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SUPERMODELS – THEN & NOW
平成 23 年 2 月 22 日

中 野 希 也

SUPERMODEL という英語が初めて現れたのは 1979 年、辞書には“an extremely prominent
and successful model who can command very high fees”と定義されている。
この定義を超え、光り輝いている 3 人にスポットライトを当てよう。
Tyra Banks
LA 生れ 37 歳、178cm。15 歳でカタログ雑誌モデルになり、パリ・ミラノ
ニューヨーク・東京のショウ、下着モデルを経て現在は TV トークショウ
“The Tyra Banks Show”、リアリティショウ“America’s Next Top
Model”の高視聴率番組を製作し出演している。

Gisel Bündchen
30 歳、179cm。ブラジル初のモデル、2004-9 の間、業界一の高給であった。
2009 に NFL のスーパースターTom Brady と結婚、第一線を退き LA 郊外で
静かな生活を送る。

Carla Bruni
イタリア生れ 43 歳、176cm. 20 歳のときモデルになり 29 歳で引退。
2008 年 Nicolas Sarkozy 仏大統領と結婚

Tyra Banks
高校に登校した最初の日に、クラスメートから「モデルになったら」と言われた。彼女は
「えっ、私がモデル？痩せてるし、臆病だしとても無理だわ」と母に話したが、母は写真を
いくつか撮った。高校２年のときカタログ誌のモデルをした。ある日パリに来ないかと誘わ
れたとき、母は「モデルって華やかなだけでは続かないよ。これはビジネスなのよ。パリに
行く前に、ファッション界のことを勉強しておかないといけないわ」と助言した。彼女はフ
ァッション雑誌に目を通し、デザイナーは勿論、ヘアードレッサー、スタイリスト、メーキ

ャップアーティスト、カメラマン、編集者の名前を全部覚えた。モデルの歩き方もビデオで
繰り返し見た。
1 991 に華々しく登場。「大成功よ。でもパリはなぜか落ち着かないの。綺麗すぎるとい
うか、典型的な米国人の私には合わないのよ。Wendy’s や Wal-Mart がないもん。」翌シー
ズンが終わったとき母は言った。「去年ショウで持て囃されていたモデルの内、今年は出て
いない人がいるでしょう。モデルってスポーツマンと一緒よ。エージェンシーは来年のドラ
フトを常に考えているのよ。これからどうなるかを最初に考えておかないといけないわ」と。
「モデルって確かに派手な職業よ、3 万ドルのガウンを身に纏うこともできるわ、でも私に
はハロウィーンの衣装みたい。私は、ツンとすました王妃然としたタイプにはなりたくない。
むしろ Cindy Crawford の生き方に惹かれたの。彼女はファッションモデルを極めたあと、
急に、どこにでもいる Americana girl に扮しペプシコーラの広告に出て、’Hi! Here’s a
Pepsi’と話しかけたのよ。今まで黒人の女性で Cindy になろうとした人は誰もいなかった。
私はどこにでもいる黒人の女の子になりたいの」
モデルに転じて以来彼女は「黒人女性への偏見」に悩まされてきた。「黒人だから冬のフ
ァッションショウは無理」「黒人だから表紙を飾れない」「このキャンペーンには適さな
い」、you can’t, you can’t, you can’t の繰り返しの毎日。よし、この見方が間違っ
ていることを証明したい、モデルという職業を自分でコントロールしたいと強く願望してい
た。そうすれば、たとえ黒人であっても夢を叶えることができる、この事実を若い女性に伝
えるために TV 番組を企画した。
彼女はモデルという職業を beautiful science と位置づけ、名投手が多くの球種を操るよ
うに彼女は 275 種類の笑顔をマスターした。デザイナー・カメラマンの為にではなく
Modeling-Smiling は女性の生き方を変えることを示した。
The “flirting with boyfriend”smile
The surprise smile
The smile with eyes only
The catalog smile
The commercial smile
Smiling without the eyes………
Tyra の名前がファッション界から一躍ポップカルチャーに躍り出たのは
1997 に黒人女性として初めて“Sports Illustrated Swimsuit Issue”誌の
カバーを飾ったときである。これはスポーツ専門の Sports Illustrated 誌が
Super Bowl が終わりスポーツ界が冬枯れになった 2 月中旬に水着特集として
発行され、3 ヶ月もの間店頭に並ぶ。この特集号は 1964 に創刊、2007 には
中国でも発売、健康美あふれる curvaceous な女性が表紙を飾るが Tyra の
それは実にセンセーショナルであった。
TV 世界ではこの二人と並び三女帝と目されている。
Oprah Winfrey
1954 年にミシシッピー州の小さな町で生まれ 17 歳でラジオの仕事を始め２年後にはテレ
ビのニュース番組の仕事を得た。1978 年、観客やゲストをスタジオに招いて様々なことを
語り合うトークショウの司会に抜擢されると、一躍人気を博し、注目を浴びるようになった。
過去に受けた精神的な傷の癒しや人間的な成長の重要性を強調するウィンフリーのメッセー

ジは幅広い人々に支持を受け、彼女の名前は単なるパーソナリティを越えて一つのブランド
となっている。1997 年から国内外の恵まれない人々、とくに女性と子どもを支援する活動
に資金を提供している。社会的に成功したと広く認知される黒人女性が極端に少ないこの国
において、彼女は多くの米国人が賞賛することのできる有名黒人女性とみなされている。
Martha Stewart
1941 年にニュージャージー州生まれ、大学在学中に結婚、コネティカット州に引っ越し
た。この地でパーティに食事を提供するケータリングの仕事を始めた。おいしい料理と趣味
のよい演出が評判を呼び 1976 年に始めたこの事業は 10 年間で年商１億円を売り上げるまで
に成長した。その後、家の改修から内装、手芸、ガーデニングに至るまでの様々な本やビデ
オを出版し人々の暮らしにアドバイスを与え「主婦業を事業にした初めての女性」と呼ばれ
る。
Gisele Bündchen
バスも交通信号もないブラジルの小さな町で生れた。お転婆な少女期を送り、バレーや体
操を習った。13 歳のときクラスの遠足サンパウロに行き、モールのフードコートでモデル
にならないかと声をかけられた。彼女は驚いた。自分が綺麗と思われるとは今まで考えたこ
ともなかったからだ。というのは、クラスメートからは背が高く極端に痩せていたから漫画
のポパイに出てくるオリーブのようだとからかわれていた。とがった頬骨、大きいネイビー
ブルーの目、亜麻色の長い髪、そして大きな鼻、とても自分が美しいとは思わなかったのだ。
誘われるままにサンパウロのコンテストに参加し 50 人の中で優勝した。そのとき彼女は自
分の世界とは違う「美の標準」があることに気がついた。「スイカを好きな人がいるし、パ
イナップルの好きな人もいる。どちらがいいかというのではなく、好みがちがうのだわ」
“アマゾネス”が世界のファッション界を席巻するのに時間を要しなかった。
一日 12 時間以上働き食事はファーストフードの毎日、慢性の睡眠不足で、いっとき体を壊
したが現在は癒え、20 社以上の CM に出てはいるが家庭生活が第一優先である。
夫は Super Bowl の MVP を 2 度獲得した New England Patriots の QB、
Tom Brady で 2009 年結婚式を挙げた。「出会ったのは 2006 年末、
私と目が合ったとき Tom は微笑んだの。それは “the most beautiful
charismatic smile I’ve ever seen!”私たち 3 時間も話し続けたわ。
その日以来お互いに話さなかった日は一日もないわ」。とはいえ、
モデルの女王とスポーツの帝王の結婚はそう簡単ではなかった。
その頃 Tom は或る女優と別れた直後だった。Gisele と付き合って 2 ヶ月たった頃、その
女優は Tom の子供を出産することを公表したが二人は危機を乗り越えた。
彼女は振り返って
「生きると言うことは、チャレンジの連続。何がおこるか誰も分からない。でもそれが起こ
ったときは、どうすれば一番よいかを考えること。そうすれば成長できるわ。」
Tom は彼女をこう評する。
“She is the most positive and energetic person I have met. She always looks at challenges as her
greatest opportunities.”
結婚式は二人の社会的地位からみると実にひっそりとした式でメディアにも気付かれなか
った。彼女は「派手な結婚式は趣味に合わないわ。今まで 2 年間一緒に生活しお互いをよく
知っていたから身内だけの集まりでよかったの。結婚とはお互いを支えあうこと。相手を愛
し、共に成長し価値を共有し、いろいろなことに同じ感情を抱くことではないかしら」

彼女はモデルの他に、国連の環境改良大使を勤めブラジルの奥地の水質改良プログラムに
深くかかわっている。最近仏教に傾倒し、肉料理を食べる前、必ず両手を合わせ人間が生き
るために奪った動物に感謝する。
Having barbecue with my family, hanging out with my friends, being with animals, riding bikes-that’s
what made me happy all my life. I want to finish this life and say ‘I did the best I could. I lived my
values.’”
Carla Bruni
裕福な家庭の出身で当時多発していた誘拐事件を避けるためパリに移住、スイスで高校を
終え、パリ大学で文学と建築を学んだ。
初めて彼女の写真を見たのはモデル図鑑“Inside the world of the
Supermodels”(1996)の中で静物画の佇まいが漂い趣味欄にバイオリンと
あったのが印象に残っている。
Queen of Elegance
The delicate blend of a porcelain complexion and startling blue eyes, combined
with her elegant stance that sent the fashion world into a spin.”
“Carla is a supermodel extraordinaire and, with her aristocratic beauty,
eccentricity and celebrity lifestyle, is a role model for many women.”

彼女のキャリアーには、Mick Jagger, Eric Clampton, Raphael Enthoven 等が登場し拙
い筆力の及ぶところではない。

