3

カラーコーディネーションの実際

ファッション色彩
目

次

教養編
第1章

ファッションカラーの定義と重要性

第1節

ファッションの定義

………………………………………………9

……………………………………………………………………10

1. ファッションの語源

……………………………………………………………………………10

2. ファッションの誕生

……………………………………………………………………………11

3. ファッションの心理的構造 ………………………………………………………………………12
4. ファッションによる自由な変換性の追求 ………………………………………………………13
5. ファッションにおける新規性の追求 ……………………………………………………………14
6. トリクル・ダウンからトリクル・アクロスへ …………………………………………………15
第2節

ファッションカラーの意味と重要性 ……………………………………………………16

1. 衣服の形成因子としての色彩 ……………………………………………………………………16
2. ファッションカラーとしての色彩 ………………………………………………………………18
第3節

カラーコーディネーターの定義と役割 …………………………………………………20

1. カラーコーディネーターの定義と役割 …………………………………………………………20
2. ファッションカラーコーディネーターの基本素養 ……………………………………………24

第 2 章 身体色の特徴
第1節

………………………………………………………………………27

身体色 ………………………………………………………………………………………28

1. 身体色の種類と特徴 ………………………………………………………………………………28
2. 肌色

………………………………………………………………………………………………29

3. 毛髪色 ………………………………………………………………………………………………34
4. 虹彩色 ………………………………………………………………………………………………37
第2節

環境と身体色 ………………………………………………………………………………39

1. 身体色の加齢変化

………………………………………………………………………………39

2. 身体色の季節変化

………………………………………………………………………………40

3. 身体色の性差 ………………………………………………………………………………………40

第3章
第1節

ファッションと色彩文化

…………………………………………………………41

コスチュームと色彩文化 …………………………………………………………………42

1. コスチュームの色彩史（中世・近世編） ………………………………………………………42
2. 現代西欧ファッションにおける色彩 ……………………………………………………………44
3. 民族服の色彩 ………………………………………………………………………………………51

4

4. テキスタイルと色彩文化
第2節

…………………………………………………………………………55

化粧の色彩文化

……………………………………………………………………………60

1. 西洋の化粧の色彩史

………………………………………………………………………………60

2. 近代日本の化粧の色彩史……………………………………………………………………………64

実務基礎編
第4章
第1節

ファッション＆メーキャップの色彩と配色 ………………………………………75
コスチュームと色彩

………………………………………………………………………76

1. コスチュームの形態の色彩と配色

………………………………………………………………76

2. コスチュームの用途の色彩と配色

………………………………………………………………83

第2節

テキスタイルと色彩

1. 繊維素材の種類

………………………………………………………………………99

…………………………………………………………………………………99

2. テキスタイルの組織と色彩

……………………………………………………………………104

3. 進化する合成繊維と色彩表現

…………………………………………………………………106

第 3 節 ファッショングッズの色彩 ………………………………………………………………108
1. シューズと色彩
2. 革の種類

…………………………………………………………………………………108

…………………………………………………………………………………………109

3. 靴を作るまで

……………………………………………………………………………………110

4. バッグと色彩

……………………………………………………………………………………113

第4節

メーキャップと色彩

……………………………………………………………………118

1. 肌色とメーキャップカラー

……………………………………………………………………118

2. 照明とメーキャップカラー

……………………………………………………………………120

第 5 節 化粧品マテリアルの種類と特徴
1. ベースメーキャップ

……………………………………………………………………………125

2. ポイントメーキャップ
3. ヘアカラー

第5章

…………………………………………………………………………126

………………………………………………………………………………………127

ファッションカラーの品質管理

第 1 節 JIS 規格と色彩
1. 色の規格の必要性

………………………………………………………………………………130
…………………………………………………………………………130

3. 染色堅ろう度試験と JIS
染色堅ろう度と色彩

1. 染色堅ろう度とは

………………………………………………129

……………………………………………………………………………130

2. 基本的な色の JIS 規格
第2節

…………………………………………………………125

………………………………………………………………………131
……………………………………………………………………132

………………………………………………………………………………132

2. 変退色に対する染色堅ろう度
3. 汚染に関する染色堅ろう度

…………………………………………………………………132
……………………………………………………………………133

5

4. その他の染色堅ろう度
第3節

色差と色彩管理

1. 測色計の利用

…………………………………………………………………………134
…………………………………………………………………………135

……………………………………………………………………………………135

2. 色の判定、測定で注意すべき点
3. 品質表示について

第6章
第1節

………………………………………………………………137

………………………………………………………………………………137

ファッションカラーの調査と手法
カラー調査の種類と手法

……………………………………………139

………………………………………………………………140

1. ファッションビジネスにおけるカラー調査の意味
2. 市場調査とは

…………………………………………140

……………………………………………………………………………………140

3. ファッション企業における市場調査

…………………………………………………………142

4. ファッション企業のカラー市場調査

…………………………………………………………142

5. 店頭調査（競合店舗調査）……………………………………………………………………………142
6. 街頭調査（街頭での消費者調査）……………………………………………………………………144
7. 情報誌調査（ファッション雑誌調査） …………………………………………………………144
8. 顧客調査
第2節

…………………………………………………………………………………………144

カラー調査・管理のためのカラーコード

1. 調査用カラーコードの条件
2. JBCC、JCC40

……………………………………………145

……………………………………………………………………145

………………………………………………………………………………145

3.日本色彩研究所 PCCS 調査用カラーコード……………………………………………………146
4. 商工会議所カラーコーディネーション・チャート(CCIC)簡易版
第3節

カラー調査の実施方法

1. カラー調査のプロセス

………………………146

…………………………………………………………………149

…………………………………………………………………………149

2. 街頭消費者調査の実施方法

……………………………………………………………………149

3. 街頭消費者調査のカラー分析

…………………………………………………………………151

4. 競合店舗調査の実施方法

………………………………………………………………………151

5. 店頭売上調査の実施方法

………………………………………………………………………152

第4節

カラー調査の分析と管理の手法

………………………………………………………153

1. ファッションビジネスの業務フローとカラー
2. 色彩整理

…………………………………………………………………………………………153

3. ファッションカラー管理のシステム化

第7章
第1節

………………………………………………153

流行色の意義と変遷
流行とは何か

1. 流行の成立条件

………………………………………………………154

………………………………………………………………155

……………………………………………………………………………156
…………………………………………………………………………………156

2. 流行の社会学的解釈

……………………………………………………………………………160

第2節

流行色の変遷

……………………………………………………………………………163

第3節

流行色の分析と管理

……………………………………………………………………175

6

実務応用編
第8章
第1節

ファッションビジネスのカラーコーディネーターの役割
ファッションビジネスにおける色彩計画のフロー

1. アパレル産業の全体像

…………………………………182

…………………………………………………………………………182

2. ファッションビジネスにおける色彩計画の特性
3. ファッションビジネスにおける色彩計画のフロー
4. SPA の色彩計画フロー

……………………………………………184
…………………………………………185

…………………………………………………………………………186

5. セレクトショップの色彩計画フロー
第2節

…………………………………………………………186

ファッションビジネスのカラーコーディネーターの役割

1. ファッション産業各分野におけるカラーコーディネーターの業務
2. カラーコーディネーターの知識と技能
第3節

3. カラーパレット形式のトレンドカラー情報
4. ファッションショーの情報

第1節

………………………188
………………………194

……………………………………………………………………………194

2. ファッションの色彩傾向に影響力を持つ主な素材展示会

第9章

…………………………188

………………………………………………………192

ファッションビジネスにおけるカラー関連機関と色彩情報

1. 色彩関連団体・組織

……………………181

…………………………………196

…………………………………………………198

……………………………………………………………………198

ファッションビジネスにおける色彩計画の実際
テキスタイルマーチャンダイジングの色彩計画

1. テキスタイルマーチャンダイジング計画

………………………………201
……………………………………202

……………………………………………………202

2. テキスタイルの色彩計画

………………………………………………………………………204

3. テキスタイルの配色計画

………………………………………………………………………209

4. テキスタイルの色彩管理

………………………………………………………………………214

第2節

アパレルマーチャンダイジングの色彩計画

1. アパレルの色彩計画

…………………………………………219

……………………………………………………………………………219

2. アパレルの商品構成と色彩計画

………………………………………………………………224

3. アパレルの配色計画

……………………………………………………………………………227

4. アパレルの色彩管理

……………………………………………………………………………230

第3節

ファッションリテールの色彩計画

1. リテールの色彩計画

……………………………………………………………………………232

2. ビジュアル・マーチャンダイジング
3. 商品の分類と商品ゾーニング
4. 商品の展示と照明効果

…………………………………………………………232

…………………………………………………………………239

…………………………………………………………………………241

5. リテールのカラープロモーション
第4節

……………………………………………………232

……………………………………………………………242

ファッショングッズ・メーカーの色彩計画

1. シューズの色彩計画
2. シューズと色彩

…………………………………………244

……………………………………………………………………………244

…………………………………………………………………………………244

7

3. バッグの色彩計画

第 10 章
第1節

………………………………………………………………………………248

化粧品メーカーのマーチャンダイジングと色彩計画
化粧品メーカーの色彩計画

………………………253

……………………………………………………………254

1. 化粧品の分類と色彩の役割

……………………………………………………………………254

2. 化粧品の色彩計画の考慮点

……………………………………………………………………255

3. 化粧品の商品化プロセスと色彩計画
4. スキンケア化粧品への色彩応用例

…………………………………………………………257
……………………………………………………………259

第2節

化粧品メーカーのビジュアルマーチャンダイジング計画

第3節

化粧品メーカーのカラープロモーションの手法

…………………………260

……………………………………264

1. 化粧品のプロモーションと色

…………………………………………………………………264

2. カラープロモーションの変遷

…………………………………………………………………264

3. 新ミレニアムのカラープロモーション〜色ふたたび〜
4. 自分らしさを重視する時代のカラープロモーション

……………………………………266
………………………………………269

カラーコーディネート編
第 11 章

衣服と化粧のカラーコーディネート

…………………………………………271

第1節

メーキャップアーティストのカラーコーディネートの原則

………………………272

第2節

ファッションアドバイザーのカラーコーディネートの原則

………………………279

第 12 章
第1節

ファッションカラーの色彩調和
色彩調和論と自動配色の手法

………………………………………………289

…………………………………………………………290

1. 色彩調和の原理概観

……………………………………………………………………………290

2. 自動配色の展開方法

……………………………………………………………………………298

第2節

ファッションカラーを構成する要因

1. ファッション・イメージの設定
2. 布地の種類・性質・発色性

…………………………………………………301

………………………………………………………………301

……………………………………………………………………301

3. 衣服のアイテム・形態・デザイン

……………………………………………………………301

4. 衣服の着装法（コーディネート）

……………………………………………………………302

第3節

ファッションカラーの配色プロトタイプ

1. コレクションにおける配色の特徴

……………………………………………303

……………………………………………………………304

2. コレクションにおける配色プロトタイプ

……………………………………………………306

参考・引用文献 ……………………………………………………………………………………………323
用語解説※
索引

…………………………………………………………………………………………………326

………………………………………………………………………………………………………336

カラーコーディネーター検定試験

……………………………………………………………………346
※用語解説に記載の用語は、本文中に色文字で表示されています。

38

(2)虹彩色データ
虹彩の色を測定するのは極めて難しく機器に
よるデータはない。そこで視感測色により評価

るが、茶色または黒を選んだ人がほとんどであ
る。
②ヨーロッパ人データ 9）

されたデータを示す。これはあらかじめ与えら

ヨーロッパ（ロシア・フィンランド・オラン

れた 47 枚の色票の中から自分の虹彩色に最も

ダ・ドイツ・フランス・ポルトガル・イタリア）

近いと思うものを選んでもらうという実験の結

のデータを図 2-21 に示す。青や緑をはじめさま

果である。

ざまな色があることがわかる。一般に虹彩の色は

①日本人データ 9）

ブルー
ブルーグレー

日本人のデータを図 2-20 に示す。虹彩のこ

グリーン

とを「くろめ」と呼ぶ習慣があることからもわか

ブルー

ブラウン〜ブラック

図 2-21 ヨーロッパ人の虹彩色（千々岩 1999 より改変）
日本で販売されているカラーコンタクトレンズもこの 5 色に近い色配置になっている。

図 2-22 アイシャドーの色による虹彩色の見えの変化
虹彩色と同系色のアイシャドーでは色がなじんでやさしい感じに見え、反対色
のアイシャドーでははっきりと鮮やかに見える。
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ヘーゼル

である身体色にも変化が現れる。ここでは加齢

ブラウン〜ブラック

によって変化する肌色と毛髪色について述べる。

の 5 色に大きく分類される。この 5 色の代表的
な写真もデータと同時に示す。

(1)肌色の加齢変化
図 2-23 に 20 代と 50 代の肌色分布を示す。

(3)アイシャドーと虹彩色の関係

歳を重ねるにつれて、しみ・そばかすが増え、肌

まぶたに塗布するアイシャドーは虹彩の色に

色は黒く彩度の高いものとなる。第 1 節でも述

大きく影響を与える。同系色のアイシャドーを

べたが、黒く、彩度が高い肌色はくすんだ肌色

用いるとなじんでやさしく見え、反対色のアイ

である。歳をとるにつれ肌がくすむことは測色

シャドーを用いると対比効果によりはっきりと

データからも確認できる。

鮮やかに見える（図 2-22）
。

(2)毛髪色の加齢変化
毛根にあるメラニン色素を作る細胞は加齢に

第2節
環境と身体色

より働きが弱まり、その結果白髪が増えてい
く。一般に男性では 30 歳前後、女性では 35
歳前後から白髪が出始めると言われている。白
髪に関する調査データによると、20 代で白髪
がある人はほとんどいないが、年齢を重ねるに

私たちの身体色は生まれ持った先天的なもの

つれ急激に増え 50 代以上ではほとんどすべて

から、次第にその後の環境によって変化してい

の人に白髪が見られる（図 2-24）。しかし女性

く。身体色に影響を与える因子として年齢や季

は特に白髪染めを使用することが多いので他人

節、性別などが考えられる。

からはこのデータほど白髪はわからない。
このように白髪は老いの象徴とされており、
適度に白髪を含んだ毛髪色は銀色に見えるた

1. 身体色の加齢変化

め、銀色＝シルバーは「シルバーシート」
、
「シ
ルバーエイジ」など老人の例えとして用いられ

年齢を重ねるにしたがって私たちの体のさま

ている。

ざまな機能は衰えていき、その結果として外観

図 2-23 20 代と 50 代の肌色分布
ミノルタ製分光測光器CM-1000RHで測定。首都圏在
住女性75名ずつ。楕円は 95%信頼楕円。

図 2-24

年代別にみた白髪の割合

●
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女性 頬

7

女性 頬

明
度

男性 頬

10R

5
10R

5YR

3

色相

5YR

男性 頬

10YR

4

彩度

図 2-25 同一人の肌色の季節変化(中野・他
1985）
村上色彩技術研究所製CMS-100で測定。首都
圏在住 56 名の 7 月と 12 月のデータ。実線が
12月、点線が7月。

2. 身体色の季節変化

図 2-26 女性と男性の肌色分布
ミノルタ製分光測光器CM-1000RHで測定。首都圏
在住男女。男性のうちひげの濃い人は測定に影響を
与えるためデータから除いた。女性のデータは図24 と同じ。楕円は 95%信頼楕円。

方が「女らしい」とされているため、なるべく
紫外線に当たらないように日焼け止めや日傘、

季節により温度、湿度、紫外線の量などが変

帽子等を使用したり、美白効果のある化粧品を

わるがこれらの影響を受けやすいのが肌色であ

使用したりすることが多い。一方男性は色が黒

る。毛髪色、虹彩色は季節変化がないと考えら

い方が「男らしい」とされているため意識的に

れるので省略する。

肌を白くしようとする人は少ない。

同一人の季節による肌色変化を図 2-25 に示

毛髪色、虹彩色に性差はほとんどないと考え

す 10）。この図より、冬に比べ夏の方が黒くて赤

られるが、ヘアカラーをしている人の割合は女

みであることがわかる。しかし最近では紫外線の有

性の方が多く、カラーコンタクトレンズの使用

害性が広く浸透し、日焼けをしない人も増える一

も圧倒的に女性のほうが多い。

方、極端な日焼け肌が流行するなど一概に「夏は
肌が赤黒くなる」とは言えない状況となっている。

3. 身体色の性差
身体色の中で性差があると考えられる肌色に
ついて述べる。第 1 節では女性の肌色について
データを示すとともに、その特徴を述べたの
で、ここでは男性データと女性のデータを比
較し、その相違点を考察する。
23 〜 58 歳の男性 27 名の頬の肌色データ
を女性のデータとともに図 2-26 に示す。
男性の肌色は色相に関しては女性とほぼ同じ
であるが、明度が平均で 0.3 低く、黒い肌色と
なっている。この原因は先天的な性差より「男
は男らしく」
、
「女は女らしく」という社会から
の要求によるところが大きい。女性は肌が白い
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