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プリンスにふさわしい風格
UK屈『GQ」の副編集長ピル・プリンスが、王位継承者にして伝統的なブリティッシュ

メンズウエアの守離善、チャールズ皇太子の服装術の秘密を探る。

文:ピル・プリンス

国訳:中野香織
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GQ EXCLUSIVE

チャールズ・ファッションを

解剖する。 ①

殿下のもつ魅力は

世界中の人に響く。

UK版『GQ」の「スタイル・シュリンク」コラムでは、

「ビジネスを見据える」男のための月躍…術として、現職に

ふさわしい月践ではなくて、就きたい地紺こふさわしい

装いをすべきだと助言してきた。だが、もしその地位が

どう考えてもそれ以上ない「最高節制であるとしたら?

そして、現在その地位にある人の用蟻が∴あなたに似合

うわけがないとしたら?

このジレンマに直面するあらゆる読書のために、この

特有なケースは皆無(二道いだろうとは思うが、われらが

プノンス・オブ・ウ工-ルス殿下、どんな艶こ照らして

みても、イギリスか生んだ最高の月魁も巧者でもある王位

継酷であられる殿下に、注目してみよう。

そのように考えるにあか人あなたは、殿下の忠臣で

ある必要もなく、イギリス人である必要すらない。 2004

年、部外者たるアンドレ3000が「インターナショナル・

マン・オブ・ゾイヤーー」と「永遠のスタイリッシュなミ

ュージシャン」費を受賞するためにロンドンを訪れたと

き、こう語った-「チャールズ皇太子こそ、私がイギ

リスのスタイルアイコンとみなす第一人者です」。

また、現代人の服装を鋭く観察しているIく-バリーの

グノ工イティナ・オフィサー、クリストファー・ベイiノ-

も同じ意見だ。 「プノンス・オブ・ウ工-ルズ駒抑丁ち

ところのないスタイルの実踏者です。メンズウエアの本

物の云続と、彼の世代特有のリラックスした態度を融合

させています。殿下がもつ魅力、居の力が抜けた灘、

そしてエレガンスか世代を超え、海を滴り、世界中の

人々に響くのです」。

このような美質は、 「プノンス・オブ・り工-ルス」 (英

国皇太子)の称号を与えられた人間に自然に備わってい

るように見える。ポー・ブランメルは近代男性服の基本

的な約束事を確立したということになっているが、その

伝でいくならば、ディナージャケットや「プノンス・オ

ブ・ウ工-ルス」チェックをメンズウエアにもたらし、ウ

エストコートのいちばん下を留めない慣習を定着させた

王室メンバーは、皇太子時代のエドワード7世だった。

その後、現皇太子の大叔父にあたるウィンザー公(エド

ワード8世)か大胆でノラックスした趣味をメンズファ

ッションに持ち込むことで革命を起こし、それはいまな

お神格化されている。だが、ロンドンのサウィル・ロウ

に最初に王室の庇護を与え、結果、栄光を与えてくれた

のは、 「パーティー」 (皇太子時代のジョージ6せ)である。

イギリスのスタイル大使として注目を浴びた年月を遇



皇太子は伝擬を守り続けることを
いつも考えている

じ、チヤールス皇太子は、 「極めて控えめなよき趣味」と

いうものを表現してきた。 「アウトフィッター」誌は皇太

子のなかに、祖父のジョージ6世(結果として父のジョ

ージ5世の後を継いだ)を見る。というのも月駁熟こ凝る

ことがあまり好ましくないとみなされる空気のなかで

王醐渡を踏み越えないことが重要なのだがそ

の点、チャールス連太子とジョージ6世には棺通じると

ころがあるのた。外見力輔好よすぎると、王家のメンバ

ーがかかわる必要のないことIこ関心を注ぎすぎだと解釈

されがちた。ありがたいことに、現在の皇太子はその点

でヲ離されることはない。慈善事業の推壁書として、ま

た王室の士事の勤勉な遊行者として知られるばが)では

なく、チャールズ皇桐もなによりも、月闘こよって抑制

の利いた枠を細やかに表現できる人として知られている。

文化史研究者のピーター・ヨークは語る。 「チャール

ズ皇太子は、確かに伝統的なスタイルに高い関心をおも

ちです。でも、殿下が追求しているスタイルにははっき

りしな弼艶があります。普通の人があまり手をたさない

ようなものをお召しになります。どちらかといえI嘲る

し、色や淡い色、申司的なグレイ、

そうした色が派手1こならずに独

特のスタイリッシュな感覚で使

われています。あのような窟こ

なしを意売けるためには、たしか

に相当な財力も必要ですけれど。

皇太子と同じ年齢であのような

装いができる人というのは、ほ

かにちょっと見当か)ませんね」。

サヴィル・ロウのテイラー、ノ

ートン&サンズとE・トーツの

既製服ラインの会社を所有する

パトリック・グラントも、同じ意

見た「チャールズ皇太子は、ヒ

ップとスクエアの境界を巧みに

くすぐっています。あの髪型と

ダブルブレストのスーツは、ヒ

ップでもスクエアでも通用しま

ほど正確に保つことができる人、しかも陰影と活気を添

えながら錬金術的に保つことができる人なんて、チャー

ルズ皇太子をおいてほかにいない。

チヤールス皇太子は、ジェントルマンがいかに装うべ

きかという基準を示す旗手である。この点において、皇

太子は、父上をはじめ祖先に、ある程度、感謝しなくて

はならない。彼らに共通するのは、洗練された思慮深さ

を内なる資質としてもっていること(柔らかいセミ・スプ

レッドのシャツカラーに、タイの結び目を小さく堅くつ

くる好みとともに)。しかし、ヨーク氏が指摘しているよ

うに、装しのすぼらしさは皇太子ひとりの功績ではない。

従者のほかに文字通り何百人もの男女の熟練職人が、

ロイヤル・ワードローブを創りたし、維持しているので

ある。

80年代の初頭に、女王はチャールズ皇太子に、ロイヤ

ルワラント(王室御用達認可証)を認可できる権限を与

えた。消費者向けの「英国規格健会」認定マークみたい

なもので王室メンバーへの私的な奉仕に対して与えら

れるものだが単なる王室の庇護以上の意味合いをもつ。

に、ジ工-ムズ・サケテンがいる。エステート・ツイード

のメーカー、ジョンストンズ・オブ・工ルジンの社長であ

る。サケテンは語る。 「当社の製品は、商品ではれ、。

皇太子の私的甜室である」と。チャールス皇太子の大叔

父、派手好みだったウィンザー公は、玉虫色のニュアン

スをもつ珍しし辛弾こ挑載することを好んだが、現在の皇

太子は、スタイルのかノスマとして満配することよりも

むしろ、エステート・ツイードを存続させることにより高

い関心を示している。

「皇太子は伝統を守り絢することばかり考えていらっし

ゃいます」とサブテン雌害す。 「チャールズ皇太子か好む

のは、スコットランドのウールからつくられるツイード

で50年も40年も長持ちするものです。殿下はそれを

再生させる事業(二本的こ取り組んでいます。スコット

ランドのエ埠という存在自体が絶滅危恨種でか)、私は

殿下の事業は膨大な経済勉栗を生んだと思っています。

殿下が柳1陶ニ「キャンぺ-ン・フォー・ウール」を始め

たとき、ウールはほとんど最低価格まで下がっていまし

た。でも、ツイードに対する殿下の強い思いがウール産

すね,でも、常に手の内に秘密

を隠しているようなE帳を受けます。なにか新しさを見

せてやろうと闘っていたあの偉大なる道楽者、エドワー

ド7世の心意気と、そうかけはなれていないものを感じ

ますね」。

ポロを楽しむヨーロッパのジェントルマンというプレ

イボーイの原型みたいだっね時代と、警護につきそわれ

て世界をかけめぐる皇族という現在の姿との間に、どこ

か張りつめたバランスがあるとしたら、そのバランスは

完璧に保たれている。賞沢感と格式との方程式をあれ

l〈-バリーのチーフ・クリエイティブオフィサー、クリストフ

ァー・ベイリーと。 2009缶にオーブンしたロンドン・ウエスト

ミンスターのヘッドクオーターオフィスにて。

ロイヤルワラント(会社に与えられ、個人が所有する)は、

王室とサービス提供者との間には、商品やサービスの提

供をするという関係以」の関係がそこにあるということ

を意味し、王室と供給者との間で本物のコラボレーショ

ンが行われているということを表しているのである。

チャールズ皇太子1こ製品を提供している業苦のひとり

菜を救い、朋を創出したの

ですら

サグテンが指指するように、

チャールズ皇太子は「慈善家

ではなく、支援者」である。王

室の庇護がもたらす「賑カ」

を考えると、この両者の区別

は重要である。しかし、ロイ

ヤルワラント所持の帽子店、

ジ工-ムズ・ロック社の小売

締切)ディレクター、ス一・シ

ンプソンは、皇太子が発揮す

る影響力のもうひとつの面を

指摘する。それは、おそらく、

これまでの王室メンバーカ当千

ってこなかったものだ。 「殿下

は確かに制服とトップハット

を頻繁に着用なさいます。で

も、実は私たちがもっとも多

く提供するのは、ツイードキャップなのです。そのキャ

ップは、殿下ご自身のツイードでつくられることを好ま

れます。大量につくることは好まれません。品質の良い

もの、長持ちするものを好まれるのです」。

長持ちするものを好むという殿下の気質については、

セント・シ工-ムズで4イモにわたり靴をつくり続けてい

るジョン・ハンターiロブも語るところだ。皇太子が最

初こ黒いオクスフォードをあつらえに来たのは1971年だ

が、 「3、 4年前、殿下がご来店なさったとき、あのときの
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チャールズ皇太子を

つくるアイテムたち。

1.スーツ、シャツ〈Tumbu= & Asser〉 タ

イ〈Benson&Clegg)パナマハット

〈James Lock & Co.〉 「私たちのパナマハ

ットはエクアドルでひとつひとつ手織.耐乍製

されています」(ジ工-ムス・ロックディレ

クター シンプソン氏) 2,スーツ、シャツ

〈ともにTurnbu= & Asser〉 タイ〈Benson

& Cieg∂ 「クラシックなワイドラベルはチ

ャールズ皇太子のために作られました。ビス

ポークでこの形を注文される人も多いです」

(ターンプル&アッサーのディレクター ス

ティーブン・クエン氏) 3.ブロークの靴

〈John Lobb〉 「何度もリペア出来るので、

数多くの靴は必要か)ません」 (ジョン・ロブ

のオーナー ジョン・ハンター氏) 4.コー

ト〈John Partridge〉 ジョンストンズの生

地で作製されたパンツ〈Ande「son &

Sheppard〉 ブーツ〈Brasher〉 「チャールズ

皇太子はスコットランドウールのツイードが

好きです」 (ジョンストンズのディレクター

ジェームス・サグテン氏) 5.スーツ

仏nderson & Sheppa「d〉 シャツ、ポケッ

トチーフ〈Tumbu= & Asset〉 「チヤール

ス皇太子はシンプルで軽いダブルブレストの

ジャケット好みます」 (アンダーソン&シェパ

ードのヘッドカッタージョン・ハンコック

氏) 6.カフリンクスはチャールズ皇太子へ

のプレゼント。 7.コート〈Anderson &

Sh印pa「d〉 8.シャツ、ポケットチーフ

什umbl」= & Asse「〉 「チャールズ皇太子は

クラシックが好み。彼はいつもシャツとポケ

ットチーフをうまく合わせます」 (スティーブ

ン・クエン氏〉



靴だ、とピンときました」とロブは語る。ロブによれば、

皇太子の靴は、今なお、最初につくった木型からつくら

れているそうだ。つまりそれは、ここ40年間ほど皇太

子があまり多くの靴をつくっていか、ことを意味する。

スーツに関しても、同じような話がある。アンダーソン

&シェパードによれば「チャールズ皇太子は言猟)5年に

カミラ・パーカー・ボウルズと結婚したとき、モーニング

スーツを湖なさいましたか∵あれは当社が1 3年前出土

立てたものでした。それから、毎年、冬になると、殿下は

ゴージャスにドレープが流れるアンダーソン&シェパー

ドのダブノ〃)コートを鯛されておりますね。ヘリンボ

ーンのツイード製でパッチポケットがついたコートです

が、あれは1 987年に私どもがお納めしたものです」。

チャールズ皇太子とビスポーク・ティラリングとの関

わりは、父のエディンパラ公から紹介されたターンブル

&アッサーから始まった(ターンブル&アッサーはいま

もなお皇太子のシャツメーカーとしてロイヤルワラント

を受けている)。だが、最近は、よりリラックスしたティ

ラリングを鰐徴とする、アンダーソン&シェパードのド

レープの入ったピスポークスー

ツを好んで着ている。 「殿下は

軽量の生地で仕立てたシンプル

な五線ポケット付きのダブルブ

レストのスーツがお好みです」

とヘッドカッターであり、取締

役社長であるジョン・ヒッチコ

ックは語る。 「ときに、 3つボタ

ンでフラップ付きポケットのシ

ングルのスポーツジャケットも

注文されることもか)ます。な

にをオーダーされでも、その生

地はイギリスの工場で生産され

たもので、そのなかにはスコッ

トランド製ツイードもあります」。

ヒッチコックは続ける。 「チャ

ールズ皇太子は、快適で長く着

られるようなクラシック・スタ

このようにスーツを長持ちさせるための努力をおこな

っていること、それじたいが皇太子が「もっともよい行

い」と信じることと共鳴するし、彼の長年のスタイルが

終始一貫していることを納得させるものでもあるのだ。

7α手代、 80年代に、大衆の裾線のなかで過ごしてき

た人間にとって、ア一方イヴのなかにぞっとするよう

な悲惨なファッションが交じっていないなんて、ほと

んど想像できないことだ。だが皇太子のアーカイヴ

のなかIこはそういうものが見つからない。暇下がスト

リートの瀞こ反応したという例はないと思います」と、

ピーター・ヨークは語る。 「本当に、ただの〇度も、な

かったでしょう?殿下は実に格式を大切にする青年で

した。ほかのプリンス・オブ・ウ工-ルズ例えばエド

ワード8世などは、若いころには、むしろダンディな方

向で時代の先韓を行っていたようなところがか)ます。

チャールズ皇太子は、同時代の人と同じふうであった

ためしがありません。しかも殿下は、どちらかといえ

ば遅咲きの方です。本領を発揮していらっしゃるのは、

まさに今なのです」。

アイロニーもなしに好んで活用するプリンス・マイケ

ル・オブ・ケントのような麗しいトラディショナルなドレ

ッサーか\らっしゃいますが皇太子はその種のドレッ

サーと眼なりますね」。

ターンプル&アッサーの社長にしてロイヤルワラント

新特急ステイーヴン・クインは語る。 「殿下は、ジェン

トルマンはこう装うべきという基準を示してくださる旗

手ですね。うちの顧客のなかには、皇大動乱\を参考

にする方が大勢いらっしゃいます。メンズファッション

業界全体にとって、偉大なるスタイル大使なのです」。

ジョン・ハンター・ロブも同じ意見だ。 「皇太子は古い

伝統を守りながら、とても上手に装っていらっしゃいま

す。古典的だけど芙間でシンプルなのです。それが

ずっと続いているのです」。

チヤールス皇太子は、ファッショナブルなお仲間には

必ずしも連なっていないけれどファッションに関′しの

高い人々の意識のなかでは、常Iこ最古繊こいる。それは、

消し難い「正しさ」の感覚のためである、と見るのは、パ

トリック・グラントである。 「私たちがE・トーツを立ち

上げたとき、すぼらしいと思

う男性の肖像を集めた本を作

りました。だいたい、おひと

りにつき1枚なのですが、若

き日のチャールズ皇太子に関

しては、 2枚の写真を掲載し

ました。 〇枚は、スポーティ

なMGから降りてくる写実、

もう〇枚は、当時カナダの首

相夫人だった、谷間の目立つ

ドレスを着たマーガレット・ト

ルドーとともに写っている写

真で皇太子はイブニングド

レスの盛装です」。

グラントは続ける。 「殿下

は、青年時代はクールでした。

いまは、威厳と抑制をもって

装いながらも、常に少し華や

イルをお好みです。肩や袖は手

縫いですか-日中、上着を着て心地よくくつろいで過

ごせるように仕立てております。腕と袖には、動きやす

いようなゆとりをたっぷりとっています。スチームをあ

てて生地にプレスをしたI大修理やお直しをするという

アフターケアを行うことでより長く着ていただくお手

伍,\れlたします」。

ヨーク氏はこのように見る。皇太子の骨髄的)センスは

類別のない悌殊任務」にふさわしく、かつそれにちょい

とひねりを利かせたものだ、と。 「大衆にとやかく言われ

る王室の装い方というものがある。でも、あのように独

特の月隙をする方は見たことがない。 30年間にわたり、

巨大な結び目をつくった幅広のタイを、まったくなんの

皇太子は快適で長く着られる
クラシック・スタイルが好み

かさを添えることを怠らない、

スタイリッシュな大人の男です。このうえなくきちん

と小さく結ばれたレジメンタル・タイ、スキーを楽しむ

ときのスカーフ、胸元のカーネーションとポケットチ

ーフ。聖デイウィッドの日には、胸元にゆれるのはリ

ークであったりします。つけこなすのは決してたやす

いはずはないのですが∴… 」。


