
青色図鑑　
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Now Loding...
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杜若色
紫色と青色の境界にいる、花由来の青色　

名は体を表すとはよく言ったもので花から名がとられて生き写しの色が生まれることもある。
つまりこの色はカキツバタの花に由来する。
花弁を押し当てることで染め物が作られていた当時は紫、または青とも言われる鮮やかな色で
人々を魅了した。
江戸時代には江戸紫と呼ばれ、菖蒲色と似た傾向の色である。

カキツバタは愛知県の県花で紫に染まった花を咲かせる。
伊勢物語には頭文字を合わせると「かきつばた」となる遊び心溢れる歌が残されている。
また、尾形光琳による屏風に描かれるなど芸術のモチーフにもなるほど注目度が高い。
菖蒲とは似ているものの水辺に咲き、白い筋のあるカキツバタと地に咲き、白い網目模様の
ある菖蒲を見比べるとおもしろいかもしれない。
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紺藍
藍染めの中でも濃く、紫色に近い青色　

名前の通り、紺色と藍色が混ざった色。何回も藍染めを繰り返すとここまで深く、濃い色となる。
なんとなく勘違いしがちだが、日本の伝統色に属していないという意外性を持っている。
現代でも幅広く布の色として親しまれており、もしかするとどこかで目にしたことがあるかも
しれない。

藍色が集まったものと言う意味の集真藍(あづさい) が訛り、アジサイと呼ばれるようになった
のではないかと考えられている。
アジサイを見ると今年も梅雨がやってきたなと思う。梅雨の代名詞なのではないだろうか。
カタツムリが葉に乗った画を思い浮かべがちだが、葉には毒がある。実際は近づけないゆえに
合成した物なのだという。
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紺色
衣服などでよく目にする、身近な青色　

ネイビーブルーとも呼ばれ、日常的に衣服などに使われる。実は藍色の仲間で藍染めを重ねに
重ねるとそれはもう色濃さを増した最も暗い藍色が完成するのだが、それが紺色と言われる。
平安末期〜鎌倉時代の男性の間では現代で言うトレンドカラーのように多くの男性が紺色と同
時に落ち着いた雰囲気を身にまとい、親しまれていた。
現代では男性に限らず幅広い層に親しまれてシックなイメージゆえに制服にも採用されること
から受け継がれて来た伝統色の 1 つであることや、当時の人気が窺える。

青バラは2002年に遺伝子組み換えによって人工的に生み出された。
赤色のバラは愛を伝え、黄色であれば嫉妬など色ごとに異なる花言葉を持っている。
青バラが生まれぬ以前は「不可能」という後ろ向きな花言葉だったが、誕生後から「夢は叶う」
と言う前向きな意味を持つようになった。
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スカイブルー
優しく澄み切った、空の青色　

和名にすればお馴染みの空色。しばしば水色と混同されるが、緑みを含まない点で区別される。
青色を薄めた淡い色合いが特徴。英語名で空の色を表すスカイカラーの中でもまず浮かべるの
はこのスカイブルーと思われる。スカイカラーと呼ばれる色は他にスカイグレーなど20種類
ほどあるとされる。

ムラサキ科と分類されたり瑠璃唐草と呼ばれたり、色と縁のあるネモフィラ。
林を愛するという属名からも想像しやすいように日向ぼっこが好きな花。
日向から見える空色を写したような姿が集まった花畑は美しく、幻想的に見える。
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ヒヤシンス
淡くも暗い、ヒヤシンスの花の青色　

ヒヤシンスの花の色が由来で花に比べると知名度は低めの色。薄めの青色に陰りが入った色が
特徴。同じく花を由来とするラベンダー、ライラック、藤色と似た色味を持つが、全体的に紫
がかっているので区別しやすい。
花のヒヤシンスにも紫がかった色はあるが、色名としてのヒヤシンスは青みが強い。

ヒヤシンスは優雅な香りを発生させる花。
ギリシア神話のアポロンに寵愛を受けたヒュアキントスという美少年から名前が取られ、話の
結末から「悲しみを超えた愛」という花言葉が与えられた。
現在は暖色も存在するなど色鮮やかな花で、バラと同じく色によって花言葉が異なる。
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藤納戸
渋みと落ち着きのある、大人っぽい青色　

浅葱色を思わせる鮮やかさで江戸時代の流行かつよく垂れ幕に使用されていた納戸色に女性
人気の高い藤色が合体した派生色。藤御納戸 (ふじおなんど)、御納戸 (おなんど)とも呼ばれる。
淡すぎず濃すぎない色合いは現代でも衣服の色として親しまれており、着物としても人気を
維持し続けている。

アサガオは夏のイメージがあるが、古来は秋の花と思われていた。
観察学習と称しアサガオを育てる小学校では夏休み前に必死に鉢植えを持ち帰る小学生の姿
がある。
アサガオの花を水の入ったペットボトルに入れ、振ると色水ができると教えてもらい、綺麗な
色を作って楽しんだ思い出がある。
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勿忘草色
明るい印象を与える、勿忘草の花の青色　

勿忘草 (ワスレナグサ )とは青く可愛らしい花を咲かせる植物であり、その花が由来。
明治初期に花が日本に伝わり、現在では日常的に見られるほど浸透している。
英語名では「フォーゲット・ミー・ノット」と呼ばれ、後述する由来から「恋人の花」とも。
赤色といえば愛を象徴し、真逆の青色は由来の通り悲恋を象徴するように見えるかもしれない
が実際は異なり、ヨーロッパの恋人たちは閏年にその青色を宿した花を贈り合うという。

ワスレナグサは寒さに強いものの暑がりで果てには枯れてしまう。夏も比較的涼しく過ごせる
場所なら枯れずに済むという。日本ではエゾムラサキが有名。
名前の由来はルドルフという男性が恋人のため花を摘み、誤って川に流される寸前で花を岸に
投げ「Vergiss mein nicht」( 僕を忘れないで)と最期に言った中世ドイツの悲恋伝説から。
遺言となった「Vergissmeinicht」という名が花に贈られ、日本では「勿忘草」と翻訳された。
英訳は「forget me not」。
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空の生きもの
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藍色
藍染めでよく知られる、伝統的な青色　

最古の青色染料の1 色でインディゴとも言われる。
昔から受け継がれている藍染めの文化や江戸時代の庶民が着られる服として親しまれた名残
からか、ジーンズなど日本の衣服に藍色が使われることが多いためジャパンブルーとも。
師匠よりも教え子が優れていることを意味する「青は藍より出でて藍より青し」という言葉が
生まれていたりと存在を色濃く残し続けている。

青色の羽を持ち、芸術のモチーフに描かれるなど美しく扱われるモルフォ蝶。
羽が青いのはオスで持って生まれた色ではなく鱗粉が光の干渉によって青く発色する構造色。
好んで食べるものは腐敗した果実、生き物の死骸など鮮やかなイメージとはギャップのある
生き方をする。
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ダックブルー
カモの羽に由来し、緑みを含んだ青色　

Dack(ダック)はカモ、もしくはアヒルを意味する。色名に登場したのは近代。
カモの羽にある青色を由来としており、和名は「鴨の羽色」と呼ばれる。
7月1 日の誕生色であり、色言葉は「平和」「空想」「環境問題」などがある。パーソナリティと
呼ばれるその人を表す言葉は「地球を生命と考えるエコロジスト」。
カモやアヒルに関連して自然の豊かさを謳っている。

カモは古来は食糧とされ、現在は慣用句、ことわざが残っているなど身近な存在。
幼い頃、川でカモを見つけた。遠くから眺めるだけだったがまんまるとしたフォルムが気に
入ったのかよく散歩の際に見に行っていたことをぼんやりと覚えている。癖からか川の近くを
通ると無意識に探している自分がいた。
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ピーコックブルー
クジャクの羽に由来し、緑みを含んだ青色　

Peacock (ピーコック) とはクジャクを意味する。羽の玉虫色に由来し、16 世紀頃に生まれた。
和名では孔雀青と呼ばれる。
関連してピーコックグリーンも19 世紀に生まれ、こちらも羽の色を写し取っており、とても
似た青緑色を宿している。

クジャクのオスが色鮮やかな 150 枚の飾り羽を大きく広げて求愛する姿は有名。
よくイメージされる青緑の飾り羽を持つ個体はインドクジャクと呼ばれ、その他に類を見ない
美しい容貌から貴重な鳥と言われる。または害虫などを退治するため益鳥の側面がある。
初めてテレビで見た時、もちろんこんな美しい鳥がいるのかと思ったが丸い模様が無数の目の
ようにも見えて美しさの中に恐怖を感じた。
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瑠璃色
紫がかった、美しい青色　

ラピスラズリの和名と言われ、仏教では七宝の一つ。また、西洋では聖母マリアが纏うローブ
の青色として尊ばれてきた。ペルシャで発見され、中国を介して日本にも伝わって竹取物語に
記されていたりと歴史が深い。
宝石である瑠璃は高貴な人物であっても所有者が少なく、それこそ天皇のような選ばれし者が
手にするという扱われ方をしており、特別視をされることが多かった。

瑠璃三鳥とはコルリ、オオルリ、ルリビタキの 3 羽のことを指す。
かつてはその青い羽を使って青を採取することで織物が作られていた。
コルリはオスが暗い青、メスは尾が青いという性別で色が異なる夏鳥。
オオルリは日本三鳴鳥の称号も冠している夏鳥。
ルリビタキはオスが全身青く、メスは尾が青いという性別で色が異なる漂鳥。
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海の生きもの
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青緑
緑色と混ざった、深い青色　

緑色と青色の中間色で 2 色からイメージされる陸と海が有する雄大さを含んでいる。
平安時代に作られた古代法典の延喜式に色名として記載されるなど古くから存在する。
野菜や信号機など見た目は緑色に見えるが青色と呼ぶものは青緑に似ているかもしれない。

ホタルイカは普段深海に住んでおり、触手には3つの発光器が備わっている。
それぞれが発光し密集して海を漂う様子は幻想的な風景を生む。
富山湾はホタルイカが泳ぐ絶景スポット、観光地として有名。
天然記念物にも登録されて親しまれている。
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勝色
呼び名が多い、黒色のように深い青色　

藍染めをする際、色を濃く染み込ませるため布などを搗つ（叩くという意味）動作から。
呼び名が豊富で搗つ動作から搗色と書く、鈍って「ん」がついたどこか可愛らしいかちん色、
当時は青色を意味していた褐色など複数存在している。
勝色という名は鎌倉時代の武士の衣服の褐服に由来し、戦に勝つ= 縁起が良いという意味を
込めて音が同じ勝色と名前が変化していった。
武士の色と聞くと凛々しいだけでなく勇ましい色にも思える。

その中にもう一つ世界が広がっているのではと勘違いしてしまうほどに大きな体。
なんでも飲み込んでしまう口。ゆるやかで穏やかなイメージがあるクジラ。
実は世界でも神聖な生き物として扱われている。
そのどっしりとした存在感は神を彷彿とさせるのか共通して「豊漁をもたらす者」として信仰
された。
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甕覗き
藍染めで作られる、ふかふかの青色　

かめのぞきと読む。淡く柔らかい色味が特徴。
名前の「甕」の由来は藍染めに使用する藍甕という壺に関係しているとされる。
藍甕に染色したい布などを浸して取り出す作業を繰り返すと色の濃さは増すため藍色や紺色
が生まれる。甕覗きは藍甕に浸してすぐ取り出されたゆえに白っぽい藍色という淡さを残す。
また、水入りの甕を水鏡として使って空を覗き見たことから覗色 (のぞきいろ) とも呼ばれる。

クラゲはゼラチン質で構成された体を持つ。種類によっては七夕飾りのように装飾的で優美。
夏が近づき海へ赴く人に「クラゲに気を付けろ」と呼びかけるように、皮膚がただれるほどの
毒を持つ種類もいる。
また、命を失うと体が保てなくなる。見る影もなく消えてしまい、その身を水に還す。
水族館で見るクラゲたちの幻想的でゆるやかに流れる様子は心を落ち着かせる。
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群青色
青色という青色がたくさん群れ、集まった青色　

ウルトラマリンブルーと同一視される。
日本画で使われる群青という名前の青い岩絵の具にちなんで名前がついた。
宝石として知られる瑠璃 (ラピスラズリ) を粉々に砕いて作られる群青だったが、宝石の貴重
さから徐々に原料にするモノが変わって 藍銅鉱 （アズライト）という鉱物を砕いて作るように
なった。
しかしながら原料とする物質はどちらもとても貴重な物質であるため当時の人々には貴重な
青色だと思われていた。

ジンベエザメは斑点模様が特徴で、その白をチェス盤に例える地域もある。
深い場所を泳ぐイメージがあるが、水面に多いプランクトンを食べるため浅瀬に泳ぎに来る
ことがある。まわりに小魚を連れていることが多く、豊漁を意味すると思われた。
実際に目にしたことはなく、図鑑で見たのが初対面だが第一印象はやはり白い斑点だろう。
野生との遭遇は難しいので飼育している水族館を探すのがおすすめ。
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マリンブルー
海を感じさせる、緑がかった青色　

名前の通り海やそれに関連して海の男の色とされる。混同しやすいが海軍はネイビーブルー。
19 世紀に海水浴が流行。1916年にココ・シャネルが男性用の衣服を使って女性用水着を手がけ、
それまで長く根付いていた海の男という力強い認識をガラリと変えた。
マリンスタイルという新たな文化と共にマリンブルーは女性にも浸透していった。

イルカが哺乳類なことはよく知られているがクジラとの境界が曖昧なことは周知でない。
古くから大きさで区別して判断してきた。可愛い見た目にして歯が結構鋭い。
また、直感で「この人は嫌」と感じるとその人に対して何をするかわからないという話があり、
野生的で怖い一面もある。
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彩り
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Now Loding...

043



オリエンタルブルー
どこかやさしい、渋みのある青色　

中国の呉須染付（ごすそめつけ）で作られるお皿などの陶磁器に描かれた青色が由来で、別名
チャイナブルーと呼ばれる。
また、関連して呉須色という色も存在する。
中国で呉須色として確立し、陶磁器が伝わった外国にて呉須色を参考にオリエンタルブルーが
作り出されたと推測できる。

アクアリウムとは水族館の水槽をイメージしてもらうとわかりやすい。
小さいものから大きいものまで様々あり、水の生き物…主に観賞魚を飼育する場所。
ちなみに陸のものをボトルに詰めるものはテラリウムと呼ぶ。
水族館のように暗い中で必要に応じ、光を活用して空間を演出すると幻想的で見応えがある。
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コバルトブルー
強い明るさを持った、鮮やかな青色　

コバルトとアルミを原料として、フランス人のテナールという人物により 19 世紀に生まれた。
そのためテナールブルー、テナールズブルーとも呼ばれる。
小学校で使うような絵の具セットに入っていたりと身近に浸透しており、見たことがある人は
多いはず。また、名前に関連してコバルトグリーンが存在する。

誰しも使ったことのある絵の具。種類が豊富で繊細な水彩、塗りが強いアクリル、乾燥時間が
特徴的な油、日本画の岩などがある。
美術部に所属していた時よくシャツを汚し、それが赤色だと血を流しているようだと笑われた。
また、色を落とすことは困難。水でゆすぐと範囲がじわっと広がってしまうので注意が必要。
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シアン
色の 3 原色とされる、明るく澄んだ青色　

名前の由来は古代ギリシア語の Cyanos(シアノス )。シアンと違い、暗い青という意味を持つ。
他にも青写真という意味の Cyanotype、チアノーゼを意味するCyanosisと縁がある。
カラー印刷で使われるCMYK( シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック) という形式に含まれ、
インクの一種としてよく知られている。似た響きに紫苑があるが、漢字の通り紫色である。

ペンキは DIYやアーティストに重宝される塗料。こちらも水性、油性と種類がある。
日本で普及し始めたのは明治時代。
以前家の外壁を塗る作業をしたことがあるが地面に垂れてしまい、一度ついてしまえば落とす
のは絵の具よりも困難。
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スマルト
花紺青と双子の、深い青色　

コバルトガラスから作られ、時には貴重な群青やウルトラマリンの代わりになった。エジプト
文明がある頃から存在した最古のコバルト顔料。言われてみると大人しく深い色はエジプトの
青色とイメージが合致する。
和名は花紺青で、実は日本人とも親しい仲。古い存在ゆえ、新しい青の登場と活躍で一時は姿
を消したが修復にあたって昔と同じものを使いたいという要望からまた表舞台に戻ってきた。

浴室でよく見かけるタイルは壁の保護であったり、装飾に使われる。様々な色合いとドットの
ような形を生かして細かく敷き詰め、遠くから見ると絵が見えるというモザイクアートがある
のだが、古代から存在しており、神殿などの遺跡や礼拝堂であるモスクの外壁、貴族の家庭に
多く見られた。始まりは世界最古の文明であるメソポタミア文明。
紀元前およそ 2600年前のシュメール時代ウルク期に存在した古代都市ウル( 現在のイラク)に
まで遡るほど歴史は長い。
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ナイルブルー
ナイル川の生き写しの、澄んだ青色　

生物学で重宝される染料の色。世界最大の長さを誇るナイル川上流の水の色と言われている。
ナイルブルーという色が 19 世期に生まれた後、薄緑色を纏った親戚のナイルグリーンも登場。
似た名前にブルーナイルがあるが、タナ湖に流れる青ナイル川のことや企業やバンドの名称を
指す。

現代ではいろいろなオモチャがあるためあまり主に語られることはないが、ビー玉もオモチャ
の一種。色や模様がついたカラフルなものからシンプルな無色透明なものまで幅広くある。
名前の由来はラムネに入れるガラス玉のランクを表す A玉、B玉という名称から。
また、ポルトガル語でガラスを意味するビードロに関連しビードロ玉から、という説もある。
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ベビーブルー
やわらかくて淡い、やさしい青色　

ベビーという名前の通り西洋の乳幼児服によく使われる色。
後にベビーピンクも知られるようになった。
トイレの標識でよく見られる寒色の青色は男性、暖色の赤色は女性というようにイギリスで
は性別によって色を使い分けていたが、フランスでは特に決まりはなかった。
聖母マリアを象徴すると言われる青色で赤子を包み祝福する意味がある。

日本の夏の縁側で揺れる風鈴からは凛とした音が鳴り、昔から人々に涼しさを与えてきた。
音によって仲間を呼んだり、実態のないものを退けるなどして精神の安定を保ち、守ってきた
日本古来の文化を生かしたものと言える。
18 世紀のオランダから彩色されていない、透明のガラスが日本に入ってくる。それから江戸
時代にはビードロ製の風鈴が流行。現代でもガラス製が主に知られているが、歴史的には金属
製が先に浸透していた。見た目の種類も豊富で工夫を凝らした模様や色鮮やかさを楽しめる。
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水色
緑色の混じった、澄んだ水の青色　

平安時代に作られた古代法典の延喜式に水縹という名前で記載され、江戸時代には流行した
浅葱色と同じくらいの人気があり、夏服の色として親しまれていた。
外国語ではライトブルー、またはペールブルーと呼ばれる。
空色と混同されやすいが水色はよく見ると緑がかっている。

学校に通い、夏になればプールはついて回る。英語の pool とは溜まっているものを意味する。
水に入ると肺の圧迫感に驚く。泳ぎの上手い人、「力を抜けば浮く」と言われても沈んでいく人、
ビート板の上に乗ろうとするも案の定ひっくり返る人など個性が水を通してよく見える。
じりじりと日光を集めるプールサイドに上がり、次の授業の時間は自然に眠気が舞い込む。
遊びに行く習慣がなければ大人になるにつれて遠い存在になっていく。
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デザート
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アクアマリン
海を身に宿した、薄く緑がかった青色　

青緑に近く、藍緑色と言われることもしばしば。
美しい青系統の宝石としてよく知られているものの、青色の一種としても存在する。
ラテン語では海水という意味を持っており、名の通り海中のような発色を感じさせる。
そのため海をモチーフとしたアクセサリーなどと相性が良いことは明白。

ラムネは「Lemonade」が変化した名前。サイダーとの違いがよく問われるが中身はサイダーや
レモネードで、特徴であるビー玉入りの「玉詰め瓶」に入っていることがラムネと呼ばれる条件。
祭りの屋台や夏の飲み物として親しまれている。
瓶を透かして中に空を閉じ込めたり、中から取り出したビー玉をコレクションした人も多いの
ではないだろうか。
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セレストブルー
深い静けさがある、空を映した青色　

ラテン語の Caelestis(カエレスティス ) が語源。神に似た、神の、空の、天の、といった複数の
意味を持つ。
スペイン語、イタリア語の Celeste(セレスト) を訳せば天空で、「神のいる至高の天空」という
意味になり、名前だけで色の美しさを表すと同時に空を称えている。

クリームソーダはメロンソーダに白いアイス、赤いさくらんぼが乗っているものだが、日本に
限る。喫茶店の名物と言われ、原色主体な色合いからレトロなイメージを持ちやすい。
世界のクリームソーダは果物が乗っていたり、メロン風味やバニラアイスに限らなかったりと
自由度が高い。
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縹色
古来から存在し、呼び名の多い青色　

深い藍色より薄い。鮮やかな浅葱色よりも濃いと言われる。古来から平仮名で「はなだ色」、
平安時代は「縹色」。江戸時代には縹の「だ」が抜けて「花色」と呼ばれた。また、花田色とも
書かれ、別名で月草色、千草色、露草色が存在するなど呼び名が多い。
日本書紀には浅葱色のように派生した「深縹」(こきはなだ )、「浅縹」(あさはなだ ) が記され
ており、古くから親しまれていた。

名前の由来は欠けた氷→欠け氷→かき氷と変わっていった説が濃厚。
素早く食べようとすれば通った道は途端に冷え、頭がキーンとする感覚はかき氷でしか味わえ
ない。平安時代の高級品「削り氷」から続くあのザリザリとした氷からは考えられない真逆の
ふわふわした食感が現代に生まれ、一躍話題となった。
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白群
柔らかく、白みを帯びた青色

日本画では岩絵の具を使うのだが、色の元となる顔料 (絵の具)を作るためラピスラズリまた
は大理石などの鉱物を砕いて粉にする。次に絵の具に接着性を持たせる膠 (にかわ) 液と水を
混ぜる過程を経て出来上がる。
白群とは藍銅鉱、またはアズライトと呼ばれる鉱物を砕き、一際細かい粉になった状態の白に
近い青色を指す。孔雀石を砕けば「白禄」( びゃくろく)、色の濃い順では「群青」、「紺青」と
呼ばれる状態がある。

暑い夏はもちろん、暖かいこたつでも年中アイスにお世話になる人は多いだろう。
アイスにも種類があるということは一目瞭然だが、あまり意識はしないように思う。
パッケージに分類が記載しており、乳固形分や乳脂肪の高い順番にお馴染みのアイスクリーム、
アイスミルク、ラクトアイス、氷菓という名称がある。氷菓ともなるとシャリシャリとした氷
の要素が強まるため乳固形分はほぼ含まれず、氷の側面が強い。
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水浅葱
明るい浅葱色が派生し、緑がかった青色　

浅葱色の派生色。水色が緑がかっているのと同じく、水の名前がついた水浅葱も緑色が大きく
表れている。
藍染めによって生み出され、水を多めに使うことによって染料を薄めて作られた。
柔らかく明るい色に見えるが江戸時代では囚人服の一色だったという暗い側面も持つ。

旧約聖書の創世記でアダムとイヴが食べた禁断の果実の一説、ニュートンの万有引力の法則、
企業のロゴマークなど何かとモチーフにされることが多い。
イメージの強い赤色をはじめに青リンゴに分類される黄色、黄緑色など様々な色が存在する。
色の別れ道は日光が関係している。アントシアニンという成分を持っていれば日光が反応して
赤く染まる。見た目に惑わされやすいものの、同じ品種であれば味も同じ。
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歴史
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浅葱色
ネギに由来する、青緑のような青色　

青緑のような色に感じられるが薄い藍色に分類される。
浅黄色とは完全に別物なので注意されたし。
水浅葱、錆浅葱などといった浅葱と名のつく派生色が複数生まれている。
新撰組のダンダラ模様が特徴の羽織の色として有名で現代でも親しまれているが、
当時は青 = 死人特有の青白い皮膚のイメージからか本来武士の間では死装束の色とされた。
ちなみに江戸時代では浅葱色は遅れたものとされており、田舎者が裏地によく使用した。

新撰組の羽織の色には諸説あるが浅葱色とよく表現される。
アニメや漫画などでモチーフに選ばれることも多い。
歴史の授業で学ぶ前にそこをきっかけに知った人も少なくないだろう。
また、歴史ファンの間では目に見える人気を博しているが、新撰組自体は 1 年と経たないうち
に解散しているのでこの羽織を身に着けたことは少なかったのだそうだ。
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紺青色
別名が豊富で暗く、紫がかった青色　

日本画で使われる群青という名前の青い岩絵の具に同じく藍銅鉱 （アズライト）という鉱物を
砕いて顔料が作られ、青色でありながら色濃く映る紫色によってこの名前がついた。
顔料に関しては天然から生まれたものを岩紺青。人の手によるものを花紺青と言う。
色名は紺青色とあるが複数の名を持つためアイアンブルー、ミロリブルーとも。また、前述の
花紺青からプルシャンブルーとも呼ばれる。

顔料とはインクや塗料などわかりやすく色がついた液体のものから、食品などあらゆるものに
色をつけるための粉末。
まず天然の鉱物などから作る無機顔料、石油などを混ぜて人工的に作る有機顔料に分類され、
さらに天然の鉱物などから採取できる天然鉱物顔料、鉱物による化学反応の末に生まれる酸化
物からできる合成無機顔料に分けられる。
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錆浅葱
落ち着いた浅葱色で、渋い青色　

決められた色の中でバリエーションを増やすことに尽力していた江戸時代の中期に生まれた
浅葱色のさらなる派生色。
錆という名前がプラスされ、色合いを見ずとも鼠色や灰色に近いのではと想像しやすい。
見ての通り鮮やかな浅葱色に影を少し混ぜたような、暗めの色合いを指し示す。

人魂とは夜に浮遊する揺らめく炎のようなもので亡くなった人の魂だと古来から考えられて
いた。似た存在として狐火、鬼火が挙げられる。

「骨に含まれるリンが光る」「蛍などの発光体」「見間違い」など色々な考察が飛び交ってきたが、
全ては証明できない存在ということしかわかっていない。
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景色
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藍鼠
藍色と鼠色が合わさり、生まれた青色　

末尾が鼠で締めくくられる色は他にも利休鼠、鴨川鼠など複数存在する。
江戸時代にて「色鮮やかな服を着るのは贅沢だ！」という理由から庶民は茶色、鼠色、藍色の
3種類どれかの色であれば着ることを許すと規制を受けた。
その範疇でどうにか着飾れないものか工夫を凝らし、藍色と鼠色を組み合わせる発想が生まれ、
藍鼠も生まれた。
今でも残っている言葉に「たくさんの茶色とたくさんの鼠色」という意味の「四十八茶百鼠」が
ある。

雨は悪天候と言われるが、雨の音を聞いていると落ち着くことができるし、よく眠れる。
不眠で困っている人にはおすすめしたい。
昔、傘を持ってきていない日に雨が降った。自転車を漕ぎ、濡れ鼠になって帰った。

「おかしい」と言う人もいるだろうが、その時の私はどうでもよくて楽しかったのだ。
つらいことがあっても「まあいっか！」と清々しく全部、洗い流してくれる気がした。
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ウルトラマリンブルー
群青色とは兄弟のような、深みを持った青色　

岩絵具の群青と同じくラピスラズリから生まれるため貴重な青色だった。
ゆえに芸術家にとってもあまりお目にかかれない憧れの色だった。
天然の原料であるラピスラズリが見つかるのはヨーロッパの外 ( アフガニスタンの洞窟 )。
そしてそれを運ぶのに地中海を渡るという過程があった。
そのため「ヨーロッパの外からやってきた」、または「海を越えてやって来た青色」という意味
を含む名前が付いている。

自宅から海まで大した距離がなく、気が向いたときは足を運んでみる。
近くで見ると思っていたよりも暗ぼったい海が広がっていて、重厚な波の音が耳を支配する。
有名であったり、美しい海と言われれば透明、または水色が浮かんでくるが身近にお目にかか
れる海と言えば真っ青ではないだろうか。
つい波の表面ばかり見てしまうが、色味は場所にも深度にも縛られない自由さを体現している。
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新橋色
東京の新橋を示す、ハイカラな青色　

新橋を拠点に活動し、西洋に関心を持ち趣向を取り入れたり流行に敏感…つまりはハイカラな
芸者に深く親しまれたことが名前の由来。金春新道という拠点もあり、金春色 (こんぱるいろ)
とも呼ばれる。英語でいうとターコイズブルー。
明治時代から合成染料が使われるようになり、このような鮮やかな色合いを再現できるように
なった。

ネオンはフランス生まれ。理髪店もしくはパリ万国博覧会にて初登場だと言われる。
看板に多く見られ、蛍光色で光っているのが特徴。色によって使用するガスとネオン菅の組み
合わせが異なる。ネオン管と透明菅、ネオンガスとアルゴンガスというようにそれぞれ 2つに
分類される。
文字やドリンクのグラス、ハート型など色々な形状を取っているものもあるが、全て職人技。
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空色
昼の晴れた空という、自然の青色　

スカイブルーとは親戚のように似た色。空色と訳すことができる青色にはセルリアンブルー、
日本と異なる空色の蒼穹と言われるアズールブルーがある。
光の波長の長さによって空気中に散乱する光の量が変わるレイリー散乱という現象によって空
も色づく。青は光の波長が短く、空気中に広く光が散乱して空は青く見える。時間によって色
味が変化するが、これは昼間の明るい空の色。

青空とは晴れた空の他に青空教室などといった屋根がなく空が見える、野外と言う意味がある。
本や映画、楽曲のタイトル、企業名など様々なジャンルのモチーフになっており、青の持ち味
である誠実さと落ち着きながらも明るい印象を与える。
時々空を見上げて一筋の飛行機雲を見かけるとどこまで飛んでいくのか、旅先を想像する。
ちなみにショーでアクロバット飛行をする時に発生する白い雲のような煙はスモークと呼び、
飛行機雲には分類されない。
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ターコイズブルー
潤いを与える、緑がかった青色

ペルシャ ( イラン)、古代エジプトやネイティブアメリカンへの宝飾品だったターコイズ。和名
で言うとトルコ石の色。青みがかったものをターコイズブルー、緑がかったものをターコイズ
グリーンと呼ぶ。大地と心に潤いを与える水の色と言われる。
和名は新橋色、もしくは金春色 (こんぱるいろ)。明治時代に鮮やかな色合いが合成染料により
再現可能になってから瞬く間に人気となり、着物にも取り入れられた。

信号機の青は「進んでも良い」という意味があり、必ずしも進めとは言っていない。左、中央、
右のどこにあるかと問われると答えを迷う人も少なくないが一番左側にある。

「信号が青」と言いながらも緑色に見えるが、緑色であろう隣の芝生を青いと言い、青野菜と
表現をすることに関連している。
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鉄紺
鉄色と紺色のハーフで、少し緑がかった青色　

江戸時代に庶民が着られる色の範疇での開発により生まれた。豊富な紺色の中でもなかなか
人気の高かった色。黒色に近づくと同時に鉄色特有の緑みが強まる。
箱根駅伝である大学が愛用するタスキ、ネイビースーツの色に使われるなどの形で現代でも名
が知られ、親しまれている。

標高3776.12mという日本一の高さを誇る。竹取物語にも不死の山として登場する霊峰であり、
葛飾北斎など芸術のモチーフになることも多い、誰でも耳にしたことがあるはずの富士山。
2013 年には世界文化遺産に登録された。
遠くから見れば水色に見えるが近くでは絵画で描かれるような深い青みがある。
冬になれば上部は雪に包まれる。ちなみに上空に笠雲が現れると雨が降ると言われる。
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ネイビーブルー
大人で落ち着いた、紺色と同系統の青色　

Navy( ネイビー )とは海軍を意味し、イギリス海軍の制服の色に選ばれるなど親しまれてきた。
和名は濃紺。日本では庶民であっても着られる衣服の色の1つとして長く親しまれてきた。
また、日の光を浴びてもなかなか色落ちがしないという胆力も秘めており、大人しくも守りが
硬い。

青の洞窟は南イタリアのカプリ島に存在する観光名所として有名。
明るくも深い青を纏った海水が一面に広がるさまは絶景で、人生に一度は見ておきたい場所。
色合いの美しさの秘訣はイタリアの強い日差しに由来する。
海とは切っても切り離せない海神ポセイドン、その息子トリトンの彫像が見つかった場所でも
あり、神秘的なイメージが重ねられている。
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濃藍
藍染めで最も濃い、藍色の中の青色　

名前の通り濃い藍色。作品によって「こいあい」、「こあい」、「のうらん」など読み方が異なると
いう面白さも兼ね備えている。
延喜式という平安時代に作られた古代法典にも記入されるほど伝統的な藍色。
ちなみに濃い藍色順に「濃藍」、「中藍」、「浅藍」、「白藍」とある。

人の身では調べきれないほど未開拓領域がある宇宙。地球とは違う無重力空間ではすべての
ものが浮遊しており、宇宙探査機の残骸も転がっているとされる。
また、水金地火木土天冥海と呼ばれる他の星や銀河など地上にないものがあり、生命体の痕跡
が見つかるなど話題にしばしば上がる。これだけ広いのであれば実際にいてもおかしくないと
いうロマンを感じざるを得ない。
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ミッドナイトブルー
濃紺より暗く、黒に近い青色　

1915年に登場。名前の通り真夜中の青で、夜の深さをそのまま写しているように見える。
中国時代の磁器の色であるミンブルーに由来するという説もある。
楽曲や漫画、映画のタイトルで見かけることができ、どこか印象を残す名前と言える。他にも
ネクタイ、スーツといった衣服やゲーム機など多種多様な媒体を染め上げて親しまれている。

夜空は楽曲のタイトルの一部になっていたり、星を観るのに向いていて夜は危険という考えが
昔からある中で親しまれてきた。
星の見える条件に空気が澄んでいる、空が暗いの 2 項目があり、田舎ではよく見えるという話
に当てはまるのではないだろうか。
満月があると周囲は明るく見える。たまには目を凝らして星を探すのも楽しいかもしれない。
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あとがき
青色がもたらすモノ

色はそれぞれ異なる印象を与える。赤色であれば情熱や愛、黄色は元気、紫は上品など。
これらは心理効果と呼ばれ、この本では青色に焦点を当てている。
気持ちを落ち着かせる、食欲抑制、集中力促進、涼しさや清潔感に誠実さ、爽やかさを与える。
真面目さからコーポレートカラー ( 企業を象徴する色 ) に青色を採用する企業も多い。
また、夏の空や海を思い浮かべる色でもあるため夏限定商品のベースカラーに選ばれる。
夏に青々とした POP を見かけたことが誰しもあるはず。

青色は自然由来の色がほとんどであり、ゆえに昔の人々は自然の中に青色を見出してきた。
古来では魔除けの色とされたり、異なる地でも親しみが深かった。日本では実際緑に見えても
草木のことを青いと呼ぶ文化があり、青野菜、青リンゴ、信号機などが残っている。
自然界に存在しない色と言われ青いバラや食紅が開発されたが、しっかり居場所を彩っている。
空や海が赤などの他の色だったとして、それが常なら当たり前に受け入れているかもしれない。
しかし青色だったからこそ心が安らぎ、惹かれるものがあるのではないだろうか。
この本を読み、身近に青色を見つけた際には守るべき豊かな自然のことを思い出すだろう。
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