色彩教材研究会通信
新春のお慶びを
申し上げます
新春を迎え 長く続くコロナ蔓延の中
皆様とご家族様の ご健康と ご活躍を
お祈りいたします
この一文を 年賀葉書に代え私の年賀状
として 配信先の皆様にお届けいたします
研究会の人達を中心に 170 人程の方々に
この「色彩教材研究会通信」を編集し毎週
木曜日にメール配信して 六年近くになり
ました 周りに配信ご希望の方がいらっ
しゃいましたら 送らせて頂きますので
お知らせください
春三月には八十七歳になる私は 七度目
の孤独なお正月を迎えました
私の近況は 足の麻痺が進行して 歩行
と立居振舞が不自由となり ラジオ体操と
杖をついての低速散歩が日課です
巣ごもりしながら ぼけ防止も兼ね あ
る月刊会員誌に一頁一年間の連載中です
お身体を大切にお過ごしくださると共に
学会活動にもご協力をお願いいたします

令和五年

新春

永田泰弘
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● 環境色彩研の研究発表者の募集
環境色彩研究会で、2022 年度研究発表会
が開催され、発表者を募集してます。
◆開催日時：2023 年 2 月 25 日（土）午後。
◆会場：ZOOM によりオンライン開催。
◆応募資格：1）環境色彩研究会会員、
2）日本色彩学会会員、
3）1 と 2 に該当する者を指導者とする学生。
◆応募方法：発表題目と、研究発表趣旨 Ａ
４版１枚以内と、著者の所属と連絡先を送信。
◆申込締切締切：2023 年 1 月 10 日（火）
◆送 信 先：萩原京子主査まで。
（kyoko.hagiwara@jp.sunstar.com ）
メールタイトルを「環境色彩研究発表会 発
表申込」として下さい。上記申請内容により、
研究発表の採否がメールで通知されます。
◆発表論文原稿の提出：
原稿：Ａ4 版 4 頁以内（写真・図表を含む）
提出締切：2023 年 2 月 10 日（金）必着。
原稿は Word 書式と、PDF 化したデータの
両方提出のこと。送 信 先は上記 e-mail まで。
◆発表形式：口頭発表またはポスター発表。
口頭発表は、発表 12 分・質問 3 分を予定。
◆発表論文原稿は、研究会誌「環境色彩研究」
に掲載されます。
（学会メールニュース No.370 から引用・永田泰弘）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 色名に採用したい季語ー６
ある単語が持つ意味は厳密なものではな
く、広い幅をもっている。
色も同様に広い幅を持っていることを認識し
て、ここに示す色票の色を解釈して欲しい。
● 山繭色（やままゆいろ）
・晩春
ヤママユ蛾が作る黄緑色の大きな
繭の色。(C30Y50)
● 青柳色（あおやぎいろ）
・晩春
青々と茂った柳の葉の色。
(C50Y60)
● 石楠花色（しゃくなげいろ）
・
晩春 深山の渓谷沿いに咲くツツ
ジ科 の赤紫系の花。(C10M40)
● 雪柳色（ゆきやなぎいろ）
・晩
春 小米花ともいう。白くて小さ
い花が雪のように咲く。(C2)
● 梅雨空色（つゆぞらいろ）
・初
夏 梅天とも呼ばれる梅雨のどん
よりとした曇り日の空の色。(K30)
● 早苗色（さなえいろ）
・初夏
苗代から移したばかりのみづみづ
しい稲の苗の色。(C40Y80)
● 金雀枝色（えにしだいろ）
・初
夏 マメ科の小低木の黄色の蝶型
（永田泰弘）
花の色。(M10Y100)
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解説見学会・紅白夢の競演のご案内

文化学園大学特別公開講座のご案内

●ことわざの中の色２

日本色彩学会関東支部主催で、文化学園大
学服飾博物館で、解説見学会「紅白夢の競演」
が開催されます。
◆日時：2023 年 1 月 28 日 ( 土 )
◆集合時刻： 13:50
◆会場：A 号館 19 階 A192 教室
◆参加費：無料（日本色彩学会会員）
◆プログラム
講演：14:00 〜 14:40
題名：「紅白夢の競演」展示コンセプト
講師：文化学園服飾博物館
学芸員・金井光代 氏
自由見学：14:50 〜 16:00
企画展「紅 白 夢の競演」の見学
◆参加登録：事前申込制（以下のサイトから
お申込みください） 定員：30 名（先着順・
定員 30 名に達した時点で受付を終了）
https://forms.gle/FjMDHTGGhMqDLAU
S8
◆アクセス：JR・京王線・小田急線 新宿駅
（南口）より徒歩 7 分
都営地下鉄新宿線・大江戸線 新宿駅（新
都心口）より徒歩 4 分
地下道ワンデーストリート 出口 O−1 に
（学会メールニュース No.365 から引用）
隣接

文化学園大学では、今回の展覧会に関連し
て、以下の特別公開講座が開催されます。
左記の解説見学会に参加される方は勿論、
参加できない方も、前日のこの講座を視聴し
ておかれることをお勧めします。
■文化学園大学特別公開講座
◆日時：2023 年 1 月 27 日 ( 金 )
16:30〜18:00
◆会場：オンライン開催（Zoom）
◆題名：「赤と白の色物語」〜命と永遠を願う
心の色〜
◆講師：大関 徹 氏
文化学園大学造形学部 教授

堅白同異の弁 是を非とし、非を是とし、同
を異とし異を同とする詭弁のための学説。
紅一点・万緑叢中紅一点 青葉の中に赤い花
が一つ咲いていることから、男子の中に女子
が一人混じること。
巧言令色鮮し仁 言葉巧みに人の心を得よう
とする人は、真心が少ない。
黒牛白犢を生ず 吉が必ずしも吉でなく、凶
が必ずしも凶でないことを言う。
紺屋の明後日七十五日 紺屋が明後日と約束
しても七十五日もかかる。あてにならないこ
との例え。
紺屋の白袴 他人の事に忙しくて、自分のこ
とにかまっていられないことの例え。
十人十色 十人寄れば、十人ともそれぞれ
違っているということで、人の個性の異なる
ことを言う。
朱に交われば赤くなる 悪い人と交際してい
ると、自然に品性が悪くなるという例え。
丹の蔵するものは赤し 丹（弁柄）の倉に入
れたものは赤くなるの例え。
青天の霹靂 青空に突然の雷。突然に起こっ
た変動。急激な打撃など。
・2022 年の配信は本号で終了いたします。
（永田泰弘）
良い年をお迎えください。

◆主催：文化学園大学
◆参加費：無料
◆定員：300 名（先着順）
◆申込期間：2022 年 12 月 12 日（月）の
13:00 から 2023 年 1 月 20 日（金） の
13:00 まで。都合により申込開始時間を
変更する場合があります。
◆申込方法：事前申込制
以下の特設サイトからお申込みください。
https://bwu.bunka.ac.jp/info/2022/10/1
5006
（学会メールニュース No.365 から引用）
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岡本太郎が思索した芸術の特徴
岡本太郎（1911-1996）は、
『今日の芸術』
（光文社知恵の森文庫、1954, 1999）で、
芸術とは「毎日の食べものと同じように、人
間の生命にとって欠くことのできない、絶対
的な必要物、むしろ生きることそのもの」
（op. cit., 16）と捉え、芸術は「すべての人
のうちにある人間性に共感を呼び、それをふ
るいたたせるものだから強力」
（p. 173）で、
「生命の燃焼する場所」（p. 175）と述べて
いる。
芸術の絶対条件は、「のびのびとした自由
感」（p. 167）で、「芸術は爆発だ！」とい
う言葉の「爆発」は、
「音もなく、宇宙に向っ
て精神が、いのちがぱあっとひらく。無条件
に、それが爆発だ」（『芸術は爆発だ！』小学
館文庫、1999、p. 31）と言及している。
さらに、『岡本太郎 歓喜』（二玄社、1997）
では、生きる瞬間に絶望があり、「絶望を彩
ること、それが芸術だ」「その虚しさを抱き
ながら、私はまったく反対の世界をひらくの
だ」（ibid.）と述べている。岡本にとって芸
術の本質は神秘力・呪力にあり、芸術には人
間の生きる歓びや情熱、意外性や驚き、対立
的緊張があると捉え、生命を燃焼させて切り
開く呪術の一種と考えている。 （吉村耕治）
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●ことわざの中の色−１

● 色名に採用したい季語ー５

日本のことわざや故事金言の中に「色名」
が含まれるものがある。それを取り出して見
よう。色彩教材の一助になるかもしれない。
出典は福音館書店 1968 年発行の「こと
わざ故事金言小事典」である。
青字がことわざあるいは故事金言。

● 兜虫色（かぶとむしいろ）
・盛
夏 カブトムシの体色の茶色を帯
びた黒。(C90 M100 Y100 K30)
● 青蔦色（あおづたいろ）
・盛夏
蔦の葉の深い緑色。面状に拡がる
均一な緑色。(C90 Y100 K30)
● 青芝色（あおしばいろ）
・盛夏
公園やゴルフ場の芝生の面状の緑
色。(C70 Y100 K10)
● 紫蘇の葉色（しそのはいろ）
・
盛夏 アカジソの暗い紫色の葉の
色。(C50 M80 K50)
● 茄子色（なすいろ）
・晩夏
食べ頃の茄子の実の艶のある紫色。

青菜に塩 青菜に塩をかけるとしおれるよう
に、ぐったりと力無く、うちしおれるさま。
青は藍より出でて藍よりも青し 中国で青は
濃い色を指し、元の藍の葉の色よりも濃いこ
とから弟子が先生より秀でる事を言う。
出藍の誉ともいう。

朱（アケ）を奪う紫 中国では朱は正色であ
り紫は間色である。悪人が善人をしのぐこと
を憎むの意である。
朝に紅顔ありて夕に白骨となる 紅顔は若者
の顔。生死の予測ができない無常感。
黄疸病みには何物も黄色く見える 心のねじ
けた者は、どんなことでも曲解するという意
味。
烏の頭白く馬角を生ず 白い烏や角を持つ馬
のように、ありうべからぬことの例え。
客と白鷺は立ったが見事 他家を訪問した時
（永田泰弘）
は長座するなという教訓。

(C70 M100 K50)

● 白桃色（はくとういろ）
・晩夏
皮を剥いたみずみずしい白桃の果
肉の色。( M3 Y3 )
● 吾亦紅色（われもこういろ）
・
初秋 バラ科の多年草。暗紅紫色
の楕円形の花穂の色。
(C20 M100 K50)

● 鬼灯色（ほうづきいろ・初秋
色づいたほうずきの実の色。
(M80 Y70)

（永田泰弘）
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研究会大会・色彩教材研究会発表報告
11 月 26 日（土）開催の秋の研究会大会
において、下記の色彩教材研究会員６名のオ
ンラインによる研究内容が聴講者約 60 人あ
まリを対象に、順調に発表されました。
◆吉澤陽介（木更津工業高等専門学校）
「大型組み立てブロック “RenBlock” の色彩
展開の検討」
◆忍足優菜（木更津工業高等専門学校）
「高齢者における明度の違いによる色彩弁別
能力の評価」
◆榎芳栄（TBS テレビ）
「デジタル教材を用いたカラーコーディネー
ション演習による示唆」
◆田森恭子（明成）
「貴石の色」
◆平山和香子（Atelier WANOKA）
「源氏物語から読み解く平安の色」
◆吉村耕治（関西外国語大学短期大学部）
「岡本太郎が思考した美意識の特徴 ―言語
文化論の視点から―」
◆発表内容は、色彩教材研究会の守備範囲を
広さを示していました。特に榎芳栄さんの発
表内容は、今後の色彩教材の進むべき道を示
すものとして感銘いたしました。研究会とし
てこの路線を追求してください。 （永田泰弘）
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研究会大会で色風景の研究を発表

源氏物語の色 -41「夕霧」

11 月 26 日に行われた秋の研究会大会に
おいて、一宮・常滑・有松の美しい色風景に
関する 3 件の発表がありました。国際芸術
祭「あいち 2022」のまちなか会場である 3
地域の色風景を撮影し「日本の美しい色風景」
サイトに投稿する活動や、データ分析結果の
報告です。
最初に、疋田千枝さん（学会員）が、のこ
ぎり屋根の建造物や七夕飾りなど、歴史や産
業、伝統文化に育まれた、心に残る色風景を
数多く紹介し、撮影時の様子も交えながら報
告をしました。
続いて、長屋匠馬さん（名城大学）は、投

光源氏五十歳の年の秋、光源氏の長男、夕
霧は、亡き友、柏木の妻、落葉の宮への思い
をより深くつのらせていた。
落葉の宮の母、一条御息所が亡くなり、そ
の葬儀ののちの九月、夕霧は落葉の宮の住む
小野を訪ね、妻戸の前で小少将を呼び、話か
ける。一条御息所の姪にあたる小少将の服装
は「衣（きぬ）の色いと濃くて橡（つるばみ）
の衣一襲（かさね）、小袿着たり」とある。
喪服一襲の上に小袿を着け、「濃くて」とあ
るので黒に近い色であろう。喪服の色は喪の
程度に応じ、黒、鈍色、薄鈍色（薄墨色）と
色の濃さを着分ける。濃い色程、喪は重く、
弔意の深さも表した。
橡（くぬぎ）は櫟（くぬぎ）の古名。櫟な
どのブナ科の実である団栗（どんぐり）の煮
汁を染料として染めた色。
服喪の時や、出家の者が着用する衣の濃い
ねずみ色を表す色名として「鈍色」が、源氏
物語の中で多くみられるが、「橡」という記
述は、この夕霧の一例のみ。
この場面でも几帳の色は鈍色と書かれてい
る。細やかな色名の使い分けに作者の意図と
平安の色の世界観を感じる。

稿者が申告した「主要な色彩」や画像の色彩
情報に着目し、色彩的な特徴を分析した結果
を報告しました。
最後に、山下遼真さん（名城大学）は、各
地の美しさの感性構造について分析し、「今
後は AI の技術を用いて、分析の精度を上げ
たい」と抱負を語りました。
色風景プロジェクトが「美しさ」の分析に
役立ち、日本の未来に繋がることを心から
（祖父江由美子）
願っています。

◆学会のホームページ上から「日本の美しい色風景」

の応募ができます。投稿をお勧めします。（永田泰弘）

（平山和香子）
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岡本太郎が赤色を愛好した理由
芸術家の岡本太郎（1911-1996）は、
『美
の呪力』（新潮文庫、1971, 2004）で、「人
間文化には、根源の時代から、儀式があり、
祭りがあった」（op. cit., 15）と捉え、「瞬
間的な祭りの高揚、精神の緊張だけで絶対者
と通じる世界」（p. 21）や「『空』のキヨラ
カさ」（p. 22）を重視していた。
そして、
「幼い時から、
『赤』が好きだった」
（p. 82）、「派手な明るい、暢気（のんき）な
赤ではなくて、血を思わせる激しい赤」
（ibid.）と言及している。
岡本は、「後年、私は原色、とりわけ赤を
よく使い、その点で抵抗もあったが、幼な心
にすでに惹（ひ）かれていたのだ」
（ibid.）、
「自
分の全身を赤にそめたいような衝動。この血
の色こそ生命の情感であり、私の色だと感じ
つづけていた」（p. 83）と述べている。
さらに、「古代の血は超越と交流する神聖
な生命であった」（p. 96）、「太陽の存在と自
分たちの存在を」（p. 94）同時的に捉えてお
り、「太陽は生命の凝縮、エネルギーの塊で
ある」（ibid.）と言及している。岡本にとっ
て赤色は、過去・現在・未来を貫いて流れる
人類の生命力や命の連鎖、生命の循環エネル
（吉村耕治）
ギーを象徴する色であった。
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● 色名に採用したい季語ー４
● 河骨色（こうほねいろ）
・初夏
スイレン科の水草の黄色い花の色。
(M10 Y70)

● 青梅色（あおうめいろ）
・初夏
梅の枝に付いている青い梅の実の
色。(C50Y40 K10）
● 枇杷色（びわいろ）
・初夏
枇杷の実の赤みを帯びた黄色。
(M30 Y70 K5)

● 豌豆色（えんどういろ）
・初夏
エンドウ豆の鞘や中の豆の表面
色。(C60 M5 Y70)
● 青田色（あおだいろ）
・盛夏
稲の苗が程よく伸びて、清々しい
稲田の色。(C60 M10 Y70)
● 日焼色（ひやけいろ）
・盛夏
日光浴で焼いた皮膚の色。
(M50 Y50 K30 ）

● 伽羅蕗色（きゃらぶきいろ）
・
盛夏 蕗を醬油で煮染めた佃煮の
色。(C80 M100 Y100 K30 ）
● 雨蛙色（あまがえるいろ）
・盛
夏 日本アマガエルの皮膚の色。
( C40 Y70 K20 ）
（永田泰弘）
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● 妖怪の道・水木しげるロード紹介
環境色彩研究会の主催の WEB ミーティン
グです。街並み景観改善のヒントを探る目的
で、鳥取県境港市と東京都調布市の水木しげ
るロードを、私、永田 泰弘が紹介します。
日本色彩学会員は誰でも参加できます。
今年は「ゲゲゲの鬼太郎」で有名な水木し
げるの生誕 100 年に当たります。境港市の
800m の水木しげるロードでは 177 体の妖
怪のブロンズ像群が観光客を迎えています。
魅力ある町並景観とは何かを前提として、
町づくりの材料として、アニメ大国日本のコ
ミックキャラクターという文化的資源が、ど
う使えるかを議論して行きたいと思います。
紹介するパワーポイントの大部分は学会の
「色彩データライブラリ」から、100 円の廉
価で入手できますので、学会事務局に依頼し
て積極的に活用されることお勧めします。
◆ZOOM によるオンライン開催
◆日時：12 月７日（火）20:00~21:00
◆申込フォーム（参加費無料）
https://forms.gle/AFHAv66X64RXCFLk
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◆メールでお申込みいただく場合は、
kyoko.hagiwara@jp.sunstar.com
（永田泰弘）
◆申込締切：12 月４日（日）

色彩教材研究会通信

No.313 2022.11.24 発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●『MIC2022』〜応募のご案内〜

●光学四学会関西支部連合講演会

日本色彩学会では本年度も皆様から一年を
代表する『今年の色』への応募をお待ちして
おります。
『MIC(Most Impressive Color)2022』〜
2022 年を彩った色〜として、一年間を色彩
という目線から振り返り、その年のイメージ
を共有するべく、2022 年を代表する色を決
定いたします。
本年度も応募者優待として 2023 年 3 月
21 日午後開催予定の International Colour
Day ( インターナショナル・カラー・デイ )
へ参加費無料 ( 希望者のみ ) でご招待をさせ
ていただきます。
日本色彩学会員の方はもちろん、非会員の
方も応募は無料です。
色に関心のある幅広い方々の参加応募をお
待ちしておりますので、色彩教材研究会に関
わる皆様の参加応募のご協力を是非ともよろ
しくお願い申し上げます。
◆応募期間：2022 年 ( 令和 4 年 ) 10 月 15
日 ( 土 ) 〜 12 月 15 日 ( 木 )
◆応募フォームと詳細は、下記からご覧くだ
さい。
https://forms.gle/JsNudSBw8Lj3fuZD7

上記の第 55 回講演会が、医療・健康・ヘ
ルスケアと光というテーマで開催されます。
◆日 時：2022 年 12 月 7 日（水）
13：00 〜 17：00
◆会 場：Zoom を用いたオンライン開催
◆参加費：主催・協賛学会員／ 2,000 円 、
会員外／ 2,500 円、学生／無料
◆申込期限：12 月 2 日（金）
◆申込方法：次のフォームから参加登録をし
てください。
https://sites.google.com/view/kogaku4g
akkai2022/
◆講演１:「睡眠と体内時計からみた健康・
ヘルスケアと光・色温度」: 樋口重和氏
◆講演２:「人にとっての光とは？ 〜生体
機能から考える well-being のための照明
の一考察」: 小林薫平氏
◆講演３:「ラマン分光法の医学への展開〜
医学に新しい価値観を創造する〜」:
南川丈夫氏
◆講演４:「光誘導加速システムが拓く次世
代医工計測とヘルスケア」: 飯田琢也氏
◆問合せ先：（株）東レリサーチセンター村木
直樹氏 naoki.muraki.z3＠trc.toray

（日本色彩学会 MIC＆ICD 担当

高田瑠美子）

● 妖怪の道・水木しげるロード紹介

環境色彩研究会の主催の WEB ミーティン
グです。街並み景観改善のヒントを探る目的
で、鳥取県境港市と東京都調布市の水木しげ
るロードを、私、永田 泰弘が紹介します。
日本色彩学会員は誰でも参加できます。
今年は「ゲゲゲの鬼太郎」で有名な水木し
げるの生誕 100 年に当たります。境港市の
800m の水木しげるロードでは 177 体の妖
怪のブロンズ像群が観光客を迎えています。
魅力ある町並景観とは何かを前提として、
町づくりの材料として、アニメ大国日本のコ
ミックキャラクターという文化的資源が、ど
う使えるかを議論して行きたいと思います。
紹介するパワーポイントの大部分は学会の
「色彩データライブラリ」から、100 円の廉
価で入手できますので、学会事務局に依頼し
て積極的に活用されることお勧めします。
◆ZOOM によるオンライン開催
◆日時：12 月７日（火）20:00~21:00
◆申込フォーム（参加費無料）
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSf0bkcZ8N3djDZy9US-coVC11jfd
UT-3fVbS-l-D2daz6X2Hg/viewform?usp
=sf̲link
（永田泰弘）
◆申込締切：12 月４日（日）
（学会メールニュース No.353 から引用・永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●研究会大会・文化系研究会の情報

No.312 2022.11.17 発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

第 6 回新編色彩ハンドブック解説講座

11 月 26 日午後の、くらしの色彩研究会・
日本色彩学会教育普及委員会の主催です。
美しい日本の色彩環境を創る研究会の研究報
第 6 回『色彩科学ハンドブック』解説講座・
告などの研究発表タイトルを紹介します。
第 23 章「肌の色」講師 矢野 正（パナソ
◆セッション 1（座長：羽成隆司）
ニック株式会社；当該原稿著者）と、
◇13:30−13:50 一宮・常滑・有松の “美
第 29 章「化粧品の色」講師 吉川 拓伸
しい色風景” 撮影活動の報告
（資生堂インタラクティブビューティー株式
◇13:50−14:10 一宮・常滑・有松におけ
会社；当該原稿著者）が開催されます。
る美しさの色彩分析
◎内容：1. 照明と肌色。2. 化粧と肌色：肌
◇14:10−14:30 一宮・常滑・有松におけ
色と似合う口紅色との関係、肌色と似合うフ
る美しさの感性構造分析
ァンデーション色との関係、メーキャップシ
◆セッション２（座長：森友令子）
ミュレーション技術。3. 化粧と照明：素肌・
◇14:40−15:00 映像表現におけるストー
化粧肌の見えに及ぼす照明の影響、両者を考
リー性のカラー表現〜カラーグレーディング
慮した化粧品および光源の開発。4. 化粧品
実践研究〜
の色彩嗜好：化粧品の色彩設計、化粧品の色
◇15:00−15:20 ファッションプロデュー
彩嗜好。
スのためのパーソナルカラーシステムを活用
◎開催日時：2022 年 12 月 3 日 ( 土 )
した配色教材制作
13：00 〜 15：30
◆研究会、教育普及委員会からの研究会活動・ ◎申し込み締め切り：11 月 28 日 ( 月 )
学会企画の紹介セッションが 15:30−17:00
◎参加費：会員・賛助会員・協賛会員・
に予定されています。
学生共 3,000 円・非会員 6,000 円
◆交流会の開催予定時間：17:10−19:00
◎支払い方法：Paypal/ 銀行振り込み
◆大会参加費：正会員・賛助会員：、2,000
( 三井住友銀行・三菱 UFJ 銀行 ）
円。学生会員：1,000 円、非会員（一般）：
◎申し込み URL：
3,000 円、非会員（学生）：1,500 円。詳細
https://forms.gle/FWArjhNkQkHgG89E
（永田泰弘）
（学会メールニュース No.349 から引用）
は日本色彩学会ホームページから。
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●色彩データライブラリの利用4
配色用語の解説

配色を教える時には、配色の形式を中心に
多くの配色用語が登場します。
その用語を、単純な例と色を使って判りや
すく解説できる教材が、「５. 配色」の中の
「N5-10 配色用語の解説」という 17 頁のパ
ワーポイント教材です。
「フォ・ユニ」、「バイカラー・ツートーン」、
「トリコロール」、
「トライアード」、
「テトラー
ド」、
「メランジュ」、
「アイデンティカル」、
「ア
ナロガス」、「インターメディエート」、「コン
トラスト」、
「コンプリメンタリー」、
「スプリッ
ト・コンプリメンタリー」、「カラード・ニュー
トラル」、
「パステル調」、
「パウダー調」
「シャー
ベットトーン」、
「スモーキー」、
「フレスコ調」、
「スパイス調」、
「サイケ調」、
「トロピカル調」、
「リッチカラー」、「フォークロア調」、「グラ
デーション」、「リピテーション」、「セパレー
ション」、「ドミナント」、「ナチュラルカラー
ハーモニー」、「コンプレクスカラー」、「エン
ファシス」、
「アクセント」、
「ドミナンス」、
「シ
ンプリティ」などの解説です。
自分で作ると、面倒で、時間がかかる教材
で、カラフルな仕上げになっています。ぜひ、
（永田泰弘）
利用してみてください。

色彩教材研究会通信
●研究会大会・色彩教材研究会の発表

No.311 2022.11.10 発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

進化する改良メダカの美的特徴

● 色彩データ・ライブラリの利用ー 3

XYZ 表色系の教え方
11 月 26 日（土）開催の秋の研究会大会
日本原産の野生メダカは、クロ（黒）メダ
において色彩教材研究会員の６名の方が、研
カと呼ばれるが、黒みがかった茶色をしてい
色彩学を教わる際に、最初に挫折を覚える
究発表をされます。
る。水質・水温の変化に強く、容器があれば
のが、XYZ に出会った時です。
タイトルなどを紹介いたしますので、秋の
飼えるという飼育の容易さから特に 2001
色彩データライブラリの、「4. 表色系」に
研究会大会に参加して聴講してください。
年以降、メダカの品種改良が進んでいる。
「N4-2 RGB・XYZ 表色系の教え方」とい
◆セッション１（座長：山根幹事 ）
朱赤やピンクのカラフルなメダカが突然変
う合計 44 頁のパワーポイント教材があり、
◇10:00 - 10:20 大型組み立てブロック
異や異種交配を重ねることで誕生している。
これに丁寧な説明を添え使ってください。
“RenBlock” の色彩展開の検討
野生のクロメダカには、黒・白・黄・虹色
上記の教材は、混色系と顕色系のちがいか
吉澤陽介（木更津工業高等専門学校）
に見える色素が備わっている。これらの色素
ら入り、三原色表色系の意味、加法混色と減
◇10:20 - 10:40 高齢者における明度の違
胞の色素の割合によって、様々な色のメダカ
法混色の原理、解りにくい等色関数の説明。
いによる色彩弁別能力の評価
が生まれている。改良メダカは、現時点でも
等色関数は多くのグラフを使っていますの
忍足優菜（木更津工業高等専門学校）
7 項目 35 種類に系統化されている。
で、理解を助けます。
◇10:40 - 11:00 デジタル教材を用いたカ
体色は黄、白、青、ブラック、黄金
RGB と XYZ の関係から、X、Y、Z はそ
ラーコーディネーション演習による示唆
（2001 年誕生；改良メダカの原点）、琥珀、
れぞれどんな色なのかが想像できる説明。
榎芳栄（TBS テレビ）
朱赤、オレンジ、ピンク、茶の 10 種類に、
x と X の関係と、xy 色度図の着彩図とそ
◆セッション２（座長： 吉澤主査）
透明鱗は透明と半透明に、目の変化はアルビ
の説明などがあります。（正しい表記は RGB
◇11:10 - 11:30 貴石の色
ノ、スモールアイ、出目、パンダ、目前、ビッ
や xyz・XYZ・uv は斜体文字を使います。）
田森恭子（明成）
グアイに、紅色素胞は鱗の一枚一枚が光るラ
xy 値とマンセル値の位置関係を示す８枚
◇11:30 - 11:50 源氏物語から読み解く平
メ、背中が光る体外光、体内光、全身体内光、 のグラフがあり、その関係を理解させるため
安の色 平山和香子（Atelier WANOKA）
腹膜光に、柄（がら）は斑（ぶち）とブラッ
に役に立つでしょう。
◇11:50 - 12:10 岡本太郎が思考した美意
クリムに、ヒレは菱尾、ヒレ長など 7 種類、
最後に uv 色度図上にマックアダムの楕円
識の特徴 ―言語文化論の視点から―
体型はダルマなど 3 種類に分類されている。
を描いた図で締めくくっています。
吉村耕治（関西外国語大学短期大学部）
改良メダカの体色や透明鱗、紅色素胞、体
「１. 素材」にあるグラフを追加して、教材
◆参加申込は、19 日までに日本色彩学会の
光にも、日本の美意識が反映している。
を充実したものに変えていただければ、嬉し
（吉村耕治）
ホームページからお願いします。 （永田泰弘）
( 永田泰弘）
く思います。

色彩教材研究会通信
●秋の研究会大会に参加しよう！

No.310 2022.11.1

●関東支部の印刷博物館解説見学会

秋の研究会大会の期間は、11 月 26 日（土）
凸版印刷（株）の印刷博物館で 9 月 17 日
〜 11 月 27 日（日）。会場は遠隔会議シス
（土）より開催されている「地図と印刷」及び、
テム (Zoom) によるオンライン開催です。
10 月 1 日（土）より開催されている「現代
11 月 26 日 ( 土 )10:00 〜 15:00 は色彩
日本のパッケージ 2022」の２つの企画展を
対象にした、解説見学会が開催されます。
文化系３研究会の合同研究発表会で、午前が
◆日 時：2022（令和４）年 11 月 12 日（土）
色彩教材研究会の発表。午後がくらしの色彩
14：00 〜 16：30
研究会と美しい日本の色彩環境を創る研究会
◆会 場：印刷博物館（東京都文京区水道１の発表で、夕方に交流会が開かれます。
３-３ トッパン小石川本社ビル
11 月 27 日 ( 日 )10:00 〜 15:10 は、色
TEL 03-5840-2300（代））
彩科学系５研究会 合同研究発表会の一般講
アクセスマップ：
演と、中内茂樹氏（豊橋技術科学大学教授）
https://www.printing-museum.org/acces
の招待講演「絵画配色の好みに見られる普遍
s/
性」です。
◆参加費：企画展入場料 500 円 は当日、博
15:30 〜 16:50 はカラーデザイン研究会
物館受付で各自入場券をご購入ください。
の「カラーデザイン用語について」の講演と
◆申込期限：11 月 9 日（水）まで。
ディスカッションで、(1) 研究テーマ趣旨説
明、
（2) 講演「ビジュアルデザインと配色２」 ◆定 員：30 名。
◆申込方法：次のフォームから参加登録をし
山下明美氏（岡山県立大学名誉教授）、
てください。
(3) ディスカッションがあります。
https://forms.gle/UrDJh21SkyqWXKJ18
特に、26 日は、色彩教材研究会の方々の
発表がありますので、是非、ご参加ください。 ◆集合時刻・場所等の詳細は、お申し込み後、
メールで改めてお知らせいたします。
参加費は正会員 2,000 円。一般 3,000 円。
11 月 19 日 ( 土 ) までに郵便振替・銀行振込・ ◆詳細は、学会メールニュース No.346 か、
学会のホームページを参照。この案内は３
クレジットカード (PayPal) の支払いです 。
申込は学会のホームページから。 （永田泰弘） 度掲載。 （学会メールニュース No.346 から引用）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 環境色彩研の WEB ミーティング
環境色彩研究会（萩原京子主査）で、環境
色彩研究会の行事として、環境色彩に関する
話題を話し合う、オンラインの WEB ミー
ティングが下記の内容で開催されます。
環境色彩に関する話題を気楽に語り合う、
カジュアルで気楽なミーティングです。
話題提供が 15 分〜 30 分、懇談会が 60 〜
90 分程度の予定です。皆様の積極的なご参
加をお待ちしております。環境色彩研究会へ
の入会も歓迎します。
◆日時：2022 年 11 月 9 日 ( 水 )
20：00 〜 22：00
◆話題：「千葉ニュータウンを語る」
◆話題提供者：杉山朗子 ( 環境色彩研究会 )
◆聞き手：金銅久美子 ( 環境色彩研究会 )
◆参加費：無料
◆申込方法：下記フォームに必要事項を記入
して申込んでください。
https://forms.gle/XGZx4FQgtT3LWUnc7

◆メールでお申込みいただく場合：
kyoko.hagiwara@jp.sunstar.com 宛で、
「第 2 回試験的 WEB ミーティング参加」
としてください。問合わせも同じメールア
ドレスです。
（学会メールニュース No.351 から引用）

色彩教材研究会通信

No.309 2022.10.27 発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●色彩データ・ライブラリの利用ー 2

源氏物語の色 -40「鈴虫」

平安時代の色彩を教えたい時に使って欲し
いのが、色彩データ・ライブラリの、12 ー
文学 N-12-88「色名抽出・枕草子」という
新潮日本古典集成の「枕草子」から色名を抽
出した 41 頁のパワーポイント教材です。
「女性の着物、装身具、持ち物」、「男性の
着物、装身具、持ち物」、
「人物の肌色、髪、髭、
化粧の色」、「自然の色」、「その他の色表現」
に分けて、「枕草子」から色名を含む文章表
現を抽出した結果を一次分類として示し、二
次分類に色名と用例数を抽出しています。
女性の服飾に使われている色名数は 32 色
名、112 用例でした。男性の服飾に使われ
ている色名数は 26 色名、128 用例でした。
5 分類の合計色名数は 105 色名、合計用例
数は 426 用例でした。
これらの結果は、それぞれについて、色票
の形で、9 頁のカラー頁の状態で編集したの
で、どんな色がどんな頻度で使われているか
がよくわかります。
学会事務局にお願いすれば、学会員限定
100 円で送ってもらえます。その後でパワー
ポイントを編集し直すことも可能です。ルー
（永田泰弘）
ルに従ってお使いください。

光源氏五十歳の年の夏から秋までの物語。
凸版印刷（株）の印刷博物館で 9 月 17 日
蓮の花の盛りに、女三の宮が守り本尊として （土）より開催されている「地図と印刷」お
身近に置いて信仰する持仏を造り、その盛大
よび 10 月 1 日（土）より開催されている「現
な開眼供養の場面からこの貼は始まる。
代日本のパッケージ 2022」の２つの企画展
唐の錦の幡、花机の目染めの覆い、後方に
を対象に、解説見学会が開催されます。
掛けた法華曼陀羅、高さのある花を挿した銀
◆日 時：2022（令和４）年 11 月 12 日（土）
の花瓶、白檀で造った阿弥陀仏と脇侍の菩薩、
14：00 〜 16：30
香は唐風の百歩先まで香るという衣香（えこ
◆会 場：印刷博物館（東京都文京区水道１う）などを調えた。
３-３ トッパン小石川本社ビル
さらに、阿弥陀経は特別に漉かせた美しい
TEL 03-5840-2300（代））
紙に書いたもので眼が眩むほどの輝き、罫に
アクセスマップ：
引いた線の金よりも墨の跡がより輝いていた
https://www.printing-museum.org/acces
と表現されている。
s/
「目染め」とは、布を括るか糸で縫って絞っ
◆参加費：企画展入場料 500 円 は当日、博
たものを染液に浸し、括った部分が染まらな
物館受付で各自入場券をご購入ください。
いことを用いた染の手法である纐纈（こうけ
◆申込期限：11 月 9 日（水）まで。
ち）の別名。括ったところが目のように染残
◆定 員：30 名。
ることに由来する。また「絞り染め」、「括り
◆申込方法：次のフォームから参加登録をし
染め」ともいわれた。この場面の目染めの覆
てください。
いはまたとない素晴らしさと記されている。
https://forms.gle/UrDJh21SkyqWXKJ18
荘厳を極めた法会の彩りと香りが想像され
◆集合時刻・場所等の詳細は、お申し込み後、
る。その仏壇の設えを見て、若くして出家し
メールで改めてお知らせいたします。
た正妻女三の宮を想い、光源氏が感無量で涙
◆詳細は、学会メールニュース No.346 か、
ながらに語る姿が印象深い。
学会のホームページを参照。この案内は再
（平山和香子）
度掲載。 （学会メールニュース No.346 から引用）

枕草子の色彩

●関東支部主催

印刷博物館見学会

色彩教材研究会通信

No.308 2022.10.20 発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●色彩教材研究会からの研究発表

●関東支部主催

11 月 26 日（土）開催の秋の研究会大会
において色彩教材研究会員の６名の方が、研
究発表をされます。
タイトルなどを紹介いたしますので、秋の研
究会大会に参加して聴講してください。
◆セッション１
1) 10:00 - 10:20 大型組み立てブロック
“RenBlock” の色彩展開の検討
吉澤陽介（木更津工業高等専門学校）
2) 10:20 - 10:40 高齢者における明度の
違いによる色彩弁別能力の評価
忍足優菜（木更津工業高等専門学校）
3) 10:40 - 11:00 デジタル教材を用いた
カラーコーディネーション演習による示唆
榎芳栄（TBS テレビ）
◆セッション２
4) 11:10 - 11:30 貴石の色
田森恭子（明成）
5) 11:30 - 11:50 源氏物語から読み解く
平安の色
平山和香子（Atelier WANOKA）
6) 11:50 - 12:10 岡本太郎が思考した美
意識の特徴 ―言語文化論の視点から―
吉村耕治（関西外国語大学短期大学部）

関東支部では、印刷博物館で 9 月 17 日（土）
より開催されている「地図と印刷」および
10 月 1 日（土）より開催されている「現代
日本のパッケージ 2022」の２つの企画展を
対象に、解説見学会を開催します。
◆日 時：2022（令和４）年 11 月 12 日（土）
14：00 〜 16：30
◆会 場：印刷博物館（東京都文京区水道１３-３ トッパン小石川本社ビル
TEL 03-5840-2300（代））
アクセスマップ：
https://www.printing-museum.org/acces
s/
◆参加費：企画展入場料 500 円 は当日、博
物館受付で各自入場券をご購入ください。
◆申込期限：11 月 9 日（水）まで。
◆定 員：30 名。
◆申込方法：次のフォームから参加登録をし
てください。
https://forms.gle/UrDJh21SkyqWXKJ18
◆集合時刻・場所等の詳細は、お申し込み後、
メールで改めてお知らせいたします。
◆詳細は、学会メールニュース No.346 か、
学会のホームページを参照してください。

（永田泰弘）

印刷博物館見学会

（学会メールニュース No.346 から引用）

第 5 回新編色彩ハンドブック解説講座
日本色彩学会教育普及委員会の主催で継続
中の新編色彩ハンドブックの解説講座です。
第 5 回『新編色彩科学ハンドブック解説
講座』・第 23 章「肌の色」が、吉川 拓伸講
師（資生堂インタラクティブビューティー株
式会社）による解説で開催されます。
◎開催日時：2022 年 10 月 29 日 ( 土 )
13：00 〜 15：30
※申込締切：10 月 24 日 ( 月 )
◎内容
1. 肌の諸特性
2. 肌の測色
3. 首都圏在住女性における肌色（顔の部位
と肌色・肌色の年代傾向・肌色の経年変化・
肌（色）計測の多様化）
◎参加費：会員・賛助会員・協賛会員・学生
3,000 円、非会員 6,000 円。
※『色彩科学ハンドブック』該当ページ等の
資料代込み。
※欠席の場合は参加費の返金はできません。
◎支払方法：Paypal/ 銀行振込 ( 三井住友銀
行・三菱 UFJ 銀行 ）
◎申込 URL：
https://forms.gle/FWArjhNkQkHgG89E
（学会メールニュース No.345 から引用）
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No.307 2022.10.13 発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●学術コラージュ研究助成 課題募集

●色彩教材研究会幹事おしゃべり会

環境色彩研・ミーティング参加者募集

日本色彩学会会長 篠田博之
これからの時代に先駆ける新たな色彩研究
として、若手による異なる分野を融合させた
挑戦的な研究を支援するために 2020 年度
から始めました「学術コラージュ研究助成」
を今年度も募集いたします。
学会の将来や日本の将来を担う若手研究者
の多くは、任期付のポジションによる不安定
な雇用形態と合わせて研究費の確保が困難で
あるという現状があります。
また、公募型の研究費については雇用形態
や任期などが足枷となり応募できないものも
あります。
そこで、本企画ではこのような制約を一切
排除し、有望な研究について積極的に支援し
ます。さらに、若手研究者育成も大きな目標
の一つとして考えています。
応募資格の制約、研究資金の使途について
は自由度の高い助成金となりますので、是非
若手研究者が中心となって色彩に関する新し
い研究をご応募ください。
詳細は以下でご確認ください。
https://color-science.jp/whats̲new/202
3collaborativeresearch/

9 月下旬の 2 日間、オンラインで「幹事
おしゃべり会」を開催いたしました。
主査の交代、６名の新幹事加入で心強くス
タートした今年度ですが、多忙なメンバーも
多く、顔合わせができなかったこともあり、
懇親の目的で提案させていただきました。
近況報告、専門分野などを含めた自己紹介
にはじまり、顧問の先生方からは色彩教材研
究会の「数少ない文化系研究会としてのあり
方」、会員へのアンケート等、今後の活動に
ついての前向きなご意見をいただき、主査か
らも「会員を含めた全員参加の運営・活動方
針」についてのお話があり、幹事からも積極
的な意見が出され、「顔を合わせて」の実り
のあるおしゃべり会となりました。
永田顧問から提案された研究会会員に向け
ての専門分野と興味分野のアンケートについ
ては、今後の講座企画や講師選定の貴重な資
料となることから、早めに着手する運びとな
りました。会員の皆様のご協力よろしくお願
いいたします。
参加者（吉澤主査、渡邉幹事、山根幹事、
昆野幹事、陣出幹事、鈴木幹事、榎幹事、山
本幹事、北畠顧問、永田顧問）2 日間延べ
（色彩教材研究会幹事・山本まゆみ）
15 名。

環境色彩研究会の行事として、環境色彩に
関する話題を話し合う「WEB ミーティング」
の、306 号につぐ再度の参加者募集です。
環境色彩に関する話題を気楽に語り合う、
カジュアルで気楽なミーティングです。
見学会や講演会と並ぶ、WEB を利用した
新しい環境色彩研究会の行事として、定着さ
せようとしている企画です。
◆話題：「緑でつなぐ街づくり」
◆話題提供者：加藤 進久 ( 環境色彩研究会 )
◆日時：2022 年 10 月 22 日 ( 土 )
14：00〜16：00（話題提供と意見交換）
◆参加費：無料
◆開催方法：ZOOM によるオンライン開催
◆申込方法：下記フォームからです。
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSdf0uqZ9IHtz08y9EQcq279RlwO
Xz1jirCslkdCgm342XL4qQ/viewform?vc
=0&c=0&w=1&ﬂr=0&usp=mail̲form̲lin
k
◆メールでお申込みいただく場合は、
mailto:kyoko.hagiwara@jp.sunstar.com
宛です。
色彩教材研究会員もご参加ください。

（学会メールニュース No.344 から引用）

（学会メールニュース No.342 から引用・永田泰弘）

色彩教材研究会通信
第 53 回日本色彩学会発表を終えて
「塗り絵の色消去が体調や気分に与える影
響―塗り絵，線画作成との比較」という演題
で口頭発表をさせていただきました。久々の
対面の口頭発表であり、また教室がやや広め
であったため少し緊張してしまいました。
発表自体はほぼ時間通りに進み、質問は２
件ありました。１件は想定質問でスムーズに
答えることができ。もう１件は相手の意図が
ややわかりにくかったことと私の回答方法が
悪かったので、もしかすると質問された方は
納得されていなかったかもしれません。その
後お話しする機会があればもっとうまく回答
できたと思います。しかし、質問のおかげで
その回答をわかりやすく説明する方法をいろ
いろ考えたため、論文化するときにその点に
ついてやや詳しい説明を付け加えるべきであ
るということに気づくことができました。
私は本来話すより聴講することが得意なの
で、他の方の発表を可能な限りたくさん聴く
ため全日程大半は会場におりました。
話は変わり、プライベートでリサイクル着
物にはまっており、聴講の際には名古屋をリ
スペクトするために有松絞で参加しました。
たくさんの研究者と知り合いになれ有意義
（教材研・昆野照美）
な活動でした。

No.306 2022.10.6

環境色彩研・ミーティング参加者募集

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●金色夜叉の色名から教材を作るー２

環境色彩研究会の行事として、環境色彩に
「金色夜叉の色名 -4」以降には、現在にも
関する話題を話し合う「WEB ミーティング」 残しておきたい色彩教材にふさわしい色彩表
が開催され、参加者を募集しています。
現をまとめておいたので、教材のパワーポイ
環境色彩に関する話題を気楽に語り合う、
ントの中に取り入れてください。
カジュアルで気楽なミーティングです。
例えば、抽出された色名の一覧表を見ると、
見学会や講演会と並ぶ、WEB を利用した
「白」に関して、白、眞白、乳白色、薄白、微白、
新しい環境色彩研究会の行事として、定着さ
稍白、淡白、蒼白、真珠、銀、白銅などの、
せようとしている企画です。
明治の小説家らしい豊富な十余の表現が見ら
◆話題：「緑でつなぐ街づくり」
れることをお伝えいたします。
◆話題提供者：加藤 進久 ( 環境色彩研究会 )
更に、現在では忘れ去られようとしている、
◆日時：2022 年 10 月 22 日 ( 土 )
和服に関わる各種の表現、例えば、表面に細
14：00〜16：00（話題提供と意見交換） かいしぼのある絹織物の「縮緬」とか、鹿の
◆参加費：無料
斑紋に似た「鹿子」、ポルトガル語の「更紗」、
◆開催方法：ZOOM によるオンライン
あと練りの絹織物の「羽二重」、産地の名前
◆申込方法：下記フォームからです。
がついた絹織物の「銘仙」などについて解説
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
することなどは、日本の服飾文化を伝えるた
AIpQLSdf0uqZ9IHtz08y9EQcq279RlwO
めに取り込むと、幅が出て、いい教材になる
Xz1jirCslkdCgm342XL4qQ/viewform?vc
と思われるます。色とその時代の風俗は強く
=0&c=0&w=1&ﬂr=0&usp=mail̲form̲lin
結びついているので、明治時代と今日を対比
k
させながら、教材を構成すると良いでしょう。
◆メールでお申込みいただく場合は、
自然の色は、今も明治も大きくは変わらな
mailto:kyoko.hagiwara@jp.sunstar.com
いので、「空は瑠璃色に夕映えて」の表現は
宛です。
今も使え、
「乾坤の白きに」は「天地の白さに」
色彩教材研究会員もご参加ください。
と表現できます。皆さんもトライしてみてく
（学会メールニュース No.342 から引用・永田泰弘）
（教材研・永田泰弘）
ださい。 （終り）

色彩教材研究会通信

No.305 2022.9.29

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●ドレスデン色彩フォーラムにて

源氏物語の色 -38「横笛」

●金色夜叉の色名から教材を作るー１

日本と異なりカラッと爽やかな 7 月、ド
イツで第 13 回ドレスデン色彩フォーラムが
開催されました（15‒16 日、於ドレスデン
工科大学・色彩論コレクション）。コロナに
より２年延期された今回のテーマは「色彩教
育」。偶然が重なり、私もこちらで 2020 年
度第２回オンライン講座「現代ドイツの色彩
教材」の内容を、回転盤セットの開発者エク
ハルト・ベンディン氏と共同で発表させてい
ただきました。会では、主催者の建築学部教
授ラルフ・ヴェーバー博士をはじめ、色体系
の歴史を総覧した大著『Color ordered』著
者アンドレアス・シュヴァルツ博士、国際色
彩学会 AIC の色彩教育研究グループ代表ロ
ベルト・ヒルシュラー博士、オストヴァルト
研究の第一人者アルブレヒト・ポールマン博
士など錚々たるメンバーにより、さまざまな
領域から色彩と教育にかかわる研究報告が行
われました。戦争やコロナの影響で一苦労の
渡航でしたが、現地の研究者の方々の誠実と
親切に出会い、ドイツの最新の研究を概観で
きたことは、これを補って余りあるものでし
た。今後、対面開催による豊かな交流が再び
活発になるよう願いながら、今後も研究を積
み重ねたいと思います。 （教材研・山根千明）

柏木の一周忌にあたる年の春、光源氏の袖
にまとわりつく薫の姿を描いた場面。このと
き、光源氏は四十九歳、薫は一歳である。
這ってずれてしまった着物の裾を、長く引
きずって、背中の後ろの方だけ着ている姿が、
とてもかわいらしい。
着物は白い羅（うすもの）に、唐の小紋の
紅梅とある。紅梅は藍で染めた薄い色の上に
紅花で染めたわずかに紫がかった紅色。その
色が幼子の愛らしさをより際立たせていると
思われる。
肌は色白ですんなりとして、柳の木を削っ
て作った様、頭は露草で染めた様だと表現し
ている。露草は染料としては色褪せし易いが、
花摺（はなずり）などに用いられてきた。髪
を剃った青々とした色を喩えたのであろう。
口もと、目元の美しさなどから、面影は感
じるものの、本当の父親である柏木には、こ
こまで際立った美しさは無く、母である光源
氏の正妻、女三の宮にも似ていない、既に気
品があり、立派で、格別に見える様子は、鏡
に映った光源氏自身の姿にも似ていないこと
もないなどと、薫を見ながら光源氏は様々な
思いをめぐらせている。

金色夜叉の色名について、５回にわたり、
この通信に連載しました。
この内容を使って、「文学と色彩」の教材
となるパワーポイントを各自が作って、教室
などで、使ってみてはいかがでしょうか。
これこそ、色彩教材研究会通信の本来の目
的です。その構成を列記してみます。
1P：表紙を作成する。題名、出典、発表者名、
その他、表紙に必要な内容を記載。
2P：金色夜叉の粗筋を、文章で記載。
3P：内容を５分類して行う色名の抽出方法
を、箇条書きの文章で記載。
4P：女性の着物・装身具・持ち物の色名一
覧を記載（女色）。
5P：男性の着物・装身具・持ち物の色名一
覧を記載（男色）。
6P：肌色・髪・髭などの色名一覧を記載。
7P：自然描写の色名一覧を記載。
8P：上記の４系統以外の色名一覧を記載。
9~11P：全編の色表現の基本的な色名を統
合整理した一覧表を記載。
イラストレータなどで色票を作れる人は、
9~11P の色票一覧表を 3~4 ページに分けて
掲載すると、判りやすく、美しい教材を作る
ことが出来ます。（続く） （教材研・永田泰弘）

（教材研・平山和香子）

色彩教材研究会通信

No.304 2022.9.22

●色彩データ・ライブラリの利用 -1

● 色名に採用したい季語ー３

色彩データライブラリが開設されて、約一
年が経過し、その利用はわずかなようです。
利用する前に内容を把握できないという、
不便が解消していない点はあります。
タイトルだけでの購入に躊躇されるのはよ
くわかりますが、一点百円というコストパ
ホーマンスを利用してはいかがでしょう。
入手方法は、事務局にメールで注文し、デー
タ便で受け取り、料金は年度末に学会費とと
もに請求されるという方式のようです。
新しい色彩教材を探していらっしゃる方は
日本色彩学会のホームページから、タイトル
一覧表を検索してみてください。
データの形式は、パワーポイントと、PDF
です。ページ数と容量 (MB) が示されている
ので、データの大きさの見当はつきます。
「ライブラリの利用は本学会の会員に限る
とされ、利用者が、自身の講義や講演での引
用等、資料を非営利目的で使用する場合、当
該資料を提供した者の氏名を明示するここと
する」という制限内で自由に編集して自分の
教材を作ってください。
試しに一点入手して、編集作業をしてみる
ことをお勧めします。結果を本通信に投稿し
（永田泰弘）
てください。

ある単語が持つ意味は厳密なものではな
く、広い幅をもっている。色も同様に広い幅
を持っていることを認識して、ここに示す色
票の色を解釈して欲しい。
● 山繭色（やままゆいろ）
・晩春
ヤママユ蛾が作る黄緑色の大きな
繭の色。(C30Y50)
● 青柳色（あおやぎいろ）
・晩春
青々と茂った柳の葉の色。(C50Y
60)
● 石楠花色（しゃくなげいろ）
・
晩春 深山の渓谷沿いに咲くツツ
ジ科 の赤紫系の花。(C10M40)
● 雪柳色（ゆきやなぎいろ）
・晩
春 小米花ともいう。白くて小さ
い花が雪のように咲く。(K0)
● 梅雨空色（つゆぞらいろ）
・初
夏 梅天とも呼ばれる梅雨のどん
よりとした曇り日の空の色。(K30)
● 早苗色（さなえいろ）
・初夏
苗代から移したばかりのみづみづ
しい稲の苗の色。(C40Y80)
● 金雀枝色（えにしだいろ）
・初
夏 マメ科の小低木の黄色の蝶型
（永田泰弘）
花の色。(M10Y100)

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●金色夜叉の色名ー 5
前号の続きとして、５）その他の色の表現
の場合で記憶に残したい文言は、◇白銅鍍空
氣ラムプ、◇海老茶の紋縮緬のシトネ、◇クロ
ガネの槌、◇黒麥酒、◇血紅の光、◇緋の紋緞
子張の楽椅子、◇白くタイラなる天井、◇言黒
（いいくろ）めたる、◇樺色無地の絹獵虎の膝
掛、◇青銅の薬研などである。
明治維新から大正の時代は、鎖国から開国
を経て、日本の国体を始め、文化や産業が大
きく変転進歩していった時代と言える。
色名に大きな影響を与えたのが、文学であ
る。江戸時代の木版手刷り印刷から、活版印
刷に変わり、本の大量生産、全国販売が拡がっ
てゆき、教育の普及で、全ての人が文字を読
めるようになったことである。
1868 年（明治 1）戊辰戦争。
1871 年（明治 4）廃藩置県。
1872 年（明治 5）新橋〜横浜間鉄道開通。
1883 年（明治 16）鹿鳴館落成。
1889 年（明治 22）大日本帝国憲法発布。
1894 年（明治 27）日清戦争（〜 1895）。
1905 年（明治 37）日露戦争（〜 1905）。
1923 年（大正 12）関東大震災。
（永田泰弘）
（続く）
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発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

勉強会・マンセル表色系のデジタル化

● 季語集の中の色名ー 11

●金色夜叉の色名ー 4

カラーデザイン研究会の 2022 秋の勉強
会の案内が、日本色彩学会メールニュース
No.340 で流されましたので紹介します。
「カラーデザイン研究会（主査：酒井英樹）
は、マンセル表色系をテーマに、勉強会を開
催します。
オンラインで色のやりとりをする機会が増
えましたが、顕色系であるマンセル表色系は、
デジタル環境との相性がよくありません。そ
こで、HV/C で表記されるマンセル色票を、
どうすればパソコン画面上に表示（デジタル
化）できるか、その理論の紹介と、実際の作
業手順を実習します。」という内容です。
◆酒井英樹，「マンセル色票をパソコン画面
に表示するには？」日本色彩学会誌 Vol.37,
No.4, pp.394-399, 2013 で内容です。
◆日時：2022 年 10 月 15 日 ( 土 )13:00
開始（〜15:00 頃までの予定）
◆場所：オンライン開催（Zoom 会議）
◆対象：カラーデザイン研究会会員、日本色
彩学会会員定員：80 名（参加費無料）。
◆申込先：次のリンク先から、なるべく早く
お申し込みください（10 月 8 日締切）。
https://forms.gle/2dfqFixfWGLGzj117

● 初冬の季語
朱欒（ざぼん）：暖地で栽培される柑橘類の
果物で、大きく外側は黄色いが、内部が紅紫
色のものもある。（うちむらさき）
金柑（きんかん）：五、六分位の小粒の柑橘、
実はすっぱいが、皮の方がうまい。
● 中冬の季語
青木の実（あおきのみ）：葉がくれに実る青
木の実は真紅で、あでやかな艶がある。
● 新年の季語
初茜（はつあかね）：元日の東の空の暁紅を
言う。（初茜空）
裏白（うらじろ）：正月の飾に用ひる歯朶を
言う。歯朶は裏が白いので此の名がある。
● 厳冬の季語
厳冬の項には色名を伴う熟語が見当たらな
かった。
昭和 30 年に編纂された季語集であり、江
戸時代の伝統や自然のあり方、農作業の形な
どが令和の時代との相違はありながら、伝統
的な文学の要素が伝わってくる。俳句の歳時
記とも言える季語集から言葉を学び、色を学
ぶことの楽しさを感じとって欲しい。改めて
俳句の季語は色彩的であるという実感を受け
（永田泰弘）
取ることができた。

「金色夜叉」に中には、色に関わる文章中で、
色彩教材として記憶に残したい文言がある。
１）女性の着物、装身具、持ち物では、◇肉
色縮緬の羽織、◇紫紺鹽瀬、◇煙管は黄金、◇
紺の絹精縷の被風、◇貴族鼠のしぼ高縮緬の
五紋なる単衣、◇納戸小紋の縮緬の羽織、◇黒
綾の吾妻コオト、◇紋羽二重の肉色鹿子、◇濃
小豆の更紗縮緬、◇茶微塵の御召縮緬の被風、
◇薄色魚子の羽織。
２）男性の着物、装身具、持ち物では、◇黒
鹽瀬の羽織、◇茶柳條の仙䑓平の袴、◇黒紬の
紋付の羽織、◇藍千筋の秩父銘撰の袷、◇焦茶
地の縞羅紗の二重外套。
３）人物の肌の色や髪や鬚や化粧などでは、
◇赭禿げたる、◇顔を赭めて、◇面を紅めて、
◇面は薄紅に、◇顔の色は赤き方、◇蒼く濁れ
る頬、◇顔色が眞蒼で、◇素顔の色蒼き、◇烏
羽玉、◇青息、◇茶褐色の髪の頭、◇赤き髭。
４）自然描写の場合では、◇微白き海、◇汀も
淡白き、◇藍の如き空、◇唐松の翠、◇乾坤の
白きに、◇日色黄に濁りて、◇空は瑠璃色に夕
栄えて、◇夜は水の如く白みて、◇千條の緑、
◇前山の翠。
５）その他の色の表現の場合は、後の号で、
（永田泰弘）
紹介していきたい。
（続く）

（学会メールニュース No.340 から引用）
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発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

芸術祭キュレーターと色風景対談 -3

日本の夏を彩る花火の美的特徴

源氏物語の色 -38「柏木」

日本の花火は、種類が豊富で、材料の配合
が絶妙である。安価な輸入品に押されながら
も、花火の色・形・迫力が進化している。
一本で 20 回も色が変わる花火や、炎がユ
ウターンして二つの炎が出会う花火、香りが
付いたスイカ花火（2021 年製造）、爽快感
が特徴のレモンスカッシュという花火もあ
る。
手持ち花火は、ススキの穂のような炎が特
徴のススキ花火と、パチパチと飛び散る炎が
特徴の sparklers の 2 種類に大別される。
花火の色を決めるのは、金属の粉で、燃え
ると金属の元素ごとに特有の色が出る性質を
利用している。炎色剤の酸化銅は青色に、硝
酸バリウムは緑、炭酸ストロンチウムは深い
赤（紅）色、硫黄は青白い色、リチウムは赤、
ナトリウムは黄、硝酸カリウム（硝石）は淡
い紫色、銅は青緑、カルシウムは橙色、バリ
ウムとホウ素は黄緑、リンは淡い青になる。
これらの炎色剤の内でも、ストロンチウム・
銅・ナトリウム・バリウムの 4 種類の金属
の組み合わせで色々な色が作られている。
数分間に数十から数百発を打ち上げるス
ターマインもあるが、優美で華麗・精巧な手
持ち花火には芸術美が見られる。 （吉村耕治）

光源氏四十八歳の年の一月、正妻女三の宮
表題：国際芸術祭「あいち 2022」から学
は男児を出産する。柏木との不義の子、のち
ぶアートとまちの魅力 生きているまちを
の薫である。そして、光源氏の意に反して女
活かすアート、活かされるアート
三の宮は、若くして出家を遂げてしまう。
現在開催中の、国際芸術祭のテーマ
その三月、薫の五十日（いか）の祝いが行 「STILL ALIVE」の起点は、電報で自分の生
われた。女三の宮は尼削ぎではなく、額髪だ
存を発信し続けた作品です。先が見えない現
けを切りそろえ、後ろは長い髪を残した姿で、 況でも、未知の世界、多様な価値観や芸術の
装束は「すぎすぎ見ゆる鈍色ども、黄がちな
美しさと出会うことが今を生き抜くためのポ
る今様色など着たまひて」とある。
ジティブなエネルギーに繋がるという構想で
次々と濃くなって見えるように幾枚かの鈍
す。その出会いの場となる芸術祭の見所を、
色を重ねた桂の下に、黄みがかった今様色の
飯田氏からお聞きできるまたとない機会で
単衣を着ているということであろう。
す。会場の一宮、常滑、有松の色風景につい
まだ尼の姿になりきっては見えないその横顔
ても対談します。
は、美しい子供の様で、優雅に見えたと書か
◆講師：飯田志保子氏（チーフ・キュレーター）
れている。
ナビゲーター：三木学（文筆家 / 編集者）
今様色とは紅花染めの色で所説あるが、今
◆日時：9 月 13 日（火）19 時〜20 時半
風、現代風つまり流行色の意であろうとされ
◆申込：まもなく〆切 9 月 10 日（土）
る。鈍色は喪服や、僧、尼の衣服に用いる墨
https://forms.gle/9b3vdu5ASWsxyP4K9
染の色で、尼僧は、鈍色や青鈍の小袿、袈裟
◆受講料：オンライン（ｚoom）
などを着用する。
色彩学会員 2,000 円・非会員 3,500 円
この場面で「墨染というのは、目がくらむ
◆詳細：https://color-science.jp/society/
ような何とも悲しい色ですね」と嘆く光源氏
20220913̲event/
の言葉に女三の宮そして、我が子ならぬ我が
国際芸術祭： https://aichitriennale.jp/
子への切ない想いが重なる。
◆主催：くらしの色彩研究会・美しい日本の
（平山和香子）
（祖父江由美子）
色彩環境を創る研究会
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平城京天平行列の美的特徴

芸術祭キュレーターと色風景対談 -2

● 金色夜叉の色名 -3

2022 年 5 月 3 日に、春の平城京天平祭
が平城宮跡で挙行された。朱雀大路から朱雀
門まで、7 名の歴代天皇と貴族が練り歩いた。
その天平行列の美的特徴は、特に衣装に表
れていた。衛士隊（宮内警護隊）と兵衛隊（天
皇付き警護隊）の先頭で進行し、雅楽隊、胡
蝶、文武百官が続いた。文武百官は、階位に
よって着用できる服の色が異なり、身分の高
い順に、紫・赤・緑・青の順になっていた。
その衣装は、遣唐使が持ち帰った唐の衣装
を模して作られているとのことであった（小
冊子「平城京天平祭（2022 年春）」を参照）。
その後に、白地の熊旗・鷹旗が続き、宝冠
を被り、男性の天皇と同じ白色の礼服を着た
元明天皇（707-715 年）が続いた。
行列の前半の衣装は、高松塚古墳壁画の婦
人像に見られる朝鮮半島より伝来した衣装を
模して作られ、後半の衣装は、奈良時代に描
かれた「絵因果経」という経典の女性たちの
服装を参考にして作られているとのことで
あった。
大極殿院の南側にある正門・大極門の木部
の塗装には、丹土（につち：赤茶色の土）や、
白色の顔料の胡粉、緑色の緑青塗が採用され
（吉村耕治）
ており、鮮やかであった。

表題：国際芸術祭「あいち 2022」から学
ぶアートとまちの魅力 生きているまちを
活かすアート、活かされるアート
国際芸術祭「あいち 2022」を展開中のま
ちなか会場の 3 カ所を紹介します。
一宮市（毛織物）は、織姫に因んだ盛大な
七夕祭りや、繊維工場のノコギリ屋根が特徴
です。常滑市（窯業）には、レンガ造りの煙
突、焼き物を使った道や擁壁など景観資源が
髄所にあります。有松地方（絞り染）では商
家や土蔵が連なる浮世絵の街道が現存しま
す。芸術祭の見どころの他、3 会場の色風景
についても対談します。
◆講師：飯田志保子氏（チーフ・キュレーター）
ナビゲーター：三木学（文筆家 / 編集者）
◆日時：9 月 13 日（火）19 時〜20 時半
◆申込受付中：〆切は 9 月 10 日（土）
https://forms.gle/9b3vdu5ASWsxyP4K9
◆受講料：オンライン（ｚoom）
色彩学会員 2,000 円・非会員 3,500 円
◆詳細：https://color-science.jp/society/
20220913̲event/
国際芸術祭： https://aichitriennale.jp/
◆主催：くらしの色彩研究会・美しい日本の
（祖父江由美子）
色彩環境を創る研究会

女性の着物・装身具・持ち物の基本的な色
名をまとめて順序を整理した一覧表を示すと
白、真珠、素鼠、小豆鼠、鳩羽鼠、貴族鼠、黒、
紅、紅絹、赤、淡紅色、桃色、小豆、濃小豆、
葡萄茶、茶、肉色、橙色、金茶、金、黄金、
消金、焼金、黄バク染、海松、勝色、鐵色、
濃浅黄地、納戸、紺、紫紺、薄色、淡紫、紫、
紫根の 35 種となる。
男性の着物・装身具・持ち物の基本的な色
名をまとめて順序を整理した一覧表を示すと
白、鼠、鼠色、瓦色、黒、小豆、茶、焦茶、金、
黄金、純金、緑色、浅黄、濃納戸、藍、藍鼠、
紺の 17 種となる。
人物の肌の色や髪や鬚や化粧などの基本的
な色名をまとめて順序を整理した一覧表を示
すと、白、眞白、稍白、淡白、蒼白、灰、灰
色、涅め、黒、烏羽玉、紅、鮮紅、薄紅、微
紅、花櫻の色、赤、朱、赭、茶褐色、黄、蒼、
眞蒼、青、紫色の 24 種となる。
自然を描写している場合の基本的な色名を
まとめて順序を整理した一覧表を示すと、白、
眞白、乳白色、薄白、微白、淡白、銀、灰色、
死灰の色、墨、黒、紅、赤、朱、茶、金色、
黄金、黄、緑、翠、蒼、瑠璃色、青、藍、紫。
（永田泰弘）
26 種となる。（続く）
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●芸術祭キュレーターと色風景対談

●合同研究発表会発表募集締切の延期

● 金色夜叉の色名 -2

国際芸術祭「あいち 2022」は、STILL
ALIVE をコンセプトに、国内外からアーティ
ストが集い、まちなか会場の一宮市、常滑市、
有松地区でも展開されます。
芸術祭の見所やまちなか会場の特色を、飯
田氏に解説いただくとともに、「日本の美し
い色風景」プロジェクトと関連させた対談を
オンラインで開催します。全国からのご参加
を、お待ちしています。
◆表題：国際芸術祭「あいち 2022」から学
ぶアートとまちの魅力 生きているまちを
活かすアート、活かされるアート
◆講師：飯田志保子氏（チーフ・キュレーター）
ナビゲーター：三木学（文筆家 / 編集者）
◆日時：9 月 13 日（火）19 時〜20 時半
◆申込受付中：〆切は 9 月 10 日（土）
https://forms.gle/9b3vdu5ASWsxyP4K9
◆受講料：
色彩学会員 2,000 円・非会員 3,500 円
◆詳細：https://color-science.jp/society/
20220913̲event/
国際芸術祭： https://aichitriennale.jp/
◆主催：くらしの色彩研究会・
美しい日本の色彩環境を創る研究会

令和４年度秋の研究会大会の色彩文化系
３研究会 合同研究発表会の発表募集が 8 月
31 日 ( 水 ) まで延期されました。
色彩教材研究会の皆様に、ご発表を強くお
勧めします。楽しんで発表してください。
一般社団法人日本色彩学会の色彩文化系３
研究会（色彩教材研究会、くらしの色彩研究
会、美しい日本の色彩環境を創る研究会）は，
令和 4 年度の秋の研究会大会において合同
研究発表会を開催します。日本色彩学会の学
会員と、研究会に所属している者（研究会準
会員）と、学生が発表可能です。
募集要項、発表申込書等の書類は、
https://www.color-science.jp/kentai202
2/ からダウンロードしてください．
◆開催日：2022 年 11 月 26 日 ( 土 )
◆会場：オンライン開催 (ZOOM)
◆発表申込スケジュール：
発表申込の締切：8 月 31 日 ( 水 ) に延期。
閲読コメントの返送：2022 年 9 月 12 日 ( 月 )
アブストラクト・カメラレディ原稿の締切。
2022 年 10 月 17 日 ( 月 )
◆原稿の締切は変更が無く、締切厳守ですの
でご注意ください。

女性の着物・装身具・持ち物の基本的な色
名をまとめて順序を整理した一覧表を示すと
白、真珠、素鼠、小豆鼠、鳩羽鼠、貴族鼠、黒、
紅、紅絹、赤、淡紅色、桃色、小豆、濃小豆、
葡萄茶、茶、肉色、橙色、金茶、金、黄金、
消金、焼金、黄バク染、海松、勝色、鐵色、
濃浅黄地、納戸、紺、紫紺、薄色、淡紫、紫、
紫根の 35 種となる。
男性の着物・装身具・持ち物の基本的な色
名をまとめて順序を整理した一覧表を示すと
白、鼠、鼠色、瓦色、黒、小豆、茶、焦茶、金、
黄金、純金、緑色、浅黄、濃納戸、藍、藍鼠、
紺の 17 種となる。
人物の肌の色や髪や鬚や化粧などの基本的
な色名をまとめて順序を整理した一覧表を示
すと、白、眞白、稍白、淡白、蒼白、灰、灰
色、涅め、黒、烏羽玉、紅、鮮紅、薄紅、微
紅、花櫻の色、赤、朱、赭、茶褐色、黄、蒼、
眞蒼、青、紫色の 24 種となる。
自然を描写している場合の基本的な色名を
まとめて順序を整理した一覧表を示すと、白、
眞白、乳白色、薄白、微白、淡白、銀、灰色、
死灰の色、墨、黒、紅、赤、朱、茶、金色、
黄金、黄、緑、翠、蒼、瑠璃色、青、藍、紫。
（永田泰弘）
26 種となる。（続く）

（祖父江由美子）

（学会メールニュース No.336 より引用・永田泰弘）
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●第 53 回全国大会の終了報告とお礼

源氏物語の色 -37「若菜 下」- その 2

日本色彩学会第 53 回全国大会 [ 名古屋 ]
'22 を 6/25（土）・26（日）に椙山女学園
大学星が丘キャンパスとオンラインのハイフ
レックス方式で開催し、230 名の方々にご
参加いただき、成功裡に終えることができま
した。
現地開催の再開を象徴するテーマ『カラー
･レジリエンス Our transition toward
COLOR resilience』のもと、多くの学会員
が名古屋の地で久々の対面での再会を果たし
ました。
66 件の研究・作品発表では熱意のこもっ
たプレゼンとディスカッションが繰り広げら
れ、2 件の招待講演・特別学術講演は大勢の
聴講者が熱心に聴き入り、大変好評でした。
一方、仕事・家庭・体調などの事情で現地
へ足を運びにくい方々にもオンライン参加の
機会を提供することができ、今後の開催形式
の道筋が見えた大会だったともいえます。
ハイフレックス開催の準備には多くの時間
と労力を費やし当日も苦労が絶えませんでし
たが、運営ノウハウや経験は学会の財産とな
ることでしょう。参加者の皆様のご協力に心
から御礼申し上げます。

光源氏四十七歳の正月十九日、六条院に住
まう女性により催された女楽（おんながく）
で明石の方は琵琶、紫の上は和琴（わごん）、
明石の女御（姫君）は箏（そう）、女三の宮
は琴（きん）を弾じた。
寝殿の正面の客間に、外からは姿が見えな
いようにして、それぞれの楽器の前に几帳で
隔てて坐する女君たちを光源氏は覗いて廻
り、その姿を花になぞらえた。
桜（表白・裏紅）の細長を着けた二十一歳
の正夫人女三の宮は青柳に、紅梅（表紅梅、
裏蘇芳または紫）の御衣（おんぞ）を着けた
明石の女御は藤の花に、そして、葡萄染めで
あろう濃い紫の小袿、薄蘇芳の細長を着けた
三十七歳の紫の上の姿は桜に喩えられる。柳
（表白、裏青または緯糸白、経糸青）の織物
の細長に、萌黄の小袿、羅（うすもの）の裳
を着けている明石の君は花橘に見立ててい
る。
当時、貴婦人の姿を直接見ることが出来る
男性は、親兄弟か夫または恋人に限られてい
た。唯一この場面をみることが許される光源
氏のその視線を介して優雅で華やかな情景が
目に浮かぶようである。

（全国大会実行委員会・広報）

（平山和香子）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 金色夜叉の色名 -1
尾崎紅葉 (1868~1909) は明治時代の著名
な小説家の一人であり、未完の「金色夜叉 ( 明
治 30 年〜)」は、彼の代表作でもある。
飛鳥・奈良時代から江戸時代までに、作ら
れ、使われた色名を「日本の伝統色名」とす
れば、明治時代以降の色名は「現代色名」と
呼んでもいいだろう。
「金色夜叉」のあらすじは、貧乏学生の間
貫一は鴫沢宮と許婚であったが、宮は貫一を
裏切り、銀行家の富山唯継と結婚することに
した。貫一は月の熱海の海岸で宮と会い、確
認して怒り、「来年の今月今夜、僕の涙でこ
の月を曇らして見せる！」と叫び行方をくら
まし、貫一は復讐のため高利貸となり成功す
る。結婚後、後悔した宮は許しを請うが貫一
は受けつけなかった。愛欲と金銭欲との葛藤
を描いた長編小説である。
小説中に出てくる色名を、１）女性の着物、
装身具、持ち物の色。２）男性の着物、装身
具、持ち物の色。３）人物の肌の色や髪や鬚
や化粧などの色。４）自然描写の色の表現。５）
その他の色の表現の場合に５分類して、抽出
作業を行った。以下の号で、明治時代の文学
作品「金色夜叉」に使われた色名の実例を紹
（永田泰弘）
介していきたい。
（続く）

色彩教材研究会通信
言葉凸凹

赤と青

赤と青はコーポレートカラーとして最も人
気のある色として看板や印刷物やテレビで頻
繁に目にする配色である。
国旗の色としても白との組合せで複数の国
で用いられている。国旗の色にはそれぞれに
象徴する意味が与えられており、色が与える
イメージの手がかりになっている。
赤のイメージは赤文字で、青のイメージは
青文字で表現してみよう。
大韓民国は、陽・太陽・天・昼・男と陰・
月・地・夜・女、フィリピン共和国は、果断
と愛国心、タイ王国は、国民の生命と王家、
オランダ王国は、国民の勇気と祖国への忠誠
心、フランス共和国は、博愛と自由、ロシア
連邦は、愛・平等・大ロシアと名誉・独立・
小ロシア、パナマ共和国は、愛国者の血とカ
リブ海・太平洋、キューバ共和国は同胞愛・
独立の血と主要３地域、パラグアイ共和國は、
独立のための血と空の清浄を象徴している。
アメリカ合衆国は独立 13 州の数を赤と白
の帯の数で、全ての州の数を青地に配した星
の数で表したり、イギリスのユニオンジャッ
クのように、イングランド・スコットランド・
アイルランドの３国の旗を重ねて３色配色に
（永田泰弘）
した機械的な例も見られる。

●色名雑感
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萌黄色と浅葱色

浅黄色という色名はご存知ですね。
アサギイロと読みます。浅い黄色ですから、
薄黄色。江戸時代だと玉子色とも言いました。
系統色名で表すと「やわらかい黄赤」に該当
する色です。
同じ発音のアサギイロと読む色名の浅葱色
もご存知ですね。浅葱は野菜のネギの色に似
た、藍染による色を指し、系統色名で「明る
い緑みの青」に当たる色です。
玉子色とは全く違う色です。会話で使う時
は気をつけてください。
萌黄色という色名もご存知ですね。
モエギイロと読みます。春に草木が萌え出た
時の若草色と言っていいでしょう。系統色名
でいうと「つよい黄緑」に当たります。
萌葱色という色名に出会ったことがありま
すか？。萌葱色は江戸時代から文献に出てい
る色名ですが、これは江戸時代の人が浅葱色
の文字表現に惹かれて、萌黄色を間違えて記
述した、誤植とも言える表現です。
萌黄色を萌葱色と書くのは間違いですし、
浅葱色を浅黄色と書くのも間違いです。気を
つけましょう。
色名雑感と題して、原稿を募集しています
（永田泰弘）
ので、投稿してください。

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 季語集の中の色名ー 10
● 仲秋の季語（続き）
紫蘇の実（しそのみ）：長い穂に実がつく。
香気強く生のまま食べるし塩漬けにもする。
● 晩秋の季語
紅葉狩り（もみじがり）：紅葉の美しさを見
に行くこと。
紅葉たなご（もみじたなご）：タナゴはフナ
よりずっと小さい、秋になると腹に紅色を帯
びてくる淡水魚である。
青蜜柑（あをみかん）：青いうちに市場にで
る蜜柑。
萬年青の実（おもとのみ）：萬年青は葉を賞
翫するものであるが、葉の本に真紅の実を
累々と結ぶ。色の対照が美しい。
白菊（しらぎく）：白い花の菊。清浄な感じ
である。
黄菊（きぎく）：黄色の花。大輪なのは高貴
な感じである。普通に最も多い色。
紅菊（べにぎく）
：赤い花の菊。臙脂色が多い。
紫苑（しをん）：高さ五六尺になって、茎の
上に野菊に似た青紫色の花をたくさんつけ
る。（しおに）
秋は、四季の中で季語が最も少ない季節に
なっている。収穫の秋と言いながら日数も行
事も少ないのが理由であろうか。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
観光特急「あをによし」の美的特徴
2022 年 4 月 29 日に、近畿日本鉄道株式
会社（以下、近鉄）の観光特急列車「あをに
よし」の運行が始まった。
大阪・奈良・京都を結ぶ豪華特急列車で、
4 両 1 編成で運行されている。1・3・4 号
車にはツインシート（1 列＋1 列）、2 号車
にはサロンシート（3〜4 名用のコンパート
メント形式の専用席）と販売カウンターがあ
る。販売カウンターには、東大寺の正倉院に
も残る「校倉造（あぜくらづくり）」の建築
構造が利用されている。
車両名称「あをに（青丹）よし」の「に」
は土を表し、青丹は緑色の顔料の土・岩緑青
を意味する。顔料の青土が奈良坂で産したと
ころから、「あをによし」は古都・奈良に掛
かる枕詞になっており、国宝や世界遺産が数
多く存在する古都の美を表象している。外装
には天平時代の高貴な色・紫色のメタリック
塗装が施され、側面には平城京を表象する天
平文様が、エンブレムには瑞鳥・鳳凰を表す
「吉祥文様・花喰鳥」があしらわれている。
近鉄の観光特急列車には、大阪と吉野を結
ぶ「青の交響曲（Blue Symphony）」もある。
これらは、日本の伝統美を重視する傾向の一
（吉村耕治）
例と考えられる。

言葉凸凹

黄と青
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発行人：永田泰弘
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●色彩教材研究会の講座テーマ募集

「黄」と「青」は、典型的な補色の関係に
色彩教材研究会は、色彩に関する学術・技
ある色である。
術・芸術を教育するために利用する教材に関
補色とは JIS の用語の定義では加法混色に
する知識を交換・研究し、教え方の改良を行
よって特定の無彩色刺激を作ることができる
い、教材の制作と普及を図ると共に、研究成
二つの色刺激となっている。
果を社会に還元することを目的とする研究会
その意味で黄と青は対立構造を持つと言え
です。立派なスローガンですね。
る。パーソナルカラーでは、イエローベース
発足当時は、授業に使う紙のパネルを、集
とブルーベースという分類を採用している。
まって作る講座を数多く行なっていました。
アメリトーン・カラーキー・ライブラリーで
次いで、パワーポイントが現れて、同内容
は key1 と key2 と分類している。オストワ
の画像作成の初歩講座を数回にわたり開催し
ルト表色系のイエロー２とブルー 14、NCS
ました。授業方法の革命でした。
表色系の Y と B は共に反対色の位置にある。
昨年度の最後の講座は、2022 年 3 月 19
中国の象形文字で黄は「火のついた火矢」
日 ( 土 ) の第 5 回色彩教材研究会オンライン
で陽にあたり、青は「青草と清水」で陰の様
講座「錯視と色彩」を北岡明佳立命館大学教
相を表している。
授にお願いしました。その前は 2021 年８
陰陽五行説の五色は青赤黄白黒であり、五
月 23 日にオンライン教材制作実習講座で
行説の霊獣では黄龍と青龍、季節は土用と春、 「百均 USB 扇風機で回転混色機を作ろう」
方角は東と中央、気候は湿と風、五情は怨と
を実施しました。
喜を象徴する。
イベントは研究会員の希望を満たすテーマ
黄は金に、白は銀に通じて、中世ヨーロッ
を取り上げるべきです。あなたがどんな教材
パの紋章学では黄（金）は高貴、青は知識で
を必要としているかの情報こそ、必要なので
あり、黄はトパーズ、青はサファイア、黄は
す。その情報を、この通信の返信として、気
青年期、青は少年期、黄は太陽、青は木星、
楽に私あてに送信してください。匿名でも構
そして、黄は信仰、青は正義を表すとされて
いません。私から研究会の幹事会に伝えます。
いた。
（永田泰弘）
ご返事を楽しみにお待ちします。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
言葉凸凹 標準の光 C と D65
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● 季語集の中の色名ー 9

色は照射される光の質が違えば、違って見
● 仲秋の季語（続き）
えるという性質がある。重さや長さは物理量
赤蜻蛉（あかとんぼ）
：体が赤く、秋晴れの日、
と呼ばれるが、色が心理物理量と呼ばれる理
群れをなして飛ぶ。（茜トンボ）
由の一つである。
紅葉（もみじ）：木々の葉が秋になって紅く
そのために色を測定したり判定する場合を
なるのをいふ。
考え国際照明委員会は、複数の「標準の光」
初紅葉・薄紅葉・夕紅葉・照紅葉・庭紅葉・
(CIE standard colorimetric illuminants)
山紅葉・巌紅葉・奥紅葉・谿紅葉・雑木紅葉・
を制定している。その中の二つが「標準の光
漆紅葉・はじ紅葉・白膠木紅葉・梅紅葉・柿
C」と「標準の光 D65」であった。
紅葉・櫻紅葉・葡萄紅葉・蔦紅葉・残る紅葉・
「標準の光 C」は可視波長域の平均的な昼
黄葉（もみじ）：木々の葉が秋になって黄色
光であり、「標準の光 D65」は紫外域を含む
になるのをいふ。
平均的な昼光である。
草木黄ばむ（くさききばむ）：草木の葉が秋
私は 1950 年代から 60 年代にかけて、合
になって黄ばんで来ることをいふ。
成樹脂用着色剤の開発や検査の仕事をしてい
黄葉季（くわうえふき）：楢・櫟などの葉が
たので、判定に使う光源は重要であった。
黄色になる頃のことをいふ。
一般に色を見るのは紫外線を含む自然光の
銀木犀（ぎんもくせい）：木犀の種類で花の
下であり、晴天時の北窓から入る光の下で判
色は白である。金木犀より香が乏しい。
定をしていたが、夜や曇天時は透明なタング
草紅葉（くさもみじ）
：山野の草の紅葉をいふ。
ステンランプにデビス・ギブソンフィルター （草の錦）
をかけて相対色温度を 6774K にした C 光
藍の花（あいのはな）：蓼の一種で二三尺に
源の装置を使用していたが、やがて D65 の
なる。葉で藍玉を作り染料とした。花は細い
蛍光灯が開発され、これに移行していった。
紅花である。
LED 電球への急速な置換に伴う、蛍光灯
茜草（あかねそう）：山野に自生する蔦性。
の製造中止と後継ランプの未開発問題はこれ
この根を昔は染料とした。秋に穂状、黄色の
（永田泰弘）
（永田泰弘）
からどうなるのだろう。
花をつける。
（あかねかずら）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 色名に採用したい季語ー２
色票の色指定は、十分な検討を加えてか
ら、確定する必要がある。今は仮の指定色
として扱っていく。
● 木蓮色（もくれんいろ）
・蘭春
葉を付けぬ梢に咲く紫木蓮の暗紫
花の色を指す。(C70 M100 Y40)
● 辛夷色（こぶしいろ）
・蘭春
モクレン科の落葉高木で白色の
六弁花の色。(Y4)
● 紅椿色（べにつばきいろ）
・蘭
春 赤い椿の花弁の色をさす。
赤椿色ともいう。(M90 Y20 K10)
● れんぎょう色・蘭春 モクセイ
科の落葉低木で葉の出る前に鮮や
かな黄色の花をつける。(M20 Y80)
● 金盞花色（きんせんかいろ）
・
蘭春 キク科の黄橙色の花。こが
ねぐさ、長春花。(M100 Y40)
● 紫雲英色（げんげいろ）
、蓮華
色（れんげいろ）
・晩春 マメ科。
田の緑肥にする。(M40)
● 桜貝色（さくらがいいろ）
・晩
春 ニッコウガイ科の二枚貝。花
貝、紅貝。貝細工に使用される。
(M20 Y5)

（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●研究会大会の準備を始めましょう！
令和 4 年度秋の研究会大会開催のお知ら
せの第１報が、日本色彩学会メールニュース
No.325 で告知されました。
実行委員長は溝上陽子先生です。（色覚研
究会／千葉大学）
2022 年 11 月 26（土）が色彩文化系 3
研究会合同発表会で、色彩教材研究会、くら
しの色彩研究会、美しい日本の色彩研究会が
参加の予定です。
11 月 27 日（日）が色彩科学系 5 研究会
合同発表会で、画像色彩研究会、感性・デー
タ科学・コスメティクス研究会、視覚情報基
礎研究会、色覚研究会、測色研究会の参加が
予定されています。
申込〆切は 8 月 22 日（月）で、アブスト
ラクト・予稿集原稿締切は 10 月中旬が予定
されています。
学会の存在意義は、研究発表と論文掲載と
言っていいでしょう。
今日から研究発表の準備に取りかかってく
ださい。15 分程度の発表です。日頃、関心
を持っているテーマを、思い切ってまとめる
決心をしてください。初めての方は、新しい
世界が広がると期待してください。

（学会メールニュース No.325 から引用）

No.295 2022.7.21

日本の美を貫く軽み―中井正一説―

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●浮世絵の色材の色「赤」

日本美学史は、美学者・評論家の中井正一
作品鑑賞の中でも、多くの浮世絵、錦絵を
（なかいまさかず；1900-1952）氏に始ま
目にすることがある。木版手摺り、木版機械
ると言われる。中井は美には秩序があり、美
刷りなど手段の違いはあるが、一見さほど仕
を景色・自然美と、人間が創造した道具や建
上りや見た目の違いが大きく感じられない作
築物のような技術美、絵画・音楽のような芸
品もある。作品を目にする度に気になるのは、
術美という三つに大別している（『美学入門』 「赤」の色の濃淡、色数などである。そして、
朝日選書 32、朝日新聞社、1975 年を参照）。 時代による作風や使用色材の色の変遷は、大
中井は、美意識とは、自分の快い自由な心
変興味深い。
持ちを感じることであり、美は常に無限に変
今年開催された「赤」に特化した浮世絵の
わりつつあると捉える。『万葉集』の「さや
作品の展覧会を太田記念美術館にて鑑賞し
けさ」や、『古今和歌集』の「物のあわれ」、
た。分かり易い制作用語の解説、時代や作者
中世の「数寄・侘び・寂び・幽玄」、江戸時
別、色材などを含め、浮世絵の歴史である。
代の「いき」には、清純を求め、清く新しく、
和の色名として学ぶ頻度が高い真朱や、紅
軽く、生き生きと、浅い川を自由自在に流れ
花による紅色、蘇芳、茜色、弁柄色、そして
る水のような美しさがあると指摘する。その
鉛丹色など様々な「赤」がある。
軽み・いさぎよさ・素直さ・果敢さ・地味の
特に江戸時代に用いられた染料や顔料とし
美に、日本特有の美があると言及する。
て、紅花、蘇芳、茜、弁柄、朱（鉛丹）など
つまり、「無所住心」（住みつく所なき心・
の解説があり、紅絵、紅摺絵、紅嫌い、赤絵
一つの所に住みつかない清々しい軽い心）の
などに使われる「赤」の歴史を再認識した。
爽やかさ、流動してやまぬ自由な魂に、日本
江戸時代の鈴木春信の色数少ない、淡く優
の美の特徴があると捉える。
しい色の作品と、目が醒めるような濃く鮮や
それは、何も置かれていない「虚ろさ」や、 かな月岡芳年などの明治時代の錦絵との作品
自然の与える素材に対する忠実さ、現実への
の比較ができた。明治に海外から入った「赤」
深い信頼感に見られる特性である。
の絵具の華やかな美しさは、当時の人々の心
（吉村耕治）
を熱く躍らせたことでしょう。 （瀧川優子）

色彩教材研究会通信

No.294 2022.7.14

●色彩教材研究会主査より

●貴石の色・ 瑪瑙（メノウ）

こんにちは、主査の吉澤陽介でございます。
以前にもお伝えしました通り、当方は６月
まで校務とプロジェクトの関係でなかなか時
間が取れない状態でしたが、少し落ち着いて
きましたので、これから「司令塔」として動
きたいと思います。
本日は、「幹事会メンバー」についてお知
らせします。幹事は昨年度から引き続き、山
根千明さん、山本まゆみさん、渡邊裕美さん
の 3 名に加えて、今年度より、榎芳栄さん、
昆野照美さん、陣出久美子さん、鈴木章子さ
ん、田森恭子さん、水野智子さんの 6 名が
新加入しました。顧問はお馴染みの北畠耀さ
ん、永田泰弘さん、垣田玲子さんの 3 名。
監事は井澤尚子さんの 1 名。主査の吉澤も
含めて幹事会は合計 14 名の構成となりま
す。遅めのキックオフになりますが，どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
今後，色彩教材研究会通信にて、主査から
様々な展開をさせて頂きますが、近日「令和
4 年度秋の研究会大会」について告知を行う
予定です。また，会員の皆様とのコミュニケ
ーションをしたいと考えておりますので、
yoshizawa@j.kisarazu.ac.jp まで、お気軽
にメールをいただけますと幸いです。（吉澤））

瑪瑙は、縦縞模様があるアゲートと模様が
ないカルセドニーに分かれていて、ボツアナ
アゲートについて書いてみます。
瑪瑙は、成分は水晶に近く硬度は 7 なの
で硬めです。染色もしやすい石なので様々な
色味があります。ボツアナアゲートは、ナチュ
ラルな色で落ち着いた茶色とモノトーンの色
味が特徴の瑪瑙です。
瑪瑙の意味は世界と繋がりを持つ石と言わ
れ、複雑な模様が一つの石の中に入り込んで
いるので、自然界の芸術の石といわれ、ネガ
ティブな心を修復する石とも言われます。
自然模様の配色にメッセージ性があること
は驚きです。チームワークを結びつける石と
も言われています。一つの色ではなく配色と
して、縦縞模
様のモチーフ
の色味がエネ
ルギッシュに
感じるのは瑪
瑙の石の意味
に関係してい
るのだからだ
と思います。
（田森恭子）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●季語集の中の色名ー 8
● 初秋の季語
白粉の花（おしろいのはな）：オシロイバナ、
漏斗状の花が咲く。
白萩（しらはぎ）：稀に白い花があり寂しい
感じである。
吾亦紅（われもこう）
：山の草で四五尺になる。
燻んだ赤色の小花が集まって団子形に咲く。
（我木高）。
雁来紅（がんらいこう）：鑑賞用。四五尺に
なり葉が種類によって紅、黄、それ等の混じ
るもの等多彩である。
粟の黒穂（あはのくろ保）：粟の穂の中に病
気に患って黒いのが混じるのをいふ。
● 仲秋の季語
白露（しらつゆ）：露の浄らかさを美称した
言葉。
紫雲英蒔く（げんげまく）：田甫の緑肥にす
る為の紫雲英（れんげ）は秋に蒔いて置く。
冬を越して春に花が咲く。
目白（めじろ）：緑色で眼の周囲が白い小鳥。
群れている。
黄ぎ魚（きぎう）：鯰の型で小さい。鰭が硬
くて痛い。淡水に棲み、不味な小魚である。
（技
ば地）（げばち）（ぎぎ）
（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
新刊紹介「世界のふしぎな色の名前」
城 一夫・カラーデザイン研究会著
（株）グラフィック社発行
定価：1,800 円（税別） 207 ページ
城先生の博識が結実した楽しい色名事典が
登場しました。
内容は、「詩的な色の名前」、「あやしげな
色の名前」、「暮らしにまつわる色の名前」、
「ファッション・文化の色の名前」、「動物た
ちの色の名前」、「植物たちの色の名前」、「地
名・人名の色の名前」に分けられ、最後に「ふ
しぎな色の物語」で締めくくられています。
一つの色名が、原則として 1 ページ構成
になっておりその色の色票は、ページごとに
描かれたユーモラスな絵として表現されてお
り、心を和ませてくれます。巻末に RGB と
CMYK を示した色票もあります。
最初に出てくるのが「ディドリーム（白昼
夢）」という色名です。「霧につつまれた恋」、
「尼僧の腹」、
「犬神人色」、
「コピー鉛筆」、
「ク
レオパトラ」なども色名として紹介されてい
ます。想像してみてください。
人名に関わる色名に日本では役者色があり
ますが。本書では取上げられておりません。
猛暑で始まった今年の夏を、この本を眺め
（永田泰弘）
避暑にしてください。

No.293 2022.7.7

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語の色 -36「若菜 下」- その１

● 色名に採用したい季語ー 1

光源氏は四十六歳の冬十月二十日、紫の上、
明石の女御、明石の君、明石の尼君などを同
伴した豪勢な行列にて住吉に詣でる。
現在は、埋め立てによって海岸から遠い大
阪市住吉区の住吉大社であるが、以前は海の
そばでこのあたりは「住の江（墨江）」と呼
ばれていた。松の名所であり、平安時代、
「住
吉の松」を歌枕に、様々な和歌に詠まれてい
る。
源氏一行の住吉参詣では舞楽「東遊」の奉
納についても語られ、舞人の衣装は「山藍で
摺った竹の葉紋様」とある。
山藍は野生の植物で、茎と葉の汁を染料と
して、型染めで模様を摺り、社頭で舞う舞人
の青摺衣などに用いた。また、摺り染めは「延
喜式」に公事と女子の桾（くん）以外に用い
ることは禁じるとあり、舞人や楽人のほか、
天皇の野行幸に供奉する鷹飼の装束にも用い
られたとされる。
紅葉の社頭に舞楽は終夜続く。海面、遥か
かなたを澄み照らす月あかり、松に降りた霜
の白と背景の色彩描写も美しい。
装束や景色のみならず、波の音に響き合う
舞楽の音色へと想像が広がる場面である。

● 白梅色（しらうめいろ）
早春。白を表現する色名は意外に
少ない。花にまつわる色名は「卯
の花色」程度か。白梅の厚みを感
じさせる色として美しい表現にな
る。紅梅色と対にもなる。(Y2)
● 猫柳色（ねこやなぎいろ）
早春。川辺などに生える猫柳の銀
灰色の花穂の色。(K20)

（平山和香子）

● 蓬色（よもぎいろ） 蘭春。
草餅に入れるよもぎの若葉の銀灰
を帯びた薄緑色。(C50 Y40 K20)
● 朧月色（おぼろづきいろ）
蘭春。おぼろに霞んだ月面の色。
(C10 M5 Y20)
● 草餅色（くさもちいろ）
蘭春。蓬の葉を入れて搗いた草餅
の緑色。(C60 Y50 K20)
● 甘茶色（あまちゃいろ）蘭春。
ヤマアジサイの変種の甘茶の木の
葉を煮出した灌仏会に使う甘茶の
薄茶色。(M40 Y50 K10)
色票の色指定は、十分な検討を加えてか
ら、確定する必要がある。今は仮の提案色
（永田泰弘）
として扱っていく。

色彩教材研究会通信
言葉凸凹

加法混色と減法混色

「加法混色」と「減法混色」という、輝度
が「＋」か「ー」による混色の様相がある。
JIS の用語の定義では加法混色は「２種類
以上の色刺激が網膜の同じ箇所に同時に若し
くは急速に交互に入射して、または目で分解
できない程度に入り混じった形で入射して生
じる色刺激の混合」とされ、
「減法混色」は「色
フィルター又はその他の吸収媒質の重ね合わ
せによって別の色が生じること」としている。
「加法混色」はテレビ画面で見る色の状態
であり、「減法混色」はフイルムの映写によ
る映画の画面で見る色の状態である。
いずれも原色があり、テレビは赤・緑・青
(RGB) であり、映画フィルムは赤・緑・青
の補色に当たるシアン・マゼンタ・イエロー
(CMY) である。最少の色数で無限大の色数
の混色を行う技術が確立されている。
減法混色を基本とする 4 色によるカラー
印刷は、CMY にブラックを加えた４色印刷
が主流であるが、黒を加えるのは、文字や黒
髪の印刷に便利であるという理由である。
インキ面が重なって見える減法混色の色
と、目で分解できないほど細かな網点の混在
による加法混色によって色が再現されている
（永田泰弘 )
のがカラー印刷の色である。

●色名雑感

No.292 2022.6.30

レカミエ (Récamier)

「レカミエ」は、ポンパドールやアントワ
ネットと同様名前を冠したピンクの色名。
19 世紀初頭のフランス . サロン社会で花
形になったジュリエット・レカミエ夫人は、
世界の歴史の中で最も美しい女性と言われて
いました。美形の上、強く美しい目をしてお
り、当時としては珍しく髪は短く、ギリシャ
風衣裳ヒマティオンを着用していました。性
格は、聡明で信念が強く、忍耐力もあり、頑
固で教養が高かったようです。
皇帝になったナポレオンは、レカミエ夫人
を愛人にするため、彼女への贈り物として新
古典主義の画家ダヴィッドに彼女の肖像画を
依頼します。その作品「レカミエ夫人」は有
名です。しかし、彼の想いは叶いませんでし
た。遂に、彼女はパリを追放されてしまいま
す。齢 40 歳過ぎには、修道院に引き篭もっ
てしまいますが、病気がちになっても、その
魅力は失わなかったと言われています。
著名な小説家、政治家、作家や随筆家といっ
た面々と親交を結
んでいたようでし
（三本）
た。
マダム・レカミエ
ジャック＝ルイ・
ダヴィッド画

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●札幌の初夏の花
リラ冷えの街札幌の、初夏を告げる花の色
を紹介します。
皆さんはリラのお花を知っていますか？
リラというのは仏名で、日本名はライラック
です。
5 月末の札幌はまだまだ涼しい（最高気温
15 〜 20℃）のですが、そこに一斉に咲く
香りがよい紫のお花です。花の色は白や濃い
紫などもあり、冷涼な地域を好むため本州で
はあまり見かけたことはありません。
ちなみに、リラという花名を日本でやや有
名にしたのは、ちょっと古くなりますが、作
家の渡辺淳一氏の「リラ冷えの街」という作
品からです。
大通公園、
川下公園、
北海道大学
などに植え
られていて、
札幌の初夏の
景観の一部に
なっています。
（昆野照美）

色彩教材研究会通信
●オークション業界での日本の美意識

●色名雑感

No.291 2022.6.26

色鉛筆のネーミング

オークション業界においては「デロリ」の
企業が付ける色名には楽しいものが多数あ
系譜という美意識がある（山口桂『美意識を
り、文房具の世界でもオリジナリティあふれ
磨く―オークション・スペシャリストが教え
る色名が付いた商品がたくさんあります。
るアートの見方―』平凡社新書 952、2020
その中でも特にユーモアのある色名が付け
年を参照）。デロリとは、近代洋画家、岸田
られているのが、株式会社フェリシモが販売
劉生（1891-1929 年）の造語で、奇怪で不
している『500 色の色鉛筆』です。お持ち
気味・変態的・グロテスクな世界を表す。
の方も多いのではないでしょうか。
山口（2020）は、絵画の見方の基本は心
1992 年に第一弾が発売され、第二弾、第
を揺り動かすことで、一流のものや本物を無
三弾を合わせて 10 万セット、5 千万本が世
心で見ることが基本と指摘する。気に入った
界 55 か国で発売され、完売しました。
ものは近づいて見ること、絵は全体で見るよ
世界中からの要望を受けて 2009 年から
うにし、自分が好きかどうかを考えながら各
東京葛飾区の工場で復刻されている『500
部屋を巡り、一部屋で一番好きな絵を決め、
色の色鉛筆 TOKYO SEED』の色名は
その絵に戻る、好きな理由は色彩か構図か画 「LOVE」「FUN」など 25 のテーマに分かれ
題か人物の顔かを考え、自分の好きな絵や画
ていて、英名と日本語名の 2 つが記されて
家に出会うことが大切で、愛と死、美と醜、
います。例えばピンク系では「PRINCESS
絢爛と陰鬱が共存する世界の存在を指摘す
DIARY（夢見るお姫さまの秘密の日記
る。
色）」、「COSMOPOLITAN CRUSH（コス
日本の古美術は「用の美」と密接に関連し
モポリタンの秘めた恋の色 ）」、
ており、刀の鍔（つば）や屏風・扇・硯箱、 「PRETTYPIGGY( 開けるのが楽しみ 小ブタ
金継ぎも、その系譜にあると指摘する。日本
の貯金箱の色）」など、遊び心が効いています。
の美の中心にあるのは「不揃い」とする小泉
色という視覚からだけでなく、色名からも
八雲の考えも紹介し、不在が却って存在を強
楽しい気分になる仕掛けがなされています。
く意識させるという美意識や繊細さについて
https://www.felissimo.co.jp/500/themes
（吉村耕治）
（橋本実千代）
も言及している。
.cfm?iid=p̲fcp̲THEMES#

●色名雑感

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

たけくらべ

樋口一葉（1872~1943) は、明治時代の女
流小説家であり、文学で身を立てようとした
一葉は半井桃水に師事し、明治２７年５月、
本郷の丸山町に住み、亡くなるまでの２年６
か月という短期間に、「たけくらべ」や「に
ごりえ」といった珠玉のような名作を書き、
24 歳 8 か月の若さでこの世を去りました。
一葉の表現が大好きなので、女性の服飾を
表す色名を含む文章をそのまま引用します。
「小ざっぱりとせし唐桟ぞろいに紺足袋は
きて、」「柿色に蝶鳥を染めたる大形の浴衣き
て、」「黒繻子と染分絞りの晝夜帯胸だかに、」
「見聞くは三味に太鼓にあけ紫のなり形、」
「はじめ藤色絞りの半襟を袷にかけて着て歩
るきしに」「単衣は水色友仙の凉しげに、」
「白茶金らんの丸帯少し幅の狭いを結ばせ
て、」「美登利みかねて我が紅の絹はんけちを
取出し、」「赤えり赭熊に裲かけの裾ながく、」
「衣の白地の紅に染む事無理ならず、」「六つ
五つなる女の子に赤襷させて、」「紅入り友仙
の雨にぬれて」「紅入り友仙は可憐しき姿を
空しく格子門の外にと止めぬ、」。
「たけくらべ」には、19 の色名が使われ、
その用例は 57 例にのぼります。女流らしく
男性を上回る用例が見られます。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
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招待講演はジブリ

初日の 6/25（土）13 時からは、三鷹の森
ジブリ美術館の学芸員、伊藤望氏による招待
講演「アニメーションの色彩〜スタジオジブ
リ作品を彩った保田道世氏について〜」を企
画しました。
80 年代以降、アニメーションの “色” は
登場人物の印象を決めるだけではなく、実写
映画や演劇における衣装や照明の役割も担
い、時間帯、季節、空間、素材、人物の心理
をも表現し、その役割を広げていきました。
色彩設計や色指定という重要な仕事が存在
するアニメーションの色彩表現と、その魅力
に迫る興味深いテーマです。
◆会期：6/25（土）・26（日）
◆会場：ハイブリッド開催
〈現地参加〉椙山女学園大学 星が丘キャン
パス
〈オンライン参加〉 Zoom 利用
◆参加申込：6/19（日）〆切
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
#sankatouroku
◆招待講演：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
index.html#kouen1

（全国大会実行委員会・広報）
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●白藤（白花藤）と 色名との区別
歌人・窪田空穂（うつぼ）（1877 〜 1967）
の作品に「若葉まじり 群がり咲ける 白藤の
花の乱れの日に静かなり」とあるが、新緑の
中に見事にゆらりと美しく垂れ下がる白藤
が、連休中に観た白藤（白花藤）と重なった。
伝統色名に「白藤色」がある。「藤」の付
く色名の代表に「藤色」があるが、その明る
い青紫の色を更に淡く薄い明るい色、「淡藤」
「薄藤色」などがある。「白藤色」は、更にこ
ういった色名の色より、明るく白に近い淡い
紫〜青紫である。『かさねの色目』の一部で
あるが、「藤」「藤重」、そして「白藤」など
があり、「藤」が付く配色法が平安時代から
ある。「白藤」（しらふじ）は、表：薄紫裏：
濃紫の組み合わせであるが、藤の花には白色
種もあり、色目の配色、和の色名の色は、全
体が白い藤の花（画像）の色ではないことを
意識したい。白藤 ( 白花藤 ) の凛とした清楚
（瀧川優子）
な姿が印象深い。

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 季語集の中の色名ー７
● 盛夏の季語（続き）
青蔦（あおづた）：蔦の青葉。
青芦（あおあし）：青々と成長した葦。
青芝（あおしば）：庭や公園の青くて美しい
芝生。
青芒（あおすすき）：未だ穂を生じない芒。
紅蜀葵（こうしょくき）：楓のような葉をも
ち紅色の大型の美しい花が咲く。
紫蘇（しそ）：紫の鋸葉をもつ、梅漬けなど
に用いる。
● 晩夏の季語
白桃（はくとう）：白い桃。最も見事で味も
良い。
青柿（あおがき）：梢に形をなした青く固い
柿の実。
青葡萄（あおぶどう）：未だ紫いろにもなら
ない粒も小さい葡萄。
青林檎（あおりんご）：未だ赤味を帯びてい
ない林檎。
青胡桃（あおくるみ）：木の上の緑色の胡桃
の実。
青無花果（あおいちじく）：無花果のようや
く整った青い実。
青唐辛子（あおとうがらし）：唐辛子の青い
（永田泰弘）
もの。

色彩教材研究会通信
●全国大会 [ 名古屋 ]ʼ 22

前納〆切

5 月 25 日（水）が前納〆切です。
早めの参加手続きをお願いいたします。
登壇者はこの日までに手続きが必要です。
新たに 3 つ目のビジュアルを公開しまし
た。渡辺真由子氏（ジュエリーデザイナー、
学会員）のデザインで広報のフェーズに合わ
せて背景が 3 段階で変化したものです。
◆会期：2022 年
6/25（土）・26（日）
◆会場：
ハイブリッド開催
〈現地参加〉
椙山女学園大学
星が丘キャンパス
〈オンライン参加〉
Zoom 利用
1 日目と 2 日目を異なる参加形態にもでき
ます。現地では、大会グッズ（安全アメニティ）
も準備しています。
◆参加申込：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
#sankatouroku
◆大会情報：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
（全国大会実行委員会・広報）
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源氏物語の色 -35「若菜 上」- その 2

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 季語集の中の色名ー 6

光源氏四十一歳の三月末、邸宅である六条
● 盛夏の季語
院の庭での蹴鞠の場面がある。
白南風（しろはえ）：梅雨明けの明るさの中
桜の直衣に指貫袴と当時の男性の貴族の普
に吹く南風。
段着姿で蹴鞠に参加している二十歳の夕霧。
青嵐（あおあらし）：青葉の中をふく夏のは
その見た目は誰よりも若く美しいと書かれて
げしい風。
いる。
緑蔭（りょくいん）：青々とした樹蔭。
冬（十月から三月）の直衣は袷で表白、裏
青嶺（あおね）：青々とした夏の嶺。
二藍（紅と藍の掛け合わせ）。若年ほど二藍
青田（あおだ）：稲の緑が程よく伸びた田。
の紅の比率が多く “桜がさね” となる。
青蚊帳（あおがや）：青くみづみづしいみど
この後、蹴鞠に疲れ、夕霧が柏木と共に座っ
り色の蚊帳。
て休息をしていると、猫が走り出て開いた御
青簾（あおすだれ）：青竹で編んだ簾。
簾の隙間に袿（うちき）姿の女性を目にする。 白地（しろじ）：白地絣又は白地浴衣などを
光源氏の正妻、女三の宮をはじめて目にし、
いう。
柏木の不義の恋心があおられる。
白服（しろふく）：男女の白麻服。
後の物語が大きく動くきっかけとなる重要
白靴（しろぐつ）：白革、ズックなど軽快な
な場面である。奥に立つ女三の宮は、紅梅襲
夏の靴。
であろう、紅色の袿を何枚もまとって、袖口
冷し紅茶（ひやしこうちゃ）：冷蔵庫で冷や
や裾は華やか、その上には桜の細長（高貴な
した紅茶。
女性の日常着）とある。十五、六歳の女三の
白玉（しらたま）：粳米の粉を水で練り、丸
宮のあどけなさが残る可愛らしい姿が連想さ
めて茹で、氷をそえて砂糖をかけて食べる。
れる。
金玉糖（きんぎょくとう）：寒天に甘味をつ
蹴鞠を行う者、光源氏他それを眺める者、
けた菓子。
女三の宮に仕える女房達、雅な装束の方々の
青葉（あおば）：若葉の更に濃くなったもの。
集いに夕明かりと桜の散る花が彩を添える美
青葉闇。
（平山和香子） （盛夏続く）
（永田泰弘）
しい光景が目に浮かぶ。

色彩教材研究会通信
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●全国大会ʼ 22 受付グッズを準備中

●提案 -26・学会員名簿の作成

２年半ぶりの現地での学術交流を楽しんで
いただきたく、大会グッズ（感染予防の安全
アメニティ）を準備中です。また、タイムテー
ブルを公開しました。
ハイブリッド開催なので、発表者・聴講者
とも「椙山女学園大学での参加」と「Zoom
を使った遠隔地からの参加」のどちらも可能
です。お得な前納〆切はまもなくです。
参加登録をお待ちしています。
◆会期：2022 年 6 月 25（土）・26（日）
◆タイムテーブル：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
index.html#kaisaiannai6
◆参加申込：5/25（水）前納〆切
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
index.html#sankatouroku

手元に、2012 年３月１日発行の B5 版の「日
本色彩学会 会員名簿」がある。名簿が 93 頁
と規定類が 8 ページで構成されている。
個人情報保護法ができて、その後は発行さ
れていない。法に触れる項目は住所と電話番
号と e-mail だけと思われる。
学会は人の集まりで構成されているので、
構成員の名簿は必須のアイテムと言える。
個人情報保護を充足した名簿の作成は可能
であると考えられるので、学会員の構成も大
幅に変わった 10 年後の現在、学会に必要な
機能を盛り込んだ電子版会員名簿を作成し、
閲覧出来るようにしては如何かと思う。
特に、「専門分野」については、学会で学
会活動に考慮した分類リストを作り、各自に
複数を選んでもらう方法を取るべきと思う。
記載事項は、氏名・ローマ字表記・勤務先・
学校名・所属・専門分野・学会員番号・所属
支部名・学会での役職・所属研究会名などと
し、自宅住所は、都道府県名と市・区名まで
とする。記載内容は本人の意思を優先する。
情報蒐集の手段は学会で、適当なアプリを
探して指定する。名簿作成を支部や研究会に
委託する方法もある。名簿の閲覧方法は、別
（永田泰弘）
途設計する必要がある。

（全国大会実行委員会・広報）

ペン

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●図像トリミング講座のご案内
実践講座シリーズ「クリエイターから学ぶ
サスティナブルデザイン」がスタートします。
第 1 回は 6 月です。
【表題】研究開発や創造表現に役立つ画像ト
リミング講座 −美や喜怒哀楽を切り取り、
イマジネーションを鍛える−
【日時】6 月 5 日（日）14〜17 時
【会場】Zoom を使ったオンライン開催
【講師】林英光（環境デザイナー）
ナビゲーター：川澄未来子（名城大学）
【内容】本質的な美しさや心理的様相を、画
像情報から切り取る実習付きの講座です。ト
リミングの基本的な考え方を概説した後に、
受講生は PowerPoint を使って 2 種類の実習
課題に取り組みます。2 つ目の課題では、ピ
カソの名作・ゲルニカの素材を使って、人の
喜怒哀楽や社会課題のトリミングに挑戦。
【受講料】日本色彩学会員 2,000 円
非会員 3,500 円【申込】5 月 29 日（日）〆切
https://forms.gle/uFZEZufSiEKrse317
【主催】くらしの色彩研究会・
美しい日本の色彩環境を創る研究会
【詳細】
https://color-science.jp/society/220605̲2ev
（川澄未来子）
ent/

色彩教材研究会通信
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発表の内訳

全国大会のプログラムで公開されている
66 件の研究・作品発表の内訳を紹介します。
5 件がカラーデザイン発表、残り 61 件が
研究発表です。分野は、色弁別、測色、画像
処理、色覚多様性、照明、顔・表情、嗜好、
教育、文化、景観・建築、ファッション、デ
ザインなど実に多彩です。
発表者については、10 件がメーカー勤務
やフリーランスの方々、残り 56 件が教育・
研究機関の所属です。また International
Session で 10 件の英語発表、発表奨励賞の
対象となる若手研究者の発表が 15 件と、発
表者も多様です。今回はオンライン参加も可
能なハイブリッド開催です。
皆さまのご参加をお待ちしています。
◆会期：2022/6/25（土）・26（日）
◆会場：〈現地参加〉椙山女学園大学 星が丘
キャンパス。〈オンライン参加〉Zoom 利用。
◆参加申込：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
#sankatouroku
前納登録がお得です。前納〆切 5/25（水）。
◆大会情報：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
（全国大会実行委員会・広報）
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●公開講座・色を分ける 色で分ける

●図書紹介 「虫や鳥が見ている世界」

日高杏子学会員（芝浦工業大学デザイン工
学部デザイン工学科准教授 ) による、対面方
式の公開講座の紹介です。大学は対面授業が
始まっています。安心してご参加ください。
著書『色を分ける 色で分ける』（京都大学
学術出版会）を中心にした、色彩と文化人類
学、科学、心理学を話題にする講座です。虹
の色数は７色、赤はお湯で青は冷水。私たち
は日々の生活の中で当然のように色を分け、
また色を使って物事を分類しています。しか
し虹の色を２色に分ける文化もある一方、寒
色・暖色のように色彩に寒暖を覚える感覚は
あまたの文化に共通するようです。一体なに
がこの普遍性と多様性を分けるのでしょう
か。虹の色数の多様性から色の分類の論理、
肌の色による人種差別まで、古今東西の事例
をもとに人間の色彩文化をひもときます。
◆会場：芝浦工業大学芝浦キャンパス（港区）
◆日時：6 月 10 日（金）18:00 〜 19:30
◆受講料：1,500 円
◆定員：先着 50 名
◆申込締切：5 月 20 日 ( 金 )
◆申込方法と内容確認は下記の URL でご確
認ください。
https://www.shibaura-it.ac.jp/visitor/public
（永田泰弘）
/extensions/otc/22a107.html

−紫外線写真が明かす生存戦略 浅間 茂著
中公新書 2019 年 1000 円＋税
多くの鳥や昆虫が見ているのに、我々には
見えない世界を、360nm 前後の紫外線カメ
ラを通して著者が紹介している。
鳥や昆虫は紫外線反射の違いで雌雄を見分
け求愛活動に役立てているものが多い。たと
えば、モンシロチョウの雄の翅は紫外線を吸
収し、雌は反射するのでお互いに分かる。
トカゲは敵に襲われたときに自ら尾を切っ
て逃げることが知られている。これは紫外線
反射が強くて動き回る自切した尾に、敵の目
を向けさせて本体が逃げる作戦だ。
シチメンチョウは頭から首にかけて色が劇
的に七変化することからついた名前だ。興奮
すると赤くなる人間とは逆に、平静なときは
赤く、興奮すると青、白に変化する。これは
血管内のコラーゲン構造の変化による構造色
で、赤は紫外線を吸収し、青や白は反射する。
菜の花は真っ黄色だが、紫外線カメラを通
すと全然違って見える。花びらは紫外線を強
く反射し、おしべは吸収している。モンシロ
チョウは、花びらの紫外線反射で花に近づき、
紫外線の吸収で蜜のありかを知るという。
動植物の生存戦略の一端を知る一冊。（垣田）

色彩教材研究会通信
●全国大会 [ 名古屋 ]ʼ 22 プログラム
全国大会のプログラムを構成しました。
研究・作品発表の 66 件は、色弁別、測色、
画像処理、色覚多様性、照明、顔・表情、嗜
好、教育、文化、景観・建築、ファッション、
デザインなど、多彩な内容です。
招待講演・特別学術講演も含め、2 日間の
充実したコンテンツをご確認ください。
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
program20220430.pdf
◆会期：2022/6/25（土）・26（日）
◆会場：〈現地参加〉椙山女学園大学 星が丘
キャンパス。
〈オンライン参加〉Zoom 利用。
◆参加申込：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
#sankatouroku
前納参加〆切日 5/25（水）
◆大会情報：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
なお、日本色彩学会では、スポンサー様に
よる、年間 / スポット広告を募集しています。
6 月末までの申込みで、大会関係サイトにも
広告を掲載させて頂きます。
https://color-science.jp/links/sponsors/
（全国大会実行委員会・広報）
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源氏物語の色 -34「若菜 上」- その１

●図書紹介 「虫や鳥が見ている世界」

「若菜」は源氏物語において最も長文で、
現在は上下に分け２つの帖として扱われるこ
とが多い。
帖の名は、養女、玉鬘（たまかずら）が光
源氏の四十歳の長寿を祝う「四十賀」の年の
正月に若菜を献じた場面にちなんだもの。
平均寿命が四十歳代と考えられる平安時
代、四十歳の異称は「初老」で、ここから老
年期に入るとみなされた。
同じ年の二月中旬、女三の宮への文を白の
料紙にしたため、白梅の枝に付けて使いに預
けた場面で光源氏の装束の色は白。そして、
庭に残る雪、舞い散る雪、真白な梅花、と背
景にも白が描かれている。梅の枝を手に、御
簾を押し上げ庭を眺めるその姿は、いかにも
若々しくなまめかしく美しく、感じられたと
ある。源氏物語には光源氏の衣装の色の記述
が何度も出てくるが、この後は無い。
この場面での光源氏は、すでに準太上天皇
という高い身分であり、さらに内親王女三の
宮の夫という立場。
まさに栄華を極めた時期、その栄光の陰で、
心は老いの嘆きに満ちいく。景色と衣装の白
が老いても未だに美しい姿をより際立たせて
（平山和香子）
いると思う。

−紫外線写真が明かす生存戦略 浅間 茂著
中公新書 2019 年 1000 円＋税
多くの鳥や昆虫が見ているのに、我々には
見えない世界を、360nm 前後の紫外線カメ
ラを通して著者が紹介している。
鳥や昆虫は紫外線反射の違いで雌雄を見分
け求愛活動に役立てているものが多い。たと
えば、モンシロチョウの雄の翅は紫外線を吸
収し、雌は反射するのでお互いに分かる。
トカゲは敵に襲われたときに自ら尾を切っ
て逃げることが知られている。これは紫外線
反射が強くて動き回る自切した尾に、敵の目
を向けさせて本体が逃げる作戦だ。
シチメンチョウは頭から首にかけて色が劇
的に七変化することからついた名前だ。興奮
すると赤くなる人間とは逆に、平静なときは
赤く、興奮すると青、白に変化する。これは
血管内のコラーゲン構造の変化による構造色
で、赤は紫外線を吸収し、青や白は反射する。
菜の花は真っ黄色だが、紫外線カメラを通
すと全然違って見える。花びらは紫外線を強
く反射し、おしべは吸収している。モンシロ
チョウは、花びらの紫外線反射で花に近づき、
紫外線の吸収で蜜のありかを知るという。
動植物の生存戦略の一端を知る一冊。（垣田）
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●色彩教材研究会の皆様へ

●回転混色 パーソナルカラー説明用

●色名雑感の原稿を募集します

こんにちは、本年度主査をさせていただき
ます吉澤陽介（木更津高専）でございます。
過去２年間は三本主査の強力なリーダーシ
ップにより、有意義な研究会活動になったと
思います。三本主査，２年間ありがとうござ
いました。
当方、今年度の主査を担当させていただき
ますが、すでにお知らせしている通り、ひと
まず任期を１年にさせていただきます。
また、４月から６月までが校務とプロジェ
クトの関係上、なかなか手が空かない状態と
なっております。
よって，この１年は主査の名前をお借りし
て「司令塔」として，幹事・会員の皆様に動
いていただこうと考えております。
場合によりましては，幹事に主査代行をお
願いすることになろうかと思います。
現時点での予定は、幹事候補者に確認をと
り、新幹事会を組織し、方針・スケジュール
のたたき台を作り、５月中に幹事会（zoom）
を開催し、顔合わせ、年間行事のブレスト、
11 月開催予定の研究会集会について議論い
たします。議論の結果としてスケジュールが
決まり、担当者を決めてイベントを行います。

パーソナルカラーは、ある色をイエロー
ベースとブルーベースに分けて扱うことから
始まる。中間のレッドに黄味を加えた色をイ
エローベース、青味を加えた色をブルーベー
スと定義する。
３色の色を実感するために三つの円盤の回
転混色を用いる。中心まで切込みを入れて、
レッドの円盤に、Y-base と B-base の円盤を
重ねて回転混色を行う。イエローとブルーの
露出面積は適宜調節する。この回転混色を用
いてパーソナルカラーの説明をすると、理解
しやすいと思われる。左の円盤は各色準備。
回転混色した場合は、外側に試料色の中間
のレッドが現れ、中央にイエローベースの
レッド、内側にブルーベースのレッドが現れ
る。黄と青の円盤は転用が
可能である。（永田泰弘）

日常生活の会話の中で「色名」を使うこ
とがありますが、何種類ぐらいの色名を記憶
して、会話をすれば、通常の会話は成り立つ
のだろうかと考え、私は昔から 30 種類ぐら
いの色名を使いこなすことができると、それ
ほど困らないで、会話は成り立ち、日常生活
に支障を生じることもないのではないかと考
えていました。30 案を提案してください。

（吉澤陽介）

「色名帳」と呼ばれる本を数冊、執筆して
いますが、編纂に参加した「JIS 規格・物体
色の色名」では、和色名 147 色とカタカナ
洋色名 122 色を合わせて「日本の 269 色」
として出版しています。
皆さまが、「色名」に対して抱いておられ
る様々なお考えや、疑問を 480 字以内の文
章にまとめて、投稿していただけませんか？
これだけの色名があれば、会話は成立つと
いうことから、こんな珍しい色名を使うのも
楽しいとか、この歌にはこんな色名が、この
小説にはこれだけの色名が、使われていたと
いうレポートなども歓迎します。
最近流行り始めた新しい色名なども紹介し
てください。
ワードの原稿をメールで永田泰弘宛にお送
（永田泰弘）
りください。原稿料はありません。

色彩教材研究会通信
● 色彩教材研究会総会成立のご報告
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●芹沢銈介デザインのジャパンブルー

研究会は年度末に総会を開くことが義務付
芹沢銈介は、昭和３（1928）年頃に、沖
けられていますが、新型コロナウイルス感染
縄の紅型（びんがた）の風呂敷の作品に魅了
症拡大の為、昨年同様にメールによる総会の
されてからその後、紅型の着物の美しい色や
形をとり実施いたしました。
模様、図案に感銘を受け、自身の作品への影
４月 11 日に、承認多数の結果で成立いたし
響も少なくない。
ました。
昭和４（1929）年頃には、ろうけつ染め
研究会員には、以下の議案をお送りしまし
の作品で、作家デビューし、翌年には型染に
た。
移行した。紅型の技法は自身に大きく影響し、
第 1 号議案 2021 年度色彩教材研究会活動
デザイン、配色などに垣間見れた。特に暖色
報告承認の件
系の色、赤・橙・黄、他緑や青（緑みの青）
第 2 号議案 2021 年度色彩教材研究会決
など型染ならではの発色は綿や麻など素材な
算書承認の件
どによっても異なるが、穏やかで深く温かみ
第 3 号議案 2022 年度色彩教材研究会活
のある配色である。
動計画承認の件
一方で、開館 40 周年で 3 月 21 日まで開
第 4 号議案 2022 年度色彩教材研究会予
催された静岡市立芹沢銈介美術館にて、自身
算承認の件
の作品と多くの収集品も含め、地の色がジャ
第 5 号議案 2022 年度色彩教材研究会幹
パンブルー、日本の藍染での染色技法の筒描
事会役員選任承認の件
（つつがき）の風呂敷、のれん、裂などの作
メールによる回答を集計致しました結果、
品をを観る機会があった。吉祥文の鶴亀松竹
全議案は 35 名の「承認」により可決されま
梅文、宝尽くし文、茶道具文、動植物が組み
した。
合わされた文様などが施された藍染の世界。
これまでの皆様のご協力に感謝申し上げま
濃淡は、使用状況、素材により微妙に異なる
す。新主査のもと、新たな形での研究会の更
藍染作品。デザイン性のある明快な文字や文
なる発展の為、引き続き、皆様のご協力ご参
様のあるジャパンブルーにどれだけ魅了され
（三本由美子）
（瀧川優子）
加をお願い致します。
たことでしょうか。

発行人：永田泰弘
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● 季語集の中の色名ー 5
● 初夏の季語
青梅雨（あおづゆ）：梅雨は、丁度若葉の季
節でもあるので青梅雨ともよぶ。
黒南風（ くろはえ）
：梅雨期に入り吹く南風。
金魚田（きんぎょだ）：金魚を飼育する田。
金魚売、金魚鉢、金魚玉、金魚。
青葉木兎（あおばづく）：みみづくより大き
く、黒褐色の愛嬌ある鳥。
青鷺（あおさぎ）：みと鷺とも呼ばれ羽は淡
青。河沼に住む。
黒鯛（くろだい）：普通の鯛は夏味が劣るの
に対して、初夏の黒鯛は美しく且つ美味い。
白鱚（しろぎす）：細長く黄味を帯びた魚。
青鱚（あおぎす）：川に棲んで川鱚ともいう。
緋目高（ひめだか）：メダカの中では美しい
色彩を持っている。
萬緑（ばんりょく）：新緑を更に大きく見て。
緑立つ（みどりたつ）：松の緑が伸びること
をいう。
紫蘭（しらん）：庭に栽培される蘭で、紅紫
色の美しい花をもつ。
青梅（あおうめ）：青い梅の実。
麦の黒穂（むぎのくろほ）：麦の病気の穂。
初夏は多種類の動物や植物が出現して、多
（永田泰弘）
くの季語を形成している。

色彩教材研究会通信
源氏物語の色 -33「藤 裏 葉」
光源氏の誕生から栄華を極めるまでを描い
た第１部の最後にあたるこの帖では、「夕霧、
雲居雁と結婚」「明石の姫入内」「光源氏、准
太上大臣に」といった明るい話題が続く。
長年想いを寄せてきた雲居雁の父、内大臣
から藤の宴に招かれたことを報告した夕霧
に、光源氏が濃い二藍は若々しすぎるから大
人っぽい色のものを着けて行くようにと、自
分用に仕立てあった直衣を贈る場面がある。
直衣は、男性の上流の貴族の日常着で、夏
（四〜九月）の直衣は一重。色は、本来自由
だが、位色や凶服の色を避けるなど社会的制
約からおよその色が決まっていた。二藍が基
本で、若年ほど紅が濃いものを、年長になる
ほど紅が薄く、藍の比率が多いものを着用し、
四十歳以降は縹が一般的であったという。
五十三歳の父、光源氏から、十八歳の子、
夕霧への助言はこの様な当時の慣習ゆえだ
が、親心と共に、夕霧と雲居雁の結婚につな
がる藤の宴への招待を重くとらえていること
を読者に印象付けていると感じる。 （平山）

No.283 2022.4.14

●回転混色 100 色折紙の利用
本通信の 237 号で紹介した「100 色折紙」
を、回転混色円盤の制作ワークショップに利
用したら良いと思います。
利点の１は大きさが 15cm 角であること。
２は 100 色と多色であること。３は二組で
594 円、一枚３円と安いこと。小さいクラス
なら１組で十分であることなどです。
CD やコンパスを使って円形に切るだけで
回転混色円盤ができることが利点です。
用途は、「中間色」を作ること。「補色」を
確かめることなど共同作業に向いています。
発売元は、エヒメ紙工株式会社で問合せ先
は (Tel.0896-58-3365)。ホームページは
http://www.ehimeshiko.com/

◆渋谷典会員が執筆されていた「源氏物語の色」を今
号から、Costume Jewelry ＆ Color Coordinate の
Atelier WANOKA 代表 の平山和香子会員に執筆をお
願いしました。ご期待のほどを。 （永田）

◆回転混色に関する投稿を募集します。（永田泰弘）

発行人：永田泰弘
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● 第 5 回色彩教材研講座のご報告 -３
第 5 回色彩教材研究会オンライン講座の
質疑応答とアンケートの一部、その３です。
Q：影はなぜ透明に見えるのか？
A：それは透明視の要件に合致しているから
です。影は加算的色変換の場合に強い色の錯
視が発生します。
それはゲーテが発見し色陰現象として既に知
られているものですが、特殊なものとして理
解されていて加算的色変換のことが十分理解
されていないことによります。
また、下の著書を参考にしてください。
「だまされる視覚・錯視の楽しみ方」化学同
人
◆大変興味深く、実際に自分で作って試して
いますが、今日の動画なども作ってみようと
思いました。
◆大変楽しそうにお話されているのが印象的
でした。研究そのものを楽しんでいらっしゃ
る事、又、おおらかなお人柄が伝わってきま
した。
◆RGB と CMY の新たな表現の仕方が面白
かったです。先生がオリジナルで開発された
プログラムは、教材としていろいろ活用出来
そうです。 等々
以上
またのご参加をお待ちしております。( 三本 )

色彩教材研究会通信

No.282 2022.4.7

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●全国大会 [ 名古屋 ]ʼ 22 参加受付中

第４回新編色彩科学ハンドブック講座

● 第 5 回色彩教材研講座のご報告 -2

全国大会の参加申込が始まっています。
大会は、現地開催（対面形式）としますが、
オンライン参加も可能です。（4/7 現在）
多数のご参加をお待ちしています。
◆会期：2022 年 6 月 25・26 日（土・日）
◆会場：〈現地参加の方〉椙山女学園大学
星が丘キャンパス。
〈オンライン参加の方〉Zoom を利用。
◆参加申込：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
#kaisaiannai4
①参加費支払いと
②参加登録の 2 つ
をセットで終える
と、申込が完了し
ます。
◆前納参加締切日
5 月 25 日（水）
◆登壇者は、
5 月 25 日 ( 水 )
までに①②の両方
を終えてください。
◆大会情報：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/

◆開催日時：
5 月 28 日 ( 土 ) 13：00 〜 16：30
◆申込締切：5 月 23 日 ( 月 )
◆講師：池田尊司先生
１．記憶色の再認と再生
同時比較と継時比較、三属性からの検討、
色カテゴリーからの検討。
２．色のワーキングメモリ
ワーキングメモリモデル、言語と視覚の相
互作用、脳機能イメージング研究。
３．記憶色
具体物と記憶色，知覚と記憶の相互作用
◆参加費：学会員 2,000 円 非会員 5,000 円
※資料代込み、※欠席の場合には参加費のご
返金はできません。
◆支払い方法：Paypal/ 銀行振り込み ( 三井
住友銀行・三菱 UFJ 銀行 ）
※銀行振り込みの場合、支払い手数料につい
ては参加者負担となります。
※paypal 支払い、振込先の詳細は申し込み
フォームにてご確認ください。
◆第４回申込 5 月 23 日用）URL：
https://forms.gle/nVcheVgL6gGFPu9k7
ハンドブックをお持ちでない方もどうぞ。

質疑応答の内容の続きをお伝えします。
Q：錯視による色彩を生活の中で効果的に活
用するポイントは ?
A：無い色を見せることができるとか、色を
より鮮やかに見せるといった手法はありま
す。下は、無い色を見せる事例です。①「黒と
青のマジックのみで黄色の円が見えます。」

（全国大会実行委員会・広報）

（学会メールニュース No.290 から引用

永田泰弘）

(before)
②「錯視的黄色」
右の円の一部は
黄色に見えるが、
黒と白の縞模様で
ある。

(after)

一方、先生は、錯視のデザインにも精通さ
れています。錯視図形満載のウエブサイトは
こちらです。皆様にもご活用くださいとのこ
とです。
http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/( 三本 )
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第３回新編色彩科学ハンドブック講座

●関東支部講演会の訂正のお知らせ

● 第 5 回色彩教材研講座のご報告 -1

◆開催日時：
5 月 7 日 ( 土 ) 13：00 〜 16：30
◆申込締切：5 月 2 日 ( 月 )
◆講師：高橋晋也先生
１．色彩嗜好の集団的傾向
時代変動：経年調査、地域変動：異文化間
比較、青七現象、年代差、性差。
２．色彩嗜好の個人内過程
性格特性との関連，個人内安定性、
自己像との関連、実験操作による影響。
３．色彩嗜好のその他の話題
色彩嗜好と三属性、具体物の色の好み、
色彩嗜好の客観的指標。
◆参加費：学会員 2,000 円 非会員 5,000 円
※資料代込み、※欠席の場合には参加費のご
返金はできません。
◆支払い方法：Paypal/ 銀行振り込み ( 三井
住友銀行・三菱 UFJ 銀行 ）
※銀行振り込みの場合、支払い手数料につい
ては参加者負担となります。
※paypal 支払い、振込先の詳細は申し込み
フォームにてご確認ください。
◆第３回申込 5 月 7 日用の URL：
https://forms.gle/stDZSDr6F2WuTE1n6

前号で講演名の抜けがありましたので追加
訂正いたします。
◆日時：4 月９日（土）14:00−17:00
◆講演「空を彩る大気光学現象の魅力」
小林悠介（三重県立飯野高等学校）
◆講演「「土の色はなぜ多様なのか？」
藤井一至
( 森林研究・整備機構森林総合研究所 )
◆講演「人工衛星で見る海の色」
虎谷充浩（東海大学）
◆講演「鳥の発色と見ている世界
〜生物、特に鳥をとりまく色のいろいろ〜」
森本 元（山階鳥類研究所）
◆定員：500 名
◆締切 4 月６日（水）
◆参加登録フォーム：下記から要登録。
https://forms.gle/dbvcvSeAEXjL4xjTA
◆参加費：1,000 円：PDF 資料代を含む。
◆支払方法：PayPal による振替支払い、
またはゆうちょ銀行からの振込
◆支払方法などの詳細は、学会のホームペー
ジまたは日本色彩学会メールニュース
No.298 を参照してください。
◆支部大会の前に、参加費無料の支部大会が
開催されます。支部会員は参加してください。

3 月 19 日 ( 日 ) 第 5 回オンライン講座を
開催致しました。参加者は 74 名と大盛況で
した。
北岡明佳氏（立命館大学総合心理学部教授）
に「錯視と色彩」と題してご登壇頂きました。

（学会メールニュース No.290 から引用

永田泰弘）

（学会ホームページ 298 から引用

永田泰弘）

講座内容は「クラシックな錯視」から始ま
り「色の錯視」の世界に導かれました。
私たちにもできる「色の錯視」の作り方も
多々紹介して頂きました。
例えば、下記は静脈の錯視と等価な錯視を
含む色の錯視をつくるサイトです。
自作した錯視画像は保存できます。次回も
質問を掲載いたします。
http://www.psy.rits、
umei.ac.jp/~akitaoka/histogram̲compressi
( 三本 )
on-ECVP2021-ShowTime-j.html

色彩教材研究会通信

No.280 2022.3.24

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●関東支部総会と講演会のお知らせ

●日本の伝統色彩文化講座の再配信

●回転混色 CMYK の回転混色

関東支部総会後に、ZOOM 公開シンポジ
ウム「自然界に学ぶ色彩」が開催されます。
◆日時：4 月９日（土）14:00−17:00
◆講演「空を彩る大気光学現象の魅力」
小林悠介（三重県立飯野高等学校）
◆講演「人工衛星で見る海の色」
虎谷充浩（東海大学）
◆講演「鳥の発色と見ている世界
〜生物、特に鳥をとりまく色のいろいろ〜」
森本 元（山階鳥類研究所）
◆定員：100 名
◆締切 4 月６日（水）
◆参加登録フォーム：要登録
https://forms.gle/dbvcvSeAEXjL4xjTA
◆参加費：1,000 円：PDF 資料代を含む。
◆PayPal 支払方法：
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c
md=̲s-xclick&hosted̲button̲id=QWN5M
PVZ7R6XW
◆ゆうちょ銀行支払方法：口座番号：
00170-5-791517 加入者名：（一社）日本色
彩学会全国大会。通信欄に「関東支部公開シ
ンポジウム参加費」と記入。振込手数料は各
自負担。送金後の返金には応じかねます。
◆詳細は学会のホームページを参照のこと。

教育普及委員会では、日本色彩文化講座を
ZOOM によるオンラインで開催します。
◆日時：2022（令和 4）年 4 月 10 日 ( 日 )
13:30〜15:10
◆演題：日本の伝統色彩文化講座位色と服色
◆講演者：國本 学史（くにもと のりふみ）

CMYK は印刷の４原色である。この４色と
白色の単色円盤を作成し、周囲に 10％刻み
の目盛りを入れておく。
更に中心点と外周を結ぶスリットを一本入
れる。白と黒の円盤は小さな円盤として作成
しておくと、使い道が広がる。
混色したい色と面積の比率を決めて、円盤
を組み合わせて回転し、混色を観察する。
混色の様態は「回転混色」による「加法混
色」である。
一方、４色印刷物の様態は「併置加法混色
と減法混色」の混合体となっている。
回転混色なので、減法混色の観察はできな
い。赤・緑・紫の確認、灰色の確認を行う。

（学会ホームページから引用

永田泰弘）

慶應義塾大学文学部 / 通信教育部非常勤講師

専門は日本美術史、日本色彩文化史の他、
色彩教育の歴史的展開等について研究。
◆講座の要旨：
◇「位色」制度の輸入と展開
◇ 天皇位色としての黄櫨染
◇「かさね色」登場の歴史的背景
など、「位色と服色」というテーマで、日
本の色彩文化の一端を学びます。
講座の詳細は学会ホームページを参照。
◆申込締切：4 月 5 日 ( 火 ) 下記の URL から。
"https://forms.gle/UfFDP8GKk1gircz28"
◆参加費：学会員 1,500 円 非会員 2,500 円
支払方法：Paypal または銀行振り込み ( 三井住友銀行・
三菱 UFJ 銀行 ）
※銀行振込の支払手数料は参加者負担となります。
※paypal 支払いは、下記の申込フォームから登録。

https://forms.gle/UfFDP8GKk1gircz28
（再配信

永田泰弘）

（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
ICD (International Colour Day) 2022
日本色彩学会は「第４回インターナショナ
ル・カラー・デイ (ICD)」を開催します。
詳細は下記をご覧ください。
https://forms.gle/QtKiT9EGq5KPZ1fS6
◆開催日時：2022 年 3 月 21 日（月・祝）
13 時〜16 時 ※オンライン開催
◆参加費】日本色彩学会員 : 2,000 円 ,
非会員 : 2,500 円
https://color-science.jp/ICD2022/
◆申込方法：下記申込フォームより必要事項
を入力のうえご応募下さい。
◆開催内容
・第 4 回 ICD 開催の挨拶 篠田博之
・ICD 趣旨説明と各国の取組み 片山一郎
・『Most Impressive Color 2021』授賞式
◆ICD 特別企画：『生活者と色彩』
・講演１『ファッションと色彩〜コレクショ
ントレンドカラー最前線〜』
藤岡篤子（ファッションジャーナリスト /
f プロジェクト代表）
・講演２『生活者の気分とマーケット動向
〜with コロナ , アフターコロナを想定した
暮らしについての傾向〜』
小原直花（伊藤忠ファッションシステム）
（学会メールニュース No.293 から引用

永田泰弘）

No.279 2022.3.17

●回転混色 ベンハムの独楽
ベンハムのコマは 1894 年にイングランド
の新聞記者で玩具開発者チャールズ・ベンハ
ムが開発し、翌年「人工スペクトルごま
Artiﬁcial spectrum top」として発売した玩
具である。
無彩色の回転盤だが、回転させると有彩色
に知覚される「主観色 Subjektive Farben」
現象は、1838 年にドイツの物理学者グスタ
フ・フェヒナーにより命名された（英語では
Fechner color と呼ばれる）。
20 世紀美術のオプ・アートの分野でも度々
参照される。図柄・回転速度・観察者により
知覚される色彩は異なるが、特に回転方向に
より知覚される色彩が異なる理由は、現代で
も判明していない。（山根千明）

◆回転混色に関するご希望や、疑問点、体験情報、素
材の情報などの投稿を募集しています。（永田）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色彩教材研・オンライン講座聴講者募集
第 5 回色彩教材研究会オンライン講座の
聴講者を募集しています。必要な教材です。
◆主題：「錯視と色彩」
◆講師：北岡 明佳 ( きたおか・あきよし ) 氏
立命館大学総合心理学部教授。
◆日時：2022 年 3 月 19 日 ( 土 )
13:30 〜 15:00 (ZOOM のオンライン）
◆申込は、下記よりご登録下さい。
https://forms.gle/5XhjGZkZr5T2ecqR7
◆参加料：学会員と研究会準会員は無料。
◆講演要旨：本講演では、色の錯視を検討す
ることで、色彩を考える。通常、混色を錯視
とは言わないが、並置混色であればいくらか
錯視的であろうか。並置混色は加法混色だけ
であると考える人が多いと思うが、減法混色
もあるし、それと加法混色を接続する中間的
な並置混色もあることを示す。さらに、それ
らとムンカー錯視との関係を明らかにし、並
置混色の中に加算的色変換による色の錯視
（強力な色の対比の錯視あるいは色の恒常性
の錯視）を実装できることを示す。
◆お申し込み済みの方は、上記の時間に忘れ
ずにご入場ください。書物では体験出来ない
錯視現象の理解を深めることができると思い
（永田泰弘）
ます。

色彩教材研究会通信
言葉凸凹

加法混色と減法混色

●図書紹介

No.278 2022.3.10

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色彩教材研・オンライン講座聴講者募集

「加法混色」と「減法混色」という、輝度
KENZO TAKADA ファッションデザイン画
第 5 回色彩教材研究会オンライン講座の
が「＋」か「ー」による混色の様相がある。
アーカイブス
聴講者を募集しています。必要な教材です。
JIS の用語の定義では加法混色は「２種類
本書はパリで活躍した日本人デザイナー高
◆主題：「錯視と色彩」
以上の色刺激が網膜の同じ箇所に同時に若し
田賢三の直筆デザイン画集、及び代表的コレ
◆日時：2022 年 3 月 19 日 ( 土 )
くは急速に交互に入射して、または目で分解
クション、ショーの写真集である。また、彼
13:30 〜 15:00 (ZOOM のオンライン）
できない程度に入り混じった形で入射して生
の人生の紹介も有る。
◆申込は明日迄に、下記よりご登録下さい。
じる色刺激の混合」とされ、
「減法混色」は「色
構成と内容は次の通り。「始めに」、前書き
https://forms.gle/5XhjGZkZr5T2ecqR7
フィルター又はその他の吸収媒質の重ね合わ
である。「デザイン画」，内容は直筆のデザイ
◆参加料：学会員と研究会準会員は無料。
せによって別の色が生じること」としている。 ン画集で 300 点以上が収録されている。「人
◆講師：北岡 明佳 ( きたおか・あきよし ) 氏
「加法混色」はテレビ画面で見る色の状態
生」、彼の生い立ちと人生の写真集である。
立命館大学総合心理学部教授。
であり、「減法混色」はフイルムの映写によ
「ウェディングドレス」、デザイン画、制作過
◆講演要旨：本講演では、色の錯視を検討す
る映画の画面で見る色の状態である。
程、コレクションの写真集。「1989 年自由」、 ることで、色彩を考える。通常、混色を錯視
いずれも原色があり、テレビは赤・緑・青
展覧会の写真集である。「最後のショー」、ラ
とは言わないが、並置混色であればいくらか
(RGB) であり、映画は赤・緑・青の補色に当
ストショーの写真集である。
錯視的であろうか。並置混色は加法混色だけ
たるシアン・マゼンタ・イエロー (CMY) で
圧巻は何と言っても彼の直筆デザイン画
であると考える人が多いと思うが、減法混色
ある。最少の色数で無限大の色数の混色を行
で、色鉛筆などを使って書かれている。とこ
もあるし、それと加法混色を接続する中間的
う技術が確立されている。
ろどころに生地見本が置かれていたり、色メ
な並置混色もあることを示す。さらに、それ
カラー印刷は、CMY にブラックを加えた
モが書かれていたりして、賢三オリジナルの
らとムンカー錯視との関係を明らかにし、並
４色印刷が主流であるが、黒を加えたのは、
色遣いを直に見ることが出来る。
置混色の中に加算的色変換による色の錯視
文字や黒髪の印刷に便利であるという理由で
書誌情報：KENZO TAKADA 高田賢三ファッ （強力な色の対比の錯視あるいは色の恒常性
ある。
ションデザイン画アーカイブス，2021 年 2
の錯視）を実装できることを示す。
インキ面が重なって見える減法混色の色
月 28 日初版発行，著者 増井和子、翻訳 後
◆一般の方は聴講料 1,000 円。振込期限：3
と、目で分解できないほど細かな網点の混在
藤由美、発行所 株式会社 玄光社、定価 7000
月 11 日 ( 金 )。振込をもって申込完了です。
による加法混色によって色が再現されている
円。原書はフランス語で、本書はその日本語
振込先：ゆうちょ銀行 00180-6-395882
（永田泰弘 )
( 木本晴夫 )
のがカラー印刷の色である。
版。英語版も有る。
日本色彩学会色彩教材研究会宛 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信

No.277 2022.3.3

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●日本の伝統色彩文化講座のお知らせ

●貴石の色・鼈甲（ベッコウ）

教育普及委員会では、日本色彩文化講座を
ZOOM によるオンラインで開催します。
◆日時：2022（令和 4）年 4 月 10 日 ( 日 )
13:30〜15:10
◆演題：日本の伝統色彩文化・位色と服色
◆講演者：國本 学史（くにもと のりふみ）

鼈甲は、海亀の一種である玳瑁（タイマイ）
第 5 回色彩教材研究会オンライン講座の
の甲羅を加工したもので、タイマイは、カリ
聴講者を募集しています。必須の教材です。
ブ海やインド洋の暖かい海に生息していま
◆主題：「錯視と色彩」
す。タイマイの甲羅は温めると自由に曲がる
◆日時：2022 年 3 月 19 日 ( 土 )
特性があります。1993 年ワシントン条約で
13:30 〜 15:00 (ZOOM のオンライン）
甲羅の輸入が禁止されているので、1992 年
◆申込は下記よりご登録ください。
以前のものを使用しています。鼈甲の価格は
https://forms.gle/5XhjGZkZr5T2ecqR7
透明度のある黄色や赤が高価です。
◆参加料：学会員と研究会準会員は無料。
色別に白甲、黄甲、赤甲、緑甲、黒甲の他
◆講師：北岡 明佳 ( きたおか・あきよし ) 氏
に、オレンジ甲、白薔薇甲、トロ甲、茨布甲
立命館大学総合心理学部教授。
など、斑の模様がある甲羅があります。
◆講演要旨：本講演では、色の錯視を検討す
その中で、赤甲は、白甲ではさみ草木染め
ることで、色彩を考える。通常、混色を錯視
してあり、緑甲は、白甲を緑の藍染にしたも
とは言わないが、並置混色であればいくらか
ので、色々な技法により、甲羅の色が美しく
錯視的であろうか。並置混色は加法混色だけ
出されているのが神秘的です。希少性の黄甲
であると考える人が多いと思うが、減法混色
は、白甲を何枚も重ねることにより、黄色の
もあるし、それと加法混色を接続する中間的
色も深みを帯びます。
な並置混色もあることを示す。さらに、それ
このようにタイマ
らとムンカー錯視との関係を明らかにし、並
イの甲羅の腹部や背
置混色の中に加算的色変換による色の錯視
中部分を加工して色
（強力な色の対比の錯視あるいは色の恒常性
々な技術により色味
の錯視）を実装できることを示す。
も様々なのがわかり
◆一般の方は聴講料 1,000 円。振込期限：3
ます。
月 11 日 ( 金 )。振込をもって申込完了です。
画像は、鼈甲の背中の斑模様のある茨布鼈
振込先：ゆうちょ銀行 00180-6-395882
（田森恭子） 日本色彩学会色彩教材研究会宛 （永田泰弘）
甲です。

慶應義塾大学文学部 / 通信教育部非常勤講師

専門は日本美術史、日本色彩文化史の他、
色彩教育の歴史的展開等について研究。
◆講座の要旨：
◇「位色」制度の輸入と展開
◇ 天皇位色としての黄櫨染
◇「かさね色」登場の歴史的背景
など、「位色と服色」というテーマで、
日本の色彩文化の一端を学びます。
講座の詳細は学会ホームページを参照。
◆申込締切：4 月 5 日 ( 火 ) 下記の URL から。
"https://forms.gle/UfFDP8GKk1gircz28"
◆参加費：学会員 1,500 円 一般 2,500 円
支払方法：Paypal または銀行振り込み ( 三井住友銀行・
三菱 UFJ 銀行 ）
※銀行振込の支払手数料は参加者負担となります。
※paypal 支払いは、下記の申込フォームから登録。

https://forms.gle/UfFDP8GKk1gircz28

（学会メールニュース No.281 から引用

永田泰弘）

色彩教材研・オンライン講座聴講者募集

色彩教材研究会通信
●源氏物語の色の継続連載執筆者募集
「源氏物語の色」は、渋谷典子会員に依頼
して、2020 年 2 月 13 日の No.170 から連
載を開始していただき、月に２回程度の掲載
ペースで「桐壺」から始まり、一帖一編の形
で原稿を寄せていただきました。
しかし昨年の夏に渋谷典子会員が体調を崩
され、32 回目の No.252 の「梅枝」の帖を
最後に休載となっておりました。そして、残
念ながら、今後の執筆が難しい状況になりま
したので、続きを執筆をしてくださる方を募
集することに致しました。
一帖一編の形は踏襲し、「若菜」のような
長編は分割する原則で、書いて頂きます。一
編の字数は 20 字 24 行（480 字）です。原
稿料は申訳ありませんがお出しできません。
私が瀬戸内源氏で調べた、源氏物語に登場
する色名は六十四と古今の日本文学作品の中
でも稀有の多さで、日本の色彩文化を考える
上で重要な文献と言えます。このように大切
な源氏物語なので、是非、この通信の上でも
完結させたいと考え、継続連載の執筆者を募
集する次第です。
「梅枝」から後の帖の色を書いてみようと
思われる方はメールでご相談ください。
一月程度の期間をお待ちします。（永田泰弘）
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●色彩教材研オンライン講座聴講者募集
第 5 回色彩教材研究会オンライン講座の
聴講者を募集しています。締切：３月 17 日。
◆主題：「錯視と色彩」
◆日時：2022 年 3 月 19 日 ( 土 )
13:30 〜 15:00 (ZOOM のオンライン）
◆申込は下記よりご登録ください。
https://forms.gle/5XhjGZkZr5T2ecqR7
◆参加料：学会員と研究会準会員は無料。
◆講師：北岡 明佳 ( きたおか・あきよし ) 氏
立命館大学総合心理学部教授。
◆講演要旨：本講演では、色の錯視を検討す
ることで、色彩を考える。通常、混色を錯視
とは言わないが、並置混色であればいくらか
錯視的であろうか。並置混色は加法混色だけ
であると考える人が多いと思うが、減法混色
もあるし、それと加法混色を接続する中間的
な並置混色もあることを示す。さらに、それ
らとムンカー錯視との関係を明らかにし、並
置混色の中に加算的色変換による色の錯視
（強力な色の対比の錯視あるいは色の恒常性
の錯視）を実装できることを示す。
◆一般の方は聴講料 1,000 円。振込期限：3
月 11 日 ( 金 )。振込をもって申込完了です。
振込先：ゆうちょ銀行 00180-6-395882
日本色彩学会色彩教材研究会宛 （永田泰弘）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●著書紹介「イタリアの伝統色」
◆著者：城一夫・長谷川博志
環境色彩監修協力：長谷川直美
2014 年発行 バイ・インターナショナル刊
2,800 円＋税
この本の前半は、昨年の夏に急逝された長
谷川博士会員が、退職後、６年にわたりイタ
リアに季節移住をして撮影取材された「イタ
リア色彩紀行」と題した、22 テーマの街の
色彩景観の写真が主役となっている。
建築や街並みが、ローマ時代の石造建築か
ら現代建築までの幅広い様式の調和と、地中
海気候の陽光に照らし出されたカラフルな色
使いが感じられる内容になっており、景観色
彩の在り方を教える豊富な教材を見いだすこ
とができる。直美夫人が環境色彩監修を担当
されているのも微笑ましい。
本の後半は、城一夫名誉会員が、210 色の
イタリア伝統色を色名帳の形に編集されてい
る。絵画、紋章、祭、風景、街並、インテリ
ア、衣服、工芸、食品などの色名由来の豊富
な写真に加えた解説とともに、マンセル値、
CMYK、RGB などの記号付きの色見本という
実に豪華でカラフルな内容になっている。
「フランスの伝統色 (2008)」と対をなす好
（永田泰弘）
著としてお勧めしたい。

色彩教材研究会通信
●関西支部主催 実践色彩講座 2022 聴講者募集
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発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色彩教材研・オンライン講座聴講者募集

第 5 回色彩教材研究会オンライン講座の
講義 4-3：14:45-15:45 青木正明（染色家）
大学の研究室から学ぶ色彩学の基礎と実践
聴講者を募集しています。必要な教材です。
（準備中）
〜色のデザインを支えるもの〜
◆主題：「錯視と色彩」
◆期日：2022 年 3 月 11 日（金），13 日（日）， ◆会場：ZOOM によるオンライン開催
◆日時：2022 年 3 月 19 日 ( 土 )
◆定員：80 名（定員をもって締切り）
25 日（金），27 日（日）＜全４回＞
13:30 〜 15:00 (ZOOM のオンライン）
◆受講料：全４講座受講をが原則です。
講義 1-1：10:30-12:00 石田 泰一郎『色配
◆申込は下記よりご登録ください。
いずれも消費税を含みます。
列の視覚印象と色の認知』
https://forms.gle/5XhjGZkZr5T2ecqR7
学会員：22,000 円 学生：11,000 円
講義 1-2：13:00-14:30 岡嶋 克典『VR/AR
◆参加料：学会員と研究会準会員は無料。
非会員（一般）：33,000 円
とクロスモーダル効果の基礎と応用』
◆講師：北岡 明佳 ( きたおか・あきよし ) 氏
前回の色彩講座 2021 受講者：会員：16,500
講義 1-3：14:45-15:45 浅野 晃『卒業研究
立命館大学総合心理学部教授。
円 学生： 8,250 円 非会員：24,750 円
を育てる・卒業研究で育てる』
◆講演要旨：本講演では、色の錯視を検討す
受講料は，電子請求書を e-mail の添付でお
講義 2-1：10:30-12:00 山本 早里『建築・
ることで、色彩を考える。通常、混色を錯視
送りしますので、関西支部の口座にお振り込
デザインにおける色彩計画の実施と研究』
講義 2-2：13:00-14:30 槙 究『環境デザイン みください。口座情報は請求書に記載します。 とは言わないが、並置混色であればいくらか
錯視的であろうか。並置混色は加法混色だけ
今回も入金をもって受講申込の受理としま
と色彩学』
であると考える人が多いと思うが、減法混色
す。企業や団体で、お支払い時期に都合があ
講義 2-3：14:45-15:45 計画中
もあるし、それと加法混色を接続する中間的
る場合はその旨お知らせください。
講義 3-1：10:30-12:00 酒井 英樹『アナロ
な並置混色もあることを示す。さらに、それ
◆申込：件名を「実践色彩講座 2022 受講」
グカラーの基礎と実際』
らとムンカー錯視との関係を明らかにし、並
とし、氏名、会員種別、連絡先（e-mail，郵
講義 3-2：13:00-14:30 土居 元紀『デジタ
置混色の中に加算的色変換による色の錯視
便番号、住所、電話）を明記し，e-mail に
ルカラーの基礎と展望』
（強力な色の対比の錯視あるいは色の恒常性
てお申込みください。
講義 3-3：14:45-15:45 髙畑 雅一（画家）
の錯視）を実装できることを示す。
申込先：日本色彩学会関西支部講座受付辻埜
『アートカラーの理論と実践』( 仮 )
◆一般の方は聴講料 1,000 円。振込期限：3
e-mail: tsujino@gold.ocn.ne.jp または
講義 4-1：10:30-12:00 溝上 陽子『私たちの
月 11 日 ( 金 )。振込をもって申込完了です。
editor@color-science.jp
眼は質感をどのように知覚するのか？』
振込先：ゆうちょ銀行 00180-6-395882
詳細は学会ホームページを参照のこと。
講義 4-2：13:00-14:30 菊地 久美子
（学会メールニュース No.262 から引用 永田泰弘）
日本色彩学会色彩教材研究会宛 （永田泰弘）
『肌の質感、化粧品の科学と開発』

色彩教材研究会通信
●関東支部講座・PCCS の歴史と活用
関東支部で「PCCS の歴史と活用」Zoom
オンライン講座の聴講者を募集中です。
◆日時：3 月 12 日（土） 13:00 〜 15:30
◆プログラム（敬称略）
13:05：PCCS の誕生にいたる背景と検討
名取 和幸（日本色彩研究所）
13:50：PCCS のチャートやカードの検討
松家 雄一
14:30：PCCS による色彩調査について
渡辺 明日香（共立女子短期大学）
15:00：PCCS による教育関連情報の紹介
名取 和幸
◆参加費
正会員：2,000 円 名誉会員：2,000 円
賛助会員：2,000 円 学生会員：1,000 円
非会員：3,000 円 学生 ( 非会員 )：1,000 円
◆参加登録：３月９日（水）まで
次のフォームによる参加登録が必要です。
https://forms.gle/tHpvXCtCB3cSPXhM8
◆支払方法：※クレジットカード（PayPal）
※ゆうちょ銀行口座番号：00170-5-791517
加入者名：( 一社 ) 日本色彩学会全国大会
通信欄には「関東支部オンライン講座参加費」
と記入。詳細は日本色彩学会のホームページ
（永田泰弘）
を参照してください。
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●環境色彩研究発表会の聴講者募集

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●画像色彩研究会の研究発表募集

環境色彩研究会の 2021 年度研究発表会
画像色彩研究会が、研究発表会を開催しま
◆日 時：2 月 26 日（土）13：00〜17：00
す。画像と色彩に関する研究の発表を求め、
◆会 場：ZOOM によりオンライン開催
具体的には色彩・芸術・デザイン・映像技術・
◆研究発表タイトルと発表者
CG や画像処理等の情報技術の発表募集です。
・「景観の色彩調査による景観色彩の保全・
◆日時：2022（令和 4）年 3 月 12 日 ( 土 )
成田山新勝寺参道を例に」
13:00〜17:00（予定）
日本色彩学会名誉会員 永田 泰弘
◆会場：国立新美術館
・「景観の色彩調査による景観色彩の保全・
（東京都港区六本木 7-22-2）3 階 研修室 C
ジョンソンタウンを例に」
※ZOOM によるオンライン参加とのハイブ
日本色彩学会会員 渡邊 裕美
リッド形式で実施の予定。
・「おだやかな景観の先にあったゆるやかな
◆応募資格：画像色彩研究会会員・日本色彩
統一感溢れるジョンソンタウン」
学会会員またはその指導学生。
日本色彩学会会員 中西 利恵
◆申込方法：発表申込を電子メールで送信。
・「千葉ニュータウンの色彩 & 素材の変遷研
発表タイトル、著者（うち発表者に○印）、
究序論」日本カラーデザイン研究所 杉山 朗子
著者連絡先、発表概要（300 字程度）、対面
・「赤錆色にみる西桜島地区の景観色彩」
発表かオンライン発表かを記載。
era 色彩計画 江良 心利
◆画像色彩研究会の担当者が閲読を行い、数
・「ルイス・バラガンの「感情的建築」思想
日中にその結果を通知。
と地域的色彩の分析─バラガン自邸を事
◆申込締切：2022 年 2 月 14 日 ( 月 )
例として─」 モンテレイ大学 東 俊一郎
◆応募先：研究発表会担当幹事 望月宏祐（長
◆申込フォーム（参加費無料）
野大学）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
email：sigci-event2021 at sigci.sakura.ne.jp
LSf0bkcZ8N3djDZy9US-coVC11jfdUT-3fVbS- （スパム対策のため at を @ に読換えること）
l-D2daz6X2Hg/viewform?usp=sf̲link
詳細は、学会メールニュースを参照。
（学会メールニュース No.267 から引用 永田泰弘）
（永田泰弘）
◆申込締切：2 月 22 日（火）

色彩教材研究会通信
●色彩教材研究会オンライン講座のご案内

冬の風物詩の色
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冬牡丹の色・牡丹色

第 5 回色彩教材研究会オンライン講座を
伝統色名に「牡丹色（ぼたん色）」があり、
下記にて開催致します。
牡丹の花弁の色でマンセル値は 3RP 5/14 近
◆主題；「錯視と色彩」
辺の鮮やかな赤紫を示し、花弁が幾重にも重
◆日時：2022 年 3 月 19 日 ( 土 )
なる大輪の美しい花である。
13:30 〜 15:00 (ZOOM）
咲く時期は春から初夏であり、「牡丹」の
◆講師：北岡明佳 ( きたおかあきよし ) 氏
季語は夏。「冬牡丹」は冬の季語である。
立命館大学総合心理学部教授。
「牡丹」は、中国では薬の原料に使われ、
◆講演要旨：本講演では、色の錯視を検討す
その後、観賞用として人々に愛でられた。
ることで、色彩を考える。通常、混色を錯視
日本には奈良時代末期から平安時代初期に
とは言わないが、並置混色であればいくらか
伝わり他諸説ある。「百花の王」「富貴の花」
錯視的であろうか。並置混色は加法混色だけ
といわれる吉祥の花の代表である。
であると考える人が多いと思うが、減法混色
「牡丹」は、ボタン科ボタン属の落葉低木で、
もあるし、それと加法混色を接続する中間的 「冬牡丹」は、栽培技術で温度調節をし、厳
な並置混色もあることを示す。さらに、それ
寒の中で育ち、観賞が可能。霜よけなどの藁
らとムンカー錯視との関係を明らかにし、並
囲い（わらがこい）も相まってとても風情が
置混色の中に加算的色変換による色の錯視
ある。新年にお披露目される縁起花として観
（強力な色の対比の錯視あるいは色の恒常性
賞用で育てられている。
の錯視）を実装できることを示す。
中国の花鳥画を日本の有名画家たちも模写
◆参加料：学会員及び研究会準会員は無料。
をし腕を磨いた題材の一つである美しい牡丹
その他は 1,000 円。振込期限：3 月 11 日
の花である。
( 金 )。振込をもって申込完了となります。
●上野東照宮
◆振込先：ゆうちょ銀行 00180-6-395882
ぼたん苑
日本色彩学会色彩教材研究会
[ 2 月 23 日ま
◆申込は下記よりご登録ください。
で］
（瀧川優子）
https://forms.gle/5XhjGZkZr5T2ecqR7（三本）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●かごんまの色 ® 活用事例３
◆かごしま国体・大会広報物

「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」
は、2023 年に開催予定のスポーツの祭典で
す。新型コロナウイルス感染症の影響により、
開催予定だった 2020 年から 2023 年に特別
国体・特別大会として延期開催することが決
定され、準備が進められています。
アスリート達のパフォーマンスや県民のお
もてなしによって、熱く燃えるような感動を
呼び起こす国体・大会となるよう、広報活動
にも力が入れられており、鹿児島市実行委員
会（鹿児島市）制作による様々な広報物には、
かごんまの色 ® も使用されました。
このうち 2020 年に開催された関連イベン
トの新聞広告や路面車内広告に、「きんこう
わん色」が使用され、はつらつとした活力あ
ふれる国体・大会を色彩で盛り上げました。
下記の URL から詳細をご覧ください。
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児
島市実行委員会：
https://kagoshimacity-kokutai.jp/
かごんまの色 ®：
https://www.krcc.kagoshima-u.ac.jp/blog/a
rticle/kagonmanoiro2019/
（牧野暁世）

色彩教材研究会通信
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●2021 年度東海支部 見学会のご案内

全国大会 [ 名古屋 ]ʼ 22 発表を受付中

本年度の見学会は川澄未来子先生をお迎え
し、「色彩から観るシンガポール」という
テーマを現地からのライブ配信でお話しいた
だきます。シンガポールからの臨場感あふ
れる貴重なバーチャル旅行をぜひ。
◆日時 2 月 12 日 ( 土 ) 14:00 分 〜 15:00
◆演者（添乗員） 川澄 未来子氏（名城大学
理工学部）東京工業大学大学院総合理工学研
究科修了。博士（工学）。（株）豊田中央研究
所にて感性品質の研究に従事後、愛知淑徳大
学を経て、名城大学理工学部准教授。
University of Technology and Design（シン
ガポール）訪問研究員。
◆場 所 オンライン（Zoom 利用予定）
◆参加費 無料
◆参加方法
https://forms.gle/dLuPwtUcNu9w7UPF9
（こちらからお申込みください。）
※ 後日、オンラインの招待メールをお送り
いたします。
メールアドレスが間違っていますと、招待
メールをお送りすることが出来ませんので、
必ずご確認をお願いいたします。
◆申込締切】 2 月 10 日（木）17：00

6 月の全国大会の発表申込が始まりまし
た。数多くの研究発表、カラーデザイン作品
発表のご応募をお待ちしています。
◆会期：2022/6/25（土）・26（日）
◆会場：椙山女学園大学 星が丘キャンパス
◆募集要項：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
#kaisaiannai2
【発表形式】
口頭 or
ポスター

（学会メールニュース No.260 から引用

永田泰弘）

【発表申込】
〜2/7（月）
【形式通知】
2 月末頃
【原稿提出】
〜3/28（月）
大会情報：
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
index.html

（全国大会実行委員会・広報）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●かごんまの色 ® 活用事例 2
◆LANGLEY（ラングレー）

「LANGLEY」は、三井ホーム鹿児島㈱（鹿
児島市）と共同で開発した鹿児島モデルハウ
スです。
地域に根付いた、当たり前の色彩を「かけ
がえのない地域資源」として再解釈し、色彩
を通じたローカルアイデンティティを醸成す
る住空間を目指しました。
内装には鹿児島を代表する伝統技術とし
て、加治木石や大島紬、薩摩切子、蒲生和紙
などが採用されており、それらの色と調和す
るよう、かごんまの色 ® のるりかけす色、め
ご色に基づいた色彩が使用されています。
かごんまの色 ® を現代の住まいに取り入れ
ることで、地方創生に寄与するとともに、地
域に根ざしたユニークな取組であるとして、
第 23 回 グッド・ペインティング・カラーで
高く評価され、最優秀賞を受賞しました。
下記の URL から詳細を御覧ください。
LANGLEY：
https://www.mitsuihome.co.jp/company/
news/2020/1224.html
かごんまの色 ®：
https://www.krcc.kagoshima-u.ac.jp/blog/a
（牧野暁世）
rticle/kagonmanoiro2019/
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● 環境色彩研究会が参加者を募集

● LOJ 第２回 研究会のご案内

● 季語集の中の色名ー 4

2021 年度の環境色彩研究会の行事として、
環境色彩の話題を話し合う WEB ミーティン
グが開催され、参加者を募集しています。
話題提供は 15 分〜30 分、懇談会が 60〜
90 分程度で、環境色彩に関する話題を気楽
に語り合う、研究発表会より気楽なミーティ
ングで、見学会や講演会と並ぶ、WEB を利
用した新しい環境色彩研究会行事として、定
着させる予定の会です。
◆日時：2022 年１月 25 日 ( 火 )
20：00〜21：30 （ZOOM 利用）
◆話題提供者：杉山 朗子 ( 環境色彩研究会 )
◆話題：「改めて地域の色を考えてみません
か。地元の色をあなたご自身で探してみま
しょう。」
◆参加費：無料
◆申込方法：下記フォームに必要事項をご記
入の上送信してください。
https://forms.gle/saiHuXwbtZERDsuZ7
メール申込みの場合は、
mailto:kyoko.hagiwara@jp.sunstar.com
宛で、メールタイトルを「第 3 回 WEB ミー
ティング参加」としてください。
途中入退場可、話題提供者も広く募集中で
（永田泰弘）
す。

◆演 題「かごんまの色 ®」で地域を元気に！
〜色彩を活用した地域ブランディング〜
◆日 時：2022 年 1 月 23 日 ( 日 ) 14 時〜
15 時 30 分（セミナー 60 分、質疑応答 30 分）
◆演 者：牧野暁世氏（鹿児島大学 客員准
教授）愛知県出身。名古屋大学大学院 環境
学研究科 博士後期課程 単位取得満期退学。
2016 年 2 月から鹿児島大学産学・地域共
創センター特任助教として着任。
同大学の地方創生事業に従事しながら、地
域資源としての色彩を通じた地域ブランディ
ングの研究・教育等を行う。
研究成果として、色彩学的調査及び地域住
民との協働で構築した鹿児島らしさを表現す
る「かごんまの色」がある。
現在、同大学 客員准教授として在籍しな
がら、理工学研究科 博士後期課程に所属。
◆場 所 : オンライン開催（Zoom ）
◆参加費 : 無料
◆参加方法 :
https://forms.gle/UaJFVVjFNQGmiZce6
上記からお申込みください。後日オンライン
招待状が到着いたします。
◆申込締切：1 月 21 日（金）17 時
( 永田泰弘）
◆LOJ 事務局 ながなわ久子

● 晩春の季語
催青（さいせい）：蚕を孵化させるために蚕
卵紙を暖かい所に置くと、卵の色が青く変わ
ることを言う。
青饅（あおぬた）：からしな・あさ付き・は
うれん草等を青くゆで、魚肉と共に味噌で和
へたもの。
緑の週間：四月一日から一週間。
緑の羽根：緑の週間に売り捌かれる羽毛の胸
飾。これが国家緑化運動の基金となる。
赤貝：肉が血のように赤いのでこの名がある。
青柳（あおやぎ）
：晩春の柳の葉が伸びて青々
としているので。
白躑躅（しろつつじ）：清楚でありながら迫
り来る強さ。
白藤（しろふじ）：浄さと優しさを具えた独
特の美しさがある。
青麦（あおむぎ）：晩春の青々とした麦。
麦青し（むぎあおし）
養蚕が盛んな時代があり、戦後の荒れた国
土を緑化する運動が全国的に展開されたこと
がうかがい知れる。旬の食べ物が季語になっ
たのも冷蔵庫が普及していなかったためか。
植物の緑色を「青」と表現するのは古来から
（永田泰弘）
の表現方法である。
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●かごんまの色 ® 活用事例１

●貴石の色・琥珀

●芥川龍之介の短編小説の色ー 16

◆あづまバッグ

琥珀（アンバー）は、針葉樹の松ヤニが硬
化したものです。海岸から発見されたものは
シーアンバーと呼び、樹液の中に昆虫や植物
を内包する場合もあります。
紀元前 3700 年頃、エストニアで作られバ
ルト海岸は数千年に渡り主要産地として知ら
れています。
イエローアンバーは蜂蜜のようとろりとし
た印象で、チェリーアンバーはイエローより
も赤みを帯びた色で、赤褐色のレッドアン
バーは、天然品は少なく加熱や加圧処理が多
く、グリーンアンバーは紫外線により蛍光グ
リーンの反射光が見えて天然品は少なく、ブ
ルーアンバーは、樹脂に含まれる成分が紫外
線によって蛍光ブルーに見えるもので、太陽
光の下では青みを帯びた光を放ちます。
様々な色味がある琥珀の色は女性の心を虜
にします。
画像は、レーザ
ーで加熱処理した
レッド琥珀でイタ
リアの技法のイン
タリオという彫刻
の技術で作った琥
珀です。（田森恭子）

◆好色（大正十年九月）
色好みの平安貴族平中こと平貞文を題材に
した物語である。
一 画姿は、作者による天が下の色好み平中
の似顔絵の批評。
二 桜は、本院の侍従を見かけて惚れ込み、
二十通も艶書を送ったが、莫迦にされた返事
を貰い、桜を見ながら悔しがる平中。
三 雨夜は、大雨の夜、侍従の局に忍んで行き、
鍵を掛けられる屈辱を受ける平中。
四 好色問答は、平中の二人の友人の間の平
中批判。
五 まりも美しいとなげく男は、侍従の不浄
を見つければ幻想も消えると期待して、糞（ま
り）の筺を奪うと香色の水の中の香細工のま
りを確認して昏倒する平中。
撫子重ねのあこめに色の濃い袴、赤紙の画
扇の下の筺。
女色：紅梅、萌黄、紫、撫子、赤、香染。
男色：白、菜の花色、薄青、銀。
肌色：赤、臙脂、薄墨、青、浅黒、琥珀色、白、
蒼白。
自然色：銀、白、赤、ぬば玉、緑、金。
其の他：青、香色。
色名が多く登場する小説である。 （永田泰弘）

鹿児島大学共同研究開発商品「あづまバッ
グ」は、県伝統的工芸品指定店 亀﨑染工（い
ちき串木野市）との共同研究によって誕生し
た商品です。
これは江戸の知恵から生まれたあづま袋か
ら発想を得たショルダーバッグで、かごんま
の色 ® の 18 色（かるかん色は生地色）を使
用しています。
大漁旗作りなどに使われる印染（しるしぞ
め）の伝統技法を活かし、かごんまの色 ® で
帆布が一刷毛一刷毛丁寧に染め上げられてい
ます。商品の図柄は、かごんまの色 ® のロゴ
マークをモチーフとした「麻の葉」、鹿児島
の象徴「桜島」、日本の伝統文様「七宝」の
三種類。ストラップには帆布に漆プリントが
取り入れられています。
優れた技術・意匠とともに、機能性、地域
の特性が活かされているとして、2019 かご
しまの新特産品コンクールで高く評価され、
最高賞の鹿児島県知事賞を受賞しました。
あづまバッグ：https://kamesomeya.net/
かごんまの色 ®：
https://www.krcc.kagoshima-u.ac.jp/blog/a
（牧野暁世）
rticle/kagonmanoiro2019/
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第 53 回全国大会 [ 名古屋 ]'22 予告
コロナ禍で中断していた現地開催全国大会
が『名古屋』ʼ 22 として開催され、テーマは
「カラー・レジリエンス」に決まりました。
◆会期：2022 年 6 月 25 日（土）
・26 日（日）
◆会場：椙山女学園大学 星が丘キャンパス
◆招待講演
「アニメーションの色彩〜スタジオジブリ作
品を彩った保田道世氏について」
伊藤 望氏（三鷹の森ジブリ美術館・学芸員）
※招待講演に関連し「アニメーションの色
彩」にちなんだ研究・作品も募集しています。
◆特別学術講演
「蟲（生き物）が観る世界を学び持続性社会
を実現する蟲鳥学の創成」
針山 孝彦氏（浜松医科大学医学部・教授）
※ どちらも 6 月 25 日（土）午後に計画中
◆研究発表申込期間：2022 年 1 月 17 日（月）
〜 2 月 7 日（月）
※詳しい情報は、下記の大会サイトに掲載中
です。発表の申込みを計画し、応募してくだ
さい。
【大会サイト】
https://www.color-science.jp/zenkoku2022/
◆実行委員長：羽成隆司（椙山女学園大学）
（学会メールニュース No.256 から引用

永田泰弘）
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●芥川龍之介の短編小説の色ー 15

● 季語集の中の色名ー３

◆アグニの神（大正九年十二月）
上海の或る家の二階に占いの印度人の婆さ
んが住み、商人らしい亜米利加人が占いを頼
みに来ます。300 弗を出して「日米戦争は
いつあるか。わかっておれば大金儲けができ
るから。」と。婆さんは「明日いらっしゃい。
私の占いは外れたことはない。アグニの神が
お告げをなさるから。」と引き受けます。
二階には蝋のような色の少女がいて、窓か
ら見えた顔を通りかかった日本人の書生が見
かけ、日本領事の娘でさらわれた妙子である
と見抜きます。二階の上がった書生はピスト
ルで脅して妙子を取り返そうと試みますが、
婆さんの魔法で追い返されます。
夜、妙子は書生に手紙で、アグニの神が乗
り移ったふりをして、親元に返すよう告げる
という手紙を下に落とします。
婆さんが魔法をかけ始めると妙子は眠って
しまいますが、男の声が「早速この女の子を
返すが良い。」と告げます。
婆さんは妙子にナイフをつきつけますが、
書生が飛び込んだ時、妙子は眠っており、真っ
黒な顔の婆さんの胸にはナイフが刺さってい
ました。
◇色名は「青白い香炉の火の光」 （永田泰弘）

●蘭春（仲春）
踏青（たふせい）：春の野に若草を踏み歩い
て遊ぶこと。（青きを踏む）
白酒（しろざけ）：雛祭りに用いられる米麹
又は蒸米に味醂を混ぜて造る白いお酒。
紋白蝶（もんしろちょう）：白い小さい蝶。
紋黄蝶（もんきちょう）：黄色い小さい蝶。
緋桃の花（ひもものはな）：紅い桃の花。
白桃の花（しらもものはな）：白い桃の花。
白木蓮（はくもくれん）：白い花の木蓮。
白樺の花（しらかばのはな）：信州等の山岳
や高原に暗紅色の花穂を垂れて咲く目立たな
い花。
菫（すみれ）：山野の路傍などに生える小さ
な草で紫色の可憐な花を開く。菫草・壷菫・
花菫・山菫・初菫・にほひすみれ・菫野。
三色菫（さんしきすみれ）：三色は紫・黄・
白を指す。
黄水仙（きずいせん）：庭などに植えられる
多年草で六弁の黄色い花びらをもつ。３.４
月に開花する。
仲春になると花が咲き蝶が舞う風景とな
り、「山路来て何やらゆかし菫草」と芭蕉の
句が思い出される。踏青と言う優雅な遊びも
（永田泰弘）
死語となりしか。

色彩教材研究会通信
新春のお慶びを
申し上げます
この一文を 年賀葉書に代え 私の年賀
状として配信先の皆様にお届けいたします
日本色彩学会他の人達 360 人程に この
「色彩教材研究会通信」を執筆・編集し 毎
週木曜日にメール配信して 年末で 267 号
になりました ご投稿もお待ちします
先ずは コロナ蔓延の中 皆様とご家族
様のご健康とご活躍をお祈りいたします
私の近況は 一人暮らしを始めて六度目
の 孤独で寂しいお正月を迎えました
春三月には八十六歳になります 足の麻
痺が徐々に進行して 歩行と立居振舞に不
自由をしており 外出も控え ラジオ体操
と一日 5,000 歩の散歩だけが日課です
巣ごもりしながら 有機 EL 大型テレビの
中の自然や街並景観の色を楽しんでいます
オミクロン型の蔓延が憂慮されています
ので くれぐれもコロナ感染を避けて お
身体を大切にお過ごしくださると共に 学
会活動が 改革の年になりますように 更
なるご協力をお願いいたします

令和四年

新春

永田泰弘
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●新編色彩科学ハンドブック解説講座
日本色彩学会の教育普及委員会は、学会員
の皆様に「新編色彩科学ハンドブック」につ
いて、より詳細な内容をお伝えすべく、「新
編色彩科学ハンドブック」の解説オンライン
講座開催を企画し、参加者を募集しています。
参加者には当該箇所関連の色彩科学ハンド
ブックのページが資料として配布されます。
◆第 1 回：第 7 章 色彩調和論
Moon と Spencer の色彩調和論・配色の感
情次元・各種配色感情の物理量による推定・
配色感情の個人差・色配色感情の面積比によ
る影響および単色感情と配色感情の関係。
◆開催日時
2022 年 1 月 8 日 ( 土 )13：00~16：00
◆申込締切：1 月 4 日 ( 火 ) 直近です！
◆講師：酒井英樹先生：
◆参加費 ( 各回 )：学会員 2,000 円
非会員 5,000 円
◆支払方法：Paypal 支払。
銀行振込 ( 三井住友銀行・三菱 UFJ 銀行 ）
※支払手数料は参加者負担。
◆申込 URL 第 1 回 1/8（土）
https://forms.gle/yce84vMv2bjgUtkg7
◆第２回は第 19 章が予定されています。

（学会メールニュース No.256 から引用

永田泰弘）
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● 写真とソフトで迫る色風景の秘密
港千尋・三木学編著『フランスの色景―写真
と色彩を巡る旅』（青幻舎、2014 年）
本書では、写真家・著述家の港千尋（多摩
美術大学教授）がフランス全土で撮影した
40 枚の写真と、三木学（編集者・色彩分析）
が自身の企画・開発した色彩分析ソフトを
使って、フランスの風景に潜む配色の法則を
明らかにしている。色景とは色風景の意であ
り、景色に含まれる色を表す。
ソフトはマンセル表色系の色空間に、写真
に含まれる色をプロットしたり、色名を抽出
できる。マンセル表色系を使うことで、色相
やトーンなど、色彩調和論に照らし合わせた
評価ができる。色名は日本の JIS 慣用色名（和
色名）、フランスの伝統色名、JIS 系統色名の
割合を抽出しており、母語によって感じる色
の違いの一端を視覚化している。
港の撮影したフランスの写真の色分布を分
析すると、補色や類似トーンなど、驚くほど
シュヴルール以降の色彩調和論に適合する。
日本の風景ではそのような分布はありえな
いだろう。その違いの理由を、気候や風土、
文化から推測していく。風景が色彩感覚を養
い、色彩感覚が風景を創って文化になってい
く相互作用を示した意欲的な試み。（三木学）

色彩教材研究会通信
● 環境色彩研究会・研究発表者募集
環境色彩研究会は、2021 年度研究発表会
を開催し、研究発表者を下記の要領で募集し
ております。
◆日時：2022 年 2 月 26 日（土）13~17 時
◆会場：ZOOM によりオンライン開催
◆応募資格：研究著者のうち１名以上が、
１. 環境色彩研究会会員（応募時の入会可）
２. 日本色彩学会会員
３.１と２を指導教員とする学生
◆応募方法：発表題目・研究発表趣旨・発表
者名・所属・連絡先（Ａ４版１枚以内、写真・
図表は不要）を記載して提出のこと。
◆申込締切：2021 年 12 月 31 日（金）必着
◆送 信 先：萩原京子主査まで
（kyoko.hagiwara@jp.sunstar.com ）
メールタイトルを「環境色彩研究発表会 発
表申込み」とすること。
※ 上記申請内容を閲覧した上で、研究発表
の採否がメールにて通知されます。
◆研究会誌「環境色彩研究」に掲載予定のＡ
4 版 4 頁以内の発表論文原稿を提出のこと。
◆原稿締切：2022 年 2 月 1 日（水）必着
◆発表形式：口頭発表またはポスター発表
口頭発表は、発表 12 分・質問 3 分を予定。
（学会メールニュースから引用）

（永田泰弘）

新刊紹介「色を分ける
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色で分ける」

日高杏子著 京都大学学術出版会発行
定価：2,200 円（税別） 283 ページ
本書は二部構成であり、第Ⅰ部は、虹、色
名、順位と属性、性質による色彩の分類。第
Ⅱ部は、色彩の分類の普遍性と多様性。究極
の軋轢̶人種差別がテーマになっている。
第Ⅰ部の「色を分ける編」は、虹の色の変
遷にふれ、ニュートンの７色に行きつく。色
名はバーリン＆ケイの 11 色から、2009 年
の６基本色彩語に至る経緯が語られている。
色を原色・純色・順位・属性・色相環・色
空間という基準で分ける表色系の原点が語ら
れている。
温度・湿度・家畜・祝祭と日常・性別とい
う「色を環境と感覚で分ける章」で、色彩文
化や日常生活との関わりが理解できる。
第Ⅱ部の「色で暮らしを分ける章」の、日
米における牛乳と菓子のパッケージの色の違
いが面白い。
「色で身分を分ける章」では紋章・
旧日本軍の襟章の色分け・階級・奢侈禁止令
が述べられ、最後の「色で人間を分ける章」
では、人種問題という重いテーマが、分析的
に語られている。
本書の優れているのは、出典や事項索引が
豊富に挙げられている点である。（永田泰弘）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 季語集の中の色名ー２
最初に取り上げるのは、単語の中に基本色
彩語などが組み込まれた季語を選んでいま
す。季節は 13 に分けられています。
●早春
末黒野（すぐろの）：野焼きをした後、すす
きなどが先の方だけ黒く焦げて残っている野
原の様子。
末黒のすすき（すぐろのすすき）：野焼きを
した後に、先の方だけ黒く焦げて残っている
すすきのこと。
頬白（ほほじろ）：雀位の大きさの小鳥。二
月末頃から人家近くにきて囀り始める。
白魚（しらうを）：白銀色ともいふべき魚で
長さ二三寸。いかにも早春の魚らしい。しら
を・白魚網・白魚舟。
白魚鍋（しらをなべ）：淡白な白魚のちり鍋
は如何にも早春の味覚である。
白子（しらす）：かたくちいわしの稚魚で、
よく白魚と混同される。白子干・白子飯。
草青む（くさあおむ）：萌え出た草は直ぐ青
みが目立つやうになる。
畦青む（あぜあおむ）：畔に草が芽吹くさま。
岸青む（きしあおむ）：岸に草が芽吹くさま。
麦青む（むぎあおむ）
：麦踏の始まる頃である。
（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
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●提案 -25・色彩測定環境の整備を

●貴石の色・珊瑚

●芥川龍之介の短編小説の色ー 14

1958 年に就職した時から、2013 年に退職
するまで、常に私の身近には色彩計が存在し
ていました。最初は日立製作所製の EPR2 型
分光光度計という床置き型の大きな機械で、
色度計算は手回し型計算機で行うものでし
た。その後、環境色彩計画の仕事に代わって
からも、色彩計は必須の道具でした。
高速化と小型化が徐々に進み、遂に建築物
の色彩計測のために野外調査に携行するまで
に小型化し、記録性も向上しました。
日本色彩学会会員は、色彩計を日常的に使
える環境にありたいものです。
しかし、そのような人が何％いらっしゃる
でしょうか。私も退職とともに色彩計と縁が
切れました。
学会員が色彩測定をしたい時に、利用でき
る環境があると便利です。学会事務局や支部
の事務所などに型落ちの機種でも構いません
が、学会員が出向いて、有料で計測できたり、
短期間の貸出ができないものでしょうか？
企業などでは、買い替えと同時に不要とな
る色彩計が出てきます。ホームページなどで
寄付の呼びかけをしてみることもいいでしょ
う。学会員なら誰でも色彩計が使えるという
ステータスを与えてください。 （永田泰弘）

珊瑚の色は、赤、ピンク、白、黒がありま
す。赤は血のような色という意味から、血赤
珊瑚と言われる高級な珊瑚で宝飾品としても
希少です。英語ではブラッドコーラルと言わ
れています。穏やかなピンク色が価格的にも
お手頃で日本人には人気です。ピンクは老化
を防ぎ美しさをアップする色と言われます。
桃の花の色に似ていて、3 月の誕生石に桃
色珊瑚が桃の節句に相応しいのですが、日本
限定のようです。白や黒の珊瑚もあり、柔ら
かい材質なので、アクセサリーとしても加工
しやすいと、言われています。白は乳白色の
白で、黒は磨きをかけると艶がでて、大人の
落ち着いた色としても人気です。
珊瑚は、南大西洋海域、地中海、バルト海、
日本海、などの海からの贈り物として、天然
の珊瑚は子宝や長寿の意味があり、血赤珊瑚
は、結婚 35 年の贈物として喜ばれています。
（田森恭子）

◆山鴫（ヤマシギ）（大正九年十二月）
1880 年 5 月の日暮れ方に訪ねたトウルゲ
ネフは、トリストイ伯爵、トリストイ夫人、
子供たちと山鴫を撃ちに出かけた。
トリストイが、先に山鴫を射落とし、子供
たちと犬が拾いに行く。
宵闇の中、山鴫が舞い上がった瞬間トウル
ゲネフは引き金を引いた。「当たったかね」
と問うトリストイに対し「当たったとも。石
のように落ちてきた。」と答える。
子供たちは犬を先頭に獲物を探し歩いたが
山鴫の屍骸は見つからなかった。トリストイ
は打ち損じたのだろうと言い、トウルゲネフ
は石のように落ちたと主張する。
トリストイ夫人が二人に「明朝もう一度子
供たちを探しによこすから」と仲裁に入る。
翌朝、まだ互いに和睦しない二人の翁の前
に、子供たちが飛び込んできて、「落ちる時
に引っかかったのでしょう。白楊の枝にぶら
下がっていました。」と告げる。二人の翁は
顔を見合わせると、言い合わせたように哄笑
した。
◇「空は・・だんだん蒼い色を沈めて来る」
という表現は心の残る。浮いた色と沈んだ色
という色の尺度も確かに有る。 （永田泰弘）

赤珊瑚

桃色珊瑚

色彩教材研究会通信
●色彩教材研究会研究発表会を終えて
「秋の研究会旬間」の一企画として 11 月
23 日に「色彩教材研究会研究発表会」を開
催致しました。色彩についての様々な分野か
ら 6 名の登壇者に発表して頂きました。
参加者は 61 名と大盛況でした。温かな雰
囲気の会だったとの評価を頂いております。
登壇者の中からは、皆様良く研究されてい
て、異なる分野なので聞き手としても楽しめ
ました。とのご感想も頂きました。
日頃、研究されている皆様の中には、発表
者になるのを躊躇される方もいらっしゃるや
もしれません。次回は、少しの勇気をもって
お申込みください。お待ちしております。
当日の写真を掲載致しました。一部の方が
映像の枠に入らなかったことをお詫び申し上
げます。では、次回もオンライン講座でお会
い致し
ましょ
う。
( 三本 )

No.265 2021.12.9

● 季語集の中の色名ー１
俳句の季語に組み込まれている色名の実態
を水原秋櫻子編の「季語集」から調べて見ま
した。（昭和 30 年 9 月 17 日発行、昭和 38
年 10 月 1 日再版、発行所：大泉書店）
水原秋桜子（みずはら しゅうおうし）
（1892〜1981）は日本を代表する俳人の 1
人で、東京の神田で生まれました。「秋桜子」
は俳号で、本名は豊（ゆたか）。彼の最大の
功績は、新興俳句運動の旗手として、現代俳
句の基礎を築いたことです。定型や季語と
いったルールは守りつつ、23 冊もの句集を
発表し、抒情性のある俳句を多く残しました。
「季語集」は、春の部、夏の部、秋の部、
冬の部に大別し、さらに春の部を早春・蘭春・
晩春とするように 13 分類されています。
この季語集は、さらに自然・生活・風習・
動物・植物に分類して羅列していますが、季
語と言うのは、一つひとつから、色彩を感じ
ることができる言葉です。そういう単語に色
名を組み合わせた熟語（合成語）を敢えて季
語として定義している物を抽出することに意
義があると考えるとともに、「季語＋色」と
いう合成語を新たに作って、「新しい日本語
色名」を創造するのも面白いと考えています。
（永田泰弘）
一緒に試みてみませんか？

新刊紹介「366 日

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

日本の美しい色」

橋本実千代［監修］ 三才ブックス発行
2021 年 10 月 21 日発行 2,750 円
本書は、「日本の美しい色」の知識と教養
を身につけることができる本です。
皇族のみに許された禁色から江戸を虜にし
た流行色まで、美しい写真や絵とともに全
366 色が紹介されており、1 日１色（1 頁）
ずつ「和の色」の魅力を楽しむことができま
す。実際には、興味が尽きず、次頁また次頁
へと進みたくなる内容。頁をめくるたびに豊
かな彩りが飛び込んできて心躍ります。
全 366 色が７つのテーマカラー「赤」
「橙・
茶」「黄」「緑」「青」「紫・桃」「無彩色」に
分類され、共通の構成で解説されています。
各色の特徴や色名の由来、時代の背景など
がわかりやすく解説されており、CMYK、
RGB、Web 数値も掲載。また「配色例」として、
3 パターンの配色と具体的なイメージが紹介
されています。さらに「豆知識」として、文
学や芸術等の知識・教養が深められる内容も
載っている充実ぶりです。
日本独自の文化や生活の中で創り出され、
受け継がれてきた風雅で美しい和の色と色
名。まさに “日本の美のこころ” を未来に残
（中塚陽子）
してくれる名著です。

色彩教材研究会通信
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●MIC2021『今年の色』応募のご案内

海を渡った日本の Kimono の美意識

●提案 -24・研究会経理の改善

日本色彩学会では本年度も皆様から一年を
代表する『今年の色』への応募をお待ちして
おります。
『MIC(Most Impressive Color)2021』〜
2021 年を彩った色〜として、一年間を色彩
という目線から振り返り、その年のイメージ
を共有するべく、2021 年を代表する色を決
定いたします。
本年度は応募者優待として、2022 年 3 月
21 日午後に、オンラインで開催を予定して
いる International Colour Day ( インターナ
ショナル・カラー・デイ ) のイベントに、参
加費無料 ( 希望者のみ ) で、ご招待をさせて
いただきます。
日本色彩学会員の方はもちろん、非会員の
方も応募は無料です。
色に関心のある幅広い方々の参加応募をお
待ちしておりますので、色彩教材研究会に関
わる皆様の参加応募のご協力を是非ともよろ
しくお願い申し上げます。
◆『今年の色』の応募締切：12 月 15 日 ( 水 )
◆応募フォーム＆詳細：
https://forms.gle/YVKACjtkMuV6ez4E6
この URL から、応募をお願いします。

西欧の美術館に所蔵中の日本染織品調査が
進められている。和服は三度、西欧で注目さ
れている（深井晃子『きものとジャポニズム
―西洋の眼が見た日本の美意識』平凡社、
2017 年を参照）。
最初は、17 世紀にオランダ東インド会社
を通じて渡洋し、珍重された。
二度目は 1860 年代前半のジャポニズムの
影響で、フランスの芸術家たちが先導した。
西欧美術では 19 世紀前半から東洋趣味が見
られ、和服は、単なる異国趣味における日本
表象の実用品から、高度に洗練されたデザイ
ンや染織技法、直裁的・包括的な表象性、暖
かくて軽いという機能性にも注目された。
三度目は、日本が目覚ましい経済復興を果
たした 1980 年代で、日本のファッション・
デザイナーたち自身が主張と提案を行った。
ルネサンス以来の伝統的な西欧の服作りに
は、立体である身体に合わせて裁断するとい
う大原則があったが、平面性を基本とする和
服の構成法は間の概念に、破れや色彩の抑制
は侘び・寂びの美学に通じると解釈された。
和服の美意識は、糸が織り成す明暗、布が
たわみ重なり合って生まれる色の濃淡にある
という考えも紹介されている。 （吉村耕治）

従来は、会場をお借りして、有料のイベン
トを開催していきた色彩教材研究会は、コロ
ナ禍のために、今年度は今までのイベントを
全てオンラインで行い、参加費の集金が面倒
なので、参加費を無料にしたため、距離の障
害が無くなり一回あたりの参加者は増加した
が、収入はゼロになりそうである。
よってコロナ禍解消後も対面とオンライン
併用のイベントに移行するのが得策である。
そのために、学会全体として、イベントの
入•出金を学会事務局に一本化してほしい。
イベント参加費は全て事務局に振り込み、講
師料他の支出も事務局に担当してほしい。交
付金も廃止して、研究会などに売上高か利益
額の予算を提示するだけにしたらどうだろ
う。振込手数料などの軽減にも繋がる。
イベント参加料の金額の下２桁を研究会ご
とに指定しておくと、振込額を見るだけでど
のイベントの参加料かが判る仕組みになる。
例えば色彩教材研究会の場合は、95 として
1,595 円などの参加料にする。
No.221 にも掲載したが、参加料集金業務
も無くなり、幹事さんも助かることになる。
研究会だけでなく、支部にも適用できるシ
（永田泰弘）
ステムとして考えて欲しい。

（MIC・ICD 担当理事・高田瑠璃子）

色彩教材研究会通信
● 光学四学会関西支部連合講演会
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●2021 年度東海支部 講演会のご案内

◆テーマ：
今回の講演会では本学会会長である篠田博
「暮らしを豊かにする／
之先生をお迎えし、「 わたしたちは何を見た
変える光産業の現状」
いのか 」のテーマでお話しいただきます。
◆主 催：日本光学会・日本分光学会・照明
【日 時】 2021 ( 令和 3) 年 12 月 11 日 ( 土 )
学会・日本色彩学会の各関西支部
13 時 00 分 〜 14 時 30 分
◆日 時：2021 年 12 月 8 日（水）13:30 〜
【演 者】 篠田博之氏（立命館大学情報理工
17:30（各講演は 50 分）
学部教授）1995 年に立命館大学に着任し、
◆場 所：Zoom を用いたオンライン開催
米国ロチェスター大学訪問教員などを経て
◆講演１「色彩を生かした景観まちづくり」 2004 年より現職。専門は心理物理学、視覚
カラープランニングセンター : 田邊学氏
情報処理、色彩工学、照明視環境、法心理学。
◆講演２「オリジナルデザインのあかりが空 【概 要】 視知覚や視覚情報処理の目的とそ
間を彩る」 大光電機株式会社 : 國分頼明氏
れを達成するための仕組みについてデモを交
◆講演３「窒化物半導体レーザーとその応用」 えながらお話しされます。人によってはそれ
日亜化学工業株式会社 : 尾崎拓也氏
らを錯視と呼んだりしますが、いずれも人や
◆講演４「分光技術のプロセス産業への応用」 生物にとって正しく事物を知覚するために必
横河電機株式会社 : 村山広大氏
須の情報処理であることをお伝えされます。
◆参 加 費：主催・協賛学会員＝2,000 円
応用事例では自身が産学連携や裁判に関わっ
会員外＝2,500 円 学生＝無料
た経験、昨年の警察との調査研究についての
◆申込方法：光学四学会関西支部連合講演会 紹介があります。
ホームページまたは
【場 所】 オンライン（Zoom 利用予定）
https://sites.google.com/view/5gakkai
【参加費】 無料
の申込フォームよりお申し込みください。
【参加方法】以下から申し込んでください。
◆申込締切：2021 年 12 月 3 日（金）
https://forms.gle/NmokZbDfPxwY1FA78
◆詳細は学会ニュースをご参照ください。
【申込締切】 12 月 9 日（木）17：00
（学会メールニュース No.237 から引用）
（永田泰弘） （学会メールニュース No.245 から引用）（永田泰弘）
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● 色彩データ・ライブラリの将来
色彩データ・ライブラリの発足を知り、学
会活動の中で制作した色彩啓蒙の資料データ
を選んで、寄託いたしましたので、ホームペー
ジ掲載のリストを必ず見てください。
私は合成樹脂着色剤の開発に 10 年間従事
した後、1968 年、カラープランニングセン
ター創設という場違いな仕事を任せられたの
で、色彩科学協会に入会し、以降、建物など
の色彩設計や、自治体の色彩基準策定の業務
に従事し、その間、学会では環境色彩研究会・
色彩教材研究会・パーソナルカラー研究会の
創設に加わり、学会では学会誌編集と色彩啓
蒙の活動に協力してきました。
多くの方が寄託されて、ライブラリがある
から学会に新規加入したいと思う魅力的なラ
イブラリに育って欲しいと念願しています。
学会としては、ホームページのサイトで選
びやすい選択方法の設計を急いでください。
タイトルリストから内容は見えるが、無断取
出しはできないという仕組みです。
名誉会員を含む多くの方々が、若い学会員
が利用できるような色彩データを寄託してい
ただけるように期待しています。私の場合は
自分の終活の一つでした。データを再加工し
（永田泰弘）
て優れた教材を創造してください。
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● 研究会旬間に環境色彩研究会から

色点描 奄美大島に色を訪ねて

● 色彩データ・ライブラリ解説−15

例年の研究会大会に代わる研究会旬間に、
環境色彩研究会から、永田泰弘の体験報告他
という内容で参加することになりました。
永田は、在職中に日本各地の自治体の景観
色彩基準の策定の仕事をして参りました。そ
の集大成とも言えるのが、景観法に基づく東
京都の「届出対象建築物等の色彩基準」です。
色彩基準策定に当たって、必ず現地の建築
物の外装色彩の撮影と、測定色彩が必要でし
た。そのために、カメラ・色票・色彩計・記
録票を持って、手早く調査を行うために、３
名のクルーで現地に出向き、分業しながら行
うのが通常でした。調査後の色票の作成も手
仕事なので負担でした。
今回の体験報告は、千葉県の古い寺院の門
前町を対象とした、企画から調査と色彩基準
の提案までの作業を一人で行った体験を話し
ます。要点は、撮影した写真から、パソコン
上で色の抽出転写をする手法を用いたことで
す。実行してくださる方があれば幸いです。
11 月 27 日（土）10 時〜12 時に、
「体験報告：
一人で出来る景観色彩基準」と題して話しま
す。同日の 14 時〜16 時には３人の会員によ
る、景観の中の色遣いについての報告があり
（永田泰弘）
ます。聴講してください。

鹿児島県の奄美大島は、2021 年 7 月にユ
ネスコ世界自然遺産に認定されました。
手つかずの美しい自然と希少動植物の宝庫
である、彩りの島です。
私が、旅で印象に残った色をお伝えします。
緑：「ヒカゲヒゴ」などのマングローブ原生
林の深い緑。
青：サンゴ礁の透き通った青い海、瑠璃色の
羽の「ルリカケス」。
赤：日本画に新風をもたらした孤高の画家、
田中一村が描いた鳥「アカショウビン」。
黄：郷土料理の「鶏飯」の錦糸卵や田中一村
が好んで描いた植物の「アダン」の熟れた実。
黒：特別天然記念物の「アマミノクロウサギ」、
風味いっぱいの「黒糖」、泥染の「大島紬」。
白：真珠層から虹色の輝きを放つ「夜光貝」。
この貝は南方にのみ生息するサザエ科の大型
巻貝で厚い殻を持ち、古くから美術工芸品に
用いられて正倉院宝物や中尊寺金色堂の螺鈿
細工にみられます。夜光貝の気品ある深い輝
きを「青貝色」というのを思い出しました。
そして、鮮やかで色とりどりの花や蝶たち
の色彩も忘れられません。奄美大島は色彩感
覚を大いに刺激し、目を喜ばせ、心を解放さ
（園田好江）
せる場所でした。

17- 色彩教材研究会会報は色彩教材研究会
が、会員宛に郵送していた会報の PDF デー
タを多くの方々の協力で集めたものです。
No.１から No.５は見つかりませんでした
が、1999 年の No.6 から 2013 年の No.56 ま
で多少の抜けがありますが、研究会の活動記
録としての価値があります。
このブロックは利用料は無料になっていま
す。過去の活動から得られるものがあるかも
しれません。
18- 色彩教材研究会通信は、現在木曜日週
刊発行でメール配信している色彩教材研究会
の定期刊行物で、2017 年の４月の No.21 か
ら現在も継続しています。このブロックも利
用料は無料になっています。
19- 教材ひろばは、色彩教材色彩教材研究
会通信と同じ体裁で、活動結果の報告の形を
とった、不定期発行のデータです。2011 年
の No.1 から 2013 年の No.23 まで短期間に
発行された、ビジュアルな内容の教材資料と
言えるでしょう。
以上で色彩データ・ライブラリの解説は終
了いたします。１件の利用料が 100 円と安
価で、学会事務局に申込めば使える便利さが
（永田泰弘）申込先 : 学会事務局
あります。
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●研究会旬間のプログラム紹介

●貴石の色・スーパーセブン

研究会旬間のプログラムを紹介します。
◆11 月 20 日（土）13:30 〜 17:30
◇色彩科学系５研究会合同研究発表会 13:30
◇招待講演「質感と色の５次元理論」
岡嶋克典（横浜国立大学）15:00〜16:00
◇色彩科学系５研究会合同研究発表会 16:00
◆11 月 21 日（日）13:00 〜 16:00
◇美しい日本の色彩環境を創る研究会・
くらしの色彩研究会共催 トークイベント
◇第 1 部 色は世界を駆ける

1990 年、アメリカ在住の有名なクリスタ
16- 屋根のデータは、「16-1- 日本の屋根の
ルヒーラーのメロディー女史によって名付け 豆知識」と「16-2- 日本の瓦の豆知識」の解
られた天然石で、水晶をベースに、アメジス 説編と、私の趣味で始めた 150 編近い個別
ト、スモーキークォーツ、カコクセナイト、 の建物群の屋根の写真と、ごく簡単な説明文
ゲーサイト、レピドクロサキト、ルチルクォー の組合せで構成したデータです。
ツなどを融合的に含んだ石を指します。
最初は 1 編５枚の写真で構成していまし
7 種類の石達が、一つの石に入り込み共鳴 たが、100 編を過ぎて棟数に応じた写真を
している神秘的な天然石で、3 種類以上入っ 使った構成になっています。
ているとその名前が使われます。
撮影対象は、お城、寺院、神社、伝建地区
アメジストの中にカコクセナイの針状結晶 などの「伝統的な日本の屋根」を中心にして
を含む紫系、ストロベリークォーツを含む
いますが、普通の集落や住宅地の屋根もわず
レッドタイプや、茶色のスモーキークォーツ かに含まれています。撮影地は都内と近県が
にルチルやカコクセナイ含む黒系、茶系に分 多く、電車の駅名になっている神社仏閣など
類されます。
も対象になっています。
一つの石の中にさまざまな色が入り組んで
「16-24- 備中松山城の屋根」、「16-100- 江
いる天然石であ
戸城の城門の屋根」、「16-6- 成田山新勝寺・
り、私の好きな
銅板葺きの屋根」、「16-7- 成田山新勝寺・和
まるで万華鏡を
瓦葺きの屋根」、「16-18- 出雲大社の屋根」、
石の中で見てい
「16-113- 埼玉・武蔵一宮氷川神社の屋根」、
るかのような美
「16-20- 岡山・吹屋の屋根」、「16-151- 埼玉・
しい模様や結晶
越谷・越ヶ谷本町界隈の屋根」、「16-82- 明
が見え、自然の
治神宮の屋根」、「16-83- 東京・文京・吉祥
配色美を感じる
寺の屋根」などです。
天然石です。
教材としては、日本の屋根の伝統と、野外
（田森恭子）
調査方法です。（永田泰弘）申込先 : 学会事務局

・レオナール・フジタの色彩 三木 学
・日本の美しい色風景、世界の美しい色風景
港 千尋
◇第 2 部 色を未来に架ける「多様性と色彩」
伊賀 公一・疋田 万理・篠森 敬三
◇交流会 16:30〜18:30
◆11 月 23 日（火）14:00 〜 16:30
◇色彩教材研究会研究発表会
発表者：園田 好江・安岡 義彦・千田 道代・
浅野 晃・瀧川 優子・吉村 耕治
◆11 月 27 日（土）10:00 〜 12、14〜16:00
◇環境色彩研究会 体験報告
・一人でも出来る景観色彩基準の提案
・午後は３人からの色の使用に関する報告
（学会メールニュースから引用）
（永田泰弘）
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海を渡った日本の弁当文化の美意識

誰も困らない傷つけない色とは？

● 色彩データ・ライブラリ解説−13

日本における庶民の食文化の一つ、弁当が
2010 年頃から海外でも人気を博している。
BENTO という語は、英語やフランス語の
辞書にも載っており、今や、BENTO が世界
共通語になりつつある。
海外での弁当の人気は、日本のマンガ・ア
ニメ人気を通して、最初はフランスで始まっ
ている（権代美重子『日本のお弁当文化―知
恵と美意識の小宇宙―』法政大学出版局、
2020 年を参照）。
フランスでは、自分らしさを表現できる女
性が魅力的と考えられ、最初は「KAWAII」
と BENTO の見た目の美しさに着目されてい
たが、贅沢メニューもダイエットメニューも
作れる自由自在さや、彩りを考えた自分だけ
の弁当やキャラ弁の楽しさ、自分のセンスが
発揮できる娯楽性、経済性、盛り付けの美に
も注目されている。手作り弁当が、意識の高
い「賢い女性の証し」として利用されている。
弁当箱も、日本ではシンプルなものや保温
性を高めた機能的なもの、民芸品や漆塗りの
もの、子ども向けの動物やキャラクターを模
したものなど、多種多様である。「携帯食の
容器にも凝る」というのが、日本独自の食文
（吉村耕治）
化と指摘している。

日本色彩学会 令和３年度 秋の研究会旬間
オンライントークイベント
表題：色は世界を駆ける、
色を未来に架ける
日時：11 月 21 日 ( 日 )
13 時〜16 時 後半 90 分
主催：美しい日本の色彩環境を創る研究会
くらしの色彩研究会
第 2 部 色を未来に架ける「多様性と色彩」

14- 景観基準・計画には、私が在職中に策
定に携わった 100 以上の自治体の景観色彩
基準の中でも典型的な基準を取り上げ、判り
やすく解説しています。
自治体の色彩基準は、最も複雑な東京都の
基準でもホームページ上では一枚の紙にまと
められた数表の体裁を取るにすぎません。
「14-1- 東京都景観色彩ガイドライン解説」
は最も参考になります。それと「14-2- 東京
都の市区の景観色彩基準の比較」の両者を比
較することによって、景観色彩基準の骨格が
理解できる教材になるでしょう。
教材として使いやすいのは、「14-14- 小田
原市色彩基準」です。更に、「14-15- 小田原
市の屋外広告物」を加えると優れた教材にな
るでしょう。
「14-16- 相模原市ガイドライン」は、色を
７トーンに分けた判りやすい基準の例です。
「14-18- 文京区ガイドライン」は単純化さ
れたガイドラインです。
中山参道の３編は退職後、私一人で策定し
た基準で、このような方法であれば、ひっそ
りと提案ができる例として示しました。市川
市で採用された基準です。

ーどの人も困らない、どの人も傷つけない色
とは？色覚とジェンダー視点から読み解く−
多様な人々で構成される私達の世界では、
色に助けられることもあれば、色に困らされ
ることもあります。誰もが幸せになる色の使
い方は、存在するのでしょうか。このトーク
イベントでは、『色弱が世界を変える』著者
の伊賀公一氏（CUDO 副理事長）と、メディ
アの視点からダイバーシティを考える疋田万
理氏（メディアプロデューサー）のお二人を
ゲストに迎え、色弱模擬フィルタ「バリアン
トール TM」開発メンバーの一人である篠森
敬三氏（高知工科大学教授）による進行でディ
スカッションいたします。色彩教育やデザイ
ンに携わる方に役立つ対談です。
（祖父江由美子）

（永田泰弘）申込先 : 学会事務局
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フジタの色と世界の色風景を解説

新刊紹介

日本色彩学会 令和３年度 秋の研究会旬間
オンライントークイベント
表題：色は世界を駆ける、
色を未来に架ける
日時：11 月 21 日 ( 日 )
13 時〜 前半 90 分
主催：美しい日本の色彩環境を創る研究会
くらしの色彩研究会
申込：11 月 14 日 ( 日 )〆切
Web サイトよりお申込みください。
第 1 部 色は世界を駆ける

坂井希久子著 文春文庫 定価 710 円＋
税 2021 年 6 月 10 日発行 233 ページ
色彩表現が豊かな、色が織りなす江戸の人
情物語。「薄紅色の地に薄黄の菊、錆浅黄に
猩々緋の紅葉、梅鼠に梅紫の彼岸花。」半衿
にみる秋の柄の描写である。主人公は火事で
目が見えなくなった元摺師の父親の面倒を見
ながら、貧乏長屋に暮らすお彩（あや）。
ある時ひょんなことから京紫を纏った謎の
男、右近に色のセンスを見込まれ、色に関す
る相談事を持ち込まれるようになる。
相談事は様々で、上生菓子の色合い、商家
の娘が見合いに着ていく着物の色、花魁の打
掛の色などなど・・・。お彩は数々の難問を
解決していく。着ている役者色でその人物の
ひととなりを分析するシーンも面白い。
また、若い娘は明るい色が似合うはず、と
本人も見ずに反物を用意する呉服屋に対し
て、肌を見て、桜鼠のようなくすみのある色
が似合うと言い切る件りは、まるで江戸の
パーソナルカラーリスト。数々のお題に対し
てなるほどそう提案するか、という解決方法
が痛快である。
藍染は藍白から濃紺まで 22 色出せるそう
だが、その色名をぜひ知りたい。（橋本実千代））

◆レオナール・フジタの色彩
三木学氏（文筆家／編集者）
世界的な画家・藤田嗣治（レオナール・フジタ）
の展覧会『フジタ―色彩への旅』
（ポーラ美術館、
2021 年 4 〜 9 月開催）で作品の色彩分析を担
当した三木学氏に、フジタの色彩の魅力を解説
していただきます。
◆日本の美しい色風景、世界の美しい色風景
港千尋氏（多摩美術大学教授）
『日本の美しい色風景』サイトの立ち上げを記
念して、
『フランスの色景 写真と色彩を巡る旅』
の著者の港千尋氏をゲストに迎え、海外の美し
い色風景を紹介いただき、このプロジェクトに
（川澄未来子）
関する意見交換をいたします。

江戸彩り見立て帖

色にいでにけり

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 色彩データ・ライブラリ解説−12
14- 景観基準・計画には、私が在職中に策
定に携わった 100 以上の自治体の景観色彩
基準の中でも典型的な基準を取り上げ、判り
やすく解説しています。
自治体の色彩基準は、最も複雑な東京都の
基準でもホームページ上では一枚の紙にまと
められた数表の体裁を取るにすぎません。
「14-1- 東京都景観色彩ガイドライン解説」
は最も参考になります。それと「14-2- 東京
都の市区の景観色彩基準の比較」の両者を比
較することによって、景観色彩基準の骨格が
理解できる教材になるでしょう。
教材として使いやすいのは、「14-14- 小田
原市色彩基準」です。更に、「14-15- 小田原
市の屋外広告物」を加えると優れた教材にな
るでしょう。
「14-16- 相模原市ガイドライン」は、色を
７トーンに分けた判りやすい基準の例です。
「14-18- 文京区ガイドライン」は単純化さ
れたガイドラインです。
中山参道の３編は退職後、私一人で策定し
た基準で、このような方法であれば、ひっそ
りと提案ができる例として示しました。市川
市で採用された基準です。
（永田泰弘）申込先 : 学会事務局

色彩教材研究会通信
「色彩教材研究会研究発表会」ご案内
此度は、ベテランの先生方を含め多岐にわた
る分野での ONLINE にての発表になります
日時：11 月 23 日 ( 祝 ) 14:00 〜 16:30
プログラム：発表者名（敬称略）とタイトル
①園田好江 : ラピチャンスカラーサロン
タイトル：韓国の伝統美「丹青」タンチョ
ンの色彩に係る文献と視察調査
②安岡義彦：Color with
タイトル：持続可能な CMF 価値創出につい
ての考察と提案
③千田道代：女子美術大学付属高等学校・中
学校 早稲田実業学校初等部 非常勤講師
タイトル：尾形光琳作「風神雷神図」 古風
翻案の試み
④浅野晃：関西大学総合情報学部教授
タイトル：ブラウザ上での回転混色のシミュ
レーション
⑤瀧川優子：色彩教材研究会
タイトル：和紙千代紙の歴史と色と図案柄
〜絵師・画家たちの挑戦〜
⑥吉村耕治：関西外国語大学短期大学部名誉
教授
タイトル：日本の美意識の多様性―言語文
化論の視点からー
皆様のご参加をお待ちしております。( 三本 )
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● 色彩データ・ライブラリ解説−11

ザ・ハレーションズ著 橋本実千代監修
13- 景観のデータは、「13-1- 景観遺産のヒ
日本文芸社発行 定価：2090 円
ントを探す」の中で説明した世界遺産ならぬ
「伝統的なテキスタイルの色使いから学ぶ」 世間遺産を作り出すヒントを示すパワーポイ
と副題がついた、955 パターンの配色が示さ ントを集めました。
れたカラフルな配色の見本帳である。
門前町や和風建築の町並、並木や植栽によ
アフリカ・中東、ヨーロッパ、東アジア、 る人に優しい道環境、芸術作品や漫画やアニ
東南アジア、アメリカ・ラテンアメリカと世 メの像による街路景観の個性化、祭りや名産
界を５地域に分けて、その地の伝統的、代表 品による地域性の主張、ユーモラスな地口行
的なテキスタイルデザインの配色を分析して 灯、色彩を統一したり、テーマカラーを強調
示すとともに、その色から３色配色、あるい する色彩計画の妙、建築物個体の美しさ、歴
は２色配色を構成してビジュアルに示すとい 史的な遺産の保全など切口は多彩です。
う手法を用いて、記述されている。
「13-48- 伊勢神宮参道」は門前町の典型。
３色または２色の配色に再構成することに 「13-11- 水木しげるロード」、「13-9- サザエ
よって、地域性や伝統を表現しやすい形に昇 さん通り」、あるいは「13-12- 海老川十三橋」、
華しているところに実用性が感じられる。
「13-8- 東京・府中の童々広場」などはアー
日本のテキスタイルからは、琉球紅型、京 ト作品ブロンズ像の使い方の例。
友禅、加賀友禅、銘仙が選ばれているが、繊
「13-15- 千住河原町・やっちゃ場の記憶」
細優美な京友禅の色、加賀五彩、銘仙の大正 は地味だが心に残る方法。「13-22- 米子・加
ロマンの色などの特徴が配色に現れている。 茂川畔のお地蔵様」は鄙びた懐かしい景観で
全ての色に、CMYK 値、RGB 値が表示さ
す。「13-19- 浅草の地口行灯」は江戸の洒落
れているのは、パソコンによるテキスタイル を伝える試みで、何処でも使える手法です。
デザインや教材制作の作業に直結している実 「13-69- 朱塗りに関する考察」は、寺社建築
用性が感じられる。配色を教える教材を作る の配色と肉筆浮世絵から考察した朱色に関す
参考資料に好適な参考書として、お手許に置 る解説で、是非、記憶して欲しい知識です。
（永田泰弘）
（永田泰弘）利用申込先 : 学会事務局
かれることをお勧めしたい。
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白い声・白声における三つの意味

色点描 おやさいクレヨン

日本の伝統芸能である浪曲（浪花節）・浄
瑠璃・祭文などの語り物の発声法に、白声（し
らごえ）がある。寂声（さびごえ）
・胴声（ど
うごえ）・シオカラ声とも称せられ、いわゆ
るダミ声で唸ることや、力が入ってしゃがれ
た「しわがれ声」を意味する。きばって声を
はりあげる「イキミ声」のことである。
能における白声は、素声とも表記され、
「し
らこえ」とも呼ばれる。
緊迫した特殊な舞の乱拍子（らんびょうし）
の小鼓や、一子相伝の特殊演出の懺法（せん
ぼう）の太鼓を打つ時に発する掛け声を意味
する。一般的に謡曲では、曲節を伴わない部
分を、節を着けずに普通に朗読するように歌
うことや、普通に読むような歌い方が、白声
と呼ばれる。
直木賞作家、伊集院静の恋愛長篇小説に『白
い声』（上下巻、新潮文庫、2005 年）がある。
カソリック信者で純粋さを持ち続ける玲奈
は「二人の魂にむかって声を掛けた。やわら
かな、白い声が、身体のどこかからたしかに
返って来た。その声は、玲奈が少女の頃から、
何度となく耳にした主の声にどこか似てい
た」（下巻 317 頁）と語られる。白い声は、
（吉村耕治）
聖なる声、天使の声を表す。

「小さなこども達も安心して遊べるように」
12- 文学のデータは、日本の文学作品の中
をテーマに開発された米と野菜から作られた に使われている色名について調べようという
クレヨンである。
試みを、すでに著作権が切れた古い文学作品
開発したのは、mizuiro 株式会社 代表・木 を対象に、調べた色彩データです。
村尚子さん。米ぬかから採れた米油とライス 「12-1- 文学作品から色名の抽出方法」は、
ワックスをベースに、青森県産の廃棄される その方法を提案した内容で、最初にお読みく
野菜や果物のリユースを考えて、収穫の際に ださい。一定の方法で、複数の作品を調査す
捨てられてしまう野菜の外葉などの粉末を原 ることは、研究方法の常道でもあります。
材料にしているが、それだけでは十分に色が
古事記と上代文学の色名は、伊原昭先生の
出ないので、野菜の色を補う色素にも食品着 著書からの引用紹介です。
色に使われるものと同成分のものを採用し、
12-17、12-18 、12-20 は色彩文化との重
顔料は通常のクレヨンで使われる量の 3 分
複です。12-87 は瀬戸内源氏からの色名抽出
の 1 以下に抑えられているとのこと。
の結果です。
名古屋にある老舗クレヨン工場で JIS 規格
「12-88- 枕草子の色」を参考にしてくださ
に沿った製造工程により作られている。
い。平安時代の豊かな色彩世界を感じること
色は 10 色。ゆきにんじん、りんご、カシス、 ができます。
むらさきいも、たけすみ、きゃべつ、ねぎ、
また、近松門左衛門の浄瑠璃や井原西鶴の
ながいも、ごぼう、とうもろこしと色名がつ 作品の色名は現代訳を対象にした抽出です。
いているが、色と原料は想像してほしい。
明治に入って、新しい日本文学が誕生した
通販サイトで検索すると、「おやさいクレ
と考えられ、坪内逍遥、森鴎外、二葉亭四迷、
ヨン Standard：1,899 円」、「Mizuiro おやさ 夏目漱石、尾崎紅葉、樋口一葉、泉鏡花、林
いクレヨン：2,750 円」などが得られた。
芙美子、芥川龍之介、宮沢賢治、谷崎潤一郎
色彩に関わる、より高い安全性を求めた
の作品などが対象になっています。
SDG-s に適合した商品開発の例があれば、紹
「12-2- 金色夜叉の色名」で楽しんでくだ
（永田泰弘） さい。
介していただきたい。
（永田泰弘）申込先 : 学会事務局
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● 写真とソフトで迫る色風景の秘密

●貴石の色・ムーンストーン

港千尋・三木学編著『フランスの色景―写
真と色彩を巡る旅』（青幻舎、2014 年）
本書では、写真家・著述家の港千尋（多摩
美術大学教授）がフランス全土で撮影した
40 枚の写真と、三木学（編集者・色彩分析）
が自身の企画・開発した色彩分析ソフトを
使って、フランスの風景に潜む配色の法則を
明らかにしている。色景とは色風景の意であ
り、景色に含まれる色を表す。
ソフトはマンセル表色系の色空間に、写真
に含まれる色をプロットしたり、色名を抽出
できる。マンセル表色系を使うことで、色相
やトーンなど、色彩調和論に照らし合わせた
評価ができる。色名は日本の JIS 慣用色名（和
色名）、フランスの伝統色名、JIS 系統色名の
割合を抽出しており、母語によって感じる色
の違いの一端を視覚化している。
港の撮影したフランスの写真の色分布を分
析すると、補色や類似トーンなど、驚くほど
シュヴルール以降の色彩調和論に適合する。
日本の風景ではそのような分布はありえな
いだろう。その違いの理由を、気候や風土、
文化から推測していく。風景が色彩感覚を養
い、色彩感覚が風景を創って文化になってい
く相互作用を示した意欲的な試み。（三木学）

6 月の誕生石のして人気です。長石の一種
11- 色彩文化には、16 点のパワーポイン
で、和名を月長石と言います。ムーンストー トが収録されています。
ンの語源は月の光の満ち欠けによって表情を
日本の歴史を縄文・弥生・古墳・飛鳥・白
変える事から命名されたと言われています。 鳳・奈良・平安時代の色材と色名を中心に、
月の力が宿る石とも言われ、暗い夜道を照 仏像の色や、寺院建築の色。位色の変遷、襲
らし明るい未来に導く幸運の石です。月の力 の色目、色名と対応する色票などを判りやす
の満ち欠けに関係し、女性性、出産、健康、 く解説したものが、「11-1- 色名と色材の講
引寄せなどの願望に通じます。
座の前編」です。「11-2- 色名と色材の講座
海外では、恋人同士にこのムーンストーン の後編」は、鎌倉・室町・安土・桃山の鎧や
を贈りあう風習から愛と幸運の石とも言われ 衣装や絵画、建築の色、江戸の四十八茶百鼠
ています。
の分類。明治・大正・昭和・平成の色材の発
ムーンストーンの色味は、オレンジ、グ
達などをビジュアルに示す教材です。
レー、グリーン、ブルー、レインボーなどバ
「11-3- 色名と色材から見た歴史 - 足立区の
リエーションが豊富で、透明で、ブルーの光 講座」は上記の２編を講演用にまとめたパ
のシラーが出るものが高品質で人気です。
ワーポイントです。「11-10- にほんの学校・
一つの石の中から、
平安時代」は更に短くまとめました。
ブルーが光り輝きその
「11-4-1-1- 源氏物語にみる平安時代の色
周りに微かに反対色の
彩」は「11-5-1-2- 平安時代歴史年表」と組
黄色や黄緑が見えて、
み合わせて使ってください。
なんとも言えない輝き
「11-7- 平安・合わせの色目」、「11-8- 平安・
が私たちの目に焼きつ
襲の色目」、「11-9- 平安・織りの色目」は単
き、自然石の配色の美
純な教材です。個別に使ってください。
しさを表現してロマン
「11-14」は絵画からの色彩抽出例であり、
ティックな石と言える
「11-6」、「11-15」、「11 ー 16」は、遊びで作
（永田泰弘）申込先 : 学会事務局
と思います。（田森恭子）
りました。
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「日本の美しい色風景」募集中！

●芥川龍之介の短編小説の色ー 13

スマホのアルバムの中に、「日本の美しい
色風景」が眠っていませんか？最近の写真で
も、昔の写真でも構いません。日本各地に赴
いた記憶、家の近所での体験、忘れられない
思い出の光景。
「美しさ」に目が止まり、シャッ
ターを切った瞬間を、ぜひ投稿してください。
日本色彩学会員、研究会員の感性を集めて
います。まずは１枚、初秋のお手すきの時間
に投稿をお待ちしています。
【投稿方法】
下記サイトの「ガイド」を
見ながら、写真画像１枚と
説明文を準備。入力作業は
５分程度。スマホからも投稿可。
（川澄未来子）
【サイト投稿・閲覧・検索】
https://color-science.jp/colorscape/
学会員限定パスワード： 2021

◆南京の基督（大正九年六月）
10- パーソナルカラーのデータは、パーソ
南京の小さな真鍮の十字架が掛かった部屋 ナルカラー研究会を門田真乍子さんと立ち上
にカトリック教を信仰する 15 歳の売笑婦が
げた縁で、長い間研究会に所属し、側面から
住んでいた。そこで若い日本の旅行家が物好 応援しておりました関係から作りました。
きな一夜を明かし翡翠の耳環を贈って帰る。
「10-1-CAS134 の４分類」は、統一された
少女は不幸にも悪性の病気にかかってしま カラーシステムが無かったので、研究会員と
う。朋輩から病気はお客から移ったのだから 試みた、色の春夏秋冬４分類の一例です。
誰かに移し返せば治ると聞かされる。
「10-4-PC アンケート設問・回答編」は、
少女は病んでいる父親を考えながらも、お 2014 年頃のパーソナルカラー診断の実務に
客に迷惑をかけたら天国に行けなくなると考 ついてのアンケート作業をまとめたもので、
え、強情にお客を取ることを拒んできた。
７年を経過した今、再び、同様な調査を行う
ある夜、外国人が訪れ、次々と吊り上げら ことに意義があると思います。パーソナルカ
れる大金の十ドルにも彼女は断るが、壁の十 ラー研究会で試みてみてはいかがですか？
字架が床に落ちるのを見て、この外国人は基
パーソナルカラーは、目の前の色は４シー
督様と悟り一夜を共にする。
ズン中のいずれの色かを判断する必要があり
一人目覚めた少女は悪性の病が癒えている ます。
ことに気づく。翌年、再び訪れた若い日本の
その教材として、20 種 80 色の「花」と、
旅行家に少女は顛末を語る。
12 種 48 色の「和色名」を取り上げて、一枚
彼は「俺はその外国人を知っている。人の づつの教材に仕上げ、その作成方法を詳しく
悪そうな男で、金も払わず帰り、その後、悪 「10-13-PK の窓の作り方」にまとめています。
い病気で発狂して・・」と独り考えていた。
パーソナルカラーは、春夏秋冬の４分類が
◇容貌の色表現は、蒼ざめた少女、黒い髪 基礎になって構築されていると考えておられ
の毛、赤くなった顔、髪の色が赤かった、瞳 る方は、各種のテーマで４分類の教材を作っ
が青かった、細い歯がかすかに白々と。
てお使いください。楽しい教材集になると思
（永田泰弘）
（永田泰弘）申込先 : 学会事務局
います。
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日本の美意識―吉村貞司説―

●見つけた色・青い未来型郵便ポスト

文芸・美術評論家、吉村貞司（1908-1986
年）氏は、日本の空間感覚（観念）や造形意
識の独自性を主張し、反り・重ねの美、余白
の凝縮性、着物や住宅の融通性、非対称性を
指摘している（『日本美の特質』SD 選書 20、
鹿島出版会、1967 年）。
反りは、縄だるみ曲線とも称せられ、城の
天守の屋根や石垣、神社の鳥居、刀身、茶室
の床柱などに見られる。
書でも絵画でも、線を生命のこもったモノ
と捉え、一つの直線も場所によって筆のス
ピードや筆にかかる圧力が微妙に変化する。
日本の線には、太い細い、強弱、軽重、濃い
薄い、かすれる、速いおそい、にじむなどの
変化がある。線を生けるモノとして扱う伝統
があり、日本画家は現実より美しいものを描
くことを芸術の使命としたと指摘する。
写生とは生命を写すことで、凝視によって
花の生命や精神を知りつくし、花の本質を造
形として表現しようとするのが、日本画家た
ちの態度であった。樹木のゆがみは、苦悩を
象徴しており、苦悩に耐え続けて生きぬいた
植物の軌跡と見ている。
侘び・寂びには、枯れた簡素の美しさだけ
（吉村耕治）
ではなく機能美があると指摘する。

埼玉県川口市は鋳物の工場の多いキュポラ
の街として伝統的な物作りで栄えてきた。
1964 年（昭和 39 年）の東京オリンピック、
メイン会場だった旧国立競技場の聖火台を川
口の鋳物工場が作ったことは知られている。
高度成長期に家庭用品など鋳物製品は多く
作られていた。赤い丸型ポストも昭和 40 年
ころまで、川口市内の鋳物工場で作られてい
たそうだ。
そこで地場産業の鋳物を市民の方々に知っ
て頂くために 2005 年川口駅前商業施設の完
成の時に鋳物製の青く曲線を生かした丸型の
ポストが作製され、設置された。
≪未来型郵便ポスト≫と書いてある。未来
型で青！！
青空の向こうに明るい未来がひらけている
という希望のポスト
なのだ！と私は思っ
（Sizuka）
た。

町で見かけた楽しく記
憶に残る色使いの事例
を、写真と共に紹介し
てください。 （永田）
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● 色彩データ・ライブラリ解説−7
9- クイズのデータはいずれも色名のクイ
ズで、その最初に「9-1- 色名クイズの制作」
とした 31 ページのパワーポイントがあり、
一色名一色票型から、四色名四色票型までの
例を示して、クイズの作り方を説明している。
以下の 90 余のデータは２頁か 4 頁構成の
パワーポイントになっているが、プリントす
ると、遊べるカード型の教材にもなる。
9-2~9-12 は 2 頁構成の「一色名四色票型
クイズ」、9-13~9-22 は 4 頁構成の「一色名
四色票型クイズ」、9-23~9-32 は 4 頁構成の
「二色名二色票型クイズ」、9-33~9-80 は 4 頁
構成の「三色名三色票型クイズ」であり、
9-81~9-90 は 4 頁構成の「四色名四色票型ク
イズ」になっている。
クイズ形式のデータは、色名に関して作成
したが、色名は現物写真や色票と組み合わせ
て記憶できるものであり、また、現物と色名
は必ずしも一致しないことを教えるために
も、現物写真を示すことは、大切である。
クイズ型は教えるだけでなく、生徒にクイ
ズを作らせる教え方ができれば、効果的な色
彩教育と言えるであろう。「9-1- 色名クイズ
の制作」を活用していただければ幸いである。
（永田泰弘）申込先 : 学会事務局

色彩教材研究会通信
● 回転盤ワークショップの終了報告
色彩教材研究会主催の、第 4 回オンライ
ン講座「回転盤ワークショップ」が終了いた
しました！
9 月 11 日に開催したこのオンライン講座
は、回転盤研究の最前線を総括する貴重な機
会となり、47 名の方がご参加くださいまし
た。ご参加の皆様に感謝いたします。
冒頭で、回転実験を行う意義を山根からお
話しした後、永田泰弘顧問がイラストレータ
を用いた回転盤の作図方法を、渡邊裕美幹事
が 100 均扇風機による回転装置の製作方法
をレクチャーくださいました。続いて、浅野
晃先生がブラウザ上での回転混色シミュレー
ション方法と zoom を介する場合の課題を、
北畠耀先生が豊富な経験談と資料を交えつ
つ、回転装置の研究史と代表的な錯視現象、
そして主観色に残された研究課題を明らかに
してくださいました。
大変充実した内容ですので、見逃し配信を
ご希望の方は幹事・山根へご連絡ください。
（chiakiyamane@keio.jp）
当日に配布した資料とともに、録画 URL
をお送りします。
Slack の回転盤チャンネルへの参加依頼も、
（山根千明）
お待ちしております！
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●貴石の色・ラブラドライト

● 色彩データ・ライブラリ解説−６

カナダのラブラドル沿岸のセントポール島
で 18 世紀後半に発見され、発祥地にちなん
だ名称の貴石で、長石の一種で石の表面が青
く光るのが特徴です。
この石の意味はインスピレーションと危険
回避と言われています。
ラブラドライトはブルー系、ブラック系、
スペクトロライト系、極彩色系と色も豊富で、
夜空に輝く星や、宇宙をイメージするような
幻想的な色を持ち、神秘的な色味を出します。
何故このラブラドライトが、美しく人気な
のかはこの色味に答えがあるような気がしま
す。
その色の一つとして、ダーク系のベースに
対してブルーの光と薄い黄緑色の差し色の光
の配色が調和して人間の癒しになるような自
然の調和なのかと思います。
光源や角度によっ
ても光り方が違うの
もこの石の特徴です。
地味だけど、どこか
粋な輝きを灯す石、
ラブラドライトの色
なのかもしれません。

8- カードには、100 点のデータが収録さ
れています。パワーポイントにまとめたもの
と PDF のものがあります。
カードにまとめた理由はテーブルを囲ん
で、はがき大のカードを使って色名と色票と
写真と説明の４つの情報を組み合わせて、遊
び感覚で覚えて行く教材を作るためでした。
例えば、「襲の色目」は、PDF２枚がセッ
トになっていて、16 組の配色の絵札と説明
の読み札になっています。
「8-5- カード和色名４分類」はパーソナル
カラーの分類を教える教材として、和色名に
適用しています。
「国旗」はトランプにして、国旗の色の意
味を伝える教材になっています。
カード型は色彩調査の結果をまとめるため
に有効な点があり、「8-19- 佐原の景観」に
その例を示しています。
老人施設などで、使えるような色彩教材と
考え、「福祉」と分類した色名の教材があり
ます。使ってくだされば嬉しく思います。
私が子供の頃は、カタカナから習いました
が、最近の低学年は、カタカナが読めないと
聞いて、「蝶」の色については両方のカード
を作りました。（永田泰弘）申込先 : 学会事務局

（田森恭子）

色彩教材研究会通信
源氏物語の色 -32-「梅枝」
玉鬘は意に反して髭黒に嫁ぐことになっ
た。髭黒は正妻にかまわず玉鬘に夢中になり、
自宅に引き取ろうと思いをめぐらす。そのよ
うな夫を見て正妻は乱心し火取りの灰を浴び
せかける、というとても千年前の物語とは思
えないような展開のこの帖。
灰だらけの髭黒はとても出かけられる状態
ではなくなり、玉鬘の元へ手紙で知らせるの
だが、その時用いたのが「白き薄様」。
これは艶書用なので選択として決して誤っ
てはいないのだが、内容は格別風情のあるも
のではなく、もらった玉鬘も何とも思わず返
信もしない。
髭黒本人が一人舞い上がっている様子が
「白き薄様」の存在をむなしいものにしてい
るように感じてしまう。
この後、正妻は子どもたちと共に実家に引
き取られるが、姫君は「真木の柱はわれを忘
るな」と別れの歌を「檜皮色」の紙に書き、
真木の柱の隙間に挟み込む。
檜皮色の紙を同系色の柱に挟み込むのは、
誰にも見つけられずにずっとこの家に秘めて
いたいと思ったからであろう。父と娘の紙の
色の対比が面白い。
( 渋谷典子 )
https://note.com/genjicolor
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● 色彩データ・ライブラリ解説−５

福田邦夫著、2001 年、青娥書房刊、2750
7- 色材のデータは僅かです。色材とは各
円（税込）。
種の色素を使いやすい形に製品化したものを
好奇心をくすぐられる本だ。
さします。色素の代表的なものが染料と顔料
例えば「いわぬいろ（謂はぬ色）」、「ゾウ
です。染料は溶ける色素なので溶媒に溶かし
の息（Elephantʼ s Breath）」と聞いてどんな
て使いますが、顔料は溶けない粒子なので、
色を思い浮かべるだろうか。
塗料・絵具・印刷インキ・着色剤などに色材
色票が挙げられている色名もあるが現在で
化して供給されます。「7-7- 色材の基礎−顔
は色名が伝わるだけで失われてしまった色も
料」が参考になります。
あり、それぞれに人に話したくなるようなエ
「7-9-10- 色名と色材の講座の前編・後編」
ピソードがある。
は日本の色彩文化面から解説している 133
この本のおかげで数十年来の疑問が解け
ページの長編教材として、使いやすいのでは
た。『ベルサイユのばら』（池田理代子著）の
ないかと思います。
一シーン、デザイナーのローズ・ベルタンが
「7-5-CCM の教え方」はコンピュータ・カ
王妃マリー・アントワネットに新作のドレス
ラーマッチング」について簡単ですが、高い
を披露している。「このドレスはこの茶色の
精度が求められる技術の一面を教えることが
絹で仕立てるのがいいわ」と声を弾ませるア
できる教材です。
ントワネットに、布地を見た国王は「なんで
変わり種は、私が在職中に開発して特許化
すかなこの色は！まるでノミの色ではない
した「7-6-７色印刷による色票の印刷」です。
か」と驚く。ベルタンはこれを色名に採用、
「ノ
一般のカラー印刷は４色印刷ですが、高い色
ミの腹色」と「ノミの足色」に分けて流行の
再現性を実現するための印刷システムとして
太鼓判を押すと貴婦人たちは色めき立ってノ 「デザイナーズ・カラー・アトラス」と命名
ミ色のドレスを注文する・・・このノミ色、
した色見本帳もある印刷法です。減色混合に
「ピュース（Puce）」というノミの体色に由
よる色再現の到達点の一つを示すものです。
来する暗褐色として色票が掲載されている。
これらのデータを再編集して良い教材を作っ
（永田泰弘）申込先 : 学会事務局
（三ッ塚由貴子） てください。

色彩教材研究会通信
日本の美意識―羽島徹哉説―
作家の美意識には、各自の個性が反映され
ている。日本人初のノーベル文学賞受賞者、
川端康成の美意識について、羽島徹哉氏は川
端が終生こだわったのは「美」と考え、川端
文学における「美についての十章」を記して
いる（『川端康成―蒐められた日本の美』別
冊太陽「日本のこころ」157、平凡社、2009
年）。
最高の美に感動するのが生きがいになって
おり、その美意識の真髄として、寒厳（悟り
の境地）と祈りの美、率直な好意や思いやり
（親切心）の美しさ、万物一如の精神（自己
放下）や犠牲的精神の美、運命への挑戦の美、
自然美、都会・モダン美、女性美、伝統美、
純粋な命の美など 10 項目を示している。
自分と他、自分と自然を一つにして、あら
ゆるモノを慈しみ、自分が死んでも美しい自
然が残ればそれでいいとする精神が日本の美
の中心にあり、自分と全体を一つにして考え
ていくことに日本の美の真髄がある。宇宙に
は大きな流れがあり、宇宙全体が繋がってい
る。小宇宙としての自分は消えても、自分は
大宇宙と一体化する。目の前の現象の何モノ
にも執着せず、すべてのモノを愛していく、
（吉村耕治）
という精神である。
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● 色彩データ・ライブラリ解説−４

◆老いたる素戔鳴尊（大正九年）
5- 配色のデータは、「配色の技法」と題し
妻の櫛名田姫を失った素戔鳴尊は位を長男
てパーソナルカラリストを対象にした、短編
に譲り、娘の須世理姫を連れ無人島に移り住
の教材集です。
んだ。丸木船で島に着いた若者の葦原醜男は
パーソナルカラーシステムは、イエロー
姫と恋仲になり、それを憎んだ素戔鳴尊は若
ベースとブルーベース、あるいは春・夏・秋・
者を殺そうと試みるが全て失敗し、若者と姫
冬の４分類のカラーシステムを使います。
は丸木舟で島を逃げ出す。
「5-2 ジャッドの色彩調和の四原則」、「5-6
白髪の素戔鳴尊は弓に矢をつがえて狙う
シュブルールの色彩調和 」、「5-7 マンセルの
が、放り出して「おれはお前たちを祝ぐぞ」
「お
色彩調和」、「5-8 オストワルトの色彩調和」
れよりももっと仕合せになれ」と叫ぶ。
や、
「5-10 配色用語の解説」なども重要です。
「若者は赤や青の頸珠を飾り、大広間の戸
「5-15 カラーデザインのプロセス」と
口には白い帷が垂れ、高天原から来た丹塗の 「5-16 カラーデザインの評価」が必要とされ
矢、彼女はまっ白な裳をひきずって」という
る技法です。そのために、「5-3 配色用の新
人工色に対し、背景は「青い海、赤い月、赤
しい表色系」とか、
「5-24 三色配色法の演習」
い空、赤黒い空、鋼色の空、緑の森、黒煙を
のような具体的な方法論と実習の積み重ねが
あげて燃える草原、白い砂浜」など、自然の
必要となってきます。
色が圧倒的な世界の物語である。
26 編の「配色の技法」をカリキュラムに
白、黒、赤、青、黄の陰陽五行説の五色以
して授業を組み立てると、途中で、多くのバ
外の色名は鋼色と蒼だけである。
リエーションが生まれてきますし、「美しく
また、青と蒼が使い分けられている。青は
装うため」の評価の方法の大切さが見えてく
「若者は赤や青の頸珠を飾り」
「背景は青い海」 ると思います。
と使われ、蒼は「日輪さえかすかに蒼ませて」
パーソナルカラーで難しいのは、流派に
と使われている。
よって基礎となるカラーシステムが異なる点
青と蒼は色相の違いであろうかトーンの違
で、必要なのは、新しい表色系を決めること
（永田泰弘） かもしれません。（永田泰弘）申込先 : 学会事務局
いであろうか。

色彩教材研究会通信
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" 日本の美しい色風景 " データ募集開始 ● 季節の花の色・向日葵色
" 日本の美しい色風景 " のデータ募集をス
タートしました。皆様の目で捉えた「美しい」
を、ドシドシご応募ください。自然環境、生
き物、生活文化、地場産業など、さまざまな
ご提案をお待ちしています。
投稿は「写真画像 1 枚とその説明」が 1 セッ
トです。お一人につき、いくつでも投稿でき
ます。
色の専門家の視点からの多様な美しさを蓄
積していくことにより、日本が後世に残すべ
き豊かな環境、文化、価値観などが浮かびあ
がり、未来のものづくり・まちづくり・ひと
づくりへと活用していくことが期待できま
す。
たくさんの投稿をお待ちしています。
※概要・投稿方法はサイト内に記載
【サイト閲覧】
https://color-science.jp/colorscape/
パスワード： 2021
【データ投稿】「写真画像 1 枚とその説明」
を準備したあと、入力作業自体は 5 分程度。
【閲覧・投稿できる人】 学会員・研究会員。
【集中募集期間】 2021.9.30（木）まで。
（川澄未来子）
色彩教材研究会の皆様の積極的な投稿を！ （永田）
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● 色彩データ・ライブラリ解説−３

慣用色名に「向日葵色（ひまわり色）
」が
4- 表色系のデータを紹介します。
ある。向日葵の花弁のような色でマンセル値 「4-1-XYZ と等色関数」は 6 ページで XYZ を
は 2Y 8/14 近辺の鮮やかな黄を示し、少し赤
説明するという無謀な教材です。
みのある黄色である。
4- 表色系で、正面から表色系を取り上げた
「向日葵」は、北米原産キク科の一年草。
のは、「4-5- オストワルト表色系」と命名し
異名として日輪草、黄金日車（こがねひぐる
たカラーハーモニーマニュアルの紹介です。
ま）、日車（ひぐるま）、日回草（ひまわりそ
これと「4-13-CHM カラー・ハーモニー・マ
う）とも呼ぶ。英語の色名では「サンフラワー
ニュアル紹介 1」を組み合わせるとオストワ
（sunﬂower）」がある。
ルト表色系の全容が理解できます。
元は「丈菊」と呼ばれた中国名が日本にも
「4-2-RGB・XYZ 表色系の教え方」は、44
伝わったとされ、中村惕斎（てきさい）の日
ページ構成で、1- 素材を活用したパワーポ
本最初の絵入百科事典『訓蒙図彙』
（1666 年） イントとして、利用しやすい教材と言えるで
に「向日葵」の絵が掲載される。
「天蓋花」
「迎
、
しょう。
陽花」などの記述もある。江戸時代の 1700
「4-4- 西蔓標準色彩体系」、「4-7- パソコン
年前後に「向日葵」の名が広まったなど他諸
デザイン用 PDCS246 表色系編」、「4-9- 中国
説ある。歌人の前田夕暮の短歌「向日葵は金
流行色協会 CCS139 色票集」などは、個人的
の油を 身にあびて ゆらりと高し 日のちひさ
に制作した表色系です。自分で表色系を作っ
さよ」では、夏の風物詩の向日葵の花が大き
てみようと考えた場合には参考になります。
く金色に輝く様子は何とも美
4-9- は中国で使われています。
しい。
「4-3- 系統・慣用色名色票集」は「塗料用
東京 2020 大会の『ビクト
標準色」のようなカラーカードを利用した「色
リーブーケ』に向日葵の花が
名帳」の作り方を解説した教材です。
使われた。心に刻まれたとて
「4-10- 表色系三種制作講座」はマンセル・
も印象に残る「向日葵色」と
PCCS・オストワルトの色相環と等色相面作
なる。（瀧川優子）
図演習のデータ。（永田泰弘）申込先 : 学会事務局

色彩教材研究会通信
●ワークショップの申込締切日が迫る
色彩教材研究会主催の「回転混色ワーク
ショップ」が９月 11 日（土）の 13 時 30 分
から 15 時の予定で、ZOOM によるオンライ
ンで開催されます。是非ご参加ください。
このワークショップに参加を希望され、回
転混色機をお持ちでない方は、百円ショップ
ダイソーの USB Fan‒Plastic‒扇風機プラ製フ
レームタイプ（300 円＋税）を、売切れる前
にお求めください。作り方は 247 号に掲載。
ワークショップの概要は以下の通りです。
◆参加費無料（申込締切：９月 3 日・金）
◆申込先 URL：
https://forms.gle/5s42uwfC4fqs1kdd7
◆予定プログラム
「回転混色実験の意義と手作り回転装置」
山根千明（色彩教材研究会幹事）
「回転円盤を作図する」
永田泰弘（色彩教材研究会顧問）
「製作指導・USB 扇風機で回転装置を作ろう」
渡邊裕美（色彩教材研究会幹事）
「ブラウザ上での回転混色シミュレーション」
浅野晃（関西大学総合情報学部）
「主観色余話」
北畠耀（文化女子大学名誉教授）
（永田泰弘）

●貴石の色・シトリン

No.249

2021.8.19

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 色彩データ・ライブラリ解説−２

太陽のエネルギーを象徴した、循環の力が
4- 表色系のデータを紹介します。
強いと言われているシトリン。和名では、黄 「4-1-XYZ と等色関数」は 6 ページで XYZ を
水晶。11 月の誕生石として人気です。
説明するという無謀な教材です。
昔から商売繁栄の石とも言われ幸運と人生
4- 表色系で、正面から表色系を取り上げた
における満足感を高めてくれる石と言われて
のは、「4-5- オストワルト表色系」と命名し
います。鉄イオンにより黄色に発色した水晶
たカラーハーモニーマニュアルの紹介です。
で、天然のシトリンはとても希少です。黄色
これと「4-13-CHM カラー・ハーモニー・マ
はマンセル色相では 5Y ですが、シトリンは、 ニュアル紹介 1」を組み合わせるとオストワ
ややオレンジ味を帯びている黄色です。
ルト表色系の全容が理解できます。
明度は、高明度から中明度で、彩度は中彩
「4-2-RGB・XYZ 表色系の教え方」は、44
度のあたりの色味です。透明な石なので、身
ページ構成で、1- 素材を活用したパワーポ
につける洋服によっても色味が違って見える
イントとして、利用しやすい教材と言えるで
のが楽しみの一つかもしれません。
しょう。
黄色は有彩色の中でも一番明るさがある色
「4-4- 西蔓標準色彩体系」、「4-7- パソコン
味で、元気をもらえる色で、積極的、ポジティ
デザイン用 PDCS246 表色系編」、「4-9- 中国
ブ、行動力など、や
流行色協会 CCS139 色票集」などは、個人的
る気を出す黄色のエ
に制作した表色系です。自分で表色系を作っ
ネルギーが天然石の
てみようと考えた場合には参考になります。
シトリンではないか
4-9- は中国で使われています。
と思います。
「4-3- 系統・慣用色名色票集」は「塗料用
画像は、私がワイヤ
標準色」のようなカラーカードを利用した「色
ーアートで仕上たシ
名帳」の作り方を解説した教材です。
トリンのネックレス
「4-10- 表色系三種制作講座」はマンセル・
とペンダントです。
PCCS・オストワルトの色相環と等色相面作
（田森恭子）
図演習のデータ。（永田泰弘）申込先 : 学会事務局

色彩教材研究会通信
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●PCCS セミナーシリーズの開催案内

●研究発表募集の申込締切日が迫る

● 色彩データ・ライブラリ解説−１

日本色彩研究所では、
「PCCS のすべて」
として、下記セミナーを ZOOM によるオン
ラインでシリーズ開催いたします。
①「PCCS−誕生までの検討内容と新しい関
連ツール」 8/21（土）10 時・14 時〜（同
じ内容）、60 分。名取和幸。参加費無料、事
前登録制、定員各 100 名（先着）。
②「配色編−調和とイメージの系統的表示に
よる色彩設計法」 9/28（火）13:30 〜 17:00
赤木重文。解説とワークショップ、定員 20
名（先着）、参加費 19,800 円（税込）。
③「色彩傾向分析編−
『PCCS Color Calc』を
活用した色彩傾向の把握」 10/7（木）15:00
〜 16:30。大内啓子・佐々木三公子
解説とデモンストレーション、定員 20 名（先
着）、参加費 9,900 円（税込）
◆機関誌「COLOR」に内容の記載があります。

日本色彩学会研究会大会が「秋の研究会旬
間」にオンライン (ZOOM) で開催されます。
旬間は 11 月 19 日（金）〜 11 月 28 日（日）
です。
色彩教材研究会は 23 日（祝日）の 14:00
からの「色彩教材研究会 研究発表会」を企
画致し、発表者を募集しております。
研究発表の締切りは８月 22 日 ( 日 ) と直
近です。とりあえず、発表の意思表明だけで
も構いません。
発表ご希望の方は「500 字以内の概要説明
原稿 (PDF 形式または Microsoft Word 形式 )」
に発表者名、発表題名、連絡先 ( 会社・団体・
学校名、e-mail アドレス ,Tel) を添えて、下
記までお申し込みいただきます。
発表時間は一人 20 分位ですが、会員の皆
様の日頃の研究を発表する良い機会であり、
同じ志をもっているメンバーとの出会いや研
究を深める手がかりを見つけられる良いチャ
ンスとなり、履歴書の経歴になります。

学会の新たな事業として「色彩データ・ラ
イブラリ」の運用が始まりました。この事業
は、色彩資料・色彩教材を学会内で相互利用
することにより、学会員の自主学習や教材制
作に役立てることを目的としています。
学会誌 7 月号（Vol.45, No.4）とホームペー
ジにデータの一覧が掲載されており、データ
の利用は原則 1 件につき 100 円の有料制で、
学会事務局 oﬃce@color-science.jp に申し込
み、検討後に契約します。
データ一覧は分類とタイトルを示すだけな
ので、解説を加え、選択の手引きとします。
大分類は以下のようになっています。
1- 素材、2- 台紙、3- 入門、4- 表色系、5配色、6- 雑多、7- 色材、8- カード、9- クイズ、
10- パーソナルカラー、11- 色彩文化、12文学、13- 景観、14- 景観基準・計画、15- 建築、
16- 屋根、17- 色彩教材研究会会報、18- 色
彩教材研究会通信、19- 教材ひろば。
データ一覧は、資料 ID・中分類・資料タ
イトル・ファイル・ページ数・容量（MB) の
情報が示されています。ファイルは PPTX・
PDF・JPG などの拡張子を示し、容量 1MB
以下は１と示されています。

https://www.jcri.jp/JCRI/hiroba/COLOR/color.htm

◆セミナー頁・お申込み
https://www.jcri.jp/JCRI/seminar/2021/2021.htm

PCCS 誕生までの道、イメージからの配色設
計、ソフトを使った色彩傾向把握法など、解
説や実習等を通して PCCS の理解を深め、活
用の幅を広げていただければと思います。
是非ご参加ください。

（名取和幸）

登壇料は無料ですので、奮ってご参加くだ
さい。申し込みいただいた方には追ってご連
絡致します。
申込み先：三本 shikizaiken@gmail.com
（色彩教材研究会主査

三本由美子）

（永田泰弘）申込先 : 学会事務局

色彩教材研究会通信
●海を渡る日本文化―七色の柔道帯
日本柔道の伝統では、白帯（4 〜 6 級）か
ら茶帯（1 〜 3 級）を経て、初段以上の黒帯
に昇進する。日本では茶帯は実際、ほとんど
着用されておらず、白帯から黒帯に昇進する
時期についてもあまり問題にされていない。
フランス柔道の父と称せられる川石酒造之
助（かわいしみきのすけ：1899-1969 年）
氏は、
進歩の度合いが目に見えて明らかになるよ
う、帯の色を明るい色から濃い色の順に七段
階に区分している（吉田郁子著『世界にかけ
た七色の帯』駿河台出版、2004 年参照）
。
日本趣味（ジャポニズム）の影響もあり、
冷静さ・気力・臨機応変という特性の日本式
身体鍛錬法が注目されていた。
国民性に違いが見られ、フランスでは自分
の能力のレベルを他人に誇示する傾向がある
と考えたようである。技の名前の番号化・帯
の色の七段階化を進め、礼を重んじ「精力善
用」「自他共栄」の精神に支えられる柔道の
本質を大切にした。
具体的に言及すると、川石氏は帯の色と昇
進の時期を、白帯 2 ヶ月、黄帯 3 ヶ月、オ
レンジ帯 4 ヶ月、緑帯 6 ヶ月、青帯 9 ヶ月、
茶帯（あるいは栗帯）24 ヶ月、黒帯 36 ヶ月
（吉村耕治）
としている。
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●回転混色ワークショップ参加者に！

●ファッション・イン・ジャパン
1945-2020―流行と社会展
前号で募集した「回転混色ワークショップ」

日本における戦前〜 21 世紀現在までの衣
服の展示会です。1970 年代ロックスター
デビッド・ボウイが「ジギー・スターダスト」
のステージで着用した山本寛斎：作の衣装、
1980 年代の DC ブランドなど、めったに見
られない作品が一同に集められております。
全国大会でお知らせした鑑賞会ですが、東
京の緊急事態宣言を受け、集合しての鑑賞会
は取りやめ、オンライントーク（展示解説）
と各自での展示鑑賞に変更させて頂きます。
◆オンライントーク（Zoom にて開催）
参加者募集人数：100 名を募ります。
日時：2021 年 8 月 20 日（金）
15 時より 45 分程度。国立新美術館展覧会担
当の室屋泰三先生（画像色彩研究会）らから
解説し、質問等にお答えします。
事前に Zoom 招待状を送らせて頂きます。
8 月 16 日締切
◆オンライントーク参加申込みフォーム：
https://forms.gle/cRZnGtZDTvBR728a9
部の中心に正確に両面テープで接着してくだ
さい。回転軸を差し込み、混色機の完成です。 ◆展示鑑賞チケット申込フォーム：
https://forms.gle/8w2mwQrhSHwid3if8
別の CD に回転円盤を重ねて爪にセットし
無料展示鑑賞チケット 40 名：8 月 9 日締切
て回転させます。
（学会メールニュース No.213 から引用）
（永田泰弘）
大直径の円盤も回転できます。（永田泰弘）

の参加希望者のうち、回転混色機を持ってい
ない方に、百円ショップ・ダイソーの USB
Fan‒Plastic‒扇風機プラ製フレームタイプ
（300 円＋税）を品薄になる前に購入し、自
力で、混色機への改造をお願いしました。
改造方法は前ガードを反時計周りに回して
外し、外周の円形の枠は鋏で切り捨てた後、
中央の円形の凹みの中に３〜4mm 厚みのダ
ンボールか板を両面テープで接着します。
回転軸を引き抜いて 6 枚の羽根を切り捨
て、その回転軸前部の円形の中心に、正確に
ダンボール面を両面テープで接着します。
次に、不要な CD ケースを１個用意します。
できるだけ薄いものがおすすめです。
ケースの CD を装着する爪がついた側の、
中央の円形部分を、扇風機中央の円形部に接
着できる 8cm 角以下の正方形に糸鋸やアク
リルカッターなどでに切り抜いてから、三つ
の爪を前にして扇風機の前ガード中央の円形

色彩教材研究会通信
●回転混色ワークショップ参加者募集
色彩教材研究会主催の「回転混色ワーク
ショップ」を９月 11 日（土）の 13 時 30 分
より 15 時の予定で、ZOOM によるオンライ
ンで開催いたします。是非ご参加ください。
このワークショップに参加を希望され、回
転混色機をお持ちでない方は、百円ショップ
ダイソーの USB Fan‒Plastic‒扇風機プラ製フ
レームタイプ（300 円＋税）を、売切れる前
にお買い求めください。作り方は次週掲載。
ワークショップの概要は以下の通りです。
◆参加費無料（申込締切：９月 3 日・金）
◆申込先 URL：
https://forms.gle/5s42uwfC4fqs1kdd7
◆予定プログラム
「回転混色実験の意義と手作り回転装置」
山根千明（色彩教材研究会幹事）
「回転円盤を作図する」
永田泰弘（色彩教材研究会顧問）
「製作指導・USB 扇風機で回転装置を作ろう」
渡邊裕美（色彩教材研究会幹事）
「ブラウザ上での回転混色シミュレーション」
浅野晃（関西大学総合情報学部）
「主観色余話」
北畠耀（文化女子大学名誉教授）
（山根千明）
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言葉凸凹 回転混色と併置混色

●貴石の色・モルダバイト

回転混色と併置混色は加法混色が現われる
二つの様相を示す表現である。異なる色刺激
が分離できない速度で網膜に入射する場合の
代表が回転混色であり、分離できない面積で
入射する場合の代表が併置混色である。
回転混色は表色系の制作に寄与しており、
オストワルト表色系は 1942 年に 24 色の原
色と白と黒の原色を、「心理的な感覚量は刺
激強度の対数に比例する」というフェヒナー
の法則を用いて、原色・白色・黒色の角度を
設定して、色独楽が作られ、回転混色により
2,880 色の表色系が制作された。
フェーバー・ビレンのカラートライアング
ルも回転混色による表色系である。
併置混色利用の代表は、カラーテレビとカ
ラー印刷である。テレビは微細に分割された
RGB フィルターの３色の光の強弱を同時に
知覚して画像を認識することによる。
CMYK の４色印刷による 100 線の印刷物
は各色が 0.025~0.00025mm の単色、また

美しい深緑色が特徴のガラス質の隕石の、
テクタライトの一種で、チェコのモルダウ川
に落下し、地名をとった隕石がモルダバイト
です。宇宙から飛来した隕石の膨大な熱量と
衝撃によって地上の物質と隕石の成分が融解
し形成され、原石に大きなものが少なく古代
から天の石として祀られていました。最強の
ヒーリングストーンとして、芸術性、霊感、
直感を高める助けになると言われ宇宙からの
メッセージストーンとして人気です。
モルダバイトの色味は高品質の宝石質のも
のは黄味を帯びた深みのある緑色で、マンセ
ル値で表すと、10GY の低明度から中明度で、
彩度は中彩度のあたりです。太陽の光を通す
と透明度が増すので単純な色記号で表すのが
難しいですが、緑
色は、中性色で草
木の色合いでもあ
るので私たち人間
にとって、とても

は重複した微小な色点の集積によって構成さ
れた画像であるために、ある部分は加法混色
の、他の部分は減法混色の色面を見ているこ
とになる。そのため併置混色は中間混色とも
（永田泰弘）
呼ばれている。

心地よい落着いた
色味に感じる事が
癒しの効果になる
ではないかと思い
ます。 （田森恭子）

色彩教材研究会通信
日本の美意識―木村尚三郎説―
西洋史学者の木村尚三郎
（1930-2006 年）
氏は、日本の美しい風習について述べたエッ
セイ集『日本の美風』
（潮出版社、2007 年）で、
「美しい日本づくり」という国土改造行動計
画を提唱している。
住んでよし、訪れてよしの街づくりで、普
遍性のある美しさ・美味しさ・心地よさを、
庶民文化・生活文化として創造することの大
切さを述べている。国土を美しくすることに
より、国土愛が芽生え、日本で生きる自信と
誇りを取り戻し、美しい国に住む幸せを味わ
い、活力や元気が与えられることになると言
及している。
日本の美しさは、中国や、韓国、欧米諸国
のものとは違うと述べ、日本の美しさの特色
を、幽玄、枯淡、侘び・寂びよりも、一層理
解しやすい言葉で表現しようとする。
日本の美しさを、
「静けさと華やかさの共
存」（日本画家、千住博氏の言葉の引用）と
表現する。例えば、夜の静寂に桜の花びらが
落ちる美しさや、凛として静かに立つ霊峰富
士の姿など。文字には声を伴っていることが
大切としつつも、茶の作法や、小笠原流の黙っ
たまま襖を三度に分けて入る所作の美しさを
（吉村耕治）
指摘している。
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●秋の研究会旬間のお知らせ
恒例の秋の研究会大会は、令和 2 年初頭
より続くコロナ禍の影響を受け、昨年度のオ
ンライン開催に続き、今年度の研究会大会も
「秋の研究会旬間」と題して、基本的に各研
究会あるいはいくつかの研究会の連合体によ
るオンライン企画の集まりとして実施するこ
とといたしました。
各企画の詳細は、決まり次第順次ご連絡い
たします。困難な状況が続きますが、研究会
の挑戦にどうぞご期待ください。
実行委員長 鈴木卓治
( 画像色彩研究会／国立歴史民俗博物館 )
◆期間 2021 年 ( 令和 3 年 )11 月 19 日 ( 金 )
〜 11 月 28 日 ( 日 )
この期間内に、研究会もしくは複数の研究
会が企画する行事を、原則オンライン開催と
して実施します。
◆スケジュール 確定したもののみ掲載。
・2021 年 11 月 20 日 ( 土 )：５研究会（画像
色彩研究会、感性・データ科学・コスメティ
クス研究会、視覚情報基礎研究会、色覚研究
会、測色研究会）による合同研究発表会。
・2021 年 11 月 23 日 ( 火・祝日 )：色彩教材
研究会による企画。
（学会メールニュース No.211 から引用・永田泰弘）
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●色彩教材研究会の研究発表者募集
日本色彩学会は例年の研究会大会同様、研
究会が主導的に進める学会行事を「秋の研究
会旬間」と称し今年もオンライン (ZOOM) で
行うこととなりました。
旬間は 11 月 19 日（金）〜 11 月 28 日（日）
ですが、色彩教材研究会は 23 日（祝日）の
14:00 からの「色彩教材研究会 研究発表会」
を企画致しました。
発表者を募集致します。
発表時間は一人 20 分位ですが、会員の皆
様の日頃の研究を発表する良い機会であり、
同じ志をもっているメンバーとの出会いや研
究を深める手がかりを見つけられる良いチャ
ンスになると思われます。登壇料は無料です
ので、奮ってご参加ください。
発表ご希望の方は「500 字以内の概要説明
原稿 (PDF 形式または Microsoft Word 形式 )」
に発表者名、発表題名、連絡先 ( 会社・団体・
学校名、e-mail アドレス ,Tel) を添えて、下
記までお申し込みください。
締め切りは８月 22 日 ( 日 ) と致します。
申し込みいただいた方には追ってご連絡致
します。
申込み先：三本 shikizaiken@gmail.com
（色彩教材研究会主査

三本由美子）

色彩教材研究会通信
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●芥川龍之介の短編小説の色ー 11

●新編 色彩科学ハンドブック・２割引

●見つけた色・大宮駅・かえるポスト

日本色彩学会が編集した「新編 色彩科学
ハンドブック」の、学会員限定の特別割引販
売のご案内です。申込期限は 9 月 15 日。
学会員は定価 (44,000 円）より 8,800 円も
安い学会員価格 35,200 円で購入できます。
「新編 色彩科学ハンドブック」は国内で最
も充実した色彩の科学に関する書籍であり、
光学はもとより、心理学、生理学、工学、芸
術などさまざまな分野にまた がる総合科学
である「色彩科学」の総合手引書ですが、近
年の IT の著しい発展や広 く認知されるよう
になった環境問題への対応を踏まえて、第 3
版として 13 年ぶりに改訂された実務者・研
究者必携の書籍です。
当学会の教育普及委員会では、
「新編 色彩
科学ハンドブック解説講座」と銘打った講座
を企画されているようです。
学会員価格で購入される方は、下記 URL
の東京大学出版会の註文書で発注のこと。
https://color-science.jp/wp-content/upload
s/2021/06/handbook.pdf
このハンドブックと解説講座のセットは、
あなたの色彩科学の実務と研究の良き伴侶に
なることでしょう。

駒込駅に桜色のポストがあるというのを
伺ってから、他のポストを探していたら、身
近なところで暗緑色のポストが見つかった。
埼玉県の大宮駅で 120 周年を記念して設
置された≪かえるポスト≫。
鉄道の街大宮をイメージして鉄道車両の部
品を使っている。貨車の車輪・車側表示燈・
行先票サシ・側足掛け。標識燈が目玉になり
キョロキョロしているようだ。
駅を利用する乗客が無事に帰る事を願って
≪かえるポスト≫と名付けられた。地域の人
と合同で作る特殊ポストは赤でなくても良い
と郵便局の方よ
り伺った。カエ
ルなので緑色。
大宮からの上越
・東北・北陸な
ど新幹線での旅
はしばらくいけ
ないので、久し

◆杜子春（大正九年六月）
杜子春が財産を使い尽くし唐の都洛陽の西
門下でぼんやりしていると、仙人の鉄冠子が
現れ、大金持にしてくれましたが、三年で使
い尽くします。
再び仙人が大金持にしてくれましたが、ま
た三年で使い尽くします。
次は仙人の弟子になりたいと蛾眉山に来ま
す。「留守中に魔性が現れても口を開くな」
と云う仙人の言いつけを守りますが、閻魔大
王の前で畜生になった父母が痛めつけられる
のをみて「お母さん」と叫び、弟子になるこ
とはできませんでした。しかし仙人の家と畑
をもらい、新しい人生に入ります。
色名は浪費の証拠と魔性の幻影の色彩にほ
ぼ限定され、青と蒼が使いわけられています。
白馬に飾った色糸の手綱、（月が）かすか
に白く浮かんで、月の色は前よりも猶白く
なって、白孔雀、白孔雀、青竹を一本、青い
山々が、蒼梧、袖裏の青蛇、青竹、白蛇が一匹、

ぶりにポストか
ら新潟の友人に
手紙を出してみ
ようと思う。

墨のような黒雲、うす紫の稲妻、黒雲の中か
ら、まっ赤な一本の火柱、白蛇、まっ黒な袍
に、白い三日月などの表現が見られます。
まとめると白、青、蒼、黒、うす紫、赤の
（永田泰弘）
６種類の色名。

（日本色彩学会メールニュース No.209 から引用）

（Sizuka）
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● 色彩データ・ライブラリ運用開始

●貴石の色・ラリマー

●日本の伝統色

メールニュース No.210(7/1 配信 ) でお知
らせしましたが、学会の新たな教育普及事業
として「色彩データ・ライブラリ」の運用が
始まりました。この事業は、会員が作成した
色彩資料・色彩教材を学会内で相互利用する
ことにより、各会員の自主学習や会員間の情
報交換に役立てていただくことを目的として
います。詳しくは学会ホームページの専用サ
イトをご覧下さい。
本事業の発案者でもある永田泰弘名誉会員
からご提供いただいた 1,000 件以上の資料の
一覧がご覧いただけます。次のリンクから、
永田名誉会員による資料の説明動画がご覧い
ただけます。https://youtu.be/GFgsjGfN-Ro
さらに学会誌 7 月号（Vol.45, No.4）にも
同資料一覧を掲載しますので、そちらもご活
用ください。タイトルから興味を引く資料が
見つかりましたら、まずは学会事務局までご
連絡ください。メール添付等によりお送りし
ます。資料の利用は原則 1 件につき 100 円
の有料制とさせていただきますが、利用のご
判断は内容の確認後でも結構です。
皆様の積極的な本事業のご利用、ならびに
新規資料のご提供をお待ち申しあげます。

愛と平和の石＜ラリマー＞は、ドミニカ共
和国のみで産出されるブルーのペクトライト
で、太陽の光の下で揺らめくカリブ海を結晶
化させたような美しい天然石です。
世界三大ヒーリングストーンの一つにも数
えられ、まるでイルカのように種族や言語を
超えた意思疎通ともいうべきコミュニケー
ションを取る助けになる石とも言われ、思い
やりに満ちたエネルギーを持ち、心の疲れや
ストレスを癒す力に優れているストーンで
す。
色合は青と白と緑の微妙なコントラストが
あり、高品質になると緑色や白が少なく青み
が鮮やかになります。自然石なので同じ模様
や一色ではないのがラリマーの特徴でもあり
ます。亀の甲羅のようなモチーフも人気です。
ラリマーの色はマン
セル色相 10B で薄い水
色系は高明度、低彩度
で、色の濃いものは中

真朱（しんしゅ・まそお）と銀朱（ぎんしゅ）
は共に硫化水銀を化学成分とした、抜群の耐
久性をもっている赤色無機顔料である。
真朱は天然産の硫化水銀を極めて細かく
擦って彩色料としたもので、中国の辰州（現
在の湖南省）から産出した辰州砂から造り一
般に「辰砂（しんしゃ）」と呼ばれている。
一方、銀朱は、水銀を含む鉱石から水銀を
精錬し硫黄と反応させて人工的に製造した合
成赤色無機顔料である。
位として辰砂のような天然朱砂を第一とし
銀朱を次とした。真朱は品位のある深みの赤
であり、銀朱は黄みの深い赤である。
ただ、「朱色」と言えば、一般に銀朱の色
の方を指す。中国では「朱」の染色は緋の濃
く黒みがかった茜の四染の色を指している。
共に水銀を含むため毒性が強く、文化財な
（長崎盛輝／永田泰弘）
どに限定使用されている。

（高橋晋也：教育普及委員）

真朱・銀朱

明度高彩度と幅があり
ます。画像は、私が作
ったラリマーのネック
レスとペンダントです。
（田森恭子）

真朱

銀朱

色彩教材研究会通信
日本の美意識―谷崎潤一郎説―
日本の美意識を考える上で、谷崎潤一郎の
『陰翳礼讃』（1933 年発表、新潮文庫）は無
視できない。谷崎は、日本文化の中に見られ
る陰翳や闇との深い関係性だけでなく、間・
古色・寂びの重要性も指摘している。
日本の漆器は、ぼんやりした薄明りの中に
置いてこそ、その美しさが発揮される。闇を
条件に入れなければ、漆器の美しさは考えら
れない。日本座敷の美は、全く陰翳の濃淡に
依って生まれている。美は物体にあるのでは
なく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、
明暗にあると考える。白漆もあるが、黒か茶
か赤が昔からの漆器の肌色で、幾重もの闇が
堆積した色であり、周囲を包む暗黒の中から
生まれ出たものと考えている。
派手な蒔絵を施したピカピカ光る蝋塗りの
手箱・文台・棚も、それらの器物を取り囲む
空白を真っ黒な闇で塗り潰し、一点の燈明か
ロウソクの明かりで見ると、渋い、重々しい
ものになる。
金色を贅沢に使ったりしたのも、金色が闇
に浮かび出る工合や、明かりを反射する加減
が考慮されている。東洋人は暗がりの中に美
を求める傾向があり、西洋人は太陽光線の重
（吉村耕治）
なり合った色を好む。
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● 網村眞弓の世界のデジタル展示会

今回の発表は自身３回目であり、とても有
研究会会員の網村眞弓さんが主催される世
意義なものでした。以前の指導教官によく言
界 9 つのデジタル展示会を分析したセミナー
われていたことが二つあります。第１は、自 「2021 世界のデジタル展示会」が、7 月 9 日
分の研究について客観的に意見をもらえるか （金）15：00〜18：00、リリカラ本社 3 階
ら学会の発表はしたほうがよい。そして、第
会議室にて開催されます。Zoom での視聴も
２は、必ず懇親会に参加すると良いでした。
可能です。お申込後に URL が発行されます。
発表はオンラインだったため、皆さんのお
セミナーでは、ハイムテキスタイル展、ケ
顔が見えなかったのが残念でしたが、貴重な
ルン国際家具見本市、デコオフ壁紙とファブ
質問や意見をいただき、これからの研究に役
リックの新作ポイント、パリメゾンが提唱す
立つと思います。さて発表にあたり、私が一
る 3 つのトレンド、ロンドンで発表された
番気をつけたことは、内容は当然ですが、きっ
新作と製作コンセプトなどの世界で開催され
ちり１５分で話すことです。たぶんこれは１， たデジタル展示会・セミナーを徹底分析。
２秒の誤差で話せたと思います。皆さんの貴
今回のパンデミックによって生じた新しい
重な時間をいただいているので結論や今後の
価値観とライフスタイル、そしてその暮らし
展望まで説明できないと聞いてくれる方に失
に必要な「モノとコト」を読み解き、発信さ
礼だと考えたからです。
れるコアメッセージと色や素材・柄のトレン
他の方の発表の際には、スライドの工夫、
ドについてや、これからの感性について解析
プレゼンテーションの流れなど大変参考にな
されます。
り、プレゼンテーション技法をレベルアップ
受講料は 7000 円／人。1 社 2 人目からは
するアイディアもたくさんいただきました。
1000 ／人。Zoom での視聴も可能（申込後
さて、懇親会についてです。質問をしよう
と鼻息荒くしていた私でしたが、始終和やか
な雰囲気に包まれて笑い、発表の疲れも吹き
飛びました。お世話になった皆さんありがと
（昆野照美）
うございました。

に URL を発行）です。
セミナー申込フォームは下記の URL です。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfP-ut2rleDV0zu0UpTVrCrgB03amK-XXPE6
（永田泰弘）
AXrzzLkQe0mTw/viewform

色彩教材研究会通信
● 色彩検定サポート講座のご案内
東海支部で、カラーコーディネーター検定
（スタンダードクラス）サポート講座が 4 回
にわたり、オンラインで開催されます。
講師は、４回とも東海支部長の石原久代椙
山女学園大学教授が担当されます。
開催日時と内容は、以下の通りです。
◆第１回：８月 21 日（土）10 時〜 12 時
「色を自在に操る方法」
◆第２回：８月 28 日（土）10 時〜 12 時
「きれいな配色を作る」
◆第３回：９月 11 日（土） 10 時〜 12 時
「色を美しく見せる光のマジック」
◆第４回 ９月 25 日（土） 10 時〜 12 時
「背景色を上手に使って色の見えを変えて
みよう。色で売上げをアップするために。」
参 加 費は、日本色彩学会会員は 7,500 円、
一般の人は 15,000 円。公式テキスト準備。
申込方法は、下記からアクセスのこと。
https://forms.gle/rjdGrgq4hUv9dsyr6
申込締切は、2021 年 8 月 6 日（金）17 時。
不明な点等がありましたら、東海支部事務局
の山縣亮介 ( 名古屋学芸大 ) さんまでお問い
合わせください。定員は 30 名です。
E-mail：yamagata@nuas.ac.jp
（永田泰弘）
TEL：0561-75-2589
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● Slack 公開中の回転混色円盤データ

● 企業インタビュー・CPC

回転盤 Slack チームへの加入と、データ入
手のプロセスは、先々号で説明済みです。
公開される予定の回転混色円盤のデータは
一覧表の通りです。データには、A4 サイズ
の紙に CD と同サイズの直径 120mm の円盤
を２種類配置しており、他に小円板を加えた
ものもあり、50 枚（100 種）を越えています。
データ点数はメンバーが新しい円盤を開発
することにより増えていくでしょう。
データの形式は、.pdf と、イラストレータ
使用者を対象とした .ai の２週類を揃えてい
ます。.pdf はプリントして切り抜いて回転さ
せたり、パワーポイントに編集するために使
い、.ai は新しい円盤にデザイン変更を行う
ために使います。
種類は、ベンハムのこま、RGB や CMYK
の原色の混色、グラデーションの発生、補色
の混色、パーソナルカラーのイエローベース
とブルーベースの発色、ゲーテやショウペン
ハウエルの色相環の混色などです。

最新号の日本色彩学会誌（Vol.45 No.3) に
8 頁を割いて（株）カラープランニングセン
ターの企業インタビューが掲載されました。
渡辺、吉村、國本の三氏に感謝しております。
私は大学を出て大日精化工業に入社し、
11 年間、当時の新産業であったプラスチッ
クのための着色剤の開発研究と製品化が仕事
であり、当時開発した製品が今も市場に流通
していることは誇りに思っています。
1968 年に CPC 開設準備の辞令がくだり、
技術屋の仕事から離れました。日本色彩学会
に入ったのもこの年でした。
CPC は 42 年間にわたる私の仕事場でした。
開設の趣旨は立派だったのですが、私の力
量不足で、社会にどれだけ貢献できたのかは
測りようがありません。
徐々に、街並み景観の色彩基準策定の仕事
に重心を移していきました。建物外装の色の
基準にマンセル表色系を応用し始めたのは、
確かに私ですが、自治体の取り組みの消極性

一枚の円盤を回転させるだけでなく、二枚
以上の円板を組み合わせ、面積を変えて混色
するための円盤が多数揃っています。
回転混色と円盤開発を楽しむために Slack
チームへの加入をお勧めします。 （永田泰弘）

に悔しい思いをしたまま引退したと感じてい
ます。ただ、色彩調査や提案などで、各地に
足を伸ばす機会も多く、自分達の考えに沿っ
て仕事ができたことは幸せでした。是非、イ
（永田泰弘）
ンタビュー記事をお読みください。

色彩教材研究会通信
日本の美意識―鈴木大拙の説―
禅の思想を海外に紹介した仏教学者、鈴木
大拙氏は、『禅と日本文化』
（北川桃雄訳、岩
波新書、1940 年）で、日本芸術・文化の特
徴として、不均衡性・非相称性（asymmetry）
・
「一角」性・貧乏性・侘び寂び・孤絶性・軽
快性・小綺麗さ・不完全性を挙げている。
不完全どころか醜というべき形の中に美を
体現することが、日本の美術家の得意な妙技
の一つで、できるだけ少ない描線や筆致でモ
ノの形を表す伝統の「減筆体」がある。これ
は、南宋画家、馬遠に始まる「馬一角」様式
（風景の一部を取り出して画面の片隅に描き、
他は余白にして、見る人の想像力に働きかけ
る技法）に由来すると指摘する。
侘びは富・力・名・社会的地位からかけ離
れた境地にあり、その真意は貧困にある。不
完全の美に古色や原始的無骨さを伴うと、寂
びが現れ、ひなびた無虚飾や古拙な不完全、
見た目の単純さ、無造作な仕事ぶりになる。
禅の「美」論は、常に「一即多、多即一」と
いう禅の真理の認識から発する。
この考えは、仏法の根本義であり、万物の
姿は、真如そのままで、真如とは無で、万物
は無のなかにあると指摘している。
（吉村耕治）
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● 貴石の色・パープルサファイア

● 私が作った回転混色機

半貴石の原石のルビーを、ミラーボール
カットした美しい天然石です。バイオレット
サファイアという別名もあり、コランダムと
いう鉱物の中の赤い石をさし、多種の宝石の
中でもひときわ憧れの宝石です。
マンセル値では、5PR の中明度中彩度の色
合いの落ち着いた赤紫色で、原石をカットを
しているので微妙に明度に差があります。
ルビーの赤は、身につけた人のオーラを輝
かせ神の石、勝利のパワーストーンとして高
貴な人々に愛されてきました。宝石の女王と
も呼ばれて、鮮烈で強力な、エネルギーと、
美しさを持つ石として女性が、華やかに演出
しカリスマ性を持たせるために必要な石と言
われています。
画像は、ネックレ
スとブレスレットで
す。ブレスレットは、
ルビーをベースに 5
つの方向にポイント

昨年、色彩教材研究会オンライン講座で山
根幹事が紹介された「回転混色機」を作ろう
と思い、どのような扇風機が良いか永田顧問
に伺うと山根幹事の作成に使われたダイソー
300 円 USB 扇風機を薦められました。
扇風機に CD がピッタリはまり、USB を使
うので回転が安定するとのこと。扇風機の軸
と CD を固定するのが大変そうだったので思
いついたのが CD ケースの爪を利用すること
でした。
爪の高さが 2mm 位であれば、扇風機ガー
ドの突起にも触れず回転します。
作成方法は、
①FAN の前ガードをスライドして外す。
②CD ケース中央の爪の部分をアクリルカッ
ターで切取る。
③羽の中央と
切取った爪を
両面テープで
貼り合わせる。

の石を入れたデザイ
以上、３工
ンです。ポイントの
程で出来上が
石の色は色相差を出
りです。
さずに同系色に中差色相にして落ち着いた配 （渡邊裕美）
（田森恭子）
色にまとめました。

色彩教材研究会通信
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●美しい色風景プロジェクトについて

● 夢二デザインの色・ビビッドカラー

●回転混色円盤データの入手方法

先夜、川澄さんと三木さんを中心に、
「美
しい色風景プロジェクト」に関するオンライ
ンミーティングが開かれ出席しました。
美しい色風景の写真を学会員から募集をし
て、ライブラリを作り、国や各国の色彩学会
にも呼びかけようというプロジェクトです。
風景の「風」は、吹く風、味わい、趣、そ
れとなく伝わることを、
「景」は、眺め、日
の光、日陰、光景などの意味を持ちす。
ミーティングで、本サイトの「美しい色風
景」は抽象的で個人的なイメージなので、裏
サイトとして「美しくない色風景」を合わせ
て集めたらという提案をいたしました。
美しい色風景の写真は、過去のカメラ雑誌
や写真集の写真に勝てないでしょう。
そこで、横サイトとして、10 秒程度の動
画の募集を合わせて行ったらどうでしょう。
風で揺れる草花、花吹雪、流れる水や雨粒、
飛立つ小鳥、流れる雲、人や車が動く街の風
景、短時間でも感じられる本当の活きた風景
が美しさに繋がるであろうと思います。
今のスマホは映画並みの解像度があるそう
です。やがて、動画が美しい色風景の本流に
なるような気がいたします。どうかご検討く
（永田泰弘）
ださい。

一度は目にしたことのある竹久夢二
(1884~1934) の絵や版画、装丁デザイン。
独自のスタイルで一世風靡をしたが、人気は
今でも進行形である。
千代紙のデザインに「櫻草」「蔓草」「椿」
など季節の植物のかわいい柄がある。また、
大胆な「マッチ」「傘」のモチーフは、比較
的鮮やかで、ポップな色が使われている。
日本画は、例えば女性のモデルをどこか儚
げで優しい淡い色、強くない筆致であるのに
対し、楽譜・雑誌には、装飾性のある黒、紺、
赤で字体をデザインし、表紙絵は、濃く鮮や
かに赤、黄、緑、青などで色が大胆に使われ
ている。
どこかモダンで、時代を感じさせない作品。
アール・ヌーヴォーなどの影響がある作品な
ども一部にあるようだ。
夢二はグラフィック・デザインの先駆者
の一人でもある。
こじんまりとした竹久夢二美術館（東京都

回転盤 Slack チームへの加入から、データ
の入手までのプロセスを説明します。
１、Slack チームへの加入申し込みを永田顧
問に依頼。吉澤幹事に転送。
２、吉澤幹事の加入許可。招待メールが届く。
３、Slack を開く。
４、PC にイラストレータのアプリが入って
いる人は .ai データの番号を開ける。
４−２、希望のデータを取り出して加工、新
規の円盤をデザインする。
５、PC にイラストレータのアプリが入って
いない人は .pdf データの番号を開ける。
５−２、希望のデータを取り出してプリント
する。サイズは A４。
５−３、円盤を切抜き、混色機で回転する。
回転して観察するためには、回転混色機の
製作が必要になりますので、オンライン製作
ワーショップの開催も企画中です。
６、.pdf データをパワーポイントに編集して、
教材にすることも簡単。

文京区弥生 2-4-2）ではあるが、淡く儚い女
性の絵ばかりでなく、時代を生き抜いた力強
さのある多くの作品にも出会えた。
会期はあと僅かで、6 月 27 日（日）が最
終日である。（瀧川優子）

回転盤 Slack チームの目的は、多くの人が
集まり、新しい円盤を制作して共有し、教材
として完成度を高め、教材を共有してチーム
のメンバーが色彩教育に利用する事です。
（山根千明）
ご加入をお待ちします。

色彩教材研究会通信
● Slack 回転混色盤チャンネル開設
昨夏発足の色彩教材研究会回転盤チームで
は、オンラインチャットアプリ Slack（スラッ
ク）を利用して、回転盤の原図の共有を開始
いたしました。
オンライン上に資料を保管できる Slack
は、欧米の大学では授業の連絡・資料の共有
に一般化しており、PC・スマホ・ブラウザ上、
どれでも利用することができます。
今後も、定期的な原図アップと研究テーマ
ごとの新チャンネル開設、そこからの交流促
進を期待しております。
ご興味をお持ちの方は、お気軽に永田顧問
までご連絡ください。Slack に登録をさせて
いただきます。Slack の使い方の URL は・・
https://www.sedesign.co.jp/blog/how-to-us
e-slack
百円ショップに各種扇風機が並ぶ時期にな
りました。ダイソーの 300 円の USB 扇風機
プラ製をお勧めします。
混色円盤の原図を
Slack からダウンロ
ード・印刷して、
回転混色実験をされ
てはいかがでしょう
（山根千明）
）
か。

● 季節の色・若苗色

No.238

2021.6.3

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語の色 -31「真木柱」

伝統色名に「若苗色」がある。苗代から
玉鬘は意に反して髭黒に嫁ぐことになっ
田んぼへ植替えた稲の苗、早苗のような色で
た。髭黒は正妻にかまわず玉鬘に夢中になり、
マンセル値は 7.5GY 7/6 近辺の黄緑系の色。
自宅に引き取ろうと思いをめぐらす。そのよ
植物の緑の場合、「若」と付く色名は若葉
うな夫を見て正妻は乱心し火取りの灰を浴び
や新芽が表され、春に多用される色であるが、 せかける、というとても千年前の物語とは思
「若苗色」は夏（初夏）の色とされた。
えないような展開のこの帖。
元は染色の色。刈安で黄色に染め、更に蓼
灰だらけの髭黒はとても出かけられる状態
藍の生葉で染めたもの。『源氏物語』「宿木」
ではなくなり、玉鬘の元へ手紙で知らせるの
の話にも出てくる。「濃き袿に 撫子とおぼし
だが、その時用いたのが「白き薄様」。
き細長 若苗色の小袿着たり」とあり、濃紅
これは艶書用なので選択として決して誤っ
の袿に撫子襲の細長 、
「若苗色」の小袿とい
てはいないのだが、内容は格別風情のあるも
う姿を表現。
のではなく、もらった玉鬘も何とも思わず返
かさねの色目の「若苗」の配色は「表裏
信もしない。
淡萌黄」「表裏 淡木賊」など他諸説ある。
髭黒本人が一人舞い上がっている様子が
「苗」が付く色名は他に「苗色」があるが、 「白き薄様」の存在をむなしいものにしてい
「若苗色」の染色が平安時代の宮廷などに使
るように感じてしまう。
われ、「若苗」のかさねの色目の配色がある
この後、正妻は子どもたちと共に実家に引
ので、「苗色」より早く使われていたのでは、 き取られるが、姫君は「真木の柱はわれを忘
というのはとても興味深い。
るな」と別れの歌を「檜皮色」の紙に書き、
緑一面の日
真木の柱の隙間に挟み込む。
本の美しい水
田風景をあら
ためて眺めて
みたいと思う。
（瀧川優子）

檜皮色の紙を同系色の柱に挟み込むのは、
誰にも見つけられずにずっとこの家に秘めて
いたいと思ったからであろう。
父と娘の紙の色の対比が面白い。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
色点描 100 色折紙を使う授業は？
「100 色折紙」が、生協パルシステムのカ
タログにあったので取寄せてみました。
発売元は四国中央市のエヒメ紙工株式会社
（Tel.0896-58-3365）です。
サイズは 15cm の正方形。価格は２組入、
税込 594 円。一枚単価が 3 円と安価。
総体的に中明度高彩度の色が多くを占めて
います。無彩色は、しろ・はいいろ・ぎんね
ず・ねずみ・くろの 5 色。赤系統の色をあ
げてみると、しんく・あか・しゅいろ・ぼた
ん・うすもも・さんご・もも・ストリベリー・
スカーレット・べに・とまとなどの 10 色。
全体に、彩度が高い色が多く見られます。
二組入りが約 600 円なので、一枚あたり
の単価も安く、15cm 角の大きさも回転円盤
などの材料として使いやすそうです。
幼い子供達も含めて、楽しいワークショッ
プに使えそうな材料です。
普通の色紙なので、バラバラになる前に、
最初に、裏面に色名を鉛筆で記入する作業を
することが必要です。台紙配布の一覧表の制
作もいいトレーニングになると思われます。
「100 色折紙」を教材とする「色彩の初歩」
や、「配色の授業」を考えて通信に投稿して
（永田泰弘）
くださいませんか？
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●貴石の色・アマゾナイト

●芥川龍之介の短編小説の色ー 10

美しい青緑の石のアマゾナイトは、とても
人気の天然石です。明るく優しい青緑の色味
なので、衣服の組合わせでも、白・黒・ベイ
ジュなどの色にとてもマッチする色味です。
長石の一種で、石の意味も物事を鎮静化さ
せ、冷静さをもたせ、希望と夢を叶えるため
に必要な積極性や明るいエネルギーの石、幸
運を引き寄せる石とも言われています。
マンセル値では、色相 5BG の中明度高彩
度の明るく鮮やかさがある色味ですが、部分
的に淡いライトグレイッシュ系の青緑の色合
いもあり、産地や品質によっても色味に違い
があります。グリーン系は、自然の花や大地
のあらゆる色と調和する色なのでしょう。
画像は高品質のアマゾナイトをベースにア
クセントにレッド系を使った５ポイントのブ
レスレットです。
大きさにグラデ
ーションを持た
せたネックレス

◆鼠小僧次郎吉（大正八年十二月）
色の浅黒い小肥りの苦みばしった男と色の
白い小柄な男が汐留の船宿伊豆屋で、飲みな
がら話している。
色の白い男が三年前の鼠小僧を褒めると色
の浅黒い男が「お前が贔屓になってくれよう
とは、夢にも思っちゃいないだろう。思えば
冥加な盗っ人だ。」と言い昔話になる。
色の浅黒い男は三年前の旅で若い男と道連
れになり八王子の宿に泊まる。この男は胡麻
の蝿で、夜中に男の懐中を狙い、逆に捕まえ
られ、柱に括りつけられ番頭他に罵られる。
その内、胡麻の蝿は、庄屋に盗みに入った
の、人殺しをしたの、母親を殺して金を盗ん
だの、挙げ句の果てに鼠小僧は自分だと言い
出す。それを聞いた三人は感心して、酒まで
飲ませる。
全てを聴いていた色の浅黒い男が、お前が
鼠小僧なら磔だと言うと、胡麻の蝿は、嘘だ
と謝り、三人の態度は、また変わる。

とピアスは、ゴ
ージャスに装い
たいときにお勧
めです。

色の白い男に色の浅黒い男は「三年前に鼠
小僧と江戸で噂が高かったのは・・・この伊
豆屋の次郎吉の事だ」と明かす。
◇作品に使われている色名は黒、白、赤、墨、
（永田泰弘）
皮色、紺、金の七種類。

（田森恭子）

色彩教材研究会通信
色点描 有機 EL モニターを色彩教育に
学校の授業や民間の色彩教育の場で、パ
ワーポイントなどで作られた色彩映像が主流
になり、掛図類の使用は稀になりました。
パワーポイントで作って映写スクリーンに
投影する方法を第一の方法とすると、第２は
大型の液晶モニターに映写する方法です。
大型階段教室では両者が併用されている
ケースもあり、この場合、彩度を中心とした
色再現は液晶モニターが優れています。
昨年末コロナ対策でパナソニックの 55 イ
ンチ 4K 有機 EL テレビに買い換えました。
その結果、感覚的に認識したことは、有機
EL テレビが第１・第２の方法より、色彩教
育に適した色再現性を持つことでした。
色彩教育ではマンセル色票等の塗装色票の
色が正しく伝えられることが求められます。
有機 EL テレビの映像表示は「自発光方式」
で、液晶テレビに必要なバックライトが無い
ために光の漏れ出しが皆無で、白と黒の完全
な表現が出来ます。また画素数が大きいため
に粒子感が全く無く自然な画像表現が期待で
きます。
専門分野の方々に、色彩教育の環境を整え
る教材制作から映写までのシステムを考えて
提案して頂きたいと思います。 （永田泰弘）
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源氏物語の色 -30-「藤袴」

◆書籍紹介：堀越英美著、2019 年、
河出書房新社刊、880 円＋税
ピンクといえば女の子、女の子といえばピ
ンク――「ピンク」と「女の子」それぞれが
もつイメージは親和性が高く、ピンクと女性
との結びつきは広く受け入れられてきたと思
われる。
また、仕事でご一緒するパーソナルカラー
アナリストの方からピンクの診断には特に注
意を払うと聞くことがある。さらにピンクが
好きな女性や、ピンクにこだわりや思い入れ
のある女性に出会うことも多い。
しかし、「ピンク＝女の子」の図式に対し、
筆者は子育ての経験を通じて疑問を抱いた。
「ピンク」と「女の子」の歴史をたどり、
衣服や玩具などの消費生活、文化、教育を多
角的に眺めつつ試みられる著者による両者の
関係の分析はたいへん興味深い。
社会的、政治的、生物学的にピンクが担わ
された役割を読み解く中で、読み手は、無意

この帖には「鈍色」と「薄紫」の色彩表現
が出てくるが、これにはきちんと意味がある。
「鈍色の御衣」をまとった玉鬘のもとへ夕
霧がやってくる場面がある。玉鬘は祖母の喪
中のために鈍色を身に着けているが、夕霧も
鈍色の直衣を身に着けていた。
もし玉鬘の父親が夕霧と同じ光源氏であれ
ば玉鬘は鈍色を着る必要はないのだが、鈍色
を身に着けていたため夕霧の母方の従妹だと
いうことがわかる。
つまり鈍色が意味のあるものとして使われ
ている。そしてここで夕霧は玉鬘を恋愛対象
として見るようになったわけだ。
また、夕霧は薄紫の藤袴を差し入れて思い
を伝えようとするが、玉鬘は縁の遠い間柄な
らば藤袴の「薄紫」も気になるところだが、
二人は姉弟の関係ではないかと夕霧を退け
る。
この時代は本当に色に意味があったことが
わかる。藤袴の薄紫を見て、その意味をくみ

識に刷り込まれたイメージやそこから生じた
先入観によって思考の柔軟性を失っているこ
とに気づかされる。「ピンク」にまつわる色
彩文化やジェンダーの問題を考えるガイドと
（三ッ塚由貴子）
しておすすめの一冊。

取る。「紫」が血縁を表すということがそれ
だけ浸透していたことがわかる。そしてまた、
ここでも源氏物語の根底を流れる色が紫であ
ることを感じずにはいられない。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )
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●提案 -23・学会推奨研究テーマを

● コロナ禍の生活から

日本色彩学会誌への論文投稿の低迷が続い
ており、2020 年発行の６巻中５巻に原著論
文は１編づつ、2021 年の 1 巻 2 卷にも原著
論文は１編づつしか掲載されておりません。
寂しい限りです。
学会活動の中心は論文掲載にあります。論
文投稿を活性化するために、大学生や論文投
稿未経験の学会員を対象とした色彩科学と色
彩文化に関して「日本色彩学会が推奨する研
究テーマ」を発表して、論文投稿を呼びかけ
るようにしてはいかがでしょうか？
テーマは学会員から公募する形で集めたら
いかがでしょう。学会員は論文執筆に慣れて
いない人が多いので、
「論文のまとめ方」に
関する研修も必要です。グループや研究会に
よる論文執筆を呼びかける必要もあります。
そのような相談に対応してくださる窓口も
学会の中に準備してください。
テーマを選ぶにあたり、過去の学会誌・
Color Research and Application、諸外国の
論文の傾向分析なども必要になってくると思
います。学術委員会か編集委員会が中心に
なって、より広い幅でテーマを設定し研修会
を開いて、日本色彩学会の火を消さないよう
（永田泰弘）
にお願いいたします。

「目白騒動記 -XYZ の秘密 -」( 学会誌 43-4,
伝統色名に「藤色」がある。藤の花房の色
2019) 以来の雑文です。
である。10PB 6.5/6.5 近辺のマンセル値の明
色彩に関係のない原稿でも構いませんよ、
るい青紫を示す。藤は、風で花が散る様子の
という永田先生のご厚意で再び掲載の機会を 「 風散 ふち゛」に由来する。
いただきました。コロナの拡大とともにいろ
『万葉集』に「藤波の 花は盛りになりにけ
いろな生活スタイルが出てきましたので、そ
り 平城の都を 思ほすや君」とあり、華麗な
んな話です。
様子が都を連想させたことを表している。
■感染するのが心配で美容院に行くのが怖い
『枕草子』では、「藤の花は しなひ長く 色
と妻がいうので、昨年から専属のへアカット
濃く咲きたる いとめでたし」とあり、この
マンをやっていて、「老けたカトリーヌ・ス
頃から近代にかけて多くの女性に好まれ、色
パーク」を一応コンセプトにやっているので
名も平安時代から使われたという。
すが、結果はどう見ても「ショートカットの
「藤」の付く色名に、藤紫、藤納戸、淡藤
アマビエ」みたいになってしまう。なかなか
色、薄藤色、白藤色、青藤色、似藤、京藤、
うまくいきませんが、まあ白髪には似合うか
藤鳩羽色、藤生壁、藤煤竹などがある。
なとは思っていますが。
かさねの色目の中の「藤」「藤重」「白藤」
■カトリーヌ・スパークといって、わかる人
など、「藤」が付く配色法が平安時代からあ
は少ないと思いますが、1964 年の東京オリ
るのはとても興味深い。
ンピックの前に公開された映画「太陽の下の
藤の花は、紫〜赤紫系など他様々な色があ
18 歳」の主演女優です。いくつかの映画に
るが、繊細な花房
出た後引退したのかなと思っていたら、最近、 を緻密につける様
gyao の無料海外ドラマ「ローマ警察」で、
主役刑事のマンマ役で出てきて現役だったの
だなあと懐かしく思った次第です。立派な体
格のマンマになっていました。
( 八木橋利昭・元事務局長 )

■ 季節の花の色・藤色

子は圧巻である。
古来の人々と美し
い「藤」を通して
共感しているよう
に思えた。（瀧川優子）
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●自治体のシンボルカラーの原稿募集

●貴石の色・チャロアイト

源氏物語の色 -29-「行幸」

No.230 と No.233 で、小坂真由美さんか
ら投稿していただいた東京都江東区のカラフ
ルなロゴを紹介いたしました。
全国の自治体の中には、シンボルマークと
組み合わせて上手に活用している例があると
思います。この通信で、数回掲載した「カゴ
ンマの色」は、多色型ローカルシンボルカラー
の例です。このような例もぜひ紹介してくだ
さい。
1960 年代の日本で、企業の色コーポレイ
トカラーの策定と活用が盛んになりました。
私は CPC の「色彩情報」の表紙を用いて、
89 例のコーポレイトカラーの紹介を行うと
ともに、数社のコーポレイトカラー設計をし
た経験を持っています。
皆様にお願いしたいのは、お住いの自治体
のシンボルカラーや、優れた活用と認識でき
る例を文章と、マークや色で紹介していただ
くことです。
写真は jpg で一点以内。文章は写真のス
ペース込みで 480 字程度にまとめてくださ
い。イニシャルでも構いませんから、最後に
氏名を入れてください。
この通信では常時、色に関連した投稿を待
（永田泰弘）
ち望んでおります。

世界三大ヒーリングストーンの一つである
チャロアイトは、美しいマーブル模様で、油
絵のような質感を持つ美しい天然石です。
紫と黄緑と黒が混ざり合い、モネの睡蓮の
絵画のような色合いにも見えます。マンセル
値では、5P の中明度中彩度の紫色がベース
で 5GY の高明度中彩度の黄緑色とブラック
がところどころに混ざった色合いです。
石の意味は、環境が変わった時に自分自身
の確立・成功・勝利の石と言われています。
精神面・エネルギー面ではマイナスの排除・
解毒的な役割が強い石と言われています。
世界三大ヒーリングストーンとして選ばれ
たチャロアイトは、その色合いの美しさで、
人々を魅了して癒しを与える石として確立し
たと言っても過言ではないと思います。
画像は私の作品のチャロアイトのデザイン
ネックレス、ブ
レスレットです。
アクセントカラ

冷泉帝主催の鷹狩りのために、冷泉帝始め
錚々たるメンバーが着飾って行列した盛大な
大原野の行幸の話である。今回は男性陣の衣
裳が述べられており、これが非常に興味深い。
「青色の袍、葡萄染の下襲を、殿上人、五
位六位まで着たり」とある。私たちの生活に
青色は溢れているので読み過ごしてしまいそ
うなのだが、この「青色の袍」とは天皇の日
常着である麹塵 ( きくじん ) の袍のこと。
麹塵は淡黄に青みを帯びた色。
普段は天皇以外の者は着用できないのだが、
行幸のような晴れの儀式のときには諸臣が着
用し、天皇は「赤色の御衣」を身に着けたと
いう。
王朝時代は律令制からの流れで位階によって
着用できる色が決まっており、天皇以下、濃
紫、淡紫、緋、緑、縹と続く。
非常に興味深いのは、「縹」は現代では青
と表現するべき代表的な青い色なのだが、王
朝時代は決して「青色」とは呼んでいない。

ーに水色のラリ
マーを入れてデ
ザインしてみま
した。
（田森恭子）

あくまで「青色」は天皇の着用する麹塵のこ
とであるのだ。
普段は着用できない「青色の袍」を殿上人
たちは晴れがましく着ていたに違いない。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )
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●提案 -22 を削除し訂正再掲載します

● 東京

No.233

江東区ロゴマニュアル

理事会が日本色彩学会誌を電子版化する決
ロゴマークを通じて正しくコミュニケー
定をしたという前号の記事は間違いでしたの ションができ、込めた想いを尊重してもらう
で、お詫びの上、削除し訂正し再掲載します。 ために、ロゴマニュアルが用意されている。
正しくは電子版化の検討を開始したとのこ
最初に定めてあるのは基本形（No.230 掲
とです。以下の文章は再度掲載します。
載）について。次に構成要素のハート形、文
これを機会に、編集委員会が主催して、ど 字形と色の意味が記される。続いてアイソレ
んな内容と、レイアウトにするかをテーマに ―ション（余白）区域について。
シンポジウムを開き、魅力のある電子版にし
カラー表示については、印刷用は CMYK
てほしいと思います。現在の版型のまま電子 数値を、Web 用はカラーモードを RGB に変
版にすることの無いようにお願いします。
換し書き出すと美しい発色になる、と説明。
スマホ、タブレット、大小のパソコンで購 禁止事項では、シンボルマーク単体の使用、
読することを考慮してレイアウトや色を決め 縁取り線の禁止など８例。カラータイプのバ
てください。
リエーションは、「江東区」の文字を大きさ
最近のコロナ関連の研究論文がこの早さで や位置を変え６例。他に媒体の特性や使用用
報道に載る現状は電子版化の進行と考えざる 途に対応できるよう【グレースケール】
、【モ
を得ません。外部の研究者の引用のために、 ノトーン】、
オンラインジャーナルのサービス機関を通す 【ネガティブ
ことも検討する必要があります。
（白ヌキ）】表
学会員であるという魅力は、情報量とその 示を設定。同
質にあることを再認識して日本色彩学会誌が サイズなのに、
どのように変貌していくのかを学会員が興味 白ヌキハート
を持って見守れるような情報を流して、期待 が大きく見え
値を盛り上げてください。どうしても冊子体 るのは教科書
として残したい場合の対策も検討しておく必 通りだ。
（小坂真由美）
要があります。（永田泰弘）

2021.4.29

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●「スライド」シンポジウムを聴講して -２
関東支部主催の「見やすいスライドを作る」
シンポジウムの感想の続きを述べる。
パワーポイントなどを使うスライドに近い
形で、日常生活で接するものにテレビ放送の
ニュース番組の画面がある。横長のカラー画
面で、アナウンサーがいて解説するのも学会
発表や講演会に共通している。
シンポジウムでは、色文字の使用に消極的
な意見が多かったが、熾烈な競争と長い実績
に裏打ちされたニュース番組のテレビ画面デ
ザインは、伝わりやすいスライド作りの手本
にすべきであると私は考えている。
ニュース番組の画面を見ると、白地に黒文
字で統一したり、部分的に色文字で強調して
いるだけの例はほとんど見ない。
文字の色、背景色、枠の色なども、可読性
をキープした上で、多彩な使い方が見て取れ
る。内容を伝達するために、色彩の特性を活
かして画面のデザインがされていると考えた
い。画像の部分では、天気図などに、色をイ
メージ形成の要素として積極的に活用してい
ることが見て取れる。
日本色彩学会で使われるスライドは、色の
特性を活かした、スマホ世代に伝わりやすい
デザインであって欲しいと思う。 （永田泰弘）
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●提案 -22・学会誌電子版化の検討

●「スライド」シンポジウムを聴講して

源氏物語の色 -28「野分」

コミックでは電子版が印刷したマンガ本の
売上高を超えている時代に入っているようで
す。日本色彩学会理事会は、日本色彩学会誌
を 2022 年 1 月号（Vol.46No.1) から電子版
で発行することを決定したとのことです。
これを機会に、編集委員会が主催して、ど
んな内容と、レイアウトにするかをテーマに
シンポジウムを開き、魅力のある電子版にし
てほしいと思います。現在の版型のまま電子
版にすることの無いようにお願いします。
スマホ、タブレット、大小のパソコンで購
読することを考慮してレイアウトや色を決め
てください。
最近のコロナ関連の研究論文がこの早さで
報道に載る現状は電子版化の進行と考えざる
を得ません。外部の研究者の引用のために、
オンラインジャーナルのサービス機関を通す
ことも検討する必要があります。
学会員であるという魅力は、情報量とその
質にあることを再認識して日本色彩学会誌が
どのように変貌していくのかを学会員が興味
を持って見守れるような情報を流して、期待
値を盛り上げてください。どうしても冊子体
として残したい場合の対策も検討しておく必
（永田泰弘）
要があります。

4 月 10 日、関東支部主催の「見やすいス
ライドを作る」シンポジウムを聴講したので、
その感想を述べさせていただく。
全国大会の前にスライド作成の要領を発表
して大会で使われるスライドの質を揃える事
に、このシンポジウムの目的があるとのこと。
斎藤さんは、可読性・誘目性・視認性・識
別性・明視性をあげておられたが、可読性が
最も大切だろう。名取さんは全体の構造特性
を重視して文章をブロック化して、太字のタ
イトルや囲み枠、色分け、イメージ写真によ
る効果を示され合点した。市原さんの話の中
のカラーユニバーサル推奨配色セットの具体
的な使い方を、是非、要領に取り入れて欲し
い。岩井さんの照明条件の話は、作り手が自
分のモニターの状況を把握することが大切と
いう点で納得できたが、会場の条件を整える
ことはまた別の問題として残る。
このテーマのまとめ役を吉澤さんが負うよ
うだが、文字については、書体・文字の太さ・

台風の去った朝、夕霧が見舞いに訪れると
ころがこの帖には書かれている。
初めに訪れた秋好む中宮の庭では、童女た
ちが籠の虫に露を与えるなどあちこちさま
よっている。
童女たちは「紫苑、撫子、濃き薄き衵ども
に、女郎花の汗衫などやうの、時にあひたる
さま」といういでたち。時に合う、つまり初
秋にふさわしい色の衣裳である。「紫苑」「撫
子」「女郎花」いずれも野分の前には庭に咲
き乱れていた花々であろう。
このような色とりどりの衣裳を身にまとっ
た童女たちが、荒れ果てた庭の草むらに見え
隠れし、その姿は華やかに美しいとある。野
分の激しい風で折れてしまった花々の変わり
と見立てたのであろう。花々が無残になって
しまっても、童女たちの「時にあひたる」衣
裳のおかげで庭が華やかであることを印象づ
けている。
王朝貴族は、季節に合った色の衣裳を身に

文字の大きさ・字間・行間に加えて、横書き
一行の文字数についてベストの数を示しても
らいたい。コピーライターの糸井重里が 28
字が最適と書いていたようだが、眼球運動の
見地から最適値を示してほしい。（永田泰弘）

着けていたということを紫式部は伝えている
のだろう。しかし台風一過の朝でさえそれが
たしなみとは、王朝貴族の美意識にはかなわ
ない。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )
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●色彩教材研究会総会成立のご報告

●貴石の色・インカローズ

●白色度研究会の講演会のお知らせ

研究会は年度末に総会を開くことが義務付
けられていますが、新型コロナウイルス感染
症のため、昨年同様メールによる総会の形を
とり研究会員には以下の議案をお送りして実
施致しました。総会は 34 名の参加者があり
成立致しました。
第１号議案 2020 年度色彩教材研究会活
動報告承認の件
第２号議案 2020 年度色彩教材研究会決
算承認の件
第３号議案 2020 年度色彩教材研究会活
動計画承認の件
第４号議案 2020 年度色彩教材研究会予
算承認の件
第５号議案 2021 年度色彩教材研究会幹
事会役員選任承認の件
上記５議案はメールによる回答を集計致し
ました結果、全議案 は 34 名の「承認」によ
り原案通り可決されました。
主査：三本、幹事：山根・山本・吉澤・渡

インカローズという宝石は、正式名ロード
クロサイトという宝石です。
ギリシャ語で「バラ色の石」インカローズ
という通称名が人気になり、インカの薔薇の
花のような石インカローズと呼ばれるように
なりました。
バラの花の色といってもさまざまですが、
このインカローズの色は朱色系でマンセル値
に置き換えると、7.5R の色相の赤のグルー
プの色味になります。そして、同じ赤色でも、
天然石なので一色というよりは、明るい赤色
や、少し白みがかっているピンク色があり、
とても女性らしい色の天然石です。
女性にとても人気で、意味も恋愛の石と言
われます。そして、ネガティブな気持ちを跳
ね除けるポジティブ思考な意味合いもあるの
で、この暖色系の色味がやる気を出すイメー
ジとシンクロ
するような気
がします。

白色度研究会で洗浄と白をキーワードにし
た講演会が開催されます。
ライオン株式会社で一般生活者用や業務用
の洗濯用洗剤の製品開発などに長年携わって
こられた講師をお招きしてお話しをうかがい
ます。講師による講演概要も載せております
のでご覧ください。
◆日時：2021 年 4 月 25 日（日）
13：00 〜 14：30
◆形式：オンライン講演会（Zoom 使用）
◆演題：洗濯を通じた衣料品の白さについ」
◆講師：片木徹也氏（ライオン株式会社 快
適生活研究所 お洗濯マイスター）
◆講演概要：洗剤や漂白剤などの効果・使用
方法・成分の紹介を通じて、洗濯物の白さに
対する考え方と、トピックスとして、「歯の
白さ」についても紹介される予定。
◆参加費：会員・一般・学生：共に無料。
◆申込み：次の URL に必要事項をご記入の上、
4 月 21 日（水）までに送信のこと。

邊、顧問：垣田・北畠・永田のスッタフで、
今後の色彩教材研究会の更なる発展の為、一
同努めてまいりたいと思います。
研究会員の皆様のご協力とご参加をお願い
( 三本由美子）
致します。

画像は、高品
質のインカロ
ーズを使った
私の作品です。
（田森恭子）

https://forms.gle/KGvznfLaZLvoqLxQ6
申込者には当日使用する Zoom ミーティン
グ URL を送信。
◆問い合わせ：東京家政学院大学 井澤尚子
（ isawa@san.kasei-gakuin.ac.jp ）まで。

色彩教材研究会通信
● Internationai Color Day 報告
3 月 20 日春分の日に『第 3 回インターナ
ショナル・カラー・デイ』
（国際色彩デー）
が無事、終了いたしました。お陰様で 141
名のご参加があり、盛会となりました。ご参
加いただきまして、ありがとうございました。
恒例となりました「MIC2020」〜 2020 年
を彩った色〜の決定色は『白』となりました。
「白」とは、コロナ禍で人々のつけている
マスクの「白」、医療従事者の白衣の「白」
のイメージで圧倒的多数でした。マスクも最
近はカラフルなカラー展開もされていますが
主な色は「白」という認識を多くの皆様が持
たれていたようです。振り返ってみれば、結
局、コロナ禍に翻弄された 2020 年というこ
とを象徴している色といえそうです。
「白」の推薦者の中から抽選で、今回は６
名の方を選出し、オンライン表彰式にお顔
出ししてコメントも頂き、後日、DIC 株式会
社様ご提供の日本の伝統色の色鉛筆を贈呈さ
せて頂いております。
2021 年も 10 月から「MIC2021」〜 2021
年を彩った色〜を募集する予定です。多く
の皆様からのご応募をお待ちしております。
2021 年はコロナ禍が収束しているのを祈っ
（下川美知瑠）
て。

● 東京

No.230

2021.4.8

江東区のロゴマークの色

池江選手が見事復帰、2020 東京五輪出場
を決めた。江東区は五輪の競技会場が最も多
いこともあり、国内外に区の魅力を PR し、
区への愛着と誇りを一層持てるよう「江東区
ブランディング戦略」を策定している。
「スポーツコミュニティ発展都市」「人情下
町おもてなし都市」といったワードから、
「SPORTS & SUPPORTS KOTO City in TOKYO
スポーツと人情が熱いまち 江東区」をブラ
ンドコンセプトに決定。
公募決定したロゴマークは、スポーツの
感動や鼓動と、区民の暖かい人情をハート形
で表現。文字形は、区のまちなみを構成する
河川・道路・建物をイメージ。赤はスポーツ
の情熱、さざんか（区花）を、橙は人情の温
かさやまちの賑わい、緑は緑豊かな都市や自
然の安らぎ、青は河川や臨海部等の水辺環境、
紫は伝統・文化の継承、江戸情緒を表す。
好評につき以前のシ
ンボルマークに置き換
え東京五輪まで使用予
定を今後も継続決定し
た。引き続きカラフル
なロゴに元気をもらう。
（小坂）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語の色 -27-「篝火」
この帖には具体的な色彩表現は見られない
ので、タイトルとなる「篝火」について。
残暑厳しい初秋の夜、庭の篝火を焚きつけ
る場面がある。
涼しげな遣水のほとりで篝火を焚きつける
と、玉鬘のいる方が「いと涼しくをかしきほ
どなる光」に照らし出され、玉鬘の様子も「い
と冷やかに」気品あふれる感じでかわいらし
く見えたという。
現代の私たちの生活では、炎の色の光は暖
かみのある色とされる。
この感覚が刷り込まれてしまっているせい
か、篝火という炎が見える明りがなぜ「涼し
く」「冷やか」に見えるのか私にとっては不
思議に感じた。
月のない残暑厳しい夜、視覚という情報が
無ければ暑さばかりを感じたのだろう。
そこへ光が表れると涼しげな遣水が目に入
り、凛とした美しさの玉鬘を見れば、さらに
涼やかになったのだろう。
オレンジ色の光は暖かみのある光です、と
日ごろ言ってしまっているが、状況によって
はそうとも言い切れないということを肝に銘
じなければと思うのでありました。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )
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●2021 年度 日本色彩学会関東支部総会と公開シンポジウムのご案内
2021 年度「日本色彩学会関東支部総会」
本シンポジウムでは「見やすいスライド」
は昨今の新型コロナウイルスの感染拡大状況 作成のための方法を提供することを目的とし
に配慮して、今年度も＜Web 配信＞にて開
て、色彩を中心とした観点から関連の深いト
催されます。
ピックスを取り挙げます。
関東支部総会は、関東支部の活動と収支に
シンポジウムを通して、見やすいスライド
関わる報告と計画につき、関東支部会員から を作成するためのノウハウやヒントを探るだ
の意見と承認を得る年に１回の重要な会議で けでなく、カラーユニバーサルデザインや視
す。参加は PC の他、スマートフォン等でも
覚環境に配慮した色彩の効果的活用について
可能です。積極的な参加をお願いいたします。 も考える場となるように構成されています。
◆日時：4 月 10 日（土）13:00 〜 13:50
◆日時：4 月 10 日（土）14:00−17:00
◆参加形態：Zoom 利用による個別参加
◆場所：オンライン開催（Zoom 利用）
◆参加者：日本色彩学会関東支部会員（名誉 ◆パネラー：齋藤大輔（中央学院大学）
、名
会員・正会員・学生会員・賛助会員）
取和幸（日本色彩研究所）、市原恭代（工学
◆議 題：
院大学）、岩井 彌（パナソニック（株）
）、
第一号議案 2020 年度事業報告承認の件
吉澤陽介（木更津工業高等専門学校）。
第二号議案 同年度収支決算報告承認の件
◆参加費：1,000 円。PayPal による支払：
第三号議案 2021 年度事業計画承認の件
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c
第四号議案 同年度収支予算案承認の件
md=̲s-xclick&hosted̲button̲id=QWN5M
第五号議案 同年度役員改選について
PVZ7R6XW から支払。
◆参加登録：4 月 7 日（水）までに、次のフォー ゆうちょ銀行への支払：郵便局備付けの払込
ムから登録。
取扱票を利用。口座番号：00170-5-791517
https://forms.gle/aKpBUbyz3LBvSsbNA
加入者名：（一社）日本色彩学会全国大会。
登録者には、別途、参加方法を通知。
通信欄：「関東支部シンポジウム参加費」と
総会終了後、シンポジウム「スライド作成に 記入し、払込手数料は各自で負担。
おける色彩とデザイン」を開催。
（学会メールニュース No.190〜１から引用 永田泰弘）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

新刊紹介「死を招くファッション」
副題：「服飾とテクノロジーの危険な関係」
アリソン・マシューズ・デーヴィッド著
安部恵子訳、2019 年、化学同人刊、
3500 円＋税
19 世紀から 20 世紀前半、科学技術の進歩
は欧米諸国のファッションに革新的な素材や
デザインをもたらす。しかし、そこから生ま
れたのは美しく装うよろこびや幸福だけでは
なかった。最新のファッションが原因となり、
人々は予想もしなかった危険にさらされ生命
を落とすことさえあった。
たとえば、服飾品を華やかに彩る色には、
人体に有害な物質に由来する色素が多々あっ
た。なかでも一章を割いて述べられた「ヒ素
グリーン」や、検定テキストに掲載される色
名で定番の「パーキンのモーブ」に関するエ
ピソードは興味深い。その鮮麗な発色と流行
の陰には、製造者や着用者たちの悲惨な健康
被害があった。
本来は身体を保護するための衣服が凶器と
なって社会問題化した時代があったことは、
個人的には新鮮な驚きであった。当時の風刺
画や現存するドレスの写真など魅力的な図版
を手引きに、ファッションの文化史に潜む色
（三ッ塚由貴子）
褪せない悲劇に迫る一冊。
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発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 川端裕人氏の講演を聞いて

●貴石の色 ラピスラズリ

源氏物語の色 -26-「常夏」

先日、関わりのある NPO 法人のセミナー
があり、講師は No.226 の新刊紹介の著者川
端裕人先生でした。
色弱には強度や弱度があり、2010 年代以
降、中間型のスコア化により、色覚障害のた
めに就けなかった職業が広がりつつありま
す。日本は計器の色や誘導灯などがユニバー
サルデザインになっていない理由から色弱者
はパイロットなどの職業に就くことはできま
せん。英国は、色弱の程度によって 2006 年
以降 3 分の１程度の人の制限が緩和された
とのこと。日本でも緩和は可能なのではない
かというお話でした。
又、色のシミュレーターで，色覚障害によ
る色の見え方を一般人が想像可能になりまし
たが、保護者が「世界はこんなに色があふれ
て美しいのに、自分の子供はこんな可哀そう
な色でしか周囲が見えないのか」と嘆く例を
見かけるとのことでした。実際、私もそのよ
うな場面に遭遇したことがあります。

古代エジプトの壁画にも使われているラピ
スラズリは、世界最古のパワーストーンとし
て有名で、9 月や 12 月の誕生石でもありま
す。
ウルトラマリンブルーという瑠璃色がラピ
スラズリの色の特徴ですが、中に鉱物のパイ
ライトなどが入り込みキラキラする色がある
ものや、明度の明るいラピスラズリや濃い群
青色のラピスラズリがあります。
魔除けとして、クレオパトラのアイシャド
ウとして、毒を避ける色として現代にも受け
継がれているブルーの色味はとても興味深い
色でもあります。
マンセルの色で表すと 5PB の等色相面の
高彩度〜中明度あたりになります。
意味的には、勝負石と言われて、何か目標
を達成するためのオールマイティ的な意味を
持つ石として、ブルーの色味が冷静な判断を
醸し出すこと
の助けになっ

タイトルの「常夏」は撫子の異名である。
玉鬘の庭には明るいピンク系の大和撫子と唐
撫子が美しく咲き乱れ、玉鬘の美しさを思い
起こさせるものとなっている。
この帖に登場するもう一人の若い女性であ
る近江の君は内大臣が引き取った娘だが、口
は悪く、行儀も悪く、その上教養もない。行
儀見習いのため女房として出仕させるが、出
仕前に出した手紙は「青き色紙」に「撫子の
花」を添えたもの。色で程度の低さがわかっ
てしまう例。
王朝時代は手紙には折り枝と呼ばれる、紙
の色に見合った色の枝をつけるのが教養であ
り常識であったのだ。
また、この近江の君の残念さを、撫子の花
で表現したのが紫式部の意地悪なところだろ
う。撫子の花のピンクが似合うのは、近江の
君ではなく、やはり玉鬘。
玉鬘のテーマカラーである撫子の花を使っ
ても、近江の君は玉鬘のようにはなれない、

私達色の専門家は、自信をもって、
「シミュ ているのでは
レーション上、色をどちらかに変換させて見 ないかと、私
せているから、まったくこれと同様に見えて は思います。
いるわけではないですよ」という正しい理解 （田森恭子）
（昆野照美）
を少しでも伝えたいと考えました。

ということを暗に読者にわからせているよう
に思う。
色彩語を使わなくとも色彩を表現する手法
の素晴らしさには、ただただ尊敬するばかり。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
●コスメティクスと肌・顔研究会から
コスメティクスと肌・顔研究会の 2021 年
第 1 回学術講演会が、オンラインにて以下
の通り開催されます。
◆日時：2021 年 3 月 25 日（木）14 時〜 16
時 30 分
◆方法：オンライン（Zoom ミーティング）
◆参加費：無料
【招待講演１】 14:00 〜 15:00
『肌色の見えを思い通りに演出する−照明光
とポイントメーキャップの効果』
＜講師＞中島 由貴（女子美大・嘱託研究員）
【招待講演２】 15:10 〜 16:10
『計算美学的アプローチにもとづく色彩調和
研究：アゲハチョウ科の配色分析による事例』
＜講師＞梯 絵利奈（慶大・特任助教）
以下の Google フォームにメールアドレス、
氏名、所属などをご記載の上、24 日までに
参加登録をして下さい。ご登録頂いたメール
アドレスへ、講演会へ参加するための Zoom
ミーティングへのリンクを講演会当日までに

●日本の伝統色

No.227

薄青・千草色

古代においては寒色系の色を総括的に「あ
を」と呼び、緑の一般色名は青だった。その
名残は「青々」
「青田」
「青草」
「青葉」
「青菜」
「青紫蘇」「青梅」「青汁」「青木」「青桐」
「青
柳」
「青蛙」
「青信号」などに今も残っている。
伝統色では「黄みのうすい緑」を「薄青」
と書き「うすあお」と読む。深い緑を指す場
合は「そにどり（カワセミ）の青き衣」のよ
うな表現をした。そにどりがみどりに転訛し
たとも考えられている。
千草色（ちぐさいろ）は千種色とも書かれ
さまざまな草の葉の緑色を指すが、古代では
摺染に使った露草（月草・鴨跖草）の花色を
指しており、あざやかな青であった。
千草色は縹色より薄く浅葱よりも濃いとさ
れており、庶民の日常着に愛用されていた。
ちなみに現代の青の過去の一般名が縹色・
（長崎盛輝／永田泰弘）
花色であった。

お送りします。
https://forms.gle/bVtmLHwZSF1Mbd9e6
問合せ先：sigcsf-ml@aist.go.jp（研究会事務
局 坂本・若田）
（学会メールニュース No.186 から引用

永田泰弘）

2021.3.18

薄青

千草色

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

芥川龍之介の短編小説の色ー９
◆舞踏会（大正八年十二月）
明治 19 年の鹿鳴館の舞踏会が舞台。初の
舞踏会に臨んだ 17 歳の令嬢明子は、初々し
さと美貌で、参会者の男性達の目を惹く。
最初にフランスの海軍将校とワルツを踊
り、ポルカやマズルカを踊り、階下の食堂で
アイスクリームを共に食べ、一時間後には舞
踏室の外の露台で花火を見つつ語り合う。
大正 7 年、明子・今の H 老婦人は若い小
説家に舞踏会の追憶を語る。その結びに思い
がけない落ちがある。
鹿鳴館の舞踏会の絢爛とした華やかな色彩
は、菊の花の色、薔薇色の舞踏服、皇室の御
紋章を染め抜いた紫縮緬の幔幕、軽快な銀色、
陰鬱な金色、人工の葡萄蔓が青々とからみつ
いた金色の格子などから感じ取れる。
使われた色名を順に並べると舞踏服などの
女色は、薔薇色、水色、水色、薔薇色、水色、
青、薔薇色、水色、黒、赤。男色は白だけ。
肌の描写は白、白。花などの自然の色は、う
す紅、黄色、白、青、白、黄、うす紅、青、紫。
その他の色名は、紫、蒼、銀色、金色、金色、
紫、赤、青。
色名は 12 種類で、五色の他に金、銀、紫、
（永田泰弘）
うす紅。薔薇色、水色、蒼。

色彩教材研究会通信
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発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

新刊紹介「色のふしぎ」と不思議な社会

色点描 研究会活動雑感 その２

源氏物語の色 -25-「蛍」

著者：川端裕人（文筆家）
発行：筑摩書房・1,900 円 + 税 348 頁
” 2020 年代の「色覚」原論” という副題
が付いたノンフィクションである。著者は小
学校の学校検診で異常３色覚（当時の赤緑色
弱）と判定された色覚異常の当事者である。
「先天色覚異常ってなんだろう」が命題に
なり、精力的な取材結果がまとめられている。
石原忍が徴兵検査のために創った「石原式
色盲検査表」を用いて学校検診が戦前から戦
後にかけて、全国的に実施されていた。
検査結果は、校内での差別、進学と就職の
制限に繋がり、弊害になっていったために、
2003 年に学校検診の必須項目から削除され
た。しかし、2014 年に事実上の復活となった。
アメリカ空軍の CCT、イギリス民間航空局
の CAD など、新しい専門的な検査法が実用
化されている現在、色覚異常と言われて治療
法の無い現実に対して、これは色覚の多様性
と定義すべきでありとして、2020 年代の「色

コロナのために、2020 年はリモート講座
という貴重な体験を積むことができました。
コロナ終焉後も、リアルとリモートのハイブ
リッド型の講座が主流になると考えるべきで
す。遠隔地の会員も参加し易くなるからです。
色彩教材研究会の色彩教材作成活動に関し
てはテーマを募っての小グループ（サークル）
による共同制作を提案します。
昨年、「回転混色機を作る」という６名に
よる共同制作活動を行いました。
一度も集まることなく、メールのやりとり
だけで完成にたどり着きました。
作りたい教材のテーマは沢山あると思われ
ます。一人で作るよりも、良いものを早く作
ることが出来ると信じましょう。
作りたい・作らなければならない教材の
テーマを私宛に送ってください。
私から色彩教材研究会の幹事会に送り、色
彩教材研究会の活動として取り上げてもら
い、共同開発者を募ってグループを作り、制

源氏物語にはたくさんの名場面があるが、
夕闇の室内に光源氏がたくさんの蛍を放ち、
ぱっと光り明るくなる様子を書いたこの帖の
場面は名場面のひとつであろう。
現代では多くの光があるが、この蛍の光に
敵う演出はないのではないか。当時の雅な遊
びとして噂になっていたのかもしれない。
またこの帖には騎射の催しの場面での、見
物する玉鬘方と花散里方の童女の様子が華や
かに描かれている。
玉鬘方は「菖蒲襲の衵、二藍の羅の汗衫……
下仕えは楝の裾濃の裳、撫子の若葉の色した
る唐衣」であり、花散里方は「濃き単襲に、
撫子襲の汗衫」とある。女主人に仕える童女
たちは、みな紫系の衣裳なのである。五月の
節句を、自らも菖蒲の花となって演出してい
る気分だったであろう。
冒頭の光源氏の蛍を用いての演出といい、
童女たちの菖蒲の花の演出といい、王朝人た
ちは季節の演出を楽しみながら、本当に大切

作を進めるようにしたいと思います。
完成後、報告会を開催するといいでしょう。
完成した色彩教材はグループの共有にする
か、研究会全体の共有にするかも検討しても
（永田泰弘）
らいたいと思います。

にしていたのだと思う。
それはとても刹那的であるけれど、その季
節、時間、一瞬をいつくしみながら過ごして
いたのだろう。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

覚」に対処するいくつかの方法を、本書は示
してくれている。
色覚の進化の章で、魚類・両生類・爬虫類・
鳥類・哺乳類・霊長類の色覚型が紹介されて
（永田泰弘）
いるのも面白い。
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発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●学会への提案・CSA J 表色系の制作

色点描 研究会活動雑感 その１

●貴石の色・スギライト

日本色彩学会の歴史も長くなりました。日
本色彩学会が産み出した CSAJ 表色系があっ
てもいいと思います。
例えば、今後益々重要になる AI に対応し
た色名：色記号の表色系です。
長さ・重さ・高さ・速さ・強さ・濃さ・明
るさなどの物理量や物性と色彩の関係の整理
による表色系の設計も可能かもしれません。
テレビで日常的に目にするものに気象予報
の色による表示があります。気象用語に対応
したカラースケールの統合なども、諸外国の
事例を調査して提案してもいいかもしれませ
ん。気温と湿度の２属性による快適・不快の
カラーチャートの提案、雨量と風力による風
水害恐怖度のカラーチャートの提案など。
また、ユニバーサルカラーのように配色を
伴う表色系の研究なども必要でしょう。
「日本工業規格」
（JIS 規格）は 2019 年 7
月 1 日から「日本産業規格」
（JIS 規格）と名
称が変わりましが、日本産業規格の Z（その

色彩教材研究会とは何を目的とした研究会
なのでしょうか？
研究会の発足は 1997 年で、その運営コン
セプト は「色彩教材研究の深化と、依存か
ら自主・共助へ」となっています。
その具体的な活動内容は学会のホームペー
ジの色彩教材研究会を検索すると、活動年表
があり、「教材ひろば」No.1 として 2011 年
2 月に「手作り教材・匠の技」のタイトルで
北畠耀先生の「JIS 系統色パネル」が紹介さ
れており、「教材ひろば」は 2018 年 2 月の
No.28「色の話三題」で終わっています。
それに代わる情報として、この「色彩教材
研究会通信」が 2017 年 4 月から研究会活動
報告を伝えています。
運営コンセプトにあるように、色彩学会の
研究成果を色彩教材の形に整備して、色彩教
育を行なっている研究会員が使える教材に変
換して提供する活動こそ、この研究会のある
べき姿です。

宝石の色といっても、今回は半貴石のジャ
ンルで世界三大ヒーリングストーンのスギラ
イトの色についてお伝えします。
この石は 1944 年に愛媛県岩城島で杉健一
氏により第一発見され、マンガンを多く含ん
でおり、とても美しい紫の石として、欧米で
もスージーライトといい絶賛されました。
日本人名がつく唯一の天然石で、一つの石
なのに、色味が濃い紫から、淡い紫、そして、
桜色のピンク、更に、ブルーやブラックのス
ギライトもあります。
この石の特性として、朝見る色と夕方から
夜にかけて見る色味が違って見えるのも、光
源の違いで色味が違うのが特徴です。
私が興味をもったのは、石の色味によって
意味が違い、ダーク系はネガティブなイメー
ジをシャット
アウトする邪
気避けの意味
を持ち、明る

他）ではマンセル表色系が JIS 標準色票とし
て使われています。
日本色彩学会は、長きにわたり、JIS-Z の
色彩規格に貢献してきました。これらの伝統
を継承していきたいものです。 （永田泰弘）

初期のパネル型教材手作り時代から、初歩
のパワーポイント作成の指導を経て、現在の
電子データの作成に移行してきました。
動画を組み込んだこれからの教材作成につ
いて考えて行きたいと思います。 （永田泰弘）

いピンクにな
るに従って癒
しの効果に移
るところでし
た。（田森恭子）
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●教材研会員数確認の為のアンケート

●東海支部のイベントのご案内

源氏物語の色 -24-「胡蝶」

色彩教材研究会は、今年度三回のオンライ
ン講座を企画し、お陰様で多数のご参加を頂
きました。ここに、感謝申し上げます。
下欄のアンケートは、以前配信致しました
が、返信が極端に少ない為、正確に会員数が
把握できず、再度配信することとなりました。
会員数が減少しますと、日本色彩学会から
の予算が減少する事もあり得ますので、多く
の企画が成立たなくなる場合もございます。
お手数をおかけ致しますが、色彩教材研究会
会員の皆様のご協力をお願い致します。
なお、更なる新たな企画を模索中でござい
ますが、皆様のご希望の講座もお聞きしたく、
アンケートにその項目も追記致しました。
また、会員の皆様ご自身が主体的に行いた
い企画や研究発表等ございましたら、該当欄
にお書き頂きたく存じます。
この通信を受信した色彩教材研究会の会員
の皆様は、下記の URL を使用して回答を送
信して下さい。

2021 年 3 月 13 日（土）に東海支部主催
の以下の２イベントがセットとして、オンラ
イン・参加費無料で開催されます。
◆2020 年度講習会：13:00~14：30
講師：竹下 友美氏（DIC カラーデザイン）
内容は、DIC カラーガイドシリーズの制作
背景や歴史の紹介と、DIC デジタルカラーガ
イド（要事前ダウンロード：No.181 参照）
の機能を用い、参加者がストックされた色の
オリジナルカラーパレットの作成です。
◆東海ヤングセミナー：14:40~15：10
講師：深井 英和氏（岐阜大学工学部電気
電子情報工学科）
内容は、Moon & Spencer による色彩調和
論の着眼点および定式化の詳細について解説
されたのちに、web 上の大規模データの解
析による Moon & Spencer の色彩調和論に関
する妥当性の検証結果、「美度」計算の方程
式の修正案が紹介されます。
◆申込締切と方法：3 月 10 日（水）17：00

https://forms.gle/Lie9oVZ3uE91btuS7
締め切りは３月７日（日）までです。
新たに入会をお考えの方は、下記までご連絡
いただければ、入会申込書をお送り致します。
（shikizaiken@gmail.com 三本由美子）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScmsEaQ̲zWQOPw-0-DdKxvnotCM9LEUp
cHp8Uf3HimEY9RUew/viewform?vc=0&c=0
&w=1&ﬂr=0&gxids=7628

六条院の春の庭で船の宴が行われた。舞う
童子たちの衣裳がひときわ華やかなのは「春
秋あらそい」によるものだ。
前年の秋、秋好中宮から紫の上のもとに色
とりどりの紅葉が届けられた。
春を待っているくらいなら紅葉の美しさを
御覧なさいという挑戦を、紫の上は覚えてい
た。その挑戦を受け、紫の上は春の華やかさ
を中宮に届けた。届けたものは、花と童子八
人。桜を差した鳥の童子と山吹を差した蝶の
童子が「胡蝶」を舞う。秋好中宮はこれを見
て兜を脱ぐのだが、童子たちには舞を労って
禄を贈る。
桜の花と共に舞った鳥の童子には、表が白・
裏が赤のかさねとなっている桜色の装束を。
山吹の花と共に舞った蝶の童子には、表が薄
朽葉 ( 薄い黄 )・裏が黄色のかさねの山吹色
の装束を。つまり、童子たちが舞ったことへ
の賞賛も込めて、それぞれに合った色の衣裳
を与えているわけである。
桜でさえずる鳥のように、山吹に舞う蝶の
ように感じてもらえた。だからこの桜色であ
り、山吹色なんだと。その色を見て童子たち
は感動したに違いない。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

（学会メールニュース No.181 から引用

永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●全国大会発表申込

最後のお願い

日本色彩学会第 52 回全国大会を盛況にす
るために研究・作品発表の申込期限を 2 月
22 日（月）に延長いたします。
申込は下記の URL により行ってください。
https://www.color-science.jp/zenkoku2021/
全国大会は、６月 26 日（土）・27 日（日）
の２日間の開催で、Web 開催という形とな
ります。遠隔地の会員は自宅から発表できま
す。作品発表にもチャレンジしてください。
オンラインだからこそ気付くことができる
良さも模索していければと思います。
発表資格は登壇者・連名者のうち少なくと
も１名が本学会会員であることです。
発表形式は口頭発表の他に、新たな試みの
一つとして、Web 形式のポスター発表も企
画を致します。発表者は発表概要のショート
プレゼンテーションのあとにそれぞれのオン
ラインルームに移動して、対話形式で聴講者
と説明及び質疑応答を行っていただきます。
各研究会における研究発表会で発表された
内容なども、完成度を高めた正式な発表に仕
上げて発表を行なってください。最後のお願
いです。皆様の発表申込をお待ちします。
日本色彩学会第 52 回全国大会実行委員会
（学会メールニュースより引用）
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●色彩教材研究会第３回オンライン講座のご報告
1 月 30 日 ( 土 ) に第 3 回オンライン講座
を開催致しました。
参加者は 86 名と大盛況でした。國本学史
氏（慶応大学 / 埼玉大学非常勤講師他）に「色
彩文化を教材とすること」と題してご登壇頂
きました。
以下に参加者からメールで質問され先生が
ご回答されているものをご紹介いたします。
Q：平安時代の重ね（襲）の色目（2 色の配色）
を示す衣装資料等をご教示ください。
A：平安期のかさねが、現存した衣装資料と
しては残っていないと想います。復元物では、
かつての装束師や元華族の方々が複製的なも
のをおつくりになられており京都の「風俗博
物館」には、復元物が多く展示されています。
Q：鎌倉時代の匂い威 ( ニオイオドシ )、裾
濃 ( スソゴ )、村濃 ( ムラゴ ) を示す衣装資料）

上羽絵惣の
合成絵具

等をご教示ください。
A：現物は、あまり残っていませんが、
「春
日大社」に鎌倉時代のものがあるようです。
あとは、室町以降のものが多いかと思われま
す。再現物を含めて、甲冑の名品は、「東京
国立博物館」に良いものが多いと考えます。
因みに、「匂い威」とは、上方を濃く、下
方を次第に薄く威したもの。次の２つは染め
色の名です。「裾濃」は、裾にゆくに従って
濃く染めたもの。「村濃」は同じ色でところ
どころを濃淡にぼかして染め出したもの。
最後になりましたが、「懇話会」の後半に
ZOOM がダウンしてしまい、会員の皆様に
迅速に周知できなかった事、お詫び申し上げ
ます。今後もその対策を考えながら、進めて
いきたいと想います。次回も是非ご参加頂き
ますようお願い申し上げます。 ( 三本由美子 )

色彩教材研究会通信
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●全国大会発表申込期限延長の告知

●環境色彩研究会

日本色彩学会第 52 回全国大会を盛況にす
るために、研究・作品発表の申込期限を 2
月 22 日（月）に延長いたします。
申込は下記の URL により行ってください。
https://www.color-science.jp/zenkoku2021/
全国大会は、６月 26 日（土）・27 日（日）
の２日間の開催です。
昨年度に引き続き Web 開催という形とな
りますが、遠隔地の会員に平等で、オンライ
ンだからこそ気付くことができる色彩の良さ
も一緒に模索していければと思います。
発表資格は登壇者・連名者のうち少なくと
も１名が本学会会員であることです。
発表形式は口頭発表の他に、新たな試みの
一つとして、Web 形式のポスター発表も企
画を致します。発表者は発表概要のショート
プレゼンテーションのあとにそれぞれのオン
ラインルームに移動して、対話形式で聴講者
と説明及び質疑応答を行っていただきます。
各研究会における研究発表会で発表された
内容なども、完成度を高めた正式な発表に仕
上げて発表を行なってください。
皆様の発表申込をお待ちしております。
日本色彩学会第 52 回全国大会実行委員会

環境色彩研究会の第 20 回研究発表会。
◆開催概要：2021 年 2 月 27 日（土）(13:00
〜15:00) 。ZOOM 開催。参加費：無料。
◆聴講申込方法：2 月 20 日（土）までにメー
ル件名を「環境色彩研究発表会聴講」として
下記の事項を記し、環境色彩研究会 加藤宛
E-mail: pama112mi@yahoo.co.jp で申込。
1. 氏名、2. 所属、3. 会員種別（環境色彩研
究会会員・日本色彩学会会員・一般）
◆発表題名と発表者
1-1)「ヨーロッパの諸都市における環境色彩
に関する研究」加藤美紅、加藤美子
(1-2)「隅田川中流域復興五橋を中心とした
塗替え結果検証」杉山朗子
(1-3)「生活道路の色彩景観について」山路
永司
(2-1)「景観重点区域に着目した景観計画に
おける色彩基準に関する研究 -2012 年 4 月
以降に策定された景観計画を対象として -」
高瀬 咲、加藤美子
(2-2)「景観計画における色指定型景観誘導
に関する研究」大口梨子、加藤美子
(2-3)「メキシコの街路色彩に関する研究：
プエブロ・マヒコ・プログラムにおける
（永田泰弘）
色彩規定の調査」 東俊一郎

（学会メールニュースより引用）

研究発表会ご案内

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 嬉しい二つの贈り物
緊急事態宣言で、外出もままならず、半径
200m 以内の外出範囲と、通りがかりの挨拶
だけの無会話生活を強いられている独居老人
に、最近二つの贈り物が届き、しみじみと嬉
しさが込み上げてきた。
一つは鹿児島大学の牧野暁世さんから贈ら
れた鹿児島大学環境色彩学研究会の「かごん
まの色まっぽしトーン編第２版」の A5 版
16 頁の冊子である。まっぽしトーン 18 色の
鹿児島方言色名帖が主役で、かごんまの色の
ロゴマークと、これまでの応用展開例の簡潔
な構成になっている。協力者として名前を入
れていただいたことに恐縮。
もう一つの贈り物は、市川市街づくり部の
「市川市景観計画（別冊）中山参道景観重点
地区」という A4 版 16 頁の冊子である。
文応元年（1260) 開基の古刹法華経寺参道
周辺の新たに決めた景観形成基準を示す冊子
で、新しい色彩基準がメインになっている。
この色彩基準は私が景観アドバイザーとし
て、色彩調査から７色の推奨色の提案までを
行い、市川市が決定したものである。
この種の基準は、該当地区の建物が建て替
わる 2〜30 年後に結果が出るので、観るす
べもないが、嬉しい事ではある。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●インターナショナル・カラー・デイ
第３回インターナショナル・カラー・デ
イ (ICD)」をオンライン配信で開催します。
ICD とは AIC（国際色彩学会）が提唱する
国際色彩記念日で、日本色彩学会は「春分の
日」の開催としております。多くの方々のご
参加をお待ちしています。
◇日時：3 月 20 日（土・祝）13:00 〜 17:00
◇参加費：学会員非会員を問わず無料
◇申込先：日本色彩学会事務局：
oﬃce@color-science.jp
Google 受付フォーム※転送可
https://forms.gle/BmrVpoZBZvyA27zcA
◇申込期限：3 月 13 日（土）
●プログラム
◇開催挨拶・ICD の趣旨説明と各国の取組み
◇『Most Impressive Color2020』表彰式
◇第 3 回 ICD 特別企画：
『持続的発展と色彩』
・講演１『SDGs の国内外の最新動向と企
業の取り組みのありかた〜「SDGs 達成の
ための行動の 10 年」とコロナ禍を踏まえ
て〜』 講師：小野田真二氏（公益財団法人
地球環境戦略研究機関）
・講演２『色彩が SDGs に貢献できること』
講師：中川真章氏（DIC 株式会社）
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●提案 -20・イベントの形と集金制度

予想外だったコロナ感染症の影響で、学会
活動も学会財政もピンチに陥っています。
支部や研究会主催の講座や講演会のような
イベントは、会場費が少なくなった反面、参
加費の回収が面倒になり、参加費無料が主流
になり赤字運営になっています。
提案したいことは、無料のオンライン開催
が、従来より参加者が多くなっているので、
コロナ終焉後も、リアルとリモートのハイブ
リッドでイベントを開催することを原則にす
ることを学会の方針にしてください。
それには集金制度の確立が必要なので、オ
ンラインの参加費は学会本部宛て郵便振込に
一本化することです。
ゆうちょ銀行は全国 23,900 店、ATN が
31,200 台あるとのことで、全国に分布する
学会員にとって便利です。都市銀行は田舎に
はありません。手数料が発生する場合は個人
負担が適当と思います。
現在は予算の編成時期です。2021 年度か
ら全支部と全研究会に、イベントの開催と集
金方法のマニュアル配布と共に、予算の配分
をしてくださるように提案いたします。
ハイブリッド型イベントは、地方の入会者
（下川美知瑠） 掘り起しの良い手段になります。 （永田泰弘）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語の色 -23-「初音」
光源氏の栄華の始まりを予感させるこの帖
の色彩表現は、前帖「玉鬘」で光源氏が女性
たちに贈った衣裳の色についてである。元日
に光源氏が見た色を追ってみたい。
うららかな元日の朝、紫の上は光源氏に贈
られた葡萄染と今様色の衣裳であっただろ
う。庭では雪の間から色づき始めた草が萌え、
梅が咲きだしている。新年を寿ぐにはこれ以
上ないといった色合いである。
夕方になり、新年の挨拶に縹色を身に着け
た花散里の元へ行く。次の玉鬘は「山吹」を
着て「御容貌など、いとはなやかに」「きら
きら」していた。それから光源氏は明石の上
の元へ向かう。明石の君は、白い小袿を着て
現れ、この優美な姿に光源氏は心奪われる。
この日、光源氏は高貴の象徴である紫を見
た後、落ち着きの青と華やかな山吹を見る。
しかしそれらを凌駕するのは白。
紫式部はそう考えて最後に白を持ってきた
と思えてならない。
この先、光源氏はだんだんと色なきものに
導かれていく。
白が持つ意味を少しずつ考えておくほうが
良さそうな予感がする。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )
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●色覚研究会の研究発表会の告知

オンライン色彩検定講義を振返って

● 講師業・コンテンツ制作について

色覚研究会令和２年度研究発表会が、3 月
13 日（土）に、ZOOM によるオンライン方
式で開催されます。
若手招待講演として、オックスフォード大
学の森本 拓馬さんによる『複雑な環境照明
下における物体の表面色知覚』の講演が予定
されています。
研究発表会なので色覚に関係する発表を募
集中です。希望者は 2 月 12 日（金）までに、
発表題名、発表者氏名、所属、連絡先、発表
概要（A4 用紙 1 枚、図表込み）を添えて下
記の申込先まで申込むことになっています。
カメラレディ原稿提出締切は 2021 年 3 月
5 日（金）です。発表申込先は次行です。
sig-color-vision@ml.chiba-u.jp
本来は色覚研究会会員のみの聴講ですが、
オンラインのため一般の方も聴講できます。
聴講申込方法は２月下旬に学会ホームペー
ジに掲載、申込締切日は３月 10 日の予定。
予稿集は電子版（メール送付またはダウン
ロード形式）で発行される予定です。
色覚は色彩学や色彩教育にとって重要な分
野です。知見を広めるために色彩教材研究会
の皆様も積極的に聴講してください。

2020 年度は大学や専門学校において様々
な方法でオンライン授業が行われました。
PPT を作成し、リアルタイムで学生と繋い
で話す方法では、学生の顔出しを強要する事
ができないことと、積極的な意見や質問が出
なかったため、理解度が計れませんでした。
PPT の台本を考え、ナレーションを入れて、
学生が都合の良い時間に視聴する方法では、
試行錯誤を重ねて動画作成を行いました。
録音には雑音を入らなくするためにマイク
を付け、クリック音が入らないように、キー
ボードの矢印キーを使うなどの工夫をしまし
た。アンケートでは、「オンラインでの講義
は不安があったが、PC で見たほうがスライ
ドが見やすかったので結果的にはよかった」
という意見もありました。
eden LMS というクラウド型 e ラーニング
システムを使った課外講座では学生の動画視
聴等の進捗状況がわかり、学習が進んでいな
い学生に対して電話やメールで連絡を取るよ
うにしました。
検定の合格率は 8 割以上でしたが、動画を
最後まで視聴しなかった 6 分の 1 の学生は
不合格で、モチベーションをいかに上げるか
（橋本実千代）
が課題として残りました。

はじめまして、カラーオンの代表をしてお
ります、山口と申します。
弊社では一般の方に色彩の魅力を広めよう
と、昨年秋に独自のオンライン学習プラット
フォームを立ち上げました。順次、検定試験、
カラーデザイン、カラーコーディネート、色
彩文化、色彩心理といった分野で、一般の方
や色彩関連就職希望者向けのコンテンツ配信
を展開しようと考えております。
形式は、会員のみが利用可能な動画視聴、
問題集、資料閲覧などで、セミナー運営も考
えております。
私は前職の大手語学教育サービスのオンラ
イン部門にて、システム開発・マーケティン
グ・法人営業に従事しておりました。
色彩への造詣は浅いため、講師としてご活
躍の皆さま、色彩関連コンテンツの制作を行
われている皆さまのお力をお借りしつつ、ご
一緒して事業を展開できればと考えておりま
す。もしご興味がございましたら一度ご連絡
（山口充）
頂けますと幸いです。

（日本色彩学会メールニュース から引用

永田泰弘）

◆連絡先：044-712-3163
◆サイト：https://el.color-on.co.jp/
◆Twitter：https://twitter.com/Coloron3
◆Email：mitsuru.yamaguchi@color-on.co.jp

色彩教材研究会通信
●第 52 回全国大会 '21 の告知
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●第３回教材研オンライン講座募集

本日が色彩教材研究会第３回オンライン講
座の聴講参加申込の締切日です。
当日、時間が取れる方は、すぐ申し込んでく
ださい。國本学史先生との縁をつなぐ絶好の
機会です。
●表題：「ここが知りたい！色彩学の教授法」
―色彩検定公式テキスト改訂内容対応―
主題：「色彩文化を教材とすること」
●講師：國本学史（くにもとのりふみ）氏
慶應義塾大学文学部
●日時：2021 年 1 月 30 日（土）13:30 〜 15:30。
（講演１時間＋質疑応答＋自由参加の懇話会）
●申込締切：1 月 21 日（木）。
●受講料：無料。
●対応テキスト：「色彩検定・公式テキスト
１級編」の「色彩と文化」(p6 〜 p22) を参照。
●講座内容：①１級テキストに盛り込んだ西
洋と日本の色彩文化の難しさ。
②色彩文化を教材とする際に気になること。
③色彩の歴史・文化を学ぶ楽しさ。
●自由参加の懇話会：初の試みですが、参加
人数により無作為にグループに分かれての懇
話会です。約 20 〜 30 分位の予定です。
●申込方法：下記よりの登録お願い致します。
（学会のホームページより引用：永田泰弘） https://forms.gle/RUwypQzESTxCFt6i7

日本色彩学会第 52 回全国大会は、2021
年 6 月 26 日（土）
、27 日（日）の 2 日間、
オンラインで開催されます。
新型コロナウイルスが未だその勢いを緩め
ていないため、今回の全国大会はオンライン
で開催されることになりました。
研究発表およびカラーデザイン作品発表の
募集が、2021 年（令和 3 年）1 月 25 日（月）
より開始されます。
会員の皆様は、ぜひお申込みされますよう
お勧め致します。
大会の詳細については、今後、学会誌、学
会ホームページで告知されます。
■研究・作品発表のスケジュール：
・発表申込の期間：2021 年 1 月 25 日（月）
〜 2 月 8 日（月）
・発表形式の通知：2021 年 3 月上旬
・予稿原稿の締切：2021 年 4 月 5 日（月）
・発表日：6 月 26 日（土）, 27 日（日）
■発表形式：(1) 口頭 (2) ポスターの予定。
■発表資格：登壇者、連名者のうち少なくと
も１名が本学会会員であること。
■問合せ先：第 52 回全国大会発表申込受付
e-mail: zenkoku2021@color-science.jp

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語の色 -22-「玉鬘」
「玉鬘」での色彩表現は、何といってもこ
の帖の最後に出てくる有名な「衣配り」と呼
ばれる場面。
光源氏は年の瀬に新春用の晴れ着を女性た
ちに贈るのだが、その人の持つイメージで衣
裳の色が選ばれていくのである。
紫の上には葡萄染と今様色を選び、光源氏
が紫の上に一番華やかな印象のものを贈って
いることがわかる。
明石姫君は桜色、花散里は浅縹と掻練。
玉鬘には赤に山吹と、華やかでありながらも
紫の上のような上品さは感じられない配色。
末摘花は柳。
明石御方には白い袿に濃い紫と、気品あふれ
る凛とした佇まいが感じられ、紫の上は嫉妬
を覚えずにはいられない。
出家した空蝉には青鈍と梔子色だが、「口
無し色」を紫の上はどう感じたのか、当時の
読者はどうとらえたのか、想像すると面白い。
王朝時代、すでに色にはイメージがあると
いう共通概念があったことがうかがえる。
紫式部は、王朝時代のトップカラーリスト
だったようだ。
詳細は下記でお読みいただければ幸いです。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
●提案 -19・高演色性光源の推薦
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●第３回教材研オンライン講座募集
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●日本の伝統色

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

群青色・紺青色

一般に使用される照明光源が蛍光灯から
色彩教材研究会第３回オンライン講座に沢
群青色（ぐんじょういろ）は「青みのうす
LED 照明に代わり、蛍光灯の生産撤退が進ん 山のご参加を、再度、お願い申上げます。
い青紫」で、岩絵の具の色名である。藍銅
でいます。
●表題：「ここが知りたい！色彩学の教授法」 鉱を乳鉢で砕き、水簸によって粒子の細か
私は机の上に、標準の光 D65 と呼ばれる
―色彩検定公式テキスト改訂内容対応―
いものを白群青、中間の粒子径の部分を群
40W の N-EDL- 色評価用の演色 AAA 昼白色
主題：「色彩文化を教材とすること」
青、もっとも粗くて色が濃い部分を紺青（こ
高演色性蛍光灯を２本取り付けて、色を扱う ●講師：國本学史（くにもとのりふみ）氏
んじょう）と名付けて使われていた。こち
作業を若い時から続けています。
●日時：2021 年 1 月 30 日（土）13:30 〜 15:30。 らが日本伝統色の紺青色（こんじょういろ）
最近その内の一本が切れてしまい、数軒の （講演１時間＋質疑応答＋自由参加の懇話会） であり、色は「さえた青紫」である。
電気店をまわってもらいましたが無く、以前 ●申込締切：繰り下げて 1 月 21 日（木）。
江戸時代後期にヨーロッパからプルシャ
から買替えに行っていた外神田の店で探して ●受講料：無料。
ンブルー（ベルリンブルー）という群青と
もらったところ National 製の蛍光灯が二本
●対応テキスト：「色彩検定 公式テキスト
は異なる無機青色顔料が入って来て「べろ
だけ残っていたので、購入できました。
１級編」の「色彩と文化」(p6 〜 p22) を参照。 藍」と呼ばれ、葛飾北斎が富嶽三十六景に
その位入手が困難な年代に入っています。 ●講座内容：①１級テキストに盛り込んだ西
用いて人気を博した。
D50 蛍光灯を標準光源にしている印刷業
洋と日本の色彩文化の難しさ。
この顔料は後に工業化されて「紺青」と
界はどのように対処しているのでしょうか？ ②色彩文化を教材とする際に気になること。 呼ばれることとなった。
JIS による LED 照明による標準光源の制定
③色彩の歴史・文化を学ぶ楽しさ。
岩絵の具としての紺青と、塗料や印刷イ
は進んでいいるのでしょうか？
●自由参加の懇話会：初の試みですが、参加 ンキ用の工業製品としての紺青を区別して
（長崎盛輝／永田泰弘）
N-EDL- 色評価用の演色 AAA 昼白色蛍光灯
人数により無作為にグループに分かれての懇 認識してほしい。
の代替品を求めている人のために、JIS での
話会です。約 20 〜 30 分位の予定です。
制定の見通しが立たなければ、日本色彩学会 ●申込方法：下記よりご登録お願い致します。
推薦という形で現在の標準光源に近い、購入 https://forms.gle/RUwypQzESTxCFt6i7
しやすい LED 光源を指定できませんか？
申込締切日までにお申込ください。
（三本由美子）
色を観察する方法についても、積極的に情
報を発信する日本色彩学会であるべきではな ◆お詫び：前号の「かごんまの色をインテリアに」の
執筆者名の牧瀬を牧野と訂正いたします。
（永田泰弘）
いでしょうか？
群青色

紺青色

色彩教材研究会通信
●「かごんまの色 ®」をインテリアに
「かごんまの色 ®」は、鹿児島大学 環境色
彩学研究会の研究成果で、鹿児島大学の登録
商標です。
このほど、三井ホーム ( 株 )（東京都）の
グループ会社である三井ホーム鹿児島 ( 株 )
と共同研究開発した、鹿児島モデルハウス
「LANGLEY（ラングレー）
」が、グッド・ペ
インティング・カラー委員会（構成団体：日
塗工、日塗商、日塗装）主催の「第 23 回 グッ
ド・ペインティング・カラー」内装部門にお
いて最優秀賞を受賞しました。
本建物にはかごんまの色 ® を用いたインテ
リア壁が採用されています。県産木材や伝統
工芸品（大島紬・薩摩切子など）も採用し、
鹿児島県の独自色が強く打出されています。
鹿児島の伝統・文化から生まれたかごんま
の色 ® を現代の住まいに取り入れることで、
地方創生に寄与するとともに地域に根ざした
ユニークな取り組みであることが評価されま
した。当研究会では、地域の皆様に愛される
ように、かごんまの色 ® の一層の開発・改善
（牧野暁世）
に努めていきたいと考えています。
注）「かごんまの色」は牧野さんが中心になって開発
されたシステムで、開発から活用の経緯について、本
通信の 73、127、130、138、155、170 号でも紹介さ
れています。
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新刊紹介「ブルーに恋して・・・」
新刊紹介：講談社ムック「TRANSIT」50 号「ブ
ルーに恋して！美しき日本の青をめぐる旅」
発行：ユーフォリアファクトリー
発売：講談社・1,800 円＋税（192 ページ）
3 ケ月に 1 冊のペースで発行されているト
ラベルカルチャーマガジンです。
2000 年 12 月 17 日に発売された 50 号は、
日本にとっての「青」を考える旅をテーマに、
ケラマブルーとして名高い慶良間諸島や、藍
染で有名な徳島など、日本全国の青い空、紺
碧の海、蒼い木々などを美しい写真と共に紹
介しています。浮世絵とジャパン・ブルー、
東山魁夷と青の世界、青系の日本の伝統色を
56 色紹介したページの他、アオレンジャー
をはじめとした歴代青キャラクターの分析や
日本映画と青、ブルースと昭和歌謡などにつ
いても掘り下げています。
また「青色百景」と題して川や湖の多様な
青をチャートで見せたり、地域ごとの青い焼
き物や藍染、成巽閣などの青の建築意匠の紹
介、漢字のアオの意味など盛りだくさんの内
容になっています。「青のメカニズム」、
「世
界の青図鑑」、「信仰世界の青」を監修させて
いただきました。改めて身近な青を探してみ
（橋本実千代）
たくなる一冊です。

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語 の色 -21-「少女 」
源氏物語では色を効果的に使っているとこ
ろが非常に多い。
状況に応じて華やかな場面では華やかな色合
い、落ち着いた心理描写を表したいときには
無彩色など、色の「情緒的効果」を用いている。
しかし今回の「少女」に頻繁に出てくる「浅
葱」という色は、色の「機能的効果」の側面
が見られる。
光源氏は息子の夕霧を高い位にはつかせ
ず、大学に入学させ六位に留めさせた。
六位が身に着ける色は「浅葱」であり、決し
て身分の高くないことを表している。
「浅葱色」は最近では明るい水色と思われ
がちだが、葱の若芽を語源としていることか
ら、もともとは緑であったことがわかる。
千年前の源氏物語では「浅葱」は薄い緑の代
名詞でもあったようだ。
夕霧は「浅葱」を身に着けていることが嫌
でたまらない。
「くれないの涙に深き袖の色を あさみどり
とや言ひしをるべき」とも詠んでいる。
本当に「浅葱」が疎ましいと感じる様子が
よくわかる。色に意味があるからこそのス
トーリー展開である。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
新春のお慶びを
申し上げます
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●第３回教材研オンライン講座募集

新年あけましておめでとうございます
今年も魅力ある企画を幹事一同ご用意して
この一文を、私の年賀状として配信先の
おります。色彩教材研究会第３回オンライン
皆様にお届けいたします。
講座に沢山のご参加をお願い申上げます。
毎週木曜日に 300 人余の方々に送信して
●表題：「ここが知りたい！色彩学の教授法」
おります「色彩教材研究会通信」は 21 号か
―色彩検定公式テキスト改訂内容対応―
ら引継いで、第 216 号になりました。
主題：「色彩文化を教材とすること」
先ずは、コロナ蔓延の中、皆様とご家族
●講師：國本学史（くにもとのりふみ）氏
様のご健康とご活躍をお祈りいたします。
●日時：2021 年 1 月 30 日（土）13:30 〜 15:30。
旧年中は、この独居老人を何かとお助け
（講演１時間＋質疑応答＋自由参加の懇話会）
いただきましたことを感謝いたします。
●申込締切：1 月 20 日（水）。
春には八十五歳になります。足の麻痺で
●受講料：無料。
歩行に不自由をしております。時々社寺な
●対応テキスト：「色彩検定 公式テキスト
どの屋根の撮影に出かけていましたが自粛
１級編」の「色彩と文化」(p6 〜 p22) を参照。
して巣ごもりの状態で新年を迎えました。
●講座内容：①１級テキストに盛り込んだ西
市川市の景観審議会委員と景観アドバイ
洋と日本の色彩文化の難しさ。
ザーは引退を考えながら続けております。
②色彩文化を教材とする際に気になること。
「色彩教材研究会通信」の毎週木曜日の編
③色彩の歴史・文化を学ぶ楽しさ。
集配信は認知症への歯止めになっていると
●自由参加の懇話会：初の試みですが、参加
認識しています。多くの方々の自由なご投
人数により無作為にグループに分かれての懇
稿を乞い願っております。
話会です。約 20 〜 30 分位の予定です。
呉々もお身体を大切にお過ごしください。 ●申込方法：下記よりご登録お願い致します。
https://forms.gle/RUwypQzESTxCFt6i7
申込締切日までにお申込ください。
令和三年 新春
永田泰弘
（三本由美子）

発行人：永田泰弘
nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●東海支部 大住雅之氏の講演会
東海支部 2020 年度講演会が、日本色彩学
会測色研究会主査の大住雅之氏による、「質
感と構造色のよもやま話」というテーマでオ
ンライン（Cisco Webex 利用予定）を使って
開催されます。
◆日 時：2021 ( 令和 3) 年 1 月 9 日 ( 土 )
13 時 30 分 〜 15 時 00 分。
◆参 加 費：無料。
◆申込締切：１月 7 日（木）17：00。
◆概 要：工業デザインに於ける質感の重要
性が謳われて久しく、最近の工業製品や工芸
品は、特殊な光学特性を備えた材料や複雑な
表面加工・処理を施す事によって、多様な質
感を表現しています。本講演では、自然界
における構造色の紹介を初め、繊維やプラス
チックといった一般材料、特に自動車業界に
多くみられる光学異方性を備えたメタリッ
ク・パール色や、物体色全般にわたる対象を、
モノづくりの視点を含めて俯瞰し、質感や構
造色の面白さを深く考えていきます。（大住）
◆参加方法 : 下記の URL からお申込みの事。
https://forms.gle/gDqnramae53u43N68
◆問合わせ先：東海支部事務局 山縣亮介
( 名古屋学芸大学 )yamagata@nuas.ac.jp
（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
新刊紹介「色を使って街をとりもどす」

著者：柳田良造・森下滿
発行：学芸出版社・2020 年・3,200 円 + 税
明治初期に開港場となった函館西部地区の
下見板張り洋風建築物のペンキ塗装された壁
面を「こすり出し」
、「時層色環」と名付けた
ペンキの塗り重ねた状態を調べる色彩研究の
方法を案出して、街並みの塗装の歴史を調べ、
町並みの復元に寄与し、町並み色彩計画の新
たな可能性を提案している著書である。
このこすり出し手法を神戸の北野町異人館
群に応用調査を行い、さらに洋風建築のルー
ツのボストンでの調査も報告されている。
函館市では、これを契機に「公益信託函館
色彩まちづくり基金」が 1997 年に誕生して
おり、ペンキ塗りボランティアの活動も報告
されている。
さらに町並みの色彩運動として、サンフラ
ンシスコ、セントジョンズ、アイルランドの
キンセール、リオデジャネイロ、アルバニア
のティラナなどの例が紹介されている。
著者は最後に、町並み色彩計画の新たな方
法として、従来の自然環境色彩と近代科学色
彩に加え、「生活環境色彩」を加えて創造力
を発揮することを提唱している。 （永田泰弘）

●日本の伝統色
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深紫（濃色）・薄色

深紫（こきむらさき・ふかむらさき）は紫
根によって染めた濃い紫色である。
「衣服令」の定めによると深紫は一位の衣
の色で、臣下最高の色とされ、
「禁色」である。
平安時代には紫は色の中の色と別格視され
て、紫をつけずに「こき」或いは「こき色」
と呼ばれた。織色は経糸・緯糸共に濃い紫で
あり、重色は表・裏共に濃い紫である。
薄色（うすいろ）は淡い紫をさす。
「こき色」
と同様の理由で、浅紫は「薄色」と呼ばれた。
深紫は最高位の色のため禁色とされたが、
薄色は深紫とは別色とされ「聴色（ゆるしい
ろ）」となっている。
両者の中間の濃さより薄く、薄色より濃い
紫は半色（はした色）と呼ばれた。
他に深紅も「こき色」と呼ばれることがあ
（長崎盛輝／永田泰弘）
る。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語の色 -20-「朝顔」
「朝顔」の帖では服喪ということもあり、
具体的な色彩表現は「鈍色の御簾」「黒き御
几帳」を始めとする「青鈍」「鈍びたる」な
ど無彩色である。
前帖に続いての無彩色の美ではあるのだ
が、紫式部は無彩色に究極の美を求め始め
たのではないかと思える場面がある。
「人の心を移すめる花紅葉の盛りよりも、
冬の夜の澄める月に雪の光りあひたる空こ
そ、あやしう、色なきものの身にしみて……」
つまり色鮮やかで人の心が浮き立つような
花や紅葉よりも、月の光が照らす雪の白さ
が身にしみるというのである。月明かりに
しても雪明りにしても、陰と陽で考えれば
陰であろう。そこには自己を見つめる心が
生まれるようにも思う。
「色なきものの身にしみて」この言葉は重
い。源氏物語「宇治十帖」は無彩色の世界
なのだが、紫式部は源氏物語の中盤から無
彩色に美を見出すことの布石を打っていた
のかもしれない。色彩あふれる世界と、無

深紫（濃色）

薄色

彩色の世界。紫式部のこの対極の美という
視点からも今後考えていきたいと思う。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信

No.214

2020.12.17

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●第３回色彩教材研オンライン講座

●第２回オンライン講座感想

●表題：
「ここが知りたい！色彩学の教授法」

名取和幸＋竹澤智美 日本色彩研究所監修
2020 年 7 月 25 日発行
た皆さま、まことにありがとうございまし
ビー・エヌ・エヌ新社刊 2,000 円＋税
た。教材開発者のエクハルト・ベンディン
Design Rule Index と定義された 12.5cm
氏も、多数のご参加を大変喜ばれ、使用し
角の本のシリーズの一冊である。
たパワーポイントは独訳のち氏のホーム
合計 150 項目が見開きで完結する造りで、
ページ（https://www.bendin-color.de/）
「色の法則」が 75 項目、「形の法則」が 75
に掲示していただくことになりました。
項目で構成されている。各項目は箇条書き
皆さまから頂戴した課題――独自の色彩
に要約された説明と、図版や写真で構成さ
研究にもとづき制作する芸術家の例、ドイ
れており、教材として参考にできる点で、
ツの義務教育における色彩教育の実態――
素晴らしい書籍と言える。
には、近々取り組みます。貴重なヒントに
「色の法則」は、色とは何かから始まり、
感謝いたします。
見える仕組み、混色、色覚現象、錯視、色彩語、
回転盤の本格的な撮影や、教材の分析を
色彩感情、ユニバーサルデザイン、配色、
通じた研究の機会を与えてくださり、心よ
色の機能的効果などが取り上げられ、最後
りお礼申し上げます。 Vielen Dank!
は色のプロフィールで締めくくられている。
下の写真は６月に発足した回転混色機製
「形の法則」は錯視と視覚調整に多くの紙
（山根千明）
作チームの作品例です。
数が割かれ、ゲシュタルトの要因、奥行き感、
形の印象、最後に形の認識で結ばれている。
教材として、魅力的な内容が満載されて
いるが、著作権の点から、出版社と著者の
両者の承諾を得ないで無断で複写・複製を
することは禁じられていることに留意しな
（永田泰弘）
ければなりません。

―色彩検定

公式テキスト改訂内容対応―

主題：
「色彩文化を教材とすること」
●講師：國本学史（くにもとのりふみ）氏
●日時：2021 年１月 30 日（土）13:30 〜
15:30( 講演１時間＋自由参加での話し合い )
●受講料：無料
●講師紹介：１級編「色彩と文化」の著者。
慶応義塾大学文学部・埼玉大学教養学部非
常勤講師 / 黄岡師範学院美術学院特聘副教
授（中国。色彩文化史、美術における色彩
の歴史、色彩語彙の変遷、色彩論の日本で
の受容、色彩教育の形成等について研究。
日本色彩学会（学会誌編集委員）
、美術史学
会、美学会、中国史史料研究会等に所属。
『本講座では、
「１級テキストに盛り込ん
だ西洋と日本の色彩文化の難しさ」
「色彩文
化を教材とする際に気になること」
「色彩の
歴史・文化を学ぶ楽しさ」等についてお話
する予定です。( 國本学史 )』
●申込方法：後日この通信に掲載。（三本）

「現代ドイツの色彩教材」を聴講くださっ

新刊紹介「要点で学ぶ、色と形の法則 150」
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●アンケート結果からと新アンケート

色点描 緑青色の蔵

第１回色彩教材研究会オンライン講座「こ
こが知りたい！色彩学の教授法：メディアデ
ザインの色彩」を講演させて頂きました。
本来はデモンストレーションを行うのです
が、時間の関係上、基本事項の解説に留めま
した。
アンケートの結果から、実務上におけるメ
ディアデザインの色彩に関する問題抽出と共
有（例えば、PC モニターとプリンタの印刷
の色ズレ、プロジェクターの色表現など）
、
抽出された問題を解決する為の方法構築、構
築された方法の共有といった流れが大切であ
ると感じています。この流れを作るのが、カ
ラーデザイナーやコーディネーター、色を取
り扱う実務者で構成される当研究会の会員で
あると思います。
会員の主体的な取り組みにより、メディア
デザインにおける「使える色彩」を普及させ
( 吉澤陽介 )
ることを願っております。

この帖は別れのシーンが多い。一つの大き
20 代の頃の職場の友人６人との会合で、
埼玉県越谷の町を案内してもらったところ、 な別れが藤壺の宮の崩御であり、「なべてひ
古い瓦葺きの商店や蔵を見かけたので、翌々 とつ色に黒みわたりて」いる。皆が悲しみに
日、趣味で撮影している屋根の写真を撮りに 暮れ、黒一色となっているのである。しかし、
紫式部がこの場面に選んだ季節は桜の季節。
出掛けた。
越ヶ谷宿は、日光街道の江戸日本橋から三 桜が咲き誇る中、悲しみに暮れた人々の黒。
宿目の宿場町であり、その面影をわずかだが この対比が、余計に悲しみを増幅させている。
今年ばかりは桜も「墨染色」に咲いてくれ
点々と残している。旧日光街道に面して切妻
作り桟瓦葺き二階建ての店とその裏の細長い という心の叫びを光源氏は詠んでいる。また、
夕日に染まった山際にたなびく薄い雲の色は
敷地に、蔵が建つという作りである。
十棟あまり見かけた蔵の中で、木下半助商 「鈍色」( にびいろ ) とある。悲しみの淵にい
店の蔵は屋根が本瓦風の銅板葺きで壁面も銅 る私の袖の色に似せているのか、あるいは雲
板張りという、緑青色の蔵であった。白壁の も悲しんでいるのだろうかと光源氏は詠む。
光源氏にとって最愛の藤壺の宮の死の場面
土蔵や房州石の石蔵など変化に富んだ蔵の姿
に、桜を咲かせる紫式部。十二年前に行われ
を見ることが出来た楽しい 1 日で、早速パ
た桜の宴での二人のやり取りを読者は思い出
ワーポイントに仕立ててみた。 （永田泰弘）
すことにもなる。その桜色の輝きがあること
によって、悲しみに暮れる喪の色としての黒
や鈍色が、さらに深い色となる。
この場面設定の色の使い方の素晴らしさと
言ったらない。映像のなかった時代に、人々
の脳裏に映像を作り出す紫式部の頭の中を覗
いてみたい。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

●下欄のアンケートは、当研究会の会員の人
数把握とご希望の企画を調査するためです。
全員の返信をお願い致します。( 三本由美子 )
https://forms.gle/JwRSUFnyL64TS8TG6

源氏物語の色 -19-「薄雲」
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●第２回色彩教材研講座のご報告

●混色盤回転装置の製作について （株）カロワークス

11 月 14 日（土）に第２回オンライン講座
を開催致し、参加者は 64 名と大盛況でした。
山根千明氏（慶応大学非常勤講師）に「現
代ドイツの色彩教材」と題してご登壇頂きま
した。
初動で画面が見られなかったり、質問者に
気づかず、閉会の挨拶をしたりと、ハプニン
グの連続でした。ともあれ、数々の不手際を
お詫び申し上げます。
アンケート内容の一部は下記の通りです。
① 疑問だった回転混色について解消できた。
② 回転混色の原理を活用し、様々なことに
生かしていること。ビデオで回転している様
子を実際に見て、大きな学びとなった。
③ 準備に時間がかかっていて、一人では知
りえない内容と動きのある画面で面白かっ
た。等のご感想がありました。
「温かな励まし」
の言葉も頂きました。
アンケートは、私共の反省材料にもなりま
すが、次回の改良点を見付けたり、次の開催
の原動力にもなっております。
2021 年 1 月 30 日に第３回オンライン講
座を開催いたします。
ご参加をお待ちしております。 ( 三本由美子 )

モーターを使った混色盤回転装置の製作
工程をご紹介させて頂きます。
1. 駆動系の部品調達
小型の扇風機を分解して、モーター、スイッ
チ、電源コードなどを取り出します。
2. 本体ケース作成
次に部品を収納するため木製の立方体の
ケースを製作しました。モーターなどの部品
のサイズを計測し、それらが収まるように
ケースを設計します。板を切り出して、穴あ
け加工などを行うとともに、組み立てに必要
な金具やネジなども調達します。
写真は私の製作した混色盤回転装置で、箱
の側面と上面にスイッチやコード、モーター
軸用の穴をあ
けてから、ボ
ンドで接着し
フタ状に組み
立て、モータ
ーを取り付け
た底面にかぶ
せて木ネジで
固定していま
す。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

岸 剛史

3. 回転板の作成・取付
混色盤を回転させるための円板を作り、
モーターの軸に取り付けます。筆者は加工業
者に依頼してアクリル円板を作成しました
が、厚手のボール紙などでも代用可能です。
円板と軸の接続には「フランジ型カップリン
グ」という部品を使います。カップリングの
寸法に合わせて円板に穴をあけ、ビスで各部
を固定します。さらに、モーター回転時に混
色盤が外れないように、アクリルなどで厚み
のある円板を作り、回転板の中心に貼ります。
これで基本的な機構は完成です。
筆者は、これに加えて装置をタテ向きで使
用できるように、カメラ三脚用の取付アダプ
タや、混色盤の固定パーツなども組み込みま
した。
これらの部品やケースは、実験自体には無
関係な” 遊び” の部分ですが、教材として使
用される際に、親しみやすく、運搬や操作が
快適になるようにと工夫した部分でもありま
す。
http://www.calo-works.co.jp
（この装置を作りたい方は永田あてに「図面
付き製作の手引」を請求してください。）
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● 古い扇風機を回転混色機に改造

●2020 年の色〜12/15 募集〆切

戸棚の奥から使っていない台湾製の 18cm
の扇風機 YF-181D を 探し出して、前カゴと
羽根を外した。元に戻せば、扇風機として使
用できる。1999 年に色彩教材研究会で回転
混色機制作講座を開催した時に、秋葉原電気
街を探し回って調達した円盤を止める金具が
数個残っていたので、それらを利用した。
その前にオープンタイプの CD プレーヤー
の上にパソコンでデザインした CD と同じサ
イズの回転混色円盤を載せてテストしていた
ので、その便利さに気づいて、円盤の直径を
12cm に決め、円盤を取り付けるために CD
ケースを切り抜いて軸に取り付ける方法を採
用した。ちなみに前回は 20cm の円盤台紙を
外注して準備した。本当は大きい方が教室に
は適している。扇風機の欠点は、低速回転や
速度の選択ができ
ない点で、そのた
めにはスライダッ
クで電圧を調整し
て速度を落とす
という仕掛けが
欲しい。

光源氏が嵯峨野へ明石の君に会いに出か
けるというこの帖には、明確な色彩表現は出
てこない。
しかし、空の色の変化で色が浮かび上がっ
てくる。
明石の君が京に旅立つのは「暁 ( あかつき )」
だが、これは「明時 ( あかとき )」から変化
した言葉で、太陽が昇る前のほの暗い頃。
そして空の色がうっすらと明るくなってく
ると「東雲 ( しののめ )」となり、日の出前
の明るくなりかけた頃は「曙 ( あけぼの )」
と変化する。
「曙」は東の空が「ほのかに明け」
てくることからであろう。
「明ける」は「赤」につながり、暗い ( 黒 )
夜から明るい ( 赤 ) 朝へと視覚的変化に伴っ
て言葉が作られていった経緯が分かる。自然
（永田泰弘） の事象を視覚的にとらえ、色の名前にして
いったことが分かる。
●原稿募集●
また、光源氏は人目をはばかって「たそか
色彩教材研究会通信の原稿を、常時募集していま
す。特に色彩教育に関係した幅広い話題や、研究 れ時」に出かけるが、これは「誰そ彼」が変
じたもの。現代では「黄昏」と表記するが、
会活動に対するに提案、「源氏物語の色彩」のよ
いつからなぜ「黄」を用いるようになったの
うな連載物なども歓迎いたします。タイトルは
か。調べきれなかった。今後の課題。
15 字以内、文章のみの場合は 20 字 24 行、ある
いは写真 (JPG)１枚と文章 20 字 15 行程度です。 https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )）

（永田泰弘）

『MIC2020』〜2020 年を彩った色〜の募集
〆切が、12 月 15 日と間近です。
今回は第３回の募集になります。まだ、応
募していない学会員は 15 日に間に合うよう
に応募をお願いします。
選考は日本色彩学会『MIC 2020』選考委
員会が行い、決定色は 12 月末に日本色彩学
会のホームページ上に発表される予定です。
2021 年 3 月の International Color Day（国
際色彩デイ）に決定色応募者が表彰されます。
コロナ禍に大きく影響を受けた 2020 年の
1 年間を代表する色はどんな色でしょうか？
それを選んだ理由は何でしょうか？。
◆応募方法は学会のホームページを参照して
下記の https からお願いします。
◆https://forms.gle/LaiE1DrxetCSVQjq

源氏物語 の色 -18-「松風 」

色彩教材研究会通信
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● 手動扇風機から回転混色機を作る

●日本の伝統色

「見せるよりも作って遊ぶ」
。手品を見るよ
うな色彩や錯視の不思議を、身近な物を利用
した工作や遊びの中で体験できないかを考え
ている。今回は、回転混色円盤を回す回転混
色機を 100 均ストアで販売されている物を
利用して作ってみた。
◆材料：手動式ハンディ扇風機（ミッキー）
内税 220 円・使用済み CD ケース
◆用具：ラジオペンチ・目打ち．アクリル板
カッター・布ヤスリ・ドリル（キリ）
・彫刻刀。
◆制作手順：①ラジオペンチ・目打ちを使い
羽根を引き抜き芯棒を残す。 ②アクリル板
カッターで CD ケースから円盤を切り抜き、
周囲をヤスリで磨く。 ③羽根の替わりに
②の円盤を水平に留意して取り付ける。

青白橡（あおしろつるばみ）は麹黴（きく
じん）ともいう伝統色名であり、天皇の普段
着の袍の色とされて、禁色であったが勅許が
あれば着用が許されていた。麹黴はこうじか
びのことで、中国語の色名である。
青白橡は苅安と紫草で染められ、平安文学
には「青色」と書かれていた。また山鳩色と
も呼ばれていた黄みの明るい灰黄緑である。
赤白橡（あかしろつるばみ）は太政大臣（上
皇）など着用の袍の色で禁色であり、平安文
学には「赤色」と書かれていた。
赤白橡は櫨（はぜ）の黄の下染めに茜の赤
を上がけした、赤みの明るい灰黄赤である。
両方とも、つるばみとされながら、クヌギ
の実は使われていない。他に白橡と黄橡とい
う色はクヌギの実で染められ庶民が着用でき
る色であった。（長崎盛輝／永田泰弘）

（荻原由美子）

（手動扇風機の
軸につけた CD
ケースを切り抜
いた円盤の上に
混色円盤を載せ
て手動で回転し
ます。）

青白橡

青白橡・赤白橡

赤白橡

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 最後の晩餐 色の今昔
関東支部主催の「ダ・ヴィンチ没後 500
年記念「夢の実現」展（11 ／ 29 まで）の講
演会のあと、八王子の東京富士美術館で見た
レオナルド・ダ・ヴィンチ唯一の現存壁画で
ある「最後の晩餐」の映像は、顔料（絵具）
の変退色の程度が一目瞭然となる、象徴的な
色彩教材であった。撮影許可の掲示があった
ので、カメラに収めて帰り、下に示している。
「色は移ろうもの」という真理が実感でき
（永田泰弘）
る展示であった。

展覧会のために色を復元した「最後の晩餐」

20 世紀の修復後の「最後の晩餐」の色

色彩教材研究会通信
● 回転混色機を作って
夏に販売していた 100 円均一の手動扇風
機と子供用のオモチャ独楽を使いました。
手動扇風機の羽根をはずし、オモチャのプ
ラスティック独楽の中央に目打ちで穴を開け
扇風機の軸に差し込んでおきます。
ここに混色円盤を貼り付けます。円盤は永
田さんに送って頂いたデータを印刷して、プ
ラスチックシートに張り付け、裏に両面テー
プを付けておくと簡単に取り替えることが出
来ますので、色々見せることができます。
可愛い扇風機を選ぶことにより、
「これは
何でしょう〜」と見せたとたん学生は興味が
わくようで、女子の「かわいい〜」が始まり
ます。文章や写真の説明の何倍も印象深く残
り、混色って不思議で面白いと、思ったよう
（陣出久美子）
です。

●日本の伝統色

No.209

2020.11.12

韓紅花・猩猩緋

この通信 前号の No.208 の旧刊紹介で取り
上げた長崎盛輝著「日本の伝統色」から引用
して色が似た二色の違いを比較してみたい。
韓紅花（からくれない）は深紅（こきくれ
ない）とも呼び、「紫みのさえた赤」で , 紅
花の濃染による色で、韓は唐や朝鮮から渡来
したのではなく、からは赤（あから）の略と
「貞丈雑記」に記されている。
一方、猩猩緋（しょうじょうひ）は「黄み
のさえた赤」である。猩猩は猿に似た伝説上
の動物で、その血は最も赤いとされている。
中国では猩猩の血のような紅色を「猩紅」と
呼んでいるが、日本で紅が緋に変化したので
あろう。猩猩緋が文献に現れるのは江戸時代
で、南蛮船が来貢して鮮明な緋色の羅紗を献
上したことに始まる。ケルメスにより染めら
れた毛織物の色である。 （長崎盛輝／永田泰弘）

韓紅花

猩猩緋

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語 の色 -17-「絵合 」
この帖では、冷泉帝を前に左右に分かれ
て行う絵合わせでの色合いの描写が素晴らし
い。
「左は、紫檀の箱に蘇芳の花足、敷物には
紫地の唐の錦、打敷は葡萄染の唐の綺なり。
童六人、赤色に桜襲の汗衫、衵は紅に藤襲の
織物なり。……右は、沈の箱に浅香の下机、
打敷は青地の高麗の錦、あしゆひの組、花足
の心ばへなど、今めかし。童、青色に柳の汗
衫、山吹襲の衵着たり。」左方は赤系統でま
とめられ、童たちは赤、桜、紅、藤と春の花
の色の装いである。一方の右方は緑系統。童
の衣裳は青、柳、山吹と、こちらは同じ春で
も目に鮮やかな新緑の緑である。
左方が赤、右方が緑は現代の舞楽の衣裳に
も見られる。また「左近の桜に右近の橘」も、
左は赤系統で右は緑系統だ。平和な時代、競
争は天皇の前で赤と緑に左右に分かれて行っ
ていたようだ。現在の合戦は「紅白」と相場
が決まっているが、これは源平合戦で平家の
赤、源氏の白い旗から始まったという。もし
も戦争がなかったならば、日本は今でも赤と
緑で平和に競争をしていたのかもしれない。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
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●第２回色彩教材研オンライン講座

●回転混色試行錯誤

●旧刊紹介「新版 日本の伝統色」

ZOOM による第 2 回色彩教材研究会オン
ライン講座の最終告知です。
下記の https から明後日の 11 月 7 日（土）
までに登録されるようお願いします。
https://forms.gle/5RurLap3HjaExsLf9
●表題：現代ドイツの色彩教材
●講師：山根千明氏
●日時：11 月 14 日 ( 土曜日 ) 13:30〜15:00
( 講演時間 1 時間 + 若干の質疑応答 )
●受講料：無料
●講師と講座内容の紹介：
慶應義塾大学文学部非常勤講師
2018 年度ドイツ学術交流会 (DAAD) 研究
奨学生としてドレスデン工科大学に研究滞
在。
『本講座では、ドイツの色彩教材「基本セッ
ト『色彩の宇宙』―色彩論のための 50 の基
礎実験」（2003 年）の中心となる回転混色盤
を実演解説致します。製作者エクハルト・ベ
ンディン氏の意図とドレスデン工科大学の実
践から、ドイツの色彩教育の現状をご紹介致
します。幼児から専門家までに応用できる有
用な教材です。過去の通信を保存している方
は、No.183 と 184 を参照してみてください。
( 山根千明 )』
( 三本由美子）

円盤を回転させるのにレコードプレイヤー
長崎 盛輝（ナガサキ・セイキ）著
を使ってみたが、CD プレイヤーでないとで
ビジュアル文庫シリーズ 青幻舎発行
きないことがわかった。そこから何を使って 2006 年 6 月 20 日初版 1500 円＋税
高速回転させるか考えた。
長崎盛輝（1912~1995) 先生は、日本色彩
また、１．回転の様子を写真や動画にする 学会会員でもあった方で、京都市立絵画専門
２．混色円盤を早く沢山ためせることが必要 学校（現京都市立芸術大学）図案科を卒業。
と考え、パワーポイントスライドで高速回転 専攻は日本色彩芸術史で、他に「新版かさね
ができるといいと考えた。それならば、誰で の色目」、「かさねの色目 - 平安の配色美」他
もそのフォーマットが使えてプレゼンしやす 数冊の著書があります。関西の大学で教育に
いからと随分試したが完成させられず、また 当たられ京都市立芸術大学名誉教授として生
考えてしまった。
涯を閉じられました。
調べると回転コ
「新版 日本の伝統色 その色名と色調」は、
マとして遊び道具
225 色の日本の伝統色の歴史的な文献による
になっているらし
解説とともに、コート紙上に 35mm 角の色
く「ブンブンコマ」
票が印刷され、どのような色かを判断できる
にすることにした。
ように編集されており、さらに巻末に切取り
円盤は CD のよう
用色見本を付けるという親切さです。
に重みが必要で中
色毎の詳しい解説のあと、「伝統色記載の
心にボタンを貼り
文献年表」があり、それぞれの色名が何時の
紐を通し、円盤を
時代から使い始められた色名なのかが検証さ
貼るところは「は
れています。
がせるのり」で円
次いで、「和洋色名対照一覧表」として
盤の取替えを簡単
「JIS 一般色名」、
「該当の英名」、
「マンセル値」
（古郡）
にした。
まで示されている周到さです。 （永田泰弘）
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発行人：永田泰弘
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新刊紹介「色を使って街をとりもどす」

●提案 -18・学会員参加型の研究を

源氏物語の色 -16-「関屋」

著者：柳田良造・森下滿
発行：学芸出版社・2020 年・3,200 円 + 税
明治初期に開港場となった函館西部地区の
下見板張り洋風建築物のペンキ塗装された壁
面を「こすり出し」
、「時層色環」と名付けた
ペンキのの塗り重ねた状態を調べる色彩研究
の方法を案出して、街並みの塗装の歴史を調
べ、町並みの復元に寄与し、町並み色彩計画
の新たな可能性を提案している著書である。
このこすり出し手法を神戸の北野町異人館
群に応用調査を行い、さらに洋風建築のルー
ツのボストンでの調査も報告されている。
函館市では「これを契機に「公益信託函館
色彩まちづくり基金」が 1997 年に誕生して
おり、ペンキ塗りボランティアの活動も報告
されている。
さらに町並みの色彩運動として、サンフラ
ンシスコ、セントジョンズ、アイルランドの
キンセール、リオデジャネイロ、アルバニア
のティラナなどの例が紹介されている。
著者は最後に、町並み色彩計画の新たな方
法として、従来の自然環境色彩と近代科学色
彩に加え、「生活環境色彩」を加えて創造力
を発揮することを提唱している。 （永田泰弘）

コロナウイルス感染症のため、大学は閉鎖
され、授業はリモートの状況です。
大学での研究活動はどうなっているので
しょう。従来のように、研究室や教室に学生
達を集めて、実験に協力してもらうことは難
しくなっているでしょう。
色彩調査や色彩心理実験などを、既存や、
新たに編成した学会員のメールアドレスで、
メールのやり取りだけで行うことができる
と、学会に対する求心力を強める作用もあり、
それに参加する学会員も新鮮な体験ができて
楽しいのではないでしょうか？
卒業論文を手がける学生さんを対象に、学
会と大学の先生が仲介役になって進めてみて
はいかがでしょう。従来、学生が被験者にな
る研究が多かったという感じがしますが、色
彩に関心の深い学会員が被験者になる点にも
意義があると思います。
学会が一体となり、色彩研究を行う新しい
ビジネスモデルができるような気がします。
最初は実験的に簡単なアンケート調査から
入って結果を参加者にフィードバックするの
です。核になってくださる方はいらっしゃい
（永田泰弘）
ませんか。

「関屋」には、具体的な色名表現はないの
だが、晩秋の紅葉に加え、空蝉たちの衣裳の
様子、さらには光源氏一行の旅姿により、き
らめくような一瞬が切り取られている。
須磨から帰京した光源氏は、お礼参りとし
てあちこちの社寺へ詣でるのだが、その道中
の逢坂の関で、かつて恋した人妻である空蝉
の華やかな一行とすれ違う。
その場面で、車から垣間見える女性たちの衣
裳が印象的だ。明確な色の記述こそないもの
の、かさねの色合いの美しい衣装は、田舎く
さくなく趣味がいいとある。当時の女性たち
が、物見などの折に競って車から華麗な衣装
を見せびらかせていたのと同じような光景が
浮かんでくる。
光源氏の石山詣の一行の様子は「色々の襖
のつきづきしき縫物、括り染めのさまも……」
と、こちらも色とりどりである。内大臣であ
る光源氏が身に着けるのは、淡い紫。さらに、
位が下がるにつれ、緋 ( 紅 )、緑、縹 ( 藍 ) と
続く。
それぞれ濃淡の二色。さぞかし華やかな一
行であっただろう。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
●第２回色彩教材研オンライン講座
ZOOM による第 2 回色彩教材研究会オン
ライン講座を受講したい方は , 下記の https
から 11 月 7 日までに登録するようお願いし
ます。
https://forms.gle/5RurLap3HjaExsLf9
●表題：現代ドイツの色彩教材
●講師：山根千明氏
●日時：11 月 14 日 ( 土曜日 ) 13:30〜15:00
( 講演時間 1 時間 + 若干の質疑応答 )
●受講料：無料
●講師紹介：慶應義塾大学文学部非常勤講師。
2018 年度ドイツ学術交流会 (DAAD) 研究奨
学生としてドレスデン工科大学に研究滞在。
『本講座では、ドイツの色彩教材「基本セッ
ト『色彩の宇宙』―色彩論のための 50 の基
礎実験」（2003 年）の中心となる回転混色盤
を実演解説致します。製作者エクハルト・ベ
ンディン氏の意図とドレスデン工科大学の実
践から、ドイツの色彩教育の現状をご紹介致
します。幼児から専門家までに応用できる有
用な教材です。
過去の通信を保存している方は、No.183
と 184 を参照してみてください。( 山根千明 )』
( 三本由美子 )

No.206

2020.10.22

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●提案 -17・周年記念用の記録の保存

●芥川龍之介の短編小説の色ー８

日本色彩学会は 1948 年設立の「日本色彩
科学協会」を創立の起点と考えると、2023
年が 75 周年、2028 年が 80 周年、2048 年
が創立 100 周年に当たります。
長い歴史をもつ団体は、切りの良い周年を
団体の飛躍の年にし、記念事業をしたり、業
績を振り返ることにより、組織を活性化した
り、経済的な基盤を整えたり、団体のイメー
ジを革新したりするのが通例です。
ただ、周年が間近になって慌てるようでし
たら、いい結果を残すことは難しいでしょう。
そのための準備のスタートは、早いに越し
たことはありません。特に、周年にあたり公
表する学会の過去の業績の記録は、内容を明
確にして、余裕を持って収集しておく必要が
あります。
そのために、最初は少人数でも構いません
から組織と、記録の保存方法を決めて、これ
からできるデータ・ライブラリーに保存する
活動を開始してください。このような記録は
100 周年記念にも役立つでしょう。
記録を集める段階で、記念事業の内容や、
学会員募集のコンセプトなどが見えてくるこ
（永田泰弘）
とと思います。

◆枯野抄（大正七年九月）
前夜、「旅に病むで夢は枯野をかけめぐる」
と辞世の句を詠んだ芭蕉は、まさに息を引き
取らんとしている。
元禄七年十月、赤々と朝焼けた空の日の午
後、俳諧の大宗匠松尾芭蕉は静かに死の床に
ついていた。医者の木節、俳人の其角、去来、
丈草、乙州、惟然坊、正秀他の門人が座敷に
詰めている。
医者から末期の水の合図を受けた其角は羽
根楊枝の白い先を水に浸し、芭蕉の紫がかっ
たうすい唇に、一刷毛の水を塗るや、致死期
の師匠の不気味な姿に激しい嫌悪の情を起こ
す。次いで羽根楊枝を取り上げた去来は満足
と悔恨が不思議に錯雑した心持ちになる。
次々に弟子たちの心の動きが述べられて行
く。こうして松尾芭蕉は悲歎かぎりなき門弟
たちに囲まれて死出の旅路についた。
他にも色名を含む表現は、青い色が冷たく
ない、色の浅黒い、憲法小紋の肩をそば立て
て、浅黒い顔に、白眼で押し通そうとする、
墨染の衣を、銀のような白い髭という使い方
で登場する。[ 憲法色」などは小説でしか見
かけない色名になるであろう。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信

No.205

2020.10.15

●2020 年を彩った色〜募集案内

●続・探して「色彩教材研究会会報」

一般社団法人日本色彩学会は「色彩を広く
知ってもらう」ことを社会的使命の一つと考
えています。
その趣旨に基づき、一昨年、皆様から一年
を代表する『今年の色』を募り年末に決定色
を発表し、昨年 3 月の International Color
Day（インターナショナル・カラー・デイ；
国際色彩デイ）に決定色応募者の表彰をいた
しました。
昨年から名称を『MIC 2019』〜2019 年を
彩った色〜 と改め、第 3 回の 2020 年度も、
昨年同様、『MIC2020』〜2020 年を彩った色
〜として、一年を代表する色を募集します。
コロナ禍に大きく影響を受けた 2020 年の
1 年間を代表する色はどんな色でしょうか？
それを選んだ理由は何でしょうか？。
◆学会のホームページを参照してください。
応募は下記の https からお願いします。
◆https://forms.gle/LaiE1DrxetCSVQjq6
◆申込締切日：12 月 15 日（火）
選考は日本色彩学会『MIC 2020』選考委
員会が行い、決定色は 12 月末に本会ホーム
ページ上に発表される予定です。

この通信の No.194 で、色彩教材研究会が
発足した 1997 年頃から、研究会員あてに発
行し郵送していた「色彩教材研究会会報」を
当時の研究会の活動記録として、学会および
研究会で保存したく探していただきました。
有志のご協力で No.1~No.5 以外は集める
ことができましたことを報告し、お礼を申し
上げます。ただ、創刊の No.1 から No.5、が
まだ見つかっていません。
創刊時に編集幹事をしていただいた芳賀は
ま子さんは、既に故人となられ、この線から
探すことができません。古いことで申し訳あ
りませんが、心当たりのある方は古い記録を
お探しいただき、もし見付かりましたら、永
田宛にお知らせください。そして pdf、コ
ピー、現物のいずれかの形でご提供くださる
ようお願いいたします。
集め終わりました会報 51 号と号外は、永
田が pdf にして保存いたしました。
No.1~No.5 を加えた完全な形にして、学会
員が閲覧できるように学会で取り計らってい
ただき、原本は研究会主査の持ち回りで保存
してもらいたいと考えておりますので、ご協
力をよろしくお願いいたします。 （永田泰弘）

（メールニュースより引用・永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語 の色 -15-「 蓬生」
「蓬生」の帖には「赤き木の実」以外に色
彩に関する具体的表現はない。
しかしタイトルの「蓬」の緑こそがこの帖の
色であろう。
平安時代の終わりには「蓬」というかさね
の色目が出てくるが、紫式部の時代にはまだ
「蓬」が美しい服飾の色としての言葉ではな
い。荒れ果てた庭に生い茂る草が「蓬」であっ
たようである。
その「蓬」が効果的に使われている場面が、
光源氏が末摘花の邸を見つけるところであ
る。「蓬生」つまり雑草に覆われたさびれた
邸を見て、はたと末摘花のことを思い出すの
である。光源氏の目の前に広がる色は、露の
ついた草むらの緑であった。
ちなみに、光源氏が露を払いながら邸の中
へ入る様子は国宝「源氏物語絵巻」の「蓬生」
に描かれているが、これは現存する絵の 19
枚のうちの 1 枚という貴重なもの。
国宝は色あせてしまい、どのような蓬生であ
るのかわからないが、残された顔料などから
復元された模写には、光源氏が見たであろう
緑色がよみがえっている。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●第２回色彩教材研オンライン講座

●提案 -16・CMYK とマンセルの互換性

色と絵本

ZOOM による第 2 回色彩教材研究会オン
ライン講座を受講したい方は , 下記の https
から 11 月 7 日（土）までにご登録いただく
ようお願いします。
https://forms.gle/5RurLap3HjaExsLf9
●表題：「現代ドイツの色彩教材」
●講師：山根千明氏
●日時：11 月 14 日 ( 土曜日 ) 13:30〜15:00
( 講演時間 1 時間 + 若干の質疑応答 )
●受講料：無料
●講師紹介：慶應義塾大学文学部非常勤講師。
2018 年度ドイツ学術交流会 (DAAD) 研究奨
学生としてドレスデン工科大学に研究滞在。
『本講座では、ドイツの色彩教材「基本セッ
ト『色彩の宇宙』―色彩論のための 50 の基
礎実験」（2003 年）の中心となる回転混色盤
を実演解説致します。
製作者エクハルト・ベンディン氏の意図と
ドレスデン工科大学の実践から、ドイツの色
彩教育の現状をご紹介致します。幼児から専
門家までに応用できる有用な教材です。
過去の通信を保存している方は、No.183
と 184 を参照してみてください。( 山根千明 )』

工業的に生産される製品・商品や、日常的
に発信される情報、例えば出版物や放送番組
や映画などの映像は、全て色彩を伴っていま
す。染料で染められる布地は衣料品やインテ
リア素材に、顔料を色材とする塗装製品やプ
ラスチック製品は、生活空間の中に満ち溢れ
ています。
それらの色彩は、いくつかの表色系によっ
て色を定義することができます。
日本では、JIS でマンセル値が標準値とし
て位置付けられており、世界的な表色系であ
る
表色系と互換性が成立しています。
一方、印刷物の色は CMYK で、映像の色
は RGB により表示され、CMYK と RGB の間
にはパソコン上で互換性があります。
CMYK は雑誌広告の色の共通化のためジャ
パンカラーとして業界で統一されています。
CMYK とマンセル値の互換性を成立させる
アルゴリズム（計算手順）を持つことができ
れば、AI 社会の中での色彩の活躍分野が広
がるのではないかと考えます。愚者の妄想で
しょうか？
学会員の中で、研究テーマとして考えてく
（永田泰弘）
ださる方はありませんか？

●「タンザニアのティンガティンガ・アート」
ティンガティンガ・アートは、Edward
Saidi Tingatinga が 1960 年代後半に生み出
したスタイル。
建築現場の資材にエナメルペンキを用いて
描いたのが始まりです。絵画を通じてタンザ
ニアのことを広めたいという思いが込められ
タンザニアの豊かな自然、動物、人々の暮ら
し等が描かれています。
用いられるのは黒、白、赤、青、黄、緑の
6 色のペンキ。色鮮やかな中に黒い山や木、
黒い動物を描くなど、黒を効果的に用いる絵
が多くみられます。
アフリカは口頭伝承による民話が豊富です
が、生活の変化等により、語りの文化が廃れ
てきています。民話を本として残すために、
ティンガティンガ・アートを用いた本が作ら
れるようになりました。
右の画像は『しんぞ
うとひげ』しまおかゆ

( 三本由美子 )

絵本で世界旅行

みこ採話、モハメッド
・チャリンダ絵・
ポプラ社 2015 年。
（いかわさちこ）

色彩教材研究会通信
●関東支部・展覧会講演会のご案内
◆イベント名：ダ・ヴィンチ没後 500 年記念
「夢の実現」展 講演会（学会 Home P. 参照）
◆日時：2020 年 10 月 18 日（日）13 時 30
分 ~14 時 30 分（終了後同展鑑賞が可能）
◆講師：池上英洋（東京造形大学教授）
◆演題：
「レオナルド作品の帰属判定とヴァー
チャル復元」
◆会場：八王子学園都市センター 12Ｆ イベ
ントホール（JR 八王子駅北口５分）
◆定員：28 名（完全予約制，先着順）
◆講演会参加費：学会員は無料・招待券を学
会員にのみ配布
◆学会員の参加方法：下記 https: から申込
https://forms.gle/2chb6sjmqqsDhuGw7
◆申込期限 :10 月 16 日 ( 金 )
主催：一般社団法人日本色彩学会関東支部
共催：日本色彩学会画像色彩研究会
問合せ先：関東支部事務局
e-mail：kanto@color-science.jp
◆ダ・ヴィンチ没後 500 年「夢の実現」展は
東京富士美術館（谷野町 492 ー 1) にて 11
月 29 日まで開催中です。通常料金 1,300 円。
受付終了：16:30、閉館 17:00。
（メールニュースより引用・永田泰弘）
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●第１回色彩教材研講座のご報告

源氏物語 の色 -14-「 澪標」

９月 26 日 ( 土 ) に第１回オンライン講座
を開催致しました。参加者は 39 名と大盛況
でした。当研究会の幹事の吉澤陽介氏 ( 木更
津工業高校専門学校准教授 ) に「メディアデ
ザインの色彩」と題してご登壇頂きました。
初めてのオンライン講座でしたが、吉澤氏
の難解な個所での解りやすい解説と聴講の皆
さまのご協力のもと、進行もスムーズに行き、
予定通りの時間に無事終了致しました。和や
かな、良い雰囲気の講座だったというお褒め
の言葉も頂き、幹事一同安堵致しております。
当日撮りました写真を掲載致しました。
顔出し OK でも一部の方が映像の枠に入らな
かった事をお詫び申し上げます。また、画像
が鮮明度もご了承をお願い致します。次回で
のご参加もお待ちしております。( 三本由美子 )

帰京の宣旨が下った光源氏は都に戻り内大
臣となり、政権の座を固めていく。
ここへ来てまた光源氏のきらびやかな栄華の
時代が幕を開けるというあらすじだ。
しかし今回は「空色の紙の、くもらはしきに
書いたまへり」という色彩表現に注目したい。
色名研究で著名な福田邦夫氏の著書「日本
の伝統色」にも「空色」の説明としてこの場
面が取り上げられ「空色は世界共通の明るい
青をいう」とある。
しかし「澪標」においてこの表現が出てく
るのは、光源氏の弔問の場面だ。
しかも「雪、霙かき乱れ荒るる日」である。
悲しみにくれているような今の空をあなたは
どのようにご覧になりますか、と問いかけて
渡した和歌がくすんだ空色の紙に書かれてい
たのである。
このような場面で「明るい青」を想像させ
るために「空色」を使ったとは思えない。
今から千年前にはまだ「空色」という色名は
定着しておらず、あくまで今の空の色という
ことだろう。
思い込みは危険である。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )
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nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●第２回色彩教材研オンライン講座

●提案 -15・新形式の色彩教材の模索

色と絵本

ZOOM による第 2 回色彩教材研究会オン
ライン講座を下記のように開催致します。
●表題：現代ドイツの色彩教材
●講師：山根千明氏
●日時：11 月 14 日 ( 土曜日 ) 13:30〜15:00
( 講演時間 1 時間 + 若干の質疑応答 )
●受講料：無料
●講師紹介：慶應義塾大学文学部非常勤講師。
2018 年度ドイツ学術交流会 (DAAD) 研究奨
学生としてドレスデン工科大学に研究滞在。
研究テーマは、バウハウスにおける色彩研究
および同校で活動した芸術家ルートヴィヒ・
ヒルシュフェルト = マックの色彩をモティー
フとした作品。美学会、美術史学会、形の文
化会などに所属。
『本講座では、ドイツの色
彩教材「基本セット『色彩の宇宙』―色彩論
のための 50 の基礎実験」
（2003 年、通信
No.183&184 参照）の中心となる回転混色盤
を実演解説致します。製作者エクハルト・ベ
ンディン氏の意図とドレスデン工科大学の実
践から、ドイツの色彩教育の現状をご紹介致
します。( 山根千明 )』
●申込方法は、後日通信にてお伝え致します。

書籍や教科書以外の色彩教育のための教材
の形式は、変化をしてきました。黒板を使う
授業には掛図の登場があります。掛図化され
ていないもののパネル作りが流行りました。
カラースライドが多用された時代を経験し
ています。やがて、パワーポイントが登場し
ます。色彩教材研究会では大学のパソコン教
室で入門講座を行い、同じ講座を４回繰り返
して多くの参加者に伝えたのは 2003 年から
2004 年にかけてでした。パワーポイントは
現在も主流ですが、一方的で、受講者の手元
に記録が残りにくい欠点を持っています。
受講者がスマホ、タブレット、パソコンな
どを持ち込み、リモートの授業でも学べる形
式の色彩教育のあり方の理想形を追求する必
要がありそうです。
IT に強い若手の先生方に考えていただき
たいと思います。最近のコロナによるリモー
トの授業が参考になるでしょう。
学会員を対象にした今後の色彩教育は対面
とリモートを併用する形になると仮定して、
配布資料も念頭に入れた方式が望まれます。
学会主催の講座により、学会入会者を増や
（永田泰弘）
したいものです。

●『いろいろいろのほん』
エルヴェ・テュレ作 谷川俊太郎訳
ポプラ社 2014 年（原書 2014 年）
タッチして遊べる絵本アプリ等の電子絵本
が増える中、フランスの絵本作家エルヴェ・
テュレは、電子絵本をヒントにしたような紙
媒体のインタラクティブ絵本（読者がアク
ションを起こすことで話が成り立つ絵本）を
生み出しました。本書はその 2 作目。
「このほんをゆさゆさゆすってごらん」左
に黄、右に青の絵の具で塗られているページ
を揺すってから、次ページを見ると、絵の具
が混ざり合う様子が描かれています。他にも
言葉に導かれながら、本を傾けてページをめ
くると、絵の具が流れていたり、絵の具をつ
まんで隣の絵の具に塗ってからページをめく
ると、色が変化したりしています。絵の具を
使った色遊びがそのまま絵本となり、手を動
かすことと、紙媒体だか
らこそ発揮される想像力

( 三本由美子 )

インタラクティブ絵本

を働かせることで、色と
色の出会いの面白さにあ
らためて気づくことがで
きます。 （いかわさちこ）
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●教材研の講座に至急申込を！

●回転混色機の反応は凄いです

●表題：「ここが知りたい！色彩学の教授法」
―色彩検定 公式テキスト改定内容対応―
主題：「メディアデザインの色彩」
●講師：吉澤陽介氏 ( 木更津工業高専準教授 )
●日時：9 月 26 日 ( 土曜日 ) 13:30 〜 15:00
( 講演時間 1 時間 + 若干の質疑応答 )
●受講料：無料
●対応テキスト：「色彩検定 公式テキスト
2 級編」の「メディアデザインの色彩」
(p82~p88) をご参照ください。
●Zoom について：PC またはタブレットで
の受講を推奨しております。講座 5 日前まで
にお送りするリンクのクリック、または ID
とパスワードの入力によって簡単に参加する
事が出来ます。内容は No.194 を参照。
●申込方法：下記よりご登録お願い致します。
https://forms.gle/wnuc41Kz5c1ogyKu8
問合先：(shikizaiken@gmail.com）三本由美子
右の QR コードからも
申込みができます。
お急ぎください。
●申込期限：
9 月 19 日 ( 土 )

須磨に隠退していた光源氏が明石へと赴
専門学校生のテキストにある 「中間混色
き、明石の入道の娘と結ばれるというあらす
の中の継時加法混色」の所はいつも、「画像
やテキスト説明で独楽が回ったところを想像 じのこの帖では、手紙の色に注目したい。
娘の存在を知った光源氏が送った文の紙は
してみてください。」と説明するだけだった
のですが、今回は手動扇風機を使い、円盤は 「高麗の胡桃色の紙」であった。「胡桃色」と
プリントアウトしてファイルに貼り丸く切り は胡桃の樹皮や果皮で染めた色のことで、薄
抜き、オモチャのコマに両面テープで貼った い褐色。
り、はがしたり、何度も混色円盤を入れ替え 平安時代には紙の色として親しみのある色で
あり、枕草子や蜻蛉日記にも登場する。親し
たりして実演して見せました。
回して見せたところ、女子は混色機がピン みのある色でありながら、その紙は当時とし
ては高級な舶来品である。
クなので、可愛い〜〜〜 回ってる〜〜〜
色としては普通の色を選びながらも、手にし
色がホントに変わるーーーの反応。
た瞬間に高級品であることがわかるものを選
男子は、すんげーーー！ なんでこうなる
の？ もっと回したいから貸して！！と自分 んだのだろう。
光源氏から文をもらった娘は気後れし、な
で回し始め・・・などなど、今日のクラスだ
かなか返事を出せずにいるが、周りにせきた
けでもびっくりです。
まだ他のクラスの授業は続きますが、多く てられ、しっかりと香を焚きしめた「紫」の
の時間をとれず、検定後のワークでまたやっ 紙に返事を書く。
身分の違いが十分に分かっていて、それで
てみたいと思いました。
教材研究会に入れたおかげで、回転混色機 も何とか返事をしなくてはならないという精
を作り、授業で見せることができました。あ 一杯の娘の心情が、当時一番フォーマルで格
調高い「紫」を選ばせたと思うと、いじらし
りがとうございました。
先ず今日の授業の反応を皆様に報告いたし く、かわいそうにさえ感じてしまう。
（陣出久美子）
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )
ます。

( 三本由美子 )

源氏物語 の色 -14-「 明石 」

色彩教材研究会通信

No.200

2020.9.10

●回転混色機の作り方

● 提案 -14

Instagram から発信を

5 月 28 日の通信 No.185 で「回転円盤と
混色機を一緒に手作りしてみませんか」と呼
びかけて、６人のチームができました。
各自が制作した回転混色機を紹介します。
◇古郡さんはブンブン独楽を作りました。タ
コ糸と、重さを出すための不用の CD ディス
クなどが材料。作り方はユーチューブやウイ
キペディアを検索してください。
。
◇陣出さんはセリアで買った 100 円の猫型
手動式扇風機の羽根を外し改造されました。
◇荻原さんはダイソーの 200 円の MICKEY
MOUSE Disney 手動式扇風機を同様に改造。
◇山根さんはダイソーで購入した 300 円の
電動式 No.8 USB 扇風機を改造されました。
◇永田は古びた台湾 C.I.C. 製 18cm ミニ卓上
扇 YF-181D の前カゴと羽根を外して、CD
ケースの片側に孔を開け 5mm の丸棒連結金
具と蝶ネジで回転軸に円盤を固定することに
しました。各自が工夫されたのが、この固定
方法です。皆さんも考えてみてください。
円盤は直径 12cm にしました。CD ケース
が円盤のホルダーとして便利だからです。
混色円盤は各自が作り、データやアイデア
は交換しています。質問は私に！（永田泰弘）

色彩学会はスペシャリストと専門家だけで
成立っていて紹介がないと入れないので、狭
き分野と理解している人が多いと思います。
一方、一般の人でも、色彩学という学問に
興味を持っている人はたくさんいると思いま
す。生涯学習としての色彩学の分野を確立し
ていけば、色彩学会が入口となり、日本でも
色彩の勉強をしたい人が増えると思います。
私は大学院の時に配色調和論を北畠先生の
元で研究し、自動配色理論を学びました。そ
れによって、色彩体系や基礎を企業向けに教
える方向性ができました。中国の芸術大学で
も 2 年前から色の基礎を教え始めています
が、何事もきっかけが大切だと思います。
専門分野の難しい内容だけではなくて、小
学生でもわかる色彩啓発の色々なテーマをわ
かりやすく、興味を持ってもらう導入部分を
Instagram から発信していけたらとよいと考
えます。個人の考えだけですと、偏りが出て
くるので、日本色彩学会として Instagram
を立上げ、投稿回数や投稿内容も示唆して、
色彩科学、色彩の歴史、色彩体系、色彩心理、
etc、それぞれの分野毎のアプローチをして
（田森恭子）
みたらどうかと思います。

色と絵本

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

補色残像を楽しむ絵本

●『こんにちは あかぎつね！』
エリック・カール作 さのようこ訳
偕成社 1999 年（原書 1998 年）
パーティーに『あかぎつね』を招待しまし
たが、やってきたのは緑のきつね。右の白い
ページの中央にある点を見ると「赤」のきつ
ねが残像として浮かび上がります。その後も
次々に黄の蝶、青い猫、紫の鳥がやってきま
す。お話しの中で「もっとよく見て」と促さ
れながら、残像の中に紫の蝶、橙の猫、黄の
鳥を見つけます。
楽しい物語の中で、残像という人間の知覚
の不思議を体感することができる、独創的な
絵本です。本のサイズは 27 ㎝ ×27 ㎝の大
型本。十数名の集まりの場でも残像を楽しむ
ことができます。
また、物語以外にも、ゲーテの著書『色彩
論』に触れながら、色の知覚について子ども
向けに説明されています。
作者は『はらぺこあおむし』で有名なエリッ
ク・カール。アクリル絵の具等で自ら彩色し
た薄紙を用いた、コラージュ技法で描かれて
いるのが、カールの作品の特徴です。
（いかわさちこ）

色彩教材研究会通信
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 前号の「提案 -13」を読んで

●教材研オンライン講座の申込方法

源氏物語 の色 -12-「 須磨」

色彩学会の会員を増やす入会キャンペーン
のために、私のできる事は何か？と考えた末
に、一般の人が色彩に興味を持ってもらう
ツールとして、時間はかかると思いますが現
代の若年層に向けては、SNS の発信が手段的
に一番よろしいかと思います。
色彩学会としての、Instagram を立ち上げ、
学会での活動を画像を通して一般の人に見て
もらう。そして、Instagram の 1 番の強みは
ハッシュタグ検索です。ハッシュタグ検索は、
言葉からの検索ワードとして、効果的だと思
います。色彩の情報を知らない人に、知って
る人が発信するという簡単な事を繰り返すだ
けでも、塵も積もれば山となり、一つの実績
になり、色彩学会の宣伝手段になります。
Instagram のハッシュタグ検索で色彩学会
を検索すると個人的にセミナーをされている
方のページのみの発信にとどまっています。
そこで、
「オフィシャルサイト日本色彩学
会 2020」を立ち上げて、外部に向けて色彩
科学と色彩文化の研究チームとしての発信な
どを画像でアピールしていければ、学会入会
のアピールに繋がるのではないかと考えま
（田森恭子）
す。検討をお願いします。

●表題：「ここが知りたい！色彩学の教授法」
―色彩検定 公式テキスト改定内容対応―
主題：「メディアデザインの色彩」
●講師：吉澤陽介氏 ( 木更津工業高専準教授 )
●日時：9 月 26 日 ( 土曜日 ) 13:30 〜 15:00
( 講演時間 1 時間 + 若干の質疑応答 )
●受講料：無料
●対応テキスト：「色彩検定 公式テキスト
2 級編」の「メディアデザインの色彩」
(p82~p88) をご参照ください。
●Zoom について：PC またはタブレットで
の受講を推奨しております。講座 5 日前まで
にお送りするリンクのクリック、または ID
とパスワードの入力によって簡単に参加する
事が出来ます。内容は No.194 を参照。
●申込方法：下記よりご登録お願い致します。
https://forms.gle/wnuc41Kz5c1ogyKu8
問合先：(shikizaiken@gmail.com）三本由美子
●Zoom の使い方に関する簡単な解説ビデオ
は、下記のリンクよりご確認頂けます。
https://www.youtube.com/embed/p2x9hh8
Vo2k?rel=0&autoplay=1&cc̲load̲policy=1
&cc̲lang̲pref=ja

光源氏は窮地に追いやられ京を去るが、紫
の上をはじめ藤壺や朧月夜、花散里は悲嘆す
る。この帖では手紙や歌だけでなく月が演出
効果を最大限に引き出している。
光源氏が須磨に赴く頃の月は有明の月や入
りかたの月だが、これは二十日以降の欠けて
いく月のことを指す。今まで光として輝いて
いた光源氏のこれからを、月によって暗示し
ているようだ。また、山に入ってしまう月を
光源氏と重ねる描写や、月が雲に隠れる様子
に光源氏が悲しむ場面などがある。
これまでの光源氏は本当に光り輝いてい
た。光源氏が須磨へ隠遁すると、太陽の光の
ように輝いていた世界から一転して月の光の
世界へ。それは、鮮やかな色彩の世界から、
ほの暗く淡い色彩の世界へと変化していくよ
うだ。
この帖には紫苑色、ゆるし色、青鈍などの
色彩表現が出てくるが、根底に流れる色彩の
トーンが変化したように感じる。
それは光源氏の立場を太陽から月へと変え
たからであろう。色を映し出す光の量が変
わったのだ。
( 渋谷典子 )
https://note.com/genjicolor

●申込期限：9 月 19 日 ( 土 )

( 三本由美子 )
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●提案 -13・学会入会キャンペーンを

■旧刊紹介「建築の色彩設計」

●芥川龍之介の短編小説の色ー７

公式には伝わってきませんが、学会員数が
減少しているようです。来春には、コロナに
よる影響も加わるでしょう。退会者には必然
的な理由があり、それが学会側に責任がある
場合は、改善が必要ですが、原因の調査はさ
れているのでしょうか？今は入会者を増やす
具体的な方策が大切です。
入会を誘うためのツールが整っているとは
思えません。ツールとしては印刷によるパン
フレット形式と電子媒体があります。電子媒
体はホームページ上に、学生向けと一般人向
けの魅力的なキャンペーンツールが、簡単な
操作でダウンロードできる情報が必要です。
現在のホームページには、２頁の「入会案
内」がありますが、入会希望者の個々のニー
ズに訴えかける深さに乏しい感じがします。
コロナの時期にツールの企画と制作を進め
ましょう。学生を入会させるのは大学の先生
であり、一般の入会者を誘うのは先輩の学会
員と考えられますが、このような方々が使え
る魅力あるツールを充実して、キャンペーン
を行い、地道に新入会員を増やして行くしか
方法はありません。学会の主たる収入源は年
（永田泰弘）
会費によるわけですから。

乾 正雄 著「建築の色彩設計」
1976 年 鹿島出版会発行
日本人によって書かれた建築色彩の本が全
く無かったころに出版された本である。
東商の「１級カラーコーディネーター検定
試験」は 1997 年の秋に第１回が始まり、私
が受験した時は公式のテキストがまだ無く、
２冊の単行本がテキストとして指定され、そ
の一冊に選ばれたのがこの本であった。
「色彩の体系」から始まり、数量化の必要性、
CIE 表色系、マンセル表色系、オストワルト
表色系、色彩の比較方法が解説され、「色彩
の効果」では、色順応、色対比、誘目性、色
彩の感情効果など。「光源の色と演色性」に
加え、アメリカから入ってきた「色彩調節」
と色彩学の分野の解説がなされている。
その後に「建築の色彩」と題して、建築色
彩の拘束性、建築の法則、部位の形と明暗、
材料の使い方、塗り分けの技法、変色とよご
れ、室内によく使われる色彩、内装材の色彩、
外部色彩の考え方が述べられ、最後にブリ
ティッシュ・スタンダードの標準色、色彩設
計の手順、色彩設計図書など、現在に通用す
る基本的な解説に満ちている。 （永田泰弘）

御釈迦様が極楽の蓮の池から、下の地獄を
ご覧になると、カンダタという大泥棒が血の
池の中で苦しんでいるのが見えます。生前、
彼が小さな蜘蛛を助けたことを思い出され、
地獄から救いだしてやろうと蜘蛛の糸を垂ら
してやりました。
カンダタは糸にとりつき上へ上へと極楽を
めざして登ります。ふと下を見ると無数の罪
人が糸を登ってくるのに気付き、「この蜘蛛
の糸は俺のもの。下りろ下りろ。」と喚いた
途端、糸が切れて闇の底に真っ逆さまに落ち
ていきました。
この童話には深い寓意が感じられます。
使われている色名は、白玉と翡翠と金銀に
白蓮の極楽の風景を描写した美しい色だけで
すが、反面、地獄の針の山や血の池地獄の暗
黒の色が想像出来ます。
色名を含む表現は、玉のやうにまっ白、金
色の蕊から、翡翠のやうな色をした蓮の葉、
美しい銀色の糸、玉のような白蓮、銀色の蜘
蛛の糸、玉のやうな白い花。
白玉、金、銀、翡翠、白蓮と極楽らしい豪
華で清浄な色が地獄の暗黒を背景に輝いてい
（永田泰弘）
ます。
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●教材研オンライン講座の申込方法

●提案 -12・ユーチューバーの育成を

源氏物語 の色 -11-「 花散里」

●表題：「ここが知りたい！色彩学の教授法」
―色彩検定 公式テキスト改定内容対応―
主題：「メディアデザインの色彩」
●講師：吉澤陽介氏 ( 木更津工業高専準教授 )
●日時：9 月 26 日 ( 土曜日 ) 13:30 〜 15:00
( 講演時間 1 時間 + 若干の質疑応答 )
●受講料：無料
●対応テキスト：「色彩検定 公式テキスト
2 級編」の「メディアデザインの色彩」
(p82~p88) をご参照ください。
●Zoom について：PC またはタブレットで
の受講を推奨しております。講座 5 日前まで
にお送りするリンクのクリック、または ID
とパスワードの入力によって簡単に参加する
事が出来ます。
●申込方法：下記よりご登録お願い致します。
https://forms.gle/wnuc41Kz5c1ogyKu8
問合先：(shikizaiken@gmail.com）三本由美子
●Zoom の使い方に関する簡単な解説ビデオ
は、下記のリンクよりご確認頂けます。
https://www.youtube.com/embed/p2x9hh8
Vo2k?rel=0&autoplay=1&cc̲load̲policy=1
&cc̲lang̲pref=ja

出版メディア、テレビメディアに続いて、
ユーチューブが若者を中心に、ブームとなっ
ているらしく、ユーチューバーが人気職業の
上位になるなど、おじいさん世代は呆気に捉
えられていますが、ユーチューブ CM とも言
われて新しい宣伝媒体となっています。
広告予算の無い日本色彩学会として、色彩
系ユーチューバーを育成して、学会員増加を
ねらえないでしょうか？
小・中学生、高校生のお子様をお持ちの学
会員の方は、色彩に関する豊かな経験や知識
を注入して、色彩は人生を楽しくする要素で
あることを彼らに表現してもらうのです。
定年でリタイアされた方も適任です。学会
の中にユーチューブ研究会を発足させるのも
いいかもしれません。募集してみては！。
SNS を、無視できない PR 手段と考え、学
会活動に結びつける発想をお持ちの方はい
らっしゃいませんか？
コロナウイルスのためにリモートの会合に
関わったり、テレビのリモート放送を見なが
ら、ユーチューブメディアを考えての妄想か
もしれませんが、真剣に考えてくださる方は
（永田泰弘）
いらっしゃいませんか？

この帖は源氏物語五十四帖の中で最も短
い。短いゆえか、色彩に関する記述がない。
色を連想させるのは、橘の花くらいであろう
か。
光源氏は「橘の香をなつかしみほととぎす
花散里をたづねてぞとふ」と詠みながら花散
里のもとへ向かう。「橘の花の香に誘われて
……」というフレーズは万葉集や古今和歌集
にもあり、光源氏の歌はそれを踏まえてのも
の。橘の花の香がふっと漂ってきて、昔の彼
女の袖の香がよみがえってきた、というのは
この時代の歌の教養であり共通認識。その歌
を踏まえて、光源氏は、控えめでおとなしく
穏やかに光源氏を待つ花散里に逢いに行くわ
けである。光源氏を取り巻く環境が劣勢にな
る中、橘の花の香で思い出し、やすらぎを求
めていく先は花散里しかいなかった。
色彩表現はないけれど、浮かんでくる色は
橘の花の白。この白という色が、花散里の無
欲で慎ましやかな性格をも表現しているのか
もしれない。光源氏はこの後、須磨へ流され
ることになるのだが、ひととき花散里とやす
らぎの時間を過ごしたことが伝わってくる。
( 渋谷典子 )
https://note.com/genjicolor

●申込期限：9 月 19 日 ( 土 )

( 三本由美子 )
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色彩スライド集」

●東海支部・第 2 回オンライン研究会

●提案 -11・色をテーマの町づくりに

●教材紹介「新版

◆テーマ：「景観まちづくりと色彩」

地方にお住いの方にお尋ねします。
近くに「色をテーマにした町づくり」をす
る可能性があると感じられる所はありません
か？。地元自治体との連携が必要ですが、多
くの自治体が美しい町づくりの方法を模索し
ていると思います。
学会員が個人的に関わることも大切です
が、学会には景観色彩に関する研究会もあり
ます。望ましいのは日本色彩学会が公式に
バックアップするまちづくりの道です。
鹿児島では「かごんまの色」というテーマ
で進んでいるという事例もあります。
色は応用の範囲が広く、住民にも親しみ易
いテーマです。一人の学会員が核になり、地
方自治体や大学や企業とのコラボレーション
を図りながら展開します。
そのような町には、シンボルとして色彩図
書館を開設してもらいます。住民の啓発とと
もに、行き場を失った色彩関連図書の散逸を
防ぐ手段として利用します。
多くの自治体は、町並景観の色彩基準を
持っていますが、基準通りに適用されていな
いのが実情です。お住いの地域の自治体とコ
（永田泰弘）
ンタクトを試みてください。

一般財団法人日本色彩研究所「第 1 巻
色彩基礎理論」「第３巻 色の視覚効果と心
理効果」（CD-ROM 版）定価 20,000 円＋税
遠隔授業を行う講師にとって、活用できる
パワーポイントのスライド集です。
今年 4 月 20 日に先に第３巻が発売され、
7 月 15 日に第 1 巻が販売開始となりました。
第 1 巻は暮らしの中の色、色とは？、光
とは？、対象物の光学特性、色の種類（見え
る迄の経路と見え方）、色覚メカニズム、色
覚理論、視覚の特性など、74 スライドで構
成されていて、視覚系の経路など、自分には
作成困難な図があり、解説も充実しています。
第 3 巻は色のはたらき、色の見え方（視
覚効果）、色のとらえ方（認知）、色の心理効
果（色の感じ方）の 124 スライドが収録さ
れていて、補色残像や対比、嗜好色の調査の
結果など、見て楽しめる、錯視も含めた図版
やデータなどが満載されています。
早速、介護福祉士を目指す学生に、色の見

成熟社会を迎えた日本では、歴史や文化を
大事にし、住む人が誇りをもてるまちづくり
が志向されるように変わってきています。
そこで今回の講演では、日本における景観
まちづくりの歴史、景観法をはじめとした現
行制度による景観コントロールの仕組み、都
市デザインにおける都市景観の創出の取り組
みなどについて、具体的な事例に触れながら
伝えていくとともに、景観まちづくりにおけ
る色彩の扱いについて考えていきます。

◆日 時：2020 年 9 月 5 日 ( 土 ) 13 時 30
分 〜 15 時 00 分（質疑応答も含む）

◆演 者：今村洋一氏（椙山女学園大学 文化
情報学部 文化情報学科）

◆場 所：オンライン開催（Cisco Webex）
◆参 加 費：無料
◆申込締切：8 月 30 日（日）
◆参加方法：下記 URL から申込み。
https://forms.gle/yxNNPHeHi8kTp4CJ7

◆問合せ先：山縣亮介 ( 名古屋学芸大学 )
HYPERLINK "mailto:yamagata@nuas.ac.jp"
（メールニュースより引用・永田泰弘）

え方についての話で、誘目性や視認性のスラ
イドを使用したところ、理解が深まったよう
でした。第 1 巻は 9 月末日まで 2,000 円割
（橋本実千代）
引で購入できます。

色彩教材研究会通信
●関東支部 2020 年度講演会参加募集
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●提案 -10・データライブラリー創設

学会員にとってより魅力ある学会に変える
【日 時】 2020 年 8 月 29 日 ( 土 )
ために、学会員だけが利用できるデータ・ラ
13 時 30 分 〜 15 時：オンライン開催
イブラリーを創設することを提案します。
【演 者】 矢口博久千葉大学名誉教授
日本色彩学会誌の引用はネットを用いて可
【演 題】「一人ひとりの表色システム」
能ですが、それ以外の色彩啓発・色彩教育な
【概 要】 広く使われる CIE 表色系は「標準
どに学会員に限定して利用できる電子データ
観察者」という単一の色覚特性に基づいてい があれば、入会勧誘や退会防止の役に立つの
るが、実際のところ、我々の等色関数は一人 ではないでしょうか？
ひとり異なっている。
日本色彩学会データ・ライブラリー創設を
新たに開発した個人対応の色の見えモデルを 目指して、最初に行うことは、電子データの
用い、この観察者条件等色の問題を分析した。 収集です。これは学会員にお願いして寄贈し
この研究を発展させ、将来的には一人ひとり ていただくのです。
の表色システムの開発が望まれる。
研究論文の素データ、講演・講座・授業に
【場 所】 オンライン開催（Cisco Webex）
使ったパワーポイント、特定テーマで集めた
【参加費】 無料（学会員以外の方も可）
写真、研究会で作った教材、調査結果のデー
【参加方法】次のフォームからの申込みをお
タなど、死蔵されているデータを集めること
願いします。
から始め、集まったデータはポータブルタイ
https://forms.gle/Kn7KUhy4NveXM6p29
プの HDD( ハードディスクドライブ）に保存
【申込期限】8 月 24 日（月）
します。HDD は３千円台からあります。利
※ 申込まれた方には後日、Webex への招待
用システムはゆっくり考えてください。
状がメールで届きます。
まず私のような学会活動を終えようとして
【問合せ先】 関東支部事務局
いる個人に声を掛けてデータを集め、色彩に
e-mail：kanto@color-science.jp
興味を持つ人が学会に入りたくなるようなラ
（メールニュースより引用・永田泰弘） イブラリーを創ってください。
（永田泰弘）

◆矢口博久先生 Judd 賞受賞記念講演

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語 の色 -10-「 賢木」
この帖では色が重要な意味を持っていたこ
とがわかる場面がある。光源氏と朧月夜との
密会の夜、急に雷鳴とどろき周囲が騒ぎ始め
たために光源氏は帰りそびれる。雷雨を心配
した朧月夜の父右大臣は娘の部屋に来る。
朧月夜は驚いたでしょうね。父親が来たこ
とが分かり、困りながら顔を赤らめそっとに
じり出てくると「薄二藍なる帯の、御衣にま
つはれて引き出でたるを……」。つまり、薄
い二藍色の帯が、朧月夜の御衣にまとわりつ
いていた。この時代、色で持ち主がわかる。
二藍色の帯の持ち主と言えばあの若者しかい
ないと悟った右大臣が中をのぞくと、臆面も
なく横たわっている光源氏がいた。
これがもとで、光源氏は須磨へ追いやられ
ることになるのだが、二藍色の帯が重要な役
割を果たしているこの場面、色彩に携わって
いるものとしては名場面の一つにしたい。
ちなみに「二藍」とは、「二種類の藍」か
らきている。「藍」と「紅＝くれのあい ( 呉
の藍 )」の「藍」
。藍と紅を掛け合わせて染
めた色という意味。この時代、特有の色名の
ようです。
( 渋谷典子 )
https://note.com/genjicolor

色彩教材研究会通信
●色彩教材研究会

オンライン講座

第 1 回色彩教材研究会オンライン講座を
ZOOM を用い開催致します。
●表題：「ここが知りたい！色彩学の教授法」
―色彩検定 公式テキスト改定内容対応―
主題：「メディアデザインの色彩」
●講師：吉澤陽介氏
●日時：9 月 26 日 ( 土曜日 ) 13:30 〜 15:00
( 講演時間 1 時間 + 若干の質疑応答 )
●受講料：研究会員、学会員共無料
●講師紹介：吉澤陽介氏は色彩検定テキスト
２級編「メディアデザインと色彩」の著者。
木更津工業高等専門学校准教授：情報工学科
に所属し、メディアデザインに係る教育研究
に従事。主なテーマは、JIS 慣用色名認識の
定量化、視覚伝達デザイン制作と評価。
日本色彩学会（学会誌編集委員，色彩教材研
究会幹事）、日本デザイン学会、長野県デザ
イン振興協会などに所属。
『本講座では、「メディアデザインとは？」
「テキスト執筆にまつわるエピソード」
「執筆
内容のコンセプト」
「効果的な教え方」の側
面からのお話を予定しています。( 吉澤陽介 )』
●申込方法は、後日この通信に掲載してお伝
え致します。

( 三本由美子 )

No.194

2020.7.30

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●探して！「色彩教材研究会会報」

●芥川龍之介の短編小説の色ー６

色彩教材研究会から、1997 年頃より 2013
年頃まで、研究会員あてに表記の会報を発行
し郵送していました。
当時の研究会の活動記録として、学会およ
び研究会で保存したく探していました。
有志のご協力で大部分を集めることができ
ましたが、下記の数号が見つかりません。
探している号：No.1~No.5、No.26、
No.57 以降の号。（最終号数不明）
保存されている方は、永田宛にお知らせく
ださい。そして pdf、コピー、現物のいずれ
かの形でご提供ください。
内容は、頻繁に開催していた、色彩教材制
作講座や、講演のお知らせと、その結果の報
告などが中心です。平均 A4 の２頁構成です
が、長い物や号外などもあり、見直すと訃報
なども掲載されています。
集め終わりましたら、永田が pdf にして、
何らかの方法で、学会員が閲覧できるように
学会で取り計らっていただき、原本は主査の
持ち回りで保存してもらい、今後の活動の参
考にしていただきます。
古いものですが、一度、お探しいただけれ
（永田泰弘）
ば幸いです。

◆或る日の大石内蔵之助（大正六年八月）
仇討ちの本懐を遂げた大石内蔵助が細川家
にお預かり中の或日、浅野家の家臣達の話に
より、安らかな満足から心境が変化していく
様子を描いた一遍である。
江戸市中に仇討ちが流行る話、同盟を脱し
た上席の話、高田群兵衛の話、内蔵助が乱行
を装って吉良方をあざむいた話などである。
内蔵助にとって放埒の全てが忠義を尽す手
段として激賞されることは不快であり、うし
ろめたいと考え、寂しさが心の底にしみ通っ
てくるのであった。
内蔵助は、青空に象嵌をしたやうな堅く冷
たい花を仰ぎながら何時までもぢっとたたず
んでいた。
色名を含む表現は、墨の匂い、うつくしい
赤いもの（炭火）、うす青く消えてしまう（煙
草の煙）、紺屋の職人、白髪頭をうなづかせて、
愛宕の紅葉狩、墨染めの法衣姿で、早くも黄
昏が、青空に象嵌をしたような堅く冷たい花。
白、墨、赤、紅、黄、うす青、青、紺の八
種類の中に陰陽五行説の五色が含まれている
ことは、色名における江戸文化の継承であろ
（永田泰弘）
う。
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●色彩は人間的な生活の不可欠要素

源氏物語の色 -9-「葵」

色と絵本

日本色彩学会会長に就任した篠田博之と申
します。日頃より積極的な研究会活動を通し
て色彩学会発展に寄与されておられます色彩
教材研究会の皆様には、あらためてお礼申し
上げます。さて、
新型コロナウィルス禍でウェ
ブ開催となった第 51 回全国大会 [ 京都 ]ʼ 20
ですが、どのような感想を持たれたでしょう
か。オンライン交流会
「新型コロナパンデミッ
クから見える新たな色彩と教育の地平」では、
一度に 11 研究会から話をお聞きし「研究交
流のアイディアを得た」
、「学会の底力を感じ
た」などの反響もありました。この間、教育
現場では待ったなし変革が進行中です。色彩
教育においてその影響は大きく、リモート環
境の教育や実習、実験方法などの新たな課題
と、それに対する様々な解決策が求められて
います。そして多くの活動が制限される中、
生命維持には不可欠ではないが、文化芸術は
人間を人間たらしめるエッセンシャル・エレ
メンツ（不可欠要素）と再確認した方も多い
と思います。色彩はどうでしょうか。今こそ
臆せず「色彩は人間的な生活に不可欠な要素
である」と声をあげましょう。そのためにも
皆様のさらなる活躍が必要です。 （篠田博之）

「葵」は、能「葵上」としても長く上演さ
れるなど、源氏物語の中でも有名な帖の一つ。
車争いの場面では女房たちの袖口が車から
色とりどりに見えているさまや、着物の色合
いが素晴らしいことなどが書かれてはいるも
のの、具体的な色の表現はない。
しかし一転、六条御息所の生霊に取りつか
れ葵上が亡くなると、ほぼ無彩色の色彩表現
が九回も出てくる。光源氏の着る「にばめる
御衣」や「薄墨衣」、「鈍色の御下かさね」な
ど、少しずつ表現を変えて表されている。
さらには、六条御息所が光源氏に贈った弔
問の手紙は白菊が添えられた「濃き青鈍の
紙」。その返事は「紫のにばめる紙」である。
また、現代の感覚で読むと誤ってしまうの
が「空の色したる唐の紙」だが、これはこの
時の時雨の降る空の色のことなので、薄墨色
である。全体が鈍色に包まれている様子が目
に浮かぶ。
聞き手だった当時の人々は、紫式部の鈍色
マジックにかかったことと思う。光源氏はこ
こまで悲しみにくれている、という感覚を私
たちに引き起こさせている。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

●ブルーナ・カラーについて
世界中で愛されている「ミッフィー」の絵
本は、6 色の「ブルーナ・カラー」と「白」、
そして手描きでぬくもりのある「黒い線」の
みで描かれています。ブルーナ・カラーの効
果的な組み合わせによって、シンプルであり
ながら、感情が豊かに表現されています。
室内のシーンでよく用いられ、家庭の温も
りを表現する Bruna yellow。幸せな状況、
暑さや温かさを表現する Bruna red。憂鬱、
恐怖、悲しさや、寒さや冷たさを表現する
Bruna blue。庭や公園など、外のシーンや自
然を表現する Bruna green。絵本に登場する
動物の種類を増やすために Bruna brown,
Bruna gray が後で加えられました。のちに、
ミッフィーに肌の色が違う外国のお友達がで
きたことにもつながります。
一画面に使用する色はさらに厳選されてい
ます。冬の寒さを背景の Bruna blue で、首
に巻かれたショールの温もりを Bruna red で

ディック・ブルーナの絵本

表現するというように。
だからこそ「色」に込められたブルーナの
メッセージが、読む者に効果的に伝わります。
（いかわさちこ）

色彩教材研究会通信
●提案 -9- 学会行事の複合型化を
今年の全国大会は WEB 大会に変わりまし
た。今年に入ってから講演会や式典、多くの
会議がオンラインで開催されています。
学会員は北海道から沖縄まで分布していま
す。リモートの長所も体験できました。利点
の一つは距離の壁が取り除けたことです。
感染症の影響がなくなった後、原則として
学会行事は会場を使う対面型と、オンライン
を用いたリモート型を複合した形式に変更し
てください。近い人は会場へ、遠い人はオン
ラインで参加できる行事を企画時から組み立
てるルールにしてください。参加費も同額で
運営できるでしょう。
色彩教材研究会の今年度の行事は、オンラ
インで参加費は無料が原則で企画されること
になりました。従来のように参加費で運用す
る内容を維持することは難しくなります。
現況の集会禁止で学習したリモート型で遠
隔地の人も参加でき、近い人は対面して交流
できる複合型の良さを若者たちに積極的に宣
伝し、遠距離の人たちが学会入会を検討して
くれる状況を作ることが出来れば、学会員の
減少から増加に方向転換できるかもしれませ
（永田泰弘）
ん。ご意見をお寄せください。
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●色彩にかかわる心理学実験の
オンライン化への挑戦
私は今年から社会人入学で博士課程に通い
始めた。入学式がないのは仕方がないにして
も、研究を進めるにあたり心理学の実験であ
るから対面が従来のやり方である。
しかし、コロナ禍で実験はできず、指導教
員と相談して苦肉の策で、オンラインによる
実験を行うことにした。居住環境、照明など
可能な限り条件をヒアリングし、zoom で実
験の様子を確認にしながら、forms によるア
ンケートを繰り返した。
実験手続きに関しては、おおむね良好のよ
うである。実験室実験は条件が統一できると
いうメリットもあるが、被験者は見慣れない
場所にストレスを感じる可能性もある。今回
は自宅での参加なので、リラックスできたと
いうメリットもあるかもしれないと考えた。
もちろん、対面だと不測の事態が起きたと
きに、即対応できるのであるが、なんせオン
ラインである。不測の事態に備えて、スムー
ズなアンケートの提示を意識したこと、回答
の回収などに関して事前に詳細に検討したこ
とも失敗しなかった理由の一つであったと考
（昆野照美）
えている。
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●芥川龍之介の短編小説の色ー５
◆世之助の話（大正六年四月）
井原西鶴の「好色一代男」の世之助と友だ
ちの会話の形式で、三千七百四十二人の女と
戯れたことの真偽を問う。
世之助が昔、花曇りの角田川の渡しに、二
十七、八の町家の女房と膝を突き合わせて
乗った時に女房の全てを鑑賞して船を降りた
ようなことが戯れであると説明する。
世之助は卵色縮緬の小袖に肌着は隠し緋無
垢と遊び人らしい服装。相手は黒羽二重の小
袖に裾取の紅うらをやさしく出した小肥りの
女の顔はすこしまろく色はうすはな桜にて、
黒いつやつやした歯、唇には紅がぬってあり、
伽羅の油のにおひがする白粉の少しむらに
なった、眉のあとの青い女房。
具体的に色名で表現されている色の形容は
豊かであるが、世之助は視覚、聴覚、嗅覚。
触覚、温覚、圧覚の全てをこの女房が満足さ
せてくれたと語っている。
登場する色名は黒、紅、卵色、緋、うすは
な桜、青、白、灰墨の七種類。お歯黒による
黒いつやつやした歯はもう見られないが、う
すはな桜という肌色の表現は残してほしいと
（永田泰弘）
思う。

色彩教材研究会通信
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新刊紹介「色盲と近代」

色と絵本

馬場靖人著・2020．青弓社刊・4,000 円＋税

『あおくんときいろちゃん』
桐壺帝主催の桜の宴が開催され、光源氏は
レオ・レオーニ作 藤田圭雄訳 至光社
ほろ酔いでしのび歩いていた。すると「朧月
≪絵本の視覚表現の世界を開拓した巨匠≫ 夜に似るものぞなき」と美しい歌声が聞こえ、
レオ・レオーニ。コラージュ、スタンプ、ド 近づいて来る……。源氏物語の名場面の一つ
ローイング等、様々な技法を用いて 30 冊以
だ。
上の絵本を出版しました。
運命的な出会いの別れ際、慌ただしく扇を
本書は絵本作家としての第一作目という特 交換した。光源氏が受け取ったのは「桜の三
別な一冊でもあります。
重がさねにて、濃きかたにかすめる月を描き
あおくんときいろちゃんは、出会えたこと て」という扇。「濃きかた」とあるので、薄
がとてもうれしくて混ざり合い、とうとう「み い桜色から、濃い桜色のグラデーションのよ
どり」になってしまいました。まさに「減法 うになっていたものだろう。そして、濃い桜
混色」による色彩の変化で物語が展開してい 色の面には、かすんだ月が描かれていた。出
きます。用いられている技法は、ちぎり紙の 会った時の「朧月夜」の歌を思い出させる演
コラージュ。「孫たちに紙をちぎりながら即
出のようだ。
興でお話を作ったことがきっかけ」という素
この女性のことを忘れられない光源氏は
敵なエピソードを持つこの物語は、現在も世 「桜の唐の綺の御直衣」を着て藤の宴に出か
界中の子どもたちに
ける。ほかの客人が略礼装であったのに対し、
楽しまれています。
かなりくだけた装いで目立ったようだ。桜色
出版される国に
の扇をもらったから、桜色の直衣を着てきま
よって本の見返しの
したというメッセージではないか。運命的な
色彩が異なる、とい
出会いをし、二人は桜色によってつながれて
うこだわりも、レオ
いた。紫式部の演出に引き込まれてしまうの
ーニの絵本の魅力
は王朝時代だけではないようです。
https://note.com/genjicolor
( 渋谷典子 )
です。（いかわさちこ）

「十九世紀における色彩秩序の再編成」の
副題がついた 316 頁の著書で、25 点のカラー
口絵が理解を助けてくれる。
序章は石原表の両義性から入り、色盲の前
時代を化学者で色盲でもあった化学者 J. ド
ルトン (1766~1844) の青い体液による青色
盲説、ゲーテの色盲観察法と色彩論における
青色盲の位置、次いで色盲であった銅版画家
メリヨンの絵画に見られる病跡などから、青
の時代と定義して第１部が論じられている。
第２部は十九世紀の色彩の生理学化に触れ
ダルトニズムと言われていた色盲の命名論争
から、ショウペンハウアーの「視覚と色彩」
、
ヘルムホルツ派とヘリング派の対立、ラーゲ
ルルンダ列車転覆事故の衝撃と真相に加え、
カント主義哲学者のシュティリングによる仮
性同色表の発明や純粋色などを記述。
第３部はひらがなを数字に変えて世界標準
になった石原表の成立と崩壊に加え、後年の
色盲治療法の紹介などが述べられている。
終章は「色盲者の言葉を取り戻すために」
として「色彩知覚と色名の不一致」を結論と
（永田泰弘）
している。

レオ・レオーニの絵本

源氏物語 の色 -8-「 花宴」
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●提案 -8- 賛助会員対策の見直し

●回転混色器を作る

6- 各国の色彩調和論の対比

新型コロナ感染症のため、日本経済は大き
なダメージを受け、賛助会員各社の３月期決
算と、次年度の決算が縮小することが予測さ
れます。それにより、各種会費と宣伝広告費
の見直しと削減が検討されるのは、不景気対
策の通例です。賛助会費は総務部の、宣伝広
告費は宣伝部の予算です。
学会に入ってきている賛助会費と学会誌の
広告費の年度間の推移を調べ、賛助企業の窓
口担当者を調べ直し、これから起こる賛助会
員や広告出稿減少への対応策が必要です。雑
誌の広告費は発行部数に比例するのが通例で
学会員の減少が影響します。

回転混色円盤製作グループ（現在 6 名）は、
色彩設計・植栽・独楽・美術史など多様な関
心をもつメンバーから成り、簡便かつ包括的
な混色教材の完成をめざして鋭意活動してお
ります。まず完成したのは、持ち運びも値段
もお手軽な混色器です。300 円の扇風機の前
かごと羽根を外すと、心棒が露出します。こ
の心棒にぴったり合うよう PP 製キャップの
中心に穴を開けます。次に、不要の CD ケー
スからディスクホルダーを丸く切り取り、
キャップの円周に合うよう紙ヤスリで整形し
ます（ここが難しい！）。整形したホルダー
をキャップにはめ込み、心棒に挿し、これに
CD を取り付け、紙製の回転盤を両面テープ
で留めれば完成です。
授業から子ども向
けワークショップま
で幅広く活用できる
この教材は、100 円
ショップの充実した
日本ならではかもし
れませんね。興味が
おありの方はぜひ挑
（山根千明）
戦してください！

最初はチベットです。色彩調和を家族関係、
人間世界や動物世界になぞらえています。配
色を色と色との出会いとして、出会いによっ
て、素晴らしいことがあるとか、争いが起こ
るなどとしています。つまり、色と色との相
互作用とその効果まで考えています。色彩調
和に加えて、色彩不調和をも論じています。
次に日本ですが、古来、かさねの色目とし
て宮中で着装する単 ( ひとえ ) や女房装束の
衣の配色集が作られていました。満佐須計装
束抄 ( 平安時代、作者は源雅亮 ) ほかです。
配色に四季折々の草花の名を付けて、草花と
その四季折々の変化に対応させています。四
季のいつごろに着用するかも示しています。
自然やそのうつろいを大切にしています。
西洋では科学的手法が主流です。色相環を
使って、三角形や四角形などの規則性によっ
て調和やコントラストを論じたり、色彩の３
属性に基づいて調和配色のルール化を提案し
たりしています。幾何学や物理学などの数理

今まで、賛助会員の好意に甘えて、見返り
に対し無関心であったと感じざるを得ませ
ん。脱会や広告出稿中止を防ぐために、窓口
担当者に学会賛助の有用性をアピールする方
策を考えて実施してください。
広告を学会誌だけでなく、ホームページな
どのネット上に展開することも広告主を繫ぎ
止める方策になる可能性があります。また、
社員教育のための色彩教育教材の提供や、講
師の派遣システムの存在なども、考えられま
す。事は急を要します。
（永田泰弘）

的手法に基づいて論じることが多いです。数
値的で、無機質的な感じもします。
以上のように、それぞれの地域で、それぞ
( 青海アムド )
れの特徴が有ります。
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色彩教材研究会・今後の活動について

●提案 -7・メール情報の拡張と統一

●芥川龍之介の短編小説の色ー４

6 月 13 日の幹事会で、色彩教材研究会の
今後の活動内容が決定致しましので、お知ら
せ致します。
新型コロナ感染の影響の為オンラインによ
るイベントを主とする方針と致しました。
「色材教材研究会オンライン講座」の名称
で以下のイベントを開催する予定です。
①「ここが知りたい！色彩学の教授法」
−AFT
改定内容対応―の表題で「メディアデザイン
の色彩」の講演を著作者である吉澤陽介氏を
講師として、9 月頃に、②現代ドイツの色彩
教材」の実演紹介を山根千明氏を講師として、
11 月頃に、開催することとなりました。
講座時間は 1 時間その後、若干の質疑応答
の時間を設けております。受講料は無料と致
します。申込方法は、後日お知らせ致します。
又、研究会活動で最も重要な、研究会会員
による研究発表も、オンラインで行う事とな
りました。追って、応募方法等の詳細を説明
致します。一人、発表時間を 20 分程度とし、
数名纏めて一回分として複数回実施する予定
でいます。個人的、グループで研究されてい
る分野がございましたら、良い機会と捉え、
ご参加の程、お願い致します。 （三本由美子）

学会員にとって、入会しているメリットは
論文投稿が出来、研究発表の場があること、
学会誌が送られてくること、望みの研究会に
入れること、色彩の研究者との交流が持てる
こと、学会のイベントに参加できること、そ
れらを通じて、色彩学関連の新しい情報に触
れることができることなどです。
学会活動が活発で、新情報が豊かであるこ
とが学会の魅力と言えます。学会員を増やす
ために、学会活動のオンライン情報を豊富に
していく方策を模索してください。
現在「日本色彩学会メールニュース」
、「関
東支部メルマガ」、「色彩教材研究会通信」は
知っています。これらの送信元と送信先を共
通にして、最大数を確保するとともに、送信
作業の一本化による合理化をしてください。
これらに加え、理事会情報、支部情報、委
員会情報、研究会情報など、学会活動の活発
さを示す内容を加えて送信してください。
送信先は、正・学生・名誉会員の他、賛助
会員と、入会予備軍と思われる大学生や、色
彩関連の職業人の方を学会員から推薦しても
らい送信先を増やす努力をして、送信先を４
（永田泰弘）
桁にしてください。

◆鼻（大正五年一月）
池の尾（宇治）の僧侶禅智内供の鼻は長さ
が五六寸あって上唇の上から頤の下まで下
がっている。内供はこの鼻によって傷けられ
る自尊心のために苦しんだ。
或る年の秋、京へ上った弟子の僧が長い鼻
を短くする法を教はって来た。その法は湯で
鼻を茹でて人に踏ませるという簡単なもので
ある。その治療で鼻が短くなって、はればれ
とした心もちになったが、それを見てつけつ
けと嗤う人が多く出て内供はふさぎ込む。
しばらくすると鼻は急にもとの長さに戻っ
たが、鼻が短かった時と同じように、内供は
はればれとした心もちになった。
文中の色名を使った形容は「内供の眼には
紺の水干も白の帷子も入らない。まして柑子
色（こうじ色）の帽子や、椎鈍（しいにび）
の法衣なぞは」と服飾の色。「年甲斐もなく
顔を赤めた」「所々まだらに赤くなっている」
と肌の色。「銀杏や土地が一晩のうちに葉を
落としたので、庭は黄金（きん）を敷いたよ
うに明るい。」と自然描写。柑子色は蜜柑色
の古称。色名の種類は 5 語と非常に少ない。
椎鈍は消えていく色名だろうか。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●全国大会・明日が参加申込締切
日本色彩学会第 51 回全国大会は、2020
年 6 月 27 日（土）、28 日（日）に京都工芸
繊維大学松ヶ崎キャンパス 60 周年記念館で
開催の予定でしたが、新型コロナウイルスの
感染拡大を受け、対面開催は断念し、同日、
日本色彩学会ホームページおよび電子会議シ
ステム Cisco Webex Meeting を用いて遠隔
開催することとなりました。
８日現在の参加登録者数は 123 名でした。
未登録の方は、期限の明 19 日 ( 金 ) までに
学会事務局まで申し込まれると Webex の「招
待状」が送られてきます。
6 月 27 日（土）には、定時社員総会（13
時〜 14 時 15 分）
と、式典（14 時 15 分〜 15 時）
が開催されます。
全国大会に参加申込（参加費納入）をされ
ていない方も、総会と式典には参加できます。
総会と式典だけに参加したい方も学会事務局
まで申込まれると Webex の「招待状」が送
られてきます。式典では、令和元年度各賞の
表彰式、名誉会員証の授与式、令和 2 年度
研究会大会、第 52 回全国大会の開催案内、
新会長の挨拶などが予定されています。
（メールニュースより引用・永田泰弘）
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●紅白の由来の真相
日本における「紅白」の起源は、源氏の白
旗と平氏の紅旗の源平合戦に由来するという
説が流布している。しかし源平合戦は、平安
時代末期、治承 4 年（1180）から元暦 2 年
（1185）にかけての 6 年間に及ぶ内乱である。
なぜ源平合戦で紅白の旗が使われたのかを
考察すると、紅白の由来の真相が見えてくる。
中国では、赤色はめでたい色であるが、紅
白には「めでたさ」の意味はなく、「吉凶」
を意味する。「紅白」には日本独特の風習や
感性が反映している。日章旗の色は、正式に
は白地に、赤ではなく、紅色である。平氏の
紅旗には紅地の布に金の丸、源氏の白旗には
白地の布に紅色の丸が描かれている。源氏の
「白地紅丸」は日章旗にも継承されているが、
紅白の由来は、源平合戦の紅白の旗よりも古
いと考えられる。一つ目の紅白の由来は、縁
起の良いめでたい木とされていた紅白の梅の
存在である。二つ目は、紅は朱雀、白は白虎
を表すと考える中国の陰陽五行説の影響。
一層根源的な説は、古代日本語の基本 4
色の赤と白を天上界の色、青と黒を地上界の
色とする考えである（cf. JCSAJ 43 巻 3 号
（吉村耕治）
Supplement, pp. 47-50）
。
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源氏物語の色 -7-「紅葉賀」
この帖にはいろいろな話がちりばめられて
いるが、色彩として注目したいのがタイトル
となっている「紅葉賀」の場面。
木々は紅葉し、色とりどりの木の葉が舞い
散る中、これ以上の美しさはないほどの光源
氏が現れ、青海波を舞った。その美しさに圧
倒され、飾りとして頭に挿していた紅葉まで
散ったため左大将が庭の菊を手折り差し替え
た。差し替えられた菊の花は、「菊の色々う
つろひ、えならぬをかざして」として素晴ら
しいものと絶賛されている。
この時代の菊と言えば白い小菊だが、白い
小菊に霜が降りると、薄紅色に変わり、それ
が次第に紫へと変わっていく。この変化を愛
でていたという。
色が少しずつ変化していく風情を、美しさ
としてとらえ賞美していたのが王朝時代。散
りゆく紅葉も、黄朽葉、赤朽葉、青朽葉と呼
び、色のうつろいを愛でていた。時の流れの
中に、一瞬一瞬、美を見つけていく。うつろ
う美しさ。日本人の美意識というのはこのあ
たりにあるように思う。
https://note.com/genjicolor

( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
●原稿募集・オンライン教育体験談
コロナ感染症のため、学校は休校になり、
オンラインのリモート教育が日本全国で行わ
れています。教育方法の革命になるでしょう。
学会員で教職に携わっていらっしゃる方は
多いと思います。この事態に困惑しながらも
懸命に対応されていることと存じます。
オンライン教育の教壇に立っておられる先
生方にお願いです。どのような授業内容をど
のように対応しておられるのか、その実態、
問題点、利点などの体験を、この通信の原稿
として送っていただけないでしょうか？
使用されているソフトの特徴もあるかと思
います。色彩を教える際の長所と短所、動画
の活用と限界などもあるでしょう。
授業のコツや、課題の出題と採点、質疑応
答、実習を伴う教育に対する方法論など、感
じておられるままにお書きください。
ご希望であれば匿名で構いません。タイト
ルは 15 字以内、本文が 480 字以内です。永
（永田泰弘）
田宛にお送りください。
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言葉凸凹 白と赤

「白」の類義語は「素」程度だが、「赤」は
紅・朱・緋・丹・茶・桃色などがある。
紅白は単語の形でよく使われる。紅白戦・
紅白試合・紅白歌合戦・紅白の水引・紅白饅
頭などである。源氏の赤旗と平家の白旗の合
戦が起源であろうか。
紅梅白梅の花の色の優雅な対比も美しい。
食べ物では白米と赤米、赤味噌と白味噌、赤
魚と白魚。金属では赤銅（あかがね）と白銀
（しろがね）。能や歌舞伎で白頭（しろがしら）
に対して連獅子などの赤頭（あかがしら）
。
木材では皮を剥ぎとったままの赤木に対して
白木。柔道では九段以上の赤帯に対して無段
の白帯。白犬と赤犬。
アメリカで始まった母の日は、母のある子
は赤の、母を亡くした子は白いカーネーショ
ンで祝う。
「朝に紅顔ありて夕に白骨となる」。という
深い言葉もある。
白と赤は日の丸の配色であり、スポーツの
ユニホームなどによく用いられて、日本人の
◆185 号で参加者を募りました混色円盤教材
アイデンティティに欠くことのできない配色
制作チームは６名のメンバーで発足できまし
と言える。インドネシアの国旗は、上半分が
（永田泰弘） 赤、下半分が白の配色である。
（永田泰弘）
た。結果紹介は折を見て行います。
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5- チベットの色彩不調和論
チベット美術理論書クンセルツンギ・レリ
ムでは色彩不調和についても述べています。
不調和の例：黄と白の組み合わせはメリハ
リがなくぼんやりしている。藍と緑の組み合
わせは泥棒だ。何かが隠れている感じだ。迷
彩の感じだ。藍と黒の組み合わせは区別が出
来ない。緑と黄の組み合わせは病人に似てい
る。緑と黒の組み合わせは死人に似ている。
浅い藍と浅い緑の組み合わせは埃 ( ほこり )
ひと山だ。紅と黒の組み合わせは暗黒である。
紅と紫の組み合わせは暗い影である。玉緑色
( 濃い緑 ) と青緑色 ( ひすいのような緑 ) は相
いれない一対である。玉緑色 ( 濃い緑 ) と藍
色の組み合わせはともに強くてヤマイヌとオ
オカミの出会いである。紫色と黒色の組み合
わせは敵または強盗の内輪もめである。金色
と黄色の組み合わせはお互い様で、効能・効
果は少しも無い。
配色で不調和を表現することも色彩表現力
の幅を広げるために重要です。苦しい、哀し
い、汚い、のような表現です。音楽では不安、
葛藤、動揺などを表現するのに不協和音を使
います。配色でもこのような表現を考えてみ
( 青海アムド )
ませんか。

色彩教材研究会通信
●東海支部 第 1 回研究会ご案内
演題：色嗜好の個人特性研究の可能性と限界
日時：6 月 20 日（土）13：30 〜 15：00
演者：高橋晋也先生（東海学園大学心理学部）
場所：オンライン開催（Cisco Webex 利用）
参加費：無料
申込締切：6 月 13 日（土）
申込方法：学会サイト＞活動＞東海支部から
Google Form 利用。
申込者に招待メールを送ります。東海支部以
外の方も参加できます。
概要：
2015 年東京大会から 2018 年リスボン大
会まで 4 年間、国際色彩学会（AIC）で発表
してきた一連の研究の総括を試みます。
キーワードは “プレザントネス” と “コン
フォタブルネス” で、それぞれ積極的／消極
的な快適性をいいます。
色嗜好を個人特性と絡める研究は多くの人
にとって興味深く、また大変お手軽なのです
が、そこには明らかな限界があることを、演
者の自己反省とともに率直にお話しします。
事務局：山縣亮介 ( 名古屋学芸大学 )
mailto:yamagata@nuas.ac.jp

No.186

2020.6.4

4- チベットの色彩調和論

色彩調和については次のようです。「色が
調和するかしないかは、社会で人と人、或い
は、物と物とが相互に調和するかしないかと
同じである」。「調和は虹が登るようで、調和
しないのは仇敵が出会うようなものだ」。色
彩調和を人間社会、動物社会や自然になぞら
えています。
調和の例は次のようです。紅と黄は師と弟
子だ。黒と白は主人と召使だ。紅と紫は父親
と長兄だ。藍と白は叔父と甥だ。白と紅は夫
と妻妾だ。白と黄は長年の友達だ。白と緑は
姉弟だ。紅緑は母 ( 紅 ) と弟 ( 緑 ) だ。藍と
紅は女系のいとこだ。淡黄色と緑は姉妹だ。
黄と黒は女系の甥と叔父だ。藍鼠色 (greyish
blue) と褐色は兄弟だ。藍鼠色と濃い藍は母
と子だ。青緑色 ( ひすいのような緑 ) と浅緑
色は父と子だ。青緑色と混ざりの無い藍色は
父方のいとこだ。淡黄色と混ざりの無い黄色
は友達である。淡黄色と黒色は弱兵だ。など。
チベット色彩調和論は色が組み合わさったと
きに、どのような相互関係になるとか，何を
表すかを述べています。
「調和する」よりも「和
して ( 協和して ) 何を表すか」です。音楽の
（川澄未来子） 協和音に似ていますね。
( 青海アムド )

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語 の色 -6-「 末摘花」
紅花のように鼻の先が赤いことから、紅花
の別名である「末摘花」と名付けられた女性
の話である。この帖では末摘花の魅力の無さ
ばかりが語られているが、それを際立たせて
いるのが色。赤い色の末摘花のほかにもたく
さんの色彩表現が出てくる。
末摘花が光源氏にあてた手紙の紙の色は
紫。もとは高級な紫の紙だったのだろうが、
古くなり白っぽくなってしまっているとあ
る。また、常陸宮邸由来の「秘色」の舶来も
のの器も、古びているにもかかわらず、それ
を使い続けている日常も描かれる。末摘花の
着る「聴し色」の薄紅さえも色褪せ、その上
に重ねた袿は汚れて黒ずんでいる。
さらに、末摘花が光源氏に贈った直衣の「今
様色」ならば気が利いているかと思いきや、
我慢できないほど艶もなく、まして冬は裏表
の妙を楽しみたいのにそれもなく色が濃いと
手厳しい。
とにかく、末摘花の魅力の無さが色によっ
て具体的にわかる。これは当時の女性にとっ
てセンスのない見本集になっていたのかもし
れない。想像するとおもしろい。
https://note.com/genjicolor

( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
●自前の回転混色円盤を作りませんか
回転する白地に黒線の円弧に色を感じるベ
ンハムの主観色の独楽、７色の光の混合から
白色が生まれるニュートンの発見、色の中和
化により調和色が生まれるフィールドの調和
論、回転混色により表色系を創り出したオス
トワルト、マックスウエルの回転混色板と
ルードのコントラスト・ダイアグラムなど、
色彩を扱う歴史の中で回転混色円盤は様々な
役割を果たしてきました。
回転混色円盤を一緒に作ってみませんか？
方法はパソコンで作図する、絵具で描く、色
紙で切絵風に作るなど選択してください。
パーソナルカラー用の円盤も作りたいと
思っています。
回転混色機として私はオープンタイプの
CD プレーヤーを使っていますが、独楽を手
作りする面白さも味わってください。
パソコン作図の方はイラストレータが最適
です。絵具や色紙の方は作品を写真に撮って
完成です。完成品の相互の交換をメールで行
います。遠距離の方も参加できます。
等しい数の交換を原則にしたいと思います。
グループに参加したい方は永田まで申込ん
（永田泰弘）
でください。

No.185

2020.5.28

言葉凸凹 表面色と開口色
「表面色」(surface color) と「開口色」
（aperture color）は、共に色の見え方を表現
する言葉である。
表面色は物の表面をそのまま自然に見る状
態であり、開口色は衝立の穴から物の形が見
えない状態で覗いた時の、色や形や肌理がわ
からず距離や形などが曖昧に見えるモードを
指している。
塗装色票や印刷色票をそのまま見るときは
表面色モードであり、灰色や白色のマスクを
載せて見る時は開口色モードである。また、
パソコンの CRT 画面の中心に色票を配置し
て周囲の色を灰色や白にして見るときは表面
色モードであり、周囲の色を黒色にして見る
時は開口色モードである。周囲の色が暗い場
合には「光源色」のように見える。
表面色モードでは物との距離が認識でき、
物の硬さやテクスチャーも知覚出来るが、開
口色モードになると、それらが曖昧になって
しまうように、色の見え方は観測する条件で
女心や男心のように、心理的あるいは知覚的
に移ろいやすいものである。
と言っても無常観につながる訳ではないが
色恋の難しさは認識して欲しい。 （永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●芥川龍之介の短編小説の色ー３
◆手巾（はんけち）（大正五年九月）
東京帝国法科大学教授の長谷川先生は植民
政策の研究者だが、自宅でストリントベルク
の作劇術を読んでいた。吊るされた岐阜提灯
は日本文化を示している。
婦人の来客があり、落着いて微笑さえ浮か
べ息子の死を告げる。しかしテエブルの下で
手巾を持った手がはげしくふるえていた。顔
で笑って全身で泣いている夫人に日本の女の
けなげさを見る。
読書中の作劇術の本に同様な記述があり、
その暗示に先生は心を乱す。
夫人は上品な「鉄御納戸」の単衣を着て「黒」
の絽の羽織を着て、帯留めは「翡翠」。これ
らの配色が夫人の人柄と心情を示している。
黄いろい布表紙の本、象牙紙、鉄御納戸の
単衣を着て、黒の絽の羽織、琥珀色の皮膚を
した、袂から白いものを出したのは手巾、紅
茶茶碗、青い蝋を引いた団扇、茶色のジャケッ
トを着た、紺の短いズボンをはいた、夫人の
白足袋、岐阜提灯の赤い房とこの短編小説に
使われている色名は 11 種類。
鉄御納戸という色名は年配の女性の和服姿
と共に消えていくのであろうか。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●学会への提案・オンライン研究会 -6
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●ドイツの色彩教材紹介・下

日本色彩学会は現在の研究会のシステムと
実験セットの中心は木製の手びねりゴマ
は別に、ネットを活用して距離の壁を超越し （φ10cm）
と 18 枚の回転盤（φ18cm）
であり、
たオンライン研究会を組織したら如何でしょ 多様な色彩現象（回転混色、自由色、主観色、
うか？。
フリッカー、レリーフ作用）および歴史的に
全ての学会員は、自分の研究テーマや、職 重要な回転盤（マッハ、ブルクハルト、ベン
業上や趣味や興味からくるテーマを持ってお ハム、プラーゼ）を体験できます。
られると思います。そのテーマと色を組合わ
加えて、カラーリーフレット 24 葉とアク
せて、そのテーマに共感する３人が集まれば、 リル製プリズムは、色彩現象の基礎理論の理
一つのオンライン研究会が出来、学会はホー 解を可能にします。
ムページ上に研究会名を公表します。
さらに 2 枚の DVD が、豊富な視覚資料を
年に一度、成果をホームページに掲載し、 通じて、より深い学びを提供してくれます。
学会の助成金は原則として不要とします。
一方は、ゲーテから現代に至る色ゴマの歴史
パソコンかスマホを道具として使い、例え の概説（93 分）、もう一方は、現象学・形態
ばスミレの花が好きな３人で「スミレの花研 学・生理心理学・認知心理学・教授学・造形
究会」を作り、三つの地方のスミレの種類と 論の各面から色彩を解明する専門書の PDF
色を調べ、映像を共有し、何年かをかけて纏 （220 頁）です。
めてみます。その中に色彩学的な知見を入れ
以上、幼児から専門家にまで応えうる、き
ます。全国大会会場で、成果をオンラインで わめて有用な色彩教材です。価格は 129 ユー
紹介することなども可能となるでしょう。
ロ＋送料（在庫のみ）。
北海道から沖縄県まで学会員が分布するこ
希望があれば、オンライン講座の形式にて
とや、外国在住の学会員も想定すると、オン 実演紹介させていただければと思います。
ライン研究会の存在も意義があると思われま
注文は、下記の氏の HP から試みて下さい。
す。学会は規定を作っては如何でしょう。
（https://www.bendin-color.de）
（山根千明）
ご意見をお寄せください。 （永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

3- チベット絵画の色系統・族
チベット美術理論書クンセルツンギ・レリ
ムでは色と色の相互の関係を人間社会の家族
親族関係になぞらえています。父系の色は青
緑赤橙茶黄藍、母系の色は白で、父系色と母
系色を混色して種々の色を順々に作ってゆき
ます。その結果、色の族や系統が生じて、あ
たかも人間社会に似てきます。どろぼうや乞
食の色なども有ります。次のようです。
藍色と黒色は父である。威厳光彩を放つ。
緑色は叔父である。どのような色と出会って
もその色のためになる。これらの色は父系に
属する。多くのことに使って良い。白色は母
である。複合色はすべて彼女から生まれる。
砒石の黄色はどろぼうである。画面全体に沢
山塗るのは害があるが益は無い。紅色は盗賊
である。塗った場所で独り占めをする。隣の
色から盗んで更に美しい。紫色は色の武官で
ある。塗ると紅色 ( 盗賊 ) を弱める。褐色は
祖母である。どこに塗っても適合して、隣の
色をピカピカさせて鮮明にする。青灰色は乞
食である。多すぎると画面を汚くする。浅緑
は放蕩息子である。彼に会うと損害を受ける。
金色の条紋は月である。それが昇ることに
よって夜は昼に変わる。など・・・ ( 青海アムド )

色彩教材研究会通信
●学会への提案・新研究会の創設 -5
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●ドイツの色彩教材紹介・上

日本色彩学会には現在、12 の研究会があ
２週にわたりドイツの色彩教材をご紹介致
ります。日本色彩学会は産業別の学会ではな します。
く、色彩科学と色彩文化を網羅した総合的な
『基本セット「色彩の宇宙」- 色彩論のた
学会です。大学に例えれば、単科大学ではな めの 50 の基礎実験 Basic Box ʻColor Cosmosʼ
く総合大学と言えます。
‒50 Basiselemente zur Farbenlehre』
現在の研究会は、ごく少数の人達の発案で （edition bendin、2014 年）
自発的に活動が始まり、資金も自発的に集め、
この教材は、ドレスデン工科大学「色彩論
研究会によっては研究会会費を集めて活動し コレクション」を創設した色彩論史家エクハ
ていました。研究会の会費徴収が禁止されて ルト・ベンディン Eckhard Bendin 氏
から、現在の学会予算による活動に変わって （1941~）による、手びねりゴマなどを用い
（つづく・山根千明）
きたという経緯があります。
た実験セットです。
学会入会者が減り、高齢化が進む現状の学
会の魅力を高めるために、研究会はどんなス
タンスで活動をするかを考えることも大切で
すが、魅力を感じる名前の研究会を増やすこ
とによって、学会入会者が増えると仮定すれ
ば、どんな名前の研究会を創設すれば良いの
かを、例えば委員会を立ち上げたり、評議員
会の年間のテーマとして検討していただくと
いう案はいかがでしょう。研究会の所在地が
三大都市に集中して、地方を開拓していない
ことも問題です。地名を冠した研究会も有り
かもしれません。
皆様のご意見を待っています。（永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語 の色 -5-「 若紫」
源氏物語は紫式部が書いたから紫色が多い
と思われがちなのだが、紫式部という名前は
周囲からニックネーム的につけられた名前。
「紫のゆかりの物語」である源氏物語を書い
たことから、紫式部と定着していったのであ
る。紫のゆかりと言われるゆえんの帖が「若
紫」であると私は思う。
「若紫」の帖は、のちに妻となる少女時代
の紫の上を見つけ出すことで有名な話だが、
紫が絶妙に絡み合っていく。光源氏の詠んだ、
紫草にまつわる和歌の「紫」は藤壺を指すわ
けだが、姪であれば根がつながっているとい
うことで姪の少女を藤壺の身代わりとして手
元に置いたわけである。そして少女は紫の上
と呼ばれるようになった。
光源氏は生まれて間もなく実母「桐壺」を
亡くしている。桐の花は紫色。実母の面影を
追い求めたのが義母の「藤壺」。藤の花も紫色。
藤壺の面影を見つけて引き取ったのが、藤壺
の姪「紫の上」。
源氏物語において、紫がどれほど大切で、
せつなく繊細であるか。想像すればするほど、
読む者の脳裏に描かれていく。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
●色彩教材研究会新主査のご挨拶
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●学会への提案・もっと情報を -4

日本色彩学会の会員数が減少の一途を辿っ
本 ( みつもと ) です。私は「パーソナルカラー
ているおり、現在は 1,100 人程度で、最多数
診断」を主にやっていますが、4 年前から、 の時の半分以下になっていると思われます。
独自で「イタリアの色」を勉強しています。
学会運営の主財源は年会費に依存している
今期は、新型コロナウイルス感染拡大のた ので会員数の増加を図る必要があります。
め、オンラインによる活動の提案があり、
学会加入のメリットは何かと言えば、論文
Zoom による講座を配信する事となりまし
発表の他に「情報」でしょう。情報から得ら
た。時間の長さや聴講者の顔が見えないとい れる知識や人脈しかないとも言えます。
う一方通行の懸念もありますが、試行錯誤し
第一の情報は印刷物情報で、学会誌が該当
つつ、挑戦していきたいと思います。
します。私の本棚で最も厚いのが 2012 年発
14 世紀イタリアのフィレンツェでペスト
行の supplement で 266 頁。2020 年の No.2
が蔓延した時、郊外に逃れた男女 10 人が 10 は 46 頁で 17％の頁数しかありません。
日の間に 100 の物語を語り合い、お互いの
第二の情報が会合情報で全国大会、支部行
心を癒した様に ( ボッカチオ著「デカメロン」)、 事、研究会のイベントなどで専門家との交流
教材研も、皆様に 100 とはいきませんが、
から得られるメリットは大きいのですが今年
幾つかの講座をお届けしようと企画致してお の会合は全滅の予感がします。
ります。
第三の情報がネットによる電子情報。印刷
長い我慢の日々が想定されますが、Zoom
はコストがかかるので、会議以外の「電子情
の楽しさも体験しつつ、暫し「色彩学」の魅 報」の増強と多彩化しかないと思われます。
力を再確認して頂けたら、幸いに存じます。
ウエブは距離の制約がないので、全国を対
なお、無期延期になっている城一夫先生の 象に支部や研究会からのオンラインの講演・
「源氏物語の配色」は、コロナ感染終息後に
講座・シンポジウム・演習・資料交換・通信
再び会場にて開催する予定です。皆様のご理 など、学会員のメリットになる企画を連発し
解とご協力をお願い致します。 （三本由美子） て会員減少を阻止してください。 （永田泰弘）
新たに色彩教材研究会主査になりました三

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

言葉凸凹 白と黒
「白」は、白衣・白髪・純白・白昼・空白・
潔白など色や明るさを指すとともに、科白（せ
りふ）
・自白・敬白など「申す」の意味を持つ。

「黒」は、黒雲・漆黒・暗黒など色と暗さ
を指すとともに。有罪・黒幕などの悪いこと
を指す文字としても用いられる。組み合わせ
て、「白黒をつける」は慣用語になっている。
白酒（しろき）と黒酒（くろき）や、黒木
の鳥居と白木の社などは朝廷の行事に古代か
ら組み合わせて使われている。大名屋敷の白
書院と黒書院の使い分けや、碁石の白と黒、
相撲の白星と黒星。能では老人を現す白頭（白
がしら）と鬼畜や怨霊に使う黒頭（くろがし
ら）の使い分けなど伝統的である。
素材だと白檀と黒檀、白御影と黒御影の対
比の妙が見られる。白い墓石が多い地方と黒
い墓石が好まれる地方がある。
沖縄では、梅雨の初めの黒南風（くろはえ）
と夏の白南風（しろはえ）を使い分けている。
青田買いは求人活動で使われるが、黒田買
いと雪の頃の白田買いという言葉もある。
素人と玄人という使い分けも、文字こそ違
え、意味は共通している。陰陽五行説の五色
にも含まれる重要な色名である。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●学会への提案・色彩教材の貸出
日本色彩学会の会員を増やすためには色彩
に興味をもつ人を増やすことから始めるとい
い。そのためには色彩を教えることができる
人と教材を増やす必要があります。
教材作成は労力を要しますが、70 年以上
の伝統を持つ学会には色彩を教える情報は多
く蓄えられており、教材の形に整えられた情
報を保存している会員も多いことと思われま
す。そのような人達から教材の提供をいただ
き、事務局が一元的に管理して、学会員に貸
し出して、色彩教育を行っていただくと良い
と思います。
東商の色彩検定が変わり、検定対応の講師
は教材を作り直す時期です。6 月 7 日の検定
試験がコロナウイルス感染症で中止されたこ
とをチャンスと捉え、東商と委託交渉した後、
人を選んでパワーポイントを制作して、東商・
学会公認の教材として、認定講師に貸出して、
色彩検定受験者の増加に寄与できれば、学会
の収入にもいずれ結ぶつくことでしょう。
このようにして、色彩を教える人と教材を
増やすことによって、学会員の減少をくい止
める一助にもなればと思います。
ご意見をお寄せください。

No.181

2020.4.30

2- チベット絵画の色名

チベット絵画 ( 仏画 ) の色名は 159 色有り
ます。色名には、概念としての色名と、色の
材料である色材名が混在しています。概念と
しての色名は白、黄、紅、藍などで、色材名
は実際に使われる色 ( 絵の具、顔料 ) の名前
です。概念としての色名はおおまかなもので、
色そのものではありません。いわば、指標、
分類のようなもので抽象的です。色材として
の色名は具体的な固有の色で、絵の具や顔料
の名前です。また、着色する対象も色名の構
成要素になっています。
色名は次の通りです。白、黄、紅、藍、緑、
黒、橙、紫、肝臓色、白肝臓色、紫肝臓色、
黄肝臓色、黒肝臓色、肺色、黄肺色、紫肺色、
青肺色、身色、赤身色、黄身色、青身色、血
紅色、大血紅色、乳白色、乳緑色、乳青色、
動物身色、白動物身色、紅動物身色、黄動物
身色、暗動物身色、青動物身色、象牙色、大
象色、玉色、大玉色、灰玉色、白玉色、藍玉
色、緑玉色、天然玉色、カワセミ緑青玉色、
自在天黄、死体色、大死体色、骨色、龍骨色、
大雲色、玉雲色、紅黄火色、籾色、バター色、
白黄銅、紅黄銅、焼鉄、黒鉄、紅鉄、ラピス
（永田泰弘） ラズリ、黄檗花色ほか。
( 青海アムド )

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

源氏物語の色 -4-「夕顔」
名前も素性もわからない女性と激しい恋に
落ちた光源氏。しかしその女性はもののけに
取りつかれ、亡くなる。有名な「夕顔」の物
語である。
「夕顔」の帖には「白」が七回出てくる。
この帖を取り巻く色は白だと思う。しかし、
清冽な純白の白というよりは、夕暮れにほの
かに浮かんで見える、はかない白。白い扇の
上の白い夕顔の花が夏の夕闇に浮かびあがる
展開から話は進む。つかみどころのないよう
な、おぼろげな白が夕顔という女性を印象づ
けている。
夕顔がもののけに取りつかれて息を引き取
る場面の衣装描写は「白き袷、薄色のなよよ
かなるを重ねて」。白い着物に薄紫の表着を
重ねた夕顔のはかなさが表れている。
そして密かな葬送の場面では、夕顔は光源
氏の着ていた紅の着物をかけられている。白
い夕顔が、紅という鮮やかな色で光源氏の前
から消えていく。
「夕顔」の帖が印象的なのは、舞台を見て
いるかのような視覚効果が、その恋物語を盛
り上げているのかもしれない。
https://note.com/genjicolor ( 渋谷典子 )

色彩教材研究会通信
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2020.4.23

●「Web 会議の活用」への意見

●学会への提案・任免に辞令を

No.178 に掲載した「Web 会議の活用」に
対し以下のご意見が寄せられました。
◆会員数が少なく、全国に広く分布している
学会では、交通費は支出の中で大きな割合を
占めており、削減できれば財政状況が好転し
ます。WEB 会議のための環境整備には初期
費用が必要でしょうが、何処かの政権のよう
にケチることはありません。後々しかも短期
間での回収が可能でしょう。(YK)
◆zoom なるオンライン会議に参加した。私
の大学の自主ゼミもこの方式を取り始め、私
の仕事についてもオンライン講習を始めた。
オンライン講習であるが、とても便利である。
講座の準備や資料作りは以前と同様であり、
授業の質の保証もできる。(TK)
◆私はミーティングだけでなく、4 月から個
別相談やセミナーも zoom で始めています。
距離、時間、コストの３つの壁を越えること
ができ、画面共有やホワイトボードなどをつ
かって、リアルと同じように資料の共有もで
き、双方向の質疑応答なども可能です。ブレ
イクルームを使えば、グループに分けたワー
クもできます。こんな時期なので、とても喜
（永田泰弘）
ばれています。(MY)

役職の任免の際にその旨を書いて本人に渡
す文書を「辞令」と言います。官庁や会社で
は必ず採用されているシステムです。
私は生涯サラリーマンでしたから辞令を家
族に見せることにより自分の立場を理解して
もらいました。
学会では、辞令が確立したシステムになっ
ていません。曖昧に決まり、本人が意識せず
に終わる場合もあるように思えます。
今は、紙に書かれた辞令ではなく、電子文
書にしてメールで送るだけで解決します。
この年度替わりに際して実施してください。
理事会、評議員会、委員会、支部役員会、
研究会主査や幹事会などが対象になります。
任命する時だけでなく、任期が満了したり、
留任の時も必要です。また、任命者の氏名と
任期も明記して下さい。一覧表形式でも構い
ません。年度替わりの４月から６月にかけて、
任免が多い時であり、責任の所在が曖昧にな
りがちな時期です。事務量の増加はあります
が、学会員が自発的に、責任を持って学会活
動に協力してくださる環境作りに必要なこと
だと思っています。
皆様のご意見を待っています。（永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 黄いろの桜・鬱金
鬱金（ウコン）は黄色い花を咲かせる唯一の
桜であり、清酒「黄桜」はこの花にちなむ。
白い花が咲く大島桜系の里桜であり、江戸
中期以前に人工的に作られた品種と考えら
れ、花弁が草木染めの鬱金に似た黄色になる
ことから鬱金桜と名付けられ黄桜とも言う。
明治 19 年、八重咲の里桜 78 種 3225 本が
約 5.8km にわたり足立区の荒川堤に植えら
れ五色桜として桜の名所になった。明治 45
年には親善のために 12 種 3000 本の桜がが
ワシントンの ポトマック河畔に贈られた。
荒川堤の五色桜は堤防改修などで一端姿を
消したが、今は堤防の下に新しく植えられ、
開花の時期には鬱金も御衣黄も、見ることが
（永田泰弘）
できる。
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●色彩教材研究会総会成立の報告

源氏物語 の色 -3-「 空蝉」

色点描 緑いろの桜・御衣黄

研究会は年度末に総会を開くことが義務付
けられていますが、３月 8 日に予定した総
会が新型コロナウイルス感染症のため開催が
できなかったので、メールによる総会の形を
とり実施し、承認多数で成立しました。
研究会員に以下の議案を送りました。
第１号議案 2019 年度 色彩教材研究会活
動報告承認の件
第２号議案 2019 年度 色彩教材研究会決
算書承認の件
第３号議案 2020 年度 色彩教材研究会活
動計画承認の件
第４号議案 2020 年度 色彩教材研究会予
算承認の件
第５号議案 2020 年度 色彩教材研究会幹
事会役員選任承認の件
メールによる回答を集計した結果、全議案
は 54 名の「承認」により可決されました。
第５号議案で、主査の交代が決まり、三本
由美子主査が就任されます。
永田泰弘は顧問に就任いたしました。
今後は、三本主査を助けて、色彩教材研究
会が新しい発展をし、研究会員のお役に立つ
（永田泰弘）
ようご協力をお願いします。

空蝉への思いに眠れぬ日々を過ごしていた
光源氏は、空蝉の夫が留守中のある夏の夕暮
れ、空蝉と義理の娘である軒端の荻が碁を打
つ姿を垣間見る。
空蝉は「濃き綾の単襲なめり、何にかあら
む上に着て 頭づきほそやかに、ちひさき人
の、ものげなき姿ぞした」、一方の軒端の荻
は「白き羅の単襲、二藍の小袿だつもの、な
いがしろに着なして、紅の腰ひき結へる際ま
で胸あらはに、ばうぞくなるもてなしなり」
という姿である。
この当時「濃き」「薄き」は紫の濃淡を指
すので、空蝉は濃い紫の単の上に白い薄絹の
単か何かをはおっている姿。軒端の荻の「二
藍」とは藍で染めたのち紅花で染める色で、
配合によって青〜赤紫となるが、若い軒端の
荻には赤紫を私は想像する。白い単の上に赤
紫つまりピンクの小袿、袴は赤という姿で行
儀悪く碁を打っている。
地味で控えめな年上の女性は紫、派手で陽
気な若い娘はピンク。現代にも通じるファッ
ションカラーである。
https://note.com/genjicolor

日本の代表的な花は桜である。奈良時代は
花といえば白梅紅梅であったが、平安時代か
ら桜に替わる。特に吉野山の山桜が有名で、
桜色とは山桜の花の色であったが、今は染井
吉野の色が桜色と言える。
淡いピンクが中心の桜であるが、緑色の花
を持つのが御衣黄（ギョイコウ）である。天皇・

( 渋谷典子 )

貴人の萌黄色の衣という名の緑系の花弁をも
つ緑桜とも呼ばれる八重桜である。
江戸時代中期の文献にあり、京都の仁和寺
が発祥とも。江戸時代には諸大名の間で八重
桜を中心にした園芸品種創りが流行り、これ
らは山桜に対比して里桜と呼ばれ現代でも百
種類に近い品種が残り染井吉野が散った後に
も人々の目を楽しませてくれる。 （永田泰弘）
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発行人：永田泰弘
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●学会への提案・Web 会議の活用

１- チベット絵画の基本色

●芥川龍之介の短編小説の色ー２

新型コロナウイルス感染症の影響で、東京
オリンピックまでも延期になりました。年度
末の学会行事も、ほとんど中止になりました。
６月末の京都工芸繊維大学での日本色彩学
会全国大会も、規模の上から京都市や大学が
使用許可を出さない可能性があります。
３月 20 日の ICD のイベントは、城一夫先
生の「万葉の色」の講演だけが Web 会議の
形式で実施され、自宅で静かに拝聴できたこ
とは幸いでした。
提案があります。学会が主導して、学会の
全ての会議が統一された Web 会議の形式で
実施できるように指導してください。
理事会・評議員会・委員会・支部役員会・
研究会幹事会などが対象です。これらに支出
されていた交通費や資料作成費は相当額に上
がっており、往復のタイムロスも膨大ですか
ら、学会の経費削減に結びつきます。
ネットのシステムに精通した人材は、い
らっしゃると思いますので、私のようなネッ
トに馴染めない者にも利用できる優しいマ
ニュアルも作ってください。会議後のネット
飲み会まで展開するとさらに有益です。
皆様のご意見を待っています。（永田泰弘）

チベット絵画の色について何回かに分けて
書きます。内容はチベットの美術理論書であ
るデゥマルゲシェ著のクンセルツンギ・レリ
ムに基づいています。
今回は第１回：チベット絵画の基本色です。
チベット絵画としてはチベット密教の仏画で
あるタンカが主要な位置を占めています。タ
ンカはチベット仏教寺院には必ず有り、家庭
でも軸装して飾られています。日本のお寺の
仏画とタンカは仏画として源は同じです。
チベット絵画の基本色は、白黄赤青緑黒の
６色、または、これらに橙紫の２色を加えて
８色ともされています。これらの基本色を混
色して種々の色を作ります。色材としては次
のようなものが
使われています。
白土、砒石雌
黄、雄黄、朱、
臙脂、藍銅鉱、
インディゴ、
マラカイト、墨、
黄丹、紫石英な
ど。

◆羅生門（大正四年九月）
地震や飢饉で荒れ果てた京都朱雀大路の羅
生門の下で行き所が無く途方にくれて雨やみ
を待つ一人の下人は、餓死するか盗人になる
かの選択の中で、盗人になる勇気が出ないま
まだった。
羅生門は荒れ、二階は死骸置き場に変わっ
ていた。二階に人の気配と黄いろい光を感じ
た下人は、檜皮色の着物を着た老婆が死骸の
頭から一本づつ毛髪を抜いているのを見つ
け、その悪行を憎む反感が増幅していく。
老婆を捉えて刀を突きつけ、何のために毛
髪を抜くのかを問い詰める。老婆は「髪を抜
いて鬘にする」と答え、「この女は蛇を魚と
偽り、売りつけていた」悪人ゆえ自分の行為
も許されるはずと反論する。
下人の心は、餓死から盗人に飛躍し、老婆
の檜皮色の着衣を奪い取る。
外には黒洞々たる夜のみで、下人の行方は
誰も知らない。
この小説に使われている色名は、丹、朱、金、
銀、白、紺、赤、黄、檜皮色、黒の 10 種類。
「黒洞々たる夜」という表現は素晴らしい。

( 青海アムド )

タンカ ( チベット軸装仏画 )

（永田泰弘）
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●関東支部総会の Web 開催について

源氏物語 の色 -3-「 帚木」

色点描 ピンクの郵便ポスト

この度の新型コロナウイルス感染に関わる
状況を踏まえ、その対応を慎重に協議し、
2020 年度の「日本色彩学会関東支部総会」
は例年の集会形式ではなく、Web 配信によ
り下記のように開催することに決定いたしま
した。支部活動と収支に関わる報告と計画に
ついて、討議いたします。Webex による積
極的なご参加をお願い申し上げます。
◆Web 総会までのスケジュール
3/13（金）
：支部総会の開催に関するお知ら
せ（学会 HP、関東支部会員へのメール）
4/ 1（木）
：Web 総会の参加方法に関するメー
ル送信。招待状と総会資料の添付。
4/ 8（木）
：Web 総会参加申込の締め切り
①参加される方➡ 。Web 受信の方法などの
情報をお送りしますので、
招待状の「ミーティ
ングに参加する」をクリックしてください。
②ご欠席の方 ➡ 関東支部事務局まで委任
状をお送りください。
4/11（土）
：Web 総会開催 13:00 〜 14:00
※参加はネット環境にある PC でもスマート
フォンでも可能です。
※総会中に Web においてご発言できます。
日本色彩学会関東支部長 名取和幸

「雨夜の品定め」で有名な帚木の帖。
雨の夜、光源氏を含む若い男性四人が、女
性談義に花を咲かせている場面だが、光源氏
は発言せず、聞き役に徹している。
その姿の描写は「白き御衣どものなよよか
なるに、直衣ばかりを、しどけなく着なした
まひて、紐などもうち捨てて、添ひ臥したま
へる御火影、いとめでたく、女にて見たてま
つらまほし。」とある。つまり、白いやわら
かい単衣の上に直衣を無造作に身につけてく
つろいでいる姿は、女にしてみたいくらい美
しいというのだ。
平安時代に白を作るのは容易ではなかっ
た。絹糸、あるいは絹織物は、染色をしなけ
れば黄ばんだものとなる。白くするためには、
それを雪や清流水に晒し、黄ばみを漂白する。
平安時代から続き、ユネスコ無形文化遺産
代表リストにも登録された越後上布は雪さら
しで有名だが、まさにあの工程が漂白作業な
のである。
光源氏はこれ以上ないほど清冽な白の御衣
を身につけていたに違いない。光源氏がひと
きわ特別な存在であったことを、紫式部は私
たちに白という色で教えている。( 渋谷典子 )

山手線駒込駅北口の外にピンクのポストが
ある。よく見ると桜の花が描かれている。
今、日本中の桜を席巻している染井吉野は
江戸時代末期から明治初期に、江戸の染井村
に集落を作っていた造園師や植木職人達によ
り創られたエドヒガンとオオシマザクラの雑
種が交雑してできた単一の樹を始源とするク
ローンであるために、花びらの色は見事に同
色であり、桜色の彩度を下げる働きをした。
駒込駅は旧染井村の最寄り駅に当たるの
で、このポストが設置されている。

郵便ポストの色は赤と決められているが、
郵便制度が始まった頃の黒いポストを見たこ
とがある。特殊な色のポストの例をご存知の
方は、投稿していただきたい。（永田泰弘））
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日本の美意識―加藤隆三木説―

言葉凸凹 物体色と光源色

●色名の読み方−18

作家・歌人の加藤隆三木氏は、中国と日本
の美意識を比較し、色彩感覚や景観美などに
ついて指摘している（
『中国の美意識・日本
の美意識』小学館スクウェア、2013 年）。
古代中国では「青赤黄白黒」の五正色を重
んじ、皇帝専用色は正黄色で、天に神が存在
し、山々は天を祭る場とされる。美しい景色
を直接褒め称える客体賛美型で、緑は濃淡の
変化に富む。絵画では線が主役。完璧な美を
追究し、左右対称を好み、自然に闘いを挑み
自然に勝つという考えが引き継がれている。
日本の緑は濃淡だけではなく、色相と彩度
の変化も豊かで、伝統的色彩の特徴は中間色
の多さにある。天皇用の黄櫨染は光によって
色が微妙に変わり、赤褐色にも見える間色で
ある。自然自体に見えない大きな力があると
信じ、心地よい景観を美しい景観と呼ぶ主体
感受型。日本画では線よりも面を重視し、色
の濃淡・色相の変化・明るさの推移が表現さ
れる。不完全なものに美を見いだし、美を感
じ取る。結果ではなく、その過程に美を見い
だし、非対称・三五七の奇数を好む。
日本的な美として雅、粋、侘び・寂び、艶、
（吉村耕治）
幽玄、風流を考えている。

言葉凸凹では、色に関わる言葉を二つ位取
り上げて、相対的に説明することにより、用
語の意味を理解できるようにしてみたいとい
う意図からまとめようとしている。
物体色 (non-luminous object) は、物の表
面の色を指している。その物体が光を透過し
ない場合に見え、感じる色のことである。ま
た、光を透過する物体であっても、中に光源
が入っていない場合に外から見える色は物体
色である。
光源色 (light-source color) は、電球やロ
ウソクの炎の色を直接、あるいはすりガラス
などの拡散板を透して見る場合の色である。
モノの表面の色を測定する場合は、測色器
に内蔵された光源の光を物体の表面に当てて
測定するが、ヒカリの色の場合には、測定し
たい光源からの光を直接測色器に導き入れて
測定する。
ただ、現実生活の場では、両者が混在する
場合が多く、例えば障子で隔てられた隣の部
屋に電灯が灯っているインテリアの場合など
がそれである。こんな場合には物体知覚色と
（永田泰弘）
表現することもある。
＊ 前号を No.175 2020.3.19 に訂正のこと。

●地名に由来する色名
◆江戸茶「えどちゃ」。濃い赤褐色で当世茶
とも呼ばれた色。
◆江戸紫「えどむらさき」。青みの紫。京紫
に対抗して江戸好みを主張した色名。
◆遠州「えんしゅうちゃ」。江戸の茶人で造
園家の小堀遠州由来の鈍い赤味の橙色。
◆高麗納戸「かうらいなんど」。四世松本幸
四郎好みの暗い紫色。
◆大和柿「やまとがき」。大和屋坂東三津五
郎好みの裃の柿色。
◆京紫「きょうむらさき」。京都の紫、赤紫。
◆百済藍「くだらあい」。百済伝来の藍色。
◆胡桃染・呉桃染「くるみぞめ」クルミの樹
皮や果皮で染めた色。呉は三国時代の国名。
◆胡粉「こふん」・「ごふん」。天然産塩基性
炭酸塩の白色顔料。胡は古代中国の異民族。
◆信夫摺「しのぶずり」。陸奥国信夫郡。
◆辰砂「しんしゃ」。中国辰州産水銀朱。
◆肥後煤竹「ひごすすたけ」。黒味の黄褐色。
◆湊鼠「みなとねずみ」。深川鼠の別称。
◆鉄深川「てつふかがわ」。深川鼠の濃い色。
◆深川鼠「ふかがわねずみ」。ごく淡い藍色
（永田泰弘）
がかったねずみ色。

色彩教材研究会通信
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新刊紹介「塗り絵でまなぶ 配色のきほん」

著者：桜井輝子、しらかべりえ
発行：ホビージャパン・2020 年・1,870 円
2019 年度の色彩教材研究会の総会は、３
趣味で塗り絵を楽しむ、幅広い世代の方々
月 8 日開催の予定であった 14 回カラチャッ
トセッションの終了後に行う予定でありまし に向けて、色彩学の専門用語をできるだけ使
たが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止 わずに「配色の基礎」を習得して頂くことを
のため、急遽中止せざるを得なくなりました。 目的としたワークブックです。
前半のレッスンでは、手持ちの色鉛筆で色
研究会は総会を開かねばならない規則に
なっているため、今回はメールを用いた総会 相環を作るところからスタートしますが、あ
えてスペクトルや補色の話題を出さず「すべ
の形式で実施することになりました。
今年度の会計監査が終了した後、４月上旬 ての色は連続し、つながっている」という導
に研究会会員の皆様に、総会資料を添付した 入としました。
対照色相配色は「動きを感じる配色のコ
メールを送信して、皆様から「賛否」の返信
ツ」、減法混色も「混色すれば色は無限大」
をいただく形で、総会といたします。
この方式は株式会社がハガキにより賛否を というキャッチコピーを使うことで、検定受
験とはまったく違う切り口で展開した事が、
集める株主総会に類似したものです。
（桜井 輝子）
色彩教材研究会総会は定足数の規定があり 本書の最大の特徴です。
ませんので、参加者数の制約はありません。
賛否以外の個別の意見は同時に返信してい
ただきますが、審議や回答は次年度の幹事会
や、イベントの際のチャットセッションで検
討することになるでしょう。
４月上旬にメールが届きましたら、即座に
賛否を添えた返信をお願いいたします。
色彩教材研究会主査 永田泰弘

発行人：永田泰弘
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●芥川龍之介の短編小説の色ー 1
◆老年（大正三年四月）
「老年」の舞台は、雪の夜、橋場（台東区）
の玉川軒という茶式料理屋で二十人余が集
まった一中節のおさらいの場である。主人公
は一昨年本卦返りをした六十三歳になるこの
うちの楽隠居の房さんで、親ゆづりの玄米問
屋の身上をすり、一生を放蕩と遊芸とに費や
した人である。房さんが一人別室で昔の女の
話を独り言し、そっと聞く客もいる。
「黄いろい秩父の対のきものに茶博多の帯」
や「鉄無地の羽織に茶のきんとうしの御召揃
ひ」「黒天鵞絨の襟」の装いに客の着衣の配
色がわかる。きんとうしは金通縞の事。
明治の旦那衆の遊びの場の雰囲気は「緋毛
氈」
「青磁の香炉」
「紫檀の台」
「白交跡の水盤」
「紺と白茶と格子になった炬燵蒲団」、などの
色名から感じ取ることができる。
「つもった雪がうす青く暮れた間から」と
いう夕景の描写も美しい。
この小説に登場する色名は順に、鉄、茶、黒、
黄色、赤、緋、玄、黄いろ、茶、黒、金、う
す青、黄いろ、銀、紅、青、白、黒、紺、白茶、白。
色名の種類は 14 語である。鉄色は死語に
（永田泰弘）
になるのだろうか。
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●インターナショナル・カラー・デイ
Ｗeb 配信のご案内
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日本の美意識―黒川雅之説―

建築家の黒川雅之氏は、日本人は自然との
新型コロナウィルス感染拡大の状況を考慮 合一感を支えに調和を生み出しており、この
し、開催予定でしたインターナショナル・カ 世に生きるすべてのモノの秩序を最上位とし
て生きていると捉えている「微並気間秘素仮
ラー・デイ (ICD) は、集会を中止し、予定内
破」という八つの美意識を指摘している。
容の一部を学会初の試みとして、Web 配信
（『八つの日本の美意識』講談社、2006 年）
することになりました。
微細な部分に全体が包括されているとする
皆様のご参加をお待ちします。
微の美意識。微の思想は多視点の共存でもあ
ICD 関連事業検討委員長 下川美知瑠
る。並列的な集合で、上下のない並の美意識。
◇2020 年 3 月 20 日 ( 金；祝 )14 〜 15：40
人や物の周りには気配があり、それを気と呼
◇内容：
「MIC2019」表彰式
んでいる。気とは、全身が発する存在感や余
◇令和改元記念講演会「万葉の色彩」
講師：城一夫先生（共立女子学園名誉教授） 韻のようなもの、人や自然の木々、物が持っ
受信希望の方は学会事務局までメールでお ている生命力。日本では家がつくる集落も人
の集合も、お互いに気づかいすることで個々
申込み下さい。( 申込みは学会員限定 )
が共存し、調和が得られている。
oﬃce@color-science.jp 締切：3 月 18 日
日本の美意識の根幹をなす感覚は、間。受
申込み後、事務局より Web 受信に必要な
動的で影のような存在の間（余白）を重視す
返信メールが送られます。
る。秘（よく見えないこと）は人の想像力を
19 日になっても返信メールが届かない場
合、事務局にご連絡を。受信に特別なソフト 喚起し刺激する。素とは、そのままが一番美
は不要ですが、受信を開始する際、自動的に しい、手を加えないほうが良いという考えで、
素材を生かすこと。移りゆく自然との一体感
数分でインストールが終わります。
（イヤホ
から仮の美意識が生じ、朽ちることも美しい
ンがあると聞きやすい）
※配信された画像・音声の複製、公開は禁止。 と考える。破は、破滅、反抗、死、偶然に任
（吉村耕治）
※受信のみで受信者から発信はできません。 せることを表している。
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源氏物語の色 -2-「 帚木」
「雨夜の品定め」で有名な帚木の帖。
雨の夜、光源氏を含む若い男性四人が、女
性談義に花を咲かせている場面だが、光源氏
は発言せず、聞き役に徹している。
その姿の描写は「白き御衣どものなよよか
なるに、直衣ばかりを、しどけなく着なした
まひて、紐などもうち捨てて、添ひ臥したま
へる御火影、いとめでたく、女にて見たてま
つらまほし。」とある。つまり、白いやわら
かい単衣の上に直衣を無造作に身につけてく
つろいでいる姿は、女にしてみたいくらい美
しいというのだ。
平安時代に白を作るのは容易ではなかっ
た。絹糸、あるいは絹織物は、染色をしなけ
れば黄ばんだものとなる。白くするためには、
それを雪や清流水に晒し、黄ばみを漂白する。
平安時代から続き、ユネスコ無形文化遺産
代表リストにも登録された越後上布は雪さら
しで有名だが、まさにあの工程が漂白作業な
のである。
光源氏はこれ以上ないほど清冽な白の御衣
を身につけていたに違いない。光源氏がひと
きわ特別な存在であったことを、紫式部は私
たちに白という色で教えている。 ( 渋谷典子 )
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●新刊紹介 カラーコーディネーター
検定試験スタンダードクラス公式テキスト
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■旧刊紹介 「色弱の子どもがわかる本」

著者：カラーユニバーサルデザイン機構
監修：岡部正隆 コミック：福井若恵
発行：東京商工会議所
発行：かもがわ出版 2016 年 1,480 円
初版：2019 年 12 月 25 日
「コミック Q&A 家庭・保育園・学校でで
定価：本体 3,100 円＋税
きるサポート術」の副題がついた A5 サイズ
2020 年度から、東京商工会議所のカラー
コーディネーター検定試験のシステムが２ク のコミック形式の本です。
目次が「幼児」
、
「保育園・幼稚園」
、
「小学
ラス制に改革され、 旧３級に相当するスタ
、
「中学生」と分類された「Q」になって
ンダードクラスの公式テキストが昨年末に発 生」
おり、目次を見ただけで、引きこまれます。
行されました。
例えば「Q３：家族でお花見に行ったので
旧３級のテキストに比べて、ページ数が
すが、息子は「ぜんぜんきれいじゃない！」
約 90% に減り、受験者の負担はやや軽く
と言います。色弱の子どもは、桜を見ても感
なったようです。目次は以下の通りです。
動することはないのでしょうか？」のように。
Chapter 1 生活と色の効用
目次を見ただけで、目を通したくなります。
Chapter 2 色を自在に操る方法
一つの問いに対して、見開きのコミックで小
Chapter 3 きれいな配色をつくる
学生にもわかるように解説されています。
Chapter 4 色を美しく見せる光のマジック
私のように若い時から色に関わってきた C
Chapter 5 背景色を上手に使って色の見えを
型人間にとっても、P 型や D 型の視覚は実
変えて見よう
Chapter 6 色で売り上げをアップするために 感できない世界です。
37 問の Q&A で構成されたこの本は、時間
旧３級のテキストより、色彩科学の理論部
分が減り、色彩応用に重点が移っているよう を気にしないで目を通すことができ、色弱に
です。このテキストを教える授業用の公式電 ついての基本が解ったような気になります。
ユニバーサルカラーデザインを理解する入
子教材が揃うと、受験者の増大に寄与するで
（永田泰弘）
（永田泰弘） 口に位置付けてください。
あろうと考えられます。
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●インターナショナル・カラー・デイ
イベント中止のお知らせ
インターナショナル・カラー・デイ (ICD) の
式典が下記の内容で開催される予定でした
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めに中止になりました。
◆日時：令和 2 年 3 月 20 日（金・祝）
◆会場：東京工芸大学中野キャンパス
「MIC（Most Impressive Color）2019』の
表彰式や令和改元記念講演会などが、予定さ
れていましたが、2019 年の最重要色などは
WEB 配信の形で配信されるのでしょう。
●色彩教材研究会通信掲載原稿募集
この通信は、学会員の皆様からの色彩の関
する短い投稿を掲載しております。
タイトルが 15 字以内、本文が 20 字 24 行。
記名が原則で、原稿料はありません。
皆様の日常的な活動の報告や、気になった
色の点描、街並みの色、季節の色、綺麗な配
色、新刊本や記憶に残る旧刊の本の紹介、文
学の中の色などを掲載してきました。
写真は、データが重くなるので、一号一枚
に限定しています。現在の配信数は 300 人
（永田泰弘）
弱です。気軽に投稿してください。
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●白色度研究発表会・講演会の延期

人事などを検討する予定です。
特に事業計画についてご意見のある方は、
主査や幹事に提案をしてくださるようお願い
（永田泰弘）
いたします。

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●旧刊紹介「色で読み解く名画の歴史」

城一夫、橋本実千代著
パイインターナショナル刊。
定価 2,300 円 + 税。初版：2013 年 1 月
内容は、序論として「色彩絵画の系譜」が
あり、ルネサンス以前から始まり、各時代と
各地域の絵画の特色がわかるようになってい
ます。「掲載作家年表一覧表」もその理解を
助けます。更に掲載作品のカラーインデック
スは、色名、マンセル値、CMYK 値、RGB
値がわかり、多岐の方面に活用できそうです。
本文は①西洋の絵画②日本の絵画の 2 部
構成で、色彩という観点から見た絵画歴史上
の特色ある画家が取り上げられています。
日本色彩学会のイベントは、年度替わりの
絵画の「色」、「構図」、「技法」は勿論です
時期であり、他にもいくつか計画されている が、その絵が描かれた時の時代背景や、その
と思いますが、新型コロナウィルス感染拡大 時その色を扱った、画家の心情が書かれた箇
の影響で、延期や中止となる事態が起きる可 所もあります。更に、時代の推移によって扱
能性があります。
われている「色材」の変化もわかり、大いに
学会のホームページ、学会メールニュース、 参考になります。一絵画ずつ読み切りなので、
担当者などから確認して対処されることをお 気ままに愉しむ事も可能です。表紙はグスタ
勧めします。
フ・クリムトの「ベートーヴェン・フリーズ
オリンピックは過去にも中止になってお
( 横長の壁の上部を飾る装飾のこと )」の一
り、その内二度は日本が原因になっています。 部ですが、かなりのインパクトで、目を惹き
( 三本由美子 )
三度目の汚名は避けたいですね。 （永田泰弘） ます。

白色度研究会の 3 は月 13 日（金）に予定
色彩教材研究会の第 14 回・カラーチャッ
トセッションは、< 源氏物語の配色 > をテー していました研究発表会・講演会は、以下の
マに、3 月 8 日（日）の 13 時〜17 時、東京 日程での開催となりました。是非ご参加くだ
さい。
日本橋 DIC ビルで開催の予定でした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の予防 ◆日時：2020 年 5 月 23 日（土）14：00〜
を目的として、無期延期にすることを、城一 18：10
夫講師のご了承も頂き、研究会の幹事会で決 ◆会場：東京家政学院大学 千代田三番町キャ
ンパス
定しましたことをお報せ致します。
すでに 40 名を越す申込みがあり、残念で （〒102-8341 東京都千代田区三番町 22）
白色度研究会主査 片山一郎
すがご了承ください。くれぐれも間違えて当
（日本色彩学会メールニュース No.118 から引用）
日、会場に向かわないようにお願い致します。
以上の変更が発表されました。
当日は城一夫講師の講演と恒例の懇話会だ
けに絞り、濃密な時間を共有出来れば考えて
おりました。
今般の感染症の騒ぎが終焉すれば、次年度
のイベントに取り上げたいと考えております
ので、ご期待ください。
講演後に予定していました色彩教材研究会
総会は、4 月上旬までには、メール会議の形
式で、事業報告と計画、決算と予算、幹事会

発行人：永田泰弘
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●色覚研究会からのお知らせ

●網村眞弓・トレンドセミナー

色点描 アリーナの五輪カラー

色覚研究会の令和元年度研究発表会の特別
講演の内容が変わりました。
◆日時：2020 年 3 月 7 日（土）午後
◆会場：東京工業大学のキャンパス・イノベー
ションセンター東京 302 号室
（JR 田町駅芝浦口右側のエスカレーターを降
りて 1 分）
◆4 色覚の画家コンチェッタ・アンティコ氏
の特別講演は新型コロナウィルスのため延期
となり、特別講演をオックスフォード大学の
森本拓馬氏にお願いいたしました。
講演題目 : 複雑な環境照明下における物体の

■2020 年 2 月 25 日（火）13:30 〜 16:30
■会場：サンゲツ品川ショールーム：
東京都港区港南２丁目 16−4・品川グランド
セントラルタワー 4 階
■受講料：￥5,000。一社 2 人目より￥1,000。
トレンド分析を長年続けるインテリアデザ
イナー、日本色彩学会会員の網村眞弓 さん
によるトレンドセミナーが開催されます。
ドイツやフランスの大御所トレンドセッ
ターが皆、『まさにターニング・イヤー』と
発信しているそうす。
セミナーではハイム・ケルン・メゾン・デ
コオフの 4 大展示会を通した取材からのト
レンド分析を聞くことができます。。
変化著しい家具や照明、壁紙でつくるイン
テリアについて、市場の変化と対応する新作
コーディネートが解説されます。
■申込先 URL：
https://colordesignﬁrm.com/?p=13887
フォームにご記入ください。
表示されない時は下記のメールで申込：
mayumi.color.f@gmail.com
セミナー後は交流会も開催されます。

今年は、オリンピック・パラリンピックの
年、開催までのカウントダウンの数字も実感
がわいてくる。
さいたまスーパーアリーナ（さいたま市）
では東京五輪でバスケットボール全 52 試合
が開かれる予定。埼玉県ではアリーナの南側
の大屋根に「五輪カラー」をライトアップし
ている。青・黄・黒・緑・赤。黒を濃紫で表
現して夜空に美しく光っていた。
5 つの輪はヨーロッパ・南北アメリカ・ア
フリカ・アジア・オセアニア。自然現象。ス
ポーツの 5 大鉄則などを意味するそうだ。
夜間景観がカラフルで楽しくなり今からオ
リンピックの盛り上がりを感じる。
チケットは全部外れたのでテレビで応援し
よう・・・。（Sizuka)

表面色知覚
発表内容は、実世界に置かれた物体は，周
囲のあらゆる方向から光を受ける。本研究で
は入射方向によって光の分光組成がいかに変
化するかを明らかにするため、分光カメラと
鏡面球を用いて照明の全方向分布を計測した
結果照明の分光組成が入射方向によって系統
立った変化を見せることを示した。
また、発表ではそのような照明の方向依存
性が物体の表面色知覚に与える影響を、主に
照明光メタメリズムの観点から論じる。
（日本色彩学会メールニュース No.107 から引用）

（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●インターナショナル・カラー・デイ
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源氏物語の色 -1-「桐壺」

源氏物語には多くの色彩表現が出てくる
が、作者である紫式部はしっかりとした意図
を持って色を選んでいると私は思う。
一帖ごとに、紫式部の思いを私なりの解釈で
読み解いていきたい。
「桐壺」の帖に出てくる色彩表現は白と紫。
「結びつる 心も深きもとゆひに 濃きむらさき
の 色しあせずに」という和歌の中に紫は登
場する。
この場面は、桐壺帝から「息子の光源氏の
もとに娘を嫁がせないか」と言われて答えた
左大臣の歌。左大臣家も安泰になることが約
束されるわけなので、大喜びで受け入れる。
表彰式
初めて結ぶ元結の「濃い紫」があせないよ
・令和改元記念講演会「万葉の色彩」（仮題）
うに、と願っているわけだ。
城 一夫（共立女子学園名誉教授）
この時代の濃い紫は最高級。その紫が色褪
・特別企画：持続的発展と色彩
せないようにと願わずにはいられない心理。
講演「SDGs の国内外の最新動向と企業の
紫の色を光源氏にかけているのだ。どうか
取り組みのありかた」（仮題）小野田真二
光源氏が心変わりしませんように……
（公益財団法人 地球環境戦略研究機関）
源氏物語の始まりとなる「桐壺」の帖に紫。
・パネルディスカッション「色彩が SDGs
この物語の行く末を色で端的に表しているよ
に貢献できること」（仮題）
（渋谷典子）
※SDGs（エスディージーズ）とは、
「持続可 うに思えてならない。
インターナショナル・カラー・デイ (ICD)
の式典を開催いたします。ご参加ください。
◆日時：令和 2 年 3 月 20 日（金・祝）
13 〜 17 時
◆会場：東京工芸大学中野キャンパス
芸術情報館（東京都中野区本町 2−9−5）
◆参加費：無料 ※学会員・一般を問わず
◆催事概要：
・髙橋晋也会長挨拶
・ICD の趣旨説明と各国の取り組：AIC 理事
堀内隆彦（千葉大学）
・「MIC（Most Impressive Color）2019』

◆これから渋谷典子学会員に「源氏物語の色」を帖ご
能な開発目標」
（ICD 関連事業検討委員会委員長 下川美知瑠） とに紹介していただきます。ご期待ください。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●かごんまの色でミニ大漁旗を作ろう
鹿児島大学環境色彩学研究会と、亀﨑染工
有限会社が、共同でワークショップ「『かご
んまの色』でミニ大漁旗を作ろう」を開催し
ます。今回は「かごしまデザインフェア
2020」でミニ大漁旗染体験をご来場の皆様
に提供します！
○開催概要
【日時】2020 年２月 21 日（金）〜 23 日（日）
10:00 〜 18:00 （最終日は 17:00 まで）
【場所】かごしま県民交流センター
２F 大ホール
○ワークショップの内容
・「かごんまの色」（18 色）の染料を使った
ミニ大漁旗染体験（予約不要）
・産学連携の成果である「あづまバッグ」
（2019 かごしまの新特産品コンクール鹿児島
県知事賞受賞）の展示等
・印染の作業工程の紹介
・「かごんまの色」プロジェクトのパネル展
示 など
※ワークショップには参加費がかかります
詳しくは
https://www.krcc.kagoshima-u.ac.jp/event/
kagonmanoiro̲workshhop/ まで（牧野暁世）

色彩教材研究会通信
●環境色彩研・研究発表会聴講募集
第 19 回 研究発表会の聴講者を募集中。
・日時：2020 年 2 月 29 日（土）
12:30 より受付開始 発表：13:00- 16:00
・会場：ICS カレッジオブアーツ
（https://www.ics.ac.jp/appealpoint/map/
東急東横線「都立大学」駅 徒歩 10 分弱
・参加費：無料 但し資料代として 1,000 円
（学生 500 円）。
・懇親会：3,500 円程度・要事前予約。
（17:00 頃から２時間程度予定。
）
◆研究発表演題の概要は以下の通り。
「橋梁の色彩検討の事例研究 “隅田川復興 5
橋の塗替え経緯”」
「アクリルシリコン系透明保護塗膜を用いた
栩葺復元工事計画及び色彩評価」
「台湾歴史建築逍遥園における緑色左官仕上
げの産業史・文化史的考察」
「鉄筋コンクリート造建築物全外壁における
白色塗料仕上げ部の経年白亜化調査」
「色の伝え方（その 1）色をグラフで表す」
「景観形成におけるマンセル表色系を用いた
色彩規制の実態に関する研究」
・申込方法はホームページを参照。
( 日本色彩学会メールニュース No.106 より・永田）
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●混色体験セミナーに参加して

NPO 法人北海道 CUDO では、会員の集い
第一回では XYZ 表色系の講義と実演があ
を 2020 年 2 月 22 日（土）13：30 から、札
り、光から色が出現する事を理解した上で、
幌市中央区北 1 条西 1 丁目の市民交流プラ
次の LED を使って加法混色が見える「カラー
ザの 4 階控室 405 で行います。
ミキサ」の制作に入り、先生が回って解説さ
テーマは、「いまさら聞けない！色彩・色
れ配線なども丁寧に指導されたので楽しい作
覚用語」です。
業で完成し、加法混色が理解出来ました。
仕事の場面で色覚や色の話を人に伝える機
混色絵本の紹介は、楽しい教え方につなが
会があると思いますが、相手にスムーズに説 り、応用する場を考えたいと思います。
明しにくい用語があると感じることが時々あ
第二回のハサミを使いセロファンを貼る
ります。
「虹色キューブ」の制作は、楽しく減法混色
伝え方で「おーこれはわかりやすい。」と
を理解する最適の実習でした。
いうスキルを専門家同士お互いに情報交換し
顔料概論に続いて、コンピュータカラー
て、切磋琢磨する時間にしたいと考えます。 マッチングにより色の配合が求められること
◆スケジュール
も知りました。
13：30 から 14：15 グループワーク
また、CMYK の数値を組み立てて表色系を
14：15 から 15：00 確認、基本用語の説明 作ることは、色彩教育に取り込めて、これか
方法、プロによる用語解説の一例（担当：昆 らの時代に適していると感じました。
野照美）
減法混色の講習法も活用してみます。
会員以外の参加もオーケーです。
今回の混色セミナーに参加して、とても参
◆申込先は、NPO 法人 北海道カラーユニバー 加費用が格安な上、専門的な内容で、色彩の
サルデザイン機構
指導者がこれから教えるための引出として役
info@color.or.jp TEL(011)791-9450 FAX
立ち、参加して得られた知識を活用してより
（昆野照美） 日本色彩学会が友好的な場所である事を望ん
(011)791-9455 です。
●色彩関連の情報があれば投稿してください。（永田） でおります。
（田森恭子）

色彩教材研究会通信
●ZIPANG-4 TOKIO 2020 への寄稿文
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●14CCS「源氏物語の配色」聴講募集

トヨタが富士山麓にトヨタ「コネクティッ
色彩教材研究会の第 14 回・カラーチャッ
ド・シティ」プロジェクトとして、人々の暮 トセッションは、3 月 8 日（日）の 13 時〜
らしを支えあらゆるモノやサービスがつなが 17 時、東京日本橋 DIC ビルで開催します。
る実証都市、AI を駆使し自動運転の実験都
14CCS の講演は、城一夫講師による『源
市をゼロからつくる幸せなコミュニティーの 氏物語の配色』だけで構成します。
未来都市構想に対し、環境ディレクター：林
『源氏物語は「紫のゆかり」を基底として
英光愛知県立芸術大学名誉教授が「日本の未 華やかな「平安貴族」の情愛と盛衰を、情感
来都市デザイン−１」と題した寄稿文を投稿 豊に描いた物語である。作者紫式部は、その
されました。
色彩を単なる風俗描写として描いたのではな
その内容は「戦後道路環境の変遷」、
「改
く、その時代の空気観、登場人物の「心象」
めたい日本の景観と心 」
、「気候変動に伴う
や「心の襞」を象徴する色として捉えており、
都市の提案」
、「2100 年の子供たちへ」、
「エ
登場人物の表象するパーソナル・カラーとし
コキャピタル愛知」
、「空中回廊で結ぶ都市構 て描いている。
想 前哨的試み LR 岐阜駅前再開発」という壮
今回は、それに加えて主人公たちが着用す
大な計画を図や写真と文章で判りやすく語っ る十二単衣の「重ねの色目」「襲の色目」の
ておられます。すぐに見てください。
配色に焦点を当て、その配色の特徴と意味を
https://tokyo2020-4.themedia.jp/posts/762
紐解くことを試みる。（城一夫）』
8870 から寄稿文を開くことが出来ます。
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
一千万色の細微な色彩研究も必要ですが、 会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
このような壮大な色彩世界を構築することを 定員：50 名。
学会員が手を取合って語り合い、日本色彩学 ◆当日は城一夫講師の講演と恒例の懇話会、
会の夢を世に認知させたいものです。
研究会総会と、解散後の希望者による懇親会
「日本の未来都市デザイン−２」を楽しみ （要別途実費参加費）などを予定。
（永田泰弘）
にしましょう。
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）
。
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●色名の読み方−17
●その他の色名の続き
◆千歳緑「ちとせみどり・せんざいみどり・
せんざいりょく」。松の緑にちなんだ色名。
◆千歳茶・仙斎茶「せんさいちゃ・せんざい
ちゃ」。緑みの茶色。
◆想思鼠「そうしねず」。近代以降の文学的
表現か？。青みの灰色。
◆赭「そお」。赤鉄鉱を含む赤土の顔料。代
赭（たいしゃ）は中国の代州産の赭。
◆退紅・褪紅「たいこう」。薄い紅花染め。
◆鉄紺「てつこん」。暗い紫みの青。
◆鉄納戸「てつなんど」。暗い灰みの青。
◆生壁色「なまかべいろ」。土壁が乾く前の
灰みの黄褐色。
◆納戸色「なんどいろ」。由来が諸説ある江
戸時代の色名。
◆似紫「にせむらさき」。高価な紫根に変え
て蘇芳や茜で染めた紫。
◆鈍色「にびいろ・にびいろ」。古くからの
喪服や僧衣の色。

◆練色「ねりいろ」。生糸を精錬した練糸や
それで織った練絹の色。
◆秘色「ひそく・ひしょく」。民間で禁じら
（永田泰弘）
れた青磁の色の織物の色。

色彩教材研究会通信
●14CCS「源氏物語の配色」聴講募集
色彩教材研究会の第 14 回・カラーチャッ
トセッションは、3 月 8 日（日）の 13 時〜
17 時、東京日本橋 DIC ビルで開催します。
14CCS の講演は、城一夫講師による『源
氏物語の配色』だけで構成します。
『源氏物語は「紫のゆかり」を基底として
華やかな「平安貴族」の情愛と盛衰を、情感
豊に描いた物語である。作者紫式部は、その
色彩を単なる風俗描写として描いたのではな
く、その時代の空気観、登場人物の「心象」
や「心の襞」を象徴する色として捉えており、
登場人物の表象するパーソナル・カラーとし
て描いている。
今回は、それに加えて主人公たちが着用す
る十二単衣の「重ねの色目」
「襲の色目」の
配色に焦点を当て、その配色の特徴と意味を
紐解くことを試みる。
（城一夫）』
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
定員：50 名。
◆当日は城一夫講師の講演と恒例の懇話会、
研究会総会と、解散後の希望者による懇親会
（要別途実費参加費）などを予定。
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）
。
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■旧刊紹介 「カラー
コーディネーションの基礎」
何度か来ている上野東照宮に寄ってみた。

色点描 金色殿の配色

東京商工会議所発行３級公式テキスト
全国に 150 社ほどある東照宮の中の日光・
「カラーコーディネーター検定」３級公式
久能山・芝と並ぶ四大東照宮の一つである。
テキストは 2001 年初版で、その入門編とし
ちょうど夕日が本殿西側の数年まえに貼
て色彩の基礎知識が幅広く紹介・解説されて
り替えた金箔の壁に照り映えて、巨大で素
います。光と物と眼による「色が見える仕組
晴らしく美しい様相を観ることができ、感
み」の紹介から始まり、「色の心理的効果」・
激した。黄金に縁の無い私にとっての天か
「色の表示方法」・「色彩調和の配色手法」の
らの贈り物であろうか。
この社殿は「金色殿」と呼ばれているが、 紹介と続きます。表示方法では、色名体系と
４つのカラーオーダーシステムが、また配色
三代将軍徳川家光が改修させた意図を、配
手法では４つの「色彩調和論」も紹介されて
色を通じて感じ取ることができる。
金箔に黒の配色、弁柄色に金箔の紋、弁柄 います。ともに、幅広い知識が平易に且つ簡
色の枠に緑青色の透かし格子、金箔・群青・ 潔に纏められています。次に、光と眼の詳細
解説に移り、屈折・散乱・回折・干渉などの
緑青・弁柄の置上彩色した組物など、和の
と「眼の構造と色の見え」
（永田泰弘） 「光とその色彩現象」
配色の一形式を学ぶことができる。
が紹介されています。さらには工学系の話と
なり、「色の測定手法」と「混色」が解説さ
れています。最後の「日本の色彩の歴史」
・
「絵
画における色彩」・「戦後の商品色彩」などは
生活に身近な色彩文化の紹介となり、色彩へ
の関心を一層高めさせてくれます。2020 年
からの東商ＣＣの制度改定に伴い近く廃版と
なりますが、たくさんの内容がバランスよく
（長谷川博士）
配された、必携の色彩入門書です。

色彩教材研究会通信
●白色度研究会研究発表会発表募集
白色度研究会は令和元年度研究発表会の研
究発表を募集しています。
日時：2020 年 3 月 13 日 ( 金 )14:00~18:10
会場：東京家政学院大学千代田三番町キャン
パス（東京都千代田三番町 22)
◆特別講演
ライオン株式会社 ビジネス開発センター
コンシューマーナレッジの藤井日和様に
「洗浄と白」に関してご講演いただく予定。
◆研究発表募集
「白」に関連する心理、生理、測色、デザ
イン、教育、歴史、文化などの研究発表およ
び実践報告を広く募集いたします。
中間報告的なものでも結構です。
◇発表申込締切：2020 年 2 月 21 日（金）
◇申込先：近畿大学 片山一郎まで
E-mail: katayama@waka.kindai.ac.jp
氏名，所属，会員・非会員の別，題目を明
記してください。
◇発表要旨締切：2020 年 3 月 6 日（金）
◇発表要旨：A4 版 4 頁以内
◇参加費：500 円（資料代、参加者には要旨
集を配布します）
、学生は無料。
（日本色彩学会メールニュース No.97 から引用）

。
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■旧刊紹介 「カラー
コーディネーション」

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●色名の読み方−16

●その他の色名の続き
東京商工会議所発行２級公式テキスト
◆褐色「かっしょく」。
「カラーコーディネーター検定」２級用は
◆褐色・搗色・勝色「かちいろ」
・
「かちんいろ」。
2001 年初版で、上級編として３級の入門編
◆褐返し「かちがえし」。
の色彩に関する基礎知識をより深くかつ広範 ◆瓶覗・甕覗「かめのぞき」。藍瓶を覗いた
な色彩の専門知識として紹介・解説されてい 程度に薄く染めた藍染めの色。
ます。同時に、タイトルにあるカラーコーディ ◆枯茶・唐茶「からちゃ」。
ネーションの実務面での業務を紹介し、１級 ◆消炭色「けしずみいろ」。
ＣＣ（カラーコーディネーションの実際）へ
◆滅紫「けしむらさき・めっし」。黒ずんだ
の橋渡し役ともなっています。本書では、色 紫色。
彩とデザインの詳細な文化史から始まり、色 ◆焦香「こがれこう」。くすんだ香色。
彩の送り手と受け手（生産者と消費者・生活 ◆濃色「こきいろ」。紫草で染めた禁色の濃
者）と、その接点役を務めるカラーコーディ い紫をさす平安の色名。
ネーター自身に分けて、それぞれが身に付け ◆薄色・淡色「うすいろ」。濃色に対し薄い
るべき色彩知識が解説されています。すなわ 紫をさす平安の色名。濃色、淡色は紅花染め
ち、「色の見え」
・
「照明」
・
「色材」
・
「色彩管理」
・ に対しても使われていた。
「流行現象」・「色彩調査＆解析」・「色彩の心
◆国防色「こくぼうしょく」。太平洋戦争の時、
理効果」・「配色」・「展開事例」等々。合わせ 国民服や陸軍の軍服に使われた色。
て、カラーユニバーサルデザインなど今日的 ◆古代紫「こだいむらさき」。
色彩テーマも解説されています。3 級の基礎
◆媚茶「こびちゃ」。江戸の色名で昆布茶が
知識に対して、カラーコーディネーションを 転訛した暗い緑味の茶色。
行うにあたっての、必要で実践的な色彩知識 ◆錆鼠「さびねずみ・さびねず」。
が解説されているため、総合的な色彩教育の ◆真紅・深紅「しんく」濃い紅色。
（長谷川博士） ◆青藍
教科書として活用できます。
（永田泰弘）
「せいらん」。

色彩教材研究会通信
●14CCS「源氏」
・聴講募集開始
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2020.1.9

●色覚研究会研究発表会発表募集

色覚研究会は令和元年度研究発表会の研
色彩教材研究会の第 14 回・カラーチャッ
究発表を募集しています。
トセッションは、3 月 8 日（日）の 13 時〜
開催日時：2020 年 3 月 7 日（土）午後
17 時、東京日本橋 DIC ビルで開催します。
開催場所：キャンパス・イノベーションセ
14CCS の講演は、城一夫講師による『源
ンター東京 302 号（JR 田町駅芝浦口 1 分）
氏物語の配色』だけで構成します。
◆特別講演
『源氏物語は「紫のゆかり」を基底として
L 錐体と M 錐体の中間の錐体である W 錐
華やかな「平安貴族」の情愛と盛衰を、情感
体を持っている、オーストラリアの 4 色型
豊に描いた物語である。作者紫式部は、その
色覚 (４色覚 ) の女性色彩画家である
色彩を単なる風俗描写として描いたのではな
Concetta Antico 氏による講演が予定されて
く、その時代の空気観、登場人物の「心象」
や「心の襞」を象徴する色として捉えており、 います。
彼女は完全に分離した LMSW 錐体の 4 色
登場人物の表象するパーソナル・カラーとし
覚を持ち、自分の色覚を他者に説明できる
て描いている。
現在唯一の 4 色覚画家です。
今回は、それに加えて主人公たちが着用す
◆研究発表募集
る十二単衣の「重ねの色目」
「襲の色目」の
色覚に関する発表はなんでも歓迎します。
配色に焦点を当て、その配色の特徴と意味を
2 月 7 日（金）までに、発表題名、発表者氏
紐解くことを試みる。
（城一夫）』
名、所属、連絡先、発表概要（A4 用紙 1 枚、
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
図表込み）を添えて研究会主査または幹事
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
まで申込んでください。
定員：50 名。
<sig-color-vision@ml.chiba-u.jp>
◆当日は城一夫講師の講演と恒例の懇話会、
カメラレディ原稿提出締切：2020 年 2 月
研究会総会と、解散後の希望者による懇親会
28 日（金）です。
（要別途実費参加費）などを予定。
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘） （日本色彩学会メールニュース No.94 から引用）
。
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■旧刊紹介 「カラーコーディ
ネーションの実際・環境色彩」

東京商工会議所発行１級公式テキスト
2003 年初版の「カラーコーディネーター
検定」第３分野の環境色彩の公式テキスト
です。１級は３つの専門分野に分かれており、
本書は環境色彩における実務上の色彩の活
用・応用実践編となっています。すなわち建
物・ストリートファニチャー等、まちを構成
する諸施設のための色彩計画の方法論と、そ
れを実施するのに必要な関連知識が解説され
ています。色彩計画の方法論では、各プロセ
スごとの業務が事例を踏まえて紹介されてお
り、分かりやすくなっています。周辺知識で
は、「建築の知識」、街並み・広場・園地・小
空間等アイテム別の「環境の知識」、「仕上げ
材（景観材料＆色材）の知識」が解説されて
います。また、色彩面から見た「景観法」の
紹介も貴重です。執筆者全員が環境色彩計画
の実務者 6 人で構成されている点が特徴と
なっていますが、2019 年で１級の東商ＣＣ
が廃止されることに伴い本書も廃版となり、
景観に関する本が多い割に環境色彩計画や建
築色彩設計に関する本が少ないことも合わせ
て、貴重な本と言えるでしょう。（長谷川博士）

色彩教材研究会通信
新春のお慶びを
申し上げます。
毎週木曜日に 250 人余の方々に送信して
おります「色彩教材研究会通信」の第 164
号を、私の年賀状としてお届けいたします。
先ずは皆様とご家族様のご健康とご活躍を
お祈りいたします。
旧年中は、この年寄りを何かとお助けいた
だきましたことを感謝いたします。
今年は年男です。春には八十四歳になりま
す。脊椎管狭窄症で歩行に不自由をしており
ます。趣味で、時々社寺などの屋根の撮影に
出かけ、まとめており、130 編ほどになりま
した。先日は皇居に仮設された大嘗宮の屋根
を撮ってきました。市川市の景観審議会委員
と景観アドバイザーは続けております。
「色彩教材研究会通信」の毎週木曜日の編
集送信は認知症への抵抗手段になっていると
認識しています。多くの方々の自由なご投稿
を乞い願っております。
呉々もお身体を大切にお過ごしください。

令和二年

新春

永田泰弘
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●第 51 回全国大会 [ 京都 ]'20 告知

色点描 大嘗宮の黒木の鳥居

日本色彩学会第 51 回全国大会は、2020
年 6 月 27 日（土）、28 日（日）に京都工芸
繊維大学松ヶ崎キャンパス 60 周年記念館で
開催されます。
研究発表およびカラーデザイン作品発表の
募集を、下記のように行われます。申込方法
の詳細は学会誌１月号に掲載されます。
◆発表申込の期間：2020 年 1 月 20 日（月）
〜 2 月 3 日（月）
◆予稿原稿の締切：2020 年 3 月 30 日（月）
◆発表資格：登壇者、連名者のうち少なくと
も１名が本学会会員であること
◆発表形式：(1) 口頭、(2) ポスター
◆発表形式の通知：2020 年 2 月末頃
◆募集要綱：著者が最近行なったオリジナル
で未発表の研究・発表者が最近製作したオリ
ジナルで未発表の作品
◆問合せ先：日本色彩学会第 51 回全国大会
発表申込受付：
e-mail: zenkoku2020@color-science.jp
京都の６月の観光客は平年通り多いと予想
されます。参加予定の方には早めのホテル予
約をお勧めします。

天皇陛下即位の儀のために造られた大嘗宮
の神門に黒木の鳥居が使われていた。
黒木は樹皮がついたままの丸太を指し、そ
れに対し皮を剥いた丸太を白木という。古く
は皮を剥いた丸太を赤木とも言った。また、
赤木とは梅、紫檀、蘇芳、花梨などの、材が
赤い木材も指していた。
大嘗宮の庭には黒木灯篭が配置され、悠紀
殿、主基殿、廻立殿などの主要な建物の柱や
梁などに黒木が用いられているのが見て取れ
た。屋根材としても柿葺き（こけらぶき）や
板葺きが用いられ、古代の 神社・宮殿建築

（日本色彩学会メールニュース No.91 より引用 - 永田）

。

の様式や色彩を推察することができた。
辞書に黄木や青木が無いところから五行説
（永田泰弘）
の五色には関係が無さそうである。

色彩教材研究会通信
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■旧刊紹介 「カラーコーディ
テーマ：「実習でわかる混色の原理と実際」 ネーションの実際・商品色彩」

2019.12.26

●関東支部 体験セミナー参加者募集

会場：早稲田大学（早稲田キャンパス）
◆第 1 回：参加費 3000 円
＜混色の基礎と LED 混色キットの工作等＞
2020 年 1 月 18 日（土） 10 時半〜 16 時半
①混色原理−レクチャーと測色実演−
小林信治氏（日本色彩研究所）
②LED 混色キット『カラーミキサ』の工作
中楯末三氏（東京工芸大学名誉教授）」
③混色絵本の色々ご紹介 名取和幸氏
◆第 2 回：参加費 3000 円、両会：5000 円
＜混色の実際と減法混色キューブの制作＞
2020 年 2 月 1 日（土） 10 時半〜 16 時半
①顔料と混色の実際 永田泰弘氏
②顔料の混色にみられる色足のしくみ
武井 昇氏（元ポリテクセンター群馬）
③減法混色 - 虹色キューブの制作
宮崎桂一氏（キュービスクデザイナー）
④CCM・CMYK 混色による表色系作成
永田泰弘氏（日本色彩学会名誉会員）
⑤減法混色の講習法 光武智子氏
定員は各回先着 30 名。現在募集中。
両会にご参加の方は２回目の参加の窓口で、
1,000 円の割引をしてもらえます。 （永田）

東京商工会議所発行１級公式テキスト
2003 年初版の「カラーコーディネーター
検定」第２分野の商品色彩の公式テキスト
です。１級は３つの専門分野に分かれており、
本書は、商品（プロダクト）分野の商品開発
における実務上の色彩の活用・実践編となっ
ています。すなわち、「自動車」
・
「家電」
・
「イ
ンテリア」・「オフィス」・「雑貨」・「パッケー
ジ」の色彩計画の手法やコンセプトを実例に
基づいて紹介し、且つその色を実現する多岐
にわたる素材（色材）を解説しています。素
材（色材）では、プラスチック・皮革・木材・
石材・金属・セラミック・塗料等々がコンパ
クトに纏められています。また、商品開発上
欠かせない色彩データの収集＆解析方法の解
説も貴重な情報でしょう。2019 年で１級の
東商ＣＣ検定試験が廃止されることに伴い本
書も廃版となりますが、プロダクトの商品開
発おける色彩計画に関して詳細に解説された
本は少なく、且つ家電・自動車・オフィスの
色彩計画に関しては実務者が詳細に記載・解
説している点で、入手できる今、購入するべ
き貴重な本と言えるでしょう。 （長谷川博士）

色点描 旅の色

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

寒椿の花の赤

♪サザンカ サザンカ 咲いた道
♪たき火だ たき火だ落ち葉たき〜♪
山茶花と聞くと思い出し歌ってしまう「た
き火」の童謡 2 番だ。
朝日新聞の天声人語に「冬の始まりを告げ
るサザンカの花が咲き始め、寒さが厳しくな
ればお仲間のツバキの花の出番だ。赤い花の
色は鳥に花粉を運んでもらう鳥媒花（チョウ
バイカ）のために鳥を引き付ける色。」との
記事を読んだ。
鳥類は 4 原色「赤・緑・青・透明（紫外線）」
を見分けることができると考えられているそ
うだ。鳥媒花の花は蜜が多量にあり、花色は
赤などと鮮やかで美しい。近くに寒椿の花が
咲き始めている。鳥達は楽しそうにさえずり
ながら蜜を吸っているのだろう。 （Sizuka）

色彩教材研究会通信
●これからの東商・色彩検定
東京商工会議所のカラ−コーディネ−タ−
（CC）検定試験は、25 年前の 1995 年にスター
トし、現在受験生 57 万人・合格者 25 万人
と大きな普及実績となっております。
生活また仕事に直結する色彩の知識をより
一層社会に広げるため、東商は来年 2020 年
より制度の大改定を発表しました。
テキスト的に変更点を見ますと、①旧３級
が、「スタンダードクラス」と名前も改め、Ｃ
Ｃとして最低限度必要な色彩知識に絞り込
み、②旧２級は、
「アドバンスクラス」として、
より広く・深い色彩知識を紹介すると同時に、
その活用方法を詳しく紹介しております。
２クラスどちらも図表・写真を多用し従来よ
り読みやすくかつわかりやすいテキストと
なっております。
また、旧１級の３分野は検定試験としては
廃止となりますが、より専門的に勉強された
い方のために、支援している色彩３団体（日
本色彩学会、JAFCA、日本色彩研究所）とタ
イアップをして、適時実践的かつ最先端の色
彩展開事例をセミナー等の形で開催する予定
です。従って、旧１級の公式テキストは貴重
（長谷川博士）
なものになるでしょう。
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■旧刊紹介 「カラーコーディ
ネーションの実際・ファッション色彩」
東京商工会議所発行１級公式テキスト
カラーコーディネーター検定１級は３つの
専門分野に分かれており、2003 年初版の本
書は、ファッション分野の実務での色彩の活
用・応用編となっています。すなわち、化粧・
テキスタイル等々のファッション色彩を取り
巻く諸要素が多面的に紹介・解説され、ファッ
ションビジネス全般における色彩の活用手法
が記述・紹介されています。本書は、教養編・
実務基礎編・実務応用編・カラーコーディネー
ト編に分けて編集されており、
「肌色と化粧」
・
「コスチューム」・「テキスタイル」・「ファッ
ショングッズ」から「色の品質管理」・「色彩
調査手法」まで、作り手側（生産者・送り手）
の視点でファッション色彩を「文化面」
・
「材
料（素材）面」・「実務（ビジネス）面」と多
方面からバランスよく記載されています。
2019 年で１級の東商ＣＣが廃止されること
に伴い本書も廃版になりますが、ファッショ
ンに関係する諸分野を色彩面から通して解説
された本は少なく、関心が高いメイクを含む
ファッション全体の色彩教育のために入手す
べき最適の書といえるでしょう。（長谷川博士）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 張り子のだるまは何故赤い
高崎市の少林山達磨寺に撮影のために立ち
寄ったところ、本堂の濡れ縁や側面の軒下に
大量の赤いだるまが積み上げられていた。
達磨寺はインドに生まれ中国に渡って少林
寺で面壁九年の行で禅宗の初祖となった達磨
大師に因んだ黄檗宗のお寺である。
江戸中期の天明の大飢饉のあと、農民救済
のため、九代東嶽和尚が副業の張り子のだる
ま作りを伝授し、200 年前から少林山七草大
祭だるま市が始まったとされている。
奉納されているだるまの色は、白も混じっ
ているが、殆んどが赤である。
なぜ赤なのだろうか？赤は太古から魔除け
の色として尊ばれてはいたが、禅宗の色彩否
（永田泰弘）
定と矛盾しないのだろうか？

色彩教材研究会通信
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●ACA2019 Nagoya を終えて

関東支部 体験セミナーのお知らせ

●色名の読み方−15

日本で初開催した ACA（アジア色彩学会）
は 10 カ国 263 名にご参加いただき、4 日間
の会期を盛況に終えることができました。
開会式には、地域の一般市民約 40 名を含
む 300 名近くの方がご参加くださり、箏・
尺八の生演奏と歌舞伎映像による心に響く
オープニングから、愛知県の大村知事の挨拶、
トヨタ・カーデザイナーの基調講演へと続き、
日本の文化と産業をアピールしました。
12 の研究発表セッション、2 つの基調講演、
9 つの招待講演、2 つのワークショップ、3
種類のセミナーにより、アジアの若い研究者
たちが新しい知識と経験を得て、新たなネッ
トワークを築く機会となりました。
来年は、インドネシアのジョグジャカルタ
（川澄未来子）
で開催です。

テーマ：「実習でわかる混色の原理と実際」
会場：早稲田大学（早稲田キャンパス）
◆第 1 回
＜混色の基礎と LED 混色キットの工作＞
2020 年 1 月 18 日（土） 10 時半〜 16 時半
①混色原理−レクチャーと測色実演−
小林信治氏（日本色彩研究所）
②LED 混色キット『カラーミキサ』の工作
中楯末三氏（東京工芸大学名誉教授）
」
◆第 2 回
＜混色の実際と減法混色キューブの制作＞
2020 年 2 月 1 日（土） 10 時半〜 16 時半
①顔料と混色の実際
永田泰弘氏（日本色彩学会名誉会員）
②顔料の混色にみられる色足のしくみ
武井 昇氏（元ポリテクセンター群馬）
③減法混色 - 虹色キューブの制作
宮崎桂一氏（キュービスクデザイナー）
④CCM・CMYK 混色による表色系作成
永田泰弘氏（日本色彩学会名誉会員）

●自然現象などに由来する色名
◆天色「あまいろ・あめいろ」。空色の古語。
◆空色「そらいろ」。晴れた空の色を指す。
◆東雲色「しののめいろ」は夜が明け始める
頃の東の空のような色。
◆曙色「あけぼのいろ」も東雲色と同義。
◆水色「みずいろ」。澄んだ水のような薄青色。
●その他の色名
その他の色名で、読みにくい物を取り上げ
て見よう。
◆藍海松茶「あいみるちゃ」。海松は海藻。
◆青褐「あおかち」。
◆青鈍「あおにび」、「あおにぶ」。
◆赤香「あかこう」。赤みの香色。
◆灰汁「あくいろ」。灰で作る「あく」の色。
◆浅縹「あさはなだ」。明るい縹色。
◆浅緋「あさひ」。明るい緋色。
◆洗柿「あらいがき」。洗って褪せた柿色。
◆殷紅色「いんこうしょく」。殷は古代中国
の国名。暗紅色。
◆一斤染「いっこん染」、「いっきん染」。
◆今様色「いまよういろ」。今流行っている色。
◆御召茶「おめしちゃ」。御召は上質の着物。
（永田泰弘）
◆灰白色「かいはくしょく」。

定員は先着 25 名の予定。
以上は関東支部メルマガ No.108 からの引
用情報です。予定表に入れて、申し込みに備
（永田泰弘）
えてください。

色彩教材研究会通信
●環境色彩研・研究発表会・締切迫る
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●「2019 年を彩った色」・締切迫る

「2019 年を彩った色」の応募締切は、12
月 10 日 ( 火 ) です。応募用紙をダウンロー
ドして 10 日までに申込んでください。
日本色彩学会は「色彩を広く知ってもらう」
ことを社会的使命の一つとし、2018 年を代
表する『今年の色』を募り、年末に決定色を
発表した後、2019 年 3 月のインターナショ
ナル・カラー・デイにおいて第 1 回の決定
色応募者の表彰がありました。
第 2 回の 2019 年度は、名称を〜『Most
Impressive Color 2019』2019 年を彩った色
〜 と改め、昨年同様、一年を代表する色の
募集が HP 上に告示されています。
応募方法は、日本色彩学会のホームページ
から応募用紙をダウンロードして記入し、
日本色彩学会事務局 の E-mail アドレス：
oﬃce@color-science.jp 宛てに送信する手
順になっています。
選考は日本色彩学会『MIC 2019』選考委
員会（下川美知瑠委員長）で厳正に選考し、
『MIC 2019』決定色は 12 月末に学会ホーム
※研究会誌「環境色彩研究」に掲載。
ページ上に発表される予定です。
◆申込先：E-mail :info@color-web.co.jp
表彰式は 2020 年 3 月 20 日 ( 金；祝 ) に
メール件名を「環境色彩研究発表申し込み」
（永田泰弘）
として成田までお申込下さい。 （高山美幸） 行われます。

環境色彩研究会の第 19 回 研究発表会のエ
ントリー締切が、明日の 12 月 6 日です。
発表希望の方は、至急、お申込みください。
◆開催概要
・日 時：2020 年 2 月 29 日（土）
(13:00- 16:00)
・場 所：東京・ICS カレッジオブアーツ
・参加費：無料 （資料代 1,000 円要）
◆応募内容
・発表形式：口頭あるいはポスター発表
１件あたり 20 分 ( 質疑応答含む )（予定）
・申込み方法：以下を記載し、12 月 6 日ま
でに、下記メール宛に申請して下さい。
1. 登壇者名、共同発表者名 2. 所属
3. 会員種別（正会員・非会員 ) 4. 連絡先
5. 発表題目 ６. 研究発表の概要 (400 字以
内、写真、図表は不要 )
◆発表論文原稿
・申込者には原稿の雛形をお送りします。
・原稿提出締切
2020 年 1 月 31 日（金）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅の色 鉛瓦葺きの白い屋根
富山県高岡市は漆器・銅製品など工芸品の
街。加賀藩は能登・加賀・越中を領地として
おり、この高岡山瑞龍寺は、加賀二代藩主前
田利長公の菩提をとむらうため三代藩主利常
公によって建立されたお寺である。
重要文化財・国宝に指定されている建物も
多く立派なお寺だ。仏殿の屋根は総欅造り、
屋根は鉛板をもって葺かれた珍しいもの。
鉛瓦葺きは全国でも金沢城石川門に例をみ
るだけ。白い屋根が青い空に映え、まわりの
緑の芝生と相俟って美しい。
鉛は雪に強く雪がすっと落ちる上に、加工
しやすい。戦いになった時に 47 トン・250
万発分の火縄銃の鉄砲玉にするための鉛瓦葺
である。
鉄砲玉にならなくて良かった。 （Sizuka）
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●「感性とデータ科学」を聴講して

●色名の読み方−14

色点描 水色は水の色か？

コスメティクスと肌・顔研究会主催のシン
ポジウム「感性とデータ科学」が開催され、
３題の講演を聴講した。
竹下友美講師による「統計に裏付けられた
カラーイメージ活用」、長沢伸也早大教授に
よる「感性研究に置けるデータ科学」、小林
学早大教授の「データ科学の基礎」である。
私が最も興味を抱いたのは、竹下講師によ
る DCAM(DIC Color Application Method) で
あった。
これは竹下さん達により開発された、「色
域調査によりあいまいな感覚値をあいまいな
まま定量化する手法」である。
10 色相 22 トーンの有彩色と７色の無彩色
からなる 227 色の色票をパソコンの画面上
に密着した状態で表示して、「与えられた言
葉」から感じられる心理的な印象を色の領域
として切り取ることによって、言葉を複数色
の集合体に変換する手法である。
例として甘味・辛味・苦味・酸味・塩味と

●地名に由来する色名
わずかだが、国内や外国の地名に由来する
色名もある。
◆京紫「きょうむらさき」。
◆江戸紫「えどむらさき」。京紫を真似て江
戸で染められた紫。
◆江戸茶「えどちゃ」。
◆根岸色「ねぎしいろ」は東京の根岸で採れ
た壁土の色。
◆深川鼠「ふかがわねずみ」「ふかがわねず」
は湊鼠「みなとねずみ」ともいう。
◆新橋色「しんばしいろ」は、明治のころ新
橋芸者の間で流行った鮮やかな緑みの青。花
街が金春新道にあったので金春色「こんぱる
いろ」とも呼ばれた。
◆肥後煤竹「ひごすすたけ」。熊本の藩名。
◆唐紅・韓紅花「からくれない」は中国・朝
鮮の国名がついた色。
◆唐茶「からちゃ」。黄唐茶「きがらちゃ」
◆弁柄色「べんがらいろ」、紅柄色・紅殻色「べ
にがらいろ」。ベンガラは東インドのベンガ
ル地方をさすポルトガル語で、この地で産出
した良質の酸化鉄顔料が輸入されたために産
（永田泰弘）
地名が色名になった。

雨水も井戸水も水道水も無色透明である。
しかし、JIS の慣用色名では水色は「うすい
緑みの青」となっており、マンセル値では
6B8/4 と表記されている。
工業製品の JIS では、色えんぴつのしんの
色の水色は 7.5B6.5/6.0、クレオンおよびパ
スの水色は 7.5B6.5/10 となっている。いず
れも明るい緑みに寄った青色の領域である。
大きな台風があった数日後に、地元では日
本三大渓谷の一つと称している新潟県の清津
峡に観光で訪れた時に見た流れの色が、見事
な「緑みの青」であった。
青空を映すとともに、シリカなどの土の微
粒子の濁りが青のスペクトルを散乱して水色
（永田泰弘）
を演出していたのであろう。

いう味覚の色彩化や、機能性食品や飲料に関
する調査結果などが紹介された。
色彩教材研究会で DCAM のワークショッ
（永田泰弘）
プを実現したいと思った。

色彩教材研究会通信
●旧刊紹介「フランスの配色」
城一夫著「フランスの配色」パイインター
ナショナル刊。定価 2,800 円＋税。
初版：2011 年 4 月 25 日。
表紙はフランスらしいピンクの色調を中心
とした目を引くデザインで、これまでに３万
冊以上の売り上げを誇ります。内容ははじめ
に西洋の配色観、配色用語の解説、本文中に
登場する名前や作品を制作した作家の略歴が
紹介されています。そのあとで本題のフラン
スの特徴的な配色例が、美しい写真やイラス
トと共に、色相別、歴史別、テーマ別に掲載
されているので、色の勉強をしたことがない
読者にも理解しやすい構成になっています。
見開きの左ページに映画、絵画、ポスター、
ファッション画、風景、建築、乗り物などが
掲載され、右ページにその配色例と、その他
２〜３例の配色例が面積比と共に掲載されて
います。巻末には参考文献の他に、カラーイ
ンデックスが付いていて、色名、マンセル値、
CMYK 値、RGB 値、Weｂ値がわかるのも便
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●13CCS の懇話会からー４

◆「古代ギリシャの音階論とニュートン」
裏話と人となりが面白い。授業（カルチャー
センター・各種学校）で知らせたい。
ニュートンと音の繋がり、虹の七色が理解
できた。ドレミの動画にびっくり！こぼれ話
とか神学研究の話はもっと知りたい。
非科学的なことに興味があったとは驚き。
『ニュートンの光と影』を是非読みたい。
◆「絵画と色彩調和」
絵画は、人となりを知っていると見方が広
がるので良いなと思った。
絵画と色彩の話をもっと聞きたい。
美術鑑賞への興味がわきました。
◆「色に関する諸々の話題」
色彩心理の分野を知りたい。
昔の定義と異なる紫色の食欲について知り
たい（フードコーディネーター）。
絵画の配色事例から理論を教えている。
美術館に行き、本物を見てほしい。
アカデミックな配色はつまらない。個性が
利です。本家フランスはセーヌ川沿いのエル あってこそ面白い。
新しい色にチャレンジするにはきっかけが
メスの店舗にも置いてあり、先に出版された
大事。色のレパートリーは、体験して増えて
「フランスの伝統色」と共に美的感覚を養う
（H.W）
（橋本実千代） いく。慣れである。
のに最適な名著です。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 瓦の豆知識−６
◆1980 年代までの日本の主な瓦の産地
６、中国地方：岡山県：備前瓦。島根県：石
州瓦。山口県：山口瓦。
７、四国地方：徳島県：徳島瓦。香川県：讃
岐瓦・四国瓦。高知県：安芸瓦。愛媛県：菊
間瓦・愛媛瓦。
８、九州地方：福岡県：城島瓦。佐賀県：伊
万里瓦。熊本県：熊本瓦。大分県：坂ノ市瓦。
宮崎県：宮崎瓦。鹿児島県：日置瓦・鹿屋瓦。
沖縄県：赤瓦。
以上は 1980 年代までの瓦の産地を示しま
すが、現在、この中で産地として残っている
（永田泰弘）
のは何処でしょうか？

写真 江戸城（皇居）の伏見櫓の屋根
唐破風と千鳥破風をもつ入母屋造り本瓦葺き

色彩教材研究会通信
●「2019 年を彩った色」募集中
日本色彩学会は「色彩を広く知ってもらう」
ことを社会的使命の一つとし、2018 年を代
表する『今年の色』を募り、年末に決定色を
発表した後、2019 年 3 月のインターナショ
ナル・カラー・デイにおいて第 1 回の決定
色応募者の表彰がありました。
第 2 回の 2019 年度は、名称を〜『Most
Impressive Color2019』2019 年を彩った色
〜 と改め、昨年同様、一年を代表する色の
募集が HP 上に告示されています。
応募期間は、2019 年 11 月 1 日 ( 金 ) 〜
12 月 10 日 ( 火 ) です。
応募方法は、日本色彩学会のホームページ
から応募用紙をダウンロードして記入し、
日本色彩学会事務局 の E-mail アドレス：
oﬃce@color-science.jp 宛てに送信する手順
になっています。
選考は日本色彩学会『MIC 2019』選考委
員会（下川美知瑠委員長）で厳正に選考し、
『MIC 2019』決定色は 12 月末に学会ホーム
ページ上に発表される予定です。
表彰式は 2020 年 3 月 20 日 ( 金；祝 ) に
行われます。
以上、HP 掲載の情報です。（永田泰弘）
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●13CCS の懇話会からー４

色点描 旅の色

プロダクトデザイナー、パーソナルカラー
等の色彩講師、植木・フラワーアレンジメン
ト等のさまざまな分野のカラーコンサルタン
トの皆さんのグループで、当日の CCS の感
想や、今後やってほしいテーマなど、活発な
意見をいただきました。
◆「講師の著作について、書かれていない
背景のお話がとても興味深くためになった。
」
◆「美術館でも配色に注目して鑑賞していき
たいと思った。」◆「色彩を教えるにあたって、
背景の知識をすそ野として広げておきたい」
。
などの感想がありました。
今後のテーマとして、◆屋外でのカラーハ
ンティングとその色の再現。◆建物の測色と
実践方法を学ぶ。◆岩絵の具のワークなどの
実技ワークショップ。◆日本画家に学ぶ配色。
◆都会の花壇をつくるイメージボードとし
て、4 シーズンのボーダー花壇の実務につい
て（園芸のカラーボーダー）。などの声があ
りました。
実践的な測色や配色を教えるワークショッ
プや、園芸などの屋外の配色についての講義
を希望する声が多いことに注目して、今後の
（山本）
企画に盛込めればうれしいです。

能登半島、輪島辺りは家の屋根が黒くキラ
キラ光って、夏の日の光がまぶしかった。
能登瓦といい、特徴は釉薬を厚く塗り、高
温で焼成され、つるっとしていて黒いので熱
も吸収し雪が積もった時に早く溶けて滑り落
ちやすく、凍結割れが無く、能登の厳しい自
然のなかでも長く保つという。
輪島の朝市通り周辺の屋根も能登瓦で黒く
キラキラしており、朝市通り西側の 1300 年
の歴史を誇る「重蔵神社」の屋根も黒い能登
瓦。明治 43 年に火災にあい再建された現在
の本殿・拝殿。この大火ですべて焼失したが、
輪島市最古の漆工芸と言われている輪島塗の
扉だけは、輪島湾に漂っているのを氏子が発
見して拾い上げ、今も本殿にある。
伝統の技と歴史を感じる街だった。（Sizuka）

能登の黒瓦
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プロダクトデザイナー、パーソナルカラー
等の色彩講師、植木・フラワーアレンジメン
ト等のさまざまな分野のカラーコンサルタン
トの皆さんのグループで、当日の CCS の感
想や、今後やってほしいテーマなど、活発な
意見をいただきました。
◆講師の著作について、書かれていない背
景のお話がとても興味深く、ためになった。
◆美術館でも配色に注目して鑑賞していきた
いと思った。◆「色彩を教えるにあたって、背
景の知識をすそ野として広げておきたい」
。
などの感想がありました。
今後のテーマとして、◆屋外でのカラーハ
ンティングとその色の再現。◆建物の測色と
実践方法を学ぶ。◆岩絵の具のワークなどの
実技ワークショップ。◆日本画家に学ぶ配色。
◆都会の花壇をつくるイメージボードとし
て、4 シーズンのボーダー花壇の実務につい
て（園芸のカラーボーダー）。
などの声がありました。
実践的な測色や配色を教えるワークショッ
と、景観が次々に変化する。生きた総合芸術
プや、園芸などの屋外の配色についての講義
性に最も富み、接待・社交の場でもある。
第五に、
「数寄屋造様式」。茶室に至る露地・ を希望する声が多いことに注目して、今後の
（山本）
（吉村耕治） 企画に盛込めればうれしいです。
蹲踞などで構成。
日本庭園には日本の自然風景が再現・造形
化され、借景が活用されている。白幡洋三郎
氏の説を中核にして、代表的な五つの庭園様
式を概説したい。第一は、平安時代中期に貴
族の住宅形式として成立した「寝殿造様式」。
中央に寝殿、東西と北に対屋（たいのや）、
南に中島のある池を設け、船を浮かべての遊
興が楽しめる。建物の配置は左右対称を理想
としたが、平安後期に簡略化されている。
第二に、鎌倉時代・室町時代に成立した「枯
山水様式」。白砂と数個の石だけで大宇宙を
表現しており、世界に誇る抽象芸術。室町時
代に伝わった宋・明の水墨画の影響がある。
第三に、安土桃山時代に確立した「書院造
様式」。武家や僧侶らの住宅様式で、主人と
客人の着座位置の視点からの庭景を意識し、
豪華な石組・名石・珍しい植栽が特徴的。
第四に、江戸時代に成立・完成した「回遊
式様式」。大きな池を中心とし、築山・平場・
川・滝・樹林があり、曲線の園路を回遊する

色点描 旅の色
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加賀五色生菓子

徳川二代将軍秀忠の娘・珠姫が前田家三代
藩主利常侯に嫁入りの折、その祝い菓子とし
て、藩御用菓子屋・樫田吉蔵が創作したのが
最初。明治期に民間にも広まりお祝い事の菓
子として定着した。
加賀五色生菓子の五色とは、「日・月・山・
海・里」の天地の恵みを表している。日：太
陽、紅色は日の出の色。月：酒饅頭、ゴマ五
粒は雁が月の上を飛んでいく様。山：黄色く
染めた米粒をつけたいがら餅は栗のイガを模
しており山の幸。海：ひし形の餅は海面の波
の重なり。里：蒸羊羹は水田、村里の幸。
山・里が反対の説もあるが、これは金沢市
老舗記念館の資料から引用。
天地万物を色で表し、自然の恩恵に感謝す
る祝菓子と
して今でも
婚礼や建前
などで用い
られている
金沢の素晴
らしい色彩
文化だ。
(Sizuka)）
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自己紹介を兼ねて、メンバー各自の現状や
疑問点を出してもらった。
◆色彩学を教えているが、色彩調和について
PCCS を教える際、これがベストで有るか疑
問が出てきている。パーソナルカラー ( ブ
ルーベース、イエローベース ) の配色での教
え方も考えている。真逆の意見もあった。
◆デザイン系の学校で、PCCS に沿って、色
相環を作り、ワードからの連想で、コラージュ
を作り、配色提案もしてもらっている。
◆アクセサリー制作やビーズ刺繍制作者を対
象に PCCS を使って配色を教えている。
◆シニアに絵画を教えているが背景色で悩ん
でいる人が多く、類似配色や対照配色を実際
に色を置いてみて理解してもらっている。
◆インテリア・リフォームに従事しているが、
シュタイナーの理論に従って、保育園の壁紙
( 年齢別に色を決めている ) を提案している。
◆配色の教え方で悩んでいる人が多く PCCS
が全てではなく、教えるためのすぐ実践でき
私案ですが講演の後に、簡単な配色演習を る参考本を捜している。
①カ
組み合わせることができれば面白いと思って ◆北畠先生曰く、インターカラーでは、
います。早い時期に予定に入れて、参加して マイユ②フォカマイユ③コントラストのみの
( 三本 )
（永田泰弘） 配色に大別している。
ください。
2020 年 3 月 8 日（日）の 14CCS の講演は、
城一夫講師による『源氏物語の配色』です。
『源氏物語」は「紫のゆかり」を基底とし
て華やかな「平安貴族」の情愛と盛衰を、情
感豊に描いた物語である。作者紫式部は、そ
の色彩を単なる風俗描写として描いたのでは
なく、その時代の空気観、登場人物の「心象」
や「心の襞」を象徴する色として捉えており、
登場人物の表象するパーソナル・カラーとし
て描いている。
今回は、それに加えて主人公たちが着用す
る十二単衣の「重ねの色目」「襲の色目」の
配色に焦点を当て、その配色の特徴と意味を
紐解くことを試みる。
そしてその配色が日本人の持つ、自然観や
歴史的な色彩観、配色観とのように関係を
持っているかを考察したい。（城一夫）』
城講師はこのように考えておいでです。
会場は東京・日本橋の DIC ビル２階会議室
をお借りしています。参加費は未定。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●「かごんまの色」のバッグ
鹿児島大学・環境色彩学研究会（代表：牧
野暁世）と、亀﨑染工有限会社（代表：亀﨑
昌大）は、この度、鹿児島大学共同研究開発
商品「あづまバッグ」（ショルダーバッグ）
をリリースすることになりました。
県内から選定した地域の特産物・景観・方
言などの色を調査・研究し、カラーセット「か
ごんまの色」を開発した環境色彩学研究会。
代々伝承されてきた「印染め」の技法と高い
意匠性のもと、大漁旗をはじめ、五月の武者
のぼりや法被などを手掛けてきた創業 150
年の亀﨑染工。大学の最新の研究成果と伝承
の技法が出会い、これまでにない温故知新の
ショルダーバッグができました。
本体は帆布地に「かごんまの色」を使った
本染め、ストラップは漆プリント加工という
こだわりの加工方法を採用しました。スト
ラップ部分は取り
外し、長さ調節が
簡単で、その日の
気分にあわせて自
分好みにカスタマ
イズができます。
（牧野暁世）
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●旧刊紹介「日本の色・世界の色」

「旧刊紹介」の投稿見本のつもりで、書い
て見ました。１冊手許に置いてください。
永田泰弘監修「日本の色・世界の色ー写真
でひもとく 487 色の名前」。ナツメ社刊。
定価 2,000 円＋税。初版：2010 年 3 月 5 日。
日本語による色名帳です。写真も多く、情
報量が多い色名帳と自負しています。
内容は、赤系・紫系・青系・緑系・黄系・
茶系・白・灰・黒系・金銀と分類した和の色
名と、更に、同じ分類でカタカナの外来色名
に大別されています。
プロセス印刷による色票と、CMYK 値、
RGB 値、マンセル値、系統色名の略記号、
JIS 慣用色名、解説、関連情報、イメージ写真、
色彩索引、色名索引と盛り沢山です。
色票の色は、私の感覚で判断している印刷
色なので、正確ではありませんが、雰囲気と
して受け取ってください。500 色に近い 487
の色名数は妥当な数と考えています。
写真が豊富に使われているので、眺めてい
物が「貴重な」本物では実現できない密接な るだけでも楽しいのも、取り柄の一つと考え
現実の体験を可能にしている今、体験という られます。
色という心理物理量を印刷物として固定す
水準では両者の価値が反転しつつあるのでは
( 永田）
（山根千明） る作業は楽では無いと痛感しています。
ないか。

竹下氏の発表には、ニュートンの新たな側
面を知れた喜び、感覚と理論の連関可能性が
実感された驚きの声が寄せられた。橋本氏の
発表には、西洋絵画における色彩の機能の変
遷を知ることができ、今後の美術鑑賞の参考
になった。また配色が絵画印象に与える効果
の重大さを実感できたと感想が寄せられた。
さらに本日の発表テーマから発展し、以下
の意見交換がなされた。① 音楽において、不
協和音から協和音への移行時に感じられる
「解決 resolution」を色彩でも感じられるか、
という実験を計画中の参加者より、音に比し
て個人差が大きい色彩印象において、調和を
機械的・数値的に示す基準をどう設定すべき
かとの疑問が出された。
討議の結果、色彩の調和感は個人・民族・
時代・文化などに応じて多様であるため、あ
る調和を調和として仮定するほかないとの結
論に至った。② これまで偽物は本物に従属す
る一方だったが、コンピュータの提示する偽

色点描
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黄櫨染と黄丹の色

10 月 22 日に令和天皇の即位礼正殿の儀が
行われ、全国にテレビ中継が流れた。
天皇陛下は即位を宣明なさるとともに、世
界の平和と、国民の幸せをお言葉とされた。
その際に陛下がお召しになっていたのが黄
櫨染（こうろぜん）の袍であり、秋篠宮がお
召しになっていたのが黄丹（おうに）の袍で
あり、この二色をテレビとはいえ同時に見る
ことができる機会は稀有である。
黄櫨染は 820 年に制定された太陽の輝き
を象徴した絶対禁色であり、即位の礼で着用
されている。黄櫨染（はじぞめ）の下染めに
蘇芳染（すほうぞめ）か紫根染（しこんぞめ）
を重ねるという。
黄丹はおうたんとも読まれ、日の出の色を
象徴して、奈良時代より皇太子専用の袍の色
と定められて今日に至っている。 （永田泰弘）

黄櫨染

黄丹

色彩教材研究会通信
シンポジウム「感性とデータ科学」
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色点描 ならまち 身代わり赤い申

10 月 6 日に開催した 13CCS は、参加者数
「ならまち」は奈良市の中心市街地南東部
が講師や運営側を含め 32 人と、想定してい
に残る歴史的町並みを有する地域。その街の
た 50 人に達しなかったことは残念でしたが、 家々の軒先には赤い申（サル）の人形が吊る
プログラム通り終了し、閉会後の会費 3,000
してある。庚申さんのお使いの申をかたどっ
円の懇親会の参加者は 21 人と多くの方々が、 たお守りで、魔除けを意味し災難が入らない
２時間半の楽しい会話の時間が持てたことは
ように吊るしている。魔除けの赤は血の色・
有意義でした。北畠・城・永田の三名誉会員
命の色と信じられ飾られた。
が同席できたのも嬉しかった。
庚申さんの言い伝えとは「庚申」の日の夜、
当日配布したアンケートの回収数は 13 枚
人のお腹の中には「さんし」という虫がいて
と少なかったが、「講演」と「通信」に関す
人が寝静まってから体から抜け出し天帝にそ
る満足度は極めて高いものでした。
の人がしてきた悪事を告げに行く。
「講演」については「配色の教科書」には
なので人々は守庚申を行い虫が抜け出さな
書かれていない周辺の話や、サイドストー
いように寝ずに過ごす。それでも心配な人は
リー、テーマを掘り下げた話、背景の話、竹 「身代わり申」を家の中に吊るした、という
下講師の古代ギリシャの音階論と現代音楽の
もの。
音階の関係や、ニュートンの神学や錬金術へ
私も庚申の夜は寝られない・・・（Sizuka）
の傾倒の話、橋本講師が主題とされたルドン・
ゴッホ・マティスを取巻く画家達の交流の話
などが興味を惹いた様でした。
聴講したいテーマは、「色彩心理の教材」
、
LSeGleL9RhdukCyFMdEOemd8Ueq3VgEYDj 「北畠顧問の色彩調和論」、「初学者に色を科
MDyyfxQOiHHkdabA/viewform?usp=sf̲link 学的に教える教材」、「色彩調和論の役立て
（日本色彩学会 コスメティクスと肌・顔研究会
方」、「伊東正次氏（日本画家）の講演」等が
若田忠之）
（永田泰弘）
アンケートに記載されていました。
シンポジウム「感性とデータ科学」のご案
内を致します。
〇日時：10 月 29 日 ( 火 )、14：00~17：40
〇場所：早稲田大学 早稲田キャンパス
〇会場：９号館 ５階 第一会議室
今回は「色と感性とデータ科学」について、
3 名の先生にご講演頂きます。
データを統計的、科学的に扱う「データ科
学」の重要性は皆様お感じのことと思います。
〇統計に裏付けられたカラーイメージ活用
DIC カラーデザイン（株） 竹下 友美講師
〇感性研究におけるデータ科学
早稲田大学 長沢 伸也教授
〇データ科学の基礎
早稲田大学 小林学教授
また、終了後には交流会を予定しておりま
す。
ご参加の方は以下のフォームよりご登録下
さい。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

色彩教材研究会通信
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●投稿募集 「旧刊紹介」を書いて！

札幌で開催された「CUDO! 2019 〜アト
「新刊紹介」は見慣れた言葉ですが、「旧刊
ラクションいっぱいの体験型 CUDO ！」
（8
紹介」は私の思いつきの造語です。
月 24 日〜 29 日）が無事終了しました。
日本中から本屋が消えて行く時代です。
会期が長かったこともありましたが、平日
古本屋さんも、東京・神田には残っています
でも専門学校の生徒達が授業の一環として訪
が、地方ではどうでしょう。
れ、日曜日の 3 回のセミナーでは、全て立
今や、本はアマゾンやラクテンなどのネッ
ち見が出るほどでした。
ト通販で購入する時代になりました。
色覚体験室では、一般色覚の方が、色弱の
日本色彩学会の方々にお願いです。
体験をすることが可能であったため、色弱者
皆さんが以前お書きになった本、これらは
の親御さんがお子様の見え方を理解して喜ぶ
色彩に無関係と思われる本でも構いません。
顔が見られ、私達も大変うれしかったです。
それとともに色彩に関係した本について、
カラーユニバーサルデザインに関するこの 「読んでみたら」とご推薦いただける本の紹
ようなユーザーの身近な悩みや声を聴く草の
介文を投稿してください。この「通信」に掲
根的活動は、全国的にも珍しい取り組みです。 載します。新旧は問いません。全ての本は発
これからも私たちは社会貢献として継続
行の翌日から旧刊の道を辿ります。
し、誇りを持って活動を続けていく所存です。
タイトルは 15 字以内。本文は 20 字 24 行
（昆野照美）
https://www.color.or.jp/
以内、表紙や挿絵の写真が入れば、15 行以
内の文章にまとめてください。
必ず署名を入れてください。イニシャルで
も構いません。
受講申込締切：2019 年 10 月 21 日 ( 月 )
学会員のメリットは、色彩に関わる情報が
"cc-seminar@color-science.jp"
手に入る事だと思っています。貴重な本に関
申込の締切りも迫っています。定員になる
する情報を共有するためにも、お手許の一冊
（永田泰弘）
（永田泰弘）
前にお申込ください。
を選んで投稿してください。
この講習会は、現東商の認定講師だけでな
く、こらから指導者として活躍されたい方も
受講できます。
2020 年度から採用される新公式テキスト
の執筆者が全ての講師を務めます。
２クラスとも延べ約 10 時間の講座が、
22,000 円（両講座であれば、33,000 円）と
安価な受講料になっているのも特徴です。
◆期日：スタンダードクラス：2019 年 11
月 2 日（土）11:00 〜 11 月 3 日（日）12:10
アドバンスクラス：2019 年 11 月 3 日（日）
13:10 〜 11 月 4 日（祭）18:00
◆会場：日本塗料工業会（恵比寿）・東京塗
料会館・地下ホール・恵比寿駅徒歩 15 分
◆主催：日本色彩学会、日本色彩研究所、
日本流行色協会 後援：東京商工会議所
◆受講料・スタンダードクラス：22,000 円
アドバンスクラス：22,000 円・両クラス：
33,000 円（税込）
◆受講申込み先：日本色彩学会事務局

色彩教材研究会通信
日本の美意識―宮元健次説―
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●13CCS・聴講最後のお願い

第 13 回・カラーチャットセッションは、
10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
橋 DIC ビルの２階会議室で開催します。
当日の参加申込も可能です。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
関する講演は今回で終了します。
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
ン（株）・カラープランナー）
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
千代（跡見学園女子大学他の講師）
◆配布資料（パワーポイント他）
1.２講演の資料
2. シュブルールの色彩調和
3. イッテンの配色技法
4. マンセルの配色技法
5. ビレンのカラートライアングルの試作
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
第四に、
「かわいい」。語源は「かわいそう」 ◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
で、同情を誘い保護したくなるような美。
第五に、遠近法・見通し線・黄金比（1 対 （要別途実費参加費）などを予定。
（吉村耕治）
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）
1.618）などの手法。
建築家の宮元健次氏は、生を尊ぶ精神が日
本の美を創ってきたと捉えている。日本の根
本的な美意識は、自然を敬い、自然と一体に
なることで自然美を見出す「優美」とし、五
項目の日本の美を指摘している（『日本の美
意識』光文社新書 342、
2008 年）。
「花鳥風月」
や「雪月花」は、日本の自然美を象徴する用
語で、優美とは、自然の神々しさに気づくこ
と、つまり、自然＝神とする考えをいう。
第二に、優美から生じている「幽玄」。元々
は美意識の尺度を示す熟語で、奥深い優美を
意味する。語源上、幽は幽界・あの世、玄は
玄関・入り口を指し、幽玄は幽界の入り口を
意味する。幽玄美とは、「詞に現れぬ余情、
姿に見えぬ景気」、つまり、未完の美を表す。
第三に、「侘び・寂び」。侘びは「思い煩う、
はかなく思う」という意味の動詞「侘ぶ」が
名詞化した表現で、寂びは「寂しい」から生
じている。童心に戻ったような境地の軽（か
ろ）みによって得られる「不完全性の美」。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●環境色彩研究会・研究発表募集
環境色彩研究会では，下記のとおり第 19
回 研究発表会を開催します。
皆様のお申し込みをお待ちしております。
◆開催概要
・日 時：2020 年 2 月 29 日（土）
(13:00- 16:00)
・場 所：ICS カレッジオブアーツ
・参加費：無料 （資料代 1,000 円要）
◆応募内容
・発表形式：口頭あるいはポスター発表
１件あたり 20 分 ( 質疑応答含む )（予定）
・申込み方法：以下を記載し、12 月 6 日ま
でに、下記メール宛に申請して下さい。
1. 登壇者名、共同発表者名 2. 所属
3. 会員種別（正会員・非会員 ) 4. 連絡先
5. 発表題目 ６. 研究発表の概要 (400 字以
内、写真、図表は不要 )
◆発表論文原稿
・申込者には原稿の雛形をお送りします。
・原稿提出締切
2020 年 1 月 31 日（金）
※研究会誌「環境色彩研究」に掲載。
◆申込先：E-mail :info@color-web.co.jp
メール件名を「環境色彩研究発表申し込み」
として成田までお申込下さい。 （高山美幸）

色彩教材研究会通信
東商 認定講師＆指導者向け講習会
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●13CCS・聴講申込のお願い

第 13 回・カラーチャットセッションは、
10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
橋 DIC ビルで開催。参加申込をお願いします。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
関する講演は今回で終了します。
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
ン（株）・カラープランナー）
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
千代（跡見学園女子大学他の講師）
◆配布資料の解説（永田泰弘）
参加者への配布資料の中に下記のパワーポ
イントを加える予定で、解説を行います。
1. ビレンのカラートライアングルの試作
2. シュブルールの色彩調和
3. イッテンの配色技法
4. マンセルの配色技法
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
たはコピー配布。
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
◆受講申込み先：日本色彩学会事務局
（要別途実費参加費）などを予定。
受講申込締切：2019 年 10 月 21 日 ( 月 )
（永田泰弘）
（永田泰弘） ◆申込みはメールで主査宛に。
"cc-seminar@color-science.jp"
東京商工会議所は、2020 年からカラーコー
ディネーター検定の体系を「スタンダードク
ラス」と「アドバンスクラス」に再構成し、
公式テキストも改定されます。
現認定講師や対策セミナー等の講師の方に
は、今後も受験対策セミナー等で、後進の指
導者として活躍していただくために、「東商
カラーコーディネーター検定・新公式テキス
ト講習会（勉強会）」が開催されます。
◆期日：スタンダードクラス：2019 年 11
月 2 日（土）11:00 〜 11 月 3 日（日）12:10
アドバンスクラス：2019 年 11 月 3 日（日）
13:10 〜 11 月 4 日（祭）18:00
◆会場：日本塗料工業会（恵比寿）・東京塗
料会館・地下ホール・恵比寿駅徒歩 15 分
◆主催：日本色彩学会、日本色彩研究所、
日本流行色協会 後援：東京商工会議所
◆受講料・スタンダードクラス：22,000 円
アドバンスクラス：22,000 円・両クラス：
33,000 円（税込）認定講師にはテキストま

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 まぐろと豊洲市場の床の色
築地から、豊洲に市場が移り見学コースも
青果棟・水産仲卸売場棟など展示や説明もあ
り楽しい。
日本と言えば江戸時代より寿司が大人気。
競りは見られなかったが、マグロ競り場を見
学した。
ここの床の色だけ緑色。マグロの競りでは
尻尾の部分を切り、その断面の赤で美味しい
脂ののりかどうかを判断するため、尻尾の断
面の色は重要！！最も赤が映えるように床は
緑にしているそうだ。
赤の補色である緑色、視覚効果。競り落と
す仲買人の方々の経験の赤色の判断による。
プロの仲買人の方も美味しさを色で見極め
る。
(Sizuka)
色は食にも重要だ。

色彩教材研究会通信
●環境色彩研究会研究発表会の案内
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●13CCS・聴講申込のお願い

第 13 回・カラーチャットセッションは、
環境色彩研究会の第 19 回研究発表会を開
催します。発表募集のご案内をいたします。 10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
橋 DIC ビルで開催。参加申込をお願いします。
日時は 2020 年 2 月 29 日（土）(13:00総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
16:00) の予定で、会場は ICS カレッジオブ
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
アーツ（東急東横線「都立大学」駅 徒歩
関する講演は今回で終了します。
10 分弱）です。
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
参加費は無料ですが、資料代として 1,000
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
円程度をお支払い頂きます。
ン（株）・カラープランナー）
発表形式は口頭発表のみで、発表時間は
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
20 分 ( 質疑応答含む ) の予定です。
発表内容は、研究会誌「環境色彩研究」に 千代（跡見学園女子大学他の講師）
◆配布資料の解説（永田泰弘）
掲載します。
参加者への配布資料の中に下記のパワーポ
◆申込内容：1. 登壇者名・共同発表者名、2 .
イントを加える予定で、解説を行います。
所属、3. 会員種別（正会員・非会員）
、
1. ビレンのカラートライアングルの試作
4 . 連絡先、5. 発表題目、6. 研究發表の概要
2. シュブルールの色彩調和
(400 字以内、写真、図表は不要 ) を 12 月 6
3. イッテンの配色技法
日（土）までに、下記メール宛に申請してく
4. マンセルの配色技法
ださい。
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
◆申込先：環境色彩研究会 成田幹事宛
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
E-mail : info@color-web.co.jp
メール件名を「環境色彩研究発表申し込み」 ◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
としてお申込み下さい。
最新情報は，環境色彩研究会の Web ペー （要別途実費参加費）などを予定。
（高山美幸）
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）
ジに掲載していきます。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 色が変わる自然のハート
弘前城は、津軽統一を成し遂げた津軽為信
によって縄張され、津軽氏の居城として 260
年間津軽藩政の中心地だった。
明治 28 年に弘前公園として解放され、園
内では春は「桜祭り」秋は「菊と紅葉祭り」
冬は「雪燈籠祭り」四季折々楽しい祭りで賑
わう。訪れたのは緑のころ、「ここに立って
空を見てください」と言われ、目印のハート
の上に立ち空を見上げると・・・あれ！！自
然の緑と空の色の
ハート。
公園を散歩して
いた人が偶然見つ
けたという。
春は桜色を背景
に空色の♡、秋に
は紅葉に囲まれた
空の色の♡。恋人
たちのフォトスポ
ットらしい。季節
により色が変わる
自然の美しさに楽
しくなった。
（Sizuka）

色彩教材研究会通信
●ACA2019 Nagoya 通信 No.4
ACA2019（第 5 回アジア色彩学会、2019
年 11 月 29 日より 4 日間、名城大学で開催）
には、おかげさまで過去最多の 11 カ国 150
件の発表・講演を集めることができました。
土曜日の基調講演は、トヨタのカーデザイ
ナー・金丸克司さんがデザイナーの日々の葛
藤をたくさんのビジュアルを見せながら話し
てくださいます。日曜日の基調講演は、今年
ジャッド賞受賞の千葉大学・矢口博久先生の
記念講演です。10 月開催の AIC（アルゼン
チン）まで行かなくても名古屋で聴講できま
す。8 つの招待講演、セミナーもあります。
ウェルカムレセプションでは、犬山の帯結
び師・小平治さんが創作結びパフォーマンス
を披露します。開会式は、松竹提供の歌舞伎
映像に和楽器の生演奏を合わせてスターし、
閉会式は、レゲエミュージシャン DOZAN11
さんの新曲「新しい未来」のビートに合わせ
て、来年の会場・インドネシアへとバトンを
繋ぐ予定です。
参加登録は、9 月 30 日〆切の事前登録１
（一般 22,000 円、学生 17,000 円）が大変お
得です。大会サイトからお申し込みくださ
（実行委員長・川澄未来子）
い！
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●13CCS・聴講申込のお願い
第 13 回・カラーチャットセッションは、
10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
橋 DIC ビルで開催。参加申込をお願いします。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
関する講演は今回で終了します。
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
ン（株）・カラープランナー）
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
千代（跡見学園女子大学他の講師）
◆配布資料の解説（永田泰弘）
参加者への配布資料の中に下記のパワーポ
イントを加える予定で、解説を行います。
1. ビレンのカラートライアングルの試作
2. シュブルールの色彩調和
3. イッテンの配色技法
4. マンセルの配色技法
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
（要別途実費参加費）などを予定。
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）

色点描 旅の色

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

弘前城の緑青色の瓦

弘前城は、明治末期頃から市民による桜の
寄贈が盛んになり現在は 2,600 本の桜が城内
を埋め尽くす桜の名所だ。
現存 12 天守閣の中で東北地方唯一の城。
今、100 年ぶりの石垣修理のため、天守は曳
屋工事により 70ｍ移動しているので、石垣
の上には無い。
雪深い地方なので瓦は寒さで割れてしまう
そうで、木で瓦の形を作り銅版で包んでいる
銅版葺きである。緑青が出て緑色になり、周
りの緑と共に美しい。
見上げると正面は立派な天守閣の外観だ
が、反対側は破風も狭間も無く武者窓風の大
きな 鉄窓だけ（写真）
。幕府の役人にはこち
ら側 の簡素な造りを見せたためという説が
ある二 つの顔を持っている城だ。 （Sizuka）

色彩教材研究会通信
●13CCS・聴講申込のお願い
第 13 回・カラーチャットセッションは、
10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
橋 DIC ビルで開催。参加申込をお願いします。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
関する講演は今回で終了します。
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
ン（株）・カラープランナー）
色彩学の先駆者ニュートンが音楽の調和理
論と色彩調和の共感覚をどう組み立てて行っ
たかの過程を解説していただけることを期待
しています。
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
千代（跡見学園女子大学他の講師）
ゴッホ、ルドン、マチスなどが、色彩調和
論を作品にどう活かしてきたかを語っていた
だくことになるでしょう。
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
（要別途実費参加費）などを予定。
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）
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●撮影散歩のリレーパワーポイント

● 瓦の豆知識−５

日本色彩学会の事務局が杉並区に移転した
ことを契機に、杉並撮影散歩の企画を頼まれ、
７月下旬に楽しく撮影散歩が終了しました。
個人が制作して交換する物とは別に、参加
した４人が気になった映像を順番に追加して
一編のパワポにしてみようというリレーパワ
ポ作成の提案がありました。
私は後日、阿佐谷パールセンター（商店街）
の七夕まつりの様子を追加撮影してリレーパ
ワポに繋ぎ 40 頁余の作品が完成しました。
昭和 29 年から始まったこのお祭りは、令
和の現代でも手作りの巨大な張りぼてが飾ら
れ、商店街らしい華やかさで街の夏の風物詩
となっています。
４人の個性がでた良い記念になりました。
（大倉素子）
皆さんも試みてみませんか？

◆トンネル窯 ( 現在の瓦の製造工程）
６、焼成：台車ごとトンネル窯に入れられた
素地は、長さほぼ 100m のトンネルを 20〜
30 時間かけて通過する間に、1,150℃前後の
温度で焼き上げられます。
７、窯出し：焼成された瓦は冷却帯で徐々に
冷やされたのち、窯の外に、自動的に出てき
ます。
８、検査・出荷：出来あがった瓦はさまざま
な検査を経たのち、梱包されて出荷されます。
◆1980 年代までの日本の主な瓦の産地
１、東北地方：岩手県：岩手瓦。宮城県：宮
城瓦。山形県：庄内瓦。
２、関東地方：栃木県：栃木瓦・益子焼瓦・
藤岡瓦。茨城県：茨城瓦。埼玉県：深谷瓦・
児玉瓦。
３、北陸地方：新潟県：安田瓦。富山県：富山瓦。
石川県：能登瓦。福井県：越前瓦。
４、中部地方：長野県：信州瓦。静岡県：遠州瓦。
愛知県：三州瓦。岐阜県：美濃瓦。三重県：
三重瓦。
５、近畿地方：滋賀県：八幡瓦。京都府：京
瓦。奈良県：大和瓦。大阪府：泉州瓦。兵庫
（永田泰弘）
県：明石瓦・淡路瓦。
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●褒章 色による分類と象徴

毎年、「春の褒章」、「秋の褒章」として天
2020 年から、スタンダードとアドバンス
第 13 回・カラーチャットセッションは、
皇陛下から授与される栄典には、色名で分類
の 2 クラス制になる東商のカラーコーディ
10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
され象徴された褒章があり、紅綬褒章、緑綬
ネーター検定試験の概要をお伝えします。
橋 DIC ビルで開催します。
褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬
色に関する知識をもつ人材の育成から、知
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
褒章の六種類で、メダルの上の織物の綬（リ
識を活かして活用と提案ができる人材の育成
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
ボン）の色によって分けられている。
へのシフトを念頭にして、全面改訂の方針で
関する講演は今回で終了します。
明治 14 年に紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒
進んでおります。
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
章の 3 種が制定され、明治 20 年に黄綬褒章
スタンダードクラスは色の基礎と基本事例
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
（旧制度）、大正 7 年に紺綬褒章が制定され、
を中心に、取り組みやすい構成と内容になり、 ン（株）・カラープランナー）
昭和 30 年に紫綬褒章および新規の黄綬褒章
受験料は 5,000 円（税別）。アドバンスクラ
色彩学の先駆者ニュートンが音楽の調和理
が制定された。
スは幅広いシーンでの活用方法を学ぶ、かな
論と色彩調和の共感覚をどう組み立てて行っ
授与の内容を要約すると、紅綬褒章は「人
り実務を意識した内容となる予定で、受験料
たかの過程を解説していただけることを期待
命の救助に尽力したる者」、緑綬褒章は「社
は 7,000 円（税別）
。
しています。
会に奉仕する活動に従事したる者」、黄綬褒
教材となる両クラスの公式テキストの作成
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
章は「業務に精励し衆民の模範たるべき者」、
が進行中で、スタンダードクラスが 10 月下
千代（跡見学園女子大学他の講師）
紫綬褒章は「学術芸術上の発明改良創作に著
旬、アドバンスクラスが 12 月に発刊の予定
ゴッホ、ルドン、マチスなどが、色彩調和
明なる者」、藍綬褒章は「各種の事業に公衆
となっているようです。
論を作品にどう活かしてきたかを語っていた
の利益を興し成績著明なる者」、紺綬褒章は
検定試験の時期は今までと変更なく、6 月
だくことになるでしょう。
と 12 月の年 2 回制で、午前中にスタンダー
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究 「公益のため私財を寄附し功績顕著なる者」
に授与される。
ドクラス、午後にアドバンスクラスを施行す
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
褒章の英語表記は Medals of Honour で、
る予定なので、スタンダードクラスとアドバ
◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
綬の色は、Red Ribbon、Green Ribbon、
ンスクラスの併願も可能です。
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
Yellow Ribbon、Purple Ribbon、Blue
試験の形式は従来通りマークシート方式に （要別途実費参加費）などを予定。
よる選択問題となるようです。（永田泰弘）
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘） Ribbon、Dark Blue Ribbon である。（永田泰弘）
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東京商工会議所は、2020 年からカラーコー
第 13 回・カラーチャットセッションは、
ディネーター検定の体系を「スタンダードク
10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
ラス」と「アドバンスクラス」に再構成し、
橋 DIC ビルで開催します。
公式テキストも改定されます。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
現認定講師や対策セミナー等の講師の方に
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
は、今後も受験対策セミナー等で、後進の指
関する講演は今回で終了します。
導者として活躍していただくために、
「東商
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
カラーコーディネーター検定・新公式テキス
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
ト講習会（勉強会）
」が開催されます。
ン（株）・カラープランナー）
◆期日：スタンダードクラス：2019 年 11
色彩学の先駆者ニュートンが音楽の調和理
月 2 日（土）11:00 〜 11 月 3 日（日）12:10
論と色彩調和の共感覚をどう組み立てて行っ
アドバンスクラス：2019 年 11 月 3 日（日） たかの過程を解説していただけることを期待
13:10 〜 11 月 4 日（祭）18:00
しています。
◆会場：日本塗料工業会（恵比寿）
・東京塗
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
料会館・地下ホール・恵比寿駅徒歩 15 分
千代（跡見学園女子大学他の講師）
◆主催：日本色彩学会、日本色彩研究所、
ゴッホ、ルドン、マチスなどが、色彩調和
日本流行色協会 後援：東京商工会議所
論を作品にどう活かしてきたかを語っていた
◆受講料・スタンダードクラス：22,000 円
だくことになるでしょう。
アドバンスクラス：22,000 円・両クラス：
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
33,000 円（税込）認定講師にはテキストま
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
たはコピー配布。
◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
◆受講申込み先：日本色彩学会事務局
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
受講申込締切：2019 年 10 月 21 日 ( 月 )
（要別途実費参加費）などを予定。
（永田泰弘）
"cc-seminar@color-science.jp"
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 透明な赤い消火器ケース
東京都杉並区で撮影散歩していた時に見つ
けた歩道に設置されている赤色透明なプラス
チック製の消火器のケース（左）である。
公共施設、事務所、店舗、あるいは家庭な
どで見かける栓を抜いてレバーを引くと消火
剤が噴出する見慣れた床置き型の消火器が
入っているのが見て取れる。
私は、歩道の車道に接した位置の赤い金属
製消火器ケース（右）しか知らなかったので、
見つけた時に新鮮味を感じた。
防火標識色の赤でありながら、中に消火器
が入っているのが見える訴求性の良さが活か
されたデザインだと感じられた。透明赤の耐
候性がどの程度か判らないが、普及が望まし
（永田泰弘）
い色使いと言える。

色彩教材研究会通信
日本の美意識―多田道太郎説―
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評論家の故多田道太郎氏も、日本人は美に
第 13 回・カラーチャットセッションは、
敏感で、醜に鈍感・寛容という達見に大筋で
10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
賛成している（『日本人の美意識』多田道太
橋 DIC ビルで開催します。
郎著作集 4、1994 年、筑摩書房、207-233 頁）。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
美意識は、美学にまで組織化・体系化されて
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
いない感性で、日常生活に息づいている。
関する講演は今回で終了します。
平安時代の装束の特性は、
「かさね（襲・
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
重ね）の色目」の習俗で、季節の変化に応じ
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
て花の色を装束に移して楽しんでいる。かさ
ン（株）・カラープランナー）
ねという現象は、何枚も重ね着する十二単だ
色彩学の先駆者ニュートンが音楽の調和理
けでなく、平安期に始まる畳では板の間の上
論と色彩調和の共感覚をどう組み立てて行っ
に畳を重ねている。室町期以降の書院造りで
たかの過程を解説していただけることを期待
は棚に重ねが見られ、修学院離宮の違い棚や
しています。
戸袋でも、複雑な重ねが利用されている。
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
日本の伝統の一つである「見立て」は、視
千代（跡見学園女子大学他の講師）
覚による意味転換と考えられる。わらをより
ゴッホ、ルドン、マチスなどが、色彩調和
合わせて張るしめ縄も、俗なるものを聖なる
論を作品にどう活かしてきたかを語っていた
ものに変換する「見立て」の一種である。
だくことになるでしょう。
一見、俗悪・通俗と見える建築物が、実は
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
前衛的創造力を持っていることがある。フラ
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
ンスの美は、幾何学的比率で表される合理主
◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
義的美学が主流で、イギリス経験論の系譜の
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
美学では、日本と同様に「おもしろい」を美 （要別途実費参加費）などを予定。
（吉村耕治）
学の基礎にすえている。
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）
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東商 C.C. 検定１級 最後のチャンス
1995 年にスタートした東商のカラーコー
ディネーター検定試験は 57 万人が受験し、
延べ 25 万人の合格者を出していますが、社
会情勢の変化に対応して、2020 年度からス
タンダードクラスとアドバンスクラスの 2
クラス制に変わります。
今年の試験日、12 月 1 日（日）が最後の
１級受験のチャンスです。
私は 1997 年の第１回検定で環境色彩１級
に合格し、自治体などの入札に際し、合格証
のコピーを幾度も利用して、仕事に役立てる
ことが出来、感謝しています。
名刺に、” １級カラーコーディネーター「商
品色彩」” などと入れたい方は、このチャン
スを逃さないでください。
「ファッション色彩」・「商品色彩」・「環境
色彩」のネーミングは、色彩応用の専門性を
象徴する素晴らしい呼び名です。
検定制度の変更が希少性を後押ししてくれ
ると考え、頑張って準備して、12 月の検定
試験を受験されるよう、お勧めします。
検定試験の申込期間 (9.17~10.18) 等は東
京商工会議所のホームページを参照して、情
報を収集してください。（永田泰弘）
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●３回目は「杉並区の撮影散歩」

●色名の読み方−13

● 瓦の豆知識−4

梅雨明け前の７月 24 日、大倉さん企画の
モデルコースを頼りに、４人連れの杉並の街
歩きを存分に味わってきました。
目的は、撮影した写真でパワポを作成する
こと。阿佐谷パールセンターから始まり、庶
民の台所スーパー「アキダイ」
、老舗の和菓
子店「ちもと」を発見！お昼は創業 40 年の
てんぷら屋さん「錦天」で熱々をいただく。
阿佐谷神明宮は月読尊も祀られているので
絵馬が月の形でカワイイ！「ラピュタ阿佐谷」
のミステリアスさが正に昭和の映画館。
荻窪に移動。「西郊ロッヂング」の右読み
が昭和初期を
物語る。瀟洒な
住宅街にひょっ
こり現れる「大
田黒公園」の木
々の緑と枝ぶり
の美しさに魅了
されて終わりま
した。時間配分
もピッタリでお
奨めです！

●人名に由来する色名
人名に由来する色は役者色と言われる人気
歌舞伎役者の俳号を冠したの色名が多い。四
十八茶百鼠と呼ばれ、奢侈禁止令にかからな
い低彩度の色が江戸時代の流行色として町民
にもてはやされたことによる。
◆岩井茶「いわいちゃ」五代目岩井半四郎。
◆芝翫茶「しかんちゃ」は三代目中村歌右衛
門の俳号から。
◆団十郎茶「だんじゅうろうちゃ」は五代目
市川団十郎の「暫」の衣装の柿渋色。
◆梅幸茶「ばいこうちゃ」は初代尾上菊五郎。
◆璃寛茶「りかんちゃ」は二代目嵐吉三郎。
◆路考茶「ろこうちゃ」は二代目瀬川菊之丞。
◆利休茶「りきゅうちゃ」は利休好みの色。
◆利休鼠「りきゅうねずみ」も同様。
◆憲房色「けんぼういろ」は江戸時代初期の
兵法家吉岡憲房が染めていた黒茶色の染め。
◆遠州茶「えんしゅうちゃ」は茶人で造園家
の小堀遠州が愛用した色。

◆だるま窯（泥窯）
鎌倉時代から昭和の前半まで使われた楕円
形の半地下式の瓦窯です。焚き口が一箇所と
二箇所のものがあります。窯止め前に濡れた
生松葉を投入して密封し、いぶしの銀灰色を
つけます（燻化工程・いぶし）。
◆箱形単窯
やがていぶし瓦は、この窯に変りました。
◆トンネル窯
釉薬瓦は現在使われている連続式のトンネ
ル窯に変りました。
◆トンネル窯による現在の瓦の製造工程
１、荒地出し：採掘場から運ばれた粘土は、
配合したのち真空土練機で内部の空気を抜き
均質な帯状に押し出されます。
２、成型（プレス）：荒地はほぼ瓦１枚の大
きさに切断され、高圧プレス成型装置で瓦の
形にします。
３、乾燥：成型された瓦素地はパレットに積
み込まれ、窯の余熱で乾燥されます。

（渡邊裕美）

大田黒公園の入口から中を

◆宗傳唐茶「そうでんからちゃ」はん鶴屋宗
傳が染色法を開発した赤みの褐色。
◆甚三紅「じんざもみ」江戸初期に甚三が染
（永田泰弘）
色法を開発した紅色。

4、施釉：乾燥された素地にさまざまな色の
釉薬が掛けられます。
５、焼成台車積み：施釉された瓦素地は台車
（永田泰弘）
に積み込まれて窯に入れられます。

色彩教材研究会通信
●13CCS・聴講受付申込開始
第 13 回・カラーチャットセッションは、
10 月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本
橋 DIC ビルで開催します。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色
の教科書』より」です。
『配色の教科書』に
関する講演は今回で終了します。
◆演題１：「古代ギリシャの音階論とニュー
トン」 講師：竹下友美（DIC カラーデザイ
ン（株）・カラープランナー）
色彩学の先駆者ニュートンが音楽の調和理
論と色彩調和の共感覚をどう組み立てて行っ
たかの過程を解説していただけることを期待
しています。
◆演題２：「絵画と色彩調和」 講師：橋本実
千代（跡見学園女子大学他の講師）
ゴッホ、ルドン、マチスなどが、色彩調和
論を作品にどう活かしてきたかを語っていた
だくことになるでしょう。
◆参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究
会準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
◆当日は 70 分の講演２題と恒例の懇話会、
配付資料の CD の紹介、希望者による懇親会
（要別途実費参加費）などを予定。
◆申込みはメールで主査宛に。 （永田泰弘）
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●清少納言が推賞する女の色

● 瓦の豆知識−３

萩谷朴校注の「新潮日本古典集成・枕草子」
の一本六〜十に、清少納言は「○○は」の文
体で女性の服飾の推奨色を挙げています。
「女の表衣は、淡色。葡萄染。萌黄。桜。紅梅。
すべて、淡色の類。」
表衣の襲の色目は、表裏淡紫色か、表淡紫色・
裏白。表蘇芳・裏縹の葡萄染。表裏萌黄色。
表白・裏赤花の桜襲、表紅・裏蘇芳の紅梅襲
など、全て薄色を推奨しています。
「唐衣は、赤色。藤。夏は二藍（経紅、緯藍）。
秋は枯野（表黄・裏淡青）。」
赤色は経糸に紫、緯糸に赤を使った織物など
であり、二藍は経糸に紅、緯糸に藍を使った
織物です。枯野は表黄・裏淡青の襲です。
「裳は、大海。」
大海は海の文様を淡藍で摺った摺り裳です。
「汗衫（かざみ）は、春は躑躅、桜。夏は
青朽葉、朽葉。」
躑躅は表蘇芳・裏萌黄などがあり、青朽葉は
表青・裏黄、朽葉は黄色みの褐色です。

◆桃山時代の瓦造り（つづき）
桃山時代には、大名お抱えの御用瓦師も現
れ、領地で瓦窯をもつことによって、その地
方の瓦窯になっていった例もあります。
◆桟瓦の発明
大きな変化は 1670 年代の、近江の西村半
兵衛による桟瓦の発明です。丸瓦と平瓦を組
合せる本瓦に対し桟瓦は一枚で済むので、低
価格化と軽量化により、関西などで民家への
瓦の普及が急速に進むことになりました。
◆明治以降の瓦造り
開国後、フランス人によるフランス瓦の機
械製造がはじまりました。
三州瓦の産地でも日本洋瓦の生産が始まり
ました。
戦後、瓦の生産量は急激に拡大しましたが、
昭和 55 年頃から減少に転じ、生産効率の向
上もあり、企業整理の波により、生産会社数
は大幅に減少しています。
◆平窯・登り窯

「織物は、紫。白き。紅梅もよけれど、見
醒めこよなし。」
清少納言は紅梅色は良いが、すぐに飽きが
（永田泰弘）
くると書いています。

時代と共に新しい瓦窯が登場します。
平窯・登り窯は、須恵器の窯を転用した窯
です。窯は燃焼室・焼成室・煙道の構成。
生瓦を縦に並べて焼成します。 （永田泰弘）
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色点描 日本の蝶と色名 -８

◆使われている色名の集計
近年、日本色彩学会において頻繁に研究
古い文学作品から、登場する色名を抽出す
前述した蝶の種名の中に使われている色名
テーマとして取り上げられる色弱に関してで
る作業を断続的に行っています。
すが、北海道では 10 年以上前から、NPO 北
萩谷朴校注の「新潮日本古典集成・枕草子」 は、18 色名の 145 用例である。
黄：27 例・紋黄揚羽、黄縁立羽、山黄蝶
海道カラーユニバーサル機構を立ち上げ、一
を調査対象の文献として、文中に使われてい
白：24 例・白帯揚羽、大紋白蝶、尾白蜆
般の方への啓発活動や企業などの広告に関す
る色名を、女性の服飾、男性の服飾、肌色な
黒：18 例・筋黒白蝶、褄黒豹紋、黒燕蜆
る CUD 認証を行っています。
ど、自然描写、その他の五分類しながらの抽
緑：18 例・林緑蜆、裏白緑蜆、富士緑蜆
一般の方への啓発活動としては、隔年で、
出がほぼ終わりました。
赤：11 例・姫赤立羽、無紋赤蜆、朝鮮赤蜆
やや大がかりなイベントを開催しており、今
第二百六十三〜六段に、男性の服飾につい
瑠璃：8 例・丸翅瑠璃斑、黄斑瑠璃燕
年は、８月 24 日（土）〜 29 日（火）に、
て、「指貫は、紫の濃き。萌黄。夏は二藍。
紫：7 例・雌赤紫、琉球紫、褄紫斑、紫蜆
紀伊国屋書店札幌本店２ F のギャラリー＆イ
いと暑きころ、夏虫（オオミズアオ）の色し
紅：6 例・裏紅豹紋、紅日陰、紅紋烏蜆
ベントスペースにおいて「CUDO ! 2019 〜
たるも涼しげなり。」
茶：6 例・筋黒茶翅せせり、星茶翅せせり
アトラクションいっぱいの体験型 CUD ！」
「狩衣は、香染の淡き。白き袱紗。赤色。松
青：4 例・薄青尾長裏波蜆、青翅せせり
を行います。
の葉色。青葉。桜。柳。また青き藤。男は何
浅黄：4 例・浅黄斑、姫浅黄斑、琉球浅黄斑、
色覚体験室では、一般色覚の方が、色弱の
の衣をも着たれ。」
樺：3 例・樺斑、筋黒樺斑、樺色蜆
体験をすることが可能です。
「単衣は、白き。日の装束の、紅の一重の
また、色弱者の親御さんが一番心配するこ
袙（あこめ）など、かりそめに着たるはよし。 銀：3 例・裏銀豹紋、銀一文字せせり
緋：2 例・小緋威、 金：1 例・裏金蜆
とが、お子様の学校生活や就職についてです。 されどなほ、白きを。黄ばみたる単衣など着
墨：1 例・墨流し、 水色：1 例・水色尾長蜆、
その悩みを払しょくするべく、学校生活に
たる人は、いみじう心づきなし。練色の衣ど
おいては、養護の先生のお話。就職に関して
もなど着たれど、なほ、単衣は白うてこそ。
」 薄色：1 例・薄尾長裏波蜆
日本に広く分布している蝶を挙げてみる。
は、色弱者仕事人の本音トークイベントもあ
「下襲は、冬は、躑躅（つつじ）、桜、掻練
ります。
襲（かいねりがさね）、蘇枋襲（すほうがさね）
。 青筋揚羽・黄揚羽・黒揚羽・紋白蝶・紋黄蝶・
褄黄蝶・赤立羽・黄立羽．瑠璃立羽・大紫・
活動やイベントの詳しい内容は、下記の
夏は、二藍、白襲。」
小紫・緋威蝶・緑豹紋・赤蜆・紅蜆・緑蜆・
ホームページまで。
平安時代の男性は紅色系の衣装も好んで着
（永田泰弘）
（昆野照美）
（永田泰弘） 裏銀蜆・青翅せせり・小茶翅せせり。
https://www.color.or.jp/
ていたようです。

色彩教材研究会通信

No.140

2019.7.18

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●13CCS・10 月 6 日開催のお知らせ

●幸せになる色が選ばれ始めました

色点描 日本の蝶と色名 -７

次回のカラーチャットセッションは、10
月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本橋
DIC ビルで開催しますのでご予定ください。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色の
教科書』より」です。
講師は竹下友美さんと橋本実千代さんのお
二人、この号では橋本講師の演題と要旨をご
紹介いたします。
◆「絵画と色彩調和」
色彩講座の教材に絵画を使って、絵に興味
のない学生や大人に、画家や絵画を身近に感
じてもらう機会を常日頃から作るようにして
います。
色彩画家として知られるファン・ゴッホ、
ルドン、マティスは先人たちの色彩調和論を
参考にしながらも、自身の感情を色彩によっ
て表出しようとしました。
色彩心理や色彩調和を教授する際に受け手
が興味を引きやすい絵画とトピックを、この
三人の画家の作品を中心にご紹介します。

『2019 トレンド総括 インテリアの「変
化」を紐解く』セミナ−のご案内。
オランダ、フランクフルト、ケルン、ミラ
ノ、インドと様々なインテリアシーンを取材。
100 万人が来場するミラノサローネで展開
される新たなデザインより、インテリアで人
はいかに幸せになれるか、実証のもとの製品
デザインなどご紹介します。
◆2019 年 7 月 25 日 ( 木 ) 13：30- 15：00
◆於：トミタトーキョー八重洲南口歩 5 分
◆申込方法など：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfqQvnby-NuVKGt̲v6Foiu9ixvnl-tfw4Wedl
c3Avq1Yr0Yvg/viewform
◆詳細：https://colordesignﬁrm.com/
https://colordesignﬁrm.com/?p=7037
変化する人口構成に対する新たな顧客層
と、ものづくりへの考えを知る機会を、お見
（網村真弓）
逃しなく。

◆茶色系の日本の蝶
サトキマダラヒカゲ・ヒメキマダラヒカゲ・
キマダラモドキ・クロヒカゲ・ツマグロウラ
ジャノメ・クロコノマチョウ・シロオビヒメ
ヒカゲ・キバネセセリ・ギンイチモンジセセ
リ・ヒオドシチョウ・キタテハ・ヤエヤマム
ラサキ♂・カバタテハ・シロオビヒカゲ・タ
イワンアオバセセリ・コチャバネセセリ・ホ
シチャバネセセリ・チャバネセセリ・クロボ
シセセリ。
参考文献として使用した「フィールドガイ
ド 日本のチョウ」に収録された 280 種の日
本の蝶の和名に使われた色名は以下の 20 種。
「白・黒・墨・赤・紅・緋・樺・茶・黄・薄黄・
緑・浅黄・青・瑠璃・薄青・水色・紫・薄色・
金・銀。」
これらの色名を含む種名は 50％を超える
高い比率を持っており、色は種名を表現する
重要な要素になっていることがわかる。
「揚羽蝶」、「蜆蝶」、「立羽蝶」、「挵蝶」な

( 橋本実千代）

参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究会
準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
（永田泰弘）
配付資料：CD。

●網村さんのセミナーのご案内を掲載しま
した。情報の掲載をご希望の方は、ご相談
ください。一欄の文字数はタイトルが 15 字
以内、本文が 20 字 24 行です。

ど読みにくい文字が多いが漢字で和名を表現
した方が蝶の姿形や斑紋、生息地などを想像
しやすく趣が深いと感じるのは、老人の僻み
（永田泰弘）
であろうか？
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●13CCS・10 月 6 日開催のお知らせ

● 瓦の豆知識−２

色点描 日本の蝶と色名 -６

次回のカラーチャットセッションは、10
月 6 日（日）の 13 時〜17 時、東京日本橋
DIC ビルで開催しますのでご予定ください。
総合テーマは「調和論とその周辺―『配色の
教科書』より」です。
講師は竹下友美さんと橋本実千代さんのお
二人、この号では竹下講師の演題と要旨をご
紹介いたします。
◆「古代ギリシアの音階論とニュートン」
古代ギリシアから 18 世紀に至る調和観を
包括する発想として、宇宙全体が和声を奏で
ているという「天球の音楽」があります。
この考え方を着想したピュタゴラスの音階
論は、古代ギリシアからローマ時代の多くの
思想家に支持され発展しました。
音楽の調和理論から色彩の法則を説明しよ
うとする発想は、ニュートンにも受け継がれ
ています。
色彩学の中ではあまり触れられることの少
ない、自然哲学者ニュートンの調和観をご紹
介します。( 竹下友美）
参加費：日本色彩学会会員と色彩教材研究会
準会員は 1,000 円、その他は 2,000 円。
（永田泰弘）
配付資料：CD。

◆奈良時代・国分寺・東大寺・唐招提寺
国分寺・国分尼寺建立の詔により全国各地
で瓦造りが普及します。。
東大寺では、二月堂の作業に焼瓦一万五千
八百八十枚、三月堂の作業に作瓦一万千四百
八十五枚という史料が残されています。
◆奈良時代の瓦窯
平窯と登り窯が使われていました。須恵器
の窯の形です。
◆平安時代の瓦造り
平安時代に入ると、瓦の製造技術が下がっ
て良い瓦ができなくなっていったことが、史
料に残されています。官営事業の弊害が大き
くなった結果と考えられています。
◆鎌倉時代の瓦造り
鎌倉時代になると「瓦大工」という技や商
いをする人達が現れ「座」を作り権益を守る
ようになり、瓦にも銘を入れるなどして品質
の高いものが出来るようになりました。
◆桃山時代の瓦造り

◆青色系の日本の蝶
アオスジアゲハ・オオムラサキ♂・ルリタ
テハ・コムラサキ♂・メスグロヒョウモン♀・
リュウキュウムラサキ・ヤエヤマムラサキ♀・
アオタテハモドキ・ツマムラサキマダラ・マ
ルバネルリマダラ・アサギマダラ・タイワン
アサギマダラ・リュウキュウアサギマダラ・
ヒメアサギマダラ・ルリシジミ・オオルリシ
ジミ・カラフトルリシジミ・カバイロシジミ・
クロシジミ・ムラサキシジミ・キマダラルリ
シジミ・ミドリシジミ♀・ヒサマツミドリシ
ジミ・キリシマミドリシジミ・クロマダラソ
テツシジミ・シロウラナミシジミ・ウスアオ
オナガウラナミシジミ・オジロシジミ・アオ
バセセリ。
色名として浅黄と薄青が登場。 （永田泰弘）

桃山時代には、諸国の武将による築城が相
次ぎ、瓦の需要が急増し、戦乱による焼失も
需要に拍車をかけました。瓦の規格化が進む
一方、粗製乱造の瓦もありました。（永田泰弘）

リュウキュウアサギマダラ
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●「かごんまの色」ただいま制作中です

色点描 日本の蝶と色名 -５

地域らしい色彩「ローカル・アイデンティ
ティ・カラー」の構築を、鹿児島県を対象地
にして行っています。
これまでに調査した地域資源に由来する色
彩を用いて、81 色（９グループ ×９トーン）
からなる「かごんまの色」を制作しています。
今回は主な対象者としてプロダクト・web・
クラフトデザイナー及び地域内外の方々、子
ども達を想定しています。
それぞれの色には鹿児島県らしい色名と説
明が付されており、それらを通じて鹿児島県
を楽しみながら知ることができるように工夫
を凝らしています。色名は、自然景観、特産
品、建造物、地名、方言、地域に特徴的な事
柄（例えば鹿児島県は年間降水量が全国第２
位であり、雨を意味する語彙も多い）なども
取り入れていますが、色名によるイメージが
デザイン展開の制約になることを避けるた
め、命名は具体的過ぎず、かつ抽象的過ぎな
いよう留意しています。
現在は地域の方々と一緒にメインカラーと
なる 12 色分の色彩値と色名を検討している
ところです。メインカラーのお披露目は今夏
（牧野暁世）
を予定しています。

◆黄色系の日本の蝶
黄色系の蝶は、翅の表裏ともに黄色、ある
いは表はほぼ黒で裏はやや橙色みのある黄色
の蝶をさす。よく見かけたのは、黄揚羽と紋
黄蝶や黄蝶など。
キアゲハ・ウスバキチョウ・スジボソヤマ
キチョウ・モンキチョウ・キタキチョウ・キ
ベリタテハ・ウスキシロチョウ・ウラキンシ
ジミ・キマダラルリツバメ。
金色と薄黄が新しく登場。
◆緑色系の日本の蝶
スミナガシ・ミドリヒョウモン・キリシマ
ミドリシジミ・ヒサマツミドリシジミ・メス
アカミドリシジミ♀・ミドリシジミ・ヒロオ
ビミドリシジミ・ハヤシミドリシジミ・ウラ
ジロミドリシジミ・フジミドリシジミ。
スミナガシは「墨流し」で色名の一つ。裏
白緑蜆のように一つの品種名の中に二つの色
名を含むものもある。タイワン・カラフト・
チョウセンなどの地名が入った種名が見られ
るが、タイワンは沖縄の南西諸島に生息する
蝶の名。蝶の生息域が北海道の北端から南西
諸島までの全国に及んでいる種は無いと考え
（永田泰弘）
るべきである。
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色点描 日本の伝統色 - 色鉛筆
ICD の「2018 年の色」応募記念に、DIC
株式会社製「日本の伝統色 - 色鉛筆」12 本セッ
ト三組を頂いた。良い教材として使えるので
使用伝統色の色名を紹介してみる。
◆平安の色・雅 朱華（はねず）、牡丹色（ぼ
たんいろ）、深緋（こきひ）、紅色（べにいろ）、
黄丹（おうに）、弁柄色（べんがらいろ）、千
歳緑（せんざいみどり）、若草色（わかくさ
いろ）、若竹色（わかたけいろ）、露草色（つ
ゆくさいろ）、桔梗色（ききょういろ）、濃紫
（こきむらさき）。
◆安土・桃山の色・侘 金茶色（きんちゃい
ろ）、柑子色（こうじいろ）、朱色（しゅいろ）、
墨色（すみいろ）、利休鼠（りきゅうねずみ）、
松葉色（まつばいろ）、深緑（ふかみどり）、
唐茶（からちゃ）、憲法色（けんぽういろ）、
白群（びゃくぐん）、鉄紺（てつこん）。
◆江戸の色・粋 猩々緋（しょうじょうひ）、
紅樺色（べにかばいろ）、海老茶（えびちゃ）、
千歳茶（せんざいちゃ）、路考茶（ろこうちゃ）、
生壁茶（なまかべちゃ）、海松藍（みるあい）、
錆納戸（さびなんど）、熨斗目色（のしめいろ）、
江戸紫（えどむらさき）、銀鼠（ぎんねず）、
（永田泰弘）
深川鼠（ふかがわねず）。

色彩教材研究会通信
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●12CCS のアンケートから

● 瓦の豆知識−１

色点描 旅の色

12CCS で提出をお願いしましたアンケー
トの結果を抜粋して紹介します。
◇講演に満足：28 人、ほぼ満足：4 人。
◇通信に満足：28 人、ほぼ満足：7 人。
◇景観色彩計画の成功例の紹介を希望。
◇東京都と区の基準比較が貴重であった。
◇建築材料の検討や研究の内容を希望。
◇屋外広告物やサインの色彩計画の講座。
◇景観破壊の防止に関する色彩からの取組。
◇国内と海外の景観色彩の取組の紹介。
◇様々な表色系の各国での利用状況の紹介。
◇様々なカラーチャートの紹介と解説。
◇XYZ 表色系の教育方法の定期的な講座。
◇配色の教育方法の定期的な講座の開催。
◇プロダクトデザインの色彩設計の講座。
◇絵画の色彩分析手法を取上げてほしい。
◇色彩教育のカリキュラムと講義の方法。
◇色対比のパネル型教材の制作講座の開催。
◇配色演習の実習型講座の開催。
◇神話の色彩や映画や絵画の色彩の講座。
◇流行色、繊維、染色方法、パターン、裁断、
縫製など、一連したファッションの講座。
◇懇話会の時間（30 分）は、延長して掘深
（永田泰弘）
してほしい。

屋根の豆知識に続いて、日本における瓦の
歴史から、瓦の豆知識を述べる事に致します。
◆飛鳥時代・日本初の瓦作り
瓦作りは三千年ほど昔に中国に始まり、朝
鮮半島に伝わり、千四百年前に百済から日本
に瓦作りの技術が導入されました。
「日本書記」によると、崇峻元年 (588) 寺
工二名・鑢盤博士一名・画工一名・瓦博士四
名が渡来し、飛鳥寺 ( 法興寺）の造営にあた
りました。飛鳥時代に瓦窯の築造が指導され、
須恵器造りの職人が瓦造りを習得したので
しょう。
この時期に造られた瓦が奈良の元興寺の屋
根にいまだ現存していることが確認されてい
ます。
◆瓦の時代考証
瓦の製作年代や使用された寺院などが、軒
丸瓦・軒平瓦の紋様（瓦当）によって考証さ
れます。
◆飛鳥時代・四天王寺・法隆寺

会津での夕食。お店に可愛い 10 ㎝ほどの
朱塗の器に入った料理を注文してみた。
「こづゆ」という名前。会津地方の正月や
祝い事、お盆に欠かせない汁で、冬が長い土
地柄、乾物の干し貝柱や焼き麩、保存のきく
食材を使って作るそうだ。具の種類は７〜９
種類と「奇数」で割り切れない数を使い、お
平、と言われる「会津塗の平たい朱色の器」
に盛る。
「こじゅうのつゆ」が「こづゆ」に訛っ
たそうだ。食卓では「つゆ返し」ともいわれ
るおかわりを何杯しても良い習慣があり、会
津人のもてなしの心を表している。
食卓を囲む人の笑顔が浮かんでくる。
風土が育んだ伝統食を、会津塗で味わう雪
深い街、朱塗の器はとても食卓を華やかにし
(Sizuka)
ただろう。

飛鳥寺に次いで、四天王寺や法隆寺などの
寺院の造営が始まり、瓦の需要が増えると共
に、技術も洗練されて、厚みや仕上が均一な
瓦が生産されるようになりました。（永田泰弘）

こづゆの朱塗の器

色彩教材研究会通信
●12CCS「景観の色彩」報告
6 月 16 日 ( 日 )、DIC ビル２階において開
催致しましたカラーチャットセッションの
「景観の色彩」は、長谷川博士講師の「まち
づくりの配色手法〜イタリアの環境色彩」と
永田泰弘の「解説・東京都景観色彩ガイドラ
イン」、「景観色彩のための色票集の作り方」
、
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」と
題した講演に加えて、懇話会として質疑応答
の時間を設け、予定通り終了いたしました。
有料参加者が 37 名。終了後、「日本酒バ
ル 八重洲魚の目利き」での懇親会に 10 名が
参加し楽しい時間を過ごしました。
今回の配布資料は、両講師が講演に使用し
たパワーポイントをそのまま配布しました。
次回の 13CCS は 10 月 6 日（日）13 時〜
17 時に、今回と同じ日本橋の DIC ビル 2 階
を会場に「配
色の教科書」
の著者の橋本
実千代講師と
竹下友美講師
の講演を予定
しています。
長谷川講師

（永田泰弘）
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●色名の読み方−12

色点描 日本の蝶と色名 -４

◆青磁色「せいじいろ」は陶器の青磁のよう
な色を指し秘色「ひそく」の別称。
◆砥粉色「とのこいろ」。砥石の細粉だが土
を焼いて作る。刀の研磨、木の塗装や目止め
に使用する。
◆琥珀色「こはくいろ」。樹脂が地中で固化
した貴石の色。黄〜茶の透明から半透明。
◆錆色「さびいろ」。赤錆色、藍錆色。藍鉄
色「あいてついろ」は暗い藍緑。
◆代赭色「たいしゃいろ」は中国の代州産の
赤鉄鉱を含む赤土の色。赭はアカとも読む。
◆土器色「はじいろ」は素焼きの土器の色。
◆涅色「くりいろ」。川底の黒土の色。
●食べ物や嗜好品由来の固有色名
◆飴色「あめいろ」。でん粉原料の水飴の色。
◆油色「あぶらいろ」食用油の色。
◆卵色・玉子色「たまごいろ」。卵の黄身の色。
◆山葵色「わさびいろ」。刺身の薬味に使う
擦り下ろしたわさびの根の薄緑色。
◆辛子色・芥子色「からしいろ」。からし菜

◆橙色系の日本の蝶
ツマベニチョウ・キタテハ・ヒオドシチョ
ウ・ヒメアカタテハ・ツマグロヒョウモン・
ミドリヒョウモン・ウラギンヒョウモン・カ
バマダラ・メスアカムラサキ・スジグロカバ
マダラ・キミスジ・タイワンキマダラ・アオ
タテハモドキ・ウラベニヒョウモン・アカタ
テハ・コヒオドシ・ベニヒカゲ・コムラサキ・
ウラギンシジミ♂・リュウキュウムラサキ・
ベニシジミ・クモマツマキチョウ♂・ツマキ
チョウ・アカシジミ・ウラナミアカシジミ・
ムモンアカシジミ・チョウセンアカシジミ・
メスアカミドリシジミ♀・ベニモンカラスシ
ジミ・カラフトタカネキマダラセセリ・タカ
ネキマダラセセリ・キマダラセセリ・コキマ
ダラセセリ・スジグロチャバネセセリ・ネッ
タイアカセセリ・アサヒナキマダラセセリ・
ギンイチモンジセセリ。
緋威蝶は緋色威の鎧のイメージから命名さ
れ、緋色と青が登場。雌赤紫は雌が橙色で雄

の種からつくる練りがらしの色。
◆煙草色「たばこいろ」。タバコの茶色。
◆抹茶色「まっちゃいろ」。抹茶の粉末や点
（永田泰弘）
てた薄茶の色。

が紫色をもつ立羽蝶。雌赤緑蜆は雌が大きな
橙紋をもち雄が金緑色の翅の蜆蝶。紅紋烏蜆
の「烏」は黒を現している。ヒョウモンは「豹
紋」で橙地に黒の斑点を意味する。（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●12CCS「景観の色彩」当日受付可

No.135

2019.6.13

日本の美意識―宮澤賢治説―

2019 年 6 月 16 日 ( 日 )13 時開始、17 時
芸術としての浮世絵木版画には、木版画で
終了です。東京・日本橋の百十四銀行隣の
しか出すことのできない特性が見られること
DIC ビル２階において開催致します。
を、宮澤賢治が指摘している（『新校本宮澤
◇参加費：日本色彩学会員・色彩教材研究会
賢治全集』14 巻、本文篇 240-246 頁参照）
。
会員と準会員＝1.000 円、一般＝2,000 円
第一の特性は、純潔・極度の単純化。浮世
●総合テーマ：景観の色彩（定員：50 人）
絵には画家・彫師・刷師の工程があるが、版
◆講演１：長谷川博士（カラープランナー）
画家による題材の心理的昇華能力によって大
「まちづくりの配色手法〜
半が決せられる。色の数が「過多でない」と
イタリアの環境色彩」
いう制約によって、高雅で清純な調和が創造
◇配布教材：パワーポイント (162 頁）
されている。第二に、音楽や詩に見られるよ
◆講演２：永田泰弘（カラーコンサルタント） うな階律性・韻律性。喜多川歌麿の曲線は英
「解説・東京都景観色彩ガイドライン」
語では “singing line” と称せられている。
「景観色彩のための色票集の作り方」
第三に、神秘性・暗示性。一見、間が抜け
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」
ているように、あるいは無表情のように見え
◇配布教材：パワーポイント（計 163 頁）
ても、見れば見るほど、味や深さがある。
東京都景観色彩ガイドライン解説 (46 頁）
第四に、工芸的美。材料の性質や製作の過
都内の市区の基準との比較 (24 頁）
程から生じる特性。純白の紙の色は、肌の色
簡単な基準色票集の作り方 (5 頁）
になり、気温や湿気による微妙な紙面の増減
東京都景観色彩基準色票集の制作 (32 頁）
は、肌の呼吸になる。木版画の線には硬さや
参道の色彩調査 (14 頁）
弾性を持つ木の感触が暗示されている。
参道のための調査と配色企画 (35 頁）
第五に、ぜいたく品であるという感じの無
参道のための色彩基準提案 (7 頁）
さ。第六に、半透明性。賢治は浮世絵鑑別法
申込はメールで永田に懇親会 (¥3500) の参
の第一に茜の「赤色顔料ノ半透明ナルコト」
（永田泰弘） （246 頁）を挙げている。
（吉村耕治）
加の可否も添え送信してください。
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色点描 中国の伝統色 - 関帝廟
日本の瓦屋根も絶滅危惧種に数えられると
感じて、屋根の写真を撮ってパワーポイント
にする作業をしており、100 編を超えました。
横浜中華街はアジア最大の中華街なので、
中国の伝統的な色彩文化が点在していると考
えて撮影し、パワーポイントにまとめました。
牌楼門と廟を主対象とし、四方の門の柱は
陰陽五行説の五色が彩色され、瓦は橙・緑・
青の釉薬瓦が多く用いられ、関帝廟と媽祖廟
の彩色は金と最高彩度の五彩により、中国の
色彩文化と美意識の終着点を思わせます。
写真は関帝廟の屋根の末端の装飾です。
このパワーポイントを中国の色彩文化や景
観の教材に使ってくださる方には、送ります
（永田泰弘）
ので連絡してください。

色彩教材研究会通信
●12CCS「景観の色彩」聴講者募集
2019 年 6 月 16 日 ( 日 )13 時開始、17 時
終了です。東京・日本橋の百十四銀行隣の
DIC ビル２階において開催致します。
◇参加費：日本色彩学会員・色彩教材研究会
会員と準会員＝1.000 円、一般＝2,000 円
●総合テーマ：景観の色彩（定員：50 人）
◆講演１：長谷川博士（カラープランナー）
「まちづくりの配色手法〜
イタリアの環境色彩」
◇配布教材：パワーポイント (162 頁）
◆講演２：永田泰弘（カラーコンサルタント）
「解説・東京都景観色彩ガイドライン」
「景観色彩のための色票集の作り方」
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」
◇配布教材：パワーポイント（計 163 頁）
東京都景観色彩ガイドライン解説 (46 頁）
都内の市区の基準との比較 (24 頁）
簡単な基準色票集の作り方 (5 頁）
東京都景観色彩基準色票集の制作 (32 頁）
参道の色彩調査 (14 頁）
参道のための調査と配色企画 (35 頁）
参道のための色彩基準提案 (7 頁）
申込はメールで永田に懇親会 (¥3500) の参
（永田泰弘）
加の可否も添え送信してください。
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●北前船と北海道の屋根瓦

色点描 日本の蝶と色名 -３

北海道の住宅の屋根は、現在は無落雪屋根
が主流であり、理由は、凍結して破損する瓦
屋根が、積雪には不向きだからである。
しかしながら、歴史的建造物の中には、本
来不向きである瓦屋根を使用したものがあり
その背景について述べたいと思う。
現在の北海道の中心は札幌であるが、海運
が主流だった時代には小樽が北の玄関口で
あった。小樽は北前船の寄港地であり、その
商品の保管のために倉庫などが建てられ、屋
根が瓦であった。（現在は三州・雪止桟瓦）
なぜなら、北前船は瓦を商品として積む以
外に、帆船である北前船の重心を取るために
船底に瓦を乗せて小樽へ寄港した。帰りは、
その瓦をおろし、北海道の海産物を、また道
外に運ぶという歴史があった。その不要な瓦
（昆野照美）
を建物に使用したためである。

日本の蝶の種別は、アゲハチョウ（揚羽蝶）
科・シロチョウ（白蝶）科・シジミチョウ（蜆
蝶）科・タテハチョウ（立羽蝶）科・セセリ
チョウ（せせり蝶）科と外来種に分類。
アゲハチョウ科は大型の蝶が多く、代表は
黒と黄色の縞模様のアゲハ、黒地に青緑の鱗
粉が輝くカラスアゲハ、ほぼ黒色のクロアゲ
ハ、多彩で美しいギフチョウや、ウスバシロ
チョウなどである。シロチョウ科はモンシロ
チョウやモンキチョウなどの中〜小型の蝶、
シジミチョウ科はほとんど小型種。タテハ
チョウ科は中〜大型種からなる多様な科で翅
を縦に畳んで止まる種が多く立羽という。ア
サギマダラ、カバマダラ、オオゴマダラ、各
種のヒョウモン蝶、ジャノメ蝶、ヒカゲ蝶な
ど。セセリチョウ科は、スキップするような
敏捷な飛び方から名付けられている。
◆赤色系の日本の蝶
赤色系の蝶は１種だけで、最も美しい日本
の蝶かもしれないクジャクチョウ（孔雀蝶）

撮影：横山常久

で、色名は入っていないが翅の表が赤色で、
前翅に瑠璃色と黄白色の丸い斑紋があり、後
翅に孔雀状の瑠璃色に輝く斑紋を持つ立羽蝶
（永田泰弘）
である。

色彩教材研究会通信
●12CCS「景観の色彩」聴講者募集
色彩教材研究会の第 12 回カラーチャット
セッションを、2019 年（平成 31 年）6 月
16 日 ( 日 )13 時開始、17 時終了で、東京・
日本橋の DIC ビルにおいて開催致します。
◇参加費：日本色彩学会員・色彩教材研究会
会員と準会員＝1.000 円、一般＝2,000 円
●総合テーマ：景観の色彩（定員：50 人）
◆講演１：長谷川博士（カラープランナー）
「まちづくりの配色手法〜
イタリアの環境色彩」
◆講演２：永田泰弘（カラーコンサルタント）
「解説・東京都景観色彩ガイドライン」
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」
「景観色彩のための色票集の作り方」
カラーチャットセッションの目的は、参加
された方々に、色彩教育の現場で実際に使え
る教材を提供し、それを材料にして各自が授
業や講座を組み立てることを手助けする活動
を行ってきた色彩教材研究会の基本路線を踏
襲することです。12CCS でも、長谷川講師
はイタリアで撮影された景観の映像を提供し
てくださいますし、私の配布資料も、そのま
ま利用できるような形で提供する予定です。
（永田泰弘）
永田宛にお申込ください。
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■旅でみた色 会津鶴ヶ城の赤瓦

色点描 日本の蝶と色名 -３

会津若松・白虎隊と言えば「鶴ヶ城」若松
城とも言う。今の時期は車窓より桜や鯉のぼ
りが見えるので楽しい。
会津塗・会津木綿・和ろうそく、など会津
若松の街は歴史のある建物・史跡もたくさん
ある。鶴ヶ城は明治 7 年に石垣を残して取り
壊された、その後 1965 年に再建されたがそ
の時は黒いいぶし瓦だった。
この瓦は冬の凍結に弱く修理を繰り返して
いたことから、2011 年の大改修で瓦を釉薬
に酸化鉄 ( 弁柄 ) を使い、明治に解体される
以前の赤瓦に変えた。赤瓦は、寒さで割れる
のを防ぎ寒い地方には良いそうだ。新潟県の
安田瓦の「茜瓦」だと教えていただいた。
漆喰の白に柔らかな赤瓦。優しい上品な雰
（Sizuka）
囲気を漂わせるお城だった。

日本の蝶の種別は、アゲハチョウ（揚羽蝶）
科・シロチョウ（白蝶）科・シジミチョウ（蜆
蝶）科・タテハチョウ（立羽蝶）科・セセリ
チョウ（せせり蝶）科と外来種に分類。
アゲハチョウ科は大型の蝶が多く、代表は
黒と黄色の縞模様のアゲハ、黒地に青緑の鱗
粉が輝くカラスアゲハ、ほぼ黒色のクロアゲ
ハ、多彩で美しいギフチョウや、ウスバシロ
チョウなどである。シロチョウ科はモンシロ
チョウやモンキチョウなどの中〜小型の蝶、
シジミチョウ科はほとんど小型種。タテハ
チョウ科は中〜大型種からなる多様な科で翅
を縦に畳んで止まる種が多く立羽という。ア
サギマダラ、カバマダラ、オオゴマダラ、各
種のヒョウモン蝶、ジャノメ蝶、ヒカゲ蝶な
ど。セセリチョウ科は、スキップするような
敏捷な飛び方から名付けられている。
◆赤色系の日本の蝶
赤色系の蝶は１種だけで、最も美しい日本
の蝶かもしれないクジャクチョウ（孔雀蝶）
で、色名は入っていないが翅の表が赤色で、
前翅に瑠璃色と黄白色の丸い斑紋があり、後
翅に孔雀状の瑠璃色に輝く斑紋を持つ立羽蝶
（永田泰弘）
である。

色彩教材研究会通信
●12CCS

テーマは「景観の色彩」

色彩教材研究会の第 12 回カラーチャット
セッションを、2019 年（平成 31 年）6 月
16 日 ( 日 )13 時開始、17 時終了で、東京・
日本橋の DIC ビルにおいて開催致します。
◇参加費：日本色彩学会員・色彩教材研究会
会員と準会員＝1.000 円、一般＝2,000 円
●総合テーマ：景観の色彩（定員：50 人）
◆講演１：長谷川博士（カラープランナー）
「まちづくりの配色手法〜
イタリアの環境色彩」
◆講演２：永田泰弘（カラーコンサルタント）
「解説・東京都景観色彩ガイドライン」
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」
「景観色彩のための色票集の作り方」
カラーチャットセッションは、参加された
方々に、色彩教育の現場で実際に使える教材
を提供し、それを材料にして各自が授業や講
座を組み立てることを手助けする活動を行っ
てきた色彩教材研究会の基本路線を踏襲する
ことを目的としたいます。
「景観色彩」を市や区の「景観審議会」や
地域の「守る会」に、色彩面の協力が出来る
基礎知識を学んでください。永田までメール
（永田泰弘）
でお申込をお願いします。
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日本の美意識―D. キーン説―

色点描 ふくしまのいろ

『ドナルド・キーン著作集』（全 15 巻、新
潮社）が、2018 年 10 月に完結した。日本
文化の中核を形成している日本の美意識につ
いて Donald Keene 氏は、４特性を指摘して
いる：暗示（suggestion）、不均整（irregularity）、
簡潔（simplicity）、無常（perishability）。
その要点を紹介したい（1 巻 413-431 頁参照）。
第一の特徴は、暗示（ほのめかし）。満月
や満開の桜は、想像力の邪魔になると心得、
何が来るかを連想させる「始め」や、何があっ
たかを暗示する「終わり」が最高潮（climax）

令和の時代に入り祝賀ムードの中、色にま
つわる福島ならではの素敵な商品を紹介した
いと思います。
それは福島県の色をモチーフにした１４色
の色鉛筆です。福島県で長い間受け継がれて
きた伝統の色を福島県印刷工業組合の方々が
調査・選定・発信し、未来へ伝えていくこと
を目的とし作られたものだそうです。ここで
は代表的な数色をご紹介したいと思います。
赤系は、白河市の「しらかわだるま」、鶴、
亀、松、梅、竹で表されている縁起物の１つ
です。緑系は草野心平と交流があった川内村
の「もりあおかえる」。東日本大震災の影響
でかなりの打撃を受けたものの住民の努力で
再復活した「おおぼりそうまやき」、などな
ど市販の色鉛筆にはない福島ならではの日本
伝統色が取り上げられています。
興味のある方は
ぜひ１度手に触れ
てみていただけれ

と同様に、魅力と感じられてきた。
第二に、不均整・非対称性。均一性は望ま
しいものでなく、不揃いにこそ趣が感じられ
てきた。何事も未完の部分があってこそ趣が
あり、成長の余地が感じられる。建築でも、
どこか一部を未完成のままで残すことが好ま
れる。陶器・生け花・造園などに見られる。
第三に、簡潔性。余裕のある空間が芸術的
な日本家屋の特徴で、家具も多すぎるよりも
少ない目のほうが美しい。日本の塗装しない ばと思います。
（H.K）
木への好みは、海外でも評価されつつある。
第四に、無常。移ろうものに美を感じてき
福島県印刷工業組合
た。これらは今でも有効である。 （吉村耕治） 冊子参照

色彩教材研究会通信
●12CCS 景観の色彩」の 聴講者募集
長谷川講師が、昨日イタリアから帰国。
色彩教材研究会の第 12 回カラーチャット
セッションを、2019 年（平成 31 年）6 月
16 日 ( 日 )13 時開始、17 時終了で、東京・
日本橋の DIC ビルにおいて開催致します。
◇参加費：日本色彩学会員・色彩教材研究会
会員と準会員＝1.000 円、一般＝2,000 円
●総合テーマ：景観の色彩（定員：50 人）
◆講演１：長谷川博士（カラープランナー）
「まちづくりの配色手法〜
イタリアの環境色彩」
◆講演２：永田泰弘（カラーコンサルタント）
「解説・東京都景観色彩ガイドライン」
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」
「景観色彩のための色票集の作り方」
カラーチャットセッションの目的は、参加
された方々に、色彩教育の現場で実際に使え
る教材を提供し、それを材料にして各自が授
業や講座を組み立てることを手助けする活動
を行ってきた色彩教材研究会の基本路線を踏
襲することです。12CCS でも、長谷川講師
はイタリアで撮影された景観の映像を提供し
てくださいます。期待して私宛にお申込くだ
（永田泰弘）
さい。
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色点描 日本の蝶と色名 -２

● 屋根の豆知識−６

蝶を翅の色系統で分類すると、雌雄で色が
異なる種があるほか、気温により翅の色を変
社の建築様式を紹介する。
神明造り：伊勢神宮に見られる様式で、切 える種もあり。複数の色系統に同名の蝶が属
妻づくり、妻を左右にした平入り。屋根は茅 すこともある。
葺きで、両端に内削ぎの千木があり、鰹木を ◆黒色系の日本の蝶
クロアゲハ・モンキアゲハ・シロオビアゲ
載せる。柱は掘っ立て式で四面に高欄を設け、
ハ・ベニモンアゲハ・オオムラサキ♀・コム
正面に階段を設ける様式である。
大社造り：出雲大社の本殿が代表例。当時 ラサキ・メスグロヒョウモン・ウスバシロチョ
ウ・ウラギンシジミ・シロミスジ・リュウキュ
の住居の様式を伝える最古の神社建築様式
で、正面向かって右寄りに入口があり二間四 ウムラサキ・ルリタテハ・キベリタテハ・ク
方の殿内に太い柱があり、向かって右奥に神 ロミドリシジミ♂・フジミドリシジミ♀・ミ
座がある。屋根に外削ぎの千木と、鰹木を載 ドリシジミ♀・ハヤシミドリシジミ♀・ヒロ
オビミドリシジミ♀・ウラクロシジミ♀・ウ
せ、切妻造り・妻入りで回り縁がある。
ラジロミドリシジミ♀・ミズイロオナガシジ
ミ・ウスイロオナガシジミ・クロシジミ・カ
バイロシジミ♀・クロツバメシジミ・カラフ
トルリシジミ・タイワンクロボシシジミ・シ
ロモンクリシジミ・クロセセリ・オオシロモ
ンセセリ・コウトウシロシタセセリ・チャマ
ダラセセリ・ヒメチャマダラセセリ。
日本建築を代表するものとして代表的な神

出雲大社本殿の檜皮葺の屋根

新登場した色名は、紅・紫・瑠璃・緑・水
色・薄色・茶・樺色。国蝶のオオムラサキは
黒色系に分類。色名の他、紋、星、裏、帯、縁、
（永田泰弘）
（永田泰弘） 筋、大、小、姫なども使われる。

色彩教材研究会通信
●12CCS

テーマは「景観の色彩」
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●「かごんまの色」60 人会議実施報告

色彩教材研究会の第 12 回カラーチャット
4 月 20 日（日）に鹿児島市で「かごんまの
セッションを、2019 年（平成 31 年）6 月
色」60 人会議を開催しました。
16 日 ( 日 )13 時開始、17 時終了で、東京・
（主催：鹿児島大学環境色彩学研究会、共催：
日本橋の DIC ビルにおいて開催致します。
era 色彩計画、関西ペイント販売（株））
◇参加費：日本色彩学会員・色彩教材研究会
この会議は、色彩を通じた地域活性化につ
会員と準会員＝1.000 円、一般＝2,000 円。
いての情報共有を図るために実施しました。
●総合テーマ：景観の色彩（定員：50 人）
第一部は、鹿児島県の景観、特産品、動植物、
◆講演１：長谷川博士（カラープランナー）
地域の言葉などから測定した「かごんまの色」
「まちづくりの配色手法〜
の研究報告を行いました。
イタリアの環境色彩」
第二部は、「かごんまの色」の活用のアイデ
◆講演２：永田泰弘（カラーコンサルタント） アを参加者間で共有しました。参加者は全体
「解説・東京都景観色彩ガイドライン」
で 60 人を超え
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」
色彩をはじめ
「景観色彩のための色票集の作り方」
様々な分野の
カラーチャットセッションの目的は、参加
専門家や学生
された方々に、色彩教育の現場で実際に使え
から興味深い
る教材を提供し、それを材料にして各自が授
アイデアを多
業や講座を組み立てることを手助けする活動
数いただきま
を行ってきた色彩教材研究会の基本路線を踏
した。これら
襲することです。12CCS でも、長谷川講師
を踏まえ、今
はイタリアで撮影された景観の映像を提供し
後も研究を進
てくださいますし、私の配布資料も、そのま
めていきたい
ま利用できるような形で提供する予定です。
と思っていま
（永田泰弘）
期待してお申込ください。
す。（牧野）
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色点描 旅でみつけたホテル
太平洋戦争以前に建てられ、建物を維持、
文化財・産業遺産の認定などを受けていると
いう条件で結成された 9 つのクラシクホテ
ルの会がある。
愛知県の蒲郡クラシックホテルは城郭風建
築の外観、内装はアールデコ様式。三河湾を
一望でき、谷崎潤一郎や川端康成などの文学
にも登場する竹島が目の前に見える。
ホテルの入り口はフラットが多いのに、扉
を開けると階段が 5 段ほどあり、ロビーは
時間をゆったり長く感じる色の赤い柄の絨毯
が敷き詰められている。
ホテル評論家の言葉通り日常から離れた異
空間でゆったり過ごし、まさにリフレッシュ。
５月にはつつじが咲き、潮干狩りもできるそ
（Sizuka）
うだ。

色彩教材研究会通信
●12CCS

テーマは「景観の色彩」

色彩教材研究会の第 12 回カラーチャット
セッションを、2019 年（平成 31 年）6 月
16 日 ( 日 )13 時開始、17 時終了で、東京・
日本橋の DIC ビルにおいて開催。募集中。
◇参加費：日本色彩学会員・色彩教材研究会
会員と準会員＝1.000 円、一般＝2,000 円。
●総合テーマ：景観の色彩
◆講演１：長谷川博士（カラープランナー）
「まちづくりの配色手法〜
イタリアの環境色彩」
◆講演２：永田泰弘（カラーコンサルタント）
「解説・東京都景観色彩ガイドライン」
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」
「景観色彩のための色票集の作り方」
講演２は、取り付きにくい地方自治体の景
観色彩基準（ガイドライン）の作り手でもあっ
たので、教材用として解説します。
東京都の基準は多くの対象に区分された基
準なので、基準作りの参考になります。ただ、
小さい区域の景観色彩をきめ細かく策定する
には別の方法が必要になります。基準を運営
するには専用の色票集が不可欠であり、その
作成方法を解説いたします。住民の一人とし
（永田泰弘）
て景観色彩を考えましょう。
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● 屋根の豆知識−５

色点描 日本の蝶と色名 -１

現代に入ってから屋根葺きに使われた材料
を使った屋根の種類を列記してみる。
スレート屋根：石綿にセメントを混ぜてつ
くる波形人造スレートが屋根材としても使わ
れ始め、工場の屋根に多用された。
トタン屋根：亜鉛メッキした薄い鉄板に
着色した波形トタンの屋根。
セメント瓦屋根：セメントを用い、瓦型に
成形した瓦の屋根。
カラー鋼板屋根：薄い鉄板に錆び止め塗装
をした長尺のカラー鋼板で葺いた屋根。工場
建築などに多用されている。
スレート瓦屋根：住宅用の化粧スレート・
カラーベスト・スレート瓦。成形後に着色す
るので多くの色の製品が供給されている。ケ
イミューのコロニアルが有名。
釉薬瓦（色瓦）屋根：昭和に入って、釉薬
を掛けて鮮やかな青、緑、オレンジなどのカ
ラフルな窯業製品の瓦が普及した。
チタン瓦屋根：窯業生産の瓦の、軽量化と
長期の耐久性を目的としたチタン合金の薄板
を伝統的な瓦の形に成形した新しい瓦。浅草
寺金堂、宝蔵門、五重塔の葺替えにも使用さ
（永田泰弘）
れている。

日本の四季折々に変化する自然の中で、舞
う蝶は美しい。蝶は古くから愛されて、その
名前に色名が組みこまれているのが多い。
日本チョウ類保存協会編の「フィールドガ
イド・日本のチョウ」（誠文堂新光社）から
色名が入っている種の和名を抜き出してみよ
う。この本では翅（はね）の色で蝶を白色系・
黒色系・赤色系・橙色系・黄色系・緑色系・
青色系・茶色系の８色の系統に分類している。
◆白色系の日本の蝶
白色系の蝶の定義は、白から淡色の地に黒
の斑紋がある蝶。揚羽（アゲハ）
・長崎揚羽・
大胡麻斑（オオゴマダラ）などが含まれ、白
の地色に黒の斑紋がある蝶の代表は紋白蝶。
モンシロチョウ・オオモンシロチョウ・タ
イワンモンシロチョウ・スジグロシロチョウ・
エゾシロチョウ・ウスバシロチョウ・ミヤマ
シロチョウ・モンキチョウ♀・スジボソヤマ
キチョウ・ウラギンシジミ♀・ヒメシロチョ
ウ・ツマキチョウ・クモマツマキチョウ・ウ
ラクロシジミ・タイワンシロチョウ・ナミエ
シロチョウ・ウスキシロチョウ・クロテンシ
ロチョウ・アカボシゴマダラ。
登場色名は白・黒・黄・赤・銀。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●全国大会参加費前納締切は明日！
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●ACA2019 Nagoya 通信 No.３

ACA2019（第 5 回アジア色彩学会、2019
日本色彩学会第 50 回全国大会の前納参加
年 11 月 29 日より 4 日間、名城大学で開催）
費が適用される事前登録日の締切は明日の 4
には、タイ、インドネシアなどの東南アジ
月 26 日（金）です。
アの若い研究者・デザイナーたちが発表を
全国大会は 2019 年（平成 31 年）6 月 1
目指して応募してくださる彼らは経済的事
日 ( 土 )・2 日 ( 日 ) に東京工芸大学・中野キャ
情から、参加費が高く遠方開催が多い AIC
ンパスにおいて開催されます。
（世界色彩会議）に、中々参加できません。
会員別の参加費（前納参加費）・交流会費
今回、ACA は物価の高い日本での初めて
は下記の通りです。
の開催となります。会場として大学の教室
正会員＝7,000 円（5,000 円）・5,000 円
を使うなどのコストダウンを徹底し、国際
賛助会員＝7,000 円（5,000 円）・5,000 円
会議としては破格の参加費を設定しました。
学生会員＝3,000 円（2,000 円）・4,000 円
（事前登録：一般 22,000 円、学生 17,000 円）。
一般＝9,000 円（7,500 円）・6,000 円
一般応募の発表のほかにも、魅力的な特
非会員＝学生 4,000 円（3,000 円）・4,000 円
別講演、チュートリアルやワークショップ
大会初日は受付が混雑いたします。また、
などを用意するほか、ランチタイムやコー
交流会（1 日夜）は会場定員に達し次第締切
ヒーブレイクなどにも日本的な味わいを取
りとなりますので、大幅に安い事前登録に協
り入れ参加費で楽しめるよう企画します。
力しましょう。
先週、発表受付を開始しました。日本色
事前登録：4 月 26 日中に学会誌同封の郵便
彩学会のトップページからアクセスできま
振替用紙を使い参加費をお振込ください。
す。アジアの人たちとともに、研究や創作
入金の確認をもって参加登録完了です。
の成果を発表しませんか？アブストラクト
振込先は：ゆうちょ銀行
（500 語以内）を Web サイトから投稿して
口座番号：00170-5-791517
ください。申込は 5 月 31 日まで。お待ち
加入者名：（一社）日本色彩学会全国大会
（実行委員長・川澄未来子）
（永田泰弘）
しています！
振込手数料 80 円はご負担ください。

色点描

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

旅でみつけた色

九谷焼

加賀百万石には華麗な色絵の焼物、九谷
焼がある。一度窯が閉じられ江戸後期に再
び再興九谷として花開いたと言われている。
赤・緑・紫・紺青・黄の九谷五彩を使った
色絵･五彩手。緑・黄・紫・紺青の四彩を用
いた青手古九谷。赤や金を使った赤絵・金襴
手など。花鳥風月の大皿には昔、どのように
盛り付けていたのだろうか？。吉田屋窯に三
夕詩入鉦鉢という和歌を描いた皿もある。
料理の盛り付け方を加賀市大聖寺にある九
谷焼美術館の方に伺うと、絵柄に合うように
のせ、料理を賞味し、出てきた皿の絵や和歌
を見て、また楽しむという。蕪寿司・鯛の唐
蒸し・加賀野菜など北陸の味と皿の絵柄や色
彩で２度も楽しむなんて。さすが加賀百万石
(Sizuka)
の文化は素晴らしい。

色彩教材研究会通信
■黄犬―故 D. キーン氏の墓碑銘―
日本人像を探求されていた日本文学研究
者、ドナルド・キーン氏が、2019 年 2 月 24
日、東京都内の病院で逝去された。96 歳で
あった。キーン氏の誕生地は、アメリカの
ニューヨーク州で、生年月日は 1922 年 6 月
18 日、本名は Donald Lawrence Keene であ
るが、2011 年の東日本大震災の後、日本へ
の永住を決められ、2012 年に国籍を日本（東
京都北区）に移されていた。
キーン氏が生前に建てられた墓碑銘には自
称の当て字「黄犬」が用いられている。黄犬
は、英語では “yellow dog” で、日本語と英
語で異なる象徴的意味が見られる。日本語で
は「幸せの黄色いハンカチ／リボン」と呼ば
れ、黄色は幸せを象徴するが、英語では「裏
切り・卑劣・臆病」というマイナス・イメー
ジが中心である。この墓碑銘の「黄犬」には、
キーン氏の二重の遊び心が反映されているの
ではなかろうか？
キーン氏は、鬼怒鳴門（キーン・ドナルド）
という日本語名を公表されていた。日本文学
に生涯をささげ、日本語の当て字文化の豊か
さを享受されていた。キーン氏のご冥福をお
（吉村耕治）
祈りいたします。
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「かごんまの色」総選挙投票結果発表
地方創生が叫ばれる昨今、日本各地で独自
性を生かした地域づくりが喫緊の課題となっ
ています。その中で「地域らしさをどう表現
するか」という課題は避けて通ることができ
ません。そこで、鹿児島大学 牧野暁世 環境
色彩学研究室では、どこにでも存在する身近
な「色」に着目し、色を活用した地域ブラン
ディングの研究をすすめています。
去る２月 22 日（金）〜 24 日（日）の３日間、
かごしま県民交流センターで、鹿児島県最大
級のデザインイベント「デザインフェア
2019 デザイン百覧会」が開催され、当研究
室は景観や特産品、動植物、言葉などから測
定した鹿児島県らしい 138 色の「かごんま
の 色」総選挙を行い、多数の方に投票いた
だきました。
この度、集計結果（有効投票数 1,530 票）
がまとまりましたので、報告させていただき
ます。地域らしさの表現や色彩教材開発の一
助になれば幸いです。
詳しくは下記をご覧ください。 （牧野暁世）
https://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2019
/03/post-1556.html
皆様からのご投稿をお待ちしています。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

宮沢賢治「ポラーノの広場」の色名
イーハトーヴォ県の博物館勤務の主人公
キューストと農民の子らの四人組と、対立す
る山猫博士と地主が、伝説のポラーノの広場
を探す物語。色名と用例数の合計は以下の
19 色名・103 用例（括弧内は使用数）である。
青 (22)、まっ青 (2)、青白い (7)、青黝く、
白 (21)、黒 (13)、まっ黒 (5)、赤 (11)、まっ
赤 (3)、黄色 (7)、灰いろ (2)、茶いろ (2)、鋼
のいろ、桃いろ、薔薇いろ、鳶いろ、卵いろ、
緑いろ、紺色。
女性の服の色は白と黒だけ、男の服は６色
名 13 用例、肌色が７色名 15 用例、雑多な
ものの色名が７色名 18 用例に対し、自然描
写に使われたのが 14 色名 55 用例と多い。
自然描写に使われた文章をあげてみよう。
「夏でも底に冷たさをもつ青いそら、」「紺
色の地平線まで、」「空は青く古い池のやうに
なって、」「アカシアの木も一日のなかでいち
ばん青く見えるとき、」「水あかりのやうに青
くひかるきり、」「黒い草むらの、」「十六日の
青い月、」「樺の木もまっ黒にそらにすかし出
されて、」
「ボランの広場も白ばっくれる、」
「つ
めくさのあをじろいあかり、」「青い風のなか
の、」。使ってみたい表現ですね。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●12CCS の予告です

参加検討を！
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●新刊紹介「色の教室」

色彩教材研究会の第 12 回カラーチャット
日本色彩学会の経歴も長く、色彩教材研究
セッションを、2019 年（平成 31 年）6 月
会のメンバーでもある橋本実千代さんが監修
16 日 ( 日 )13 時開始、17 時終了で、東京・
された「世界でいちばん素敵な色の教室」が
日本橋の DIC ビルにおいて開催致します。
（株）三才ブックスから発行されました。
◇参加費：日本色彩学会員・色彩教材研究会
定価は 1,600 円＋税です。
会員と準会員＝1.000 円、一般＝2,000 円
「日常生活で視界に入る色は無数にあるの
●総合テーマ：景観の色彩
に、知っている色の名前はそれほど多くない
◆講演１：長谷川博士（カラープランナー）
かもしれません。本書では、知っておきたい
「まちづくりの配色手法〜
色を全部で 75 色紹介しています。」として
イタリアの環境色彩」
色名をタイトルに使い、わかりやすく的確な
◆講演２：永田泰弘（カラーコンサルタント） 解説と、配色例とイメージが示されています。
随所に挿入さ
「解説・東京都景観色彩ガイドライン」
「小規模地域の景観色彩の導き方の一例」
れた大きな写
「景観色彩のための色票集の作り方」
真とクエス
長谷川講師は、日本ペイントデザインセン
チョンは、い
ターを退職後、毎年イタリアに長期滞在して
い教材になっ
各地の景観色彩を調査収集され、イタリアの
ています。
景観色彩を専門家の眼で研究されています。
色彩教育に
その成果を多くの写真を用いて解説して頂
長い経験と実
くと共に、教材として使える配色写真集など
績を持つ著者
も配布資料に入れてくださることになってい
の気配りが強
ます。イタリア滞在のために 15 日出発の予
く感じられる
定と聞いています。最新の情報を期待したい
一冊です。
（永田泰弘）
（永田泰弘）
と思います。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●屋根の豆知識−４
伝統的な屋根葺きに使われた材料を使った
屋根の種類を列記してみる。
草葺き屋根：縄文時代の屋根は、すすきの
ような材料で雨をしのいでいたと思われる。
藁葺き屋根：彌生時代以降になると稲作が
始まり、藁が屋根材として登場してきた。
茅葺き屋根：すすき・ちがや・すげなどの
茅を用い、藁より耐久性の良い茅葺きの技術
が育っていった。
板葺き屋根：薄い板を重ねて葺いた屋根。
柿（こけら）葺き屋根：槙・檜・椹（さわ
ら）などの木材を一定の長さに切り、薄く削
り剥いだ「こけら板」で葺いた屋根。
檜皮葺き（ひわだぶき）屋根：檜・杉など
の檜皮色の樹皮で葺いた屋根。
板石葺き屋根：粘板岩のように薄板状に割
れる石を屋根材として葺いた屋根。天然ス
レートはその一例。
瓦葺き屋根：飛鳥時代に瓦の製法が仏教と
ともに伝来し、寺院を中心に瓦屋根が出現し
た。窯業による生産品。
銅板葺き屋根：銅の発掘・精錬が始まり銅
板が屋根材として宮殿、寺院、神社などに用
（永田泰弘）
いられるようになった。

色彩教材研究会通信
●全国大会 [ 東京 ]ʼ 19 に事前登録を
日本色彩学会第 50 回全国大会が 2019 年
（平成 31 年）6 月 1 日 ( 土 )・2 日 ( 日 ) に東
京工芸大学・中野キャンパスにおいて開催さ
れます。
前納参加費が適用される事前登録日の締切
は 4 月 26 日（金）です。
会員別の参加費（前納参加費）
・交流会費
は下記の通りです。
正会員＝7,000 円（5,000 円）・5,000 円
賛助会員＝7,000 円（5,000 円）・5,000 円
学生会員＝3,000 円（2,000 円）・4,000 円
一般＝9,000 円（7,500 円）・6,000 円
非会員＝学生 4,000 円（3,000 円）・4,000 円
大会初日は受付が混雑いたします。また、
交流会（1 日夜）は会場定員に達し次第締切
りとなりますので、できる限り事前登録に協
力しましょう。
事前登録：4 月 26 日までに学会誌同封の郵
便振替用紙にて参加費をお振込ください。
入金の確認をもって参加登録完了です。
振込先は：ゆうちょ銀行
口座番号：00170-5-791517
加入者名：（一社）日本色彩学会全国大会
（永田泰弘）
振込手数料は各自ご負担ください。
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色彩教材研究会 2019 年度活動計画

色点描 加賀指ぬき

2 月 24 日に開催された色彩教材研究会
総会において、2019 年度の活動計画が以下
の内容でに可決されましたので紹介します。
1. 研究会総会 （2020 年 2 月頃）一回開催。
2. ACA2019（アジア色彩学会 2019）
（2019
年 11 月 29 日〜12 月 2 日 名古屋・名
城 大学にて）「色彩教材研究会通信」を用
い 告知等に協力。
3. カラーチャットセッション 三回開催
（色彩教材入 CD 配布）
#12CCS: 2019 年 6 月 16 日（日・午後）
#13CCS: 2019 年 10 月頃
#14CCS: 2020 年 2 月頃
4.「色彩教材研究会通信」を週刊で 52 回発
行送信の予定。
5. 幹事会 三回開催（CCS 開催日を利用）
6. 会計監査
7. 学術委員会等への報告
8. 2019 年度の実務的な幹事会の構成
主査・永田泰弘
企画担当幹事・三本由美子
企画担当幹事・山本まゆみ
会計担当幹事・渡邊裕美
（永田泰弘）
監査担当幹事・井澤尚子

加賀百万石金沢の城下町には藩主が美しい
文化を愛したため、美しいものがたくさんあ
る。浅野川の友禅流しで友禅が染められ、美
しい着物になる。着物を縫うお針子さん達は
着物を仕立てた残りの絹糸を大切にし、お休
みの時、自分専用の指ぬきを作ったそうだ。
今は手芸品となり販売や教室を開いている。
幾何学模様の配色は美しい調和の組み合わ
せ、北畠先生のおっしゃった「調和は美しく
心に感じる時のものを言う」の言葉を思い出
した。写真は現代の物、昔はひな壇に裁縫の
上達を願い飾った家もあった。「加賀てまり」
も色糸の組み合わせ、この手まりは幼くして
加賀前田家に嫁いだお姫様により城下に広
まった。北陸の寒さも収まり兼六園の雪つり
（Sizuka）
を外す時期もそろそろかな？

）

色彩教材研究会通信
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●関東支部総会＋公開講演のお知らせ

◆11CCS のアンケートからの意見 -2

● 屋根の豆知識−３

日

前号に引き続きアンケートで寄せられた
講座内容に対するご意見を紹介します。
「今日のような講座があると良いです。自
分の講義で使える余談になるような逸話を
聞けたら助かります。」
「北畠先生がおっしゃったように、著者の
先生方からじっくり、時間をとって、お話
いただけたら嬉しいです。」
「美は愛と同じという立場に立って、美の
創造者としての色彩を深めてください。」
「色彩と脳の関係について知りたいです。」
「きれいな配色、好きな配色の製品や写真
や平面構成などを持ちよるような、『調和と
は』を改めて考えるきっかけになる講座と
いうのはいかがでしょう。」
「芸術と色彩。」
「日本の伝統色について。」
感想の中に多くの賛辞がありましたが、
割愛しました。
CCS の講座内容についてのご意見や希望
があれば、メールでお寄せください。誌上
で紹介します。同時にその講演にふさわし
い講師の推薦もお願いいたします。

招き造り：切妻屋根の片方の傾斜面が長く、
もう一方の傾斜面が短い形の屋根。
腰折れ屋根：切妻造の屋根の傾斜面が途中
で折れ曲がり、下の部分が急斜面になってい
る屋根構造。
差し掛け：切妻造の建物の一階部分を前に
張り出し、庇のように二段に屋根を取り付け
た構造。
鋸屋根（のこぎりやね）：長い工場建屋な
どに使われる、採光にために、片流れ屋根と
窓付の壁面を繰り返し配置して、側面から見
ると鋸の歯のように見える構造の屋根。
屋根窓：採光のため屋根面から垂直に突き
出して設けた窓。ドーマー窓。
陸屋根（ろくやね）：屋上ではなく、極く
ゆるい傾斜になっている平面状の屋根。
ドーム：球形の形の屋根。後楽園球場もドー
ム屋根にあたる。
ボールト屋根：半円柱形の屋根。断面が曲
面状の屋根。
六角堂：六角形に作られた仏堂。
八角堂：八角形に作られた仏堂。
屋根石：板などで葺いた屋根の押さえに載
（永田泰弘）
せた石。

時： 2019（平成 31）年 4 月 13 日（土）
13:00 〜 17:１5
会 場： 早稲田大学 早稲田キャンパス
◆支部総会 13：00 〜 13：35
◆公開講演 『色の始まりと広がり−遺伝子
からブランディングまで』14：00 〜 17:15
◇「色覚遺伝子研究の最前線」
林 孝彰（東京慈恵会医科大学）
◇「ブランディングと色と時代」
家田 律（ブランディングアドバイザー）
◇総合討論
◆参加費：シンポジウム資料代 1,000 円
終了後に交流会（4,000 円）を行います。
◆申込み：2019 年 4 月 5 日（金）までにメー
ルまたは FAX でお申し込みください。
◎記載事項：件名を 「2019 関東支部大会申
込」とし，
①〜④をお知らせください。
①参加イベント名 （総会・公開講座・交流会）
参加されるものをお書きください。
②氏名 ③連絡先 ④会員種別（名誉 / 正 /
賛助 / 学生）・非会員
◎申込先：関東支部事務局
e-mail: kanto@color-science.jp
(Y.N.)
FAX．048-794-3901

（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●第 50 回全国大会 [ 東京 ]ʼ 19 開催
日本色彩学会第 50 回全国大会が、201 年
（平成 31 年）6 月 1 日 ( 土 )・2 日 ( 日 ) に東
京工芸大学・中野キャンパスにおいて開催さ
れます。
4 月 26 日（金）までの事前登録には、前
納参加費が適用されます。
会員別の参加費（前納参加費）
・交流会費
は下記の通りです。
正会員＝7,000 円（5,000 円）・5,000 円
賛助会員＝7,000 円（5,000 円）・5,000 円
学生会員＝3,000 円（2,000 円）・4,000 円
一般＝9,000 円（7,500 円）・6,000 円
非会員＝学生 4,000 円（3,000 円）・4,000 円
大会初日は受付が混雑いたします。また、
交流会（1 日夜）は会場定員に達し次第締切
りとなりますので、できる限り事前登録に協
力しましょう。
事前登録：4 月 26 日までに学会誌同封の郵
便振替用紙にて参加費をお振込ください。
入金の確認をもって参加登録完了です。
振込先は：ゆうちょ銀行
口座番号：00170-5-791517
加入者名：（一社）日本色彩学会全国大会
（永田泰弘）
振込手数料は各自ご負担ください。
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◆11CCS のアンケートからの意見 -１

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●ACA2019 Nagoya 通信 No.2

ACA（アジア色彩学会）を多くの方に知っ
２月 24 日開催の 11CCS のアンケートの
ていただくため、月１回、情報発信します。
結果を２回に分けて紹介します。
今号は「大会テーマ」について。
講座内容の満足度（回答者数＝24 名）は
前回 ACA2018 チェンマイの大会テーマは、
満足＝19 名 (79%)、ほぼ満足＝4 名 (17%)。
” Color Inspiration” でした。次は開催５回
今後の希望する講座内容の設問について
目を迎えますので、ACA を通じた交流や色
以下の回答がありました。
彩学を通じた交流が、今後も発展的に続くよ
「文科系の講座を希望します。今日のよう
う願いをこめて、“Color Communications”
に色彩に関わる人物の理論だけでなく人と
としました。
なりがわかるようなお話が聞けるとありが
日本は今年、東京オリンピックというビッ
たいです。」
グイベント直前の年にあたります。
「過去にあったかもしれませんが、講座等
Communications をキーワードに大会を盛り
における資料の扱い方について、教えてい
（実行委員長・川澄未来子）
あげましょう。
ただく機会があるとありがたいです。」
「今回のような画家と配色、色彩調和の考 【会期】2019 年 11 月 29 日〜 12 月 2 日
【会場】名城大学ナゴヤドーム前キャンパス
え方を、歴史文化的背景から考察するのは
※写真は大会旗の引き継ぎ式（2018 年 12 月）
面白い。さまざまな時代にスポットを当て
て欲しい。」
「本を創る時には、様々な制約があり、こ
ぼれ話も含めて伝えきれない部分が多くあ
る。今回のような『著者に聴く』の続編を
望みます。」
「調和論とその周辺と言うことで、書籍が
ますます楽しく思える内容で大変充実した
多くの事柄を学ぶことができまた。」( 続く）

色彩教材研究会通信
●I C D 東京工芸大学に行こう
この度、日本で初めての「インターナショ
ナル・カラー・デイ (ICD)」開催の運びとな
りました。ICD とは AIC（国際色彩学会）が
提唱する色彩記念日で、昼と夜（光と闇）が
拮抗する 3 月 21 日、日本でいう春分の日が
選ばれました。毎年この日に、
色彩セレブレー
ションとして AIC 加盟各国で様々なイベント
が開催されています。日本色彩学会も本年か
らこの国際イベントに参加すべく、下記の行
事を企画致しました。会員非会員を問わず予
約不要・参加費無料ですので、多くの方々の
ご参加をお待ちしています。
日時：平成 31 年 3 月 21 日（木・祝）
開始 13：00−終了 16：45
会場：東京工芸大学中野 CP・芸術情報館
◆第 1 回 ICD 開催の挨拶◆ICD の趣旨説明と
各国の取組み◆2018 年『今年の色』表彰式
◆講演 (1)：カラー・ユニバーサル・デザイ
ンの基礎：色は脳で作られる 須長正治氏（九
州大学）
◆講演 (2)：カラー・ユニバーサル・デザイ
ンの実践：あなたの感じる「色」は他の人と
同じですか？ 市原恭代氏（工学院大学）
◆パネルディスカッション (45 分間）。 (M.S.)
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色彩教材研究会 2018 年度活動報告
1. 研究会総会を 2019 年 2 月 24 日に開催。
2. 研究会大会にて色彩文化系４研究会合同
発表会を企画して参加。当研究会から 11
演題を発表。４研究会合計 21 演題を発表。
「パーソナルカラーにおけるネイルカラー
チャート制作ワークショップ」を開催。
3. 第 9 回カラーチャットセッションを日本
橋・DIC にて 2018 年 7 月 22 日に開催。中
西利恵講師・「文学作品と色彩〜谷崎潤一郎
『陰翳礼讃』」、永田泰弘講師・「町おこしの
ための景観遺産のヒントを探そう」。
4. 第 10 回カラーチャットセッションを 三
軒茶屋・らぷらすにて 2018 年 11 月 4 日開
催。古郡由美子講師・「アパレル色彩の授業
における配色表現と評価の実習」、北畠耀講
師・「よく分かる生活文化を基軸とする色彩
教育講座のあり方」。
5. 第 11 回カラーチャットセッションを DIC
にて 2019 年 2 月 24 日、開催。垣田玲子講
師・「調和論誕生前の色彩文化史概略」、江
副好美講師・「シュヴルールの色彩研究と産
業と画家への影響」、三ッ塚由貴子講師・
「ヨ
ハネス・イッテンと色彩 / 教育 / 絵画」。
6.「色彩教材研究会通信」を週刊で発行。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

● 屋根の豆知識−２
大棟（おおむね）：屋根の頂部の水平な棟。
両端は鬼瓦などで止め、ここから屋根の流れ
にそって隅棟や降棟がおりる。
隅棟（すみむね）
：寄棟造（よせむねづくり）、
方形（ほうぎょうづくり）、入母屋造（いり
もやづくり）の屋根で二つの屋根面が相会す
るところ。
降棟（くだりむね）：屋根の大棟の妻の近
くから、屋根の流れにそって軒先方向に降ろ
した棟。
入母屋造（いりもやづくり）：上は切妻造
にし、下部は寄棟造のように勾配をもたせた
屋根の形や、そのような屋根をもつ建物。社
寺、宮殿に見られ、唐招提寺講堂、円覚寺舎
利殿などはその例である。
宝形造・方形造（ほうぎょうづくり）：隅
棟が屋根の中央に集まる屋根をいう。その頂
に露盤や宝珠などをのせる。
越屋根（こしやね）：ふつうの屋根の上に
つくった小さな屋根で、採光、煙出し、通風
などのために設ける。
片流れ：雨水が一方にだけ流れ落ちるよう
につくった屋根。また、その構造。片延造り
（永田泰弘）
（かたはえづくり）。片屋根。

色彩教材研究会通信
●色彩景観シンポジウムの参加者募集
都市デザイン研究者、自治体、環境色彩研
究会それぞれが色彩景観論を繰り広げます。
都市研究の第一人者、西村幸夫氏のご講演
に続いて、西日本豪雨の被災自治体（二市）
の市長や職員の方のまちづくりに関するご講
演、そしてパネルディスカッションでは環境
色彩研究会が加わり丁々発止のやり取りを行
います。皆様のご参加をお待ち申し上げます。
Ⅰ 基調講演 ＜これからの日本の景観ー色
彩の問題を中心にー＞西村幸夫氏
（神戸芸術工科大学教授・東京大学名誉教授）
Ⅱ 講演 ＜今に繋がる歴史的景観＞
近藤隆則氏（岡山県高梁市長）
Ⅲ 講演 ＜赤瓦の映える景観まちづくり＞
山本雅夫氏（島根県江津市都市計画課課長）
Ⅳ パネルディスカッション
◆開催日：3 月 23 日（土）13:30〜16:35
◆会場：東京大学中島董一郎記念ホール
◆参加費 日本色彩学会会員 3,000 円（環境
色彩研究会会員 2,500 円）非会員 3,500 円
◆申込方法：件名を「シンポジウム参加希望」
とし、氏名、連絡先（E-mail、tel）、会員種
別を記し、成田（info@color-web.co.jp）ま
でお申し込み下さい。先着 70 名まで。( 成田）

● 屋根の豆知識−１
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色点描

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

錦鯉の色と品種名

日本の景観色彩の中でも、屋根は日本の
最近、一尾２億円超えの錦鯉や、錦鯉国会
色彩文化を継承する大切な要素でありなが
議員団結成のニュースを見た。
ら、地震の被害が大きいと瓦が敬遠され、
錦鯉は品種名が色に連動していることを知
日本の屋根景観は急速に変化して、都市景
り、色がこれほど商品名と深く関わっている
観のみならず、農村景観においても、伝統
ことに興味を抱いた。
的な日本の屋根景観が変貌しつつある。
典型が「大正三色」、「昭和三色」、「ドイツ
このような状況の中で、身近に行ける神
三色」で、この三色は赤、白、黒である。
社仏閣や民家の屋根を歩行者の目線で撮影
次いで「紅白」、「丹頂」で、「丹頂」は頭
してまとめる作業を行なっているので、屋
の白地に赤い丸がある品種。
根に関するやさしい知識と写真を「色彩教
「銀鱗」は白地が銀に輝く品種で、色名と
材研究会通信」の誌上を借りて紹介する。
組合わされて「銀鱗紅白」、「銀鱗大正三色」
屋根とは、国語辞典によれば「建物の上
などと命名され、金色に光る「黄金」もよく
面で、雨露、寒暑などを防ぐために設けた
使われ「桜黄金」、「孔雀黄金」など。
おおい。多く、瓦、板、茅、藁、スレート、
「写り」は斑紋のことで、「白写り」、「緋写
コンクリ―ト、金属板でふく。」とある。
り」、
「黄写り」などがある。
「藍衣」、
「葡萄衣」、
最初に代表的な屋根の形式から述べる。
「墨衣」は網目状の斑紋をもつ鯉の色の形容。
切妻造（きりづまづくり）：本を開いて伏
単色の表現では「緋鯉」、「茶鯉」、空色に
せたような二つの斜面から出来ている切妻
みえる「空鯉」。
屋根を持つ建築物。伊勢神宮など神社に古
「浅黄」は体表が青色の鱗で覆われている
くから用いられている。両下（まや）。真屋。 品種で、地肌が編み目のように見える。
寄棟造（よせむねづくり）：大棟の両端に
「浅黄」に近い品種で褐色のタイプを「松葉」
隅棟があり、屋根が四面に分かれている建
といい、「赤松葉」、「黄松葉」、「赤松葉黄金」
築物や屋根の形式の名称。四注造り（よそ
などの品種名がある。
（永田泰弘）
そぎづくり）。
（永田泰弘）
まさに「錦鯉の名は体色を顕す」。

色彩教材研究会通信
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●３月下旬の学会関連イベント紹介

● イベント会場の交通案内

●インターナショナル・カラー・デイ (ICD)

●東京工芸大学中野 CP・芸術情報館
東京メトロ丸ノ内線の中野坂上駅東口か
都営地下鉄大江戸線の中野坂上駅南口から
山手通りを南に 400m 歩き成願寺の先の東
京工芸大学の案内板を見て右折、100m ほ
どで芸術情報館。
●早稲田大学井深大記念ホール
東京メトロ東西線の早稲田駅、都電荒川
線終点早稲田駅から徒歩 5 分。高田馬場駅
から都バス学 02 で早大正門下車。
国際会議場井深大記念ホールを探す。
●東京大学 中島董一郎記念ホール
東京メトロ南北線の東大前駅、東大農学
部前バス停下車。農正門から入り、１号館
と２号館の間を直進。３号間の左を通り、
フードサイエンス棟２階の中島董一郎記念
（永田泰弘）
ホール。

3 月 21 日（木・祝）13：00〜16：45
会場：東京工芸大学中野 CP・芸術情報館
2018 年『今年の色』表彰式
講演 (1) カラー・ユニバーサル・デザインの
基礎：色は脳で作られる 須長正治氏（九大）
講演 (2) カラー・ユニバーサル・デザインの
実践：あなたの感じる「色」は他の人と同じ
ですか？ 市原恭代氏（工学院大）
パネルディスカッション ( 参加費：無料 )。
●早大人間科学学術院齋藤美穂教授最終講義
3 月 22 日 ( 金 )15：00〜17：00（参加費：無料）
会場：早稲田大学井深大記念ホール
最終講義「色彩研究の広がり̶感性をつなぐ
色彩の役割」
●色彩景観シンポジウム
3 月 23 日（土）13：30 〜 16：30( 参加費：有料 )
会場：東京大学 中島董一郎記念ホール
講演 (1)「これからの日本の景観」西村 幸夫
氏（神戸芸工大教授、東大名誉教授）
講演 (2)「今に繋がる歴史的景観」近藤 隆則
氏（岡山県高梁市長）
講演 (3)「赤瓦の映える景観まちづくり」山
本 雅夫氏（島根県江津市都市計画課長）
（永田）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●色名の読み方−11

◆鉄黒「てつぐろ」は黒色の無機顔料の四三
酸化鉄の顔料名です。
◆金属の素材色が色名になったものは金色、
黄金色、銀色、白銀色「しろがね色」、鉛色、
銅色、赤銅色「しゃくどういろ」、青銅色、鉄色、
黒金色「くろがねいろ」、錫色などです。
◆鉛丹色「えんたんいろ」は酸化鉛の赤色。
丹色「にいろ」ともいい、朱色として塗装。
◆鉛白「えんぱく」は塩基性炭酸鉛。白粉と
して使い鉛毒の被害を出しました。
◆雄黄「ゆうおう」、雌黄「しおう」は、砒
素を含む岩絵具の色。有毒です。
◆緑青色「ろくしょういろ」は錆びた銅の緑
色で塩基性炭酸銅が主成分。孔雀石から作っ
た顔料でマラカイトグリーンも同類です。
◆ラピスラズリの色を瑠璃色「るりいろ」と
いいウルトラマリンブルーも同義。
◆アズライト（藍銅鉱）の色を群青色「ぐん
◆常時、原稿を募集しています。支部や研究 じょういろ」という。日本画の鮮やかな青色。
会などのイベント案内のほか、「色点描」の
現代では合成群青の色。
見出しを使う色彩に関する豆知識、色の面白
◆白群「びゃくぐん」は藍銅鉱を微粉化した
い使い方、自然の色彩などの原稿です。一欄
白っぽい青。微粉化するに従い白さを増す。
タイトル 15 字以内、本文 480 字以内。写真
◆白緑「びゃくろく」は孔雀石を微粉化した
一枚と 300 字以内が原則です。気軽にご寄稿
白っぽい緑です。
（永田泰弘）
（Y.N.）
ください。ペンネーム可。原稿料なし。

色彩教材研究会通信
●第 11 回 CCS 参加者募集
＜第 11 回カラーチャットセッション＞
当日の飛入り参加も受付ます！
★開催日：2 月 24 日（日）13：00〜17：00
★会場：東京・日本橋の DIC ビル会議室
★参加費：日本色彩学会会員＝1,000 円
一般：2,000 円 ( 一般で色彩教材研究会の専
門会員に加入の方は 1,000 円になります。)
★総合テーマ
『調和論とその周辺ー「配色の教科書」より』
講師と演題は以下の通りです。
★垣田玲子講師による「調和論誕生前の色彩
文化史概略」
★江副好美講師による「シュヴルールの色彩
研究と産業と画家への影響」（仮題）
★三ッ塚由貴子講師による「ヨハネス・イッ
テンと色彩 / 教育 / 絵画」
三人の講師は 98 号で紹介した「配色の教
科書」の執筆者です。
当日は、講演後、講師を囲んでチャットの
場を設けるとともに、色彩教材研究会の総会
と希望者による懇親会（参加費は 3,500 円）
を開催する予定です。お友達を誘ってご参加
ください。永田作パソコンデザインの配色用
表色系 PDCS246 も配布予定です。（永田泰弘）
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● ACA2019 Nagoya 通信 No.1
【会期】2019 年 11 月 29 日〜 12 月 2 日
【会場】名城大学ナゴヤドーム前キャンパス
ACA（アジア色彩学会）は、アジアで色
彩学やデザインに取り組む若い人たちが成
果を発表し交流する場を提供することを目
的に、2013 年から始まった大会です。これ
までにタイ→台湾→中国→タイと巡り、日
本では初めての開催。日本色彩学会との共
催です。
大会ロゴとテーマカラーは、東海支部の
多田真奈美さんがデザインしました。
「名城」
大学での開催にちなみ、名古屋城をイメー
ジした名古屋カラー（紫 × 赤 × 金）を設
定しました。「A」には金の鯱鉾のモチーフ
を用い、「Ｃ」は様々な特色のアジア諸国が
集まる様子を表現しています。（川澄未来子）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●第１回 ICD 開催のご案内
この度、日本で初めての「インターナショ
ナル・カラー・デイ (ICD)」開催の運びとな
りました。ICD とは AIC（国際色彩学会）が
提唱する色彩記念日で、昼と夜（光と闇）が
拮抗する 3 月 21 日、日本でいう春分の日が
選ばれました。毎年この日に、色彩セレブレー
ションとして AIC 加盟各国で様々なイベント
が開催されています。日本色彩学会も本年か
らこの国際イベントに参加すべく、下記の行
事を企画致しました。会員非会員を問わず予
約不要・参加費無料ですので、多くの方々の
ご参加をお待ちしています。
日時：平成 31 年 3 月 21 日（木・祝）
開始 13：00−終了 16：45
会場：東京工芸大学中野 CP・芸術情報館
◆第 1 回 ICD 開催の挨拶◆ICD の趣旨説明と
各国の取組み◆2018 年『今年の色』表彰式
◆講演 (1)：カラー・ユニバーサル・デザイ
ンの基礎：色は脳で作られる 須長正治氏（九
州大学）
◆講演 (2)：カラー・ユニバーサル・デザイ
ンの実践：あなたの感じる「色」は他の人と
同じですか？ 市原恭代氏（工学院大学）
◆パネルディスカッション (45 分間）。 (M.S.)

色彩教材研究会通信
●第 11 回 CCS 参加者募集
＜第 11 回カラーチャットセッション＞
(11CCS) 永田宛に返信メールで申込を！
★開催日：2 月 24 日（日）13：00〜17：00
★会場：東京・日本橋の DIC ビル会議室
★参加費：日本色彩学会会員＝1,000 円
一般：2,000 円 ( 一般で色彩教材研究会の専
門会員に加入の方は 1,000 円になります。)
★総合テーマ
『調和論とその周辺ー「配色の教科書」より』
講師と演題は以下の通りです。
★垣田玲子講師による「調和論誕生前の色彩
文化史概略」
★江副好美講師による「シュヴルールの色彩
研究と産業と画家への影響」（仮題）
★三ッ塚由貴子講師による「ヨハネス・イッ
テンと色彩 / 教育 / 絵画」
三人の講師は 98 号で紹介した「配色の教
科書」の執筆者です。
当日は、講演後、講師を囲んでチャットの
場を設けるとともに、色彩教材研究会の総会
と希望者による懇親会（参加費は 3,500 円）
を開催する予定です。お友達を誘ってご参加
ください。永田作パソコンデザインの配色用
表色系 PDCS246 も配布予定です。（永田泰弘）
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● 描画ソフトを紹介してください
色彩教材を制作するためには、CMYK で
色を入力できるパソコン用の描画ソフトが
必要です。プロのデザイナーはイラストレー
タを使っていますが、研究会員の方々は使
用頻度も少なく、コスト面から敬遠する方
も多いようなので、この誌上で皆様に紹介
してあげることが前提でのお願いです。
皆様がお使いになっているイラストレー
タ以外の描画ソフトを紹介してください。
価格と共に使い勝手や特徴や欠点を指摘し
ていただければ嬉しく思います。
映像系のデザインなら RGB による入力で
すが、印刷系のデザインの場合は CMYK に
よる入力が要求されます。
時々思うのは、マンセル値や PCCS 色票
と CMYK の相互変換が簡単にできれば、助
かる方が多いだろうということです。
PCCS 色票と CMYK の変換表は日本色彩
学会誌 Vol.28 No.4(2004) に掲載されていま
すが、私がいいと感じる CMY 中の 2 色以
内と K の組合せの色指定方式から外れてい
るので賛成出来かねます。パソコンを使っ
て簡単に作れる色彩教材も多いので、自分
（永田泰弘）
で創るようにしましょう。
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●色彩景観シンポジウムの参加者募集
都市デザイン研究者、自治体、環境色彩研
究会それぞれが色彩景観論を繰り広げます。
都市研究の第一人者、西村幸夫氏のご講演
に続いて、西日本豪雨の被災自治体（二市）
の市長や職員の方のまちづくりに関するご講
演、そしてパネルディスカッションでは環境
色彩研究会が加わり丁々発止のやり取りを行
います。皆様のご参加をお待ち申し上げます。
Ⅰ 基調講演 ＜これからの日本の景観
̶色 彩の問題を中心にー＞西村幸夫氏
（神戸芸術工科大学教授・東京大学名誉教授）
Ⅱ 講演 ＜今に繋がる歴史的景観＞
近藤隆則氏（岡山県高梁市長）
講演 ＜赤瓦の映える景観まちづくり＞
山本雅夫氏（島根県江津市都市計画課課長）
Ⅲ パネルディスカッション
◆開催日：3 月 23 日（土）13:30〜16:35
◆会場：東京大学中島董一郎記念ホール
◆参加費 日本色彩学会会員 3,000 円（環境色
彩研究会会員 2,500 円）非会員 3,500 円
◆申込方法：件名を「シンポジウム参加希望」
とし、氏名、連絡先（E-mail、tel）、会員種
別を記し、成田（info@color-web.co.jp）ま
でお申し込み下さい。先着 70 名まで。( 成田）

色彩教材研究会通信
●第 11 回 CCS 参加者募集
＜第 11 回カラーチャットセッション＞
11CCS 参加を永田宛に返信メールで申込を！
★開催日：2 月 24 日（日）13：00〜17：00
★会場：東京・日本橋の DIC ビル会議室
★参加費：日本色彩学会会員＝1,000 円
一般：2,000 円 ( 一般で色彩教材研究会専門
会員に加入希望の方は 1,000 円になります。)
★総合テーマ
『調和論とその周辺ー「配色の教科書」より』
講師と演題は以下の通りです。
★垣田玲子講師による「調和論誕生前の色彩
文化史概略」
★江副好美講師による「シュヴルールの色彩
研究と産業と画家への影響」
★三ッ塚由貴子講師による「ヨハネス・イッ
テンと色彩 / 教育 / 絵画」
三人の講師は 98 号で紹介した「配色の教
科書」の執筆者です。
当日は、講演後、講師を囲んでチャットの
場を設けるとともに、色彩教材研究会の総会
と希望者による懇親会（参加費は 3,500 円）
を開催する予定です。お友達を誘ってご参加
ください。永田作パソコンデザインの配色用
表色系 PDCS246 も配布予定です。（永田泰弘）
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● 塗料用標準色 2019 年 K 版発売
（一社）日本塗料工業会から２年ごとに
発行されている塗料用標準色 2019 年 K 版
(654 色 ) は昨年末から発売が始まりました。
2019 年 K 版では、内装つや消し見本を含
む新色が 60 色増えました。J 版からの主な
変更点は、内装用つや消し 36 色と、新色
相 1.25Ｙの 16 色を含むつや有り 24 色が新
収録され、38 色が削除されました。ポケッ
ト版では 1 ページの色票が 8 色から 9 色に
変更され、ワイド版はトーン配列を廃止し
色相配列のみです。
色票番号はマンセル表色系の色相、明度、
彩度に対応しており、色票番号から実際の
色をイメージすることができ、トーン分類
は「JIS Z 8102 物体色の色名」準拠です。
JIS 安全色や配管識別、景観配慮型防護柵
等の色やカラーユニバーサルデザイ「CUD
推奨配色セット」が収録されています。
全色 鉛・クロムフリー塗料が使われ、色
比較用の新「比色マスク」が付いています。
ポケット版の希望小売価格は、2,650 円
+ 消費税。日本塗料工業会のホームページ
から購入できます。色に関わる方は、常備
（永田泰弘）
されることをお勧めします。
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●日本の五色−６

五色の座玉

日本三景「天橋立」で有名な京都の丹後半
島に鎮座する宮津市字大垣の「籠 ( この ) 神
社」は、「元伊勢籠神社」などと言われる由
緒正しい古社で、創建は奈良時代とされるが
起源は更に古いとも言われる。
境内には伊勢神宮との深い結びつきを感じ
る箇所が複数あり、貴重な秘宝も受け継がれ
ており、古来より特別な神社として存在して
いたのである。
秘宝とは、五行思想で言う「木・火・土・
金・水」を表しているとされる「五色 ( ごし
き ) の座玉 ( すえたま )」と呼ばれるもので、
本殿の外廊下の手すりである高欄（欄干）の
上の擬宝珠として「青・赤・黄・白・黒」の
五色の座玉が載せられている。
座玉は伊勢神宮のご正殿と籠神社だけに許
されており、日本神社建築史上特に貴重なも
のと言われているが、伊勢神宮のご正殿は一
般人は見ることができないため、座玉は籠神
社でしか目にすることができないものであ
（永田泰弘）
る。
註）五行思想の五色の適用例がありましたら
480 字以内の原稿か、写真一枚と 300 字以
内の原稿にまとめて投稿してください。

色彩教材研究会通信
●第 11 回 CCS 参加者募集
＜第 11 回カラーチャットセッション＞
(11CCS) 永田宛に返信メールで申込を！
★開催日：2 月 24 日（日）13：00〜17：00
★会場：東京・日本橋の DIC ビル会議室
★参加費：日本色彩学会会員＝1,000 円
一般：2,000 円 ( 一般で色彩教材研究会の専
門会員に加入の方は 1,000 円になります。)
★総合テーマ：
調和論とその周辺ー「配色の教科書」より
講師と演題は以下の通りです。
★垣田玲子講師による「調和論誕生前の色彩
文化史概略」
★江副好美講師による「シュヴルールの色彩
研究と産業と画家への影響」（仮題）
★三ッ塚由貴子講師による「ヨハネス・イッ
テンと色彩 / 教育 / 絵画」
三人の講師は前号で紹介した「配色の教科
書」の執筆者です。
当日は、講演後、講師を囲んでチャットの
場を設けるとともに、色彩教材研究会の総会
と希望者による懇親会（参加費は 3,500 円）
を開催する予定です。お友達を誘ってご参加
ください。パソコンデザインの配色用表色系
PDCS246 も配布予定です。
（永田泰弘）
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●パソコンデザイン用表色系を配布

●日本の五色−５

寺院の五色幕

私は、10 数年前に「パソコンによるデザ
インのための配色用表色系 134」を創作し、
大日精化のカレンダーに綴じ込んで 2 万部
ほどを配布するとともに、自身のイラスト
レータによるグラッフィックデザイン作業
にも使って来ました。
今年に入り、従来の 134 色のシステムの
8 色相・15 トーンから 16 色相・15 トーン
プラス 6 色の無彩色からなる 246 色に拡張
したシステムに改良し、PDCS246 と命名し
たものに作り変える作業をしています。
特徴はインクの原色 CMYK のうち３色以
内を用いて色の配合を作ることで印刷時の
色のぶれを防止すること。オストワルト表
色系を参考にした正三角形の色相面に配置
することにより、配色を定義できる点です。
完成した「表色系編」は２月 24 日に開
催する 11CCS の参加者に データを CD に
入れて配布しようと思っています。
PDCS246 のコピーをパソコンの横に置い
て配色を選びながらデザインワークをする
ことにより、作業の能率化を図って下さい。
更に「配色技法編」、「配色実例編」など
の教材への拡張を考えています。（永田泰弘）

五色幕とは、仏教寺院の落慶法要や、灌仏
会（花まつり）などの年間の大祭で壁面や堂
内の入口や高欄の上などに掛けられている五
色の幕のことである。
配色には差異があるが、陰陽五行説の五色
である青．赤・黄・白・黒を起源にして、日
本では伝統的に青は緑（翠）に、黒は紫に変
えて使われている。
真言宗では五智如来の色とも言われ、阿閦
如来の大円鏡智の青（緑）・大日如来の法界
体性智の黄・宝生如来の平等性智の赤・阿弥
陀如来の妙観察智の白・不空成就如来の成所
作智の黒（紫）という五つの智慧を表す色と
されている。写真は千葉県市川市の法華経寺
（永田泰弘）
の五色幕である。

色彩教材研究会通信
● 11CCS の講演内容紹介
2 月 24 日（日）の「調和論とその周辺―
『配色の教科書』より」の 3 講演から、1 テー
マの内容をご紹介いたします。
◆シュヴルールの色彩研究と産業と画家への
影響（仮題）
フェイバー・ビレンは、シュヴルールの『色
彩の同時対比の法則』を、ニュートンの『光
学』、ゲーテの『色彩論』と並ぶ 3 大古典と
評しました。しかしながら、シュヴルールの
名前は馴染みが薄く、ニュートンやゲーテの
ようによく知られた人物とは言えません。
今回は、本に書かれていない内容を中心に、
シュヴルールにまつわるあれこれをお話しす
る予定です。教え方に直結した内容ではあり
ませんが、四方山話をお楽しみいただければ
幸いです。（江副好美）
「COLOR CHAT SESSION」はその名のとお
り、皆様と「ゆっくりと楽しい時間」を共有
する、気軽に立ち寄っていただける場です。
発表スタイルは多種多様であり、参加対象
は、研究会会員だけでなく、カラーに関心の
ある方であればどなたでも大歓迎です。
幅広い方々の参加をお待ちしています。
お誘い合わせのうえご来場ください。
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●新刊紹介「日本の美しい色と言葉 」

●日本の五色−４

江戸五色不動

桜井輝子さんの「配色アイデア手帖」の
二冊目が SB クリエイティブから出版され
ました。価格は 1,780 円＋税。
日本の伝統文化と季節と自然などから
101 のテーマを選び、抽出された 9 色の色
から 2,597 選の配色サンプル集に仕立て上
げられており、和のイメージが色と形で存
分に展開されています。
ユニークな目次の展開から引き込まれる
巧みな編集と、前号と共通した、見開きに
繰り広げられた 9 抽出色・２色配色・３色
配色・意匠・図案・挿絵は和のカラーイメー
ジを見る人の目と心に焼き付けます。
お手元に置かれビジネスに役立てられる
（永田泰弘）
ことをお勧めします。

東京都内に「江戸五色不動」と呼ばれ、五
色の眼を持つ不動明王を祀る不動堂をもつ五
つの寺院があり、五色は陰陽五行説にちなむ。
徳川家康の側近として、江戸幕府初期の朝
廷政策・宗教政策に深く関与した天台宗の僧
侶天海のすすめで、新都市江戸を守るために
江戸府内に五色不動の霊場を設けることとな
り、江戸城を囲んで江戸五色不動が置かれ、
将軍家の崇拝と庇護を受け、たびたび場所の
変遷はあったが、現在の地に残っている。
天台宗の四寺院と真言宗の寺院である。
筆頭の目黒不動は目黒区下目黒 3-20-26 の
泰叡山瀧泉寺である。
目青不動は世田谷区太子堂 4-15-1 の竹園
山最勝寺教学院である。
目白不動は豊島区高田 2-12-39 真言宗神霊
山金乗院慈眼寺である。
目赤不動は文京区本駒込 1-20-20 の大聖山
東朝院南谷寺である。
目黄不動は江戸川区平井 1-25-32 の牛宝
山・明王院・最勝寺。
江戸五色不動は、山手線と私鉄を組み合わ
せると一日で廻れるコースを組み立てること
（永田泰弘）
が出来る。

色彩教材研究会通信
● 全国大会発表申込は現在受付中！
東京・中野の東京工芸大学で６月に開催の
＜日本色彩学会第 50 回全国大会 [ 東京 ]'19
＞の、発表申込期間は 2019 年 1 月 10 日（木）
〜 25 日（金）で、＜25 日 締切 厳守＞です。
募集中の発表内容は著者が最近行ったオリ
ジナルで未発表の研究と作品です。
◆研究発表は、①色覚・生理 ②測色・表色・
色差 ③色光・色材（照明、光源、染料、顔
料など） ④色彩情報（記録、再現、画像処理、
分析・評価など） ⑤色彩心理（感覚・知覚、
認知、感情、調和など） ⑥色彩文化（色彩史、
民族・風土・伝統の色など） ⑦色彩芸術（美
術、デザインなど） ⑧色彩教育 ⑨色彩と
肌・コスメティクス ⑩色彩環境・建築 ⑪
色彩と服飾・ファッション ⑫色彩応用・そ
の他の分野が発表対象です。
◆カラーデザイン作品発表は、(A) ファッ
ションカラーデザイン ( 服飾・メイク・ネイ
ル・ヘアメイク・パーソナルカラーなど）、
(B) 商品カラーデザイン ( 商品企画・広告な
ど）、(C) 環境カラーデザイン ( 建築・土木・
インテリア・パブリックデザイン・景観色彩
計画など）、(D) その他 ( アート性の強い作品、
（永田泰弘）
錯視デザインなど）です。
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●日本の五色−３

正色と間色

2 月 24 日（日）の「調和論とその周辺―
陰陽五行説の五色には、正色と間色がある
『配色の教科書』より」の三講演から、二テー
とされている。
マの講演内容をご紹介いたします。
正色は位が高く、間色は低いとされている。
（検定対策や教え方の講座ではなく、本書
「論語義疏」という孔子の「論語」の解説
に記載のない内容も含まれます。）
書に五方の正色は「青赤白黒黄」、五方の間
皆さまのご聴講をお待ちしております。
色は「緑と青の間の色」、「紅と赤の間の色」、
◆調和論誕生前の色彩文化史概略
「碧と白の間の色」、「紫と黒の間の色」、「緇
西欧文明の源流ともいわれる古代ギリシ
と黄の間の色」と説明されているとのこと。
アの叡知は、
「暗黒の中世」では忘れ去られ、
日本式の色名に直してみると「緑と青の間
イスラムの世界に受け継がれました。12 世
の色」は「緑青」、「紅と赤の間の色」は「紫
紀以降、ギリシアの学問は再び西欧に伝わ
みの赤」、
「碧と白の間の色」は「淡い青緑色」
り、アリストテレスの説は色彩調和論でも
となり「水色」に近い色になる。「紫と黒の
権威として継承されました。今回は、ルネ
間の色」は「黒紫」、
「緇（シ）と黄の間の色」
サンス頃までの色彩に関連する古典の流れ
は「黒と黄の中間の色だから茶色」になる。
を中心にお話しする予定です。（垣田玲子）
いずれも減法混色と考えると下のような色
◆ヨハネス・イッテンと色彩 / 教育 / 絵画
が想像され、正色と間色を組み合わせるとア
著書『色彩論』やその名を冠した「イッ
リストテレスの色彩説と通底しているように
（永田泰弘）
テンのペンタード」などの配色で知られる
感じられる。
イッテンとは、どのような人物だったので
しょうか。彼の人物像を中心に、教育理念
や作品、日本との関わりなどのエピソード
をお話しします。あわせて同時代の画家た
ち、バウハウスとその背景についても触れ
想像的間色
る予定です。（三ッ塚由貴子）
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●色彩教材研究会員の皆様に

●こらからの関東のイベント紹介

●日本の五色−２

色彩教材研究会員の皆様に主査として、新
年のご挨拶を申し上げます。
日本色彩学会は、色彩物理・色彩生理・色
彩心理の研究に加えて、色彩応用や色彩文化
などの研究者の学会ですが、その幅広い分野
を横断的に取り上げ、色彩学の初歩的な教育
と教材に関する啓発的な活動をしているの
が、色彩教材研究会です。
色彩を勉強してみようと考えて学会に入会
した人たちに門戸を開いている研究会と言え
ます。自然科学系の色彩研究から、色彩文化
系の研究や色彩応用に至る入門編を相互に学
び合って、深い専門分野に入る前に、学校で
は教えてくれない、色の常識を身につけると
共に、常に教える側に立ってみようと思う心
を育てて欲しいと考えています。
色は言葉で伝えるより、カラー映像で伝え
ることが大切です。「百聞は一見に如かず」
は金言です。若者はスマホの虜になり、小学
生がプログラミングを習う時代です。色を伝
え、色を教える教材を自分で作り、伝えた人
と共有して研究会の中にストックし利用でき
る研究会にしたいと思っています。
皆様の協力をお願いします。 （永田泰弘）

日本色彩学会の関東で開催がきまっているイ
ベントを紹介します。
●測色器体験セミナー・関東支部主催の「測色
器の世界にようこそ！色の数値の強くなろう」
が、明 11 日締切で参加募集中。2019 年 1 月
19 日（土）13：00〜16：30。 私も参加。
東京塗料会館 東京都渋谷区恵比寿 3-12-8
（JR・東京メトロ「恵比寿」駅徒歩 15 分）
一般会員 2,000 円，非会員 3,000 円、学生会員
1,000 円。学会メールニュース No.27 から。
●第 11 回カラーチャットセション・色彩教材
研究会主催。2 月 24 日（日）13：00〜17：30

国技館で大相撲が興行される際に天井から
切妻造りで千木と堅魚木を持つ神明造の屋根
が吊り下げられており、その四隅に四色の房
が吊り下げられている。
以前は四隅に柱が建てられ、四色の布が巻
かれてれていたが、昭和 27 年秋場所より屋
根は天井から吊り下げる形式に変更された。
この四色は陰陽五行説の五色に由来してお
り、五色は明治時代まで日本の基本色として、
日本の色彩文化形成に影響を与えてきた。
東北隅に東を表す青房、東南隅に南を表す
赤房、西南隅に西を表す白房、西北隅に北を
表す黒房が下げられている。45 度のずれは
大相撲では東西が勝負を競うためである。
五行では、木性は青色・春・青龍、火性は
赤色・夏・朱雀（赤い鳥）、金性は白色・秋・
白虎、水性は黒色・冬．玄武（黒い亀）を表
すとされる。
国技館の土俵の四隅の房は、絹糸を寄り合
わせて作られ、長さは 2.3m、太さが 70cm、
重さは 25kg もある。
西洋の色彩理論が入ってきて、日本の基本
色は変わったが、五色の文化が残っている事
（永田泰弘）
柄があれば報告してほしい。

日本橋 DIC ビル会議室にて、本通信前号で紹介
した３人の講演があり、参加募集を開始。
学会員 1,000 円，一般 2,000 円。
●日本色彩学会第 50 回全国大会 [ 東京 ]ʼ １９
2019 年（平成 31 年）6 月 1 日 ( 土 )，2 日 ( 日 )
に東京工芸大学・中野キャンパスにおいて開催。
研究発表とカラーデザイン発表の申込みは今日
から 25 日までの 16 日間です。奮って申込を。
申込締切日：2019 年 1 月 25 日（金）必着
（申込期間 1 月 10 日 ( 木 ) 〜 25 日 ( 金 )
詳細は学会のホームページを参照して、発表の
（永田泰弘）
機会を逃さないようにしてください。

国技館の土俵の房

色彩教材研究会通信
新春のお慶びを
申し上げます。

2019 年

新春

永田泰弘

●第 11 回 CCS 参加者募集

2019.1.3

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●日本の五色−1

陰陽五行説

古代中国において生まれた「陰陽思想」と
色彩教材研究会の今年初のイベントは第
11 回カラーチャットセッションです。
「五行思想」は漢代に一体化して「陰陽五行説」
★開催日：2 月 24 日（日）13:00〜17：00
となり、仏教伝来の後、日本にも伝わり、朝
★会場：東京・日本橋の DIC ビル会議室
廷に陰陽師などが置かれて、支配階級だけで
★参加費：日本色彩学会会員＝1,000 円
なく民間の慣習にも影響を与えて来た。
一般：2,000 円 ( 色彩教材研究会の専門会員
陰陽は「太陽と月」「男と女」などの相反
に加入して下されば 1,000 円になります。)
する二つの気の和合と循環を原理とし、五行
早速あなたの予定表に記入してください。 は木火土金水の五つの性で表される万物形成
総合テーマは、「配色の教科書」から学ぶ
の原理を説き、春夏秋冬の四季、東西南北の
色彩調和論と、その教え方とでも表現致しま 四方、青龍・朱雀・白虎・玄武の四神、心肝
しょうか？。講師と演題は以下の通りです。 肺脾腎の五臓、目耳鼻舌身の五根、五識とい
★垣田玲子講師による「調和論誕生前の色彩 う色声香味触の知覚作用の他、青赤白黒黄を
文化史概略」
五色といい正色とされて明治時代まで、日本
★江副好美講師による「シュヴルールの色彩 の色彩文化が形成されてきた。陰陽五行説は
（永田泰弘）
研究と産業と画家への影響」（仮題）
十干十二支にも関係している。
★三ッ塚由貴子講師による「ヨハネス・イッ
五気
木性
水性
五色
テンと色彩 / 教育 / 絵画」
玄冬
玄武
青春
青龍
四季
お三方は前号で紹介した「配色の教科書」
四方
北方
紫色
緑色
東方
四神
の執筆者です。
土性
陰陽
土用
当日は、講演後、講師を囲んでチャットの
十干
十二支
中央
薄茶色・茶色
場を設けるとともに、色彩教材研究会の総会
火性
金性
と希望者による懇親会（参加費は別途・金額
白秋
白虎
朱夏
朱雀
未定）を開催する予定です。お友達を誘って
金色・赤銅色
赤色
西方
南方
ご参加ください。
（永田泰弘）
陰陽五行説の色彩図

毎週木曜日に 200 人余の方々に送信して
おります「色彩教材研究会通信」の第 112
号を、私の年賀状としてお届けいたします。
先ずは皆様とご家族様のご健康とご活躍を
お祈りいたします。
旧年中は、この年寄りを何かとお助けいた
だきましたことを感謝いたします。
近況を報告いたしますと、一人暮らしを始
めて三度目のお正月を迎えました。春には八
十三歳になります。持病の座骨神経痛で歩行
に不自由をしております。
日常は、朝夕の元渕江公園の散歩と、時々都
内や近郊のお寺などの屋根の撮影に出かけ
て、屋根のシリーズが 80 編を超えました。
現在も市川市の景観審議会委員と景観アド
バイザーは続けております。日本色彩学会の
会員としてのわずかな貢献がこの通信です。
皆様には勝手に毎週お送りすることにしま
したが迷惑でしたらお知らせください。
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●2018 年の色彩教材研究会の回顧

●教材としての「配色の教科書」

色点描

2018 年も暮れました。色彩教材研究会の
一年を回顧してみます。
年頭に、研究会員が全国に分散しているた
め、イベントとして集まることなく、一人で
出来る研究会活動として三つのプロジェクト
の提案をいたしました。１、自分の周りに小
さな色彩サークルを作ろう。２、文学作品の
色名を抽出しよう。３、景観改善のヒントを
身近で探して教材にしよう。というものでし
たが、私の独りよがりで、失敗でした。
カラーチャットセッションは、３回開催い
たしました。参加者数が今一つで、利益を出
すことは出来ませんでした。
8CCS(2 月 ) は、
「配色の技法の教え方」で、
参加者数 34 名。9CCS(7 月 ) は「文学作品の
色名調査．陰翳礼賛」と「町おこしのための
景観改善のヒントを探そう」で、参加者数
26 名。10CCS(11 月 ) は、「アパレル色彩の
授業における配色表現と評価の実習」と「よ
くわかる生活文化を基調とする色彩入門講座
のあり方」で、参加者数 26 名。
評価していただきたいのは、講演のパワー
ポイントを教材として使える形で、CD に入
れて配布したことでしょうか？ （永田泰弘）

この通信の 98 号で紹介しました「配色の
教科書」の執筆者の方々に、来年の２月 24
日（日）開催の第 11 回カラーチャットセッ
ションに登場していただく予定です。
「配色の教科書」は色彩の基礎を教えるた
めの書籍として文字通り適していると思いま
す。一般の人が色彩を何のために学ぶのかを
考えてみると、配色のコツを身につけ個人の
ためだけでなく、仕事に活かすためではない
でしょうか。そのような人々に対し市民講座
やワークショップなどの形で教える立場の人
に役立つ本であることは確かです。
その理由の第一は全ページがカラー印刷で
ある点と、第二は色彩調和が絵画と表色の両
面から解説されている点です。調和配色とさ
れる色の組合せを著名な絵画の配色を用いて
立証することができるからです。
時代の流れに沿って、単純な色彩調和論か
ら、多色をシステムに組み込んだ精緻な表色
系まで網羅されており、教える対象のレベル
に合わせて選択できる長所を持っています。
著作権に抵触しないように最新の注意を払
い、「配色の教科書」を参考に色彩教育用教
材を制作してください。
（永田泰弘）

日本の競走馬のサラブレッドの血統書に登
録されている毛色は、全部で 8 種類あるので
列記してみる。これらも色名の仲間。
★あおげ（青毛）は、全身真っ黒の最も黒い
毛色。季節により毛先が褐色を帯び青鹿毛に
近くなることがある。
★あおかげ（青鹿毛）は、黒鹿毛より黒く全
身ほとんど黒色である。
★くろかげ（黒鹿毛）は、毛の色合いが黒味
がかった赤褐色である。
★かげ（鹿毛）は、明るい赤褐色から暗い赤
褐色まであり、たてがみや尾の長毛と四肢の
下部は黒色である。
★とちくりげ（栃栗毛）は、栗毛よりもやや
暗く、暗い黄褐色から茶色の毛色。
★くりげ（栗毛）は、全身が黄褐色の毛で覆
われる毛色。
★あしげ（芦毛）は、灰色の毛色。生まれた
ときは灰色や黒、もしくは母親と同じ毛色で
あったりするが、年を重ねるにつれ白くなっ
ていく。
★しろげ（白毛）は、最も白い毛色。全身の
白い毛と肌が特徴。アルビノではない。

サラブレッドの毛色

（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●色覚研究会の研究発表会と研究発表募集
色覚研究会は平成 30 年度研究発表会を開
催し、下記の講演のほか、研究発表を募集し
ています。講演は以下の二演題です。
【講演 1】( 仮題）『基礎研究と応用研究の間
（はざま）での奮闘を経て - デザイン心理学
による実践活動への帰着 -』 日比野治雄教
授（千葉大学・大学院工学研究院）
【講演 2】( 仮題）
『JIS 安全色 多様な色覚へ
の配慮の検証について』 田中陽介氏（カラー
ユニバーサルデザイン機構（CUDO）
）
同時に行う研究発表を募集中で、色覚に関
係する発表はなんでも歓迎されます。
開催日時：2019 年 3 月 2 日（土）
会場：JR 田町駅芝浦口右側階段下すぐキャ
ンパス・イノベーションセンター東京３階。
◆研究発表概要提出
2 月 6 日（水）までに、発表題名、発表者
氏名、所属、連絡先、発表概要提出。
◆カメラレディ原稿提出
締切：2 月 26 日（火）カメラレディ原稿は
A4 サイズの PDF および word(docx 形式 ) で、2
もしくは 4 ページです。※ 予稿集は電子版 (USB
メモリ収録 ) で発行される予定です。詳しくは学
会のホームページを参照してください。
（永田泰弘）
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●測色器 体験セミナーのお誘い
関東支部主催の体験セミナー「測色器の世
界にようこそ！ 色の数値に強くなろう」が
開催されます。絶好のチャンスです。
日時：2019 年 1 月 19 日（土） 13：00 〜
16：30
場所：東京塗料会館 中会議室
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-12-8
（JR・東京メトロ「恵比寿」駅より徒歩 15 分）
講師：西本 昌弘 氏（コニカミノルタジャパン）
向井 隆晋 氏（コニカミノルタ）
定員：先着 25 名
費用：一般会員 2,000 円、学生会員 1,000 円、
非会員 3,000 円。
申込法：1/7（月）までに「測色体験講習会申込」
とし関東支部事務局 に申し込んでください。
e-mail: kanto@color-science.jp
FAX: 048-794-3901
解説画面による測色全般に関する講義に続
き、後半はグループに分かれて測色の体験実
習を行います。基本の測色に加えて、肌や、
クリームやファンデーションを塗った場合な
ども測色してみる予定です。測定試料持ち込
みもあり？。詳細は日本色彩学会のホーム
ページを参照してください。
（永田泰弘）
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●色名の読み方−10
◆ヌルデの木に寄生した虫がつくる虫瘤から
採るタンニンを含む染料の色を空五倍子色
「うつぶしいろ」と言います。
●鉱物由来の固有色名
◆朱色「しゅいろ」は主成分が硫化水銀で毒
性のために現代では使われなくなった顔料で
すが、色が美しく、堅牢で太古から最高の赤
として珍重された色です。天然朱の真朱・真
赭「まそお」は中国の産地名から辰砂「しん
しゃ」といい、人工朱を銀朱「ぎんしゅ」と
言います。洗朱「あらいしゅ」、潤朱「うる
みしゅ」などは色の濃さからの色名です。
◆代赭「たいしゃ」赤鉄鉱を含む赤土の中国
の代州産の顔料です。赭「そお」も同じです。
◆丹「に」は土の色です。丹色「にいろ」、
黄丹「おうに」青丹「あおに」などです。
◆煉瓦色「れんがいろ」は土を焼いた赤煉瓦
の色です。
◆黄土色「おうどいろ」は黄色を帯びた粘土
の色で焼くと、赤くなります。
◆インドのベンガル地方の赤土からの顔料を
弁柄「べんがら」といい、紅殻とも書きます。
人工の酸化第二鉄が弁柄の名で大量に使われ
（永田泰弘）
ています。

色彩教材研究会通信
●次回カラーチャットセッションの予告
第 11 回カラーチャットセッションは、来
年の 2 月 24 日（日）
、東京日本橋の DIC ビ
ルの会議室をお借りして開催致しますので、
予定表に入れておいてください。
今年の秋にパインインターナショナルから
「配色の教科書」が出版されました。
歴史上の学者・アーティストに学ぶ「美し
い配色」のしくみを紹介した全頁カラー印刷
の本です。この本の執筆に携わった七人の方
の中から選ばれた講師による、講義を予定し
ております。
「配色の教科書」はアリストテレスとダ・
ヴィンチに始まります。色彩調和論の芽生え
の時期です。年月が流れ、より鮮やかな顔料
や染料が開発され、配色の美が求められ、色
彩調和の研究と方法論に多くの人達が名を残
しています。
多くの色彩調和論に真理があると共に、ひ
とつの調和論に帰結できない悩みがあると思
います。
そんな悩みを解決する糸口が、
「配色の教
科書」には書かなかったことも語ってもらう
このカラーチャットセッションから見つかる
（永田泰弘）
ことを期待したいものです。
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●社会福祉法人のイベントで

色点描

阿弥陀如来の毛髪の色

2010 年春、私は６歳下の相棒と、田岡道
子氏の元でパーソナルカラー診断を学んでい
たのですが、彼は急病で右半身が不自由に
なってしまい、志半ばで受講を断念せざるを
得ませんでした。２年後の夏、彼から「自分
が入所している障害者施設で学園祭を毎年
やっているが、コンビでパーソナルカラー無
料診断のブースを担当しないか？」と連絡が
あり , 私は二つ返事で参上しました。それ以
来、私の都合がつかない年以外は、宇都宮市
内の当施設である社会福祉法人／恵友会「ひ
びき」の学園祭に、パーソナルカラリストと
して訪問しています。今年は去る 10 月 6 日
の 9 時 30 分〜15 時 30 分、お客様１名様に
つき 15〜20 分間のペースで進めました。結
果として診断人数は全 15 名（春 8 名、夏 3 名、
秋 2 名、冬 2 名）でしたが、入所者の方々は
もちろんのこと、職員の方々、ボランティア
の方々も大勢いらして、本当に感激しました。
お客様の中には茶道の先生もいらしたので
すが、「言葉の選び方がとてもお上手ね。す
ごく勉強になりました。」と想定外にお褒め
いただきました。現在では、他の施設でも同
様の活動を続けています。
（近藤正憲）

紅葉の頃、東京・世田谷の九品仏（くほん
ぶつ）浄眞寺の撮影に出かけた。
浄眞寺は七堂伽藍が全て揃っている全国で
も珍しいお寺である。七堂伽藍とは、総門・
仁王門・鐘楼堂・本堂・閻魔堂・開山堂・三
仏堂を指す。九品仏の三仏堂は、上品堂・中
品堂・下品堂の三堂があり、各堂に大きな三
体の阿弥陀如来坐像が計九体安置され九品仏
の名があり、坐像の毛髪は全て鮮やかな群青
色に彩られている。
日本仏教では、青は如来の毛髪の色、黄は
如来の身体の色、赤は如来の血の色。白は如
来の仏歯の色、黒に代わって紫が如来の袈裟
の色として陰陽五行説の五色が採用されてい
る。（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
●10CCS のアンケートから
11 月 4 日開催した 10CCS での 20 人のア
ンケートの回答から抜粋してみました。
講座の満足度は、
「満足」が 80%、「ほぼ
満足」が 20%、
「やや不満」と「不満」は 0%。
古郡講師の「アパレル色彩の授業における
配色表現と評価の実習」に対し、
「教え方の
手順と学生の作品の提示は参考になった」と
教育事例を紹介する必要性を認識しました。
北畠講師の「よく分かる生活文化を基軸と
する色彩講座のあり方」には、
「XYZ 表色系
の説明が丁寧でわかりやすかった」ことから
「分かりやすく教える参考になった」
、「“美し
い” のお話が面白かった」などの感想があり、
講義内容への満足度の高さが窺えました。
今後取り上げて欲しい CCS の内容として
は、
「いろいろな分野の教え方」、「過去のセ
ミナーのリバイバル」
、「色に対する感性の向
上方法」
、「色光や色材」、「色彩学の深いとこ
ろ」
、
「色彩心理」、
「教材作成時の著作権問題」
、
「パーソナルカラーに関する講座」
、「教材作
成のワークショップ」
「本の解説や裏話」。
、
「関
西での実施希望」などがあげられていました。
北畠講師からの「色彩検定検討委員会」設
立の提案への支持もありました。 （永田泰弘）
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●ムナーリ展解説講演会へのお誘い

色点描

光の祭典 12.1~12.25

関東支部主催の「ブルーノ・ムナーリ 役
に立たない機械をつくった男」展の解説講演
会が開催されます。
日時：2018 年 12 月 23 日（日）14：00 〜
15：20（講演時間：無料）
場所：世田谷美術館 2F 講義室（予定）
講師：野田 尚稔 氏（世田谷美術館 学芸員）
定員：先着 30 名
費用：観覧料 1,000 円の作品鑑賞は各自で、
講演前に済ませてください。
申込法：12/14（金）までに，関東支部あて
に「ムナーリ展−解説講演会申込み」とし，
メールまたは FAX でお知らせください。
関東支部 e-mail: kanto@color-science.jp
FAX: 048-794-3901
ブルーノ・ムナーリ（1907 〜 1998）は，
イタリアの画家、デザイナーで、絵本制作、
子どものための造形教育などにも力を注ぐな
ど、様々な分野で活躍したアーティストの一
人です。彼の生涯にわたる非常に様々な分野
の数多くの作品が一堂に紹介され、幅広くム
ナーリの世界を楽しむことができる展覧会と
なっています。詳細は日本色彩学会のホーム
ページでご覧ください。
（永田泰弘）

恒例の東京都足立区主催の「光の祭典」が
始まった。東武スカイツリー線の竹ノ塚駅東
口から黄金色の街路樹を辿ると、我が家の眞
近にある会場の 4 万 m2 の元淵江公園に着く。
建築家ミース・ファン・デル・ローエは「神
は細部に宿る」の格言を用いているが、数ミ
リサイズの LSD 光源による光の演出は、あ
なたが無神論者なら「美は細部に宿る」と置
換えてくれてもよい。
中でも感動的なシーンは、高さ 40m 程の
８本のメタセコイアの巨木の頂上から施され
た電飾で、自然の造形と先端技術の融合に
よって夜空に現れ、さまざまに変色する幻想
的な色彩景観である。
使われている光色は、レッド・ピンク・オ
レンジ・ゴールド・グリーン・ブルー・パー
プル・ホワイトの８色である。
（永田泰弘）
遠方の方はネットでどうぞ。

色彩教材研究会通信
●研究会大会が終了いたしました！
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●文学の色名 樋口一葉「たけくらべ」

「たけくらべ」は樋口一葉の四百字・七十
東京家政学院大学において、11 月 24 日
25 日に開催された研究会大会が、無事に終
五枚程度の短編小説で、明治 28 年「文學界」、
了しました。ご参加の皆様と開催をサポート 明治 29 年「文藝倶楽部」掲載された。
していただいた方々に感謝致します。
あらすじは、吉原の廓に住む表町組と横町
大会の参加者数は 213 人であったとのこ
組にわかれて対立する子供たちの日常を背景
と。昨年の名古屋での大会の参加者数 209
に、少女美登利と僧侶の息子藤本信如との淡
人とほぼ同程度でした。研究会の数も多く会 い恋とその終わりを描き出した樋口一葉の不
員数も多い関東での大会であるだけに、更に 朽の作品である。
多数の参加者が欲しかったと残念です。
女流作家による花街に住む少女を主人公と
来年の研究会大会は、同時期の 11 月 29
した小説なので、女性の着物、装身具、持ち
日から 12 月 2 日にかけて、「アジア色彩学
物などに含まれる色名だけを取り上げると、
会 (ACA2019 in Nagoya)」が名城大学ナゴ
白、黒、紅、赤、柿色、白茶、金らん、水色、
ヤドーム前キャンバスで開催されるために
紺、藤色、紫の 11 種の色名が使われている。
開催中止が決まりました。
いくつかの文章を引用してみる。
研究会大会の要素を取り入れて、英語が苦
「柿色に蝶鳥を染めたる大形の浴衣きて、」
手な学会員も参加できるような内容の検討も 「黒繻子と染分絞りの晝夜帯胸だかに、」「三
行われる予定だそうです。
味に太鼓にあけ紫のなり形、」「藤色絞りの半
色彩教材研究会員の発表が会員数の一割越 襟を袷にかけて着て」「単衣は水色友仙の凉
えの 11 件、「パーソナルカラーシステムに
しげに、」「白茶金らんの丸帯少し幅の狭いを
おけるネイルカラーチャート制作ワーク
結ばせて、」「みかねて我が紅の絹はんけちを
ショップ」は 14 名の方に参加していただき、 取出し、」「赤えり赭熊に裲かけの裾ながく、」
３セットの 68 色のネールカラーから、自分 「女の子に赤襷させて、」「紅入り友仙は可憐
の感覚で判断し、制作して持ち帰っていただ しき姿を空しく格子門の外にと止めぬ。」
（永田泰弘）
きました。とても楽しそうでした。
当時の風俗の色を感じて欲しい。
（永田泰弘）

色点描
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丸岡城の色

福井駅からバスで 40 分。小高い丘の上に
お城の屋根が見えてきた。「丸岡城」だ。
江戸時代以前に建設された天守閣が現存し
ているのは全国で 12 しかなく、北陸では丸
岡城のみ。現存で最古の天守閣とも言われて
いる。石垣は ʻʻ野面づみ “と呼ばれる方式。
屋根の瓦は福井市内の足羽山で採れる笏谷石
( しゃくだにいし ) 製の石瓦、約 6000 枚・
120 トンになるそうだ。この笏谷石は青緑色
だが雨に濡れると深い青色に変わる。
桜に包まれた桜名所の春の丸岡城は桜色と
笏谷石の青緑。雨に濡れると深い色になり、
きっと小雨の日がより美しかっただろう。
天守閣からは坂井市内が一望できる。お殿
様も雨の日を好んだかもしれない。 （Sizuka）

色彩教材研究会通信
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◆第一回「今年の色」募集のご案内

●研究会大会実行委員長からの告知

■ネイルカラー WS 参加募集とお願い

◆予稿集の事前ダウンロードが可能です。

日本色彩学会は「多くの人に、広く色彩に
関心をもってもらう」ことを社会的使命の一
ソナルカラーシステムの理解や実務のために
つと考え、その契機として、本年度から『今
実際のネイルカラーを用いた、自分流の４
年の色』の募集を始めることになりました。
シーズン分類カラーチャート制作のワーク
日頃目にするさまざまな色について、感動
ショップを実施します。定員は 18 名ですが、
したり、不思議に思ったりしたことはないで
まだ余裕がありますので、希望者は永田宛に
しょうか？それでは、今年一年間を代表する
メールで申し込んでください。
色はどんな色でしょう？今年を象徴する色、
もっとも印象的だった色、あるいは一番頻繁
に目にした色、どんな理由でも構いません。
『今年の色』を選ぶことを通して、一年間
を色彩という目線から振り返り、その年のイ
メージを共有することで「色彩」についてさ
らに関心を広げていただければ幸いです。
色彩学会員の方はもちろん、色に関心のあ
る幅広い方々の応募をお待ちしております。
●応募方法 日本色彩学会のＨＰの『今年の
色』応募用紙をダウンロードし、必要事項を
ご記入の上、学会事務局宛ｅ−mail でご送
参加者は教室や机や自分の手などに汚れを
つけないために、ポケットテッシュ、除光液、 付下さい。
●期間 2018 年 11/10 日（土）〜 12/10（月）
机に敷く布巾か紙、細い綿棒などを念のため
●決定色を 12 月末に学会ＨＰで発表予定。
にご持参ください。参加資格は、今回の研究
会大会にご参加の方で、参加費は無料です。 『今年の色』選考委員会委員長 下川美知瑠
完成品は写真のようになります。
（締切まで僅かです。お急ぎください。）

またタイムテーブルと、発表プログラム一覧
も更新しました。
http://www.color-science.jp/kentai2018/ind
ex.html
◆交流会参加は当日受付も可能です。
日時と場所：11 月 24 日（土）18:30〜20:30
（上海庭）
http://www.color-science.jp/kentai2018/ma
p4.png
◆学会創設７０周年記念講演会の講演概要を
大会 HP にアップしました。
◆日英語の色名と色カテゴリーの壺 ̶日本
語の色名の特徴を中心に̶吉村耕治 氏（関
西外国語大学名誉教授）
http://www.color-science.jp/kentai2018/yo
shimura̲abstract̲biography.pdf
◆言葉のなかの色、脳のなかの色ー 色カテ
ゴリーのクラスター解析と乳幼児の脳機能研
究からー 栗木一郎 氏（東北大学電気通信研
究所准教授）
http://www.color-science.jp/kentai2018/kur
iki̲abstract̲biography.pdf

研究会大会会場で、24 日午後１時からパー

色彩教材研究会通信
●研究会大会・色彩教材研究会員の発表
研究会大会において、 色彩教材研究会員
登壇者が発表されるタイトルを紹介します。
これらの発表を応援するためにも研究会大会
に参加してください。
國本学史：初等教育における色図の妥当性
宮田久美子：縄文時代の装身具の色について
下川美知瑠：パーソナルカラーシステムのた
めのネイルカラー教材制作
安岡義彦：小学生の為の色彩体験セミナー活
動報告
光武智子：教養科目におけるデジタル造形実
習の試み
永田泰弘：江戸五色不動の屋根
荒井美智代：絵を描く人のための美しいバッ
ク作り
三本由美子：イタリアの色̶フラ・アンジェ
リコの「受胎告知」
中西利恵：ルドルフ・シュタイナー「遺され
た黒板絵」
岩田綾子：ルドルフ・シュタイナーの人智学
を反映したこども園「りのひら」の色
吉村耕治：宮沢賢治の原文と英訳に見られる
色彩表現ー言語文化論の視点から和名色名の
（発表順に記載）
特徴を探る
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■ネイルカラー WS 参加募集とお願い
研究会大会会場で、24 日午後１時からパー
ソナルカラーシステムの理解や実務のために
実際のネイルカラーを用いた、自分流の４
シーズン分類カラーチャート制作のワーク
ショップを実施します。定員は 18 名ですが、
まだ余裕がありますので、希望者は永田宛に
メールで申し込んでください。
参加者は教室や机や自分の手などに汚れを
つけないために、ポケットテッシュ、除光液、
机に敷く布巾か紙、細い綿棒などを念のため
にご持参ください。
参加資格は、今回の研究会大会にご参加の
方で、参加費は無料です。完成品は写真のよ
うになります。
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◆私とコラボしませんか？
私・永田泰弘は現役を引退して７年を数え、
最近は時間潰しに日本建築の屋根の写真を撮
り、パワーポイントにしています。目的があ
るわけではありません。足を悪くし歩行に難
ありの状態で、遠出ができないので、近場に
ヨチヨチと足を運んで撮影をしています。
お寺や神社の撮影が多く、一箇所で５枚の
屋根の写真を撮り、一編のパワーポイントに
仕上げて、70 編程度仕上げました。
屋根には日本建築の文化が色濃く継承され
ているのが魅力です。興味のある方は、私と
コラボレーションをしてみませんか？
５枚の写真と必要な情報を宅ふぁいる便で
送っていただければ、私がパワーポイントに
仕上げて送り返すと共に、私のストックの中
から、ご希望の３編を差し上げて共有すると
いう試みです。
パワーポイントの標準構成は屋根の写真５
頁とタイトル頁・説明文・エンドマークの８
頁で構成しています。
東京では、神社仏閣はありますが、撮影で
きる日本家屋が無いのが実情です。地方色が
瓦の景観に現れている筈です。興味のある方
はメールでコンタクトしてください。( 永田）

色彩教材研究会通信
●平成 30 年度研究会大会のお知らせ
日本色彩学会主催で上記の研究会大会が東
京都千代田区市ヶ谷の東京家政学院大学にお
いて、11 月 24 日（土）
・25 日（日）に開催
されますのでご参加ください。
詳細は日本色彩学会のホームページでご覧
ください。申込と参加費の支払いはホーム
ページからの Pay Pal（事前支払期限：11 月
9 日）が簡単で便利です。
色彩文化系および色彩科学系の 10 研究会
が大会に参加し，発表会，講演会，パネル展示、
セミナー、ミーティングなどが開催されます。
色彩教材研究会は、色彩文化系４研究会合
同発表の中で、11 名の研究会員が発表を行
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■ネイルカラー WS 参加者募集
研究会大会で 24 日に、パーソナルカラー
システムの理解や実務のために、実際のネイ
ルカラーを用いた、４シーズン分類カラー
チャート制作のワークショップを開きます。
50 色以上のネイルボトルを使用し、透明
プラスティック製楕円形シートに、４シーズ
ンのネイルカラーを参加者各自で選択しても
らい、２〜３度塗りして仕上げます。（写真
参照）色彩教材研究会では、パーソナルカ
ラーのネイル教材制作は初めての試みです。
参加資格は、研究会大会にご参加の方で、
無料で申し込めます。定員は 18 名です。学
会ホームページ経由のほか、直接の永田あて

い、右記のワークショップも行います。
申込も受付ます。
◇最寄駅：市ヶ谷駅（JR，東京メトロ，都営
地下鉄）A3 出口から徒歩約 8 分、半蔵門駅
（東京メトロ）5 番出口から徒歩約 8 分、九
段下駅（東京メトロ，都営地下鉄）2 番出口
から徒歩約 12 分
◇参加費：学会員（正・賛会員）
：2,000 円
研究会準会員・一般（非会員）
：3,000 円
学生（学生会員・非会員）
：1,000 円
懇親会：4,000 円（中華レストラン「上海庭」
を予定）

発行人：永田泰弘
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ADC 展のご案内
「日本のアートディレクション展 2018」の
ご案内を致します。
会期は 10 月 29 日（月）〜11 月 22 日（木）
11:00〜19:00、日曜・祝日休館 入場無料
会場は二箇所に分けてあります。
●中央区銀座 7-7-2 DNP 銀座ビル ギンザ・
グラフィック・ギャラリー（会員作品）
Tel.03-3571-5206
http://www.dnp.co.jp/foundation/
●銀座 8-4-17 リクルート GINZA 8 ビル 1F
クリエイションギャラリー G8（一般作品）
Tel.03-6835-2260 http//rcc.recruit.co.jp/
2017 年 5 月から 2018 年 4 月までに発表、
使用、掲載された約 8,000 点の応募作の中か
ら、ADC 全会員 80
名による 3 日間にわ
たる厳正な審査によ
り、受賞作品と年鑑
収録作品が選出され
ました。“ADC 展”
から名称を新たにし
た本展で日本のアー
トディレクションの
最前線をお楽しみく
ださい。（渡邊裕美）

色彩教材研究会通信
第 10 回カラーチャット S. 聴講者募集
10CCS 第 10 回カラーチャットセッション
を、11 月 4 日 ( 日 )、午後 1 時〜５時、三軒
茶屋の世田谷区男女共同参画センター「らぷ
らす」を会場として開催します。
参加費は日本色彩学会会員が 1,000 円、一
般の方が 2,000 円です。
構成は、２件の講演だけに変わりました。
講演１は、東京都立城東職業能力開発セン
ターのアパレルパタンナー科講師の古郡由美
子氏による「アパレル色彩の授業における配
色表現と評価の実習」の紹介です。
8CCS の講演の
「配色の技法」を参考にして、
アパレルパタンナー科の約 30 人の生徒に対
し指導した、15 時間の実習成果を紹介して
もらいます。
講演２は、北畠耀文化学園大学名誉教授に
よる「生活文化を基軸とする色彩入門講座の
あり方」です。
10CCS の参加申込をされる方は、永田あ
てに申し込んでください。
懇親会参加は締め切りました。
当日の参加も受け付けます。
●参加申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
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■10CCS の配布教材
北畠講師の資料はコピーの形で配布しま
す。CD に入れて配布するデータは、古郡講
師の「アパレル色彩の授業における配色表現
と評価の実習」に関するものと、講演には無
関係ですが、永田制作の「カード型教材の制
作方法」と制作例の「二色名クイズ」、「三色
名クイズ」、「四色名クイズ」、「色名四択クイ
ズ」などです。カード型教材は少人数を対象
とした教育あるいは遊びの道具ですが、A4
や A3 サイズに拡大すれば教室で使えます。
パワーポイントのような映像に変えること
も出来ます。「カード型教材の制作方法」の
内容にしたがって、自分流の教材を作ってみ
（永田泰弘）
ませんか。必要なら協力致します。

●本通信の原稿を募集します。
本通信は毎週木曜日に配信しています。
毎日、皆様からの原稿をお待ちしています。
内容は、色彩に関することなら自由です。
「色点描」は文字原稿 20 字 14 行プラス氏名
か筆名と写真を１枚を送ってください。
不定期の連載を考えていただいてもかまい
ません。文章だけなら 20 字 25 行がリミッ
トです。

色点描

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

日枝神社の配色

日枝神社の創建は文明十年 (1478)、太田
道灌が江戸城を築城するにあたり川越日枝神
社を勧請したのが始まりと言われている。
現在の川越日枝神社は古墳の上に建てられ
たごく小さな社に過ぎないが、江戸の日枝神
社は徳川幕府の庇護があり、明暦の大火のあ
と、江戸城の裏鬼門にあたる千代田区永田町
の現在地に将軍家綱により遷座され、山王さ
んと呼ばれ、神田明神、浅草神社と並び江戸
三大祭りのひとつとなっている。
急な石段を登ると、緑青色の屋根、朱色の
柱と梁、白い漆喰に空色の社名額があげられ
た隋身門を見上げることとなる。
境内の軽すぎるとさへ思える派手やかな配
色に、松江の神魂神社こそ理想の神社建築と
考えている私には抵抗が強い。（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
第 10 回カラーチャット S. 聴講者募集
10CCS 第 10 回カラーチャットセッション
を、11 月 4 日 ( 日 )、午後 1 時〜５時、三軒
茶屋の世田谷区男女共同参画センター「らぷ
らす」を会場として開催します。
参加費は日本色彩学会会員が 1,000 円、一
般の方が 2,000 円です。
構成は、２件の講演だけに変わりました。
講演１は、東京都立城東職業能力開発セン
ターのアパレルパタンナー科講師の古郡由美
子氏による「アパレル色彩の授業における配
色表現と評価の実習」の紹介です。
8CCS の講演の
「配色の技法」を参考にして、
アパレルパタンナー科の約 30 人の生徒に対
し指導した、15 時間の実習成果を紹介して
もらいます。
講演２は、北畠耀文化学園大学名誉教授に
よる「生活文化を基軸とする色彩入門講座の
あり方」です。
懇親会会場は「瀬戸内バル Collabo」
。参
加費 4.000 円。これから 10CCS の参加申込
をされる方は、懇親会参加の可否を記入して
申し込んでください。
●参加申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
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発行人：永田泰弘

●文学の色名

漱石「坊ちゃん」

■10CCS の配布教材
10CCS で CD に入れて配布する予定のデー
タは、古郡講師の「アパレル色彩の授業にお
ける配色表現と評価の実習」に関するものと、
講演には無関係ですが、永田制作の「カード
型教材の制作方法」と、制作例の「二色名ク
イズ」、
「三色名クイズ」、
「四色名クイズ」
、
「色
名四択クイズ」などを予定しています。
カード型教材は少人数を対象とした教育あ
るいは遊びの道具ですが、A4 や A3 サイズ
に拡大すれば教室で使えます。パワーポイン
トのような映像に変えることも出来ます。
「カード型教材の制作方法」の内容にした
がって、自分流の教材を作ってみませんか。
（永田泰弘）
協力致します。

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

四国の旧制中学の数学教師として赴任した
坊っちゃんが、教頭の赤シャツ達と対立。山
嵐と共に鉄拳による天誅を加え、辞職して帰
京するまでの物語。あだ名の赤シャツが 155
回も使われているので、色名から除外。赤シャ
ツ以外でも、赤という色名の出現数が最多で、
小説のテーマ色になっている。
女性に関する用例は「白いリボンのハイカラ
頭」の一例だけと非常に少ない。「黄色い声」
という用例から、
、 声に色があることが分かる。
括弧内の数字で頻度を表すと、男性の服飾
関係の色名は赤 (13)、黒 (3)、白、紅、紫の
5 色名・19 用例。肌色の描写などに蒼 (7)、
赤 (5)、白 (3)、黄色 (3)、黒、紫色、の 6 色名・
20 用例。自然描写に使われた色名は青 (2)、
黄色、セピア色の 3 色名・4 用例。その他は
白 (11)、黒 (8)、赤 (3)、黄、の 4 色名・23
用例であった。
全体では、赤 (21)、白 (16)、黒 (12)、蒼
(7)、黄色 (5)、青 (2)、紫 (2)、紅、セピア色
の順の使用頻度で、赤・白・黒・青・黄の陰
陽五行説の五色が 95% の使用率を占めてお
り、奈良時代から明治まで、五色が色名の基
本であったことを示唆している。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
第 10 回カラーチャット S. 聴講者募集

●文学の色名
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夏目漱石「こころ」

数十年ぶりで、漱石の「こころ」を、使わ
れている色名を抽出しながら読んでみた。
主人公の学生と、その友人、先生の心の動
きと、死を結末とする小説だけに、女性の服
装には海老茶・紺．藍・白の４色が各 1 回だ
け、男性の服装には白の１色 1 回のみの出現
に対し、感情に左右される肌色などには、黒
が 22 回、赤が 11 回、蒼が６回、薄赤が４回、
赧 ( あか ) が１回と計 44 回も使われている。
自然の描写には黒・蒼・青・赤・茶褐色・
薄黒・黄・金色．樺色が計 16 回、その他は
鳶色・黄色・緑・藍・紫が各１回の使用であ
る。総色名数は 21 種で総頻度 79 回である。
用例をあげると、「西洋人の優れて白い皮
あり方」です。
膚の色、奥さんは急に薄赤い顔をした、お嬢
終了後、恒例の懇親会会場が決まりました。
さんの赤い顔、顔を赧め、蒼い顔、広い蒼い
会場は「瀬戸内バル Collabo]。世田谷区太
海の表面、青空の色がぎらぎらと、蒼い透き
子堂 1-6-9 1F。参加費 4.000 円。
徹るような空、青く蘇生ろうとする大きな自
すでに参加申込をした方で、懇親会に参加 然、心臓の周囲は黒い漆で重く塗り固められ、
してくださる方は永田まで、メールで申し込 取り返しが付かないという黒い光が、幸福に
は黒い影が」、など青と蒼、赤と赧の使い分
んでください。これから 10CCS の参加申込
けがみてとれる。白・黒・赤・青 ( 蒼 )・黄
をされる方は、懇親会参加の可否を記入して
の陰陽五行説の五色が日本文化の基本色とし
申し込んでください。
て数多く使われていることが判る。（永田泰弘）
●参加申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
10CCS 第 10 回カラーチャットセッション
を、11 月 4 日 ( 日 )、午後 1 時〜５時、三軒
茶屋の世田谷区男女共同参画センター「らぷ
らす」を会場として開催します。
参加費は日本色彩学会会員が 1,000 円、一
般の方が 2,000 円です。
構成は、２件の講演に変わりました。
講演１は、東京都立城東職業能力開発セン
ターのアパレルパタンナー科講師の古郡由美
子氏による「アパレル色彩の授業における配
色表現と評価の実習」の紹介です。
講演２は、北畠耀文化学園大学名誉教授に
よる「生活文化を基軸とする色彩入門講座の

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 室生寺金堂の辰砂
奈良県宇陀市の女人高野と呼ばれる室生寺
の春は石楠花の寺としてにぎわうが、夏の終
わりは人もまばらだった。
鎧坂を登ると杮葺きの国宝・金堂が現れる。
お堂の中には国宝、重要文化財など多数収め
られ迫力がある。金堂は平安時代から修理な
ど加えられ、高床の正面一間通りは江戸時代
に付加され、当時は鮮やかな朱色。
朱色は古来の顔料、辰砂という鉱物だと室
生寺の方からお聞きした。「辰砂（水銀朱）」
には水銀が含まれるので虫も来ない、丈夫で
魔除けになるとのこと。
老朽化のため今、宝物殿を建設中、2020
年春には十二支をつけた十二神像なども移る
ので、金堂の中に揃って並んでいるのは来年
5 月連休頃までと。
次は石楠花の咲くころ訪れたい。（Sizuka）

色彩教材研究会通信
第 10 回カラーチャット S. 聴講者募集
10CCS 第 10 回カラーチャットセッション
を、11 月 4 日 ( 日 )、午後 1 時〜５時、三軒
茶屋の世田谷区男女共同参画センター「らぷ
らす」を会場として開催します。
参加費は日本色彩学会会員が 1,000 円、一
般の方が 2,000 円です。
構成は、２件の講演だけに変更。
講演１は、東京都立城東職業能力開発セン
ターのアパレルパタンナー科講師の古郡由美
子氏による「アパレル色彩の授業における配
色表現と評価の実習」の紹介です。
講演２は、北畠耀文化学園大学名誉教授に
よる２時間半の講演を予定しております。
演題は「よく分かる生活文化を基軸とする
色彩入門講座のあり方」で、主な内容は、
１. これまでの何が問題なのか。全体像の俯
瞰と冒頭展開の一試案。
２. 表色系解説の効果的な導入手順。
３. 苦手課題 ( 原色､分光分布､メタメリズム､
XYZ 等 ) の学び方・解き方。
４.｢色彩検定を検証する研究グループ｣の発
足提案などが予定されています。
●聴講申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
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●色名の読み方−９
●動物由来の固有色名のつづきです。
◆伝説の動物からの猩々緋は「しょうじょう
ひ」と読み、鮮やかな赤で、猩々緋陣羽織が
有名。他に象牙色「ぞうげいろ」。
◆肌色「はだいろ」、宍色「ししいろ」は共
に人の皮膚の色を指す色名です。肌色を差別
用語とするのは如何でしょう。
◆乳白色「にゅうはくしょく」は乳の色。
◆鳥の子色「とりのこいろ」は鶏卵の殻の色。
玉子色「たまごいろ」は黄身の色。
◆烏の濡羽色「ぬればいろ」は烏の羽の色の
形容です。
◆水中動物関係では海老色「えびいろ」があ
ります。蝦色とも葡萄色とも書きます。
海老茶、紅海老茶などとも使われます。
◆貝紫「かいむらさき」は貝からとる非常に
高価な染料で染めた色です。
◆胡粉「ごふん」は牡蠣の貝殻粉末の顔料。
◆珊瑚色「さんごいろ」は宝石としての赤珊
瑚の色です。
◆動物性染料からの色名で臙脂「えんじ」は
燕脂とも書き臙脂虫・貝殻虫が原料です。
◆麹塵「きくじん」はこうじかびの色で、天
（永田泰弘）
皇の袍の色として禁色です。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 紫を「ゆかり」と読む
群馬県桐生市は、西の西陣・東の桐生と
言われたほど絹織物産業が盛んだった。当時
のノコギリ屋根の織物工場は今、カフェや資
料館になっているところもある。
ノコギリ屋根で北天窓。屋根の形は織機の
音を和らげるため、北天窓は安定した光で織
物の色が良く見えるように。
織物参考館名の「紫」は「ゆかり」と読む。
開館した時に群馬大学教授が、織物を通じて
人々との「縁」や「ゆかり」を大切にとつけ
た名前との説明。紫を「ゆかり」と読むのは
古今和歌集の歌に由来し、また、白い花の紫
草の根の紫根は染色に使うのでとの事。食品
の紫蘇のふりかけも「ゆかり」だ。ホームペー
ジに皆様とのご縁を大切にと書いてある。
色名に様々な意味があり面白い。 (Sizuka)

色彩教材研究会通信
●研究会大会にご参加ください
11 月 24・25 日に開催される研究会大会
の色彩文化系合同発表に色彩教材研究会から
11 名の方が発表されます。またワークショッ
プ「パーソナルカラーシステム用ネイルカ
ラー教材制作」
（定員 20 名）を開催します。
●会場：東京家政学院大学
千代田３番町キャンパス１号館
●参加費：
学会員（正会員・賛助会員）2,000 円
研究会準会員・一般（非会員）3,000 円
学生（学生会員．非会員）1,000 円
懇親会：4,000 円（24 日 上海庭にて）
支払い方法は学会のホームページをご覧く
ださい。10 月 31 日までの前納が原則です。
●最寄駅：
市ヶ谷駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）
A3 出口から徒歩約８分。
半蔵門駅（東京メトロ）5 番出口徒歩約８分。
九段下駅（東京メトロ、都営地下鉄）2 番出
口徒歩約 12 分。
●大会企画：
70 周年記念招待講演会、色彩科学系５研究
会合同研究発表会、色彩文化系４研究会合同
発表、企業展示他の行事が組まれています。
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●あなたのご意見をお寄せください
研究会大会実行委員長から、来年の研究会
大会開催に関する希望や意見を集めるように
要請がありましたので、皆様ご返事ください。
来年の 11 月 29 日 ( 金 )〜12 月 2 日 ( 月 )
の日程でアジア色彩会議 (ACA) が日本色彩学
会共催で名城大学名古屋ドーム前キャンパス
にて開催されることが確実になりました。英
語による発表・質疑の色彩会議です。
ご意見には次のような選択肢があります。
１）別の日程と会場で研究会大会を開催する。
２）アジア色彩会議に日本語による研究会大
会を併設して開催する。
３）2019 年度の研究会大会は中止する。
４）その他のご意見。
10 月 13 日 ( 土）に研究会大会実行委員会
が開催されますので、12 日までにメールで
ご意見をお送りください。
送信先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp（永田泰弘）
●原稿募集のお願い
本通信の「色点描」
「色彩イベント報告」
「文
学の色彩」などの寄稿をお願いします。
文字だけの場合は、20 字 25 行（署名共）
又は写真と文字 20 字 15 行（署名共）です。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 十六銀行の看板の配色
「所変われば品変わる」と言いますが、環
境色彩には「伝統ある景観を守る」という役
割もあります。
中部地方大手の十六銀行のＣＩ（コーポレ
イト・アイデンティティ）カラーは「赤地に
白字」ですが、ご覧のように岐阜県郡上市の
古い街並みに配置された支店については、建
物の「白・黒・茶」という配色はもちろんの
こと、サインとなる看板まで「茶地に黒字」
という配色どころか、形や字体についても徹
底された周囲への溶け込みです。
何だか太秦の映画村や日光の江戸村の「両
替商」を彷彿させますね。取引される日本通
貨は「文」ではなく、もちろん「円」なので
すが。こんな事例は那須のセブンイレブン等、
（近藤正憲）
まだたくさんありそうですね。

色彩教材研究会通信
●研究会大会発表演題の紹介
11 月 24・25 日に開催される研究会大会
の色彩文化系合同発表に色彩教材研究会から
11 名の方が発表されます。
登壇者氏名と発表演題を紹介します。
1) 安岡 義彦 小学生の為の色彩体験ワー
クショップ活動報告
2) 光武 智子 デジタル環境におけるカラー
デザインの試み
3) 荒井 美智代 絵を描く人のための美しい
バック作り
4) 宮田 久美子 縄文の色
5) 永田 泰弘 江戸五色不動の屋根
6) 三本 由美子 イタリアの色〜色の象徴と
意味
7) 下川 美知瑠 パーソナルカラーシステム
のためのネイルカラー教材制作
8) 中西 利恵 ルドルフ・シュタイナー「遺
された黒板絵」
9) 岩田 綾子 ルドルフ・シュタイナーの人智
学を反映したこども園りのひらの色
10) 吉村 耕治 宮澤賢治の原文と英語訳に見
られる色彩表現
11) 國本 学史
性

初等教育における色図の妥当
（永田泰弘）

★新刊紹介
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配色の教科書

9 月 25 日に「配色の教科書」が ( 株）パ
イインターナショナルから発行されました。
監修：城一夫、著者：色彩文化研究会。
定価が 3,200 円。副題が、＜歴史上の学者・
アーティストに学ぶ「美しい配色」のしくみ
＞となっています。
色彩文化研究会は北畠耀先生が主宰され、
メンバーの三ッ塚由貴子・垣田玲子・塚本由
紀江・橋本実千代・江副良美・鳥海薫・竹下
友美の７氏が執筆に携わっておられます。
内容は、「調和論の萌芽」「色彩調和論の歴
史」「絵画と色彩調和」「PCCS と慣用的配色
技法」「歴史を刻んだカラー・デザイン」の
５章からなり、300 ページを超える全ページ
カラー印刷の、図や写真をふんだんに使った
労作で、色彩教育に携わる方や、カラーデザ
インの実務を目指す方、応用色彩学に興味が
ある方、パーソナルカラリストの方々も、是
非一冊を手元に置きたい本です。
決め手になる色彩調和論は存在しないと考
えておられる方が多いと思いますが、決め手
を探すヒントがあると思います。色彩教材研
究会では、この本を教科書にして、イベント
（永田泰弘）
を企画したいと考えています。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅で見た色 晴明神社
安倍清明の屋敷跡と言われる清明神社が京
都市上京区にある。八月半ば、紫と白の桔梗
の花がたくさん咲いていた。
桔梗は秋の七草。花の形は五角形、図案化
して家紋にもなっているが清明神社の神紋は
清明桔梗印と呼ばれ、陰陽師の五芒星の形、
野村萬斎主演の映画「陰陽師」の映画を見て
みると、狩衣の衣装の襟元にこの桔梗のよう
なきれいな紫がある。
平昌冬季五輪の羽生弓弦選手「SEIMEI」の、
氷上を舞う衣装も本人の希望で襟元は紫・金・
緑・白の色の順だそうだ。
紫の色は神秘的でもあり、和・雅び・平安
時代などをイメージさせるのだろう。
桔梗の咲く時期だけ授与される「桔梗守」の
(Sizuka)
紫の桔梗の刺繍が美しい。

色彩教材研究会通信
第 10 回カラーチャット S. の予告
10CCS 第 10 回カラーチャットセッショ
ンを、11 月 4 日 ( 日 )、午後 1 時〜５時、
三軒茶屋の世田谷区男女共同参画センター
「らぷらす」を会場として開催します。
参加費は日本色彩学会会員が 1,000 円、
一般の方が 2,000 円です。
構成は、２件の講演と、全員懇話会。
講演１は、東京都立城東職業能力開発セ
ンターのアパレルパタンナー科講師の古郡
由美子氏による「アパレル色彩の授業にお
ける配色表現と評価の実習」紹介です。
講演２は、北畠耀文化学園大学名誉教授
による２時間の講演を予定しております。
演題は「よく分かる生活文化を基軸とす
る色彩入門講座のあり方」で、主な内容は、
１. これまでの何が問題なのか。全体像の
俯瞰と冒頭展開の一試案。
２. 表色系解説の効果的な導入手順。
３. 苦手課題 ( 原色､分光分布､メタメリズ
ム､XYZ 等 ) の学び方・解き方。
４.｢色彩検定を検証する研究グループ｣の
発足提案などが予定されています。
参加申込は主査宛にお願いします。
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 世田谷清掃工場の煙突

●色名の読み方ー８
◆勿忘草色は「わすれなぐさいろ」で、英
語の訳語からの色名です。
●動物の名に由来する固有色名について述
べてみます。固有色名とは、鳥などの具象
的なものから作られた色名です。
◆鶯色は「うぐいす」の羽の色からきた色
名で、鶯茶「うぐいすちゃ」。声と姿で愛
玩されて色名になったのです。
◆鶯より彩度の高い羽の色をもつ鶸は、鶸
色「ひわいろ」、鶸茶「ひわちゃ」の色名
があります。
◆「ときいろ」は、朱鷺・鴇の羽の色から
きた明るいピンクです。
◆鳩羽色は「はとばいろ」、山鳩色は「や
まばといろ」。
◆鳶色は「とびいろ」と読み、いずれも人
里に近く棲む鳥からの固有色名です。
◆獣由来の色名は割に少なく、狐色「きつ
ねいろ」、鼠色「ねずみいろ」などです。
四十八茶百鼠の関係で、鼠はたくさんの色
名に使われています。別にとりあげます。
◆駱駝色は「らくだいろ」と読み、色名に
なったのは昭和に入ってからでしょう。
（永田泰弘）

東京都世田谷区の砧（きぬた）界隈は、
東宝の撮影スタジオや円谷プロ所縁の地
が点在しています。ぶらりと散策して、
砧公園で休憩している時に見付けたのが
この煙突です。これは世田谷清掃工場の
煙突で、付近の電柱にある説明によれば、
この「雲」のような塗装は 1988 年の公
募により選ばれたデザインで、どんな天
気の時でも綺麗に見えることが特徴らし
いのです。なるほど確かに上〜中部にか
けては青・白・灰で空と雲を、下部の緑
はふもとの木々を表しており、周囲に溶
け込むことを
謳う環境色彩
の良い見本で
す。斜向かい
には世田谷美
術館もあるの
で、もし訪れ
る機会があれ
ば一度ご覧に
なってくださ
い。
( 近藤正憲 )

色彩教材研究会通信
第 10 回カラーチャット S. の予告
10CCS 第 10 回カラーチャットセッショ
ンを、11 月 4 日 ( 日 )、午後 1 時〜５時、
三軒茶屋の世田谷区男女共同参画センター
「らぷらす」を会場として開催します。
参加費は日本色彩学会会員が 1,000 円、
一般の方が 2,000 円です。
構成は、２件の講演と、全員懇話会。
講演１は、東京都立城東職業能力開発セ
ンターのアパレルパタンナー科講師の古郡
由美子氏による「アパレル色彩の授業にお
ける配色表現と評価の実習」紹介です。
講演２は、北畠耀文化学園大学名誉教授
による２時間の講演を予定しております。
演題は「よく分かる生活文化を基軸とす
る色彩入門講座のあり方」で、主な内容は、
１. これまでの何が問題なのか。全体像の
俯瞰と冒頭展開の一試案。
２. 表色系解説の効果的な導入手順。
３. 苦手課題 ( 原色､分光分布､メタメリズ
ム､XYZ 等 ) の学び方・解き方。
４.｢色彩検定を検証する研究グループ｣の
発足提案などが予定されています。
参加申込は主査宛にお願いします。
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●色名の読み方ー７
◆蘇芳は「スオウいろ」で、蘇芳の芯材で
染めた紫みの赤の色です。
◆朽葉色は「くちばいろ」で、枯葉の色で
茶色が普及する前は、褐色系の基本的な色
名でした。赤朽葉、黄朽葉などです。
◆蒲公英色は「たんぽぽいろ」と読みます。
蒲公英「ホコウエイ」は、たんぽぽの中国
名です。
◆木賊色・砥草色は「とくさいろ」です。
研磨材に使うシダ科の木賊の茎の緑です。
◆向日葵色「日回り色」で「ひまわりいろ」
と読みます。文字はひまわりの中国名です。
◆牡丹色は「ボタンいろ」。中国原産のボ
タンの濃い赤紫色。牡の音読みは「ボ」
「ボ
ウ」丹は「タン」で訓読みは「に」です。
◆海松色・水松色は「みるいろ」と読みま
す。浅い所に生える緑の海藻の色です。
◆萌黄・萌葱・萌木は「もえぎ」と読み、
萌は音で「ホウ」、訓では「もえる」「もや
し」「もやす」「きざす」「めぐむ」など。
◆蠟色・呂色は「ろういろ」
「ろいろ」と読み、
刀の鞘に塗った黒漆の黒です。
◆山葵色は「わさびいろ」です。摩り下ろ
（永田泰弘）
した薬味のわさびの色です。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅で見た色 はやぶさ
鉄道好き女子「鉄子」ではないが、東
北新幹線を見たときに、思わずカワイイ !!
と叫んでしまった。そのわけは色。緑・
ピンク・白の配色がとても可愛かった。
夢の超特急、スピードの速い新幹線は
光。青い光の超特急♪のイメージだった。
ところがピンク♡とは・・・JR 東日本
に問合わせてご紹介頂いた HP によると、
上部はコーポレートカラーを意識した「と
きわグリーン」、下部は「飛雲ホワイト」。
可愛いピンクは HP によると「つつじピ
ンク」の帯。先進性とスピード感を表現
して、社内関係各所と議論を重ね決定し
ているとのこと。
飛雲ホワイトとは少し暗めの白色だそ
うだ。空を飛んでいく雲のように速い新
(Sizuka)
幹線だ‼

色彩教材研究会通信
第 10 回カラーチャット S. の予告
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●色名の読み方ー６

◆萱草色は「カンゾウいろ」で、花の色に
似た染め色の名。萱は訓読みで「かや」
、
音読みで「ケン」。
◆黄橡は「きつるばみ」で、音読みは「「ショ
ウ」ですが、訓読みは「くぬぎ」
「つるばみ」
「とち」「とちのき」「どんぐり」など多数。
◆櫨色・黄櫨色は「はじいろ」です。漆を
採るはぜの木の樹皮で染めた色です。櫨の
音読みは「ロ」、訓読みは「はじ」「はぜの
き」「はぜ」です。
◆黄櫨染は音読みの「コウロゼン」と呼び、
天皇の晴れの儀式の袍の色で天皇以外絶対
に着ることが出来ない絶対禁色です。
◆黄檗色は「きはだいろ」と読みます。黄
る色彩入門講座のあり方」で、主な内容は、 檗の樹皮で染めた黄色です。音読みでは「オ
ウバク」です。
１. これまでの何が問題なのか。全体像の
◆伽羅色は「きゃらいろ」で、香木の伽羅
俯瞰と冒頭展開の一試案。
の色、香木で染めた色を指します。
２. 表色系解説の効果的な導入手順。
◆梔子色は「くちなしいろ」といい。梔子
３. 苦手課題 ( 原色､分光分布､メタメリズ
の実で染めた赤みの黄色を指します。梔の
音は「シ」、支子とも書きます。訓は「く
ム､XYZ 等 ) の学び方・解き方。
（永田泰弘）
ちなし」です。
４.｢色彩検定を検証する研究グループ｣の

10CCS 第 10 回カラーチャットセッショ
ンを、11 月 4 日 ( 日 )、午後 1 時〜５時、
三軒茶屋の世田谷区男女共同参画センター
「らぷらす」を会場として開催します。
参加費は日本色彩学会会員が 1,000 円、
一般の方が 2,000 円です。
構成は、２件の講演と、全員懇話会。
講演１は、東京都立城東職業能力開発セ
ンターのアパレルパタンナー科講師の古郡
由美子氏による「アパレル色彩の授業にお
ける配色表現と評価の実習」紹介です。
講演２は、北畠耀文化学園大学名誉教授
による２時間の講演を予定しております。
演題は「よく分かる生活文化を基軸とす

発足提案などが予定されています。
参加申込は主査宛にお願いします。

誤植のお詫び：本通信の No.94 の色点描のタイトル
の中の「竿燈祭」を「傘燈祭」と誤植いたしました。
お詫びの上訂正いたします。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅で見た色 青い喫茶店
京都四条に昭和 23 年創業の喫茶店が
ある。落ち着いたこげ茶色のドアを開け
て、二階に上がっていくと幻想的な雰囲
気。椅子・カーテンなどは緑色なのだが
全体は青色照明で照らされている。
創業者の友人で染色家の方が「女性が
きれいに見える灯りを」とのアドバイス
で 青色照明にした。このためお見合い
の席に使われていたこともあると、メ
ニューの説明に書いてある。
青色照明効果は、防犯灯、リラックス
効果、神秘的な青い海を連想させる。
とのことだが、女性がきれいに見える
喫茶店とは、なんて素敵なんだろう。壁
に飾られた東郷青児の絵の女性のように
色白で美しく見えるだろうか？ウフフ・
(Sizuka)
気取って珈琲を飲んでみた。

色彩教材研究会通信
研究会大会色彩文化系合同発表者募集

No.94
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●色名の読み方ー５

●植物に由来するやや難読の色名を紹介し
2018 年 11 月 24・25 日に市ヶ谷の東京
ます。
家政学院大学で開催される研究会大会にお
◆浅葱色は「あさぎいろ」。葱は訓読みで、
ける色彩教材研究会からの発表者募集の最
「つき」
「ねぎ」
「ねぶか」。漢音で「ソ
後のお願いです。学会のホムページの募集 「き」
ウ」。浅黄色も同じ色を指し、「黄」が濁っ
要綱も参照してください。
て「ぎ」になります。
発表の資格は、学会員と非学会員の準研
◆菖蒲色は「あやめいろ」と「しょうぶい
究会員です。日本色彩学会に加入していな
ろ」の二つの読み方で、別の花の色を表し
い方で、発表を希望される方には主査の権
ます。あやめはしょうぶの古名で、「しょ
限で準研究会員に認定しますので、至急、
うぶいろ」はハナショウブの色を指します。
お申込ください。申込締切日も数日延期す
◆鬱金色は「ウコンいろ」で、鬱は漢音で
る予定です。
希望者は氏名・肩書・題名・口頭／ポス 「ウツ」。鬱金の根で染めた濃い黄色です。
◆葡萄染は「えびぞめ」と読みます。山ぶ
ターの別・閲読用発表要旨 (400 字以内 )
どうの実の色、実で染めた色。葡は「ブ」
を主査宛にメールでお送りください。口頭
「ホ」。葡萄は訓読みで「えび」。
発表は持ち時間一人 20 分間です。
◆楝色・樗色は「おうちいろ」でセンダン
前号以降の申込タイトルは以下の通り。
の古名であり、花の色を指す色名です。「あ
◆
「ルドルフ・シュタイナー＜遺された黒
ふちいろ」とも読みます。
板絵＞」
、◆「ルドルフ・シュタイナーの人
◆杜若色・燕子花色はいずれも「かきつば
智学を反映したこども園＜りのひら＞の
たいろ」と読み、紫の花の色を指します。
色」、◆「パーソナルカラーシステムのため
「ト」。訓読みは「もり」。
のネイルカラー教材制作」。合計８件です。 杜の音読みは「ズ」
若の音読みは「ジャク」「ニャク」、訓読み
「源氏物語の色」はくらしの色彩研究会
は多数あり、文字との関係はわかりません。
の発表に移管いたしました。日本色彩学会
未加入の方の発表を期待しています。( 永田） 燕子は中国語でつばめです。（永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅で見た黄金色 傘燈祭
狩猟・採取の時代から、農耕・牧畜へ
と発展し、稲作は昔から行なわれていた。
米処である秋田県、夏は青々とした田が
見渡す限りの秋田平野に広がっている。
作物は食べる時期を色で知らせるとい
うが稲穂も緑から黄金色に変わり実った
お米の重さで稲穂が下がり収穫となる。
その豊作を願う秋田竿燈まつり。提灯を
稲穂や米俵に見立てた竿燈が夏の夜空に
揺らめくと祭り会場が黄金色になる。黄
金色とは金が放つ輝く黄色。日本人の伝
統食のお米、黄金色の大切な食べもの。
ドコイッショー・ドコイッショーの囃
子詞にのって黄金色の竿燈が一斉に立ち
上がる瞬間は息を呑むほど美しい。
今年の秋田の新米も豊作で美味しい事
だろう。発売が待ち遠しい、、、 (Sizuka)

色彩教材研究会通信
研究会大会色彩文化系合同発表者募集
2018 年 11 月 24・25 日に市ヶ谷の東京
家政学院大学で開催される研究会大会にお
いて発表する、色彩文化系研究会合同発表
の本研究会からの発表者を募集中です。
合同発表は、日本の色彩環境を創る研究
会・くらしの色彩研究会・パーソナルカラー
研究会．色彩教材研究会の４研究会が合同
で発表することになりました。
発表希望者は氏名・肩書・題名・口頭／
ポスターの別・閲読用発表要旨 (400 字以
内 ) を主査宛にメールでお送りください。
発表申込は、９月３日が締め切りです。
口頭発表は持ち時間一人 20 分間です。
今日現在の申込は 6 件で、前号に加える
タイトルは以下の通りです。
◆
「イタリアの色〜色の象徴と意味」、◆「源
氏物語の色」
、◆「絵を描く人のための美し
いバック作り」
。
申込みまであと僅かです。東京開催は、
何年後になるか分かりません。色彩文化系
の内容は広く、切り口も豊富なので、学会
活動をより楽しいものにするためにも、自
分の得意分野での、蓄積してきた成果を気
軽に発表してください。( 永田）
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2018.8.23

●色名の読み方ー４
◆松：訓読みは「まつ」で、松葉色。漢音
は「ショウ」で松竹梅。
◆竹：訓読みは「たけ」「たか」で青竹色・
若竹色・老竹色 ( おいたけいろ )・煤竹色 ( す
すたけいろ ) など。呉音・漢音ともに「チク」
で、石竹色 ( セキチクイロ )・紫竹 ( シチク )。
◆梅：訓読みは「うめ」
「むめ」
「め」で、梅鼠・
梅染。漢音は「バイ」で紅梅色・淡紅梅 ( ウ
スコウバイ ) など。
◆桃：訓読みは「もも」で桃色・桃染。漢
音は「トウ」「タウ」で桃源郷。
◆柳：訓読みは「やなぎ」で、柳色・裏葉
柳・柳茶。慣用音は「やぎ」で青柳。漢音
は「リュウ」で川柳・柳眉。
◆檜 ( 桧 )：訓読みは「ひ」
「ひのき」で、
檜皮色 ( ひわだいろ )。漢音は「カイ」[カツ ]。
◆樺：訓読みは「かば」「かんば」で樺色、
岳樺 ( だけかんば )。漢音は「カ」
「クヮ」
。
◆蒲：訓読みは「かば」「かま」「がま」で
蒲色・蒲茶。漢音は「フ」「ブ」「ホ」。
◆柑：漢音は「カン」で蜜柑色。慣用音は
「こう」で柑子色 ( こうじいろ )。
◆常緑樹：松葉の色を常磐色 ( ときわいろ )
とも表し、松は千年の齢を重ねるとして松
（永田泰弘）
葉色を千歳緑とも言います。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅で見た色 ねぶた祭り
青森ねぶた祭りは、起源には諸説ある
が、七夕まつりの「灯籠流し」と、「眠り
流し」の風習が習合したと言われている。
笛や太鼓のリズム、跳人（ハネト）と
呼ばれる踊り手のラッセラ〜の掛け声、
衣装は白地基調の浴衣、タスキ・シゴキ・
オコシは赤・黄・水色・ピンクと青森ね
ぶた保存会で決められているらしい。そ
して目の前に迫ってくるねぶたの極彩色。
この極彩色を活かしているのが太い墨
の黒だそうだ。書割「墨書き」と言い、
ねぶたの迫力を出すにはこの太い墨の黒
でびしっと輪郭を決め武者絵を描く。
青森の街がエネルギーに溢れ、素晴ら
しかった。衣装を揃えたら一緒に踊れる
らしい、来年はラッセラ〜♪と一緒に跳
(Sizuka)
ねてみたい。

色彩教材研究会通信
研究会大会色彩文化系合同発表者募集
2018 年 11 月 24・25 日に市ヶ谷の東京
家政学院大学で開催される研究会大会にお
いて発表する、色彩教材研究会からの発表
者を募集中です。
希望者は氏名・肩書・題名・口頭／ポス
ターの別・閲読用発表要旨 (400 字以内 )
を主査宛にメールでお送りください。発表
申込は、8 月末日が締め切りです。
口頭発表は持ち時間一人 20 分間です。
今日現在の申込済みのタイトルは以下の
３件と少なめです。
◆
「宮澤賢治の原文と英語訳に見られる色
彩表現̶言語文化論の視点から和名色名
の特徴を探る」
、◆「江戸五色不動の屋根」、
◆
「小学生の為の色彩体験ワークショップ
活動報告」
。
発表内容は、色彩教育に関連したものを
広く募集しています。ご自分の活動分野の
紹介や、得意としている分野の自作の色彩
教材の発表、活動実績、環境の色、製品の
色、参考文献の紹介、色彩教育のカリキュ
ラム、などさまざまな切り口があります。
発表を楽しんでみることが大切です。申
込をお待ちします。( 永田）

No.92

●9CCS 懇話会グループ２から
◇「類は友を呼ぶ」中西講師を囲んでの懇
話会はバラエティーに富んだ中にも共通性
を見いだせた。（塗料メーカー）
◇好みの色が国によって違う。日本人とア
ジア人はホワイト（ピュアでノーブルな感
じ）が好き。中国の赤は朱系ではない。日
本の赤をどこに落すか。ヴィクトリアズ・
シークレット社の龍の赤い下着に大ブーイ
ングが起きた。（VR・IT）
◇プログラマは色彩に無頓着な人が多い。
色使いで目が痛くなることもある。色彩教
育は必須。（教師・講師）
◇色彩、色名研究継続は力なり。経験は大
切。理論が大切なので東商の色彩検定を取
得。（建築設計事務所勤務）
◇京都人はミーハーそれでいて封建的。京
都新聞に「京都のおばさんはパリのおばさ
んと一緒」、フランス人と京都人は一番似
ていると連載記事を書いたフランス人がい
た。京都はトレンドを追いかける。地域文
化を企業が後ろに立ち行政の限界を支える
個性的な企業が多い。（京都人）
◇秋田、大阪、京都と遠方からご参加いた
だき嬉しい限りです。（W.H）

2018.8.16

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅で見た色 千本鳥居
青森県津軽半島、五所川原駅よりバス
で 60 分、バス停から徒歩で 30 分、タク
シーなら 10 分位で高山稲荷神社に着く。
五穀豊穣・海上安全・商売繁盛の神様と
して霊験あらたかな神社。
大鳥居をくぐり階段を上ると、目前に
別世界が広がる。空の青・木々の緑・千
本鳥居の赤。吸い込まれるほど美しく、
この美しい色によって心は癒されるのだ
な…と思う。
緑の中の鳥居の曲線を見ていると、何
か願い事を言うより、無事に過ごしてい
る毎日への感謝の気持が湧き出てくる。
色は美しく気
持ちの中に記
憶される。
記憶色はよ
り明るく鮮や
かに記憶され
るという。こ
の赤・緑・青
はくっきりと
記憶に残った。
(Sizuka)

色彩教材研究会通信
研究会大会色彩文化系合同発表者募集
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●9CCS 懇話会グループ１から

◇永田講師の「町おこしと景観遺産」の講
2018 年 11 月 24・25 日に市ヶ谷の東京
演を聞いて、東京・府中の童々広場、サザ
家政学院大学で開催される研究会大会にお
エさん通り、浅草の地口行灯、船橋の海老
いて、色彩文化系の研究会が連合して「（仮
川十三橋、鳥取の水木しげるロードなどの
称）色彩文化系合同発表会」を開催したい
地域の景観について「住民にはどんな意味
と考えています。
があるのだろうか」などの意見があがり、
一方、自然科学系の５研究会による「合
「賛
同研究発表会」が並行して開催されます。 「公共の景観では永続性がむずかしい」
否両論はあって当たり前、お地蔵さんのよ
持ち時間一人 20 分間の口頭発表と、ポ
うに長い間接することで住民にも良さが醸
スター発表があります。
発表の内容は、色彩教育に関係すること、 成されていく」「最初はアニメのキャラが
街の中心にあると違和感があったが、美術
色彩教材の紹介、色彩教育の事例紹介、色
彩教材の制作方法、カラーデザインの紹介、 工芸品と同様に作者の想いを感じることが
大切」「オリンピックに向けて日本のシン
見学会の報告、文学作品の色名のような調
ボル的に外国人に見てもらいたい」「管理
査報告、景観遺産の視察報告、その他色彩
は住民＋自治体（税金）の力」「住んでい
教育の書籍の紹介など、従来の新規性や論
る人に共感をもってもらわないと街の景観
理性、計測の可能性などに束縛されない内
は育たない」など活発な意見があった。
容を発表して欲しいと考えています。
◇『陰翳礼讃』では中西講師の色彩考察で
発表要旨集は CD に収録して大会参加者
情景・空間の表現についての話がとても興
全員に配布されます。
味深かった。
予稿原稿は、書式を自由、PDF でデー
タ量は 10MB 以下、締切 10 月 12 日です。 ◇今後の聞きたいテーマは、「色名抽出の
本の選び方、時代考察について」「色彩学
皆さんの得意分野のお話を発表してくだ
のやさしい教え方〜 XYZ、メタメリズム、
さい。申込みは永田までメールで。先着順
（山本）
分光分布など」があがった。
です。( 永田）

2018.8.9

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅で見つけた色 銅繫り
NHK の朝ドラ「半分、青い」をご覧に
なっている方も多いと思う。幼馴染の律
と鈴愛が 5 年ぶりに再会した「夏虫駅」
の跨線橋を覚えているだろうか？設定は
岐阜だが、ロケ地は桐生駅〜日光市間藤
駅を結ぶ「わたらせ渓谷鉄道」沢入駅。
この跨線橋は薄い青緑で周りの景色と
合う。瓦葺・引違いガラス戸の待合室、
電車の色も自然の景色を邪魔していない。
景観条例なのかな？と会社に問い合わ
せてみると、社長自らお答えいただき、
「こ
の路線は足尾銅山の銅を運ぶ貨物路線
だったので電車は、あかがね色（赤銅色）
跨線橋は、ろくしょう色（緑青色）のイメー
ジだ。」秋は渓谷の紅葉が綺麗になる。
(Sizuka)
また乗ってみたくなった。

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャットセッション報告
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●9CCS 懇話会グループ３から

講演の感想や今後の企画、研究会で自分
７月 22 日、DIC ビル会議室において、
が講義できる内容等をお尋ねしました。
13 時から 17 時、第９回カラーチャット
◇自動車の内装デザインに関わっており、
セッションを開催いたしましたので、概要
大学で「視覚伝達」や「プロダクトデザイ
をおしらせします。有料参加者は 26 名、
ン」を教えている。また「減法混色」「加
17 名が学会員、一般の方が 9 名でした。
法混色」実験を見せることも可能。Y.Y.
イベントの構成は、二つの講演と、３グ
◇長年、「色彩教育」に携わっている。
「公
ループに分けての懇話会と、終了後の希望
共の色彩を考える会」として一緒に出掛け
者による交流会 (12 名参加 ) でした。
る日を作ってもよいのでは。M.Y.
最初の講演は、拓殖大学講師の中西利恵
◇映画の現場を経て、専門学校で「映像作
氏による「文学作品と色彩〜谷崎潤一郎作
品」「制作映画」等の講義をしている。R.0.
＜陰翳礼讃＞VECTOR OF COLOR」は、色
◇絵の教室で描き方のみではなく、色に関
彩応用に関わる人には必ず読んで考えてほ
する話題も生徒に提供したり混色実験を見
しい随筆に込められた美学的解釈を、言葉
せている。「画材」の話を知りたい。M.A.
と写真を対応させながら、わかりやすく解
◇住宅メーカー勤務。
『陰翳礼賛』で「照明」
き明かしていただきました。
に関心がいき、本を読む楽しさを発見。住
永田による「町おこしのための景観遺産
まいが「川越」なので、永田主査の「環境
のヒントを探そう」は、事例集ともいえる
色彩」関係の紹介に興味がある。A.N.
15 編のパワーポイントを淡々と流して、
◇色彩講師、DIC カラー講師、「源氏物語」
CD として持ち帰ってもらい、教材として
をライフワークにしているので、講演可能。
活用して欲しいという意図のものでした。
一時間の懇話会は、講演に関する批評や 「日本の色彩」を吸収してほしい。「陰影礼
賛」は読む時期で感じ方が異なる。N.S.
CCS のこれからのテーマなどが話題に上
様々な職種の専門家の方々なので、研究
がったようです。
交流会も意義ありと考えています。( 永田） 会での発表の可能性大と思われます。(Y.M.)

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 旅で見つけた色 漆黒
日本海に突き出した能登半島に輪島市
はある。北陸の冬は雪も深く寒さも厳し
く忍耐強く努力して仕上げる芸術が多い。
ジャパンといえば漆器の事、中でも最
高級の輪島塗はこの地で 124 工程もの手
仕事を経て完成する。しっとりした光沢、
深みのある黒、まさに漆黒の美しさだ。
純黒と表現される無彩色でありながら光
により微妙な彩りを感じる黒である。
この漆黒の黒に蒔絵・沈金を施すと、
あたりの空気までが格調高く上品に輝く。
塗師屋と呼ばれる芸術プロデューサー
が直接全国に輪島塗を広めてきた。
江戸の文化・文政の頃、輪島塗を初めて
手にとった人々の感嘆の声が聞こえてく
(Sizuka)
るようだ。

色彩教材研究会通信
◆第２回色彩教材研究会幹事会報告
７月 22 日、DIC ビル会議室において、
10 時半から 12 時にかけて色彩教材研究会
の幹事会を開催いたしましたので、概要を
おしらせします。出席者は主査・M、Y、
W の企画幹事 3 名・K 顧問の 5 名でした。
議題１：本日の 9CCS の進行方法、役割分
担、時間割の確認などを行いました。
議題２：平成 29 年度研究会大会への対応
について協議致しました。
大会は、11 月 24 日 ( 土 )・25 日 ( 日 )
の２日間、東京の市ヶ谷駅に近い東京家政
学院大学で開催されます。28 日の第１回
実行委員会のために、研究会の方針を協議
しました。決定事項は以下の通りです。
1) 色彩教材研究会は、研究会として研究
会大会に参加する。
2) 他の研究会との合同研究発表として希
望者の個人発表の形で参加する。
3) 実行委員会後に発表者の募集を行う。
4) 色彩教材研究会らしく、色彩教育の実
例、色彩教材の紹介、色彩の教え方など幅
の広い内容で参加する。
議題３：次回の CCS の内容を協議し、開
催は 10 月〜11 月中旬としました。( 永田 )
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●色名の読み方−３

色点描 旅で見つけた色 青い池

◆緑：訓読みは「みどり」で緑色・深緑。
呉音は「ロク」で緑青色・白緑など。漢音
は「リョク」で暗緑色などが用例です。
◆青：訓読みは「あお」で、青竹色・青丹。
呉音は「ショウ」で緑青色。漢音は「セイ」
で、青磁色・青銅色などです。慣用音は「ジョ
ウ」で群青・紺青など。
◆紫：訓読みは「むらさき」で、京紫・江
戸紫など。呉音・漢音ともに「シ」で、紫
苑色・紫紺・紫根色など。
●植物の名に由来する固有色名について述
べてみます。固有色名とは、花などの具象
的なものの名に「色」つけて作られた色名
です。
◆菫：花の色からきた固有色名です。訓読
みは「すみれ」で、菫色。呉音・漢音とも
に「キン」で、青藍菫はセイランキンと読
みます。
◆藍：藍は花ではなく染物からきた固有色
名です。訓読みは「あい」で、藍色・藍気
鼠 ( アイケネズミ )。呉音・漢音ともに「ラ
ン」で、青藍・藍綬褒章。
◆桜：訓読みは「さくら」で、桜色。漢音
は「オウ」
「アウ」で桜桃色。慣用音は「ざ
（永田泰弘）
くら」で灰桜・薄花桜。

北海道の真ん中、旭川空港から車で 40
分、駐車場から歩いていくと目の前に青い
池が広がる。あまりの美しさに駆け寄って
しまった。
元々は十勝岳の火山泥流災害防止の堰堤
だったが、上流の白銀温泉地区の「白ひげ
の滝」などから、アルミニウムを含んだ水
が美瑛川の河川水と混じることで、コロイ
ドが生成され、太陽光が水中のコロイド粒
子と衝突し、波長の短い青い光が散乱され
るため、青く見えると、看板の説明にある。
流をせき止めるために作られた人工湖で
ある。
自然を壊して作ったものは、自然になじ
まないが、ここでは奇跡が起こり美しい「青
(Sizuka )
い池」が生まれた。
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今日が申込締切 第９回カラーチャットセッション参加者募集
色彩教材研究会の 2018 年初のカラー
チャットセッションは今日が申込締切日で
す。24 時までに申し込んでください。
カラーチャットセッションは、学会員で
なくても参加できますので、お誘い合わせ
の上、どうぞ参加してください。
色彩教材研究会の性格上、講演内容や、
その他の参考資料をパワーポイントや
PDF のデータを CD に入れて参加者だけに
配付いたします。そのまま教材としても使
用できます。
日 時：2018 年 7 月 22 日（日） 13：00
〜17：00
会 場：DIC 本社ビル ２階会議室
所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋
三丁目 7 番 20 号 ディーアイシービル
（日本橋高島屋とりそな銀行の間）
最寄駅：東京駅八重洲中央口から 450m
地下鉄日本橋駅 B1 から 100m
参加費：学会員：1,000 円
一 般：2,000 円
（当日受付でお受けいたします。）
交流会：会場、交流会費は未定ですが開催
いたします。参加費 4,000 円程度。

13：00〜13：05 開会挨拶
13：10〜14：10 講演１：
「文学作品と色
彩〜谷崎潤一郎作『陰翳礼讃』〜vector of
color」 中西利恵（スペース＆カラープラ
ンナー・拓殖大学講師）
谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」は、全編にわ
たり、五感を研ぎ澄まし繊細な感性で書か
れている卓越した随筆である。暗闇と光明
の間に微妙に変化する日常の景色の表情を
追ってゆく文は、読み終えると脳裏に光と
闇の幽玄な色あいの世界が残った。世界的
に芸術のバイブルと言われている「陰翳礼
讃」を、- 色と翳 - をキーワードで読み解
いてみた。
14：30〜15：30 講演２：
「町おこしのた
めの景観遺産のヒントを探そう」永田泰弘
人の身丈に合った景観が、日々壊れてい
くように思えてならない。伝統的な日本の
景観を、自動車の窓からではなく歩く速度
で味わえるユーモアや色の面から探してみ
たいと思っている。
15：50〜16：50 グループ懇話会
16：50〜17：00 閉会挨拶
申 込：今日 7 月 19 日が申込締切日です。
nagataya@icom.zaq.ne.jp 宛に申込。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆9CCS の配布教材一覧
９CCS の参加者に以下の教材となる
データを CD に入れて配布する予定です。
1- 文学作品と色彩〜谷崎潤一郎．
陰翳礼賛 ~VECTOR OF COLOR
2- 谷崎潤一郎の「陰翳礼賛」の色名抽出
ワードデータ
3- 夏目漱石「吾輩は猫である」の色名抽
出 ワードデータ
4- 景観遺産のヒントを探す・解説
5- 東京・府中の童々広場
6- 東京・サザエさん通りの景観遺産
7- 東京・亀有・こち亀の像達
8- 鳥取・水木しげるロードの妖怪達
9- 海老川十三橋の彫刻装飾
10- 東京・府中・けやき並木
11- 浅草の地口行灯
12- 栃木・益子と狸
13- 埼玉・入間の道しるべ
14- 米子・加茂川畔のお地蔵様
15- 舎人公園の建造物のカラーデザイン
16- 島根県島根町の赤瓦の屋根
17- 埼玉・川越・蔵の街の屋根
18- 福島・こども園りのひらの緑の屋根
19- 浅草寺のチタン瓦の屋根

色彩教材研究会通信
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第９回カラーチャットセッション参加者募集
色彩教材研究会は、2018 年初のカラー
チャットセッションを下記の通り開催いた
しますので、是非ご参加ください。
カラーチャットセッションは、学会員で
なくても参加できますので、お誘い合わせ
の上、どうぞ参加してください。
色彩教材研究会の性格上、講演内容や、
その他の参考資料をパワーポイントや
PDF のデータを CD に入れて参加者だけに
配付いたします。そのまま教材として使用
こともできます。
日 時：2018 年 7 月 22 日（日） 13：00
〜17：00
会 場：DIC 本社ビル ２階会議室
所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋
三丁目 7 番 20 号 ディーアイシービル
（日本橋高島屋とりそな銀行の間）
最寄駅：東京駅八重洲中央口から 450m
地下鉄日本橋駅 B1 から 100m
参加費：学会員：1,000 円
一 般：2,000 円
（当日受付でお受けいたします。）
交流会：会場、交流会費は未定ですが開催
いたします。参加費 4,000 円程度。

13：00〜13：05 開会挨拶
13：10〜14：10 講演１：
「文学作品と色
彩〜谷崎潤一郎作『陰翳礼讃』〜vector of
color」 中西利恵（スペース＆カラープラ
ンナー・講師）
谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」は、全編にわ
たり、五感を研ぎ澄まし繊細な感性で書か
れている卓越した随筆である。暗闇と光明
の間に微妙に変化する日常の景色の表情を
追ってゆく文は、読み終えると脳裏に光と
闇の幽玄な色あいの世界が残った。世界的
に芸術のバイブルと言われている「陰翳礼
讃」を、- 色と翳 - をキーワードで読み解
いてみた。
14：30〜15：30 講演２：
「町おこしのた
めの景観遺産のヒントを探そう」永田泰弘
人の身丈に合った景観が、日々壊れてい
くように思えてならない。伝統的な日本の
景観を、自動車の窓からではなく歩く速度
で味わえるユーモアや色の面から探してみ
たいと思っている。
15：50〜16：50 グループ懇話会
16：50〜17：00 閉会挨拶
申 込：2018 年 7 月 19 日までに主査宛に。
アドレスは nagataya@jcom.zaq.ne.jp

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 沙羅双樹の花の色

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。
娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理（コト
ワリ）をあらはす…」で始まる平家物語
の冒頭にある沙羅の木は、釈迦の死の床
の四周に二本づつ計八本が植えられてお
り、白い花が咲くことに由来する。
この木は寒さに弱く日本では育たない
ので、フタバガキ科の沙羅に代り、ツバ
キ科の夏椿 ( 写真 ) が沙羅と名付けられ
お寺などに植えられている。
夏椿の花期は六月から七月にかけてで、
花弁が白く雄しべの花糸が黄色い花を朝
に開き夕方に落花する一日花である。
白に無情のイメージを感じ、死装束な
ど、死に関わる色に白が多く使われるこ
とに関係するとも考えられる。（永田泰弘）

色彩教材研究会通信

No.86

2018.7.5

第９回カラーチャットセッション参加者募集
色彩教材研究会は、2018 年初のカラー
チャットセッションを下記の通り開催いた
しますので、是非ご参加ください。
カラーチャットセッションは、学会員で
なくても参加できますので、お誘い合わせ
の上、どうぞ参加してください。
色彩教材研究会の性格上、講演内容や、
その他の参考資料をパワーポイントや
PDF のデータを CD に入れて参加者だけに
配付いたします。そのまま教材として使用
できます。
日 時：2018 年 7 月 22 日（日） 13：00
〜17：00
会 場：DIC 本社ビル ２階会議室
所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋
三丁目 7 番 20 号 ディーアイシービル
（日本橋高島屋とりそな銀行の間）
最寄駅：東京駅八重洲中央口から 450m
地下鉄日本橋駅 B1 から 100m
参加費：学会員：1,000 円
一 般：2,000 円
（当日受付でお受けいたします。）
交流会：会場、交流会費は未定ですが開催
いたします。参加費 4,000 円程度。

13：00〜13：05 開会挨拶
13：10〜14：10 講演１：
「文学作品と色
彩〜谷崎潤一郎作『陰翳礼讃』〜vector of
color」 中西利恵（スペース＆カラープラ
ンナー・講師）
谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」は、全編にわ
たり、五感を研ぎ澄まし繊細な感性で書か
れている卓越した随筆である。暗闇と光明
の間に微妙に変化する日常の景色の表情を
追ってゆく文は、読み終えると脳裏に光と
闇の幽玄な色あいの世界が残った。世界的
に芸術のバイブルと言われている「陰翳礼
讃」を、- 色と翳 - をキーワードで読み解
いてみた。
14：30〜15：30 講演２：
「町おこしのた
めの景観遺産のヒントを探そう」永田泰弘
人の身丈に合った景観が、日々壊れてい
くように思えてならない。伝統的な日本の
景観を、自動車の窓からではなく歩く速度
で味わえるユーモアや色の面から探してみ
たいと思っている。
15：50〜16：50 グループ懇話会
16：50〜17：00 閉会挨拶
申 込：2018 年 7 月 19 日までに主査宛。
nagataya@icom.zaq.ne.jp

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆9CCS の配布教材一覧
９CCS の参加者に以下の教材となる
データを CD に入れて配布する予定です。
1- 文学作品と色彩〜谷崎潤一郎．
陰翳礼賛 ~VECTOR OF COLOR
2- 谷崎潤一郎の「陰翳礼賛」の色名抽出
ワードデータ
3- 夏目漱石「吾輩は猫である」の色名抽
出 ワードデータ
4- 景観遺産のヒントを探す・解説
5- 東京・府中の童々広場
6- 東京・サザエさん通りの景観遺産
7- 東京・亀有・こち亀の像達
8- 鳥取・水木しげるロードの妖怪達
9- 海老川十三橋の彫刻装飾
10- 東京・府中・けやき並木
11- 浅草の地口行灯
12- 栃木・益子と狸
13- 埼玉・入間の道しるべ
14- 米子・加茂川畔のお地蔵様
15- 舎人公園の建造物のカラーデザイン
16- 島根県島根町の赤瓦の屋根
17- 埼玉・川越・蔵の街の屋根
18- 福島・こども園りのひらの緑の屋根
19- 浅草寺のチタン瓦の屋根
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第９回カラーチャットセッション参加者募集
色彩教材研究会は、2018 年初のカラー
チャットセッションを下記の通り開催いた
しますので、是非ご参加ください。
カラーチャットセッションは、学会員で
なくても参加できますので、お誘い合わせ
の上、どうぞ参加してください。
色彩教材研究会の性格上、講演内容や、
その他の参考資料をパワーポイントや
PDF のデータを CD に入れて参加者だけに
配付いたします。そのまま教材として使用
できます。
日 時：2018 年 7 月 22 日（日） 13：00
〜17：00
会 場：DIC 本社ビル ２階会議室
所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋
三丁目 7 番 20 号 ディーアイシービル
（日本橋高島屋とりそな銀行の間）
最寄駅：東京駅八重洲中央口から 450m
地下鉄日本橋駅 B1 から 100m
参加費：学会員：1,000 円
一 般：2,000 円
（当日受付でお受けいたします。）
交流会：会場、交流会費は未定ですが開催
いたします。参加費 4,000 円程度。

13：00〜13：05 開会挨拶
13：10〜14：10 講演１：
「文学作品と色
彩〜谷崎潤一郎作『陰翳礼讃』〜vector of
color」 中西利恵（スペース＆カラープラ
ンナー・講師）
谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」は、全編にわ
たり、五感を研ぎ澄まし繊細な感性で書か
れている卓越した随筆である。暗闇と光明
の間に微妙に変化する日常の景色の表情を
追ってゆく文は、読み終えると脳裏に光と
闇の幽玄な色あいの世界が残った。世界的
に芸術のバイブルと言われている「陰翳礼
讃」を、- 色と翳 - をキーワードで読み解
いてみた。
14：30〜15：30 講演２：
「町おこしのた
めの景観遺産のヒントを探そう」永田泰弘
人の身丈に合った景観が、日々壊れてい
くように思えてならない。伝統的な日本の
景観を、自動車の窓からではなく歩く速度
で味わえるユーモアや色の面から探してみ
たいと思っている。
15：50〜16：50 グループ懇話会
16：50〜17：00 閉会挨拶
申 込：2018 年 7 月 19 日までに主査宛に
通信のメールアドレスでお申込ください。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●色名の読み方−２
◆白：訓読みは「しろ」「しら」で、白蟻・
白樺。呉音は「ビャク」で白夜。漢音は「ハ
ク」で、白色・白馬などです。
◆灰：訓読みは「はい」で、灰色・灰褐色。
漢音は「カイ」「クヮイ」で灰白色など。
◆黒：
「暗（くろ）」を語源とし、訓読みは「く
ろ」で、黒熊。慣用音は「ぐろ」で青黒い。
呉音・漢音ともに「コク」で漆黒・暗黒・
黒白をつけるなどが用例です。
◆赤：「明（あか・あけ）」を語源として、
訓読みは「あか」で、赤信号。呉音は「シャ
ク」で赤銅色。漢音は「セキ」で、赤面・赤道・
赤外線などが用例です。
◆橙：訓読みは「だいだい」で橙色。漢音は「ト
ウ・タウ」で橙黄橘緑などです。
◆黄：黄の語源ははっきりしていないよう
です。訓読みは「き」
「こ」
「きい」で、黄色・
黄金・黄が用例であり、「黄色い」と「色い」
の形容詞があるのは「茶色い」との二色だ
けです。呉音は「オウ」で黄金・黄土色。
漢音は「コウ」「クヮウ」で黄砂・黄白など。
◆緑：訓読みは「みどり」で緑色・深緑。
呉音は「ロク」で緑青色・白緑など。漢音
（永田泰弘）
は「リョク」で暗緑色などが用例。

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャット S. 参加者募集
７月 22 日（日）午後１時から 5 時まで
東京日本橋の DIC ビル会議室で開催する
#9CCS の申込の受付を開始しています。
◆講演１は、
中西利恵氏（スペース＆カラー
プランナー・講師）による「文学作品と色
彩〜谷崎潤一郎作『陰翳礼讃』
〜vector of
color」です。
中西氏の講演要旨は右記の通りです。
◆講演２は永田泰弘による「町おこしのた
めの景観遺産のヒントを探そう」です。
市民講座用の教材に利用していただければ
幸いです。
日 時：2018 年 7 月 22 日（日） 13：00
〜17：00
会 場：DIC 本社ビル ２階会議室
所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋
三丁目 7 番 20 号 ディーアイシービル
（日本橋高島屋・りそな銀行の間）
最寄駅：東京駅八重洲中央口から 450m
地下鉄日本橋駅 B1 から 100m
参加料は研究会会員は 1,000 円、一般の方
は 2,000 円。多くの方々のご参加を期待し
ています。申込は永田までメールで。
懇話会、交流会も予定しています。
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◆講演要旨・文学作品と色彩
〜谷崎潤一郎作『陰翳礼讃』〜

2018.6.21

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 こども園「りのひら」の色

福島県須賀川市にある認定こども園「り
陰翳とは、「光の当たらない暗い部分 /
のひら」をご紹介します。昨年９月に開園
かげ / 色・音・感情などに微妙な変化があっ したこのこども園、ドイツ発祥のシュタイ
て趣が深い」また、色は、「光による視神
ナー教育を取り入れて建てられています。
経の刺激が脳の視覚中枢に伝えられて生ず
こども一人一人の内的な成長を促す空間
る感覚 / 色相・明度・彩度で表せる / 物の
にしたいと、建築家の岩橋亜希菜氏の想い
表面に現れているそのものの状態」（三省
が込められている園舎です。
堂大辞林）」とある。すなわち、私たちが
園児が過ごす部屋の壁や天井の色は、低
見る物体の色は物体を照らす光との関係性
年齢ほど母性的な暖色系、年齢が上がるほ
で説明ができる。
ど理性的な寒色系へと変化していきます。
「陰翳礼讃」は、全編、五感を研ぎ澄まし、
同年齢でもこどもの気質により、微妙に
繊細な感性で書かれている卓越した随筆で
部屋の色加減を変えています。照明は最小
ある。暗闇と光明の間に微妙に変化する日
限に、自然光を存分に取り入れた部屋の色
常の景色の表情を追ってゆく文からは、読
は、刻一刻と美しく変化して行くのだそう。
み終えると脳裏に光と闇の幽玄な色あいの
園長さん曰く「色がこどもの成長に与え
世界が残った。この「陰翳礼讃」を - 色 る影響は大きい。保育士も落ち着く空間で
で読み解くキーワードは、- 翳 -。最近あま す。」とのお話しでした。
（岩田綾子）
り使わなくなったこの漢字をまず理解する
ことから始まり、前出の「- 陰翳 - は、色・
音・感情など・・・趣が深いこと（三省堂
大辞林）」という解釈に注目し、読み解い
ていった。
1933 年に発表された随筆だが、奇しく
も日本では家庭に電球が普及しはじめた頃
と重なる。現在私たちが住む地球では、夜
には輝く太陽を取り戻すかのような白色の
（中西利恵）
LED が輝き、明るさは止まらない。

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャットセッション参加者募集
色彩教材研究会は、2018 年初のカラー
チャットセッションを下記の通り開催いた
しますので、是非ご参加ください。
カラーチャットセッションは、学会員で
なくても参加できますので、お誘い合わせ
の上、どうぞ参加してください。
色彩教材研究会の性格上、講演内容や、
その他の参考資料をパワーポイントや
PDF のデータを CD に入れて参加者だけに
配付いたします。そのまま教材として使用
できます。
日 時：2018 年 7 月 22 日（日） 13：00
〜17：00
会 場：DIC 本社ビル ２階会議室
所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋
三丁目 7 番 20 号 ディーアイシービル
（日本橋高島屋とりそな銀行の間）
最寄駅：東京駅八重洲中央口から 450m
地下鉄日本橋駅 B1 から 100m
参加費：学会員：1,000 円
一 般：2,000 円
（当日受付でお受けいたします。）
交流会：会場、交流会費は未定ですが開催
いたします。参加費 4,000 円程度。
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 イタリア文化会館の赤

13：00〜13：05 開会挨拶
この赤色は「LACCA（漆）」です。
13：10〜14：10 講演１：
「文学作品と色
2007 年に伊の建築家ガエ・アウレンティ
彩〜谷崎潤一郎作『陰翳礼讃』〜vector of
によるものです。当時は「景観にそぐわない」
color」 中西利恵（スペース＆カラープラ 「赤色の反射が迷惑」と周辺住民からの抗議
ンナー・講師）
がありました。「建ち並ぶビルの灰色と庭園
谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」は、全編にわ
の緑の中で、この会館が人目を惹き、この
たり、五感を研ぎ澄まし繊細な感性で書か
素晴らしい場所が目印になるように漆の赤
れている卓越した随筆である。暗闇と光明
を選んだーこれは、日本へのオマージュ（敬
の間に微妙に変化する日常の景色の表情を
意）である」と彼女は反論しました。
追ってゆく文は、読み終えると脳裏に光と
今、反射問題の結末は定かではありませ
闇の幽玄な色あいの世界が残った。世界的
んが、その赤色も落ち着き、樹木の緑との
に芸術のバイブルと言われている「陰翳礼
対比がとてもきれいです。
讃」を、- 色と翳 - をキーワードで読み解
約 9 千年前
いてみた。
14：30〜15：30 講演２：
「町おこしのた （縄文時代前期）
から使用されて
めの景観遺産のヒントを探そう」永田泰弘
いる漆の色は、
人の身丈に合った景観が、日々壊れてい
日本が誇れる色
くように思えてならない。伝統的な日本の
景観を、自動車の窓からではなく歩く速度
材ですが、使い
で味わえるユーモアや色の面から探してみ
方に依っては、
たいと思っている。
景観や生活問題
15：50〜16：50 グループ懇話会
の起因になるの
16：50〜17：00 閉会挨拶
ですね。
申 込：2018 年 7 月 19 日までに主査宛に ( 三本由美子 )
通信のメールアドレスでお申込ください。

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャットセッション予告
７月 22 日（日）午後１時から東京日本
橋の DIC ビル会議室で開催する #9CCS の
参加申込の受付を開始しています。
講演１は、
中西利恵氏（スペース＆カラー
プランナー・講師）による「文学作品と色
彩〜谷崎潤一郎作『陰翳礼讃』
〜vector of
color」です。
「谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」は、全編に
わたり、五感を研ぎ澄まし繊細な感性で書
かれている卓越した随筆である。暗闇と光
明の間に微妙に変化する日常の景色の表情
を追ってゆく文は、読み終えると脳裏に光
と闇の幽玄な色あいの世界が残った。世界
的に芸術のバイブルと言われている「陰翳
礼讃」を、- 色と翳 - をキーワードで読み
解いてみた。
」とのことです。
講演２は永田泰弘による「世間遺産・町
おこしのための景観のヒントを探そう」で
す。市民講座用の教材に利用していただけ
れば幸いです。懇話会、交流会も予定。
参加料は日本色彩学会員は総会の決議に
より、研究会会員は 1,000 円、一般の方は
2,000 円に決りました。多くの方々のご参
加を期待しています。
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色点描 赤いハイビスカス
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●色名の読み方−１

色名や色の形容に使われる漢字の読み方
を数回に分けて考えてみます。
日本語は、訓読みと音読みがあり、漢字
音（音読み）は「呉音」
「漢音」
「唐音」「宋
音」のように中国の時代や地方により発音
が異なることにより、同じ漢字でも、文物
が日本に渡来した時期による違いで発音の
違いが生じております。
「呉音」は、古く仏教伝来と共に日本に入っ
毎朝夕散歩をする公園の花壇に園芸種の
た漢字音で、南方系の発音であり、仏教関
赤いハイビスカスが植えられ、今年もシー
係の語などに多く使われています。「色即是
ズンが来たと楽しませてくれる。
空」はその一例です。
赤という色を象徴する花が赤いハイビ
一方、「漢音」は、平安時代の初めごろ、
スカスと思う。色といい、花の大きさと
遣唐使や留学僧などにより伝えられた唐の
いい葉の緑との補色のコントラストとい
都長安の北方標準音に基づく読み方です。
い、赤い花の王様といっていい感動を与え
「唐音」は江戸時代に長崎から入った音です。
てくれる。
「慣用音」は国内で変化した読み方です。
赤い薔薇、カンナ、サルビア、曼珠沙
◆色：訓読みは「いろ」で、茶色・色恋。
華などの花にはない五弁の花びらの凛とし
呉音は「シキ」で色彩・景色。漢音は「ショ
た姿は、赤い椿の花の陰性の美と対比する
ク」で、白色・好色などです。慣用音は「ジ
陽性の美を感じさせる。
キ」で金色堂。
朝に開いて日暮れてしぼむ、花束に似
◆彩：訓読みは「いろどる」「いろどり」で、
合わないハイビスカスに、南国の魅力と青
彩る。呉音・漢音ともに「サイ」で、金彩・
春時代のほろにがい想い出が重なって脳裡
（永田泰弘）
（永田泰弘） 水彩画などが用例です。
に浮かぶ。

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャットセッション予告
#9CCS は、７月 22 日（日）午後１時か
ら東京日本橋の DIC ビル会議室で開催し、
参加申込の受付を開始します。
テーマは色彩教材研究会の推進プロジェ
クトから、
「文学作品の色名調査」と「町
おこしのための景観改善のヒントを探そ
う」から選びます。
「文学作品の色名調査」は谷崎潤一郎の
「陰翳礼賛」をとりあげ、講師に拓殖大学
講師の中西利恵氏をお願いしています。
「陰翳礼賛」は戦後の日本人の美意識に対
して大きな影響を与えた作品です。もう一
度「陰翳礼賛」を読み直してからご参加い
ただくと、興味深く聴講することができる
ことでしょう。
「町おこしのための景観改善のヒントを
探そう」は、講師を永田が務め、集めてい
る事例の中からいくつかを選んで話し、パ
ワーポイントを持ち帰っていただきます。
市民講座用の教材に利用していただければ
幸いです。参加料は日本色彩学会員は総会
の決議により、研究会会員は 1,000 円、一
般の方は 2,000 円に決りました。多くの
方々のご参加を期待しています。
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2018.5.31

福岡桑野サークルのワークショップ
５月 22 日（火）18 時から 90 分間の第
４回「マインドカラーマップシェアリング
講座」を開催致しました。
色彩心理をテーマに色を使ったマップの
制作の第 4 回目です。今回は受講者同士の
シェアについてご報告します。
それぞれのマップを見ながら、なぜその
色を選んだのか、その色は好きな色なの
か？等々、自分のマップだけでなく、他者
のマップも見ることで、相違点、共通点を
体感出来て、新たなコミュニケーションの
形が自然に出来上がっていきます。
これは企業内で実施した場合、チームビ
ルディングも期待できます。互いを知り、
理解しあうキッカケになると講座を通じて
改めて強く感じました。今後も毎月各所で
（桑野優子）
開催します。
マインドカラーマップ

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●明日の講演会へのお誘い
明日、平成 30 年 6 月 1 日（金）に日本色彩
学会全国大会プレイベントとして、あべのハル
カス美術館館長、浅野秀剛氏の浮世絵に関する
講演会を開催されます。会場は、大阪市立大学（杉
本キャンパス）学術情報総合センター。
浅野先生は、浮世絵や絵入版本に関する日本
の第一人者の美術史家でおられます。
受付は、午後 6 時より。全国大会とともに、
前日の講演会にも、是非ご参加ください。
●プレイベント講演会：午後 6 時半〜 8 時
題目：「春信作品の男と女の見分け方」
講師：浅野秀剛氏（あべのハルカス美術館）
≪講演概要≫春信の描く若い男は、女のようだ、
中性的でよく分からない、とよく言われる。し
かし、当然のことながら、当時の購買者は、男
女の違いを理解していたので、基本的な風俗と
描かれ方を理解していれば、迷うことは少ない。
講演では、ボストン美術館所蔵の鈴木春信展に
出品される作品の特徴とその魅力に加え、春信
作品の男と女の違いを、少しややこしい陰間（色
子）風俗の紹介を兼ねて、詳述したい。
詳細は、『日本色彩学会ニューズ』（2018 年 3
月号、3 頁）や学会 HP を参照。

（吉村耕治）

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャットセッション予告
#9CCS は、７月 22 日（日）午後１時か
ら東京日本橋の DIC ビル会議室で開催し、
参加申込の受付を開始します。
テーマは色彩教材研究会の推進プロジェ
クトから、
「文学作品の色名調査」と「町
おこしのための景観改善のヒントを探そ
う」から選びます。
「文学作品の色名調査」は谷崎潤一郎の
「陰翳礼賛」をとりあげ、講師に拓殖大学
講師の中西利恵氏をお願いしています。
「陰翳礼賛」は戦後の日本人の美意識に対
して大きな影響を与えた作品です。もう一
度「陰翳礼賛」を読み直してからご参加い
ただくと、興味深く聴講することができる
ことでしょう。
「町おこしのための景観改善のヒントを
探そう」は、講師を永田が務め、集めてい
る事例の中からいくつかを選んで話し、パ
ワーポイントを持ち帰っていただきます。
市民講座用の教材に利用していただければ
幸いです。参加料は日本色彩学会員は総会
の決議により、研究会会員は 1,000 円、一
般の方は 2,000 円に決りました。多くの
方々のご参加を期待しています。

色点描

No.80

2018.5.24

箱根神社の朱の鳥居

連休中に家族と箱根に行ってきました。
芦ノ湖湖畔は、山々の新緑が湖面と青空に
映えてとても美しい季節。このような景色
を窓から絵のように眺めることができる美
術館やカフェもあり、にぎわっていました。
そして新緑にひときわ目を引く補色配色
の赤は箱根神社の朱塗りの鳥居です。
4 月からの新生活や環境の変化に慣れよ
うと頑張ってきた心と身体の疲れがでてく
る頃、そんな心身のバランスをとりたい時
に気になる色、緑。
都会でもオフィスの窓から、公園や街路
樹から、新緑パワーをたくさん浴びたいで
（山本まゆみ）
すね。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●全国大会プレイベントのご案内
平成 30 年 6 月 1 日（金）に日本色彩学会全
国大会プレイベントとして、あべのハルカス美
術館館長、浅野秀剛氏の浮世絵に関する講演会
を開催します。会場は、大阪市立大学（杉本キャ
ンパス）学術情報総合センター。
浅野先生は、浮世絵や絵入版本に関する日本
の第一人者の美術史家でおられます。
受付は、午後 6 時より。全国大会とともに、
前日の講演会にも、是非ご参加ください。
●プレイベント講演会：午後 6 時半〜 8 時
題目：「春信作品の男と女の見分け方」
講師：浅野秀剛氏（あべのハルカス美術館）
≪講演概要≫春信の描く若い男は、女のようだ、
中性的でよく分からない、とよく言われる。し
かし、当然のことながら、当時の購買者は、男
女の違いを理解していたので、基本的な風俗と
描かれ方を理解していれば、迷うことは少ない。
講演では、ボストン美術館所蔵の鈴木春信展に
出品される作品の特徴とその魅力に加え、春信
作品の男と女の違いを、少しややこしい陰間（色
子）風俗の紹介を兼ねて、詳述したい。
詳細は、『日本色彩学会ニューズ』（2018 年 3
月号、3 頁）や学会 HP を参照。

（吉村耕治）

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャットセッション予告
#9CCS は、７月 22 日（日）午後１時か
ら東京日本橋の DIC ビル会議室で開催致
します。
テーマは色彩教材研究会の推進プロジェ
クトから、
「文学作品の色名調査」と「町
おこしのための景観改善のヒントを探そ
う」から選びました。
「文学作品の色名調査」は谷崎潤一郎の
「陰翳礼賛」をとりあげ、講師に拓殖大学
講師の中西利恵氏をお願いしています。
「陰翳礼賛」は戦後の日本人の美意識に対
して大きな影響を与えた作品です。もう一
度「陰翳礼賛」を読み直してからご参加い
ただくと、興味深く聴講することができる
ことでしょう。
「町おこしのための景観改善のヒントを
探そう」は、講師を永田が務め、集めてい
る事例の中からいくつかを選んで話し、パ
ワーポイントを持ち帰っていただきます。
市民講座用の教材に利用していただければ
幸いです。参加料は総会の決議により、日
本色彩学会員は 1,000 円に対し、一般の方
は 2,000 円に決りました。
多くの方々のご参加を期待しています。

色点描

No.79

2018.5.17

歩道橋の色

私の実家は岐阜県岐阜市にありますが、
帰省した際にバスを降りて必ず目にするの
が、この歩道橋です。以前までは足を乗せ
るステップも、それ以外の全体のフレーム
も、同一あるいは類似色相どうしの「緑」
でまとめられていましたが、気が付いたら
写真のように塗り替えられていました。
これを見てハッとしたことは２点ありま
すが、そのうちの１点はフレームの色相が
従来の「緑」であるのに対して、ステップ
の色相は「赤」に変わり、補色色相どうし
で「際立ち」の効果を 生み出していること
です。
もう１点は色
覚特性あるいは
色覚多様性を持
った方々でも大
丈夫なように緑
と赤の「明度差」
を設定し、やは
りこれも瞬時の
識別に役立って
いることです。
（近藤正憲）

色点描

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

紅白の札打ち

四月中旬に墓参と法事を兼ねて島根に帰
省し、三日目に鳥取県の米子に行き、初め
て米子市内を歩いてみた。
市内を流れ、中海にそそぐ加茂川の畔を
友人の案内で散策した。川に沿って「出現
地蔵」や「曲がり地蔵」「与太郎地蔵」など
十基以上の地蔵尊が祀られているという。
この地には身内に不幸があったとき、亡
くなった人の霊を守ってもらうようにと、
七日ごとにお地蔵さまに白い札を貼り、四
十九日目には赤い札を貼るという、札打ち
という習慣があると云う。
「紅白」という日本の色彩文化に繋がる民
俗信仰の伝統が、住民の絆を深めると共に、
観光客を集める効果もあることを知ること
（永田泰弘）
ができた。

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャットセッション予告
#9CCS は、７月 22 日（日）午後１時か
ら東京日本橋の DIC ビル会議室で開催致
します。
テーマは色彩教材研究会の推進プロジェ
クトから、
「文学作品の色名調査」と「町
おこしのための景観改善のヒントを探そ
う」から選びます。
「文学作品の色名調査」は谷崎潤一郎の
「陰翳礼賛」をとりあげ、講師に拓殖大学
講師の中西利恵氏をお願いしています。
「陰翳礼賛」は戦後の日本人の美意識に対
して大きな影響を与えた作品です。もう一
度「陰翳礼賛」を読み直してからご参加い
ただくと、興味深く聴講することができる
ことでしょう。
「町おこしのための景観改善のヒントを
探そう」は、講師を永田が務め、集めてい
る事例の中からいくつかを選んで話し、パ
ワーポイントを持ち帰っていただきます。
市民講座用の教材に利用していただければ
幸いです。予定してください。
参加料は総会で日本色彩学会員は 1,000
円、一般の方は 2,000 円に決りました。
多くの方々のご参加を期待しています。

No.78

2018.5.12

◆福岡桑野サークルのワークショップ
色彩心理をテーマに色を使ったマップの
制作です。家族、仕事、プライベート、未
来、過去という 5 つのカテゴリーに、それ
ぞれの言葉からイメージされる色を、「日
本色研 199a」の配色カードから選んで紙
の上に、好きな形に切って貼っていきます。
このワークには正解はありません。自分
がどんな色をイメージするかを知ることに
意義があります。参加者は専業主婦、建築
家、保険営業ウーマン、病院秘書室長、看
護師など 20 代〜 70 代の女性、15 名。皆
さん、言葉を色にしたり、色から言葉を引
き出すことをこれまでしたことがなかった
ので、戸惑いながらも新鮮だった、面白かっ
た、とても楽しかったと、好評でした。
以下は参考例です。色数の制限はしてい
ません。自由なスタイルで取り組んでいた
（桑野優子）
だきました。
●マインドカラーマップ

未来

家族・家庭関係

仕事・オフィシャル

過去

プライベート・人間関係

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆JIS 安全色改正のお知らせ
日本工業規格 JIS Z 9103 は、赤・黄赤・
黄・緑・青・赤紫の 6 色について、色の
範囲と参考色を定めていますが、4 月 20
日に、ユニバーサルデザインの観点から
改正が行われました。
今回の改正で、赤は黄みに寄せ、黄赤
は黄みに寄せ、黄は赤みを抜いて明度を
上げ、緑は黄みに寄せ、青は明度を上げ、
赤紫は青みに寄せ、白は N9.5 から N9.3
に明度を下げ、黒は N1 から N1.5 に明度
を上げる改正が行われました。
参考色の見分けやすさは現行色の 75%
から 85% に改善されました。また。「色
の違いがとても分かりにくい」人が 11%
から 3％に減少しました。
一般材料の色の範囲は xy 色度図上に範
囲が明示してありますが、範囲が改正さ
れました。又、信号灯の光源色の xy 色度
図上の範囲も改正されました。
改正内容の詳細は、JIS Z 9103 の改正原
案を参照してください。
改正内容の紹介は下記からどうぞ。
http-//safetycolor.jp/shokai/
（小林さんからの情報提供です。）

色彩教材研究会通信
●原稿募集 「私の色彩教育」
この通信の購読者の皆様から、投稿して
いただくために原稿募集特集にしました。
学会員および購読者なら誰でも歓迎し
ます。執筆者名は本名・ペンネーム・イニ
シャルのいずれでも構いません。原稿の量
は、20 字 25 行または、20 字 15 行 + 写
真１枚が基準です。原稿料はありません。
「私の色彩教育」は推進プロジェクトの
サークル活動の様子や、学校での授業の一
コマについて、書いてください。
貴方の色彩教育の対象とテーマをあげた
あと、色彩教育で使用している教科書や教
材などを紹介してください。教材はパワー
ポイントのような電子教材か、パネルや掛
け図のようなものか、照明装置や測色器な
どのハード系かなど、また、中心に使う色
票なども紹介してください。
教えるにあたって困ったことと、その解
決法なども語って下さると、研究会会員の
参考になります。
最後に貴方の色彩教育に対して、日本色
彩学会にどんな指導や協力をして欲しいか
と云う希望でしめくくってくださると、あ
りがたいと思います。
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●原稿募集 「景観のヒント」

●原稿募集 「色点描」

色彩教材研究会の推進プロジェクトのひと
つに、「町おこしのために景観改善のヒント
を探そう」というテーマをあげています。
色彩景観を改善する色使いの事例、見る人
の心を和ませる造形物、その地域の伝統や歴
史を物語る彫刻や絵画・説明板などや、地域
の伝統的な建築様式を示す建築物、逆にその
町に新しく現れた斬新な仕掛けなどを、300
字に写真を一枚添えて紹介してください。
それらがその町に将来集積していくことに
より、町おこしのための景観改善のテーマに
なることも考えられます。
そんな視点で住んでいる地域を見たり、旅
先の景観を見ていくと、美のアンテナに引っ
かかるものがあることと思います。

日本の屋根景観に関心がありますので先
月帰郷した時に撮った山間部の赤い石州瓦
で葺いた住宅の写真を「色点描」として紹
介しましたが、日常生活のなかで、ふと感
じる色の美しさを、忘れないで記憶にとど
めるとともに、他の人達と共有するのが「色
点描」です。
対象は、自然の中にも、生活空間にも、
都市空間にもあると思います。思いがけな
い色の使い方、賢い色の使い方、おしゃれ
な色の使い方を探してみてください。
さんさんと輝く太陽の下では、特に色は
美しく見えます。
掲載された「色点描」は 13 編あります。
過去に遡ってご覧ください。

可愛い動物達がいる風景

白い花と対比させた黒いチューリップ

色彩教材研究会通信
第９回カラーチャットセッション予告
#9CCS は、７月 22 日（日）午後１時か
ら東京日本橋の DIC ビル会議室で開催致
します。
テーマは色彩教材研究会の推進プロジェ
クトから、
「文学作品の色名調査」と「町
おこしのための景観改善のヒントを探そ
う」から選びます。
「文学作品の色名調査」は谷崎潤一郎の
「陰翳礼賛」をとりあげ、講師に拓殖大学
講師の中西利恵氏をお願いしています。
「陰翳礼賛」は戦後の日本人の美意識に対
して大きな影響を与えた作品です。もう一
度「陰翳礼賛」を読み直してからご参加い
ただくと、興味深く聴講することができる
ことでしょう。
「町おこしのための景観改善のヒントを
探そう」は、講師を永田が務め、集めてい
る事例の中からいくつかを選んで話し、パ
ワーポイントを持ち帰っていただきます。
市民講座用の教材に利用していただければ
幸いです。
参加料は日本色彩学会員は 1,000 円、一
般の方は 2,000 円に決りました。多くの
方々のご参加を期待しています。

景観のヒント

No.76
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サザエさん通り

東京都世田谷区桜新町にサザエさん通り
がある。ここに長谷川町子美術館があるこ
とにより命名された。
歩道上に設置されたサザエさん達のブロ
ンズ像、歩道上のトランスに貼られたサザ
エさん達のイラスト、 ボラードの上面の
サザエさん達の顔のタイル、美術館の存在
と通りのサインやバナーなど、サザエさん
漫画の活用が目立っている。
漫画は日本の文化であり、サザエさん漫
画の雰囲気は住宅地の商店街によく調和し
ている。
国際的な人気をもつ漫画も多く、外国人
旅行者の集客にも役立つことが考えられ、
町おこしと漫画のつながりは、深くなって
（永田泰弘）
いくであろう。

色点描

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

石州瓦の赤

日本の屋根景観に関心がある。日本家屋
が和風から洋風に変り、屋根材の瓦離れが
進んでいる中で、都市の屋根は雑多な色と
形と材質になり、コントロールは効いてい
ない。その中で石州瓦の赤は緑を背景とす
る時に、美しさと親しみを感じる景観を創
るので積極的に残していきたいと思う。
三州瓦・淡路瓦と並んで石州瓦は弁柄色
の釉薬瓦を使う本来待は凍結にも強く、雪
の多い山間部に多く使われて来た。石州瓦
には黒瓦もあるが、出雲路では赤瓦の人気
が高い。重いとか色が均一で風情が失われ
てきたという声も聞くが、緑が濃い日本の
自然には、白壁も組合わせて対照の調和を
演出してくれる大切な景観素材であること
（永田泰弘）
を知って欲しい。

色彩教材研究会通信
■研究・教材・事例の発表者募集
11 月 24・25 日（土日）に東京家政学
院（市ヶ谷）で開催される研究会大会にお
いて、色彩教材研究会は、この３年間、研
究会員による研究発表会を中止していたこ
とを反省し、
「研究・教材・事例発表会」
を行う形で、研究会大会に参加することに
致しました。
色彩学会らしい「研究発表」だけでなく
教材研らしい「色彩教材」や「教育事例」
、
推進プロジェクトの「サークル活動の事例」
や「文学作品に色名調査」
、「町おこしのた
めの景観づくりの事例」などを発表してく
ださい。右欄の「景観のヒント」はその一
例です。日頃お使いの「色彩教材」を見せ
るだけでも百聞は一見にしかずです。
発表時間は通例に従い 15 分前後と考え
てください。
遠隔地の方で、直接参加が困難な方は関
東在住の会員の方との共同発表の形が望ま
しいと思います。斡旋が必要な場合は主査
宛にご相談ください。
発表に興味のある方は、主査宛にメール
か電話 (090-5523-6261) でご相談くださ
い。
（永田泰弘）

景観のヒント
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2018.4.19

入間の道しるべ

埼玉県の入間市駅からジョンソンタウ
ンに向かうけやき通りに、写真のような
雌鳥型の陶器製道しるべが、歩車道の間
の植栽分離帯の中に、産業文化センター
と図書館の方向を示して複数設置されて
いるのを見つけました。
色彩教材研究会では、何処でも一人で
出来るプロジェクトとして「町並景観改
善のヒントを探そう」を呼びかけており、
これはその一例です。地域の魅力や文化
や歴史などの景観要素の色・形・材を写
真と文章で表現して、通信に掲載して下
さい。町おこしの市民講座用色彩教材と
して役立つことを期待しています。
研究会会員全員が探して、投稿して下
さることを希望しています。（永田泰弘）

●#8CCS 懇話会

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

グループ１から

◇グループ１のメンバーの職種
カラーコーディネーター・インテリアコー
ディネーター・パーソナルカラーリスト・
ファッションコンサルタント・色彩講師。
◇Q1. 講座や懇話会について
満足とほぼ満足が同数であり、やや不満、
不満はなかった。
配色知識の総復習で頭の整理ができた。
パーソナルカラーの内容が入っていて驚いた
が有難かった。人気投票で評価が必要という
ことに感心させられた。
◇Q2. 今後、どのような講座があると良いで
すか
ヨーロッパの色彩史・日本の色材の歴史・
イメージを考慮した配色ワーク 。
◇Q3. その他
配色演習に使える着彩できる教材が欲し
い。・過去の教材（CD）が欲しいのでリス
ト化してほしい。・配色パターン教材（バラ
せる配色カード）があるとイメージで分ける
ことができる。・景観系の市民講座用のデー
タを希望など。
（渡邊）
◆お詫びと訂正：No.74 の議事録１）の 4
月 22 日を 7 月 22 日に訂正します。

色彩教材研究会通信
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■追悼 黒川和夫研究会顧問

●教材研 第１回幹事会議事録から

●#8CCS 懇話会

色彩教材研究会の黒川和夫顧問が病気で、
４月１日にお亡くなりになりました。70 歳
の若さでした。
2 月 25 日のカラーチャットセッションに
参加して頂きましたのに、じっくりと話が
出来ないまま、急逝と聞き驚愕しました。
黒川さんは ZA'S 代表取締役として美容院
4 店舗経営のほか、全国の美容専門学校で
色彩学・ヘアーカラーコーディネイトの講
習指導に注力される他、以前は毎年ミャン
マーの美容界の指導に手弁当で通っておら
れました。日本で使わなくなった鋏をミャ
ンマーの美容師に提供するなどのお話を伺
うのが楽しみでした。
色彩教材研究会では、幹事のあと顧問を
お願いし「実習講座ヘアカラーの色彩学〜
美容と色彩」（2002）、
「実習講座ヘアカラー
と色彩の関係を理解する」（2012）などの
指導をいただき、ヘアーの染色を経験した
ことも思い出されます。
著書には「ヘアカラーに強くなる！カラ
フル先生の色彩学のじかん」があります。
良き友人をまた一人送りました、心から
御冥福をお祈り致します。合掌。 （永田）

4 月 6 日、色彩教材研究会の第１回企画
幹事会を開催しました。決定事項の要略
を紹介します。
１）カラーチャットセッションは、4 月
22 日（DIC ビル）、10~11 月、２~3 月頃開催。
２）役員会の構成は、主査：永田、企画幹事：
小高・三本・山本・会計幹事：渡邊、監事：
井澤、地方幹事：菊田・枝松・八尾・桑野、
顧問：北畠・垣田の 12 名です。（赤字新任）
３）CCS などのイベント参加費は総会の
決議により、学会員と非学会員に差をつ
けることになりました。
４）推進プロジェクトは、◎少人数サーク
ル活動・◎文学作品の色名調査・◎町おこ
しのための景観改善のヒント探しのテー
マを引き続き実施して頂きます。
５）11 月に東京開催の研究会大会は、研
究会員による「研究・教材・事例発表」
とします。今日からその準備をして頂く
ようにお願いいたします。
６）色彩教材研究会通信配信を続けます。
７）報告：昨年度決算は 15,891 円の黒字、
今年度研究会運営交付金は 10 万円が支給
されます。( 永田）

グリープ 2 では実際に実務で配色を企画
しているデザイナー・塗料メーカー・カラー
リストや色彩を教えている教師・講師の方々
のグループだったが、今回の配色の講座は
基本を再確認するよい機会になったという
声が多かった。
パーソナルカラーにおいても実際に「似
合った美しい色」の選択や配色は難しく、
配色のツールづくりやワークショップなど
で原点に戻る講座の希望があった。
今後関心の高いテーマとしては、東京オ
リンピックに向けての非常口に使われる安
全色の見直しなどユニバーサルデザインに
ついて、また色の文化論、具体的な色から
見る建築論や美術論などがあがった。
内容的には配色ツールなどの教材ツール
を作成する講座、絵画などの具体例による
配色の教え方などの要望があった。
建築や絵画などの実例から配色や文化論
についてお話いただける講師の自薦・他薦
があれば主査や幹事に、積極的に連絡をとっ
ていただき、一緒に企画を立てたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。
（山本）

グループ２から

色彩教材研究会通信

No.73

■鹿児島の色はどんな色
2018 年 2 月 23 日（金）〜 25 日（日）
、「かごしまデザインフェア 2018」
（かごしま
デザインフェア実行委員会主催）が鹿児島市内で開催されました。
デザインフェアは、県民に対するデザインマインドの向上などを目的としたイベント
です。今回で 27 回目を迎え入場者は 3 日間で 1 万人近くとなりました。
25 日には第１回鹿児島デザインフォーラムが開催され、デザイン関係者で構成され
たコーディネーターと５名のパネリストによるディスカッションが行われました。
演題１は「鹿児島は S で始まる事項が、やたらと多いが何か因果関係があるのか、誰
かの陰謀、計らいなのか」、演題２は「鹿児島は黒の文化と言われ名産品も黒を付けた
物が多いのは他県に見られない特異な現象は何故か検証してみる」というユニークなも
ので、登壇者各々の持論が展開されました。演題２について、黒牛、黒酢、黒薩摩など
の黒い県産品の測色値ととも
に、大学生 103 名を対象に実
施した鹿児島県のイメージカ
ラーの調査結果を報告したと
ころ、会場からも興味深いと
の声をいただきました。
「鹿児島の黒」をさらなる

2018.4.5

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

■ #8CCS 懇話会

グループ 3 から

このグループのメンバーは、色彩講師、
インテリアコーディネーター & 建築士、
環境色彩担当者、油絵の講師など女性 6
名で、以下のような感想・意見がでました。
◇今回の CCS では、そのまま使える教材
をいただき、早速使ってみたい。
◇久しぶりに、用語の説明や調和の原則
の説明などを聞けて良かった。
◇教える立場から比べて見せる、させて
みせる大切さが確認できた。
◇現場で色の果たす役割は非常に大きい
が古典的調和論は実用的には役立たない。
◇調和感は究極的には感性の問題だが、
皆が納得するルールはないだろうか。
◇パーソナルカラーに関して、講座の説
明ではイエローベース、ブルーベースの
コンセプトがファジーである。

地域ブランディングにどう結

◇今回の内容をフィードバックして、よ

び付けていくのか、デザイン

り良い講義を目指したい。

関係者の腕と知恵の見せ処と

◇今後は配色のルールをもっと知りたい。

感じました。
（牧野 暁世）

◇前回の NCS の話のように、ひとつのテー
マに特化した詳しい話を聞きたい。
（垣田玲子）

色彩教材研究会通信
■ 2018 関東支部大会のお知らせ（4）
4/14 開催の公開シンポジウム、
『世界と
色とビジネス』でトリを務められる長谷川
氏のご講演内容を予想してみます。
題目「イタリアのまちとくらし」
／長谷川博士氏（UFFICIO COLORE）
長谷川氏は日本ペイントで長年にわたり
環境色彩の実務に携わられ、デザインセン
ターの所長も務められました。退社後は色
彩デザインオフィスを開設される共に、こ
こ 10 年近くはイタリアに毎年 3 ヶ月以上
のロングスティを重ねておられます。とい
うことで、きっと「イタリアにぞっこん」
というお話でしょう。ご専門のイタリア各
地の街の色は勿論、人々のくらし、アート、
音楽と食などのフルコースをビジュアルと
共に堪能させていただけるかと思います。
余談ですが、長谷川氏から頂くメールは、
「スカラ座で聴いたオペラ」
「エッシェン
バッハの指揮」
「ヴェネツィアでのシフの
バッハのピアノ演奏」のことなど、うらや
ましいお話で閉じられます。いいなあ。
日時場所・申込等は学会 HP をご覧くだ
さい。申込み締切は 4/6（金）です。お申
込みはお早目に。
（関東支部長 名取和幸）

■色雑感

No.72

ジョンソンタウン

家づくり町づくりの業績により 2017 年
日本建築学会賞を受賞した埼玉県入間市
のジョンソンタウンを足立永田サークル
の四人で撮影に行った。
この地は元米軍基地に近く、朝鮮戦争
当時は米軍人向けの住宅が多数作られた
が、ジョンソン基地が無くなり、住宅も
日本風に変っていった中で、ここの地主
が「良い住宅地にしたい」と考えて、米
軍ハウスと呼ばれる平屋のアメリカン古
民家による町づくりがはじまり、約 10 年
をかけて米軍ハウスをリノベーションし、
白い横張り下見板壁が特徴的な平屋住宅
の米軍ハウス風の建物（平成ハウス）に
建て替えられ街並みが整えられ、米国風
の街並みとなっていった。
私は「日本の建築十撰」と題して一箇
所十棟を選んでパワーポイントを作って
いるので、その第 34 編として「ジョンソ
ンタウン十撰」にまとめてみた。
ジョンソンタウンは白からクリーム色
の単純な配色の建物が多いが、周辺の現
代風日本民家に美的なセンスの欠如が目
立つようで残念に感じた。 （永田泰弘）

2018.3.29
●#8CCS 懇話会

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

グループ４から

Q1. 講座内容、色彩教材研究会通信につい
て、全員が満足。懇話会について 7 名中 6
名が満足、1 名がほぼ満足。
Q2. 希望の講座：①色彩心理。②本日の「衣
服」のカラーシミュレーションのような配
色事例をより多く含む講座（ファション、
プロダクト、環境の分野）。③色素（肌の色、
髪の毛の色等）とパーソナルカラーについ
て診断なしで相手に納得して頂ける良い方
法。④国によっての色の捉え方が違う等、文
化的な領域からの講座。⑤色彩に関わる実際
の仕事についてのセミナー。
Q3. 感想 :①演習シートや各トーンの台紙等、
全て使えてうれしい。②早速、授業に活用で
きる内容で大変勉強になった。③開始時間が
13 時と印刷されていましたが、実際には
13 時半だった。
＊通信に載せていた開始時間と終了時間が
実際と異なっていたため、長時間待って頂
く事になったり、17 時までだと思われ、次
の予定を入れたため、途中で退出された方
も数名いらっしゃいました。今後、主催者
側での時間の確認に注意致します。参加さ
（三本 )
れた皆様にお詫び申し上げます。

色彩教材研究会通信
■ 2018 関東支部大会のお知らせ（3）
来月 4/14（土）開催の公開シンポジウム、
『世界と色とビジネス』にご登壇いただく
お二人目をご紹介いたしましょう。
題目：
「世界のカラーマネージメント」
／大住雅之（オフィスカラーサイエンス）
大住氏は様々な製品の色やテクスチャ等
を世界各国で計測され製品色の管理システ
ムやソフト開発を請け負われておられる世
界相手のカラーマネージメント専門家です。
この業界で知らない人はいないでしょう。
え、そんなところも行かれているんですか、
というくらい世界各地を駆け巡られた、そ
の経験からの貴重なお話をお伺いします。
・世界でどのような仕事をされているか
・世界各国での測色や色彩管理の実態
・色の仕事のお国柄のようなもの、等
また、日本色彩学会誌の巻頭カラーグラ
ビアに、
「旅と色彩」という世界色彩漫遊
記を 17 回にわたり連載されて好評を博さ
れていました（バックナンバーをどうぞ）。
そんな話のかけらも伺いたいところです。
日時場所・申込等は学会 HP をご覧くだ
さい。申込み締切は 4/6（金）です。お申
込みはお早目に。（関東支部長 名取和幸）

■色雑感

No.71

芥川の短編十編の色名

研究会のプロジェクトとして、文学作
品に使われている色名を調べて、日本の
色彩文化の一端を知ろうという試みの一
つとして芥川龍之介の作品から色名を抽
出し、パワーポイントにまとめてみた。
作品は「老年」・「鼻」・「手巾」・「世之
助の話」・「或日の大石内蔵助」・「蜘蛛の
糸」・「舞踏会」・「杜子春」・「老いたる素
戔鳴尊」・「好色」で大正年間の作である。
使用頻度が高い色名は白・赤・青・黒・
黄の順で、陰陽五行説の五色であった。
五色が最も重要な色名であり常套語で
あったことが推察され、カタカナ色名は
使われていなかった。
使用頻度が高い作品は「舞踏会」と「好
色」で作品のテーマによって高低がある。
抽出された色名は 45 で、私が編集に関
わった小学館の「大辞泉」巻末のカラー
チャート 358 の 13% にあたり、これが多
いのかどうかは判らない。 （永田泰弘）
●教材として使ってみたい方、抽出に興
味のある方には先着順９名でパワーポイ
ントを宅ファイル便でお送り致します。

2018.3.22
●#8CCS 懇話会

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

グループ４から

Q1. 講座内容、色彩教材研究会通信につい
て、全員が満足。懇話会について 7 名中 6
名が満足、1 名がほぼ満足。
Q2. 希望の講座：①色彩心理。②本日の「衣
服」のカラーシミュレーションのような配
色事例をより多く含む講座（ファション、
プロダクト、環境の分野）。③色素（肌の色、
髪の毛の色等）とパーソナルカラーについ
て診断なしで相手に納得して頂ける良い方
法。④国によっての色の捉え方が違う等、文
化的な領域からの講座。⑤色彩に関わる実際
の仕事についてのセミナー。
Q3. 感想 :①演習シートや各トーンの台紙等、
全て使えてうれしい。②早速、授業に活用で
きる内容で大変勉強になった。③開始時間が
13 時と印刷されていましたが、実際には
13 時半だった。
＊通信に載せていた開始時間と終了時間が
実際と異なっていたため、長時間待って頂
く事になったり、17 時までだと思われ、次
の予定を入れたため、途中で退出された方
も数名いらっしゃいました。今後、主催者
側での時間の確認に注意致します。参加さ
れた皆様にお詫び申し上げます。 （三本）

色彩教材研究会通信
■ 2018 関東支部大会のお知らせ（2）
4/14 開催の公開シンポジウム『世界と色
とビジネス』では 3 名のご講演があります。
今回はお 1 人目の内容をご紹介しましょう。
題目：「中国でのカラーデザイン」
演者：大前絵理（中国名、周昕）／ DIC
カラーデザインのカラーディレクター。中
国、日本、米国を中心に世界で活躍されて
いる。特に中国市場のデザイン分析、提案
を多数手掛ける．
『アジアカラートレンド
ブック』の編集長でもある
内容：①中国でのカラーデザイン開発…
継続して調査されている衣食住に関する
マーケティング定点観測や、様々なリサー
チから捉えた、色彩の伝統文化と新しい感
性。また、先端的なアーティストへのイン
タビューから抽出した新しいデザインの潮
流。プロダクト開発事例の紹介。
②デザイ
ントレンド発信…アジア独自のＣＭＦ
（色
× マテリアル × フィニッシュ）表現につ
いて。日本と中国との比較についてもお話
しいただけるかなと思います。
日時場所・申込等は学会 HP をご覧くだ
さい。お申込みの締切は 4/6（金）です。
お早目にどうぞ。
（関東支部長 名取和幸）

■色雑感

No.70

2018.3.15

赤死病の仮面

「赤死病の仮面」は、アメリカのエド
ガー・アラン・ポーによる、怪奇幻想短
編小説です。赤死病という伝染病に喘ぐ
公国で、死から逃れるように仮面舞踏会
を開いたプロスペロー大公の宮殿に妖し
げな姿の人物が現れて・・・という筋書き。
本作では、罹ればわずか 30 分程で全身
から血を吹き出して死んでしまう、赤死
病のイメージとしての「赤 (Red,Scarlet)」
と、死を告げる不気味な「黒 (Black,
Ebony)」の部屋と振り子時計が、象徴的
な 2 色の色彩で提示されます。
一方、狂乱の宮殿にある各部屋は、
青 (Blue)・紫 (Purple)・橙 (Orange)・
緑 (Green)・白 (White)・菫 (Violet)、
の色をしており、黒の部屋まで続きます。
絢爛たる饗宴が数々の色彩で彩られる
一方、迫り来る死は赤と黒で示される、
というのは興味深いですね。
ただし、色彩語の選択は、紫が 2 色、
色順も任意。
エドガー・アラン・ポーは、暗いイメー
ジの色以外へのこだわりがないようです。
（國本学史）

■ #8CCS 懇話会

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

グループ５から

パーソナルカラリスト、美術講師、イン
テリアデザイナー、建築塗装の指導者など
に北畠顧問参加のグループ６名。
今日の講座は役に立つかという質問に
PCCS はイメージを教えるには適している。
イメージに体系はあるかという質問に対
し、典型例を多く集めて体系を自分で作る
ことも大切との意見が出ました。
今日の講座の評価のプロセスの中に意外
性が無かったのは問題ではないかという問
いには、コンセプトに意外性を入れること
により解決出来るのではないかと。
配色に大切なのは色票であるという意見
から、インテリアでは 300 種位の素材を
集めるので 125 色では少ないという意見
がありましたが、125 色は演習のための色
数という認識です。
インテリアでは 1,000 色は必要で、マン
セル色票は高価、日塗工は売れる色ばかり、
パントンや DIC は色数は多いが良い色票
がないという意見が出ました。
永田が仕事で実行していたのは、アクリ
ル絵具を用い B3 版の塗装紙を毎回必要な
色数を社内で作成する方法でした。（永田）

色彩教材研究会通信
■ 2018 関東支部大会のお知らせ（1）
年に一度の支部大会が近づいてきました。
皆さまのお越しをお待ちしております。
日 時：2018 年 4 月 14 日（土）13 時〜 17 時
会 場：東京家政学院大学（市ヶ谷）
参加費：資料代 1,000 円
①総会 -- 支部活動の報告と次年度計画
②公開シンポジウム -テーマ『世界と色とビジネス』
世界で活躍、生活されている色の実務家
3 名をお招きして、①中国のカラーデザイ
ンのトレンドやその背景、②世界各国のカ
ラーマネージメントの実態、③色を通して
みたイタリアの街や暮らしについて、興味
深い貴重なお話をお伺いします。本シンポ
ジウムは一般公開され非会員の方も参加可
です。かなり面白そうですよ！
講演者：①大前絵理（周昕）／ DIC カラー
デザイン、
②大住雅之／オフィスカラーサ
イエンス、
③長谷川博士／ UFFICIO COLORE
申込方法：色彩学会 HP トップページの全
国大会情報のすぐ下から詳細の頁に飛びま
す。お申込みは 4/6（金）迄ですのでお早
目に。なお、次号では講演の内容をお知ら
せします。
（関東支部長 名取和幸）

◆三宅島からの便り

No.69

2018.3.8

２

三宅島には衣服を購入するお店はなく、
若い人はもっぱらネット通販か、本土に
行った際にまとめて購入するしかありま
せん。その環境がかえって『おしゃれ心』
をくすぐるのか、島内の高校には家政科
があり、メイクやファッションに関心の
ある生徒が多いようです。
１月の終わりに、この三宅高校家政科
の生徒を対象とした『パーソナルカラー
セミナー』を実施しました。カラーカー
ドを使いイエローベースやブルーベース
に分類する練習をしたりピンクドレープ
を使い実際に顔映りを確認してみたり生
徒のみなさんには初めての体験でしたが、
とても熱心に取り組んで下さいました。
島と東京を結ぶ定期船の色など身近な
もののアンダートーンが気になったり、
セミナーに参加しなかった農業科や普通
科の生徒のカラーシーズンを見てみたり、
急にカラーが身近なものになったようで、
買い物に来た私を引き留めて、答え合わ
せをすることも増えました。三宅島に今、
ささやかなカラー旋風が巻き起こってい
ます。
（早川（滝沢）さやか）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 白い招き猫

浅草の今戸神社では、招き猫で参拝客を
招いていると知り、カメラを持って訪ねた
ら、猫ブームに乗ってなのか招き猫発祥の
地と称し、拝殿に大きな招き猫が鎮座し、
招き猫を描いた絵馬が大量に納められ若い
女性で賑わっていた。
世田谷の豪徳寺も招き猫のお寺として有
名なので、雪の残る日に足を伸ばしてみた。
ここは絵馬だけでなく大小の招き猫が招福
殿の横手に多数奉納されていた。（写真）
昔から白い動物は神様のお使いとして吉
祥とされてきた。白虎、白狐、白雉、白馬、
白鼠、白蛇など皮膚・毛髪・目などの色素
が生じない異常個体の動物である。
いずれの招き猫も白猫であり、神や仏の
お使いの色として相応しい。 （永田泰弘）

色彩教材研究会通信
■ 2017 年度研究会総会報告

No.68

●2018 年度 色彩教材研究会活動計画
1. 研究会総会 （2019.2 頃） 一回開催
色彩教材研究会の 2017 年度総会が、2
2. 研究会大会 （2018.11. 東京家政学院）
月 25 日の第８回カラーチャットセッショ
研究発表会を予定
ンの後に開催されました。以下可決事項。
3. カラーチャットセッション三回開催
●2017 年度 色彩教材研究会活動報告
#9CCS: 2018.7. 頃 講師・会場共未定
1. 研究会総会 （2018.2.25）一回開催
#10CCS: 2018.10. 頃 講師・会場共未定
2. 研究会大会 （2017.11. 椙山女学院大学
#11CCS: 2019.2. 頃 講師・会場共未定
にて）
「文学作品と色名」のテーマで渡邊・
4. 研究プロジェクト
中西・永田が講演
（一人でもできる自主的な活動）
3. カラーチャットセッション三回開催
「文学作品と色名」継続して希望者を募集
#6CCS: 2017.7.23. 講師：橋本・宮田・永田
「景観改善のヒントを探す」継続して希望
#7CCS: 2017.12.3. 講師：永田・垣田・桜井
者を募集
#8CCS: 2018.2.25. 講師：永田
「サークル活動（勉強会）」地方にて個々
4. 研究プロジェクト
に開催
（一人でもできる自主的な活動）
5. 色彩教材研究会通信
「文学作品と色名」研究会大会の講演
週刊で 52 回発行の予定
「景観改善のヒントを探す」 海老川十三
6. その他の活動 未定
橋調査等
7. 幹事会 三回開催予定
「サークル活動（勉強会）」 三サークルが
8. 学術委員会報告
活動中
9.CCS 等のイベント参加費の額について学
5. 色彩教材研究会通信 週刊で 21 号〜72
会員と一般の金額が等しいのは好ましく
号発行（予定）
無いとの動議があり、全国大会や他研究
6. その他の活動 特に無し
会の例にならって学会員を安く、一般を
7. 幹事会 三回開催
高く設定する方針が可決された。
8. 学術委員会報告

2018.3.1

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●2017 年度色彩教材研究会決算（予定）
◆収入の部
学会本部からの交付金
¥97,000
研究会大会の交付金
¥19,998
CCS 参加費資料代収入
¥96,000
収入合計
¥212,998
◆支出の部
CCS 講師料
¥95,000
CCS 会場費
¥2,000
CD 等印刷製本費
¥27,285
研究会大会講師料
¥19,998
幹事会費等会議費
¥2,000
旅費交通費
¥17,030
通信運搬費
¥15,600
消耗品費
¥2,559
雑費
¥10,232
支出合計
¥191,704
収支残高・本部に返納
¥21,294
●2018 年度色彩教材研究会予算
交付金額未定のため省略
■お詫びと訂正
#8CCS で配付した CD 中の★17 配色の技
法・黄味と青味の二分類演習第９頁右上の
図（色相 22) に入っている７色は右下の図
に入るべき色です。お詫び致します。

色彩教材研究会通信
■ 第８回 CCS 聴講者募集
配色教育には配色演習が効果的です。
その配色演習を指導する内容と方法を説
明し、右表のパワーポイント 26 アイテム
とプリントして作る教材原図 314MB を
CD に入れて配付します。
内容は色彩調和の四原則・配色のため
の表色系の制作・パーソナルカラーの四
分類・色彩調和論・色のイメージ・配色
用語の解説・オストワルトの配色法・三
色配色法・カラーデザインのプロセス・
カラーデザインの評価方法などです。
パーソナルカラリストの利用も考慮し
て組み立てており、翌日から教材として
利用できます。
第８回カラーチャットセッション聴講者
募集要項：研究会総会・懇話会も開催。
日時：2018 年 2 月 25 日（日）13〜17 時
会場：日本橋 DIC ビル２F 会議室
参加費：1,000 円 定員：50 名（先着順）
テーマ：
「配色の技法の教え方」
講師：永田泰弘（日本色彩学会名誉会員）
申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
一般・学会員・研究会員の別と、終了後
の懇親会（3,500 円）参加を記入のこと。

■色雑感
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2018.2.22

塗装〜職人さんのお仕事

昨年、我が家の外壁塗装をした。昭和
中期に建てられた我家は戸袋やら庇やら、
細かい凸凹が多い。その分手間も時間も
かかるのだそうだ。
作業を見ていて、特に面白かったのは
調色。大部分は規格品をそのまま使用す
るが、細部の色は作る。カラーカード風
のもので「この色を！」というと、その
場で “色を作る” 作業が始まる。指定した
色を作るためにベースとなる２，３色の
ペンキの量を計ることも無く、経験と勘
で混ぜ合わせ、それがまたピタリと決ま
る。魔法を見ているようで、ワクワクし
ながらすっかり見とれてしまった。
この道 40 年の職人さんが一人で黙々と
作業されていたが、話しかけるとニコニ
コと答えて下さる。「中学を出てこの仕事
に就いたけれど、仕事は楽しいし、一人
で作業するのも気楽だよ。」と笑う姿が印
象的だった。
XYZ は知らなくても、作った時と乾い
た時の色の違いまで計算して調色する難
しくて面白い「職人の仕事」を見せてい
ただけた。
（たかせのりこ）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●7CCS の試験問題の解答例
◇問題 5 「xy 色度図」と「均等色度図」
の違いを、200 字以内で書いてください。
◇解答例
「XYZ 表色系は CIE により 1931 年に RGB
表色系を変換して作られた国際的な光色と
物体色の色を精密に三刺激値で表記するシ
ステムで、xy 色度図は三刺激値の比を横軸
を x、縦軸を y にとった直交座標の図の一
点に寄り一色を表す。一方、実用面では色
差が重視され、全色度図上で色の差が均等
に見えることが求められ、xy 色度図を線形
変換して作られたのが均等色度図と呼ばれ
る。1976 年 CIE が採択した uʼ vʼ 色度図が
それである。」

(Y.N.)

■投稿を募集します
紙面を３欄に分けており、１欄単位で
投稿をお願いしています。写真の併用は
歓迎します。文字のみですと題名共で 19
字 25 行が標準です。
色点描、サークル報告、左欄のような
色雑感、（署名）は漢字、かな、筆名、イ
ニシャルから選んでください。

色彩教材研究会通信
■ 第８回 CCS 聴講者募集
配色教育には配色演習が効果的です。
その配色演習を指導する内容と方法を説
明し、前号で紹介したパワーポイント 26
アイテムとプリントして作る教材原図の
計 314MB を CD に入れて配付します。
内容は色彩調和の四原則・配色のため
の表色系の制作・パーソナルカラーの四
分類・色彩調和論・色のイメージ・配色
用語の解説・オストワルトの配色法・三
色配色法・カラーデザインのプロセス・
カラーデザインの評価方法などです。
パーソナルカラリストの利用も考慮し
て組み立てており、翌日から教材として
利用できます。
第８回カラーチャットセッション聴講者
募集要項：研究会総会・懇話会も開催。
日時：2018 年 2 月 25 日（日）13〜17 時
会場：日本橋 DIC ビル２F 会議室
参加費：1,000 円 定員：50 名（先着順）
テーマ：
「配色の技法の教え方」
講師：永田泰弘（日本色彩学会名誉会員）
申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
一般・学会員・研究会員の別と、終了後
の懇親会（3,500 円）参加を記入のこと。
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●色彩教材研究会のホームページ

2018.2.15

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●7CCS の試験問題の解答例

◇問題 4 ママンセル表色系と NCS の相違
色彩教材研究会のホームページは日本色
彩学会のホームページの中にあります。
点を５つ箇条書きにしてください。
まず「日本色彩学会」を検索すると第１
◇解答 (1) 色相が NCS はヘリングの４原色
ページに「研究会活動」が見つかります。
（赤、黄、緑、青）を基本とした 40 色相だが、
それを開くと 12 研究会が並んでおり、
「色
マンセル表色系は５色（赤、黄、緑、青、紫）
彩教材研究会」には、「研究会行事のお知
を基本とした 10 色相 ~100 色相である。
らせ」と「研究会の紹介」と「色彩教材ひ
(2) 色の表し方を NCS は、黒色量、白色量、
ろば」の項目があります。
純色量の配合量を数値と記号で表すが、マ
「研究会行事のお知らせ」はイベント案
ンセル表色系は色の三属性（色相、明度、
内と幹事会議事録などが掲載されていま
す。#8CCS の配付教材の一覧は「最新記事」 彩度）で表す。
をクリックすると見ることができます。
(3) 純色の値を NCS は色相に関わらず同値
「研究会の紹介」は、研究会の活動内容
で定義しているが、マンセル表色系では色
や役員構成の他に、欠けていた年度の活動
相によって最高彩度とその明度の値が異な
を補充した約 200 項目の活動年表がありま
る。
す。これから取上げて欲しい活動を考える
(4) 等色相面の形は、マンセル表色系では色
ために一度ご覧になってください。他に
「色
相により異なり、定まっていないが、NCS
彩教材研究会通信」のバックナンバーが
は正三角形である。
入っていますが、これの分離独立を申請し
(5) ニュアンスエリアが NCS にはあるが、
ています。
「色彩教材ひろば」は電子教材を掲載す
マンセル表色系にはない。(M.M.)
る欄です。皆様から教材を提供していただ
( 解答の一部を永田が修正）
き、誰でも利用出来るようにしたいと考え
問題５の「xy 色度図」と「均等色度図」の
ていますので、是非ご協力ください。
差の解答を投稿してください。（永田）

色彩教材研究会通信
■ 第８回 CCS 聴講者募集
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●第８回 CCS 配付教材一覧表

★1 配色の技法・美しく装うために .pptx
配色教育には配色演習が効果的です。
★2 配色の技法・新色彩調和の四原則 .pptx
その配色演習を指導する内容と方法を説
★3 配色の技法・配色用の新しい表色系 .pptx
明し、右表のパワーポイント 26 アイテム
★4 配色の技法・配色の技法・三色配色法 .pptx
とプリントして作る教材原図の PDF、合
★5 配色の技法・パーソナルカラーの四分類 .pptx
計 314MB を CD に入れて配付します。
★6 配色の技法・シュブルールの色彩調和 .pptx
★7 配色の技法・マンセルの色彩調和 .pptx
内容は色彩調和の四原則・配色のため
★8 配色の技法・オストワルトの色彩調和 .pptx
の表色系の制作・パーソナルカラーの四
★9 配色の技法・色とイメージ .pptx
分類・色彩調和論・色のイメージ・配色
★10 配色の技法・配色用語の解説 .pptx
用語の解説・オストワルトの配色法・三
★11 配色の技法・トーン・オン・トーン配色 .pptx
色配色法・カラーデザインのプロセス・
★12 配色の技法・トーナル配色 .pptx
★13 配色の技法・モデレート配色 .pptx
カラーデザインの評価方法などです。
★14 配色の技法・コントラスト配色 .pptx
パーソナルカラリストの利用も考慮し
★15 配色の技法・カラーデザインのプロセス .pptx
て組み立てており、翌日から教材として
★16 配色の技法・カラーデザインの評価 .pptx
利用できます。
★17 配色の技法・黄味と青味の二分類演習 .pptx
第８回カラーチャットセッション聴講者
★18 配色の技法・黄味と青味の二分類演習２.pptx
★19 配色の技法・パーソナルカラーの四分類演習 .
募集要項：研究会総会・懇話会も開催。
★20 配色の技法・イメージの色彩選択演習 .pptx
日時：2018 年 2 月 25 日（日）13〜17 時
★21 配色の技法・テイストの色彩選択演習 .pptx
会場：日本橋 DIC ビル２F 会議室
★22 配色の技法・オストワルト表色系の配色 .pptx
参加費：1,000 円 定員：50 名（先着順） ★23 配色の技法・PCCS 三角座標による配色 .pptx
テーマ：
「配色の技法の教え方」
★24 配色の技法・三色配色法の演習 .pptx
講師：永田泰弘（日本色彩学会名誉会員） ★25 配色の技法・三色配色法の演習２..pptx
★26 配色の技法・配色演習の一例 .pptx
申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
★27 配付用教材原図 .pdf
一般・学会員・研究会員の別と、終了後
（配色の技法の指導の際に聴講者に配付する教材の
の懇親会（3,500 円）参加を記入のこと。
コピー用原図の一部です。）

2018.2.8

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●環境色彩研究会からのお知らせ
初めて投稿いたします環境色彩研究会の高山
美幸です。当会は「環境色彩」の学術・技術向
上とともに、環境色彩の理念と方法論及び研究
成果の普及を目的としております。会員には、
研究職の方から、実務として環境色彩への指導
や、まちづくり活動、色彩計画や建築設計、素
材づくり等、国内外で幅広く活躍されている
方々が所属しております。会員交流の場で常に
話題となるのは「環境色彩発展には『色彩教育』
の活性化が重要」という事で、貴研究会と密接
に繋がる分野だと考えております。
「2017 年度環境色彩研究発表会」を下記開催
致します。各地域の環境色報告や祭事色、市民
活動報告から素材の印象評価や調査報告と、多
岐に亘るテーマの発表がございます。皆様の研
究に通ずる発表もあるかと存じますので、ご都
合よろしければ是非お越しください。
◆◆◆「環境色彩研究発表会開催概要◆◆◆
【日時】2018 年 2 月 24 日（土）13 時〜 17 時
【会場】東京塗料会館・会議室
渋谷区恵比寿 3-12-8 東京塗料会館 1F
【会費】会員無料 / 非会員 1,000 円
【申込】萩原宛（当日申込可）
kyoko.hagiwara@jp.sunstar.com

色彩教材研究会通信
■ 第８回 CCS 聴講者募集
配色教育には配色演習が効果的です。
その配色演習を指導する内容と方法を
説明し、パワーポイント 26 アイテムとプ
リントして作る教材原図 (314MB) を CD
に入れて配付します。
内容は色彩調和の四原則・配色のため
の表色系の制作・パーソナルカラーの四
分類・色彩調和論・色のイメージ・配色
用語の解説・オストワルトの配色法・三
色配色法・カラーデザインのプロセス・
カラーデザインの評価方法などです。
パーソナルカラリストの利用も考慮し
て組み立てており、翌日から教材として
利用できます。
第８回カラーチャットセッション聴講者
募集要項：研究会総会・懇話会も開催。
日時：2018 年 2 月 25 日（日）13〜17 時
会場：日本橋 DIC ビル２F 会議室
参加費：1,000 円 定員：50 名（先着順）
テーマ：
「配色の技法の教え方」
講師：永田泰弘（日本色彩学会名誉会員）
申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
一般・学会員・研究会員の別と、終了後
の懇親会（3,500 円）参加を記入のこと。
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色彩教材研究会の会員名簿確認
以下の該当者は主査宛に連絡を下さい。
（１）名簿記載で通信が届いている人。
（２）名簿記載で通信が届いていない人。
（３）不記載で通信が届いている人。
（４）名前が変わったり読み間違いの人。
（５）研究会から抜けたい人。
（６）学会員で研究会に入りたい人。
（７）一般の方で準会員に入りたい人。
（は行 11 名）○○○○○○○○○○○○○
○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
（ま行 9 名）○ ○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○
（や行 9 名）○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○

2018.2.1

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●新刊紹介 配色アイデア手帖
前幹事の桜井輝子さんが素晴らしい配色
の本を出版されました。出版社は SB クリ
エイティブ、300 頁を越えるオールカラー
印刷の大部で、印象別・年代別・国別・色
相別などの配色見本 3175 がちりばめられ
て、1,780 円＋税と割安、見て美しく楽し
く引き込まれていく奥深さ、見開きごとの
写真とエッセイはそのままコンセプトにな
るでしょうし、コラムは的確に配色の基本
を語ってくれます。8CCS の「配色の技法」
の先端に展開されるべき配色教育の未来形
が示されている一冊です。テーマを選び、
９色の候補色を選び、２色配色と３色配色
を構成した上でカラーデザインに展開する
技法を学ぶためにも是非手許に置かれるこ
とをお勧めします。
（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
■ 第８回 CCS 聴講者募集
配色教育には配色演習が効果的です。
その配色演習を指導する内容と方法を
説明し、パワーポイント 26 アイテムとプ
リントして作る教材原図 (314MB) を CD
に入れて配付します。
内容は色彩調和の四原則・配色のため
の表色系の制作・パーソナルカラーの四
分類・色彩調和論・色のイメージ・配色
用語の解説・オストワルトの配色法・三
色配色法・カラーデザインのプロセス・
カラーデザインの評価方法などです。
パーソナルカラリストの利用も考慮し
て組み立てており、翌日から教材として
利用できます。
第８回カラーチャットセッション聴講者
募集要項：研究会総会・懇話会も開催。
日時：2018 年 2 月 25 日（日）13〜17 時
会場：日本橋 DIC ビル２F 会議室
参加費：1,000 円 定員：50 名（先着順）
テーマ：
「配色の技法の教え方」
講師：永田泰弘（日本色彩学会名誉会員）
申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
一般・学会員・研究会員の別と、終了後
の懇親会（3,500 円）参加を記入のこと。
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色彩教材研究会の会員名簿確認
研究会年会費が無くなってから研究会員
名簿が不正確になってきました。色彩教材
研究会通信も全会員に届いていません。
以下の名簿は 2018.1.1. 現在のものです。
（１）名簿記載で通信が届いている人。
（２）名簿記載で通信が届いていない人。
（３）不記載で通信が届いている人。
（４）名前が変わったり読み間違いの人。
（５）研究会から抜けたい人。
（６）学会員で研究会に入りたい人。
（７）一般の方で準会員に入りたい人。
など全員主査宛にメールで連絡を下さい。
（役員 10 名）○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
（あ行 19 名）○○○○○○○○○○○ ○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2018.1.25

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○
（か行 19 名）○○○○○○○○○○○ ○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○
（さ行 7 名）○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
（た行 5 名）○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
（な行 6 名）○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
は行以降の名簿は次の通信に掲載します。
名簿適正化にご協力ください。

色彩教材研究会通信
■ 第８回 CCS 聴講者募集
第８回カラーチャットセッションの聴
講者を募集します。研究会総会同時開催。
日時：2018 年 2 月 25 日（日）13〜17 時
会場：日本橋 DIC ビル２F 会議室
参加費：1,000 円 定員：50 名（先着順）
テーマ：
「配色の技法の教え方」
講師：永田泰弘（日本色彩学会名誉会員）
申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
一般・学会員・研究会員の別と、終了後
の懇親会（3,500 円）参加を記入のこと。
配色教育には配色演習が効果的です。
その配色演習を指導する内容と方法を
パワーポイントを用いて説明し、パワー
ポイント 26 アイテムと教材原図 (314MB)
を CD に入れて配付します。
内容は色彩調和の四原則・配色のため
の表色系の制作・パーソナルカラーの四
分類・色彩調和論・色のイメージ・配色
用語の解説・オストワルトの配色法・三
色配色法・カラーデザインのプロセス・
カラーデザインの評価方法などです。
パーソナルカラリストの利用も考慮し
て組み立てており、翌日から教材として
利用できます。

色点描

No.62

2018.1.18

気候変動観測衛星しきさい

気候変動観測衛星「しきさい」が昨年の
12 月 23 日、種子島宇宙センターからの打
上げに成功し周回軌道に乗りました。
「しきさい」の選考理由は「彩り豊かな
イメージが、多波長を観測可能な多波長光
学放射計 (SGLI) により、植生、海洋、雪氷等、
多くの観測対象をもつ GCOM-C の特徴を
的確に表している」ためだそうです。
1986 年に建設中の宇宙センターのカ
ラーデザインをカラープランニングセン
ターが受注し、調査と構想のため種子島に
滞在したことが想い出されます。
白地に宇宙の青・空の青・海の青の３色
のストライプが、いつまでも健在であって
欲しいと願っています。
（永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●7CCS の試験問題の解答例
◇問題３ マンセル表色系と PCCS の重要
な相違点を５つ箇条書きにしてください。
◇解答 (1) 色の表し方の要素がマンセル表
色系は色の三属性（色相、明度、彩度）で
あり、PCCS は色相とトーンの二属性である。
(2) PCCS は心理４原色 ( 赤、黄、緑、青 )
を基本色にした 24 色相だが、マンセル表
色系は５色 ( 赤、黄、緑、青、紫 ) を基本
色にした 10 色相 ~100 色相である。
(3) PCCS は色相環の対向位置に「心理補色」
を配置しているが、マンセル表色系の色相
環では「物理補色」を配置している。
(4) PCCS では、全色相の純色の最高彩度を
同じ値の 10 にしているが、マンセル表色
系では最高彩度の概念がなく、色相によっ
て色票集の最高彩度の値が異なる。
(5) PCCS は配色の調和を教えやすい表色系
であり詳細な色指定をする上ではマンセル
表色系が用いやすい色体系である。（M.M.)
（解答の一部を永田が修正）
問題５の「xy 色度図」と「均等色度図」の
差の解答を投稿してください。（永田）

色彩教材研究会通信
■ 第８回 CCS 聴講者募集
第８回カラーチャットセッションの聴
講者を募集します。研究会総会同時開催。
日時：2018 年 2 月 25 日（日）13〜17 時
会場：日本橋 DIC ビル２F 会議室
参加費：1,000 円 定員：50 名（申込順）
テーマ：配色の技法の教え方
講師：永田泰弘（日本色彩学会名誉会員）
申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
一般・学会員・研究会員の別を記入
配色を教えるためには配色演習を行う
ことが効果的です。
その配色演習を指導する内容と方法を
パワーポイントを用いて説明し、パワー
ポイント 26 アイテムとプリント教材を
CD に入れて配付する予定です。
色彩調和の四原則・配色のための表色
系の制作・パーソナルカラーの四分類・
色彩調和論・色のイメージ・配色用語の
解説・カラーデザインのプロセス・オス
トワルトの配色法・三色配色法・カラー
デザインの評価などについて解説します。
聴講者は、配付 CD の内容から演習方法
を組み立て、教材を制作したり購入して、
実際の配色演習を指導してください。

◆懇話会

No.61

2018.1.11

桜井 グループの話題

＜授業風景から＞表色系の授業は、生徒
がだらけてしまい、さらにマンセルはポカ
ンとなるので惹きつける方法を知りたい。
マンセルで躓くのでマンセルツールがほし
い。マグネット教材で無彩色・有彩色を分
けさせ、最終的に色相環を作成させている。
＜色彩構成演習の現場から＞昨今の二十
歳前後の世代は、RGB の環境で画像情報を
入手しており加法混色から減法混色に置換
える形である。画像情報で見た十二色相環
の華やかさを絵の具で再現する困難さ、絵
の具の濡れ色と乾き色の違いに戸惑ってい
る学生が多い。絵の具で色相環を作成させ
感情やイメージを表現する構成の練習後、
絵の具の裏のマンセル値を紹介し色立体で
解説している。実技後の理論は吸収が良い。
以前は白、黒、灰色はネガティブなイメー
ジが付き纏っていたが、近年は無彩色を好
む傾向にあり嫌悪感や抵抗感がない。
＜著作権の使い方＞パワーポイントで見
せるだけなら大丈夫だが、板書すべてをス
マホに撮ってしまう学生もいるので注意が
必要。日本著作権協会の HP 上の初心者向
けの Q＆A が参考になる。
（渡邊裕美）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●7CCS の試験問題の解答例
◇問題２ マンセル表色系とオストワル
ト表色系の重要な相違点を５つ箇条書きに
してください。
◇解答 (1) マンセル表色系は物体色から選
択した「顕色系」で、オストワルト表色系
は回転混色による「混色系」である。
(2) マンセル表色系の色相は５色（赤、黄、緑、
青、紫）を基本色にした 10 色相 ~100 色相
だが、オストワルト表色系は ヘリングの４
原色（イエロー、レッド、ブルー、シーグリー
ン）を基本色にした 24 色相である。
(3) 色の表し方をマンセル表色系は色の三属
性（色相、明度、彩度）で表すがオストワ
ルト表色系は、黒色量、白色量、純色量（完
全色）の含有量で体系化した記号で表す。
(4) 純色の値がマンセル表色系は色相によっ
て明度と彩度の値が異なるが、オストワル
ト表色系は同じ記号で定義している。
(5) 等色相面の形がマンセル表色系は色相に
よって変化し一定の形をもたないが、オス
トワルト表色系は正三角形である。（M.M.)
（解答の一部を永田が修正）

色彩教材研究会通信
新春のお慶びを
申し上げます。
この色彩教材研究会通信の第 60 号を私
の年賀状としてお届けいたします。
先ずは皆様とご家族様のご健康とご活
躍をお祈りいたします。
旧年中は、この年寄りを何かとお助け
いただき、お励まし頂きましたことを感
謝いたします。
近況を報告いたしますと、家内が他界
して、一人暮らしを始めて二十ヶ月が経
ち、春には八十二歳になります。持病の
座骨神経痛は徐々に悪化しているらしく、
不自由をしております。日常は、朝夕の
元渕江公園の散歩と、近くでの買物の他
は小さな家に引きこもっております。旅
行も出掛ける気がいたしません。
昨年中に嬉しかったことは、全国大会
で日本色彩学会賞を受賞したことです。
やむを得ず引受けた色彩教材研究会の
主査ですが、この通信を週刊で送信して
40 号を数えるまでになり、曜日の感覚を
これで維持しております。

2018 年

新春

永田泰弘

◆

No.60

2018.1.1

三プロジェクト推進のお願い

昨年春に色彩教材研究会の主査になって
誰でも何処でもできる色彩普及活動として
１、自分の周りで小さなサークルを作って
色彩指導活動を始めよう。２、文学作品か
ら色名を抽出して発表しよう。３、景観改
善のヒントを探して教材化しよう。という
三つのプロジェクトを推進しようという提
案をしました。
今年もこれらのプロジェクトを推進しま
すので、積極的にトライしてください。
サークル活動は、福岡桑野サークル、拓
殖大学高尾中西サークル、足立永田サーク
ルが活動中です。文学作品と色名は研究会
大会で渡邊裕美さんの「銀河鉄道の夜を風
の又三郎と比較して」、中西利恵さんの「大
衆文学と純文学における色の表現比較 - 江
戸川乱歩・赤い部屋／梶井基次郎・檸檬」
、
永田の「井原西鶴四作品の男の色と女色」
の三つの講演をしました。景観改善のヒン
トを教材化する試みもいくつか完成してい
ます。しかし、百名に近い会員からみると
少な過ぎると云わざるを得ません。
積極的に企画をして、先ずやってみるこ
とが肝心です。がんばれ！
（永田泰弘）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 万葉集のもみち
拓殖大学八王子国際キャンパス内の紅葉
狩りに誘われました。
造園計画と日頃の手入れによる美しい紅
葉をカメラに収めて帰り、遊び心で万葉集
の和歌と葉の色の抽出も組合わせてパワー
ポイントに編集してみました。
中西進著の万葉集を引用すると「もみじ」
は万葉仮名で「黄葉」と記述し、
「もみち」
「も
みちば」のよみがなが当てられています。
長歌に中に一カ所だけ「赤葉」の記述を見
つけましたがこれも「もみち」でした。
現代の「紅葉」の表現は何時のころから
始まったのでしょうか。今年の秋に高尾ま
で足を運んでみませんか。

( 永田泰弘）

色彩教材研究会通信
■ 拓殖大学高尾中西サークル報告
11 月 28 日 ( 火 )-- 主査の永田先生に拓
殖大学八王子国際キャンパスまで来校を
願い、サークルの有志学生たちに講義を
していただいた。結果、先生の色彩四方
山話が、学生たちにとって、とても新鮮
で勉強になったようだった。
12 月 12 日 ( 火 )-- 永田先生から前回の
キャンパスの建物群を色分析した「拓殖
大学八王子国際キャンパス十撰」
（パワポ）
が送られてきたので、それをテーマに勉
強会を開いた。学生たちにも建築物がど
のように見えるか、１時間ほどキャンパ
スを周って形・色・素材 etc. を調査して
もらい、それぞれが見た建物に対する考
えを、ディスカッションさせた。
高尾のゆるやかな丘陵地に 1977 年に八
王子校舎が出来、今やあたりまえにそこ
にあるが如く、キャンパスが存在する。
改めて意識した時、学生たちは、生き
生きと色々な意見を出してきた。参加者
は「見方をちょっと変えただけでいろん
な事が考えられますね」と言っていた。
おおいに盛り上がった。永田先生、本当
にありがとうございました。 ( 中西利恵 )

◆懇話会

No.59

2017.12.28

北畠グループの話題

第７回カラーチャットセッションは、総
合テーマが＜表色系を理解するために＞と
言うことで、ＸＹＺ表色系・マンセル表色
系・PCCS 表色系・ＮＣＳ表色系等におけ
る「教え方」についての会でした。北畠グ
ループは、『どこから教えるかが大事』と
の先生の一言から始まりました。特に苦手
な人が多いと言われるＸＹＺ表色系につい
て、先生が図を描きながら、「教え方」の
お手本としてメンバーにじっくり説明して
下さいました。先生からの課題『どこから
教えるか』は、検定対策に限らず “人に教
える”、“人に伝える” 立場にある一員とし
ては大事なテーマと思います。限られた時
間の中では、「ポイントを押さえてコンパ
クトに」を望まれるケースも多いですが、
理解を深めるためには、まず受講者に興味
を持って頂かないといけません。『どこか
ら、どう教えるか』 難しい内容程、とっ
つき易く記憶に残るように、少々横道にそ
れても身近な話題からアプローチするなど
の工夫をし、ストーリー性を盛り込みつつ、
色の楽しさや役割をお伝えできればと思い
ます。
（鈴木 香穂里）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

●7CCS の試験問題の解答例
第７回カラーチャットセッションで宿題
を５問出しました。その解答を最初に送っ
て下さったのが、M.M. さんでした。その解
答の一部を紹介します。
◇問題１「等色関数」の意味を、200 字以
内で書いてください。
◇解答 厳密な色管理に用いられる色の表
示方法で、与えられた表色系において単位
エネルギーの単色光の三刺激値を波長の関
数で表したものである。
色光の三原色 R,G,B の光をどの割合で混
色すると各波長のスペクトルと同じ色を再
現できるかをデータ化したのが「RGB 等色
関数」で、これを見直し仮想の原刺激 X,Y,Z
を作成したものが「XYZ 表色系の等色関数
（CIE 等色関数）」である。（M.M.)
的確な解答です。色彩用語事典によれば、
「与えられた三色表色系において単位エネル
ギーの単色光の三刺激値を波長の関数で表
したもの。」と定義しています。XYZ 表色
系の等色関数表は JIS Z 8701 に掲載されて
います。

（永田泰弘）

色彩教材研究会通信
■ 拓殖大学高尾中西サークル報告
11 月 28 日 ( 火 )-- 主査の永田先生に拓
殖大学八王子国際キャンパスまで来校を
願い、サークルの有志学生たちに講義を
していただいた。結果、先生の色彩四方
山話が、学生たちにとって、とても新鮮
で勉強になったようだった。
12 月 12 日 ( 火 )-- 永田先生から前回の
キャンパスの建物群を色分析した「拓殖
大学八王子国際キャンパス十撰」
（パワポ）
が送られてきたので、それをテーマに勉
強会を開いた。学生たちにも建築物がど
のように見えるか、１時間ほどキャンパ
スを周って形・色・素材 etc. を調査して
もらい、それぞれが見た建物に対する考
えを、ディスカッションさせた。
高尾のゆるやかな丘陵地に 1977 年に八
王子校舎が出来、今やあたりまえにそこ
にあるが如く、キャンパスが存在する。
改めて意識した時、学生たちは、生き
生きと色々な意見を出してきた。参加者
は「見方をちょっと変えだけでいろんな
事が考えられますね」と言っていた。お
おいに盛り上がった。永田先生、本当に
ありがとうございました。 ( 中西利恵 )

◆懇話会

No.58

2017.12.21

垣田グループの話題

女性 7 名の垣田グループは、色彩講師、
服飾、インテリア、美術史研究の関係者な
どで構成。垣田先生の表色系小話集の感想
を中心に「検定テキストでは一見難しく思
われる表色系も、今日の小話のような、マ
ンセル、オストワルト、ゲーテなど互いに
影響を与え合っている人物の関係性や人間
性、時代や背景を知ると、とても身近に感
じ興味が掻き立てられる」「色彩を教える
上でも背景や歴史（時代）を知ることはと
ても重要で、生徒の理解を助ける」という
声が多く聞かれた。インテリアや外壁の色
についても、テキストだけでは難しいが、
国（地域）や時代の背景、気候などを知る
と、わかりやすくなる。
今後希望する講座としては、
「ファッショ
ン・服飾史」。「ファッションとイッテンの
配色調和、アンダートーンなどに関する講
義」。「色に対する意識は文化の違いが大き
い（海外 VS 日本）。とくにインテリアに関
する文化的、民俗学的比較についての講義」
など、ファッションとインテリア分野の希
望者が多かった。懇話会でのこうした反響
は毎回楽しみです。
（山本まゆみ）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 アンバー
慣用色名のアンバーは、暗めの黄褐色。
やや明るいローアンバーや、より暗いバー
ントアンバーも存在します。
しかし、先日購入した英国製のアンバー
のインクは、くすんだ暗い緑色。アンバー
は "Umber" と綴り、イタリアのウンブリア
州で産出する緑がかった黄褐色の土にちな
んだ色名です。焼ける（バーント）と赤み
がかった暗い褐色に。琥珀の黄褐色では？
と思いがちですが、そちらは "Amber"。ロー
（生）もバーント（焼成）もありません。
日本語では、どちらも「アンバー」と書
かれますが、慣用色名のアンバーと琥珀色
は異なります。

( 國本学史）

色彩教材研究会通信
■ 色彩教材研究会幹事会報告
2 月３日、第７回カラーチャットセッ
ションの日の午前中に色彩教材研究会の
幹事会を開いた。
出席者は永田・塚本・三本・山本・渡
邊の５名であった。
議題は以下の通り。
１、研究会大会の報告
11 月 25・26 日に名古屋の椙山女学園
大学で開催された表記の大会で、色彩教
材研究会は「文学作品の色名」をテーマ
として、渡邊裕美・中西利恵・永田泰弘
の三名が、一人 40 分の講演を行った。
２、主査会議の報告
11 月 26 日、会長・会計理事同席で主
査会議が行われ出席したので、会議の概
要を報告し必要な企画をお願いした。
３、来年度活動計画の協議
１月に予算の請求を行うために活動計
画案の立案をお願いした。
４、第８回カラーチャットセッション
２月 25 日（日）に、東京・日本橋・
DIC の会議室で総会と永田泰弘を講師とす
る「配色の技法」と題したハワポ配付を
目的とする講義を行う事を決定した。

◆懇話会

No.57

2017.12.14

永田グループの話題

◇メンバーが最も多く教えてきた表色系は
PCCS が 4 名で、マンセルが 2 名。理由は
PCCS は「配色調和」を教えるのに適して
おり、安価な教材で学生には適している。
◇PCCS の色相環は直径 20cm の円盤上に
トーンごとに色票を３㎝の正方形に切って
貼り、裏にマグネットを付けると、トーン
図を黒板に貼ることができる。
◇マンセル色票は高価なので、「日本塗料
工業会塗料用標準色ワイド版」を活用する
と正確な色を示すことができる。
◇授業で使うパワーポイントは色が異なる
ことを前提とすべきである。
◇掛け図型のアナログ教材とパワーポイン
トのようなデジタル教材を交互に使って教
えると眠くなる事も少なく効果的である。
◇パワーポイントをビジネス・プロジェク
ターで投影するのではなくテレビモニター
につないで見せると部屋を暗くする必要が
無く、作業を伴うワーショップ型の授業に
適しており、色も奇麗に伝わる。
◇アナログ教材はパソコンでデータを作成
し、町のコピー店で仕上げるのも賢い作り
方である。
（三本由美子）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 黄葉と紅葉
秋も深まり、紅葉の見頃も山から麓、街
へと下りてきました。
狭義では、赤や橙に色づいた葉を「紅葉」、
黄色くなる葉を「黄葉」と呼びます。
黄葉は緑→黄色、紅葉は緑→黒ずんだ紫→
赤となるため、緑の色相から色相環を逆回
りするのだと思うと、とても不思議です。
紅葉は、緑の色素のクロロフィル（葉緑素）
が分解される前に赤いアントシアニンが生
成されて紫色から赤くなることが多いそう
です。
写真は 10 月初旬の白馬栂池高原で撮っ
た黄葉と紅葉です。紫の葉が神秘的でした。
( 山本まゆみ）

色彩教材研究会通信
◆懇話会

吉村グループの話題

No.56

2017.12.7

◆研究会大会の講演要旨−３

今年度の色彩教材研究会プロジェクト
吉村先生のグループには、テレビ局のテ
テーマ「文学作品の色名」の宮沢賢治の
クニカル・マネージャー、色彩心理の学校
「銀河鉄道の夜」を「風の又三郎」と比較
のスタッフ、ファッションの個人コンサル
する内容で研究会大会において講演した。
ティング、フリーのカラーリスト、インテ
文学作品から色を抽出する作業にワクワ
リアコーディネーターなどのお仕事をされ
クしながら始めたものの、読んではワード
ている皆様が参加してくださいました。
に打込む作業に行き詰まったりもしなが
7CCS の参加理由は、「表色系の入り口が
難しいと感じており、導入の参考にしたい」 ら、すっかり賢治の美しい色彩の世界に魅
了させられる結果となった。
「やっていないと忘れてしまう」
「仕事の参
色名数と用例数は「銀河鉄道の夜」20
考になることを期待して」などでした。
色名・253 用例。「風の又三郎」12 色名・
フリートークでは、
「NCS の 6 主要色は
陰陽五行の色と似ている（陰陽五行の場合、 101 用例。色名の大きな違いは「銀河鉄道
の夜」の銀、金色、水銀いろ、鋼青のメタ
青は緑を含んでいるため 5 色）。これらは
リックカラーの存在である。
世界共通のプライマリーカラーである」と
の興味深いお話がありました。また、
「イン 「風の又三郎」だけに使用された色名は、
碧と青ぐろであった。
テリアの配色は、調和論のようにはいかな
基本色彩語も「銀河鉄道の夜」11 色名
い。オーナーのプロフィールやライフスタ
に対し「風の又三郎」には緑、ピンク、オ
イルをよく考慮した上で、自分の目でみて
レンジの３色名がなかった。
心地よい空間となるような提案をする」
「家
共通して使用された色名の 10 色は、出
具はアクセントとして反対色を使うことも
現頻度の高い順に白、黒、赤、青白、黄と
多い」
「テレビの色は健康に害があるかどう
なり、宮沢賢治は陰陽五行説の五色の正色
か、特に輝度の急激な変化がないようにし
を基本の色と考えていたであろうと考えら
ている」などお仕事にまつわる色のお話を
れる。
（渡邊裕美）
伺うことができました。 （塚本由紀江）

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 フィレンツェのマーブル紙
これは、「マーブル紙」と言います。
Firenze の伝統工芸の一つ。
「マーブル」
とは、「大理石」という意味で、「大理石
模様の紙」という事で、とても美しい模
様だと思います。先日、フィレンツェの
工房で４時間かけて、下のマーブル紙と
製本の仕方を学んできました。（マーブル
紙制作十数枚２時間、製本２時間）
今回は初めてという事で、アクリル絵
の具 10 色の内から４色選び、５パター
ンの模様を習ってきましたが、色やパター
ンは無限であり、一つとして、同じ物は
ないのも魅力の理由です。色、模様、材質、
使い方で、様相も異なり、ノートやアル
バム等の雑貨やハンカチなど、色々と応
用出来楽しめます。
（三本由美子）

色彩教材研究会通信
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

「表色系を理解するために」聴講募集

◆研究会大会の講演要旨−２

色点描 ムラサキシキブ

◆
「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい教
え方」：永田泰弘
◆
「マンセル・オストワルト・PCCS をより
理解するための小話集」：垣田玲子
◆
「NCS アカデミーで学んだやさしい NCS
の教え方」：桜井輝子：
◆
「表色系をテーマとしたグループ懇話会」
◆開催日時：2017 年 12 月 3 日（日）午後
１時〜4 時 30 分
◆会場 : 世田谷区男女共同参画センターら
ぷらす・研修室 3&4（定員 50 名）
東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート
王寿ビル３階 東急田園都市線・世田谷線
「三軒茶屋」駅南口 A 下車徒歩 7 分
◆参加費：1,000 円（下記配布物資料代）
◆終了後別負担の懇親会の予定あり。
◆配布物：講演内容を編集したパワーポイ
ント教材を CD に入れて配付します。
◆申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
永田泰弘宛に学会員・非会員の別と懇親会
の参加の可否を記入して申込。
一般の方の参加も歓迎します。
現在の参加申込は 32 名です。当日飛び
入りの参加も懇親会を除き受け入れます。

色彩教材研究会の永田主査の提案「文学
作品の色名」で提出した『大衆文学と純文
学における色の表現比較 江戸川乱歩「赤
い部屋」/ 梶井基次郎「檸檬」』を、11 月
26 日の研究会大会で講演の形で発表した。
当初、作業から何がわかるのかなと、好
奇心から始まったことだったが、結果は、
色に特化し文を読むと、今までとは違う小
説の世界が見えてきた。
色名がついた題名「赤い部屋」からは、
色の三属性や質感やリピート効果で雰囲気
を表現、光色を効果的に表現等々、色の心
理的効果で読者に何を訴えたかということ

秋の日差しを浴びて、美しく上品に実
る紫色の実。「ムラサキシキブ」という植
物です。
この植物の名前の由来は、江戸時代に
植木屋がこの紫色の実を見て、ムラサキ
シキブと名付けたという説と、紫が敷き
詰められた実ということでムラサキシキ
ミ、それがムラサキシキブになったと言
う説があります。
いずれにしても、平安時代の女性作家
である紫式部を想像して名付けられたの
ではないかと思えてやみません。奢侈禁
止令により、自由に紫を身に着けられな
かった時代に、優美で上品に実る紫の実
を見て、紫に彩られた物語を思い出した
のかも知れませんね。（中村純子）

が明解な小説であった。江戸川乱歩は総合
芸術的発想で読者を意識した大衆作家だと
理解した。
また、色名はないが顕著に黄色が浮かぶ
「檸檬」。作者が観たこと ( 現実 ) 感じたこ
と ( 心象 ) を五感すべての繊細な感覚と観
察力と色名はないが秀逸な文章力で、色彩
豊かな心のスケッチを表現していた。表現
方法は違っても「色彩」が私たちの感性に
大きく影響を与えていることを実感した。
( 中西利恵）

色彩教材研究会通信
「表色系を理解するために」聴講募集
◆
「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい教
え方」：永田泰弘
◆
「マンセル・オストワルト・PCCS をより
理解するための小話集」：垣田玲子
◆
「NCS アカデミーで学んだやさしい NCS
の教え方」：桜井輝子：
◆
「表色系をテーマとしたグループ懇話会」
◆開催日時：2017 年 12 月 3 日（日）午後
１時〜4 時 30 分
◆会場 : 世田谷区男女共同参画センターら
ぷらす・研修室 3&4（定員 50 名）
東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート
王寿ビル３階 東急田園都市線・世田谷線
「三軒茶屋」駅南口 A 下車徒歩 7 分
◆参加費：1,000 円（下記配布物資料代）
◆終了後別負担の懇親会の予定あり。
◆配布物：講演内容を編集したパワーポイ
ント教材を CD に入れて配付します。
◆申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
永田泰弘宛に学会員・非会員の別と懇親会
の参加の可否を記入して申込。
一般の方の参加も歓迎します。
現在の参加申込は 28 名です。定員 50 名な
ので余裕があります。ご参加ください。

No.54

◆研究会大会の講演要旨−１
今年の研究会大会に、色彩教材研究会
は「文学作品の色名」をテーマに決め、
３人の講演の形で参加した。
「井原西鶴四作品の男の色と女色」は、
「好色一代男」「好色一代女」と「日本永
代藏」「世間胸算用」に使われている色名
を含む用例を抽出して、男色、女色、肌
などの色、自然描写の色、その他の色に
分け、特に男女共通色と男色と女色の相
違を知る事に重点を置いたが、好色物と
商人物の色名の使い方にも注目をした。
四作品の色名を含む総用例数は 410、
総色名数は 68 であった。用例の系統別使
用頻度は女色が 33%、男色が 16%、肌色
系が 16%、自然の色が 7%、その他が
32% と、女色は男色の二倍の頻度で使わ
れていた。
好色物二編の女色は 43%、商人物二編
の女色は 16％の頻度であり、好色物二編
の男色は 13%、商人物二編の男色は 18％
の頻度で好色物と商人物で逆転している。
色名の上位の出現頻度は、白、黒、紅、
赤、金、紫、墨、青、緋、浅黄、朱、花
色の順であった。
（永田泰弘）

2017.11.23

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 猩々乱 （ショウジョウミダレ）
「猩々乱」という演目の薪能を先日観て、
猩々緋という色名が、ふと浮かびました。
猩々とは、中国の伝説上の猿に似た、鮮
やかな赤系体毛を持つ、酒好きの動物。
この猩々の血で染めた色から「猩々緋」
の名がついたとか。戦国時代武将の猩々
緋の陣羽織が現存しますが、実際はコチ
ニール染などといわれています。
猩々乱の能装束は、朱頭（朱髪）、朱地
の唐織、と足袋以外は全て朱色や猩々緋
（マンセル記号 10R5/15）の筈。実際観た
衣装は、橙系の薄い色。しかし、拘るの
は野暮で、違っていいでしょう。
“尽きせぬ宿（やど）こそ、めでたけれ”
でしめる、祝舞を堪能した秋の夜でした。
（宮田久美子）

色彩教材研究会通信
「表色系を理解するために」聴講募集
◆
「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい教
え方」：永田泰弘
◆
「マンセル・オストワルト・PCCS をより
理解するための小話集」：垣田玲子
◆
「NCS アカデミーで学んだやさしい NCS
の教え方」：桜井輝子：
◆
「表色系をテーマとしたグループ懇話会」
◆開催日時：2017 年 12 月 3 日（日）午後
１時〜4 時 30 分
◆会場 : 世田谷区男女共同参画センターら
ぷらす・研修室 3&4（定員 50 名）
東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート
王寿ビル３階 東急田園都市線・世田谷線
「三軒茶屋」駅南口 A 下車徒歩 7 分
◆参加費：1,000 円（下記配布物資料代）
◆終了後別負担の懇親会の予定あり。
◆配布物：講演内容を編集したパワーポイ
ント教材を CD に入れて配付します。
◆申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
永田泰弘宛に学会員・非会員の別と懇親会
の参加の可否を記入して申込。
一般の方の参加も歓迎します。
現在の参加申込は 20 名です。空席があり
ます。ご参加ください。
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発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆「NCS アカデミーで学んだ
やさしい NCS の教え方」の要点

◆足立永田サークル・レポート３

NCS システムは「色彩検定 1 級」また
は「カラーコーディネーター検定試験 3 級」
の範囲となります。
しかしながら、検定テキストでは、NCS
の基本理念やユニークな教育システムに
ついては触れられていません。
本場スウェーデンで展開されている NCS
のクラスでは、美しい配色カードを使い、
楽しいパズルを解くがごとく色彩学の基
礎を体験させるものになっています。
今回は、私自身がスウェーデンで学ん

千住街歩き「江戸っ子気分で千住宿を歩

だ、「初学者への体験型アプローチ」につ
いて、実際の教材と共にご紹介させて頂
きたいと考えています。
「色相・明度・彩度の三属性を言葉で理
解させるのではなく、実際の色に触れな
がら体感させることで、目的に沿った配
色を自ら生み出す力を養う」という特徴
を持つ教授法ですから、直接 NCS を教え
る機会のない方であっても、そのエッセ
ンスをご自身のクラスに応用して頂ける
のではないかと考えております。( 桜井 )

NPO 法人千住文化普及会のイベントの
く」に 9 月 23 日に参加しました。定員
40 人（抽選）で３時間の行程でした。
江戸三大刑場のひとつ「小塚原刑場跡
や松尾芭蕉が「行春や鳥啼魚の目は泪」
と詠んで奥の細道に出発した千住の舟着
き場、戦災で全焼したやっちゃ場の現状
などを二班に別れてインカムによる解説
付きで見て歩きました。
色彩教材研究会では、一人でできる活
動として、「まちなみ景観改善のヒントを
探す」というテーマで居住地周辺や旅先
で撮影して、スライドショーをつくるこ
とを提案しています。
この街歩きで撮った写真を編集して、
「千住宿・歴史の記憶を尋ねて」(37 コマ）、
「芭蕉は千住から旅立った」(21 コマ）、
「千
住河原町・やっちゃ場の記憶」(21 コマ）
のパワーポイントを作り、サークルメン
バーに批評をお願いしています。一人の
活動をお互いに共有するところに意義が
あると思っています。（永田）

色彩教材研究会通信
「表色系を理解するために」聴講募集
◆
「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい教
え方」：永田泰弘
◆
「マンセル・オストワルト・PCCS をより
理解するための小話集」：垣田玲子
◆
「NCS アカデミーで学んだやさしい NCS
の教え方」：桜井輝子：
◆
「表色系をテーマとしたグループ懇話会」
◆開催日時：2017 年 12 月 3 日（日）午後
１時〜4 時 30 分
◆会場 : 世田谷区男女共同参画センターら
ぷらす・研修室 3&4（定員 50 名）
東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート
王寿ビル３階 東急田園都市線・世田谷線
「三軒茶屋」駅南口 A 下車徒歩 7 分
◆参加費：1,000 円（下記配布物資料代）
◆終了後別負担の懇親会の予定あり。
◆配布物：講演内容を編集したパワーポイ
ント教材を CD に入れて配付します。
◆申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
永田泰弘宛に学会員・非会員の別と懇親会
の参加の可否を記入して申込。
一般の方の参加も歓迎します。
現在の参加申込は 18 名です。先週より減
少しましたが申込をお願いします。

No.52

2017.11.9

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆
「マンセル・オストワルト・ＰＣ
ＣＳの理解のための小話集」の要点

◆福岡桑野サークル・レポート５

・マンセルシステムが 1905 年に発表され
たとき、色相は 10 色相のみ、明度はマン
セルが考案した計測器で測定した数値、
彩度値はまだ決定されていなかった。
・マンセルは明度、彩度に絵画用語である
Value, Chroma という独自の呼称を使った
が、これは単なる思いつきではなく「子
どものための色彩教育」を念頭においた
ものだった。
・オストワルトシステムの等純系列はシャ
ドウ・シリーズとも呼ばれるが、これは

もくるくる村」という職業体験イベント

レオナルド・ダ・ヴィンチのキアロスクー
ロに啓発されたものだったといわれ、オ
ストワルトは「この中には格別な美しさ
がある」と述べた。
・ＰＣＣＳの明度と彩度を合わせた概念
は、何故トーンと名づけられたのか。
以上のような、検定対策テキストには
載っていないけれど、ちょっと知ってお
きたい小話を集めてみました。パワーポ
イントには、永田主査が作成された、教
材として使える各システムの色相環と等
色相面などが入っています。（垣田）

10 月 22 日（日）10 時〜 14 時「子ど
で、紙粘土を使ったキャンドルスタンド
を制作するデザイナーという職業の体験
ブースを担当しました。
このイベントはリサイクルをテーマに
しているので、空き瓶を利用して制作し
ました。制作手順を紹介します。
①赤、青、黄色の紙粘土をもとに混色を
説明します。
②自分の手でこねて色を作ります。
③瓶の中に粘土を入れ配色します。
④LED キャンドルを埋め込んで完成。
子供た
ちは色を
混色して
新しい色
が出来る
ことを体
験し、と
ても喜ん
でいまし
た。

色彩教材研究会通信
「表色系を理解するために」聴講募集
◆
「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい教
え方」：永田泰弘
◆
「マンセル・オストワルト・PCCS をより
理解するための小話集」：垣田玲子
◆
「NCS アカデミーで学んだやさしい NCS
の教え方」：桜井輝子：
◆
「表色系をテーマとしたグループ懇話会」
◆開催日時：2017 年 12 月 3 日（日）午後
１時〜4 時 30 分
◆会場 : 世田谷区男女共同参画センターら
ぷらす・研修室 3&4（定員 50 名）
東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート
王寿ビル３階 東急田園都市線・世田谷線
「三軒茶屋」駅南口 A 下車徒歩 7 分
◆参加費：1,000 円（下記配布物資料代）
◆終了後別負担の懇親会の予定あり。
◆配布物：講演内容を編集したパワーポイ
ント教材を CD に入れて配付します。
◆申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
永田泰弘宛に学会員・非会員の別と懇親会
の参加の可否を記入して申込。
一般の方の参加も歓迎します。
現在の参加申込は 18 名です。定員 50 名な
ので余裕があります。ご参加ください。

No.51

◆「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい
教え方」の要点

第８回カラーチャットセッションの上
記の講義の要点は、XYZ という変な記号
や、訳のわからない等色関数がもつ、近
寄り難さにあると思います。
XYZ 表色系を最も正確に把握するため
には数式に頼ることです。しかし私のよ
うに数学が苦手な人間は、この壁を見て、
逃げ出します。数式から色のイメージが
湧かないからなのでしょう。
そのために色がイメージしやすいよう
に、はじめから強引に XYZ に色を当ては
めてみることにします。
人間は赤緑青に対応する色覚細胞によ
る３色型色覚をもつ生物ですから RGB や
XYZ という３色の原色を出発点とする色
の組み立てのシステムが成立したのです。
３原色には赤緑青が選ばれています。
お渡しするパワーポイント教材 (44＋6
コマ ) は、RGB はもとより XYZ も赤緑青
を指すのだという教え方で、XYZ 表色系
の概念をイメージしてもらい、色を表す
基礎となっている変な記号をやさしく教
えて欲しいと思って作りました。( 永田）

2017.11.2

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 オキナワスズメウリ
飴玉みたいな可愛い植物を知り合いか
ら頂きました。オキナワスズメウリとい
うらしいです。
唐紅や鮮緑の玉に蔓が絡み合ってその
玉一つ一つに手書きしたような破線があ
ります。まるで作り物のような自然の中
の造形です。毎日見て楽しんでいます。
そしてまた発見。いくつかが唐紅から
赤銅色に変わっていました。枯れるまで
目が離せません。
来年は種を取っておいて蒔いてみよう
と思います。

（荒井美智代）

●色点描の投稿要領
暮らしの中で感じた色彩について 18 字 15 行以
内の文章と写真一枚を上のアドレスに送信。写真
のトリミングはこちらにおまかせください。

色彩教材研究会通信
「表色系を理解するために」聴講募集
◆
「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい教
え方」：永田泰弘
◆
「マンセル・オストワルト・PCCS をより
理解するための小話集」：垣田玲子
◆
「NCS アカデミーで学んだやさしい NCS
の教え方」：桜井輝子：
◆
「表色系をテーマとしたグループ懇話会」
◆開催日時：2017 年 12 月 3 日（日）午後
１時〜4 時 30 分
◆会場 : 世田谷区男女共同参画センター
らぷらす・研修室 3&4（定員 50 名）
東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート
王寿ビル３階 東急田園都市線・世田谷線
「三軒茶屋」駅南口 A 下車徒歩 7 分
◆参加費：1,000 円（下記配布物資料代）
◆終了後別負担の懇親会を予定しています。
◆配布物：講演内容を編集したパワーポイ
ント教材を CD に入れて配付します。
◆申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp
永田泰弘宛に学会員・非会員の別と懇親会
の参加の可否を記入して申込んでください。
一般の方の参加も歓迎します。
現在の参加申込は 15 名です。空席多数、
参加をお待ちしています。

No.50

2017.10.26

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆第８回カラーチャットセッション
テーマと講師の提案をお願い

色点描 朱藍鉛筆

第８回カラーチャットセッションは、
日本橋 DIC ビルで 2018 年２月頃に開催を
予定しています。
当初、ヘアカラーやメイクアップなど
のテーマで企画が進んでいましたが、色
彩教材との距離があることや、講師が見
つからないなどの事情で、再検討に入り
ました。
ご希望のテーマと講師の案を、主査宛
に提案してください。自薦でも構いませ
ん。お願いします。急いでいます。

鉛筆。このレトロな色鉛筆は、なぜ朱・

◆文学作品の色名の調査希望者は
いませんか？

な「青色」だったのかも知れません。

「文学作品と色名」は 11 月 25・26 日の
研究会大会の色彩教材研究会の発表テー
マであり、来年度も継続したいと考えて
います。
来年度の発表を目指して調査をやって
みたい方はいませんか？
一人で出来る研究活動です。作家名や
作品名をあげて、主査宛に申出てくださ
い。いろいろとご協力を致します。

原稿の校正などで活躍する、「朱藍」色
藍の色名で呼ばれるのか。
英語表記が、Vermilion/Prussian Blue
なら、朱・紺青とするのでは？
プルシアンブルーは江戸時代に日本に
輸入され、ベルリン製の「藍」色こと「ベ
ロ藍」と呼ばれます。深い青の発色が人
気を得て、葛飾北斎の浮世絵にも多く使
われました。
朱藍鉛筆は、大正 3 年（1914）頃から
の商品。当時は、青よりも藍の方が身近
（國本学史）

註：色点描の投稿を歓迎します。

色彩教材研究会通信
■日本パステル畫事始め展参加者募集
関東支部主催の、目黒美術館三十周年記念
「日本パステル畫事始め展」解説鑑賞会が、以
下の内容で開催されます。
日時：2017 年 11 月 17 日 18:00〜19:30
（17:30 以前に観覧料自己負担で入館のこと）
会場：目黒美術館（目黒駅から徒歩 10 分）
講師：降旗千賀子氏（予定）
定員：25 名（一般の方も参加できます）
参加費：無料（観覧料のみ負担）
申込法：11 月 10 日（金）までに、上記参加
とし、氏名、連絡先、会員種別を連絡。
申込先：関東支部事務局。
e-mail:kanto@color-science.jp
色材は色彩学の重要な分野で、顔料を主体
に練り棒状に固めたパステルは色彩そのもの
です。パステル画材は明治に伝えられ、大正
に国内生産が始まり、大正から昭和にかけて
普及しました。
作品が出展されている武内鶴之助は留学先
のイギリスでパステルに出会い生涯にわたり
パステル画を描き、表現の可能性を追求しま
した。矢崎千代二はアメリカでパステルを知
り、世界各地の情景を描いた作家で、輸入品
しか無かったパステルの国産化にも貢献し、
ゴンドラパステルが生まれました。

No.49

◆「キュクロプスの窓」を読もう
小町谷朝生東京芸術大学名誉教授を講
師として開催された関東支部主催の「参
加体験型セミナー：双眼一視の世界・色
と形はどう見えるか」は講師と招待者を
含む参加者 32 名、交流会参加者 19 名と
定員 20 名を上回る盛会でした。
ひさしぶりの小町谷節の講義が聴けた
上、参加費 3,000 円の中に、ワークショ
プ用の色紙などの他、小町谷夫妻共著の
「キュクロプスの窓・色と形はどう見える
か」が含まれていてお得感満点のイベン
トでした。
先生の講義は色彩対比と色陰現象につ
いてでしたが、色彩対比の極相と名付け
られた３色間の色彩効果は、実に説明し
難いもので、是非この本の 16 枚の図版を
見て欲しいと思います。
この本を久しぶりに読み返して、色彩
を教える人は必ず読まなければいけない
本で有ると言う認識を新たにしました。
図版が多く、色刷りがきれいな本なの
で、色彩を教えるソースに満ちていて、
教育現場で活用して欲しい最高の教材と
云えるでしょう。

2017.10.19

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色点描 アオスジアゲハ
子供の頃から蝶が大好きで、高校時代
はクラブ活動で昆虫採集をしていた。
日本の大型の蝶は、アゲハチョウ科で
あり、アオスジアゲハはその一種で楠や
椨（タブ）を食草とするので、東京の公
園でも見かける。高い所を飛び、敏捷な
ので写真を撮るのは難しい。構造色の青
緑はとても美しく感動的である。
蝶の和名には色名が入ったものが多数
あり、紋白蝶、黒揚羽、赤立羽、黄揚羽、
緑蜆、大紫、浅葱斑、瑠璃立羽、裏銀蜆、
茶翅セセリなどがある。
日本国内で、蝶の棲息環境が壊されて
個体数が激減しており、東京は特にひど
く、飛ぶ色名が減るのは嘆かわしいかぎ
（永田泰弘）
りである。

色彩教材研究会通信

No.48

2017.10.12

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

第７回カラーチャットセッション「表色系を理解するために」聴講者募集

色点描 カンゾウの花

色彩教材研究会のカラーチャットセッションは、初歩の色彩学や色彩検定対策を、
教える方達を対象にした内容で、教え方を伝えるとともに、教材も手に入るような
配慮をした内容のイベントです。三つの講演の後、少人数のグループでの表色系につい
ての懇話会を開きます。一般の方の参加を歓迎します。
●プログラム●
◆永田泰弘：
「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい教え方」(40 分）

道端にひと際鮮やかに咲く一輪の花。
調べてみたら野萱草（ノカンゾウ）という
お花でした。
萱草色という日本の伝統色はご存知です
か？その伝統色のもとになったお花らしい
です。萱草は平安時代から使われている色
名で、源氏物語の中でも「萱草の袴」とい
う言葉が登場しています。こんなに鮮やか
で綺麗な色なのに、平安時代には忌色とし
て使われていたようです。
鮮やかな紅色を遠慮して、やや赤みを落
とした萱草色を使用する・・。
これが昔の人の考え方のようです。時代
によって異なる色彩の考え方に面白さを感
じた瞬間でした。
（中村純子）

◆垣田玲子：
「マンセル・オストワルト・PCCS をより理解するための小話集」（45 分）
◆桜井輝子：
「NCS アカデミーで学んだやさしい NCS の教え方」（30 分）
◆「表色系をテーマとしたグループ懇話会」（残り時間）
◆開催日時：2017 年 12 月 3 日（日）午後１時〜4 時 30 分
◆会場 : 世田谷区男女共同参画センターらぷらす・研修室 3&4（定員 50 名）
東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート王寿ビル３階
東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅南口 A 下車徒歩 7 分
東急バス・小田急バス「昭和女子大」下車、小田急バス「三軒茶屋」下車
◆参加費：1,000 円（下記配布物資料代） ◆終了後別負担の懇親会の予定あり。
◆配布物：講演内容を編集したパワーポイント教材を CD に入れて配付します。
CD の販売は致しません。
◆申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp 永田泰弘宛
学会員・非会員の別と懇親会の参加の可否を記入して申し込んでください。

色点描という投稿型のコラムを始めます。右の欄のように、一枚の写真と、19 字 15 行

程度の短いエッセイの組合せです。中村さんは鹿児島在住ですが、一人で出来る色彩研究
のスタイルの活動です。写真のトリミングはこちらで行います。投稿をお待ちします。

色彩教材研究会通信
■伝わる文章のポイント 15 項目
関西外大名誉教授 吉村 耕治
文章は相手に意味が伝わらなければ意味が
ない。伝わる文章のポイントとして 15 項目
を精選しましたので、お伝えします。
①文章として完成させる。尻切れ文にしない。
②短い文章のほうが伝わりやすい。1 文の長
さは、50 文字以内が原則である。
③主部と述部をしっかりと対応させる。
④文の主語は何かを、常に考えながら書く。
⑤文章の途中では、主語を変えないで書く。
⑥接続助詞「が」では、言葉をつながない。
⑦修飾語の位置に注意する。修飾語句は、か
かる語句の直前に置くのが原則である。
⑧あいまいさを、できるだけ排除する。
⑨打つべき読点は、しっかり打つ。
⑩否定文は肯定文に書き直せないか、を考え
る。
⑪助詞「て・に・を・は・が・の・だけ・のみ」
の使用が適切か、点検する。
⑫こそあど言葉は、何を指すかを明確にする。
⑬列記する場合は、言葉の性質を揃える。
⑭専門用語の使用は、できるだけ避ける。使
う場合には、その意味を簡潔に説明する。
⑮繰り返しを避ける。文末においても同じ表
現の繰り返しがないか、点検する。
以上。

No.47

2017.10.5

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆足立永田サークル・レポート１

◆福岡桑野サークル・レポート４

秋、好天の下、大倉・中西．渡邊の三
美女と船橋の海老川十三橋に町並景観改
善のヒントを探す小さな旅をしました。
彫刻を持つ橋が連続する 2.6km の行程
を撮影しながら歩き、結果を電子教材に
仕上げて共有するというのが目的です。
白鷺、五位鷺、軽鴨などや、子供のこ
ろに見慣れた雑草なども懐かしく、それ
ぞれの橋に取り付けられた具象的で小振
りの彫刻が面白く、次はどんなテーマな
のだろうかという期待感の高い道中でし
た。最後の橋などは、川を間違えて後戻

九州造形短期大学色彩知育体験講座を 9
月 4 日（月）10 時〜 12 時に、参加者同大
学学生 5 名で実施しました。
日本の伝統色 48 色を机に並べ、言葉を投
げかけ、その言葉のイメージの色を選んで
もらい、個々に選んだ理由を発表してもら
います。
その理由に対しては正解、不正解はなく、
互いの違いや共通点を確認し合います。
何気ないワークのようですが、色につい
て考え、発表することで、プレゼン力や分
析力が備わってきます。この講座は課題を
変えながら継続していきます。

りするなどのハプニングもありましたが
計画通り踏破？出来ました。15,000 歩を
越え足の悪い老人は疲れました。

原稿募集：このような原稿の投稿をお願いします。
字数は写真無しで 19 字 24 行が限度です。

色彩教材研究会通信
■研究論文の書き方半日講座の報告
色彩教材研究会員が参加者の半数
関東支部と色彩教材研究会とパーソナル
カラー研究会の共催、環境色彩研究会の協
力で開催された吉村耕治氏による「研究論
文の書き方半日講座」は、9 月 16 日（土）
の午後、文化学園大学にて開催され、当初
は 25 人の定員の処、講師と招待を除いて
46 人の参加者となりしかも色彩教材研究会
の会員が半数の 23 人を占めました。
講演内容は、第１講「研究論文の構成を
決定するまでのポイント」と第２講「問題
点の明示・引用の仕方・出典の明示法」に
分かれ、20 頁のテキストが配付されて、そ
の文章をパワーポイントで示しながら、時々
空欄を作って答を求めながら、聴講者を惹
き付ける工夫がされて、最後まで集中して
受講出来たのは、吉村講師の話術の巧みさ
と感心いたしました。
人文学系の論文は「参考文献」から書き
始めよ。
「はじめに」に書きすすめよ。
「論
文は一挙にかきあげよ」
「注」の重要性など、
、
教えられることが多々ありました。
聴講者全員がこの講座を活かして、良い
文章を早く書いて下さることを祈ります。
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◆研究会大会への研究会参加内容

◆三宅島からご挨拶

平成 29 年度研究会大会は、11 月 25
~26 日に名古屋の椙山女学園大学星が丘
キャンパスで開催されます。
色彩教材研究会は新プロジェクトの「講
演・文学作品の色名」でエントリーして
いますが、講演の講師とタイトルがほぼ
固まりしたので、紹介します。
1.「宮澤賢治 銀河鉄道の夜の色名」
渡邊裕美 (30 分）
2.「大衆文学と純文学における色彩表現の
比較」
中西利恵 (40 分）

こんにちは、早川 ( 滝沢 ) さやかです。
現在はスクールを退職し、夫の赴任地の三
宅島に住んでいます。
三宅島は竹芝から船で 7 時間弱の人口約
2,600 人のこじんまりした島です。都内と
は言っても気候は南国。ハイビスカスやブー
ゲンビリアの鮮かな色彩の花が咲き乱れ、
澄んだ日射しは火山の緑をひときわ濃く見
せてくれます。周囲 360 度を海に囲まれた
この地でも、ネットの普及や本土からの転
勤組の影響もあり、オシャレに関心のある
人が多いのが印象的です。
私のカラーコーディネーターという仕事
に興味を持たれる方もたくさんおり、そん
な方たちに何とか色彩セミナーができない
かと「三宅島滝沢 ( 早川 ) グループ」を立ち
上げる計画をしています。
何はともあれ、三宅島は美しく気持ちの
よい島です。ぜひ夏のバカンスの候補の一
つに挙げてみて下さいね！

3.「井原西鶴 四作品の 男の色と女色」
永田泰弘 (40 分）
上記の三人が講演します。童話、大衆
文学、純文学、江戸時代の浮世草子とジャ
ンルの異なる文学作品について、同様の
方法で文中から色名を抽出して、それぞ
れの考えで、講演内容をまとめることに
しています。
以上とは別に、皆様には来年度の研究
会大会のために文学作品から色名を抽出
する作業を引き続き進めて、進行状態を
主査に報告して頂くことをお願いします。

早川（滝沢）さやか

原稿募集：このような原稿の投稿をお願いします。
字数は 19 字 24 行が限度です。内容は自由ですが、
教材の紹介、教え方の成功例や失敗例、様々の質問、
町並景観の特徴紹介やイベント内容の希望など。
記名原稿であることが条件です。

色彩教材研究会通信
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■第７回カラーチャットセッション「表色系を理解するために」 聴講者募集
色彩教材研究会のカラーチャットセッションは、初歩の色彩学や色彩検定対策を教え
る方達を対象にした内容で、教え方を伝えるとともに、教材も手に入るような配慮をし
た内容のイベントです。一般の方もご参加ください。
今回は、色彩学の入口の知識でありながら、学校では教わった覚えがない表色系につ
いて、混色系と顕色系 (Color Order System) 表色系の揃い踏みの内容です。
三つの講演の後、少人数のグループでの表色系についての懇話会を開きます。

◆綜合テーマ：「表色系を理解するために」
◆永田泰弘：
「RGB 表色系と XYZ 表色系のやさしい教え方」
◆垣田玲子：「マンセル・オストワルト・PCCS を より理解するための小話集」
◆桜井輝子：「NCS アカデミーで学んだやさしい NCS の教え方」
◆
「表色系をテーマとしたグループ懇話会」
◆開催日時：2017 年 12 月 3 日（日）午後１時〜4 時 30 分
◆会場 : 世田谷区男女共同参画センターらぷらす・研修室 3&4（定員 50 名）
東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート王寿ビル３階
東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅南口 A 下車徒歩 7 分
東急バス・小田急バス「昭和女子大」下車、小田急バス「三軒茶屋」下車
◆参加費：1,000 円（下記配布物資料代）
◆配布物：講演内容を編集したパワーポイント教材を CD に入れて配付します。
CD の販売は致しません。
◆終了後 4,000 円負担の懇親会を予定しております。
◆申込先：nagataya@jcom.zaq.ne.jp 永田泰弘宛
申込の際、学会員・研究会会員・一般の別と懇親会参加の可否を記入してください。
。
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◆懇話会 グループ５の話題
グループ５では、これから色彩を活か
していきたいという方、パーソナルラー、
インテリア、グラフィックデザイン、色
彩講師など、様々な分野で活動している
方が集まりました。メンバーからは、自
分とは違う分野で活動している方の話を
聴く事ができ、色彩に関する考え方の幅
が広がった、新たな可能性を見出だす事
ができた、などの感想がありました。講
師の話を聴き、質疑応答で終わる、とい
う従来通りの形ではなく、参加者同士が
交流できる時間があるということに関し
て、皆さんとても新鮮に感じたようです。
新幹事さん達が工夫を凝らして下さった
おかげで、笑顔があふれ、実りある会に
なりました。今後のカラーチャットセッ
ションでも、短い時間でも構いませんの
で、懇話会は継続していただきたいと思
います。また今回永田先生がお話下さっ
たように、色彩の世界で活躍している方
のお話を聴く機会を作って頂けると嬉し
い、といった声もありました。先生のお
話にありましたが、まず何かをやってみ
る事が大切だと思います。会の企画を待
つだけでなく、自主的に研究をしていく
事で、会の活動がより活発になっていく
と思いました。 MH

色彩教材研究会通信
■メールで漢字色名を使って答えよう
四字熟語のカラーイメージを
第６回カラーチャットセッションの橋本
実千代講師による、右の図のような「色彩
心理の拡張のアンケート」で、都合により
割愛した四字熟語に「風林火山」がありま
した。これは武田信玄の合戦を評した「疾
きこと風の如く、徐（しず）かなること林
の如く、侵掠すること火の如く、動かざる
こと山の如し」を表現しています。
それと同様の方法で、メールで「風」
「林」
「火」
「山」に対する貴方の感覚を漢字の色
名で表して、発行人あてに送ってください。
赤＝１、橙＝２、黄＝３、緑＝４、青＝５、
紫＝６、桃＝７、茶 =８、紺＝９、白＝10、
灰＝11、黒＝12 と、中間色は○＋○の形で
書いてください。
答は [ 風は１、林は２、火は３、山は４]
のような表現で送ってください。締切は９
月末日として集計し、配信します。
この通信を利用して、自宅からアクセス
する勉強方法もあると思います。将来、皆
様が知りたい問題を送っていただき、通信
で発信集計する方法が確立すれば幸いです。
送信先：右上のアドレスまで。
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◆色彩心理アンケートの教材化例
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◆懇話会 グループ１の話題

第６回カラーチャットセッションで実施
私たちグループ１のメンバーは以下の六人
したアンケートの教材化の例を示します。
でした。JPMA に勤め色見本帳の製作に関わっ
単語や四字熟語を選んで、この方法を使っ
ている TK さん。フリーでファッションのパー
て教材を作りませんか。（回答者数：34 名）
ソナルカラー診断を行っている MK さん。大
学で非常勤講師として色彩指導を行っている
東
西
南
北
RN さん。フリーでジュエリーとアロマを手
青
橙
赤
黒
がけている MT さん。フリーで 景観色彩を手
がけていた MO さん。フリーで住宅のインテ
リア計画と設計を行っている MM。
メンバーは各々が取り組んでいることや興
味を持っている話題を話し合いました。
黄
白
橙
・文学から色を紐解くことはとても興味深い。
赤
・みんなが共通で使いやすい「色のモノサシ」
はマンセルシステムと思う。
茶
50%
・JPMA のポケット版とワイド版の色に違い
赤
黄
黄
があるが、紙素材の違いが影響している。
青
白
・建築インテリアの領域では JPMA( 日本塗料
黄橙
緑
工業会 ) の見本帳を使っている。
緑
・ファッションの領域では色見本帳に DIC と
青
白
紺
橙
パントンを使っている。
紫
桃
緑
薄青
薄茶
青
紺
・各々の仕事の領域によって使っている色見
黄
紺
薄青
紫
黄緑
灰
灰
紺
本帳が異なている。
上記の話題でまとまるまでは行かず、時間
切れとなってしまいました。 MM

色彩教材研究会通信
■論文の書き方半日講座
申込締切日は明日！
この講座は、関東支部と色彩教材研究会
とパーソナルカラー研究会の共催、環境色
彩研究会の協力で開催されます。
日時：9 月 16 日（土）13:00~16:00
会場：文化学園大学（新宿駅から 7 分）
講師：吉村耕治氏（関西支部長・関西
外大名誉教授・関西大非常勤講師）
申込先：関東支部事務局
e-mail:kanto@color-science.jp
fax:048-794-3901
詳細は、ニューズ 308 号や学会のホーム
ページを参照してください。
文章の書き方など、自然に憶えるものだ
と思っている人は多いでしょう。しかし、
書き方を習ってみると文章表現の世界が広
がるでしょう。電話やメールの普及により
手紙を書かなくなりました。手紙・随筆・
小説・論文の何れでも、起承転結は基本原
則です。これを学んだだけでも参加した甲
斐があるというものです。
文章による感動の表現、格調が高く正確
な記述、読みやすい文字使いなどで、人生
を楽しんでください。
。

No.43

2017.9.7

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆色彩心理アンケートの教材化例

◆懇話会 グループ３の話題

第６回カラーチャットセッションで実施
したアンケートの教材化の例を示します。
単語や四字熟語を選んで、この方法を使っ
て教材を作りませんか。（回答者数：34 名）

このグループは、町並景観の改善や、
観光客を集めるための、魅力作りの話題を
取り上げて話していただいた。
きっかけは、鎌倉駅付近の車止めの上に
取り付けた金属製の雀に近所の女性が衣裳
を着せていることがインターネットで評判
になって海外の旅行者が集まり始めた話か
ら、シーサイドラインのアニメのキャラク
ターの紹介もあった。あるお寺がアニメを
使って人気を集めている例もある。
アニメの舞台になった場所でなくても目
で見て可愛いもの、美しいものなら良いと
思うという意見も出た。
見たく無い人の目にはとまらず、見たい
人だけが探す隠れミッキー的な物が考えら
れる。ベンチやバス停などにこだわりの有
る色やアクセントで遊ぶことも有効。
どの家にも古くから有る家紋を利用する
のも実施例が稀なだけに面白い。
地域を活性化するには、色やアニメやキャ
ラクターや土地を象徴する物を探し出して
発信することが必要だが、品位を失わない
ことが大切である。
HO、MS、MK、SY、YN

東
青

西
橙

黄
赤

50%

黄

南
赤

黒

橙

白

茶
赤

黄

白

緑

黄橙

橙

青

桃
紺
薄青
黄緑

北

青

緑
紫
薄茶
紺
灰

白

紺

緑
青
紫
紺

薄青
黄
灰

色彩教材研究会通信
■小町谷朝生先生による参加体験型
セミナーの申込締切日は今日！
◆セミナー第１部：双眼視世界の探求
ワークショップ・対比現象におけるティシュ
エフェクトの体験。
◆セミナー第２部：色と形はどう見えるか。
という内容で構成される体験型セミナーの
申込は本日が締切日です。
定員に達していても、救済措置がある可
能性に期待して、すぐに申込みましょう。
日時：10 月 7 日（土）13:00~16:30
会場：文化学園大学（新宿駅から 7 分）
講師：小町谷朝生氏（東京芸大名誉教授）
●申込先：関東支部事務局
e-mail:kanto@color-science.jp
fax:048-794-3901
参加費：学会員：3000 円・学生：2000 円
非会員：5000 円 交流会：3500~4000 円
詳細は、ニューズ 308 号または学会のホー
ムページを参照してください。
小町谷朝生／尚子著「キュクロプスの窓」
という高価な著書が、実習教材と共に参加
費に含まれています。
これを機会に小町谷先生の謦咳に接する
機会をお作りください。
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◆色彩心理アンケートの教材化例
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◆懇話会 グループ６の話題

第６回カラーチャットセッションで実施
自己紹介と今後の研究会の運営、企画等の
したアンケートの教材化の例を示します。 参考とさせていただくため、それぞれのメン
単語や四字熟語を選んで、この方法を使っ バーが興味をもっている分野、取り組みたい
て教材を作りませんか。（回答者数：35 名） ことなどについてお話いただきました。
話題を要約すると以下のようになります。
春
夏
秋
冬
・色彩調和・色の感情効果などの、これまで
黄
青
茶
白
の研究成果のまとめや感想等を知りたい。
・音楽、映画に関する色彩。
・美術館巡りと色。
・平安の色彩。
・色彩文化全般について。
桃
・生涯学習の中の色。
・色彩教育で使えるツールの作り方。
黄
・日常に役立つ色の知識とは。
50%
・パーソナルカラーの論理性。
緑
赤
・テキストに書いていないこと、現場の話な
青
どを聞けると嬉しい。
緑
橙
・色彩の勉強をすればするほどわからないこ
黄緑
橙
紺
とが増える。
緑
紺
・色彩の資格は、仕事に結び付きにくいとこ
黒橙
薄青
黒
黒黄
ろが問題かもしれない。 UT
薄赤
橙茶
桃
白茶
青
赤
黄緑
お願い：懇話会のグループ１と５の話題の原
黒茶
白紺
薄青
青紫
稿が有りません。メンバーの方から 450 字程
度の感想の投稿をお願いします。（発行人）

色彩教材研究会通信

No.41

2017.8.24

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

■空席有り 論文の書き方半日講座

◆色彩心理アンケートの教材化例

◆懇話会 グループ 4 の話題

関東支部と人文系研究会の合同開催の上
記講座に、色彩教材研究会は共催研究会と
して積極的に参加者を募集しています。
学会員以外でも参加が可能です。
日時：9 月 16 日（土）13:00~16:00
会場：文化学園大学（新宿駅から 7 分）
講師：吉村耕治氏（関西支部長・関西
外大名誉教授・関西大非常勤講師）
申込先：関東支部事務局
e-mail:kanto@color-science.jp
fax:048-794-3901
詳細は、ニューズ 308 号や学会のホーム
ページを参照してください。
皆様の立場だと博士論文を書く方は少な
いでしょうが、小論文やレポートの他、エッ
セイなどの執筆はあるでしょう。
論文の特徴は論理性が優先順位の一位に
くるでしょうが、この書き方をマスターす
れば、将来、色彩関係の著書を書く時に大
いに役立つでしょう。この講座を受ければ、
いろいろな原稿依頼も怖い物無しになるか
もしれません。20 頁のテキストが付いて、
破格の参加費 1,000 円なので、是非時間を
ひねり出して参加しましょう。

第６回カラーチャットセッションで実施
したアンケートの教材化の例を示します。
全データを添付しますので、自由に教材化
してお使いください。（回答者数：35 名）

大学で色彩心理の授業をしている。パワポ
にしてしまうとメリハリが無いので、10 ㎝
角のマグネット教材を使用。大人数でも短時
間で出来る教材で色に興味を持ってもらいた
い。KU
学校で測色に携わっている。小学校の先生
に特化した子供たちに教える衣食住に絡んだ
色彩教育で、座学ではなく子供たちが積極的
に参加してくれるような動きのある提案をし
ている。「一人でもできる三つのプロジェク
ト解説」に目が留まりヒントをもらおうと久
し振りに参加しました。IO
配色ワークショップ、花のアレンジメント
等を開催している。初めて学ぶ人のための基
礎の手作り教材がほしい。パーソナルカラー
の基礎教材もあったら良いなと思う。YT
フリーランスでアクセサリー制作販売をし
ている。アクセサリーの講習会で３級程度の
知識を盛込んでいる。以前は、ＩＴインスト
ラクターだったので、デジタル教材を作成す
ることは得意なのでアナログ教材に興味があ
り、手作り教材を復活してほしい。WH
懇話会は初めての試みでしたが、大好評で、
続けたい企画です。HW
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■双眼一視の世界 色と形はどう見えるか

◆足立永田サークル・レポート１

◆CCS 懇話会 グループ２の話題

小町谷朝生先生による関東支部主催の参加
体験型セミナーが開催されます。
日時：10 月 7 日（土）13:00~16:30
会場：文化学園大学（新宿駅から 7 分）
講師：小町谷朝生氏（東京芸大名誉教授）
申込先：関東支部事務局
e-mail:kanto@color-science.jp
fax:048-794-3901
参加費：学会員：3000 円・学生：2000 円
非会員：5000 円 交流会：3500~4000 円
詳細は、ニューズ 308 号または学会のホー
ムページを参照してください。
小町谷先生の著書「キュクロプスの窓」
が配付されて、「左右両眼を持ちながらキュ
クロプスと同様に一つの外界像を捉える私
たちの視は、日常では意識されないひずみ
を含んでいます。安定的な見方にあえて揺
さぶりを掛ける能動的観察を通して垣間見
る視の世界は、驚きと不思議に満ちていま
す。」（引用）
◆セミナー第１部：双眼視世界の探求
◆ワークショップー対比現象におけるティ
シュエフェクトの体験
◆セミナー第２部：色と形はどう見えるか

少し涼しい日になったので 7 月 23 日、
町並景観改善のヒントを探しに、東京都世
田谷区桜新町の「サザエさん通り」に、小
さなカメラをもって行ってきました。
景観改善のヒントになると考えたもの
は、以下の４種類でした。
１：歩道上に設置されたサザエさん一家の
キャラクターのブロンズ像。
２：電線の地下埋設で必要になり歩道上に
設置されたトランスの外面に貼られたキャ
ラクターのイラスト。
３：サザエさん一家の顔を焼き付けた正方
形のタイルをボラード（車止め）の上面に
はめこんだ使い方。
４：長谷川町子美術館の存在と、サザエさ
んを主役にしたサインやバナーなど。
帰宅して、撮影した写真を編集して、教
材となるパワーポイントを作成しました。
このデータも、現在考えている、ある市
に対する色彩提案のサブとなる資料に使え
るかもしれないと考えて、メインとする資
料を二人で考えている処です。
他にネイルカラーのパーソナルカラー関
連の教材化も進めています。

仕事で自動車の内装デザインに関わってお
り、自動車内装は建物の内装より視線が近距
離になるので CMF=COLOR+MATERIAL+FINISH
が重要になる。武蔵野大で指導中で、例えば
ケント紙を使って新質感作成のワークショッ
プなども行う。講師が関わった西武リビング
カラーなどの話には興味がある。YY
パーソナルカラー診断の他、ブライダル
コーディネートの講座をもっている。町並の
色にも興味があり、緯度や経度により色の見
えも異なるので色の好みも地域で異なると思
う。HU
工業系高校でインテリアに使える色彩学を
教えている。色の対比や色相環に興味を持た
せる教え方を知りたい。AS
パーソナルカラー診断と、専門学校で色彩
検定のための指導を行っているが、生徒が食
いつく印象的な教え方が知りたい。また、
「色
彩心理」を如何に現実と繋ぐことができるか
まで掘り下げる必要があると思う。IT
皆さん、話し足りないようでしたので、1
時間あると、より話も広がり、楽しめたよう
に思います。色彩との関わり方が様々な異業
種の方の話は勉強になり好評でした。今後も
続けて行きたいと思います。YM

色彩教材研究会通信
■研究論文の書き方半日講座に申込もう
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◆第６回 CCS の配付教材

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆懇話会 グループ７の話題

教材が参考になった。橋本先生の教材がわ
かりやすくてよかった。街並みの景観に興味
があり自分の町を調べてみたい。色彩教材研
究会への入会を希望。KJ
個人でできる文学作品から色名を取り出す
研究に興味がある。若者文化が気になり、学
生に興味をもってもらえるように、アニメか
ら色名の抽出をやってみたい。著作権が心配
だが発表しなければよいのだろうか。簡単で
わかりやすい XYZ の教え方が知りたい。KS
子ども研究会に所属しているので、０〜６
歳の子どもに関わる色彩の提案をしたい。以
前にある保育園のカーテンの色を提案した経
験がある。絵本の色を調べたい。YK
理学・工学・医学などの実験系論文に対
カラーチャットセッションで、色覚正常で
して、人文系論文の書き方は別物と考えて
ない方に対する配慮はどこまで行えばよいの
いいでしょう。皆様の立場だと博士論文を
か、ご教示してほしい。YE
書く方は少ないでしょうが、小論文やレポー
街並み景観のプロジェクトに興味あり。景
観に関する資料集めや訪れた街の気になる部
トの執筆はあるでしょう。
分を写真に残すことは自分ひとりでも続けら
論文の特徴は論理性が優先順位の一位に
●研究会大会の発表希望者を募集します
れる。SA
くるでしょうが、この書き方をマスターす
名古屋の椙山女学園大学で開催される研
司会をすることで、参加の皆さんの今日の
れば、将来、色彩関係の著書を書く時に大
究会大会の色彩教材研究会の持ち時間が 11 講座への感想を聞き、グループ懇話会でご自
いに役立つでしょう。この講座を受ければ、 月 26 日（日）に 14 時〜16 時に決定しま
身のお話や意見交換をすることで、CCS への
いろいろな原稿依頼も怖い物無しになるか
した。テーマは「文学と色名」で 3 名の発 要望を生でうかがい、CCS への親近感を増し
もしれません。破格の参加費 1,000 円なの
表希望者が決定。あと 1 名を募集します。 ていただけたことは、今回の大きな成果の一
で是非時間をひねり出して参加しましょう。 至急、主査宛に申し込んでください。
つだと思った。MY
関東支部と人文系研究会の合同開催の
上記講座に色彩教材研究会は共催研究会と
して積極的に参加者を募集します。
日時：9 月 16 日（土）13:00~16:00
会場：文化学園大学（新宿駅から 7 分）
講師：吉村耕治氏（関西支部長・関西
外大名誉教授・関西大非常勤講師）
申込先：関東支部事務局
e-mail:kanto@color-science.jp
fax:048-794-3901
詳細は、ニューズ 308 号や学会のホーム
ページを参照してください。

第６回カラーチャットセッションで参加
者に CD に入れて配付しましたパワーポイ
ント教材データを紹介します。更に加工す
ると使いやすい教材になります。
1 橋本・色の心理効果―配付用
2 橋本・色の心理効果拡張版
3 宮田・色の連想と象徴ー著作権対応版
4 宮田・色の連想と象徴拡張版
5 永田・私と色
6 永田・三つのプロジェクト
7 永田・文学と色名ー風の又三郎
8 永田・景観ー浅草の暖簾
9 永田・景観ー浅草の家紋入り看板
10 永田・景観ー浅草の地口行灯
11 永田・景観ー竹ノ塚彫刻の道
拡張版用の解答結果の単純集計が終りま
したので、後日、皆様に送信します。

2017.8.10

色彩教材研究会通信
第６回カラーチャットセッションから
◆講演「色と私」
第６回カラーチャットセッションの企
画を、新幹事３人にお願いした処、永田
泰弘が色に関わって来た履歴を語れと云
う予想外の企画が出てきて驚きましたが、
素直に従いました。
1936 年生まれの私は 1958 年に大日精
化工業（株）に入社し、塩ビ樹脂の着色
剤の開発研究や CCM の開発に従事し、10
年間、工場の研究室勤務を致しました。
1958 年にカラープランニングセンター
の設立準備のため本社広報室に転勤し、
機関誌『色彩情報』の編集や色彩動向調
査から、建築物のカラーデザインと自治
体の景観色彩基準の策定に仕事を徐々に
特化していきました。
CPC で手がけた環境色彩調査と色彩基
準策定は約 150 件以上、各種のカラーデ
ザインは合わせて 300 件以上でした。
これらの仕事と色彩の綜合メーカー大
日精化の広報室の仕事を兼務して、2013
年、75 歳で二社を退職しました。偏った
分野ですが色彩と共にあった人生でした。
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◆講演「三つのプロジェクト」

◆福岡桑野サークル・レポート３

「誰でも出来る三つのプロジェクト」は
私が主査を引き受けてから、東京以外に散
在される 60% の研究会員は東京でのイベ
ント参加は限定されるので、地元で一人で
も出来る研究活動を盛んにしたいとの発想
から生まれたものです。
第一は研究会員がリーダーになって各地
で「勉強会サークル」を立ち上げ、初歩的
な色彩教育活動を自主的に独立採算制で行
い、研究会は電子データを集めて、サーク
ルに提供して後援しようと考えています。
既に三サークルが誕生しています。
第二は「文学作品と色名」で、小説など
を読んで、色名を使って色彩がどう表現さ
れているかを調べて、類似の方法でデータ
化して、共有しようとするものです。
第三は「景観改善のヒントを探そう」プロ
ジェクトで、どんな町でも町並を整えて、
特色を出そうとしています。そのためのヒ
ントとなる写真を集めて、教材の形に作ろ
うと云う提案です。
それぞれのフローチャートと、第二・第
三の実例をパワーポイントで紹介・配付す
るという講演を行いました。

7 月 23 日、アクロス福岡交流ギャラリー
の「自然の学校」というイベントに出展。
色の三原色を使って色を作ってみるという
体験ブースで、制作手順は以下の通りです。
①予め、赤・青・黄の水彩絵の具で色水を
作っておきます。
②色の仕組みを伝え、混色して緑・紫・橙
を作ります。
③できた色の中から、好きな色を選び、洗
濯のり等を投入して、スライムにします。
④出来上がったスライムは持ち帰りです。
たった 3 色の組み合わせでたくさんの色
が作れることを知り、子供たちは目を輝か
せていました。とてもシンプルな作業です
が、色に対する興味が高まったようです。

色彩教材研究会通信
カラーチャットセッション
無事終了のご報告

7 月 23 日（日）、東京・日本橋の DIC
ビルにて開催致しました第 6 回カラチャッ
トセッションは、有料参加者（参加費：
1000 円）32 名、講師 3 名、スタッフ 5
名の規模で、午後１時半開始、5 時半終了。
その後、12 名が参加した味彩での懇親
会という形で、予定通り終了致しました。
第一に、
会場をご提供頂いた ( 株）DIC と、
解錠手配．会場と機材の準備等に、細か
い気配りをして頂いた竹下元幹事に感謝
を致します。
また、お二人の講師および、スタッフ
として企画から当日の運営までを、初め
ての経験ながら、滞りなく進行して頂い
た新幹事諸氏にお礼を申しあげます。
色彩教材研究会は、発足時より、初心
者に色彩学を教えるための教材を、その
ような教育に従事されている研究会員に
供給し、同時に教え方を指導するという
コンセプトで活動してきました。
今回も、講演に用いられたパワーポイ
ントを、配付用に編集して CD に入れて教
育に使えるよう参加者に差し上げました。

No.37
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◆講演「色の連想と象徴」

橋本実千代先生による講演は、AFT3 級
宮田久美子常盤短期大学名誉教授による
のテキストにある「色の心理効果」の内容
講演は、AFT3 級のテキストにある「色の
を受験生に、どのように教えるかを、テキ
連想と象徴」をテーマにして、連想と象徴
ストの記述と図を示し、それぞれに、説明
の定義、先達の研究結果に始まり、先生が
のエピソードや記憶する時の語呂合わせや
研究された調査結果は、「色名から連想さ
単語帳の利用、また、「暖色と寒色」、「進
れた具象語と抽象語」と「象徴語からの連
出色と後退色」、「膨張色と収縮色」、「軟ら
想色」と「言葉からの連想色」に分けて紹
かい色と硬い色」、「軽い色と重い色」、「興
介されました。
奮する色と沈静する色」、「派手な色と地味
「象徴語からの連想色」は、126 色の色
な色」のそれぞれが対比して実感出来るイ
票の中から選ぶ方法で、「怒り」、「嫉妬」、
ラストの例を示されました。
「罪」、
「永遠」、
「幸福」、
「孤独」、
「平静」、
「郷
また、プリントして渡せるカラフルな表
愁」、
「家庭」、
「愛」、
「純潔」、
「夢」、
「不安」、
や、色相と明・彩度面における感情の動き 「恐怖」の 14 象徴語について、男女の大学
生に回答を求めたところ、男女の差が少な
の表なども理解を助ける教材になります。
い結果が得られたとのことです。
最後に、12 の基本色を示して、言葉に
また、時代によって、連想色や象徴色が
当てはまる色を答えると云うアンケートを
変って行くことなどが語られました。
記入してもらいました。これは、すぐに利
更に、色のトピックスとして、建物の壁
用出来る教材となり、簡単に多くの問題が
を全てコバルトブルーに塗ったスペインの
作れます。
町や、ピンクの醤油とピンクのカレーの試
例えば「恋愛と失恋の色」、「安全と危険
食の話など、面白く聞くことが出来ました。
の色」、「陽気と陰気の色」、「花・鳥．風・
最後に、宮田先生からのアンケートが
月の色」、「喜・怒・哀・楽の色」などです。
二種出題されました。
この結果は、後日、この通信に掲載致し
（後半の講演の概要は次号に掲載します。）
ます。

色彩教材研究会通信
カラーチャットセッション

当日・会場での受付も可能です。
■開催日：2017 年 7 月 23 日（日）
受付開始：13:00 解錠時間設定・注意
「色の心理的効果」＋α
橋本実千代
「色の連想と象徴」＋α
宮田久美子
「色と私」
・「一人でもできる三つのプロ
ジェクト解説」
永田 泰弘
■会場：DIC 本社（中央区日本橋 3-7-20）
地下鉄日本橋駅 B１出口から 200m、東京
駅八重洲中央口から 300m。高島屋とリソ
ナ銀行の間。壁面の目の高さの小さな dic
のサインを見逃さないでください。
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◆文学と色名・抽出データ−4
N-331 芥川・老いたるスサノウの尊 .docx
N-332 芥川龍之介・好色 .docx
N-333 芥川龍之介・薮の中 .docx
N-334 芥川龍之介・影 .docx
N-335 宮澤賢治・ペンネンネンネンネン・ネ
ネムの伝記 .docx
N-336 近松門左衛門・世継曽我 .docx
N-337 近松門左衛門・曽根崎心中 .docx
N-338 近松門左衛門・心中重井筒 .docx
N-339 近松門左衛門・国姓爺合戦 .docx
N-340 近松門左衛門・心中天の網島 .docx
●上記のデータは、文学作品から色名を
含む用例を抜き出し、整理したワードの
データです。メールに添付して簡単に送
信出来ますので、番号を指定して、主査
宛にご連絡ください。お送りします。
●N-340 までのデータは、主査が作成して、
希望者に提供しているものですが、在庫
が無くなりました。この作業をやってお
られる方で、ワードのデータを提供して
も良いと思っている方が有りましたら主
査まで申出てください。

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆拓殖大学高尾中西サークル発足
7 月 7 日（金）（16：00〜18：00）サー
クル活動がスタートいたしました。
今月の開催は学校行事に合わせてのこと
で、7 月は 7 日と 21 日 ( 金 ) で、夏休みに
入り、次回開催日まで 2 ヶ月間以上開いて
しまいます。スケジュールから考え、2 回
で「色」の魅力を伝え、
「色」に興味を持ち、
知識欲が増し、3 年生には卒業研究につな
げていってくれればと、フレキシブルに対
応しようと思いました。
始まってまず「今日は何の日？そう、七
夕・・短冊に願い事を書いたことあります
よね・・あの短冊の色は・・」と切り出し、
謂れや色の意味をお互いにワイワイ話し
て、盛り上がりました。
拓殖大学工学部デザイン学科の学生 2、
3 年を中心とした有志 9 名（女子 6 名男子
3 名）でスタートです。
今月のテーマは「色のスケールと言葉の
スケール」です。

（中西利恵）

色彩教材研究会通信
カラーチャットセッション
聴講者募集

一般の方大歓迎

有料参加者 20 名「まだ半分以下」
■開催日：2017 年 7 月 23 日（日）
受付開始：13:00 講演 13:30 〜 17:00
■チャット・プログラム
「色の心理的効果」＋α
橋本実千代
「色の連想と象徴」＋α
宮田久美子
「色と私」・「一人でもできる三つのプロ
ジェクト解説」
永田 泰弘
■会場：DIC 本社 二階会議室
（東京都中央区日本橋 3-7-20）
(http://www.dic-global.com/jp/ja/about/e
stablishment/headoﬃce.html )
■参加費：1,000 円 ■定員：先着 50 名
■配付資料 CD：パワポ・データ約 10 点
■聴講参加申込方法：誰でも申込めます。
一般・研究会員・学会員の区分、氏名、
連絡先、終了後の懇親会（詳細未定）へ
の参加の可否を明記の上、
7 月 22 日（土）までに色彩教材研究会主
査永田（nagataya@jcom.zaq.ne.jp）まで「第
６回カラーチャットセッション参加申込」
と明記して E-mail でお申込み下さい。

No.35

2017.7.13

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆文学と色名・抽出データ−3

◆足立永田サークル発足

N-321 森鴎外・舞姫 .docx

サークルの結成をお願いしながら、主査
が作らないのは、良く無いと考え、発足し
ました。メンバーは私の他は今１名です。
会場は、足が痛いために東京都足立区保
木間の兎の住処のような私の自宅を使用し
ますので、一回の収容人員は４人が限度で
す。開催日は不定期とし、メンバーの希望
の日時に開きます。
当面のテーマは、ネイルカラーの教材化、
色による町おこしの提案、文学作品の色名
など、メンバーの希望に従います。
勉強会サークルは、身近の場所で、身近
な人達が集まって、自発的に一冊の本を中
心に色彩を学んだり、その内容を教材に仕
立てたりする集まりを作り、運営すること
から、将来は研究会の形に成長することを
目的にしています。
地方にお住まいの方は、町おこしに色を
取り入れることや、小さな景観改善のヒン
トを探すサークル活動から始めることをお
勧めします。それなら、色彩学に興味の無
い方にも受け入れてもらえるでしょう。
足立区に近い方のサークル参加をお待ち
しています。
（永田泰弘）

N-322 森鴎外・雁 .docx
N-323 芥川龍之介・老年 .docx
N-324 芥川龍之介・鼻 .docx
N-325 芥川龍之介・手巾 .docx
N-326 芥川龍之介・世之介の話 .docx
N-327 芥川龍之介・或日の大石内蔵助 .docx
N-328 芥川龍之介・蜘蛛の糸 .docx
N-329 芥川龍之介・舞踏会 .docx
N-330 芥川龍之介・杜子春 .docx

つづく

上記のデータは、文学作品から色名を
含む用例を抜き出し、整理したワードの
データです。メールで簡単に送信出来ま
すので、主査から入手して教材制作に利
用してください。
●文学と色名の抽出データを募集！
上記の抽出データは、主査が作成して
希望者に提供しているものですが、底を
ついてきました。この作業をやっておら
れる方で、データを提供しても良いと思っ
ておられる方は申出て下さい。

色彩教材研究会通信
カラーチャットセッション
聴講者募集

一般の方大歓迎

現在の申込者 18 名「まだ半分以下」
■開催日：2017 年 7 月 23 日（日）
受付開始：13:00 講演 13:30 〜 17:00
■チャット・プログラム
「色の心理的効果」
＋α
橋本実千代
「色の連想と象徴」
＋α
宮田久美子
「色と私」・「一人でもできる三つのプロ
ジェクト解説」
永田 泰弘
■会場：DIC 本社 二階会議室
（東京都中央区日本橋 3-7-20）
(http://www.dic-global.com/jp/ja/about/e
stablishment/headoﬃce.html )
■参加費：1,000 円 ■定員：先着 50 名
■配付資料 CD：パワポ・データ約 10 点
■聴講参加申込方法：誰でも申込めます。
一般・研究会員・学会員の区分、氏名、
連絡先、終了後の懇親会（詳細未定）へ
の参加の可否を明記の上、
7 月 15 日（土）までに色彩教材研究会主
査永田（nagataya@jcom.zaq.ne.jp）まで「第
６回カラーチャットセッション参加申込」
と明記して E-mail でお申込み下さい。

No.34

2017.7.6

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆文学と色名・抽出データ−2

◆研究会大会の発表者を募集します

N-311 泉鏡花・湯島詣 .docx

11 月 25 日（土）・26 日（日）に名古屋
の椙山女学園大学で開催されます研究会大
会に、色彩教材研究会は、二時間の枠を確
保しておりますが、発表内容が決まってい
ません。
発表をご希望の方は、主査あてにご連絡
ください。発表内容が明確になっていない
方にも相談に乗りますので遠慮なく申出て
ください。
文学と色名のテーマでの発表や、左欄に
示している文学と色名のデータを利用して
自分が調べたデータと組合わせて、発表を
してくださる方はいませんか？共同発表者
にさせていただきます。
研究会大会で雰囲気を体験して自信を付
け、来年の全国大会の発表に進んでくださ
る方を探しています。学会に入会した以上、
大会での発表を経験し、新しいテーマの研
究に進む目標を立てて一歩一歩準備をして
積極的な学会活動に乗り出して下さい。
発表はしないが、大会には参加したい
と思っている方も、申出てください。ホテ
ルの予約は早めがよいそうです。

N-312 泉鏡花・婦系圖 .docx
N-313 広津柳浪・今戸心中 .docx
N-314 内田魯庵・くれの廿八日 .docx
N-315 尾崎紅葉・金色夜叉 .docx
N-316 夏目漱石・坊ちゃん .docx
N-317 夏目漱石・吾輩は猫である .docx
N-318 森鴎外・山椒太夫 .docx
N-319 森鴎外・天寵 .docx
N-320 森鴎外・高瀬舟 .docx

つづく

上記のデータは、文学作品から色名を
含む用例を抜き出し、整理したワードの
データです。メールに添付して簡単に送
信出来ますので、番号を指定して、主査
宛にご連絡ください。お送りします。
●色彩教材の材料販売・作製法説明会
昨日、垣田、三本、山本、渡邊、永田
の五人が、学会会議室に集まり、色彩教
材研究会の古い教材制作の材料の整理を
しました。後日、学会会議室で格安での
材料販売・作製法説明会を開きます。

色彩教材研究会通信
カラーチャットセッション
聴講者募集

一般の方大歓迎

現在の申込者 11 名「少ないですね」
■開催日：2017 年 7 月 23 日（日）
受付開始：13:00 講演 13:30 〜 17:00
■チャット・プログラム
「色の心理的効果」
＋α
橋本実千代
「色の連想と象徴」
＋α
宮田久美子
「色と私」・「一人でもできる三つのプロ
ジェクト解説」
永田 泰弘
■会場：DIC 本社 二階会議室
（東京都中央区日本橋 3-7-20）
(http://www.dic-global.com/jp/ja/about/e
stablishment/headoﬃce.html )
■参加費：1,000 円 ■定員：先着 50 名
■配付資料 CD：パワポ・データ約 10 点
■聴講参加申込方法：誰でも申込めます。
一般・研究会員・学会員の区分、氏名、
連絡先、終了後の懇親会（詳細未定）へ
の参加の可否を明記の上、
7 月 15 日（土）までに色彩教材研究会主
査永田（nagataya@jcom.zaq.ne.jp）まで「第
６回カラーチャットセッション参加申込」
と明記して E-mail でお申込み下さい。

No.33

2017.6.29

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆文学と色名・抽出データ−１

◆福岡桑野サークル・レポート２

N-301 宮澤賢治・風の又三郎 .docx

6 月 11 日（日）「子どもくるくる村」
という職業体験イベントの中で、九州造
形短期大学の色彩サークルのメンバーと
一緒にカラーサンドを使ったインテリア
小物を制作するデザイナーという職業の
体験ブースを担当しました。このイベン
トはリサイクルがテーマなので、空き瓶
を利用し、カラーサンドと多肉植物を使っ
て作ります。制作手順は、
①空き瓶を予め水に浸しラベルをはがす。
②美しい配色のルールを教える。
③瓶の中にカラーサンドを入れ配色する。
④多肉植物を挿して完成。（写真参照）
好きなモノを自由に作るのではなく、
売れる配色を考えさせるデザイナー体験
なので、
配色ルー
ルを知っ
たことが
良かった
という感
想を貰い
ました。
( 桑野 )

N-302 坪内逍遥・当世書生気質 .docx
N-303 坪内逍遥・細君 .docx
N-304 二葉亭四迷・浮雲 .docx
N-305 齋藤緑雨・油地獄 .docx
N-306 樋口一葉・十三夜 .docx
N-307 樋口一葉・にごりえ .docx
N-308 樋口一葉・たけくらべ .docx
N-309 泉鏡花・外科室 .docx
N-310 泉鏡花・照葉狂言 .docx

つづく

上記のデータは、主査が抽出作業を
行った、文学作品から色名を含む用例を
抜き出し、整理した実例です。これらは
ワードのデータなので、容量が軽く、メー
ルに添付して簡単に送信出来ますので、
このプロジェクトに興味のある方は、番
号を指定して、主査宛にご連絡ください。
一番典型的で参考になるのは、N-310 の
照葉狂言です。誰でもできる・一人で出
来る教材作りです。このデータからパ
ワーポイントを作っても構いません。

色彩教材研究会通信
カラーチャットセッション
聴講者募集

現在 9 名

■開催日：2017 年 7 月 23 日（日）
受付開始：13:00 講演 13:30 〜 17:00
■チャット・プログラム
「色の心理的効果」＋α
橋本実千代
「色の連想と象徴」＋α
宮田久美子
「色と私」
・「一人でもできる三つのプロ
ジェクト解説」
永田 泰弘
■会場：DIC 本社 二階会議室
（東京都中央区日本橋 3-7-20）
(http://www.dic-global.com/jp/ja/about/e
stablishment/headoﬃce.html )
■参加費：1,000 円 ■定員：先着 50 名
■配付資料 CD：パワポ・データ約 10 点
■聴講参加申込方法：
色彩教材研究会及び日本色彩学会の会員
区分、氏名、連絡先、終了後の懇親会（詳
細未定）への参加の可否を明記の上、
7 月 15 日（土）までに色彩教材研究会主
査永田（nagataya@jcom.zaq.ne.jp）まで「第
６回カラーチャットセッション参加申込」
と明記して E-mail でお申込み下さい。

No.32

◆勉強会サークル用電子教材−8
★四色名クイズ
N-134・408 江戸紫 pptx-4p
N-135・409 銀鼠 pptx-4p
N-136・410 団十郎茶 pptx-4p
★カード型教材
N-138 カード型教材の制作 pptx-21p
N-23 慣用色名の色の推定 pptx-13p
N-139 基本的色名 pptx-20p
N-140 花の色由来の色名 pptx-20p
N-141 色の対比 pptx-6p
N-142 和色名四分類 pptx-11p
N-144 アジアの国旗 pptx-13p
N-145 ヨーロッパの国旗 pptx-13p
N-147 アフリカの国旗 pptx-13p
N-148 南北アメリカの国旗 pptx-14p
★日本の建築
N-190 伊勢の神宮・おはらい町 pptx-11p
N-191 滋賀・長浜御坊十撰 pptx-11p
N-192 佐原・小野川河畔十撰 pptx-11p
N-193 信州・小布施町十撰 pptx-11p
つづく

2017.6.22
◆新プロジェクト

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

景観改善のヒント

「一人で出来る。誰でも出来る。」プロ
ジェクトとして「景観改善のヒントにな
る実例をカメラで探して教材を作ろう。」
を始めます。
どんな町でも魅力的な景観や残したい
景観がある筈です。小さな断片でもかま
いません。それに物語性を与えてくださ
い。人口減少による過疎に悩まされてい
る町、高齢化により活気を失う町、観光
客を集めたい町、外国人が来てくれる町、
シャター街になる商店街。それらの悩み
を救う勝ち組の施策の例は教材になりま
す。美しさを花で表現した景観。楽しさ
を漫画の登場人物を利用した町。美味し
い食べ物は人を集めるためには必須です。
「○○の町」とよばれるようになれば成功
です。
教材化は写真を並べた短いパワーポイ
ントにしてください。作品を交換したり
貸し出したりする活動で地域に密着した
研究会活動になることが願いです。
このプロジェクトのためのアイデアを
主査宛に提案してください。

色彩教材研究会通信
カラーチャットセッション
( 第６回）聴講者募集
■開催日：2017 年 7 月 23 日（日）
受付開始：13:00 講演 13:30 〜 17:00
■チャット・プログラム
「色の心理的効果」（AFT3 級）橋本実千代
「色の連想と象徴」（AFT3 級）宮田久美子
「色と私」
・「一人でもできる三つのプロ
ジェクト解説」
永田 泰弘
■会場：DIC 本社 二階会議室
（東京都中央区日本橋 3-7-20）
(http://www.dic-global.com/jp/ja/about/e
stablishment/headoﬃce.html )
■参加費：1,000 円 ■定員：先着 50 名
■配付資料 CD：教材として使えるデータ
■聴講参加申込方法：
色彩教材研究会及び日本色彩学会の会員
区分、氏名、連絡先、終了後の懇親会へ
の参加の可否を明記の上、
7 月 15 日（土）までに色彩教材研究会主
査永田（nagataya@jcom.zaq.ne.jp）まで「第
６回カラーチャットセッション参加申込」
と明記して E-mail でお申込み下さい。

No.31

2017.6.15

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆勉強会サークル用電子教材−7

◆福岡桑野サークルからの報告

★三色名クイズ

5 月 30 日（火）18 時〜 19 時半「色彩
心理勉強会」を開催しました。
九州造形短期大学 2 年生 5 名、1 年生 3
名、九州産業大学 2 年生 1 名、合計 9 名
が参加してくれました。
初回のテーマは「色彩心理学の基礎」、
色彩心理学を全く知らない人に色彩心理
とは何かを知ってもらうために、誰でも
簡単にできる色のテストを実施しました。
＜色彩心理テストの手順＞
A4 の用紙にクレヨン 30 色の中から好
きな色を 3 色選び、指定された枠の中に
塗ります。
選んだ色の中で好きな順番、塗り方等
で、その人の性格や周囲との関係性がど
うなのか等を分析します。
又、互いの用紙を見て、どう感じるか等、
選んだ色について、塗り方について否定
や中傷をせずに尊重しながら感想を言い
合います。
参加した学生さん達は初めての経験で
驚きや喜び、色彩心理にかなり興味を持っ
たようでした。（桑野優子）

N-122・360 エボニー pptx-4p
N-123・362 マルーン pptx-4p
N-124・363 エルムグリーン pptx-4p
N-125・364 ロイヤルブルー pptx-4p
N-126・365 トープ pptx-4p
★四色名クイズ
N-127・401 桜色 pptx-4p
N-128・402 茜色 pptx-4p
N-129・403 黄丹 pptx-4p
N-130・404 黄土色 pptx-4p
N-131・405 鶯色 pptx-4p
N-132・406 瓶覗 pptx-4p
N-133・407 藍色 pptx-4p

つづく

★★東海支部のイベント案内★★
第１回色彩トーク〜ワインの色〜とい
う愉しそうなイベントが 7 月 29 日（土）
13:30〜16:30、名古屋の名城大学で開催さ
れます。詳細は学会ニューズ No.307(5 月
号 ) で確認を。

色彩教材研究会通信
文学作品と色彩 感想文
江戸川乱歩作『赤い部屋』
中西

利恵

色名から文学作品を考察するとい
うアプローチに興味を持ち作品を捜
した。小説の題名は作品のショーウ
インドウの様なものであり、色名が
つく題名が作者の意図にどのように
表現されているか考察したいと作品
を選んだ。
江戸川乱歩は特異で幻想的な作風
が特徴である。
「赤い部屋」ではそ
のトリッキーさを『真紅な重々しい
垂れ絹が豊かな襞を作って、赤黒く
見える影の多い顔、赤銅色の肌』と
色名と質感表現等で重さや陰影、赤
の表現をし、強調する対比色に黒や
白があった。また暗さの中に『銀色
に光ったもの、銀色の丸いもの、銀
盆』で闇の月光を表現し『白く明る
い光線』で幻想を一瞬に消した。
この様な考察の仕方で同じ作品で
も違う読み方が出来、面白かった。

No.30

2017.6.8

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆勉強会サークル用電子教材−6

◆山本新幹事からのご挨拶

★三色名クイズ

このたび、企画幹事に就任にいたしま
した山本まゆみです。
就労支援機関でキャリアカウンセラー
として、求職中・就労中の方を対象にセ
ミナー企画運営・講師業務とキャリア相
談を担当しております。
また色のパワーを使った女性のための
キャリア支援団体を立ち上げ、色彩のワー
クショップを展開しています。
これまで前幹事の方々が盛り上げてこ
られたカラーチャットセッションに、引
き続き多くの皆さまにご参加いただける
よう微力ながら尽力してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします！

N-112・351 クリムソン pptx-4p
N-117・352 ピーチ pptx-4p
N-114・353 カーキー pptx-4p
N-115・354 ラピスラズリ pptx-4p
N-116・355 アイボリー pptx-4p
N-117・356 メイズ pptx-4p
N-118・357 ジェードグリーン pptx-4p
N-119・358 シャモア pptx-4p
N-120・359 モーブ pptx-4p
N-121・360 ピアニー pptx-4p
★景観の色彩
N-161 伝法院通り地口行灯 pptx-28p
N-165 妙見まつりと広徳寺 pptx-12p
N-176 伊勢神宮参道おかげ横町 pptx-5p
N-181 江戸東京たてもの園 pptx-29p
★日本の建築
N-186 松本・藏のまち十撰 pptx-11p
N-187 とちぎ藏の街十撰 pptx-11p
N-188 日光例幣使街道十撰 pptx-11p
N-189 名古屋・四間道十撰 pptx-11p
つづく

◆電子教材ご希望の方にお報せ
勉強会サークルの立ち上げを企画され
ている方で、左記のような事前に紹介
済みのデータを必要とされる方は、教
材名を添えて主査宛に申し込んでくだ
さい。データが重いので、宅ファイル
便や USB の郵送等、個々に送り方を相
談します。

色彩教材研究会通信
■文学作品からの色名抽出
賛同者を募集中です。
一人で自宅でできる研究会活動として、
上記のプロジェクトを発足しましたが、
参加者の伸びがありません。現在のメン
バーは５人。通信 No.23 でお報せした登
録作品に加えて、下記の作品が終了ある
いは進行中です。
江戸川乱歩：黒蜥蜴、赤い部屋、赤い
カブトムシ、梶井基次郎：檸檬、宮澤賢治：
風野又三郎、風の又三郎、ペンネンネン
ネンネン・ネネムの伝記、ポラーノの広場、
シグナルとシグナレスなどです。
私は「風の又三郎」のつもりで「風野
又三郎」を読んでしまい、昔の記憶と違
うと思いながら読了。二つの童話が存在
する事を知りました。
作品の中の魅力的な色彩表現を見つけ
ると嬉しくなります。
お友達と二人で同じ作家を読むと云う
サークルも芽生えています。
多くのデータは差上げられますので主
査まで申し込んでください。

No.29

2017.6.1

発行人：永田泰弘

nagataya@jcom.zaq.ne.jp

◆勉強会サークル用電子教材−5

◆塚本新幹事からのご挨拶

★色名クイズ

勉強会の管理を担当させていただくこ
ととなりました、塚本と申します。
様々な地域にお住まいの会員の皆様が、
それぞれの地域で楽しみながらできるこ
とについて、私自身の静岡での活動とと
もに検討していきたいと思います。
地域での活動につきましては、できる
限り多くの皆様のご意見や状況などを伺
うことができればと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

N-60 色名クイズの制作法 pptx-27p
N-71 二色名クイズ紫みの赤 pptx-4p
N-72 二色名クイズ黄みの赤 pptx-4p
N-73 二色名クイズ黄赤 pptx-4p
N-74 二色名クイズ赤みの黄 pptx-4p
N-75 二色名クイズ黄緑 pptx-4p
N-76 二色名クイズ青緑 pptx-4p
N-77 二色名クイズ緑みの青 pptx-4p
N-78 二色名クイズ青みの紫 pptx-4p

◆第 48 回全国大会 [ 東京 ] に参加を

N-79 二色名クイズ赤紫 pptx-4p

全国大会が６月３、４日と直近にな

★景観の色彩
N-15 環境色彩計画の進め方 pptx-28p
N-151 タイムズスクエアの色 pptx-12p
N-162 メッシュ法とブレンド法 pptx-5p
N-163 都市色彩のなかの赤 pptx-29p
★日本の建築
N-182 福島・大内宿十撰 pptx-11p
N-183 備中・松山城十撰 pptx-11p
N-184 兵庫・出石城下十撰 pptx-11p
N-185 倉吉・白壁土蔵群十撰 pptx-11p
つづく

りました。場所は東京・新宿の文化学
園大学と便利で分かりやすい会場です。
当日の参加は大歓迎です。
全国大会は学会の華です。最新の研
究成果に接することが出来る貴重な機
会です。色彩学の仲間と会える年に一
度のイベントです。
無料の特別講演とマンセルの貴重図
書展示だけでも参加しないと悔いが残
るでしょう。

色彩教材研究会通信
■カラーチャットセッション
語り手募集
チャットとは、雑談とか談笑を意
味する言葉です。
昨年から始まったこのセッション
の第６回を 7 月 23 日（日）の午後、
日本橋の DIC ビルにて開催します。
各自、予定表に記入してください。
この日に色彩検定３級の「色の連
想」と「色の心理効果」をテーマと
して、教え方のコツや教材について
語ってくださる方を探しています。
３級を教えた経験の有る方で、疑
問を多くお持ちの方と参加者との協
議で進行していきたいと思っていま
す。講師は二人、一人 30 分以内の
持ち時間で、講師料は学会の内規の
5,000 円。普通の生徒さん相手より、
楽で愉しいと思います。
テーマを選んで、5 月 29 日まで
に申出てください。また、適当な方
があれば推薦をしてください。申出
先は主査か企画担当幹事とします。

No.28

2017.5.25

発行人：永田泰弘

◆勉強会サークル用電子教材−４

◆小高新幹事からのご挨拶

★日本の時代別の色彩文化

このたび幹事に就任いたしました。
私は肉の原料や加工品を扱う会社に勤
めております。
「食を通して人を幸せにする」ことをビ
ジョンとし、色彩と食の関係性を研究し
ております。
本研究会の運営に長年、携わってこら
れたベテラン旧幹事の意思を引き継ぎ、
新しい観点より更なる発展のため、全力
を尽くします。
皆様のご期待に添うよう努力いたしま
すので、よろしくお願い申し上げます。

N-30 縄文時代から pptx-14p
N-31 奈良時代 pptx-23p
N-32 平安時代 pptx-27p
N-33 鎌倉・室町時代 pptx-20p
N-34 江戸時代 pptx-51p
N-35 明治時代以降 pptx-7p
★三色名クイズ
N-105・335 鶯色 pptx-4p
N-106・336 勿忘草色 pptx-4p
N-107・337 瓶覗 pptx-4p
N-108・340 濃色 pptx-4p

◆第 48 回全国大会 [ 東京 ] に参加を

N-109・342 鳥の子色 pptx-4p

全国大会が６月３、４日と間近にな

N-110・346 洗朱 pptx-4p

りました。事前申込の期限は過ぎまし
たが、当日の参加は大歓迎です。
全国大会は学会の華です。最新の研
究成果に接することが出来る貴重な機
会です。色彩学の仲間と会える年に一
度のイベントです。無料の特別講演だ
けでも、参加しましょう。

N-111・338 瑠璃色 pptx-4p
★顔料の知識
N-24 顔料概論 pptx-6p
N-25 顔料の歴史 pptx-10p
N-26 顔料の種類 pptx-13p
N-27 顔料の用途 pptx-16p
N-137 顔料の教え方 pptx-9p
つづく

発行人：nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色彩教材研究会通信
■第一号誕生！
福岡桑野サークル

No.27

発行人：永田泰弘

◆勉強会サークル用電子教材−３

◆三本新幹事からのご挨拶

★環境の色彩

入会して間もなくの幹事就任となりま
した。
「パーソナルカラー診断」を主に行って
います。又、頻度は少ないですが、
「色彩学」
も一般に広めています。
至らない点が多々あるかと思いますが、
先生方や先輩方のご指導の下、務めてい
きたいと思います。
より多くの会員を増やしていく所存で
す。更に、参加者が研究テーマを見つけ、
発展させる契機になるべく「研究会」の
内容を企画していきたいと思っておりま
す。ご助言の程、宜しくお願い致します。

N-12 景観法の解説 pptx-22p
日本中どこでも色彩を共に学べる
ことをコンセプトにした「色彩教材
研究会福岡桑野サークル」が発足し
勉強会が開始されます。
福岡桑野サークルは桑野優子会員
をリーダーに、九州造形短大生５名
と九州産業大生１名を初期メンバー
として、５月３０日（火）の 18〜
19 時、九州造形短期大学（福岡市
東区）16 号館２階デザイン実習室
２において、「色彩心理の基礎」の
勉強会を行います。
色に興味の有る方はどなたでも歓
迎です。参加ご希望の方は、下記の
アドレスにお問合せください。
info@color-shikiraku.com
福岡桑野サークルに続いて、各地
からサークル誕生の産声を期待して
います。メンバーは２名からでかま
いません。塚本幹事または主査宛に
ご連絡をお待ちしています。

2017.5.18

N-13 景観法と色彩基準 pptx-16p
N-14 環境色彩計画の配慮事項
pptx-20p
★三色名クイズ
N-91・312 萌葱色改 pptx-4p
N-92・313 葡萄染 pptx-4p
N-93・314 団十郎茶 pptx-4p
N-94・315 猩々緋 pptx-4p
N-95・316 古代紫 pptx-4p
N-96・317 若竹色 pptx-4p
N-97・318 黄櫨染 pptx-4p

◆第 48 回全国大会 [ 東京 ] に参加を

N-98・319 撫子色 pptx-4p

全国大会が６月３、４日と間近にな
りました。事前申込の期限は過ぎまし
たが、当日の参加は大歓迎です。
全国大会は学会の華です。最新の研
究成果に接することが出来る貴重な機
会です。色彩学の仲間と会える年に一
度のイベントです。参加しましょう。

N-99・320 土器色 pptx-4p
N-100・321 一斤染 pptx-4p
N-101・322 韓紅 pptx-4p
N-102・325 萱草色 pptx-4p
N-103・326 黄土色 pptx-23p
N-104・327 黄檗色 pptx-4p
つづく

発行人：nagataya@jcom.zaq.ne.jp

色彩教材研究会通信
■特別講演「マンセル没後
100 年に寄せて」を聞こう！

No.26

発行人：永田泰弘

◆勉強会サークル用電子教材−２

◆渡邊新幹事からのご挨拶

★表色系

はじめまして
このたび、色彩教材研究会の幹事に就
きました渡邊裕美です。
皆様のお力をお借りしながら、少しで
もお役に立ちたいと思います。
昨年度よりスタートしたカラーチャッ
トセッションは、テーマが多彩で毎回楽
しませていただきました。
今年度は準備する立場になり、程よい
緊張感を味わっております。
若輩者ですが、なにとぞよろしくお願
い申し上げます。
色が好き、人が好き。人と人が繋がっ
て色彩談議に花が咲く。
素敵なお話、素敵な出会いはワクワク
する。
会員の皆様、ワクワクを共有しましょう。

N-150 色の尺度マンセル pptx-6p
新宿の文化学園大学で開催される
全国大会 [ 東京 ]’１７において参
加費無料・事前申込不要の公開講演
として、北畠耀当研究会顧問の「知
られざるマンセルの人物像と業績」
および大住雅之氏の「表色系開発の
100 年と最先端の課題」のタイトル
による特別講演が行われます。
更に、マンセルを中心とした「貴
重書展示」が併設されています。
配付資料とともに色彩教材研究会
会員としては、日本の表色系の基礎
であり中心であるマンセル表色系に
ついて、第一人者の貴重な講演を聞
き逃すと大きな悔いが残ると思われ
ます。
６月３日（土）は受付に申出れば、
無料で聴講ができます。
講演開始の 16 時より早めに受付
し、
「貴重書展示」を見てから講演
会場にお入りください。

2017.5.11

N-6 画像集 XYZ の教え方 pptx-34p
N-177 CHM 紹介 pptx-20p
★三色名クイズ
N-80・301 桜色 pptx-4p
N-81・302 橙色 pptx-4p
N-82・303 菜の花色 pptx-4p
N-83・304 苔色 pptx-4p
N-84・305 青磁色 pptx-4p
N-85・306 縹色 pptx-4p
N-86・307 藤色 pptx-4p
N-87・308 栗色 pptx-4p
N-88・309 梅鼠 pptx-4p
N-89・310 消炭色 pptx-4p
N-90・311 朱色 pptx-4p

◆お詫びをして訂正します。

★配色教育

通信 No.25 の山本新幹事のお名前を「ま

N-10 初歩配色教育の方法 pptx-23p
N-8 PCCS の配色演習 pptx-20p

すみ」と書きましたが、正しくは「まゆみ」

N-11 配色イメージ評価 pptx-16p

nagataya@jcom.zaq.ne.jp 永田

つづく

です。お詫びをして訂正いたします。

色彩教材研究会通信
■勉強会サークルのための
電子教材データの紹介

No.25

発行人：永田泰弘

◆電子教材紹介−１

◆秋の研究会大会の発表者募集

★色彩の初歩知識

2017 年 11 月 25 日 ( 土 )26 日 ( 日 ) に
椙山女学園大学で開催される秋の研究会
大会に色彩教材研究会は２時間枠で発表
申込をしていますが、発表内容・発表者
とも確定しておりません。発表を希望さ
れる方は主査に申し出てください。

N-1 色の感覚 pptx-6page
研究会会員の居住地域で、サーク
ルリーダーになり、勉強会を組織し
てくださいとお願いをしています。
その時に使う、パワーポイントな
どの教材を、学会員の方々に提供を
お願いしていますが、とりあえず主
査が過去に制作した約 200 種のデー
タを提供いたします。
これらのデータは、正式にサーク
ルが発足した後に、希望を受け、送
信か郵送の形で提供いたします。
勉強会は規模が小さいので、映像
はパソコンまたは家庭用のテレビで
充分に機能すると思われます。
今後、この通信で徐々にタイトル
を紹介すると共に、発足したサーク
ルにはタイトル一覧表を送信致しま
す。中央欄の教材紹介にはタイトル・
拡張子・頁数を表記しています。

2017.5.4

N-2 色と感情 pptx-10p
N-3 色の名前 pptx-11p
★色名四択クイズ
N-61・101 桜色 pptx-4p
N-62・102 朱色 pptx-4p

●山本新幹事が就任

N-63・103 山吹色 pptx-4p

募集を行っていました色彩教材研究会
幹事として、山本ますみ氏が応募され、
第２回幹事会で、企画担当の幹事として
承認されましたので、お知らせをいたし
ます。

N-64・104 萌葱色 pptx-4p
N-65・105 青磁色 pptx-4p
N-66・106 縹色 pptx-4p
N-67・107 藍色 pptx-4p
N-68・108 利休鼠 pptx-4p
N-69・109 鬱金色 pptx-4p
N-70・110 茄子紺 pptx-4p
★表色系を教える初歩
N-4 PCCS の初歩 pptx-20p
N-9 マンセル表色系の初歩 pptx-9p
N-167 NCS の教え方 pptx-13p
N-29 オストワルト表色系 pptx-17p
つづく

◆不要の電子データを寄付して！
お手元にある不要であるが、色
彩教材になる電子データが有れば
寄付してください。知的所有権に
触れないもので、色彩の原理等を
優しく説明するものや、ビジュア
ルなものを歓迎します。
nagataya@jcom.zaq.ne.jp 永田

色彩教材研究会通信
■カラーチャットセッション
テーマ・講師募集
カラーチャットセッションは、研
究会員が気軽に色彩教材についてお
しゃべりをする会です。昨年度は５
回開催しましたが、やや難しい内要
になったのかもしれません。
今年も５回程度の開催を予定して
いますが、予算の関係で、講師料や
会場費を低く抑えて開催する必要が
あります。幹事会でテーマと講師の
募集をする事が決りましたので、是
非応募をしてください。
今年のコンセプトは、原点回帰し
て色彩検定対策のための色彩学の教
え方の初歩からテーマを選んでみた
いと思います。
会場と講師をメーカー持ちとする
企画も含め、自由にテーマと講師を
自薦・他薦して主査に５月 10 日ま
でに主査宛にメールしてください。

No.24

2017.4.27

◆以下のテーマの例から選んで！
1) 色を視る原理と色覚。
2) 光の正体と光の現象の教え方。
3)３原色、４原色など原色の種類。
4) 表色系の原理と表色系の種類。
5) 基本色彩語と色のカテゴリー。
6) 色差とその測定法・測定機。
7) 色の対比の図、色の同化の図。
8) 色の連想と象徴の教え方。
9) 色の心理効果の種類と教え方。
10) 配色のタイプ分けと教え方。
11) 配色調和論と調和の原理。
12) 塗料などの減法混色の色再現。
13) 印刷における色再現。
14) テレビなどの加法混色の色再現。
15) 日本の色彩文化・時代の色彩。
◆左記の他、上記のテーマから自分
でおしゃべりできるテーマ、聞いて
みたいテーマを選んで５月 10 日ま
でに主査宛にメールしてください。

発行人：永田泰弘

◆色彩教材研究会運営細則
第１回幹事会で決定致しました「色彩
教材研究会運営細則」が日本色彩学会の
ホームページに掲載されましたので、ご
覧ください。
「学会について」の末尾の「規
定集」の「研究会」の項に掲載されてい
ます。一度は目を通してください。

●全国大会事前登録締切日の延期
６月 3,4 日に新宿の文化学園大学で開
催される全国大会の、1,000 円割引の事前
登録の締切日が５月 15 日まで延期されま
した。未登録の方は、ニューズ No.303 を
見てゆうちょ銀行から振込んでください。

◆不要の電子データを寄付して！
お手元にある不要であるが、色
彩教材になる電子データが有れば
寄付してください。知的所有権に
触れないもので、色彩の原理等を
優しく説明するものやビジュアル
なものを歓迎します。
nagataya@jcom.zaq.ne.jp 永田

色彩教材研究会通信
■新プロジェクト発足
自宅で出来る研究会活動として、
新プロジェクト「文学作品と色名」
を発足させました。
色名は文字で表現した色彩です。
明治以降の文学作品に使われてい
る色名を含む用例を調べて、基礎
データを創り、データを共有して、
色々な考察をして頂こうというプロ
ジェクトです。
原則として著作権が切れた没後五
十年以上の作家を対象とします。
参加を希望される方は、永田まで
お知らせください。色名抽出の方法
や、既に抽出調査が完了した作品の
リスト・調査例などを送ります。
作業はパソコンのワードを使える
ことが条件です。
全員のデータは共有ですが、外部
発表は、作成者に連絡してから行い
ましょう。
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◆調査済みの文学作品
坪内逍遥：当世書生気質・細君。二
葉亭四迷：浮雲。尾崎紅葉：金色夜
叉。泉鏡花：外科室・照葉狂言・湯
島詣・婦系図。齋藤緑雨：油地獄。
樋口一葉：十三夜・にごりえ・たけ
くらべ。廣津柳浪：今戸心中。内田
魯庵：くれの廿八日。夏目漱石：坊
ちゃん・吾輩は猫である。森鴎外：
高瀬舟・山椒太夫・天寵・舞姫・雁。
芥川龍之介：老年・鼻・手巾・世之
介の話・或日の大石内蔵助・蜘蛛の
糸・舞踏会・杜子春・老いたる素戔
鳴尊・好色。
◆調査中の文学作品
島崎藤村：破戒。宮崎賢治：雁の童
子・グスコープドリの伝記・銀河鉄
道の夜。林芙美子：放浪記。
◆上記の作品以外を選んで申請して
ください。早い者勝ちです。

発行人：永田泰弘

◆五分類の用例
色名を含む用例（前後の言葉）は抽出
に際して、以下の五色に変換して分類し
ます。
１）女性の着物、装身具、持ち物などは
赤色の文字にする。
２）男性の着物、装身具、持ち物などは
青色の文字にする。
３）人物の肌の色や髪や鬚や化粧などは
茶色の文字にする。
４）自然を描写している場合は緑色の文
字にする。
５）その他の色の表現の場合は黒色の文
字にする。

◆不要の電子データを寄付して！
お手元にある不要であるが、色
彩教材になる電子データが有れば
寄付してください。知的所有権に
触れないもので、色彩の原理等を
優しく説明するものやビジュアル
なものを歓迎します。
nagataya@jcom.zaq.ne.jp 永田
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発行人：永田泰弘

■今年度の研究会役員構成

●勉強会サークルの展開

◆リーダーの名乗りを

今年度の役員は以下の通りです。
永田主査（新）：全体の統轄・総務
「研究会通信」の発行・広報事務
三本幹事（新）：活動企画担当
小高幹事（新）：活動企画担当
渡邉幹事（新）：会計担当
塚本幹事（新）：勉強会管理担当
井澤幹事（留）：決算の監査担当
垣田顧問（留）：会員管理担当
北畠顧問（留）：活動企画担当
黒川顧問（留）：ヘアカラー担当
今年度は主査と四幹事が交替にな
りましたので、長年にわたり本研究
会の運営に携わってこられたベテラ
ンの旧幹事が、会員の立場からフォ
ローして頂ける体制で運営していき
ます。地方の活性化を重視した活動
を模索しながら展開していきます。
幹事の枠は十人あり幹事を募集し
ていますので応募をお願いします。

勉強会サークルは、過去のカラー
チャットセッションのデータや研究
会会員から提供された色彩教材の電
子データを利用して、市区町村単位
に色彩教材研究会員がリーダーにな
り、２名以上のサークル作り、自主
的に勉強会を開催し運営することに
より、東京等での研究会活動に参加
出来ない岩手から沖縄に至る広範囲
に分布する色彩教材研究会員が色彩

全ての色彩教材研究会員が、
「リー
ダーになります」と名乗りをあげて
ください。メンバーはこれから色に
興味をもってくれそうな近くに住む
一般の人を対象にしてください。
学校の先生は色彩クラブを作って
ください。

関連の興味ある事柄を自発的に教育
し勉強できるサークル活動です。
幹事会が行う事は、色彩教材の電
子データ ( パワーポイント等 ) を寄
付の形で集め、ストックし、サーク
ルリーダーの要請に応えて提供する
ことと、学会員の中の専門家にアド
バイザーになってもらい、サークル
リーダーとの仲介をすることと、考

る電子データを寄付してください。
知的所有権に触れないもので、色
彩の原理等を優しく説明するものや
ビジュアルなものを歓迎します。
nagataya@jcom.zaq.ne.jp 永田宛

えています。

◆不要の電子データを寄付して！
お手元にある不要の色彩教材にな

●● 色彩教材研究会の会員募集 ●●
主査または幹事宛にお伝えください。
申込書を送ります。共に楽しめる研究
会を目指しています。
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発行人：永田泰弘

■主査就任のご挨拶

●2017 年度

吉澤前主査の後を継いで、色彩教
材研究会主査を引受け、幹事全員交
替の形で出発する事になりました。
三月二十四日に八十一歳の誕生日
を迎えた老骨には荷の重い役目で、
若くて有能な方に引き継いで頂きた
かったのですが、皆様ご多忙なので
手をあげました。無職の一人暮らし
のため、暇だけはあるのが救いです
が、歩行に難を生じ、眼は霞み、声
量が落ち、言語不鮮明になり、記憶
力が極端に悪化して、惚けや認知症
の薮に踏み込んできた近年です。
学会の会勢が低下する中、色彩教
材研究会の原点に戻った活動を模索
して行きたいと考えています。研究
会は皆で盛り上げて行くものです。
各自が主役と認識して自発的に活
動を盛り上げ、稔りの多い研究会に
育ててください。
（永田泰弘）

本年度の色彩教材研究会の活動計
画は以下の通りを予定しています。
勉強会は東京以外の地で、地元の
研究会会員に自発的に開催していた
だく新しい企画です。
１、研究会総会（3 月 ) 一回開催
２、研究会大会（11 月 ) 参加
３、カラーチャットセッション
五回程度開催
４、研究プロジェクト

2017 年度の色彩教材研究会に対
する研究会活動交付金が、昨年度と
同額の 97,000 円に決りました。
昨年度の支出金総額が 197,086 円
でしたので、心細い限りです。
有料イベントの参加者数を、50
人台に倍増しないと、研究会の運営
が破綻しますので、積極的なご参加
をお願い致します。
◇お知らせ：色彩教材研究会幹事を

「文学作品と色名」 発足
５、講演会「論文の書き方 開催
三研究会合同・関東支部後援
６、勉強会 地方にて個々に開催
７、幹事会 数回開催
８、色彩教材研究会通信
No.21 から 12 回以上送信
９、その他の活動（未定）
10、会計監査 一回開催

募集します。日本色彩学会員で原則
は東京近郊の方ですが、遠隔地の方
は、その周辺での活動を役割といた
します。
nagataya@jcom.zaq.ne.jp 永田宛

11、学術委員会報告

活動計画

2017.4.6

一回

◆本年度研究会交付金

●● 色彩教材研究会の会員募集 ●●
主査または幹事宛にお伝えください。
申込書を送ります。共に楽しめる研究
会を目指しています。

