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包む
WRAP

身体を包み、装うことで、
私たちは表層を創り出し続ける。
文●蘆田裕史

TEXT

（ジル・
ドゥルーズ『意味の論理学』
）

私たちの祖先は身体を包み始め、そこに

ると再び平面へと戻っていく。このように布は

様々な意味を与えることとなった。人が衣服

二次元と三次元を軽やかに行き来すること

を身に着け始めた目的としては、保護、装飾、

ができるのだが、包むという行為はなにも布

呪術あるいは（権力や身分の）表示など様々

の専売特許というわけではない。例えば化粧

な説が挙げられるが、いずれの理由にせよ、

もそうだ。顔全体に化粧水や乳液、ファンデ

身頃などいくつもの断片を縫い合わせた複

包むことでいくつかの副次的な作用が得ら

ーション等を重ねていく行為は、ある時には

雑な構造を持っているが、
もちろん原初の衣

れるだろう。そのひとつは「隠す」ことである。

表情をぼかし、
またある時には目鼻立ちをは

現在、私たちは昼も夜も、家の中でも外で
も衣服を身に着けている。その衣服は、袖や

服の構造はもっと簡素なものだった。構造だ

身体を包むことで、それまで露わであった生

っきりさせる。あるいは、身体に直接針を入

けでなく素材も同様である。いまや私たちにと

身の身体が見えなくなる。何かが隠されると、

れ、皮膚に新たな模様を作り出していく刺青。

って布は身近なものであり、簡単に入手する

その中にあるものを見たいという欲望が生じ

化粧にせよ刺青にせよ──そしてもちろん着

ことができるが、自分で糸から織物を作るこ

るのは必然である。つまり、身体を包み隠す

衣もそうだが──、新しい表層を生み出すと

とを想像してみれば、それがいかに手のか

ことがなければ、それに対するエロティックな

いう点で共通している。私たちは静的な存

かる作業なのか理解できるだろう。
人が衣服を着始めた時に使われた素材
は動物の毛皮だったと言われているが、毛

眼差しが向けられることもない。身体にまつわ

在ではなく、常に変化しつつあるが、その変

るエロティシズムは包むことによって生まれた

化は結局のところ表層に現れる。出来事は

と言えるのだ。

皮という素材がいつどのようにして衣服にな

もうひとつ、包むという行為から起きる作用

表層で起こるのだ。私たちは事物の表層し
か見ることができない。その奥を見たければ、

ったのだろうか。狩りで得られた動物の毛皮

として興味深いのは、形態に関することであ

衣服や化粧という包みをかきわけていく他な

を目の前にして私たちの祖先が行ったことに

る。毛皮にせよ織物にせよ（便宜的に「布」

い。だが、それをしたとしても、そこにはまた
別の表層が現れるだけなのだ。このように増

思いをはせれば、彼らが身体を包んだであ

と総称する）それ自体では平面のものだが、

ろうことが容易に想像される。そう、
「包む」

身体を包むことで、布自体に立体的な形状

殖する表層と戯れること、それを私たちはファ

ことは衣服において本質的な行為なのだ。

が与えられる。そして布が再び身体から離れ

ッションと呼んでいるのかもしれない。
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いまや、
すべてが表層へと再び上がってくる。

サングラス
ジェレミースコット×リンダファロー
多くのセレブ顧客を持つサングラスブ
ランドLinda FarrowとJeremy Scottの
コラボレーション。指の隙間から目が
覗くデザインは、目元を引き立たせる。
サングラス ￥20,000（参考価格）
Jeremy Scott×Linda Farrow

シャツ

（Diptrics）

ヨシオ クボ
スカーフでフロントを覆ったエレガン
トなデザイン。接続された左肩のファ
スナーを開けると、スカーフが外れラ

羽織ガウン

スカーフシャツ ¥30,450
yoshio kubo（yoshio kubo）

フルネルソン

ストール

着物の羽織のようなデザイン。女性
の持つしなやかさや凛々しさを際立た
せる。
羽織ガウン ￥35,700
FULL NELSON（AGOSTO INC.）

隠すために包むもの。
現すために包むもの。

フな印象に。

写真●内藤サトル

文●古澤 大

ファリエロサルティ
イタリアの老舗テキスタイルブランド
であるFaliero Sartiの色鮮やかなスト

リング

ール。軽い付け心地と柔らかな肌触

ヨシコ クリエーション

りで、快適に。
ストール ￥32,550

動物や植物をモチーフにしたアクセサ

Faliero Sarti（GUILD PRIME渋谷）

リーが人気のヨシコ クリエーション。
絡みつくバラの蔦が、美しく指を魅せ
る。
Rose Ring ブラック／ゴールド
各￥23,100

かさ

YOSHiKO CREATiON

センズ×ミナ ぺルホネン

（RE.BIRTH information desk）
ITEM

強風の中でも裏返らないセンズアンブ
レラの画期的デザインとミナ ぺルホ

ユナイテッド ヌード
巾着

オランダ出身の建築家とイギリス老舗
靴メーカー「CLARKS」が手掛けるシ

シアタープロダクツ

ューズブランド。ヒールまで同じパタ

巾着袋にスパンコールがあしらわれる

ーンに覆われたデザインで、足下に

と、都会的な印象に。内側のボタンと
縛り方で、用途に合わせて形を変えて。
巾着バッグ

ネンのテキスタイルがコラボレーショ
ン。雨の憂鬱からあなたを包む。

アウトドアサンダル

折りたたみ傘（左）￥6,825

ナイキ

長傘（右）￥9,240
senz×minä perhonen

NIKE SBのバックパックからインスピ

（minä perhonen）

レーションを得たストラップがサンダ
ルに。快適な露出と、安定感のある履
き心地を実現。

存在感を。

NIKE AIR DESCHUTZ ￥8,190

ハイヒール ￥19,950

NIKE（株式会社ナイキジャパン）

UNITED NUDE（UNITED NUDE）

ブラック／シルバー／ブラウン
各￥23,100
THEATER PRODUCTS（THEATER
PRODUCTS OMOTESANDO）

風呂敷
タバヤモノユナイテッドアローズ

巻きスカート

ポップな模様にアレンジされた現代

フェノメノン
ブレスレット

さわやかなチェックの巻きスカートは

アンブッシュ

なやかに。

m-floのverbalが手掛けるポップなア
クセサリーブランドAMBUSHからは、
アイロニックなハンド•ブレスレット。
“SKULL ‘AMB’ BONES” BRACELET

上半身を男らしく強調し、下半身はし
マドラスチェック巻きスカート
￥19,950
PHENOMENON
（THE CONTEMPORARY FIX）

版の風呂敷。ストールとして首元のワ

ワンピース
リストワール ス レペッ
ト
活発な印象を与えがちなサロペットも、
ゆったりとしたドレープで女性らしく。
サロペット ￥27,300

￥18,690

L'histoire se repétè（ユナイテッドア

AMBUSH®（AMBUSH®）

ローズ 原宿本店 ウィメンズ）

ンポイントに。
フロシキ ストライプ Mサイズ ￥3,150
フロシキ ストライプ Lサイズ ￥3,675
フロシキ ドット Lサイズ ￥4,725
TABAYAMONO（ユナイテッドアロー
ズ 原宿本店 ウィメンズ）
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ハイヒール

No.9 Top ： スカートと
相似形につくられたトッ
プス。拡げた時のイレ
ギュラーな形は、幾通
りもの自由な着方を可
能にする。
（￥33,600）

No.3 Pants ： 巻貝の断
面図のような螺旋形を
描くパンツは、複 雑に
交錯するプリーツが特
No.3 Top ： 複雑で構築的な形に

徴。袴のようなロング

折り畳まれたトップス。無機的な

丈は、着方はもちろん
性別も選ばない。

印 象のグレーも、微かな赤 味と

（￥63,000）

虹色の箔のお蔭で肌写りのよい
色合いに。畳まれた時、拡げた時、
着た時のそれぞれの形態を楽しめ
る。（￥29,400）

Professional Works

第1回
132 5. ISSEY MIYAKE
美しく、また斬新なコンセプトであるだけでな

揺れ動く時の運動性。こういったものが、
まと

「一枚の布を立体（三次元）に拡げ、再び

く、しまったり持ち運んだりという実用性にも

う者の身体の存在、そのかたちと動きを、そ

平面（二次元）へと折り畳む、そして半角の

優れている。プロダクトに用いられている繊

こはかとなく暗示するのだ。

ブランド名に冠された記号のような数字は、

空白の後に五次元（四次元＝時間を超え

維は、ポリエステル素材から再生したもので、

た段階）へと飛躍することを表わしている。
こ

何度リサイクルを繰り返しても劣化しないとい

皮膚の上に重ねることであり、また自らの延

の不思議な形の服は、身体にまとわれた状

う。現代生活では、服とは実用品である以

長でもあるような「他者性」をまとうことである。

服に身を包むことは、自身とは別の表層を

態を本来の姿、あるいは完成形とするいまま

上に「記号的」なモノであり、
とりわけラグジ

それは、他者性との戯れであり、
また衣服とい

での服のあり方からは離れて、かたちが様々

ュアリー・ファッションやハイ・ファッションと呼

う表層で自己を複数化していくような遊戯で

に展開し変化していく、そのプロセス自体を

ばれる分野では、むしろムダの多さこそが価

もある。132 5.ISSEY MIYAKEの造形は、こ

愉しめるプロダクトである。

値を支えている面すらあった。132 5.ISSEY

の性質をさらに強める。平らな布で身体を包

折り紙を連想させるかたちは、引き上げる

MIYAKEは、こういった現状に疑問を投げ

むことで、体型に現われた個性や性差が隠さ

とねじれながらほどけて、思いもかけないアイ

掛け、私たちと衣服との「付き合い方」を根

れ、薄められる。それは、マットな色彩を均一

テムへと変貌する。この時の動きの面白さも、

本から変えてしまう可能性をもったデザイン

に塗られた顔が、個人の特徴はおろか、性

魅力のひとつだ。いざ畳み直すときには途方

／プロダクトでもある。

別すら曖昧になってしまうことと似ている。
しか

に暮れるかもしれないが、形状記憶加工さ

三次元へと拡げられたときのプロダクトは、

し、個性が完全に覆い隠されてしまうわけで

れたプリーツに忠実に折り重ねていくと、存

平面とプリーツの組合せで立体感を出すと

はない。反対に、個別の身体に合わせて異

外あっけなく「二次元」の姿に戻る。a piece

いう、独特の造形になっている。徹底した平

なる「似合い方」をするのが、132 5.ISSEY

No.9 Skirt ： 柿渋色の布地とブロ

No.1 Dress ： 廻転しながら縮減し

ンズ色の箔押しとの調和が美しい

ていく矩形が印象的なドレス。着

of clothをみてもわかるように、三宅一生の

面性と豊かなひだによって、生身のラインは

MIYAKEの特質である。身体の表面を包み

スカート。オーバーサイズに作ら

るとプリーツが開いて、立体的な

れたウエストは、同じラインのベル

ボリュームが出る。スナップの止

デザインには平面性を特徴とするものが多

包み隠される。
しかしそれは、身体を完全に

隠すための第二の皮膚において、
それでも表

トで絞って表情をつけても。

め方によって、シルエットを変える

（￥44,100）

こともできる。
（￥36,750）

い。
「洋服」の形をしつつも、むしろ和服に

隠してしまうわけではない。例えば、体型によ

面に顕われ出てしまうような何かがあることを、

近いともいえる。

って異なる拡がり方をするプリーツ、計算さ

この次元ごとに異なる表情をみせる布の芸

れた落ち感のある布地が、身体にあわせて

術は、私たちに教えてくれるのだ。

折り畳んだ時の平面性は、かたちとして
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写真●内藤サトル（P.04）、矢吹健巳［FEMME］
（ P.05） 文●小澤京子

青柳文子（ショップ店員／原宿）

トップス ￥17,850
ストール ￥19,950

頭に巻いているスカーフ ￥16,800

パンツ ￥23,100

THEATER PRODUCTS ／

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE ／

THEATER PRODUCTS OMOTESANDO

ISSEY MIYAKE INC.

化粧やアクセサリーは
メイクアップ

STYLING

表層を作り上げ、
生身の身体を別の様態へと
変化させる。

06 - 07

一枚の布は流れゆく日々の中で、
ドラマチックな役割を果たしているのだ。
写真●矢吹健巳［FEMME］
（ P.06、08、10、12）
、田口まき（P.07、09、11、13）
ヘアメイク●市川土筆
モデル ●山下翔平（P.08、10）赤坂紗世（P.06、12）
文●蘆田裕史

才田亨（美容師／表参道）

トップス ￥14,700
パンツ ￥28,350

首に巻いたハンカチーフ ￥3,150

ストール ￥15,750

undecorated MAN ／

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE ／

undecorated MAN

ISSEY MIYAKE INC.

ストールは原初のアクセサリー。
一枚の布を巻き付けることで、
視線を集め、強調する。

STYLING
08 - 09

いくつかの衣服には属-性がある。
たとえばスカートは女性に属すると
文化的に規定されてきた。
そうした文化的規範が包み込まれると、
別の様相が現れてくる。

STYLING
10 - 11

トップス ￥29,400
パンツ ￥63,000
132 5. ISSEY MIYAKE ／

LEO（DJ／ 新宿）

MIYAKE DESIGN STUDIO

ショートパンツ ￥84,000

ベルト パンプス スタイリスト私物

MIKIO SAKABE ／ CANDY

国枝洋子（フリーター／渋谷）

コート ￥29,400
シャツ ￥33,600

ピンタックドルマンシャツ 参考商品

パンツ ￥36,750

EMODA ／ EMODA 渋谷109店

132 5. ISSEY MIYAKE ／
MIYAKE DESIGN STUDIO

たっぷりとした衣服は
空気をはらみながら
身体的特徴を覆い隠す。
男女という二項対立は曖昧なものとなり、
中性という第三項の存在が
浮かび上がる。

STYLING
12 -13

