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1) Tomoko TOMITA Kazuko AOKI 

山野美容芸術短期大学 

連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530 

美容技術を用いた「結ぶ」の表現（１） 

 

The expression “MUSUBU(Tie)” with beauty techniques (1) 

 

富田 知子 1 ) 青木 和子 1 ) 

抄 録 

美容技術を用いた作品の展覧会を、2012 年 3 月 5 日より 3 月 10 日までギンザギャラリーハウスで開催した。

本稿ではこの展覧会（2 人展）について報告をする。2 人展は山野流着装皆伝であり本学服飾系科目を担当する

青木と美容デザインを担当する富田が協働した成果である。青木は帯結びをテーマとした『オビジェ』を、富田

は日本髪をテーマとした『人形』を制作した。これら作品群は、すべて 10 センチ前後の大きさで制作されてい

る。 

 

キーワード：結ぶ 和 帯 日本髪 美容 

 

I. はじめに 

山野愛子は『美容芸術論』のなかで、土中から発掘

された古墳時代の埴輪を元に当時のヘアスタイルを

復元したことで「四千年前も、現代も、美の意識とい

うことに関しては、ほとんど変わりがないないか」1)

と述べている。美容技術は社会を作る人間の生活の基

盤や精神性をも含むかたちで、時代に求められるかた

ちに変化し存在し続けている。  

2 人展では、日本独自の文化として時代の流れに沿

いながら変化し、現在も日本の象徴とも言える「和装」

の技術作品を展開した。作品群は、すべて手のひらに

乗る程度の大きさで、制作されている。これは、もの

のサイズを小さく非日常化することで、形を俯瞰し、

これまで日本髪や帯結びに対しての「こう有るべき

形」という予見を見直し、新しい視点が生まれるので

はないかと考えたためである。 

II. 「結」をテーマとする展覧会 

本２人展では、「結」が共通のテーマとなってい

る。帯を結ぶ、髪を結う、という事である。日本にお

いては「結」は縁起の良いものとして扱われる。縁を

結ぶ、実を結ぶなどの言葉、祝う場に欠かせない水引

等多くの場面で使われる言葉である。この言葉を契機

に、日常の中に特別なもの、そして日本の大切な文化

と認識される和装の技術を用い表現することとし

た。個々の作品については、別稿“美容技術を用いた

「結ぶ」の表現（2）、（3）”にて報告する。 

 

III. 帯と髪 

なぜ帯と髪なのか。本展覧会を開いた 2名の作家は、

青木は「帯」、富田は「髪」を専門としている。人体

を基盤とし、美しい「かたち」をつくる上での帯型と

髪型は、バランスの関係性が深いものである。双方共

に体から大きく広がりを持つ「かたち」をつくる事が

でき、また「かたち」に意味を持たせる上で、それぞ

れが呼応し表現を強めるのである。 

また、美容行為を行う手順として通常、顔の近くか

ら始める事が多いことを考えると、帯を閉めることは

美容行為を完成し締めくくることである。この展覧会

では、髪と帯との双方で、美容行為のひとつながりの

流れも表現したいと考えた。 

IV. 展示 

展覧会は、銀座 2 丁目に有るギンザャラリーハウス

でおこなった。銀座の選択理由は、東京という地域の

中で、流行の発信基地となる街は表参道や原宿等他に

も存在するが、歌舞伎座、多くの画廊、呉服商、ハイ

ファッションブランドなど日本の文化の古と新の融

合を見る事の出来る場所であり、平成 19 年度の経済

産業省の統計よる商業統計 3)においても銀座 2 位、近

隣として日本橋地区も含めると商業力の強さをもつ

地域であることから、今回の作品の内容に不可欠な場

所と考えた。 
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【会場の展示の様子（写真 4 点）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 

入り口からみたギャラリーの景観。赤い毛氈のうえに

「十二段返し」が展示されている（青木作）。「十二

段返し」は１点ごとに漆の盃に納め、その下に黒い細

帯を敷くことで流れを生み出し、入り口からから見た

展示奥に高さを出す。ことで視線の流れを作り展示を

した。毛氈の赤は「和の雅」を表し、展示空間にイン

パクトを与えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 

大きさの違う木性の枠を使用し高さに変化を付けた。

高い台を中の開いた枠にすることで奥の色も見え空

間に流れが生まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 

ふたりの作家の作品が呼応し合う。青木の作品は潔さ

を感じさせる青竹を使用し、帯の凛とした美しさを引

き立てている。奥の壁左手には青木の額に納めた「オ

ビジェ」作品３点と右壁には富田の作品一点。（作品

詳細については別稿“美容技術を用いた「結ぶ」の表

現（2）、（3）”にて説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４  

帯と髷の形が類似している例。髪型の特徴である横の

「鬢」と後ろの「髷」は下方向末広がりの形となり、 

帯形の左右のたれ先が下方向に作られている。 
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V. 展覧会の成果 

青木、富田共に作品について、当日に至るまで、コ

ンセプトの大枠を定めたことを除いて，個々の表現を

重視するため作品について具体的な打ち合わせを行

わなかった。しかし同じ空間に作品をおいた事で、

個々の作品の完成度が増したと感じた。本学の理念で

もある美道五大原則にある髪、顔、装い、精神美、健

康美、がここに成立していると感じたためであると考

える。髪、顔、は富田の作品であり、装いに関しては

富田の一部と青木の作品であることは明白である。精

神美、健康美はどこに宿るかを考えると人体の内部に

宿り、凛とした姿勢、微笑む顔、豊な艶張りのある髪

からそれを感じ取ることができる。これこそ無意識の

中に有る人体感覚と美容技術の関係である。今回の展

覧会は、美容関係者だけでなく、美容を業としていな

い一般の方にもご来場いただいた。このことも一つの

成果であろうと考える。 

VI. おわりに 

美容技術は日常のなかで、永久的な形をと止めない

髪型、帯形をオブジェとして半永久的な時間の中で形

を止めみせることができた。人形作家ではない私達が

目指したものは、美容技術と言われるものの形を具現

化することなのかも知れない。これをさらに明確にす

ることを目標にして、今後も日常を見つめ、新しい方

向性を模索し、美容芸術としての作品を制作したいと

考えている。 

 

謝辞 

この展覧会を行うにあたり、ご理解とご支援頂きま

した山野美容芸術短期大学学長山野愛子ジェーン先

生、ご意見お手伝い頂きました佐藤美奈子様、及川し

づえ様、西川奈実様に感謝申しあげます。 

 

文献 

1 ) 山野愛子：美容芸術論，（株）IN通信社，p.289，1991 



山野研究紀要 第 22 号 2014 ・ 第 23  号 2015                                 4 

    

美容技術を用いた「結ぶ」の表現 (2) 

〜 髪 〜 

 

The Expression “MUSUBU(Tie)” with Beauty Techniques (2) 

- Kami(hair) - 

 

富田 知子１) 

抄 録 

前稿で記したように和装の技術としての「結ぶ」をテーマの青木との共同作品展において、ここでは富田の

「髪」の表現として制作した作品について述べる。現代の髪型においても束ねる、結ぶ技術は使われているが、

ここでは「和装」・「結ぶ」を意識し、結髪技術「日本髪」をベースにした作品制作とした。髪型を作る上でそ

の土台となる人頭が必要となる。髪型は顔形と深く関わるため、今回はその土台となる人形から制作をおこな

った。人形は高さ約 10cm 程度の大きさで制作した。 

 

キーワード：和装 結ぶ 結髪 日本髪 人形 

 

I.「結」髪型について 

毛髪の形状やヘアスタイルは人のアイデンティティ

をも示すことが有る。例えば、その人の存在の証明と

してのアイデンティティは、古代ローマの胸像の「ル

キウス・カエサル」（紀元前１世紀末）の胸像にみら

れる「釘抜き形」と「ツバメの尾形」の 3 つの房髪の

ある規則的短髪は正式な養子縁組の正当性を理念的に

表すものとして作られている 1)。また日本人らしさと

いう点からみると、髪は一般に、黒く、直毛、固い、

というイメージであろう。毛髪は科学的にみて構造上

遺伝的な側面もイメージの１つになっている例で、毛

髪の色を決定するメラニン色素の形状などは人種とも

関係してくる２)。生活環境やライフスタイルの変化に

ともなって、日本人の髪質も変化しつつあるが、諸外

国では黒髪が日本のイメージを代表するものと受け取

られているようである。その硬質な黒髪は、纏められ

ることで漆器のような質感の面を作り出す漆器は 

Japan の典型的なイメージを喚起することになる。  

今回の展覧会のモチーフである「和」の表現には、

この黒髪が束ねられて作り出される漆黒の面が必要で

ある。漆黒からくるイメージに加え形の「和」として、

髪型は日本髪をイメージして作成した黒い固い面を持 

つ日本髪、これはまさしくピン等で止めてつくるので

はなく、ほぼ「結ぶ」事でつくられている。髪は「結

う」のである。今回の作品すべて、結ぶことを重視し

髪型を制作した。 

今回の作品で、基本の行程は下記の６工程であるが、

髪型によっては行程が少ないものもある。①根を結ぶ

（頭部中心の軸となる毛束）。②髱（後頭部襟足の毛

束）を上げ結ぶ。③鬢（左右頭部横の毛束）を上げ結

ぶ。④前髪を上げ結ぶ。⑤髷を造り結ぶ。⑥飾りを挿

す。  

それぞれの髪型は、江戸時代前期より明治初期まで

結われていたものを元にしてその中からテーマに合わ

せ選択し、変形させた。江戸時代は非常に多くの日本

髪が考案され、江戸時代文化の成熟度が感じられる。  

 

II. 作品のコンセプト  

「和」を表現する作品群は、日本の自然に小テーマ

を求めた。四季のテーマとして春は「菜の花」，「さく 
1) Tomoko TOMITA 

山野美容芸術短期大学 

連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530 



山野研究紀要 第 22 号 2014 ・ 第 23 号 2015                                 5 

    

ら」、夏は「あゆ」，「はす」、秋は「銀杏」、冬は

「椿」，「雪」，「つる」を選び、それぞれをイメージす

る髪型をデザインし 8 作品を制作した。飾りは、髪型

のイメージを決定付けるために不可欠なものである。

黒髪 1 色でできた髪型に、季節を感じさせる色を加え

ることができる。実際に現在も京都舞妓等が使用する

飾りには、季節感を表現するものが多い。髪型は抽象

的な（例えば；川の流れは直線的な毛の流れで表現す

る等）表現になるため、飾りでは、色のみならず、形

も小テーマにあるものを（例えば「桜」など）具体的

な形を用いた分かりやすい表現とした。  

胴体部分では、帯の上からの人形のため、着物は着

物の襟を思わせる形の胴体を制作し、着色した。それ

ぞれのテーマに合わせた図柄を描く、または、樹脂粘

土で制作した飾りを付け、頭部のテーマと関連付けた。

胴のベースは黒に統一し、胴体部分が主張しすぎるこ

とを避け、帯のボリュームが無いことで頭部より小さ

く感じられる胴体に重みをもたせた(図１)。  

 

図１．人形部位解説 

 

前稿でも記したが、作品の大きさは 10cm 前後のも

のとした。青木の帯の作品も同様に 10cm で制作され、

帯と髪の双方が展示された場所にて同時に目に入り、

それぞれが響き合う可能性も考えた。10cm 前後の大

きさは通常のモデルウィッグを使用することができず、

頭部胴体全てオリジナルで制作することとした。市販

されているモデルウィッグは標準的な卵形の輪郭で作

られている。テーマに合わせたヘアデザインを考える

と、顔形から生まれる顔のイメージも重要であると考

えたためである。  

  

Ⅲ. 作品素材  

人形素材はすべて樹脂粘土を用いた。頭部を造り、

漆（白）または胡粉（胡粉：日本画に使用されるホタ

テ貝の微粉末からつくられる絵の具）にて肌を表現し

た。漆の肌は光、強いイメージとなり、胡粉の肌は、

優しいイメージを感じさせる。  

頭部には溝を造り人毛の蓑毛を差し込み植毛した。

人毛にはキューティクルが含まれている。作品の制作

の過程で最も問題になったのはこのキューティクルで

あった。作品の頭部は縮小されているがキューティク

ルは同じように縮小されていない。キューティクルは、

鱗状であり、髪を曲げる際に無理なく曲げることに役

立っている。しかしながら今回の作品のような小さい

カーブを作ろうとする時、自然に生じる曲線では期待

する形状にはならないことが分かった。人頭において

も、日本髪を作る際にはヘアアイロンで「ふかしコテ」

という方法を用いることがある。今回の作品で、必要

なカーブの表現をするため、直径の小さいヘアアイロ

ンを使用し、制作した。 

飾りでは、樹脂粘土を使用し制作した。その他、手

柄（絞り鹿の子）、丈長（紙でできた根飾り）は通常

美容で使用するものを小さく切って使用した。  

  

Ⅳ. 作品の写真及び説明 

作品の写真は全て文末に付け、サイズ、材料、制作

意図について解説する。サイズは全て高さ×幅×奥行

きを単位ミリで表示した。ここで使用した写真は、個

体の説明のため、会場では無く、個体で撮影したもの

を使用している。 髪型の髷名称解説及び歴史的解説に

関しては脚注にて明記する３)。 
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１） つる 170×150×150（単位 mm） 

人形：樹脂粘土、人毛、漆、紅白丈長 

丸髷1を元にした作品。鬢を張り出し、根飾りの丈

長を広げるように長くすることで、鶴が飛び立つ姿を

表現した。人形の顔は漆で仕上げ艶をもたせる事で、

毛髪のもつ重厚さに呼応すると考えた。  

 

  

２） さくら 120×80×150（単位 mm） 

人形：樹脂粘土、人毛、胡粉、銅針金  

                             

1 丸髷：髷の部分丸い江戸時代の髪型。  

2 島田髷：髷の毛先を下へ折り曲げた江戸時代の髪型 。 

3 銀杏返し：髷が左右に分かれた江戸時代の髪型 。 

島田髷2を元にした作品。凛とした華やかさを意識

し鬢はやや鋭角に、髷はゴールデンポイントを支点に

その延長線を進むようにあげ勢いのある桜の存在感を

表現した。人形の顔は胡粉にて柔らかい質感に仕上げ

た。  

 

 

３） 菜の花 150×150×150（単位 mm） 

人形：樹脂粘土、人毛、胡粉、手柄 

銀杏返し3、唐人髷4、桃割れ5などの蝶を思わせる髷

を元にした作品。ゆったりと下げた輪髷が蝶を思わせ、

春先の蝶の舞う菜の花を表現した。人形の顔は胡粉に

て仕上げた。  

  

4 唐人髷：銀杏返しの変形 。 

5 桃割れ：髷を二つに分けて丸い輪にした明治時代の若

い女性の髪型。  
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４） はす 120×80×120（単位 mm） 

人形：樹脂粘土、人毛、漆、元結  

根結い垂髪6を元にした作品。丸く広がるフロント

と、丸く纏められた髱の形をつなげることで丸い蓮の

葉を表現した。人形の顔は漆にて仕上げた。  

 

  

５） あゆ 100×180×100（単位 mm）  

人形：樹脂粘土、人毛、胡粉  

唐輪髷7を元にした作品。勢い良く流れる清流を固

く纏め捻りながら迫り上がり、直線的に下る前髪で表

現した。人形の顔は、胡粉にて仕上げた。  

  

                             

6 根結い垂髪：根元を結び垂らした安土桃山時代の髪型。  

  
６） いちょう 90×200×100（単位 mm）  

人形：樹脂粘土、人毛、胡粉  

唐輪髷を元にした作品。はらはらと散る銀杏の葉を、

銀杏形の髷と崩れるように広がる前髪で表現した。人

形の顔は、胡粉にて仕上げた。  

 

  

７） ゆき 100×170×120（単位 mm） 

人形：樹脂粘土、人毛、胡粉、紅白水引、ガ

ラスビーズ  

7 唐輪髷：髪を後頭部に集め、高く輪を１つに纏めた安

土桃山時代の髪型。  
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根結い垂髪と灯籠鬢8を元にした作品。フロントの

髪を薄く広げ、光を通すことで、雪光表現した。人形

の顔は、胡粉にて仕上げた。 

 

  

８） つばき 100×120×100（単位 mm） 

人形：樹脂粘土、人毛、漆  

束髪を元にした作品。厚く光沢のある葉、その折り

重なるように茂る葉の中で、重厚で華やかさをもつ椿

を、捻り纏めた髪で表現した。人形の顔は漆にて仕上

げた。  

  

Ⅴ. 制作を終えて 

作品を製作していた段階では、人形頭部のみで、完

結した作品になると考えていた。展示をしたことで、

青木の作品と並び、前稿でのべたように目指していた

帯から髪へ、髪から帯への「ひとつながり」イメージ

が完成したことを改めて感じた。美容表現は人体をも

って表現されるものであるということから考えても、

本学の建学の精神である「美道五大原則」髪、顔、装

い、健康美、精神美の表現がここに感じられる。髪型

のもつボリュームと形を受ける帯型は、同じ空間に置

かれ調和をもたらしたと考えられる。日本の土壌の中

で生み出された技術、歴史的な記憶がもたらす調和で

                             

8 灯籠鬢：鬢の毛筋が透けて向こう側が見える江戸時代

の髪型。  

もあろう。精神美、健康美は人体を美容は部分でもむ

ろん美しいものを表現する力をもつ。しかしながら、

文化や時代の表現としてそのものをみたとき、全体の

バランスがそれを表現することが分かる。社会の進化

により、物理的な可能性の広がりや、生活スタイルの

必然性から求められる美もあるが、美容は人の心に寄

り添い、その形をデザインしているのであろう。今回

の表現は現代の日常の表現とは離れているものである。

日常から離れた美容表現は、美容師のアトリエデザイ

ンという個人的な表現方法になる。ここには、通常美

容室で存在する客から求められる制約は存在しない。

美容師がこのような制作活動を行うことは美容技術の

開発にもつながると考えられる。今後も制作方法を模

索し、美容芸術としての表現を広げていきたいと考え

ている。  

  

文献  

1） ジャンドメニコ・スピノラ:ローマ皇帝と時代の流行，国立西洋

美術館古代ローマ彫刻展カタログ（高梨光正 学術協力 日向太郎 

NHK プロモーション），p.34，2004.3 

2） 本田光芳監修：新ヘア・サイエンス，社団法人日本毛髪科学協会，

2009.3 

3） 公益社団法人日本理美容教育センター：「美容文化論」，2015.4 
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美容技術を用いた「結ぶ」の表現(3) 

～帯『オビジェ』～ 

The Expression “MUSUBU(Tie)” with Beauty Techniques (3) 

- OBIJET (Objet of Obi) - 

  

青木和子 1)
   

抄 録  

帯結びは一日だけの命。その日のうちにほどかれる運命にある。着物着付けにたずさわる者は「一生懸命つ

くった帯型をいつまでも残しておきたい」、「これから結ぶ帯型の見本があればいいのに」という願いを抱いて

いる人も多い。この願いを実現すべく試行錯誤をへて出来上がったのが、手のひらサイズの、帯のオブジェ

『オビジェ』である。  

 

キーワード： オビジェ 帯型のミニチュア 髪 帯 結 山野流 着物着付け師  

 

I. 目的 

人が着物を着て帯を結んで一日を過ごす営みの中に

帯型は存在する。つまり、人の動きの中に帯型はある。

これが、見られるだけの静止した存在である「オブジ

ェ」になれるものだろうか。作品展を企画するに際し

て、以下の 3つの目的をたてた。  

① 時間と空間にとどめられるか。  

② 持ち運び可能な小さなサイズにできるか。  

③ 小さいながらも本物（実際に結ぶ）にこだわれ

るか。  

そして、その出来上がり作品を見て頂くべく展示会

を開いて、「芸術品」になれるか、その全行程が企画

目的である。  

II. 作品の制作と展示  

最初に、今回制作する作品の大きさは実物の 3 分の 

1 と決めた。その理由は、実際の大きさでは現実的す

ぎてオブジェになりにくいからということと、小さく

なれば幾つも並べて陳列でき、運搬がしやすく、そし

て何よりも「可愛らしい」からである。  

また、3 分の 1 のサイズは、普通の大きさと遜色の

ない技術力でつくれる極限の大きさであることがわか

ったからでもある。  

帯は、実際使用する帯の帯地を用いて、長さも幅も

実物の 3分の 1になるように縫ってつくった。小物も 

同様になるよう努めた。  

また帯を結ぶボディは、あえて人の姿に似せたもの

を用いず、帯型のイメージを最大限に引き出すため青

竹に斜めの切り込みを入れるだけのシンプルなものを

特別に竹屋に作ってもらい使用した。  

出来上がりだけを重視したミニチュアの着物を着た

人形は沢山あるが、このように「帯を結ぶ」ことを目

的としたミニチュア作品は他に例がないように思う。  

出来上がった作品は、「結ぶ」でつながる髪型を担

当下さった山野美容芸術短期大学教授、富田知子氏と

共に銀座のギャラリー「ギンザギャラリーハウス」で

展示会を開き、広く公開する機会をもつことができた。 

以下は、その時に展示した作品である。 

竹に巻いた次の４作品「夢文庫」、「香恋」、「凛花」、

「鼓舞」は、全て実物の 3 分の 1 でできている。帯結

びは、創作して名前をつけた。一部固定するために縫

う必要があったが、全工程で人に結ぶことと同じ作業

で仕上げた作品である。  

 

 
1) Kazuko AOKI 

山野美容芸術短期大学 

連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530 
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1) 夢文庫（ゆめぶんこ）80×90×90 （竹を含む）  

文庫は江戸時代の武家女子の代表的な帯型である。

シンプルな文庫結びは、実はつくるのが難しい着付け

師泣かせの帯型でもある。正統派の文庫に、夢（羽

根）を乗せてみた。  

  

  

 

2) 香恋（かれん） 180×110×80 （ 〃 ）  

正面からのアングルから、「可憐」をイメージし

た。帯型は、恋やハートを匂わせる形となったので、

香恋と名付けた。ゴージャスに仕上がったと思う。  
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3) 凛花（りんか） 180×110×750 （ 〃 ）  

立てものの帯型の定番は、凛とつくらなければなら

ない。それに花を加えた帯型である。（もちろん、3 分

の 1 で作った小さな帯 1 本で切り貼りすることなく仕

上げている）  

      

   

  

4）鼓舞（こまい） 180×110×750 （ 〃 ）  

お太鼓系の帯型である二枚扇をつくり、たれ部分に

沢山のひだを加えてみた。 華やかに舞うイメージが表

現できたと思う。  
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次の 4作品（「袋帯」の 3作品と、おちょこに乗った

「山野流細帯十二段返し」）は、小さいながらも本物

の形こだわることを目的とした。 

帯型だけがスクラップされている状態の木箱に入っ

た 3 作品は、山野流の着付師免許を取得するまでに必

ず習得しなければならない帯型である。まず教える側

が理想的な出来上がりを作り、教えられる側はそれを

手本に正確に形にしてゆく技術を学ぶ。今回は、山野

流を伝える者として小さいながらも理想的な出来上が

りにこだわり、帯型の見本になりえるものとして具現

化した。 

  

  

5） 長舟（おさふね）（山野流）100×100×30  

山野流の「揺れる帯型」である。初代山野愛子が考

案した二四帯（にいよんおび）で結んだ、３分の１サ

イズの長舟である。山野流に入門すると、初伝・中

伝・奧伝のうち、中伝で習う帯型である。  

  

  

6）二重太鼓（にじゅうだいこ） 

（山野流）100×100×30  

典型的な二重太鼓である。シンプルな帯型であるか

らこそ、本物の形にこだわることに苦労した。山野流

の二重太鼓である。  

  

   

7）花の舞（はなのまい）（山野流） 100×100×30 

山野流の着物着付け師を取得するための技術試験で、

この帯型が指定されている。時間内に振袖を着せると

ころからこの帯型を結ぶまでが試験内容である。こん

な見本が欲しかった、という声が寄せられていた。  
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8）細帯十二段返し（ほそおびじゅうにだんがえし） 

（山野流）20×30×10  

浴衣に似合う帯型の 12 種類を、「一文字」から十二

段に変化させていく山野流宗伝：新藤愛子が考案した

帯型である。入門したての生徒が、楽しみながら細帯

の帯型のバリエーションを増やすことができる。  

  

III. 考察  

「オビジェ」を制作する際に目指した目的が達成で

きただろうか。  

まず、人の背中でしか現れないはずの帯型はである

が、それだけを切り取って時間と空間にとどめられた

と思う。服は、人が着てその機能や美しさを発揮する

ものだが、日本の着物や帯は平面で構成されているか

ら、人が着なくともそれだけで芸術になりうるもので

あることを再確認した。  

また、小さなサイズであるが、「結ぶ」に至るまで

の準備が一番時間と手間がかかった。特に 3 分の 1 サ

イズの帯作りは、結ぶに適している帯地を見つけるこ

とに苦労した。幾度もやり直しをしたが、最終的には

納得できる「本物のミニチュア」ができたと思う。  

最後に、「本物にこだわる」である。竹に結ぶ帯型

は小さい存在だが、着付け師としての誇りをかけて本

物と損傷のない出来上がりが実現できた。また、新し

い帯型を考案するうえで一役かうことができると確信

した。2012 年の夏、国際美容協会が主催する全国の着

物着付け師が集まるサマーシンポジウムに講師として

招かれた際、帯を創作する研修会で約 250 人の参加者

を対象にこれを用いて研修を行った。こちらが人数分

準備した 3 分の 1 の帯キッドを使って、各々が「オビ

ジェ」を創作し、コンテストを行なった。着付け師ば

かりが競ったコンテストなので、素晴らしい作品が並

び、壮観だった。コンテストの後に、通常の帯結びと

異なって「ほどくことがない存在として」持ち帰るこ

とができたことは大変意義深いと考えている。 

そして、銀座のギャラリーで富田氏とのコラボレー      

ション により展覧会を開催できたことは大きな成果だ

ったと考えている。  

一日限りの儚い運命である「髪」と「帯」を、ミニ

チュアにすることで時間と空間に「美しい存在」とし

てとじこめることができたと思う。  

富田氏を始め、協力下さった方々に心から感謝した

い。  
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美容デッサン制作と学内作品展示の教育的有効性について 

～授業「美容デザイン」での考察～  
  

For Educational Effectiveness of Beauty Drawing Production  

and Campus Exhibitions  

- Discussion in The Class “Beauty Design”  

  

富田知子 1)  文元麻理香 1) 吉川奈菜子 2) 

抄 録  

山野美容芸術短期大学美容総合学科美容デザイン専攻の 2 年前期に配置された演習科目「美容デザイン」は、

美容師養成の為の必須カリキュラムである文化論の一教科に含まれる。ヘアスタイル及びメイクの基礎技術を１

年間学び、いよいよ美容のデザイン力を身につけることが求められる学年である。その 2 年の前期に行われる本

授業の内容は、美容デッサン及びコラージュ技法を中心に用い、ヘアスタイル、メイクを観察する力をつけ、デ

ザインがいかに人の顔の印象に関わるかを学ぶ。本稿では平成 26年度から導入した、受講者の全員を対象として

授業の課題として作品を制作し、学内コンテストを行って作品を展示した新たな教育実践を振り返り、その授業

内容及び授業構成について考察する。 

  

キーワード：美容デッサン 観察力 アレンジ力 コラージュ 美容デッサンコンテスト  

 

I.  緒論  

「美容デッサン」とは本稿では、ヘアスタイルとメ

イクアップを主題とするデッサンを指す。この美容デ

ッサンは一般的なデッサンとは違い人物の頭部を主体

とし、説明的な表現ともとれるほど髪顔全てにおいて

明確に描き込まれている。顔の印象とヘアスタイルは

深くかかわっている 1)。しかしながら、先行研究 1)で示

したように、美容師といまだ経験の浅い美容学生との

間には、ヘアスタイルのデザインイメージを決定する

要（パートの位置やボリュームをもたせる位置等）に

注目する能力に明らかに差があることも分かった。経

験の浅い学生に対し、ヘアスタイルの構造に注目させ

る為には、まず平面的な絵の上での確認は有効だと考

える。平面であるため、顔の様々なパーツとの関係性

を比較しやすいからである。平面上では美容技術の確

立していない学生でも、工夫次第ではデザインのバリ

エーションによる印象変化をも表現し確認できるとい

う利点も考えられる。このような効果を踏まえ、「美

容デッサン」の科目を履修して制作された作品群を学

内コンテスト形式で展示することを学生に事前に告知

し授業を進めた。学内コンテストは 26年度が 5 回目 
1) Tomoko TOMITA Marika FUMIMOTO 

山野美容芸術短期大学 

連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530 

2) Nanako YOSHIKAWA 山野美容芸術短期大学非常勤講師 

であるが、受講生の全員が参加するのはこれが初めて

である。全員の参加を義務づけたことについて、コン

テストの後に学生全員にアンケートを行い、感想や意

見を求めた。 

II.  「美容デッサン」の授業の過程 

この科目ではまず、ヘアスタイルを作る造形要素で

ある線やボリューム等から作られるイメージについて

講師の説明を聴き学ぶことから始める。直線、斜線、

曲線、その強弱、幅や長さから生まれるイメージを毛

髪に置き換え、実際のスタイルで探してみる。次に面

から生まれるボリューム感やシルエットなど、その形

状から生まれるイメージについて講義した。顔の形に

ついても単純化した輪郭をとらえ、その特徴を知る。

一般的に使われる丸顔、面長、逆三角、ベース型等が

その例である。単純な形に分類することで、それぞれ

に必要なデザインの要点を理解しやすくなる。 

これらの講義により、頭部の形状や特徴等に着目で

きるようになったところで、デッサンを始める。  

III. デッサン作品  

デッサンが不得意だと考える学生は決して少なく

ない。「美容デッサン」は必修科目である。そうし

たデッサンを苦手とする学生にも必修科目としてデ

ッサンを講じる必要性はどのようなものだろうか。
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それは美容技術が生み出すデザインの観察力、そし

て目からの情報を理解し、整理し、手に伝える力を

つけることである。また描こうとするヘアスタイル

のイメージの要因、モデルの顔の特徴をとらえる、

などが、考えられる。不得意と考える学生にも、苦

手意識を持たずに取り組める方法を探りつつ、以下

の方法で授業を進めた。  

① デッサンを行うことの意義の説明 

② デッサン的鉛筆の使用方法 

③ 目、鼻、口、毛髪等の部分ごとの描き方 

④ 標準的な顔の描き方 

⑤ 顔とヘアスタイルの関係を見つける為の演習 

⑥ B5 サイズデッサン 

⑦ B5 サイズヘアスタイルアレンジデッサン（コラ

ージュ） 

⑧ B4 サイズもしくは B3 サイズデッサン：⑧につ

いては、山野美容芸術短期大学図書館で自分の

描きたいヘアスタイルの写真を選んでデッサン

を描いた。この作品をコンテスト対象とした。 

IV. 学内コンテストへの参加  

5 回の授業で、作品を完成させる。①から⑦は制作

手順で有るが、それぞれの段階において 

① 選んだ写真のおおよその輪郭トレース：輪郭をな

ぞることで、形の確認が出来ると共に苦手意識を持つ

学生にはバランスの崩れを防止し、安心感を与えるこ

とができる。 

 

② モノトーンが色をつけたものにするかを選択：双

方に利点があると考える。モノトーンは色に惑わされ

ない明暗と立体感をしることができる、カラーでの作

業は、手持ちの画材での混色での色制作を行うこと

で、色の成り立ちを考えながらの作業となる。  

 

③ 背景の取り扱いを決める：見本となる写真の背景

にこだわらず、背景の取り扱いによって作品のイメー

ジを変化させることで、空間を意識させ、ヘアスタイ

ルの毛先にも注意を払い、全体のイメージを認識しな

がら作業を進められる。 

 

④ 細部の描き込み：通常のアート作品との違いは、

ヘアメイク画である為、スタイルやメイクが明確である

ことが必要である。そのため、細部のディテールまで描

くことになる。根気のいる作業となり、技法を教える、

担当教員が一部を描いてみせることで対処していく。 

⑤ 展示及びプレゼンテーション：各自廊下壁展示ス

ペースに展示。客観的に自分の作品を見る。各クラ

ス、各自自分の絵の前で、絵について苦労した点、努

力した点等コメントをする。 

 

⑥ 他の作品への評価：全クラスの作品を見て、良い

と思った作品を選び、その作品についてはなぜ良いと

思うかをコメントする。自分の作品の過程を見直す機

会ともいえる。  

V. 学生に対するアンケートの結果  

今回初めて受講学生の全員の授業作品を展示した

（図 1、図 2）。このことについて、学生の感想や要望

を尋ね、授業を振り返る為アンケートをおこなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．B4 サイズ展示風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．B5 サイズ展示風景 

アンケートの質問項目と学生の回答は以下のとおり

である。 

① 教材は制作の役にたったか。（図 3）  

80％が役にたったと回答したが、20％の学生がそれ

以外となっている。 
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図 3．教材は製作の役に立ったか 

 

② 制作する作品のサイズ（図 4）  

B5 は 25％、B4 は 52％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．作品のサイズ 

 

③ 全員展示はやってよかったか（図 5）  

「良かった」は 71％「どちらとも言えない」15％

「いいえ」1％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．全員展示はやって良かったと思うか 

 

 VI. 考察  

アンケートの結果を踏まえ、設問①教材については、

一度使用した教材を再度次のデッサン時にも見直すな

ど再度活用し更なる効果的な使用方法を見直したい。  

設問②作品サイズについては、時間配分を検討し直し、

B5 の作品についても、B4 の為の導入デッサンという

意味付けでは無く、充実した作品となるよう努力の必

要があると考える。設問③全員展示については、肯定

的な回答を多く得たが全員ではないことを考えると、

学生に対する展示の意味を個々に検討し理解をした上

で展示が出来るよう改善をしていきたい。  

以上の結果を総合的に判断し、美容技術の向上に直

接的に関係を見いだす事の難しいデッサン教育である

が、効果を得られると考えられる美容デザインの観察

力、発想力、構成力を身につけるための一助となるよ

う検討を重ねて行きたい。 

 

謝辞 

学内コンテストにあたり、お忙しい中多くの先生方

に採点のご協力頂き感謝申し上げます。 
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師の視線パターンに及ぼす影響 -評価用紙法と視線解析法の比較

- ，日本顔学会誌十四巻一号，p.67，2014  
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1) Chiaki KUBOMURA Chiharu KOMIYA Yuka OKADA 

 Haruka MINAGAWA 山野美容芸術短期大学 

連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530 

短報 美容実技練習用スマートフォンアプリケーション 

ソフトウェアの開発 

 

Development of the Smartphone Applications Software for 

Beauty Practical Skill Exercises 

 

久保村 千明 1) 古宮 千暖 1) 岡田 有加 1) 皆川 悠 1)  

抄 録 

美容師国家資格を取得するための実技試験課題には、カッティングとワインディングとオールウェーブセッテ

ィングとがある。これらの課題は決められた時間内に合格条件を満たさなければならない。このように、時間制

約があるが故、例えば、美容師を目指す人が実技課題の自主練習をするときには視線を課題対象からそらし、経

過時間を頻繁に確認しなければならない。自主練習を効率よく行うにはこのような問題を解決する必要がある。

本稿ではスマートフォンを利用した、自主練習をサポートするためのソフトウェア開発について報告する。 

 

キーワード：美容師国家資格 実技試験課題 美容教育 スマートフォンアプリ Android 

 

I. はじめに 

美容師を目指す学生（以下“美容学生”と記す）は

個々の美容技術を向上させるために、授業時間以外に

も自主的に実技課題の練習を行っている。美容学生が

行っている実技練習内容は、美容師国家試験課題でも

あるカッティングとワインディングとオールウェー

ブセッティングが主となっている。これらの練習内容

は美容師国家試験の実技試験内容の特性上、決められ

た時間内に一定の基準をクリアしなければならない。

このことから、練習中の学生は常に課題の進行状況と

時間の経過状況とを意識しなければならない。 

このような現状もあり、美容学生は練習に使い易い

タイマーなどを探して利用していることが多い。しか

しながら、美容技術の自主練習に特化したタイマーは

未だに開発されていない。このようなことから筆者ら

は、世の中に広く普及しているスマートフォンを利用

した自主練習をサポートするためのアプリケーショ

ンソフトウェア（以下“ソフトウェア”と記す）を開

発し、世の中に提供することを目指すこととした。 

本稿では先ず、ソフトウェア開発プロジェクトグル

ープについて述べる。次に、プロジェクトを立ち上げ

て最初に開発したワインディングとオールウェーブ

セッティング練習をサポートするためのタイマーに

ついてとソフトウェアの開発について述べ、最後にソ

フトウェアの公開について述べる。 

II. プロジェクトグループの立ち上げ 

 美容学生が自習に使うためのタイマーを探してい

ることが発端でプロジェクトグループを立ち上げよ

うと考えた。 

近年スマートフォンは急速に普及して、単なる連絡

用の役割を果たすほかに、ソフトウェアディベロッパ

ーから提供されているソフトウェアも利用されるよ

うになった。また、スマートフォンにはジャイロセン

サ、カメラ、スピーカといった機能が予め備わってお

り、これらの機能を活用したソフトウェア開発が容易

にできるような開発環境も整備されている。 

 このように、多くの人がスマートフォンを持つよう

になったということと、スマートフォンのソフトウェ

ア開発がし易いという条件が揃っているにもかかわ

らず、美容学生が自主練習に使い易いソフトウェアが

未だ提供されていなかった。 

このような状況に鑑み、美容実技練習に役立つソフ

トウェアを開発するためのプロジェクトグループを

作ることとした。 

本グループでは先ず、Android 端末で動作するワイ

ンディングとオールウェーブセッティングの自主練

習をサポートするためのタイマー（WATimer と命名）

を作成した。グループの構成は美容実技の現状に詳し

い人材とプログラム開発ができる人材、またソフトウ

ェアのランチャーアイコン（以下“アイコン”と記す）

などのデザインができる人材を必要として、次の構成

（2014 年 1 月現在）としている。 
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【ソフトウェアの提案担当】岡田・古宮・皆川 

【ソフトウェア開発担当】久保村 

【アイコンなどのデザイン担当】皆川 

【ソフトウェアの試用】岡田・古宮・皆川 

【ソフトウェア管理】久保村・古宮 

 なお、皆川は WATimer 作成後に、デザインの担当

者の必要性から参加してもらうこととした。 

III. WATimer 

 本章ではWATimerの概要と設定例について述べる。 

 

【WATimer の概要】 

WATimer は練習時間を入力として、予めユーザが

決めた経過時間を音声によって通知する Android 端

末上で動作するソフトウェアである。タイマーが終了

時間となると「終了」という音声が通知される。 

なお、音声通知機能を有効にするには WATimer の

ほかに、予め端末に株式会社 KDDI 研究所が開発した

音声合成エンジンであるN2 TTSをインストールして、

これを利用するように設定しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．WATimer 起動時の画面 

図 1 に WATimer 起動時の画面を示す。 

画面構成は上から、start ボタン（図１中①）、stop

ボタン（図１中②）、残り時間の表示（図１中③）、

時間の表示/非表示ボタン（図１中④）、全体の時間入

力ボックス（図１中⑤）、通知時間チェックボタン群

（図１中⑥）が配置されている。 

以下それぞれについて述べる。 

 

start ボタン： 

 タイマーの開始ボタンである。練習の時間と音声通

知時間を決めた後に、start ボタンを押す。ボタンを

押した後 10 秒後に練習を開始できるように「用意始

め」という音声が通知される。 

 

stop ボタン： 

 作動中のタイマーを止めるボタンである。このボタ

ンはタイマーを止めるのみで、再開する機能は備わっ

ていない。従って、このボタンを押した場合は、タイ

マーを start し直す必要がある。 

 

残り時間の表示： 

 残り時間を目視するための画面である。画面を見た

ときにすぐ分かるように大きな文字を使用している。 

 なお、タイマーはカウントダウン方式である。 

 

時間の表示/非表示ボタン： 

 残り時間の表示の有無を切り替えるためのボタン

である。音声通知以外の時間を確認せずに練習したい

利用者がいることを想定して、この機能を付与した。 

 

全体の時間入力ボックス： 

 練習時間を入力するためのボックスである。1 分単

位で 70 分までの入力が可能である。 

 

通知時間チェックボタン群： 

 音声通知をする時間を選択するためのボタン群で

ある。音声通知が必要な経過時間にチェックをつける。

チェックは複数選択可能である。練習開始からの通知

時間の選択肢は以下の通り 10 種類準備した。 

 

●10 分経過 ●20 分経過 ●30 分経過 

●40 分経過 ●50 分経過 ●60 分経過 

●10 分前 ●5 分前  ●3 分前 

●１分前 

 

 

② 

① 

③ 

④ 

⑤ 

 

 

⑥ 
      

 

⑥ 
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【WATimer の設定例】 

 例えば、練習時間を 30 分として、10 分経過時、20

分経過時、5 分前、1 分前に音声通知が欲しい場合は、

図 2 のような設定となる。これらの設定をした後に

start ボタンを押してタイマーを作動させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．WATimer の設定例 

 

IV. WATimer の開発 

 開発したソフトウェアを、Google Play1)に登録する

ことにより、広く世の中に配布することを目的とした。

従って、Android 端末に対応したソフトウェアを開発

することとした。また、ソフトウェアのアイコン制作

には Photoshop Elements 10（Adobe 社）を使用した。 

 以下、ソフトウェアの開発とアイコンの制作につい

て述べる。 

 

【ソフトウェアの開発】 

 開発言語は Java 言語を使用した。また開発環境は

JDK（Oracle 社）、Eclipse（Eclipse Foundation）、

Android SDK（Google 社）を使用した。 

以下それぞれの開発環境について述べる。 

JDK： 

 Java の開発環境である。先に述べたように、ソフ

トウェア開発には Java 言語を使用することとしたの

で、JDK を利用した。 

 

Eclipse： 

 ソフトウェア統合開発環境である。Eclipse 上で

JDK、Android SDK が動作する。 

 

Android SDK： 

 Android端末に対応したソフトウェアを開発するた

めの環境である。Eclipse 上で動作する。 

 

【アイコンの制作】 

アイコンはランチャーアイコンとして、Android 端

末に表示させるために制作する必要がある。その際に

端末ごとのスクリーンピクセル密度を考慮する必要

がある。Android 端末のスクリーンピクセル密度は

様々であるが、大まかに ldpi（低密度：約 120dpi）、

mdpi（中密度：約 160dpi）、hdpi（高密度：約 240dpi）、

xhdpi（超高密度：約 320dpi）の 4 種類 2)に分けるこ

とができる。 

本プロジェクトグループで制作したアイコンは ldpi

を除いた mdpi、hdpi、xhdpi の 3 種類に、今後普及

するであろう xxhdpi（超超高密度：約 480dpi）を加

えた 4 つのアイコンを制作した。これら 4 種類のスク

リーンピクセル密度を考慮したそれぞれのアイコン

サイズを表 1 の通りとした。 

 

表 1．スクリーンピクセル密度とアイコンサイズの関係 

スクリーンピクセル密度 アイコンサイズ 

 mdpi 48×48 ピクセル 

 hdpi 72×72 ピクセル 

 xhdpi 96×96 ピクセル 

 xxhdpi 144×144 ピクセル 

 

アイコンのサイズも重要であるが、アイコンはソフ

トウェアの顔ともいえる部分であるので、そのデザイ

ンも同じくらい重要である。 

しかしながら、WATimer の開発においては、先ず

はプロジェクトとして、ひとつソフトウェアを完成さ

せることを優先し、アイコンのデザインには重きを置

かなかった。 

制作したアイコンは図 3 の通りである。アイコンの

デザイン中にある「AW」、「WD」の文字は、「オ
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ールウェーブセッティング」と「ワインディング」の

略語としてデザインした。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．アイコン 

 

V. WATimer の公開 

WATimer 開発後、より多くの人にソフトウェアを

利用してもらえるように、Google Play にソフトウェ

アを登録した。図 4 は Google Play から WATimer を

検索した結果である。 

Google Play へのソフトウェア登録は Android デ

ベロッパー ヘルプ 3)を参考とした。ソフトウェアは

2013 年 12 月 9 日に正式公開した。2014 年 2 月 15 日

現在で WATimer をインストールしている端末は 20

台となっている。インストールされていた台数のピー

クは図 5 の通り 2014 年 2 月 1 日の 29 台であった。2

月上旬は美容師国家試験の実技試験があり、WATimer

はその直前練習に活用されていたと考えられる。 

VI. おわりに 

本稿では美容学生のためのソフトウェア開発プロ

ジェクトグループについてと、グループで開発したソ

フトウェアとその公開について述べた。 

今後は、美容学生のためのソフトウェアを開発する

とともに、さらに活動の枠を広げて行きたいと考えて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来は、美容室などでも活用できるソフトウェアや

アイデアを提案することも目指したい。 

 

文献 

1 ) Google Play, https://play.google.com/store (2014.2.11) 

2 ) 金宏和實：作ればわかる Android プログラミング, 株式会社翔泳

社, p.73, 2013 

3 ) Android デベロッパー ヘルプ, https://support.google.com/ 

googleplay/android-developer/ (2014.2.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．Google Play 画面 

 

 

 

 

図 5．端末インストール統計情報画面 
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美容を核とする教育と研究に取り組む山野美容芸術短期大学の特色は、本号に掲載された 5本の
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