
「産学ニュース」は今号より、従来の産学連携に関する情報と、Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門
CREATORS TOKYOの活動報告に加え、毎号 2本のインタビュー記事を掲載します。１本は建築からインテリア、
グラフィック、ファッションまで、デザインの第一線で活躍するトップランナーに聞く「TOP INTERVIEW」。
もう１本はファッションデザイナーに聞く「DESIGNER INTERVIEW」です。創造の源泉を紐解きます。

YUKI FUJISAWAのアイコンともいえる「オーロラ」のテキスタイル

連続テレビ小説「おかえりモネ」のタイトルバックに、YUKI FUJISAWAデザイナーの
藤澤ゆきさんがデザイン・制作した布が使われました！

多様な身体をテーマにしたイベント「True Colors FASHION」による
オンラインファッションショーに、HATRAと kotohayokozawa がデザイン提供し参加！

元・シアタープロダクツのプロデューサー、金森香さんがプ
ロデューサーを務めたこのショーは、パフォーミングアーツ
を通じて、障害・性・世代・言語・国籍など、個性豊かな人
たちと一緒に楽しむ「True Colors Festival - 超ダイバーシ
ティ芸術祭」（日本財団主催）のプログラムで、去る 5月 30
日からオンライン配信されています。異なる身体的特徴を持
つ人々がモデルとなり、デザイナー・テック企業が集結。そ
れぞれのモデルの個性と向き合いながらショーアイテムがデ
ザインされました。CREATORS TOKYOからは、HATRA デ
ザイナーの長見佳祐さんと kotohayokozawa デザイナーの横
澤琴葉さんが参加。落合陽一さんを総合ディレクターに迎え
たショーでは、多様性の理解はもちろん、ファッションが人
の心と体に与えるポジティブな側面、そしてテクノロジーの
サポートによって開かれる未来を予感させます。

「True Colors FASHION」
https://www.youtube.com/c/TrueColorsFestival/ 
＊6 月 2日以降はノンカット版が「THEATRE for ALL」
（https://theatreforall.net/）でアーカイブ配信される

ヴィンテージアイテムを箔プリントでリデザインすることで知
られているファッションブランド YUKI FUJISAWA。箔プリン
トと同じくらいに、デザイナーの藤澤さんが大切にしているの
が、オーロラをイメージしたテキスタイルです。5月からスター
トした連続テレビ小説「おかえりモネ」のタイトルバックでは、
舞台の 1つである気仙沼の港などを疾走するヒロイン、永浦百
音（演じるのは、清原果耶さん）の姿と共に、手染めされたオー
ロラテキスタイルを見ることができます！

「おかえりモネ」タイトルバック
https://www.youtube.com/watch?v=1vIL4EW53fc
YUKI FUJISAWAインスタグラム➡@yuki＿_fujisawa

HATRA デザイナーの長見佳祐さんデザインのトレンチコート
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https://www.instagram.com/yuki__fujisawa/
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青木 淳
第1回目は、建築家の青木 淳さんです。国内外のルイ・ヴィトンのショップを手掛け、３月には銀座並木通り店が
オープン。美術館の館長にも就任するなど、建築家という肩書にとどまらない青木さんの活動に注目したいと思い
ます。デザインに取り組むときの気持ちや、時代に左右されず、変わらずに大切にしていることを伺いました。

JUN AOKI
建築家

建築家　青木淳さん（撮影 : 徳岡永子）

―　オープンしたばかりの「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店」
を見てきました！ 街の風景を受け止めながら、浮遊してい
るというか、静かに溶けているような様子が何とも不思議で、
思わず外壁を触ってしまいました。後から「水の柱」がコン
セプトと知り、納得しました。 

不思議な物体ですものね。波打つように曲げたガラスででき
ていて、なにやらヌメっと揺らいで見えます。触りたくなり
ますよね。同じところから見ていても、天気や時間で、色が
ターキッシュブルーとオレンジとの間で交代します。雨が
降っているのに、そこだけ晴れているように見えたり。仕掛
けとしては、特注のダイクロイック加工を施したガラスを曲
げるという、いたって工学的なものなんですが、それだけで
自然にこんな現象が起きるんです。ダイクロイックというの
は、可視光のうち、ある波長だけを選んで反射させる鏡のこ
とですが、その結果、あんなに複雑な表情になります。夜の
演出のためにも、自ら光らせるということはしていません。
周りの建物の光を受けて、それを建物の表面がうまく打ち返
すことで、夜景をつくっています。 

―　建築と洋服では根本的なところでは違うと思いますが、
それでも、デザイナーや建築家が表現したいデザインのため
に丹念に素材を選ぶという点で、とても近しいと感じます。
 
建物の外装に使える素材には、じつはあまり種類がないんで
すね。強度、耐火性能、耐水性能、経年変化となど、外壁に
求められる条件をすべて満たすのは大変なんです。ガラスは
そんな条件を満たす数少ない素材のひとつです。だから、ガ
ラスの建築が多い。でもそうすると、町中の建物がどれも似
たような表情になってしまいがち。でも、ガラスにはいろい
ろな性格が隠されていて、毎回、そのうちどれかを選んで表
に出すようにしています。そんな意味では、素材も大切です
が、それをどのように扱うかもすごく大事ですね。 

―　「ロロ・ピアーナ銀座店」で開催されていた展覧会『青
木淳展ー The Touch Of Architecture』も拝見しました。デ
ザインが生まれていくプロセスやその断片を垣間見ることが
できて、小さいながらも充実した展覧会でした。特にファッ
ション分野の人間として共感を覚えたのは、薄い布が幾重に
も重なっているところに、銀座店の設計図やビキューナの姿
といった映像が、ぼんやりと儚げに映し出されていたことで
す。

あの布は五重になっているんです。一番外側が生成りに近い
オーガンジー、その後ろがブロンズ色のメタリックのオーガ
ンジー、金色っぽい光沢があるんです。その後ろに薄い紗幕
みたいなものがあって、その後ろにも 2枚、より、やや不透
明な紗があります。

 ―　そこまでの種類があるとは分かりませんでした。その
布に映し出された映像が、デザインの始まりの段階の、つか
みどころのないモヤっとした感覚というか、その状態が表現
されているように感じたのですが。

まだはっきりと像を結ばない、頭のなかに浮かぶイメージを
イメージとして感じてもらえれば、と思ってつくりました。
デザインするときって、できあがるまでずっと結果は見えて
いないんです。ただ、この先にきっと到着点はあって、そこ
に辿り着いたときには、それを体験してきっとこんな気持ち
を持つことになるだろう、と、その気持ちの状態だけが先に
来るんです。で、その気持ちの状態を一度持てれば、いろい
ろ案を試すなかで、それがOKかどうか判定できるわけです
ね。言葉では言い表せないけれど、そんな感覚の鏡をまず、
心のなかに持つことがデザインの出発点になっています。も
ちろん、そういう感覚を今度もつかめるかどうか、いつも不
安いっぱいのなか、新しいプロジェクトが始まるわけですが。

ロロ・ピアーナ銀座店では、やはり、あの生地のすばらしい
肌触りが決め手でした。見ているだけではわからないのです
が、ロロ・ピアーナの生地は、触れると、柔らかいような、
しなやかなような、たおやかなような、張りがあるような、
何とも言えない不思議な感覚に包まれるんです。そのとき感
じる気持ちが、デザインの出発点でした。視覚ではなく触覚
を通してもたらされるその気持ちを、物的・視覚的にどう達
成するか…。矛盾する目標ですが、そういう不可能な課題の
方が楽しいですね。いずれにしても、今回の小展覧会では、
そんなデザインのプロセスのなかの気分をそのまま伝えたい
と思いました。 

―　コロナ禍で何かとても窮屈な気持ちになっていたので、
久しぶりにワクワクする、心が満たされるインスタレーショ
ンでした。青木さんの本を読ませていただくと、二つの大き
な震災が建築というものを改めて考えるきっかけになったと
書かれています。今回のコロナは天災とはまた違う現象です
が、ご自身で何か感じる変化はありますか？

©竹内吉彦

あるいは改めて思うこととか。世界的なお仕事を沢山されて
いると、距離感の変化なども感じるのではないでしょうか？ 

去年 2020 年の 4月、非常事態宣言が出て、1ヶ月ほどスタ
ジオを閉めました。10 人ほどで仕事をしているのですが、
皆に在宅でやってもらって、Zoomで打ち合わせをしながら
仕事を進めました。でも、なかなか埒があかなくて、一度、
スタジオに集まろうという話になり、ひと月ぶりに集まって、
模型を囲んだんです。すると、一瞬で、この 1ヶ月はなんだっ
たんだ、と思うくらいに案を進展させることができました。
やはり、模型を切ったり貼ったりしながらでないと、案の良
し悪しは判断できないし、新しい思いつきも出てこない。

ファッションデザイナーもそうではないかと思いますが、目
の前にモノがあって、それを手でいじらないと、仕事になら
ない。そのことが身に染みてわかりました。それでゴールデ
ンウィーク明けからは、従来通りの、スタジオに集まって仕
事をするやり方に戻しました。スタジオのスペースは 180 ㎡
ほどあるので、単純計算すれば 1人 18 ㎡ほどになるので、
幸い、三密はなんとか避けられる余裕がありました。僕が自
分のスタジオを持ったのは 1991 年のことでしたが、組織を
大きくはしたくなくて、ずっと 10 人くらいの数でやってき
ました。大都市のなかで、10 人くらいの人間が毎日、ひと
ところで、場を共にして案を練る。スタッフは一応「四年制」
で、育ったと思ったら「卒業」していきます。人が少しずつ
入れ替わっていく。そういうなかで、徐々にプロジェクトが
形になっていく。そういうことを続けてきたわけですが、静
かに時が過ぎていく、こういう工房的なコミュニティのあり
方は、もしかしたらコロナの時代にあっているのかもしれな
い、と今、思ったりしています。より大きな規模の仕事に向
かうこと、より多くの仕事をこなすこと、より大きな組織に
すること、ではなくて、小さく、ある意味で閉じながら、し
かし同時に、遠い世界とつながること。コロナは災い以外の
ものではありませんが、せめて、いままでの常識とは違うも
のの見直しのきっかけとして前向きに捉えたいと思っていま
す。

インタビュー全文は note へ▽
https://note.com/sangakunews/n/n33e58bf7b5a7

zennbunnha 僕たちのスタジオでは、「ルイ・ヴィトン銀座並
木通り店」や「ロロ・ピアーナ銀座店」などのブランドの仕
事もやりますが、公共建築の仕事もやります。昨年リニュー
アル・オープンした「京都市美術館（通称：京都市京セラ美
術館）」も、僕のスタジオで以前、「青森県立美術館」の設計
を担当し、その後独立して活躍している西澤徹夫くんと組ん
で設計をしたものです。一昨年、そろそろ完成という頃に、
京都市からその館長になってほしいという思いがけない依頼
を受け、迷いましたが、ディレクターに就任することにしま
した。そうしたら、狙いすましたかのように、コロナです。
去年の 3月 23 日に予定されていたリニューアル・オープン
を迎えることができず、2ヶ月ほど開館が遅れてしまいまし
た。予定していた何年分もの展覧会スケジュールも組み変え
ざるをえなくなりました。しかも、もしもコロナがなければ
きっと、押すな押すなの盛況だったところ、人数制限をしな
くてはならないので、鑑賞者にとってはいい環境で展覧会を
見られたというプラスもあったわけですが、収支的にはアテ
が大きく外れました。
コロナ以前、美術館は展覧会での動員数を加速度的に伸ばし
てきました。より著名な作家を招き、よりお金をかけ、より
多くの人の話題に上るようにし、より多くの人に入場しても
らい、より多くグッズを買ってもらう。結果、より大きな収
益を得る。そういう展覧会のことを「ブロックバスター展」
と呼びますが、美術館がその方向に押し並べてエスカレート
してきていたことに、コロナでそれが成立しなくなって突然、
目が覚めて、皆が気づいたわけです。ブロックバスター展に
収斂していくのは、大きなプロフィットが期待できることか
もしれないけれど、大きなリスクも内包しています。スタジ
オの運営と同じことです。
そういうなかで、見直されてきたひとつはコレクションです。
所蔵する作品を使って展覧会を開催する。そういう展覧会な
ら「投機的」にはなりませんから、めちゃくちゃ儲かること
はないけれど、着実に収益はある。あるいは、展覧会事業に
偏りすぎていたのを、他の事業を育てていって、美術館をさ
まざまな事業の複合体に変えていくという動きもあります。
こうして今まで見落とされてきた、そしていま新しく注目を
集め出した部門には共
通点があって、消費主義的なものではないということです。
逆に言えば、それまでは過度に消費主義的だったということ
です。それでは資源は枯渇するばかり、才能も経済の歯車に
翻弄され浪費されるばかりです。

―　ファッションの世界でも、サステナビリティという考え
方を無視することは出来ない状況になってきています。同時
に、サステナビリティの本質についても、議論がされ始めま
した。 

あるとき突然、価値が高まり、ピークを迎え、あっと言う間
にその価値が暴落するファッションは、変な比喩かもしれな
いけれど、生鮮食料品のようですね。たしかに、そのサイク
ル自体を「デザイン」する必要があるような気がします。 
建築も、サイクルのスパンはファッションと比べてずっと長
いけれど、建設され、最後は朽ちるか、解体されるというサ
イクルのなかにあることには変わりません。日本はずっとス
クラップ・アンド・ビルドでやってきました。たしかに、第
二次世界大戦で焼け野原になってしまっては、白紙の上に新
しい空間をつくらざるをえなかったというところはあったで
しょう。でも 1970 年くらいには、それで国土はほぼ飽和し
ました。とりあえず僕た
ちの周りは埋まったんです。だからそこからは、何を「つく
るか」ではなく、目の前の情景をどう「変えるのか」、とい

うふうに視点が変わってくるはずでした。そこに、すでに環
境がある。それをないものと捉えるのではなく、その環境の
存在を前提として、さてそれをどう変異させるか、という課
題の立て方ですね。既存環境を壊して建て替える、というの
は、そのひとつの答えではあるけれど、今そこにあるものを
改修して使うこととちゃんと天秤にかけてみた上でのことで
なければなりません。機能と合わなくなったから壊すという
のは答えにはなりません。だって、機能に完全に答えられた
建築を新しくつくれば、それがぴったりしていればいるだけ、
将来的にはより決定的に機能と合わなくなることは、明らか
だからです。美術館としてつくったものが、レストランとし
て改修されるというようなことは、その空間自体に魅力が備

わっていたときにはじめて起きること。そして、その空間が
いろいろな使われ方に対して寛容である、というか、まだ見
えてきていない関係性に向かって開いていなくちゃいけませ
ん。 

―　関係性ということでいうと、青木さんは若いアーティス
トとも自然体でコラボレーションしているように感じます。 

目的地をはっきりと決め、そこに向かってまっしぐらに進ん
でいくというのが苦手なんです。大まかな方向は持たざるを
えないけれど、見たことない、知らない世界に行き着きたい。
だから、出たとこ勝負。事あるたびに、あらかじめ決めてい
たのとは違う方向に舵を切ってみる。それでいつしかどこか
素敵な港に辿り着けるかどうかは、いわば賭けのようなもの。
つくるって、そういう意味では、大海原の航海に乗り出すの
と近いと思うんですね。で、その航海でいちばん厄介なのが
自分なんです。自分の常識、先入観、感覚が、ついつい航路
を決めてしまう。だから、自分を裏切らなくてはならない。
最初は、醜いなあ、と思って切り捨てたいと思っていたもの
が、つくっている最中に、美しく見えてくるなんてことが起
きたら最高ですね。そのとき、自分が自分でなくなっている。 
そのために、僕には、他人が必要です。スタッフは、同じ船
に乗る以上、ベーシックなところではつながっている必要が
あるけれど、その一方で、ぼくと違う感覚をもっていなくて
はならない。そういう人たちがいるから、自分を変えられる。
天候や、海の波や、スタッフの意見に翻弄されながら、よれ
よれになって、行き先を指差しつづける船長みたいなもんで
す。頼りないなあ。 
アーティストがすごいのは、そんな翻弄に揉まれることが大
好きな人種であることです。彼ら彼女らと比べたら、僕なん
かレールがなければ先に進めない常識人です。建築家という
のは、基本的には自分の手で建設することはなく、建設して
くれる人への指示図、指示書を描く職種です。だから、実際
にモノをつくり始める前に、設計図書をつくり終えておかな
ければならない。どうしたって、計画的、予定調和的になら
ざるをえない。また多くの人を巻き込んでしまうので、皆と
とりあえずの航路を共有するために、コンセプトなんていう
ものを言わなくてはならない。本当は、言葉で言えるコンセ
プトなんて、デザインしているときにまったく使っていない
んですけれどね。でも、アーティストは、最後の最後まで迷
うわけです。そのストレスに耐えるというか、その苦しみを
楽しんで、最後の瞬間に、ポンと知らぬ土地に乗り上げる。
教わることばかりです。 

―　青木さんにとって、教えるということはどういうことで
すか？ 

教わるばかりの人間が教えるというのは変ですね（笑）。教
えるべきことが先にあって、それを伝えるということではな
いわけですし。それでもスタジオはそもそも教える場ではな
いから、結果として、何かを得て卒業していってくれればい
いわけです。大学では、おぼろげながらも、それぞれの学生
にやろうとしようとしていることがあれば、たとえそれがぼ
くには受け入れられないものであってもそれでよく、その先
の、形にしていくことの厳密さを取得する手助けをしていま

す。 

―　好みを超えた世界ですよね。東京藝術大学（以下、藝大）
での授業はどのような感じですか？

ほとんどカウンセラーですね（笑）。案を持ってきてもらっ
て説明を聞くんですが、何をしたいのかが分からない。本人
もよく分かっていない。いや、言語化できるくらいのやろう
としていることだったら、僕には興味がないんで、それはい
いことなんですが、そうなると、そのおぼろなモヤモヤを一
緒に考えることになる。藝大は幸い、１学年 15 人と少ない
ので、一人一人のモヤモヤに付き合う。終わるとクタクタで
す。

―　スタッフを採用するときには、どういった点が決め手に
なるのですか？ 

人柄が大きい気がしますね。小さなスタジオだから、一人が
全体の雰囲気に与える影響は大きい。新しい人が入るたびに、
化学反応が起きます。それで 1週間くらい、一緒に仕事をし
て、相性いいかなと思える人には残ってもらって、１ヶ月く
らい様子を見て決めます。僕たちのスタジオは、模型でのス
タディを重視しています。たとえば、これでいいかと思う階
段の手すりを模型でつくって眺めてみますね。それを見て、
そのままOKということはまずなく、違うなあ、じゃこれだっ
たらどうかな、と模型をつくりかえる。それを延々と繰り返
しているなかで、なんとなく皆が納得できるものに落ち着い
ていく。模型を前にしたそんなやりとりに自然に参加できる
人であれば、僕たちのスタジオでやっていけそう、と判断し
ます。 模型って、実物とは違いますね。まず 1:50 とか、縮
尺が違う。もちろん、本当の素材ではない。だから、模型を

見るというのは、頭の中で、拡大して、正しい素材感を当て
はめ、その情景を想像するという技術なんです。模型そのも
のをモノとして見ているんではないんです。僕たちのスタジ
オでは、そういう模型を作っては壊すことで、設計を進めま
す。完成品としての模型は、ある意味どうでもいい。途中過
程の試行錯誤の道具としての「スタディ模型」が大切です。
これは設計の仕方として、必ずしも一般的ではなく、海外の
設計事務所の多くは、あまり模型をつくらないようです。で
すが僕たちは、設計の流儀として、これだけは譲れない。だ
から、大学でも、学生たちに模型と格闘するよう、仕向けて
います。ただ、ここ最近、デジタルという道具もよく使うよ
うになってきました。たとえばCG。前は CGでは、その案
がうまくいっているのかどうか判断できませんでしたが、こ
ちらのリテラシーが上がったのか、技術が上がったのか、あ
る程度は判断できるようになってきましたし、デジタル上で
のスタディで得たイメージをどう実空間で実現するか、とい
う逆転した試みをできるようになりました。「ルイ・ヴィト
ン 銀座並木通り店」はその一例です。実際に行って写真を
撮ると、CGと見間違えますね。コロナで、大学の講評会も
オンラインになったりして、模型でプレゼンテーションして
もらうことができなくなり、画像や映像ベースのプレゼン
テーションでやってもらうことになりました。それが意外に
おもしろいんですね。 

―　ファッションの世界でもコロナの影響で、コレクション
の発表方法がデジタル中心になりました。フィジカルからデ
ジタルになったことで、ある意味では若手とラグジュアリー
ブランドの垣根も無くなり、フラットで平等な世界になりま
した。デジタルの最初の頃は長編大作もありましたが、やは
り人間の集中力は 2分ぐらいが限度ということも分かった
り。 

時間を共有するというのではなく、虚実とりまぜ、短い時間
のなかにイメージを凝縮するというのは、新しい試みにつな
がると思います。 

―　そうかと思うと、1分くらいのショートムービーに仕上
げた若手ブランドの映像が、イタリアンヴォーグのサラ・マ
イノという、新人発掘の担当をしている編集者からピック
アップされたりして。  

手持ちの技術でも、内容とアイデア次第で、十分に渡り合え
るんですね。コロナが収束して元の世界に戻るのではなく、
コロナで気付かされたことを次につなげたいですね。



―　オープンしたばかりの「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店」
を見てきました！ 街の風景を受け止めながら、浮遊してい
るというか、静かに溶けているような様子が何とも不思議で、
思わず外壁を触ってしまいました。後から「水の柱」がコン
セプトと知り、納得しました。 

不思議な物体ですものね。波打つように曲げたガラスででき
ていて、なにやらヌメっと揺らいで見えます。触りたくなり
ますよね。同じところから見ていても、天気や時間で、色が
ターキッシュブルーとオレンジとの間で交代します。雨が
降っているのに、そこだけ晴れているように見えたり。仕掛
けとしては、特注のダイクロイック加工を施したガラスを曲
げるという、いたって工学的なものなんですが、それだけで
自然にこんな現象が起きるんです。ダイクロイックというの
は、可視光のうち、ある波長だけを選んで反射させる鏡のこ
とですが、その結果、あんなに複雑な表情になります。夜の
演出のためにも、自ら光らせるということはしていません。
周りの建物の光を受けて、それを建物の表面がうまく打ち返
すことで、夜景をつくっています。 

―　建築と洋服では根本的なところでは違うと思いますが、
それでも、デザイナーや建築家が表現したいデザインのため
に丹念に素材を選ぶという点で、とても近しいと感じます。
 
建物の外装に使える素材には、じつはあまり種類がないんで
すね。強度、耐火性能、耐水性能、経年変化となど、外壁に
求められる条件をすべて満たすのは大変なんです。ガラスは
そんな条件を満たす数少ない素材のひとつです。だから、ガ
ラスの建築が多い。でもそうすると、町中の建物がどれも似
たような表情になってしまいがち。でも、ガラスにはいろい
ろな性格が隠されていて、毎回、そのうちどれかを選んで表
に出すようにしています。そんな意味では、素材も大切です
が、それをどのように扱うかもすごく大事ですね。 
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―　「ロロ・ピアーナ銀座店」で開催されていた展覧会『青
木淳展ー The Touch Of Architecture』も拝見しました。デ
ザインが生まれていくプロセスやその断片を垣間見ることが
できて、小さいながらも充実した展覧会でした。特にファッ
ション分野の人間として共感を覚えたのは、薄い布が幾重に
も重なっているところに、銀座店の設計図やビキューナの姿
といった映像が、ぼんやりと儚げに映し出されていたことで
す。

あの布は五重になっているんです。一番外側が生成りに近い
オーガンジー、その後ろがブロンズ色のメタリックのオーガ
ンジー、金色っぽい光沢があるんです。その後ろに薄い紗幕
みたいなものがあって、その後ろにも 2枚、より、やや不透
明な紗があります。

 ―　そこまでの種類があるとは分かりませんでした。その
布に映し出された映像が、デザインの始まりの段階の、つか
みどころのないモヤっとした感覚というか、その状態が表現
されているように感じたのですが。

まだはっきりと像を結ばない、頭のなかに浮かぶイメージを
イメージとして感じてもらえれば、と思ってつくりました。
デザインするときって、できあがるまでずっと結果は見えて
いないんです。ただ、この先にきっと到着点はあって、そこ
に辿り着いたときには、それを体験してきっとこんな気持ち
を持つことになるだろう、と、その気持ちの状態だけが先に
来るんです。で、その気持ちの状態を一度持てれば、いろい
ろ案を試すなかで、それがOKかどうか判定できるわけです
ね。言葉では言い表せないけれど、そんな感覚の鏡をまず、
心のなかに持つことがデザインの出発点になっています。も
ちろん、そういう感覚を今度もつかめるかどうか、いつも不
安いっぱいのなか、新しいプロジェクトが始まるわけですが。

ロロ・ピアーナ銀座店では、やはり、あの生地のすばらしい
肌触りが決め手でした。見ているだけではわからないのです
が、ロロ・ピアーナの生地は、触れると、柔らかいような、
しなやかなような、たおやかなような、張りがあるような、
何とも言えない不思議な感覚に包まれるんです。そのとき感
じる気持ちが、デザインの出発点でした。視覚ではなく触覚
を通してもたらされるその気持ちを、物的・視覚的にどう達
成するか…。矛盾する目標ですが、そういう不可能な課題の
方が楽しいですね。いずれにしても、今回の小展覧会では、
そんなデザインのプロセスのなかの気分をそのまま伝えたい
と思いました。 

―　コロナ禍で何かとても窮屈な気持ちになっていたので、
久しぶりにワクワクする、心が満たされるインスタレーショ
ンでした。青木さんの本を読ませていただくと、二つの大き
な震災が建築というものを改めて考えるきっかけになったと
書かれています。今回のコロナは天災とはまた違う現象です
が、ご自身で何か感じる変化はありますか？

©Loro Piana

あるいは改めて思うこととか。世界的なお仕事を沢山されて
いると、距離感の変化なども感じるのではないでしょうか？ 

去年 2020 年の 4月、非常事態宣言が出て、1ヶ月ほどスタ
ジオを閉めました。10 人ほどで仕事をしているのですが、
皆に在宅でやってもらって、Zoomで打ち合わせをしながら
仕事を進めました。でも、なかなか埒があかなくて、一度、
スタジオに集まろうという話になり、ひと月ぶりに集まって、
模型を囲んだんです。すると、一瞬で、この 1ヶ月はなんだっ
たんだ、と思うくらいに案を進展させることができました。
やはり、模型を切ったり貼ったりしながらでないと、案の良
し悪しは判断できないし、新しい思いつきも出てこない。

ファッションデザイナーもそうではないかと思いますが、目
の前にモノがあって、それを手でいじらないと、仕事になら
ない。そのことが身に染みてわかりました。それでゴールデ
ンウィーク明けからは、従来通りの、スタジオに集まって仕
事をするやり方に戻しました。スタジオのスペースは 180 ㎡
ほどあるので、単純計算すれば 1人 18 ㎡ほどになるので、
幸い、三密はなんとか避けられる余裕がありました。僕が自
分のスタジオを持ったのは 1991 年のことでしたが、組織を
大きくはしたくなくて、ずっと 10 人くらいの数でやってき
ました。大都市のなかで、10 人くらいの人間が毎日、ひと
ところで、場を共にして案を練る。スタッフは一応「四年制」
で、育ったと思ったら「卒業」していきます。人が少しずつ
入れ替わっていく。そういうなかで、徐々にプロジェクトが
形になっていく。そういうことを続けてきたわけですが、静
かに時が過ぎていく、こういう工房的なコミュニティのあり
方は、もしかしたらコロナの時代にあっているのかもしれな
い、と今、思ったりしています。より大きな規模の仕事に向
かうこと、より多くの仕事をこなすこと、より大きな組織に
すること、ではなくて、小さく、ある意味で閉じながら、し
かし同時に、遠い世界とつながること。コロナは災い以外の
ものではありませんが、せめて、いままでの常識とは違うも
のの見直しのきっかけとして前向きに捉えたいと思っていま
す。

インタビュー全文は note へ▽
https://note.com/sangakunews/n/n33e58bf7b5a7

zennbunnha 僕たちのスタジオでは、「ルイ・ヴィトン銀座並
木通り店」や「ロロ・ピアーナ銀座店」などのブランドの仕
事もやりますが、公共建築の仕事もやります。昨年リニュー
アル・オープンした「京都市美術館（通称：京都市京セラ美
術館）」も、僕のスタジオで以前、「青森県立美術館」の設計
を担当し、その後独立して活躍している西澤徹夫くんと組ん
で設計をしたものです。一昨年、そろそろ完成という頃に、
京都市からその館長になってほしいという思いがけない依頼
を受け、迷いましたが、ディレクターに就任することにしま
した。そうしたら、狙いすましたかのように、コロナです。
去年の 3月 23 日に予定されていたリニューアル・オープン
を迎えることができず、2ヶ月ほど開館が遅れてしまいまし
た。予定していた何年分もの展覧会スケジュールも組み変え
ざるをえなくなりました。しかも、もしもコロナがなければ
きっと、押すな押すなの盛況だったところ、人数制限をしな
くてはならないので、鑑賞者にとってはいい環境で展覧会を
見られたというプラスもあったわけですが、収支的にはアテ
が大きく外れました。
コロナ以前、美術館は展覧会での動員数を加速度的に伸ばし
てきました。より著名な作家を招き、よりお金をかけ、より
多くの人の話題に上るようにし、より多くの人に入場しても
らい、より多くグッズを買ってもらう。結果、より大きな収
益を得る。そういう展覧会のことを「ブロックバスター展」
と呼びますが、美術館がその方向に押し並べてエスカレート
してきていたことに、コロナでそれが成立しなくなって突然、
目が覚めて、皆が気づいたわけです。ブロックバスター展に
収斂していくのは、大きなプロフィットが期待できることか
もしれないけれど、大きなリスクも内包しています。スタジ
オの運営と同じことです。
そういうなかで、見直されてきたひとつはコレクションです。
所蔵する作品を使って展覧会を開催する。そういう展覧会な
ら「投機的」にはなりませんから、めちゃくちゃ儲かること
はないけれど、着実に収益はある。あるいは、展覧会事業に
偏りすぎていたのを、他の事業を育てていって、美術館をさ
まざまな事業の複合体に変えていくという動きもあります。
こうして今まで見落とされてきた、そしていま新しく注目を
集め出した部門には共
通点があって、消費主義的なものではないということです。
逆に言えば、それまでは過度に消費主義的だったということ
です。それでは資源は枯渇するばかり、才能も経済の歯車に
翻弄され浪費されるばかりです。

―　ファッションの世界でも、サステナビリティという考え
方を無視することは出来ない状況になってきています。同時
に、サステナビリティの本質についても、議論がされ始めま
した。 

あるとき突然、価値が高まり、ピークを迎え、あっと言う間
にその価値が暴落するファッションは、変な比喩かもしれな
いけれど、生鮮食料品のようですね。たしかに、そのサイク
ル自体を「デザイン」する必要があるような気がします。 
建築も、サイクルのスパンはファッションと比べてずっと長
いけれど、建設され、最後は朽ちるか、解体されるというサ
イクルのなかにあることには変わりません。日本はずっとス
クラップ・アンド・ビルドでやってきました。たしかに、第
二次世界大戦で焼け野原になってしまっては、白紙の上に新
しい空間をつくらざるをえなかったというところはあったで
しょう。でも 1970 年くらいには、それで国土はほぼ飽和し
ました。とりあえず僕た
ちの周りは埋まったんです。だからそこからは、何を「つく
るか」ではなく、目の前の情景をどう「変えるのか」、とい

うふうに視点が変わってくるはずでした。そこに、すでに環
境がある。それをないものと捉えるのではなく、その環境の
存在を前提として、さてそれをどう変異させるか、という課
題の立て方ですね。既存環境を壊して建て替える、というの
は、そのひとつの答えではあるけれど、今そこにあるものを
改修して使うこととちゃんと天秤にかけてみた上でのことで
なければなりません。機能と合わなくなったから壊すという
のは答えにはなりません。だって、機能に完全に答えられた
建築を新しくつくれば、それがぴったりしていればいるだけ、
将来的にはより決定的に機能と合わなくなることは、明らか
だからです。美術館としてつくったものが、レストランとし
て改修されるというようなことは、その空間自体に魅力が備

わっていたときにはじめて起きること。そして、その空間が
いろいろな使われ方に対して寛容である、というか、まだ見
えてきていない関係性に向かって開いていなくちゃいけませ
ん。 

―　関係性ということでいうと、青木さんは若いアーティス
トとも自然体でコラボレーションしているように感じます。 

目的地をはっきりと決め、そこに向かってまっしぐらに進ん
でいくというのが苦手なんです。大まかな方向は持たざるを
えないけれど、見たことない、知らない世界に行き着きたい。
だから、出たとこ勝負。事あるたびに、あらかじめ決めてい
たのとは違う方向に舵を切ってみる。それでいつしかどこか
素敵な港に辿り着けるかどうかは、いわば賭けのようなもの。
つくるって、そういう意味では、大海原の航海に乗り出すの
と近いと思うんですね。で、その航海でいちばん厄介なのが
自分なんです。自分の常識、先入観、感覚が、ついつい航路
を決めてしまう。だから、自分を裏切らなくてはならない。
最初は、醜いなあ、と思って切り捨てたいと思っていたもの
が、つくっている最中に、美しく見えてくるなんてことが起
きたら最高ですね。そのとき、自分が自分でなくなっている。 
そのために、僕には、他人が必要です。スタッフは、同じ船
に乗る以上、ベーシックなところではつながっている必要が
あるけれど、その一方で、ぼくと違う感覚をもっていなくて
はならない。そういう人たちがいるから、自分を変えられる。
天候や、海の波や、スタッフの意見に翻弄されながら、よれ
よれになって、行き先を指差しつづける船長みたいなもんで
す。頼りないなあ。 
アーティストがすごいのは、そんな翻弄に揉まれることが大
好きな人種であることです。彼ら彼女らと比べたら、僕なん
かレールがなければ先に進めない常識人です。建築家という
のは、基本的には自分の手で建設することはなく、建設して
くれる人への指示図、指示書を描く職種です。だから、実際
にモノをつくり始める前に、設計図書をつくり終えておかな
ければならない。どうしたって、計画的、予定調和的になら
ざるをえない。また多くの人を巻き込んでしまうので、皆と
とりあえずの航路を共有するために、コンセプトなんていう
ものを言わなくてはならない。本当は、言葉で言えるコンセ
プトなんて、デザインしているときにまったく使っていない
んですけれどね。でも、アーティストは、最後の最後まで迷
うわけです。そのストレスに耐えるというか、その苦しみを
楽しんで、最後の瞬間に、ポンと知らぬ土地に乗り上げる。
教わることばかりです。 

―　青木さんにとって、教えるということはどういうことで
すか？ 

教わるばかりの人間が教えるというのは変ですね（笑）。教
えるべきことが先にあって、それを伝えるということではな
いわけですし。それでもスタジオはそもそも教える場ではな
いから、結果として、何かを得て卒業していってくれればい
いわけです。大学では、おぼろげながらも、それぞれの学生
にやろうとしようとしていることがあれば、たとえそれがぼ
くには受け入れられないものであってもそれでよく、その先
の、形にしていくことの厳密さを取得する手助けをしていま

す。 

―　好みを超えた世界ですよね。東京藝術大学（以下、藝大）
での授業はどのような感じですか？

ほとんどカウンセラーですね（笑）。案を持ってきてもらっ
て説明を聞くんですが、何をしたいのかが分からない。本人
もよく分かっていない。いや、言語化できるくらいのやろう
としていることだったら、僕には興味がないんで、それはい
いことなんですが、そうなると、そのおぼろなモヤモヤを一
緒に考えることになる。藝大は幸い、１学年 15 人と少ない
ので、一人一人のモヤモヤに付き合う。終わるとクタクタで
す。

―　スタッフを採用するときには、どういった点が決め手に
なるのですか？ 

人柄が大きい気がしますね。小さなスタジオだから、一人が
全体の雰囲気に与える影響は大きい。新しい人が入るたびに、
化学反応が起きます。それで 1週間くらい、一緒に仕事をし
て、相性いいかなと思える人には残ってもらって、１ヶ月く
らい様子を見て決めます。僕たちのスタジオは、模型でのス
タディを重視しています。たとえば、これでいいかと思う階
段の手すりを模型でつくって眺めてみますね。それを見て、
そのままOKということはまずなく、違うなあ、じゃこれだっ
たらどうかな、と模型をつくりかえる。それを延々と繰り返
しているなかで、なんとなく皆が納得できるものに落ち着い
ていく。模型を前にしたそんなやりとりに自然に参加できる
人であれば、僕たちのスタジオでやっていけそう、と判断し
ます。 模型って、実物とは違いますね。まず 1:50 とか、縮
尺が違う。もちろん、本当の素材ではない。だから、模型を

1956 年横浜生まれ。1991 年青木淳建築計画事務所設立（現在は
ASに改組） 住宅、公共建築をはじめ、国内外のルイ・ヴィトンの
店舗も手がける。最新作に「京都市京セラ美術館」（西澤徹夫と共
同設計）、「ロロ・ピアーナ銀座店」「ルイ・ヴィトン銀座並木通り
店」などがある。著作に「原っぱと遊園地」、「フラジャイル・コ
ンセプト」。

青木淳 Jun Aoki

見るというのは、頭の中で、拡大して、正しい素材感を当て
はめ、その情景を想像するという技術なんです。模型そのも
のをモノとして見ているんではないんです。僕たちのスタジ
オでは、そういう模型を作っては壊すことで、設計を進めま
す。完成品としての模型は、ある意味どうでもいい。途中過
程の試行錯誤の道具としての「スタディ模型」が大切です。
これは設計の仕方として、必ずしも一般的ではなく、海外の
設計事務所の多くは、あまり模型をつくらないようです。で
すが僕たちは、設計の流儀として、これだけは譲れない。だ
から、大学でも、学生たちに模型と格闘するよう、仕向けて
います。ただ、ここ最近、デジタルという道具もよく使うよ
うになってきました。たとえばCG。前は CGでは、その案
がうまくいっているのかどうか判断できませんでしたが、こ
ちらのリテラシーが上がったのか、技術が上がったのか、あ
る程度は判断できるようになってきましたし、デジタル上で
のスタディで得たイメージをどう実空間で実現するか、とい
う逆転した試みをできるようになりました。「ルイ・ヴィト
ン 銀座並木通り店」はその一例です。実際に行って写真を
撮ると、CGと見間違えますね。コロナで、大学の講評会も
オンラインになったりして、模型でプレゼンテーションして
もらうことができなくなり、画像や映像ベースのプレゼン
テーションでやってもらうことになりました。それが意外に
おもしろいんですね。 

―　ファッションの世界でもコロナの影響で、コレクション
の発表方法がデジタル中心になりました。フィジカルからデ
ジタルになったことで、ある意味では若手とラグジュアリー
ブランドの垣根も無くなり、フラットで平等な世界になりま
した。デジタルの最初の頃は長編大作もありましたが、やは
り人間の集中力は 2分ぐらいが限度ということも分かった
り。 

時間を共有するというのではなく、虚実とりまぜ、短い時間
のなかにイメージを凝縮するというのは、新しい試みにつな
がると思います。 

―　そうかと思うと、1分くらいのショートムービーに仕上
げた若手ブランドの映像が、イタリアンヴォーグのサラ・マ
イノという、新人発掘の担当をしている編集者からピック
アップされたりして。  

手持ちの技術でも、内容とアイデア次第で、十分に渡り合え
るんですね。コロナが収束して元の世界に戻るのではなく、
コロナで気付かされたことを次につなげたいですね。



― お久しぶりです。そして、LVMHプライズのセミファイ
ナリスト選出おめでとうございます！ 息つく暇なく成果を
あげていますが、今日は TAAKK（以下、ターク）立ち上げ
当時から、今までのお話を聞けたらと思います。とても長い
スパンですが、大変だったこと、嬉しかったこと、これで行
けるなって思った瞬間など、お聞かせてください。

ブランド立ち上げのことですか？　いや～、基本大変すぎて、
もう二度とやりたくないです、正直（笑）

― 何が一番大変でしたか？

30 歳で ISSEY MIYAKE（以下、イッセイミヤケ）から独立
して、お金もないでしょ？　貯蓄も 100 万円ぐらいしかな
かった。会社は勢いで辞めてしまったので。とにかく自分の
ブランドがやりたかったから。いきなり自分のブランドだけ
で生きていけるとも思わないので、週何回かは企業デザイ
ナーをやりながら、お金を稼がないと自分のブランドの服も
作れないとは思っていました。でも、どこも決まらないんで
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すよ。イッセイで働いていたと言ってもね。もちろん週 3回
で稼ごうってこと自体に無理があるって、今考えれば分かる
んですけど。結局、土木作業の他に、薬を飲む治験のアルバ
イトとかやって。とにかくその間にサンプルを作ってました。
会社を辞めたのが 3月とか 4月で、でも 8月ぐらいにはサン
プルが出来ていて、展示会とかやってましたね。はたから見
たら、すごくちゃんとやっているように見えていたと思いま
す。でも実際は毎日アルバイトして、ストレスで帯状疱疹に
もなるし、ひどかったです。でもそんなに頑張ったにもかか
わらず、結局 200 万ぐらいしか貯まらなかった。それでサン
プル作って個展をやったら、すっからかんで。

でもその個展の前に、当時、神戸に「ドラフト！」っていう
セレクトショップバイヤーと若手デザイナーのマッチングイ
ベントがあって。実は自分でお洋服作ったはいいけれど、ど
こでどうやって発表したらいいかも分からなかったんです
よ。だから「ドラフト！」の話を聞いたとき、あれ実は関西
圏のブランドを応援するプロジェクトで、縁もゆかりもない
のに、応募したんですよ。そうしたら、やっぱり経験がある
から、当たり前に勝つんですよ。でもそれはすごいラッキー
なことだったなって、今は思います。そうしたら縁もゆかり
もない人たちが、みんな僕の服を「すごいいい」って言って
くれて。関西圏のビームスが契約してくれたんですよ。それ
が 8月くらいかな。とりあえずビームスがついて、ホッとし
て。

― 勘が良いというか、導かれているというか。必死であり
ながら冷静な印象です。

「ドラフト！」からの帰り道、紹介されたショップに寄ったり。
死に物狂いでしたよ。本当に大変だった。ビームス３店舗分
のオーダーは量的には決して多くなかったけど。それで希望
も出たから、自分で東京で個展をやったんですが、バイヤー
さんが１人も来ない！！

― 個展の開き方とかは、何となく分かっていたのですか？

分からないです。だから手探りでバイヤーに電話して、自分
で。そのたびに心が折れて。本当は合計10店舗ぐらいいくっ
て内心勝手に思ってたんですよ。それで東京で個展をしたけ
れど、結果「ドラフト！」で決まった３店舗だけだったから、
世の中が甘くないこと、その個展で知りました。それがファー
ストシーズンでしたね。

― デザインからトワルを組んだり、パターンを引くといっ
たことはご自分でもやろうと思えばできると思うのですが、
その後の工程、たとえば布の手配とか縫製工場とのネット
ワークはすでにあったのですか？

縫製の工場はまったく知らなかったです。だからすべてイチ
からですね。友達に縫ってもらったりとか。人づてに工場を
紹介してもらったりとか。イッセイって大きい会社だったか
ら、技術者は技術者の仕事で、僕は企画者だったから、生地
屋さんとか加工屋さんとかしか知らなかったんです。新規に
生地を織るとお金かかるから、すでにある生地を後加工で何
とか変化させて。大変だったなって思います。死ぬかと思い
ました。支払いは待ってくれないじゃないですか。

― 全部イッセイの時の経験とか関係性のなかで、準備出来
ていたのだと勘違いしていました。

でもビームスがついたから、今度は銀行にお金の話しをしに
行って。貸してもらえるように頑張りました。サンプルを作
り終わった後だから、手元に本当に 1円も無くて。銀行行く
にも電車に乗るお金もなくて。これマジ？ 30 代で、こんな
惨めな思いするなんてって、ずっと思い続けてた時期です。
何とか銀行に行って、とにかくアピールをするわけです。
「ファーストシーズンのコレクションでビームスがつきまし
た。しかもイッセイで企画者をやっていました。そしてイッ
セイのパリコレに出てる服、俺作ったのはこれです」って、
銀行にプレゼンして。そうしてお金を借りたわけです。

― 独立して一番大切なのは、お金の知識と思いますが、必
要に迫られてマスターしたって感じですか？

イッセイの時は企画の、しかも限られた一部をやればよかっ
たけど、独立したら当然そうはいかない。必要に応じて全部
調べました。

―Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門（以下、
ファッション大賞）のことも、自分で調べて知ったのですか？

ファーストシーズンを見てくれた人たちから、ファッション
大賞のことを教えてもらいました。それが 2シーズン目の
2013 年ですね。

― 実際サポートを受けてどうでしたか？ ファッション大賞
事務局側から言うと、森川さんは最初から手のかからない、
しっかりしたビジョンのある人でした。

ファッション大賞は、ブランドの初期のサポートとしては一
番いいと思う。本当に若くて何者でもない人たちにとっては、
ありがたいと思います。展示会でコレクションを見てもらう
ことがメインの若手ブランドにとっては、会場費への金銭的
サポートはすごいこと。自分はむしろ、それ以外求めてなかっ
たって言ってもいいかもしれない。とはいえ、これまでの全
部のカテゴリー（アワードとプライズ）が無かったら、今の
タークは無かったと思います。

― ブランド立上げ初期は、とにかく人に見てもらう必要が
あるから、展示会が命ですよね。森川さんは人間関係にも恵
まれていますね。他の媒体でのインタビュー記事を読むと、
「チーム」という言葉が出てきます。

結局最後に助けてくれるのは、人間関係だと思う。デザイナー
なんて何も出来ないから。だって自分で縫うわけじゃないし、
パターンを引くわけでもない。指示はもちろん自分でするけ
ど、一人でできることの限界ってやっぱりある。今は妻もい
るし、アシスタントもいるし、いろんな人が支えてくれてい
る。はたから見たら「ターク」って森川のことだけど、僕か
らすると森川じゃない。それこそショーをやるってなったら
演出の人がいるし。音楽作ってくれる人には、次のシーズン
（22SS）に向けてコンセプトだけ伝えて、アトリエで流す音
楽まで作ってもらったりしています。そういった大きな支え
があって、初めてお洋服になるけど、今そういうことが言え
る環境になって良かったなって思ってます。最初は僕しかい
なかったし。全部一人でやってた。

インタビュー全文は note へ▽
https://note.com/sangakunews/n/ne419504ca090

― イッセイにいたときのことも少し伺いたいです。

イッセイには 7年いました。イッセイの時は PLEATS 
PLEASE ISSEY MIYAKE を担当して、それからme ISSEY 
MIYAKE を経験してミッドタウンにある 21_21 DESIGN 
SIGHT のイッセイさんの企画展のスタッフになったり。そ
の後イッセイミヤケのメインコレクションの企画チームに
入って数年した後、メンズの企画をやって。ほとんどの部署
を渡り歩きました。

― 今まで「死ぬ思い」っていう言葉が何回か出てきました
けど、そう言いながらも展示会を成功させて、doublet（ダ
ブレット）の井野将之さんとスペースをシェアしたりしなが
らフレンズデーを開催したり。工夫していましたよね。

苦しいながら若かったしね。30 台前半で。

― でも必ず進んでいるという手応えはありましたよね？ ど
んどん良くなってくっていう。

今も昔もなんですけど、決して爆発的に売れる服は作ってな
いし、その分苦しいところはあります。デザイナーとして、
ちゃんとお洋服を作って面白いものを提案しているけど、実
際売上は期待どおりにはついてこない。だけど、見る人によっ
ては凄く評価してくれていて、その人たちの支えで一歩一歩。
それだけです、今まで。

― サポートを受けている期間で、もっとこういうサポート
が欲しかったっていうはありましたか？

僕、特にないですよ。バイヤーを紹介して欲しいみたいなこ
と？ バイヤーを紹介して欲しいなんて、おこがましいです
よ、そういうこと期待しちゃいけないし、そんなこと期待す
るんだったら自分でブランドをやっちゃいけない。大賞の時
は展示会場費のサポートが全てだったし。それ以外は何も。

― 森川さんは、それぞれの段階で要求されたことを、自分
らしく楽しくアレンジしながら表現しているように思いま
す。

そうですね。アワード、プライズは本当にそうですね。だか
らもっと上を目指さなきゃなって。必死なだけですよ。這い
上がりたくて、這い上がりたくて仕方ないし。

― アワードの受賞で渋谷ヒカリエのホールでショーをしま
したよね？ 観客は 時間ギリギリまでなぜか廊下で待たされ
て、何かアクシデントがあったのかと思ったら、バーンと曲
が始まって、廊下がランウェイになるという素敵なハプニン
グ的演出のショーでした。あれは最高でしたね。驚きと感動
がありました。あれは森川さんのアイデアですか？

アワードで与えられてるホールをそのまま使いたくなかった

から、ちょっとひねって。ホールは使わず、ホワイエをフィッ
ティングとヘアメークルームにしてモデルは廊下を歩いた。
ルールをちょっと違う角度から利用するっていう。それも含
めてチーム力ですね。

― コロナ以降、自分の中で変化は？

コロナのことを言う前に、デザイナーズブランドであること
はずっと捨てないでいたい。コロナだからこそ自分が何者な
のか、人が自分に何を求めているかとか、そう考えると、結
局安くて買いやすくて、自分じゃなくてもいいものを薄めて
作ったら、それはブランドビジネスになってくるし。それで
一時的に取引先が増えても、すぐに離れちゃう。これからま
すます、ほんとの強さしか必要ないなって。だから型数を広
げるつもりも全然ないし。服を着てくれた人の１日が、幸せ
になれる服を作るべきだと思うし。それこそがデザイナーズ
ブランドだと思うから。そのために一生懸命仕事しなければ、
あっという間に捨てられるなって。嘘ついちゃいけない気が
するんですよね。

― 確かにこれからは「真摯であること」がとても大切なキー
ワードだと思います。いろいろ分かってしまいますものね。
今はスタッフは何人いるのですか？

そうですね、僕と奥さんとアシスタントはひたすら雑務をこ
なしてるけど、あとは全部外部スタッフですね。ショーにな
ると今度は演出さんとか、音楽も、色々。パタンナーの 1人
は文化の同級生。グラフィックを一緒にやってるメンバーも
います。あと生産系のシステムは、僕の故郷、秋田出身の友
達。他に営業もいるし。営業も外部だけどすごい信頼してる。
プレスも外部。

― そういう人とはどうやって出会ったのですか？

自然に集まってきますね。

― さて、LVMHプライズのセミファイナリストに選ばれま
した。ファイナリストにも、選ばれたいですね（このインタ
ビューはファイナリストが発表された 4月 30 日より以前）。
LVMHプライズへの挑戦は今回が初めてですか？

みんな、ずっと応募してますよ、多分。僕もずーっと出して
ます。出してるとは公に言わなかったけど。チャンスがある
ことに対して貪欲になれなかったらチャンスはないじゃない
ですか。だから僕は出し続けてました。ファイナリストには
なりたいですけど、コロナのせいで、審査の場に直接お洋服
持っていけないから悔しいですよ。本来だったらちゃんとお
洋服持って、無名だろうと何だろうと見てもらえたんだけど。
今回は 2体分の商品だけをパリに送って、あとはデジタル資
料を作って送りました。まとめながら、これで判断されたく
ないよなって思いながら。こういうタイミングだから文句は
言えないけど、僕のお洋服、触ると絶対違うから。だから悔
しいなっていうのはあります。まあそれは、落ちた時に悔し
いって言おうと思って。やることはやったから。

― せっかくのチャンス、デジタルでこなさなければいけな
いというのは歯痒いですね。

デジタルもフィジカルも両方いいところがあるとは思います
けど。

― フィジカルといえば、先日、パリで発表した 21FWコレ
クションを、東京・目白の明日館でプレス関係者のためにフィ
ジカルで見せましたよね？ デザイナー自らの解説付きで。
ああいう特別感は、今後流行りそうな気がしました。

あれは良かった。時代が変わる時っていろんなチャンスが絶
対に潜んでる。デジタルがーとか、フィジカルがーとか、み
んな聞き覚えのある言葉しか喋らないから。だったら角度を
変えた方が絶対いいし、じゃあそのための構造をどういうふ
うに料理するの？っていうのが一番大切だって思う。今起き
てる現状っていうのはみんな一緒だし、だからいろんなトラ
イをする。次は 6月開催のパリコレ。タークは前回の 21FW
から、オンスケジュールのショー枠での発表になったんです
よ。日本のブランドだと、その枠での参加はそんなに多くな
いから嬉しいです。

― これからも、何があっても丁寧に、もちろん世界を見据
えて挑戦していくっていう気持ちですね。

世界を見据えるっていうか、世界で闘って勝たなきゃいけな
い。そこで闘ってるイメージをもう持ってるから。そこで勝
たなきゃいけない。挑戦じゃない。どこまで行っても結局ス
タート地点に立ったんだなっていつも思うんです。スタート
地点はいつも変わっていくけど、だったらそこで勝ちたい
じゃないですか。

― はい！ これからも、自分の夢を形にしていってください。

自分だけじゃない夢に変わってきてるから、それはすごいい
いこと。それは素敵なことですね。

End.

TAAKK（ターク）森川デザイナー

第１回目は TAAKK（ターク）デザイナーの森川拓野さんです。2012 年にブランドを立ち上げ、現在 9年目。
2013 年には「Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門」（以下、ファッション大賞）に入賞。3年間 6シー
ズンの支援を受けた後、「TOKYO FASHION AWARD」（以下、アワード）、「FASHION PRIZE OF TOKYO」（以下、
プライズ）といった国内の名だたる賞を続けて受賞。さらに今年、世界中のデザイナーが憧れる「LVMH PRIZE 
2021」（以下、LVMHプライズ）のセミファイナリストに選ばれるなど、話題に事欠かない存在となっています。
ブランド立上げから現在までを、引っ越したばかりという東京・学芸大学にあるアトリエにて伺いました。

森川 拓野
TAKUYA MORIKAWA

TAAKK



― お久しぶりです。そして、LVMHプライズのセミファイ
ナリスト選出おめでとうございます！ 息つく暇なく成果を
あげていますが、今日は TAAKK（以下、ターク）立ち上げ
当時から、今までのお話を聞けたらと思います。とても長い
スパンですが、大変だったこと、嬉しかったこと、これで行
けるなって思った瞬間など、お聞かせてください。

ブランド立ち上げのことですか？　いや～、基本大変すぎて、
もう二度とやりたくないです、正直（笑）

― 何が一番大変でしたか？

30 歳で ISSEY MIYAKE（以下、イッセイミヤケ）から独立
して、お金もないでしょ？　貯蓄も 100 万円ぐらいしかな
かった。会社は勢いで辞めてしまったので。とにかく自分の
ブランドがやりたかったから。いきなり自分のブランドだけ
で生きていけるとも思わないので、週何回かは企業デザイ
ナーをやりながら、お金を稼がないと自分のブランドの服も
作れないとは思っていました。でも、どこも決まらないんで

すよ。イッセイで働いていたと言ってもね。もちろん週 3回
で稼ごうってこと自体に無理があるって、今考えれば分かる
んですけど。結局、土木作業の他に、薬を飲む治験のアルバ
イトとかやって。とにかくその間にサンプルを作ってました。
会社を辞めたのが 3月とか 4月で、でも 8月ぐらいにはサン
プルが出来ていて、展示会とかやってましたね。はたから見
たら、すごくちゃんとやっているように見えていたと思いま
す。でも実際は毎日アルバイトして、ストレスで帯状疱疹に
もなるし、ひどかったです。でもそんなに頑張ったにもかか
わらず、結局 200 万ぐらいしか貯まらなかった。それでサン
プル作って個展をやったら、すっからかんで。

でもその個展の前に、当時、神戸に「ドラフト！」っていう
セレクトショップバイヤーと若手デザイナーのマッチングイ
ベントがあって。実は自分でお洋服作ったはいいけれど、ど
こでどうやって発表したらいいかも分からなかったんです
よ。だから「ドラフト！」の話を聞いたとき、あれ実は関西
圏のブランドを応援するプロジェクトで、縁もゆかりもない
のに、応募したんですよ。そうしたら、やっぱり経験がある
から、当たり前に勝つんですよ。でもそれはすごいラッキー
なことだったなって、今は思います。そうしたら縁もゆかり
もない人たちが、みんな僕の服を「すごいいい」って言って
くれて。関西圏のビームスが契約してくれたんですよ。それ
が 8月くらいかな。とりあえずビームスがついて、ホッとし
て。

― 勘が良いというか、導かれているというか。必死であり
ながら冷静な印象です。

「ドラフト！」からの帰り道、紹介されたショップに寄ったり。
死に物狂いでしたよ。本当に大変だった。ビームス３店舗分
のオーダーは量的には決して多くなかったけど。それで希望
も出たから、自分で東京で個展をやったんですが、バイヤー
さんが１人も来ない！！

― 個展の開き方とかは、何となく分かっていたのですか？

分からないです。だから手探りでバイヤーに電話して、自分
で。そのたびに心が折れて。本当は合計10店舗ぐらいいくっ
て内心勝手に思ってたんですよ。それで東京で個展をしたけ
れど、結果「ドラフト！」で決まった３店舗だけだったから、
世の中が甘くないこと、その個展で知りました。それがファー
ストシーズンでしたね。

― デザインからトワルを組んだり、パターンを引くといっ
たことはご自分でもやろうと思えばできると思うのですが、
その後の工程、たとえば布の手配とか縫製工場とのネット
ワークはすでにあったのですか？

縫製の工場はまったく知らなかったです。だからすべてイチ
からですね。友達に縫ってもらったりとか。人づてに工場を
紹介してもらったりとか。イッセイって大きい会社だったか
ら、技術者は技術者の仕事で、僕は企画者だったから、生地
屋さんとか加工屋さんとかしか知らなかったんです。新規に
生地を織るとお金かかるから、すでにある生地を後加工で何
とか変化させて。大変だったなって思います。死ぬかと思い
ました。支払いは待ってくれないじゃないですか。

― 全部イッセイの時の経験とか関係性のなかで、準備出来
ていたのだと勘違いしていました。

でもビームスがついたから、今度は銀行にお金の話しをしに
行って。貸してもらえるように頑張りました。サンプルを作
り終わった後だから、手元に本当に 1円も無くて。銀行行く
にも電車に乗るお金もなくて。これマジ？ 30 代で、こんな
惨めな思いするなんてって、ずっと思い続けてた時期です。
何とか銀行に行って、とにかくアピールをするわけです。
「ファーストシーズンのコレクションでビームスがつきまし
た。しかもイッセイで企画者をやっていました。そしてイッ
セイのパリコレに出てる服、俺作ったのはこれです」って、
銀行にプレゼンして。そうしてお金を借りたわけです。

― 独立して一番大切なのは、お金の知識と思いますが、必
要に迫られてマスターしたって感じですか？

イッセイの時は企画の、しかも限られた一部をやればよかっ
たけど、独立したら当然そうはいかない。必要に応じて全部
調べました。

―Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門（以下、
ファッション大賞）のことも、自分で調べて知ったのですか？

ファーストシーズンを見てくれた人たちから、ファッション
大賞のことを教えてもらいました。それが 2シーズン目の
2013 年ですね。

― 実際サポートを受けてどうでしたか？ ファッション大賞
事務局側から言うと、森川さんは最初から手のかからない、
しっかりしたビジョンのある人でした。

ファッション大賞は、ブランドの初期のサポートとしては一
番いいと思う。本当に若くて何者でもない人たちにとっては、
ありがたいと思います。展示会でコレクションを見てもらう
ことがメインの若手ブランドにとっては、会場費への金銭的
サポートはすごいこと。自分はむしろ、それ以外求めてなかっ
たって言ってもいいかもしれない。とはいえ、これまでの全
部のカテゴリー（アワードとプライズ）が無かったら、今の
タークは無かったと思います。

― ブランド立上げ初期は、とにかく人に見てもらう必要が
あるから、展示会が命ですよね。森川さんは人間関係にも恵
まれていますね。他の媒体でのインタビュー記事を読むと、
「チーム」という言葉が出てきます。

結局最後に助けてくれるのは、人間関係だと思う。デザイナー
なんて何も出来ないから。だって自分で縫うわけじゃないし、
パターンを引くわけでもない。指示はもちろん自分でするけ
ど、一人でできることの限界ってやっぱりある。今は妻もい
るし、アシスタントもいるし、いろんな人が支えてくれてい
る。はたから見たら「ターク」って森川のことだけど、僕か
らすると森川じゃない。それこそショーをやるってなったら
演出の人がいるし。音楽作ってくれる人には、次のシーズン
（22SS）に向けてコンセプトだけ伝えて、アトリエで流す音
楽まで作ってもらったりしています。そういった大きな支え
があって、初めてお洋服になるけど、今そういうことが言え
る環境になって良かったなって思ってます。最初は僕しかい
なかったし。全部一人でやってた。

インタビュー全文は note へ▽
https://note.com/sangakunews/n/ne419504ca090

― イッセイにいたときのことも少し伺いたいです。

イッセイには 7年いました。イッセイの時は PLEATS 
PLEASE ISSEY MIYAKE を担当して、それからme ISSEY 
MIYAKE を経験してミッドタウンにある 21_21 DESIGN 
SIGHT のイッセイさんの企画展のスタッフになったり。そ
の後イッセイミヤケのメインコレクションの企画チームに
入って数年した後、メンズの企画をやって。ほとんどの部署
を渡り歩きました。

― 今まで「死ぬ思い」っていう言葉が何回か出てきました
けど、そう言いながらも展示会を成功させて、doublet（ダ
ブレット）の井野将之さんとスペースをシェアしたりしなが
らフレンズデーを開催したり。工夫していましたよね。

苦しいながら若かったしね。30 台前半で。

― でも必ず進んでいるという手応えはありましたよね？ ど
んどん良くなってくっていう。

今も昔もなんですけど、決して爆発的に売れる服は作ってな
いし、その分苦しいところはあります。デザイナーとして、
ちゃんとお洋服を作って面白いものを提案しているけど、実
際売上は期待どおりにはついてこない。だけど、見る人によっ
ては凄く評価してくれていて、その人たちの支えで一歩一歩。
それだけです、今まで。

― サポートを受けている期間で、もっとこういうサポート
が欲しかったっていうはありましたか？

僕、特にないですよ。バイヤーを紹介して欲しいみたいなこ
と？ バイヤーを紹介して欲しいなんて、おこがましいです
よ、そういうこと期待しちゃいけないし、そんなこと期待す
るんだったら自分でブランドをやっちゃいけない。大賞の時
は展示会場費のサポートが全てだったし。それ以外は何も。

― 森川さんは、それぞれの段階で要求されたことを、自分
らしく楽しくアレンジしながら表現しているように思いま
す。

そうですね。アワード、プライズは本当にそうですね。だか
らもっと上を目指さなきゃなって。必死なだけですよ。這い
上がりたくて、這い上がりたくて仕方ないし。

― アワードの受賞で渋谷ヒカリエのホールでショーをしま
したよね？ 観客は 時間ギリギリまでなぜか廊下で待たされ
て、何かアクシデントがあったのかと思ったら、バーンと曲
が始まって、廊下がランウェイになるという素敵なハプニン
グ的演出のショーでした。あれは最高でしたね。驚きと感動
がありました。あれは森川さんのアイデアですか？

アワードで与えられてるホールをそのまま使いたくなかった

から、ちょっとひねって。ホールは使わず、ホワイエをフィッ
ティングとヘアメークルームにしてモデルは廊下を歩いた。
ルールをちょっと違う角度から利用するっていう。それも含
めてチーム力ですね。

― コロナ以降、自分の中で変化は？

コロナのことを言う前に、デザイナーズブランドであること
はずっと捨てないでいたい。コロナだからこそ自分が何者な
のか、人が自分に何を求めているかとか、そう考えると、結
局安くて買いやすくて、自分じゃなくてもいいものを薄めて
作ったら、それはブランドビジネスになってくるし。それで
一時的に取引先が増えても、すぐに離れちゃう。これからま
すます、ほんとの強さしか必要ないなって。だから型数を広
げるつもりも全然ないし。服を着てくれた人の１日が、幸せ
になれる服を作るべきだと思うし。それこそがデザイナーズ
ブランドだと思うから。そのために一生懸命仕事しなければ、
あっという間に捨てられるなって。嘘ついちゃいけない気が
するんですよね。

― 確かにこれからは「真摯であること」がとても大切なキー
ワードだと思います。いろいろ分かってしまいますものね。
今はスタッフは何人いるのですか？

そうですね、僕と奥さんとアシスタントはひたすら雑務をこ
なしてるけど、あとは全部外部スタッフですね。ショーにな
ると今度は演出さんとか、音楽も、色々。パタンナーの 1人
は文化の同級生。グラフィックを一緒にやってるメンバーも
います。あと生産系のシステムは、僕の故郷、秋田出身の友
達。他に営業もいるし。営業も外部だけどすごい信頼してる。
プレスも外部。

― そういう人とはどうやって出会ったのですか？

自然に集まってきますね。

― さて、LVMHプライズのセミファイナリストに選ばれま
した。ファイナリストにも、選ばれたいですね（このインタ
ビューはファイナリストが発表された 4月 30 日より以前）。
LVMHプライズへの挑戦は今回が初めてですか？

みんな、ずっと応募してますよ、多分。僕もずーっと出して
ます。出してるとは公に言わなかったけど。チャンスがある
ことに対して貪欲になれなかったらチャンスはないじゃない
ですか。だから僕は出し続けてました。ファイナリストには
なりたいですけど、コロナのせいで、審査の場に直接お洋服
持っていけないから悔しいですよ。本来だったらちゃんとお
洋服持って、無名だろうと何だろうと見てもらえたんだけど。
今回は 2体分の商品だけをパリに送って、あとはデジタル資
料を作って送りました。まとめながら、これで判断されたく
ないよなって思いながら。こういうタイミングだから文句は
言えないけど、僕のお洋服、触ると絶対違うから。だから悔
しいなっていうのはあります。まあそれは、落ちた時に悔し
いって言おうと思って。やることはやったから。

― せっかくのチャンス、デジタルでこなさなければいけな
いというのは歯痒いですね。

デジタルもフィジカルも両方いいところがあるとは思います
けど。

― フィジカルといえば、先日、パリで発表した 21FWコレ
クションを、東京・目白の明日館でプレス関係者のためにフィ
ジカルで見せましたよね？ デザイナー自らの解説付きで。
ああいう特別感は、今後流行りそうな気がしました。

あれは良かった。時代が変わる時っていろんなチャンスが絶
対に潜んでる。デジタルがーとか、フィジカルがーとか、み
んな聞き覚えのある言葉しか喋らないから。だったら角度を
変えた方が絶対いいし、じゃあそのための構造をどういうふ
うに料理するの？っていうのが一番大切だって思う。今起き
てる現状っていうのはみんな一緒だし、だからいろんなトラ
イをする。次は 6月開催のパリコレ。タークは前回の 21FW
から、オンスケジュールのショー枠での発表になったんです
よ。日本のブランドだと、その枠での参加はそんなに多くな
いから嬉しいです。

― これからも、何があっても丁寧に、もちろん世界を見据
えて挑戦していくっていう気持ちですね。

世界を見据えるっていうか、世界で闘って勝たなきゃいけな
い。そこで闘ってるイメージをもう持ってるから。そこで勝
たなきゃいけない。挑戦じゃない。どこまで行っても結局ス
タート地点に立ったんだなっていつも思うんです。スタート
地点はいつも変わっていくけど、だったらそこで勝ちたい
じゃないですか。

― はい！ これからも、自分の夢を形にしていってください。

自分だけじゃない夢に変わってきてるから、それはすごいい
いこと。それは素敵なことですね。

End.
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2013 年ファッション大賞プロ部門ジョイントショーより

1982 年、神奈川県生まれ、秋田育ち。 文化服装学院卒業後、株式
会社イッセイミヤケに入社。企画デザイン担当などを経て独立。 
2012 年、森川デザイン事務所を設立し、自身のブランド
「TAAKK（ターク）」を立ち上げる。「LVMH PRIZE 2021」のセミ
ファイナリスト選出。

森川拓野 Takuya Morikawa
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