲示。 
専門的な内容から、手書きポップで気軽に楽しめる視点など、「発酵」をテーマに集まる、様々な
視点を持った来場者にあわせた工夫を行った。 
 
・食材と共に実際に匂いを嗅げる仕組みを設けたことが、SNSやアンケートでも好評 
・バイリンガル表記により、海外からの目的来場もあり、2-3時間じっくりと滞在する方が多い 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＜d47 MUSEUM SHOP内販売スペース＞ 
「発酵デパートメント」として、展示スペースで紹介した食材から、キュレーターセレクトのアイテ
ム、醸造家や生産者の推薦による書籍などを販売。設定予算の2倍以上の実績となった。 
 

 
＜d47食堂による関連メニュー提供＞ 
d47 MUSEUMに併設している、d47食堂にて「発酵定食」を3種類、期間毎に提供。 
小倉ヒラクとd47食堂の料理人によって、共同開発を行った。 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3）関連イベント 
 
・MUSEUM TALK （計7回開催／無料） 
キュレーター小倉ヒラクによる、展示会場を45分で巡るギャラリートークを開催。 
実際に解説を聞きながら展示品を見ることで、より深い理解と興味を生む機会となった。 
展示食品の醸造家も実際に登場する回もあり、毎回、30-70名程度の参加に。 
販売スペースでの商品紹介も好評で、直接オススメが聞けることや、公式書籍へのサインなどの対応
もあり、売り上げにも繋がった。 

 
・TALK SHOW & WALKSHOP（計29回開催）  
醸造家を招いて、それぞれの発酵食品を掘り下げるトークから、d47食堂での料理教室、ぬか床ロボ
ットのお披露目会、子ども向けのワークショップなど、様々なテーマで開催。 
実際に試飲・試食を交えた会などもあり、聞いて、味わって学べる機会となった。 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・d47 発酵角打ち（計10回開催） 
展覧会では紹介しきれない各地の醸造家や、地域での活動家を招き、キャッシュオンの立ち飲みの
「角打ち」イベントを開催。参加人数が200名を超えた会があるなど、想定を上回る参加者とな
り、会場をd47食堂入り口から、d47 MUSEUM館内に移すこともあった。生産者との交流はもちろ
ん、参加者同士の交流も生まれ、展覧会に何回も足を運ぶきっかけにも繋がった。 

 

・発酵ツーリズム（1回開催）  
山梨県甲州の発酵文化「甲州味噌」「甲州ワイン」を巡る渋谷発着のバスツアーを開催。小倉ヒラ
クによるバス内の解説から、実際の生産現場で試飲・試食を交えた見学を行った。現地で体感する
ことで、生産者と消費者の深い交流を生む機会となり、その土地のファンづくりに繋がっている。 

 

その他の関連イベントとて、展覧会期間前のキックオフイベントにより、開催前の盛り上がりを生
むトークショーや、プロ向けのクローズドイベントとして麹づくり講座なども開催。 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4）実績 
＜88日間の累計実績＞ 
来場客数 約48,700名 
展覧会関連商品売上 約16,500,000円／購入客数 9,726名／客単価 約1,700円 
公式書籍 累計販売数 1,188冊  

＜TALK SHOW & WORK SHOP 、発酵ツーリズム 参加人数実績＞　　　　　　　　　　　　　　　　 
日時／イベントタイトル 参加人数

4月26日（金） 18:30-20:00 オープニングトークイベント 71

4月26日（金） 20:15-22:15 オープニング懇親会 50

5月11日（土） 18:00-19:30 発酵ツーリズムトーク「愛知県 三河みりん」編 35

5月12日（日）15:00-16:30 発酵ツーリズムトーク「岐阜県 鮎文化」編 21

5月18日（土）15:00-16:30 発酵スクール 「種麹屋に学ぶバイオテクノロジー」 51

5月18日（土）17:00-18:30 発酵ツーリズムトーク「兵庫・淡路島 都美人」編 20

5月24日（金）19:00-21:00 発酵スクール 「のみながら学ぶ、初めての純米酒」 38

5月26日（日）14:00-16:00 発酵ツーリズムトーク「東京・青ヶ島 焼酎」編 40

6月1日（土）15:00-16:30 発酵ツーリズムトーク「静岡県 潮かつお」編 13

6月2日（日）15:00-16.30 発酵ツーリズムトーク「奈良県 奈良漬」編 15

6月8日（土）9:15-10:45 発酵スクール「簡単！発酵料理入門ワークショップ」 14

6月8日（土）11:00-12:30 発酵スクール「とことん！醤油&木桶トーク」 36

6月9日（日）11:00-12:30 発酵ツーリズムトーク「 石川県 フグの卵巣糠漬け」編 32

6月9日（日）15:00-16:30「NukaBot 御披露目会！」 42

6月15日（土）12:00-13:30 Re:S presents 「ヒラク、この日いないってよ」 25

6月15日（土）18:00-19:30 なんも大学presents『ちゃぶ台の上の秋田～秋田に醸されナイト～』 73

6月16日（日）13:30-15:00 発酵スクール「基礎から学ぶ、発酵茶とは？」 20

6月24日（月）事業プロデューサー 小野裕之プレゼンツ「発酵から考えるビジネス＆クリエイティブトーク」 29

6月27日（木）発酵ツーリズムスペシャルトーク「秋田県 一白水成ナイト！」 15

6月29日（土）14:00-16:00 「無添加キムチ デビュー・お披露目会」 33

6月29日（土）18:00-19:30 発酵スクール「発酵サイエンス！消臭も発酵?!」 29

6月30日（日）13:00-14:30「カルピス」presents『発酵のチカラ 親子教室』 23

6月30日（日）16:30-17:30発酵スクール「乳酸菌による発酵を大解剖！」 78

7月3日 （日） 発酵スクール「簡単！発酵料理入門ワークショップ 夜の部」 8

7月6日（土） 9:30-11:00 発酵スクール「青森の家庭発酵食品「ごど」作りワークショップ」 29

7月6日（土）15:00-16:30 翻訳チームが語る「発酵ツーリズム翻訳の裏側と発酵の世界発信」 62

7月6日（土）17:30-19:00 発酵スペシャルトーク「発酵のこれから」 87

7月7日（日）日帰りバスツアー 発酵ツーリズム 山梨県 -甲州ワイン&甲州みそ編- 16

7月20日（日）18:00-19:30 発酵スクール 「呑み食べながら学ぶ 地方ローカル発酵食品」 34

7月22日（月） 展覧会クロージングトーク＆現地ツアー・発酵ツーリズムキックオフ！ 65

累計参加人数 1104
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5）PR実績 
別紙をご参照ください 

6）来場者傾向・反響（来場者アンケートより） 
 
＜来場者傾向＞ 
男女比率   3:7  
年齢比率  ～20代 27%／30代 19%／40代 17%／50代 20%／60代～ 10%／無回答 7%  
 
・通常、男女比は4:6程度だが、アンケート結果では3:7となり、特に女性からの関心が高かった。  
・国内外問わず、じっくりとキャプションを読み込む方が多く見受けられた。 
・一回での来館では見切れず、会期終了までに数回訪れる方が多かった。 
・商品もリピート買いが目立った。 
・テレビやラジオなどの効果があり、今回の展覧会を通じて、d47 MUSEUMへ初めて来館した方が7

割となった。 

 
＜反響＞ 

5段階の満足度  【 5（満足）】77%  【４】19%  【３】 3%  【２~１(不満）】 1%  
 
感想 
・香りをかげるのが素晴らしい。実物のサンプルがあるのがすごい。 
・1つ1つローカルが発酵という軸でつながりを持って日本を感じ取るという仕組みがとても面白
かった。 
・素晴らしい展覧会。もっと知っていきたいと考えるきっかけになった。 
・何度かこの会場の展示を見てきましたが、今回の企画はとても面白く参考になりました。小倉さ
んの文才がすごい。 
・何となく使っていた発酵食品などに、改めて興味を持って使ってみようと考えました。当たり前
と思っていましたが、とても当たり前ではなく人知の限りを尽くしていたのだなと痛感しました。 
・大きな写真や杉玉など日本の原風景をイメージ出来て現地に行きたくなりました。 
・展示に合わせたSHOPが充実していて素晴らしかった。 
・実際に現地に行ってその土地で暮らす人、つくる人と会ってお話を聞きたくなりました。より発
酵の素晴らしさとありがたみが感じられそうでいい。 
 
要望 
・紹介している発酵食品を全て買いたい。 
・もっと匂いの嗅げる展示数を増やして欲しい。 
・それぞれの発酵食品をビデオなど展示以外の見せ方も期待したい。 
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＜総括＞ 
展覧会準備期間：クラウドファンディングやキックオフイベント等を行うことにより、事前の盛り
上がりが生まれた。目的を持って来館する方の数に繋がり、開催中もSNSや口コミでの拡散も頻繁
に行われた。 
 
展覧会期間中： 
数回会場に訪れる方や、海外や遠方の方が展覧会目当てに会場へお越しいただく方も多数。一回の
滞在時間が非常に長く、予想を上回る来場者数と反響、ご要望により、会期延長を実施。 
ほぼ毎週末にイベントやミュージアムトークを行うことにより、生産者との交流が生まれ、より日
本の発行文化への意識、関心が高まった。また、生産者がイベント以外でも来館することが多く、
「あまり知られていないと感じていたが、このように発信されて嬉しい」というお声も多数いただ
いた。 
この展示をきっかけに、自身の土地で「発酵ツーリズム」を開催してほしいという行政、生産者か
らのご要望もいただいている。商品開発や地域活性を発酵をテーマに取り組みたいというお声がけ
もいただいた。 
 
展覧会終了後： 
継続的に現地を訪れる「発酵ツーリズム」を開催していく。 
（2019年10月 北海道標津、2020年 2月 岐阜県長良川、その他、石川、秋田なども予定） 
展覧会をきっかけに、事業化し、物販飲食店として、2020年に出店予定。 
 
 

7）展覧会記録写真 

会場の記録写真を以下URLよりダウンロードできます。  
 
ダウンロード先：http://u0u0.net/0yG7 
 
＜画像の使用に関して＞ 
関係者の皆様は、社内使用に限り（自社WEB、ブログ、社内報、チ
ラシ等）自由にご使用いただけます。社内使用の範囲を超えて、雑
誌社等への提供をされる場合には、以下の撮影者まで一報をいただ
けますようお願いいたします。 
D&DEPARTMENT  広報担当：清水（しみず）　 
pr@d-department.jp / 03-6427-2301̃̃

�10

mailto:pr@d-department.jp

