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「いき」の構造は「媚態」と「意気地」と「諦め」の三契機を

るいはブランドのロゴがプリントされた、記号としての作

示している。
（九鬼周造『いきの構造』
）

用を持つ服など、一見（一触）してわかるものが現代で
は求められていると言えるだろう。また色気に関して言え

小股の切れ上がった女。粋な女性のことを表すとされ

ば、肌を露出するという直接的な方法に訴えることが多く、

る言葉だが、小股というのが体のどこをさすのかははっ

やはり粋とは程遠い。こうしたわかりやすさを否定するわ

きりとはわかっていない。足の親指と人差し指のあいだ、

けではないが、わかりやすいものだけしか存在しないこと

足首、あるいはうなじなど、小股という言葉が指す部位に

は問題だと思われる。

ついては諸説あるようだ。だが、いずれにせよ、女性の身

「粋」がはらんでいる問題は色気だけではもちろんな

体のなかでも日常でまじまじと凝視されることのあまりない

い。
「粋な計らい」
という表現を考えてみてもわかるように、
相手に直接伝わってしまうような表現よりむしろ、
見えない
ところに隠された、相手のことを推し量る気遣いなども粋

そこに性的なニュアンスが込められてもいることをも表し

である。
とりわけデザインという分野においては、こうした

ている。
「性的」と言ってしまうとみもふたもないが、つま
の所作においてちらりと見えるようなものであることを考え
気がふとした瞬間にほのめかされるようなものでなければ
ならないだろう。
隠された色気。そう考えると、たとえばヨウジ・ヤマモト
の服に粋を見ることも出来るだろう。黒という無性的な色
が多用され、身体のラインをこれ見よがしに出すことのな
いフォルムをもつ服のなかに隠された艶っぽさは、いわゆ
る西洋的なセクシーとは対極にある。山本耀司はしばし
ば、自分の作る服が似合う女性が少なくなったと述べて
いるが、
それも無理のないことかもしれない。わかりやすい
ものが良いとされる現代においては、粋なあり方は似つ
かわしくないのだから。たとえば価格の安さ、素材の肌触
りの良さ─天然素材であれ化学繊維であれ─、あ

しつつ、使用者のことを慮ったデザインは、一見しただけ
ではわからないし、使って（着て）みてもすぐには気づか
ないかもしれない。だが、時間をかけてゆっくりと理解して
いくことは、モノに対しても必要なことである。
つまり、粋とは一見しただけではわかりにくい意図を持
ったものであり、こう言ってよければ、表層の裏切り、そう
定義することもできるだろう。外見とは異なる要素を持っ
ていたり、相反する要素を組み合わせていたり。
しかしな
がら、だからといって「内面が重要だ」という有り体の結
論に至ってはいけない。問題なのは表層と内面との差異
や齟齬であり、表層も同じく重要なのだから。

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。

文◉蘆田裕史

ると、露骨なセックス・アピールではなく普段は隠れた色

気遣いを織り込みやすいのではないだろうか。意図を隠
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りは「色気」の問題である。小股が指し示す場所が日常

せめぎあう内面と表層 、粋はそこから生じる。

部分に「粋」な要素を見ていたことは間違いないだろう。
このフェティシズムの対象となりそうな細部への眼差しは、

ソックス ◉ ディガウェル シューズの中にしまわれる、切り替えられた原色の色味。靴を脱いだ際にのみ主張する、洒落た装い。
ブラック／レッド 各¥2,625 DIGAWEL（DIGAWEL）

風呂敷バック ◉ ワグ 伝統技法「注染」で染め上げた風呂敷を、現代的なエコバック感覚で。日常に伝統を。
¥2,625 WISE・WISE tools（WISE・WISE tools）

ワンピースドレス ◉ ワイズ 腰回りまでまっすぐ落ちたデザインと、ふくらはぎまで届く漆黒のワンピース。外見の女性らしさを隠す事で見えてくる、内面の美しさ。
¥54,600 Y’s（ワイズ インフォメーションデスク）

竹小物 ◉ 清水貴之 大分県別府産の竹を薄くしたものを使用。本来の風合いを活かすため削らずに重ね、編んで仕上げられている。凛とした生活に添えて。
かんざし ¥2,100 ／イヤリング ¥3,150（Rin）

扇子 ◉ 本渋扇子 扇骨の産地として名高い滋賀県高島市の300年の伝統と京都のデザイナーによる共作。深みのある独特の色合いは、日本古来の柿渋を使用。伝統と調和する革新
¥9,800 SEN-KOTSU工房（THE COVER NIPPON）

スーツ ◉ アングラサッド 唐草に見える模様は、アイヌ民族が神に祈る際に着用していた「神衣」から着想を得たもの。スーツこそ、神聖に。

メッセージTシャツ ◉ 岡本太郎、大竹伸朗、AZ 大胆なメッセージを放つ、スタンダードなTシャツ。シンプルに、メッセージを纏う。
岡本太郎T ¥3,000 ／財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団
（岡本太郎記念館）
／大竹伸朗T ¥3,150 ／ AZ ¥7,140
（ミキリハッシン）

¥14,700 MIYAO（MIYAO）

¥29,400 三橋工房（THE COVER NIPPON）

ジュエリー ◉ エス.ナカバ 廃棄物を素材に製作された、ハンドメイドのジュエリー。自然から着想を得たデザインは、斬新で温かい。
（左）¥6,000 ／（中）¥18,000 ／（右）¥5,000

S.nakaba（ミキリハッシン)

ジャケッ
ト ◉ アキラ ナカ 女性らしさを演出する緻密なパターンと、大胆に切り替えられた異素材のジャケット。型にはまろうとしないエレガンス。
¥81,900 AKIRA NAKA（ESTEEM PRESS）

カーディガン ◉ ニアーニッポン 一見ジャケットに見える、優しい素材のカーディガン。シックなデザインこそ、ラフに着る。
¥26,250 near.nippon（near.co.ltd）

バッグ ◉ モナッカ 本来は処分されてしまう、高知県馬路村の間伐材を使用したバック。豊かな廃材を、洗練されたファッションへ。
¥29,400 monacca（Rin）

雪駄 ◉ アングラサッ
ド 映画「男はつらいよ」でお馴染みの寅さんから着想を得た雪駄。サンダルのような気軽さで。
¥14,800 anglasad（anglasad）

ハッ
ト ◉ エデュケーション フロム ヤングマシーン 細かいバラが一面に描かれたウール製のハット。クラシックに愛嬌を。
¥15,750 Education From Young Machines（GUILD PRIME渋谷）

ブローチ ◉ アーツ＆サイエンス 繊細なシルクを大胆に染め、梅の花をモチーフに。装いに一輪の彩りを。
（左）¥14,700 ／（中）¥4,200 ／（右）¥3,990 ARTS&SCIENCE（ARTS&SCIENCE丸の内、OVER THE COUNTER BY ARTS&SCIENCE）

写真◉内藤サトル

草履 ◉ 三橋工房 江戸小紋の染色に使われる型紙を用いた一点ものの草履。一つだけの贅沢。

ITEM 02- 03

スカート ◉ ミヤオ シンプルなパターンで思いきりよく切り替えられた、コットンとレース。大胆な遊びごころ。

王道の前衛。

¥63,000 ／ジャケット ¥28,350 ／パンツ anglasad（anglasad）

セレクトショップ「ミキリハッシン」の別注素材によるジャケット。

Levi'sのヴィンテージを模しつつ、ランダムなハンドペイントの

胸に日の丸の輝く、赤い糸の刺し子ステッチ入りTシャツ。とか

大きめドット、粗い手縫いのステッチ、裏に当てられたツギハ

く過剰な意味を持たされがちなシンボルだからこそ、さらりと

紋切り型の「学生服」イメージを、ミルク色のボタンやハンドステ

ギなど、ファニーなディテールを加えたデニムパンツ。

小粋に着こなしたい。

ッチ、ラメ入りアイボリーの布地を使うことでずらしたデザイン。

手縫いのジーパン（水玉）¥36,750

手縫いのTシャツ（日の丸）¥17,850

学ラン ¥47,250

keisuke kanda（candyrock）

keisuke kanda（candyrock）

keisuke kanda × ミキリハッシン（ミキリハッシン）

Professional Works 04 - 05

下駄（刺し子 赤）
：かつてのバンカラ学生か、果てまたフーテ

「ダサくてはずかしい」アイテムの代表格だったスクールジャ

ンの寅さんか、といった風体の下駄は、桐の台に二枚歯の本

ージに、白いハンドステッチや微妙にトーンの違う布地による

目を引く。手首のリブが左右で微妙に違うというこだわりも。

格仕様。
「あえて下駄」の諧謔的な反骨精神で。

切り替えなど、keisuke kanda流の再解釈を施したブルゾン。

手縫いのカーディガン（黒色々）¥35,700

下駄（刺し子 赤）¥18,900

一点モノジャージ上 参考商品

keisuke kanda（candyrock）

keisuke kanda（candyrock）

keisuke kanda（candyrock）

コンセプト先行のアンウエラブル路線から、B

のカラーなど、昭和から続く「ステレオタイプな

「服のイメージ」を見せること、流通させること

級SF映画の宇宙人風やぬいぐるみのくっ付い

学校男子」テイストに、お馴染みのハンドステッ

の意義そのものに、挑戦し続けているようにも思

た服まで、
もはやどのような「デザインのヴォキャ

チが加えられているが、細かな金ラメが折り込ま

われる。一般の乗客も乗り降りする通勤電車内

ブラリー」が飛び出して来ても誰も驚かなくなっ

れたアイボリー・ホワイトの布地と、
レディス物の

でアクシデント的にファッションショーを開催し

ているファッション界であるが、keisuke kandaが

ようなタイトなサイズ感が、洗練されたテイストも

たこともあれば、東京タワーを舞台に、AV女優

打ち出す服とその見せ方には、依然として私た

加味している。高い技術性や丁寧なこだわりは、

をモデルにしてコレクションを行ったこともある。

ちの意表を突くものがある。

今期のメンズコレクションのみならず、keisuke

今秋オープン予定の初の直営店は、普通のオ

kandaのデザインに通底している要素である。

ンリーショップではなくて、なんとスナックである。

例えば、2011年A/Wのメンズライン。つたな
い手縫いのステッチが加えられたニットやジー
ンズ（
「温かみのあるハンドクラフト」路線でも、

この8月からは、フォトグラファー浅田政志との
共同プロジェクト「卒業写真の宿題」がスタート

「丁寧な手仕事」路線でもなくて、小学男子

学時に出会った一人の友人だった。博識で文

する。自身の家族を使った「コスプレ写真」によ

の家庭科の宿題みたいである）
。中高生時代の

学にもサブカルチャーにも詳しく、周囲の同年代

って、
「記念日のファミリースナップ」という概念

「イモジャー」を思い出させるような、ジャージ

より大人びていたその友人が当時着ていたの

をズラしつつ再考してみせた浅田。ゆるい雰囲

のブルゾン。ゴルフウエアあたりにありがちなブ

が、セディショナリーズやコム・デ・ギャルソン、ア

気の演出やベタなモティーフ使いによって、逆

ランドマークに見える象は、よく見ると鼻先がペ

ンダーカバーといったブランドであった。服装に

説的に「写真」や「ファッション」の枠組を浮か

ニスになっている。
「チ○コ」という言葉の響き

こだわることにむしろ抵抗感を感じていた神田

び上がらせ、その限界に揺すぶりをかけるという

だけで、休み時間の間中笑い転げていた頃そ

は、この友人によって、
「ファッションがむしろ文

点で、浅田と神田の作品には通ずるものがある

学などと同じ側にあること」に気づかされたとい

だろう。

のままの、男子的諧謔スピリットの体現である。
しかし、いわゆる「限界芸術」の領域にある

第3回 keisuke kanda

デザイナーの神田恵介がファッションにのめ
り込むようになったきっかけは、早稲田大学在

デザインなのかと言えば、それは違う。例えば、

う。
神田は、自らの作る服を「アンチファッション」

真摯な情熱と思想が込められつつも、常に人
を瞠目させるようなコンセプトが仕掛けられてい

と命名している。
「うしろゆびさされちゃうみた

るkeisuke kanda。彼が次にどんなやり方で私た

ショにより作られた「学ラン」
。校章をかたどった

いな服をつくってみたい」
（氏のTwitterより）

ド
ちを驚かせたり、笑わせたりしてくれるのかを、

チープなプラスチックのボタンや、制服そのまま

という氏はしかし、服を（より正確に言うならば、

キドキしながら待ちたいと思う。

セレクトショップ「ミキリハッシン」とのコラボレー

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。

写真◉石垣星児［BLOCKBUSTER］
（ P.04）、内藤サトル（P.05） 文◉小澤京子

ブランドアイコンである「ぞうさん」のマーク入りのカーディガ
ン。白いハンドステッチと、身頃ごとに切り替えられた布地が

STYLING 06 - 07

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◉赤坂紗世（P.08、12）山下翔平（P.10、14） 文◉蘆田裕史

篠原かおり
（美容師／雷門） ブラウス ¥28,140 ANTIQUE ／ the Virgin Mary、ガウン ¥16,590 ANTIQUE ／ the Virgin Mary、インナー ¥5,040 USED ／ the Virgin Mary、スカート ¥21,000 ONNA:) ／ the Virgin Mary

コート ¥126,000 SOMARTA ／ ESTEEM PRESS シャツ ¥31,500 SOMARTA ／ ESTEEM PRESS イヤリング ¥35,000 S.nakaba ／ S.nakabaヘッドピース 参考商品 S.nakaba/S.nakaba

粋はスタイリッシュとは異なる。完成された 様 式に粋は宿らない。印象を裏切ろう、優雅でフェミニンなレースの印 象を。

溢れくるアヴァンギャルドを、
クラシカルに押さえ込む。せめぎ合え、装いの美学よ。

STYLING 08 - 09

大島日出男（役者／浅草寺） ジャケット ¥71,400 anglasad ／ anglasad、パンツ ¥26,250 anglasad ／ anglasad

西洋でジャポニスムが流行して以降 、和と洋は不思議な融合を見せてきた。
洋服に組み込まれた日本的な趣向は予定調和のスタイルをあざむき、別のバランスを作り出す。

コート ¥178,500 araisara ／ ESTEEM PRESS パンツ ¥54,600 araisara ／ ESTEEM PRESS コルセット ¥47,250 araisara ／ ESTEEM PRESS ベルト 参考商品 araisara ／ ESTEEM PRESS

STYLING 10 -11

神原真帆（看板娘／仲見世） スニーカーリメイクパンプス ¥31,500 POTTO ／ミキリハッシン、スニーカーマスクスピーカー 参考商品 POTTO ／ミキリハッシン、バッグ ¥16,800 ハトラ／ミキリハッシン

ESTEEM PRESS バッグ ¥45,150 motonari ono ／ ESTEEM PRESS ヘッドピース ¥115,500 Stephen Jones ／ test,

ワンピース ¥52,500 SOMARTA ／ ESTEEM PRESS タイツ ¥16,800 SOMARTA ／ ESTEEM PRESS ベルト ¥11,760 motonari ono ／ ESTEEM PRESS シューズ ¥46,200 motonari ono ／ ESTEEM PRESS グローブ ¥29,400 motonari ono ／

頭に乗せた靴はシュルレアリスムを好んだエルザ・スキャパレリのように。カジュアルなスニーカーはシックなパンプスに。
形式にこだわることのない、目的をずらしてしまう遊び心。

PHENOMENON ／ THE CONTEMPORARY FIX ボレロ ¥36,750 PHENOMENON ／ THE CONTEMPORARY FIX シューズ ¥45,150 PHENOMENON ／ THE CONTEMPORARY FIX サスペンダー ¥6,300 PHENOMENON ／

THE CONTEMPORARY FIX チョーカー ¥25,000 S.nakaba ／ S.nakaba リング ¥120,000 S.nakaba ／ S.nakaba サングラス ¥26,250 LINDA FARROW ／ test,

シャツ ¥35,700 PHENOMENON ／ THE CONTEMPORARY FIX パンツ ¥37,800

STYLING 12-13

iccho（ファッションブロガー／はなやしき） ハット \23,100 CHRISTOPH COPPENS ／ destination Tokyo、ネクタイ \16,800 CHRISTOPH COPPENS ／ destination Tokyo

何を考えているのかわからない、おどけた道化師。その表層とは裏 腹に、相手を真摯に思いやる心があるからこそ人の心を動かせる。

