今回は、Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門・卒業生ブランドの活躍から、2 つのニュースをピック
アップ。1 つは 6 月 22 〜 27 日の期間で開催されたパリ メンズコレクションから。もう 1 つは、リアルに存在す
る衣服をヴァーチャル空間やアバターの身体でも楽しめることを証明した、衣服販売の新しい動きから。インタ
ビューでは『ACROSS』編集長の高野公三子さんと、TENDER PERSON デザイナーのお二人をゲストに迎えました。

パリ メンズコレクションに Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門を卒業した
3 ブランドが参加！
プロ部門の卒業生である、キディル（KIDILL）
、ダブレット
（doublet）
、ターク（TAAKK）の 3 ブランドは、国内でフィジカ
ルなショーを行った後、その映像をパリ メンズコレクション公
式スケジュールのオンラインプラットフォームにて発表しまし
た。キディルとダブレットは『ヴォーグ イタリア』(VOGUE
ITALIA) の副編集長であり、
「Vogue Talents」のチーフとして、
若手デザイナーの発掘を手掛けているサラ・マイノ（Sara
Sozzani Maino）さんから、ベスト オブ タレントに選ばれるな
ど嬉しい動きも。
詳しくは「パリ メンズコレクション公式スケジュール一覧」へ
キディルの今回のテーマは「Innocence」。英グラフィックアーティストの
トレヴァー・ブラウン (Trevor Brown) の可愛くて怖いアートワークを使っ
たプリント。そしてロープアーティスト Hajime Kinoko さんがプロデュー
スし ROPES が手がけた緊縛の世界は、強いメッセージを持ちつつユニーク。

https://parisfashionweek.fhcm.paris/en/calendar/

クロマのヴァーチャルストア「chloma Virtual Store in GHOSTCLUB」がオープン！
プロ部門卒業生のクロマ（chloma）の第二弾となるヴァー
チャルストアがオープンします。場所は Ob4k3（オバケ）
が主催し、VRChat 内で運営されている「GHOSTCLUB」内
の一室。最新コレクション「CODE」のアイテムや世界観を
存分に体験できるヴァーチャル空間では、同時に 3D アバター
用衣服の最新作「Y2K Anorak:cord model」「Shelter coat」
が発表され、試着体験も可能。リアルとヴァーチャルを越境
したファッションを提供するクロマと、GHOSTCLUB との
コラボレーションをお楽しみください！
＜開催概要＞
日時：7 月 10 日 ( 土 )、17 日 ( 土 ) 以後、不定期に週末開催
場所 : VRChat・GHOSTCLUB のワールド内

「GHOSTCLUB」はソーシャル VR「VRChat」に存在するクラブ。2018 年
から主催 0b4k3 によって、数々のクラブイベントが開催されており、多種
多様なアバターを纏ったユーザー達が、日夜集う場所となっている。

詳しい来場方法はデザイナー鈴木淳哉の twitter アカウント
(@chlomagears) にて発表。
クロマ 21-22AW コレクション「CODE」特設サイト：
https://www.collection.chloma.com/co/
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『ACROSS』編集長

KUMIKO TAKANO

高野 公三子

ウェブマガジン『ACROSS』の核ともいえる「定点観測」は、今 和次郎（こん わじろう）が唱えた「考現学」にある、
路上をありのままに観察することの大切さを第一とし、街と若者とファッション、そしてカルチャーを観測・分析。
その活動のすべてを指揮する、編集長の高野公三子さんが今回のゲストです。「定点観測」の 40 年の軌跡を 1 冊の
本にまとめることとなった今、もう一度、ストリートファッション・マーケティング誌『アクロス』がしてきたこ
とと、高野さん自身のヒストリーにスポットを当てて、お話しを伺いました。
小さい時から、引っ越しっ子だったんです。親の転勤で、東
京と地方を行ったり来たり。さらに海外にも行きました。常
に上履きの色が違うとか、小さな違いに敏感だったように思
います。今の子達に聞いたら、上履きの色は選べるそうです
ね！

ーランドセルも選べますね（笑）
東京と地方を行き来していく中で、体操着のラインが入って
るか入ってないか、ブルマの形とか（笑）。転校が多いと、

そういう、人と違うことが自分の中で当たり前みたいになっ
てくる。違うことでいじめられたりもするけれど、別に平気
さ、みたいな。地方に行ったときはいち早く方言を覚えまし
たね。周りに馴染むには、まず言葉から。1 年くらいしたら

逆にリーダーシップを取っていた！みたいな。きっと子ども
ながらの生きる知恵だったのでしょうね。
ー自己防衛本能でもありますね。
はい、そうだと思います。当時は昭和だったから地方と東京
が今よりもっと違いがありました。街の風景はもちろんのこ
と、家の造りも違う。また、海外の体験は大きくて、南米の
ペルーという国に住んでいたのですが、人種も違うし、アメ

『ACROSS』編集長 高野公三子 （撮影 : 徳岡永子）

リカンスクールに通っていた時は、欧米人のメリハリボディ

ー「定点観測」の 40 年分を本にまとめていると聞き、駆け

に圧倒されたり、服装のセンスが違うだけでなく、学校に持っ

つけました。1977 年に創刊した『アクロス』( 創刊当時の名

てくるペンケースとか使ってるノートも違う。母は『ミセス』
、

称は『月刊アクロス』) が、紙媒体であった時からウェブ媒

私は『りぼん』と『ミュージックライフ』を航空便で定期購

体となった今までを知っている高野さんでないと、出来ない

読していたのですが、現地の雑誌とのクオリティの差は、唯

仕事と思いまして。私の中で高野さんは、根っからの編集者

一うらやましがられましたね。そういう異文化に自分が移動

気質を感じる人です。見たもの聞いたものを、個人で楽しむ

していたからこそ敏感になった、というのが原点かもしれま

にとどまらず、とにかく誰かに伝えたい！発信したい！とい

せん。

う気持ちに溢れている。実際に行動していますよね。本の編
集作業で忙しいのに、帰宅途中の深夜の、街の風景を SNS

ー私も昭和生まれなので、その感覚は分かります。東京以外

でアップしていたり。

はどこも地方だった、と言っていいのではないかと思います。

世の中で流通しているものが自分の価値観とどうしても

基本的に社宅住まいだったのでフォーマットは決まってる。

ちょっとずれていて「どうしてなんだろう？」という疑問を、

初めは 2LDK で、お父さんが偉くなってくると 3LDK とか。

常に持っているように思います。同じように違和感を感じて

そういうステップアップみたいなものが変化の軸としてあり

る人がいるのでは、と思って。それがどこにいるのかを見つ

ながら、社宅と地元の家並みの違いみたいなものも感じてい

けてシェアできる、そんな仲間を増やしたい。そう思ってい

ましたね。そういった観察の経験が生きているのか、仕事で

るのかもしれないですね。

いろんな都市でフィールドリサーチをすると、街のつくりと
かランドスケープ、そこにいる人との相関関係のようなもの

ー高野さんのある種の反骨精神、一般的に流行っているもの

が見えてきてワクワクします。まち歩きが基本的に好きなん

に簡単に流されない性格は、どこで培われたのでしょうか？

だと思います。

どんな子ども時代でしたか？
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ているあいだ、父は書店で過ごしていました。たぶん、そこ
でジェイプレス（J.PRESS）とか、ジュディアン（JUDY

ANNE）とかのパンタロンスーツを買ってもらった。赤と緑

のチェックのウール地で、ダブルのジャケットとパンタロン
のスーツ。嬉しくて家に帰ってから襖の前で写真を撮っても
らいましたね。それが最初のファッションを意識した写真か
も。

ー 70 年代のファッションリーダーは、確かに百貨店でした

よね。そういった経験から、パルコに入ろうと思ったのです
か？

いえ、違うんです。新卒で入社したのはマーケティングの会
社です。先ほど海外に住んでいたときの話をしましたが、現
地の雑誌と日本の雑誌のクオリティの差みたいなものがすご

くありました。
『ミュージック・ライフ』はほぼオールカラー。
ミュージシャン達のカッコいい姿が、ツルツルの紙にめちゃ
くちゃクオリティの高い写真で紹介されている。ペルーの雑
誌はもちろん、アメリカの音楽雑誌も紙質がすごい悪い。

ファッション雑誌も『ブルダ（BURDA）』くらいしか無かっ
た。そのへんから雑誌という紙のメディアの仕事をしたい

なって思うようになりました。大学生の時、草思社という小
さな出版社でアルバイトをしていたのですが、ある日、

『call813』という英『i-d』と提携した雑誌のプロジェクトが

ー『アクロス』のコンセプトには「生活者のリアルな姿を捉

スタートしたんです。私は単なる雑務バイトだったのですが

えるため、人、モノ、街、場を観察、分析」というのが掲げ

雑誌って楽しいな、って思いましたね。でも、雑誌を取り巻

られています。高野さんの観察には、街はもちろん、人に対

く環境には広告とかマーケティング戦略も重要だと思うよう

しての愛情も感じます。

になり、マーケティングの会社に就職したんです。

街とかまちづくりとか、建築家的な目線で考えた都市もある

ーそこですぐに雑誌に行かないで、マーケティングの道を選

と思うのですが、私は「街は使う人のもの」っていう感覚が

ぶところが、分析魔の高野さんらしい！

好きです。綺麗に作った建物も実際には変な看板や足元注意
というシールが貼られたりして。せっかくのデザインが変容

86 年に会社員になったんですが、男女雇用機会均等法が施

していくシーンって、けっこう現実にはあるじゃないですか。

行された年です。男性と女性の給料が一緒のところにしか絶

私はそっちの方が面白くて好きですね。お店と同じで街も生

対就職しないと心に決めて就活しました。ですから、80 年

き物なんだと思います。

代はマーケティングの会社で商品開発や社内報の制作、カル
チャースクールの企画とか、いろいろやりましたね。

ー「定点観測」はファッションを切り口として、路上を観察
していますが、高野さんはファッションをどんな風に意識し
始めたのでしょうか？

インタビュー全文は note へ▽

https://note.com/sangakunews/n/n2163b9ee2125

そうですね。けっこう普通です（笑）。幼いときからピアノ

を習っていたんですが、発表会の時にワンピースを着せても
らうのが嬉しかったですね。それに合う靴を買いたいんだけ
れど、足が大きいから子どもの売り場には無い。大人の売り
場に行かなくちゃいけなくて、子供ながらに何て不自由なん

高野 公三子 Kumiko Takano

だって思っていました。けれど海外に行ったら、種類が豊富

1977 年に設立したパルコのファッションとカルチャーのシンクタ

で全く問題無かった。

ンクが運営するメディア『アクロス』編集部に、1992 年から参加。
2000 年 10 月にウェブマガジン『WEB アクロス』が創刊され、編

ーグローバルでの地域差みたいなものも、小さい頃から感じ

集長に就任。41 年目に入った「定点観測」の集大成となる書籍

ていたわけですね。

『東京のファション・カルチャーの現代史〜定点観測の記録

1980-2021』
の編集を手掛け、
2021 年 8 月 12 日発売。共著に
『ファッ

そうですね。母が百貨店が大好きで、よく一緒に連れて行っ

ションは語りはじめた

てもらいました。広島に住んでいた時は、天満屋と福屋とい

アート社）など。

う百貨店があって母は福屋びいき。いっしょにお買い物をし
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現代日本のファッション批評』
（フィルム

TENDER PERSON

ヤシゲユウト＆ビアンカ

学生時代にブランドを立ち上げてから、今年で 7 年目を迎えた TENDER PERSON（テンダーパーソン）の 2 人、
ヤシゲユウトとメンドンサ ビアンカ サユリ。パリ メンズコレクションのタイミングに合わせた 6 月 26 日、渋谷
のミヤシタパーク内にオープンしたカルチャーハブステーション「オア（OR）」にて、22SS コレクションを発表
したばかり。新しいステップへと踏み出すその 2 週間前、慌ただしい時間の隙間を縫って、インタビューに答えて
くれました。ミレニアル世代の彼らが考えるファッションとデザイナーズブランドの定義、そして憧れの人とは？
女を見て「え！かっこいい！」って思ってから、原宿をスナッ
プした雑誌『FRUiTS』なんかを見始めて。その雑誌のショッ
プをまとめた本が、年に一回発行されていて。それを見なが
ら、原宿のショップを網羅しました。実家が埼玉だから原宿

のこと全然知らなかったし、高校が私服だったので、高 1 の
時にそうやって勉強してました。レディ・ガガが行ったとい
うドッグ（Dog）とかキャンディ（CANDY）にも行って。

ガガが選んだ服と似たようなのを買ったりして。私のファッ
ションの入口、目覚めはそこかもしれないです。でもベース
には、おばあちゃんやお母さんが作ってくれた服を着ていた
経験があると思います。

―10 代の頃、一番見ていた雑誌は何ですか？
B：何だろう？全部見てたんですよね。赤文字雑誌も青文字

雑誌も好きなジャンルも見るけど、ギャル雑誌も『装苑』も
見て、いろんなことに興味がありました。母の影響で海外の
イタリアの『VOGUE』とか、ブラジルの雑誌を持ってきて

くれていたから、そこから好きなデザインを選んで、おばあ
ちゃんに作ってもらったりもしていました。

―すごい贅沢な子ども時代ですね。ヤシゲさんも中学、高校
TENDER PERSON ビアンカ（左）、ヤシゲユウト（右） （撮影：徳岡永子）

生くらいには、原宿に出かけていましたか？

―お二人とも 20 代で、インタビューする私からすると子供

Y：ビアンカよりは原宿に行くのも遅かったと思います。僕

ともあって、とても興味があるのが、どういった人やモノ、

かで、中 3 の時に初めて友達と原宿に行って。エイプに行こ

ぐらいの年齢なのですが（笑）時代感が違いすぎるというこ

は実家が町田とか横浜の方が近いから、中学校の時は町田と

コトの影響を受けてファッションに目覚めたのかという点で

う！みたいな。でも自分が行きたいエイプがどれか分からな

す。そのあたりからまず伺いたいのですが。

くて。

ビアンカ（以下、B）：ファッションへの目覚め。

―事前に地図で調べていくとかはしなかった？

ヤシゲ（以下、Y）：よくあるやつですね。難しいですよね。

Y：行けるっしょ！みたいな。でもその頃はまだスマホじゃ

の時にエイプ（A BATHING APE®）を知って、それがカッ

CUTS）とかベイピー（BAPY®）とかいっぱいあって、どれ

すけど。

すぎて。当時はエイプがまだおしゃれな位置付けにあるタイ

どこからが目覚めかって。よく話したりしてるのは、中学校

なくてガラケーだったし。当時、べイプカッツ（BAPE

コいいと思って、そこからファッションを好きになったんで

が自分が行きたいエイプなのか分からなかったという。あり
ミングだったと思う。カニエ（Kanye West）とかファレル

（Pharrell Williams）とかがエイプを着ているとか。そうい

B：私はもともと、おばあちゃんやお母さんがお洋服を作っ

てくれていたんですよ。テレビを見て「これ欲しい！」って

うところから入っていった感じですかね。それでエイプが見

た服を作ってくれて。小さい頃はピンクのフリフリ系が好き

スラッシャー（THRASHER）とかを買ったり。あとは、エ

きっかけの人は、レディ・ガガ（Lady GaGa）なんです。彼

古着屋に行って、ラルフ・ローレンのオンブレのシャツを買

言った服や、雑誌で見て「こういうのを着たい！」って言っ

つからなくて買えないから、ステューシー（STUSSY）とか

だった。でも自分で服を買っておしゃれをしようと思った

イプの胸の刺繍のシャツが欲しいんだけど、買えないから、
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うとか。そうやって遊んでました。
―2 人が原宿を歩いていたのは 2010 年代だから、ラグジュ
エリーはもちろん、セレクトショップも古着もファスト

ファッションも、すべてが揃っている時代ですよね。しかも
全身デザイナーズというよりはミックスしてオリジナリティ
を出せる人が本当のおしゃれな人という感じ？
B：そういうのが好きでした。
Y：ミックスして、いかに自分のスタイルを作れるかが大切

だった気がします。どこどこのブランドを着てるからカッコ
いいと言うより、どことどこのブランドを合わせてるから

カッコいいみたいな価値観があった。ケンゾー（KENZO）

のキャップかぶって、ギャルソン (COMME des GARÇONS)

着て、エイプも着て、だけど古着も好き、古着も分かってるっ
ていうのがカッコいいっていう。そういう価値観の人たちが
多かった。

―今から 10 年くらい前ですね。
Y：ちょうどケンゾーのクリエイティブディレクターが、オー
プニングセレモニー（OPENING CEREMONY）の 2 人（ウ

TENDER PERSON 2021 秋冬コレクション

い時。

Y：僕、文化入ろうと思って入ったわけじゃないですよ（笑）

ンベルト・レオンとキャロル・リム）になったくらい。アツ

ビアンカは文化に入ろうと思って入った？

B：自分が初めて買ったケンゾーは、目玉のデザインだった。

B：うん。

―そういうのをミックスするのがかっこいいっていう感覚と
同時に、実際着るのもすごく好きだったってことですね。

Y：僕は横浜の専門学校でよかったんですけど、体験入学に

Y：服は着ないと分からない。少なくとも、自分は分からな

全然体験入学させてもらえなかった（笑）。その頃はエイプ

ンカのセンスは、ずば抜けてると思う。ドレーピングとかも、

そういう格好だったんです。中学校の時から一番仲良かった

行ったら、あなた文化に行った方がいいわよって言われて。

いです。分かる？ でもビアンカはちょっと特殊だな。ビア

とギャルソンを合わせるような着こなしが好きで、その日も

勉強しなくても出来るタイプの人。

やつもファッションの専門学校に行くって言ってて、じゃあ
そいつと一緒に文化行こうって。

ービアンカは原宿でショップスタッフを経験していて、ヤシ
ゲさんはストリート雑誌に載る常連だったと聞きました。

インタビュー全文は note へ▽

B：そうです。セレクトショップのシスター（Sister）にい

https://note.com/sangakunews/n/n10b6613e09ea

ました。そういう所で働かなきゃって思ってたんですよ。そ
このお店とその周辺にいる人たちが、尊敬できる人達だった

から。その人達と同じになりたいって、以前から思っていて。
そこに行かなきゃ、そこに入りたいって。

Y：僕らの時は『TUNE』とか、ストリートスナップを載せ
る雑誌が多かった。

ヤシゲユウト＆メンドンサ ビアンカ サユリ

TENDER PERSON（テンダーパーソン）は、ヤシゲユウトとメン

B：ヤシゲはよく『RID SNAP』（WEB 媒体）に載ってた。

ドンサ ビアンカ サユリによる男女デザイナーデュオブランド。

『CHOKi CHOKi』のスナップで選ばれたキングたちとか、

文化服装学院在学中の 2014 年にブランドをスタート。同年、原

ショップスタップがおしゃれなカリスマとして載っていて。

宿にて展示会形式でコレクションを発表。本格的なコレクション

発表は、2016-17 年秋冬シーズンより。コレクションは「クリエー
ションに対して常に自由に追求し、表現し続けることにチャレン

―それが高校生の頃ですね。それで、文化服装学院に入ろう

ジしていく、ポジティブな姿勢を反映した感性、そして心そのもの」

と思ったきっかけは？

という。
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