


第１部

平林（以下 H）　2013年1月から1年4カ月にわたって開催した「フィ

ロソフィカル・ファッション」展も、本日が最終日となります。本

日はそのクロージング・プログラムとして、これまでの3本の展覧

会の出品デザイナーの方々にお集まりいただきました。

FINAL HOMEのディレクター、デザイナーの津村耕佑さんです。

ANREALAGEのデザイナー、森永邦彦さんです。

mintdesigns のデザイナー、勝井北斗さんです。同じく、mintdesigns

のデザイナー、八木奈央さんです。よろしくお願いします。

　進行を務めさせていただきますのは、本展担当キュレーターの

平林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

　はじめに、この展覧会の概要をお話させてください。

　「フィロソフィカル・ファッション」展は、「目まぐるしく移り変

わる流行、それを支えるファストファッションの隆盛が顕著ない

ま、衣服の意味を問い直し、一貫したコンセプトでファッションを

提案するクリエイターを紹介するシリーズ」を企画趣旨として、3

本の展覧会から構成されています。第一弾がFINAL HOME、第二弾

がANREALAGE、そして第三弾が現在開催中のmintdesigns です。

　現代は情報化社会といわれるように、情報伝達が速度を増して

いて、消費のサイクルが早くなる傾向があります。ファスト

ファッションはまさにその需要を受けとめて、ファッションの

マーケットには大きな影響を与えていて、速さとか安さというの

は重要な価値観になってきています。ただ、そうした大きな価値

観とは異なる独自のモノづくりを続けているファッション・ブ

ランドも多く存在しており、支持を得てきています。

　この展覧会は、つくる側と着る側、つまり消費者の側ですが、そ

れぞれの衣服やファッションに対する価値観を問いかける場と

なることを願ってつくっています。

　3 組のデザイナーを選ばせていただいた基準は、それぞれが

ファッションに対して独自の哲学を持って取り組んでいて、その

活動が10年以上継続していること、そのデザイン、商品が消費者

にも支持されているということです。また、カルチャーという土

壌でアートとファッションの関係が密接になりつつある現代だ

からこそ、単にコンセプトだけではなくて、あえて商品というデ

ザインの最終形に焦点を当てたブランドの選択としました。

　展覧会をつくるにあたっては、商品のディスプレイではなく

て、ブランドの考え方を空間として表したいという方針をデザイ

ナーの方々にお伝えし、展示方法を相談しました。また、展示に

加えて、デザイナーの声を直接届けるトークイベントと、ワーク

ショップやファッションショー、プロジェクトなど各ブランドの

活動が見えるような関連プログラムを実施することで、より多角

的にその活動を可視化していこうと努めました。

　まずは三者三様の展示を写真で振り返りながら、デザイナーの

方々から各ブランドについてお話をいただければと思います。

FINAL HOME

津村（以下 T）　こんにちは、津村です。

　僕は、FINAL HOMEというブランドをやっていまして、この写

真のコートができたのが 1994 年です。全身がポケットの服なん

ですが、そのポケットの中にさまざまなものを入れて自分を守っ

たり、もしくは何か自分の好きなものを入れて日常を楽しく過ご

そうというような考え方の服なんです。

　94 年から今でもずっとこの形で売り続けています。ファッショ

ンとして使うことももちろん可能なんですが、むしろプロダクト

というか、製品として考えていまして、消費者がファッションとし

て使ってくれればファッションにもなるし、道具

として使ってくれれば道具だし、使い方とい

うのはデザイナーとしての僕が提案する

というよりも、使う人たちが工夫して

くれればいいなと思っています。

　FINAL HOMEという名前ですが、日本語

に訳した場合は「究極の家」と言っていまし
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て、要するに家を着るという考え方ですね。家を着て、ノマドのよ

うにどこへでも旅して行けるというコンセプトで、ヤドカリも殻

を着て歩いているし、遊牧民もテントとともに移動生活している

わけで、都会の中でそのように移動しつつ自分をプロテクトしなが

ら、自分にとって大事なものを持ちながら、精神面でもそこをサ

ポートするようなものをポケットに入れて、アクティブに生きて

いこうというような考え方でつくっています。

　この「プロテクトする」、「自分を守る」という考え方をこのフィ

ロソフィカル・ファッションの展示に応用したわけです。まずこ

の展示室、通常、ギャラリー空間というのは閉じられた空間で外

側からは見えないんですが、ここはガラス張りになっていて外か

ら見えるわけですよね。だから、ギャラリーとは言ってもショー

ウインドーのような効果を持っていて、内側に入ってみることも

できるし、外側から眺めることもできるという空間なので、１点１

点の作品に集中して見てもらうということはなかなか難しいな

と感じていました。

　難しいなと思いながら金沢21世紀美術館に来て、平林さんに倉

庫を見ますかと言われたんで、ぜひということで地下の倉庫を見

たら、アクリルの展示ケースがたくさんあったんですね。展示

ケースと展示台、そしてモニター、テレビ、そういう通常の展覧会

で使う、いわゆる備品が大量に置かれていまして。皆さんは展覧

会を見に来たら、多分、展示台を気にとめないと思うんですね。

中にある作品を中心に見るから展示台は気にしないと。ただ、そ

の作品を守っているのは展示ケースであり、よりよく見せようと

しているのは展示台だと。だったら、ふだんは目に触れない展示

台や展示ケースを見せるのがいいんじゃないかと思って、それを

会場内に配置して見せようと。

　作品を守るために用意されている展示ケースは、例えば地震が

起きたときなどには―ちゃんと管理されているからそういうこ

とはないと思うんですけれども―もし倒れたら人に危害を与え

るものになってしまうと。だから、そういう日常にあるものも意

識する必要がある。アクリルケースに入っているだけで、作品の

見え方は変わっているはずなんですよ。だけどみんな意識しな

い。けれど、現実にはある。だから、作品の一部と考えることもで

きるという、人が気にとめないところにスポットを当てて、それ

を飾ろうというのがコンセプトでした。それはいわゆる守ってい

るもの、例えば人間を守っているものは衣服だと考えれば、人間を

展示するんじゃなくて、衣服を展示しているのと同じことで、展

示されるものを展示するんじゃなくて、展示を守るものを展示

するという逆の発想をして、展示ケースを飾ったわけなんです。

その展示ケースも守ろうということで、このプチプチという、皆さ

んよく知っているエアクッションですね、それでつくったパズル

状のピースをつなげて、展示ケースもカバーする。カバーするも

のをカバーしていくという考え方でこの空間を構成しました。

　テレビモニターも何台か飾ったんですけど、ここに情報を流し

てしまうと意識が情報の内容そのものに行ってしまうので、モニ

ターはあるけれども、あえて何も流さない。流れているのはノイ

ズだけなんです。要するに照明機材としてモニターを使おうと。

テレビモニターが自分の家にあるとき、もし情報が流れてなけれ

ば何もないただの機械ですが、何も映ってないときもあるわけで

すよね。何も映ってないのに存在しているという。だけどそ

れはやっぱり映ってなくても意識すべきもので。普通テレビモ

ニターが置いてあったら何か映るだろうと期待するんですけれ

ども、内容は映らないという、物としてあるものをそこに展示し

ようと考えたんですね。

　そこに透明な素材でできた FINAL HOMEを展示して、ポケット

に造花の花をたくさん詰めこんでいます。これはある意味、生命

の一つの比喩なんですけれども。冬になって雪が降って、それで

春になって雪解けがあって、草花が芽吹くときとか、その後花が咲

くみたいに、花には何か生命の意味があるんですが、これは本物

の花じゃなくて、造花なんですね。だから展示されるものには生

命はないんですけれども、花びらの形をしていると花に見える

という、一つの希望みたいなものかな、それを展示の中に組み入

れたというのがこの展示の趣旨ですね。

H　展覧会の会期中には、FINAL HOME のフラワーパズルを使っ

たワークショップを2回行いましたね。１回目は、特に3 .11を意識

したプログラムとして3月に、２回目は５月に行いました。

T　そうですね。何でこういうパズルを考えたのかというと、

ファッションと全然関係ないと思うかもしれないんですけど・・・

ファッションは普通は洋服の話ですが、考え方によってはライフ

スタイルとか生活全てにファッションの要素を加味できるんじゃ

ないかと。洋服を超えてインテリアでも道具でも家でも空間で

も、ファッションの要素を加えることで生き生きとするんじゃな

いかという思いがありまして。
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　物を守るために使うプチプチというのは、物を取り出したらす

ぐごみ箱に行く、捨てられてしまうんですよね。そのプチプチ

が、もうちょっと生活の中で滞空時間を長くできないかと思った

んです。何か使い道ないのかなって考えまして、そのときに武蔵

美の学生とプチプチを使って何かファッションショーをやろう

と思いつきました。それで、六本木アートナイトに出展したとき

に、プチプチで服をつくる企画をやったんですよね。通常、洋服を

つくるというと、よく勉強した人たちは洋服の平面パターンを洋

服と考えがちですけど、そういう考えじゃなくて、何でもいいから

おもしろい形のものをつくって、それを勝手に着ようという感じ

でつくってみたんです。それがきっかけで、そのプチプチを使っ

てパズル状のものをつくれば、物を包むこともできるけど、その

後も遊べるんじゃないかと。飽きちゃったら最後には捨てればい

いんですけど、もうちょっと生活の中にプチプチが広まるんじゃ

ないかという考えに至って、パズルを作ったんです。これを組み

合わせていくと、場合によっては衣服のように体を守ることもで

きるし、物を守ることもできる。だから、物に着せる服は、それも

ファッションと考えていいんじゃないかということで、パズルみ

たいなものをつくって、今、ワークショップとかで見せてるんで

すけれども。それを製品化しようとか、まだそこまではいかないで

すが、そういう活動を通じてファッションの概念を広められたら

いいなということで今取り組んでいるプロジェクトです。

H　こちらは、このパズルを使ったワークショップの画像です。

T　これは紙でつくったパズルですね。これはプチプチ。今すご

いいろんな種類があって、川上産業さんという会社があるんです

が、ここは日本のシェアトップなんですよ。厚みとか、そのプチプ

チの形とか、いろんなことができる時代になって、単に物を守る

だけ、ラッピングするだけのものじゃない使い道もできるように

なってきて、日本のハイテク技術はやっぱりすごいんだなと。し

かし、プチプチは大概裏方の材料なので、みんなの目に触れないと

いうか、触れても意識されないものだったりするんですが、あえ

てそういうものにスポットを当てて何かできないか取り組んで

いる。例えばこれは組み立てたら家のような形にもできるし、子

どもたちはこうやってつなげて遊んでいくと、お絵描きとか粘土

細工とかと違って体を使って遊ぶし、自分の身長よりも大きなも

のができるってすごく興奮するらしくて、小さい頃から物をつく

るトレーニングというかイメージを膨らませるおもちゃとして

もいいんじゃないかなと思ってやっています。これは子どもた

ちと、あとは金沢文化服装学院の学生さんたちに参加してもらっ

て、いろいろコミュニケーションをとりながら、つくりながら、遊

びながらという感じでやったワークショップです。

ANREALAGE

H　続いて、ANREALAGEのデザイナーの森永さんから、当館での

展示についてお話をいただきたいと思います。

森永（以下M）　よろしくお願いします。平林さんとしゃべりなが

らでもいいですか。あの、プチプチがすごく素敵だなと思いまし

た。面白いです。

T  （パズルを組み立てながら）プチプチしながらもいいですけど

ね。癒やし効果がある。

M　すごく面白かったです。

H　こちらが ANREALAGE の展示風景です。 ANREALAGE“A  

COLOR UN COLOR ”というタイトルだったんですけれども、最

初の頃はタイトルもテーマも全く決まっていなくて、ただ、私か

ら森永さんに ANREALAGE がやろうとしていることを空間化す

るようなものができないかという壮大な相談をしました。

ANREALAGE の活動というのが、細部まで神経を注ぐ、こだわり

の手の仕事の部分と、壮大なコンセプトの部分があるので、それ

が一体化するような空間ができないかという話をしました。

こちらは展示室の内部です。

M　展覧会の話自体は結構前にいただいていて、この「COLOR」と

いうコレクションをまだ発表していないときだったんですよね。

H　そうですね。最初に森永さんからいただいたのは、この透明

のデザインギャラリーいっぱいに水を張れないかというプラン

でしたね。

M　水、やりたかったです。でも、できなかったんですよね。
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H　設備上の課題がクリアできなくて。床の耐荷重の問題だった

り。その次のプランがこちらですね。

M　これも色が変わる洋服というANREALAGE が発表したコレ

クションの後だったので、太陽光に反応して真っ白い洋服がカ

ラフルになるという技術を使った洋服なんですけれども、それを

室内空間で見せられないかという提案でした。真っ白い花とか

をたくさん作りたくて、それに日が当たったらカラフルな花畑に

なるようなものをやりたいなと思ったんですけど、これもだめ

でしたね。（笑）

H　これも制約が大きくて断念しました。本当にできるとよかっ

たんですが、

M　その後は、洋服で埋めた空間をつくって、たくさんの洋服を

展示して白い洋服に光が当たるとカラフルになるというのをや

りたいと言ってたんですけど、これもだめでした。（笑）

H　そうなんですよね。照明が何十灯必要かとか、何万本の花と

か、ターンテーブルが現実的に可能なのかとか・・・予算の話に

なるとあまりにも夢がないので、そこは端折るとして・・・もと

もと、私から最初に、実現可能かどうかは関係なくやりたいこと

を全部出してくださいっていうお願いをしていて。そこから

様々な条件にあわせて中身を凝縮しようと思っていました。制

約のなかで凝縮した着地点がこちらだったんですね。

M　これは、いろいろな古着の業者さんに声をかけて、白い古着だ

けを集められないかというような話をして、真っ白な古着を5,000

着集めました。それで空間を埋めて、その古着の中に光が当たる

と色が変わる洋服を展示していて、通常入ると真っ白な洋服で埋

めつくされた空間なんですけど、光が当たることで色が変わる洋

服だけが浮き上がってくるというものにしました。全部同じ形の

洋服なんですけれども、それぞれ織り方が違ったり、素材の染め

方が違ったりで、違う柄の洋服に変化していくというものです。

H　締め切りが近づいてくると毎日のように電話でいろいろ相

談をさせていただいて、この服の型にしても古着の見せ方にして

も、かなりぎりぎりまで議論をさせていただきました。

そして、これはオープニング・ショーの写真ですが、展示とトー

ク以外に、各ブランドの活動を象徴するようなことをしたいとい

う相談をしたときに森永さんから、ショーをできないかと提案が

ありました。私自身もANREALAGE のショーを見たときに、商品

とは別にショーにもその世界観が凝縮されているのを感じて、も

う一つの完成されたプレゼンテーションとして美術館で見せる

のは面白いと思いまして、実際に美術館の空間でやっていただき

ました。森永さんからその内容についてお願いします。

M　この洋服自体は室内だと白いものなんですけど、特殊な染料

で染めた糸で作っているので、屋外だと黄色になったりピンクに

なったり、カラフルな洋服に変化するというものだったんです。

画像だとちょっと伝わりづらいんですけど、打ち合わせで美術館

に来たとき、普通に館内

にいた白い洋服を着た

人が外に出た瞬間、色

をまとうようにカラフ

ルに変化するのを見る

と、子どもたちが、「あ、

色が変わった 」と言っ

たり、全然ファッション

を知らない人も驚いた

り、ざわざわする感じ

があったので。ハプニ

ング的に美術館の中と外をモデルたちが行ったり来たりしな

がら、「あれ、さっき青い服がまた白になっている」とか、「また

青になった」とか、そういうのを練り歩きながらやらせてもらい

ました。

H　最初、このシアターでショーをやろうという計画だったんで

すけれども、なるべく美術館らしい見せ方にしたいなということ

で、館内の交流ゾーンや広場を使う方法に変わっていきました。

ただ、屋外を前提とすると、雨が降ると色が変わらないというの

で、主催者側としてはかなりハラハラする状況でした。実際、この

日の天気予報は雨の確率 90％だったんですね。森永さんとこの

ショーの演出をしていただいた金子さんに「 雨降ったらどうし
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ます？」と言っても、「 絶対大丈夫です」というふうに返されて。

一応、雨天時のプランも考えましたが、結果的には予報を覆して

見事にショーを実現できました。

M　ちょうどショーのときだけ晴れたんですよね。よかったです。

H　「COLOR」というテーマについてお願いします。

M　この「COLOR」というコレクションは、洋服には流行色という

ものがあって、それがどんどん移り変わっていく中で、本当に新

しい色というのはつくりづらいような状況にあって、新しい色が

流行色として出ても、それがまた半年後に消費されてしまって・・・

　色に新しいとか古いとかはないと思うんですけど、それさえも

消費の対象になってしまっているということから、１着の中で色

がずっと移り変わるような洋服があればそのサイクルから外れ

られるのではないかというところで、形はシンプルなものなんで

すけど、染めの方法とか染料を全然ファッションに使われていな

いものを使ったりしてつくったコレクションです。

mintdesigns

H　続いて、現在展示中のmintdesignsさん、お願いいたします。

勝井（以下 K）　ということで、僕らも平林さんにお願いします（笑）

H　はい（笑）、こちらは外観なんですけれども、会場の皆さんは

展示をご覧いただいてますか。ちょっとネタばれになってしま

いますが、こちらは展示室内の写真です。

八木（以下Y）　根本的には、すごくシンプルなコンセプトで今回

展示させていただきました。mintdesigns だとレディースがほと

んどなので、大体年齢層がこれぐらいで女性の方で、という先入

観がある。ただ、私たちは本当にいろんな方に着てもらいたいと

思っているし、似合うと信じてつくってきているので、いろんな

場所で、いろんな年齢、職業の方に、いろんなシチュエーションで

私たちの洋服を着ていただいて、それがどういうふうに見えるの

かという・・・　洋服とその人と、風景というこの 3 点の関係性

というのを見ていただきたくて、今回は洋服を展示せずに、その

写真だけを展示するという方法をとりました。

K　実際、その人が普段生活する空間とか世界観というものを美

術館に持ってくることはできないし、ましてや、ショーのように

展示の間ずっとそこに居てもらうことはできないので、今回は写

真という形で見せました。

　あと、今回 3 部作で、皆さん違ったアプローチのデザイナーで、

違うアプローチの展示をされたんで、津村さんは津村さんだし、

森永さんは森永さんでショーで洋服を見せるということだった

んで、私たちは洋服は見せずにどういうアプローチをしようかと

考えた結果、最終的にこういった形になりました。

Y　ふだんテキスタイルに力を入れているブランドでもあるの

で、布関連の展示をという要望が多いんですね。今回はそういう

要望が平林さんのほうからも出されたわけではなくて、むしろ今

までやったことがないような展示の仕方を、と言われたので、む

しろ少しmintdesignsらしくないような展示というか、布物を一

切飾らないという展示もいいかなと思ってやってみました。

H　最初の打ち合わせが展覧会の1年前くらいで、映像という方

向に落ちついていたのですが、オープンの１カ月ぐらい前に、白

紙に戻して新しいプランでいきましょうということで 3 人で相

談させていただいて。そのときに、3 つぐらいアイデアがあって、

今の「ハッピーピープル」そのままの提案がmintdesigns のお二

人からあったんですよね。一番ハードルが高いかなとは思った

んですけれども、それも含めておもしろいなと思って。1ヶ月間で

完成させるというハードスケジュールで、お忙しい二人には大変

だったと思いますが、31 名のモデルさんの撮影から展示まで全

て、１ヶ月で行ったんですよね。これは展示のときの写真ですけ

ど、もう展示室の中で裁断して縫うというような、かなりぎりぎ

りの・・・

K　この写真は昼間ですね。そして、こちらは夜中ですね。

H　ぎりぎりのスケジュールでやっていただきました。

Y　もう大分、悲壮感が漂い始めた感じの写真ですね。

K　片やアイロンで伸ばしてて、片や右側ではミシンで縫ってて

という・・・

　— 展示画像 —

Y　今回、金沢在住の方を半分、あと東京在住の方を半分という
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ことで 31 名選ばせていただいて、その人がふだん生活したりお

仕事されている場所で撮らせていただきました。ビデオの方では

「その人のいる風景」と「いない風景」というのが交互に出るよう

になっているんですけど、その人が mintdesigns の服を着て立っ

ている空間の温度感とその人がいなくなったときの場所の温度

感というのが結構違っていて、見ていてはっとさせられることも

多くて。想定していたお洋服じゃないものを着ていただいたり、

コーディネートしてみたり、そういうミスマッチもまたおもしろ

くて・・・東京の方は比較的ご本人がお持ちのものをメインでコー

ディネートさせていただいたんですけれども、金沢のほうでは

mintdesigns というブランドに馴染みのない方に初めて着てい

ただいたりもしたので、最初は「これは派手過ぎるんじゃないか」

とか言われることもあったんですけど、実際に着てもらって写真

に撮ってみると本当にその人らしく見えてくるからおもしろい

なと思っています。

H　ありがとうございます。では、写真を最後まで見ていただき

ましょう。

K　これ、音楽あると感動的なんですけどね。

H　そうですね、ぜひ実際の展示空間の中で聞いていただけれ

ば。あの音楽については、お客さんからの問い合わせが多かった

ですね。

K　これは、昔ショーで使った

音楽で、テンポがずっと変わら

ない、ずっと聞いてても心地い

いような曲だったので。曲調は

一定なんですけどじわじわと

感動するような曲だったんで、

今回の展示のストーリーには

合っていると思います。多分

トークショーの後、30分ぐらい

時間があると思うので、まだ見てない方は一度そこにも注意して

見ていただきたいと思います。

H　3 組のデザイナーの皆さんから展示についてのお話を伺った

ところで、皆さんの中で質問などありませんか。

T　僕、武蔵美（武蔵野美術大学）で「ストーリーとウェア」という

テーマで授業をしたことがあって。それはストリートウェアを

ちょっと意識しているんですけど、ストリートウェアを考え直す

ときに「ストーリー」と「ウェア」、要するに物語と服の関係ってど

ういうことがあるんだろうといったときに、自分たちの生活空

間、みんな日本に住んでて、武蔵美の学生だったら鷹の台近辺に

住んでて、その風景の中に存在している自分は一体格好いいのか

どうかというのをもう一回考え直そうという授業をやったんで

すよ。だから、郊外の田んぼがあったり、電信柱があったり、何か

中途半端に家が建っているような空間で、洋服着て立ってる日本

人の自分というのは、一体どういう物語の中に存在している自分

なんだろうと。ヨーロッパの街並みだったら、古い街並みが残っ

ていることが多いから、その中で洋服を着ている。彼らは「洋服」

とは言わないですけど、民族衣装の延長線上にあるものを着てい

て、あの外観とすごく合っていると。それに憧れる僕らがいて。

けれども、自分たちの日常には一体そういう場面はあるのかなっ

てもう一回考えようと。その背景をもとにして服を考えたらど

うなるんだろうということをちょっとやったことがあるんです。

今（mintdesigns の展示風景を）見てて、そのことをふと思い出し

て、似合う似合わないというのは一体何なんだろうって、答えは

ないと思うけど、考えるべきことだなと思ってね。

　というのは、中学ぐらいでファッションに目覚め出して、僕の

田舎は埼玉だから、写真の１枚も撮られるぐらいおしゃれな格好

をして原宿に来るのはいいけど、そのまま田舎に帰って田んぼの

あぜ道を歩いてると、そのスタイルがすごく似合わないわけです

よ。そのとき移動する場所によって、ここでは似合うけどここで

は似合わないということがグラデーションで残ってくるという。

そのときに、原宿ではいいのに、自分の家が近づくにつれて

ちょっと悲しくなってくるというものがあって。

Y　ただ何か、年齢なのか経験なのかわからないんですけど、そ

の人そのもののスタイルになっていけば、それが田んぼの中であ

ろうが、神社の中であろうが、その人のたたずまいが場所と合っ

ていくというのはあると思っていて、やっぱりどこかから見た感

じをそのまま着ちゃうと、その場所にいるときはいいけど、そこ

から外れたときに、何か違うというものになっているのであっ

て、やっぱりその人が自分のものにできてないということなん

じゃないかなと、今回いろんな人に着てもらって、そう思いまし

た。やっぱりおしゃれな人は自分のものにするんだな、と思うし、

おしゃれっていうのはファッションをやっているかやっていな

いかじゃなくて、その人そのもののおしゃれ心というか、しゃれ

感というか、そういうものを持っている人というのはどういうス

タイルでもその場所場所で馴染ませていく力を持っているな、と

感じたんですね。

K　味覚と同じような感じというか、何か塩気のあるものが好

き、甘いものが好きとか、油っぽいものが好きとか、そういうのと

一緒で、着る服にしても素材とか着心地とかというのは、その人

それぞれの好きなものだとか似合うものというのが自然にある
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と思うんですね。だから、流行というのはもちろんあるけど、何か

自然とそういうものを選んで、着ちゃっているんじゃないですか

ね。それが例えばバックグラウンドが田舎であったり都会であっ

たり場所がどうであれ、やっぱり似合っている服とか、着て気分

が上がるという感覚、それは食べるものとかにも通じる気がする

んですね。

T　年齢的なものはどうですか。着こなすというか、存在のパ

ワーというか・・・

Y　私は、10 代とか 20 代でも、外れてるぐらいのパワーがある

ということがすごくいいと思います。

T　馴染むのもいいけど、若干違和感がないと、フレッシュ感も

見えないですよね。

Y　パワーを何か放ってるなという感じがして。

T　完璧に紛れ込んじゃってたら、もう生きてない感じもしちゃ

うし。

Y　何か外れてるぐらいを経験しないとおもしろい感じになっ

ていかないだろうというのも含めてですけど、違和感を放ってい

る 10 代はすごく好きです。やっぱり目がそこに行っちゃうし。

K　津村さん、昔はどうだったんですか、若い頃は。違和感は・・・

Y　放ってたんですか。

T　今でも違和感あるんですけどね。この年齢でこういうのでい

いんだろうかと思うけどね。いや、だけど、場所に負けると格好悪

いんだけど、場所の空気を変えていく要素としてファッションと

いうのはすごく有効だなとは思うわけですよ。というのは、もち

ろん芸術もそういう要素は持っているんだけど、芸術は動かない

から、そこに留まっているじゃないですか。建築も留まっている

けど、ファッションは人間とともに動くから、人間がいろんなとこ

ろヘ行くので、その場その場を染め上げていくというか、伝播させ

るというか。だから流行というのが蔓延していくというか、人とと

もに空間を変える役割を持つという意味ではすごく期待できるメ

ディアというか道具というか、そういうものだろうなと思って。Ｔ

ＰＯという言葉もあるとは思うけれども、ルールの中でその場所

とか時間とかを読みながらどうあるべきかというのをやるのもい

いけれども、若干そのルールをいじっていく、そういう楽しみ方も

あるじゃないですか。着物なんかだと割と季節感の出し方とか、い

ろんなゲーム性も・・・昔の日本人は着物でそういうことをやっ

てきたというのもあるけれども。今、僕らがつくっている服なん

ていうのは、そのエッセンスを注入する意味ではかなり強力なア

イテムになるんじゃないかという気はしますね。

H　森永さんはブランド名の ANREALAGE が「リアル」と「アンリ

アル」、日常と非日常というところで、まさにその境界みたいなと

ころを意識されているのかなと思うんですが、いかがですか。

M　そうですね。僕もやはり見ている空間に、ぱっと強い服着た

人が入ってくると、そっちに目が反応しちゃって。例えば電車で

も、「何だこの服は」とか、教室とかでも入ってきて、「あの子が着

てるの何だ」というので、何か、唯一洋服が日常をがらっと変える

変換装置だと思っていて。例えば本とかはその人が何読んでる

かわからないですし、音楽も何聞いてるかわからないけど、ぱっ

と入って着た人はもうむき出しのその洋服を着ていて、本当にそ

れが入ってきただけで、ああ、きょう一日何かいい気分で過ごせ

そうだぞって思えるようなものだと思っているので、今、すごく

強い服をつくりたいなと思っていて。自分がこの先あと何着つ

くれるかわからないですけど、本当に１着１着景色の中に差し込

んでいきたいなと思っていますね、埋もれないような洋服を。

T　ファッションショーをやると、モデル選びって重要になる

じゃないですか。どうやって選んでます？ いや、オーディション

で選ぶんだろうけど、方法論というよりも、人種とか年齢とか、ど

ういう感じなんですか。最近、ファッションショーをやってない

から近頃どうなんだろうと思って。東コレの場面とか。

Y　選ぶときに、フレッシュかどうかみたいなことはすごく言い

ますね。全然ほかのショーに出た経験がないという子でも、歩き

方がうまいとか下手とかではなくて、目とか歩き方とかで独特の

空気感を放っている子がいて、そういう子は美人かどうかという

ことではなく採るようにしていますね。この子は強いなっていう

目力の人とか。森永さん、どうですか。

M　僕もそうですね。強い子が基本的に好きなので。ただ、個性

があり過ぎる子は最近外しています。少し無個性で、でも何か独

特のものを持っていて。

K　けんかしちゃうんですか。その強い洋服と顔の表情とかって

いうものが。もう少し無個性というか、そういった・・・

M　そうですね。トータルで結構ならして同じ子を揃えています

ね、いつも。１人決めて、その子に合わせた雰囲気の。結構、マネキ

ンに近い感じで選ぶ。

T　例えば東京ガールズコレクションみたいなのに出てくるモ

デルと、クリエーター系のコレクションに出てくるモデルって違

うじゃないですか。これは何がどう違うんですか。

K　多分ＴＧＣというのは日常に近い人たちだったりとか、多分

背丈も少し小柄だったりとか。

T　リアルということ？

K　リアルでしょうね、多分。

T　ファッションショーではモデルを使うけれども、さっきの展

示なんかではリアルな人に着せて見せるということですよね。

市場に出て売っていくということは、要するにモデルに着てもら

いたいわけじゃないもんね。だから、理想と現実はやっぱり

ギャップがあるのかな。

K　どうなんだろう。でも、ショーはひとつの作品の完成形の提

形の提案ですね。それで、セールスやプレス、あと販売員の子とか

に、今回こういうイメージでこういう人に着てもらいたいんだけ

どというのを伝える役割もあって、実際一般のお客さんはモデル
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さんのようにはいかないかもしれないけど、でも僕らこういうこ

とを考えてるんですっていうのを伝える最大の手段ですよね。

T　僕らの大先輩で三宅一生さんたちがパリでデビューした頃、

山口小夜子さんっていうモデルがいたじゃないですか。彼女が

着たら、どんな服でも格好よくなっちゃって、黒髪のパッツンの

ボブカットが日本を代表しているみたいな存在だったじゃない

ですか。だから、世界に日本のデザインをアピールしていくとき

に彼女の存在というのはすごく必要だったと思う。だからモデ

ルがデザイナーと一緒に何かを伝えていこうとしてた時代があ

ると、あの頃見てて思うんですよ。しばらくモデルがすごく立っ

ているときがあって、最近よくわからないんだけど、そういうふ

うに、このモデルはいいというか、あるんですか。

K　いるとは思うんですけど、多分、小夜子さんの時代ってほど

では・・・ 今、モデルさんになりたいという人が減ってるという

のを聞いたことがあって。

Y　ショーモデルになりたい人は減っているらしいんです。

T　ああ、なるほど。

Y　読者モデル的な雑誌のモデルはやりたいけど、ファッション

ショーのモデルは嫌だという。

T　あ、そう。それは何でなんですか。

Y　自己表現する場が、ブログだったり、ツイッター、フェイス

ブックっていっぱい出てきて、あと雑誌も多分、昔の比ではない

ぐらいあって、そこで自己表現できるじゃないですか。むしろ、

ファッションショーのは自己表現というよりはデザイナーの世

界観の代弁者という役割を求められる。

T　お人形さんというか、モデルだからね。

K　そういった意味ではもう日本のモデル業界は結構成熟し

ちゃっているのかもしれないですね。

T　最近よく聞くんですけど、ファッションがあんまりおもしろ

くなくなったって。さっき言ったように自己表現の場がブログ

であったり、メディア内でできちゃうから、服の意味がちょっと

薄れているんじゃないかという話も聞くことが多いんですけど、

やっぱりそうなんですかね。個性を持たしてあげるためのアイ

テムをつくっているわけじゃないですか。そういう状況になっ

ちゃうと、これはちょっと困ったなと思って。

K　どうなんですかね。でも、結構日本は特殊だと思うんですけど

ね。海外はいまだにそうやってファッションというか、モード、雑誌

もいっぱいあるし、実際着てる人もたくさんいると思うんですけど、

日本は何か今ちょっと日常着が増え過ぎっちゃってるというか。

T　ノームコア？

K　ノームなのか・・・どうなんですかね。とはいっても、例えば

私たちのショーでもそうだし、森永さんのショーでもそうだけ

ど、やっぱり見終わった後に僕らが学生だったらころと同じよう

に―やっぱりフセイン・チャラヤンとかアレキサンダー・マッ

クイーンとか見てすごい興奮したんですね―それと同時に、森

永さんのショーとか見て興奮してる子たちがいるんです。それっ

て同じ熱量だったりして、決してそういうことではない気もする

んですよね。やっぱりいつの時代でもあるというか。

T　森永さんの服を着る層って、どういう感じの人なんですか。

M　着る層は・・・　レディースで発表しているんですけど、でも

レディースもメンズもありまして、結構幅広いかもしれないです

ね。幅広いと思います。

T　さっきちょっと雑談で、どれぐらいから量産するのみたいな話

をしていた中で、いいのかな、言っちゃって・・・30枚から100枚だ

ったら量産ってなるけど、5枚でもつくるって言ってたから、これ

はすごいなと思って。僕がいるのはＡ－nｅt というアパレル企業

だから、5枚じゃつくれないわけですよ。それは場合によるんだけ

ども、本当にこの物をプロモーションしようとしたときには5枚

だってつくらないと道開けないから絶対つくるべきだと思うん

だけど、普通の企業の営業なんかはそんな発想はしないほうのこ

とが多い。ただ単に自動的に量がつかないから受けない、そして

つくらない、そして世の中に出ないというふうになっていくシス

テムが残念ながらあることは事実。そういう、こだわって物をつ

くっている人がいないと世の中に出るものってずいぶん減って

るんだなということは予測がつくのね。むしろそういう人たち

の考えによって、それはシャットアウトされると。スポット浴び

ることがない。結構もったいないかなという気がして。

K　森永さんは特に社長でもあり、営業マンでもあるから、その

辺はコントロールできちゃいそうな。

T　そうそう。だけどやっぱりデザイナーはそこを押さなくちゃ

いけない役割にあるだろうなとは思うんですよね。

M　まず出さないと、なかなか広まっていかないんで。

　— 画面： ANREALAGE　2014-15A/W ‘SEASON’ショー映像 —

K　これはこの間のですね。
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T　これは雨降ってるんですか。

M　これ雪です。

T　あ、雪。雪はどうやって降らすの？

M　これはまさに金子さんが演出やっているんですけど、これは

二酸化炭素の雪で、肌に触れると溶けてしまうようなタイプの。

あと扇風機で。

T　今東京でこういうスペクタクルな感じのショーをやってい

るのは、ANREALAGEくらいかな。

M　どうですかね・・・

T　ですよね。

M　ショー好きなんですよね。ずっと。

T　スペクタルだよね。マジックショー。いろんなショーやりま

したけどね。ロンドンコレクションやったよね。そのときにミン

トの2人が学生で。

K　僕ら学生のときに。

T　フィッターで手伝いに来ててね。

K　僕らフィッター2回やったよね。

Y　そうですね。セント・マーチンズでまだ何も知らないときに、

津村さんがロンドンコレクションに参加されるというので。

フィッターを募集されていて、すごいラッキーと思って・・・

T　何かあの頃、パリコレよりもロンドンコレクションのほうが

格好いいなと思ってて。

Y　すごい勢いありましたよね。

K　俺もそれ聞きたかったんです。でも、最初はパリコレに参加

してたじゃないですか。ちょうど僕らが学生のときにロンドンに

来られたけど、なぜロンドンだったんですか。

T　ストリートっていうのが出てきたじゃないですか。パンクが

流行りだして、マックイーンとか出てきて。パリだと何かエモー

ショナルというか、きれい、きれいばっかりで、何かハイソサエ

ティのための服みたいな感じがあったけど、ロンドンはもっと僕

ら若者寄りというか、何か工夫があったし、リアリティを感じた

わけなんですよ。単にきれいなだけじゃなくて、汚れててもいい

とか、ミシンで縫ってないとか、何というか、できそうっていう感

じがしたわけですよ。そこにちょっと夢があった。

K　特にあの時代、96、97、98年ですもんね。

T　だからパンクが与えた影響はすごい大きい。与えられた影響

は大きかったですね。あのころ出た映画で『 ブレードランナー 』

とか『AKIRA』とか、『 スター・ウォーズ 』とか、ああいうちょっと

近未来のデッドテックな感じ、ああいうのもすごく文化がまじり

合ったみたいなカオスな感じがよくて。それの象徴がロンドン

だったかなという。

　— 画面： mintdesigns 2014-15A/W  It’s“Ⓐ”mintdesigns ショー画像 —

H　今回のコレクションは、まさにそんなパンクなイメージでし

たね。

Y　そうですね。学生時代の感触というか、粗削りな、さっき津村

さんがおっしゃったように、かなり勢いで物をつくっていく感覚

があったんですけど、そのときの感じでコレクションつくりたい

なと思って、今回はちょっとふだんとは違うmintdesigns のコレ

クションにしてみたんです。

　髪の毛とかも、これは大小さまざまなスナップボタンがついて

いたり、安全ピンがモチーフになっていたり。

K　結構即興でつくったものが多くて、ＤＩＹじゃないですけど。

「 i - D magazine」とか、あの辺のアーカイブスをずっと見てて楽

しいなと思っていて。そのころの力強さとか、ストリート感とい

うのが自分たちにとっては影響あったんで、もちろん津村さんの

お手伝いしたときなんかもその時代だったんですけど。それが

今また何かいいなと思って。

T　モノづくりが、というかファッション、アパレルというのか

な、大変じゃないですか。糸から始まって、織り、全かがりで仮縫

いやって、量産になってどうこうって、すごい道のりが長いから、

商品になるまですごく大変。服づくりは本当に学ぼうと思った

ら何十年やっても一人前にならないぐらい大変じゃないですか。

修行しないといけないことが多くて、その間に諦めてしまう若者

もいるかなと思うんだけど。パンクだったらありもの買ってき

て破いて安全ピンでとめたら格好よくなったって、簡単にオリジ

ナルを加えることができる。
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　どうなんですかね、今のモノづくりというのは。モノづくりに

こだわる時代でもあれば、いろんな機械ができてきて便利になっ

たような気もするし、かといってそれにみんな巻き込まれちゃっ

ている気もするし、どうなんですかね。

　ANREALAGE の服は結構モノづくりの根本を問い直すという

か、モノづくりというか表現なのかな、その辺はどうなんですか。

いろんな技術を取り入れたりしながらやっている・・・

M　そうですね。さっきのプチプチとかもそうですけど、なるべ

く、今までファッションになかった分野の人とか、ファッション

で使われてない技術や素材をファッションにできないかなとい

うシーズンは結構多いので、そうすると、全くファッションを知

らなかったり、洋服をつくったことがなかったりっていう方々と

の仕事になりますね。

T　レーザーカッターもやっていましたよね。

M　レーザーもすごい使っていますね。それも、もともと布を裁

断する会社じゃないところでレーザーカッターで布を裁断して

くださいというところから入っていって。僕らは、はさみがレー

ザーカッターに変わったり、ミシンがシームレスに変わったり、

手描きのパターンもCADになって、３Ｄも出てきてって、いろん

なツールが出てきてる年代でもあるので、それが洋服にちゃん

と落とし込めればおもしろいものができるんだと思うんです

けど。

T　そうですね。そういうのをできるのは日本ならではかな。
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