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平林（以下 H）　それでは「フィロソフィカル・ファッション 1：

FINAL HOME アーティスト・トーク」を始めます。 本日お話しい

ただくのは、ファッションブランド「FINAL HOME」のディレク

ターでありデザイナーである津村耕佑さんです。 津村さん、ど

うぞよろしくお願いいたします。

津村（以下 T）　こんにちは。 津村と申します。 よろしくお願いし

ます。

H　最初に展覧会のことを少しご紹介させてください。 当館デザ

インギャラリーでは「フィロソフィカル・ファッション」と題して

ファッションに関する展覧会を連続して 3 本予定しておりまして、

その第一弾として FINAL HOME を取り上げました。まずは、

「 FINAL HOME」とは何かということについて、お配りしたパン

フレットにある津村さんの言葉を読み上げさせていただきます。

　ー前頁 「イントロダクション」 参照ー

　まず、この FINAL HOME のコートについて津村さんにお伺い

したいと思います。これが生まれたのは 1994年ですよね。阪神・

淡路大震災が起こる前の年です。二度の大きな災害を経験した今

でこそ、私たちはすごくリアリティを持ってこのコンセプトを受

け取れるのですが、この時期に、津村さんがこのコンセプトに至

った経緯をお聞かせいただけますか。

T　1994年に思いついたというよりも、要するに、これが製品とし

て世の中に販売されていったのが94年でして、アイデアが出てい

たのは 92 年ころだったんです。そのときに、実はこの FINAL 

HOME というブランドをつくろうと思ってこのコートを考えた

わけではなくて、このころ僕はイッセイ・ミヤケのパリ・コレク

ションのアシスタントをやりながら、自分で考えた一つの服とい

うか、作品を発表したいと思っていたんです。それで、実は密かに、

会社の仕事とは別に服をつくり溜めていたんです。

　ちょうど 80 年代後半ぐらいからファッションシーンでもアー

トのシーンでも映画でもそうなんですけれども、デッドテックと

いう概念が出てきたんです。これはハイテックとは真逆の概念で、

ハイテックが未来、宇宙をイメージさせる、映画でいうと『 2001

年宇宙の旅 』みたいなクリーンなハイテクノロジーを駆使したも

の の こ と を 呼 ぶ 反 面、デッド テック と い う の は、ハ イ テ ク

ノロジーによってある種人間性が阻害されていって、核戦争なり

何なりが起こって文明社会が一度崩壊したような設定、要はテク

ノロジーの死みたいなものをいって、それがもてはやされた時代

があったんです。それが80年代にありまして、代表的な映画でい

うと、『 ブレード・ランナー 』であるとか、アニメでいうと『 アキ

ラ 』であるとか。新しい都市、ネオ東京に対して旧市街地がある

という、そういう二極構造みたいなのがあったんです。

　そのデッドテックのイメージというのが僕の中ですごくスト

リート・ファッションとリンクしてきたんです。片や、パリコレ

クションみたいなビューティを求める世界と、ストリートという

決してビューティではないんだけれども何か生活感がリアルに

あるみたいな二極化があって、ちょうどそういう時代の中で僕は

ある一つの仮説を立てたんです。近未来に核戦争などが起こって、

いったん地球が滅びるぐらいの一大事があったとして、辛うじて

何人か地球上で生き残ったとしたら、その生き残った人類は何を

使ってどういうふうに生活していけばいいのかという仮説を立

てたわけです。そのときにつくった服の中の一つが全身ポケット

になっている構造の服でした。

　このときは、まだ FINAL HOME という名前はついてなくて、

こういう機能性を重視した服を提案したわけなんです。それが

後々、FINAL HOMEというネーミングで、プロダクトとしてちゃ

んと販売できるようになっていった経緯があるわけです。

H　こちらは最初の FINAL HOME（ HOME 1）です。ポケットが

44 個ついているものですね。ファッションというと、やはり時代

とともに移り変わるというイメージが強いですし、最近はファス

トファッションという言葉に象徴されるように、まさに時代に

乗って短いサイクルで消費されていきますが、このコートは当初

と同じものが全く形を変えないで今も販売されています。このこ

とはファッションデザインとしては特殊だと思うのです。

　このコートについては、プロダクトだったり、ファッションだっ

たりいろいろ言い方はあると思うんですが、津村さんはこうした

ファッションをどのように捉えていらっしゃいますか。

T　ファッションというと、ほとんど 99％の人は洋服の話だと思

うと思うんです。和服じゃなくて洋服、ヨーロッパの人たちが着

て生活していた衣服のことをイメージすると思うんです。もちろ

ん、僕もそういうものに憧れてファッション業界に入ったわけな

んですが、何か違和感をいつも感じるわけです。洋服が似合って

いないんじゃないかと。じゃ、着物を着るかというと、着物も今の
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生活にはあまり合っていないから民族衣装を着ているように見

えてしまうし、コスプレみたいにも見えてしまうので、それもしっ

くりこない。何かいつもそういう違和感を抱えていたんです。

ファッションを洋服のスタイルの話に限定してしまうと、余りに

も日本人というかアジア人はつらい状況になっていくので、

ファッションはお洋服の話だけではなくて、使う人がある種の美

を感じて瞬間につくり上げるスタイリングというか、コーディ

ネートというものではないかというふうに捉え直そうと思って

いるのです。

　僕がデザインした服は、もちろんファッションにもなるんですが

プロダクトでもあると。衣服は一つの道具で、ファッションではな

いと思うんです。ファッションを演出するための一つの道具とし

てはものすごく有効で、手っとり早いものなのですが、そのもので

はファッションにはならない。どう扱うかによって、それがファッ

ションになったりならなかったりということが起こります。 だか

ら、FINAL HOMEはあくまでも一つの機能的な着れる道具という

位置づけで考えようと。着る人がそれをファッションとして着る

ならばファッションになるし、道具と思って使えば道具でもいい

という位置づけで考えようと思っているんですね。

H　以前、津村さんは Kosuke Tsumura というブランドも持って

いらっしゃいました。その時は春夏と秋冬と年に２回コレクショ

ンを発表していらっしゃって、FINAL HOMEでも以前はそういっ

た発表をされていますね。その中で、いつごろから今おっしゃっ

たような考え方が起こってきたのか。また、そういった活動をし

ている中で何か疑問に感じるようなことがあったのかどうかと

いうことをお聞かせいただけたらと思います。

T　ビジネスを成立させるというのは、どの時点をもって成立す

るかというのが結構難しいんですけれども、新作をつくると人の

気持ちは新作のほうに行ってしまうんですよね。旧作のほうには

見向きもしなくなるわけです。じゃ、新作のほうに価値があって、

旧作は価値がないのかと思うと、そんなことはないですね。

ファッションというのは、春夏、秋冬の新しいものにしか価値が

ないような業界ですよね。もちろん、僕も毎年新しいものをどん

どんつくっていたんです。むしろ、僕はそういうのが得意なんで

す、実は。どんどんデザインすることは苦じゃないし、楽しいし、

やりたいタイプの人間なんですが、それをどんどん加速させると、

自分で自分を否定することにもつながっていって、だんだん収拾

がつかなくなってくるわけです。みんなそれに慣れてしまって、

次のニューは何だというところにしか意識が行かなくなってし

まうんです。

　FINAL HOMEをつくったとき、最初のコンセプトは「究極の家」

というような言い方をしているので、これが「究極」なら本来なら

次はないはずなんです。だから、２番目につくっているものは表面

的アレンジなんですね。根本の機能は置いておいて、表層的なア

レンジを繰り返していくことは、何か本当に重要なきっかけが

あって変わるのであればいいんですけれども、市場に翻弄されて

変えていると、自分のコンセプトまでわけが分からなくなってき

て消費されていくと感じてきたので、それは危険だなと思ったん

です。だから、あまりそういうところに流されないように対応し

ようと思っているんです。実は今はあまり新作などはつくらず、

もともとあるものをずっと展開しつつ、デザインギャラリーに展

示しているような、中がどんなふうになっているのかを伝えるメ

ディアの役割として、シースルーのFINAL HOMEもつくっている

というようなスタンスになってきています。その分、できるだけ無

駄がないように気をつけてつくっているということなんですけ

れども。 いろいろエコとか叫ばれてきて、震災の後もそうなんで

すけれども、デザイナーに何ができるか、ファッションで何がで

きるか、アートで何ができるか、いろいろそういう問いかけをそ

れぞれのクリエーターは多分自問したと思うんです。そのときに、

無駄なものをつくっちゃだめだよねというのはいろんなところ

から湧き上がってきた言葉だったと思うんです。日本では震災と

かいろんなことがあったのでそういうタイミングも影響して、そ

の都度もともとのコンセプトを振り返っていくと、あまり浮わつ

いた気持ちで新しいものに取り組んでも単にごみをつくってい

ることになるのかなということで、徐々に進化させるという感じ

でやっています。

H　確かに、このオリジナルのコートは今もそのままつくられて

いて、さらに、ポケットの中が見やすくなっていたり、素材が少し

変わっていたり、柄があったりとかいろんなバリエーションが出

てきていますよね。

T　それはいわゆるバリエーションで。このバリエーションもま

た難しいんですけれども、好みですよね。多分、こういう好みの人

がいるでしょうという僕の予測ですから、その好みに応えられて

いるかどうかはわからないのでその辺はちょっと曖昧なところ

なんですけれども、そういう意味でのバリエーションは増えてい

くのかな。ちょっと分からないですけれども。

H　でも、基本的なコンセプトは全部引き継がれていますよね。

T　そうですね。
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H　ところで、以前に津村さんから伺った話の中でとても印象的

だったのが、２年前の３月11日の震災を受けて、津村さんが FINAL 

HOMEのこのコートをご自分で購入して被災地に持って行かれた

時のことです。受け取った方々の言葉がとても印象的だったんで

すが、その時のことを聞かせていただけますか。

T　３.11 の後、車に FINAL HOME を積んで被災地に向かったん

ですが、当時、地元のボランティアグループはあまり物資の受付を

積極的にやっていなかったんです。というのは、全国からいろん

な物が届き過ぎて、その仕分けに追われて大変なので、一時、そう

いうものは拒否していた時があったんですね。ネットとかで調べ

ると、どこどこの市役所も受け付けていませんというようなこと

が出ていたんですけれども、現地に行って、そこから電話をして被

災地の住民の方々が避難されているところに電話すると、意外と

必要としているんですということがあるんです。そういうとこ

ろにFINAL HOMEを置いてきたんです。もちろん機能的な服なの

で便利に使ってもらえるだろうと思って持っていったんですが、

ボランティアの方々の反応は、もちろん、「ありがとうございます」

なんですが、「機能的でいいですね」というのが前面じゃないんで

す。実は、その会場には鯉のぼりの大きなものも飾ってあって、

「小学校の生徒さんたちが鯉のぼりを持ってきてくれました。被

災地の人はこの鯉のぼりを見ると元気になるらしいんです」みた

いなことをおっしゃっていたんです。そういう状況でも、例えば

ナイロンウェアとか、派手な色のウェアを持っているとそれで元

気になると。人を元気にさせるのは、いわゆる機能じゃなくて、一

つのおしゃれアイテム、それも機能の一つなんでしょうけれども、

そういうものとしてありがとうございますと言ってもらえたん

です。だから、そういう場面で必要なのは機能性だけじゃなくて、

ビューティとか安心感とかユーモアとか、そういうものも大切な

んだろうなということは感じました。

H　先ほど津村さんは、衣服というのはファッションを演出する

道具であって、イコール機能なのだとおっしゃっていて、まさに今

の話につながってくると思うのですが、津村さんが機能性を重視

しながらファッション性を備えたものとしてつくった FINAL 

HOME について、利用者側からの意見や感想によって津村さん自

身が気がついたことはありますか。

T　もちろん、こんなふうに着てくださいとか、あんなふうに着て

くださいと押しつけるつもりは全然ありません。着てくれる人が

それを生活の中に取り込んでくれることによって、僕がまだ知ら

なかった機能を見せられると僕としては嬉しいですね。

　随分長く着てくれる方がいて、外国の記者の方とか、ずっと着て、

もうてかてかになるまで着てくれる人とかいるんですね。そう

すると、普通は「新品＝かっこいい」なんだけれども、てかてかに

なるまで着られるというのは僕にとってはそれこそ本望で嬉し

いなと思うし、僕の知らないようなものを発見する機会に会うこ

とは嬉しいですね。 そういう意味でも長く続ける必要があるん

ですけれども。

H　今のファストファッションの時代だと、衣服がそれ自体で完成

していて、着る人がそれに合わせたりというような状況もあると

思うんです。 今回、展覧会の準備をするなかで、津村さんとご一緒

して何となく感じたのが、FINAL HOMEというのは衣服でありな

がら、どちらかというと皮膜というか、メディアというか、姿がな

いもので、その境界線の一方に人間の身体があって、反対側に環

境があって、そのバランスによって FINAL HOMEというコートが

完成する、そんな印象を持ちました。 その印象が今のデザイン・

ギャラリーの空間につながっているような気がします。

　津村さんは武蔵野美術大学で空間演出デザインを教えてい

らっしゃいますが、あのデザインギャラリーの空間をつくるとき

に、どのように自分のデザイン・コンセプトをあの空間に落とし

込んだのかということも聞かせていただけますか。

T　最初、この服をつくったときのきっかけは、仮説として、シミュ

レーションとして人類が何らかの間違いを犯した後の再生の第

一歩のストーリーみたいなことで考えたと言ったように、これは

単なる服で、最初つくったときは僕も便利な服ができてよかった

なと思ったんです。 ポケットの中に何を入れようかと思ったとき

に、好きなものを入れて楽しかったらいいなと思っていたんです。

あるとき、新聞紙も入るなとか思ったときから、この服ってホーム

レスの人たちだったら便利に使うんじゃないかと思ったり、その

後、震 災 に 備 え て 医 薬 品 と か を 入 れ て お い た ら 多 分 便 利

だろうなと思ったり。こういうことは、最初からそう思っていたわ

けじゃなくて、後から思ってきたわけです。こう使ったらいいか

も、こう使ったらいいかもというのは、20年ぐらいをかけていろ

いろ考えてきたんですね。だから、最初から最後までのことを僕

は想定できてはいなかったんです。考えるきっかけをつくってく

れているのは実はこの服で、そう考えると「フィロソフィカル・

ファッション」というテーマですけれども、まさにこれは哲学なん

だなと。服なんだけれども、服じゃなくて哲学なんじゃないかと

自分で考えるようになって、重要なのは服じゃなくて、そのすき間

なんだ、物を入れるためのすき間をどう利用するかという考え方

が重要なんだと。そう考えると、すき間という空間に自分の大切な

ものを入れて、身の回りに置いておける装置であるというふうに

捉えることができると思うんです。今回、展示空間というものを

考えたときに、展示空間とは一体何なんだろうと。ファッションデ

ザイナーでしたら自分の作品をできるだけ自分の思ったイメー

ジで見せるために、どちらかというと閉じたスペースをつくって

ほかのノイズ的な情報は入らないようにシャットアウトして集中

させるのが通常のディスプレイだと思うんです。それはディスプ

レイですね。僕の場合、FINAL HOMEをよく見せようと思って展示

しようと思ったわけではなくて、置かれている空間の性格、性質を

よく考えて、なぜあの場所でシースルーなのか。そして、美術館の

あの場所の意味は何なのかとか、じゃ、美術館とは何なのかという
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ふうに考えていったんですね。最初はノープランだったんです。

ノープランでこの美術館に来て、平林さんが備品の倉庫を見ます

かというので倉庫に行ったら、たくさんのアクリルボックスがあっ

たり、展示台が置かれていた。何も入っていない展示ボックスと

いうのは、いわゆる空間であって、FINAL HOMEにけるポケットで

あって。 だけど、ほとんどの人は展示ボックスなんか気にもとめ

ないだろうと。 気になるのは中にある展示品であって、ボックス

は何の意味もないもの。目には見えていても見えていないと感じ

てしまうのが一般的な見方ではないかと思うんですが、実はそこ

に物質として存在しているわけですね。だから、それ自体にも

ビューティはあるはずだと。ビューティはあるんだけれども、地

震が起こったときにそれが自分に対して降ってくる危険なもの

かもしれない。どちらに捉えてもいいけれども意識するものでは

ないか。だから、あえてそういう無用なものをそこに配置して

シースルーの FINAL HOMEをそこに掲げることによって、中にあ

るものが大切だったり、意識から遠のいてしまっているものを意

識することのほうが大切なのではないかということを言いた

かったんですね。そういうふうに想像するとか意識するというこ

とが起こると、いつも非常時に対しての備えができてくるんじゃ

ないかという意味でこういう展示にしているわけなんですね。

　今使っているのは空気緩衝材で、通称「プチプチ」と言われるも

のですけれども、これは普通は物を守るために周りをくるんで送

り届けられるわけですね。 物が届いたら、それはごみ箱に行って

しまうかもしれませんが、そういう守る物そのものにも実は

ビューティがあるだろうと。それを日常の中でもっと意識してい

けば、ただがさがさっとくるんでしまえばいいというものじゃな

くて、それはそれなりにファッションとしてデコレーション的な

効果もあって、だけど守っているというふうにちょっと考えを変

えることができるんじゃないかと思って、こういった展示をして

いるわけなんです。何かを守るためのアクリルボックスを実は

「プチプチ」で守っている、アクリルボックスがプチプチの服を着

ているという考え方なんですね。入れ子構造みたいになっている

わけです。このギャラリーは透明なので、外の景色も取り込みつ

つ、美術館の中は決して特別な存在じゃなくて周りとリンクして

いるんだということを感じてもらえるといいかなという感じの

展示になっているわけです。

H　展示に使われている空気緩衝剤「プチプチ」がこちらにありま

す。材質や形状が違うものが5種類ありますが、いずれもパズルの

ように組み合わせられる形になっています。最近の津村さんの活

動では、これらを皆で繋げるワークショップが多いですね。例え

ば「プチプチ」で服をつくったり、ファッションショーをされたり

していますね。パズルとか、空気緩衝材という素材が、津村さんの

中で大きい存在になってきた理由は何でしょうか。

T　FINAL HOME もそうなんですけれども、物質というのは何か

を守る機能っていうのがあるじゃないですか。空気だってそうで

すよね。大気圏とか。もちろん、それは「プチプチ」に限ったり、ナ

イロンに限るわけじゃないんですが、その中でも空気緩衝材はプ

ロテクトの機能が高いという意味で非常に使いやすいものなん

です。何と言ったらいいのか、特別なものじゃないんですね。

ファッションの世界で例えば、すごく特別な素材でつくったとか、

１メートル何万円もする生地でつくったとか、そうすると価値が

高いみたいな、もちろん値段が高いから高いんでしょうけれども。

そういうんじゃなくて、本当に日常にあるもの、身の回りにふと気

づけばあるもの。例えば、紙であるとか、段ボールであるとか、「プ

チプチ」であるとか、ナイロンであるとか、本当に何気なくあるも

のが楽しかったり美しかったりしないと、日常がつまらないん

じゃないかと。そういう意味で、素材に対しては目を配っている

んですね。こういう服（写真を差す）は、「プチプチ」みたいに軽く

なかったらできないんです。人に当たっても危なくないし。日常

着るにはちょっと問題かもしれないですが。これは「六本木アー

トナイト」という一つのイベントで実験的につくったものなので、

ある種、コスチュームとしては成立しているとは思うんですけれ

ども、そういう材料に対する見方をしていて。あと、なぜパズルか

というのは、物をつくるとき、洋服だったら縫う、「プチプチ」とか

紙だったら接着する、セロテープでとめる、ホチキスでとめると

か、そういうとめ方ですね。それは、もちろん王道だし簡単なんで

すが、外してもう１回もとに戻しにくいですね。戻すときには、引

き裂いてしまうとかごみにしてしまうことでもとに戻すしかな

くなるわけです。だけど、パズル構造というのはもとに戻りやす

いんです。何回も使い回せるという利点があって、のりも何も使わ

ず組み立てられるということですごく効率的だと思うんですね。

H　今、プロジェクションの画面が、「六本木アートナイト」での

「プチプチ」を使ったパフォーマンスの場面ですね。このワーク

ショップについて教えていただけますか。

T　これは、去年の「六本木アートナイト」の時、夜の街に繰り出し

てパレードしたときの作品です。 武蔵野美術大学のゼミ生たち

に「プチプチ」を渡して、外でファッションショーをやるから服を

つくろうと。それを「AIR CUSHION SHOW」と呼んだんです。 要す

るに、パレードするから目立たないとあんまり楽しくないんです。 
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なおかつ、子どもとかいろんな人が集まってくるので、大きくする

のはいいんですが、固くすると危険なんです。だから、危険じゃな

くて、なおかつ、みんなが「何、あれ」と寄ってきて触るとか、いろ

んなコミュニケーションができるようなものをつくろうと、そん

なことを投げかけたんです。「服をつくりましょう」なんですが、

いわゆるお洋服をつくってはいけないという縛りを最初に与え

ました。お洋服をつくってはいけないというのはどういうことか

というと、洋服というのは、製図でいうと、ネックラインがあって、

ショルダーがあって、アームホールがあって、ウエストがくびれて

いて、服なら、ギャザーが寄ってぶわっと広がるとか。大概そうい

うのをつくろうとしちゃうんです。そうなると、でき上がりが予

測できてしまうので洋服はつくってはだめと。そういう中で出て

きた形がこういう幾何学的な造形物だったわけです。

　最初、本当に抽象的な幾何学物造形ができて、これ着れるのか

と。それでその第２段階に入るんですけれども。そのときに、腕と

頭さえ出れば着れるでしょうということで、どこかに切り込みを

入れて手を出して、頭を出した。要するに、体に乗せるということ。

そうすると、おもしろい造形ができたんですね。それを人が着て、

パレードをした。ただ、それだけじゃなくて、ミッドタウンの中の

「無印良品」の家具とかインテリア、食器などと絡めてみたんです

けれども、人間が着ていたものが、別の場面ではディスプレイと

しての効果も持ちつつ、本来「プチプチ」は物を守るためにありま

すからインテリアそのものを守っているという意味合いも込め

たわけです。服というのは人間が着ていないときはタンスに入っ

ているかクローゼットに入っているか、着ていないときもありま

すね。その着ていないときはどうなっているのかということも考

えるとおもしろいなと思ったんですね。着物というのは着ていな

いときは、大きな着物用のハンガーみたいのにかけておくと、仕

切りになったりします。パーテーションがわりに。あとは昔だっ

たら布団がわりに掛けていたわけです。生活の中でオールマイ

ティに便利に使っていたんです。ただ、洋服という形で機能が、例

えばテーラードジャケットと決まってしまうと、着ていないとき

はタンス、クローゼットに入っているしかないですね。だから、日

本人、アジアの人の何通りにも使おうという知恵というのは、実

はこういうハイテク素材にも生かせるのではないかということ

を言いたいし、まさしく、FINAL HOME自体の構造なんです。実は、

ジャケットと言いますけれども、考え方は着物なんです。全部直

線でつくられているんですね。分割するポケットの寸法を均一化

させなくてはいけないので、カーブを入れると制作が難しくなっ

てしまうんです。だから、肩の傾斜もほとんどなくて、全部直線で

裁断して直線で縫えるように分割されているので、洋服というよ

りは、どちらかと言えば着物の考え方に近いものです。だから、

ヨーロッパの人は発想しなかったんじゃないかと。

　僕はイッセイ・ミヤケにいて、その頃、ものすごく高い素材を

使っていて、切っちゃだめだと言われたんです。切らずにデザイ

ンしろとか、もったいないから捨てるところをつくるなとか、ボ

タンを使うんじゃないとか、いろいろ言われてものをつくってき

た時があったんです。そういう時は、アジアの服をすごく勉強し

たんですね。直線でできていて、折り畳んで、三角形はよしで、捨

てるところはだめみたいな。そういう訓練があって、直線で考え

るというところにすんなり行けたのもあるんでしょう。また、全

身ポケットって簡単に言っちゃっていますけれども、実は、裏地

と表地のすき間をポケットとして利用しているということなん

ですね。ですから、ポケットとして利用しないときは、表地と裏地

に還元されているわけなんです。すき間に物を入れるという発想

は、まさしく、日本人が着物を着たときに、着物にはポケットはな

いですから袂に物を入れるとか、帯にはさむとか、要するに布と

布とのすき間に何かを入れる、もしくは体と布の間に何かを入れ

るということによって物を携帯するという文化があったので、そ

ういう意味で考えてもどちらかというとアジアの考え方に近い

服になっているわけなんですね。

H　FINAL HOME がプロジェクトとして長く続いてきて、認知度

もあがってきている今、コレクション形式の発表をやめるという

ことですが、津村さんの中で、今後、FINAL HOMEがどういう形を

とったらいいなという思いはありますか。

T　もちろん、新型というのもタイミングが合ったときには考え

るんですけれども、そういうタイミングというのはどういう時か

というと、新素材ができた時なんです。今、興味があるのは太陽光

発電のための素材開発がいろんなところで進んでいるんですけれ

ども、まだまだ実用化には至っていないです。最近、粒子上の粒を

つけて、球体の粒でそれが太陽電池の機能を果たすものが出たの

は知っているんですけれども、かなり高いでしょうし、そういうも

のが一般化してきたら、もちろんそういうものも使っていきたい

とも思うんですね。ただ、今の段階でウェアの新型というと、単な

るアイテムチェンジぐらいしかないんですね。それ以外に、さっき

のパズル構造で何かをつくっていけるんじゃないかというのはす

ごく可能性を感じていまして、今はああいうふうにワークショッ

プで物を守ろうとか、つなげて、飾って守ろうということで考えて

はいるんですけれども、もうちょっと素材的なものとかが進化し
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ていけば、服にしてみるとかインテリアにしてみるというのも広

がるだろうなとは思っています。そうすると、デザイナーのお仕着

せの、今年はこのスタイルがいいですということじゃなくて、使う

人が自由にそれを造形できることにもつながっていっていいん

じゃないかと思っていまして、ひたすら、今、そのパズルにはまっ

ています。パズルをはめているんじゃなくて、パズルにはまって

いるというか。

　それから、ひとつお見せしたかったのが、3 .11 のとき、ディズ

ニーランドがとった対応がすばらしかったんです。あそこのスタッ

フというのはすごく訓練されていて、お客さんに対しての対応も

すばらしいんですけれども、非常時のときの対応もユニークだっ

たんです。それをちょっと見てもらいたいんです。いいですか。

　— ビデオ映像  —

　まさしく２年前、３月11日のディズニーランドのディズニー・シー

近辺の様子です。スタッフが縫いぐるみを運んでいますね。あの

縫いぐるみをお客さんに渡して、縫いぐるみを頭に乗せて自分を

守ってくださいと言っているんですね。縫いぐるみの使い方とい

うのか、縫いぐるみというのは、普通だったら家に置いておいて、

かわいいねって愛でたり、自分で抱っこして気持ちいいというも

のですけれども、頭に乗せて守るために使えるんだという違う機

能をここで急遽発見したわけです。これがすばらしいなと思うん

です。だから、身の回りにあるものをいつも意識していれば、いざ

というときには使えるんだといういい例だと思うんです。そして、

それをまた客観的に見ると、何か新しいファッションじゃないか

とも。不謹慎な見方かもしれないけれども、そう思えちゃうんです

ね。そう考えると、例えば原宿とかあの辺にいるロリータファッ

ションみたいな子たちが縫いぐるみを抱えて歩いているのって

何なのと思う反面、いざというときにあれが利用できるんだった

ら、かなり機能的なファッションとも言えるわけですね。そういう、

日常に対しての自由な発想、そういうのがあると、一見無意味そ

うなファッションも、実はある場面ではすごくリアリティを持つ

のだということをここでちょっと感じたんですね。

H　今のお話を聞いて思い浮かんだのが、FINAL HOMEのアイテ

ムの一つ、テディ・ベアです。最初見た時、意外な感じがしたん

ですが、これはこの発想に近いものですね。

T　そうですね。人間というのは危機的状況に立たされたときに

こそ、ユーモアの生産量がふえるって言われているらしいんです

ね。お笑いがブームになったり、歌でもちょっとハッピーなものが

流行るとか、何とか気持ちを保とうとするじゃないですか。一見真

逆に見えるものですが、実はすごく大切な要素で、笑い飛ばすって

いうんですか、そういうことは必要なんだなと。 そういうものを

持っていると、子どもと一緒に逃げたりしたときにあやす材料に

もなるのでいいアイテムかなと思ってつくったんです。

H　説明のところに「防寒用縫いぐるみ」と書いてあるのも新鮮で

した。

T　それであったまる。縫いぐるみを抱っこしているだけでも

あったかいんですけれども。

H　言われて初めて、縫いぐるみにほかの機能があるんだなとい

うことに気づかされた一つの例でした。

　本日朝11時から別会場で「フラワーパズル・ワークショップ」を

開催しております。この後、津村さんも会場のほうに向かわれます。

皆さん、そちらのほうも行ってみていただいて、ぜひワークショッ

プにご参加ください。

T　そのワークショップについてご説明させていただきますと、明

日は３.11から２年たつわけなんですが、もちろん東北の復興もま

だまだ先が見えない状況なんですが、東北の人たちに対しての

メッセージとか、そういうことじゃなくて、さっきも言ったように、

日常的に自分たちの身の回りがどうなっているんだろう、そして

自分はいつも何かそういう対策みたいなものをやっているんだろ

うかというのをもう一度意識してもらえるといいかなと思うワー

クショップなんですね。もちろん、水を何個も用意しておくとか、

防災用の何かを用意しておくとか、家の家具が倒れないようにし

ておくという対策ももちろん根本的には必要なことだと思うんで

す。でも、今、地震があったらどうするみたいなとき、さっきの熊の

縫いぐるみで助かるみたいなことじゃないんだけれども、日ごろ

から何かファッションとして飾っているように見えるんだけれど

も、実は飾ることによって守ることにつながっているということ

だったら誰にでもできるんじゃないかと思うんです。それがすご

く苦になるようなことだと難しいんですけれども、楽しみながら

やる遊びみたいなものが自然と守りにつながっていけばいいかな

と。それがパズルというふうにどんどんつながっていくと。結局、

人間のつながり、輪みたいなものが最終的には自分を助けてくれ

ることになると思うんです。そういうことも含めて、パズルは１枚

だとただのピースなんですけれども、つながるとある種の機能を

持ち始めるということを何となく感じてもらいたくて、今、大きな

「プチプチ」で輪をつくって、この花のパズルで周りを飾っていま

す。最後、その中にみんなに入ってもらって、写真でも撮ってもら

えるといいかなと。そういう希望はあるんですけれども、ぜひ 2 、

3 枚つなげていってもらえればいいかなと思います。よろしくお

願いします。
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