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用語 略記号、原語 意味

アースカラー earth color
「ナチュラルカラー」とともに、1970年代後半を代表する色。大地や木の幹の色などのベージュやカーキなどを含む茶色系の色が中心と
なっている。都市景観を形成する上で、建物を計画する際の色使いとしてキーポイントとなる色でもある。

アールデコ art decoratif
アールデコ(装飾的な芸術)とは、1920‐30年代にフランスを中心に発展した芸術様式の事。抽象的、幾何学的形態でシンプルな直線や
図柄などが特徴で、貴金属、象牙、黒檀、光沢仕上げなどが多く用いられる。代表例、アメリカ「クライスラービル」。

アールヌーボー art nouveau
アールヌーヴォー(フランス語で「新しい芸術」の意味）とは、19世紀末～20世紀初頭にフランスを中心としたヨーロッパに起こった芸術様
式の事。非対称で有機的な曲線が特徴。ドイツではユーゲントシュティール。イタリアでは、リバティスタイル。オーストリアでは、ゼツェシ
オンとそれぞれ言われていた。

アイキャッチ
eye-catch(er)
（和製英語）

画像、写真、ロゴマーク、シンボルマーク、トレードマークなど、注目を集めるためのビジュアル。
広告やチラシなどは、一瞬で興味を引かなければならないため、アイキャッチできそうなビジュアルによって注目を集め、読ませて（見せ
て）興味を喚起する。本来は「eye-catching」と表記、人目を引くという意味。

アヴァンギャルド avant-garde
「前衛、先駆け、革新的」の意。特に第１次世界大戦の頃起こった自然主義否定の「アブストラクト（抽象主義）」、「シュール・レアリズム
（超現実主義）」。大胆且つ独創的なデザイン。

アウター outerwear アウターウェア（英語：outerwear）」の略称。下着やアクセサリーを除いた衣類の総称で、上着のこと。

アクセントカラー accent color 少量で配色全体の調子に変化を与える色。（強調色：5%）

アグレッシブ aggressive 「攻撃的な、積極的な」の意。「アヴァンギャルド」、「アドバンスド」に近い意味があるほか、従来の枠組に対抗しようとする姿勢も表す。

アシンメトリー asymmetry 左右非対称の物。左右の形、大きさ、色などが対称になっていない物を指す。

アソートカラー assort color ベースカラー、ドミナントカラーを引き立てる大面積の色。（従属色又は配合色：25%）

アパレル apparel
端的には「既製服」。特にいわゆる既製服業界やアパレルメーカーを指すことが多い。アパレルメーカーとは、既製服を企画・デザイン・
生産し、小売店に卸すまでを行なう業種のこと。

アメニティ amenity アメニティとは、快適性、居住性のこと。（都市の）快適な環境

イノベーター Innovator
最も早く新製品を採用する先進的な消費者の層であり、IT時代には他の人々に影響力を持つという点で重要なターゲットである。」（革新
的採用者）

インティメイト intimate 業界の専門用語でインナーウェアのこと。

インティメイト・アパレル intimate apparel 従来の補正下着や肌着の範囲を超えて「よりアウター(外着)感覚に近づいた」下着の総称。

インターカラー

INTERNATIONA
L STUDY

COMMISSION
FOR COLOR

インターカラー（国際流行色委員会：INTERNATIONAL STUDY COMMISSION FOR COLOR）は、1963年に発足した、国際間で流行色を
選定する世界でただひとつの機関で､2005年8月現在世界の14カ国が加盟している。加盟に際しては、各国を代表する営利を目的としな
い公益的な色彩団体、1団体に限るという規定があり、日本からは創立当初よりJAFCA(ジャフカ)が代表としてインターカラーに登録され
ている。
インターカラーは、各国が提案色を持ち寄り、実シーズンに先駆ける約2年前の6月に春夏カラー、12月に秋冬カラーが､インターカラー
委員会で選定されている。世界的に最も早い時期のトレンドカラーの選定であり、インターカラー選定色の方向は、その後に発表される
世界各国のトレンドカラー情報の、いわばトレンドセッター的な役割をしているということができる。

インナー innerwear
インナーとは、アウターに対する用語で、「インナーウェア（英語：innerwear）の略。
衣類の内側に着る下着類の総称である。（重ね着する時に内側に着る服。または、下着や部屋着のこともいう。）

エスニック ethnic 風俗・習慣などが民族特有であるさま。民族的。「―な音楽」「―な料理」

オート・クチュール
haute couture

（仏語）
オート・クチュールとは、上質な素材を使って、熟練した技術で、オリジナル・モードを生み出す高級衣装店。（フランス語のオート（高い、
高級な）と、クチュール（仕立て）が組み合わされてできた言葉である。）

オンブレ ombre（仏語） 「濃淡をつけた、陰影のある」の意。ファッション業界では、「ぼかし」の意味に用いる。

当資料の内容、画像の無断転載、転用については固くお断りします。
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オンリーショップ
only shop

（和製英語）
特定のブランドの商品のみ扱う小売店舗のこと。

カットソー Cut＆Sewn
カットソーとは、カット＆ソー（Cut＆Sewn）の略。つまり裁断して、そのまま縫ったもので、ニットウェアの一種。
（ほとんどの場合、綿ジャージ素材を用いている。裁断し、布端のほつれ防止にロックミシンを掛けて縫製する。）

サイケデリック psychedelic
「（麻薬、特にLSD等が）恍惚を生じる、陶酔的な」の意。原色系や蛍光色系を用いた配色や柄。サイケ（psyche）調。（1960年代のヒッ
ピーカルチャーから生まれた言葉）

シェイプ ウェアのシルエットやデザインのこと

シノワズリー
Chinoiserie

（仏語）
フランス語で「中国趣味」。１７世紀後半にフランス発でヨーロッパ列国が中国絵画・陶磁器・絵画等に憧れた流行の総称。現在では意味
合いが曖昧になり日本も含め「東洋風」という意味でも使われていることがある。

シルエット silhouette 洋服を着た時に見える外側のラインのこと（各アイテムのすべてが組み合わさった状態で見えてくるライン）

シンメトリー symmetry
左右対称の物。釣り合い、対称、調和、釣合いなどの意で、中心線に対し左右の形、大きさ、色などのバランスが保たれているまたは、
完全に一致する状態のことを指す。

ステーショナリー stationery 文房具のこと

ストリートファッション street fashion
デザイナ－やアパレル企業がつくりだすファッションではなく、街に集まる若者から発信されるファッションのこと。一般的に、街を行く人
のファッションの総称。

ストリートファニチャー street furniture
直訳すると「街路上の家具」であるが、道路、主として歩道上に設置される様々な装置。街路備品。たとえば、ベンチ、電話ボックス、外
燈、ゴミ箱、標識、プラントボックス等を指す。

セールスプロモーション sales promotion お客の購買意欲に働きかけ、購買に結びつける販売促進活動。イベント、実演販売などの他、P0P広告や社名広告などがある。

セパレーションカラー separation color 色と色を分離し配色全体の調子を整える色。

セレクトショップ select shop
セレクトショップとは、ショップのオーナーが自分のセンスで選んだ様々なブランドのアイテムを扱う店舗のこと。
（こだわりを持つ個性的な店）

ソシアル  social
本来「社交的な、社会的な、懇親の」といった意味だが、正確にはソーシァルと発音する。ソーシァルウエアは日本製の英語で、フォーマ
ルウエアほど格式ばらないパーティ着、社交服といった意味に用いられてる。

チェスト chest チェストとは名の通り「胸」からきており、胸の高さのフタ付き箱やタンスのこと。高さや素材の違いによって名前がさまざまである。

ディテール detail 細部、「細かく手の込んだ細工」の意。シルエット（影絵・輪郭線）に対して、衿、ポケット、構造線などの細部のデザインのこと。

テキスタイル textile
織物、布地の意。ラテン語の「textilis（織物）」もしくは「texere（織る）」が由来とされる。転じて、織物と織物素材の総称や、生地全般を指
す。繊維品全般を指すこともある。

テクスチャー texture
テクスチャーとは、素材感のことを指す。その素材の肌触り、手触りなど感触や質感、材質感のこと。
また、織り地、生地のことを指すこともある。

トップス tops 上半身に着用する衣服の事。

トップライト top light ライトとつくが、照明ではなく天井に設けた窓のこと。日中の太陽光を効率よく室内に取り込み、明るい居住空間を作ることが出来る。

トドラー toddler よちよち歩きの子供。子供服の年齢表示などのために用いられ、大体3～7歳ぐらいの小児を対象とする。ファッション業界では、3歳迄。

トレンド trend 「傾向」の意。ファッション業界用語としては、「流行の先端」を意味する。

トレンドセッター trend setter
消費者のウォンツやニーズを敏感に先取りして、次の時代の動向・傾向として、あるいは、ファッションの傾向として仕掛けたり、提示した
りして、多くの人々をその方向に仕向ける人を言う。流行の仕掛け人。
（感性豊かで時代の傾向をいち早く見抜き、一般に流行する前に取り入れる人々のこと）

ナチュラルカラー natural color 自然の中に見られる、目に穏やかな色味。カーキ、オリーブ、オフ・ホワイトなどの黄色味を含んだ色で、秋色と呼ばれるものが多い。

ニューインナー new inner アウター化したインナーのこと。アウターとしても着られるデザインや色の下着、男女の性差の区別がない新しいタイプの下着のこと。

当資料の内容、画像の無断転載、転用については固くお断りします。
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ハイ・ファッション high fashion 上流階級の人々が装う高級衣料。またパリのオート・クチュールなど、ファッション性が高く流行の最先端をいくもの。

パブリックスペース public space
共用の空間で、誰でも自由に出入りできる空間のこと。住宅のプランニングでは、居間、食堂、台所、玄関などをいう。反意語として寝室
や子ども部屋をプライベートスペースという。

マーチャンダイジング merchandising
企業のマーケティング目標を実現するために、製品やサービスを最適な場所、時期、価格、数量で市場に提供するための計画と管理の
こと。（新商品・製品・サービスの開発や調達を通じて、戦略的に品揃えを行う活動のこと。）
簡単にいえば生産管理を含めた商品企画活動のこと。

マーチャンダイザー merchandiser 一定範囲の商品につき、マーケティング・仕入れ・販売などの一切の権限をもつ商品担当者。
ビジュアルマーチャンダ
イジング（ＶＭＤ）

Visual
Merchandising

ビジュアルマーチャンダイジングとは、視覚面でのマーチャンダイジング、すなわち顧客の消費を促す売り場を視覚的な観点から構成す
ること。VMDと略される。人目を引きやすい、関心を集めやすい、わかりやすい、選びやすいといった観点から売り場を構成する。

ファサーﾄﾞ （仏語）
ファサードとは、店舗の正面の外観のこと。道路側から見たときの建物の外観のことをいうので、その建物のもっとも見せ場となる「顔」と
もいえる部分で、集客にも関わるとても重要な要素でもある。

ファッション・アイコン Fashion Icon
ファッションアイコンとは、誰でもがお洒落やファッショナブルと認めるシンボル的な存在の人物のことをいう。スタイル・アイ　コン 【style
icon】ともいう場合がある。

ファブリック fabric
生地や織物のことで、インテリア産業ではカーテンやテーブルクロス、ソファの張り布地などをさすことが多い。多様な色があり、また織り
方によっても見た目が様々に変化するので、インテリアデザインの重要なアイテムとなる。

ファンデーション foundation
ファッション用語として、身体の線を美しく保ち、補整機能を持つ女性用下着を意味する。正確には、ファンデーション・ガーメント。美容用
語としてのファンデーションは、化粧の土台といえる肌を作るための化粧品。

フォーマル fomal 公式、正式な場所で着る服。女性では胸元や腕を出したイブニングドレス。男性ではタキシードなど。

フォークロア folklore 昔から民族に伝えられてきたものの総称である。民間伝承。

プルミエールビジョン Premiere Vision
年2回 フランス・パリ郊外で開催される世界最大規模の服地素材展示会。
特に実シーズンの2年前にインターカラーが出てから、それを反映する形で最も早い時期に開催される。（実シーズンの12ヶ月前）

プレタポルテ
pret-a-porter

（仏語）
フランス語でプレ〔pret（用意できている）〕とアポールテ〔a-pouter（着る）〕からなる合成語で、「すぐに着られる服＝既製品」の意味をも
つ。日本では「高級既製服」と訳される。

ベースカラー base color 配色全体の中心となる最も面積の大きい色。（基調色：75%）

ベーシック・カラー basic color
基本色の事。何色かのコーディネートにおいて、全体の色のイメージを規定する為の基本となる色をいう場合もある。
定番色の意味もある。（白・黒・紺・茶・グレーなどの定番色でまとめたコーディネート。）

ボディコンシャス
body

consciousness
肉体を意識するという意味。シルエットが体の線にぴったり沿っているデザインをいう。

ボトムス bottoms 下半身に着用する衣服の事。
マニッシュ mannish 「男性的な、男っぽい」の意。女性のスタイルに男性的なニュアンスの手法や素材を取り入れること。

ユニバーサルデザイン Universal Design
性別や年齢に関係なく、誰もが使いやすく安全であるようにデザインされた空間のこと。似たような言葉にバリアフリーがあるが、これは
障害者や高齢者にとって不便なものを取り除いて、危険が減るよう配慮したものになる。

ライフサイクルコスト
life cycle cost

(LCC)
建物にかかる費用は最初の建設費（イニシャルコスト）だけではなく、その後の管理費や光熱費、改装費などで構成されるランニングコ
ストも含めて、ライフサイクルコスト(LCC)として評価される。施工段階だけでは無く、LCCに優れた建物を計画する事が重要となる。

リノベーション renovation
リノベーションとは、既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり価値を高めたりすること。古く
なったオフィスビルを商業施設に変更したり、様々な用途でリノベーションが行われている。

リラックスウェア relax wear アウター、インナーどちらにもポジションがない微妙なウェアとして、部屋着がある。

ル・コルビュジェ Le Corbusier
ル・コルビュジェ(本名　シャルル=エドゥアール・ジャンヌレ)とは、20世紀を代表するスイス生まれのフランスの建築家・都市計画家。近代
建築の三大巨匠の一人。有名な作品として「サヴォア邸」、「ロンシャン教会」、「クック邸」がある。

ワードローブ ward robe
洋服を吊るして収納する、衣装だんす、洋服だんすなどの家具のことを言います。
ファッション業界用語では、保有している衣装。衣服計画としての意味でも使われる。

当資料の内容、画像の無断転載、転用については固くお断りします。
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