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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) Hue-Tone システムの基準値の設定方法の開発 

(3) 視覚的質感の表現に関する研究 
(4) 機能性と安全性を高める設計に関する研究 
(5) 商品の最適色に関する研究 
(6) 色のユニバーサルデザインの支援ツールに関する研究 
(7) 教材「CD-ROM 版 色彩」の制作 

 
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) 光源の演色性に関する調査 

h) 色彩意識調査 

(2) 色彩資料の開発と頒布事業 

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。 

       色彩指導者養成講座（第 34 期） 

    色彩管理士認定講座（第 6 期） 

          色彩心理、カラーデザイン関連講座   3 回 

     色彩工学・技術関連講座         3 回 

(4) 定期刊行物及び広報等の活動 

  機関誌「色彩研究」Vol.59 の企画・編集を行った。 

  広報誌「COLOR」No.158 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、CIE シンポジウム 2012（中国）、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 9 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、両眼隔壁法を用いた視感評価実

験を継続して行っている。得られた結果から、白色 LED 光源及び蛍光ランプの演色性の忠

実性を評価する場合、同じ評価方法によって評価が可能であることが明らかになった。 
(2) Hue-Tone システムの基準値の設定方法の開発（研究員：小林 信治） 
Hue-Tone システムとして普及している PCCS は、200 色程度までの色票集が利用されて

いる。しかし、色彩設計の実務家からは色数が少ないという指摘を受けている。そこで、

色知覚モデルを用いて Tone の心理物理的特性を明らかにし、Tone を細分化して基準値を

設定する客観的な設定方法を開発した。 

(3) 視覚的質感の表現に関する研究（研究員：江森 敏夫） 
本年度は視覚的質感の CG によるシステマティックな再現を「パール感」について検討

する計画であったが、パール感をシステマティックにコントロールして表現するまでには

至らなかった。そこで、質感表現の第一段階として、金属光沢感の CG による再現性を検

討した。その一部は、平成 24 年度文部科学省委託事業「成長分野等における中核的専門人

材養成の戦略的推進事業〈クリエイティブ分野の中核的人材養成におけるモデルカリキュ

ラムの開発と評価〉」に報告した。パール感については、システマティックに扱うために必

要なシステムや技術について今後も引き続き情報を収集すると共に、他のさまざまな質感

再現についても情報を収集しながら、可能なものは CG による再現を試みていく。 
(4) 機能性と安全性を高める設計に関する研究（研究員：赤木 啓子） 
本年度は、機能性と安全性を高める設計を行うための基礎的な研究として、近年照明光

源として主流となってきているLED照明を対象にした視認性に関する調査研究を実施した。

調査刺激として、図色と地の色を 105 パタンに違えたカラーランドルト環を作成し、それ

ぞれの図と地の配色に対して視力検査を実施した。照度条件は 50lx と 500lx の 2 段階であ

る。また、比較対照とした照明光源は、水銀灯, 白熱灯, 温白色蛍光灯とした。その結果、

http://www.jcri.jp/
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以下の 3 点が明らかとなった。1)黄色背景における白文字色は、どの照明光源下においても、

最も低い相対視力を示す。2) 500lx における赤文字の場合には、オレンジと黄色の背景では、

相対視力の低下はみられない。3)緑背景における白文字の場合には、LED 照明において、

他の光源色よりも相対視力の低下がみられ、特に 50lx 時にはその傾向が顕著であった。 
なお、本研究結果は、The 10th Asia Pacific Conference on Computer Human 

Interaction (APCHI2012)において報告した。 
(5) 商品の最適色に関する研究（研究員：名取 和幸） 
商品のカラーバリエーションに関する設定法の確立に向け基礎的な検討を行った。まず、

関連文献の検索から始め、カラーバリエーション数を変数として購入満足度や意志決定行

動との関係を分析した論文等を集めた。次に、国内の同型商品におけるカラーバリエーシ

ョンについて、色の数と分布の傾向について考察をした。色数については、主に色違いを

設けることによる感性的な商品価値の向上と製造コストとのバランスにより決定されると

思われる。色揃いについては、色数が少ない場合は販売量が多い定番色から構成される。

色数を増やす際には、消費者から受容される色系統の広さが色彩構成に影響を与えるよう

である。例えば、それほど受容される色系統が多くないランドセルでは、定番色の系統内

の微妙な色違いや質感違いの追加の割合が高い。口紅はその傾向が顕著で、狭い色域の中

での口紅の色カテゴリー及びその中での色の細分化がみられた。一方、携帯のように様々

な色が受容され、自分の好きな色を選べることの価値が高いもの商品では、定番色を押さ

えた後、基本色さらには中間色相、中間色調など、色空間に広く分布する傾向があった。

また画材では、基本色彩カテゴリーに、植栽の YG 系、土の BR 系の中が細分化された色が

追加され、塗り方や混色により作られる色は含まれない傾向もみられた。 
(6) 色のユニバーサルデザインの支援ツールに関する研究（研究員：赤木 重文） 

前年度は、2 色型色覚の混同色をマンセルシステム上に示した「混同色カラーチャート

CD-ROM 版（チャート付）」を開発・製作し、さらに PCCS の配色カードで制作できるデ

ザイナー用混同色判別トレーニングキッドの試作提案を行った。本年度はこのデータをも

とに、当研究所が共同開発した詳細版 Hue-Tone システム上に混同色を表示することを企画

した。これにより、身近な印刷物などの物体色に対するチェックが容易になり、また汎用

性の高い支援ツールとなることが想定される。本年度は当該システム構成色の 3000 色につ

いて、混同色グループを抽出した後、これをカラーチャート上に表示した試作品を制作し

た。 
(7) 教材「CD-ROM 版 色彩」の制作（研究員：赤木 重文） 

「色彩スライド集」をスライドフィルムから CD-ROM に変えて 5 年が経過した。使用者の

要望もあり、現在、CD-ROM の特徴を活かし、例えばスライドでは表現できなかった動画

を使ってより魅力的でわかりやすい画像を盛り込むなどの改訂に取り組んでいる。また

CD-ROM 版に変更した際、すでに年代を感じさせる事例が多く収録を見送った第 5 巻につ

いても、時代の要望に応じた色彩教材として説得力のあるビジュアル資料を収集している。
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特に分野別色彩計画では「景観」「インテリア」「プロダクト」「ファッション」「情報」の 5
種類のジャンルを想定して事例画像の収集を行った。事例収集は引き続き行い、来年度の

刊行を目標としている。 
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