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1．アルマーニの登場

ジョルジオ・アルマーニは、1970 年代にイタリ
アファッション業界に登場するが、彼ほどイタリ
アファッションの歴史に影響力を持った男はいな
いといわれ 70 歳を超えた今日でもその地位はゆる
ぎない。彼は 1934 年ピアチェンツァ（ミラノとボ
ローニャの間にある町）に生まれた。ポー河に近
く 11 月になると霧に覆われる典型的な北イタリア
の町である。初めは医学を学ぶが突然志を変え、
ミラノの高級百貨店「ラ・リナシェンテ」のショ
ーウィンドー・デコレーターとなる。その時何が
彼をそうさせたのか。筆者はレオナルド・ダ・ヴ
ィンチが美を追求しながら、人体の解剖を行った
ことを、また前号で述べたように、マックス・マ
ーラーを興したアキーレ・マルモッティが法学を
放棄してプレタポルテのビジネスに転向してしま
った事実を想う。つまり当時興りつつあったプレ
タポルテビジネスというのは北イタリア人、特に
エリート達をとりこにしてしまう程の魅力を持っ
ていたのだと思う。

アルマーニは 1964 年から 6年間ニーノ・チェルッ
ティの紳士服ブランド、ヒットマンのデザイナーと
して働いた後、1970年フリーとなり、1975年にセル
ジオ・ガレオッティとともに、ファッションデザイ
ン会社「ジョルジオ・アルマーニ」社を設立する。
アルマーニがデザインを、ガレオッティがマネ

ジメントを担当する協業体制が確立する。イタリ
アではデザイナーが事業を興すとき、マネジメン
ト（イタリアでは ADM ：アドミと呼んでいる）
の分かる人物と協業する事業形態をとることが多
いのは注目に値する。

2．アルマーニ革命の核心

1964 年から 70 年代を通してアルマーニが行った
ことは、イタリアの紳士服を革新することであっ
た。彼はまず、紳士用ジャケットの革新にとりか
かった。それまでのヨーロッパの紳士服といえば
ブリティッシュスタイルの厳格な型と決まってい
た。貴族やエリート達の身分と階級を示すような肩
が張った、豪奢だが堅苦しいラインが支配していた。
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1 アルマーニは、権力や地位を誇示する堅苦しい紳士服を美しく着心地の良いものに変え、イタリア人独自

の感覚によるデザインを確立した。

2 60年代に中産階級が増え、人と人が共生する社会とそれにふさわしい装いを求めていた。彼はその上層部

に狙いを定めた。

3 したがって、彼のスタイルは、マズローの“自尊”の段階を超えた、“共生”の段階のものであると考える。
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これをアルマーニは打ち破り、紳士用ジャケッ
トを脱神聖化したと言われる。まさに革命を起こ
したと言ってよい。服をシンプルなものにするこ
とをねらって、余分かつ過剰なものを取り除いて
いった。見返し幅は狭められ肩パット、詰め物、
裏地などが除去された。生地は婦人服で採用され
ていた軽く柔らかいものが使用され、色について
は黒、グレー、ベージュといった落ち着いた上品
な色もしくは無地のものが採用された。
彼が目指した服とは、まず魅力的で官能的で美

しいものであった。そして柔らかくて軽く、まる
で着ていると気付かないような軽いものであった。
人間はあくびもするし、時には背伸びもしたい。
そうした人間の自然な動きにマッチした着やすい
服を作るというコンセプトがそこにはある。

3．アルマーニ革命の背景にあるもの

前号で筆者は、ファッション（モーダ）という
のはもともとルネッサンス時代にフィレンツェで
生まれたと述べた。人間は人間らしくあるべきで
あると考えるのがルネッサンスの精神（ブルック
ハルト）である。自然に感じること、美しいと思
うことを、思うままに表現すればよいと考える。
そこにモーダが生まれた。ところが 17 世紀以降フ
ァッションの中心は、パリ、そして紳士服でいえ
ばロンドンへ移っていった。
これら中北部ヨーロッパで栄えたのは、強大な

王国、貴族、そして新たに生まれた富裕な市民達
であり、このようないわば特権階級の人々の権力
とステイタスを誇示するための装いであった。肩
の張ったいかつい紳士服、きらびやかなドレス。
それらは、筆者の説に従えば、マズローの欲求の 5
段階説の第 4段階“自尊”、つまり“おれがおれが”
の世界であった。
そこでは、ヨーロッパの文明の原点であるルネ

ッサンスの“人間らしさ”“美しいもの着心地のよ
いものを追い求める”という考え方が消えうせて
しまっていた。
ところで、アルマーニが青春時代を過ごした

1960 年代というのは、前号に述べたようにイタリ
アの社会構造が変革した時代であった。
50 年代から 60 年代前半にかけて、高度経済成長

が続いた結果、中産階級の人々が増え、彼等は新
しく生まれつつあった社会に適した衣服を求め始
めていた。それまでの一部特権階級の人々のため
のアルタモーダか、何の変哲もない大衆服のどち

らかしかない状況には満足しなくなったのである。
バッティスタ・ジョルジーニが 1950 年代の初め

に予見したプレタポルテの時代が来るという状況
が今まさに現実のものになりつつあった。
プレタポルテの生産体制については、イタリア

で試行錯誤が繰り返され、マックス・マーラー社
を興したアキーレ・マルモッティを代表とする中
小企業家達が 1960 年代から 70 年代初めにかけて
その体制を確立したことは前号で既に述べた。
このような時代を背景として 1970 年代前半、ア

ルマーニはイタリア的美の感覚によるイタリアデ
ザインを確立したのである。

4．アルマーニのデザインの根底にある思想
（1）モーダの原点に帰る

権力やステイタスを誇示する服から、ルネッサ
ンス時代に生まれたモーダの人間らしい装い、美
しい、着心地のよい服に戻るということである。

（2）装いの大衆化

ファッションを一部の特権階級の人々のためだ
けのものではなく、当時増大しつつあった中産階
級の人々へ開放することであった。
アルマーニは「自分は、新しいアイデアを求め

て街に出かける。道行く人の装いの中にインスピ
レーションを受けることがある」と言っている。
筆者は、この点においてフランス人デザイナー

の多くと異なるのではないかと考えている。フラ
ンスにおいては、一般にエリート（デザイナーは
この中に含まれる）と大衆の間には歴然とした距
離があり、エリートは大衆の中にアイデアを求め
るなどと考えないように見える。
ただここで留意しなければならないのは、アル

マーニが目指した装いの大衆化とは、庶民までを
含むすべての階級を対象としたものではないと思
えることである。
筆者が 80 年代から 90 年代 ALCANTARA 社のマ

ネジメントに従事していたとき、社内のマーケテ
ィングの責任者（イタリア人）や社外のマーケテ
ィングコンサルタントがよく使う図式があった
（図表参照）。
彼等が決まって主張するのは、販売の対象は

upper と middle の内の上部（upper middle）に限
定すべきだというのである。
なぜなら、この二つの層こそがイタリアのラグ

ジュアリーブランドが目指す specialty goods（特
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品）のコンセプトである美しさ、着心地のよさ、
楽しさといったものの本質を理解し、比較的高い
価格を払ってでも購入してくれる人々だからとい
う。
それより下位の人々を対象とすると commodity

（汎用品）となってしまうから避けるべきであると。
こうした考えは、北イタリアのラグジュアリー

ビジネスの共通した考えであると考える。筆者が
これを聴いて思ったのは、アルマーニが目指した
大衆化もこの二つの限られた層を対照とし、庶民
一般までではない。彼が行ったのは一部の特権階
級（upper の上層部）のものであった装いの文化を
upper middle にまで大衆化したことだったと筆者
は考えている。

（3）男性服に女性的要素を、女性服に男性的要素
を加える

前号で述べたように、オートクチュール及びそ
のイタリア版であるアルタモーダは、女性は魅力
的でありながらもあくまでも男性の保護を受ける
対象と考えられていた。しかし、50 年代に始まっ
ていた女性の職業進出は 60 年代に入ると勢いを増
し、管理者層も生まれ、自分たちに合った個性的
な服を求め始めていた。この動きをとらえてイタ
リア型プレタポルテを作り上げようという動きは
既に述べたようにあちこちで高まっていた。
アルマーニは「私のモードはユニセックスでは

ありません。ただ女性をより強く、男性をより洗
練されたものにしようとしてきただけなのです」
と言っている（Carloni M.V.stile ci cova,panorama
1992）。

彼が提案する女性のラインは、男性服がもつ端
正なラインを取り入れることによって誇示的でな
い女性らしさを表現した。コデルッピ教授（ミラ
ノ自由大学）は「彼のスタイルはとりわけ〈キャ
リア・ウーマン〉と呼ばれる 70 年代の落とし子で
ある女性達、言い換えるなら男性を魅了すると同
時に、彼等を服従させるようなイメージの構築を
求めていた女性達によって評価された」と述べて
いる。
一方アルマーニは、男性服の中にも女性服の持

つ軽くて柔らかいものを取り入れた。

（4）人と人とが共生する社会の装い

別の機会にも書いたことだが、日本からミラノ
の街へ入ると人々の着ているものが地味なのがま
ず目につく。ブラック、グレー、ベージュを基調
色とし、それらを組み合わせて個性的な色の調和
を創り出している。
そして、スカーフ、バッグ、ネックレス、何か

一点華やかなものをまといアクセントをつけてい
る。
筆者がミラノに勤務していた頃、ミラノやロー

マでのパーティーに出席する機会に恵まれた。ミ
ラノの名だたる名士が集うパーティーでは、街で
見かけるのと同じように、装いは地味であった。
これに反し、ローマは違っていた。ミラノがビジ
ネスの都市であるのに対し、政治都市ということ
なのだろうか、華やかなドレスや装飾品を身にま
とった女性が目についた。筆者の見るところロー
マが代表する南イタリアのファッションというの
は、既に引用したマズローの欲求の 5段階説の第 4
段階、“自尊”（おれがおれが）に相当するのでは
ないか。そこには、ヨーロッパの王侯貴族や政治
的エリート達が好んだオートクチュール（イタリ
アではアルタモーダ）の流れが今日もなお脈々と
存在しているようにみえる。
筆者は拙書『人生を楽しみ懸命に働くイタリア

ーニ』（日経 BP 社）の中で、イタリアはローマを
境とした南と北に分かれており、それぞれは異な
る文化圏であることを、自らの仕事と生活体験か
ら詳細に記述した。
あるミラネーゼ（ミラノ人）は、北イタリアの

文化を次のように言っている。「我々には、中世か
らの自治都市の伝統があり自分のコミュニティは
自分たちの手で守らねばならないという固い信念
がある。一人ひとりは強烈な個性を持った人間だ
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図表　ヨーロッパの階級構造
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が、自分のことばかり主張していたら、街全体の
調和など生まれるはずがないと一方で考え、市民
で話し合って、自分たちのコミュニティのデザイ
ンや装いのスタイルを決め、それに従っているの
です」
このことから見てとれるのは、北イタリアの調

和した街並みや装いを作り出しているのは、個性
的でありながら、しかもなおコミュニティ全体の
調和を考えて、自我を抑制する成熟した市民層が
存在することである。
北イタリア社会はマズロー説の第 4 段階“自尊”

を超えた“共生の段階”ともいうべき一段高いレ
ベルに達しているのだと思う。
本稿 2 のアルマーニ革命の核心のところで、彼

が好んで採用した色は「黒、グレー、ベージュと
いった落ち着いた上品な色もしくは無地のもの」
と述べた。アルマーニが目ざしているデザインと
はまさに上に述べたような北イタリア人が目指す
“人と人とが個性的でありながらしかも共存を目指
す共生社会”のための「共生のデザイン」とも言

えるものなのではないか。
彼のデザインの根底には、こうした深い哲学的

思考があるように思う。彼は“自分のスタイル”
にこだわる。80 年代から 90 年代前半のバブル期に
も“自分のスタイル”をかたくなに守り、ファッ
ションに追従しなかった。バブルがはじけてファ
ッションを追いかけた多くのラグジュアリーブラ
ンドが足踏み状態にある中にあって、アルマーニ
ブランドが今日もなお輝き続けているのは、社会
の 30 年、40 年といった長期的潮流を背景に築き上
げた自分のビジネスのスタイルを守り続け、それ
をブランドを通して消費者に発信し、魅了してい
るからであると筆者は考えている。

以上の説明によって、読者諸兄にはアルマーニ
が従来ヨーロッパを支配していたパリの婦人服や
ロンドンの紳士服とは本質的に異なるイタリア人
の美の感覚によるイタリア型デザインを確立した
こと、ヨーロッパファッション界に革命を起こし
たことを理解いただけたことと思う。
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