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Ⅰ．事 業 報 告 書 
 

１． 以下の研究を実施している。（３．資料（研究報告概要）参照） 
(1) 白色光源の演色性評価方法の開発 

(2) 色覚異常における混同色カラーチャートの開発 

(3) 環境色彩計画のための実用的色見本についての研究 

(4) 色のユニバーサルデザインへの PCCS の活用に関する研究 

(5) デジタル版『HVC 色感トレーニング』の開発 

(6) 色彩イメージ調査＜ブルー系＞ 

 
２．本年度は以下の事業を実施した。 

(1) 産業界、教育界との協力 

官公庁、教育界、産業界からの受託研究業務として、色彩デザイン、景観色彩計画、色

彩調査、色彩の産業応用及び技術指導・コンサルティング、各種色彩講座の企業内講習会、

講師派遣などを実施した。以下に、おもな実施事例をあげる。 

a) 標準色票製作に関する調査 

b) 各種色見本の受注製作 

c) 色彩教育カリキュラムの開発 

d) 製品色選定に関する調査 

e) ユニバーサルデザインに関する調査 

f) 環境色彩に関する調査 

g) 色票の変退色試験 

h) 光源の演色性に関する調査 

i) 色彩意識調査 

(2) 色彩資料の開発と頒布事業 

「HVC カラートレーニング」CD-ROM 版を開発した。また、色彩教育用教材の企画を

行った。 

(3) 講習会、色彩講座の開催 

定期開催の色研セミナーとして、下記の専門講座を開催した。 

     色彩管理士認定講座（第 5 期）････････ 1 回 

          色彩心理、カラーデザイン関連講座   2 回 

     色彩工学・技術関連講座         2 回 

(4) 定期刊行物及び広報等の活動 

  機関誌「色彩研究」Vol.58 の企画・編集を行った。 

  広報誌「COLOR」No.157 の企画・編集を行った。 
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   ホームページ http://www.jcri.jp/ を維持・更新した。 

メールマガジンを 1 回発行した。 

(5) 学会及び論文発表 

当研究所紀要のほか、日本色彩学会、日本建築学会、照明学会での学会発表を行った。 

(6) 会員  賛助会員 10 社、色彩研究購読会員 80 名 

 

３．資料（研究報告概要） 

(1) 白色光源の演色性評価方法の開発（研究員：小松原 仁） 

蛍光ランプとは異なった分光特性を持っている白色 LED 光源の演色性は、CIE 13.2（JIS 

Z 8726）で規定された演色評価数と知覚される演色性と一致しないことが指摘されている。

CIE-TC 1-69 では、白色 LED 光源を含めた新しい演色性評価方法の開発を進めている。し

かし、演色性評価方法を検討するための白色 LED 光源の演色性を評価した知覚実験データ

が少ないため、白色 LED 光源及び蛍光ランプの演色性を、両眼隔壁法を用いて調査した。

基準イルミナントと比較した試験色の色ズレは、白色 LED 光源及び蛍光ランプともに、イ

ルミナントによる色刺激値のズレと一致する結果が得られた。この結果は、白色 LED 光源

及び蛍光ランプの演色性を忠実性に基づいた同じ評価方法で定量化できることを示してい

る。 

(2) 色覚異常における混同色カラーチャートの開発（研究員：小林 信治） 

ユニバーサルデザインの観点から色覚異常者の識別性を配慮した色彩デザインが求めら

れている。しかし、どの色の組み合わせが混同色対になるかを判断するツールは、画像を

用いたものが多く、物体色を用いたものが少なかった。そこで、任意の配色に対して色覚

異常者が混同しやすいか否かを健常者が即座に判定するために用いる「2 色型色覚混同色チ

ャート」を開発した。開発した 2 色型色覚混同色チャートを色覚異常者の色の見えを予測

する画像シミュレーションソフトを用いて評価した結果、カラーチャートの有効性が確認

された。 

(3) 環境色彩計画のための実用的色見本についての研究（研究員：赤木 重文） 

環境色彩計画の対象は、建築や土木構造物などを総合した「景観」から、空間内部の「イ

ンテリア」、また広い意味で環境形成に関係する「各種製品」まで広い範囲に及ぶが、本年

度は「景観」と「インテリア」の部材における色見本について、必要な色範囲の検討を行

った。 

「プロダクト」と異なる「景観」「インテリア」の色彩の特徴は、低彩度で中・高明度の

範囲において詳細な色見本が必要となる点である。特に具体的な色域や色数については、

設計家を交えて検討を加えた。この結果を踏まえて今年度は、現在当所で策定中の詳細ヒ

ュートーンシステムを活用して、色見本集の試作を作成する予定である。 

(4) 色のユニバーサルデザインへの PCCS の活用に関する研究（研究員：名取 和幸） 

PCCS の色相とトーンの代表色 201 色について、色覚異常の特性をもつ人には区別しに
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くい色の組み合わせを把握するための作業を行なった。PCCS の代表色を xy 色度図にプロ

ットし、混同色線に沿うように並ぶ PCCS 代表色を明度ごとにピックアップした。結果か

ら、混同されやすい色相とトーン代表色のグループが抽出された。 

次に、色の知覚属性との対応があり、直感的にも色の関係をとらえやすいマンセル表色

系による混同色マップの作成を進めた。その際、混同色をとらえるための参照色として、

PCCS に準拠して作られた色相・トーン色票集「配色カード 199a」を用いることにした。

配色カードを測色し、マンセルの等明度断面に、該当する明度のカード色と混同色線をプ

ロットした。その結果、得られた明度別の混同色マップと配色カードを用意すれば、色覚

異常により区別しにくい色の組み合わせを色相とトーンの観点から目で見てとらえること

ができるようになった。また、マンセル色空間における混同色の軌跡を可視化することに

よって、混同色の色相と彩度に関する移行について新しい知見を得ることができた。 

(5) デジタル版『HVC 色感トレーニング』の開発（研究員：江森 敏夫） 

本年度は、色の三属性 HVC「色相・明度・彩度」を理解し、三属性による色の識別能力

を向上させるツールとして、デジタル版『HVC カラートレーニング*』を開発し、CD-ROM

版として、製品化して頒布を開始した。 

当研究所では、これまでも色票を利用して『HVC 色感トレーニングカード』や『色彩能

力テスター』を開発し、教育や研修などに供してきたが、高精度色票の制作コストや、カ

ード類の取り扱いなど、初学者にはやや敷居が高いものとなっていた。今回制作したデジ

タル版『HVC カラートレーニング』は、画面上でインターラクティブに操作を行うことで、

初学者にも手軽にトレーニングが出来るようになっている。また、色票制作のコストなど

を省き、廉価に提供することで、これまで以上に多くの方々に利用していただけると考え

ている。 

*研究計画提出時には『HVC 色感トレーニング』であったが、最終的に製品名は『HVC

カラートレーニング』となった。 

(6) 色彩イメージ調査＜ブルー系＞（研究員：赤木 啓子） 

本年度は、ブルーのイメージ調査と自由連想語調査の 2 項目を実施した。 

(1)ブルーのイメージ調査 

16:gB から 19:pB の 4 色相、bright・vivid・deep・light・soft・dull・dark・pale・ 

light grayish・grayish の 10 トーンから成るブルー系 40 色のカラーチャートを作成し、 

イメージ調査をデザイン系大学生 196 名（男性 141、女性 55 名）に対して実施した。質 

問項目は、1.ブルーらしいブルー、2.好きなブルー、3.嫌いなブルー、4.女子ブルー、5. 

男子ブルー、6.賢いブルー、7.おしゃれブルー、8.悲しいブルー、9.クールブルー、10.

不安ブルー、11.落ち着くブルーの 11 項目である。調査は、これら質問項目に対して最も

相応しい色を 1 色選定してもらう方法とした。特徴的な結果は以下のとおりであった。

①ブルーらしいブルーは、回答者の 75％が 18:B の vivid tone。②好きなブルーでは、上

位 4 色が vivid tone と bright tone が 2 色ずつ占めたが、vivid tone では purplish 系、



   4

bright tone では greenish 系が好まれる傾向があった。③女子ブルーは、bright・light・

pale の tint 系列が上位 5 色を占めたが、色相は全て green よりの 16:gB と 17:B。④一

方、男子ブルーは、上位 2 色が vivid tone であり、色相は purplish よりの 18:B と 19:B。

回答者の男女比が均等でないため、性別における傾向を見るには注意が必要であるが、

性別による差が見られた。⑤おしゃれブルーは、男性については選択色が分散するが、

女性では 17:B の bright・vivid tone にある程度の集中がみられた。 

2)自由連想語調査 

スクリーンにブルーを投影し、この色から想起する、もの・こと・イメージを大学生

83 名に対して調査した。最も多く出された連想語は、「海・空・水」と、「落ち着いた・

爽やか・冷静」であり、これまで行ってきた調査結果の上位語と同様であった。ただし、

1965 年に当研究所が行った連想語調査では、「知性」が上位に挙げられていたが、今回は

僅か数件にとどまることに加え、「津波・流されそう・飲み込まれる」といった言葉が「知

性」の想起件数以上に登場したことが特徴としてあげることができる。 

なお本年度は、これら 2 つの調査結果に基づき、平成 23 年 7 月にセミナーを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


