
 2012/3/16 　夜さろん 第２夜 テーマ：〈わたしのスタイル〉

 “A house without books is like a room without windows”

紹介本 テーマ：＜わたしのスタイル＞との関係 気になるスタイル

1

『利休にたずねよ』
山本 兼一
（PHP研究所）
2008

利休はただ茶を立ててたのではなく、最高のおもてなしの心を用い、美の極致を
表現しようとした

2

『JINJA BOOK　神社本』
-ヒモロギイワサカヤオヨロズ
中村真
（エスプレ）
2011

神社参拝がもっと好きになったきっかけ

3

『まおゆう魔王勇者』
橙乃ままれ/作
toi8/イラスト
（エンターブレイン）
2011

「勇者に討たれて魔王が倒れ世界は平和になりました。めでたしめでたし」という
定型に待ったをかけ、魔王と勇者が手を携え、「めでたし」の先にあるものを目指
す

4

『サイボーグ009』
石ノ森章太郎
（秋田書店）
1966

独特のヘアースタイル（寝癖の強い髪の毛）、勧善懲悪構図に対する疑問・反発

5

『A peanuts book featuring
Snoopy』
チャールズM.シュルツ
谷川俊太郎/訳
（角川書店）
1900

スタイルを求めて、スタイルをもたないで、スタイルでもいられる

6

『our face』
北野謙
（窓社）
2005

様々な立場・職業の人々の肖像を重ねて、一枚の人物写真として焼いた写真集

7

『働かないアリに意義がある』
長谷川英祐
（メディアファクトリー新書）
2010

自分のライフスタイルにあっているから

8

『ＧＯ』
金城一紀
（講談社文庫）
2003

スタイルというのは生き方、自分のこだわり、自分の殻を破ること――
主人公が自分の力で周囲を取り巻く環境を破ろうとしている強い姿に憧れる

9

『幸田家のきもの』
青木奈緒
（講談社）
2011

きものの色やデザインや風合い、きものを通じて繰り広げられる対話が、個として
の在り方を考えるきっかけになるのでは

10

『地獄のサラミちゃん』
朝倉世界一
（祥伝社コミック文庫）
2004（1998－）

人は見た目が9割というのは嘘ですが、人は見た目に9割支配されます

11

『もしも、モノが話したら。』
atelier GRIZOU・著
（トランスアート）
2006

デザインとは何かを一言で説明するなら――
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1 芹澤

『利休にたずねよ』
山本 兼一
（PHP研究所）
2008

以下の台詞に現れるような独自の探究心。

●「織部は、師とじぶんの美意識の違いを、つねに意識しながら
茶の湯に精進している。人とおなじことをするくらいなら、茶の湯
などせぬほうがましだ」
●「数寄とは、人と違うことをすること。古田殿などは、わたしの
茶とずいぶん違いますから、のちの世に残るでしょう」
●「上手のなすことを真似るのは大事、だからといって創意を
怠ってよいはずがない」
●「――いや、この恥こそが勉強だ。臍をかためて、じっと最後
まで堪え忍んですわっていた」

仏教の教えで、三毒（「貪欲（むさぼり）」、「瞋恚（いかり）」、「愚
癡（おろかさ）」）が人に道を誤らせるという。
これについて利休が、
「肝要なのは、毒をいかに、志にまで高めるかではありますま
いか。高きをめざして貪り、凡庸であることに怒り、愚かなまで
に励めばいかがでございましょう」
と返すところに、独自の確固としたスタイルを感じた。

2 Aさん

『JINJA BOOK　神社本』
-ヒモロギイワサカヤオヨロズ
中村真
（エスプレ）
2011

神社参拝が、もっと好きになったきっかけの本です。

3 Uさん

『まおゆう魔王勇者』
橙乃ままれ/作
toi8/(イラスト
（エンターブレイン）
2011

ネット掲示板に書かれた小説を書籍化したもの。この時点で13
の頃からネット文化に耽溺してきた自分にぴったりである。
ファンタジーの王道「勇者に討たれ魔王が倒れ世界は平和にな
りました。めでたしめでたし。」という筋書きに待ったをかけ、魔
王と勇者が手を携え、めでたしの先、「丘の向こう」を目指すとい
う物語。これまた、「めでたしめでたしって何？詳しく教えてよ！」
と子供の頃から物語があっけなく終わることに憤りを覚えていた
私にこれまたぴったりである。
そして本作の登場人物たちは、会話のみで構成されている為喋
らなければ話が進まないのだが、それ差し引いても良く喋る。お
そらく彼ら自身という、物語の大渦の中の内なる物語の為に、言
葉を紡がなければという希求の為に。最近はめっきり書かない
ものの、その衝動には深く共感できる。というよりそれを措いて
他に言葉を紡ぐ理由はない。
私は世界という物語に終わりを望まないし、連綿と続いていく越
し方から往き先に1ピコメートルでも自分の爪あとをつけたい。そ
して、思考を始めた以上思考停止のぬるま湯に浸かっては居た
くない。
登場人物たちの生き様が私の理想であり、物語が生まれた所以
やそのバックグラウンド、著者のスタンスが私自身のそれに非
常に近いと感じた。
本書を選んだ理由は以上である。

2ちゃんねるのスレッドに投下されたレスをまとめたサイトがあり
ますので、追記しておきます。
魔王「この我のものとなれ、勇者よ」勇者「断る！」
http://maouyusya2828.web.fc2.com/

4 Hさん

『サイボーグ009』
石ノ森章太郎
（秋田書店）
1966

下記３点への共感を少年期に経験；
　a)　独特のヘアースタイル（寝癖の強い髪の毛）
　b)　勧善懲悪構図に対する疑問・反発
　c)　戦い（勉学）に対する不条理観

小学生時代には全巻所有し愛読していました。

5 Oさん

『A peanuts book featuring
Snoopy』
チャールズM.シュルツ
谷川俊太郎/訳
（角川書店）
1900

パティ「生きる秘訣は何だと思う、チャック？」
チャーリー「秘訣は、オープンカーと湖をもつこと・・」
パティ「オープンカーと湖？」
チャーリー「天気がよければオープンカーを乗りまわして楽しめ
る・・・雨が降ってきてもその日はむだにならない、『まぁいいや、
この雨がぼくの湖をいっぱいにしてくれる！』といっていられる」

スタイルを求めて、スタイルをもたないで、スタイルでもいられ
る。
いつだって「PEANUTS」は僕の教科書でいてくれる。

6 Yさん

『our face』
北野謙
（窓社）
2005

これは、様々な立場・職業の人々の肖像を重ねて、一枚の人物
写真として焼いた写真集です。
人の姿を重ねる、という行為によって、それぞれの個性を示す
ディテールは消え、誰かであるような、誰でもないような、不思議
な雰囲気の写真となっています。
「私（という個人）」、「スタイル」という言葉について、考えるきっ
かけになりそうな本だと思って選びました。

7 Sさん

『働かないアリに意義がある』
長谷川英祐
（メディアファクトリー新書）
2010

自分のライフスタイルにあっているから
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8 Mさん

『ＧＯ』
金城一紀
（講談社文庫）
2003

スタイルというのは生き方、自分のこだわりなどを示していると
考えている。
こだわりというほど大それたものではないが、「自分の殻を破る」
ことを心がけている。
不安や心配ばかりが先に来てしまう性格なのでなかなか進まな
いが、「破ろう」というきっかけ・力をくれたのがこの本である。
在日韓国（朝鮮）人の主人公が学校の仲間から疎外されたり、
日本人の彼女から差別を受けたり、親に反抗しながらも強く生き
ている姿を描いている作品である。
主人公が自分の力で周囲を取り巻く環境を破ろうとしている強
い姿に憧れて少しずつでも自分の殻を破っていくことができてい
る。
今の自分自身のスタイルとしては身の丈にあっていないかもし
れないが、いつか主人公のように強く殻を破れる人間になりた
いと考えているので、今回この本を選書した。

殻を破る試みの一つが今回の夜さろんへの参加です。
いろんな人の考え方を知りたいと思い、夜さろんを知ったのは
ずいぶん前なのですが、知らない人と会うことが不安で一歩が
踏み出せませんでした。
また、一歩知らない世界を知ることができるのではないかと
今回楽しみにしています。

9 Sさん

『幸田家のきもの』
青木奈緒
（講談社）
2011

「祖母は私に着る楽しさを教えてくれた。残されたきものは今もさ
まざまなことを伝えている。祖母の言葉も、きものと同じ。書くこ
とはひとりの作業と知っていた祖母が残しておいてくれた道しる
べなのかもしれない」(p13)

　書くことと、着ることは、まったく別でありながら、祖母を通じて
深いつながりを持っているように感じている。

　〈生き方としてのファッション〉とは何か？と考えたときに、著者
が述べているように、きものについて言えば、祖母が残しておい
てくれた道しるべであり、祖母を通じて深いつながりを持ってい
るように感じるものである。
根本的に突き詰めるとこういうことなのかもしれない。
選書理由は、きものを通じて繰り広げられる対話や、それぞれ
のきものの色やデザインや風合いの独特の表現によって生み
出される、ほんのりとしたぬくもりややわらかな空気感に、きもの
という個としての物の在り方について考えるきっかけになるので
はないかと思ったからです。
〈わたしのスタイル〉との関係は、一言で言うと、「対話」です。

　p.73 ,74 洋服のように流行でカットが次々変わるおもしろみは
ないが、その代わり親しい身内の思い出を身につけ、自分の思
いをつなぐことができる。今はもう畳紙が残るのみとなった呉服
屋さんも、不思議なめぐりあわせでその先の縁を結んでくれ
た。
p,91,92 祖母の思い切りのよさは、川の流れを思い起こさせる。
古ものに執着することなく、ものの命をすっかり使い切ってしま
う前に、私たち母娘に言わせればまだ早過ぎるくらいの段階
で、きものから家の中で着る羽織りや半纏、座布団へと生まれ
変わらせていった。手まわしのよさはまさに古川、絶えることな
くさらさら流れる水のようで、歳をとっても自分の周囲を身ぎれ
いにしていた点では祖母の一生をかけての美意識といっても
いいかもしれない。
p.114 どんなに近い母娘であっても、親を見送ったあとに聞き
逃したと感じることはきっとある。いくら悔んでももはや詮なく、
自問自答せざるを得ない亡き人との対話は、ともすれば自分の
足元を切り崩す危険をはらむ。変わることない母への追慕、自
分もまた書く仕事をする立場に立って改めて感じる畏敬の念、
そうしたものすべてを包み、身体にまといつけてくれるのが親
の残してくれたきものである。

10 Kさん

『地獄のサラミちゃん』
朝倉世界一
（祥伝社コミック文庫）
2004（1998－）

人は見た目が9割というのは嘘ですが、人は見た目に9割支配さ
れるので、はたから見てわかりやすい矛盾しない一貫したスタン
スでいるのは、それなりに大事なことなのよん。

11 Sさん

『もしも、モノが話したら。』
atelier GRIZOU・著
（トランスアート）
2006

デザインとは何か、一言で説明するなら、と想いながら選んだ
「タイトル」

私と本の出会いは、とてもファッション志向だったように覚えて
います。
「これを読んでいたら格好いいだろう」との純粋な気持ちで、
エーリッヒ・フロム著『愛するということ』を手にしたのが始まりで
した。ただその本は、私が欲していた本ではなかったのです。そ
れから印象的な２～３の本との出会いがあり、今の私らしさを
築いてきたように思います。
改めて、現時点の私のスタイルをご紹介するならば、この本が
相応しいのではないかと、書店にて「タイトル買い」しました。読
んでみたらなかなかよかったですよ。

12 Mさん

memo

（オブザーバー）
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朝さろん：<生き方としてのファッション> 

                   夜さろん：<わたしのスタイル> 

pg. 1 

[(Un)Fashion] ～皮膚、記号、表象～ 

 

「流儀――つまりスタイルのことですか？」 

「君はそれをスタイルと呼ぶのかもしれない。でも僕は流儀という言葉を用いる。つまり、それが流儀ってものさ」 

（嶽本野ばら 「レディメイド」） 

 
服なしにひとは生きていけない。災害のときも、支援物資としてまず最初に届けられるのが、食料と衣料。この二つはひとがひととして生きること

の根本を形づくっている。にもかかわらず、特に「着ること」についてじっくりと考え、話す機会は以外に少ない。 

おしゃれのノウハウ、ファッション情報については本や雑誌が溢れるほど出ている。しかし、なぜか衣服の問題というのは、うわべの問題、外見の問

題として軽く見られるところがある。それで、衣服について考えるといえば、見かけを気にするひと、流行に弱いひとの専売特許のように思われてき

た。 

 しかし、誰も服なしには生活できない。そして、それなしで生きていけないものを、心のどこかで見下しながら生きるというのは不健康で、不幸だ。

流行という意味でのモードにしても、今日では服や流行歌や自動車だけでなく、食品やアートや思想にまで、それは深く浸透しており、流行に振り回

されているひとを軽く見るひと自身が、その外部で生きていけなくなっている。 

 なぜ服を着るのか。 

 なぜ身体表面をいろいろ加工したり演出したりするのか。 

 なぜ流行に巻き込まれるのか。 

 なぜ衣服の問題、流行の問題というのが真面目に考えられることが少ないのか。 

 わたしたちの生を支えるものとしての衣服について、じっくり考えてみたい。 
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■ファションとは新しさ 

たとえ細部であっても、どこに新しさがあるのかを見抜きそれを伝えるのがファッション報道の価値。 

ロラン・バルトは『モードの体系』というファッション（モード）雑誌の言説を分析した著書の中で、 

「モードの言語では、語られることだけがア・ラ・モード（最新）であり、デモーデ（流行遅れ）は語られない」と指摘した。 

 

■ファッションの排除と包摂 

ココ・シャネルは語る。 

「私はなぜ、この職業を選んだのでしょう。…それは自分の気に入るものを創りたかったからではないのです。私が何より望んできたのは、ファッシ

ョンから私の気に入らないものを追い出してしまうことでした」。 

いまあるものを、ついさっきまで流行っていたものを、古くさい陳腐なものに変えてしまうマジックがファッションにはある。 

“いま”を際立たせるためこそ、流行遅れや過去のファッションが存在する。クラシックや伝統はファッションとは呼ばれはしない。 

ファッションはやがて流行おくれになり、飽きられ、淘汰されていく。 

 

■ファッションの力 

「多くの人々は、ファッションに興味がないといいます。ファッションを恐れています。それはつまり、ファッションの力を無意識に感じているから

でしょう。もちろん、ファッションにはそのような力があります」（アナ・ウィンター） 

「ファッションは何かを言うための道具にもなりうるんです。それから、ファッションは嘘もつきますよね。ファッションは表面的なものであると同

時に根源的なものなんです」（川久保玲） 

 

■ファッションは消費される 

毎シーズン流行色が生まれ、スカートの丈や肩幅が変わるのも変化であり、去年までは気に入っていたコートが今年はどこかださく見え、飽きがきて

しまうのが消費するということ。 

ものの消費ではなく、デザイン（意味）の消費なのだ。その証拠に、たくさん服を持っているヒトが「着ていくものがない」と毎朝ため息をつく。 

それは着ていくものがないのではない。着ていきたいものがないだけだ。これが、ものではなくデザイン（意味）の消費。 

ジャン・ボードリヤールは、20 世紀後半を「意味を消費する社会」と捉えた。衣服は山ほどある。でも、着ていきたいと私を惹き付ける魅力（意味）

はとっくに消費されてしまい、残っているものは衣服の屍にすぎない。ファッションは猛烈な勢いで意味を消費し尽くす、高度消費社会の申し子。 
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■ファッションの性質 

ファッションとは新鮮な“いま”という一瞬であると同時にじわじわと浸透していく継続する時間の厚みを持ち、他者との差異化の手段であると同時

にそれを模倣する集団がなくては成り立たないという、多義性と矛盾を孕んだ自己同一性（自分らしさ）獲得の願望だといえる。 

ファッションとは集団から突出したい欲望と模倣されたい欲望、模倣したい欲望と差異化の欲望とがせめぎ合いつつ、他者と共有する価値観のなかに

ある。 

その価値観は、都市や地域や民族や、個別の文化や志向の独自性に負っている。 

 

 

■ショッピングとファッション 

ベンヤミン主著のタイトルにもある、建物と建物を屋根付きのガラスの回廊で繋ぐのが「パサージュ」。 

屋外の明るい光をたっぷりと取り入れ、悪天候にもぬかるみにも悩まされず、たのしみながら買い物ができる便利な遊歩道。 

その遊歩道に沿って並ぶ商店がウインドウディスプレイに工夫を凝らし、目を楽しませる。これがウィンドウショッピングの始まり。 

人々は“見る”ことによって”所有願望”を刺激される。 

それまで市場で必要なものだけを購入したり交換したりする生活から、必要ではなくても欲しいという欲望を喚起させられる生活へと移行する。 

 

 

■コレクション 

パリコレをエレガンスの殿堂だと思うのは、パリコレを知らない者の見方。 

あの場で作品を発表するデザイナーたちが、どのような緊張感と真剣さで勝負を挑んでいるかは、それを直に見たもの、本当にファッションを好きな

ものには伝わってくる。 

  

【５大コレクション】 

  「パリ」、「ミラノ」、「ロンドン」、「ニューヨーク」、「東京」 

【コレクションの種類】 

  オートクチュール（高級仕立て服） 

  プレタポルテ／ready-to-wear（既製服） 
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■ファッションの都 パリ 

デザイナーたちが決して画一的ではなく、それぞれの美意識で作品を発表する場こそがパリコレ。 

最先端であることは、それ以前のものを否定し、破壊する行為と表裏一体になる。昨日までの価値観を、色あせた過去として蹴散らしながら、清々し

い気持ちで新しい一歩を築き上げていく行為。 

ベンヤミンはそれを創造的破壊と呼んだ。 

全く新しい価値を生み出す者、クリエイターは創造的破壊者ということになる。 

パリは、歴史的に見ても、制度としてのファッションを意図的に確立し、そのイメージの流通に努めてきた。 

絶対王政の宮廷社会、ブルジョワジーの近代社会、資本主義の現代社会と、時代の変遷に伴い形を変えつつも、ファッションはパリにとって文字通り

利益をもたらす価値であると同時に、「パリ」という記号はファッションにとって付加価値として機能してきたという、密な関係を取り結んでいる。 

そこにはクリエイションとビジネスの戦略的融合が見られる。 

つまり文化として評価しつつ、その一方で重要産業として力を入れてきたというのが、パリとファションの関係だ。 

パリにとって、ファッションは産業だ。 

輸出産業であり、パリコレの取材に来る人々、ショッピングに来る観光客を対象とした観光産業であり、地場の小売業である。 

しかし、その産業は「クリエイション」という文化の本質に貫かれた産業であり、パリを代表する文化そのものでもある。 
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