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フィロソフィカル・ファッション第1弾では、津
村耕佑によるプロジェクト「FINAL HOME」を
取り上げた。「家をなくしてしまったとき、人を最
後にプロテクトするのは服になる」をコンセプト
に、「究極の家」を意味する「FINAL HOME」は
生まれた。多数のポケットに新聞紙を詰めれば
防寒着に、非常用グッズを入れれば避難着に
なるナイロン製のコートだ。1994年の「FINAL 

HOME」誕生から現在までに、日本は、阪神・淡
路大震災、東日本大震災という未曽有の災害に
見舞われ、津村はファッションデザイナーとして
の使命を軸に、ファッションと社会や環境との
関係性を考察し続けてきた。本展において津村
は、人間と衣服、都市と自然について考察し、美
術館を都市と見立てたインスタレーション作品
を発表した。モニターや照明、展示台など、補
助的な存在である備品を本来の役割から切り
離して展示し、「FINAL HOME」のコートやパズ
ルと共存させることで、曖昧な境界線で仕切ら
れる内と外の関係性を浮き彫りにした。

（平林 恵）

デザインギャラリー：展示風景

FINAL HOME「フラワーパズル ワークショップ part 2」

FINAL HOME （HOME 1）

Design Gallery: Installation view

FINAL HOME “Flower Puzzle Workshop part 2”

FINAL HOME (HOME 1)

In the first exhibition in the series we ex-

amined TSUMURA Kosuke’s project FINAL 

HOME. FINAL HOME was born out of the 

concept, “When people lose their home, 

their final protection is their clothing.” When 

their many pockets are stuffed with news-

print, these nylon coats provide protection 

against the cold. And when filled with 

emergency goods, they become evacuation 

jackets. Since 1994 when Tsumura created 

FINAL HOME, Japan has suffered disas-

ters of unprecedented scale including the 

Hanshin-Awaji earthquake and the Tohoku 

earthquake and tsunami. Compelled by his 

mission as a fashion designer, Tsumura 

has continually pondered the relationships 

between fashion, society and the natural 

environment. For this exhibition, Tsumura 

thought about humans and clothing, and 

about cities and nature, and put together an 

installation in which the art museum was 

likened to a city. By presenting monitors, 

lighting devices, display stands and other 

pieces of equipment that normally play aux-

iliary roles divorced from their original func-

tions and letting them co-exist alongside the 

FINAL HOME coats and puzzles, he drew 

attention to the relationship between inside 

and outside and the indistinct boundary line 

that separates them.

(HIRABAYASHI Megumi)     
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フィロソフィカル・ファッション 1

FINAL HOME 
Philosophical Fashion 1: FINAL HOME

2013.1.12– 6.30

Clothing is at once fundamental to human existence and a major factor shaping culture that reflects regional characteristics and the spirit of the times. As well, 

one could also say that “fashion,” which nowadays changes at a dizzying speed, symbolizes consumer society. Featured in this series were creators who, 

against the backdrop of these trends, think deeply about clothes as things, about clothing people as an activity and about the phenomenon of fashion, and who 

continue to produce new products based on original values. In the series, we introduced three designers who propose new fashions based on an enduring 

concept while reflecting the “now.”

　衣服は人間の生活の基盤であると同時に、地域性や時代性を映して文化を形成する大きな要素である。そして、昨今のめまぐるしく移り変わる「ファッション」は、消費

社会を象徴する現象であるといえるだろう。こうした動向を背景に、衣服というモノ、装うという行為、ファッションという現象を深く考察し、独自の価値観でモノづくりを続

けているクリエイターが注目されている。本シリーズでは、「いま」という時代を映しながら、一貫したコンセプトでファッションを提案する3組のデザイナーを紹介した。

フィロソフィカル・ファッション｜ Philosophical Fashion
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フィロソフィカル・ファッション 2

ANREALAGE “A COLOR UN COLOR” 
Philosophical Fashion 2: ANREALAGE “A COLOR UN COLOR”

2013.7.12–11.24

第2弾では、日常（A REAL）、非日常（UN-REAL）、
時代（AGE）をコンセプトとするファッション・ブ
ランド「ANREALAGE（アンリアレイジ）」を紹介。
身体や衣服への考察から生まれるコンセプチュ
アルなデザインと、細部まで徹底的にこだわっ
たものづくりが特徴のブランドである。デザイ
ナーの森永邦彦は、私たちが普段気に留める
ことのない「日常」を解析し、「非日常」を抽出、
フォーカスする手法で衣服をつくり出す。5000

個ものボタンを縫い付けたスーツや数百枚の
布地から成るパッチワークで見せた驚異的な手
仕事と膨大な時間。球体や三角錐、立方体に合
わせて衣服をつくるという、極めてコンセプチュ
アルな「かたち」へのアプローチ。異分野の最
先端技術をファッションに取り入れる実験精神。
時代を捉えつつファッションの本質を問う森永
のものづくりは、常に驚きをもって迎えられてき
た。本展では、太陽光で色が変化する衣服を
5000着もの白い古着とともに展示し、ファッショ
ンのなかで移ろう「色」への問いを表現した。

（平林 恵）

デザインギャラリー：展示風景

ANREALAGE オープニング・ショー

デザインギャラリー：展示風景

Design Gallery: Installation view

ANREALAGE: Opening show

Design Gallery: Installation view

1,  3. photo: SUEMASA Mareo

2. photo: IKEDA Hiraku

The second exhibition in the series looked at 

the fashion brand ANREALAGE, which takes 

as its concept “real,” “unreal” and “age.” The 

brand is characterized by conceptual designs 

that reflect a unique vision of the body and 

clothing as well as scrupulous attention to 

detail in the making. Designer MORINAGA 

Kunihiko creates clothing by analyzing the 

“real” of everyday life that we normally pay 

little attention to and extracting and focusing 

on the “unreal” that lies within it. As seen 

in the suit sewn with 5000 buttons and the 

patchwork jacket made of several hundred 

pieces of fabric, Morinaga’s methods often 

require an incredible amount of handwork 

and can be time-consuming. His approach is 

distinguished by conceptual “forms”—clothing 

fitted to spheres, triangular pyramids and 

squares—and a spirit of experimentation in 

which cutting-edge technologies from dif-

ferent fields are incorporated into fashion. 

Always greeted with surprise, Morinaga’s 

creations explore the essence of fashion 

while capturing the spirit of the times. For 

this exhibition, Morinaga explored the ques-

tion of the role of ever-changing “color” in 

fashion, presenting clothing whose colors 

changed in sunlight together with 5000 

white secondhand garments.

(HIRABAYASHI Megumi)
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フィロソフィカル・ファッション 3

ミントデザインズ “happy people” 
Philosophical Fashion 3: mintdesigns “happy people”

2013.12.7–2014.5.18

第3弾で取り上げたのは、勝井北斗と八木奈
央による「mintdesigns（ミントデザインズ）」である。
オリジナルのテキスタイルを生かした衣服の
デザインが注目される一方で、食器や家具、和
菓子など、異業種とのコラボレーションにも積
極的に取り組み、そのデザイン領域を拡大し
続けているブランドだ。衣服のみならず、日常
生活を豊かにするためのプロダクトデザイン
を目指す彼らの活動は、「流行」と同義ではない
「ファッション」の可能性を提案する。本展にお
いて勝井と八木は、「happy people」をテーマ
に、ミントデザインズの衣服を日常へ浸透させ
る実験を試みた。東京と金沢で暮らす31名の
人々が、それぞれの日常空間でミントデザイン
ズをまとう、その瞬間を写真に収め、主のいな
い風景とあわせて展示した。デザインが着る人
の表情やたたずまいに変化をもたらし、さらに
は空間に作用する様子を、インスタレーションと
して提示した。

（平林 恵）

デザインギャラリー：展示風景

デザインギャラリー：展示風景　

「フィロソフィカル・ファッション」クロージング・トーク

（左より八木奈央氏、勝井北斗氏、森永邦彦氏、津村耕佑氏）

Design Gallery: Installation view

Design Gallery: Installation view

Philosophical Fashion, Closing Talk 

from left: YAGI Nao, KATSUI Hokuto, 

MORINAGA Kunihiko, TSUMURA Kosuke

1, 2. photo: OSHIO Kentaro

The third exhibition in the series examined 

mintdesigns, a fashion brand created by 

KATSUI Hokuto and YAGI Nao. Known for 

clothing designs that give play to original 

textiles, the brand is continually expanding 

its design territory by actively pursuing col-

laborations in other fields such as dinner-

ware, furniture and Japanese confectionary. 

Not stopping at clothing, Katsui and Yagi 

seek to impart richness to our everyday lives 

through product design as they explore the 

possibilities of “fashion” far beyond what is 

“fashionable.” In this exhibition, Katsui and 

Yagi took “happy people” as their theme in 

an experimental endeavor to deploy mintde-

signs clothing actively in everyday life. Thir-

ty-one people living in Tokyo and Kanazawa 

were styled using mintdesigns clothing and 

photographed in everyday spaces familiar 

to and expressive of them individually, and 

the photographs displayed together with 

photographs of the same scenes without the 

people. The designs brought about changes 

in the expressions and appearance of the 

people who wore them, and their interac-

tions with the space were also captured and 

presented as part of the installation.  

(HIRABAYASHI Megumi)
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2013年1月12日– 6月30日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者：72,916人

主催： 金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：A-net.Inc FINAL HOME、川上産業株式会社、

プチプチ文化研究所、株式会社竹尾

出品作家：FINAL HOME

巡回なし

2013.1.12–6.30

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 72,916

Organized by: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art 

Promotion and Development Foundation)

In Cooperation with: A-net Inc., FINAL HOME, 

Kawakami Sangyo Co., Ltd., Takeo Co., Ltd.

Artist: FINAL HOME

関連企画

◇アーティスト・トーク：津村耕佑

（2013年3月10日、レクチャーホール）

◇ワークショップ：

「フラワーパズル ワークショップ」

（2013年3月10日、会議室1、情報ラウンジ周辺）

◇ワークショップ：

「フラワーパズル ワークショップ part2」

講師：津村耕佑

（2013年5月25日、広場、情報ラウンジ周辺）

フィロソフィカル・ファッション1：FINAL HOME

Philosophical Fashion 1: FINAL HOME

企画・構成：平林恵

Curator: HIRABAYASHI Megumi

2013年7月12日–11月24日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：139,411人

主催：金沢21世紀美術館 ［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：小杉染色株式会社、セリック株式会社

出品作家：ANREALAGE

巡回なし

2013.7.12–11.24

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 139,411

Organized by: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art 

Promotion and Development Foundation)

In Cooperation with: KOSUGI DYEING CO., Ltd.,

Seric Ltd.

Artist: ANREALAGE

関連企画

◇アーティスト・トーク：森永邦彦

（2013年7月13日、レクチャーホール）

◇オープニング・ショー

（2013年7月13日、交流ゾーンほか）

◇講演会：平川武治

（2013年11月16日、レクチャーホール）

フィロソフィカル・ファッション2：ANREALAGE “A COLOR UN COLOR”
Philosophical Fashion 2: ANREALAGE “A COLOR UN COLOR”

2013年12月7日–2014年5月18日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：73,586人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：押尾健太郎、成旺印刷株式会社

出品作家：ミントデザインズ

巡回なし

2013.12.7–2014.5.18

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 73,586

Organized by: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art Pro-

motion and Development Foundation)

In Cooperation with: OSHIO Kentaro, 

Seio Printing Co., Ltd.

Artist: mintdesigns

関連企画

◇アーティスト・トーク：勝井北斗、八木奈央

（2013年12月7日、レクチャーホール）

◇「フィロソフィカル・ファッション」クロージング・トーク

FINAL HOME×ANREALAGE×mintdesigns：

津村耕佑、森永邦彦、勝井北斗、八木奈央

（2014年5月18日、シアター 21）

フィロソフィカル・ファッション3：ミントデザインズ “happy people” 
Philosophical Fashion 3: mintdesigns “happy people”

ドキュメント：『「フィロソフィカル・ファッション」

展覧会記録』（pdf版）

金沢21世紀美術館、2014年、90p.

ISBN: 978-4-903205-28-1

※当館ウェブサイトにて公開

document: 

Philosophical Fashion exhibition document (pdf)

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2014, 90p.

ISBN: 978-4-903205-28-1

*published on the website. (https://www.

kanazawa21.jp/data_list.php?g=52&d=6)


