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森永（以下 M） ANREALAGE（ アンリアレイジ ）というブランド

今回の展覧会タイトルにもなっているんですが、
「 A COLOR」と

さっそく森永さんから、ANREALAGEについてご紹介いただけま

「UN COLOR」という色のある状態と色のない状態、これももとも

をやっています森永と申します。よろしくお願いします。

すか。

平林（以下 H） 私、本日、進行を務めさせていただきます本展担当

M よろしくお願いします。ANREALAGEというのは、僕が早稲田

とブランド名に基づいてつけているテーマでありまして、A REAL

キュレーターの平林と申します。ファッションに関しては専門家

大学に通っているときに立ち上げた洋服のブランドです。正式に

の
「A」と UNREAL の
「UN」を、REAL という部分を今回のテーマで

ではないので、今日は私から森永さんに質問させていただきたい

発表してから今年でちょうど10 年を迎えます。

ある色に置きかえて展覧会タイトルとさせていただきました。

と思います。よろしくお願いします。

どこから話せばいいのか難しいですが、
もともと僕自身は洋服を

H

今回の展覧会では、まさに今シーズン発表された
「COLOR」が

まずこの展覧会について少し説明させていただきます。タイト

つくろうというような人間ではなくて、むしろ着る側として高校

テーマになっていますが、このテーマをどのように空間化するか

ルに「フィロソフィカル・ファッション２」とありますように、こ

生、大学生活の前半を送っていまして、大学に入ってから僕の先輩

ということと同時に、そのベースにある ANREALAGE のものづく

の展覧会は当館デザインギャラリーでシリーズとして展開してい

で keisuke kanda というブランドをやっている神田恵介さんに出

りの精神を、
デザインギャラリーという一室だけのコンパクトな空

るものの第２弾です。
フィロソフィカル・ファッション１では FINAL

会ったところから、どんどんと服づくりの道へ導かれて、自分のブ

間でいかに伝えるかということが課題でした。これについてお話

HOMEを取り上げまして、
２本目がANREALAGE です。３本目は ミ

ランドを立ち上げ、
ここまで来ているという状態です。

しいただけますか。

ントデザインズという予定になっています。

ANREALAGE というブランド名自体は、自分がブランドを始める

M ちょうど１年前の今ぐらいの時期に平林さんから、金沢21世紀

情報化社会といわれる今、私たちの周りには膨大な情報があふ

とき、
まだ学生だった22歳のときに、
自分の中で大きい意味を持って

美術館のデザインギャラリーでの話をいただきました。その頃、

れる一方で、数値や影響力によって価値がつくられがちです。

いる言葉をつなげてブランド名にしました。一つが「A REAL」とい

も う FI NAL H OM E さ ん は 決 ま っ て い ま し た よ ね。そ の 後 で

ファッションでいえば、
消費者が安価に流行のデザインを手に入れ

う日常、
もう一つが
「UNREAL」な非日常、あと時代
「AGE」、
この３つ

ANREALAGE をと言われて、僕の場合は毎シーズン、テーマが変わ

られるファストファッションが大きな力となっています。私たち

の言葉をかけ合わせてANREALAGEというブランドにしています。

るので、どのテーマを持っていくか、もしくは新しいものをやるか

はそれを否定するつもりはないのですが、
そういった価値観とは別

最初は、ANREALAGE という名前自体が自分でも呼ぶこと自体

というのを結構ぎりぎりまで悩んで、実際、色というテーマに決め

の選択肢として、
時間をかけ真摯にものづくりに向き合っているク

も恥ずかしくて、なかかなじんでこない名前ではあったんですけ

リエーターを紹介したいというのがこのシリーズの趣旨です。そ

れども、10年かけていろいろな人が袖を通していただいたり、いろ

３月に発表した
「COLOR」という名前のコレクションが、その名

の第２弾として、
ものづくりへの情熱やコンセプトの大胆さ、
時代の

いろな場所で発表して、またいろいろ語ってくださったり文章を

のとおりに洋服が COLOR になるというコレクションなんですが、

捉え方など、様々な面で新しい試みをしている ANREALAGE を取

書いてくださったりで、とてもいいブランド名をあの頃つけたな

ショーで見せた空間であったり洋服というのをまた違う見せ方で

り上げたいと思いました。

と今は思えます。

金沢でできればと思って、テーマとさせていただきました。
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10年ブランドを続けて、
10年が終わったまた次の第１回目のコレ

洋服が外に出ると太陽の紫外線があるのでカラフルになる。外で

めると思うんですけれども、ANREALAGE のショーの場合は、

クションになっていまして、ずっと僕はこのレジュメにあるとおり

も少し日影に入ると淡い色になって、また日が当たらないところに

ショーがあって展示会があってという流れの中で、ショーでしっ

2009 年以降、洋服の形というものをいろいろなテーマを用いて人

行くと白に戻るという、常に色が固定されないような洋服です。

かり世界観を伝えて、展示会においては、もう一つ人が着たとき

の体を変形させたり洋服の形ではないものをつくったり、また目

これが布だけではなくて、ボタンであったり糸であったりアク

に見えないような残像であったり低解像度であったり、なかなか

セサリーであったり靴であったりヘッドピースまで全身全て色が

ころで愛される服になるような工夫を考えています。

形になっていないものを洋服にしてみたり、いろいろアプローチ

変わるということを徹底しています。あえて同じ形、同じルックと

H

をしてきた中で、形を今回は何も壊すことをやめようとして、その

いうのを２体ないし３体並べて、それが異なる色に変わっていくと

わっていなくて、商品にもまた別の驚きが仕掛けられているとい

上でどう洋服を壊せるのか、もしくは形以外の要素で自分たちら

いうのを見せています。真っ白の中に柄を織り込むことで白から

う点を、ANREALAGE の特徴のひとつと感じています。これは今回

しい表現がどうできるのかと考えたときに、色という大きいテー

柄が浮き上がるというようなちょっと複雑なことも試みています。

の COLOR に限らず、
これまでのショーや商品展開でも同様ですよ

マを一つ見つけました。

H

ね。特に初期のANREALAGEの服では、非常に細かいパッチワー

この写真にある赤と青の洋服なんですけれども、これは赤と青

ANREALAGE のショーにはいつもびっくりさせられるのです

が、
今回は本当に息を飲むような、
マジックのようなショーでした。

の驚きですとか着ていく中で気づく驚きや、もうちょっと近いと

ショーでの驚きというのが単なるショーのための演出に終

クや、5 , 000個ものボタンでできた服など、その手技と手間暇に驚

の洋服ではなく、光によって青になったり、赤になったり、色が変

ただ、ショーでの大胆な演出であるとか見せ方ということと、商

かされるものがありました。近年、
コンセプトの大胆さが目立って

化 し て い く 洋 服 で す。コレクションの映像と実物を見ながら

品にそれを落とし込むということとは異なるフェーズにあると思

きても、やはり服づくりにはそういった細かな神経というのが行

COLOR の話をしましょう。

います。実際に商品を見るとまた別の驚きがたくさんありまして、

き届いているように思えます。ANREALAGEの活動の核には、そう

実に細かいところまで考えてつくられていることに驚きました。

いった２つの方向性というのがあるのでしょうか。

M フォトクロミックという、本来洋服には使われない技術を洋服

そういったコンセプトと商品への展開の仕方をどのように考えて

M テーマとしてはいろいろ解釈ができるようなテーマを設けて

に使っています。

いらっしゃいますか。

いて、非常に大きいテーマを最近は選んでいます。半年に一度、自

これは白衣です。白い服の象徴として白衣を色が変わる洋服の

M あくまで最終地点としては、最近特に顕著なんですが、自分た

分の中で次のテーマを定めてものづくりをするんですが、例えば

１回目としています。光に反応すると言っていますが、実際は紫外

ちが発表したものがしっかりと日常に、ふだん人が着るような状

COLOR というテーマを設けるというのは、自分の中でも、また

線に反応して分子構造が変わって光の見え方が変わることにより

態で手にとる対象として選ばれて、しっかり消費物としても着地

ファッションの中でもすごく挑むのに恐縮してしまうようなテー

異なる色に見えるという技術です。粉末状の白い粉なんですけれ

できるというところをずっと考えています。最終的にそれがしっ

マというか、大き過ぎるテーマなんですけれども。ただ、それがや

ども、それを繊維に織り込んだり生地の染色剤にすることでこのよ

かりと消費物になるかどうかというところを考えてコンセプトを

はりいろんな人が使う言葉であって、誰でも知っている言葉であ

うな今までにない布ができています。なので、実際は室内だと白の

つくっています。コンセプトの段階では、いろんな方向に落とし込

るがゆえに、しっかりと商品やショーになったときには日常にな

—「COLOR 」映像 —
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じんでいくと思っています。

でありまして、完成してよかったです。

制限があったんです。ここから始まって、その後どんどん手作業

H

大きなテーマに挑んで、一つの商品につくり上げていくまで

H （会場の）皆さんにも、一つの設計図があって、それに基づいて

が過密化していって。

の間、つまりコンセプトからアイデアに落とし込むまでに、恐ら

積み上げていったというよりは、ここまで来る間にいろんなアイ

[2007 S/S INORI]

く膨大な思考の時間があって、さらにアイデアから実際の製品に

デアと実験があったうえでの終着点だったということも想像し

ですけれども。
「祈り」というテーマのもとに、とにかくなるべく量

着地させるまでにも、様々な技術者とのやりとりや実験など、ま

つつ展示を見ていただくのもまた面白いと思います。

産できないような服を量産していこうというスタンスで、非常に

た別の時間がかかっていると思います。

さて、この後は、過去の作品映像から、森永さんのものづくりの

この頃も白をすごい出したコレクションなん

細かいパッチワークだとか、ニットも全部手で編んでいたりとか、

M そうですね。最初にコンセプトを決めて、それがものになる

考え方を見出していきたいと思います。

までに非常に時間がかかります。それを限られた時間の中でやら

M 過去の作品資料を抜粋して持ってきているんですけれども、

たり、メーンとならないものを洋服全面のメーンとして5000個ほ

ないといけないので、本当にいろんな方に助けられています。

全部を説明していくとかなり時間がかかってしまうので、自分の

どつけて装飾するという。パールとかクリスタルとかもっと豪華

H

中で何回かターニングポイントとなるようなコレクションを説

な素材で装飾することはあると思うんですけれども、非常にベー

明したいと思います。

シックでシンプルで素朴なボタンで装飾しているところが今でも

今回の展覧会でも、今の展示に落ちつくまでにも本当に二転

三転どころではない展開がありまして、終着地点が見えたなと思
うと、突然リセットして次の展開が現れてという状態で…多分

また柄を手書きで描いていたりとか。ボタンという付属品であっ

好きです。まだこのころは３人でブランドをやっていました。

— 映像 —

ANREALAGE はこういうものづくりを服づくりにおいてもして

[2006 S/S BUTTER]

ANREALAGE は 最 初 に 東 京 タ ワ ー で

その後、全く手を動かすのをやめます。時間の使い方を自分の

いるのだろうなというのを実感しました。それに対して、恐らく

ショーを行ったんです。それも半ばゲリラ状態で、東京タワーの

中で逆転させて、一切手は動かさないというか、手に時間を使わ

周りの方々も、ある意味大変なところはあると思うんですけれど

チケットを買い占めて、いろんな人の反対がある中、決行するわ

ない。そのかわり、手を動かす時間のかわりに考える時間という

も、私が一番感動したのは、森永さんが最後まで諦めないで、とこ

けなんですが、その頃のコレクションは自分の中でも原点になっ

のを延々と。考えながら、新しい形は何なのかとか、これが洋服に

とん自分自身を追い込むんですよね。もちろん周りの人も頑張る

ているようなものなので、まずそれを。これが2006年です。神田

なるのかどうかとか。縫製自体もパターン自体も最終的にはシン

んですが、一番頑張っている森永さんの姿と、その真剣な思いを

恵介さんと一緒に東京タワー大展望台で行ったものです。今と

プルなんですけれども、ここに行き着くまでに何もスタートでき

感じると、動かされてしまうという… そんな感じで今回の展示

は全く作風が違うというか、とにかく手作業と自分たちの手でど

ない２カ月間ぐらいがありました。ふだんはそこで焦って手を動

は前日の12 時ぐらいまで作業していましたよね。

こまで時間をかけて一着に強いものをつくれるかという。

かして何かつくろうというあれですけれども。とにかく何かアイ

M 本当に何回案を変えたかというぐらい変えさせていただい

これは本当にゲリラで、当日にお客さんをどかして、そこで半

デアというものが洋服においても一つデザインになるのじゃな

て、変えれば変えるほどいいのができると思っていたんですけれ

ば強制的にモデルを歩かせるということです。フラッシュをたく

いかというのを考えていて、１アイデアでシンプルでおもしろい

ども、いつもぎりぎりになってしまうというのはそういうところ

さんたくと飛行機が間違ってしまうのでいけないとか、いろいろ

ことが出るまで考えるというコレクションです。
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[2009 S/S ○△□]

一見着れないような立体は、全て人が着れ

引き延ばされた服は、そのままドレープとしてまとうことがで

目に見えない形とか、これは空気を造形の一つとして取り入れて

きたり、
ラッピングしてまとったり。縦に延びている洋服は、その

いて、何か形にならないようなものを何とか形にしたいなという

まま高ストレッチ素材になっていて、たくさんのギャザーを寄せ

気持ちがあらわれてきます。

シーズンで、人が何十億いて、洋服自体のサイズがＸＳ、
Ｓ、
Ｍ、
Ｌ、

て着るような形になっています。

[2011 S/S 空気の形「

ＸＬ、ＸＸＬとか、多くても10サイズとか、10分割で人の体を分類

H

あるミュージアム・ショップでこの実物を見たとき、これは

はないというところとか、その前のサイズの話とかが結びついて

するというのは物理的に不可能だと思っていて、ならば誰にも合

コンセプトとしての作品であって、実際に着れないのかなと思っ

くるんですが、人の身体自体も成長に従って背が伸びたり太った

わない洋服をつくろうというところから始まっています。なの

たのですが実際に着用している人の写真を見たときに衝撃を覚

り背が縮んだり背骨が曲がったりとか、人の体というもの自体は

で、球体型の人間も三角錐型の人間も立方体型の人間もいるわけ

えました。

マネキンとは違って常に変化をして絶対ではない。皮膚があって

はないんですけれども、誰にもフィットしないことで誰もが袖を

M これもつくり方自体はすごくシンプルにつくっていて、まず

肉があって骨があって、どれも正常なバランスで保たれているこ

通すことができる洋服が生まれているというものです。

何をやるかというと、定規で１cm が１cm だと誰も疑わないんで

とは、その一時を見れば正しいと思うんですけれども、また１年

H

る形になっています。
ちょうど人の体とかサイズとか、そういうことを考えていた

今日も球体のブラウスを着ていらっしゃる方をお見かけしま

」] これもさっきの定規自体が絶対で

すけれども、
その１cm というのはもしかしたら１cm じゃないかも

後の自分の形は違うであろうし、そういう体の変化というものを

したが、ドレープがとてもきれいでしたよね。

しれないということを考え始めて、自分たちの尺度でゆがんだ三

洋服にも置きかえて、洋服の中に空気を入れて膨らませたりしぼ

M 今日、
うちの母が球体シャツを着ております。そこにいますの

角定規をつくって、その三角定規をもとにマネキンの作図をして

ませたりすることで造形をつくっています。これも空気がしぼん

で見ていただければ、年代も問わずに着れるというところが・・・

パターンをつくる。なのでパタンナー自体がやる作業というのは、

で普通に着ることで、また人の体をバルーンのように包み込むシ

[2010 -11 A/W WIDESHORTSLIMLONG]

人から離れた形、球体

同じ数値のメモリを拾っていって製造するんですけれども、
10 c m

ルエットができます。膨らんでいるものとしぼんでいるもので対

から始まってだんだんと人間の形にまた戻ってくるのが

いって ５cm 上がるところが尺度が違う上がり方をするのでこう

比をさせています。同じものでも、一つはすごく不気味に見えて、

いう洋服になる。柄も全て同じ定規を使ってつくっています。

もう一つはすごくきれいに見えるという。きれいということ自体

「WIDESHORTSLIMLONG」というコレクションで、人の形をした
まま、また人から離れたものができないだろうかというので、人の

さっきの球体のコレクションもこのコレクションも、洋服をつ

もすごく相対的であって、絶対的なものはないというか。

ボディの基準自体をゆがめてしまおうという。身長 2m70cm と、

くる道具であったりトルソーであったり、またトルソーをさかの

H

こっちは１m で肩幅も１m なんですけれども、
ぎりぎり人の身体と

ぼって定規であったり、そういう何か道具自体を壊すことで違う

ゆる「 こぶドレス 」を引き合いに出されたと思うんですが、実際

認識できるような形で、でも最も人っぽくないような形で人が着

形がいろいろできるということに気づき始めるシーズンです。

にはどのように意識されていましたか。

れる形という、その３つの条件を満たすものを何通りかの比率で
考えて、このコレクションをつくっています。

2009 S/S ○△□

このコレクションの際は、よくコム・デ・ギャルソンのいわ

またここから、今日行うショーもそうなんですけれども、演出

M こぶドレス自体は、僕もすごくコム・デ・ギャルソンの中で好

家の金子繁孝さんと組んでショーをやり始めます。この辺から、

きなコレクションとういか、いい意味も嫌な意味も何か心がひっ

2010 -11 A/W WIDESHORTSLIMLONG
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かかってしまうコレクションです。あれは 97 年だと思うんですけ

の洋服のつくり方だと当たり前ではないものだとされているとこ

が、服づくりだけではなくて、ファッションデザイン全般にかかわ

れども、すごく象徴的で、あれだけセンセーショナルなコレクショ

ろを本来動くべきものを動かせている。

る広報ツールや、ショーの演出やショップの空間デザインや、いろ

ンでさえ半年のサイクルで売り場からは消えて、
人も語らなくなっ

TIME というのもすごく大きいテーマなんですけれども、その時

んな表現の仕方があって、そこに全て森永さんの考えが行き届い

ていく。なかなか次の世代の人も知らないでしょうし。ただ、何か

間の中でもとても短い時間というのを、まさに１秒ぐらいの間で

ているような気がします。そういった様々な分野での専門の方々

自分の中でずっと残っているコレクションって何個かほかのデザ

起こることや１秒ぐらいの間にある自分の中での発見というのを

との共同作業を、
森永さんはどのように進めているのでしょうか。

イナーでもあって、そういうものに対して一度今の自分たちので

洋服にしています。もっと長い時間は、またいつか取り組めれば。

M 基本は、まず自分たちから一緒にやりたいということを向こ

きることをぶつけて、またそれを普請するといったらおこがまし

[2013 S/S BONE]

これが前回発表した「BONE 」
。いろいろ形に

うのドアをたたいていかないと、向こうから来てくれることは絶

いですけれども、
挑んでみたいという気持ちはずっとあったので。

対してアプローチを続ける中で、最終的に人の身体であったり形

対にないですし、向こうが一緒にファッションとやりたいという

造形としては似ているとは思うんですけれども、ただ、表面的な

あるものというのはどういうところに行くだろうというのを考

ことも、なかなかないと思うので。今、日本ではすごく面白い技術

形でないところで、
自分たちがもう少し伝えたかったことというの

えて、常に隠されている骨組みであったり骨格というものをもし

であったり、まだファッションに使われていないような事や物と

は、
こぶドレスの意味合いとは大きく違うというか。
こぶをつくり

洋服が持っていたらという仮定で洋服をつくりました。これも

いうのはたくさんあって、いつもデザインを始めるときに、今ま

たかったわけではないですね。このころから洋服に使われていな

レーザーカットで、表面から肉の面積を抜いて骨組みにすること

では自分の持ち得ている範囲内から何をやるかというのを考え

い技術をどんどん洋服に取り入れようという試みが出てきます。

をしています。これだけ穴をあけて線だけの洋服になるというこ

ていたんですけれども、最近はここと組んでこういうことをやれ

[2011-12 A/W LOW]

LOWという低解像度をテーマにしたコレ

とは、防寒性はないですし、体を守る機能も洋服としては持ち得

ばこういう洋服ができるという、まず考える初めに自分がどうい

クションなんですけれども、解像度が下がったり上がったりする

てない状況で、それでもこのコレクションというのはすごくたく

う武器を持てるかとか道具を持てるかというところを考えて、ま

ことで、
ものの形は画面の中で変わる。それをなめらかな輪郭がが

さん売れているコレクションで、例えばリボンのニットであった

ずアプローチします。自分からいろいろ。

たついていく様というのをレーザーカットという技術を使って

りアーガイルの柄であったり、そういうものを記号として買って

でも大体はわかってくれないことが最初はもちろんなので、そ

カッティングしたり、あと、ビスコテックスという1600万色プリ

いってくれているのかなという実感があります。骨組み建築とし

れをどうやって人々を動かしていくかというところにすごく労

ントできる技術を使って細かなプリントをしたり。このころから

ての東京タワーを一つの題材として、ちょうど 1 0 年目のコレク

力と時間を使います。本当にいいものをつくろうと相手も思って

ションだったので、またそこに戻るというようなものを。

くれないと絶対に今の ANREALAGE のものづくりというのはで

H

きないので、いかに同じ方向をその人が面白いと思ってやってく

少しテクノロジーとか言われるようになっています。立体物も３
Ｄスキャナーや３Ｄ造形機を使ってつくったりもしています。
[2012-13 A/W TIME]

その１年後に、
「 TIME 」というテーマで、

時間の残像というのを洋服に落とし込めないかと。これも同様の
プリントを使っています。ものが動くときも、ここだけしか見れて

そして、この後 COLOR に続くのですよね。今、部分的にざっ

くりと歴史を語っていただいたんですけれども、初期は手作業と

れるかというところを。

いうのが印象的で、徐々に考察する時間が加わって、今は技術とか

H

共同作業みたいなところにも重点を置かれているかと思うのです

が全力で取り組んでいらっしゃることを感じました。この展覧会

今回のショーでも、演出やヘアメイク、音楽の方々など、皆さん

ないですけれども、それを１秒間という単位で見れば形がゆがん
でいたり軌跡をつくったり。写真のぶれの表現とかも時間があっ
てぶれが生じて、それが造形を拡大させてという、そんな面白さを
洋服でできないかと。一歩歩き出すまでの形の靴とか、抜け落ちて
いく指輪とか、ボタンホールをとめるときのボタンの動きをその
まま軌道にしたり。また、やはり人は動くので、マネキンとは違っ
て手を振ることであったり足を動かすことが、逆にファッション
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に関しては小杉染色さんとセリックさんという企業の方々にも

てもらいたいとか、言語が通じない国の人も含めてもっと多くの

自身が常々感じていることを思い出しました。美術館というのは

お世話になっています。森永さんの隣にあるマネキンが着ている

人に自分の作品や洋服を見てもらって、それを伝えていきたいと

本物の作品が見られる場所。作品にじっくりと向き合って感じる

服、こちらは小杉染色さんと一緒に実験をしながらつくられたも

いうのがあるので、
やはり海外へは行きたいと思っています、近々。

という言葉にもできない、データ化できない個人的な体験が大事

のですよね。

H

なはずなのに、ウェブ等で簡単に入手できる情報が個人の価値観

M そうですね。これは COLOR の洋服なんですけれども。こちら

M 海外では、
ないです。展開はあるんですけれども。
やはりいずれ

を左右する。それで森永さんから今回の本の仕様を聞いたとき

は人工太陽照明という極めて太陽に近い光を出す照明ですが、こ

ショーという形で向こうで勝負したいという気持ちはあります。

に、美術館での鑑賞について自分自身が引っかかっていることと

れを当てることでだんだんとボタンの色も変わっていきますし、

H

繋がるものを感じて、うれしく思いました。

レースも７色に変わっています。僕の服も変わります。光を失う

めに本をつくられましたよね。それも写真をことごとく載せると

今の展示も徐々に色が変わっていく様子が見られるように

と、まただんだんと戻ります。このレースの場合は 30 秒ぐらいで

いう写真集のような本ですが、そのコンセプトについて森永さん

なっているので、ゆっくり滞在して、一瞬一瞬を自分自身の体験

戻るようなものになっています。

からお話しいただけますか。

として持ち帰っていただければと思います。

H

M この展覧会に基づいて、
また新しい本をつくったんです。昨年

この後のショーで、実際に色が変わる場面もご覧いただける

かと思います。

今、海外での予定はありますか。

さて、今回、この展覧会に合わせてショーの雰囲気を伝えるた

最後に、森永さんからご来場の皆さんに向けてメッセージをお

末にも本をつくったんですが、ファッションの写真であったり、

願いします。

さて、このフィロソフィカル・ファッションというシリーズに

どうしても自分たちがもともと伝えたかったこととか伝えなけ

M いつもどちらかというとしっかりと舞台があって、半年に１

ついて最初に触れたように、ファッションビジネスの中でファス

ればいけないことというのがだんだん編集作業をしたりメディ

回発表する場所を与えられていて、見るべき人がちゃんと見にき

トファッションが主流になりつつある今、森永さんのようなもの

アに乗ったりすることで何か失われてしまう部分が必ずあると

てくれて、自社でそういう展示会も行って、いつもは用意された

のつくり方は、いろんな意味で時間も手間もかかっていますよ

思っていて、それはしっかり伝えるためにすごく必要な作業だと

場所に向かって自分たちのやっていることをコンサートのよう

ね。それを敢えてやろうとする原動力、もしくは、やらなくてはと

思うんですけれども、
例えば今回の洋服であるならば、
やはり白が

に流すというような状態だと思うんですけれども、今回、金沢で

思うような使命感についてお聞かせいただけますか。

青に変わるということだけで片づけられてしまう部分がすごく

21 世紀美術館ということで、ファッションにすごく興味があっ

M 振り返ると大変だったなと思うんですけれども、やっている

あるというか、そうせざるを得ない状態なので。ですが自分たち

て、そこから入ってくる人というのはどちらかというと少ないと

ときはそんなに僕も社内も大変だと思ってやっている感じはあ

の思いとしては、白がだんだんとまた変わっていって戻っていく

いうか、とても少ない状況だと思っていて、そのかわりに、まだ

まりなくて、何か没頭してしまうとそこから出られないみたいな

という、そこの曖昧な部分であったり途中の部分というところが

ファッションに触れていない人がたくさん見てくれる場所なの

性格なので、つらいとか大変だとかは思ったことはないですね。

すごく重要だなと思ったので、今回はコレクションの全写真を並

で、そういう人たちに何か今までのファッションの見方とは違

周りの方にはいろいろ無理をさせてはあれだと思うので、いろい

べるような本になっています。カメラマンにとっても、例えばう

う、ぱっと見てシンプルでわかりやすいことと、あとその背後に

ろ頑張っていきたいと思うんですけれども。

まくシャッターが切れなかった写真だとか、うまく露出が合って

ある、とてつもなくファッションを想起させるような作業という

H ANREALAGE というブランドが拡大してきて、いろんなもの

ない写真だとか、そういうものはふだん省かれると思うんです。

のがあの空間で見せられればと思いました。

を巻き込んで活動の幅も広がってきたと思いますが、将来的な目

あとモデルが目をつぶっていたりとか、そういうものもあえて羅

あと今回のショー自体も、照明をしっかりつくって音楽を仕込

標はありますか。

列することで何か今まで伝えられなかった部分というのが伝え

んで時間どおりにというのを最初は考えていたんですけれども、

M 自分たちのブランドが10 年たって、
今のような多くの人に知ら

られればという。すごく簡単に言葉で表現できてしまうようなコ

こういう場所ではもう少し日常の中で起こるハプニング的なも

れるブランドになっていること自体がとても自分では考えられな

レクションを、写真も１枚あればわかるようなものというのをあ

のがやりたいなと思い、３月に発表したコレクションとは違う形

い状態なので、
やはり今からこれをこのまま継続するというより

えて 300 枚以上の写真を使って表現しております。

でショーをやりたいと思っているので、それもまた見ていただけ

も、より加速したいと思っていて、根本にはもっと多くの人に知っ

H

ればと思います。
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