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文●蘆田裕史

凛とは、エレガンスという静謐な美に
力が秘められた様のことである。
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蘆田裕史／ Hiroshi Ashida　1978年生。 京都大学大学院博士課程研究指導認定退学。京都服飾文化研究財団アシスタント・キュレーター。

　欧米の言語に訳しにくい日本語は少なか

らずある。よく知られるところでは「侘び」や
「寂び」もそうだし、最近では「カワイイ」が
日本語のまま通用してもいる。「凛」という言
葉もそのひとつだろう。私が日本語以外の知

識を十分持ち合わせていないためかもしれな

いが、この言葉に相当する単語は欧米の言

語にはあまりないように思う。日本語で「凛」
を説明するのも難しいが、個人的な印象とし

ては、この言葉からは静かでありながらも力

を秘め、美しい立ち居振る舞いを持った様を

想像する。ひとことで言えば「透き通るような
強さ」といった感じだろうか。このように考え
てみると、ひょっとすると凛は西洋で言うとこ

ろの「エレガント」と共通するものがあるのか
もしれない。「エレガント」は服装や振る舞
いについて言われることが多いが、エレガン

トな衣服について少し思いを巡らしてみたい。

　そもそもエレガントとはどういうことか。語

源はラテン語のelegantem（立派な）であり、

e-（外へ）＋ -legant（選ぶ）＝「選び出された」
という意味だとされている。つまり、単に優雅

というよりも、ミニマルでありながら、選び抜か

れたデザインがなされたものだと言える。サン

＝テグジュペリは付け加えるのが何も無い状

態ではなく、取り去るものが何もない状態に完

全性を見出したが、それと通じるものがある

だろう。

　ロココ時代のローブ・ア・ラ・フランセーズ

のようなドレスは確かに絢爛豪華で美しいが、

そこにエレガンスを感じることはできない。そ

の理由を考えてみると、「過剰さ」がひとつ
の原因であることは間違いないだろう。金糸

や銀糸がふんだんに使われた豪勢な刺繍や

手の込んだレースなど、これでもかというくら

いのお金と技術と時間がかけられている。だ

が、こうした衣服は地位や権力を表象するこ

とが目的として大きいため、正直なところ品が

あるとは言いがたい。ロココの後、18世紀末

にあらわれたエンパイア・スタイルは一転し

て過度な装飾のないシンプルなシルエットの

ものになったが、やや軽すぎるきらいがあるこ

と、その透け感が必要以上のセックス・アピ

ールにつながっていたことなどを考えると、や

はりエレガントという感覚とは離れてしまう。

　服飾史を辿っていくと、エレガンスの現れ

は20世紀初頭に活躍したマドレーヌ・ヴィオ

ネに見ることができるのではないだろうか。バ

イアス・カットを発明したことで知られるヴィオ

ネの服には隙がない。同時代のそれまでのク

チュリエ／クチュリエールと比べると、無駄な

ものがそぎ落とされ、静謐な雰囲気をたたえ

ていると言えよう。ヴィオネよりさらに下の世代

のグレからも同様の印象を受ける。だが、個

人的な感覚ではあるが、彼女たちの服には

そこまで強さを感じることがないように思う。そ

れは彼女たちがあくまで既存の社会通念に

沿った「ドレス」を制作していたからではない
だろうか。

　戦後しばらくして女性の社会進出が進む

と、必然的にファッションにも変化が現れた。

70年代のイヴ・サン＝ローランのマニッシュ

なパンツ・スーツ、西洋的な「美しいファッシ
ョン」を崩した80年代のコム・デ・ギャルソン
やヨウジ・ヤマモトなど、女性服と言えばドレ

スという既成概念をこえたスタイルが提示さ

れることとなる。女性のありかたに一石を投じ

るようなこれらのスタイルは視覚的にもわかり

やすい強さを表し、言ってみれば肩肘張っ

た態度のようにも思われる。しかし、90年代

以降になるとユニセックスなスタイルが広く普

及し、女性のファッションは男性性を取り込む

というよりもニュートラルな方向へと向かう。そ

うして、肩の力が抜けたしなやかな強さを持

ったファッションが現れてきたと言える。たとえ

ば徹底してオーガニックにこだわり、ファッショ

ンというよりも生活空間や環境までもデザイン

するかのようなCOSMIC WONDER（コズミ

ック・ワンダー）や、衣服によって物語を紡ぎ

だすASEEDONCLOUD（アシードンクラウ

ド）のように、一見するとナチュラルで軽いテ

イストに思われがちなブランドにも、そこに込め

られたデザイナーの思いやコンセプトには確

固たる意志が感じられる。誇示するように見

せつけられた強さではなく、静かに、内に秘め

られた強さこそ凛と呼ぶにふさわしいように思

う。

「あたしは、何よりもまず人間よ」

（イプセン『人形の家』［原千代海訳］）



シルクドレス

ノクターン ナンバー22 イン シー シャープ
マイナー オプト ポッス

Y's Red Labelの元デザイナー、鈴木

道子が手掛ける新ブランド。動きに

合わせて揺れるフロント部分が、着

る人の佇まいをひときわ美しく。

￥47,250 

Nocturne #22 In C Sharp Minor,

Op. Posth. （RE.RIETH information

desk）

ベルト

アンボワーズ

ベルトについた青い羽根がゆらりと

揺れて、所作からエレガントな一面

を引き出す。

￥31,500 

AMBOISE （ユナイテッドアローズ 

原宿本館 ウィメンズ館）

革小物

ヒロコハヤシ

機能性と立体的な型押しデザインが

美しくマッチした革小物は、持ち歩く

ときの立ち振る舞いまで颯爽とさせ

る。クラッチバッグ ￥48,300 

長財布 ￥30,450 

カードケース ￥11,550

HIROKO HAYASHI 

（HIROKO HAYASHI）

ショール

ミヤオ

コム デ ギャルソンで経験を積んだ

デザイナーにより2011s/sからスタ

ートしたMIYAO。ブラックのレース

から繊細さを、対照的なウールから

は、しなやかな強さが感じられる。

￥13,125 MIYAO （MIYAO）

時計

シチズン

アクセサリー感覚で付けられるシン

プルなデザインはどんな服装にも馴

染みやすく、上品なアクセントとなる。

シルバー／ブラック 各￥26,250 

kii （シチズン時計株式会社）

チョーカー

ヨシコ クリエーション

風になびくネックレスの様が、そのま

まチョーカーに。しなやかなフォル

ムが美しい。

シルバー／ブラック 各17,325 

YOSHiKO CREATiON （RE.BIRTH

 information desk）

ピン

ジャムホームメイド アンド レディーメイド

パンク・ファッションの象徴であるピ

ンがモチーフになった、シンプルな

シルバーアクセサリー。揺るがぬ精

神を身につける感覚で。

L ￥52,500 ／ M ￥31,500 ／

S ￥15,750 

JAM HOME MADE

（JAM HOME MADE ）

シャツ

アキラナカ

肩から脇にかけて流れるかのような

美しいドレープと直線的なシャツが、

強くしなやかな美しさを連想させる。

￥36,750 

AKIRA NAKA （ESTEEM PRESS）
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眼鏡

アラン ミクリ

上品なデザインの細いフレームは、

クリアな視界と、知的な印象を。

チタンフレーム（左）￥79,800

チタンフレーム（中）￥79,800

メタルフレーム（右）￥35,700 

alain mikli （ミクリ ジャポン）

ジャケット

ジョン ローレンス サリバン

ダークな配色のプリントはニットツイ

ードの質感をグラフィックで表現した

もの。優雅なジャケットは着るだけ

で気持ちが引き締まる。

￥66,150 

JOHNLAWRENCE SULLIVAN

（JOHNLAWRENCE SULLIVAN）

パナマハット

ボルサリーノ

職人の手作業によって生まれた、気

品漂う真っ白のハット。身に付けるこ

とで気持ちまで優雅に。

￥44,100 Borsalino （test,）

靴

トリッカーズ

純白の革靴で足元に美しさを。老舗

靴メーカーの逸品を履けば、自然と

歩き方も堂々と。

￥58,800 

Tricker's （トレーディングポスト 渋

谷店）

バスケット

ユナイテッドアローズ

エコバッグ感覚で気軽に持ち歩ける

バスケット。ブラックとタッセルのワ

ンポイントで、何気ない外出もエレ

ガントに。

L ￥2,520 ／ M ￥2,310 ／ S ￥

2,205

UNITED ARROWS （ユナイテッドア

ローズ 原宿本店 ウィメンズ館）

長着

まとふ

日本古来の長着と洋服をミックスし

た、まとふの代表的アイテム。着物

のように直線的でシンプルなデザイ

ンは、着たときの姿を凛々しくする。

￥115,500 matohu （LEWS纏）

タンクトップ

トム ブラウン

白のタンクトップは潔い印象。大きく

開いた襟ぐりにヘンリーネックが直

線的なデザインをプラスする。

￥15,750 

THOM BROWNE （LOVELESS）

繊細で、強いもの。
軽やかで、動じないもの。
写真●内藤サトル、矢吹健巳［FEMME］　　文●古澤 大
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　mameという一風変わった名前のブランド

は、2011年春夏コレクションでデビューした、

新進気鋭の存在である。コンセプトは、女性

のための「現代社会における戦闘服」。など
というと、パワーショルダーのスーツを連想す

るだろうか。一般的に「闘う女性」向けと見
なされてきたデザインが、巨大都市における

カモフラージュといった風合い――コンクリー

トに溶け込む無彩色、高層ビルのかたちを

反復したような直線的なシルエット――なの

に対して、mameの服は繊細で装飾的なディ

テールをもつ。ミニマルながら緻密に計算さ

れたパターン、複雑で美しい模様を描きだす

レース、皮革工芸の手法が取り入れられた

ビニール製のアクセサリーやマスク……それ

らはむしろ、伝統的な工芸品の、丹念な手

仕事による洗練と完成度を思わせるだろう。

　かつての「強い女」志向は、（少なくとも日
本では）右肩上がりの経済成長と抱き合わ

せであった。もちろん、誰もが「キャリア・ウー
マン」になれたわけではないのだが、強い女
を目指すこと、ファッションだけでも強い女の

様相をまとうことに、あこがれと希望のある時

代だった。やがて経済の低迷や雇用状態の

不安定化に伴い、「フェミニズム」と呼ばれ
る思潮は、多くの「普通」の女性にとって福
音ではなくなっていく。このような社会状況の

反映か、それともミニマルでコンセプチュアル

な90年代モードへの単純な反動か、2000年

代は女性的な、さらには少女的なファッショ

ンが、複数の「トライブ」を横断する形で流
行した。

　「ガーリー・カルチャー」と呼ばれる動向そ
のものは、「少女」という文化的階層の出現
とともに、一種のサブ・カルチャーとして伏流

し続けている。しかし2000年代の「ガーリー」
は、より内向的、保守的かつ自己防衛的な

性質が強かった。「赤文字系」雑誌が掲げた
「モテカワ」であれ、カウンター・カルチャー
性を保ちつつも、より懐古的な少女性や「お
姫様」性を打ち出すようになったロリータ・ファ
ッションであれ、「青文字系」による「ゆるふ
わ」路線であれ、一様に80～ 90年代の「闘
う女性」イメージとは相対立するものであっ
た。もっとも「10年代」と呼ばれるいま、少なく
ともファッションの領域では、このような潮流

は急速に陳腐化しているのも事実だろう。

　mameが提示する「闘う女性」像は、しかし、
前時代への単純な回帰ではない。デザイナ

ーである黒河内真衣子は、株式会社三宅デ

ザイン事務所に勤務し、A-POCやコレクショ

ンの企画・デザインを手掛けたという経歴を

もつ。彼女の持ち味である完成された繊細さ

は、このときに人脈を築いた職人たちとの協

働作業に支えられている面も大きい。そこに

彼女は敢えて、ビニールや化学繊維など、人

工的な素材を用いる。古典的・民俗的な意

匠とフューチャリスティックな質感とが融合し、

不思議に洗練された、独特の世界が生まれ

る。ディテールの繊細さ、身体の線を隠さず

歪曲もせず、固有の美しさをなぞるデザイン、

クラシカルなものへの敬意と未来志向の並

存――mameのコレクションが示唆するのは、

他者へと向けられる棘や毒とは無縁の、しな

やかでたおやかな強さと、相矛盾するものを

も包み込む柔軟さをあわせ持った、新しい

時代を生きる女性の「凛 し々さ」なのである。

小澤京子／ Kyoko Ozawa　1976年、群馬県生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター（UTCP）」特任研究員。

マスク ￥60,900 mame（黒河内デザイン事務所）

ネックレス：古代剣闘士の胸飾りを思わせるデザインは、透明の

アクリルを用いることで軽やかで洗練された印象に。付属パー

ツは柔軟な素材から出来ていて、着け心地にも配慮されている。

¥53,550 mame（黒河内デザイン事務所）

レースワンピース：真夜中の空の色みたいな深い青と、繊細な

レースの美しさが印象的な一枚。動くと揺れるシフォンの連なり

もエレガント。

¥86,100 mame（黒河内デザイン事務所）

バングル：民俗的な意匠にも、アニメ・ヒロインのコスチューム

のようにも見えるデザイン。透明素材だからハードになりすぎず、

ポップにもモーディッシュにも着けられる。

¥22,050 mame（黒河内デザイン事務所）

レースブラウス：乳白色の靄のようなレースが目を惹くブラウス。

背部のカッティングや胸元のモティーフにはスポーティヴな要

素も隠されているから、幅広いコーディネイトが楽しめそう。

¥57,750 mame（黒河内デザイン事務所）

写真●内藤サトル（P.04）、矢吹健巳［FEMME］（P.05）　文●小澤京子

第2回 mame
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望月香里（モデル／表参道）

ハット 参考商品

paille d’or by Barairo no boushi

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

美しい立ち振る舞いが持つ、
ゆるぎない芯の強さは、

これほど重い、軽さがあるのだ。

帽子がたしなみだった時代は
既に過去のこと。

だが、いつの時代もカプリーヌは
女性に気品を与える。

ハット ￥44,100　

Stephen Jones ／ test,

ドレス ￥115,500　

YOHJI YAMAMOTO ／

ヨウジヤマモト インフォメーションデスク

スタッズピアス ￥8,400 

YOSHiKO CREATiON ／

RE.BIRTH information desk
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2BOY（DJ／原宿）

コート ￥72,450

MOLFIC ／ ESTEEM PRESS

コート 参考商品

araisara ／ ESTEEM PRESS

コルセット 参考商品 

araisara ／ ESTEEM PRESS

袴 参考商品 

araisara ／ ESTEEM PRESS

リング ￥23,100 

YOSHiKO CREATiON ／

RE.BIRTH information desk

リング ￥21,000 

YOSHiKO CREATiON ／

RE.BIRTH information desk

イヤリングスタイリスト私物

コートは身につける衣服のなかで
もっとも外側にあり、身体の表面となる。
一枚で雰囲気を変えてしまう強さが

そこにはある。
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伊藤裕志（ショップ店員／渋谷）

シャツ 参考商品　

Luciole_jean pierre ／ XANADU

シャツ ￥35,700

YOHJI YAMAMOTO ／

ヨウジヤマモト インフォメーションデスク

ベスト 参考商品 

YOHJI YAMAMOTO ／

ヨウジヤマモト インフォメーションデスク

サスペンダー ￥12,600

YOHJI YAMAMOTO ／

ヨウジヤマモト インフォメーションデスク

パンツ ￥56,700 

YOHJI YAMAMOTO ／

ヨウジヤマモト インフォメーションデスク

チョーカー ￥39,900 

YOSHiKO CREATiON ／ 

RE.BIRTH information desk

その簡素さゆえに
他のアイテムとの組み合わせに
大きく左右される白のシャツ。

黒のパンツとのマキシマルなコントラストは
逆説的に最良のバランスを生み出す。
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シトウレイ（ファッションブロガー／青山）

サングラス ￥25,900

Ray Ban ／ Reminence Tokyo 

サングラスは視線をさえぎることで
感情をニュートラルなものにしてしまう。

怒りも喜びも悲しみも見えない
硬質な表情。

カットソー ￥31,500

YOHJI YAMAMOTO ／

ヨウジヤマモト インフォメーションデスク

プリーツスカート ￥89,250

YOHJI YAMAMOTO ／

ヨウジヤマモト インフォメーションデスク

サングラス ￥43,050 

LINDA FARROW ／ test,

リング 各￥23,100

YOSHiKO CREATiON ／

RE.BIRTH information desk




