
《座談会》

特集女ファッション

創新的ファッションデザイン

テトラ立体思考法

学校から実社会へ

上回 はじめに，みなさんが学校時代にファッションを

どのように考えていたか，それから実際に社会へでた現

在どのように考えているか，を話してもらいましょう

カミ.

雨宮 なぜいまの道に入ったのか，ということになると

思います.自分の洋服をつくれたらいいな，と思ったこ

とと，既製服に興味をもっていて，就職先を考えて入っ

たので，プティックや洋装店に入るつもりはありません

でした.

自分のつくったものを多くの人々に着てもらったらい

いな，とそう思って，こういうところを選びましたので，

希望どおりだったと思っています.

石井私は，洋服というものが，どんなものであるかわ

からなかったのが 4 年間勉強して少しわかってきたよ

うです.

ファッションとはなにか，と考えるとき，大きな社会

的なモノと個人の生き方としてのモノと 2 種類あるよう

に思えます.私は，流行というような社会的なモノには

あまり興味がなかったので，杉野女子大学のオートクチ

ューノレ的なところ(たとえば素材をしっかりと選んで大

切に取り扱う)に共感できました.いまは，仕事のこと

もあるので，社会に目を向けはじめているところです.
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金子私は，高校時代から洋裁が好きで，プリントを自

分で考えて染め，それで服をつくれたらいいなと思って

いました.いまは，テキスタイルコースの副手を勤めて

います.まだ，自分のプリントが実際に十分に着れると

ころまでいっていないので，これから勉強しなければい

けないと思っています.

よ回 では 4 年間で自分たちが期待していたモノをえ

ることができたかどうか. 1 つは基礎的なこと，もう l

つは自分のアイデアを生かして，モノを創造することだ

けれど 4 年聞はどうでしたか.

石井洋服をつくるということが最終目的の場合，基礎

的なものとして

① 針を使わねばならない.

② 人体に布をつけたときの動きを理解する.

③ 布に表情を与えるテクニック(ピンタック，ギャ

ザー，切り換え線)を修得する.

などだと思います.自分のイメージを，布にどのように

表現させるかとし、う技能をマスターするのが，いちばん

つらいことでした.

雨宮 はじめの 2 年聞は，体系づけられた洋裁の基礎知

識を習ったわけです. (原型も確立されていたしなん

センチになん目入れてまつるか，というところから習い

ました)抵抗はありましたが，いちばん早い修得の方法

だったと思います.

そして，最高級の仕上げをしったということが 4 年

間のなかでとくにすばらしいことだったと思います.つ

まり，最高の仕上げをしっていれば，手を抜くにもコツ

がわかります.

上回 ふつう大学生活は期待はずれの場合が多いようだ

けれど，みなさんの場合は，学校生活をエンジョイした

そうですが，どのような点に満足できたのですか.

金子 先生が，いっしょうけんめいしているのを身近か

に感じました.あまり感じすぎていやになったこともあ

りましたが，先生があれだけやってくれるんだから私も

がんばらなくては，と思うこともたびたびでした.自分
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の意見と先生の意見があわないこともたびたびでした

が，そのやりとりのなかから，自分なりのデザインに対

する見方ができてくればいい，といまは思っています.

上回 自分の心のなかのアイデアを具象化する場合，い

くらそれに芸術性があっても，表現する手段をもってい

ないと成立しない.そこで，基礎的なモノ，デザインの

ことば，簡単な文章といったようなものをおぼえるとい

うことなのですが，では，実社会において，自分のアイ

デアがし、かに生かされたか，それからだれかの協力でア

イデアを具体化したときの話をしてください.

雨宮 会社に入ってから，会社がどんな商品を望んで、い

るのかをしるのがたいへんでした.最初の半年は，なに

をつくったら売れるのかわかりませんでした.

私は現在，紳士のセーターと中衣料をつくっていま

す.紳士物は婦人物にくらべて，ファッションサイクル

が l 年遅いので，婦人服を学んで，紳士物をつくるのは

企業で可能です.また女性で・あるがために，客観的に男

性の色の好みや素材の選定もかなりできるよさがありま

す.

石井 デザイナーの仕事は一般的な考え方からすると，

六本木的なイメージが強いのですが，私の会社は地味な

社風で，お客様もヤングミセスからミド、ノレミセスの一般

それでは，金子さんは学校に残って学生の創造性を引

っぱりだすお手伝いをしているわけだけれど，教える立

場になってからはどうですか.

金子学校ではデザインについては，個性がある作品な

らし、し、とし、う方針でやっています.着られるか着られな

いかということはあまり問題にしていません.とくにデ

ザインは，これがし、し、とし、う特定の基準というものがな

くて，人によって違うものだから，どのようにしてその

人の個性を引きだすかが，いかにむずかしいものかわか

ってきて年半経ったいまでは，これからどうしてい

いのかわからない状態です.

上回 教えていて，学生と意見があわないときはどうし

ていますか.

金子先生方もそうですが私はこう思う，ということを

前置きして，私の意見をはっきりいいます.そして“あ

なたの思うとおりにしなさし、"といっています.そうい

うよりしかたがないと思います.

上回 先生と学生の意見があわないとき，そんなときは

感情的になにかつまらないものがあるけれど，真剣な会

話のなかから，よりよいものが生まれているのではない

かと思います.

の人なので，あのようなファッション性の強いものでは 複雑でもなく単純でもなく

なくて，普通の人の求めている服はどんなものか，とい

うことを入社以来考えています. 上回 それでは少し話をかえて，お客様がお金をだして

上回 つまり，クラシックなオーソドックスですね. 喜んで買ってくれる製品をだすというのが，ファッショ

石井いまはそうでもないけれど，少し前まで、は，一種 ンデザインの目的ではなし、かと思うのですが，そうなる

の遊びだと思えばし、いけれど，きちがし、じみていた感じ と，どうしても多様なものを複雑に考え，まとめていか

がします. なければならないが，あまり複雑になりすぎるとまとま

上回染めものは時間が経つにつれて，色合いが務ちつ らない.

いてきてしっとりしてくるけれど，そんな意味ですか. そこで，私はテトラ思考法といって 4 つくらいの要

石井そうです.いままでいろいろなアイデアがむきだ 素で考えるとわりに早くわかってくる.それからもう l

しのままでていたのが少し選別されてきて，ほんとうに つ，私たちが，頭のなかだけで考えると，どうどうめぐ

若こなせるものがどういうものであるか，そして，それ りをしてらちがあかないので，そんなとき，なにかをみ

らを一般の人々の気持になって選びださなければならな る，人としゃべってみる，手で書いてみる，というよう

いのだけれど，まだ未知の世界という感じがします. なことをしています.

上回 その未知の世界に興味をもっているんで、すね. たとえば，猫をみればすぐ猫だとわかるけれど，猫の
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定義をことばで書くとたいへん長いものになるししか

もよくわからない.だから私は目で考える.つまり三角

四面体(テトラヘドロン)に，いま注目しているいくつ

かの要素を組み入れて考えたら，直観力を増すことがで

きていいのではないかと思っています.

みなさんが実際にものをデザインするときも，いくつ

かの要素で考えていると思いますがどうですか.

雨宮会社のなかでものづくりをするとき人 l 人の

意見が違L、，かなり多くの観点があるのでつのデザ

インが決定するまでかなり長時間かかります.それを決

定するときには，まずメリットとデメリット，つまり二

面で考えます.企画マンとデザイナー 3 ， 4 名が集まっ

て，季節はあっているか，からプライスまで検討しま

す.まず経験者の意見が尊重されます.

新米は，それがいし、かどうかはわかっても，し、し、とい

える裏づけとなる情報や経験をもっていないので，感覚

でしかものがいえない.それがし、えるようになるまで

は 2 ， 3 年かかると思っています.色についても，経

験者は売れる色か売れない色かで意見をだしますが，私

は，いまそれが新鮮かどうかの意見をいし、ます.そして

最終的には今年と同じような色で，とても不満です.

上回 ノミーバリーのレインコートは70-80年デザインが

かわらないし，しかもいまでも売れている.そういう意

味からいって，本当にいいデザインは，角のとれたあま

りばっとしないものだけれど，長続きする.

つまり，そこまでもしデザインができたら大成功だと

思うのですが，どう思いますか.

石井私もし、いデザインというものは，しょっちゅうか

わるものではないと思います.会社のほうで・は，少しか

わったものをと要求します.そこで，かわったものをも

っていくとダメだといい，つまりどこをかえたらし、し、か

わかればいいのですが，まだ私にはわからないので，不

満足な状態にとどまっています.

でも私の場合は，家庭着および簡単な外出着のデザイ

ンなので，着やすさということをいちばんに考えていま

す.そこで，人体の奥行きを考えてパターンをつくりま

す.たとえば，アームホール i つにしても，縫製段階で

そのとおりにできるかどうか問題だけれど，製図のうえ

では，自分の満足できる線を追求しています.そんなこ

とで，見かけは同じでも，この服は着やすいということ

で，お客様が来年も貿ってくれるのではなし、かという考

えで仕事をすすめています.

雨宮 石井さんのつけたしになりますが，形が確立され

ているもの，たとえばニットシャツのような場合，どこ
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杉野女子大学講師上田亀之助

私たちが“ものごと"について

考えるとき，その考える相手にな

る“ものごと"も，それを考える人

間も立体です.社会とか，システ

ムとか，美の表現形式である芸術

などのような，虚の実在において

も，その仕組みは，点や線や 2 次

ものごとのオートマトン構造

元平面ではないような気がします.

人間にはすばらしいパターン認識

能力や，空間認識能力がそなわって

おります.そこで，立体のなかでい

ちばん簡単な三角田面体(テトラヘ

ドロン)とその組合せを利用して，

私たちが頭のなかで、やっている立体

レンマ

図 2 ものごととその認識過程

図 3 ファッション・ドレス・デザイン

思考を目にみえる仕組みであらわ

し，思考における理解力，構想、力，

概念力，そして直観のお手伝いをし

てみることにいたしました.それが

テトラ思考法であります.

およそどんな“ものごと"でも，

それはいくつかのカテゴリー(圏)

と，それを相互にむすぶファンクタ

ー(関手)から成り立っているオー

トマトン構造をした“もの"として

考えることができます.これがテト

ラ思考の基本です. (図 1 ) 
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のメーカーも同じ形で色も同じ白なら，どこで商品の特 だいたし、統ーされてしまうということがあります.指導

殊性をだすかということになると，最終的にはものづく するという点はむずかしいのですが，学生自身がお互い

りのよさだと思います.流行商品から抜けだして形ので の作品をみながら自分で学んでゆくということが強くあ

き上がったものは，っくりのよさとその技術を長年にわ ると思います.

たってもちこたえていくことが，最高の商品だと思いま 上回 私の感じからすると，学生は入学したときはてん

す. でんばらばらで，そのうちにある意味で校風に染まって

上回 実際，社会にでて仕事をしていると，学校で考え くる.卒業まぢかになると個性がでてくるとし、う気がし

ていたときよりも派手な変化がなくて，だんだん落ちつ ます.そしてさらに，社会にでてデザインを仕事とする

いてくると思うのですが・・ぃ・.金子さん，テキスタイル ときには，第 4 の要素として社会マーケットの問題がで

デザインの学生は教えていくうちにどのようにかわりま てくる.

ずか.

なんでもはじめに l つで、て，反対がでて，その合成さ 4 次元の時空で

れたものがでるけれど(テーゼ，アンチテーゼ，ジュン

テーゼ)，実は，実際のデザインの場合は環境(経済，政 上回 デザインを，はじめは紙に絵を描くことくらいに

治，社会状態)が入ってくるしそれに個性もでてく 思っているのが，だんだんに立体化し，デザイナーの個

る.それをどうやってみんなが自己啓発してのびてしぺ 性が加わり，マーケットの要求が無意識に感じとられて，

のか，どんなことに注意して学生の相談をうけています デザイナーの心のなかを通ってあらわれる.要するに，

か 4 次元の時関空間でものが合成され統合される.そんな

金子テキスタイルの授業は 2 年生からあります.はじ ところにファッションデザインのおもしろさがあると思

めはばらばらで作品もいろいろなのですが，同じ部屋で います.

お互いの作品をみながらやってきたということもあると 石井私のいちばん気になることは，縫製する段階で，

思うのですが 4 年生の卒業制作のころには，雰囲気が 私の思っているとおりに仕上がるかということです.と
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また“ものごと"それ自体は認識 ゴスとして記述し，それをさらに概

困難ですが，私たちはそれに知恵の

光をあてて，その現象を観察し，ロ
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図 4 ドレスとマーケット

念して， レンマとして把握するのが

常のようであります. (図 2 ) 

話がひどく飛びますが，ファッシ

ョン・ドレス・デザインの場合の基

本になるのは，生地と色合いとシル

エットとデザイナーのはたらきによ

って“しごと"がすすめられる，図

3 のようなオートマトンによるもの

と考えております.

また，商業的に製品の成立する過

程を，テトラ構造のオートマトンで

書いてみると，おそらく，図 4 のよ

うな仕組みになるのではなし、かと思

います.

またファッション・デザインは季

節や流行にさきがけて行なわれる一

種の未来先取行為，未来の現在化，

未来の創造でもありますので，その

ためには，どうしても予測が必要で、

あります.

人工環境

(ハードウヱア
文明

ソフトウエア

情報 l 町
も町 、ーハ

土ヰ岬目的，価値観
(利用可能賞理

図 5 予測

予測も人間行動の l つですから，

それはおそらく図 5 のようなテト

ラ構造のアウトプットになると思

います.つまり，それは自然環境

と人工環境(文明:ハードウェア)

と人的環境(文化，社会，風土:

ソフトウエア)と，インプットでト

ある情報・モノ・エネルギー(ニ

ーズ，目的，利用可能資源など)

の関数になります.
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くに値段の低い製品の場合は，ボタンやその他の付属品 るということがある.

もデザイナーの希望したものを使うとはかぎりません. そういう意味からいくと，人間の生活に密着している

それに，製図どおり仕上がらなくて，服の雰囲気がくず 被服ファッションは，派手さよりもむしろ長い期間先を

れてしまい，売れないというときでも，営業の人はデザ 考える地味なということになると思います.

イナーのせいにすることがあるそうです. ここでオペレ{ションズ・リサーチに話を移しますと，

これからの服づくりのポイントは，縫製技術ではない オベレーションズ・リサーチというのは，どうしたらよ

かと思いますが. りよいかを捜しだす 1 つの考え方で、あり，技術だと思う

上回逆にいうと，へたな縫製技術者でもこなせるデザ のです.未来予測ということばがありますが，未来がど

インということもあると思いますが，いかがですか. うなるかわからない点がありますが，どちらかというと

石井そのとおりだと思います.私は製図するとき，い 予測というよりも，私たちは，私たちの理想を自分でデ

ちおう縫う人がやりやすいかどうかということを考えま ザインして未来を先どりするということなのです.そう

す.たとえば切り換え線があるとき，その位置やカーブ いう意味では，ファッションデザインはかなりおもしろ

の曲りぐあいなど，あまり厳密にすると縫製に困難だと いところがあると思いますが，オベレーションズ・リサ

思われるときは，妥協するようになってしまいます. ーチ的に考えれば，社会環境，経済，政治，歴史，文化

上回 金子さんにききますが，学生にテキスタイルデザ などが入るのだけれど，みなさんは，これからのフアツ

インの指導をするとき，染めの工程をどのように指導し ションはどうしたらいいと思いますか.

ていますか.私はそういう制限をすることに 1 つの創造 雨宮 いま，女性はかなり個性的になっていて，自分で

性の開発があると思いますが.たとえば，俳句の場合五 自分を演出する能力をもっています.ですから，希望す

七五と L、う制限がありますが，あるゆえに子供でもつく ることは，もっと日本の男性がファッションに興味をも

ります.自由詩になるとだれもつくらない.そういう意 って，おしゃれになってくれることです.たとえば，ビ

味で，テキスタイルデザインの指導をするときどの点に ジネススーツのことですが，まだ私にはよくわからない

注意していますか. のですが，ビジネススーツを着ることによる，ことばに

金子 パネルと捺染用のデザイン画の制作の 2 種ありま あらわせないなにかノレーノレがあるように思います.

す.パネル制作の場合は，着られるとか着られないとか でも，これからのピジネスウェアは，働くときに着ゃ

いうことは考えずに，学生の思うとおりに描くようにし すい服ならばスーツでなくてもかまわないと思いますの

でいます.捺染用は卒業制作の一環としたもので，ワン で，形もつくられすぎてもいず，色も限定されてなく

ピース分を染めます. て，着ていてその人の個性が演出できる，余裕のある服

この場合，色は 3 色でおくりをつけなければならない だと思いますし，それがで、きる社会になったらし内、と思

ので，おくりをつけて柄が生きるような図案ということ います.

で，細かし、ところで注意しています.テキスタイルデザ 石井いま，雨宮さんが社会環境というようなことをお

イナーとして企業に入った場合，ベーパーデザインだけ っしゃいましたが，デザインというのは狭い意味のディ

のところが多いのですが，学校で自分で染めてみる，さ テーノレのデザインだけでは成り立たなくて，個人の生活

らに友人の捺染作品をみることによって，柄がつながっ 態度とか，そのまわりの社会のあり方と深いかかわりが

て染めあがったとき，それが全体としてどのような柄に あると思います.

なるかとし、う感覚が少しでもつけばいし、と思っていま いまにいたっては，新しい繊維が開発されれば別でし

す. ょうが，服そのもののデザインのアイデアは，ほぼでつ

くしていると思いますので，これからは服がどういうふ

未来をデザインする うに環境のなかで生きているか，服が環境のなかでどう

いうふうに映えて，みんなが満足できるかということだ

上回いろいろ細かし、点がでできましたが，たとえば建 と思います.

築家の場合，“建築家にとっていちばんむずかしいのは住 金子学生と接しているとし、う立場でお話しますと，先

宅である.設計者として満足できる家は，雨もりや障子 生方も私も願っていることは，企業に入ってしまうと自

に穴があいているかもしれないが，休みの日には，家族 分の個性をだすということがなかなかできなし、と思うの

全員がそろって楽しくしている.というのは，その家が で，学生のときには思いきり，個性的な作品を描いてほ

住みよいからで，いくらお金をかけたりっぱな家でも， しいとし、うことです.最近の学生は個性があるようでな

お手伝いさんが l 人ぽつんといるような家は失敗作であ くて
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1 人 l 人性格が違うのですから，作品にその人の性格が

にじみでるようなものが摘けるとおもしろいと思いま

す.

上回 企業内ではなかなか個性をのばせない，だから学

生のときに大いに個性を伸ばしておきなさい，というこ

とはそのとおりなのですけれど，大きな船でもなん同も

押していると，けっこう人間 l 人の力で動くように，企

業には長期間いるのですから度には自分の個性は受

げ入れられないけれど，少しずつ毎日かえてゆくと，だ

んだんとデザイナーのジャンノレに企業自身が入ってくる

ということがあると思います.

ものというのは，なにかやってすぐ効果があらわれる

とはかぎらない.たとえば水を暖めるとき，下で火が燃

えているのに，はじめのうちは冷たいけれどある温度に

速すると急に暖かく感じる.そのときわれわれはアイデ

アが認められたという感じをもつが，その前にはたとえ

反対されていても認められているということがあるので

す.そういう意味で，デザイナーは企業の最先端をいっ

ていて，いちばん抵抗が多い.だから反対する要素，賛

成する要素，無関心の要素，そういうものを全部考え

て，そのなかでいかに自分を生かしていくか，そういう

点でデザイナーは生きがし、のある仕事だと思うのです

が，その点ではどうですか.

多次元の情報のなかから

雨宮 デザイナーは 10人いますが，それぞれ個性が違い

ます.表いので気が短かく徐々にかえていこうと思えば

かえられるのに，はやく認めてもらいたいということで

あせっているとし寸状態です.そんなことを考えると，

1976 年 5 月号

ものをつくる人は反発されてもし、し、とは思っていても，

だれかに認めてもらいたいということがあると思いま

す.それから，企業にいると制約があって，どんどん自

分のデザインを，合理的にこの場合はこうだからしかた

がないということで変更してゆく.その結果だれか l 人

でも賛成者がし、たときには救われる.また，ものづくり

をしているときに観点が多くあるけれど，結果としてつ

くるか，つくらないかということは，単純なことではな

し、かということがわかってきました.それがいろいろな

条件を考えあわせた結果て、あり，しかも最終的には好き

か嫌し、かだったということがあります.

石井 いま，雨宮さんはみんなに反対されても人でで、

も賛成者があれば救われるとおつしやつたので

も自分のアイテデ唄アを受け入れてもらえないときは，がっ

かりして元気もなくなります そんなとき，デザインの

仕事をしている人でなくてもし、し、のですが，だれかをよ

んできてみてもらって，し、L、といわれるとすっかり満足

してしまって，それをまた担当者のもとへしつこく提出

する元気もでできますしまた総務とか営業の人とかと

の会話のなかから，一般の人々の思っていることが少し

ずつでもつかめるような気がします.

上回 結局，多次元の情報のなかから具体化していくと

し、うことでしょう.

反対されるという場合，そこになにかいし、ところがあ

って，それが気になって反対されるとし寸場合が非常に

多いと思います.反対者というのは，あんがし、ある時点

にくると非常に強力な後援者になる場合がありますが，

いちばん困るのは無関心の人です.無関心の人を，ある

意味でぎょっとするような新奇なもので関心づけておい

て.それから徐々に，ということが必要でしょう.だれ
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でも自分の考えがし、ちばんし、し、と思っているけれどやは くというように，女性の行動は経済の先行指標になるら

り欠点はある. しい.シルエットのほうはルーズフィットでよいのです

つまり，“はがね"をつくるとき，焼き入れをしてから が，色のほうがもう少し明るくなると景気の回復によい

焼きもどしをするように，デザイナーが焼き入れをして， と思うのですがどうですか.

それからみんなの反対意見，あるいは無関心の人は，な 雨宮 女性のファッションの色は，もう少したてば派手

にゆえに無関心なのかというようなことを考えることに になる見込みはかなりあります.ルーズフィットはとて

よる焼きもどしで，ちょうどよくなるということがある も着心地がよくて，それに比例してナチュラルカラー

と思うのですが土の色，木の葉の色)などあまりピピットでない色にな

金子先生が学生に意見をいう場合，全体としてはまと って，いまの落ちつきすぎた色になっているのだと思い

まりがないけれどここはし、いということを，学生はやつ ますが，陥L、色をみたあとは自然に明るい色，夢のある

ばりいってほしいと思うのです.これはダメだという， 色を欲求すると思います.

いい，悪いというし、し、方ではなくて，ここをこうすれば 石井機能的な服を求めるようになって注目されたのは

よくなるとか，この色をかえればはじめのデザインの計 ユニフォーム(軍服，ワーキングウエア)の色だしユニ

画どおりにいくのではなし、かというように，途中の経過 セックスの時代には，女の子が男っぽい色，男の子が女

をアドパイスすることを学生も望んでいると思います. っぽい色というふうに，少し地味めの色が女の子の問に

私は企業にいるわけでないので，デザイナーの立場は 流行するようになったのではないかと思います.それか

よくわかりませんが，たぶん，反対されるばかりでなく ら半年くらい前までのプリントの時代には，大がかりな

て，こういう点で悪いというし、し、方をしてくれる人がし、 染色上の色の実験をしたのではなし、かと思われるふしが

れば，デザイナーもうれしいしよくかえていくことも あるので，これからはより洗練された美しい色がでてく

できるのではないかと思います. ると思います.

女性の行動は社会の先行指標

上回 私たちは多次元でものを考えなくてはならない.

過去はただよくみるだけでし巾、のだけれど，先のことは

どうなるかという点と， どうしょうかという点， そし

て，自分はこうするのだということに対する反対意見，

結局はどうなるか，あるいは自分の意見がどこまでとお

るかということなのですが，私はこの場では，たった l

人の男性だけれど，9:.性のファッションに対して，最近

ちょっと文句があります.

というのは，男性に対して，どぶねずみファッション

だとし、し、ながら，このごろの女性の着ているものは色が

どぶねずみに近くなっていると思うのです.どうも日本

の経済がしょぼくれているのは，そのへんに原因がある

のではないか.企業家が企業意欲をなくすのは，女性が

どぶねす.みファッションになりすぎたので、はなし、かと思

うのですが

雨宮さんがさっきおっしゃったように，ファッション

では，はじめ女の人て、おちつくと男の人がとびついてい

〈座談会出席者〉

上回亀之助
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金子いまの若い人は情報がゆきとどいていて，パリの

オートクチュール的なシックな色を，上手に着こなすの

がおしゃれだという傾向があると思います.若いうちに

地味な色を着て，中年以 kになったら，地味な色はより

老けて見えるので，明るい色をと考える人が多くなった

のではないでしょうか.それに世のなかが不況だから地

味になったという感じがありますが，もう少したてば明

るい色がでてくると思います.

上回 最近複眼でモノをみろというけれど，あれは昆虫

の自の機能がよくなし、からそうなっているのであって，

人間の日でみる能力は，人間感覚のなかではトップでは

ないだろうか.そうなるとみるのは，色，形，影，それ

から色どりなどの問題になるのだけれど，女性のファッ

ションのシルエットはよくなっているからし、し、けど，そ

の他の素材，色をどうするか.

要するに，シルエット，素材，色，そしてデザイナー

がダイナミックに働きあうと，すばらしいファッション

のデザインができて，日本の不景気もサッと晴れわたる

と思いますので，みなさんも大いに頑張ってください.

それではどうもありがとうございました.

雨宮ひさこ
内外編物株式会社デザイナ一

石井孝枝

マル+ン長谷川株式会社デザイナー

金子みちょ
杉野女子大学助手
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