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序 

 

学会などの発表会場へ行くと、発表者の名前と論題を黒字で書いた大きな白地の紙が前方に

貼ってあるのが見られる。白地に黒文字は、日本では標準的と言ってよいほど普通の組み合わ

せである。しかし、中国人の目から見れば決して普通ではない。中国では、赤い地に黒い文字

が一般的である。 

この例が示すように、状況は同じであっても、「ふさわしい」あるいは「好ましい」と判断

される色が、日本と中国では異なることがある。これは、しばしば「色彩感覚の違い」という

ことばで表現される。 

色彩感覚は、色彩学研究者の間で「色感覚」と呼ばれているものと、色に伴う人間の精神的、

感情的活動を総括したものと言えよう。色は、目でとらえられるだけのものではない。色を見

たときには、「暖かい／寒い」や、「好き／嫌い」など、様々な感覚または感情が生まれる。色

彩の感覚的・精神的作用については、Zur Farbenleh e（『色彩論』, 1810）において、ゲーテ

は次のような所見を述べている。これも、色が目で把握されるだけのものではないことを示し

ていると言えよう。 

 
最も純粋な黄色は必ず明るさを具えていて、明朗快活で、心地よい魅惑的な特性を有している。（高橋

ほか訳、p. 280） 
 
大空や遠い山々が青く見えるように、青い色の面は、見る者から遠ざかってゆくように感じられる。

（同上、p. 283） 
 
好感をいだかせるものがわれわれのもとから逃げだしてゆくのを見ると、どうしてもそのあとを追っ

てみたくなる。それと同じで、青はわれわれの眼をどうしても惹きつける。青がわれわれのほうに迫

ってくるからではなく、われわれが青のほうに惹きつけられるからである。（同上、p. 284）  
 

色彩感覚はある特定の時代や地域において培われるものである。それゆえ、その時代や地域

の文化を色彩感覚は反映している。本稿では、日本人と中国人の、ときには微妙に、ときには

著しく異なる色彩感覚に注目し、日本と中国の文化的特性を探りたいと思う。 
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もっとも、現実には、私たちを取り巻く生活環境には夥しい数の色が存在しており、すべて

の色を扱うのは至難である。そこで、あえて一斑を見て全豹を卜すことを期し、私は、最も基

本的な色の一つである「白」と、1  環境の一部をなす「自然の色」、および「住宅の色」に考察

対象を絞り込んだ。これらの色について大阪と北京および上海で行った調査の結果を踏まえ、

前段落で述べた色彩感覚と文化的特性のかかわりを考察することにしたい。 
 

１ 色彩調査 

  

色彩調査は、2003 年 9 月から 11 月にかけて、日本の都市、大阪と、中国の二大都市、北京

および上海で実施した。調査対象は日本人の大学生 137 名と中国人の大学生 107 名である。こ

れらの学生に、「白」・「自然の色」・「住宅の色」の各項目に合うカラーカードを選んでもらい、

そのカラーカードの番号を配布用紙に記入してもらうようにした。「白」・「自然の色」・「住宅の

色」のそれぞれについて調査したい項目は次のように設定した。（１）「白」については、「最も

白いと感じる白」と「最も好きな白」の２項目。（２）「自然の色」については、「空」、「太陽」、

「海」、「川」、「土」の５項目。（３）「住宅の色」については、住宅外部は「屋根」、「外壁」、「玄

関の扉」、「窓枠」の４項目。住宅内部は「部屋のドア」、「壁」、「床」、「窓枠」、「天井」の５項

目である。 

被験者が要求された仕事を具体的に述べれば、（１）の場合は、「最も白いと感じる白」と「最

も好きな白」をカラーカードから選ぶことであり、（２）と（３）の場合は、各項目から思い浮

かべる色をカラーカードから選ぶことである。選ばれたカラーカードの色を分析する際に、最

も多くの被験者によって選ばれた色を、当該項目の「代表色」と仮称した。以下、主に各項目

の代表色について論じる。 

 

２ 「白」の感じ方 

 

 「最も白いと感じる白」と「最も好きな白」に関する調査の結果から、日中両国の共通点と

相違点を次のようにまとめることができる。 

 

共通点：①「最も白いと感じる白」と「最も好きな白」の代表色は、いずれも JIS（日本工

業規格）で規定された「白」（一般に「真っ白」と言われている色）と一致した。 

②JIS で規定された「白」に次いで、「青みがかった白」、「青紫みがかった白」、お

よび「紫みがかった白」が「最も白いと感じる白」ならびに「最も好きな白」と

して選ばれた。 

相違点：①「最も白いと感じる白」に代表色を選んだ被験者の比率は、日本が 78％、中国が
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59％である。 

    ②「最も好きな白」に代表色を選んだ被験者の比率は、日本が 37％であるのに対し

て、中国は 18％である。 

 
ここから、「最も白いと感じる白」の場合、中国に比べて日本ではより多くの人が「真っ白」

を求めることが分かる。「最も好きな白」の場合は、「最も白いと感じる白」に比べて両国共に

「真っ白」を選んだ人が減少したが、中国ではより顕著な減少傾向を示し、日本の約二分の一

となった。このことから、日本ではより多くの人が「真っ白」を好ましいと感じ、中国では「真

っ白」よりも少々色みを帯びた「白」のほうを好ましく感じる傾向があると結論づけることが

できる。 

では、日中間でなぜこういう違いがあるのであろうか。両国における「白」の伝統的な使い

方を見てみよう。 

 日本では、「白」は人生の二大儀礼である婚礼と葬式において大役をおおせつかる。周知のよ

うに、「白」は「染まっていない」（＝「白無垢」）ということから、婚礼のときに花嫁衣裳の色

として使用される。喪服にも、「死の穢れを清める」という意味で古くから「白」が一般的に使

われてきた。ただし、その後、この考えは「死者を悼み悲しむ」という観念に変化して、「黒」

も喪服の色として用いられるようになった（『日本民俗資料事典』、p. 23）。 

一方、中国では、伝統的に、婚礼を演出する色は「赤」、葬式を演出する色は「白」である。

婚礼は「紅事」または「紅喜事」、葬式は「白事」または「白喜事」と言い、「紅」と「白」を

あわせた「紅白事」または「紅白喜事」で人生の二大儀礼を指し示す。2   婚礼の際に花嫁が身

にまとうのは、むろん、赤である。そのため、中国人の多くは和式の花嫁姿を見て仰天する。

日本の常識を知らなかったころ、私も映画やドラマに現れる和装の花嫁に違和感を覚えた。そ

の理由はただ一つ、角隠しの「白」も着物の「白」も、めでたい婚礼とはどうしても結び付か

なかったからである。ついでながら、中国では、花婿側から花嫁側に贈る結納を、むかしは「紅

定」と呼んだ。今日でも、良縁を結ばせる仲人は、女でも男でも「紅娘」と呼ばれる。 

幸運を暗示する「赤」と違って、中国では、「白」は昔も今も死を象徴する役柄を与えられ

ている。これは、中国の思想や文化の根底にある陰陽五行説の名残と考えられる。陰陽五行説

では、金という元素（「行」はその運行をいう）に、白・西・秋のような、色・方位・季節など

に関わる事項が配当される。漢代の『淮南子』天文訓は、太白金星が宵に西方に輝く星である

ことから秋の神を太白とし、太白金星の出入は兵と関係するとした。また、太白神は兵事や凶

事を司るとした。このように、「白」は、金、西、秋、太白金星、そして兵事や凶事などに関係

する色となり、古くから死を象徴する色とされてきたのである。 

要するに、日本では「白」が弔事にも慶事にも使われるのに対して、中国では、弔事は「白」、

慶事は「赤」というふうに使い分けられている。いまだ推測の域を出ないが、慶事と結び付い
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た「白無垢」という語が、観念化され理想化された花嫁衣装の「白」そのものとあわせて、現

代日本人の心になお大きな影響を及ぼしているため、日本人は、「好ましい色」として、より白

らしい「白」を選ぶ傾向が強いのではないかと思われる。これに対して、中国では弔事を想起

させる「白」は昔から葬式に用いられる色であったため、現代の中国人も、「好ましい色」とし

て、あまり白らしくない「白」を選ぶ傾向が強いのであろう。 

  

３  自然の色 

 

 「自然の色」の調査結果では、「空」、「海」、「川」の色の場合、両国間の差がほとんど見られ

ないが、「太陽」と「土」の代表色にはそれぞれ違うものが選ばれた。日本で選ばれた「土」の

代表色は、中国で選ばれた「土」の代表色に比べて、かなり黒味を帯びているが、これは両国

の土の構成物質が違うためだと考えられる。「太陽」の場合、日本では「赤」であり、中国では

「オレンジ」であった。構成物質が変わりうる土と違って太陽は一つなのに、なぜ両国では違

った色に見えるのであろうか。 

 まず、本当の太陽の色を考えてみよう。桜井（1991）は次のように書いている。「ほんの一

瞬だけ、伏し目がちにしてでも眺めてみたら、太陽が乳白色か、ちょっと黄がかった白色に輝

いているのが分かるはずである」（pp. 12-13）。また、夕日と朝日の色の違いは、「大気中を浮

遊するチリや水蒸気の存在量の多少による」とも書いている（p. 65）。さらに、朝日が黄色い

のは、朝の気温が低く、大気中のチリや水蒸気はそれほど散らばっていず、紫側、つまり短波

長の光は効率よく散乱されるためだが、夕日が赤いのは、大気中に大量のチリや水蒸気がある

ため、青、緑、黄色などの光まで、つまり短波長から中波長までの光がかなり散乱されるから

だという（p. 65）。 

 この記述も含めて考えると、日本の太陽が「赤い」理由としては三つばかり挙げることがで

きる。一つは、桜井（1991）が述べている大気中のチリや水蒸気の影響である。よく知られて

いるとおり、日本は海に囲まれていて湿度が高い。大気中に水蒸気などが大量に存在しており、

それによって短波長から中波長までの光が散乱されるため、太陽がより赤く見えるのだと思わ

れる。次に、「赤」の語源を探ると、「明かし・明く・明け」と同根の類をなし、「暗し・暮る・

暮れ」の類と対立しているという記述に出会う（『日本国語大辞典』第二版第一巻、p. 113）。 3                   

つまり、「赤」は、本来、夜が明け、明るくなるという意味である。実際、「あかあかと」は、

「赤々と」と書くべきか、「明々と」と書くべきかと、迷う日本人を私は知っている。「明々」

も「赤々」も「闇」を払うものに使われることから、今日でも、日本人の頭の中では「明」と

「赤」とがわずかにつながっていて、「明るい太陽」は「赤い太陽」として思い描かれるのでは

ないかと推測される。最後に、太陽が赤いのは、観念としての太陽、つまり「日の丸」による

影響も十分考えられる。昔から日の丸は日本を表すしるしとして使われており、白地に赤い「日
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の丸」こそ太陽だという観念が、日本人の被験者たちに「赤」を選択させる理由の一つになっ

たのであろう。 

 では、中国の太陽はなぜ「オレンジ」系なのであろうか。太陽に関する色彩表現を見てみよ

う。全唐詩を紐解くと、太陽を描く表現としては「白日」が圧倒的に多いことが分かる。その

ほか、まれに赤い太陽という描写もある。「白日」は、一般的に「明るく輝く太陽」と解釈され、

必ずしも太陽の色が白いことを意味するとは限らない。これは唐代の詩人王之渙の佳作『登鸛

雀楼』にある「白日依山尽／黄河入海流」（白日山に依りて尽き黄河海に入りて流る）を見ても明

らかである。一方、語源辞典を引くと、太陽の別称としては「金」を含む表現が最も多く用い

られることが分かる。太陽を「金虎」、「金乌」、「金鸦」、「金钲」、「金轮」などと言い、太陽光

の金色にきらめく湖の水などを「金汁」で表す（『辞源』（修订版）第四册，pp. 3155-61）。さ

らに、『漢書（天文志）』では、太陽が地球を中心に運行するとされた軌道は「中道」、ならびに

「黄道」（こうどう、または、おうどう）と呼ばれている。これは、五行説における五色の配当、

つまり中央に黄色を配するという考え方の影響と考えられる。太陽は人間界の中央に座する帝

王とつながっているので、4   その通り道を「黄道」と名づけたのであろう。5   このように、中

国では昔から太陽に関する色彩表現には「金色」か「黄色」がよく使われてきた。中国の太陽

が「オレンジ」系の色という調査結果が出たのは、そのためではないかと思われる。調査に用

いたカラーカードのなかには「金色」のものが入ってないので、被験者たちはそれに近い「オ

レンジ」を選んだのであろう。6   

 

４  住宅の色 

 

 住宅の色に関する調査の結果を、日本と中国の共通点と相違点に分けてまとめると、次のよ

うになる。 

  

共通点：住宅の外部にも内部にも、無彩色、または高明度低彩度で、かなり「白」に近い色

が多く選ばれた。 

相違点：①大阪の「玄関の扉」・「部屋のドア」・「床」から被験者が思い浮かべた色の中では

「木の色」に近いものが多かった。 

    ②北京と上海の「玄関の扉」の代表色は「赤」であった。「玄関の扉」から中国人

被験者が思い浮かべた色の中では、「赤」が際立って多かった。 

 

住宅の各部分から無彩色または高明度低彩度の色が多く見られるのは、おそらく鉄筋コンク

リートや白く塗るペンキなどの材料がよく採用される現代建築に伴う住宅の色彩事情であり、

現代都市である大阪・北京・上海の共通点と考えられる。 
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他方、大阪の「玄関の扉」・「部屋のドア」・「床」から思い浮かんだ色としては「木の色」に

近いものが多かったのに対し、北京と上海の「玄関の扉」の代表色が「赤」だったのは、日本

では、古くから木質素材の持つ元来の色が好まれるのに対し、中国では「赤」が「慶事」や「順

調」を象徴するといった色彩感覚の違いがあるためではないかと思われる。日本人と中国人の

色彩感覚は都市の景観にも現れていると言えよう。 

 

結 

 

本稿では、「白」、「自然の色」、および「住宅の色」を取り上げ、ヒトが色彩をどう感受し評

価するかという角度から、日本人と中国人の色彩感覚について考察した。日本では、多くの人

は白らしい「白」を好み、太陽の色を赤と考え、住宅には木の色に近いものを愛用するという

傾向が見られた。一方、中国では、真っ白より色みを帯びた「白」のほうが好まれ、太陽の色

はオレンジ系と認識され、住宅の扉には「慶事」や「順調」を象徴する「赤」が好まれるとい

う傾向が見られた。こういった色彩感覚の違いは、両国の生活習慣を含む文化の違いを反映し

ている。 

 

注 

1 Berlin と Kay （1969） は、色のカテゴリーは 11 の基本色名に集約できることを明らかにした。

基本色名とは、白（white）、黒（black）、赤（red）、緑（green）、黄（yellow）、青（blue）、ブラ

ウン（brown）、オレンジ（orange）、紫（purple）、ピンク（pink）、およびグレイ（grey）である。

この説は一般に受け入れられている。 
2 『新汉日词典』（尚永清主编，中国商务印书馆/日本小学馆出版，1991）では、「红白喜事」を吉事と

凶事と訳す。「白喜事」は特にめでたいものを意味するわけではない。 
3 「赤」の語源についての研究は、「古代日本語に於ける色名の性格」（佐竹昭広, 『国語国文』第二

十四巻第六号, pp. 331-46）と「日本語の色名の起源について」（大野晋『日本の色』, pp. 187-93）
も参照されたい。 

4 『晋書（天文志）』には次のように書かれている。「第一星主月，太子也，第二星主日，帝王也，亦

太乙之坐，謂最赤明者也」。（第一の星は月を管轄する。皇太子である。第二の星は日を管轄する。

帝王であり、また太乙神の坐席でもある。もっとも赤くて明るい星をいうのである。）また、「中星

不明主不用事，右星不明，太子憂」（中央の星が明るく光らないとき、天子は権力を失う。右の星が

明るく光らないとき、皇太子は憂慮する）とある。日本語訳は『中国の科学』（責任編集 藪内清）

による。 
5 ここでは、「黄道」を中国古代伝説上の帝王「黄帝」と関連付けて考えたい。島邦男（1971）は、

次のように記述している。 
 
斯くの如く元來一上帝に過ぎない黄帝が皇帝と稱され、又五帝三王の第一とされることは戰國末

に起こってゐて、これは鄒衍が黄帝を土徳に結合して尊崇した事に始まってゐる。前述の如く鄒

衍は五徳を周より適用して黄帝に至り、黄帝を五徳第一の土徳として最古の帝として居り、黄帝
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を最古の帝とすることはここに起こってゐる。鄒衍が秦の四帝中から特に黄帝を選んだのは、洪

範に「土爰稼穡」とあって、稼穡は土に基づき、土地の色は黄であるから、黄土と黄帝を結合し

て土の徳を帝に移したものと考へる。（『五行思想と禮記月令の研究』, pp. 274-75 ） 
 

6 現代中国語では、太陽の色を「金色」とも「金黄」とも言う。また、『中国色名総覧』では、「金黄」

は「橘橙」、つまり「オレンジ」と同じく deep orange という色のエリアに入っている。したがって、

オレンジは「金色」または「金黄」に近い色である。実際、『DIC 中国の伝統色カラーガイド』（大

日本インキ化学工業株式会社）では「金色」のカラーカードが金箔のようなものであり、調査に用

いた「JIS 準拠管理色票」（日本色研事業株式会社） には入っていない。 
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