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１．はじめに
　吉村（2007）は「2006 年ごろから海外の
セレブたちが、普段着としてジャージーの上
下などを着用する傾向が生まれた。こうした
傾向からファッションブランドとスポーツ
メーカーのコラボレーションも進み、スポー
ツメーカーのロゴ入りのおしゃれなウエアや
ストレッチの効いたジッパー使いドレスなど
が続々と登場するようになっている」と述べ

ている（1）。このような影響を受け、近年ファッ
ション業界でもスポーツテイストファッショ
ンがトレンドになっている。
　スポーツテイストファッションとは吉村に
よると「スポーツウェアの感覚を取り入れた
ファッションの意味」で（2）、近頃ではスポー
ツサンダル（3）やスウェットシャツ（4）、ルー
ズスパッツ（5）といったスポーティーなアイ
テムをタウンウェアとして取り入れたファッ
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ファッションをテーマにした、カクテルドレ
スをデザイン ･ 制作した意義と経緯について
述べる。

2．スポーティーな衣装の登場
　20 世紀に入り、ポール ･ ポワレによるコ
ルセットからの解放（9）、ガブリエル ･ シャ
ネルによるジャージー素材（10）や膝丈スカー
ト（11）の採用など、女性ファッションの大き
な改革が行われた。
　1960 年代、スポーツ感覚を取り入れた機
能的でシンプルな衣装が登場する。その代表
的なデザイナーの一人としてアンドレ ･ ク
レージュ（以下、クレージュ）が挙げられる。
　横田（2012）は「クレージュはミニスカー
トを 1965 年にオートクチュールコレクショ
ンで発表する（写真 3）（12）。ミニとはいえ、
ほとんど膝が出るか出ないかの丈だったが、
大人の女性向けオートクチュールとしては大
冒険だった。オートクチュールコレクション
には、日本を含む世界のファッションジャー
ナリストが訪れ、最新の流行として本国に報
じる。世界中で、ミニスカートがセンセーショ
ナルに取り上げられた」と述べている（13）。

ションが、“旬な着こなし”として若者のス
トリートファッションを席捲している。
　また、グッチ（写真 1）（6）やクロエ（写真 2）（7）

といったラグジュアリーブランドが、スポー
ツテイストの“ライン（線）”を衿ぐり、袖口、
ウエスト部分やパンツの側面に取り入れたコ
レクションを発表したことにより、一般の消
費者に向け、トレンドがさらに加速したと言
える。
　スポーツメーカーとファッションブランド
のコラボレーションの草分け的存在として、
アディダスと山本耀司、ステラ ･ マッカート
ニーが挙げられる。今、最も人気の高い日本
ブランドのサカイもまた、ナイキとコラボ
レーションし、アパレルとスニーカーを発売
するように（8）、有名ファッションブランド
とスポーツメーカーのコラボレーションが今
後益々増加すると考えられる。
　今回、2019 年 9 月 20 日（金）ホテル阪急
インターナショナル紫苑の間において開催さ
れた、第 86 回 NDK ファッションショーに
おいて、スポーティーとエレガンスを融合さ
せたデザインのドレス作品を提案した。現在
トレンドとなっている、スポーツテイスト

写真1．グッチ2016リゾートコレクション（6）

写真2．クロエ2016-17AWコレクション（7）
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　クレージュのミニスカートを中心としたス
ポーティーな衣装の登場によって、より若者
向けのファッションが台頭したのである。

写真3．クレージュの1965年のコレクション（12）

３．作品のデザインコンセプト
　今回、第 86 回 NDK ファッションショー
に出品したカクテルドレスのデザインコンセ
プトは、『スポーティーとエレガンスの融合』
である。スポーティーなイメージとして、例
えばアディダスの「3 本ライン」（14）があるが、
この“ライン”のテイストを衿ぐりとウエス
トのベルト部分に配し、スポーティーな要素
を取り入れた。
　また、身頃とスカートをセパレート化する
ことによって、スポーツウェア独特の軽快さ
を表現し、身頃の胸元とウエスト部分をアー
ル状にカットして肌を見せることによって、
若々しさを表現している。

４．考察
　ドレス生地は“落ち感”のあるアムンゼン
を使用することにより、スカートのドレープ
が際立ち、またスカートのフロントと、身頃
のバック部分にラッフルを施すことにより、

エレガントさと華やかさも表現している。
　また、ラッフル部分では表地の赤から裏地
の白を見せることにより、コントラストを強
調してシャープな印象とした。
　スポーツテイストの対極にあるエレガント
なイメージをカクテルドレスにどう融合させ
るかがデザインの大きな課題であったが、ス
ポーツテイストの要素であるラインやカッ
ティング、シャープな色彩を、エレガントな
要素である生地感やラッフルのディティー
ルで調和 ･ 融合させることに成功したと考え
る。
　NDK ファッションショーの来場客や、
NDK の正会員からは、カクテルドレスとい
えばエレガントという単一のイメージに捉わ
れず、対極同士のイメージであっても上手く
調和 ･ 融合させることによって、新しい切り
口のカクテルドレスになったとの評価を得
た。
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