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AICI Key Terms of the Image Industry 
 

Formerly referred to as the “Glossary”, this listing is an invaluable resource for both established image 
consultants and those studying to prepare for the AICI FLC Exam. This is a selected listing of key terms as 
they apply to the image industry. It will help you determine how a term is defined within the context of the 
AICI Core Competencies and the AICI FLC Exam. This listing of key terms does not include garment styling 
terms. It is recommended that you acquire a fashion dictionary to become familiar with these terms. 
以前は「用語解説」という名前のこのリストは、すでにイメージコンサルタントとして活動して

いる人、AICI CIC試験を受験するために勉強中の人のいずれにとっても有益なものです。これは

イメージ業界において重要な用語をリストにまとめたものです。 このリストは、AICIのコアコ

ンピテンシーと AICI CIC試験において用語がどのような意味で使われているのかを知ることの

助けとなります。この用語集には服装のスタイリング用語は含まれていません。服装のスタイリ

ングに関連する用語は、ファッション用語辞典を参照下さい。 
 

A 
Abstract patterns Free-form prints, in patches of color or flowing lines and shapes. Abstract 
patterns do not represent or relate to anything natural or man-made.             
Abstract patterns（抽象柄）                               

左右不均等なプリント柄で色もしくは流線状のラインや形をつなぎあわせたもの。抽象柄は、 自

然や人工的なものを象徴するものではない。 
.  
Accent colors Bright, strong, or intense colors. Accent colors are brighter than most wardrobe 
neutral colors combined with them. 
Accent colors（アクセントカラー） 
鮮やかで、強く、強烈な色。アクセントカラーは組み合わせる中間色のワードローブよりも鮮や

かな色である。 

 
Accentuated neutral color schemes The harmony of any one chromatic hue in combination with 
one or more achromatic colors. 
Accentuated neutral color schemes（アクセンテッドニュートラルカラー配色） 
1 つの有彩色に 1もしくは複数の無彩色を組み合わせた配色 
 
Accessory/Accessories Articles of dress such as shoes, stockings, handbags, belts, hats, 
gloves, jewelry, and scarves.  Accessories are needed or added to complete or finish and enhance 
an outfit. 
Accessory/Accessories （アクセサリー） 
靴、ストッキング、ハンドバッグ、ベルト、帽子、手袋、ジュエリー、スカーフなどの服飾小

物。アクセサリーは服装を完成させ高めるために加えられるもの。 
 
Acclimatization The gradual adjustment to extremes of climate, particularly temperature and 
humidity. 
Acclimatization （気候への順応） 
天候、特に極端な温度や湿度に少しずつ慣らすこと。 
 
 
Acetate Generic name for a man-made or manufactured fiber made from cellulose. Acetate 
resembles silk. 
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Acetate （アセテート） 
セルロースから作られた人工あるいは工業繊維の一般名称。アセテートはシルクに似せたもの。 
 
Achromatic colors Neutral colors without hue or pigment. Achromatic colors include black, white, 
and gray. 
Achromatic colors （無彩色） 
色相や色素の入っていないニュートラルカラー。無彩色には黒、白、グレーが含まれる。 

 
Acrylic Generic name for a man-made or manufactured fiber made from polymer material. Acrylic 
resembles wool, is the warmest synthetic, and is made into sweaters, athletic socks, and anything 
fleecy. 
Acrylic （アクリル） 
ポリマー素材から作られた人工あるいは工業繊維の一般名。アクリルはウールに似ており、最 も
保温性の高い合成繊維であり、セーターや運動用のソックス、フリース製品などに使われる。 
 
Additive color theory Lighting color theory in which the mixture of all primary hues in light result 
in white because all light wavelengths are added and reflected in the mix. 
Addictive color theory （加法色彩理論） 
光の色彩理論で、すべての光の 3 原色を混ぜると白になるというもの。すべての 光の波長が重な

なった結果、反射するため。 
 
Adornment theory A primary motive for the origin of clothing, for the decoration and 
ornamentation of the body. Forms of adornment are universal and may be permanent or 
temporary, to be frequently changed according to the prevailing fashion within the society. Relates 
to aesthetic needs and values. 
 
Adornmenttheory （装飾理論） 
衣類、装飾や体を飾ることの主な動機となるもの。装飾の形は普通的であり、ときに一時的、ある

いは不変の場合があり、社会で流行しているファッションに従って頻繁に変化する。美的なニーズ

や価値観に関係している。 
 
Advance/Advancing Elements of design used in ways that appear to move toward or jump out at 
you are said to advance.  Advancing elements are generally dominant and noticed first. 
Advance/Advancing （アドバンス／アドバンシング） 
飛び出しているように見えるように使われるデザインの要素をアドバンスという。 
アドバンスの要素は、通常よく目立ち最初に目に入る。 
 
Aesthetic clothing needs Human needs described in terms of the artistic elements and principles 
of design. People with aesthetic needs use clothing as a medium for artistic, creative, self-
expression and as a source of beauty.  Relates to aesthetic values. 
Aesthetic clothing needs （美的な服飾ニーズ） 
芸術的要素とデザイン原則の観点から表現される人のニーズ。美的ニーズを持つ人々は服を芸術

的、創造的な自己表現、美しさの源として活用する。美的な価値に関するもの。 
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Aesthetic values  An appreciation for the appearance of beauty and harmony. A person with 
high aesthetic values in dress desires clothing that is well-designed, with beauty and harmony in 
the use of line and shape, color, texture, and pattern. 
Aesthetic values （美的価値観） 
美と調和への評価。服装に関する美的価値観の高い人は、デザイン性に優れ、ライン、形、色、

テクスチャーや柄の使い方が美しく、調和のとれた服を求める。 
 
After-image A physiological response to color. With prolonged viewing of an intense 
color, the eye becomes fatigued and automatically adapts itself by imposing an after-
image in the complementary hue to rest the eye. 
After-image （残像） 
色に対する生理的反応。強い色を長い間見ていると目が疲れるため、日を休ませるため

に補色の残像を作ることで、自動的に順応する仕組み。 
 
A-line or triangular shape garment Dress or skirt that forms the shape of an “A.” The 
garment is narrow in the shoulder or waist, with added width at the sides to flare away 
from the body at the hemline. 
A-line or triangular shape garment (A ライン・三角形の服） 
A の形になるワンピースやスカート。肩もしくはワエストが狭く、脇が広く、裾が体から離れてフレア

状に広がっている。 
 
Alterations Changes made in the size, length, width, or style of a garment to provide a more 
proper fit. 
Alterations （寸法直し） 
フィットさせるために、服のサイズ、長さ、スタイルを変えること。 
 
Alternatives Variations in universally accepted dress within a social group or society. 
Alternatives （オルタナティブ） 
ある社会的グループまたは社会の中で一般的に認められた服装のバリエーション。 
 
All-over patterns Prints, checks, or plaids that appear the same from any direction you 
look at them. All- over patterns have a methodical, formal, regular rhythm, leading 
attention easily throughout the pattern. 
All-over patterns（総柄） 
どんな角度から見ても同じプリント、チェック、格子のこと。総柄は、整然としてい

て、フォーマルかっ規則正しいリズムがあり、柄全体に注意を引きやすい。 
 
All-season fabrics Light to medium weight woven and knit fabrics that you can wear at 
least three seasons of the year. 
All-season fabrics （オールシーズン対応生地） 
軽から中程度の重さの織物あるいはニット地で、１年の内少なくとも 3 シーズン着る事 
が可能な生地。 
 
Analogous color schemes The harmony of two, three, or four hues that lie next to one 
another on the color wheel. All colors have one hue in common. They may be used in 
varYin values, intensities, and degrees of warm and cool. 
Analogous color schemes （類似配色） 
色相環の上にお互いの隣にある、2 つ、3 つまたは、4 つの色の調和。すべての色は共通

してひとつの色相を持っている。明度、彩度、暖色と寒色の度合いなど。 
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Analogous hues Hues that lie next to one another on the color wheel. Analogous hues 
are closely related to one another in character, having a hue in common. 

 
Analogous hues （類似色相） 
色相環の上にお互いの隣にある色。類似した色は性格的にお互いに密接に関連があり共

通した色相を持つ。 
 
Angular shapes  Spaces enclosed with straight lines. 
Angular shapes （角ばった形） 
直線で囲まれたスペースのこと。 
 
Apparel  A generic term that includes men’s, women’s, and children’s clothing. 
Apparel （衣服） 
紳土服、婦人服、子供服を含む総称。 
 
Appearance  The visible or exterior look of a person or thing.  Another word meaning “image.” 
Appearance（外見） 
人もしくは物の、外から見える形。「イメージ」を意味するもうひとつの言葉。 
 
Appliqué A cut-out design made separately and then sewn onto a garment. Appliqué is 
the process of sewing a small piece of fabric to a garment for a decorative purpose. 
Applique （アップリケ）  
別に作られ、服の上に縫い付けられたカットアウトデザイン。アップリケは、装飾を目

的として小さな布地を服に縫い付けるプロセスのこと。 
 
Approachable/Receptive Showing evident openness to friendly interaction with others. 
Approachable is a word used to describe the “softening” effect of untailored clothing. 
Approachable/Receptive （近寄りやすい、受容力がある） 
他人と友好的に関わることに対してオープンであることを見せること。テーラーメイド 
ではない服装、「柔らかさ」を表す言葉でもある。 
 
Appropriate Proper or suitable for a particular occasion, purpose, or person. Cultural or 
expected dress for the occasion and for a person’s age, gender, personality, values, and 
roles. Appropriate is closely related to social needs and values. 
Appropriate （適切な） 
ある特定の場面、目的、人物に適切あるいはふさわしこと。場面、年齢、性別、パーソ

ナリティ、価値観、役職の観点から文化的または望ましいとかんがえられる服装。社会

的ニーズや価値観に密接に関連する。 
 
Argyle  A diamond-shaped pattern commonly knitted or woven into the fabric. 
Argyle （アーガイル） 
ダイヤモンド形の柄で、通常、編まれたり布地に織り込まれている。 

 
Asymmetrical balance Each side of a garment is different. The right side of the garment 
is different from the left side of the garment.  Asymmetrical balance is also referred to as 
informal balance. 
Asymmetrical balance （非対称の調和） 
服の両側が違うこと。服の右側と左側が違うこと。インフォーマルバランスとも表現される。 
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Authentic Presenting the self in a manner that is true, genuine, and rightful. Having 
visual integrity is a matter of looking like who we say we are, not a phony, false, or fake. 
Authentic （本物の） 
自分自身を本物で、誠実に、正当に表現すること。目に見えて誠実であることは、自らの評する自

分像と一致していて、不誠実、偽り、見せかけではないこと 
 
Authoritative/Assertive Showing evident power to influence thought, opinion, or behavior. 
Authoritative is a word used to describe the “power” or “strengthening” effect of tailored clothing. 
Authoritative/Assertive （権威がある／自信を持った） 

思案、意見またはふるまいに影響する明白な力を示すこと。テーラーメイドの服の影響である

「力」「強化」を表す言葉として使われる。 

 
 

B 
Background area or negative space Areas of solid color behind the motifs on a patterned 
fabric.                                  
Background area or negative space （背景またはネガティブスペース）         

模様のある生地のモチーフの下にある無地の部分。 
 
Balance A feeling of equilibrium, the result of how lines, shapes colors, textures, and patterns are 
used to break up an area or space and how they are distributed or grouped within a garment or an 
outfit. Balance is a principle of design, a goal to achieve. 
Balance （バランス） 
つり合いが取れているという感覚。ライン、色の形、テクスチャー、柄などが空間あるいはスベ 
ースをどのように分割しているか、または、衣服や服装全体でどのように配置、またはグループ

化されているかという感覚です。デザインの原則であり達成するゴールです。 
 
Basics Clothing styles simple in design, with few details and no decoration. The core pieces of 
a wardrobe that do not attract attention to themselves. Basics are easily dressed up or down, 
made to appear more formal or more relaxed. 
Basics （ベーシック） 
デザインがシンプルであり細部の装飾がわずかだけあるか、全く無い服のスタイルのこと。 
ワードローブの主要な部分はそれ自体注目を引くものでなはい。ベーシックなスタイルはドレ

スアップ、ドレスダウンが簡単に出来、よりフォーマル、またはリラックスしたスタイルにす

ることができる。 
 
Basket weave A variation of the plain weave with two or more filling yarns passing over and 
under the same number of warp yarns. 
Basket weave （バスケット織） 
2 本もしくはそれ以上の糸が同じ本数の糸の上下を交差する平織りの種類。 

 
Bell-shaped garment Dress or skirt that forms the shape of a bell. The garment curves  
outward at the waist or h  
Bell-shaped garment （鐘型の服） 

鐘の形をしているワンピースやスカートのこと。ウエストもしくはヒップで外側にカーブし、

鐘形になっている服。 
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Bias grain/Bias cut The diagonal grain of fabric. True bias lies at a 45 degree angle to the 
lengthwise and crosswise grain in fabric. Garments cut on the bias drape fluidly and beautifully 
across the body. 
Bias grain/Bias cut （バイアス繊維／バイアスカット） 
斜め状の繊維でできている生地。正式なバイアスは生地の縦と横の繊維に対して 45 度の角度 で
走っている。バイアスにカットの服は身体の上で流れるように美しいドレープを作る。 
 
Body or figure analysis The study of body size or scale, shape, and relative proportion for the 
purpose of selecting harmonious clothing styles. Body or figure analysis is an image service. 
Body or figure analysis （体型分析） 
サイズやスケール、形、プロポーションを調和する服のスタイルを選択するために研究すること。

体型分析はイメージサービスの中のひとつ。 
 
Body image Perception of the physical self. Body image is the mental picture, ideas, and feelings 
people have about body size, shape, strength, coloration, features. 
Body Image （ボディイメージ） 
身体的な面からの自己認識のこと。ボディイメージは人が身体のサイズ、形、強さ、色など特徴と

して捉えている心のなかの像、考え、感覚。 
 
Body language Non-verbal communication by the body. Body language includes messages or 
statements conveyed through posture, stance, gait, gestures, facial expressions, eye contact, and 
hand-shake. 
Body Language （ボディランゲージ） 
言葉を使わない身体によるコミュニケーション。ボディランゲージは、姿勢やスタンス、足取り、 
ジェスチャ一、表情、アイコンタクト、握手などから伝わるメッセージや言葉を含む。 
 
Border print The arrangement of a dominant print or motif positioned along one garment edge. A 
border print forms a distinct border pattern along a hem, cuff, collar, and/or center-front opening. 
Border print （縁飾り） 
衣服に沿って配置された柄やモチーフ。縁、カフ、襟や前正面に沿って境界を示す模様を作る。 
 
 
Boutique A small, generally chic clothing shop, featuring a strong fashion image in clothing and 
accessories for women. 
Boutique （ブティック） 
小規模で、大概はシックな服の店、女性向けの服やアクセサリーの強いファッション的なイメージ

があるが特徴。 
 
Break The soft fold formed in the bottom of trousers, slacks, or pants when they touch the top of the 
shoe. 
Break （ブレイク）  
靴の上部に触れる際にズボンやスラックス、パンツの裾にできる柔らかな折り目。 
 
Broadcloth A plain weave, closely woven yet pliable fabric with a fine rib in the crosswise direction. 
Broadcloth is commonly used in making shirts. 
Broadcloth （ブロードクロス） 
平織りの種類。きつく織られているがリブが横方向に入っている柔軟な生地。シャツに使われる事

が多い。 
 
 
 



AICI Key Terms of the Image Industry, cont’d. 
 

7  

 
Brocade A rich, heavy fabric with an elaborate raised pattern woven into the fabric. Brocade is 
traditionally used in making dressy evening clothes. 
Brocade （錦織） 
精巧な浮き柄が織り込まれたで重厚な生地。伝統的にドレッシーな夜会服を作る際に使われる。 
 
Business casual Contemporary concept of softly tailored or relaxed sport-dress for professionals. 
Business casual clothes are less structured and worn with or without an unmatched jacket layer or 
tie for men. 
Business casual （ビジネスカジュアル） 
ソフトなテーラード、またはプロフェッショナルに向けたリラックスしたスポーツドレス。ビジネ

ス・カジュアル服はかっちりとした作りでなく、揃いではないジャケットまたはジャケット無し、

ネクタイ無しで着る。 
 
Business formal Traditional concept of tailored suit dressing for professionals. Business formal or 
career clothes are more structured and generally worn with a matching jacket layer, and tie for men. 
Business formal （ビジネスフォーマル） 
プロフェッショナル向けたテーラードスーツの伝統的な概念。ビジネスフォーマルやキャリア服は

よりかっちりと作られており、通常は揃いのジャケットを着る。男性はネクタイを合わせる。 
 

C 
Camel’s hair Sportive specialty fibers obtained from the Bactrian camel of Asia. Camel’s hair 
makes into soft, luxurious fabric for jackets and coats. 
Camel’s hair （キャメル、ラクダの毛） 
アジアのふたこぶラクダから得られるスポーティーな獣毛。キャメルヘアは、柔らかで豪華な生地

となりジャケットとコートになる。 
 
Camouflage Any device used to conceal, disguise, counter, or mislead. Clothing may be effectively 
used to mislead or counter perception, camouflage or conceal a figure variation considered less 
than ideal. 
Camouflage （カモフラージュ） 
隠したり外見を変え、逆らい、だます為のあらゆる工夫のこと。服は知覚をだましたり、反対に見

せたり、理想的ではない体形の変化をカモフラージュしたり隠すために効果的に用いられる。 
 
Care labeling rule An American law issued by the Federal Trade Commission that requires clear 
and detailed instructions for the cleaning and drying of all clothing (except hosiery). 
Care labeling rule （ケアラベリングルール） 
すべての衣類（靴下類以外）の掃除と乾燥に関して、明確、詳細な説明書きを必要とする連邦取引

委員会決めているアメリカの法律。 
 
Cashmere Fine, downy, specialty wool from the under layer fibers of the cashmere goat native to 
India, Pakistan, and other Asian countries. Cashmere makes into soft, luxurious fabric for sweaters, 
jackets, and coats. 
Cashmere （カシミア） 
インド、パキスタンその他のアジア諸国原産のカシミア・ヤギの毛の下の層の繊維から作られる特

別なウール。カシミアは、セーター、ジャケット、コートなどの、柔らく高級な生地に使われる。 
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Casual clothing Informal, more relaxed, loose-fitting clothing intended for after work hours. Casual 
clothing includes sport shirts, camp shirts, and t-shirts. 
Casual clothing （カジュアル服） 
労働の後の時間を想定した、形式張らないよりリラックスしたルーズフィットの衣類。 
カジュアル服には、スポーツシャツ、キャンプ用シャツとＴシャツを含みます。 
 
Cellulosic fibers Fibers composed of or derived from cellulose that comes from plants such as 
cotton, flax, and wood chips. 
Cellulosic fibers （セルロース繊維） 
綿、亜麻と木のくずのような植物由来のセルロースから作られた繊維。 
 
Chain store Specialty stores owned and operated by a central owner. Merchandise is essentially 
the same within all company stores. 
Chain store （チェーンストア） 
本部によって所有・運営される専門店。商品は、基本的にすべての店舗で同じものを扱う。 
 
Chalk stripe A stripe pattern in white or another light color similar to the mark made with a tailor’s 
chalk. 
Chalk stripe （チョークストライプ） 
テーラーのチョークで描いたような、白あるいは明るめの色のストライ 
 
Challis A soft, lightweight, plain weave fabric. Challis is generally printed and used for high quality 
skirts and dresses. 
Challis （シャリス） 
柔らかい、軽量、平織り生地。シャリスが、通常、高品質スカートやワンピース向けにプリントさ

れ使われる。 
 
Chambray A plain weave cotton or blended fabric, much the same as muslin. Chambray is used for 
casual sports shirts. 
Chambray （シャンブレー） 
平織り綿または混合された生地でモスリンとほぼ同じ。シャンブレーは、カジュアルなスポーツシ

ャツのために使われる。 
 
Charmeuse A lightweight, lustrous fabric, with a smooth satin finish and dull backside. Charmeuse 
drapes beautifully and is often used for quality blouses. 
Charmeuse （シャルムーズ） 
軽量で光沢のある生地で滑らかなサテン仕上げと濃い色の裏地が特徴。シャルムーズはドレープが

美しく、上質なブラウスによく使われている。 
 
Chemise  A woman’s one-piece undergarment or a loose straight-hanging dress. 
Chemise （シュミーズ） 
婦人用ワンピースの下着、あるいはゆったりとしたストレートラインのワンピース。 
 
Chiffon Sheer, transparent fabric, relatively strong despite its filmy appearance. Chiffon is used 
for special occasion blouses and dresses. 
Chiffon （シフォン） 
薄く透明感のある生地で、その薄い見た目にもかかわらず比較的強い。シフォンは、特別な場で

着るブラウスやワンピースに使われる。 
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Chinos  Casual men’s pants made from chino fabric.  Chinos are ften called “khakis.” 
Chinos （チノパン） 
チノ生地でできたカジュアルな紳士用のパンツ。チノパンは「カーキ」とも呼ばれる。 
 
 
Chenille Woven or knitted fabric made from soft, fuzzy chenille yarns that feature short fibers 
projecting on all sides. 
Chenille （シェニール織） 
短い突出した繊維した特徴とする。柔らかくけばだったシェニール糸で織った生地、またはニット

生地。 
 
Chromatic  Colors with hue.  Having or pertaining to color. 
Chromatic （色彩の） 
色相のある色。色がある、または色に関係していること。 
 
Civility Refined, polite manner or behavior. Courteousness or politeness due to respect. The art of 
saying “Please” and “Thank you.” 
Civility （礼儀正しさ） 
洗練された、丁寧なふるまいや態度。敬意を元にした礼儀正しさや丁寧さ。「お願いします」「有

難う」と言うこと。 
 
Classics Clothing styles that are not extreme, that fit and flatter most figures and satisfy many 
needs for many people. Classics therefore continue to be available and acceptable over a long 
period of time. 
Classics （クラシック） 
ほとんどの体型にフィットし、引き立て、多くの人のあらゆるニーズを満足させる極端ではない服

のスタイル。ゆえにクラシックは長い期間通用し、受け入れられ続ける。 
 
Classic Yang A category on the Yin/Yang continuum. Classic personal style types are 
characterized as authoritative, conventional, practical, poised, orderly, and refined. This category 
applies to men and women. 
Classic Yang （古典的な陽） 
陰/陽 連続体のカテゴリー。クラシックなパーソナルスタイルのタイプは権威的、慣習的、実用

的、整然とした、上品といった特徴がある。このカテゴリーは男女ともに適用される。 
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Client  A paying customer. 
Client（クライアント） 
有料の顧客。 
 
Clothing style Created by line and shape, the silhouette and design detail of garments and 
accessories. Clothing style can communicate a particular effect in appearance. 
Clothing style （服のスタイル） 
服やアクセサリーのライン、形、シルエットやデザインの細部から作られるもの。服装のスタイル

は外見にある特定の印象を伝える事ができる。 
 
Cluster/Capsule/Module  A small group of coordinated clothes and accessories that can be 
combined in many different ways to create many different outfits. 
Cluster/Capsule/Module （クラスター／カプセル／モジュール） 
コーディネートされた服やアクセサリーの小さなグループ。スタイルのバリエーシヨンを作るため

にさまざまな服装と組み合わせられる。 
 
Clustering The process of coordinating a group of clothes and accessories. Clustering is a 
wardrobe strategy intended to guide the selection and coordination of clothing to meet individual 
needs. 
Clustering （組み合わせ） 
服やアクセサリーのグループをコーディネートするプロセス。個々のニーズに合う服の選び方やコ

ーディネートを作るためのワードローブ戦略のこと。 
 
Colleagues  Related professionals including fellow AICI members. 
Colleagues （仲間） 
AICI のメンバー仲間も含めた、関連のあるプロフェッショナルのこと。 
 
Color An element of design, color is a physical or visual sensation experienced when light rays of 
particular lengths stimulate the retina of the eyes. Color is a term that embodies the dimensions 
of hue, value, and intensity. 
Color （色） 
デザインの要素。色は、ある波長の光線が目の網膜を刺激すると感じる肉体的、視覚的感覚。色

は色相、明度、彩度の要素を具体化した用語。 
 
Color analysis The study of a person’s skin, eye, and hair coloration for the purpose of selecting 
harmonious colors in clothing and cosmetics.  Color analysis is an image service. 
Color analysis （カラー分析） 
服や化粧品で似合う色を見つけるため、人間の肌や目、髪の毛の色を観察すること。カラー分析

はイメージサービスのひとつ。 
 
Color cosmetics Makeup products in colors, used to define, refine, and enhance the 
appearance of the face. 
Color cosmetics （カラーコスメティクス） 
色のあるメイク製品で、顔の輪郭をはっきりさせ、洗練させ、印象をアップさせる。 
 
Color-fast A term meaning that the colors in a fabric will not fade or change with laundering, 
cleaning, exposure to light, perspiration, or rubbing. 
Color-fast （色あせない） 
生地の色が洗濯やクリーニング、光、汗、摩擦であせない、もしくは変化しないこと。 
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Color scheme A traditionally appealing and harmonious combination of colors. A color scheme 
is used in coordinating a collection or cluster of clothes. 
Color scheme （配色） 
伝統的に魅力的で調和した色の組合せ。色彩設計を買った服、服の組み合わせをコーディネート

する際に使われる。 
 
Color wheel A diagram or chart that shows the relationship among hues. A color wheel is used as 
a guide to study and control the effects of colors in combination. 
Color wheel （色相環） 
色相の関係を示す図表やチャート。色の組み合わせの効果を学び、チェックするための指標とし

て用いられる。 
 
Comparison shopping The process of looking at different brands of the same or similar 
products in several stores to compare prices, quality, features, and store services before buying. 
Comparison shopping （比較ショッピング） 
購入する前に価格や品質、特徴や店舗のサービスを比較するために、異なるブランドの同じもしく

は類似製品を複数の店で見るプロセスのこと。 
 
Complementary hues  Hues that lie opposite one another on the color wheel. Complementary 
hues are most opposite or contrasting in character, one being a warm hue and the other being a 
cool hue. 
Complementary hues （補色） 
色相環で反対側に位置する色相。補色は最も正反対あるいは対照的で、片方が暖色であれば、片方

は寒色となる。 
  
Complementary color schemes The contrasting harmony of two hues that lie opposite one 
another on the color wheel. Complementary color schemes may be used in varYin values, 
intensities, and degrees of warm and cool. 
Complementary color schemes （補色配色） 
色相環において互いに反対に位置するふたつの色相の対照的な調和。補色配色、明度、彩度、暖色

や寒色の度合いなど、さまざまな形で用いられる。 
 
 
Conformity  Behavior in accordance or agreement with prevailing opinion or practice. In fashion, 
conformity is evident as whole groups or populations choose to adopt the same manner of dress. 
Conformity （従順） 
一般的な意見や慣習に従った、または納得のうえでの行動。ファッションにおいては、集団や民族

全体で同じような服を選択する場合に明確になる。 
 
Consumer  A person who buys and uses goods and services. 
Consumer （消費者） 
商品やサービスの購入して、使う人。 
 
Continuum A continuous line between a set of opposites or series between opposites, as in the 
transitional movement between warm and cool or Yin and Yang. 
Continuum （コンティニュアム） 
ウォームやクール、陰と陽の移り変わりのように、反対側のセットやシリーズの間にある連続する

ラインのこと。 
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Contrast The difference between one thing being compared to another. Contrast becomes 
apparent when comparing lines, shapes, colors, textures, and patterns. 
Contrast（コントラスト） 
あるものを他のものと比較した場合の違い。ラインや形、色、テクスチャー、柄を比較するとコ

ントラストは明確になる。 
 
Contrast level Used in comparing degrees of difference in personal coloring. The contrast level 
between hair and skin color may be high, medium, or low. 
Contrast level （コントラストレベル） 
パーソナルカラーにおいて違いのレベルを比較する際に用いられる。髪の色と肌の色のコントラ

ストレベルが高、中間、低いなど。 
 
Cool hues Hues with shorter wavelengths, associated with the cool temperatures of water. Cool 
hues absorb more light, and appear to recede. They are generally positioned on the right side of 
the color wheel and include green, blue, and violet (purple). 
Cool hues （寒色） 
水の冷たい温度を連想させるような、波長の短い色相。寒色は光を吸収し、後退しているように

見える。色相環では概ね右側に位置し、緑、青、紫が含まれる。 
 
Corduroy A soft but relatively strong pile fabric with vertical ribs or wales. Corduroy is usually 
made of cotton but now available in wool. 
Corduroy （コーデュロイ） 
柔らかいが比較的強度のある、垂直にリブもしくはうねが入ったパイル地。コーデュロイは通常

綿だが、現在はウール製もある。 
 
Core wardrobe pieces Basic pieces of clothing used to build a cluster/capsule of coordinated 
clothing around. Often, core pieces are a matched suit of any fabric and personal style, for women 
including both pants and skirt, and jacket. 
Core wardrobe pieces （ワードロープの中心アイテム） 
コーディネートされた服のクラスターやカプセルを作り上げる際に使う基本のアイテム。基本ア

イテムは様々な生地やパーソナルスタイルの揃いのスーツであることが多い。女性の場合は、パ

ンツとスカート両方とジャケットが含まれる。 
 
Cost-per-wearing The total cost of a garment, divided by the number of times worn, equals the 
approximate cost of the garment each time worn. 
Cost-per-wearing （１回の着用あたりのコスト） 
服のトータルコストを着た回数で割ると、1 回着用あたりのおおよそのコストが出る。 
 
Costume clothes Clothing styles that are detailed or decorated in design, thus preventing their 
look from being easily changed according to personality, mood, or occasion. 
Costume clothes （衣装） 
デザインが細部まで凝っている装飾的な服のスタイル。それ故、パーソナリティやムード、場面

によって簡単に変えることができない。 
 
Costume/Ensemble  A complete outfit, including coordinated accessories. 
Costume/Ensemble （揃い／アンサンプル） 

全て揃ったひとそろいの服。コーディネートされたアクセサリーも含まれる。 
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Costume jewelry Designed for wear with current fashions, costume jewelry is usually made from 
inexpensive material and sometimes containing artificial stones. 
Costume jewelry （コスチュームジュエリー） 
流行のファッションとともに身につけるようにデザインされている。コスチュームジュエリーは

通常、高価ではない素材や模造の石を使って作られる。 
 
Cotton  A natural cellulosic fiber obtained from the cotton plant. 
Cotton（綿） 
綿畑から収穫された天然のセノレロース繊維。 
 
Countering To introduce an opposing element of design to contrast, camouflage, minimize, or 
avoid an existing effect or characteristic. The characteristic to be countered may be considered 
desirable or undesirable. The process of countering relates to style, color, texture, or pattern 
selection for the individual. 
Countering （カウンタリング） 
既存の効果や特徴をコントラスト感のあるものにする、カモアラージュする、最小限にする、ある

いは打ち消すために正反対のデザインの要素を取り入れること。反対の要素は、望ましいとも望ま

しくないとも考えられる。プロセスは、個人のスタイルや色、テクスチャ一、柄の選択に関するも

の。 
 
Couturier A fashion designer who creates original, custom designed high fashions for individual 
clients. The couturier usually owns the fashion house. 
Couturier （クチュリエ） 
個人クライアントにオリジナルな、最先端のカスタムデザインのファッションを提供するファッシ

ョンデザイナー。通常、ファッションハウスを持っている。 
 
Creative/Creativity Showing artistic imagination or inventiveness. Creative ability in dress assumes 
originality of thought or expression and use. 
Creative/Creativity （クリエイティブ／クリエイティピティ） 
芸術的な創造力や創意を示すこと。服装への創造的な才能には、思考や表現のオリジナリティや使

い方のオリジナリティがある。 
 
Crepe A plain weave fabric, woven with tightly twisted yarns to create a crinkled surface with a dull 
finish. Crepe is generally used in special occasion clothes. 
Crepe （クレープ、ちりめん） 
シワの表面をつくるために強く撚られた糸で編まれた平織りの生地。通常、特別な場に着る服に使

われる。 
 
Culture The ideas, customs, traditions, mores, skills of a social group that are transferred or passed 
along from generation to generation, as in European culture, Asian culture, or corporate culture. 
Culture affects clothing selection and acceptance or rejection. 
Culture （文化） 
ある社会的集団の、世代から世代へと伝えられ、広まる考え方や文化、伝統、慣習、スキルなど。

ヨーロッパ文化、アジア文化、企業文化のようなもの。文化は服の選択や受容、拒絶に影響する。 
 
Curved lines Rounded lines. Curved lines range from slight waves to full-rounded circular  lines. 
Curved lines ( 曲線） 
丸みを帯びた線。曲線はわずかな波形から完全な円形のラインまである。 
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Curved shapes These shapes have some degree of roundness to the enclosure of space, from 
wavy free- forms to complete circles. 
Curved shapes （丸みを帯びた形） 
この形はスペースの周りがある程度丸みを帯びていて、波打ったような自由な形から完全な円形ま

である。 
 
Custom/Customs 1) Traditional or conventional ways of doing things, including dress and 
grooming within a cultural group. 2) Something, such as clothing, made for a specific individual. 
Also called made- to-measure or bespoke. 
Custom/Customs （慣習、カスタム） 
1）ある文化的グループにおける服や身だしなみ含めた、慣習的な作法。 
2）ある特定の個人に対して作られたもの。注文仕立服または特別注文仕立服と呼ばれる。 
 
Customize Made to order. The process of modifying a product by design, pattern, fabric, 
construction, or coordination. 
Customize （カスタマイズ） 
オーダーメイド。デザインや柄、生地、構造、調整によって製品を修正するプロセス。 

D 
Dart A stitched fold in the fabric that creates shape and fullness in a garment area to fit a curve 
of the body. Fitting darts are commonly positioned over the bust, shoulder, and hip.                
Dart（ダーツ、ひだ）体の曲線にフィットさせるための生地の折り目で、服に形やゆとりをも

たせるもの。ダーツは通常、バストや肩、ヒップに入れることが多い。 
 
Decorative lines Formed when buttons, pocket flaps, trim, or special stitching are applied to the 
surface of a garment.  Decorative lines lead the eye throughout the garment. 
Decorative lines （装飾的なライン） 
服の表面にできる、ボタン、ポケットのフラップ、縁取りや特別な刺繍で出来るライン。装飾

的なラインは、目を服全体に向けさせる。 
 
Defense mechanisms Protective strategies used by individuals to maintain self-image or self-
esteem against social pressures, anxiety, or trauma. Clothing is easily used, generally 
unconsciously, to distort or deny reality to protect self-image. 
Defense mechanisms （防御的メカニズム） 
社会的圧力、不安またはトラウマに対して自己像または自尊心を維持するのに用いられる保護戦

略。 
衣類は、通常、無意識に、自己像を保護するために現実をゆがめるか、否定するのに簡単に用いら

れる。 
 
Delicate/ Ingénue Yin A category on the Yin/Yang continuum. Delicate personal style types are 
characterized as forever young, approachable, gentle, innocent, and receptive. This category 
applies to women only. 
Delicate/lngenue Yin （デリケート、無邪気な陰スタイル） 
陰陽のカテゴリー。永遠の若さ、近づきやすくて、穏やかで、無垢で、受容的な個人のスタイル・

タイプ。このカテゴリーは、女性のみに適用される。 
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Department stores Retail stores that carry a wide variety of merchandise, including clothing and 
accessories.  Department stores generally offer a variety of customer services. 
Department stores（デパート） 
服やアクセサリーを含む幅広い商品を扱う小売店。デパートは通常、さまざまな顧客サーピス

を提供している。 
 
Design The arrangement of the design elements line, shape, color, texture, and pattern as used 
to create a fashion style or concept. 
Design （デザイン） 
ファッションのスタイルやコンセプトを創造するために使われるライン、シェイプ、色、テクスチ

ャ一、柄などのデザインの要素。 
 
Design ease Additional fabric incorporated into a garment design to provide its particular amount of 
fullness needed for the style or silhouette. 
Design ease （デザインイーズ） 
スタイルやシルエットに必要なある程度のゆとりをもたせるために服のデザインに組み込まれ

ている余分な生地。 
 
Designer A person who creates original styling in fabric, clothing, and/or accessories, or new 
versions of existing styles. 
Designer （デザイナー） 
生地、服、アクセサリーで、オリジナルなスタイリングを生み出したり、現存のスタイルの新しい

型を生み出す人。 
 
Diagonal lines  Lines that slant at an angle. 
Diagonal lines （斜めライン） 
角度をつけて傾いているライン。 
 
Diamond figure type The body is larger and wider in the midriff, waist, and high hip area, narrower 
in the shoulders and hip/thigh area, with a high hip curve and slim legs. The bust is often smaller 
and the buttock’s flatter. 
Diamond figure type （ダイヤモンド型の体型） 
腹部とウエストが大きく、幅広で、ヒップ位置が高め、肩とヒップ／太股は狭く、ヒップの丸みは

高い位置にあり、脚は細い。バストは小さめであることが多く、お尻は平たい。 
 
Diamond-shaped garments Clothing styles designed with soft fullness around the middle. The 
garment is narrower in the shoulders and at the hem, as compared to a larger mid-secton. The 
waist is not generally defined. 
Diamond－shaped garments （ダイヤモンド型の服） 
中央部分に柔らかなゆとりがあるデザインの服。ソフトで大きい中央部分と比較すると、肩とすそ

が狭い。ワエストは通常はっきりしない。 
 
Diplomacy Skill in dealing with people, in a tactful and unemotional manner. 
Diplomacy （外交術）  
人とつきあう技術で、そつなく感情を表に出さない。 
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Directional print or two-way arrangement A fabric pattern with an up and down direction. The 
two-way pattern appears different when viewed from opposite edges. 
Directional print or two-way arrangement （ディレクションプリント、ツーウェイアレンジメ

ント） 
上下方向の生地の柄。逆側から見られるとき、異なる模様に見えるもの。 
 
Discount store A store that sells merchandise leftover from previous seasons, samples, and 
flawed “seconds” at lower than original or standard prices. Discount stores provide few customer 
services. 
Discount store （ディスカウントストア） 
前シーズンの売れ残りやサンプル品、傷のある「二級品」を通常価絡より安く商品を売ってい

る店。ディスカウントストアでは、ほとんど顧客サービスは提供しない。 
 
Diversity The existence of differences or variety in mode and manner, such as differing from one 
another in customs of dress and etiquette. 
Diversity （ダイバーシティ） 
互いに服装やエチケットの習慣が異なるといったような、流行やマナーの違いまたは多様性があ

ること。 
 
Dominant/Dominance Whatever design element attracts the eye first and holds attention longer 
is said to be dominant. 
Dominant/Dominance （ドミナント／ドミナンス） 
最初に目を引き、長く注意を引くとき、デザインの要素がドミナントであるという。 
 
Dramatic Yang A category on the Yin/Yang continuum. Dramatic personal style types are 
characterized as assertive, striking, sophisticated, and possibly theatrical or exaggerated. This 
category applies to men and women. 
Dramatic Yang （ドラマティックな陽スタイル） 
陰陽のカテゴリー。ドラマティックなパーソナルスタイル・タイプで、断定的、印象的、洗練

された、おそらく劇的、誇張された特徴。このカテゴリーは、男女ともに適用される。 
 
Dress 1) A collective term that includes all clothing and anything done to adorn the body. 2) Dress 
is also the name for a woman’s one- or two-piece garment. 
Dress （ドレス） 
１）体を飾るためにすべての衣類と何でも全てを含む総称。 
２）女性のワンピースもしくはツーピースを指す言葉でもある。 
 
Dress code Written or unwritten rules regarding standards of dress, what should or should not 
be worn by a group of people. 
Dress Code （ドレスコード） 

ドレスの基準について記載された、あるいは慣例ルールで、集団において着用してよいものとそう

ではないものを決めたもの。 

 
Dressmaker Expert professional who does custom sewing, alterations, and clothing repairs for 
others for a fee. 
Dressmaker （ドレスメーカー） 
カスタムメイドで裁縫やリフォーム、服の修理を有償で行う専門のプロ。 
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Dull, muted tones Colors less bright, less intense or less saturated than pure hues are called 
tones. Pure pigment is toned down or dulled when mixed with gray or its complementary hue. 
Dull, muted tones （鈍い、抑えたトーン） 
純色と比較して、鮮やかではなく、強くなく、薄めの色のトーン。純色はグレーや補色と混ぜる

と、トーンダウンあるいは鈍い色になる。 
 

E 
Ease The difference between the measured size of the body and the measured size of the 
garment, as originated by the designer. Fitting ease allows enough extra width and length 
so the garment will fit comfortably, not skin tight. Fashion ease incorporates added 
fullness needed for the style of the garment. A straight skirt or European cut sport coat 
allows fitting ease only. A flared skirt or American cut sport coat allows some fashion ease 
for a looser fit. 
Ease （イーズ） 
デザイナーがつくった、体の測定サイズと服のザイズとの違い。Fitting ease （フィッティングイ

ーズ）は余分な幅や長さができるので心地よくフィットし、肌にぴったりと張り付かない。

Fashion ease （ファッションイーズ）余分なゆとりがある。ストレートスカートやヨーロッパスタ

イルのスポーツコートは、Fitting ease のみ許容されている。フレアースカートやアメリカンスタ

イルのスポーツコートはルーズフィットの Fashion ease が許容されている。 
 
Eclectic An artistic movement or practice characterized by combining a large variety of 
diverse styles. 
Eclectic （エクレクティック） 
多種多様なスタイルを結合することによって特徴づけられる芸術的な動きや特徴ある動

き。 
 
Economic values An individual with high economic values chooses to invest in useful and 
practical, basic and classic clothing which serve to save time, effort, money, and space. 
Economic values are typical of the comparative shopper. 
Economic values （経済的価値観） 
高い経済価値感を持った人は、有益で、実用的、クラシックな服装に投資し、時間、努

力、お金とスペースを節約する。経済価値感は、比較して買い物する客の典型である。 
 
Ectomorph  A relatively slim to thin body type, long and lean. 
Ectomorph （細長型体形の人） 
比較的細い薄いボディタイプ、背が高くてスリムな人。 
 
Elements of design The media or medium used in the design of an art form. The 
elements of design include line, shape, color, texture, and pattern. Advanced discussions 
may include space, form, and light as separate elements. 
Elements of design （デザインの要素） 
芸術形式のデザインで使われる媒体。デザインの要素は、ライン、シェイプ、色、テクスチャーと

柄を含む。更なる議論で加える要素としてスペース、フォーム、光が含まれる可能性がある。 
 
 
 
 
 
 



AICI Key Terms of the Image Industry, cont’d. 

Revised by AICI FLC Content 
Committee January 2009 Page 10 

 

 

 
 
Elevator speech/30-second commercial A few carefully crafted sentences describing in 
30 seconds or less what it is you do and the benefits of your services. 
Elevator speech /30-second commercial （エレベータースピーチ／30秒コマーシャ

ル） 

30 秒、あるいはそれ以下で自分の仕事や自分のサービスの利点を説明する念入りに作り

込んだ短い文章。 

 
Embroidery Decorative hand or machine stitching done with thread, floss, or yarn that 
creates a pattern or design on the fabric. 
Embroidery （刺繍） 
生地にパターンやデザインする、手や機械で糸を使って縫った装飾的なステッチ。 
 
Emphasis A principle of design, emphasis is the use of line, shape, color, texture, and/or 
pattern to create a dominant focal point or center of interest in a garment or an outfit. A 
place where the eye may focus attention. 
Emphasis （エンファシス） 

デザイン原則の一つで、強調は線、形、色、テクスチャー柄を使って服に目立つような強調ポイ

ントや目を引くポイントを作ること。視線が集中する場所。 
 

Endomorph  A relatively soft, rounded body type. 
Endomorph （肥満型の人） 

比較的ソフトで丸みを帯びた体のタイプ。 
 
Entrepreneur A person who starts his or her own business and who assumes the risk and 
management of the enterprise. 
Entrepreneur （アントレプレナー） 
自分でビジネスを始め、会社のリスクやマネジメントを引き受ける人。 

 
Ethics A set of principles for right conduct. Ethics are directly related to personal and 
professional honesty and integrity. 
Ethics （倫理） 
正しい行動についての基準。倫理は、個人、プロとしての誠実さに直接関係する。 
 
Etiquette A code of social behavior. Forms, manners, or rules established by convention 
for socially  
Etiquette（エチケット） 

社会における行動規則。社会的に受け入れられ、求められる行動のために慣習から確立

された儀礼や礼儀作法。 

 
Explicit values Those values an individual is consciously aware of and can be 
expressed verbally. 
 
Explicit values （明示的価値観） 

人が自覚し、言葉で表現できる価値観のこと。 

 
Exploratory values An individual with high exploratory values likes to explore and experiment 
with new and creative or different ways of dressing. Willing and wanting to appear different, 
expression of their creative self in dress is most important. 
Exploratory values （探求的価値観） 
探究的価値観が高い人は新しく、芸術的あるいは独特な服を探し求め、試すことを好む。人と違

って見られたいという願望があるため、独創的な自己表現は最も重要。 
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F 
Fabric Cloth made from natural or man-made textile fibers or yarns by a process of weaving, 
knitting, braiding, netting, lace-making, felting, or bonding.               
Fabric （生地）                                    

天然であるか人工紡織繊維、または糸から作った織物、編み物、縁取り、網、レース、フェル

ト地または接着布。 
 
Fabric finish Any special treatment to a cloth that changes its characteristic texture or improves 
its performance—temporarily or permanently. 
Fabric finish（生地の仕上げ） 
特徴的なテクスチャーを変化させ、仕上がりさらによくするために、一時的あるいは永久的な

特別な処理を布に施すこと。 
 
Face shape Silhouette or outline of the face as it relates to geometric shapes—square, rectangle, 
triangle, inverted triangle, oblong, oval, or round. Face shape is determined for purposes of hair 
styling and color cosmetics application. 
Face shapes （顔型） 
四角や長方形、三角形、逆三角形、横長の長方形、楕円形、丸形など、幾何学的な形状で表現さ

れた顔のシルエットや輪郭。顔型は、へアスタイルやカラーコスメティクスの判断の為に取り入

れる。 
 
Facing  A shaped piece of fabric sewn to garment edges to prevent stretching and to finish raw 
edges. Facings are applied at the neckline, sleeveless armholes, garment opening, or hem. 
Facing （縁取り） 
伸びるのを防ぎ、そのまま端を仕上げる為に衣服の端に縫い付けられる成形された布。縁取り

は、ネックライン、ノースリーブの袖ぐり、開口部または裾に適用される。 
 
Factory outlet A store owned by a manufacturer who sells only their own company apparel to the 
public, generally at reduced prices. Selection may include seconds, somewhat damaged goods. 
Factory outlet （ファクトリーアウトレツト） 
メーカーが持つ店舗で、一般客に向けて、通常は値引きした価絡で自社のアパレノレのみを販売

する。二級品や少しキズのある商品が含まれる場合もある。 
 
Fads Novelty or extreme fashion styles that tend to be short-lived and outdated within a few 
months due to their impracticality. Fads often feature design elements that are relatively extreme in 
some way. 
Fads （一時的流行） 
非実用的であることから、長続きせず、2～ 3 ヶ月で廃れる傾向にある斬新あるいは極端なファッ

ションスタイル。比較的極端なデザインの要素を特徴とすることが多い。 
 
Fashion The prevailing style. A socio-cultural trend or preference shared by many people. 
Specifically, fashion is a general style of dress or particular clothing styles widely popular at any 
given time, accepted and in use by a majority. 
Fashion （ファッション） 
流行のスタイル。多くの入が共有する社会文化的トレンドや好み。特にファッションは、ある

一定の期間において幅広い人気があり、大多数の人に受け入れられる一般的な特定の服のスタ

イルのことを指す。 
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Fashion conscious A state of being aware of the newest fashion trends. May be accompanied by 
a desire to own the trend for the purpose of appearing current, self-expression, and/or peer 
approval. 
Fashion conscious （ファッションコンシャス、ファッションを意識した） 
最先端のファッショントレンドを意識している状態。今風であることや自己表現、あるいは人に

認められることを目的にトレンドを担っていたいという願望を伴うことが多い。 
 
Fashion cycle/Fashion curve The predictable stages a clothing style goes through during its total 
time on the fashion scene, from its introduction or start and rise, to its peak and decline or fall. 
Clothes destined to become classics continue on a plateau somewhat below the peak. 
Fashion cycle/Fashion curve （ファッションサイクル、ファッションカーブ） 
導入、開始からピーク、衰退、凋落まで、ファッションシーンにおける全期間のなかで、ある服

のスタイルが通過する予測可能な各段階。クラシックに分類される服は、ピークを過ぎると安定

し続ける。 
 
Fashion follower Individuals who accept fashion leadership by others, who wait to adopt a 
fashion until most others have already embraced it. 
Fashion follower （ファッションフォロワー）  
ファッションの影響を他人から受ける入、大多数の人が受け入れるまでそのファッションを取

り入れるのを待つ人。 
 
Fashion force A factor that influences fashion change such as the economy, technology, society, 
politics, and environment. 
Fashion force （ファッションフォース） 

流行の変化に影響を与える要因。経済、技術、社会、政治、環境など。 
 
Fashion forward  A phrase implying the leading edge of fashion trends. 
Fashion forward （ファッションフォワード） 

ファッショントレンドの最先端を意味する言い回し。 

 
Fashion house A couture or custom design company, having a celebrity designer who creates 
original and individually designed clothing. 
Fashion house （ファッションハウス） 

オリジナルで、ひとつひとつデザイン性のある服を生みだす有名デザイナーを抱えるクチュールや

オーダーメイドデザインの会社。 
 
Fashion leader Individuals who influence others to drop an old style and adopt a new style. 
Fashion leader （ファッションリーダー） 
古いスタイルを捨て、新しいスタイルを選択するのに影響を及ぼす人のこと。 
 
Fashion show A planned exhibition of clothing sponsored by a retail store, a designer, or 
manufacturer to introduce the season’s new merchandise.  In a fashion show, clothing is shown 
on live models on a runway or stage. 
Fashion show （ファッションショー） 
シーズンの新しい商品を紹介するために小売店やデザイナー、メーカーによって計画された服の

展示会。ファッションショーでは、ランウェイやステージでモデルが服を着て見せる。 
 
Fashion trend Direction in which style lines and shapes, colors, fabrics, and patterns in dress are 
moving. 
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Fashion trend （ファッショントレンド） 

ラインや形、色、生地、柄がどんなスタイルに向かっているのかを示す方向性。 

 
 
Fashion victim Individuals who adopt a fashion trend or fad without question and evaluation. 
They fall victim to unreliable or extreme fashions ill-suited to them. 
Fashion victim （ファッションピクティム） 
ファッションのトレンドや一時的流行を何の疑問もなく、判断もせずに取り入れる人。ファァ

ションのとりこになって、不安定になるか、行き過ぎたファッションの犠牲になる。 
 
Felt Fabric made from short wool fibers that shrink and interlock when heat, moisture, and 
pressure are applied to form a non-woven material. 
Felt （フェルト） 
熱や湿気、圧力をかけると縮み、絡み合う短い毛繊維からできた、不織素材の生地。 
 
Fiber  The smallest basic structure in fabric. A fiber is a single, slender, hair-like structure that 
can be used in combination with others to make into thread, yarn, and finally into fabric. 
Fiber （織維） 
生地の中で最小単位の基本構造。繊維は一本の細い髪の毛のような構造をしており、他を組み合

わせて細糸にし、織物用の糸となり、最終的には生地になる。 
 
Figure/Body analysis The study of a person’s body build for the purpose of selecting flattering 
or harmonious clothing styles.  Figure or body analysis is an image service. 
Figure/Body analysis （体型分析） 
その人を魅力的にフィットする服のスタイルを見つけるために体格を分析すること。体型分析

はイメージサービスのひとつ。
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Figure types/Body types Definable shapes or silhouettes of a person’s body, each type 
possessing a common combination of traits or variations. The words “figure type” generally refer to 
the female shape and “body types” refer to men’s shapes. 
Figure types/Body types （体型分類） 
人体の形やシルエットの定義のことで、それぞれのタイプには共通の特徴の組み合わせやバリエ

ーションがある。一般的に、figure type は女性の体型、body type は男性の体型を指す。 
 
Figure variations Physical characteristics that differ from the standard or fashion figure or body. 
Figure variations are identified for comparison in figure typing, style selection, pattern making, 
and clothing manufacture. A few include broad or narrow shoulders, a high or low waist, and 
long or short legs. 
Figure variations （体型のバリエーション） 
標準あるいは流行の体つきや体型と比較して異なる身体的特徴。体型の種類は、体型のタイプ

やスタイルの選択、パターンなどの比較で、服装の製造をする際に認識される。いかり肩とな

で肩、ハイウエストとローワエスト、長い脚と短い足などが含まれるのはわずか。 
 
Filament fibers Long strands of fiber, including silk and manufactured fibers. Filament fibers are 
firmer and tend to shed soil but soil is more noticeable. 
Filament fibers（フィラメント繊維） 
絹や科学繊維を含む長いふさ状の繊維。フィラメント繊維は、より強く汚れを跳ね返すが、汚

れは目立ちやすい。 
 
First impression What people think of someone (a feeling or reaction) when they first see or 
meet that person. 
First impression （第一印象） 
ある人物に最初に会った時に、その人に感じるもの（感情や反応）。 
 
Fit A standard of how well a garment aligns with the body. A garment that is well fitted is free of 
tight stress wrinkles or loose folds not intended by the designer. Fit is the degree of how tight or 
loose a garment is on the body. 
 
Fit （フィット） 
その服がどの程度体と合っているか測る基準。よくフィットした服はぴったり過ぎて出るしわが出

ず、デザイナーが意図していない折り目のゆるみが出ない。フィットは、服が体にどの程度ぴった

りしているのか、ゆったりしているのかの目安。 
 
Fitted A garment or garment part that is shaped to follow the contours of the body without added 
fashion ease, such as a fitted sleeve or a straight fitted skirt. 
 
Fitted （ぴったり合った） 

ぴったり合った袖やストレートスカートなど、余分な fashion ease なしで体の輪郭に沿うように

形作られた服や服の一部のこと。 

 
Flannel A medium weight, plain weave fabric with a lightly brushed surface for softness. Cotton 
flannel is commonly used for and shirts. Wool flannel is used for suitings, pants, skirts, and 
jackets. 
Flannel （フランネル） 
柔らかさを出すために少し表面にブラシをかけた中程度の重さの平織り生地。コットンフランネ

ノレは、通常、寝間着やシャツに使われる。ウールフランネルはスーツやパンツ、スカート、ジ

ャケットに使われる。 
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Flared A garment style that is wider at the lower edge, sometimes hanging in soft ripples or folds. 
Flare is often used in the design of some skirts, pants, sleeves, and collars. 
Flared （フレアー） 
すそ部分に広がりがあり、柔らかいひだや折り目がついている服のスタイル。フレアーは、スカ

ートやパンツ、袖、襟のデザインとして使われることが多い。 
 
Flax  A natural plant fiber used to make linen fabric. 
Flax （亜麻） 
リネン生地を作る時に使われている天然の植物繊維。 
 
Fleece The fashion name for a fabric with a thick, heavy, fleecelike surface, resembling the matted 
hair of sheep.  Fleece is commonly used in making jackets. 
Fleece （フリース） 
厚手で重く、表面は羊毛のようで、羊のマットな毛に似せた生地のファッション的な呼び名。フ

リースは通常、ジャケットを作るのに使われる。 
 
Folkways Social norms accepted and encouraged within a population, but not required by law for 
orderly social functioning. 
Folkways （習俗） 
ある集団内で受け入れられて促されているが、法律で決めたものでない社会的基準。 
 
Form Three-dimensional shape of an object, either hollow with volume or solid with mass. Form is 
closely related to shape as an element of design. 
Form （フォーム） 
3 次元の物体の形、中身が空いているか、詰まっているかどちらかである。フォームは、デザイン

の要素として、形に密接に関連がある。 
 
Foreground shapes Those formed by design details on the surface of a garment. Foreground 
shapes include pockets, cuffs, plackets, collars, and ties. 
Foreground shapes （フォアグラウンドシェイプ） 
衣服の表面に関するデザインの詳細。ポケット、カフス、脇の開き、襟とネクタイを含む。 
 
Foundations Undergarments intended to mold the figure and bring modesty and support to outer 
garments. Foundations are frequently made with alternating panels of flexible elastic fibers and 
non- Foundations stretch fabric. Foundations include bras, brassieres, pant girdles, bustiers, and 
body-shapers. 
Foundations（ファンデーション） 
体型の輪郭を整え、上着にしなやかさを与え支えとなる下着。ファンデーションは、弾力性のある

繊維と伸縮しない繊維が交互になった交換可能なパネルが使われていることが多い。ブラジャーや

パンツのガードル、ビスチェ、矯正下着が含まれる。 
 
Four-way arrangements Patterns that appear the same from four directions given a quarter or 90 
degree turn. Matching in four-way patterns can be done in either the lengthwise or crosswise 
direction. 
Four-way arrangements （フォーウェイアレンジメント） 
90 度回転させると、四方向から同じに見える柄。フォーウェイ柄は、縦方向でも横方向でも組み

合わせることができる。 
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Frame-of-reference An individual, personal point of view based on personal experience. Image 
Frame-of-reference （フレームオブリファレンス） 
個人的な経験に基づいた個人のものの見方。 
 
Fusible fabric/Web An adhesive-coated fabric that when heated with an iron sticks to a fashion 
fabric. A fusible is intended to add body or firmness to a fabric. 
Fusible fabric/Web （可溶性の生地／織布） 
アイロンで温めるとファッション生地にくっつく、粘着コーティングされた生地。接着布地でボ

ディーや強度をつけることができる。 
 

G 
Gabardine A twill weave fabric, tightly woven, firm, hard finished, and durable with a noticeable 
diagonal lined twill weave. Gabardine is used primarily in suits, pants, skirts, and lightweight coats.                                    
Gabardine （ギャバジン）                              目

斜めのラインが目立つ綾織りの目の詰まった織りで、硬く、しっかりとした仕上げが施された生

地。ギャバジンは、主にスーツやパンツ、スカート、軽いコートに使われている。 
 

Generic name Given to families of fibers of similar chemical composition, such as linen, 
polyester, and nylon. 
Generic name （総称的名称） 
リネン、ポリエステル、ナイロンなど、似たような化学構成の繊維のグループにつけられた名

称。 
 
Geometric patterns  A motif designed with straight lines forming geometric shapes. 
Geometric patterns（幾何学模様） 

幾何学形を形成する直線でデザインされたモチーフ。 
 
Glen plaid A woven, geometric pattern that combines small checks with larger checks and 
stripes imposed on top of them. Glen plaids are derived from traditional Scottish plaids. 
Glen plaid （グレンチェック） 
小さなチェックと大きなチェックを組み合わせ、ストライプがその上に配置された、織り込まれ

た幾何学模様。グレンチェックは伝統的なスコットランドのチェックに由来している。 
 
Gesture A form of non-verbal communication made with a part of the body to express a variety of 
thoughts and feelings. 
Gesture（ジェスチャー） 
様々な考えや感覚を表現するために、体の一部を使って行う非言語コミュニケーションの形態。 
 
Gradation/Progression A gradual decrease or increase of similar design elements used to 
create rhythm in a garment design.  Gradation or progression are rhythmic principles of design. 
Gradation/Progression （グラデーション／プログレツション） 
服のデザインにリズムを作るために、似たようなデザインの要素を徐々に減らす、または増すこ

と。デザインのリズムに関する法則。 
 
Grain line  The direction of lengthwise and crosswise threads in a woven fabric. 
Grain line （グレインライン） 
織のある生地における縦糸左横糸の方向。 
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Grooming The practice or process of taking care of the body—the hair, skin, nails, and teeth. 
Good grooming results in a degree of cleanliness and neatness about the body. 
Grooming （グルーミング） 
髪や肌、爪、歯など、体の身づくろいをする習慣やプロセス。充分なグルーミングは、身体の清

潔の度合いにつながる。 
 

H 
Hair type Definable physical characteristics of a person’s hair. Each hair type presents a typical 
combination of textural traits and condition.                      
Hairtype （へアタイプ）                               

人の髪の身体的特徴の定義。各へアタイプは、質感とコンディションに関して典型的な組み合わ

せとなる。 
 
Halo effect One or a few noticeable image cues create a bridge to the assumption of additional 
cues, positive or negative. A first impression is expanded to include assumed impressions, true 
or not. 
Halo effect （ハロー効果） 
1 つ、または 2、3の目立つイメージは更なる肯定的または、否定的な手がかりとなる。ファース

トインプレッションは真実か否かは別にして想定上の印象に拡大されて捉えられる。 
 
Hand  The tactile qualities of a fabric’s surface.  Hand is the way a fabric feels to the touch. 
Hand （ハンド） 
生地の表面の触覚型の性質。生地の手触りのこと。 
 
Harmony A principle of design, harmony refers to the combined use of lines, shapes, colors, 
textures, and patterns in similar ways, appropriate for the purpose, idea, concept, or theme. The 
achievement of harmony demands just enough variety to avoid boredom but not so much variety 
as to create conflict. 
Harmony （調和） 
デザインの原則。目的や考え方、コンセプトやテーマに合わせて似たようなラインや形、色、テ

クスチャー、柄を組み合わせて使うこと。調和 を作り出すために退屈でない程度の変化が必要だ

が、不調和ができるほどの変化は必要ない。 
 
Hem/Hemline A finished edge on a garment. Hemline level around a skirt is equi-distant from the 
floor, unless designed otherwise. Hems on trousers, slacks, or pants should touch the top of the 
shoe in front and hang to the top of the heel in back. 
 Hem/Hemline（すそ） 
服の端の縁。スカートの裾は、デザイン上の意図がない限り、地面から同じ長さになっている。

ズボンやスラックス、パンツのすそは、前方で靴の上部に触れ、後方はヒールの上部に掛かって

なければならない。 
 
Herringbone  A zigzag twill weave pattern in fabric. 
Herringbone （ヘリンボーン） 

ジグザグ上の綾織りの柄が入った生地の一種。 
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High fashion The latest or newest fashion, usually in fine quality fabric and therefore expensive. 
High fashion may be relatively extreme or unusual in design. 
High fashion （ハイファッション） 
最先端、最新流行のファッションで、上質な生地を使っており、高価。ハイファッションはデザ

インが比較的極端で独特のものであることが多い。 
 
High waisted 1) The upper edge of a skirt or pants, extending above the waist. A horizontal 
seamline positioned above the waist. 2) A shorter distance between the hipbone and bottom of 
the ribs. Short ribcage or short midriff.  (Incorrectly termed short-waisted) 
High waisted （ハイウエスト） 
1）スカートやパンツの上端がウエストよりも上にあること。水平方向のラインがウエストの

上にあること。 
2）座骨と肋骨の下部との距離が近いこと。胸郭や胴部分が短い。（誤って「短いウエスト」

と言われることがある） 
 
Historic costume The study of fashion styling since the beginning of civilization. Historic 
costume has revealed much about factors that influenced times past. Historic costume supplies 
inspiration for innovation in fashion design today. 
Historic costume （ヒストリックコスチューム） 
文明始まって以来のファッション・スタイルの研究。歴史的なコスチュームは、過去に影響した要

因について、多くを明らかにする。歴史的なコスチュームは、現代のファッションデザインで革新

的なインスピレーションをもたらす。 
 
Hourglass A curvaceous figure type that combines a full rounded upper body (shoulders and 
bust), a proportionally small waist, and a full-rounded lower body (hips and buttocks).  
The hourglass term is Hourglass （砂時計） 

豊かな丸い上体（肩とバスト）、釣り合いの取れた小さなウエストと豊かな丸い下半身（お

尻と臀部）を結合する曲線美の体型 
 
Horizontal lines Directional lines positioned from side to side and parallel to the floor. Horizontal 
lines are derived from the word horizon. 
Horizontal lines （水平のライン） 
左右の方向に走る床と垂直の線。水平線は、地平線に由来する。 
 
Hosiery Nylon stockings, including tights, pantyhose, and all other socks. Men’s fine quality 
socks are also called hosiery. 
Hosiery （靴下類） 
タイツやパンテイストッキング、その他の靴下類を含むナイロン製のストッキング。男性の上

質な靴下も含む。 
 
Hounds-tooth check An irregular check, twill weave pattern in fabric, the checks having two 
pointed corners and alternating in color. 
Hounds-tooth check （ハウンドトゥースチェック） 
変則的なチェック。綾織りの柄で、2 つのとがった角があり、色が交互になっているチェック。 
 
Hue A dimension of color, hue is the name of a color or specific color family, such as yellow, 
orange, red, violet (purple), blue, and green, each with its relative degree of warmness or coolness 
often referred to as temperature. 
Hue （色相） 
色の属性のひとつ。色相は黄色やオレンジ、赤、紫（パープル）、青、縁などの色や色の群の名

前。それぞれの色には暖色系、寒色系の度合があり、色温度ともいわれることも多い。 
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Hue contrast Comparative contrast in hues, specifically warm-cool hue contrast in personal 
coloring. 
Hue contrast（色相対比） 
色相における相対的対比。特にパーソナルカラーにおける warm-cool 色相対比のこと。 
 
Hygiene  Practices promoting cleanliness and good health. 
Hygiene （衛生） 
清潔感と健康を促進させるための習慣 
 

I 
 
Ideal figure type A figure type that combines equal width across the shoulders and hips, medium 
bust size and small waist, a slightly curved abdomen, moderately curved buttocks, and slim thighs. 
 Ideal figure type（理想体型） 
肩とヒップが同じ位の幅、中くらいのバストサイズ、細いウエストでお腹に曲線があり、なだらか

に曲線を描くお尻と細い太ももを備えた体型。 
 
Identification A defense mechanism wherein an individual adopts the image of another person, 
then thinks, feels, and acts much like that person. 
Identification （同一化） 
ある人物が他の人のイメージを借りて、あたかもその人物になりきったかのように考え、感じ、

行動する防御的メカニズム。 
 
Illusion A false perception or interpretation of something we see—something that deceives the 
eye. An illusion makes something look quite different than it really is. 
Illusion （錯覚） 
見ているものを誤って知覚すること、あるいは解釈すること。日を惑わすもの。あるものを本当

の姿とはかなり違ったものに見せる。 
 
Image A visual representation projected by a person, business, or organization that forms a 
mental picture of that person or group as seen or considered by others. 
Image （イメージ） 
個人やビジネス、組織による視覚的表示のことで、人や集団を見たり、注目したときに、心の中

で形成する心象。 
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Image consultant A person who works with clients to improve self-presentation and 
communication through dress, grooming, body language, and etiquette, in ways that enhance his 
or her personal or professional image and aid in the achievement of their goals. 
Image consultant （イメージコンサノレタント） 
顧客の自己の存在感やコミュニケーションを、服装、身だしなみ、ボディ・ランゲージやエチケ

ットを向上させ 個人、または、プロフェッショナルなイメージの確立を援助してゴールの達成

を援助する人。 
 
Implicit values Those values the individual is not conscious of, yet are expressed through 
behavior. 
Implicit values （潜在的価値観） 
自覚がないが、その態度に表れている価値観 
 
Individuality  Unique quality that distinguishes one person from another. Individuality is a matter 
of self- expression. 
Individuality （個性） 
ある人と他の人とを区別する独特の性質。自己表現のひとつ。 
 
Inherent color Colors that match a person’s natural coloring as seen in hair, skin, and eyes. 
Inherent color（固有の色） 
髪、皮膚と目の中に認められるように、人が自然に持つ色に合う色 
 
In-seam The seam on the inside of pant leg from crotch to bottom of hem. 
In-seam （インシーム） 
股からすその下部まであるパンツの内側の縫い目。 
 
Insulation A defense mechanism wherein an individual withdraws from social contact and 
involvement. 
Insulation （孤立状態） 
人が社会的交流や関わり合いから退く防御的なメカニズム。 
 
Intensity/Saturation/Chroma A dimension of color, intensity is the relative degree of brightness 
or dullness of a hue. All hues on a color wheel are seen at natural or full intensity. 
Intensity/Saturation/Chroma （彩度） 
色の属性のひとつ。色相の鮮やかさや鈍さの相対的な度合い。色相環のすべての色相は本来の、

または、最高彩度。 
 
Intensity contrast Comparative contrast in intensity, specifically bright-dull intensity contrast in 
personal coloring. 
Intensity Contrast （彩度対比） 
彩度における相対的対比、特に、パーソナルカラーにおける bright-dull の対比のこと。 
 
Interfacing A fabric that is used under the outer fashion fabric to prevent stretching and provide 
shape to a garment. 
Interfacing （芯生地） 
伸びを妨ぎ、形に立体感をもたせるためにアウターの生地の下に使う生地。 
 
 
 
 
 



AICI Key Terms of the Image Industry, cont’d. 
 

29  

 
 
Intermediate hues/Tertiary hues Colors created by combining equal amounts of a primary and 
a secondary color: Tertiary hues include red-violet, blue-violet, blue-green, yellow-green, yellow-
orange, and red-orange. 
 Intermediate hues/Tertiary hues （インターミディエートヒュー／ターシャリーヒュー） 
プライマリーヒュー（原色）とセカンダリーヒュー（二次色）を同量混ぜて作られた色。ターシ

ャリーヒューは、赤紫、青紫、青緑、黄緑、黄オレンジ、赤オレンジが含まれる。 
 
Interpersonal skills Abilities needed to get along with other people and to be an effective team 
member. 
Interpersonal skills （対人スキル） 

人と上手に付き合い、チームの一員として役立つために必要とされる能力。 

 
Introduction  A means of presenting one person to another. 
Introduction （紹介） 

人を、ある人に引き合わせる方法 
 
Inverted triangular figure type A geometric figure type that is proportionally wider in the shoulders 
and narrower in the hips/thighs, with a high hip curve. They are generally larger in the bust, wider in 
the back, and flatter in the buttocks.  An inverted triangular figure type is derived from the shape of 
an upside- down triangle. 
Inverted triangular figure type （逆三角形の体型） 
相対的に肩幅が広く、ヒップや太ももが狭く、お尻の丸みが高い位置にある幾何学的な体型のタイ

プ。一般的にバストが大きく、背中は広めで、お尻は平たいことが多い。逆三角形の体型は、三角

形を逆にしたことに由来する。 
 
Inverted triangular-shaped garments (wedge) Clothing styles designed with predominantly 
straight lies, wider in the shoulders and narrower at the hem.  The dominant line direction is 
diagonal. 
Inverted triangular-shaped garments ( wedge) （逆三角形の服 くさび） 
大部分が直線的で、肩の部分が広めで裾が狭めにデザインされた服のスタイル。主なラインの方向

は斜めである。 
 
Investment dressing  Buying into high quality, classic clothing intended to appear stylish and 
remain  
Investment dressing （インベストメントドレッシング） 

スタイリッシュで長い間着用できる、質の高い、クラッシックな服を買うこと。 

 

Ironing The process of using an iron to remove wrinkles from a damp garment by applying heat 
and pressure. 
Ironing （アイロン掛け） 
アイロンを使って熱と圧力を加え、しわのある服からしわを取り除くプロセス。 
 
Irradiation/Spreading A physiological response to color that occurs when extremely contrasting 
colors are placed close to one another. Extremely light values with more light reflected appear to 
radiate or spread onto very dark values with few light rays reflected.  A vibrating effect results. 
Irradiation /Spreading （発光現象） 
極端に対比的な色を近くに置くと生じる、色に対する生理的反応。より光を反射する極端に明度

の明るい色が、光線の反射がほとんどない明度の非常に暗い色に光を放って、広がっているよう

に見える。 
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Irregulars Clothing items with a slight flaw or defect that are sold at a lower-than-regular retail 
price. 
 
Irregulars （キズもの） 

少しキズや欠陥があるため、通常の小売価格よりも低い価絡で販売されるもの。 

 

J 
Jewelry Ornamental apparel decoration usually made of various metals and sometimes-
containing gemstones.                               
Jewelry （ジュエリー）                                             

さまざまな金属と、時には宝石でできた装飾的な衣類の装飾。 
 
Jute A rough, coarse, natural fiber that has a natural odor. Jute is used in making  burlap. 
Jute （黄麻、ジュート） 
自然の匂いがする、ざらついた、きめの粗い天然繊維。ジュートが黄麻布を作る際に使われる。 
 

K 
Knits Fabrics made by interlacing yarns together to form a series of interlocking loops by 
machine or by hand. Knit characteristics include lightweight to heavyweight, can be sheer, soft, 
stable and stretchy, ribbed to cable ridge.                        
Knits （メリヤス生地）                                        

機械か手で、互いにかみ合った輸が連続するように糸を絡み合わせることでできた生地。メリヤ

ス生地の特徴は、軽量のものから重量感のあるものまであること、さらにごく薄手で、ソフト、

しっかりとして伸縮性があり、ケーブル状のうね模犠になる。 
 
Knock-off  A mass-produced copy of an original fashion design. 
Knock-off（安いコピー品） 
オリジナルのファッションデザインを大量生産したコピー品。 
 

L 
Label A small piece of ribbon or cloth attached to the inside of garments to provide important 
information about fiber content and care.  Labels are required by law in many countries.  
Label （ラベル）                                             

繊維の中身やお手入れ方法についての重要な情報を提供するために服の内側に取り付けられた小

さなリボンや布。ラベルは多くの国で法律によって義務付けられている。 
 
Lace  A decorative, openwork fabric made by hand or machine by looping, braiding. 
Lace （レース） 
手や機械で輪を作ったり編んで出来た、装飾的な透かし細工の生地 
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Laminated Two or more layers of fabric are joined with an adhesive to function as one. 
Laminated （ラミネーティッド） 
2 つ、あるいはそれ以上の層からなる生地で、1 枚になるように接着剤でつけたもの。 
 
Laundering Washing apparel or other textile items with water, soap, and/or other cleaning 
products. 
Laundering （洗濯） 
水やせっけん、その他の洗剤でアパレルやテキスタイルのアイテムを洗うこと。 
 
Law of areas  A time-tested guideline that states large areas of receding color or texture are 
more pleasing if balanced in combination with proportionally small advancing areas or another 
color or texture. Similarly, the law of areas means that a small amount of trendy styling goes a 
long way and can pleasantly balance a large amount of classic styling. 
 
Law of areas （ローオブエリアズ） 

後退色あるいはテクスチャーの大きな面積は、相対的に小さな進出して見える面、または他の色や

テクスチャーと組み合わせてバランスを取ると、より心地の良いものになるという、長い年月で有

効性が証明されたガイドライン。同様に、僅かにトレンディなスタイリングは成功し、多量のクラ

シックなスタイリングとバランスが取れるという意味もある。 
 
 
Layering A creative and functional process applied to dress, allowing for greater comfort and 
more interesting combinations in clothing styles, colors, textures, and patterns. 
Layering （レイヤリング） 
衣服に適用されるクリエイティブで機能的なプロセスで、服のスタイル、カラー、テクスチャ

ー、柄に適用して着心地が良く面白い組み合わせになるもの。 
 
Life-style A way of life, the way a person lives, including the geographical environment, natural 
resources, climate, weather, technological level, finances, activities, and associates. 
Life-style（ライフスタイル） 
生き方、人の生活スタイルのことであり、地理的環境、天然資源、気候、天気、技術的レベ

ル、経済、活動や仲間などのことを含む。 
 

Line An element of design, line is 1) an elongated mark that connects two or more points. Line 
encloses and divides space, creating shapes. Line is the effect made by the edge of an object. 
2) A collection of styles and designs that will be made and sold as a firm’s new collection for the 
season. 
Line （ライン） 
デザインの要素。 
1) 2 つあるいはそれ以上の点を結ぶ細長い印。ラインは空間を囲んだり、分けたり形を作る。

2）ある会社のシーズンにおける新しいコレクションとして作られ、販売されるスタイルやデザ

インの作品全体のこと。 
 
Linen A natural fiber cloth made from the cellulosic stalk of the flax plant. 
Linen （リネン） 
亜麻の茎の繊維からできた天然繊維の布。 
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Lines in opposition The arrangement of lines that intersect to form angles, even right angles, 
between opposing vertical, horizontal, and diagonal lines. 
Lines in opposition （ラインズインオポジション） 
垂直と水平の対照的なラインあるいは対角線のラインで、交差して角度あるいは直角を作るラ

インの配置。 
 
Lines in radiation  Created when the arrangement of lines radiate outward from a central 
point or area. 
Lines in radiation （ラインズインラジエーション） 
中央のポイントあるいはエリアから外に向かつて放射状に広がるラインの配列によってできる

もの。 
 
Lines in transition Created when one line changes direction smoothly into another direction, 
without sharp angles. 
Lines in transition （ラインズイントランジション） 
鋭角ではなく、なめらかに方向を変えた時にできるライン。 

 
Lingerie  Feminine underwear, intimate apparel, and nightwear. 
Lingerie （ランジエリー）  
婦人用の下着、くつろぎ着、寝間着。 

 
Lining An inner layer of fabric, sewn inside a garment to help preserve the shape and reduce 
wrinkling. 
Lining （裏地） 
形状を保ち、しわを防ぐために服の内側に縫こまれた生地。 

 
Logo  A symbol that represents a person, firm, or organization. 
Logo （ロゴ） 
人、会社や組織を表わすシンボル。 
 

 
Loosely twisted yarns Low, loose twist yarns have fewer twists per inch. Less durable, they 
tend to wear out faster. 
Loosely twisted yarns （ゆるくねじれた糸） 
柔らかく、ゆるやかなより糸は 1 インチ閑桶ごとのねじれが少ない。耐久性に欠けるため、着る

とすぐにだめになりやすい。 
 
Low waisted 1) The upper edge of a skirt or pants, extending below the waist. A horizontal 
seamline positioned below the waist. 2) A longer distance between the hipbone and bottom 
of the ribs. Long ribcage or midriff.  (Incorrectly termed long-waisted) 
Low waisted （ローウエスト） 
1）スカートやパンツの上端がウエストよりも下にあること。水平方向のラインがウエスト

の下に位置していること。 
2）座骨と肋骨の下部の距離が遠いこと。（胴長とは違う） 
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M 
Man-made fibers Manufactured or synthetic fibers not found in nature. Man-made fibers 
are made from synthetic sources primarily or completely from chemicals.       
Man-made catalogs （人工繊維）                          

自然界ではとれない工場生産された、あるいは合成の繊維。人工繊維は主にあるいは完全に化学

製品から成る合成のソースから作られる。                        

Mail-order catalogs Sources of clothing ordered from a catalog, often a source of clothing not 
available in local retail stores.                            
Mail-order catalogs（通信販売カタログ）                        

カタログを見てオーダーする服の情報源、地域の小売店で扱っていない服が含まれていることが

多い。 
 
Manners  Polite ways of behaving or standards of politeness. 
Manners （マナー） 
思いやりのある行動、礼儀正しさの基準。 
 
Mesomorph  A muscular body type. 
Mesomorph （がっちりした体格の人） 

筋肉質な体型のタイプ。 
 
Metallic fiber Metal is combined with plastics or other fibers. Metallic fibers are used in 
decorative and evening apparel. 
Metallic fiber （金属繊維） 
金属をプラスチックやその他の繊維と一緒にしたもの。金属繊維は装飾用、イブニング用アパ

レルに使われる。 
 
Metamerism A color appears differently under different light sources. Colors may appear to 
match under one light source and to mismatch under another. 
Metamerism （メタメリズム） 
違う光源のもとでは違って見える色の事。色はある光源のもとでは調和して見え、別の光源、

のもとでは不調和に見える。 
 
Microfiber A man-made polyester fiber with extremely fine strands—less than one denier in 
size. Very soft yet durable, microfiber is used in athletic and sports wear. 
Microfiber （マイクロファイバー） 
特に上質なより糸でできた人工のポリエステル－1 デニール以下のサイズのもの。非常に柔ら

かいが、耐久性があり、運動競技やスポーツウェアに使われる。 
 
Mildew-resistant A chemical finish applied to fabrics and textiles to make it resistant to mildew. 
Mildew-resistant （防カピ加工） 
防カビの為に生地やテキスタイルに施す化学的な仕上げ。 

 
Mirroring  Matching another person’s body language, voice, and vocabulary, intending to put 
them at ease. 
Mirroring （ミラーリング） 
相手をリラックスさせるために、相手のボディランゲージや声、言葉に合わせること。 
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Mix-and-match  The practice of investing in basic clothing styles which can then be combined 
with many other pieces to create many different outfits. 
Mix-and-match （ミックスアンドマッチ） 
さまざまな異なる服の組み合わせを作るために、さまざまなアイテムと組み合わせることができ

るベーシック服のスタイルに投資すること。 
 
Modesty theory  A primary motive for the origin of clothing. Some expression of modesty is 
evident in all cultures, a matter of covering or uncovering the body according to what is considered 
appropriate and decent by the particular individual or society. Standards of modesty may change 
over time. Modesty relates to social needs and religious values. 
Modesty theory （モデスティセオリー 慎み深さ） 
服装の原点となる主な動機。多少の慎み深さはすべての文化において見られ、特定の他人や社会

から適切できちんとしていると思われるように体を覆ったり、肌を見せたりすることを意味す

る。慎み深さの基準は時代によって変化する。慎み深さは社会的ニーズや宗教的価値観に関連し

ている。 
 
Mohair  Fabric made from the long, silky hair from the Angora goat. 
Mohair （モヘア） 
長くシルクのようなアンゴラ山羊からとれる毛で作られた生地。 
 
Monochromatic color scheme The harmony of one hue, often in several values from light tints 
to dark shades of that hue. 
Monochromatic color scheme （モノクロマティック配色） 

ある色相の明るい淡色から暗い色までのさまざまな明度からなる配色。 
 
Moth resistant A chemical finish applied to fabrics and textiles to make it resistant to moths and 
carpet beetles. 
Moth resistant （防虫加工） 
蛾やヒメマルカツオブシムシから守るために生地やテキスタイルに施す化学的な仕上げ加工。 
 
Motif A single unit in a pattern. A motif is a shape or figure featured in a pattern, which is usually 
repeated throughout the pattern. 
Motif （モチーフ） 
ある柄におけるひとつの単位。モチーフは模様を特徴づける形や型のことで、通常は何度も繰

り返し使われている。 
 

Munsell color theory A color theory developed by Albert H. Munsell, which consists of ten hues 
and is organized by specific hue, value, and intensity. 
Munsell color theory （マンセルカラーシステム） 
Albert H. Munsell によって作られた色の理論。10 の色相から成り、色相、明度、彩度によって

体系立てられたもの。 
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Nailhead A closely dotted fabric pattern, suggestive of the head of a nail. Nailhead is used for 
worsted wool suiting.                               
Nailhead （ネイルヘッド）                               

釘の先端を思わせるような、点を近接に描いた生地の柄。ウーステッドスーツに使われる。 
 
Nap A layer of fiber ends brushed or raised on a fabric surface, producing a fuzzy, soft texture. 
Napped fabric appears somewhat different when viewed from different directions. 
Nap （けば） 
生地の表面にブラシをかけ、立たせた生地の端の層のことで、けば立った、柔らかなテクスチャ

ーを生み出す。けば立てた生地は別の角度から見ると違った風合いに見える。 
 
Natural fibers Fibers made from natural sources, including plants, trees, or animals. Natural 
plant fibers include cotton, flax, and rami. Natural animal fibers include wool and silk, as well as 
hair and fur fibers. 
Natural fibers（天然繊維） 
植物や樹木、動物を含む天然資源からできた繊維。天然植物繊維は、綿や亜麻、ラミーを含む。

天然動物繊維は、ウールやシルク、毛や毛皮の繊維も含む。 
 
Natural value order color scheme A harmony in which the variety of hues are near their normal 
or home values—yellow is naturally lighter than purple, blue is naturally darker than orange. 
Natural value order color scheme （ナチュラルバリューオーダー配色） 
さまざまな色相が正常に、本来の明度の配置にある調和。黄色は本来、パープルよりも明るく、

青はオレンジよりも暗い。 
 
Near-complementary color scheme The harmony of hues that lie on opposing sides of the 
color wheel, but not directly opposite one another. Near-complementary color schemes include 
the following: Analogous complementary, incomplete split complementary, single split 
complementary, double complementary, and double split complementary. 
Near-complementary color scheme （ニアコンプリメンタリー配色） 
色彩環の逆サイドにあるが、ちょうど正反対の位置ではない色相の調和。Near-complementary 
color scheme には次のものが含まれる。Analogous complementary （アナロガスコンプリメン

タリー）incomplete split complementary （インコンプリートスプリットコンプリメンタリー） 
single split complementary （シングルスプリットコンプリメンタリー）double complementary 
（ダブルコンプリメンタリー）double split complementary （ダブルスプリットコンプリメンタ

リー）。 
 
Neutrals Generally dulled colors considered excellent for core clothing pieces because they will 
combine with most other colors: They include the achromatic colors black, charcoal, gray, and 
white as well as muted chromatic hues including brown, taupe, tan, beige and many more. 
Neutrals （ニュートラルカラー） 
通常、他のほとんどの色と組み合わせることができるため、基本となる服のアイテムに向いてい

ると考えられている鈍い色のこと。無彩色の黒、チャコールグレー、白はもちろんのこと、若干

抑えた色彩の（茶、褐色、黄褐色、ベージュ、その他）も含む。 
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Neutral color scheme  The harmony of one, two, or three achromatic colors. 
Neutral color scheme （ニュートラル配色） 

1、2、3色の無彩色の調和。 

 
Nonverbal/Visual communication Without words. Communication through symbols, cues, 
or clues. Non-verbal communication occurs through sight and touch, including body 
language, dress, and grooming, and communicating to everyone within view. 
Nonverbal/Visual communication （ノンバーバル／ビジュアルコミュニケーション） 
言葉を使わない。記号や合図、目印を使ったコミュニケーション。ノンバーバル 
コミュニケーシヨンは、ボディランゲージや服装、グルーミングなど、視覚と触覚を伴い、

視界に入っているすべての人に伝えることで生じる。 
 
Nonwoven fabric  Textile fibers are held tightly together by fusing, bonding, or matting. 
Nonwoven fabric （不織の生地） 
融合、接着、あるいはもつれさせることでしっかりと密着した繊維。 
 
Norm/Norms Acceptable social behavior patterns considered standard in any particular culture. 
Norm/Norms （規範） 
どんな文化においても標準と考えられている容認された社会的行動パターン。 
 
Novelty arrangement A pattern that follows no specific or repeating plan, but features irregularly 
spaced motifs. 
Novelty arrangement （ノベリティアレンジメント） 
ある一定あるいは繰り返しのパターンではなく、変則的な配置が特徴のモチーフ。 
 
Nylon A very strong manufactured or synthetic fiber. Nylon is used in underwear and athletic  
wear. 
Nylon （ナイロン） 
非常に強い工場製造された、または合成の繊維。下着と競技の衣服で使われる。 
 

O 
Objective In decision making, the individual is detached to some degree, independent of bias or 
prejudice.The objective consultant is able to advise clients without personal bias. 
Objective （客観的な） 
意思決定する時に、ある程度距離を置いて先入観や偏見に左右されないこと。客観的なコンサル

タントは個人的な先入観にとらわれずにクライアントにアドバイスできる。 
 
Obsolescence  The process of becoming dated, outdated, out-of-date. 
Obsolescence （すたれかけていること） 

時代遅れ、旧式になることのプロセス。 
 
Off-grain The lengthwise and crosswise yarns of a fabric are not perpendicular to each other. 
Garments cut off-grain will not hang correctly. 
Off-grain （オフグレーン） 
生地の縦糸と横糸が互いに直角に交わっていないこと。オフグレーンで裁断された服はまっすぐ

に掛からない。 
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Off-price discount stores A store that carries brand name or designer merchandise at below 
normal prices. 
Off-price discount stores （オフプライスディスカウントストア） 

通常価格よりも安くブランドものやデザイナーものを提供する店。 
 
One-way arrangements A pattern arrangement which appears right side up from one direction 
only. One-way patterns have a recognizable top and bottom, meant to be seen in their logical 
position on the body and not upside down. 
One-way arrangements （ワンウェイアレンジメント） 
あるひとつの方向から正しい方向に見える柄の配置。ワンウェイ柄ははっきりと上下が認識で

き、逆さまではなく、本来のあるべき位置で見るようにできている。 
 
Online shopping A form of shopping on the internet, ordering items from retail web sites. 
Online shopping （オンラインショッピング） 
インターネット上で買い物することで、小売店のウェブサイト上で注文すること。 
 
Opaque Textural reaction to light in which no light passes through the fabric and where you 
cannot see what is on the other side of the fabric. Opaque is the opposite of transparent. 
Opaque （光を通さない、不透明な） 
生地に光が通らず、生地の反対側にあるものが見えない、光に対する織物の反応。 
transparent の反対語。 
 
Optical illusion A false perception or misleading visual impression. An illusion is an appearance 
that deceives the eye. 
Optical illusion （目の錯覚） 
誤った知覚、誤った視覚的印象。錯覚は、目をだますような感覚認識。 
 
Optical mixing A physiological response to color that occurs when small colored areas, such as a 
print, check, or stripe, are placed closely together. In optical mixing, each colored area tends to 
take on a color of the neighbor, and they visually blend within the eye. 
Optical mixing （オプテイカルミキシング） 
小さな色のついた範囲、例えばプリント、チェックまたはストライプが一緒に密接に置かれると

き、起こる色への生理的反応。光混合では、各々の色のついた範囲は隣の色を帯びる傾向があり、

眼の中で視覚的に混ざっている様に見える。 
 
Ostwald color theory A color theory developed by Wilhelm Ostwald based on the visual 
perception of colors that do not resemble each other. It includes four “psychologically primary” 
colors of red, blue, yellow, and green and black and white. 
Ostwald color theory （オストワルトカラーシステム） 
Wilhelm Ostwald によって作られた色の理論。互いに似通っていない色の視覚的認識に基づいて

いる。4 つの心理原色の赤、青、黄、緑と、黒、白を含む。 
 
Outerwear  Clothing for wear in the out-of-doors. 
Outerwear （上着） 

外で着るための服。 
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Outfit  Wearing apparel with accessories. 
Outfit （アウトフィット、アクセサリーなども含む衣装一式） 
アクセサリーとともに服を着ること。 
 
Outlet stores  Retail stores that sell a manufacturer’s overruns and flawed “seconds.” 
Outlet stores （アウトレットストア） 
メーカーの売れ残りやキズものの二級品を販売する小売店。 
 
Outlines Outside lines, created by the body’s or the garment’s outer edges. Outlines are also 
known as the silhouette. 
Outlines （アウトライン） 
体や服の外側の端から出来る外側のラインのこと。アウトラインは silhouette ともいわれる。 
 
Oval figure type The body silhouette resembles the geometric shape of an oval. The oval body 
is above average/ideal weight range, generally filling out the arms, chest, abdomen, and hips. 
Oval figure type （楕円形の体型） 
幾何学の楕円形に似た体のシルエット。楕円形の体型は平均的／理想的な体重の範囲を超えた体

型で、通常は腕や胸、服部やヒップが丸みを帯びている。 
 
Overcompensation A defense mechanism wherein an individual unconsciously overreacts in 
some way to compensate for a real or imagined imperfection or deficiency in physical appearance. 
Overcompensation （過剰補償） 
外見に対して、本当であるか想像された欠点または不足を補償するために、何らかの方法

で無意識に過度に反応する防衛メカニズム 
 
Oxford cloth  A plain or basket-weave cotton or cotton blend shirting fabric. 
Oxford cloth （オックスフォード地） 

平織りまたはバスケット織の綿あるいは綿混合のシャツ生地。 

 

P 
Paisley An intricate woven or printed pattern suggesting a stylized leaf or swirling pinecone. 
Paisley （ベイズリー）                                                                                                                 
様式化された葉もしくは渦を巻いた松毬を思わせるような複雑な織り、あるいはプリントの柄  
 

Panel arrangements A pattern designed in large but narrow sections arranged in only one 
direction. Panel patterns reinforce the vertical direction and are intended to be used in one length 
without repeating. 
Panel arrangements （パネルアレンジメント） 
一つの方向に配置された大きいが狭いセクションにデザインされた柄。垂直方向に強調され連続

でなく一枚で使うように意図されている。 
 
Pastels  Slightly dulled tints. The pure hue is both lightened and slightly dulled. 
Pastels （パステル） 
わずかに鈍い色合い。純色が明るく、わずかに鈍くされたもの 
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Pattern  An element of design, pattern is an arrangement of lines, shapes, and color, printed 
onto fabric and woven or knitted into a fabric, including prints, stripes, checks, and plaids. 
Pattern （柄、模様） 
デザイン要素の一つ、生地の上へ印刷されたり、編み込まれた線、形、色。プリント、ストライ

プ、チェックと格子を含む。 
 

Pattern in fabric Pattern is formed in the fabric with threads or yarns, often dyed before weaving 
or knitting them.  Pattern leads the eye rhythmically throughout a design. 
Pattern in fabric （パターンインファブリック） 
織ったり、編んだりする前に染色した縦糸と横糸を使って作られた生地の柄のこと。この柄はデ

ザイン全体において目をリズミカルに導く。 
 
Patterns on fabric Patterns applied onto the surface of finished fabric using dyes. Techniques 
include printing, painting, spraying, appliqué, embroidery, and quilting. 
Pattern on fabric （パターンオンファブリック） 
染料を使って完成した生地の表面にのせた柄。技術としては、プリント、ペイント、スプレー、

アップリケ、刺繍、キルティングがある。 
 

Pedicure  The care of the feet and toe nails. 
Pedicure （ぺディキュア） 
足や足の爪をケアすること。 
 

Peer/Peers A person or persons of equal age, education, status, or another identifying 
characteristic. Teens react strongly to peer pressure in clothing choices and habits. 
Peer/Peers （仲間） 
同じ年齢、学校、社会的地位、その他の同じような特徴をもった人のこと。10 代の若者は服の

選択や習慣に関して、強く仲間のプレッシャーに反応する。 
 

Perception  Personal awareness by means of the senses and the interpretation of any stimuli. 
To comprehend and understand. 
Perception （知覚） 
あらゆる刺激を感知し、解釈することによって得られる個人の意識。知的に理解し、わかってい

ること。 
 

Permanent press  A finish put on a garment to help it keep its smooth appearance after 
laundering and drying. 
Permanent press （耐久プレス加工） 
洗濯や乾燥の後でも清らかな形状を保つために服に施された仕上げ。 
 

Personal shopper Retail employee or independent consultant who selects, coordinates, 
purchases, and delivers merchandise for customers and clients. 
Personal shopper （パーソナルショッパー） 
顧客やクライアントのために商品を選択し、コーディネートし、購入し、届ける小売店の従業員

や独立したコンサルタント。 
 
Personal space The sense of invisible boundaries around an individual body and separating one 
from others. 
Personal space （パーソナルスペース） 
人の体の周りにあって、他人と自分を隔てている目に見えない境界線の感覚のこと。 
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Personality theory   A body of knowledge that deals with the formation, development, and 
organization of personality as it relates to clothing. Related to personal style in Yin and Yang. 
Personality theory（パーソナリティ理論） 
服との関連におけるパーソナリティの形成や発展、構成を扱う知識体系。陰陽におけるパーソナ

ルスタイルに関連がある。 
 
Personal style A characterization of who you are. It includes the individuals personality traits, 
moods, values, attitudes, interests, body build, personal coloring; and clothing preferences. 
Personal style evolves over time. 
Personal style （パーソナルスタイル） 
あなたが誰かという説明。性格特性、雰囲気、価値観、態度、興味、体格、パーソナルカラー、

服の好みなどが含まれる。パーソナルスタイルは時とともに進化する。 
 
Personality The characteristics that distinguish an individual. Personality includes the behavioral 
and emotional tendencies in thought, feeling, and action. 
Personality （パーソナリティ） 
個人を識別する特徴。パーソナリティには思考や感覚、行動における行動的／感情的傾向が含ま

れる。 
 
Physical clothing needs Human needs described in terms of clothing needed to preserve 
physical safety and health to ensure survival. People with physical needs use clothing as a 
protection from the environment and as a source of comfort within their environment. 
Physical clothing needs （身体的な服のニーズ） 
生き残るための身体的安全と健康を守る為に必要な衣類という観点で表現された人間のニー

ズ。身体的ニーズのある人は衣類を環境から身を守り、快適に過ごすために衣類を使う。 
 
Physical or physiological visual effects Illusions or effects which influence apparent physical 
characteristics of dimensions, height, weight, color, and other physical properties. 
Physical or physiological visual effects（身体的、生理的視覚効果） 
大きさや身長、体重、色、その他の身体的な特性など、外見の身体的特徴に影響を及ぼす錯覚や

効果。 
 
Physique  The shape of the male body. 
Physique （体格、体つき） 
男性の身体の形 
 
Pigment color theory The organizing and analyzing of colors according to the way a surface 
colorant reflects color in light. 
Pigment color theory （ピグメントカラー理論） 
光にあてて表面塗料の反射の仕方によって色を組織化し、分析すること。 
 
Pile Projecting yarns such as tufts or loops to form all or part of the fabric surface. Pile loops may 
be cut or uncut. 
Pile （パイル） 
房またはループのような突き出た糸の表面のもの。輪はカットされたもの、カットされていないも

のがある。 
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Pills/pilling Small balls or nubs of fiber that form on the surface of a fabric due to abrasion 
during wear and washing.  Pills give the appearance of being worn out. 
Pills/pilling （ピル／ピリング） 
服を着ている、あるいは洗濯したときの摩耗によって生地の表面にできた繊維の小さな玉や小

さな塊。 
 
Pima cotton  High quality naturally long cotton fibers. 
Pima cotton （ピーマ綿） 
高品質の、長い綿繊維。 
 
Pinstripe  Suiting fabric with fine vertical stripes. 
Pinstripe （ピンストライプ） 
上品な縦のストライプが入ったスーツ生地。 
 
Plaid A pattern either printed or woven, with lines that intersect at right angles (in opposition) to 
form block, checks, or boxes. 
Plaid （格子縞） 
ラインが直角に交差していてブロック、チェック、ボックスの形をした、プリント柄あるいは

織り柄。 
 
Plain weave The simplest fabric weave. Plain weaves are created by passing a crosswise yarn 
over then under one lengthwise yarn and alternating each row. 
Plain weave （平織り） 
最も単純な生地の織り。平織りは横糸の上を通し、次に縦糸の下を通して、それを各列で交互

に繰り返して作られている。 
 
Pleats  Structured folds of fabric to create fullness in a garment. 
Pleats （プリーツ） 
服にふくらみを持たせるために生地に配列された折り目。 
 
Ply yarn  A strong yarn made by twisting two or more yarns (or plys) together. 
Ply yarn （撚り糸） 
2 本、あるいはそれ以上の糸をねじった強度のある糸。 
 
Polyester The most widely used manmade fiber. Polyester is known for its outstanding wrinkle 
resistance and easy care properties. 
Polyester （ポリエステル） 
最も広く使われている人工繊維。ポリエステルは抜群のしわへの抵抗性と手入れが楽であると

いう特性で知られている。 
 
Posture  The alignment, stance, and carriage of a person’s body. 
Posture （姿勢） 
人の構え、身のこなし。 
 
Prang color theory A color theory advanced by Prang , based on three primary colors, red, 
yellow, and blue—and consisting of twelve hues altogether. 
Prang color theory （プラングカラーシステム） 
3 原色である赤、黄、青をベースとして、12 色の色相から成る Prang が提唱した色彩理論。 
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Preshrunk A manufacturing treatment put on fabric to help keep it from shrinking during 
washing or cleaning. 
Preshrunk （防縮加工） 
洗濯やクリーニングの際に縮まないように生地に施す加工処理。 

 
Pressing The removal of wrinkles from clothing using steam and a lifting motion with a heated 
iron. 
Pressing （プレス） 
アイロンを使って、スチームとアイロンを持ち上げる動作で、衣類からしわを取り除くこと。 

 
Primary hues Red, yellow, and blue. Primary hues cannot be obtained by mixing other colors. 
All other colors can be formed or created by mixing them. 
Primary hues （原色） 
赤、黄、青。原色は他の色を混ぜては作れない。他のすべての色は色を混ぜることで作ること

ができる。 
 
Principles of design The generally accepted guidelines or goals for any art form, including 
visual design in dress. The principles of design include balance, proportion and scale, rhythm, 
emphasis, harmony, and unity. 
Principles of design （デザインの原則） 
服装のデザインを含むいかなる芸術形式に関しても一般に認められたガイドラインまたはゴー

ル。デザインの原則は、バランス、プロポーションスケール、リズム、強調、調和と統一を含

む。 
 
Printing  The process of adding color or pattern to the surface of fabrics. 
Printing （プリント） 
生地の表面に色や柄を加えるプロセス。 

 
Private label Merchandise made exclusively for one store, with the store’s name on the label. 
Private label merchandize is generally special-ordered in large quantities according to store 
specifications. 
Private label （プライベートレーベル） 
ある店向けにのみ作られた商品で、ラベルの上に店の名前が書かれているもの。プライベート

レーベル商品は通常、その店の仕様にあわせて大景に特別発注されたもの。 
 
Projection A defense mechanism wherein an individual unconsciously assigns to others traits 
or behaviors typical of themself—physical, psychological, or clothing traits or behaviors. 
Projection （プロジェクション、投影） 
無意識のうちに、他人の身体的、心理的、あるいは般の特徴や行動などの特徴やその人らしい

行動を決めてかかる防御メカニズム。 
 
Proportion A principle of design, proportion is the relationship of one part to another, and the 
parts to the whole. The goal to be achieved is pleasing proportions in the garments and the outfit, 
in relation to the body of the wearer. 
Proportion （プロポーション） 
デザイン原則のひとつ。ある部分と他の部分との関係性や、全体に対する部分の関係性のこと。

最終的な目的は着る人の身体を加味して、服やアウトフィットにおいて着心地の良いプロポー

ションを実現することにある。 
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Protection theory A primary motive for the origin of clothing, for the decoration and 
ornamentation of the body. Clothing used for physical protection from the environment and 
psychological protection from supernatural forces is universal. Relates to physical and 
psychological needs, and to theoretical values. 
Protection theory （プロテクションセオリー） 
服の起源や、体の装飾や飾り付けに関するもともとの動機のこと。環境からの身体の保護や自

然の力からの心理的保護のために衣類を用いることは普遍的なことである。身体的、心理的ニ

ーズや論理的価値観に関連する。 
 
 
Protein fibers Natural fibers derived from animal sources such as wool and silk. 
Protein fibers （プロテイン繊維） 
ウールやシルクなど動物性の天然繊維。 

 
Protocol Customs, rules and regulations dealing with diplomatic ceremonies and procedures. 
Relating to government and the military. 
Protocol （プロトコール） 
外交上の儀式や手続きを扱う慣習やルールー、規則。政府や軍に関連がある。 

 
Psychology The study of people and their individual behavior, including clothing behaviors and 
manners. 
Psychology （心理学） 
服の作法やマナーを含めた、人や個々の行動を扱う学問。 

 
Psychological clothing needs Human needs described in terms of clothing needed to foster 
and maintain a positive body-image, self-image and mental health. People with psychological 
needs use clothing as a source of psychological comfort. 
Psychological clothing needs （心理的な服のニーズ） 
ポジティブなボディイメージや自己イメージ、メンタルヘルスを促進し、維持するために必要な

衣類という観点、で表現した人間のニーズ。心理的ニーズのある人は心理的な安らぎのために衣

類を使う。 
 

Q 
Quality  Standards of manufacture and performance.                 
Quality （クオリティー）                                                                                                             
製造と完成に関する基準。 

 
Quilted fabric Three layer fabrics made with padding or batting between two outer fabrics and 
usually held together by hand or machine stitching. 
Quilted fabric （キルト生地） 
2 枚の外側の生地の間に詰め物をする、あるいは綿を入れる 3 層からなる生地。通常は手もし

くは機械ステッチで縫いあわせる。 
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Quilting The process of adding a layer of padding or batting between two layers of fabrics held 
together with stitches. 
Quilting （キルティング） 
ステッチで縫い合わせた生地の 2 つの層の問に詰め物をする、あるいは綿を入れて層をつくるプ

ロセス。 
 

R 
Ramie A fiber nicknamed “China grass.” Ramie comes from a shrubby plant often grown in 
China and India; sometimes used as a linen or cotton substitute.                                                  
Ramie （ラミー繊維）                                                                                                               
China grass のニックネームで呼ばれている繊維。ラミーは中国やインドで見られる低木から取

れる。リネンや綿の代替品として使われることもある。 
 
Rank  Relative standing or position within a social group or society. 
Rank （ランク） 
社会的集団や社会における相対的な地位やポジション。 

 
Rationalization A defense mechanism wherein an individual invents possible or plausible 
explanations or reasons behind clothing behaviors, unconsciously as a substitute for the real 
reason or motive. 
Rationalization （正当化） 
着こなしの背景として、可能性のある、もっともらしい説明や理由を作り上げ、無意識に本来の

理由や動機をすり替える防御メカニズム 
 
Rayon Generic name for the first commercially manufactured fiber. Rayon is made from 
regenerated cellulose and is soft with good draping qualities. 
Rayon （レーヨン） 
初めて大量生産された工業繊維の一般名称。レーヨンは再生されたセルロースから作られてい

て、柔らかく美しいドレープを作り出す。 
 
Reaction formation A defense mechanism wherein an individual unconsciously conceals real 
motives for clothing behavior with opposite behaviors or attitudes. 
Reaction formation （リアクションフォーメーション） 
無意識のうちに服の着こなしの本来の動機を、正反対の行動や態度で隠す防御メカニズム。 

 
Realistic/Naturalistic patterns Fabric prints that imitate or duplicate natural or man-made 
objects in a realistic or photographic manner.  Naturalistic patterns look like the real thing. 
Realistic/Naturalistic patterns（リアリスティック／ナチュラリスティックパターン） 
自然あるいは人造の物体をリアルに、写実的に模写し、複製した生地のプリント。 
本物のように見える柄。 

 
Recede/Receding Elements of design used in ways that appear to recede, blend in, or back 
away from the eye. Receding elements tend to be subordinate, attracting less attention. 
Recede/Receding （後退） 
後退し、融け、遠ざかって見えるデザインの要素。後退の要素は控え目で、注意を引き付けに

くい。 
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Rectangle figure type The body is proportionally similar in width in the shoulders, waist, and 
hips/thighs. The rectangular figure type has less to no defined waist curve or indentation. 
Rectangle figure type（長方形の体型） 
肩、ワエスト、ヒップ／太ももの幅が相対的に同じ体型。長方形の体型はウエストのカーブや

ウエストがわかりにくいか、ない。 
 
Rectangular garment styles Clothing styles designed with predominantly straight lines and no 
indentation at the waist. In rectangular garment styles, the dominant line direction is vertical. 
Rectangular garment styles （長方形の服のスタイル） 
主に直線のラインでデザインされた服のスタイルで、ウエスト部分がわからないもの。

rectangular garment style の服は、主なラインの方向は縦方向である。 
 
Regression A defense mechanism wherein an individual reverts to clothing habits or behaviors 
from the past.  To regress is to go back to old ways of dressing and grooming. 
Regression （回帰） 
服の好みや振る舞いが過去に戻る防御メカニズム。服の着こなしや身だしなみを昔の方法に戻す

こと。 
 
Reinforce/Repetition An element of design is strengthened or repeated to reinforce, emphasize, 
or expose the effect of an existing characteristic. Repetition is also a way to achieve rhythmic eye 
movement within an outfit. 
Reinforce/Repetition （強化／反復） 
現在の特徴の効果を強化、強調し露わにするために、デザインの要素が強調され、繰り返される

こと。衣服においてリズミカルな目の動きを実現する方法でもある。
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Repression A defense mechanism wherein an individual pushes painful ideas or impulses out 
of mind. 
Regression （後退） 
辛い思いや印象を回避する防御メカニズム。 

 
Restrained curve  A slight or gentle curve, less than a full-rounded curve. 
Restrained curve （控え目なカーブ） 
完全な円形のカーブよりゆるやかなカーブ。 

 
Rhythm A principle of design, which uses lines, shapes, colors, textures, and/or patterns to lead 
attention around the garment or the outfit. Rhythm is used to provide a transition between areas 
of the garment and unifies the entire design. 
Rhythm （リズム） 
衣服または一式のまわりに注意を導くために線、形、色、テクスチャーやパターンを使うデザイ

ンの原則。リズムは衣服の各部分の間の変化を埋め、全体を統一します。 
 
Role conflict The individual feels pulled between two or more relatively different roles. The 
decision of what to wear demands a compromise between roles or deviation from the expected 
image. 
Role conflict （ロールコンフリクト） 
2 つ、あるいはそれ以上の相対的に異なる役割の間で引っ張られること。着る服について、役

割との妥協か、理想とするイメージからの逸脱が求められること。 
 
Romantic Yin A category on the Yin/Yang continuum. Romantic personal style types are 
characterized as approachable, receptive, warm, charming, and responsive. This category 
applies to men and women. 
Romantic Yin （ロマンティックな陰スタイル） 
陰陽のカテゴリーの一つ。ロマンティックなパーソナルスタイルは親しみやすく、受容的、温か

みがあり、愛矯があって、すぐ応答するという特徴がある。このカテゴリーは男女ともに適用さ

れる。 
 
Rounded/Oval figure type The body is above the average-ideal weight range. The oval figure 
type is larger and the bodylines may be full-rounded curves. 
Rounded/Oval figure type （丸形／楕円形の体型） 
この体型は理想体重よりも重い。体型はより大柄で、ボディラインは丸みを帯びたカーブ。 

 
Rounded garment styles Less often seen, clothing styles designed with curved lines and 
shapes, generally in the sleeves and/or skirt. 
Rounded garment styles （丸みを帯びた服のスタイル） 
あまり見られない服のスタイル。曲線のラインと形でデザインさたスタイルで、一般的には袖や

スカートで見られる。 
 

S 
Satin weave  A fabric weave with threads floating on the surface to create a shiny, 
slippery fabric                                
Satin weave （サテン織）                           滑

らかな生地を作るために糸が表面で浮いて光沢がある生地の織り。 
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Satin A smooth and shiny fabric made from silk, cotton, rayon, and polyester. Satin is typically 
used for dressy day and evening occasions, as well as for some lingerie and active sports 
jackets. 
Satin （サテン） 
シルクや綿、レーヨン、ポリエステルで作られた滑らかで光沢感のある生地。サテンは特に改

まった席やイブニングの会で使われ、ランジエリーや活動的なスポーツジャケットにも使われ

る。 
 
Scale A principle of design, scale refers to the size relationship of one shape compared to 
another, described in terms of small, medium, and large. 
Scale （スケール） 
デザインの要素のひとつ。スケールはある形を他の形と比較した際のサイズの関係性のことで

small、medium、large で表現される。 
 
Secondary hues  Orange, violet (purple) and green. Secondary hues result from mixing two 
primary hues in relatively equal amounts. 
Secondary hues （セカンダリーヒュー、二次色） 
オレンジ、紫（パープル）、緑のこと。2 つの原色を同量で混ぜた時にできる色。 

 
Second-hand store  A thrift shop that sells used clothing at bargain prices. 
Second-hand stores （古着屋） 

中古衣料を割引価格で販売する中古品店。 

 
Self-actualization The actual achievement of competencies and personal goals. 
Appearance may interfere with or enhance ability to achieve particular goals. 
Self-actualization （自己実現） 
能力や個人的な目標を実際に達成すること。ある目標を達成するにあたって、外見は

妨げとなったり、高める助けになりうる。 
 
Self-concept/Self-image The mental image a person has of himself or herself. Self-concept 
includes the combination of all psychological traits, such as values, attitudes, personality, 
talent, and abilities. The self- concept is strongly influenced by body image. 
Self-concept/Self-image （セルフコンセプト／セルフイメージ） 
自分自身に対する心理的なイメージ。すべての心理的特徴、例えば価値観、態度、パーソナリ

ティ、才能、能力などの組み合わせが含まれる。セルフコンセプトは身体のイメージから大き

く影響を受ける。
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Self-confidence The sense of belief, trust, and reliance on oneself that a person has. 
Appearance is just one factor in the development of self-confidence. 
Self-confidence （自信） 
信念、自分を信用し、信頼する感覚。外見は自信を養う一つの要素にすぎない。 

 
Self-competence Specific skills and abilities a person develops or achieves. 
Self-competence （自己能力） 

自分で開発し、実現した特別なスキルや能力。 

 
Self-esteem A sense or feeling of self-worth—how a person feels about himself or herself. 
Self-esteem （自尊心） 

自分の価値に関する感覚。自分の事をどのように思っているか。 
 
Self-presentation  The image an individual presents to the world. 
Self-presentation （自己表現） 

ある人が外に向かって発信するイメージ 

 
Sensory values A person with high sensory values tends to have relatively sensitive nerve 
endings in the skin. The sense of touch and comfort are very important. 
Sensory values （感覚的価値観） 
高い感覚的価値観を持っている人は比較的皮膚の末端神経が過敏な傾向がある。触感や快適な

感覚が非常に重要になる。 
 
Separates Articles of apparel that clothe only part of the body. Separates are worn 
interchangeably with other separates to form a variety of combinations. 
Separates （セパレーツ） 
体の一部のみを覆う衣服のアイテム。他のセパレーツと入れ替えて着ることもでき、さ

まざまな組み合わせが作れる。 
 
Shades Low value colors, shades are below or darker than natural value as positioned on the 
color wheel. Black has been added to the hue, absorbing more light. 
Shades （シェード） 
色相環上に配置すると自然な明度よりも下か、より暗めの、明度の低い色。色相に黒が加わ

り、より光を多く吸収する。 
 
Shape An element of design, shape is a two-dimensional area or space enclosed by 
lines, creating the outer edge or outline of an object. The outer edge, outline, or 
silhouette of a garment is a shape. 
Shape （形） 
デザインの要素で、2 次元の空間がラインで取り囲まれ、物体の端や輪郭を形作ってい

るもの。外側の端、輪郭、服のシルエット。 
 
Silhouette  The outer edge or outline of the body or garment. 
Silhouette （シルエット） 
体や服の外側の端や輪郭。 

 
Silk  A natural fiber obtained from cocoons spun by silkworms. 
Silk （シルク） 
蚕をつむいだ繭からとれる天然繊維。 
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Simultaneous contrast A physiological response to color—an optical illusion in color. 
Colors have an altering effect on one another as they appear to change in contrast to 
one another—to intensify one another, to push away from one another on the color 
wheel, increasing apparent differences. 
Simultaneous contrast （同時対比） 
色に対する生理的な反応。色に対する目の錯覚。色が互いの上に重なると変化し、

お互いにコントラストが出るように見える効果。色相環において互いを強調し、反

発し合い、違いがより明確になる。 
 
Skin tone The predominant hue apparent in the skin, the result of orange pigmented 
melanin in surface layers of the skin as seen in complementary contrast to blue blood 
flow beneath—hence, a skin tone. 
Skin tone （スキントーン） 
肌の主要な色相のことで、肌の表皮にあるオレンジ色のメラニンがその下にある青色

の血流と補色的なコントラストを成すことで見える。ゆえにスキントーンという。 
 
Socialization The gradual process of adjusting, adapting, and aligning the self within the social 
group. 
Socialization （社会化） 
社会的な集団において順応し、適応し、自己を一緒に整列させるような漸進的なプロセス。 

 
Social modeling Media efforts to influence the acceptance and adoption of a particular trend or 
fad in appearance.  Social modeling may be positive or negative in effect. 
Social modeling （ショーシャルモデリング） 
外観上の特定の傾向または流行を取り入れさせようと影響するメディアの効果。 
社会的なモデリングは、実質的にポジティブである場合も否定的である場合もある。 

 
Social needs Human needs described in terms of acceptance, assignment, belonging, 
and modesty. People with social needs use clothing to put themselves and others at 
ease in social situations. 
Social needs （社会的ニーズ） 
受容、地位、所属、謙遜などの観点から表現した人閑のニーズ。社会的なシチュエー

ションにおいて自分自身と他人にくつろいでもらうために服を活用する。 
 
Social values A socially oriented person values or desires to obtain social acceptance and 
approval, enjoys making friends, and wants to make people feel comfortable, at ease. 
Social values （社会的価値観） 
社会的志向のある人が、社会的に受け入れられ、認められることに価値を置いたり、願ったり

し、友好的なことを楽しみ、人々を心地よくさせたいと思うこと。 
 
Society/Societies  A group or groups of people living, working, and recreating together. 
Society/Societies（社会） 

生き、働き、レクリエーションをする人の集団や集団の集まり。 

 
Sociology  The study of people in group behavior, including clothing and grooming behaviors. 
Sociology （社会学） 
集団行動における人の研究で、服や身だしなみについても含む。 
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Somatotypes Body types defined by William Sheldon, the ectomorph, endomorph, and 
mesomorph. 
Somatotypes （体型） 
William Sheldon によって定義された体型のタイプ。ectomorph （細長型） endomorph （肥満

型） mesomorph （骨太）がある。 
 
Spandex A manufactured fiber that is strong, lightweight, and durable with great elasticity. 
Spandex is used in foundation garments, swimming suits, and leotards. 
Spandex （スパンディックス） 
弾力性と、強度があり、軽量で、耐久性のある工業繊維。矯正下着や水着、レオタードに使わ

れる。 
 
Split Complementary color scheme The harmony of three colors that includes one hue with the 
two hues on each side of its complement. 
Split Complementary color scheme （スプリットコンプリメンタリーカラースキーム） 

1 つの色相の補色の両側の 2 つの色相が配置された 3 色の調和。 

 
Sportive/Athletic Yang A category on the Yin/Yang continuum. Sportive personal style types are 
characterized as assertive, confident, outgoing, and persistent. This category applies to men and 
women. 
Sportive/ Athletic Yang （スポーティブ/スポーツマンらしい陽） 
陰陽のカテゴリー。積極的で、自信があり、外交的で、持続性があるいといった特徴がある。と

のカテゴリーは男女ともに適用される。 
 
Sportswear  Clothing suitable for recreation or relaxed occasions. 
Sportswear 
レクリエーションやくつろいだシチュエーションに向く服。 

 
Sporty/Gamin Yin A category on the Yin/Yang continuum. Sporty personal style types are 
characterized as approachable, youthful, friendly, casual, and mischievous. This category 
applies to men and women. 
Sporty/Gamin Yin 
陰陽の陰のカテゴリ一。スポーティーなパーソナルスタイルは、親しみやすく、若々しく、フ

レンドリーで、気さく、茶目っ気があるといった特徴がある。このカテゴリーは男女ともに適

用される。 
 
Staple fibers Short strands of fiber, including cotton and wool fiber, or any manufactured fiber 
cut into shorter strands. Staple fibers are softer and tend to pick up soil faster but soil is less 
noticeable. 
Staple fibers（短繊維） 
綿やウーノレの繊維なども含む短い繊維を撚り合わせたもの、あるいは短くカットした工業繊

維。より柔らかく、汚れやすいが、汚れは目立ちにくい。 
 
Straight lines  Crisp, flat, rigid lines. 
Straight lines （ストレートライン） 

ぴんとした、平らの、まっすぐなライン 

 
Straight shapes These shapes are formed by angular lines to enclose space. Straight shapes 
include square, rectangular, and triangular shapes to name a few. 
Straight shapes （直線的な形） 
角のあるラインが空間を取り囲んでできる形。四角、長方形、三角などが含まれる。 
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Stratify/Stratification The classification of individuals or groups according to rank as reflected 
in dress. 
Stratify/Stratification （階層化する／階層化） 

服装から判断できる階級の個人のグループ分類。 

 
Status An individual’s place or position on a scale or continuum of prestige or social value. 
Status can be communicated by clothing. 
Status （ステータス） 
世評や社会的価値の基準や次元おける、ある人の立場や地位のこと。服装で伝えることもでき

る。 
 
Stereotype A standard mental image of a person or a group, the result of ages of social 
experience. True or false, a stereotype is recognized and reacted to by many people. 
Stereotype （固定観念） 
社会経験で得られる、人やグループに対する標準的な心理的イメージ。正しいか間違っている

かは別として、多くの人に認識され、反応される。 
 
Structural lines Lines woven or knitted into fabric during manufacturing, as well as structural 
lines created during the construction of a garment, such as seam lines and fold lines. 
Structural lines （構造的なライン） 
服を作る際にできる継ぎ目や折り目のラインや、製造工程において生地に綴りこまれ、編みこ

まれるラインのこと。 
 
Style 1) A particular design, shape, or type of apparel. A garment style is distinguished by the 
particular characteristics that makes it unique. 2) Style also describes someone who has a 
consistent or distinctly unique way of dressing and doing things. 
Style （スタイル） 
1）服のある特定のデザインや形、種類。服のスタイルはその服を独特なものにしているある

特徴によって区別される。 
2) 首尾一貫した、または際立って特徴のある装いや行動をする人のことを表現する言葉でもあ

る。 
 
Stylist A person who selects and combines specific fashion styles to create a unique “look” for a 
client. A wardrobe stylist works with existing garments rather than creating new designs. 
Stylist（スタイリスト） 
クライアントに対して、その人らしい「外見」 を作るために的確なファッションスタイルを選

択し、組み合わせる人。ワードロープスタイリストは新しいデザインを生み出すというよりも、

今ある服を使う。 
 
Stylized patterns Fabric prints that reflect the designer’s interpretation of natural or man-made 
objects. Stylized prints reflect imagination rather than imitation. 
Stylized patterns （スタイライズドパターン） 
デザイナーによる自然あるいは人造の物体のインスピレーションを反映した生地の柄。模倣とい

うよりも想像力を反映している。 
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Subjective Not objective. In decision making, the individual is affected by personal thoughts and 
feelings, incapable of independent thinking. The subjective consultant is unable to advise clients 
without personal bias. 
Subjective （主観的な） 
客観的ではないこと。意思決定において個人的な考えや感情の影響を受け、自立した考え方がで

きないこと。主観的なコンサルタントは個人的な偏見を持たずに、クライアントにアドバイスす

ることができない。 
 
Subordinate/Subordinance Less obvious or less important. Design elements or details that 
hold attention for less time are said to be subordinate. 
Subordinate/Subordinance （副次的な） 
目立たず、重要でないこと。注意を引かないデザインの要素やディティールは副次的であると

いわれる。 
 
Subtractive color theory Pigment color theory in which the mixture of all pigment primary hues 
result in gray or black because nearly all light wavelengths are absorbed or subtracted out. 
Subtractive color theory （減法色彩理論） 
光の色彩理論で、すべての色料の 3 原色を混ぜるとグレーあるいは黒になるというもの。混ぜ

ると、すべての光の波長が吸収され、減じられるため。 
 
Suede  Leather with a napped surface. 
Suede （スウェード） 
表面を毛羽立てた革。 

 
Sueded Fabric that has been napped or brushed on one side to resemble suede leather. 
Sueded （スウェーディッド） 
スウェードの革に似せて、片面をけば立て、あるいはブラシをかけた生地。 

 
Sumptuary laws Legal restrictions on dress to distinguish class, rank, or status and preserve 
the social order. 
Sumptuary laws （贅沢禁止法） 
階級や地位、ステータスを区別し、社会的秩序を保つために課された服装に関する法律的な制

限。 
 
Symmetrical balance The two halves of a garment are the same. The design space is broken 
into equal parts.  Symmetrical balance is also referred to as formal balance. 
Symmetrical balance （対称の調和） 
服の片側と片側が同じであること。デザイン空間が同じ分量で分かれていて formal balance と

も呼ばれる。 
 
Synthetic fabrics  Man-made or manufactured fibers 
Synthetic fabrics （合成の生地） 

人工あるいは工業繊維。 
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Taffeta  A smooth yet crisp fabric with sheen on its surface. Taffeta is usually used for 
eveningwear.                                                                                                                      
Taffeta （タフタ）                                                                                                                                 
表面に光沢感がある、滑らかだがばりっとした生地。通常イブニング服に使われる。 

 
Tailored Structured clothing construction, often including hand-worked collar and lapels 
and padded shoulders.  A tailored garment is often custom fitted. 
Tailored （テーラードの） 
構造的な服の作りで、手縫いの襟やラベル、肩パットなどが含まれることが多い。テーラ

ードの服は顧客にぴったりと合う作りなっていることが多い。 
 
Tailored styles Structured looking clothing styles, designed with predominately straight 
lines, angular and tubular shapes, darker and dulled colors with strong value contrast, firmer 
fabrics, and smaller geometric patterns (prints, stripes, and plaids). Tailored design details 
are associated with yang personal style characteristics. 
Tailored styles （テーラードスタイル） 
構造化された服のスタイルで、直線的なラインが多く、とがった長方形の形、明度のコント

ラストの強いダークあるいは鈍い色、しっかりした生地、小さめの幾何学模様（プリント、

ストライプ、格子）でデザインされている。テーラードデザインのディティールは陽のパー

ソナルスタイルと相性がよい。 
 
Tertiary/Intermediate hues Yellow-green, blue-green, blue-violet, red violet, red-orange, 
and yellow- orange are tertiary hues. Tertiary hues result from a mixture of the primary and 
secondary hues on either side. 
Tertiary/Intermediate hues （ターシャリーヒュー／インターミデイエートヒュー） 
黄緑、青緑、青紫、赤紫、赤オレンジ、黄オレンジはターシャリーヒューである。ターシャ

リーヒューはプライマリーヒュー（原色｝とセカンダリーヒユー（二次色）を同量混ぜた

色。 
 
Tetrad color scheme The harmony of four colors spaced equidistant from one another 
around the color wheel. 
Tetrad color scheme （テトラード配色） 
色相環において等間痛に配置された 4 色の調和。 

 
Textiles  Another word for cloth or fabrics. 
Textiles （テキスタイル） 

布や生地の別の呼び名 

 
Texture An element of design, texture is the surface characteristics of a fabric; the look, 
feel, sound, and hand or drape of the fabric. 
Texture （テクスチャー） 
デザインの要素のひとつで、生地の面の特徴であり、生地の見た目や感触、感じ、手触

り、ドレープなど。 
 
 



AICI Key Terms of the Image Industry, cont’d. 

Revised by AICI FLC Content 
Committee January 2009 Page 54 

 

 

 
 
 
Thread/Yarn A single fiber or several fibers spun or twisted into continuous strands for 
making into fabric. 
Thread/Yarn （糸） 
1 本あるいは複数の繊維で、つむぎ、より合わせて連続的な縄状にして生地にする。 
 
 
Tightly twisted yarns High, tight twist yarns have more twists per inch. More durable, they 
tend to last longer. 
Tightly twisted yarns （強撚糸） 
1 インチ間隔ごとのよじれが多い、強く撚った糸のこと。耐久性があり、長持ちする。 
 
Tints High value colors, tints are above or lighter than natural value position on the color 
wheel. White has been added to the pure hue, reflecting more light. 
Tints （淡色） 
明度の高い色で、色相環において自然色の明度の位置よりも高い、または、明るい。純色

に白が加えられより光を反射する。 
 
Toasted  Brown is added to a color to warm its appearance. 
Toasted （トースティッド） 
見た目に温かみを与えるために茶色を加えること。 
 
Tone  A dulled or muted hue. 
Tone （トーン） 
鈍く、抑えた色相。
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Trade publications Magazine, newspapers, and books that deal specifically with a certain 
industry or trade, such as the fashion and image industry. 
Trade publications （業界誌） 
ファッションやイメージコンサルティング業界など、ある産業や業界を特に扱う雑誌や新聞、

本。 
 
Trademark A product’s own brand name. A trademark is often represented by a logo which 
identifies it as belonging to a particular seller or manufacturer. 
Trademark （商標） 
ある商品のブランドネーム。商標はある特定の販売業者やメーカーのものとわかるように、ロ

ゴで表現されることが多い。 
 
Trade name Brand names given to man-made fibers produced by a particular manufacturer, 
such as Orlon, Dacron, and Lycra. A trade name cannot be legally used for the same type of 
fiber produced by another manufacturer. 
Trade name （トレードネーム） 
Orlon、 Dacron、Lycra など、ある特定のメーカーが作った人工繊維につけられたブランドネ

ーム。法律的に他のメーカーによって作られた同じタイプの繊維には使うことができない。 
 
Transition A smooth flowing movement from one condition and position to another with a fluid 
sense of rhythm. Transition relates to the arrangement of lines, shapes, colors, and textures and 
to the design principle of rhythm. 
Transition （トランジション、変化） 
滑らかなリズム感のある、ある状態や位置から別の状態や位置へのスムーズで流れるような移動

のこと。ラインや形、色、テクスチャーのアレンジメントやリズムのデザイン原則と関連する。 
 
Translucent Textural reaction to light in which enough light is transmitted through the fabric to 
perceive hazy silhouettes, but not to distinguish details within the shape. Translucent is only 
semi-transparent. 
Translucent （半透明な） 
生地の光に対する反応のことで、ぼんやりとした輪郭がわかる程度の光を通すものの、シルエ

ットの細部までは区別できない。半分透明であること。 
 
Transparent Textural reaction to light in which enough light is admitted through the fabric to 
allow clear vision of sharp details on the other side. Transparent is the opposite of opaque. 
Transparent （透明な） 
生地の光に対する反応のことで、生地に十分な光が通るため、反対側のはっきりした細部まで

よく見える。opaque （不透明な）の反対語。 
 
Trend/Trendy Silhouettes and styles, colors, fabrics, and patterns favored by the world’s 
leading fashion designers, which are copied, reinterpreted, and manufactured for the mass 
market. 
Trend/Trendy （トレンド／トレンディ） 
世界のトップデザイナーが支持するシルエットやスタイル、色、生地、柄のことで、マスマー

ケットに向けてコピーされ、再解釈され、製品化される。 
 
Triad color scheme The harmony of three colors spaced equidistant from one another on the 
color wheel. 
Triad color scheme （トライアド配色） 
色相環において等間隔に配置された 3 色の調和。 
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Triangular figure type The body is narrower in the shoulders and wider in the hips/thighs, with a 
low hip curve. They are often smaller in the bust and waist, narrower in the back, and rounder in 
the buttocks. 
Triangular figure type（三角形の体型） 
肩幅が狭く、ヒップ／太ももが太めで、ヒップの丸みは低い位置にある。パストとウエストは小

さめ、背中は狭めで、お尻は丸みを帯びていることが多い。 
 
Triangular-shaped garments Clothing styles composed of predominantly straight lines, they are 
narrower in the shoulders or waist and wider at the hem.  In triangular shaped garments, the 
dominant line direction is diagonal.  Derived from the shape of a triangle. 
Triangular-shaped garments （三角形の服） 
主に直線のラインから成り、肩やウエストが狭めで、裾が幅広の服のスタイル。三角形の服は主

なラインの方向は斜めである。トライアングルの形に由来している。 
 
Tricot Drapable, warp knit fabric that does not run. Tricot is widely used in  underwear. 
Tricot （トリコット） 
ドレーピングし、たわみがあるニット生地で、伝線しない。下着に広く使われている。 

 
Tubular figure type The body is slim to thin, angular, and below the average/ideal weight 
range. A tubular body has few noticeable curves. 
Tubular figure type （細長い体型） 
この体型はスリム、あるいは痩せており、骨ばっていて、平均／理想体重よりも下回ってい

る。 
ほとんど丸みが見られない。 
 
Tweed Sturdy, relatively rough wool fabrics with dots of color created by dyed fibers introduced 
into the weave.  Tweed is traditionally used in sports jackets, vests, and slacks. 
Tweed (ツイード) 
染色した繊維でできた色のついたドットが織りこまれている、丈夫で比較的粗めのウール生地。

ツイードは伝統的にスポーツジャケットやベスト、スラックスに使われている。 
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Twill weave A basic weave characterized by diagonal wales produced by a series of staggered 
floats. Twill weave fabrics are generally firm and durable. 
Twill weave （綾織り） 
互い違いに配置された浮糸からできた斜めのうねが特徴の基本的な織り。綾織りの生地は通常

しっかりしていて、耐久性がある。 
 
Two-way arrangements The pattern (print, stripe, or plaid) appears the same from only two 
directions, given a half or 180-degree turn. Two-way patterns are arranged in stripes, or are 
other geometric combinations. 
Two-way arrangements （ツーウェイアレンジメント） 
半回転、あるいは 180 度回転させると、柄が 2 つの方向から同じに見える柄（プリント、スト

ライプ、絡子）。ツーウェイ柄はストライプでアレンジしたり、他の幾何学的な組み合わせを

したりする。 
 

U 
Undertone  A word popularized to describe the apparent warmness or coolness of the skin 
tone. Undertone （アンダートーン）                            

スキントーンの見かけの暖かさ、冷たさを表現するために一般化された言葉。              
Uniform An article of clothing or outfit that is specific to everyone in a certain group of people 
with the same purpose or goal. 
 
Uniform （ユニフォーム） 
同じ目的やゴールを持つ人の集団においての固有の服や衣類のアイテム。 

 
Unity A principle of design, unity is a sense of completeness. Nothing in the design or outfit is 
left out or unfinished.  The outfit is finished. 
Unity （統一感） 
デザインの原則のひとつで、完成しているという感覚。デザインやアウトフィットをそのまま

で放置しておく、あるいは未完成のままということはない。アウトフィットが完成している。 
 
Untailored styles Unstructured looking clothing styles, designed with more curved lines, 
rounded shapes, light or bright colors with less value contrast, softer more pliable fabrics, and 
larger curved patterns (prints, stripes, and plaids).  Untailored design details are associated with 
Yin personal style characteristics. 
Untailored styles （テーラードではないスタイル） 
構造化されていない服のスタイルで、曲線が多く、丸みを帯びた形、明度のコントラストが弱く

あまり、明るいか鮮やかな色、柔らかでしなやかな生地、大きめの丸みを帯びた柄（プリント、

ストライプ、格子）でデザインされている。テーラードではないデザインのディティールは

「陰」のパーソナルスタイルと相性が良い。 
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Value A dimension of color, value is the relative degree of lightness or darkness of a hue. Each 
pure hue has a natural or normal value, just as it appears on a color wheel.        
Value （明度）                                   

色の属性のひとつ。明度は、色相の明るさや暗さの相対的度合いのこと。色相環においてそう

見えるように、各純色は自然または標準の明度を持っている。 
 
Value conflict The individual feels pulled between two or more relatively opposite values. The 
decision making process demands a compromise between values. Value conflicts may easily 
occur between parent and child, teacher and student, peers, and so on. 
Value conflict （バリューコンフリクト） 
2 つ、あるいはそれ以上の相対的に相反する価値観で引っ張られているように感じること。意思

決定のプロセスは複数の価値観における妥協を要求する。親と子、先生と生徒、仲間同土などの

関でよく起こる。 
 
Value contrast Comparative contrast in value, specifically dark-light value contrast in personal 
coloring. 
Value contrast （明度対比） 
明度における相対的なコントラストのことで、特に、パーソナルカラーにおける dark と light
の対比のこと。 

 
Values  Ideas and beliefs that are important to individuals or groups of individuals.  Values are a 
motivating force in decision making and behavior. Clothing values are consistent with general 
values. The same values that motivate life choices also motivate clothing choices. Values may 
change over time. 
Eight types of values have been tested, including aesthetic, social, political, economic, religious, 
theoretical, exploratory, and sensory. 
Values （価値観） 
個人や個人が集合したグループにとって重要な考えや信念のこと。価値観は意思決定や行動の

原動力となる。服への価値観は全般的な価値観と一致する。人生の選択の価値観と同じ価値観

が服の選択の動機ともなる。価値観は時と共に変化することもある。8 つのタイプの価値観は 
感性的な、社交的な、礼儀正しい、実利的な、信仰的な、理論的な、冒険好きな、感覚的な、

と分けられている。 
 
Velvet  A pile fabric with a very short, dense pile. Velvet is usually used for evening wear. 
Velvet （ベルベット） 
非常に短い、目が詰まった毛でできた毛織物。ベルベットは通常イブニングウェアに使われ

る。 
 
Velveteen  A cotton pile fabric generally used for dressy day and evening wear. 
Velveteen （別珍） 
通常、正装の日やイブニングウェアに使われる綿の織物。 

 
Verbal communication Words, tempo, pitch, tone, and inflection used to communicate a point 
of information. 
Verbal communication （バーバルコミュニケーション） 
情報のポイントを伝えるために使われる単語、テンポ、ピッチ、トーンや抑揚のこと。
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Vertical  Elongated mark or line that is straight up and down. 
Vertical （垂直線） 
まっすぐ上や下に向かって伸びるマークやラインのこと。 

 
Vertical balance The sense of visual weight from top to bottom. Vertical balance is generally 
achieved with more visual weight in the bottom portion of a garment. 
Vertical balance （垂直のバランス） 
上から下までの視覚的な比重の感覚。垂直パランスは一般的に視覚的な比重を服の下部に置く

ことで保たれる。 
 
Virgin/pure wool  Wool fibers that have never been used before. 
Virgin/pure wool （純毛） 
未使用の毛繊維のこと。 

 

W 
Wale One of a series of ribs or cords running in one direction of woven fabric. In knitted fabrics, 
a wale appears as a column of loops running the length of the fabric.                                                
Wale （うね）                                                                                                                               
織物のある一方向に向かって走るリプや縄の中の 1 本。ニット地ではうねは生地を縦に走るル

ープの縦の列として現れる。 
 
Wardrobe All the apparel a person possesses, which includes all clothing and accessories. A 
wardrobe is generally acquired over a period of time and intended to meet all the needs of the 
owner. 
Wardrobe （ワードロープ） 
ある人が持っているすべての衣服のことで、すべての服とアクセサリーが含まれる。ワードロ

ープは般的に一定の時間をかけて手に入れられたもので、所有者のすべてのニーズを満たすよ

うに構成されている。 
 
Wardrobe consultant A person who helps clients select and combine clothing and accessories 
in ways that enhance his or her personal or professional image and aid in the achievement of 
goals. 
Wardrobe consultant （ワードロープコンサルタント） 
クライアントが自分の個人的、職業的なイメージを高め、目標を達成するための助けとなるよ

うな服やアクセサリーを選び、組み合わせるのを手助けする人のこと。 
 
Wardrobe evaluation/Closet audit The process of deciding what clothing and accessories work 
in a wardrobe, what do not, and why. 
Wardrobe evaluation/Closet audit （ワードローブ評価） 
ワードロープにおいてどの服とアクセサリーが機能し、どれが機能していないか、その理由を

判断するプロセス。 
 
Wardrobe inventory  A list of what clothing and accessories a person owns. 
Wardrobe inventory （ワードロープの一覧表） 
ある人が所有する服とアクセサリーのリスト。 
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Wardrobe management The process of evaluating and controlling the choice  
and effect of clothing on self and others, and on the achievement of individual goals. 
Wardrobe management （ワードロープ管理） 
評価し選択をコントロールして自分や他人の服装に影響を与えるプロセスであり、個人の目標

達成に影響を与える 
 
Wardrobe neutrals Dulled or muted hues such as tones in navy, burgundy, olive, teal, rust, 
plum, camel, sage, and more, in addition to the more typical brown, tan, ivory, and taupe. 
Wardrobe neutrals coordinate easily and attractively. 
Wardrobe neutrals （ワードロープニュートラルズ） 
典型的な茶や黄褐色、アイボリ一、濃暗灰色に加えて、紺色やバーガンディ、オリーブ、ティ

ール、ラスト（赤褐色）、プラム、キャメル、サルビアの葉色などの鈍みのある、くすんだ色

相。簡単で魅力的なコーディネートができる。 
 
Wardrobe plan An organized plan of action to acquire needed pieces of clothing to complete a 
person’s wardrobe. 
Wardrobe plan （ワードローブ計画） 
ある人のワードロープを完成させるために必要とされる服のアイテムを手に入れるための体系

化された行動計画。 
 
Wardrobe stylist A person who selects and combines all the clothes for people in photo shoots, 
stage, television, or movie production. A wardrobe stylist often aims to work with celebrity 
clients. 
Wardrobe stylist （ワードロープスタイリスト） 
写真撮影や舞台、テレビ、映画の制作において、出演者のすべての服を選択し、組み合わせる

人。ワードロープスタイリストはセレブリティのクライアントとの仕事を目指していることが

多い。 
 
Wardrobing A continuous process which involves wardrobe evaluation and planning, discarding 
of nonfunctional pieces of clothing and accessories, and the accumulation of new, more 
functional pieces. 
Wardrobing （ワードロービング） 
ワードローブの評価と計画、機能していない服やアクセサリーのアイテムの廃棄、新しく機能

的なアイテムの蓄積を含む継続的なプロセス。 
 
Warm hues Red, orange, and yellow are warm hues. Warm hues appear to be hot like the sun 
or  fire. 
Warm hues （暖色） 
赤、オレンジ、黄は暖色である。暖色は太陽や火のように暖かく見える。 

 
Washed  Where the hue has been thinned with water. 
Washed （ウォッシュド） 
水で薄められた色相。 

 
Water repellent Renewable finish that enables fabric to shed some water, but cannot resist 
heavy rain. 
Water repellent （防水加工） 
激しい雨には耐えられないものの、少量の水をはじく再生可能な仕上げ。 
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Waterproof  A fabric finish that repels water. 
Waterproof （ウォータープルーフ） 
水をはじく生地の仕上げ。
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Wear-life The expected wearing time of an article of clothing. Wear-life depends on garment 
quality, frequency of wear, and care received. 
Wear-life (服の耐用期間） 
服のアイテムの予想される着用可能な期間。耐用年数 は服の質、着る頻度、手入れによる。 

 
Wearable art An artistic composition of lines, shapes, colors, textures, and patterns to be worn 
on the body.  Wearable art is often assumed to be more creative and may be embellished. 
Wearable art（ウエアラブルアート） 
体に身につけることができるラインや形、色、テクスチャー、柄の芸術的な組み合わせ（作

品）。より創造的で、装飾的であることが多い。 
 
Weave/Weaving A process of interlacing two sets of yarns perpendicular to each other usually 
using a loom. 
Weave/Weaving （織る） 
2 本の糸を互いに直角を成すように交錯させるプロセスで、通常は織機を使う。 

 
Wicking The spreading and absorption of moisture or liquid throughout an area. Natural fibers 
wick body moisture away from the body to be evaporated for greater comfort. 
Wicking（ウィッキング） 
ある範囲の中の湿気や液体を広げて吸い取ること。天然素材は身体の湿気を吸い取り蒸発させて

快適性をもたらす。  
 

Y 
Yang Asian/Oriental concept adapted and applied to personality and personal style. Yang 
embodies advancing, assertive, authoritative, and dominant traits. In clothing, yang relates 
closely to tailored styling.                              
Yang （陽）                                    

パーソナリティーとパーソナルスタイルに適用されているアジア／東洋の概念。陽は前向き、

積極的、高圧的で、権威的な特徴を具体化したもの。服において、陽はテーラードスタイルに

関連がある。 
 
Yarn A strand of fibers, usually twisted and continuous used for weaving, knitting, or other 
processing into fabrics. 
Yarn （糸） 
通常は、捻じられ連続的につながった繊維の撚り合わせのことで、織る、編む、あるいはそれ

以外の生地を作るプロセスで使われる。 
 
Yin  Asian/Oriental concept adapted and applied to personality and personal style.  Yin 
embodies receding, receptive, approachable, subordinate traits. In clothing, Yin relates closely to 
untailored styling. 
Yin （陰） 
パーソナリティーとパーソナルスタイルに適用されているアジア／東洋の概念。「陰」は後

退、受容的、気さく、従属的な特徴を具体化したもの。服においては「陰」はテーラードでは

ないスタイルに関連がある。 
 
 
Key terms prepared by Judith Rasband AICI, CIM; Conselle Institute of Image Management. 
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