


1

fashion 

　
(noun) /ˈfa-shən/

1 The prevailing style (as in dress) 
during a particular time, a garment 
in such a style 

 "He always wears the latest 
fashion."

2 The make or form of something.

ファッション
名詞 

1	 特定の期間における流行のスタイル（服装の場
合）、そういうスタイルの衣服。

	 「彼は常に最新ファッションを身につけていま
す」

2	 何かのつくり方、形式。

『.DOCK』 は、 “Document Of Creativity in 

Kobe” の略。 神戸と国内外の都市、 デザ

イナーと市民をつなぐ港のようなメディアにな

ることをめざして、 2012 年 8 月に創刊しまし

た。 デザイン都市 ・ 神戸が考えるデザイン

は、 目に見えるカタチや色だけでなく、 日常

的に存在するもの。 2014 年度は 「デザイン

を一緒に考える」 をテーマに、 「デザインと

は何か」 を学ぶことができるよう、 日々の暮

らしの中にあるデザインをいくつかの角度か

ら探っていきます。

ファッション　/Fashion は、 流儀や流行を意

味する英語。 「つくること」 「なすこと」 を表

すラテン語の Factio に由来し、 フランス語

の Faceon を経由して、Fashion となりました。

『.DOCK』 第 8 号では、 私たちの暮らしに欠

かせないファッションを特集。 その構成要素

である 「本能」 「素材」 「機能」 「シンボル

とアイデンティティ」 という切り口で検証して

いきます。

Fashion describes styles and trends. It has 

roots in the Latin word ‘factio’ (meaning to 

‘create’, or ‘establish’), it is also based on 

the French word ‘faceon’. For the issue 08 of 

.DOCK we’re featuring fashion. Let us inspect 

fashion by it’s function, material, it’s roots and 

it’s ability to symbolize identity.

“.DOCK” stands for “Document of Creativity in 

Kobe.” It’s a free paper connecting Kobe with 

other cities and designers with citizens, started 

in August 2012. Design, as Design City Kobe 

sees it, is not just shape and color; it exists in 

your ever-day life. In 2014, .DOCK has adopted 

the theme “looking at design together.” We will 

try to find exactly what and where design is in 

our everyday lives, from a number of angles.

出典：メリアム・ウェブスター辞典 2014
(www.merriam-webster.com)

Source: Merriam-Webster Dictionary. 2014. 

(www.merriam-webster.com)
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INTRODUCTION
ファッションの道しるべ

Since birth we are surrounded by fashion almost 

all the time. Though it should be more familiar, 

it remains obscure. This issue we explore what 

fashion is, starting with a visit to Kobe Fashion 

Museum and curator, Kunio Hamada.

(Interviewers: Sophie Umeda, Tetsuya Goto, 

Duncan Brotherton, Kaori Nikaido, Akane Hamada)

私たちは、 うまれてからほとんどの時間を

ファッションに囲まれてすごしています。 け

れど、 身近な存在であるはずのファッション

について、 まだまだ知られていないのが事

実。 今回は、 ファッションとは何なのかを探

るため、 神戸ファッション美術館学芸員の

浜田久仁雄さんを訪ねました。

（聞き手 ： 梅田ソフィ、 後藤哲也、 ダンカン ・ ブラザトン、

二階堂薫、 浜田茜）

Q: 神戸ファッション美術館につ

いて、 教えてください。

A: 4000 点 の 洋 服 と 73 カ 国

5000 点の民族衣装、 ファッション

に関する写真と版画 5000 点を所

蔵する唯一の公立専門館です。

Q: Could you tell us about the 

Kobe Fashion Museum?

A: There’s no other like us in 

Japan: we have a collection of 

4000 Western-style pieces, 5000 

ethnic costumes from 73 different 

countries and 5000 photographs 

and illustrations. 
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Q: What does the Kobe Fashion 

Museum aspire to?

最も古いコレクションは、 300

年前のフランスの衣装、 日本なら

着物や防空頭巾など。 神戸は洋

装の町なので、 スーツ類もけっこ

うあります。

Q: 神戸ファッション美術館がめ

ざしているのは？

A: まず、 歴史の流れを完璧に

見せること。 衣装を再現し、 時代

背景も伝えるために、 実際に 「着

ている」 ところまで見ていただく

こと。 例えばイブ ・ サンローラン

の衣装なら、 スカートと身体だけ

でなく、 1960 年代のパリやロンド

ンの裏町でミニスカートが流行し

た時代の、 人間が生きる町、 時

代そのものの空気感も伝えたい。

シャネルなら、 ショーを開いた店

のらせん階段を再現して、 ショー

に出演したつもりで歩いてほしい。

その経験を、 人と共有できるよう

にできれば。 私はマネキンを制作

できますから、 頭の先から足の先

まで再現したいんです。

A: F i rs t  and foremost ,  the 

f lawless display of history. To 

revive the clothing and speak of 

the period’s background, we want 

people to see what it was like to 

actually wear the clothes. Yves 

Saint-Laurent, for example: not just 

the skirts and the body… we want 

to show the very atmosphere of the 

towns and the backstreets of Paris 

and London when miniskirts were all 

the rage in the 1960s. Coco Chanel, 

for example: we brought the spiral 

staircases of show establishments 

back to life, and had everyone walk 

like they were about to perform. We 

try to share these experiences with 

everyone. I can make mannequins; 

I try to breathe life into them from 

the top of their heads to the bottom 

of their feet.

The oldest in the collection would 

be our French clothing from 300 

years ago. Our Japanese collection 

includes kimono and boukuzukin 

(protective headgear from WW2). 

Kobe is city of Western fashion, so 

we have a lot of suits.

神戸ファッション美術館

http://www.fashionmuseum.or.jp
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Q:10 月 7 日まで開催されてい

た 「世界のファッションー 100 年

前の写真と衣装は語る」 展では、

「100 年前」 がキーワード。 ファッ

ションにおける 「100 年前」 は、

どんな時代だったのですか？

Q: “100 years ago” is a keyword 

in your current exhibition, “World 

Costume and Fashion: A story of 

100-year old photographs and 

costumes.” What was fashion like 

100 years ago?

A: The First World War had just 

begun; people from all around the 

world were being dragged into it. 

Human development was deeply 

related to the war, and this was the 

beginning of the liberation from 

corsets, which were the norm for 

800 years before then. It became 

difficult to obtain the metal to make 

them with the wartime demands. 

A: 第一次世界大戦が起こり、

世界中の人々が戦争に巻き込ま

れていったころ。 人間の進歩は戦

争と深い関わりがあって、 ファッ

ションの必需品であったコルセット

から解放されるきっかけにもなり

ました。 かつて、 800 年間も女性

の必需品だったコルセットが、 戦

争で鉄の需要が増えたため、 手

に入らなくなったんです。



Q: 浜田さんにとって、 ファッショ

ンとは？

A: 人間の生きざま、 人の営み

がおこわれる時代そのもの。 住

むことや食べることもファッション

の一部、人そのものだと思います。

ファッションが人間の行動におい

て重要であることを、 知っておい

てほしいですね。

A: はい。 神戸の人はお気に入

りのパン屋へパンを買いに行きま

すよね。 かっこいい食べ物を食べ

て、 かっこいい服を着る…。 どち

らかだけ、 なんてことはないよう

です。 人生そのものをファッション

だととらえた時、 生きることにちゃ

んとお金を使わないことを許せな

い人たちが多いような。

ありがとうございました！これか

らは、 ファッションは人そのもの、

つまり自分なのだと肝に銘じて向

き合いたいと思います。

Q: 神戸の町や人を、 おしゃれだ

と思いますか？
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第二次世界大戦にかけては、

シャネル、 クリスチャン ・ ディオー

ル、イブ・サンローランなど、ファッ

ションを語る上で欠かせないデザ

イナーが次々に現れた時代でもあ

ります。

With the Second World War 

came an age where indispensable 

designers like Channel, Christian 

Dior and Yves Saint-Laurent followed 

one after another, becoming a 

defining feature of fashion. 

A: Yes. People in Kobe buy their 

bread from their favorite bakeries, 

right? They eat cool bread and wear 

cool clothes. It’s almost like there’s 

nothing to it. They perceive life 

itself as fashion: there are many 

who allow themselves to use money 

legitimately to really live.

A: Fashion is the very lives and 

actions of humans though the ages. 

Living, eating and people are a part 

of fashion. I want everyone to bear 

in mind that fashion is essential to 

human action. 

Q: Do you think Kobe and its 

citizens are fashionable?

Q: What is fashion to you?

So, fashion is people—or should 

I say, ourselves? We'll be keeping 

that in mind from now on. Thank 

you very much!

※掲載写真は 2014 年 7 月 19 日 ( 土 ) - 10 月 7 日 ( 火 ) の期間に開催された 「世界のファッ

ション -100 年前の写真と衣装は語る」 展の様子 

Images appearing in this article are taken from the exhibition "World costume and fashion; a 

story of 100-year-old photographs and costumes" held at Kobe Fashion Museum from July 

19 to Oct 7, 2014. 



With the peacock and its beautiful plume topping 

the list, many males in the animal kingdom are 

beautiful to behold. Their intention is to attract 

women, a feat of evolution allowing them to pass 

on their own genes. Humans are the same; it is 

believed that fashion attracts the opposite sex, 

allowing our genes to live on. Until the 1700s, in 

aristocratic societies it was primarily the males 

who dressed up. Men also used cosmetics to 

attract women from the same class—an act giving 

them the chance to pass on superior genes. 

Society structure changed with the industrial 

revolution however; power was taken from the 

aristocrats and given to capitalists. Even the 

aristocrats themselves began working. Work 

clothing (like suits) became the daily dress, dulling 

male fashion. In light of this history, I wonder if 

the “cosmetic men,” etc. we hear of recently—not 

the “uncompetitive” or “feminized” males—are 

instinctively making a comeback?

(Text: Akane Hamada)

美しい羽根をもつ孔雀を筆頭に、 動物界で

はオスが美しい容姿をしていることが多いも

の。 目的はメスの気を引くためであり、 自分

の遺伝子を残すための進化だと言われてい

ます。 これは動物だけでなく、 人間も同様

で、 ファッションは異性の気を引くため、 自

分の遺伝子を残すために始まったものだと

考えられます。 1700 年代までは、 貴族階

級では主に男性の方が着飾っていたそうで

す。 お化粧も男性がしており、 すべては同

じ貴族階級の女性の気を引くため。 より良

い遺伝子を残すための行為だったのです。

しかし、 産業革命などによって社会の構造

が変わり、 貴族階級ではなく資本家が力を

持つようになると、 貴族も仕事をするように

なりました。 スーツなど働くための衣服が男

性全般に浸透し、 男性のファッションは地味

になっていったのです。 これらの歴史を踏ま

えると、 昨今話題の 「お化粧男子」 などは、

男性の草食化 ・ 女性化などではなくて、 む

しろ本能的になりつつあると言えるのではな

いでしょうか。

（テキスト ： 浜田茜）

ROOTS
本能とファッション
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MATERIAL 
素材について

人が身にまとうものをファッションだとすると、

素材とともに、かかせない要素のひとつが機

能。 神戸はもとより日本を代表する、スポー

ツシューズを中心とする総合スポーツ用品

メーカー 「アシックス」 のアシックススポーツ

工学研究所 ・ 研究員のみなさんに、靴底の

素材の開発について、お聞きしました。

（聞き手 ： ダンカン ・ ブラザトン、 二階堂薫、 浜田茜、

ビアンカ ・ ボイテル）

If you consider fashion to be ‘what people 

wear’, an indispensible factor would be 

function, along with material. For this article 

we interviewed sport equipment & footwear 

maker, and also a representative company 

in Kobe, ASICS, and the researchers at their 

Sports Engineering Research Establishment.

(Interview: Duncan Brotherton, Kaori Nikaido, 

Akane Hamada, Bianca Beuttel)
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Various motives for development

What are our motives in developing new 

materials? Well, first we start with a concept—

sometimes we start with a material—but in 

some cases we consider concepts for new 

functions based on the special materials we 

have already developed.

One year planning, half year production in 

general.

The time required to develop materials really 

varies, but generally it’s a year of planning 

the material and half a year developing the 

material after moving over to production. Our 

company’s representative lightweight midsole 

sponge “Solyte” required approximately 2.5 

years. It was the worlds lightest midsole 

material when developed... we had a lot 

of troubles in production and research and 

development, of course. We spend a lot of time 

establishing the gluing techniques especially; I 

still remember the repeated tests that went on 

till midnight.

To be world-first, you can’t just copy us.

One of the evaluation criteria for the person 

choosing the materials and making the final 

judgment is whether it is world-first and 

endowed with qualities unable to be easily 

imitated by other companies. We try to live up 

to demands in the case where the usefulness 

and purpose of the material is one. Once we 

開発のきっかけは、 さまざま。

新素材を開発する際のきっかけは…コンセ

プトがまずあって、 材料開発をおこなう場合

もありますし、 我々が開発した特長のある材

料をもとにして、 新しい機能のコンセプトを

考える場合もあります。

一般的に設計 1 年、 生産工場への移行に

半年。

開発に必要な時間も実にさまざまで、 材料

の設計に１年、 開発材を生産工場へ移行

するのに約半年というのが一般的。 当社

の代表的な軽量ミッドソールスポンジ素材

「Solyte」 の場合は、約 2 年半を要しました。

開発当時、 世界最軽量のミッドソール素材

で…研究開発はもちろん、 生産工場への移

行作業に苦労しましたね。 特に接着技術の

確立に時間をかけ、 夜中までテストを繰り返

した事が思い出されます。

世界初か、他社には簡単に真似できないか。

開発の際、 材料の選択方法や最終判断の決

め手となるのは、 素材ありきで開発する場合

は 「世界初の素材で、 他社が簡単に真似で

きない特性をそなえているか」 がひとつの判

断基準。 用途や目的に合わせる場合は、 そ

の要求に応える素材を開発します。 どんなメ

カニズムでその機能が発現するのか、 材料

設計をどうすればよいのかを考え、 理論的な

背景を把握して、 原料を選定します。
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研究者としては、 これまでにないものを。

開発の際には、 今までにないものをめざす

ことも、 改良することももちろんあります。 研

究者としては従来にないものを創造したいと

思いますし、 それがイノベーションなのでは

ないかなと。 ただし、 当社の製品を使ってく

ださる方々のメリットになるのであれば、 既

存のものをさらに高機能化し、 進化させるこ

とも必要だと考えます。

大理石や木目調の素材を開発したことも。

素材の色については、 デザイナーからの要

望に応えます。 大理石調や迷彩柄、 木目

調などのデザインを求められたり、 透明度

の高いものなど、 デザイン性の高い材料の

設計をすることも。 大理石調や木目調の素

材は、 色も質感もすごいと思います。

have the theoretical background, we select 

the material we see fit and consider the best 

way to create it and what mechanisms their 

function applied too.

Researchers create what’s never been seen 

before.

We also make improvements to existing 

materials in addition to attempting to create 

something completely new, of course. I believe 

that our researchers have a desire to create 

something unconventional; this is what we 

call innovation. It’s important to evolve and 

improve the functionality of our materials, 

especially considering the merits of our 

products and the customers who use them.
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We’ve even developed marble and wood-grain 

materials.

We respond to designer requests for colored 

materials. They bring us designs with marble, 

camouflage and wood-grain patterns; highly 

transparent material and other plans for 

design materials. The marble and wood-grain 

materials we developed previously had both a 

great color and feel to them.

Proficient research skills are essential to 

material development.

The most difficult material we’ve ever had to 

develop was a multi-colored cast for a rubber 

outer sole. The sole was created by filling a 

metal cast with colors and fusing its contents 

at a high temperature and pressure. We were 

asked to put four or five colors in a single area: 

each color in the material had to be embedded 

in the cast one by one, like a puzzle. It required 

proficient skill and the cast itself required a 

special structure. Next time you’re buying some 

shoes, why not compare the soles of a few? It’s 

quite interesting.

...

ASICS : http://www.asics.co.jp/

素材の開発、 研究には熟練の技が必要。

今までで一番むずかしかったのは、 ラバー

の外底の多色成型。 ラバー底は金型に材

料を充填し、 高温 ・ 高圧下で結合させます。

4 ～ 5 色のカラーをひとつのパーツに求めら

れることもあり、 各カラーの材料をパズルの

ようにひとつずつ、 金型に埋め込んでいか

なければなりません。 この作業には熟練の

技が必要で、 金型を特殊な構造にする必要

が。 靴を購入する際、 靴底を調べてみるの

はおもしろいかもしれません。

…

アシックス : http://www.asics.co.jp/
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FUNCTION
機能

Function is the ability within something. It fulfils 

its duties and the roles it plays. Looking at fashion 

as the garments people wear, we notice that they 

make sure we don’t get a chill when it’s cold, and 

block sunlight in seasons and areas of severe heat. 

They protect us from disgrace and provocation 

by concealing. They’re our outer layer of tissue 

and denote our given roles socially. They reveal a 

great variety of circumstance about us, including 

our cultural backgrounds, thoughts and beliefs, 

lifestyles, etiquette and manners, financial position 

and aesthetic sense. Some fashion stresses color, 

silhouette and design sense. Use and purpose for 

clothing varies with country and culture; many 

even have various functions. In the MATERIAL 

section, the researchers at the ASICS Sports 

Engineering Research Establishment told us that 

fashion is “the fusion of function and design,” 

and “functional beauty in a polished design using 

developed materials and structure.” You could 

almost say they are two superb wheels on which 

everything rolls.

(Text: Kaori Nikaido)

機能とは、そのものが持つはたらきのこと。

担っているそれぞれの役割や作用、役目を

果たすこと。 ファッションを人が身にまとう服

装としてとらえると、寒い時には体が冷えな

いように、暑さの厳しい季節や地域では太陽

光をさえぎるために。 汚れや刺激から身を

守ったり、体を隠したり。 組織の一員である

ことや社会的に特定の役割を担うことを示し

たり。 文化的背景、思想や信条、ライフスタ

イル、礼儀、マナー、経済力や美的センスな

ど多種多様な事柄を表すためにあると言え

そう。 色やシルエットなど、デザイン性を重

視したものもあり、国や文化によって衣服の

用い方や目的が異なるうえ、地域によっても

多様な機能をもったものが数多く存在してい

ます。 MATERIAL （素材） のページで話をう

かがった、アシックススポーツ工学研究所 ・

研究員の方々が考えるファッションとは 「機

能とデザインの融合」 で 「開発した材料や構

造を活かした、洗練されたデザインが機能

美」 なのだとか。 本来、すぐれた機能とクー

ルなデザインは物事の両輪なのかもしれま

せん。

（テキスト ： 二階堂薫）
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働く、 遊ぶ、 運動する、 眠る、 休

養する…人のさまざまないとなみ

をさらに円滑に、 快適におこなうこ

とをめざすもの。

個性や美的感覚を表現。 祭りや

神事など、 文化 ・ 慣習に関わる

ものも。 遺伝子を残すため、 異性

にアピールする意味もある。

人間の皮膚を保護。 寒さや暑さ、

太陽光、 汚れやけが、 毒物、 薬

品、 汚染物質など外部の刺激を

防いで、 快適な状態に保つ。

外部の刺激から身を守り、 他者

の視線をそらす目的が。 裸体や

皮膚の他、 なぜか恥ずべきもの

だとされてきた性器を覆い隠す。

P r o t e c t s  h u m a n  s k i n . 

Maintains a pleasant state 

and wards off the cold and 

heat ,  sunl ight ,  d i r t  and 

injury, poison, chemicals and 

pollutants, and provocation 

from others.

Conceals to avoid disgrace, 

by avert ing the eyes of 

o the r s  f r om the  naked 

body. Covers the genital 

area in addition, which has 

become —for some reason—

shameful.

Work, play, exercise, sleep 

and rest... lives up to the 

goal of furnishing us all with 

harmonious and pleasant 

lives.

An expression of individual, 

or aesthetic taste. Influenced 

by culture and historical 

custom, such as festivals and 

religions. Also used to appeal 

to the opposite sex, so one 

may pass on their genes.

社会的に特別な役割を担っている

こと、 組織や団体の一員であるこ

とを表現。 衣類やバッジなど、 ア

イテムやサイズも多様。

Carries the special social role 

of representing the wearer’s 

organization or association. 

Comes in various sizes with 

items such as badges or 

uniforms.

隠す

暮らす

装う

示す

身を守る

PROTECT

CONCEAL

LIVE

DRESS

DECLARE
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Scenery in the city of design: in Fashion

デザイン都市の風景 ： 流行

ブエノスアイレス （アルゼンチン） ： レストラン 「Picnic」 はブエノスアイレスで最初のヴィーガン （純粋菜食） 料理専門店。 お店の前には人工芝が敷か

れ、 思い思いにのんびりと過ごすことができる。  / Buenos Aires (Argentina): The restaurant "Picnic" was the first vegan restaurant in 

Buenos Aires. Artificial lawn is placed randomly on the road out front for visitors to enjoy themselves on. 

ユネスコが認定する、 文化的で特徴のある都市景

観を持ち、 デザイナーの育成やデザイン関連事

業が盛んな都市のことをデザイン都市と呼びます。

2014 年 10 月現在、 神戸市をはじめ、 世界で 11 都

市が認定されています。 このページでは世界のデ

ザイン都市をテーマに沿って写真で紹介。 今号は、

ブエノスアイレスとグラーツで流行の （=in Fashion）

お店を紹介してもらいました。

Certified UNESCO Design Cities maintain cultural 

diversity, with energetic design related industries and 

an atmosphere for designer cultivation. There are a total 

of 11 cities recoginzed worldwide (including Kobe) as of 

October 2014. In these pages we introduce the scenery 

of other Design Cities. This issue introduces stores in 

Buenos Aires (Argentina) and Graz (Austria) that are 

currently in fashion. 
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グラーツ （オーストリア） : オーストリアの有名百貨店 「カストナー＆エーラー」。 フェルナー＆ヘルマー設計による美しい店内。  / Graz (Austria): 

Kastner & Öhler is a famous fashion department store in Austria. The beautiful interior design was done by Fellner & Helmer.
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SYMBOLS AND 
IDENTITY

シンボルとアイデンティティ

ファッションには二つの面があります ― 見

たり触ったり、 感じたりすることができるモノ

であると同時に、 私たちの想像を掻き立て

もします。 ファッションは物質的であると同時

に非物質的でもあるのです。 この非物質的

な面を、 もう少し詳しく考えてみましょう。

( テキスト ： ビアンカ ・ ボイテル )

Fashion has it both: we see it, touch it, feel 

it, and at the same time our imagination is 

stimulated, too. It is material and immaterial. 

Let's look a bit closer at those intangible 

aspects. 

(Text: Bianca Beuttel)
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おそらく、 服には、 体を守って快適にするだ

けではない象徴的な意味合いがあり、 わた

したちはそれも含めて身につけていると言え

るのではないでしょうか。

哲学者の S.K. ランガーによれば、 私たちの

脳は、 常に経験をシンボルに翻訳している

と言います。 「シンボル化」 は人間にとって、

言語や宗教、 夢、 音楽や芸術と同様に重

要な行為なのだそう。 これはきっと、 デザイ

ンにもあてはまる話。 ファッションデザインを

例にした理論的なテーマとして、 掘り下げる

価値がありそうです。

前号 * で扱った、 行動をうながすサインと比

較すると、 シンボルは 「思考の道具」 だと

言えます。 * バックナンバーは、 www.kobe-designhub.

net/dock/ で閲覧可能

冒頭で例に挙げたファッションアイテムから、

いくつかのイメージが頭に浮かんできません

でしたか？それらのイメージは、 あなたがそ

There must be more to the things we wear 

than practical function; like protection and 

comfort for example. They are charged with 

symbolic meaning.

Our brain is, according to philosopher Susanne 

K. Langer, constantly “translating experiences 

into symbols”. ‘Symbolization’ is essential to 

human expression. We see it in language, 

religion, dreams, music and art. Hence, this 

must be true for design, too; and worthwhile 

to venture into this theoretical subject using 

the example of fashion design.

Symbols are, in contrast to signs—the topic 

of .DOCK 07*—which evoke action, “an 

instrument of thought.” *For Back numbers 

please go to www.kobe-designhub.net/dock/ 

Didn’t the fashion items mentioned in the 

beginning trigger various ideas and images in 

your mind? The scenes pictured by your inner 

Imagine these items: pink sneakers, animal print leggings, a

shirt with Breton stripes and black horn rimmed glasses—which

of these would you choose to wear, and which not?

You would never wear animal print leggings? Why not? What's

wrong with them? Surely they’re good enough to warm your 

legs against a chill breeze? 

思い浮かべてください。 ピンクのスニーカー、 アニマル柄のレギンス、 ブレトンストライプに

黒縁のメガネ…あなたはどれを身につけたいですか？きっと、 アニマル柄のレギンスは選ば

ないはず。 でも、 それはなぜ？アニマル柄のどこが悪いのでしょう。 冷たい風から足を守り、

温めるには充分なのに？
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れらに出会ったときに記憶した “一般的な特

徴” が心の目に映し出されてきたものです。

これらのアイテムにひもづけられた代表的な

ブランドやそれが売られている場所、 どんな

属性の人が身につけるものなのか、 彼らの

行動、 彼らの発言、 彼らとあなたのやりとり、

そして、 それらによってあなたがどう感じた

か…。

ランガーはこれを 「概念」 と呼びました。 概

念は、 多くの印象が組み合わされて生まれ

るもの。 アニマル柄は着ないというあなた。

それはきっと、 アニマル柄のレギンスにまつ

わる体験が、 特定の態度や特徴、 価値な

どを示すシンボルと化しているからでしょう。

アニマル柄の着用を拒絶することにより、 そ

れを着る人たちと同一視されたくないという

ことを示しているのです。

でもなぜ、 自分を誤解されたくないという気

持ちが働くのでしょうか？他の人はアニマル

柄のレギンスに対して、 別の概念を抱くかも

しれないのに。 「同じものを見て同じように

感じる人は、 ほとんどいない」 とランガーは

言います。 しかし、 それぞれが体験の中か

ら共通の概念を形づくることで、 互いに同じ

理解を持てるようになるのです。

eye are made of the “general features” you 

have recorded in your memory every time you 

encounter such items. This comprises of typical 

brands, places where they are sold as well as 

the people who wear them, the contexts in 

which these people appear, their behavior, the 

things they say, and their interactions with 

you. Not to mention how this all made you 

feel. 

Langer calls this “conception”. A conception 

“gradually bui lds itself up out of many 

impressions; but its framework is abstracted 

from the very first instance… and is used 

symbolically to represent a whole kind of 

actual happening.” You said you wouldn’t wear 

animal print leggings, right? Thus, in that 

case, to you, experience concerning these 

leggings have turned them into a symbol that 

exemplifies certain attitudes, traits, values etc. 

In refusing to wear those leggings you refuse 

to identify with this lifestyle and don’t want to 

be confused with people who do.

But, why should you worry about being 

misinterpreted? Surely other people have 

different conceptions about animal print 

leggings. Langer explains, “Probably no 

two people see anything alike... but if their 

respective conceptions of a thing (or event, or 

person, etc.) embody the same concept, they 

will understand each other.”  And continues, “A 

concept is all that a symbol really conveys. But 

just as quickly as the concept is symbolized 

to us, our own imagination dresses it up in a 

private, personal conception”.
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冒頭に挙げたアイテムの中から、 別の例を

挙げてみましょう。 黒縁のメガネが意味する

もの、 それは 「知的」 です。 そこから生ま

れる概念は、 ひ弱な人といったネガティブな

ものから、 建築家のル ・ コルビュジェのよ

うに創造的で洞察力のある人というポジティ

ブなものまで、 幅広いものになるでしょう。

あなたの頭に浮かんだ概念は、 どんなも

のでしたか？

“絶対に身につけないアイテム” について

神経質になることは簡単ですが、 自分に

合った衣服を見つけるのは難しいことです。

グローバル ・ ファッション ・ ブランド、 デザ

イナー ・ レーベル、 古着など、 どこでショッ

ピングするかに関わらず、 あなたのアイデ

ンティティを正確に表現できるファッションデ

ザイナーはいません。 しかし、 概念を提供

することはできるでしょう。 ファッションデザ

イナーは、 時流を取り込むことに長けていま

す。 彼らは時代をとらえて、 着ることができ

るシンボルへ翻訳するのです。 お店で好み

の商品を発見し、 盛り上がることがあります

よね。 それは、 その商品があなたと共鳴し

ているということ。 概念があなたの琴線に触

れたのです。 ファッションデザイナーのヴィ

ヴィアン ・ ウエストウッドは、 かつてこう言い

ました。 「着飾ることで、 あなたのパーソナ

リティが現れる。 正しく選択すればね」。

「勝負パンツ」 や 「勝負ネクタイ」、 これらは

日本人がつくった言葉です。 それぞれ、デー

トの日に履くセクシーなパンツ、 大事な会議

のためのネクタイを意味します。 「勝負」 は

To use another example of the items from the 

introduction, the concept of black horn rimmed 

glasses, for example, can be described as 

‘intellectual’. The conceptions people hold of 

them however, might range from a negative 

‘physically weak nerd’ to a positive ‘creative 

and visionary like Le Corbusier’. What was your 

conception?

While it seems easy to be firm about the not-

to-wear-items, finding the right clothes is more 

difficult. And here the fashion designer comes 

into play. No matter where you buy—global 

fashion brands, designer labels, small ateliers 

or vintage—no fashion designer can know 

how to express your very own identity. But 

what they can do is offer a concept. Fashion 

designers are receptive to the pulse of time; 

they pick up on the zeitgeist (the spirit of 

the time) and translate current attitudes and 

values into visibly wearable symbols—clothes 

and accessories. Then, at the shop, you 

get excited at the sight of a certain item. 

Something resonates with you. It conveys 

something really in tune with yourself, in 

your conception. Fashion designer Vivienne 

Westwood puts it this way, “Dressing up helps 

your personality emerge—if you choose well.” 

Shōbu pants and shōbu necktie are examples of 

well chosen items. The Japanese have coined 

these terms for the sexy underwear (shōbu 

pants) you wear for a date and the necktie 

men wear at an important client meeting, 
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勝ち負けを意味するので、 運試しのような意

味や、 願掛けの意味合いもあるのでしょう。

マーケティングとして、 下着やネクタイを売り

出そうという狙いもあると思いますが、 どの

商品を選ぶかはわたしたち次第。

respectively. Shōbu (literally “win-lose”) means 

“game” or “challenge your fortune” in the broader 

sense and “dress for success” in this particular 

case. While the term is sometimes used to market 

underwear or neckties, it is principally up to you to 

find a item from the whole range that makes you 

feel good about yourself.

人によっては高級なものを選ぶかもしれませ

んし、 ユニークな色や柄の入ったものを選

ぶかもしれません。 かたちにならない特性を

伝える、 信仰にも近いものだとも言えます。

象徴的なアイテムを身につけることで、 内面

と外面を合致させる行為。 勝負パンツや勝

負ネクタイを身につけることで、 背筋がピッ

と伸び、 自信を持ってふるまうことができる。

より魅力的で、 より説得力のある人になれ

るのです。

けれど、 あなたが表したいシンボルは、 周

囲に正しく伝わっているのでしょうか？

ランガーいわく、 シンボルを理解する力は人

間が持つ精神的な特徴の最たるもの。 概念

をつくりあげる経験によって強化されていき、

Although your personal shōbu item might be 

a high-quality garment or a uniquely colored/

patterned coordination, etc., it is the belief 

that this item is capable of conveying your 

intangible traits. By applying this symbolic 

meaning to it, your inner self aligns with your 

outer self. Wearing it is said to straighten your 

back, making you act more confident, and thus 

looking more attractive and more convincing.

But will a potential partner understand the 

symbols you wear?

Langer reassures your efforts: “The power 

of understanding symbols... is the most 

characteristic mental trait of mankind. It issues 

in an unconscious, spontaneous process of 
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その経験から、 さらに別の概念を形作って

いくのです。

ていねいに縫われた刺しゅうとシルクのよう

に輝く勝負ネクタイに気付いたクライアント

は、 きっとこう思うでしょう。 「こんな繊細な

感覚を持った人なら、 仕事ぶりも同じように

ていねいだろう」 と。

好き嫌いは別として、 あなたが身につけるも

のは大きな意味を持っています。 なぜなら、

人は、 服によってあなたの性格などを推測

するから。 ファッションにはあなたのアイデン

ティティを象徴的に表現してくれる力がある

ので、 自分の内面に合ったファッションを自

覚的に選択することが、 あなたの世界観を

共有する人々を引き寄せるメッセージを発し

ていることにもなるのです。

では、 自分自身を見つめてみてください。

あなたが着ているものは、 あなたの個性を

正しく伝えていますか？あなたを表現するス

タイルを考えてみてください。 それは、 あな

ただけにできることなのです。 さぁ、 外に出

て楽しみましょう。 ヴィヴィアン・ウエストウッ

ドは言っています。 「印象的な服を着れば、

もっとおもしろい生活を送れるわ」。

…

参照元 ： S.K. ランガー 『シンボルの哲学』 （1949)

abstraction, a process of recognizing the concept 

in any configuration given to experience, and 

forming a conception accordingly."

Thus, your client can't help but notice the 

delicate tonal embroidery and the silky shine 

of your shōbu necktie. That you seem to be a 

person with a sense of subtle quality and neat 

elaboration, and assume that you approach 

work in a same manner. Sealing the deal is 

merely a matter of whether he wants to work 

with such a person or not.

Whether you like it or not, the things you wear 

have an impact on your social interaction, 

because people will infer your personality from 

the way you dress. Embracing fashion and its 

power to symbolize your identity by making 

choices consistent with your personality will 

send out messages to attract people who share 

your worldview. 

Now take a look at yourself. Do you think 

your outfit fully conveys the beauty of your 

personality? Take some time to figure out a 

style that really represents you—it’s only you 

who can do this. Then go out and have fun. 

Vivienne Westwood promises: “You’ll have a 

more interesting life if you wear impressive 

clothes."

...

Source: Langer, Susanne K. 1949. 
Philosophy in a New Key. A Study in the 
Symbolism of Reason, Rite, and Art. New 
York: The New American Library.



21

Hello. I’m Doc-kun and I live in Kobe. The theme 

of this issue is Fashion. I have nothing to do with 

fashion—I do have a bit of algae—but it’s still fun 

to see the clothes people wear when they visit the 

dock. In Japan, I heard that there are several 

superstitions related to fashion. Have you heard 

that you should “never put new shoes on at night”? 

In the past, only dead people in caskets wore new 

shoes (Japanese sandals) at night: it was a bad 

omen. I guess it came from the fact that roads in 

Japan were unpaved back then. It would have been 

dangerous to walk in new shoes at night. What a 

very Japanese superstition, eh? I also heard that 

there used to be a culture called Semamori, which 

こんにちは。新港第三突堤に生息する
波止場のドッくんです。今号の

テ ー マ は フ ァ ッ シ ョ
ン。 ぼ く は、 少 し 藻

が生えているぐらい
で、 フ ァ ッ シ ョ ン

とは無縁だけど、波
止 場 に 遊 び に 来 る
人たちの服装を見る

のは楽しいね。そうそ
う、聞くところによると、

ファッションにまつわる迷信という
のもいろいろとあるみたいだね。ぼくが
聞いたのは「新しい靴は夜におろしては

MUTTER MATTER
波止場のつぶやき

『.DOCK』 創刊 3 年目にして突然思い出し

たかのようにあらわれたキャラクター 「ドッく

ん」。 特集ページからこぼれたトピックをここ

でつぶやいていきます。

Doc-kun is the mascot character of .DOCK. 

He mutters and gurgles about topics from the 

issue that wash over his way on his own pages.
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embroidered the 

back of baby 

clothes. In 

the past, 

J a p a n e s e  p e o p l e b e l i e v e d 

t h e  s o u l s  o f b a b i e s  h a d n ’ t 

settled yet, and tried to get out 

their backs. They embroidered various 

designs as charms on the back in order to protect 

them, such as flowers, bats, cranes , fans and so 

on. Anyway, the more knowledge I have of fashion, 

the more I feel sad… I’m always wet and naked. 

(sigh)

いけない」というもの。昔、夜に新しい
靴（草履）を履くのは棺に入ったご遺体
だけだったから縁起が悪いということら
しい。道路が整備されていなかった頃か
らの話だから、きっと「夜に新しい靴で
出歩かないように」という教訓から来て
いるんだろうね。ほかにも昔は「背守り」
なんて文化もあったらしい。子供は背中
から魂が抜けると信じられていたので、
それを守るためにお花やコウモリ、鶴、
扇など様々な模様を魔除けとして子供服
の背中に縫い付けていたそうだよ。まあ，
いくらファッションを語っても、ぼくは
朝から晩まで水浸しだけどね…。 




