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Ａ-1
19 世紀後期のルーヴル百貨店におけるスコットランド風男児服
お茶の水女子大学 新實五穂

（研究の背景）
パリで 1855 年に創業し、1974 年に閉業したルーヴル百貨店に関しては、ピエダーデ・
ダ・シルヴェイラの著作『19 世紀のルーヴル百貨店』をはじめとして、創業者たちの生涯
や店舗の変遷、売場や販売員の状況、商品カタログの刊行などについて既に調査がなされ
ている。とくに子ども服売場に注目してみると、ルーヴル百貨店は 1867 年に開設したと言
われており、これは 1872 年の新館開店の際に開設したとされる世界初の百貨店ボン・マル
シェよりも 5 年早い。またルーヴル百貨店における婦人服と布製品の製造販売の方法を明
確にした横田尚美は、対象年齢や価格が明記された上で、子ども服が商品カタログや雑誌
にたびたび掲載された背景には、子ども服ならば百貨店の既製服でも満足していた母親の
価値観が存在するのではないかと推察している。しかしながら、百貨店が刊行した印刷メ
ディアによって対象年齢や価格、デザインなどを具体的に知ることができるにもかかわら
ず、ルーヴル百貨店の子ども服売場で実際に販売されていた子ども服について、イラスト
付き商品カタログを用いた調査はなされていない。
（研究の目的・方法）
本研究では、最も富裕で保守的な階層を主な顧客にしていたとされる、ルーヴル百貨店
において販売されたスコットランド風男児服について考察することを目的とする。そして
同百貨店が無料で配布したイラスト付き商品カタログならびに島根県立石見美術館が所蔵
する同百貨店の男児服などを通して、スコットランドの民族服のデザインが、1870 年代か
ら 1880 年代にかけてルーヴル百貨店で販売された男児服にどのように取り入れられてい
たかを明確にする。
なお、スコットランド風男児服は、19 世紀後期に欧米の男児が広く着用した最初の装い
と見なされている上、ルーヴル百貨店の子ども服売場が創設した当初より販売されている
商品である。ズボンを穿く以前の男児にとって、スコットランドの民族服であるキルトが
スカート状で適していたため、スコットランド風男児服は子ども服の中でも一定の需要が
あったと考えられている。
（研究の結果・考察）
ホテルと共存するルーヴル百貨店は建物の拡張を繰り返し行い、商品展開を豊かにして
いく過程で、1867 年 3 月に子ども服売場を誕生させ、1876 年 4 月に刊行された冬用カタ
ログの中で、子ども服を複数頁にわたりイラスト付きで初めて紹介した。1887-88 年冬号お
よび 1888 年夏号のカタログには、石見美術館が所蔵する男児服と類似したデザインの商品
が掲載されており、その商品は 2 歳から 5 歳までの男児用スコットランド風上着として紹
介されている。スコットランド風のデザインと男児の装いに関しては、ナショナリズムの
高揚や伝統を称賛する姿勢に後押しされ、1850 年代から 1870 年代にかけて良家の男児の
間で流行し、タータンのジュペット（短い丈のスカート）と畝のある長靴下の着用が好ま
れたと言われている。スコットランド風のデザインは、1879 年にパリで刊行された家庭裁
縫の手引書からも確認ができ、同書には 2 歳から 6 歳までの男児用にタータンのプリーツ
スカートの作成方法が解説されている。その解説には、
「スコットランド（の装い）は一般
的に 3 歳から 5 歳までの子どもたちに向けたもので、上着には裾に取り付けられた四つの
盾形の飾りがあり、スカートがズボン代わりとなる」と記されている。ルーヴル百貨店が
1880 年代後期に 30 フラン前後で販売した上着にも、石見美術館が所蔵する上着にも、盾
形の垂れぶたである裾飾りが存在し、この裾に付いた盾形の飾りこそが、スコットランド
風のデザインを演出していたと考えられる。さらにルーヴル百貨店で販売されたスコット
ランド風の上着からは、スコットランドへの好みが 1880 年代も継続していることに加え、
スカートと組み合わされていることにより、ルーヴル百貨店では 5 歳頃までの時期を男児
がズボンを身に着ける前段階と想定していたことがうかがえる。

Ａ-2
1920 年代フランスのモード誌にあらわれた麻雀
―女性たちの中国趣味―
日本女子大学 学術研究員 田邉しずか
1920 年代、世界的に流行した麻雀は、ただプレイすることだけにとどまらず、フランス
においてはファッション・デザイナーたちにもインスピレーションを与えている。中国から
伝播した麻雀がはじめに流行したとされるアメリカでは、麻雀を行う際にマンダリン
mandarin と呼ばれるような中国風の装いもみられた。1920 年代アメリカの麻雀流行に関し
ては、ジェンダーや移民という観点から論じられているが、フランスにおける麻雀の流行に
ついては多く語られてこなかった。
そこで本発表では、フランスで読まれたモード誌のなかでも、ファッションの話題以外の
読み物も多い『フェミナ』や『ヴォーグ・パリ』、
『レ・モード・デュ・ラ・ファム・デュ・
フランス』を主な史料とし、麻雀がモード誌でどのように取り上げられていたのか、フラン
スの上流階級女性とどのような関わりがあったのかを考察する。史料には加えて、上記以外
の同時代のモード誌や新聞といった文献も扱う。
1923 年頃からフランスも世界的な麻雀の流行に乗じている。トランプゲームであるブリ
ッジの世界的な専門家であった R・F・フォスターによるルールを基にした解説は、1924 年
の『ヴォーグ・パリ』で 3 月から 6 月にかけて 4 号続けて掲載されていた。加えて、1925 年
5 月号の『フェミナ』では麻雀の大会が開かれる記事が掲載されており、モード誌を読む女
性たちが関心を寄せる大きな事柄となっていた。
麻雀の紹介記事には大きく分けて 2 つの性質がみられた。一つめは「エグゾティックな中
国のゲーム」である。中国での歴史的背景についての逸話、麻雀牌の柄、麻雀セットの箱の
意匠、麻雀牌の素材、それらは遠い異国や過去を感じさせるものであった。麻雀牌の柄は、
非日常を表現するファンシー・ドレスとしても提案されている。二つ目は、
「アメリカで流
行が始まった中国のゲーム」である。1924 年 3 月 30 日号の『レ・モード・デュ・ラ・ファ
ム・デュ・フランス』ではアメリカ西海岸で 2 年前から熱狂的に広まったことを触れてい
た。アメリカでは特に社交界において麻雀が行われたことが特徴的であり、
『ヴォーグ・パ
リ』は高級な麻雀牌を持ってフランスを訪れたアメリカ人女性の小話を掲載している。
フランスの上流階級の女性たちが麻雀を行うのは、サロンや保養地とされていた。これら
の場所で流行していたブリッジに代わり、もしくは並行して、麻雀が行われるようになった。
理由としては、麻雀がブリッジと同じく 4 人で行うゲームであったことが考えられよう。ま
た、麻雀を行う際の服装の指南もあった。たとえば、麻雀テーブルの周りでシースドレスを
纏った女性たちが描かれたイラストに、それぞれの服装に対する説明が付けられている。モ
ード誌をみる限りでは、フランスで麻雀を行う際、中国の服装が求められた例はみられなか
った。イラストの中には極東の雰囲気が加えられているものの、装い自体は社交の場に相応
しい最新で優雅なものが良いとされていた。

Ａ-3
大正時代のきものにおける新意匠の出現と普及
―「アール・デコ」の意匠を中心に―
共立女子大学博物館 小池奏衣
現在、きものに関する文献において、大正時代を中心とした明治後期から昭和初期に
登場したのきものについて述べる際に、
「アール・ヌーボー調」や「アール・デコ調」
の西洋風の意匠が流行した、という表現を用いることが多くある。ここで用いられてい
る「アール・ヌーボー」と「アール・デコ」という用語は、欧州で流行した芸術様式の
名称である。
「アール・ヌーボー」は、19 世紀末より欧州で発生した。「アール・ヌーボー」につ
いての知識を日本に持ち帰ったのは、明治政府から「西洋画研究」や「図案学研究」の
命を受け、フランスを中心とした欧州各国に滞在していた留学生であった。彼らは帰国
後、日本国内の呉服店・百貨店の意匠部や図案部とかかわりを持ち、染織図案の発展に
多大な影響を及ぼした。
一方、
「アール・デコ」は、
「アール・ヌーボー」の衰退後である 1910 年代後半より
台頭しはじめた芸術であると言われてきた。しかし、「アール・デコ」という用語の初
出は、1966 年であった。したがって、現在、我々が「アール・デコ調」と捉えているき
ものは、大正時代において、
「アール・デコ調」として認識されていなかったというこ
とになる。
そこで、本研究は、現在「アール・デコ調」と認識されているきものが、大正時代及
びそれ以前に、どのような名称で呼ばれていたのかを明らかにすることを目的としてい
る。
調査には、明治 36 年（1903）から大正 5 年（1916）までに刊行された呉服店・百貨
店 PR 誌（三越 PR 誌『みやこぶり』、『時好』、『みつこしタイムス』、『三越』、白
木屋 PR 誌『家庭の志るべ』、『流行』）および、『婦人画報』に掲載されていた染織
図案を用いた。
調査の結果、現在「アール・デコ調」と呼ばれているきものと類似する特徴を持った
染織図案には、当時「セセッション式」という名称が付されていたことが明らかとなっ
た。「セセッション」とは 19 世紀末のウィーンで台頭し、のちに現れる「アール・デ
コ」の源流のひとつとなった芸術様式の名称である。なお、日本で刊行されている文献
が「セセッション」の特徴を持ったきものを「アール・デコ」のきものと記述するよう
になったのは、1980 年代以降のことである。このことは、1980 年代前後に、日本で
「アール・デコ・リバイバル」という用語とともに「アール・デコ」が再流行したこ
と、それに伴い「アール・デコ」と類似する特徴を持った「セセッション」も「アー
ル・デコ」であると拡大解釈されたことにより発生した現象であると考えることができ
る。なお、現在「アール・ヌーボー調」と呼ばれているきものについては、当時におい
ても、現在と同一の名称が付されていたことを確認した。

Ａ-4
流水杜若文様の紅型衣裳にみる日本の影響
大妻女子大学 須藤良子
≪はじめに≫
発表者は、これまでに沖縄の紅型や絣織物の研究をしてきた。作品調査で国内外の美術
館に赴くと、かならず「流水燕子花」文様の紅型が調査作品に含まれている。なぜ多くの
「流水燕子花」文様紅型が現存しているのかに疑問を持ったため、本発表では紅型と「流
水燕子花」文様の関係について考察を行う。
≪研究方法≫
本発表の研究方法は作品調査に基づいており、女子美術大学美術館、沖縄県立博物館・
美術館、那覇市歴史博物館、松坂屋コレクション、V&A（イギリス）
、Peabody Essex
Museum（アメリカ）
、Seattle Art Museum（アメリカ）などで調査を行った。作品調査と
共に文献資料による比較研究を行った。
≪本発表の構成≫
先行研究および調査対象の紅型衣裳について述べる。また「流水杜若文様」と琉球王国
時代の紅型の下図、紅型の技法を比較検討し考察を行った。
≪考察≫
紅型は型染めに類似する技法、文様、初期小袖に通じる衣裳の形状から日本の影響が濃厚
だ。しかし、紅型と小袖はやはり違う個性を持ち、その違いは紅型独特の色使いや文様構成
から生じる。このはっきりと線引きできない曖昧な類似点と相違点のはざまで、
「流水燕子
花」文様が際立って日本の影響を示している。
「流水燕子花」文様は琉球王家に衣裳下図が
かつて存在しており、下図とほぼ同じ文様の紅型衣裳が旧王家の所蔵品に現存している。こ
の紅型衣裳の技法は鎖大模様型といい、複数の型紙を使用して、肩から裾、両脇まで一続き
の大きな文様に染める。鎖大模様型の衣裳調査から、旧王家の所蔵に鎖大模様型の衣裳が多
くあり、その多くが黄色地であることから、鎖大模様型の衣裳は王家または上流階級が着用
するための特別な衣裳であると思われる。さらに現存する鎖大模様型の衣裳を見ると、「流
水燕子花」文様の衣裳が圧倒的に多く、むしろ鎖大模様型という技法はこの文様を染めるた
めに誕生したのではないかとすら類推できる。なぜ「流水燕子花文様」の衣裳が王家に好ま
れたのかという理由として①琉球使節の江戸立ちで将軍家から使節へ自服が下賜された②
自服は多彩な美しい絹製であった③使節の楽童子が拝領した自服の振袖を着て帰路につい
たことなどが明らかになった。さらに友禅染の小袖で仕立て直しされたドジン（上衣）が現
存し、琉球に武家階級の女性が着用する小袖や友禅染の小袖がもたらされたことは明らか
だ。これらを踏まえ、以下のように考察した。本土で、江戸時代中期以降に「流水燕子花」
文様の小袖が好まれたため、日本の小袖を象徴するものとしてこの文様が琉球の人々に印
象を与えた。美しい小袖文様への憧れが「流水杜若」文様の紅型衣裳を作り上げた。この文
様は、日本では「伊勢物語」を想起させるが、紅型では文様に含まれる物語性はなく、それ
が紅型特有の「流水燕子花」文様となっている。日本的なモチーフへの親しみと憧憬とを象
徴した「流水燕子花」文様が、王家や上流階級の人々に着用され、さらに紅型衣裳の中でも
特に大切にされたために現存する作品も多いのではないかと考察した。

Ａ-5

東通村の修験系神楽「翁」を中心とした衣装の比較調査
文化学園大学 角谷彩子

１．研究の背景と目的
筆者は東北地方の修験系神楽について、
「翁」を中心に衣装の調査を継続して行ってきた。
青森県下北郡東通村は修験系神楽が多数あり、「能舞」は 14 団体、「岡獅子舞」は 2 団体が
伝承される。能舞は 15 世紀末に目名不動院（東通村目名）ら修験者が紀州熊野より伝えた
ものとされ、岡獅子舞は明治期に岩手県北部～三戸地方の山伏神楽が伝わったものである。
本発表は、東通村の修験系神楽の翁を中心とした衣装調査の報告を提示した上で、東北地
方の同種の芸能衣装との類似・相違性について比較検討した結果を述べる。
２．研究方法
能舞 5 団体と、岡獅子舞 1 団体への聞き取りおよび衣装調査を行った。また全 16 団体の
うち 14 団体分の昭和 50 年代の映像記録を確認した。これらの結果と東北地方の同種の芸
能衣装について、主に文様や形態など意匠の面から比較検討を行った。
３．結果と考察
14 団体の翁衣装を調査した結果、下記の 3 通りに分かれた。
①青地に鶴・亀・松（竹）文様……能舞 3 団体、岡獅子舞 1 団体
②青・茶・灰色系統の暗い色調……能舞 6 団体、岡獅子舞 1 団体
③金色を用いた煌びやかな色調……能舞 3 団体
①は秋田県北部の番楽、岩手県南部の山伏神楽の翁衣装との類似、②は古布を使用する点
で、岩手県北部の山伏神楽の翁衣装との類似性が見られた。③は年代を経て華美化した可能
性が考えられる。①の衣装は演目「鳥舞」でも兼用され、翁に②③の衣装を使う団体も鳥舞
には①と類似した衣装を着用するところが多い。①については、元は鳥舞の衣装であった可
能性がある。衣装の形態は貫頭衣（頭を通す穴から被って着る）の袍（表着）で、袴は腰部
に横棒が入り、後部を左右に張らせた形態のものが多い。これと類似した袴は秋田県南部
「本海番楽」や岩手県中部の山伏神楽で用いられる。金色立烏帽子、採物は白扇、切顎でな
い翁面が多い。このことから太平洋側（青森・岩手）は切顎でない翁面、日本海側（秋田）
は切顎の翁面に概ね分類されることが分かった。能舞と岡獅子舞では翁衣装に違いはなか
ったが、翁の下舞である「かご舞」
（千歳）の衣装には形態や支度に相違が見られた。
東通村の翁には「子供さらい」
「墨つけ」の所作があり、他の修験系神楽には見られない。
本田安次は「円万寺神楽（岩手県）と青森県の神楽の翁の唄本はもとは 1 つであったように
思われる」
（
「山伏神楽・番楽」斎藤報恩会,1943）と述べており、関連性が推測される。

Ａ-6
刑罰的切腹時の死装束の色
―「浅葱」と「浅黄」の表記を中心として―
コルネーエヴァ・スヴェトラーナ
【1．問題意識と目的】
現代、死装束の色は一般的に「白」とされている。江戸時代、武士が切腹を言い渡され
た際、儀式に臨んだ者はどのような装束、とりわけ色を身に纏ったのか。本報告では、死
に立ち向かうという場面の想像から、現代人の感覚では白装束でも違和感は少ないが、史
実として、そしてさらに虚構の世界でどのように描写されてきたのかを問題視し、江戸時
代に流布していた切腹時の作法を伝える故実（指南）書での記述を手がかりに切腹人の装
束について調べることにした。とりわけ問題になるのは裃（上下）の色である（切腹時の
装束は、小袖と裃からなる）。具体的に、すでに江戸時代の史料において、「浅黄」「浅葱」
「柿色」などの色名が見受けられ、表記の不統一が確認できる。とりわけ、
「浅黄」と「浅
葱」は「あさぎ」と読むので、時代の経過につれて混同が生じやすくなった。
以上の問題意識に立脚し、刑罰的な切腹が行われていた時代には切腹の儀式と葬儀が分
けられていたことを念頭に置き、切腹時の装束の色に関する記述を抽出し、その用法につ
いて考察することを目的としている。
【2．方法】
分析の題材を江戸時代の故実書に求め、その中から切腹時に切腹人が着ていた装束の色
に関する表記を拾い、分析の対象とした。具体的に、切腹の故実（指南）書は大名家を中
心に多数流布していたが、活字化されているのは伊勢貞丈の『凶礼式』（18 世紀後半成立）
に加え、井上哲次郎監修の『武士道全書』に所収されている『自刃録』（天保 11〔1840〕
く けつ

年成立）と『切腹口决』
（成立年不詳）の 3 編である。これらに加え、未翻刻で多数の写本
が存在する『切腹切紙』や『切腹之切紙』を含め計 15 史料の内容を調査し、色や故実に関
する先行研究と照らし合わせ、
「浅葱」と「浅黄」の用法について整理と考察を試みた。
【3．結果と今後の課題】
江戸時代に流布した切腹と介錯の方法に関する故実書を調査した結果、裃の色に関する
表記は一定しておらず、「水色」「浅黄」「浅葱」「柿色」という表記が確認できた。なかで
は、今日までよく引用されてきた『切腹口决』では「切腹の節、服は白無垢、無官なれば
浅葱無垢、夏は、白帷子、上下は、水浅ぎ無紋の麻上下也」とあり、裃の色は浅葱（ブル
ー系）となっている。一方、
『切腹人作法』
（寛政 9〔1797〕年成立）を始め、数史料におい
て裃の色が「浅黄」とあり、他の史料での用法と照合すると「浅葱」の当て字と見なせる。
今後は、実際の切腹例の記録や古典など文芸作品にまで調査範囲を広げ、用法例を収集
ぼ くや

するとともに、伊勢貞丈著の『凶礼式』や小笠原流水嶋系を引く水嶋卜也らが著した『切
腹表目録』
（安永 4〔1775〕年成立）や『切腹之切紙』ではなぜ「柿色」となっているか、
その理由について追究する予定である。

Ｃ-1

マクラメの基礎研究
－七宝結びの出来上がり寸法文化学園大学短期大学部 井上 昌恵
マクラメとは何本かの紐を結び合わせて、結び目を作りながら模様を表していく手芸である(注１)。
日本で普及したのは 1923（大正 12）年リリヤーン（レーヨン糸で編まれた手芸用組紐でリリヤーン
は商標名）が京都で生産、東京で発売され（注２）手芸材料として用いられるようになり、現在では雑
貨やインテリアなどに用いられている。
本研究は、マクラメを雑貨・インテリアから発展させ、服飾技法として研究するものである。著者
は教育指導を目的とし、マクラメの代表的結び技法である平結び・七宝結びの要尺について研究・
実物制作を行って来た（注３・注４） 。しかし、これらは被服の一部に用いるのみであったのが現状であ
る。その要因としては①マクラメは別紐・布・リングなどに固定してから結び進めることが多く、一般
的に結び目の増減が困難で矩形が基本形態であるため、立体的フォルム形成を必要とする全身
を覆う被服制作が困難である。②あらかじめ何目作れば、どの程度の面積を覆うことができるのか、
出来上がり寸法について試作を重ねる必要がある。以上２点が挙げられる。
そこで、本研究では七宝結びの段における間隔を変化させることで結び目の増減を行わず、被
服のフォルムを形成することを目的とし、実験、実物作品制作を行い、マクラメのワンピース 2 体（シ
フト型シルエット・フィットアンドフレア型シルエット）・アンダードレス 3 体を制作し発表する。

段における間隔

七宝結びと段における間隔
（注１）文化出版局編,『服飾辞典』,文化出版局,1988（昭和 63）年９月５日第 10 版発行 p843
（注２）服飾文化協会編,『服装大百科辞典』下巻,文化出版局,1976（昭和 51）年７月 20 日増補版第１版
発行 p516
（注３）井上昌恵,『マクラメの基礎研究－平結びの要尺について－』,服飾文化学会
〈作品編〉,vol.9,No.1,2016 年,pp49～52
（注４）井上昌恵,『マクラメの基礎研究－七宝結びの要尺について－』,服飾文化学会
〈作品編〉,vol.10,No.1,2017 年,pp61～66

Ｃ-2
交通事故防止に寄与するデザイン教育の実践
―視認性とファッション―
相模女子大学

角田 千枝

【緒言】
様々な分野でドライバーの視認性が低下する薄暮時や夜間の交通事故防止を目的とした
研究がなされている。教育機関がこれらの課題に取り組む場合、交通安全関連団体、警察、
産業界との共同研究・活動は多いが、異なる分野の教育機関同士によるものは殆ど見受けら
れない。しかし、専門性を活かした共同研究により新たな創出が可能であろう。
そこで 2019 年度に、視認性向上を目的とした研究実績１）がある 2 つの大学と、交通安全
関連団体のおもいやりライトの 3 者による活動を試みた。本報では、北里大学による視認
性の研究結果に基づき相模女子大学が制作した衣装およびスカーフのデザイン手法を中心
に、本作品を用い参加した交通安全運動による教育的効果と社会的成果について報告する。
【制作物】
薄暮時を想定した実験結果に基づき、視認性の高い色として黄×黒の配色を採用した。
① 衣装…165°幅 11.9 ㎝の縞模様、11.9 ㎝の市松模様、165°幅 5.9 ㎝の縞模様２）のいず
れかの柄をメインとした異素材ミックスの 5 スタイリングを制作。熱転写プリントによ
るオリジナル生地の制作や、ギャザー、切り替え、パッチワークなどのデザイン手法に
よりバリエーション展開。
② スカーフ…縞および市松模様を組み合わせたオリジナル図案によるスカーフ。
大版（90cm×90cm）と普通サイズ（53cm×53cm）を各 6 枚、計 12 枚を制作。
【発表および交通安全運動】
ファッションショー開催、作品展示発表、交通安全運動への参加、衣装貸し出し。
【結果】
衣装は、視認性の実験結果を条件にデザインを検討したことにより、視認性が高く審美性
も兼ね備えた日常着にも応用しやすいデザイン手法を見出すことができた。スカーフは、視
認性を高めたい場面で瞬時に装着できるアイテムとして完成した。このように、どちらの制
作物も安心・安全な衣生活として活用できる提案を導くことができた。
学生への教育的効果としては、異なる分野の学生、産業界、交通安全関連団体など、実社
会との複数の共同活動により社会性・学習意欲・表現力など様々な向上が見受けられた。
ファッションショー・作品展示発表・交通安全活動などの様々な制作発表や複数のメディ
ア掲載により、多数の一般市民へ視認性の高い衣服の効果を示すことができたため、本活動
が社会貢献として一定の役割を果たしたと考えられる。
このように、異なる分野とのコラボレーションは多岐にわたり効果的であったため、今後
も、固定概念に捉われず学生達と共に様々な創出活動を続けたい。
１）角田ら「審美性と交通安全のための機能性を両立したランニングウェアの試作」、インターフェース学会、2015
２）川守田ら「一般色および蛍光色における色コントラストと視認性」第 62 回日本産業・労働・交通眼科学会、2020（公開予定）

Ｃ-3
題 目

西洋服飾史実物資料のレプリカ制作（6）
―1900 年初頭のデイ・ドレス―

所 属

東京家政大学

フリ

クラ

氏

ガナ

名

倉

ミ ユ キ

みゆき

1．目的
筆者は歴史服のレプリカ制作を、実物衣装を外面から観
察するだけでなく、模写するように写し取り、再現するこ
とと位置づけ、この課程を通して歴史上の事実を体感・理
解し、学ぶことを試みてきた。本研究は 1900 年代初めに
制作された(制作地は不詳)、デイ・ドレスを取り上げ、こ
の時代の女性服の技術と構造やそれらの意味するところを
考察することを目的とする。 (東京家政大学博物館所蔵)
2．結果と考察
 各部位主な寸法について
背肩幅 30 ㎝
胸幅
30 ㎝ ： 身幅前 60 ㎝(2 倍ギャザー)
背幅
27 ㎝ ： 身幅後 66 ㎝(2.4 倍ギャザー)
袖丈
69 ㎝（52.5 ㎝＋フラウンス 16.5 ㎝）
スカートウエスト 55.5 ㎝
スカート丈
98 ㎝∔トレーン 24 ㎝
レースと生地を接ぎ合わせて襟ぐりヨークを型作りそれに続く身頃布はたっぷり
と分量をとっている。
 デザインについて
1）ボディス(上衣)とスカートの 2 部式のドレスである。同様に袖もギャザーで
接ぎ合せ袖口まで広がった形になっている。極端に細いウエストを境に、豊かに
張り出したバストとヒップがアルファベットの S 字を描くアール・ヌーヴォー風
のシルエットを作っている。
2）これまで調査した、エンパイヤ、ルダンゴト、クリノリン、バッスル、ロマ
ンチック・ドレス、何れも胸幅の方が、背幅より大きく作られていた。
3）極端に小さな背肩幅の肩ヨークにギャザーを寄せて取り付けられた袖は、レ
ースで抑えてはあるものの、袖口はたっぷりとした広がりを見せている。
4）スカートにも、他のドレス同様に後ろにたっぷりした分量を使っている。
5）スカートの裾はレースとシャーリング縫いした共生地の切り替え飾りと 3 段
のフラウンスが付き、さらに後ろにトレーが見られ豊かに現わしている。
 生地について
1）水色の綿ローンに朱子織の格子模様を現した基布。
2）1)の上に、繊細で、1 つの柄が大きめな 3 種のブーケプリントを配してる。

Ｃ-4
半纏の構造的展開
－和と洋の構成から創る羽織物―
○髙橋由子* 宮武恵子* 増田貴史** 杉山歩*** 田中淑江*
*

共立女子大学

**

北陸先端科学技術大学院大学

***

山梨県立大学

【目的】
半纏は羽織に形状は類似するが、襠も衿の折り返しもなく胸紐もつけず着装が簡易であ
り、構造は和服の特徴である直線裁ちのみの羽織物である。このシンプルな形状の半纏を
和の要素を残しつつ、洋服にも違和感なく装える羽織物として構造の展開を試みた。本研
究では和服の構造的展開の可能性について、制作を通して考察することが目的である。
【方法】
1）材料
絹オーガンジーに草木染(菊桜)の直接描き（羽織物 A）
絹羽二重に草木染（ピノノワール）で友禅染（羽織物 B）
ポリエステル（カラミ）に地は草木染（ピノノワール）
、模様は金泥染（羽織物 C）
2）制作方法
半纏を原型としサンプルを制作後、デザイナーである共同研究者のデザイン画を元
に仮縫いを行い検討した。検討後、型紙を作成し羽織物の裁断を行った。縫製は透け
感や軽やかさを重視するため、和裁と洋裁の縫い代の始末を両用した。
【結果・考察】
和服の直線、平面の構成に立体構成の要素を取り入れ、羽織物 A、B、C を創り上げた。
ABC に共通する構造は、衿と袖をほぼ和服の形状を用いた点と、脇線と背中心にフレアを
出して立体的にした点である。B はさらに展開し、前身頃を後身頃の丈より短く前上がり
にし、裾線を曲線でつないだ。C は AB をさらに発展させ、身丈を短く、袖幅と肩幅のバラ
ンスを洋服に寄せ肩幅を狭くした。また衿は身頃より短く、衿先の形状を変形させた。BC
は付け衿をベルベットで制作し、装いの表現に幅を持たせた。
本研究では半纏という和服の羽織物を和裁技術だけでなく、洋裁技術（製図・縫い代始
末等）を取り入れることで、素材を生かし、フレアで立体感を出し、多様な形状の羽織物
へ導くことが出来た。和服は直線でシンプルな構成のため、展開が容易であったと考えら
れる。実際洋服に合わせて着装した羽
織物の評価は「着物に羽織りたい」
「普
段に用いたい」など良好であった。洋
風な羽織物を和服に用いたいという意
見には、和服の抱える問題の解決策へ
と繋がるのではないだろうか。以上、
本制作を通して、和服にも洋服にも着
装できる新たな形状の羽織物の提案の
一つとなった。

羽織物 A（右奥）
・羽織物 B（左奥）
・羽織物 C（手前中心）

Ｃ-5
1920 年代の東京女子専門学校における洋裁教育内容（子ども服）の検討について
―裁縫雛形女児服の実寸大レプリカの制作―
東京家政大学

杉野公子

【目的】
東京女子専門学校（大正 11 年～昭和 26 年 現：東京家政大学の前身）では、学生が
卒業後に実社会で働くことができるように、和服・洋服はもちろんのこと日常生活品等に
至るまでの、数多くの裁縫雛形（1/3 大または 1/2 大の大きさ）制作により、技術を身に
つけさせていた。しかし、卒業生が実社会に通用する力となれたのかについての情報は、
管見では見当たらない。
本研究では、裁縫雛形の中から子ども服（洋服）に焦点を当て、デザイン・パターン
・縫製方法を、同年代に制作された実際の日本製の子ども服と比較・検討し、当時の同校
の技術教育内容が、卒業後の実社会において活かすことができたかを検証することを目的
とする。尚、洋服の縫製方法はデザインによっても異なるため、基本の縫製方法の他に流
行のデザインや、それに対応する技術教育の導入についても注目する。
【方法】
① 裁縫雛形女児服（推定制作 1928 年頃、女児服 A とする、
図）の実寸大レプリカを制作し、デザイン・身頃パターン・
縫製方法について検討する。
② ①の裁縫雛形女児服と田中本家博物館所蔵の女児服（推定
制作 1925 年頃、女児服 3 点、女児服 B～D とする）のデザイ
ン・身頃パターン・縫製方法を比較・検討する。
【調査結果】
方法②の結果を表にまとめた。
表

図

裁縫雛形女児服 A

女児服 A～D の調査結果

デザイン

身頃パターン

縫製方法

女児服A(裁縫雛形)

女児服B(田中本家博物館)

女児服C(田中本家博物館)

女児服D(田中本家博物館)

衿付き

〇

〇

×

×

身頃に装飾がある

〇

〇

〇

〇

ローウエストである

〇

〇

×(ジャストウエスト)

×(切替線なし)

スカートの裾幅が広い

〇

〇

〇

〇

肩傾斜がある

〇

〇

〇

〇

前身頃に前下がりがある

×

〇

×

×

ミシン縫い

〇

〇

〇

〇

肩線の縫い代の始末(袋縫い)

×(折り伏せ縫い)

〇

〇

〇

脇線の縫い代の始末(袋縫い)

〇

〇

〇

〇

AHの縫い代の始末(袋縫い)

〇

〇

×(バイアステープ)

裾の縫い代の始末(三つ折り)

×(バイアステープ)
×(バイアステープ)

×(端ミシン)

〇

〇

裏なし

〇

〇

〇

〇

【まとめ】
裁縫雛形女児服 A と田中本家博物館所蔵女児服 B～D は、デザイン・身頃パターン・縫
製方法に類似する点が多いこと、また、女児服 A は女児服 B～D に比べて高度な縫製技術
を用いた部分も含まれることが認められた。ここから、東京女子専門学校では実社会に必
要な技術を取り入れた実践的な洋裁教育が行われていたと推測される。

Ｃ-6
ロマンティックスタイルのドレスの構造
－レプリカ製作－
文化学園大学 加々美真由
【目的】
1830 年代に流行したロマンティックスタイルは、大きく膨らんだ袖、円錐型や釣鐘型に
広がったスカートが特徴である。先行研究では、ロマンティックスタイルのドレス着用時に
身に着けられていた下着のコルセット、ペチコート、スリーブパッド、腰当てについて、文
献調査と実物資料調査をもとにパターン作成およびレプリカ製作を行った。
本研究では、先行研究に続き同時代のドレスに焦点を当て、文化学園服飾博物館所蔵の
1830～1833 年頃に製作されたとされるロマンティックスタイルのドレス（以下、オリジナ
ルドレスとする）の実物資料調査をもとにレプリカドレスを製作し、ドレスの構造や素材、
縫製技法、パターンの特徴を明らかにすることを目的とした。
【方法】
オリジナルドレスの素材物性について、素材の厚さをスプリングマイクロメーターで、織
組織をマイクロスコープで調査し、構造や縫製技法を採寸調査した。また、オリジナルドレ
スの採寸によりパターン作成を行い、調査した素材物性をもとに市販素材からオリジナル
ドレスの布地に類似した布地を選定し、レプリカドレスを製作した（図 1）
。レプリカドレ
スと先行研究で得たレプリカ下着をマネキンに着装させ、ファッションプレートとシルエ
ット形状を比較した。さらに、オリジナルドレスのパターンを、レプリカ下着のパターン、
オリジナルドレス寸法で作成した文化式原型、文献注 1 掲載のパターンと比較した。
【結果】
ドレスの表布は草花柄のシルクジャガードであり、身頃の裏打ち布やスカートの裏布は
平織の綿布であった。
縫製の特徴は、袖山の縫い代は袖側に、スカートのウエスト部分の縫い代はスカート側に
倒されており、また裾には約 30cm 幅の布が縫い付けられていることで、ロマンティックス
タイルのシルエット特徴である袖の膨らみやスカートの広がりを形
成するのに効果的な方法がとられている。そして、ドレスの衿ぐり、
袖ぐり、袖口、袖の飾り布の縁、ケープの衿ぐりにはコードを入れた
縫製技法が用いられており、これは装飾効果の他にも、伸び止めや袖
付けの補強としての役割も果たしていると考えられる。
パターンの特徴は、前身頃の布目がバイアス裁ちであり、袖山曲線
は長く 43 本のタックを寄せていた。また、スカートのパターンはほ
ぼ長方形であった。
注 1 ） Janet Arnold : Patterns of Fashion Englishwomen’s
dresses&their construction Macmillan（2008）
図1

レプリカドレス

Ｃ-7
副資材を使用した装飾技法について
―ファスナーを使用したデザイン発想

2020―

文化学園大学短期大学部
小出 恵
【背景と目的】
学生指導に当たる際にオリジナリティのある作品製作ができるよう、様々なデザインや
テクニックを提案することを目的とし、副資材を使用した装飾を研究している。中でもフ
ァスナーはこれまでの研究結果より副資材本来の目的とともに装飾性をも満たすものとし
て利用価値の高さが確認できている。市場においては衣料の大量廃棄問題が顕在化、事業
者消費者共に意識変革の時期に来ている。こうした動向を視野に入れ作品製作につなげる
試みである。
【方法】
本学学生が利用できるＷＧＳＮ（伊藤忠ファッションシステム株式会社が業務提携して
いる世界最大のトレンド情報企業）の情報をもとにトレンドを入手、その結果よりオリジ
ナルデザインを展開する。装飾には副資材を用いることとし作品製作をおこなう。
【結果及び考察】
作品製作にあたり、副資材はファスナーを選定、2020 春夏トレンドのキーディティール
分析結果より、昨年同様「ユーティリティー」を基本コンセプトとし、装飾のポイントと
して使用するキーワードは、
「カットアウト」
「ワイドストラップ」「ラッフル」と設定し
た。ファスナーとしての機能とともに装飾効果を高めるものとしてデザインを考案、ファ
スナーにより取り外し可能なラッフルのつく作品を製作した。取り外し可能な装飾とした
ことで着用時のバリエーションが多彩な作品となった。今回はその結果を発表、参考作品
の一例として提案する。

左：ワンピースドレス
ファスナーの装飾（2019）
服飾文化学会第 19 回大会

右：ワンピースドレス
ファスナーの装飾（2019）
文化学園大学
第 33 回教員研究作品展

Ｃ-8
レディスマーケットを想定したパーティスタイル
－ジャポニズムのイメージからのデザイン発想－
○宮武恵子*,増田貴史**,杉山歩***,高橋由子*,田中淑江*
*

共立女子大学,**北陸先端科学技術大学院大学,***山梨県立大学

［目的］
持続的な開発目標(SDGs)を達成することが全世界的な共通認識になりつつあり、ファッ
ション産業においても取り組むべきテーマである。第 2 著者が開発した革新的な草木染め
技術は、植物由来であり、水の使用量も削減できる。この技術を基に、社会課題の解決と、
産業を活性化するための提案が本研究の目的である。生地提供企業・団体、伝統工芸作家な
ど 100 名を超える関係者の技術を生かすためには、ターゲット及び着装する場面の設定が
必要であると考えた。そのため、パーティシーンにふさわしいドレススタイルとした。日本
の伝統的技術である和裁を取り入れ、19 世紀後半に海外で広まったジャポニズムのイメー
ジから現代的なスタイルを創造する。
［方法］
方法は、3 つのプロセスで行う。(1)市場調査はもとより共立女子大学 家政学部 被服学
科の学生 12 名がパーティで着装したいドレススタイル、ジャポニズムのキーワードからム
ードボードを作成する。(2)ムードボードを参照し、デザインを発想して造形する。(3)ファ
ッションショーを行い、招待した業界関係者並びに参加学生の評価を得る。
［結果］
作品 1 のドレスと作品 2 は、石川県の伝統的な織物である牛首紬を用いた。若々しく美
しいフィット＆フレアーシルエットを出すためには、ソフトさと張りがある風合いが良い。
また一般的なドレスでは使われない玉繭独特の小節が浮き立つ表面も新鮮である。作品 1 の
ドレスは、兼六園の菊桜を染料として使った先染めで、広くあけたボートネックの襟ぐり線、
背中の大きく丸くくり抜いた空き、リボンのディテールが特徴である。スカート部分には脇
と後ろにソフトプリーツを深くとって、動いた時の華やかさを意識して造った。ドレスには、
菊桜で染めたオパールプリントの生地に、加賀友禅作家が草木染め染料を用いて桜の模様
を手描きで描いた羽織風のガウン、大きな花のチョーカーとイヤリングを合わせた。パンプ
スは牛首紬で包み、つまみ細工の花の飾りを付けた。作品 2 は、柿（タンニン）の先染め生
地で、ブラウスとスカートのセットアップとした。ブラウスは、襟とヨーク部分は白色、カ
フスはピンク色の牛首紬を用いた。ヨーク部分は、これらの生地と縮緬生地などを使ってつ
まみ細工を応用した花を付け、靴にも飾りを用いて、パーティに相応しい上品で華やかなス
タイルの提案を試みた。作品 3 のドレスは、横段の模様が特徴のレースで、能登のブルーベ
リーの染料で染めた。シルエットを生かしたバイヤス使いは、どの角度が美しくみえるか検
討した。部分的に平織で光沢のある生地を使い込み、つまみ細工のイヤリングを合わせた。
3 作品とも生地の良さと染料のイメージをもとにスタイリングを創造した。ショーでは学生
がモデルとなった。この企画に参加した学生は、主旨も含めて学びとなったとしている。業
界関係者からは、
「地域産業の発展の可能性を感じる」
「二酸化炭素の排出量削減などの社会
課題解決ができる」
「多くの期待が持てる」と評価を得ることができた。

