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はじめに
「知人と一緒に写った写真を見てみると彼が

柄のジャケットを着ている。たしか無地のジャ
ケットを着ていたはずだったが」「信号が青に
変わり横断歩道を渡っている。ふと前を歩く女
性のコートを見ると、街路樹の葉の形の白い影
が落ちており、その影は間もなく消えた。白い
影?」

日々暮らす中で、非日常的な出来事をまれに
経験することがある。その多くは些細なことで、
記憶違いや見誤りかもしれない。しかしその経
験は自身の中で反芻され、さまざまな解釈を経

て、長く記憶に残る。そしてその人のものの見
方、もしかしたらその後の人生のベクトルに何
かしらの影響を与えるかもしれない。まれに経
験することができる日常と隣り合わせの非日
常、ちょっとした不思議には、そんな力がある。

ANREALAGE（アンリアレイジ）は衣服を
通して、日常のふとしたねじれに潜む非日常
を経験させてくれる日本のアパレルブランド
である。2003 年に創設され、2015 年 S/S シー
ズンからはパリ・コレクションにも参加する。
ANREALAGE が非日常を衣服で表現する際、
特徴的な手法といえるのが、（1）細かなパッチ

1   ANREALAGE（アンリアレイジ）は 2003年に森永邦彦氏によって創設されたアパレルブランドである。
その時代における日常と非日常の境界線を洋服で表現することをコンセプトとし、テクノロジーの活用が
特徴の 1 つである。

2   テクノロジーを活用しようと考えた理由は、（1）今まで表現が不可能だったことを表現することができる
から。また、それにより（2）人が今まで洋服で感じたことのない感情を作り出すことができるから。

3   自分の中のテーマと、今の時代の方向性、リサーチを続けてきたテクノロジーが交わったとき、コレクショ
ンのテーマとして取り上げる。テクノロジーを採用する際に着目するのは、人の身体に密接なもので、か
つ洋服にない技術という点。

4   ANREALAGE にとって、テクノロジーは一つの武器。テクノロジーによって、着る人、見る人の感情の変
化をもたらす洋服を作っていきたい。

5   日本のファッション産業が維持、発展していく上で、最も大切なのはクリエーション。継続することも非
常に重要。
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ワークに象徴される執念的な手仕事、（2）人間
の身体にとらわれない独創的な造形（パターン）、
そして（3）テクノロジーや新技術の積極的な使
用である。今号では 3 つ目の ANREALAGE の
テクノロジーや新技術の活用を採り上げたい。
冒頭の柄が浮かび上がるジャケットは、カメラ
のフラッシュなどの光を反射する再帰性反射と
いう技術を用いたもの。続く街路樹の葉の影が
白く残るコートは、日光に含まれる紫外線に反
応して色が変わり、かつその変化を繰り返させ
ることができるフォトクロミックという技術を
用いたものである（街路樹の葉によって日光が
遮られ影になった部分は変色しない）。前者は
工事現場の反射材など、後者は明るさを一定に
保つための調光機能の付いたスポーツサングラ
ス、ゴーグルなどが身近である。しかしいずれ
もファッション分野で通常活用される技術では
ない。ANREALAGE は異分野のテクノロジー
や新技術の活用に最も長けたブランドの 1 つと
いえる。それらを積極的に使用して新しい被服
体験を創出し、ファッション業界の中でも独自

のポジションを築き、高い評価を得ている。し
かし、ファッション業界では馴染のないテクノ
ロジーや新技術の使用には、大きなリスクも伴
う。衣料品は人間の肌に最も近いものの 1 つで
あり、保健衛生的機能がその大きな役割の 1 つ
である。体温調節の補助、身体の保護、生活活
動への適合という 3 つの要素が想定外の影響を
受け、事故などにつながる可能性もあるからだ。
ファッションとは一見全く接点のないテクノロ
ジーや新技術を、半年に 1回というスピードで
新しい作品を発表するコレクションブランドと
して、どのように衣服に取り入れるのか。その
一方でアパレルメーカーとして、購入した消費
者に対してどのように品質を担保するのか。株
式会社アンリアレイジ代表取締役/デザイナー
の森永邦彦氏に話を伺った。

―ブランドのコンセプト、特徴、デザイン上重
視していることは
森永：その時代における日常と非日常の境界線
を洋服で表現する、というのが ANREALAGE
のコンセプトといえる。ANREALAGE という
ブランド名は、A REAL（日常）、UNREAL（非
日常）、AGE（時代）の 3 つの言葉に分解される。
非日常とは非現実的なことではなくて、洋服に
おいてまだ日常で気付かれていないこと、日常
で通り過ぎてしまっていることの中で、自分が
気付き、疑問に思ったことを非日常としている。
例えば、「なぜ洋服を人の身体に合わせて作る
のか」「なぜ洋服の色に新しい／古いが存在し
流行色として消費していかないといけないの
か」「なぜ洋服には必ずしわが存在するのか」と
いった洋服に対する当たり前の疑問だ。そう
いったことをすくい上げてモノづくりをしてい
る。ただ描きたいのはあくまで日常（の中）、つ
まり A REAL であり、非日常（UNREAL）で
はない。そのためブランドの頭文字も UN では
なくAから始まっている。そしてAGEであるが、
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我々はこれが非常に大切だと考えている。日常
と非日常は時代によって入れ替わっていくと
思っているからだ。例えば、我々はスマートフォ
ンのフラッシュを使って撮影すると、異なるデ
ザインとなって現れる洋服を作成しているが、
これは現時点では非日常なものといえる。しか
し時代が進むと、これが日常的なものになるか
もしれない。もっと大きな流れでいえば、昔は
和服が日常的なものであったが、現在では非日
常的なものだ。3年、5年という短いスパンであっ
ても日常、非日常が入れ替わることがある。時
代に応じて日常と非日常が入れ替わるものが
ファッションであると考えており、その思いを
AGE という言葉に込めている。ANREALAGE
のブランドロゴはAとZを重ねたものであるが、
それは対極にあるもの、本来交わらないものが
交わったときに、そこにファンタジーや、今ま
でにない価値観が生まれるのではないか、と考
えているからだ。決して A に象徴される日常を
表現したいわけでも、Z が象徴する非日常を表
現したいわけでもなく、接線を探っている。私
自身日常の中に線を引いて日常と非日常との境
界を作るということが好きで、例えば、影は黒

いもので、実体と共に動くと定義されるのであ
れば、影を白く表現できないか、また、影を実
体の動きに伴わず（洋服の上に）定着させられ
ないか、と考える。それは日常の中における不
思議であり、日常と非日常の接線となる。

―衣服のデザインにテクノロジーを活用しよう
と考えた理由は何か
森永：2 つ理由がある。今はテクノロジーの活
用による染色や糸の開発に力を入れているが、
元々は造形の表現を行っていた時期1 にさかの
ぼる。例えば球体であったり、歪んだ縦横比率
のマネキンの形であったり、人の身体とはかけ
離れた、誰の身体にもフィットできない洋服の
形だ。二次元ではなく三次元で立体的なデザイ
ンを作っていく作業であったため、パターンメ
イキングではなく、建築用のソフトや 3D CAD2、
3Dプリンターといった、従来の服づくりとは全
く異なる道具や技術を使うようになり始めた。
そのようなことを始めてみると、「道具を変えて
みては」という考えが浮かび、ミシンの代わり
に浮き輪などを作る際に用いられる高周波ウェ
ルダー加工3 を使ったり、はさみの代わりにレー

1：2009S/S○△□
2：3D空間上に仮想の 3Dモデルを作成するソフト。作成する 3Dモデルは、ワイヤーフレーム、サーフェース、ソリッドの 3種類に大別される
3：高周波加熱を利用して溶着加工などを行う加工方法

人の身体とはかけ離れた造形（パターン）の洋服
出所：株式会社アンリアレイジ

写真1　2009 S/S COLLECTION ○△□
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ザーカッターを使ったりするようになった。従
来とは異なる技術を用いて洋服を作る過程の中
で、一気に自分たちの世界が開けるような気が
した。今まで表現が不可能だったことを可視化
することができる、と思ったからだ。この方向
を突き詰めてみようと思ったのが 1 つ目の理由
だ。もう 1 つの理由は、テクノロジーにより人
が今まで洋服で感じたことのない感情を作り出
したい、と考えたからだ。我々は日常と非日常
の両極を行き来することがとても重要なことだ
と考えている。色が付いたものがまた色のない
状態に戻る、画面上で光って見えたものが肉眼
で見ると何も光を発していない、影が付いたも
のが消えていく、といった変化や移ろいの現象
だ。もしそれが生み出せたら、例えば色が戻っ
ていくときに、人は切ない気持ちになるなど、
洋服から今まで感じたことのない感情を感じる
と思った。その現象とそれによってもたらされ
る感情の変化を、ファッションの大きな流れの
中ではなく、1着の中で表現するにはテクノロ
ジーを使わないと難しいと思う。例えば、フォ
トクロミックによる白い影が定着し、それが消
えて無くなり移ろっていく洋服とそれを着た人、
見た人に芽生える感情を、プリントなど定着し
た視覚的デザインによって生み出すことは困難
だ。ファッションの分野で、人が見たこともない、
着たこともない、感じたこともないものを生み
出すには、テクノロジーが必要と感じている。

―デザイン（コンセプト、テーマ）が先にあり、
それに適したテクノロジーを探すのか。それと
もテクノロジーが先にあり、それを活用したデ
ザインを行うのか
森永：2軸で進めている。1 つの軸は表現した
いことであり、もう 1 つの軸はリサーチだ。後
者であるが、形にしたり、テキスタイルにした
りといったレベルではなく、他の分野で今どの
ようなテクノロジーが出てきているのか、とい

再帰性反射前

写真2　2016 S/S REFLECT

再帰性反射により柄が現れる
出所：株式会社アンリアレイジ

手によって紫外線が遮られた部分は、色が変わらず
手の形の白色のままの状態

出所：株式会社アンリアレイジ

写真4　2015 S/S SHADOW

紫外線に反応して色が変わる前
出所：株式会社アンリアレイジ

写真3　2015 S/S SHADOW
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うリサーチをずっと行っている。その過程の中
で、自分の中のテーマと、今の時代の方向性、
そしてテクノロジーが交わるときがあり、そこ
ではじめてコレクションのテーマとして取り上
げる。もちろん世に出すものなので、価格、耐
久性という面が（コレクションの準備を行う）
半年で達成できるか、という面もある。今やり
たいができないものもある。

―使用するテクノロジーが決まったとしても、
半年のコレクション準備期間の中で上手く商品
化できるのか
森永：全く上手くいかず方向性を変える場合も
ある。我々はファッションではない分野のテク
ノロジーを持つ企業とファッションを作ること
が多い。つまり本業で使われているテクノロ
ジーを違う道で使うことはできないか、という
リクエストを我々が出すのがほとんどのケース
だ。あるテクノロジーが従来の用途とは異なる
使い方であってもファッションの分野では成り
立つ、ということを示していくことは難しい。
ファッション性を帯びるかどうか、という点に
加え、開発のスピード、（取り組む企業にとっ
ての）市場性といった点においてだ。ただこれ
までの経験上それらの乖離が大きな相手と組む
ほど面白いものができる感触がある。また、コ
ンタクトはしているものの、「次のパリで一緒
に発表しましょう」と実際に取り組みを始める
のはショーの 3カ月くらい前からだ。

―コレクション（ショー）で発表するものと、
実売向けのものとの違いはあるのか
森永：これも 2軸で行っている。コレクション
ピースを買う層と、それをもっと日常に落とし
込んだものを買う層は分かれている。ショーは

今は両方の層に向けて行っている。2017～18 
A/W では「ROLL」というテーマで、300m の
デニムのロール状の反物からロボットアームで
洋服の造形を削り出し彫刻のような洋服を発表
した。このようなコレクションピースの場合、
たとえ快適に着られないとしても、洗えないと
しても、洋服の今までのつくり方を更新した作
品として価値を持つと考え、コレクションの中
で発表することはある。コレクションピースは
値段も高くなるため、極論を言えば世界中で 1
人の人が買ってくれたらいい、というものだ。
しかし、「日常の中で着る」という軸の場合、1
着の洋服により多くの価値を付けたいが、ある
程度の値段でないといけないため、そのような
ことは行わない。できる範囲の中で、非日常へ
の入り口や接点を探っていく。コレクションが
Z としたら日常の中で着るものは A であるが、
そ の 背 後 に Z が あ る、 と い う イ メ ー ジ だ。
anseason（アンシーズン）4 もそのような位置
づけとなる。また、今流通において我々が行っ
ている流れは大きく 2 つある。1 つはコレクショ
ンで新しい技術などを発表し、それを自分のラ

4：2014年にスタートしたベーシックライン。当初はANSEASONANREALAGEであったが、2018S/S より anseason に改称し、発表時期も 3カ月
早めた

ロボットアームによって削り出されたドレス
出所：株式会社アンリアレイジ

写真5　2017-18 A/W ROLL
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インで落としていくものだ。もう 1 つは、アシッ
クスや吉田カバン 5 と組んで、その技術を違う
次元の広がり方を持ったプロダクトとしてアウ
トプットしていくという流れだ。後者はコレク
ション発表後、世に出るまで約1年半の時間が
かかるものの、今の我々単体の生産における
ロット数や流通網の限界を超え、相手先のしっ
かりとした生産背景と流通網により、我々が発
表したものを世界に対して発信していく、とい
う流れだ。

―異分野からのテクノロジーを採用する際、ど
のような点に着目するのか
森永：ベースにあるのは人の身体に密接なもの
で、かつ洋服にない技術だ。例えば、最近のマ
スクのゴムは長時間着けていても耳が痛くなら
ないようになっている。この現象を調べていく
と、ゴムにアブソートマー ®6 という応力緩和物
質が添加されていることが分かった。これは特
定の温度で軟化し、かつその状態が定着する物
質で、マスクの場合、ゴムが耳の体温で軟化し
て耳にフィットし、さらにゴムのストレッチ性
がなくなるため耳が痛くならない。この物質を
使用したテキスタイルを作成してみたが、触る
前は硬質な状態であるが、触ると人の体温で柔
軟性のある状態に変わり、人と密着するか否か
で硬さと柔らかさの間を行き来する、という非
常に面白い物質だ。再帰性反射に関しても、元々
は工事現場の安全ベストなどに使用されてお
り、人の身体を守るためのものだ。2018 S/S
の「POWER」（力［ストレス］がかかる箇所が
発光する洋服を発表）の場合は、洋服に発生す
るシワに着目するところから始まった。シワが
発生する原因とその程度は洋服に対するストレ
スとそのかかり具合による。それを可視化する

ことができたら、洋服にはシワがたくさんある
ため、新しい表現ができるのではないか、と考
えた。ストレスが強くなると最終的には破壊に
つながる。それらを調べていると破壊発光に結
び付いた。角砂糖をすり潰したときや地震の時
に発光する現象だ。これは分子が破壊など機械
的刺激により、その並び方や構造が変化すると
きに微発光することによる。その特性を持った
分子（発光性メカノクロミズム）を用いて、橋
やトンネル等の社会インフラに関わる建造物な
どに将来的にひびが入る箇所を感知することを
行っている産業技研があることを知った。そし
て引っ張ったり、ねじれたりといった、ストレ
スがかかる箇所が発光する洋服を作るに至っ
た。フォトクロミックに出合ったのも、定着する、
記憶するものを探していた時だ。

―異分野のテクノロジーを用いる場合、衣服の
重要な要素である着心地の良さ、保形性などが
担保できない場合はどのように対応するのか
森永：出来上がった洋服の形に対して、自分が
絶対的に美しい、と感じる場合はその技術を採

5：https://www.yoshidakaban.com/
6：https://www.mitsuichem.com/jp/service/mobility/elastomers/absortomer/index.htm

発光前

写真6　2018 S/S POWER

力がかかる箇所が発光する
出所：株式会社アンリアレイジ
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用することがある。例えば「POWER」の場合は、
（力［ストレス］がかかる箇所が発光するとい
う技術を採用しているため）洋服がゴムで縮め
られていたりして、どう動いてもストレスがか
かる作りになっている。しかし、そのシーズン
においてそれはデメリットではなく、我々に
とって快適であり、美しいと感じる。絶対的な
着心地の良さではなく、そのシーズンテーマに
依存する着心地への美意識がある。

―最新のテクノロジーを活用する一方で、細か
なパッチワークなどテクノロジーとは正反対の
手作業による表現も一貫して続けているが、ど
のような意図によるものか
森永：テクノロジーの活用は最近の事であり、
手作業の対極としてのテクノロジーという意図
ではなかった。しかし振り返ってみると両極の
ことをやっており、人の手でないと作れないも
のを追求する一方で、人の手では扱えないほど
細かな粒子を試験管の中で扱って糸などにして
きた。ただ私は両方テクノロジーだと考えてい
る。後者はもちろん、前者における極端に人の
手が介在した表現もテクノロジーと考えている。

―ANREALAGE にとってのテクノロジーとは
何か。今後どのように活用していきたいか
森永：一つの武器と考えている。パリに出ると
き、造形でもない、素材でもない、他にはない
武器は何かと考えたとき、テクノロジーが我々
にとってそれに当たると考えた。歴史のあるク
チュリエに当時の我々の規模のアトリエが挑ん
で勝つのは難しかった。しかしテクノロジーを
用いた洋服作りというのは世界を見てもまだ少
なく、その土俵であれば世界と対等に戦ってい
けると考えたからだ。海外から見ると、今の日
本のイメージは、和でもなく、カワイイでもな
く、テクノロジーの印象が強いように感じる。
我々のモノづくりは、陰翳礼賛や色即是空の考

えなど、日本人独特の感性をベースとしている。
そのため海外からは非常に日本的だ、と言われ
た。テクノロジーが進化すると、身の回りのも
のは（ウェアラブル端末のような）ガジェット
や機械のようになり、非人間的なイメージにな
ると感じる。そうなるとファッションではなく
なってしまう。テクノロジーは糸、そして誰も
が着られる Tシャツなど人間に近いものに落と
し込んだとき、人間的な感情に結び付いた表現
ができるのではないか、と考えている。例えば、
フォトクロミックを用いた白い影が定着し、そ
して移ろっていく洋服は、人が空の色が変わっ
ていくのを目にして美しいと感じるような、人
間的な感情を生み出すことができると思う。
我々はテクノロジーによって決して着やすい洋
服を作ろうとはしていない。テクノロジーに
よって、着る人、見る人の感情の変化をもたら
す洋服を作っていきたい。

―日本のファッション産業が維持、発展してい
くために必要と感じることは何か
森永：クリエーションが最も大切と感じる。我々
はマーケットのニーズから外れたことをやっ
て、そこにニーズを生み出していく、というこ
とを続けている。ファッション産業には、他に
はないものを求める人が結果的には多く、他と
違うことや自分たちしか作れないものこそが輝
き、価値を持っていく土壌があると思っている。
ファッションにおいては、実験や挑戦といった
新しいことが大切だと考えている。ただ、今の
ファッション産業は少し保守的で新しいことが
正義になりづらい難しい時期であるとも感じ
る。また、ファッションは絶対に変化するもの
であるため、継続していくことも非常に重要だ。
設立以来続けている細かいパッチワークの商品
は 1着20万、30万という価格で作っていたが
最初の 10年くらいは全く売れなかった。しか
しパリに出た途端、とても売れるようになった。
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このような商品は通常の経営者なら売れるよう
になる前に絶対に止めているだろう。しかし「他
にない」「自分たちしか作れない」というのが、
ファッションにおいて私がずっと信じている価
値だ。ファッションを好きな人はそれらを必ず
評価する。また、デザイナーとして組んだ相手
と仕事を続ける、という責任があると考えてい
る。我々は共同開発が多いが、相手に本気になっ
てもらうためにも「こんな糸を作ったけど、ど
うせ半年で終りでしょう？」と捉えられるよう

ではだめだ。実験的なものほど、「ずっと仕事
をし続ける」という姿勢で取り組んでいる。作
り手への敬意という側面からも継続する、とい
うことは非常に重要だと思う。

・取材は 2018年6月に実施

取材協力
株式会社アンリアレイジ
(http://www.anrealage.com/)

最新のコレクション　2019 S/S CLEAR
出所：株式会社アンリアレイジ

写真7　パッチワーク

（拡大）
出所：株式会社アンリアレイジ


