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平林（以下 H） 最初にこの「フィロソフィカル・ファッション」という

八木（以下 Y） 私たちがブランドを立ち上げたのが 10 年ちょっと前に

展覧会について少しご説明したいと思います。この展覧会はシリーズ

なりますが、
スローライフという言葉もないようなときで、
「モード」とい

になっておりまして、フィロソフィカル・ファッション１では FINAL

うことがもっと力強く語られていた時代でもあったんです。そんな中

HOME、２でANREALAGE を取り上げ、今回、シリーズ第三弾として

で、まさしくモードの世界で勢いのあったイギリスに勉強しにいって、

mintdesigns をご紹介しています。お手元のチラシに展覧会コンセプト

パリコレだったりロンドン・コレクションだったり、その中に身を置く

があります。
「目まぐるしく移り変わる流行、それを支えるファスト

のはすごく楽しかったし刺激的でした。でも、いざ自分たちが学校を卒

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

業してどういうふうなものをつくっていきたいかと考えたときに、半年

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」

サイクルでものをつくって、その次には全く違うテーマを出して、それ

とありますが、これはファストファッションを否定しているわけではあ

以前のものがセールにかけられていくということに違和感を感じたん

りません。現代社会は情報化が進み、消費者の趣向が多様化する一方

です。もちろん今は私たちもファッションビジネスをやっているので

で、情報伝達の速度にともなって商品のサイクルも速くなり、ファスト

そのサイクル全てを否定することはできないんですけれども。

ファッションはその需要を受けとめてファッションのマーケットに大

ただ、ものをつくる姿勢としては、半年ごとに全てをスイッチオフし

きな影響を与えています。
もちろんそういった速さとか安さというのは

たりオンしたりと切り替えられるものではないなと思って。そんな

消費者の視点からいえば重要な価値観なんですけれども、この展覧会で

ファッションのサイクルに対してプロダクトデザインというのは、半年

は別の価値観を提示しているデザイナーを紹介したいと考えました。

ごとの流行ということではなくて、ものとして、例えばこのコップだっ

今回、
mintdesignsをフィーチャーしたのは、衣服というものを移り変わ

たら、半年で流行が去ったから捨てるということは多分ないと思うんで

る流行の上に位置づけるのではなくて、一つのプロダクトとして捉えて

す。それだけに、選ぶときももう少し慎重に選んでいるんじゃないか

活動しているそのスタンスをご紹介したいと思ったからなのです。

なって。それはつくり手のほうももう少し時間をかけて、いいかどうか、

さっそくデザイナーの勝井北斗さん、八木奈央さんのお二人にお話を

あるいは半年以上楽しんでもらえるかどうかという視点でものをつ

伺っていきたいと思います。お二人のものづくりのコンセプトはどのよ

くっていると思うんですね。何かその視点自体がファッションの中にも

うに生まれたのか、また、こういった考え方に至ったきっかけや、お二人

う少し流用されてもいいんじゃないかなと思って、そういう意味でプロ

で活動を始めたきっかけをお聞かせください。

ダクトデザインとしてのファッションをデザインしたいというふうに
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思いました。

ポッティング」など、そう言った意味で60年代のスウィンギング・ロン

H

ドンの勢いではないけれども、それに近い盛り上がりがあったんだと思

勝井さんはいかがですか。

勝井（以下 K） そうですね、
そのプロダクトデザインを買うときと同じ

います。それで、行きたくなっちゃったんですよね。パワーに引き寄せ

ような雰囲気、気持ちで洋服も選んでほしいということがあって。

られる感じに。当時、
アメリカの媒体でも特集の嵐でした。あとは、
イギ

ファッションってモードの、おしゃれというんではなくて、もうちょっ

リス文化の持っているクラシックや伝統的なものと新しいものを組み

と気軽な気持ちというか、ファッションでいう美意識でない美意識を衣

合わせモノ作りをしていくニューヨークにはないスタイルにすごく惹

服で触れてほしい。それがプロダクトにつながるのかなというところ

かれましたね。

でデザインをしていきたいと思っていますね。

H

H

魅力的だったというような感じでしょうか。

お二人で活動を始めたのは、そういった価値観にお互い共鳴すると

ファッションを勉強しにいくというよりは、そのカルチャー自体が

ころがあったからなんでしょうか。

K

Y

大きいです。もちろん窓口としてファッションはありましたけど。とに

好きなものというのは、お互い結構ばらばらなものが好きなんです

そうですね。あの当時は大きなああゆうムーブメントがあったのが

けれども、こうじゃないって思うところが一致してたなというふうに今

かくいろんなものを吸収したいという…… 特にロンドンで。

は思います。

H

K

たとお聞きしたことがあるのですが、なぜファッションの道に？

何かこうはしたくないよねとか、そういう、嫌いなものじゃないけ

八木さんは美術史を勉強されていて、キュレーターにも興味があっ

れども、
何かそういう…ネガティブ的な要素が一致したというふうな。

Y もともと、例えば美術的な何かをやってたというわけでもなかった

Y

ので。ただ、美術が好きで、つくるほうよりは、どちらかというと自分に

こっちの方向じゃないなということは一致してたんですよ。趣味、

嗜好でいうと、やっぱり男性、女性ということもあるので好きなものは

できることはキュレーションなのかなとか、あるいは評論なのかなとい

全然違ったりするんですけど、嫌いなものが一致しているというのは意

う風に思っていて。つくるにはいろんな基礎が当時全然なくて準備不足

外と重要なことなのかもしれないと思って。

だなと思ったので、大学に入る際に美術史のほうを専攻しているんで

H

勝井さんはロンドンに留学される前にニューヨークでデザインの

す。けれども入ってみると入ったで、なかなか人の作品に対して評価を

勉強をされていましたし、八木さんは大学で美術史を学んでいましたよ

下すということが自分にはすごく難しくて、言葉で誰かの作品を判断す

ね。お二人ともそういう経歴がありながらイギリスでファッションを

るというのは、
自分としては多分一生できないだろうなと思ったんです。

学ぼうという、そのきっかけは何だったのでしょうか。そして、なぜ

それだけの経験値がない。例えば 50 歳、60 歳とかになればできるのか

ニューヨークでなくイギリスで勉強しようと思ったのか。美術史を勉

もしれないとも思ったんですけど、自分にはそのとき、将来的にも書く

強していた八木さんがなぜファッションの道に進もうと思ったかとい

とかしゃべるというのは厳しいなと思って。自分の育った環境からす

うところをお聞かせください。

ると、親戚関係に、洋服をつくったり、イラストを描いたり、漫画を描い

K

当時の1994年、95年、96年とかってブリットカルチャー・ムーブメ

ている人もいるんですが、どちらかというとものをつくって評価をされ

ントがあって、
アートではダミアン・ハーストやチャップマン・ブラザー

る側の立場という人のほうが多かったので、自分にとってはそっちのほ

ス、マーク・クインとかが台頭していてファッションにおいてもアレキ

うが気が楽な気がしたんですね。責任は自分だけじゃないですか。自分

サンダー・マックイーンというデザイナーとか、映画でも「トレインス

が誰かの評価をするというのは、やっぱりすごく責任が大きいことだと
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思っていて。なので、自分自身がつくるほうにいきたいなと途中で思っ

K

壁に貼り出されちゃうんですよ。

て、
その際にイギリスを選んだ理由というのが、
伝統的なものとモダンな

Y

講評ではクラス全員の前で自分の作品を説明しなきゃいけなくて、

ものと、あとアートとファッションという、その境目がとっても軽やか

当然、いろんな国から来る人間なので平等ではないわけです。言葉がで

に行き来している感じがして。重苦しくないというか。私からみると、

きる人もいればできない人もいると。

パリというのはモードとして重い空気を感じていて、もうモードの王道

あるいは、日本と違うのが、自分が持ってるものは全て利用しろとい

という感じがしたので、そういう意味ではロンドンというのは自分に

うような教え方をしていて、例えば、もちろん中にはお金持ちの息子さ

とっては自然な街だなと思いました。

んとかもいらっしゃるわけですけれども、そういう人たちは縫製するの

K

何かちょうどいい落としどころというか。がっつりモードの場とい

にプロの縫い子さんを雇ったりとかパタンナーを雇ったりとかいうこ

う感じではなく、歴史やカルチャーとともにファッションを吸収できる

とを卒業コレクションのときにしてもいいんですよ。私はそういう考

みたいな。でも、
行ってみたら結構天気悪くて …… 気候は嫌いです。

え方がすごく好きで、平等にということで何でもかんでもフラットにす

Y

るのも変かなと思っていて。当然社会に出ていったらそれぞれの持っ

その街から受けたアートとファッション、
カルチャーとストリート、

みたいなそういうところは、すごく今のブランドのコンセプトにつな

てるバックグラウンドは違うので、それを利用して、さあ、次に自分の表

がってるかなと思います。

現として何を出せるかということになってくると思うんですよ。だか

H

ら、自分が今置かれている状況の中でベストのものを選択するというこ

確かにパリだったら、
このmintdesignsのコンセプトからちょっと離

れていくような感じはしますね。

とが悪いことじゃないというふうに先生が言い切ってくれるというの

ところで、日本とイギリスではファッションを学ぶ側の姿勢も教え方

はすごく正々堂々としてる。逆にそれを持ってない人というのは、それ

も全く違うと思いますが、イギリスで実際に学んでみて影響を受けたこ

を糧にもっと頑張ろうって思えるんですよね。じゃ、その子たちができ

と、刺激になったことはありますか。

ないパターンを自分ができるようになろうとするし、それが最終的には

K

武器になったりもするし、甘えが全くない環境というのは、ブランドを

日本でその教育を受けてないので比較するのは難しいですけども、

セント・マーチンという学校にいたんですが、そこは個人主義というか

立ち上げて大変なことはいっぱいあったんですけれども、その中でも学

全く教えてくれない学校で、最初に課題の説明をされるんですけど、説

生時代に言われてきたことを考えると全然平気だったというか、強くな

明が終わったらすぐ解散。あとは 3 週間とか1ヶ月、1 ヶ月半後に講評が

れたなと思いました。

あります。その講評まではほとんど先生とは顔を合わせない。なので、

H

その間、先生は生徒が何をやっているかという事も分からない、
もし生徒

ンダー・マックイーンとかフセイン・チャラヤンなどイギリスのファッ

が聞きたい事があれば自ら先生に聞きに行き全ては自分の意志という、

ションデザイナーが注目を浴びた時期だったと思います。まさにお二人

そういった感じで。何のために授業料払ってるのかなという気はする

は卒業された後、マックイーンのもと、チャラヤンのもとでそれぞれア

んですけど、自分で何か探りなさいという様な教え方でした。幸運にも

シスタントをされてますよね。なかなかそのときのお話とかを聞く機会

自分には戸惑うことなくそのやり方が向いていました。

がなかったので、今日お聞きできたらと思うのですが。

Y

K

競争心をあおるような教育方針だとは思うんですけれども、点数も

１位から最後まで順位で ……。

お二人がイギリスに行かれた当時は、ファッション界でもアレキサ

マックイーンは90年代にイギリスで活躍し、
2000年代にはパリに発

表の場を移して、そしてその当時はジバンシーのデザインも手掛けたり、
it's " Ⓐ " mintdesigns
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たいへん前衛的な服をつくるデザイナーで。自分とって彼の存在は憧

理由かもしれないですね。

れでロンドンに渡るキッカケとなった人でもあったんです。それで自分

K

が 3 年生の時に、マックイーンのもとで働いているサラ・バートンとい

ンと一緒にお手伝いした形でした。たまたまコレクションで自分が携

う学校の先輩が、ちょうどインターンを探しているところに誘われて

わったものをショーの写真が載っている媒体で見つけて、あっココ自分

行ったんですよね。

のやったところだと発見して、
当時は興奮したりしてましたね。

それで行ったんですけれども … 最初に想像していたところとは、全

H

学生だったのでもちろん即戦力にはなれかったし、周りのインター

そして mintdesigns を始められるのは、勝井さんから八木さんに声

然イメージが違って。大きいアトリエを想像していたんですが、実際は

をかけられたんですよね。どんな感じで始まったんですか。

こじんまりとしていて、スタッフも何十人と抱えてるわけではなかった

K

当初、うち３人いて…どういう感じだったかな。

んですね。そこで感じたのが自分も卒業した後もしかしたらマック

Y

パターンをメーンでやっている人と勝井さんと私とだったんです

イーンの様に会社出来るかもと思いました。少人数でこうやって回し

よね。そのパターンをメーンでやってくれている男の子と勝井さんが先

ていけるんだというお手本のイメージが勝手に浮かんでました。まあ

にブランドをやるということで、「八木さんもどう？」って言われて。当

でも、実際のところ立ち上げてみたら…… 甘かったですね。

時、
「勝井さんと一緒かー」と思って、一回断らせていただいたんですけ

Y 私も同じですね。当時、ロンドンのデザイナーってすごく華やか

れども（笑）。手伝うよというぐらいで最初手伝ってみたという感じだっ

だったので、学生だった私たちは、例えばフセイン・チャラヤンやアレ

たんですが、一緒にブランド名を考えたり、タグとかいろいろデザイン

キサンダー・マックイーンはどういうイリュージョンでそのコレクショ

していくうちに何となくやっぱり愛着も湧いてきて、残っていったとい

ンをつくり上げていくのかなって想像してたわけなんです。だから手

う感じですかね。

の届かないようなものなんじゃないかって思っていたんですけれども。

H 「勝井さんと一緒かー」という、そこのところって深く聞いてもいい

もちろん入ってみて、逆にすごいと思うこともたくさんあったんです

ですか。

が、やってることは本当に自分たちがやっているデザイン作業と同じこ

K

との繰り返しというか積み重ねで、そんなものすごいシステムができて

Y 今はすごい…うまくやれてるんですけれども、学生の当時って本当

いるわけでもないし、規模が大きいわけでもないし、はたまたビジネス

にお互い主張もはっきりしてるので折り合えるかなって思ったんです。

マンみたいな人が仕切ってるとかでもないし、つくる環境って変わらな

やっぱりデザイナーってみんな自己主張が激しいし、勝井さんは中でも

いんだなと思えて、それが積み重なってすごく大きなことを表現できて

すごくそれがある人なのでうまくやっていけるかなという感じですね。

るか、あるいはまだ最初だから少ししか見せられてないのかの違いだけ

私も頑固なので。

で、やろうと思えばできるなと勇気をもらえたのがそのときのいい経験

K

だったなと思っていて。もちろん今思えば、短い期間しかいなかったの

いけんかをして。最近はなくなったんですけれど。

で何を学んだという具体的なことってやっぱりないんですよ。本当にセ

Y スタッフを雇うようになって何となくけんかできなくなってきた

ント・マーチンと一緒で、何かを教えてくれるというような環境でもな

んですけど、昔はすごくぶつかりましたね。

いですし。だから単純に空気として感じ取れたということが、後にお互

H

いブランド立ち上げようといったときに、そうだねというふうに思えた

割と言いたいことをしっかり言い合ってる感じがあって、それがいいも
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のを生む原動力なのかなと感じていました。小さなことも納得するまで

の標語のようにもなっていて、プリントをしたときに起こるミスだった

話し合ったり…

りズレだったりかすれだったり、職人さんが絶対見せたくない、失敗し

K

たから隠しちゃうみたいなものを、現場に通っていると目にすることが

基本的には、言ってることは間違ってないと思うんで聞くようにし

てますけれども…

あるんですが、その失敗したもののほうがおもしろいということも多々

H

あって、そういうものをフラットな目で、本当におもしろいのか、いいデ

今スクリーンにウェブサイトが出ているので、少し mintdesigns の

今までの活動を見ながらお話を伺えたらと思います。

ザインなのかということを見られるようになりたいなと思って。もちろ

K

このホームページ、最近になってリニューアルしたんです。それまで

んただの失敗だなと思うものもあるし、ずれたものの方が、もともと自

10年間ぐらい同じホームページだったんですね。なので、今回初めて説

分たちがデザインして想定していたものよりもはるかにおもしろいと

明する感じですね。

いう可能性もあるわけで、それを思い込みで、
「プランと違うから」とい

H まず初期のころはどんなものをつくっていたのか知りたいですね。

うふうになるのは嫌だなと。そのときそのときで、ライブの感情でいい

K 「works1」
「works2」と分かれていて、
「works2」はファッション以外の

ものを見極められるようなものづくりをしたいと思ったのがこの最初

ものとかプロダクトで、
「works1」のほうは洋服というか衣類を主にやっ

のコレクションです。

てて。これが「happy mistake! vol.1」で。

K

Y 最初はショーじゃなかったんです。

るときに原型をつくるコットンの生地があるんですが、それだけを使っ

K

一番初めは展示会形式で。この写真は、今でも使い続いてるんです

たコレクションです。それに対してプリントでいろいろ表情をつけて

けれども、紙でつくったボタンなんですね。これが服をつくる前につ

いくという。
だから洋服の型数としては少ないんですけど、表面の加工で

くった初めてのプロダクトで、私も八木もすごくボタンが好きで、洋服

いろいろやってます。
例えばここは、布の上に不織布をおいてその上から

をつくる前にまずはボタンをつくろうという話になって、それでオリジ

プ リ ン ト し ま し た。そ う す る と 刷 れ て い る と こ ろ と 刷 れ て い な い

ナルでボタンをつくりたいよねという話になったときに、いろんな素材

ところがでる。
そういうハプニング性というものを主に出してます。

素材が一つの素材に限定されていて、シーチングという洋服をつく

がありますけど、紙でつくるのはどうだろうと言って。
はじめ、段ボール

それが「happy mistake!」につながる一番初めの段階です。ちなみにこ

とかを切り抜いてつくったんですけれども、洗えないというのでいろい

の柄は手袋の型紙だとかソックスを干すときのハンガーだとか、洋服に

ろ調べていくうちにバルカナイズドファイバーという、グローブトロッ

何かまつわるプロダクトをモチーフにしています。

ターというイギリスのトランクがあるんですが、あれと同じような素材

H 今回、展覧会のテーマになるものを考えたときに、実は私も「happy

で、それを型抜きして。
今でもそれを使い続けているんです。
これは一応

mistake!」というのが mintdesigns の考え方の軸なんじゃないかとい考

私たちの陰のアイコンで。
これを24時間ぐらい水につけとくと３倍ぐら

えていて、それはただ単に洋服をつくるときの想定外の出会いというこ

いに膨れ上がるんですね。
実際に24時間ぐらいつけとくということはな

とだけではなくて、服をつくるときに関わる人たちとの出会いだったり

いんですが。
ただ、それが乾くとまたもとに戻って鉄のようにカチカチ

とか、日々の生活の中での何かおもしろいものとの出会いを服に落とし

になっちゃうんです。
なので、これは今でも使い続けているプロダクト

込んでいく作業だったりとか。
あとお二人の仕事の進め方も… ２人デザ

です。
それを発表したのが最初の展示会です。

イナーがいると、この人は何担当、この人は何担当というふうに分かれ

Y テーマが「happy mistake!」という言葉なんですけど、今ではブランド

るのかなと思ったら、担当というのはなくて２人で一つのものをつくっ
happy mistake!
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ているということを聞いたときに、そういったやりとりというのも、あ

の５年間は本当に少ない生地のバリエーションで作ったコレクション

る意味「 happy mistake! 」なんじゃないかなというふうに思いました。

が多かったんです。今はようやくいろんなものを取り入れる事ができる

Y そうですね。１人の強い意思のデザイナーがいて、最初にそのデザ

ようになったんですけれども、やっぱりそんなに器用に素材は扱えない

インをがちっと提案するというやり方も、すごく強いコレクションをつ

ですよね。

くる一つのやり方だと思うんですね。mintdesigns はその逆をいってい

Y そうですね。素材だったり、テクニックの研究発表に近いようなこ

て、チームでつくるというか、私と勝井さんがもちろん大体の方向性や、

とを最初のころはやっていて、
「3D lace project」だとレースのデザイン

コレクションのコンセプト、印象とか、何か色合いや空気感みたいなも

の研究みたいなことに力を入れたりとか、あと
「almost blue」
というテー

のをまず提示する。だけどつくっていく最後の最後までそのテーマとい

マでやったときはデニムに焦点を当ててコレクションをやったりとか。

うのが見えない時ももちろんあって。やったことがないことをやってい

比較的初期のころは本当にそういうテクニックや素材そのものに焦点

きたいと思うので、コンセプトを言葉にしづらいことが多いんですよ。

を当ててたんですが、最近になって、気持ちであったり印象であったり、

言葉にしないことで違った発想をほかの人からもらえたり、おもしろい

自分たちが主張したいことであったり、そういうことをテーマにするよ

化学反応が起きるという可能性を最後まで残しておきたいということ

うになってきています。
なので、
「fashion surgery」
という言葉や
「fragile」

でもあるんですが、その一番もとになったのが、この最初のプロジェク

という言葉、その辺は何か表現したいことというのが頭にあってそのイ

トにあると思います。そのやり方が今もある意味ではずっと続いている

メージをつくり上げているコレクションになってます。

ということだと思います。

H こうでなくてはいけないという、自分たちで決まりをつくらないと

H ある意味では、この展覧会も結構そういう感じで進みましたよね。

いうところがとっても自由だなというふうに思ったのですが、最新のコ

後ほどそれはお話ししたいと思いますが。

レクションも私たちが思っている mintdesigns から離れるというか、か

K

なり新しい実験をしているにも関わらず、結果、何か mintdesigns らし

あとはいろいろと、
「 printing project 」とか「 knitting project 」、

fashion surgery

「 happy mistake! 」などのコレクションをやったんですけれども、初め

さが残っているというようなものだったように思うんですね。

の６シーズンぐらいまでは、
「 knitting 」とか「 printing 」とあるように１

この最新コレクションのことをお聞きしたいなと思います。

つの技術とか素材をテーマに絞り込んで発表していたシーズンです。普

K

通、ファッションってワンシーズンのコレクションだといろんな素材を

つくってると洋服のつくり方ってマンネリ化してきちゃって。それで、

使う。コットンとかメルトンとか、冬になったらもっと厚手の素材かな

デザインを始めるときにいつもと同じ始め方じゃなくて、もうちょっと

というふうにバリエーションが豊かなんです。でも私たちの初めのとき

違う方法でデザインを始めてもいいよねという話をしていて、それで

このときで多分 24 回目のシーズンですが、もう 24 回コレクション

は、もちろんインディペンデントで始めたというのもあるんで金銭的な

ちょうどデザインを始めるのが５月とか６月ぐらいで天気のいい日だっ

問題もあるし、そんなにたくさんの生地を買って消化することはできな

たので、気分もよかったし、布とか針と糸とかはとりあえず置いといて、

いとか、あと生産数面だとか、それを全てうまく器用にデザインすると

粘土とか絵の具とかでちょっと遊んでみようと。要するに、建築家が

いうことはできなかった。とにかくシンプルに一つの素材をフィー

モックアップで模型を大量につくって並べていろいろ実験していくよ

チャーして、それを１個１個消化していって、そしてある程度できるよ

うな形で、
自分たちも粘土を丸めたり潰したり、
いろんなインクとかをこ

うになったらまとめてポンと出すようにしてたんですね。なので、初め

ぼしてみたりとかしたんです。何かそこからファッションにつながる
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ものができてもおもしろいんじゃないかと。
それが直接柄に結びついて

すけれども、そういうことを考えない柄というのが今回はやりたくて、

もいいし。
今までは具象的なものでも幾何学的なものでも、柄としてパ

刺激になったコレクションだと思います。

ターン化していくことが多かったんですけれども、もうちょっと自由と

K

いうか、ファッションから全く関係ないクリエーションから結びつけて

の正方形の大きい白い舞台で、それはある意味キャンバスの真っ白い紙

も mintdesignsらしいというか、新しいものができるかもねという事で

を意識して、その上をいろんな柄、色を着たモデルさんが交差して歩く

今回はこういうふうに、パターン化されないマーブルのような柄を中心

というイメージです。それとともに、洋服のデザイン、形であったりとい

とするコレクションになりました。

うところも四角いキャンバスのイメージからスタートしています。四角

舞台というかランウェー自体も17 〜18メートル×17〜18メートル

これは粘度の高い顔料を実際に洋服に垂らしてるというものなんです

い布を折って、それをスラッシュ入れて襟にしたりというようなシル

ね。
洋服というのはやっぱり真っ白い生地に色を染めつけていく、柄を染

エットやディテールなのですごくシンプルながらも大胆なカッティン

めつけていくんですけれども、
これなんかはどちらかというと出来上がっ

グになってます。

た真っ白い服の上から色の顔料を垂らしている。
自分たちもこれは革新

あとは生地的にも、ぬれたような感じや膨れている感じなど、ちょっ

的だなと思ってやっていました。なので今回はすごく楽しかったですね。

とさわってみたくなるようなテキスチャーというのを今回はいろいろ

Y 一通りいろんなことをやっていってしまうと、やったことないこ

出してみて。

とって何だっけというふうに、ちょっとしたスランプみたいなことに

Y そうですね。布ではあんまり感じないようなひっかかりとか。

なってくるんですね。mintdesigns というイメージに対して求められる

K

ものも想像がついてしまうというか。それに応えようとするのも何か違

Y ちょっとぬるっとした感じとか。

うような気がするし、やっぱりそうじゃないところ、
「え？

K

そこにきた

これはメタリックですね。

これはハンダごてをこぼしたような素材。

んだね」というところをやっていかないと、つくってるスタッフもデザ

H さっき八木さんの話の中にもありましたが、いろんな企業とのコ

イナー本人も飽きてきちゃうので何か違うことをやりたいなとは思っ

ラボレーションとか、ファッション以外のお仕事というのも見てみたい

ていて。本当に少しスランプかもって最初は思ってたんですよ。なので、

と思います。

全く服じゃないこと、コレクションとコレクションの合間とか同時進行

Y 最近やった中で大きなものだと、
キヤノンさんとのお仕事というの

で全く違うプロダクトの依頼やお仕事ってやってたりするので、そうい

があったんですね。これなんですけれども、私たちがデザインしたのは

う人たちがつくる模型がすごく楽しそうに思えて。何をつくる、何のプ

この巨大な、これはスクリーンなんです。立体スクリーンと呼ばれてる

ロジェクト用というのは全くなかったんですけれども、勝手に何かプロ

もので、ミラノ・サローネ – イタリアのミラノで商品のいわゆるお披露

ジェクトになるかもしれないからというので模型をつくってて…結果、

目会みたいなものがあって、
ファッションでいったらパリ・コレクション、

それがだめならだめでいいし、使えれば使えたで今回のコレクションに

プロダクト関連だとミラノサローネというような位置づけですが – キ

使えたらおもしろいと。結果としては使えるぐらい力強いものになった

ヤノンさんがそこで発表するためにプロジェクターを使った作品を制

ので、今回「vertigo」、めまいという意味ですけれども、コントロールさ

作してほしいということでした。プロジェクターの可能性を最大限に表

れ過ぎない柄ということで。ふだんだったら、やっぱり綿密に柄はここ

現できるようなスクリーンをつくってほしいという依頼だったんです。

にこうあるべきというレイアウトや配置というのをすごく考えるんで

K
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ンチ幅でプリーツをかけたものを使っていて、筒状にした 1,000 メート

予想以上にすごくいいものを用意してくれて。これは想像以上でした

ルの生地を使用しました。それを上部2箇所でつり上げているんですが、

ね。自分たちの指示というよりは、現場の方の判断がすごく大きかった

その際に一回転半のねじりを加えています。それによってプリーツが波

と思います。

打つ効果が生まれます。そして円柱の内側から 360 度外側にむけて映像

K 壁まで白かったらまた違ったかもしれないですね。
壁は黒いんです。

を投影するというプロジェクションをつくったんです。

Y 例えば、こういうものをデザインするときっていうのは大きさが全

Y ある意味、外に漏れ出す映像も含めて表現だということを見せたく

く違うので、プロダクトだったら手のひらの中で見れるものから机とい

て、グラスオーガンジーという透ける素材をわざと使ってます。
そして

うサイズ、洋服だと、本当に人間のサイズにもちろん限界があるのでそ

プリーツをかけたことによって下の床に映り込む映像が少し湾曲する

のサイズ感でしか物を考えなくなってくるんですが、これぐらいになっ

というか、そのプリーツのひだの効果で映像がストライプに見えたりと

てくると、模型をつくるにしても全然違うわけですよね。模型とその現

か。
映像をはっきり見せるということではない、ふわっと見せる、そうい

物で。サイズ感でデザインするということがあるんだなと思って。大き

うことを表現したくてやわらかいスクリーンというものをつくったわ

くなったらそれだけで迫力が出たりとか、例えば小さくなったらそれだ

けです。

けでかわいらしさが出たりとか、そのサイズ感ということをすごく意識

K

そのとき私たちと同時に、もう１人発表したんです。建築家の中村

させられたプロジェクトで、デザインするときの視点や距離感とかそう

竜治さんという方だったんですけれども、その方は建築なので、どちら

いうものが毎回毎回違う。焦点が全然、遠かったり近かったりするのが

かというと下から組み上げていく構造物だったんですね。それに対して

おもしろいなと思いました。

私たちの場合はファッションなので、布というのはやっぱり上から垂ら

H 今回も展示プランを考える中で、mintdesigns が建物をデザインし

すという考え方なんですね。全く違うアプローチでおもしろかったんで

たらどうなるだろうというようなアイデアもありましたよね。これらは

すが、こんなに大きな作品はつくったことがなかったので、垂らす難し

実際やってみなければわからないような規模のお仕事だと思いますが、

さというか、重力とうまく付き合ってデザインするということの難しさ

一方で和菓子のデザインのようなものもありますよね。

を感じました。

K

H 写真では、床の映り込みがすごくはっきり見えますが、床の素材は

H 練りきり？

何だったんですか。

Y はい、練りきり。色をつけた練りきりをマーブル状にして。

K

これはリノリウムじゃないかな。今回の展示と一緒ですね。

K

これは「びーどろ玉」という水菓子で、中に、何だっけ…

fall in pop

ビードロ玉すくいみたい。

H その素材の効果というのは、ある程度予想しながらつくってらした

H ファッションブランドが和菓子をデザインするというのはかなり斬

んですか。

新ですよね。
あと、
マスクのデザインも話題になったのを覚えています。

Y 壁と床に透けた映像を映したいということは言ってたんですよ。た

Y そうですね。人型のものとチンパンジー型のものとあるんですけれ

だ、素材の調達も何も、その床と壁に関してはイタリア現地でやられて

ども。私たちが理想と考える顔の形を造形師さんにつくっていただい

いたので、現地でコントロールされている会場設計の人に伝えるしかで

て。その顔をかたどったのが美人顔と言われている人型のほうのマス

きなくて、それが現場に行ったときに本当に、多分普通のリノリウムと

クで、かけると何となく美人になるというものなんです。それに対して

いうよりは鏡面仕上げみたいになっているものだったんですけれども、

チンパンジー顔のほうが、かけるとみんなちょっとユーモラスになると
びーどろ玉
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いうものですね。

は意識されているんですか、
通常の流通の中でも。

これは原研哉さんというデザイナーの方から依頼を受けたものなん

Y 今はあまりはっきり意識してないんですけど、ブランドを立ち上げ

ですが、旭化成さんのスマッシュという新しい素材で、熱加工ができて、

た当初のほうがより強く意識していたことは、普通、洋服でいうところ

すごく伸縮性があるというその素材を生かしたプロダクトを何かデザ

のベーシックという観点とはまた全然違ういわゆる mintde signs なら

インしてほしいと。
これもミラノ・サローネで発表するものだったので、

ではのベーシックをつくりたいということです。今回ＤＭに使われてい

即実用につながらなくてもよかったんですけれども、全く自分との接点

る女の子の柄も、普通でいうところのドット柄、水玉柄みたいなものと

が想像できないような未来型のものというよりは、何となく、あ、使える

して使えるものがあればいいなということで、これドットドールズって

かもと思えるぐらいの距離感のものをつくってほしいという依頼だっ

呼ばれてるんですけれども、mintdesigns にとってはドット柄ぐらい

たんですね。
それでマスクにしてみたんですが、思ったよりもヨーロッ

ベーシックな柄です。

パのほうで反応が大きくて。日本よりもマスクをする文化がないので、

K

すごく異様に感じたというのはあると思うんですが。

ディショナルな定番柄なんですが、その中でも自分たちで定番柄という

H このマスクをつけて、渋谷のスクランブル交差点を歩くというの

のをつくってみたいねというところでこれがあって。当初ははさみを

は、パフォーマンスとしてされたんですか。

持ってなかったんですけど、何かはさみ持たせたら、ちょっと目を細め

K

て遠くのほうから見たら千鳥格子に見えるかなと。

あれはパフォーマンスですね。

ストライプとかタータンチェックとかギンガムとかっていうトラ

H 結構異様な風景ですよね。

H やっぱり mintdesigns というとこのドール柄のイメージが強いよう

Y 300 人集まっていただいたんですね。全員にマスクをつけていただ

な 気 が す る ん で す が、逆 に こ の ド ー ル 柄 の イ メ ー ジ が あ っ て、

いて、素知らぬ顔をして横断歩道を渡っていくという。

mintdesigns イコールかわいい、という括られ方をすることもあります

K

ね。
昨今、日本のかわいい文化への注目といった流れもありますし。
実は

400 メートルぐらい行進して最後は公園まで行くんです。公園で自

然解散。

私がちょっと mintdesignsイコールかわいいというのに違和感を持って

Y ただマスクをつけて歩くだけなんですけれども、その集団性という

いるということもあるんですが、
「かわいい」
というとどうしても守って

か。あと、それを日常のふだん自分たちが歩いてる街でみんなでやると

あげなきゃいけないとか力が弱い者に対して抱く感情みたいなところ

いうことが思わぬ興奮みたいなものを呼んで、このボランティアで集

があるのに対して、mintdesigns のデザインってエッジがきいていたり、

まってくれた人達もすごく楽しんでもらえました。

批評的なところがあったりしますよね。
「かわいい」という反応について

H このマスクも、先ほどの和菓子
「びーどろ玉」
もプロダクトの一環で

はどこまで意識をされてますか。

すよね。
先ほどみたいに洋服は新しいものを次々探しながらという姿勢

K

もありつつ、衣服もプロダクトもずっと使えるものというのをつくって

に、どっちかというと、浮遊感とか空気感とか、そういったものが自然

らっしゃって…今日から当館のミュージアムショップ内で mintdesigns

と、ある人にとってはかわいらしいさというふうに映るかもしれない

のショップもオープンしてるんですが、そこを見ると今シーズンのもの

し、ある人にとってはクールな感じとか格好いい感じって映るかもしれ

だけではなくて、アーカイブも普通に並んでますよね。
流行がどんどん

ないんですけれども、何となくそういう… あんまりシリアスにしたくな

移り変わっていくというのとは反対に、逆に積み重ねていくということ

いんです。つくっている本人はシリアスなんですけれども、なるべく
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軽快さとか透明感とか、そういうキーワードを常に念頭に置いてデザイ

になっていますので見てみたいと思います。

ンしていますね。

今回、金沢と東京の方々に合計で三十数名、mintdesignsの服を着てい

Y 先ほどの
「vertigo」
もそうなんですが、主張したいことや挑戦したい

ただいて写真に撮らせていただいています。
—“ happy people”スライドショー —

ことというのはあるんです。
ただ、それをそのままストレートに、例えば
お客さんにキャッチボールで投げたとして、受け取ってもらう、つまり

K

使用してくれる人というのはそれを買ったら日常で触れ合っていくわ

さんです。

[ 写真：喫茶店の店員、金沢 ]

けだから、そう思ったときに、その主張がそのままむき出しというのは、

K

受け取ったときはいいかもしれないんですが、半年後見たらちょっと飽

隣です。

これはここからすぐ近くのコーヒー屋

[ 写真：パティシエ（菓子職人）、金沢 ]

ここもすぐですよね。美術館の

きちゃうかなって。
そういう意味で、常に何かしらのユーモアも持って

Y 今回、この風景と洋服と着ている人との関係性に着目しました。こ

表現、形にしたいなと思ってるんですよね。
そうすることで、その主張が

の３つの点がどのように影響し合うのかということを見せたくて、こう

違うなと思ったとき、その気持ちが薄れたあとに見ても素敵だなって思

いう発表形式をとっています。

えるのでは。
結果としては使ってくれる人の日常にどんどん溶け込んで

K

いってもらいたいので、最初の出発点の自分たちの主張とは本当に入り

していたと思うんですが、それに対して、どちらかというと洋服そのも

フィロソフィカル・ファッションの１と２というのは洋服を展示

口だけだと思っているんですよ。
その後、変化していくときに必要なオ

のを見せるのではなく、洋服が持っている背景とかそういったものをも

プションとして、ユーモラスな感覚であったり、軽さであったり、浮遊感

うちょっとフィーチャーできればと思って、今回、写真という形式をと

であったり、透明感であったりを追求しているんです。
それがある人に

りました。

とって見れば、こっちが込めている主張じゃなくて、表面上のかわいら

Y 金沢と東京にお住まいの方々でそれぞれの背景があるわけなんで

しさやユーモアを先に受け取っている人もいると思うんですよね。た

すが、その人を象徴するような場所で今回写真を撮らせてもらっていま

だ、それはそれでまあいいのかなと思っていて、それで楽しんでもらえ

す。
中にはご本人の私物の mintdesigns の洋服というものも含まれてい

ればいいと思うんです。
深く知りたいなと思ったときにホームページを

います。
中にはご本人の私物の mintdesigns の洋服というものも含まれ

見ていただいたり、こういう展示を見にきていただいて、ああ、そういう

ていますし、お持ちでない方には私たちがコーディネートをして、この

ことが裏にあったんだなと気づいていただければ、それが一番いいデザ

人とこの背景にはこれがいいんじゃないかということを考えてスタイ

インとの出会いかなと思ってます。

リングしています。

H 確かに、色とか柄とか素材とかを見ると mintdesigns独自というか、

H 金沢での撮影のときは、ほとんどの方がお二人と初対面だったの

とてもユニークなんだけれども、実際、今回「happy people」というプロ

で、まさにその場でスタイリングをしていただいてました。

ジェクトで一般の方々に着てもらったときに、違和感なくその人にも溶

Y もちろんこういった柄物を、着ることがほとんどなかったという方

け込むし、環境にも溶け込んでいくというのを改めて発見できたような

もいて、最初、
「え？ これ私似合わないわ」みたいなことを言われたりも

気がします。

したんですけれども、着ていただいて写真を撮っていくうちに、これ欲し

では、今回の展示「happy people」のことに話を進めましょうか。もう展

いって思っていただいたり、本当に笑顔が素敵になっていったり、その人

示見られた方もいるかもしれないんですが、展示されている写真が映像

の日常生活にそのデザインが溶け込んでいくような瞬間というのがあっ
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て、
それを見られるすごく素敵なプロジェクトだったと思います。
K

[ 写真：靴の職人、東京 ]

このおばあちゃん、かなりかわいいですよね。

着てるのを見るのとでは大分印象が違うと思うんですね。ですけれど
も、例えば 8 0 歳近いおばあちゃまでもこれだけ色物を着こなせて、そ

Y mintdesigns の靴をつくっている工場で靴底をつくっているおばあ

れですごく顔色が明るくなってということを見ると、本当にいろんな

ちゃんなんです。

方に向けてデザインするということの大切さを感じました。

[ 写真：水引作家、金沢 ]

H

この方は金沢の水引作家の方です。

H その１着の服がこれからずっと大事に着られるということにもつ

何となく金沢と東京の色があるかなという感じなんですが、実は金

ながりますよね。今、
「 happy people 」のスライドショーを見ていただ

沢の撮影がほとんど雨だったんですよね。屋外であまり撮影できな

いたんですが、さっきお話ししたとおり、展示プランを考え始めたのは

かったという…

結構前で、数ヶ月前にはなんとなく方向性も決まってました。ただ、10

Y なかなか自分で洋服を選ぶときに、自分がランドスケープの一部

月の終わりぐらいに展示の方向性をもう１回練り直しませんかという

だというふうに考えたことってないと思うんですが、こうやって見る

お話になって、それで出てきた３つぐらいのプランの中の一つがこの

と、その人がその空間の中で着てるものというのが与える強さという

「 happy people 」だったんですね。展覧会をつくる側としては、スケ

か存在感というのはやっぱりすごくて、その人がいる風景とその人が

ジュールを考えたときに、１カ月しかないし、かなり無謀だなと思った

いなくなったときの風景というのでこんなにも印象が違うんだなとい

んですが、このアイデアがすごくおもしろいというか、直感的にこれだ

うことが見えると思うんです。

なと思って。でもすごく忙しいお二人が、約 3 0 人もの撮影にずっとつ

H このプロジェクトに決めたのが11月４日とかだったと思うんです。

きっきりで、スタイリングもして、空間も決めて、というのはとても大

たった１カ月で突っ走った企画だったんですが、とてもすてきなプロ

変だったと思うんです。
「 happy people 」のエピソードや、
このプランに

ジェクトになったと思うので、できれば東京、金沢、そしてほかの地でも

至ったきっかけをお二人からお聞かせください。

見てみたいなと思っています。

K

K

わったという感じなんで … そうですね、あんまり振り返る時間がない

大阪編とかね、福岡編とかね、モスクワ編とかね。

スタイリスト、東京

昨日設営が終わって、今日が初日だったんで、ようやく今、ああ終

H 海外もいいですね。

といえばなかったんですけれども、改めてこうやって、こう暗い部屋で

K

いいですね。

大きな画面通して音楽流してみると結構しみじみしちゃうというか、結

H

[ 写真：スタイリスト、東京 ]

スタイリストさんのお仕事を私は全く

靴の職人、東京

構じわーんと自分でもきちゃってます。
染色の講師、東京

知らないので、こういうところが日常なんだと思って見てました。

Y いわゆる格好よくデザインしたものを格好よく美術館のギャラ

Y そうなんです。

リーに飾るという方向じゃなくて、デザインしたものが最終的に日常の

K

２トントラックと絶えず一緒という。

Y [ 写真：染色の講師、東京 ]

この方は染色の先生をされている方なん

ですけれども、ご本人の工房で写真を撮らせてもらいました。
H [ 写真：珈琲店の大ママ、金沢 ]

こちらも美術館のすぐ近くのコーヒー

風景の中でどう見えてるかみたいなことを切り取れればいいなと思っ
て。今回の展示案の他にミントデザインズバージョンの建物をつくると
か、そのミニチュア版をつくるとか、例えば市役所をジャックしてそれ
を mintdesigns仕様にするとか、そういうことも考えたんですけれども、

屋さんです。

どちらかというと、ものよりは人に対してアプローチできるほうがプロ

Y 多分コレクションで見るのと、あるいはお店に行ってマネキンが

ども、どちらかというと、ものよりは人に対してアプローチできるほう
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が プ ロ ジェクトとしては面白いかもということで、今回、「 happy

Y そうですね。もちろん建築家じゃないんで直接設計する事はないな

people 」という、人に焦点を当てたものにしたんです。やっぱり自分た

いですが、駅とか、そういう公共の人々が行き交う場所というもののデ

ちだけじゃなくて、人沢山関わる作品なので苦労はすごくあったんです

ザインに携わるような仕事に関わる事が出来ればすごく夢のあること

けれども… 出てほしい人が出てくれなかったりとか、あれって思うと

だなと思っています。
デザインするということは、常により良いものを

きに天気が悪くなってたりとかいろいろありました。

創造するというか、発想するという意識で臨むことなので、それが大き

K

そうですね。また、背景がどう洋服と絡んで関係していくかという

いものであれ、小さいものであれ、そのモチベーションはもちろん変わ

ことがこのテーマであって。今回、金沢 21世紀美術館でやるということ

らないんですけれども、公共物というのは、意識しなくても通る場所と

もあって、金沢に住む人というのと、私が住んでいる東京というのとを

いうか。
なので、そのデザインを求めてる人じゃなくても体験してもら

あわせて撮りたいというのがあって。それで金沢で撮ろうかなと思った

えるいいきっかけになる場所でもあるので、そういう場所のデザインが

のは、美術館があるということもあるんですけれども、私、個人的に二十

できるのはすごく素敵だなと最近感じ始めていて、できるだけこうやっ

歳ぐらいのときに１年間金沢に学生生活でいたことがあったんで、今

て口に出して言うようにしてます。

映っている中にも、その当時お世話になった人とかもいたりとかして。

K

自分もやっぱり兼六園行ったりとか近江町市場行ったりとか、この辺、

ごいきれいだし、あとベルリンとかの街の中に直径５メートルぐらい

竪町商店街とか新竪とかで遊んだ記憶があるので、そこをもう一度、改

のごみ箱があるんですけど、緑色と赤色と黄色という…そういうのを見

めて自分の服を人に着せてどう映るかなということも見てみたかった

てもすごくいいなと。何かそういったデザインも自分たちが参加できた

というのもあって、何かそういうところも少しあったので。それは個人

らいいなと思っていて。

的なことですが。

Y 海外に行くと必ず公共のごみ箱とかポストとかそういうものの写

H でき上がった写真を初めてスライドショーで見せてもらったとき

真を撮る癖がついていて、公衆電話とか … 今はあんまりなくなったん

に、見ているほうが自然と笑顔になるような、どれもとてもいい写真

ですけど。あとは駅のベンチとか。

で、まさに「 happy people 」だなと思って。…写真を撮ってくださった

K

写真家の方が、今まさにここにいらっしゃいます。

Y そういうものが遊び心を持ってデザインされている街というのは、

Y 押尾健太郎さんです。
（押尾氏紹介）

やっぱり人も笑ってるような気がするし、直接的に関係あるわけではな

H さて、そろそろ時間となりました。お二人がブランドを立ち上げて

いと思うんですけれども、何か気持ちに作用することができるという意

から13年、これまでにも続けていくことの大変さや大切さを語ってらっ

味では素敵だなと思いますね。

リオデジャネイロのビーチ沿いにある床のタイルのデザインもす

ベンチとか、地下鉄のシートカバーとか床とかね。

しゃいますが、今後どのようなことをやりたいと思っているのか、最後
にお聞かせください。
K

よく言ってることがあるんですけれども、今回も焦点をあてた衣服

のデザインと背景となる環境との関係性にもつながるんですが、やっぱ
り公共物のデザインとか生活に関わる大きなものをデザインしたいな
という気持ちがあって。
H まさに最初のプランにあった mintdesigns 仕様の神社のような…
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