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[True Colors Festival 2021] True Colors FASHION

身体の多様性を未来に放つ
ダイバーシティ・ファッションショー
デザインとテクノロジーが身体を解放する、11組のランウェイ＆インタビュー
2021年5月30日（日）13:00より、オンライン配信決定

日本財団（東京都港区、会長 笹川陽平）が主催する、パフォーミングアーツを通じて、障害・性・世代・言語・国籍など、個性
豊かな人たちと一緒に楽しむ芸術祭、「True Colors Festival 超ダイバーシティ芸術祭 - 世界はいろいろだから面白い -」で
は、 5月30日（日）13:00より、 落合 陽一氏を総合ディレクターに迎えたオンラインによるファッションショー、「True Colors
FASHION 身体の多様性を未来に放つ ダイバーシティ・ファッションショー」をTrue Colors Festival YouTube公式チャンネ
ル(https://www.youtube.com/c/TrueColorsFestival/)にて配信いたします。
本演目では、多彩なモデルとデザイナーが、身体機能を拡張するテクノロジーやファッションを通じて、多様な身体像を考え、表現す
るために集結し、共同制作に挑戦しました。身体障害や知的障害、妊婦や高齢者などライフステージによる身体の変化がある人な
ど、さまざまな当事者がモデルとなり、気鋭の若手から日本を代表するファッションデザイナー、世界のアダプティブファッションを牽引する
ブランド、多様な身体をテクノロジーで支える義足や車椅子のメーカーなどが参加し、 11組が水面を演出したランウェイに登場。事前
収録による約15分間のショーを展開します。同時に、オーディオガイドでは、視覚障害者向けの音声ガイドに加えて、WWD Japan
編集長らを迎えて、ショーの模様を実況。その後、落合氏がそれぞれのプロジェクトの制作プロセスに迫るインタビュー映像を配信いた
します。日本語音声ガイド、日本語・英語字幕などの鑑賞サポートもご用意し、多様な背景や個性のある人にとってお楽しみいただ
けるよう、取り組んでいます。
今回のファッションショーを通じて、さまざまな個性をもつ人たちが、お互いの違いを尊重し合い、多様な身体像を認め合うことで、ダ
イバーシティ&インクルージョンの本質をあらためて視聴者の皆さんと共に考えてまいります。
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
True Colors PR事務局 担当：高良(たから/080-4904-3115)、屋(090-9152-6284)
Email：tcf@ssu.co.jp URL: https://truecolorsfestival.com/jp/

ディレクターからのメッセージ
自然化するテクノロジーによって多様化するファッション
Transformation of Wearables / 物化する装い
生物の多様な体表を眺めたとき、
自然の生態ニッチが作る風景との調和の美しさに感じ入る。
毛皮を持たない我々が、様々な季節や機会に合わせ、
装い、着替え、様々な変身を可能にしてきたように、
我々は今後もその身体性にテクノロジーを用いて、
そしてそれが自然化する過程で、多彩な変容や変態を遂げていくのだろう。
自然に見られるような生物が持つ多様性の美を、様々な身体性の美に見立てて、
今回ファッションショーを構成することにした。
自然化するテクノロジーによって揺籃される身体の多様性とはなんなのか、
参加者や聴衆の皆様とともに考えていきたいと思っています。

総合ディレクター
メディアアーティスト 落合 陽一
1987年生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程
修了。筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター センタ
ー長、准教授・JST CREST xDiversityプロジェクト研究代
表。「デジタルネイチャー（PLANETS）」、「2030年の世界
地図帳（SBクリエイティブ）」など著書多数。「物化する計算
機自然と対峙し、質量と映像の間にある憧憬や情念を反芻
する」をステートメントに、研究や芸術活動の枠を自由に越境
し、探求と表現を継続している。オンラインサロン「落合陽一
塾」主宰。

参加クリエイター：
ANREALAGE（アンリアレイジ）／ALS SAVE VOICE PROJECT（エーエルエス セイヴ ヴォイス プロジェクト）
／beta post（ベータポスト）／GenGen（ゲンゲン）／GIMICO（ギミコ） ／ MIKAGE SHIN(ミカゲシン)
／Hatra（ハトラ）／ここね／KANSAI YAMAMOTO（カンサイヤマモト）／倉澤奈津子／Kotoha
Yokozawa（コトハヨコザワ）／Live Jacket（ライブジャケット）／Tommy Hilfiger Adaptive（トミー
ヒルフィガーアダプティブ）／武藤将胤(with ALS)／特定非営利活動法人Mission ARM Japan／Ontenna
（オンテナ）／OTON GLASS （オトングラス）／乙武洋匡／OTOTAKE PROJECT（オトタケプロジェクト）
／Pippi （ピッピ）／りゅうちぇる／WHILL（ウィル）／Xiborg（サイボーグ）／やまと × KORI-SHOW
PROJECT(コリショウプロジェクト)／０１／and more...
クレジット
総合ディレクター：落合陽一
映像ディレクション：bird and insect ／音楽：ケンモチヒデフミ／ファッションディレクター：山口壮大
撮影：冨田了平
制作統括：田井地直己・加藤夏帆（TASKO inc.） ／バリアフリー制作：Palabra株式会社
アクセシビリティコーディネート：THEATRE for ALL by precog
プロデューサー金森香（一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL）

主催：日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL
助成：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
協賛：
協力：

コワードローブ
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True Colors FASHION
身体の多様性を未来に放つ ダイバーシティ・ファッションショー
落合陽一、総合ディレクション。テクノロジーが身体を開放する11組のランウェイ＆インタビュー
あなたの身体には多様性が潜んでいる。テクノロジーとファッションがアップデートする身体の挑戦を見つめ、個々の身体に耳を澄まし
体を研ぎ澄ます。
メディアアーティストの落合陽一を総合演出に迎えた「True Colors FASHION」は、11組のモデル・テック企業・ファッションブラン
ドが集結してランウェイを歩き、インタビューでその制作プロセスを明らかにするダイバーシティ・ファッションショーです。
モデルの身体を起点につくられたファッションから、義足、車椅子など、身体に寄りそうテクノロジーをファッションによって拡張し、誰しも
がもつ身体の多様性に呼応するアダプティブな装いのあり方を考えます。

■True Colors FASHION 開催概要
日時：2021年5月30日（日）13:00-

TIME
13:00-13:05

CONTENTS
プロローグ

Message from 落合陽一

◇YouTube

「多様性を未来に放つダイバーシティ・ファッションショー」
英語字幕・日本語字幕・音声ガイド（UDCast）あり

13:05-13:20

◇Twitter
#多様な身体 #TRUECOLORSFASHION
当日はハッシュタグで感想をつぶやこう！
with 落合陽一 @ochyai ／True Colors Festival @TrueColorsFest

13:20-15:10

バックステージ・インタビュー by 落合陽一
クリエイター・モデル・デザイナー11組による各10分のインタビュー映像

15:10-15:15

エピローグ

視聴方法：True Colors Festival YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/c/TrueColorsFestival/
※6月1日（火）までは上記URLでアーカイブが視聴できます。
6月2日（水）以降、同チャンネルではショーとインタビューが個別にアーカイブされます。
ノンカット版は、「THEATRE for ALL」（https://theatreforall.net/）にてアーカイブ配信をスタートします。
※UDCastを使った音声ガイド / 解説番組は、アーカイブ時もご利用いただけます。
OkanWatch（周囲の音のリズム・大きさを色と振動で感じるアプリ）
※今回、試験的に先着100名の方に期間限定で体験いただけます。5月28日（金）よりダウンロード開始予定です。
ケンモチヒデフミさんのショー音楽のヴァイブスを、音が聞こえづらい方も、そうでない方もお楽しみください。

特別プログラム：

■「ファッショニスタがお送りするオーディオガイド」 ＊UDCastで配信します
村上
山口
徳永
金森

要（WWD JAPAN 編集長）
壮大（ファッションディレクター）
啓太（車椅子のファッションジャーナリスト）
香（True Colors FASHION プロデューサー）

ファッションショーのアイテムが期間限定で店頭に登場！

■「TOKiON the STORE」
期間：5月30日（土）～6月13日（日）
場所：RAYARD MIYASHITA PARK North2F（東京都渋谷区神宮前6丁目20−10）
今回のショーで登場する「Live Jacket」の展示（試着体験可能）や、「01」「Tommy Hilfiger Adaptive」等のアイテ
ムが、実際に手にとっていただけます。オンラインショップでの販売も同日程で実施します（ https://tokion.jp/ ）

■「ハウス@ミキリハッシン」
期間：5月30日（土）～6月13日（日）
場所：東京都渋谷区神宮前5-42-1
今回発表した5ブランド（ANREALAGE、bata post、SHIN MIKAGE、Hatra、やまと × KORISHOW
PROJECT）の作品を店頭で展示します。初夏に向けて受注会なども展開予定です。
-3※新型コロナウィルスの感染拡大状況等により、期間や内容が変更になる可能性があります。
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参加クリエイター／プロジェクト一覧
■Blade for ALL x 義足のキッズランナー
義足メーカーであるXiborg（サイボーグ）の遠藤謙が手がけるプロジェクト
「Blade for All（ブレードフォーオール）」は、子どもたちが義足でも楽しく公
園や学校で走り回れる日常を目指して始まった。ピンク、イエロー、ブルー、グリー
ン、ブラックのカラフルな5色展開で、自分で装着・交換が可能になるよう指導も
行なう。パラリンピアンになりたい子どもだけではなく、ジョギングをしたい子でも手に
とれるよう、価格と成形方法を工夫して単価を下げた。日常の風景を支える、
「無印良品」で軽快にキッズランナーが走り抜ける。
【インタビュー】
出演：遠藤謙 （Xiborg）/ 友岡海乃（Blade for All ユーザー）/
杉本大地（Blade for All ユーザー）

■Mission ARM Japan x Hatra
腕がないことを「不在」と捉えないトレンチコート。片側にガンフラップ（もともとは銃
を背負う機能）があるデザインをフレアの袖にみたて、自然なアシメントリーをかた
ちづくる。当事者との対話のなかで生まれたさまざまな生活課題を解決するための
仕掛けが満載。紐を引くと袖をまくれる機能や、端がマグネットになったファスナー、
書類を脇でホールドする機能、コードマネージャー、傘かけなど軍用服の特徴とギ
ミックを活かしたアイデアが詰まっている。マジョリティではなく当事者に寄り添い、個
別にデザインしたり、カスタムできる可能性をひろげる一点。
【インタビュー】
出演：倉澤奈津子・石田あかり（Mission ARM Japan）/ 長見佳祐
（Hatra）

■乙武洋匡 x OTOTAKE PROJECT
x やまと x KORI-SHOW PROJECT
乙武洋匡の身体（四肢欠損）から生まれたインクルーシブな呉服。
「OTOTAKE PROJECT」の義足を付けて歩行するときも、車椅子のときも
着られるというコンセプトから生まれた丈をチェンジして着られるキモノは、羽織丈
から着物丈にアジャストでき、健常者にとっても呉服業界にとっても新鮮なインク
ルーシブ・デザインとなっている。身体と布のあいだのゆらぎを受け止められる和
装が生んだシルエットの多様さに対応できる特徴に加え、アウトドア用の合成繊
維で撥水や汚れにたいする強度や、帯ではなくベルトでアジャストできるインクル
ーシブ性も備え、持続可能なビジネスデザインへの意識にもぬかりがない。
【インタビュー】
出演：乙武洋匡 / 矢嶋 孝行（株式会社やまと代表）/ 山口壮大
（KORI-SHOW PROJECT）

■りゅうちぇる x 妊婦体験ベルト x MIKAGE SHIN
妊婦でもそうでない女性も、男性でも着ることができるワンピース。モードな雰囲気
とユーザビリティを併せ持ち、エレガンスとマスキュリンが同居するパフスリーブのフォ
ルムが魅力。ジェンダーレスなデザインを提案する「MIKAGE SHIN」が、
りゅうちぇるのファミリーがもつイメージから、チューリップ（花言葉：正直な愛・博
愛）とアイリス（花言葉：希望）のオリジナルプリントでデザインした。生き方やフ
ァッションに対する姿勢で、男性像や父親像をアップデートしてきたりゅうちぇる。妊
娠体験ベルトとこのワンピースを着た彼が、新時代の人間像を体現する。
【インタビュー】
出演：りゅうちぇる / 進美影（MIKAGE SHIN）

-4-

■Pippi x Ontenna x ANREALAGE
環境によって変化が現れる服をテーマに、テクノロジーを駆使し、これまでも新しい取
り組みを続けてきた日本を代表するファッションブランド「ANREALAGE」。同ブラン
ドが音を体で感じるアクセサリー型の装置「Ontenna」とコラボレーション。ヘッドピー
ス、イヤリング、ネックレスといったアイテムが、光を通す細い柔軟な繊維（光ファイバ
ー）を用いた糸で作ったニット組織とレース組織から成形されている。音に反応して
明滅するOntennaをアクセサリーとして拡張することで、聴覚情報を視覚情報に
「翻訳」し、情報を携えた新しいファッションを切り開く。
【インタビュー】
出演：Pippi / 本多 達也（Ontenna) /森永邦（ANREALAGE）

■濱ノ上文哉 x OTON GLASS x beta post
読み上げ機能のあるメガネ「OTON GLASS」とのコラボレーションのもと、視覚
障害のある人にとっての世界の感じ方にインスピレーションを得て、「beta
post」がデザインした二重に像が重なり合うプリントデザインのリバーシブルコート。
裏側には世界地図が2レイヤーの生地でプリントされ、それぞれが重なることで、
初めて世界が浮かび上がる。これを躍動的に着こなすのが、視覚障害者でフリ
ークライマーの濱ノ上文哉。当事者の存在をデザインプロセスに組み込むことで、
人と社会の間にある障害は他者への想像力をもって乗り越えられることを、全身
を通して白杖の挑戦者が我々に伝える。
【インタビュー】
出演：島影圭佑（OTON GLASS) /濱ノ上文哉（パラクライミング日本代
表）

■GenGen x Live Jacket x KANSAI YAMAMOTO
KANSAI YAMAOTOによる、音楽を振動で体感し踊る軌跡を視覚的に増
幅させるジャケット。多様性の街・渋谷の風景写真をコラージュしてつくられたテ
キスタイルに、フリンジやチェーンの装飾を組み合わせることで、振動や響きが増
幅する。さらに自然と無機物のテクスチュアが合体した現代的な美しさをケンモ
チヒデフミがサウンドにすることで、自然音とサイケデリックな人工音があわさったテ
クスチュアが全身に鳴り響く。難聴ダンサーのGenGenが着こなしたファッションが
人間のプリミティブな心に火をつけ、内なる欲求のヴァイブスが体から迸り、解放
される。
【インタビュー】
出演：GenGen（難聴/ダンサー）/ ケンモチヒデフミ / 高谷健太
（KANSAI YAMAMOTOデザイナー）

■武藤将胤（with ALS） x 01
x ALS SAVE VOICE PROJECT
ALSの難病を抱えながらも挑戦し続ける身体をサポートするファッションブランド「01
BORDERLESS WEAR」。プロデュースするのは、東芝のkoestationの技術
と、オリィ研究所が開発した視線入力技術を組み合わせた「ALS SAVE
VOICE PROJECT」を使い、声を失ったあとも自身の声でコミュニケーションを続
ける、武藤将胤。本プロジェクトでは、かっこよさを追求しつつも、工夫をこらすことで
介護者が着せやすい洋服づくりが意識されている。今回は新作として、東信による
プリントデザインの新作のリバーシブルジャジャケットを発表する。
【インタビュー】
出演：武藤将胤（with ALS） / 吉藤 オリィ（オリィ研究所）
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■我妻マリ x ヴィンテージファッション x WHILL
17歳からモデルとしてのキャリアをスタートさせ、70歳を超えて現役モデル
の我妻マリと電動車椅子WHILLのコラボレーション。ウォーキングのスト
ロークを滑るような車椅子モーションに変えたエレガントなランウェイでは、
近距離モビリティを目指すWHILLと、モードの代名詞でもあるドレスとス
ーツが一体となった、ストレッチの効いたウェアラブルなピースが融合するこ
とで、車椅子は障害者のものであるという常識と街の風景を変えていく。
自転車に乗るような感覚でカジュアルに楽しめるファッションとしての車椅
子という可能性がひらかれる。
【インタビュー】
出演：我妻マリ x 鳥山 将洋（WHILL株式会社）

■Tommy Hilfiger Adaptive
x GIMICO・あべけん太・ 栗原慎子・益ノ進
アダプティブファッションの先駆的存在として2016年にスタートした「Tommy
Hilfiger Adaptive」を、義足モデル、ダウン症Youtuber、車椅子ユーザー
の子ども、義手の社会人が着こなす。ボタンをマグネット仕様にしたり、パンツの
開閉部をベルクロ仕様にしたり、マグネット式ジッパーを採用することで、誰でも
着やすい服を目指す同プロジェクトは、米国のデザインチームが障害当事者と
コミュニケーションを行ない、日本でのユーザーからのフィードバックも伝えることで、
常にブラッシュアップを続けている。高齢者、障害者をふくめると世界中の人口
の約15%が利用するアダプティブ機能が、決してニッチではないことを教えてく
れる。
【インタビュー】
出演：GIMICO・あべけん太・ 栗原慎子・益ノ進 / 村上要（WWD
JAPAN 編集長）

■ここね x kotoha yokozawa
身の回りにあるものを組み合わせて作る「kotoha yokozawa」のものづくりと、
障害をもったここねちゃんの母による車椅子の装飾が組み合わさり生まれた家
族のブリコラージュ。身体に縫い目があたらないポリエステルにプリーツ加工を
施すことで、装着した人の体にほどよく寄りそい、座ったままでも立ってもフィット
して着られるデザインが実現。ランウェイを歩くのは、ここねちゃんとその車椅子
を押す姉。ファッションブランドと家族の思いが呼応することで、感覚や即興性
を重視することで生まれた、私的なアダプティブファッションの可能性がひらかれ
る。
【インタビュー】
出演：横澤琴葉（kotohayokozawa）/ 五十嵐ここね・ねね・純子

True Colors Festival 超ダイバーシティ芸術祭 – 世界はいろいろだから面白い 主催：日本財団
共催：日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS
特別協賛：東急グループ、TikTok
協賛：Facebook、Twitter Japan株式会社、ヤフー株式会社、CINRA.NET、タイムアウト東京、渋谷キューズ、
パイオニア株式会社
字幕協力：株式会社NHKグローバルメディアサービス
技術協力：Google Arts & Culture
後援：渋谷区、日本障害フォーラム
広報：株式会社サニーサイドアップ、LIGHT YEARS
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