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異常 3 色覚者の錐体基本感度に関する新提案をふまえた
ある 2 型 3 色覚者の黄色 LED 光の色の見えについての考察
Consideration of Color Appearance of Yellow LED Light by a
Deuteranomal based on a New Proposal about Simulation of
Spectral Sensitivity of Anomalous Trichromats
鈴木卓治

Takuzi Suzuki

National Museum of Japanese History

国立歴史民俗博物館

Keywords: 異常 3 色覚，2 型 3 色覚，色のみえ，
錐体分光感度，CIE𝑋𝑋� 𝑌𝑌� 𝑍𝑍� 表色系
１．はじめに

筆者は先に，ある 2 型 3 色覚者が，信号機や方
向指示器等で普及が著しい黄色 LED 光について，
ほんらいやや赤みがかった黄色である黄色信号
灯の色が，LED を用いた黄色信号灯ではむしろ緑
がかった黄色に見えること[1]，およびプログラマ
ブル照明を用いて，555nm から 655nm にかけて
の狭帯域光（半値幅約 10nm）の色の見えをマン
セル色票を用いて検討し，590nm 近辺で ST と正
常色覚者が知覚するマンセル色相に最も大きな
相違が生じることなどを報告した[2]．
矢口らが 2018 年に Journal of the Optical
Society of America にて発表した論文[3]には，1
型および 2 型の異常 3 色覚における L’錐体および
M’錐体の分光感度関数に関する考察，ならびに 1
型/2 型異常 3 色覚者の色の見えの推定が示されて
いる．L 錐体および M 錐体が欠損した異常 2 色
覚に比して，異常 3 色覚が得る色刺激（ひいては
色の見え）に関する理論的な研究はすすんでおら
ず，矢口らの推定を実際の事例に当てはめて検討
することは，人間の色覚の多様性のさらなる理解
に資すると考える．
本発表では，ST の M’錐体の分光感度の推定に
ついて矢口の推定に従う形で実施し，既報[1,2]の
結果に整合するかどうかを検証する．

10YR の色相と認識するところを，5Y の色相と認
識した（図 1）[1]．さらに，赤と緑が一体でパッ
ケージングされ独立に点灯可能な赤緑 LED を用
いて，黄色 LED 光（Y 光）と赤緑 LED による赤
緑混合光（RG 光）の調合実験（図 2）を実施した
ところ，同じ Y 光に対してそれに等色する RG 光
の分光分布が，正常色覚者と ST とで大きく違う
ことがわかった（図 3）．さらに
 ST が調合した RG 光は，正常色覚者にも
ST にも緑よりの色相の光として認識され
ること，および
 正常色覚者が調合した RG 光は，正常色覚
者にも ST にも赤よりの色相の光として認
識されること，
もわかった（図 4）．これらの結果は，色度点で信
号灯火の色を定める方法は，LED 光のような狭帯
域幅光について（とくに 2 型３色覚者に対して）

図 1 黄色 LED 光の色の見えの実験

２．2 型 3 色覚者 ST の黄色 LED 光の色のみえ
日本の交通信号の色は CIE の勧告に従って xy
色度によって定められており，2000 年ごろから
LED を用いた信号灯器の仕様が定められ全国的
に整備がすすめられている[4,5]．
ある 2 型 3 色覚者 ST は，黄色 LED 光の色の
見えについて，正常色覚者がおおむね 7.5YR～

図 2 Y 光と RG 光による等色光の調合実験
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図 5 L’錐体の基本関数

図 4 正常色覚者と ST の色の見え方の違い
色の見えが保証されないこと，ならびに，LED 光
であっても赤光と緑光の混合によって黄光を合
成する方法であれば，問題が解決される可能性が
あること，を示唆している．
３．L’錐体・M’錐体の分光感度の推定
CIE 170-1「視覚生理に基づく基本色度図‐第
１部」[6]では，最新の研究成果に基づいた，視野
角および年齢をパラメタとして錐体基本関数を
求める方法を示している[7]．さらに CIE 170-2
「生理学的軸をもつ基本色度図－第 2 部：分光視
感効率関数と色度図」[8]では，実用を考慮して，
錐体基本関数から現行の CIE1931XYZ 表色系に
類似の𝑋𝑋� 𝑌𝑌� 𝑍𝑍� 表色系を導いている[9]．矢口ら[1]
は，複数の先行研究の結果をふまえて，1 型 3 色
覚における L’錐体および 2 型 3 色覚における M’
錐体における視物質の低濃度分光吸収関数は，正
常の L 錐体,M 錐体のそれからシフトしているも
のと仮定して，あとは CIE 170-1, 170-2 の方法に
沿って錐体感度関数ならびに𝑋𝑋� , 𝑌𝑌� , 𝑍𝑍� 値を導いて
いる．ここで低濃度分光吸収関数のシフトは波長
でなく波数の上で行うことに注意する．図 5,6 に，
シフト幅 100,300,500,700[cm-1]における L’錐体，
および M’錐体の分光感度関数を示す．波長の関数
の上では，関数の形は単なるシフトでなく変形し
ており，したがって L’錐体，M’錐体の刺激値を L

図 6 M’錐体の基本関数
錐体，M 錐体の刺激値から正確に予測することは
できないことがわかる．
̅
ま た ， 錐 体 感 度 関 数 �𝑙𝑙 ′�λ�,
𝑚𝑚
� �λ�, 𝑠𝑠̅�λ�� お よ び
̅
�𝜆𝜆�,
�
𝑦𝑦�′� �𝜆𝜆�, 𝑧𝑧̅′� �𝜆𝜆�等 色
�𝑙𝑙 λ�, 𝑚𝑚
� ′�λ�, 𝑠𝑠̅�λ��か らの𝑥𝑥̅ ′�
関数の導出にあたっては，等エネルギー光は正常
色覚者でも異常色覚者でも白色に見えるという
仮定に基づいて，以下に示すように L 錐体,M 錐
体の出力を補正している：
�
𝑥𝑥̅�� �𝜆𝜆�
𝐿𝐿��� ⁄𝐿𝐿𝐿��� 0 0 𝑙𝑙 �𝜆𝜆�
� �𝜆𝜆�
�𝑦𝑦�� � � � �
0
1 0� �𝑚𝑚�𝜆𝜆�� ,�
� �𝜆𝜆�
𝑧𝑧̅�
0
0 1 𝑠𝑠�𝜆𝜆�
𝑥𝑥̅�� �𝜆𝜆�
1
0
�𝑦𝑦��� �𝜆𝜆�� � � �0 𝑀𝑀��� ⁄𝑀𝑀𝑀���
0
0
𝑧𝑧̅�� �𝜆𝜆�

0 𝑙𝑙�𝜆𝜆�
0� �𝑚𝑚𝑚�𝜆𝜆��,
1 𝑠𝑠�𝜆𝜆�

1.94�355 �1.414451 0.364�63
� � �0.689903 0.348322
�.
0
0
0
1.934853

ここで𝐿𝐿��� , 𝑀𝑀��� , 𝐿𝐿𝐿��� , 𝑀𝑀𝑀��� はそれぞれ，等
エネルギー光に対する（正常色覚者の）L 錐体，
M 錐体，（異常三色覚者の）L’錐体,M’錐体の刺激
値である．波数のシフト幅と波長との関係を表 1
に示す．
図 7 はシフト幅 300[cm-1]の L’錐体をもつ 1 型
3 色覚者の𝑥𝑥̅ ′� �𝜆𝜆�, 𝑦𝑦�′� �𝜆𝜆�, 𝑧𝑧̅′� �𝜆𝜆�等色関数を，図 8
はシフト幅 300[cm-1]の M’錐体をもつ 2 型 3 色覚
者の𝑥𝑥̅ ′� �𝜆𝜆�, 𝑦𝑦�′� �𝜆𝜆�, 𝑧𝑧̅′� �𝜆𝜆�等色関数を，それぞれ図
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表 1 L’錐体，M’錐体のシフト幅の波長換算
100cm-1 300 cm-1

錐体

ピーク波長

L’

555.7nm

3.1nm

M’

536.2nm

3.1nm

500 cm-1

700 cm-1

9.1nm

15.0nm

20.8nm

9.4nm

15.9nm

22.5nm

示したものである．両者の等色関数（点線）はよ
く似通っており，たとえば 500nm 前後で𝑥𝑥̅ ′� �𝜆𝜆�が
比較的大きな値をとることからは，このあたりの
狭帯域光（青緑）の純度は正常色覚者より濁って
感じている可能性が示唆される．また図 8 の 2 型
3 色覚者では，𝑥𝑥̅ ′� �𝜆𝜆�と𝑦𝑦�′� �𝜆𝜆�の値の交わる波長が
長波長側へ若干シフトしており，前章の結果（2 型
3 色覚者 ST が 590nm 付近の狭帯域光の色を正
常色覚者より緑よりに感じた）と矛盾しない結果
になっている．

図 9 1 型 2 色覚者のもつ等色関数の推定

図 10 2 型 2 色覚者のもつ等色関数の推定

図 7 1 型 3 色覚者のもつ等色関数の推定

４．𝑥𝑥� 𝑦𝑦� 色度による LED 光の評価

各シフト幅ごとに，2 型 3 色覚者の等色関数か
ら𝑥𝑥� 𝑦𝑦� 色度図上でスペクトル軌跡を求めた（図
11）．図中の波長表示は正常色覚者における単波
長光の色度座標を示す．シフト幅が大きくなるに
つれ，色度図上の範囲は小さくなり，M’錐体が L
錐体に等しくなった場合（すなわち 2 型 2 色覚）
は，１本の直線になってしまうことがわかる．

図 8 2 型 3 色覚者のもつ等色関数の推定
試みに，L’錐体が M 錐体に一致する場合（1 型
2 色覚）および M’錐体が L 錐体に一致する場合
（2 型 2 色覚）の𝑥𝑥̅ ′� �𝜆𝜆�, 𝑦𝑦�′� �𝜆𝜆�, 𝑧𝑧̅′� �𝜆𝜆�等色関数を
求めてみた．図 9 の 1 型 2 色覚者では𝑦𝑦�� �𝜆𝜆�に対
する𝑦𝑦�′� �𝜆𝜆�の変形が著しく，正常色覚者との明る
さ感覚の違いがよく表れている．また長波長領域
での𝑋𝑋� , 𝑌𝑌� 刺激値の低下もよく表れている．図 10
の 2 型 2 色覚者では，𝑦𝑦�′� �𝜆𝜆�の変形は小さいが，
中波長域以降で𝑋𝑋� , 𝑌𝑌� 刺激値の差による波長の判
別が困難になるであろうことが読み取れる．
図 11
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2 章の調合実験に用いた Y 光と RG 光（図 3）
の𝑥𝑥� 𝑦𝑦� 色度を色度図上にプロットしたものを図

(a) 正常色覚者
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12 に示す．M’錐体のシフト幅が増すにつれ，Y 光
の座標が正常色覚者の調合した RG 光を追い越し
て ST の調合した RG 光に近づくことがわかる．
しかしこの図では，Y 光が ST の RG 光にほぼ等
しくなるのはシフト幅が 700[cm-1]のときであり，
これはかなり 2 色覚に近い（色度図上の領域が著
しくつぶれた）色覚をもつことになる．ST はパネ
ル D-15 テストを通過しており，軽度の 2 型 3 色
覚者と診断されている[1]ので，傾向としては 2 章
の実験結果を裏付けているとはいえ，この結果を
絶対値としてそのまま信用することはできない
であろう．色度図上の距離は必ずしも色の近い遠
いや弁別の精度を表すものではないことや，調合
実験に用いた黄色 LED が信号灯火の黄色の範囲
を逸脱していることもあり，LED 光の選定や実験
の精度等を考慮した見直しが必要である．
おわりに
須長らは，狭帯域レーザ光を用いた広色域ディ
スプレイにおいて，異常 3 色覚者における測色的
色再現が困難となる事例を示し，矢口の推定がよ
くこの現象を説明することを示した[10]．本発表
の内容も須長らの成果を肯定的に追認するもの
ととらえることができよう．
今後の課題として，異常 3 色覚と正常色覚者の
色の見えを連続的なスペクトラムとしてとらえ
ること[11]を試みたい．

(b)シフト幅 100[cm-1]

(c)シフト幅 300[cm-1]
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(d)シフト幅 500[cm-1]

(e) シフト幅 700[cm-1]
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赤緑調整課題アノマロスコープの製作
 


須長正治 Shoji Sunaga
九州大学大学院芸術工学研究院
桂 重仁 Shigehito Katsura 九州大学大学院芸術工学研究院

Keywords:

 LED

１．はじめに
人間の色覚には，３色覚，異常３色覚，２色覚
などの先天的な多様性がある．このような多様な
色覚特性を行動科学的に分類する方法として，石
原色覚検査表，パネル D-15 テスト，FarnsworthMunsell 100 ヒューテスト，アノマロスコープな
どの色覚検査がある 1)．１型色覚と２型色覚に限
定した場合，現在のところ，最も高い確度で色覚
特性を特定することができるのはアノマロスコ
ープであるといえる．しかし，既存のアノマロス
コープでは，１型色覚または２型色覚の度合まで
正確に測定しようとすると，赤緑比を細かく設定
し，そこで単色光の黄色の輝度を調整しながら，

図１

アノマロスコープの測定方法とその改良

Kyusyu University
Kyusyu University 

等色するかどうかを判断しなければならない．そ
のため，比較的長い検査時間を要する．そこで，
本研究では，被験者が赤緑の混色比を調整しなが
ら，等色が成立する赤緑範囲を求めることができ
る新しいアノマロスコープの製作を行った(図１)．
２. アノマロスコープの改良点
図１のように，アノマロスコープにおける２色
覚や異常３色覚の結果は，１型では右下がりの直
線に，２型では横軸にほぼ平行な直線となる．実
際，アノマロスコープにおける色覚特性の測定で
は，図１a のように，設定した横軸の赤緑混色比
において，被験者は黄色の単色光強度を縦軸方向
に変化させ，等色が成立するかどうかを判断する．
等色が成立した場合，黄色の単色光強度のところ
にプロットされる．結果的には，横軸の赤緑混色
比に対し，このプロットが直線として，どのよう
な傾きで，どこまで延びているかを測定し，その
結果から，色覚特性が特定される．すなわち，実
際に必要な結果は，等色が成立する赤緑の混色範
囲と等色が成立する黄色の強度の傾きである．そ
こで，赤と緑の混色比を設定する度に，単色光の
黄色の輝度を調整し，等色の成立を判断するので
はなく，図１b のように，この直線に沿うように
刺激の色と輝度を同時に変化させることができ
れば，高い精度で等色が成立する赤緑の混色比範
囲を測定することができる．
赤緑の混色光と単色光の黄色の間に等色が成
立するということは，当然，それらの間で明るさ
も一致しなければならない．そこで，輝度に着目
すると，赤緑の混色光を赤のみにした場合の輝度
と緑のみにした場合の輝度が予め既知であれば，
赤緑の混色比の変化に伴う色光の輝度を算出す
ることができる．単色光の赤の輝度を LR，単色光
の緑の輝度を LG，これらの混色光に含まれる緑の
比率をαとすると，赤緑の混色光の輝度 LRG は，
αLG +(1-α)LR となる．これに，等しくなるよう
に単色光の黄色の輝度 LY を変化させればいい．た
だし，分光視感効率には個人差があること，まし
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図２

赤緑混色比調整課題アノマロスコープの概略

て２色覚や異常３色覚では，測光量としての輝度
が適用できないことを考慮すると，輝度は測光量
としての輝度ではなく，被験者個人の輝度で考え
なければならない．そこで，単色光の赤の輝度 LR
と単色光の緑の輝度 LG に対して，それぞれ等輝度
となる単色光の黄色の輝度 LYR と LYG を，前もっ
て，交照法により，被験者ごとに測定しておけば
よい．すなわち, 単色光の黄色の輝度 LY は，
        
      

となる．これで，赤緑の混色比αによって．単色
光の黄色の輝度 LY が決まるため，被験者は，式１
の赤緑の混色比αのみを変化させればよいとい
うことになる．
また，最初に単色光の赤の輝度 LR と単色光の緑
の輝度 LG を，等輝度（LR＝LG）に設定しておけば，
２型色覚では，分光視感効率に３色覚と顕著な差
がないため，横軸にほぼ平行な直線となり，１型
色覚では，長波長光に対して３色覚よりも感度が
低いため，右下がりの直線となる．
以上のように，赤緑の混色比と単色光の黄色の
輝度を同時に変化させる必要があるため，これら
を制御するのにコンピュータを用いることとし
た．
３．赤緑調整課題アノマロスコープの製作
本研究にて製作した赤緑調整課題アノマロス
コープの構造を図２に示す．赤緑調整課題アノマ
ロスコープは，二分視野のそれぞれの刺激を呈示
する二つの光路からなる構造をとり，それらの光
学系には単色光を作り出すためのバンドパスフ
ィルタ，混色のためのハーフミラー（プレート型
ビームスプリッター, Edmund Optics）
，そして，
拡散板として用いたポリプロピレンクラフトシ
ート（PS-1 ナチュラル 0.75 mm，アクリサンデ
ー）のみを用いた．光源には LED を用いた．例
えば，Neitz 社製のアノマロスコープ OT-II のカ
タログでは，赤が 670 nm，緑が 545 nm，黄が
588 nm となっている．そこで，本研究での赤と
黄には．それぞれ，
これらのピーク波長に近い 659
nm と 595 nm の LED（赤：OSR7CA511A,
OptoSupply ; 黄：OS5YKA5111A, OptoSupply）
と，より波長帯域を制限するための半値全幅 10
nm 透過中心波長 671 nm と 589 nm のバンドパ
スフィルタ（赤：ハードコート OD4 10NM バン
ドパスフィルタ 671 nm, Edmund Optics; 黄
色：ハードコート OD4 10NM バンドパスフィル

図３

アノマロスコープに用いた LED と各チャン
ネルの相対分光分布（ピークにて正規化）

タ 589 nm, Edmund Optics）を用いた．しかし，
緑については，545 nm 付近にピークをもつ LED
を入手することができなかったため，代わりに白
色 LED（OSW5DK5111A, OptoSupply）を用い，
半値全幅 10 nm 透過中心波長 546 nm のバンド
パスフィルタ（ハードコート OD4 10NM バンド
パスフィルタ 546 nm, Edmund Optics）によっ
て緑の単色光を得ることとした．これらの LED お
よび各チャンネルの色光の相対分光分布を図３
にに示す．各 LED にバンドパスフィルタをかけ
ることによって，赤，緑，黄のピーク波長は，そ
れぞれ，665 nm, 543 nm, 590 nm となった．ま
た，これらの LED の半値角はカタログ値で 15
deg であった．
二分視野のうち赤と緑の混色光側の光路には，
赤と緑の LED の他にこれらと交照法を行うため
の黄の LED を配置し，もう一方の光路には，同じ
黄の LED のみを配置した．これらの LED の発光
は USB で接続した PWM
（plus width modulation）
回路モジュール（DACS-2500KC-RSV24-3V3, ダ
ックス技研）を介し，パーソナルコンピュータ
（Mac mini, Apple）によって制御された．刺激
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呈示面のスクリーンには，背面投影透過スクリー
ン（リア透過フィルム乳白色タイプ，株式会社シ
アターハウス）を用いた．
刺激のサイズは直径 1.2 cm で，視野を分ける
ギャップ幅は 0.1cm であった．また，図２からも
わかるように，容易に検査を実施できるように，
両眼自然視にて赤緑調整課題アノマロスコープ
の刺激を観察できるようにした．
ア ノ マ ロ ス コ ー プ の 筺 体 は ， 3D プ リ ン タ
（Afinia H480, MICROBOARDS Technology）
により ABS 樹脂を用い，製作された．図４に製作
したアノマロスコープを示す．

図4

４.

製作したアノマロスコープ

赤緑調整課題アノマロスコープを用いた色
覚特性の測定法

被験者は 32.5 cm の距離からアノマロスコープ
の二分視野を観察した．刺激の直径は 2.1 deg で
あり，既製品の Neitz 社製のアノマロスコープ
OT-II とほぼ同じサイズとした．極限法による測
定方法は以下の通りである（図５）
．
1) 上視野と下視野に黄色単色光のみを提示し，下
視野の黄色の輝度を調整し，明るさ合わせを行
う．
2) 上視野のみにて，緑と黄色，および，赤と黄色
の間で交照法 (18 Hz)を行う．この際，緑，赤
の輝度を 3.3 cd/m2 で固定し，被験者は黄色の
輝度を調整する．これにより，緑と赤に対する
黄の輝度が測定でき，図５の(a)点の縦軸の座
標が決まる．
3) 上視野は，緑と赤を(1α)，α の輝度比で混色
させ，下視野に，2)にてそれぞれ求めた輝度を
(1α)，α で加算させた黄色を同時に提示する．
被験者は α を調整し，上視野と下視野にて等色
が成立する α を求める．これにより，図５の(b)
点の横軸の座標が決まる（ここで，調整法によ
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図５

アノマロスコープでの測定法

り，等色が成立する α の範囲を直接求めること
も可能である）
．
4) 極限法により，緑のみから α (上視野だけでは
なく，下視野の α も同時に変化)を増加，また
は，赤のみから α を減少させ，等色が成立した
時点の α を求める．さらに，3) にて求めた等
色が成立する α から，α を減少，または，増加
させ，等色が不成立となる α を求める．そして，
緑側の α，赤側の α を算出し，等色成立範囲を
算出する．
図５の(a)点を求めるための交照法は，それぞれ８
試行ずつ行った．また，αの増減は，0.01 ステッ
プとし，各方向４回の測定を行った．
5.

赤緑調整課題アノマロスコープによる測定
結果

図６に３色覚 (SS, HY, YH)，１型３色覚(MA)，
２型２色覚(YS)の測定結果を示す．これらの被験
者の色覚特性は，石原色覚検査表，FM100 ヒュー
テスト，FM パネル D-15 テスト，アノマロスコ
ープの結果によって分類された．また，３色覚被
験者 YH，１型３色覚被験者 MA，２型３色覚被
験者 YS は，交照法の課題を行った経験もなく，
ナイーブな被験者であった．
図６から，３色覚被験者 SS, HY, YH および１
型３色覚被験者 MA では，３色覚，１型３色覚に
相当する結果が得られた．ただし，２型２色覚被
験者 YS は，Neitz 社製のアノマロスコープ OTII では，赤の単色光に対し，黄色単色光との等色
を報告したものの，本装置では，赤の単色光に対
し，４回中３回の等色不成立を報告した．２型２
色覚被験者 YS は強度２型３色覚である可能性を
示唆しているかもしれない．
６. おわりに
本研究では，赤緑調整課題アノマロスコープの
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アノマロスコープでの測定結果

製作を行った．その結果，赤緑の等色成立範囲を
直接，測定可能なアノマロスコープを作ることが
できた．今後，さらに検証を重ね，このアノマロ
スコープの有用性を検討していく．
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異常３色覚における色の見えのディスプレイ色域依存性
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１．はじめに
近年，ディスプレイは広色域化を目指して開発
されており，その色域は，従来のディスプレイ製
品と比較しても一回り広い．広色域ディスプレイ
は高い彩度の色を呈示できることから消費者に
も好まれ，現在，ディスプレイを製造するメーカ
ーの多くは原色の分光分布の狭帯域化すること
でディスプレイの広色域化に取り組んでいる．さ
らに，次世代のディスプレイ規格として，ITU に
より広色域が推奨されている 1)．
ディスプレイでの色再現のように，三原色によ
る測色的色再現は，標準観測者の等色関数に基づ
いているため，実際の観測者は，必ずしも設計者
が意図した色を観測するとは限らない．すなわち，
観測者の色覚特性には個人差があり，それによっ
て観測者はそれぞれ若干異なった色を見ている
可能性がある．この現象はオブザーバーメタメリ
ズムと呼ばれ，原色の分光分布が狭帯域の広色域
ディスプレイでは，このオブザーバーメタメリズ
ムが現れやすいことが報告されている 2)．
標準観測者の等色関数との差を考えた場合，最
も差があるのは，異常 3 色覚であると推測するこ
とができる．そこで，本研究では，原色の分光分
布の帯域特性が異なるディスプレイを用いて３
色覚と異常３色覚の色の見えを測定し，ディスプ
レイおよび色覚特性の違いによるオブザーバー
メタメリズムの現れ方を比較，検討した．
２．方法
2.1 被験者
1 型 3 色覚 3 名(MA, TM, TI)，2 型 3 色覚 3 名
(TS, KW, SK)，3 色覚 3 名（AT, SS, ShK）が被

図１

実験装置

験者として実験に参加した．被験者の色覚特性は，
石原色覚検査表，FM100 ヒューテスト，パネル D15 テスト，アノマロスコープの結果によって分類
された．3 色覚被験者 AT, SS, ShK は，全ての色
覚検査にて 3 色覚の特性を示した．また，被験者
SK 以外の被験者 MA, TM, TI, TS, KW は，パネ
ル D-15 テストをパスしたものの，石原色覚検査
表，100 ヒューテスト，アノマロスコープにて，
異常 3 色覚の特性を示した．被験者 SK は，パネ
ル D-15 テストをパスせず，パネル D-15 テスト
を含めた色覚検査にて，２型 3 色覚の特性を示し
た．よって，被験者 SK は，被験者 TS, KW より
も強度の 2 型 3 色覚であった．
2.2 実験装置
実験装置を図１に示す．実験装置は昼白色
(5000K)の LED 光源(NNN21607K, National)で
照らされた２つのブースから構成された．これら
のブースの内壁は N6.3 相当の灰色であり，ブー
ス内の机上での照度は 300 lx であった．左側のブ
ースには色票が設置され，右側のブースには左側
の色票に対応する位置に色票と同サイズの開口
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図2

ディスプレイの RGB 原色の分光分布

があり，被験者は，この開口を通し，背面にある
ディスプレイに呈示された色刺激を観察するこ
とができた．
ディスプレイとして，広色域のレーザーディス
プ レ イ (LASERVUE 75-LT1, Mitsubishi) ，
AdobeRGB 準拠の LCD ディスプレイ(ColorEdge
CS2420, Eizo)，sRGB 準拠の CRT ディスプレイ
(CPD-15SF9, Sony)の 3 種類を用意した．これら
の RGB 原色の分光分布を図２に示す．
2.3%テスト刺激
テスト刺激としてマンセル表色系の管理色票
27 色を用いた．これらの色票は，左側ブースに設
置された．図３に 27 色の色票の CIE 2015xFyF 色
度およびマンセルノーテーションを示す．

L'M%

JK4;93% % LKM%

L-$"*'."('#")4M%

図３

テスト刺激の色度
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３．実験１：色差評価および色名応答

実験１では，各ディスプレイに色票と等しい三
刺激値(XF, YF, ZF)の色刺激を呈示した．もし，被
験者の等色関数が標準観測者と一致していれば，
これらは同じ色として知覚されるが，差が大きく
なればなるほど，異なった色として知覚されると
予測される．
3.1 手続き
被験者は，以下の４つの判断基準に基づき，色
票とディスプレイの色刺激間の色差評価を行っ
た．
1)% 同じ色
2)% 多少の色の違いが認められるが，ほぼ同じ色
3)% 明らかに色の違いが認められるが，同じカテ

JK4;93% %

L,M%

JK4;35% %
L*$607$"('*M%

%

%

!"#"$% 076-4%

L0M%

JK4;5N% % L/M%
L/,)*,$'."('#")4M%

!"#"$% 076-4
076-4%
O'4,$%/64-#'1%

O'4,$%/64-#'1%

JK4;5N% %
%
QE%
!$6*,$6".P QE
QC%
QC
QH%
QH
Q@%
%

!"#"$% 076-4%

%

O'4,$%/64-#'1%

Supplement 14

図４

色差評価結果と色名応答

色彩科学 O 1－4

日本色彩学会誌

L'M%

JK4;93% % LKM%
L-$"*'."('#")4M%

第 42 巻

第 6 号 （2018 年） JCSAJ Vol.42 No.6

JK4;5N% % L0M%
L/,)*,$'."('#")4M%

JK4;35% %
L5$607$"('*M%
!"#"$%076-% %
9'*07,/%0"#"$%
%
%
%

４．実験２：等色実験
実験１にて，異常３色覚では，各ディスプレイ
に色票と等しい三刺激値(XF, YF, ZF)の色刺激を
呈示しても，これらの間に明らかな色差を知覚し，
カテゴリも異なる色として知覚される色刺激も
あった．そこで，実験２では各ディスプレイにて，
どのような三刺激値の色が色票と同じ色として
見えるのかを，等色実験によって測定し，その色
シフトを検討した．
4.1 手続き
被験者の課題は，ディスプレイに表示された色
を調整し，テスト色票と同じ見えにすることであ
った．27 色のテスト刺激はランダムな順番で呈示
され，被験者は，各テスト刺激に対して５試行の
等色を行った．
4.2 結果および考察
結果の一例として，レーザーディスプレイにお
ける被験者 MA, TS, AT の等色結果を図 5 に示す．
３色覚被験者 AT では，ほぼ３型混同色線に沿っ

て-S 方向に若干シフトした．異常３色覚では，色
シフト量は３色覚よりもかなり大きくなった．１
型３色覚被験者 MA では，赤みのあるテスト刺激
の等色結果は，１型混同色中心に向かう方向に，
緑みのあるテスト刺激は，混同色中心から離れる
方向にシフトした．すなわち，これらのことは，
レーザーディスプレイにて，赤緑方向の彩度の低
下が起きていたことを意味し，被験者 MA の実験
１の色名応答にて，無彩色の応答領域が広くなっ
た結果と一致する．一方，２型３色覚被験者 TS の
等色結果は，一律に，２型混同色線に沿って緑方
向にシフトした．このことは，レーザーディスプ
レイでは，テスト刺激はその色度に依らず，赤み
がかって見えたことを意味する．さらに，この色
シフトは，Yaguchi らの L 錐体または M 錐体の
分光感度のシフトを仮定した異常 3 色覚モデル 3)
による予測とほぼ一致した．等色結果による色シ
フトの特性が１型３色覚と２型３色覚とで異な
り，１型３色覚での色シフトが L 錐体の分光感度
のずれのみでは説明することができなかったこ
とから，１型３色覚では，未知の要因も考えなけ
ればならない．
最後に，図 6 に色票と分光分布の異なる３種類
のディスプレイにおける等色結果の色差を示す．

測定中

ゴリの色
4)% 明らかに色の違いが認められ，かつ，カテゴ
リも異なる
さらに，色差評価後に，色票およびディスプレ
イに呈示された色刺激に対し，一語からなる色名
応答も行った．
3.2 結果および考察
結果の一例として，レーザーディスプレイに対
する被験者 MA, TS, AT の結果を図４に示す．3
色覚被験者 AT では，27 色のテスト刺激に対し，
同じ色またはほぼ同じ色と回答され，カテゴリが
異なるとの回答は１色もなかった．一方，１型 3
色覚被験者 MA では，27 色中 11 色，２型 3 色覚
被験者 TS では，27 色中 15 色が異なるカテゴリ
の色として知覚され，顕著なオブザーバーメタメ
リズムが生じていることが認められた．

等色結果

測定中



Color difference !Eab*

図５

Display

図６
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縦軸は，それぞれのディスプレイにて，等色結果
が色域の境界とはならなかった 14 枚の色票とそ
の等色結果の色差DEab*の平均である．すなわち，
この色差DEab*はオブサーバーメタメリズムの程
度に相当する．２型３色覚被験者 TS の LCD と
CRT は現在，測定中ではあり，まだ，データを示
すことはできないが，３色覚および１型３色覚の
被験者では，レーザーディスプレイにおける色差
が大きく，LCD と CRT では，それよりも小さく
なった．すなわち，原色の分光分布の帯域が狭く
なるとオブザーバーメタメリズムが顕著になる
という Ramanath の報告 2)と一致する結果が実
験的に得られた．また，レーザーディスプレイに
おける１型３色覚および２型３色覚での色差
DEab*は 30 を超え，３色覚の３倍以上であった．
以上のことから，オブサーバーメタメリズムは，
広色域ディスプレイで顕著に現れ，さらに，３色覚
よりも異常３色覚でより顕著になることが示さ
れた．
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the multispectral image, J. Opt. Soc. Am. A.,
35, 4, B278-B286, 2018

５．おわりに
色票と三刺激値が等しい色をディスプレイに
呈示し，それらの間の色差を評価した結果と，色
票との等色実験の結果から，広色域ディスプレイ
にて，異常３色覚で顕著なオブザーバーメタメリ
ズムが観察された．Yaguchi らの異常３色覚モデ
ル 3)によって２型３色覚での色の見えのシフトを
説明することができたが，１型３色覚での色の見
えのシフトを全て説明することができなかった．
今後，この要因について検討を行っていく．
謝辞
本研究は一部 JSPS 科研費課題番号 17H00809
（基盤 A）の助成を受けて行われた．
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物体の忠実な質感再現に適した照明条件の検討
Study of Illumination condition suitable for the fidelity of
object impressions
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Keywords: 質感，拡散性，照明条件，主観評価．
１．はじめに
質感は物体から受ける印象を決定する主な要
因であり，物体の好ましさや価値判断に大きな影
響を及ぼしている．製品やサービスにおいてはブ
ランディングやコーポレートイメージにまで質
感の影響が及んでおり，質感の再現は社会にとっ
て重要な指標になりつつある．質感は，人間の五
感の中で特に，色や形状，反射特性などの視覚情
報，物体の硬さや重さ，柔らかさなどの触覚情報
に依存している．これらの知覚を用いた脳内情報
処理により，質感を形成していると考えられる．
物体を異なる照明色条件で観察した場合でも
色知覚の堅牢性が高いことは，色恒常性として知
られている．質感の場合，実際に触ったり様々な
角度から見たりすることにより，身近な物体に対
して安定した印象を形成していると考えられる．
しかし，照明条件により質感の見え方が異なって
しまう現象が報告されている [1] ．また，照明の
拡散性と物体表面の光沢や滑らかさ等の見え方
に相関があることが示されている[2] ．それでは，
印象通りの質感を忠実に再現する照明とは，どの
ようなものだろうか？この条件が分かっていな
いため，日常の照明環境下で，頭の中にある物体
の質感の印象と目の前にある物体の質感の見え
との間に相違が生じることも少なくない．質感の
印象を忠実に再現する照明条件を明らかにする
ことは，質感メカニズムを解明する上でも，照明
設計等の実用的側面においても，非常に重要であ
ると考えられる．
本研究では，実物体の質感を忠実に再現するこ
とができる照明の条件，特に照明の指向性・拡散
性が質感に与える影響について検討する．

千葉大学
千葉大学
千葉大学
千葉大学

Chiba University
Chiba University
Chiba University
Chiba University

２．実験
照明の拡散性・指向性の影響を調べるために，
拡散性・指向性および照度を変えることができる
LED 照明装置を構築した．拡散条件と照度条件を
組み合わせた 9 種類の照明条件を設定した．被験
者はその中から，物体の印象を最も忠実に再現し
た条件を回答した．加えて各条件で７件法の主観
評価を行った．
２.１．環境および機材
照明の拡散性・指向性を変えられる LED 光源を用
いた照明装置を制作した．図 1 に示すように，こ
の照明装置は，LED 電球（Panasonic LDA7DHEW2,
相関色温度 6500 K，Ra 80）フレネルレンズ，絞
りリング，スライドレールおよび蛇腹ダクトから
構成された．光量制御用の開口リングには，開口
部の直径サイズの違う３種を用いた．スライドレ
ールの先端に取り付けられたフレネルレンズと
LED 電球の距離を変化させることで照明の拡散性
を調節する役割を持たせた．蛇腹ダクトにより
LED 電球から発せられる開口部方向以外の光を遮
光した．LED 照明装置は照明ブース内上部に設置
され，床面の視覚刺激を照らした．照明ブースは
幅 78 cm，奥行き 69 cm とした．壁面は，より光
を拡散させるため，白色紙で覆った．ブースの観
察窓は高さ 60 cm とし，被験者が LED 光源を直接
観察できないようにした．被験者は，照明ブース
内に置かれた視覚刺激から約 60 cm の視距離にお
いて観察を行った．
物体刺激の設置位置における拡散度を，cubic
illuminance measurement[3]を用いて定義した．こ
の手法は，6 方向の照度を計測し，平均円柱面照
度（Ecl）と水平面照度（Ewp）を用いて，光の拡散
度（Ecl/Ewp）を求めるものである．拡散は 0〜1 ま
での範囲で示され，数値が小さいほど指向性が強
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く，数値が大きいほど拡散性が強くなる．本実験
で は ， ３ 段 階 の 拡 散 度 ， Low(Ecl/Ewp:0.06),
Middle(Ecl/Ewp:0.12), High(Ecl/Ewp:0.16)を設定し
た．また，照度は 800 lx，600 lx，400 lx の 3
条件とした．
視覚刺激は，オレンジ，ピーマン，エリンギ，
リンゴの 4 種の食品サンプルを用いた．
これらは，
表面の凹凸と光沢感の特徴が異なる組み合わせ
となるよう選定した．

図１. LED 照明装置模式図

２.２．評価方法
初期観察条件として，被験者は，北窓の昼光下
において，視覚刺激の質感印象を記憶した．これ
は，最も自然な環境である昼光条件において，被
験者が自由に物体を見て触って観察することに
より，安定した質感印象を形成するためである．
ただし，自然光のため多少の変動はあり，実験を
通しての照明変動範囲は，拡散度 Ecl/Ewp が約 0.67
〜0.54，照度が約 7010〜1990 lx であった．
被験者は，拡散度と照度を組み合わせた９条件
の刺激を観察した後に，最も初期条件の質感に近
い照明条件を回答した．また７件法による主観評
価も実施した．具体的には，明るい―暗い（明度）
，
鮮やか―くすんだ（彩度）
，光沢―マット（光沢）
，
滑らか―粗い（凹凸），透明―不透明（透過率），
新鮮さ―傷んだ（鮮度），美味しそう―不味そう
（味覚），シャープ―アンシャープ（鮮明度）
，軽
い―重い（重量）
，見やすい―見辛い（感度）
，硬
い―柔らかい（硬度），自然―不自然（自然さ）
の１２項目とした．全試行終了後，実験に関する
フリーアンサー形式による質問を行った．
２.３．手順
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被験者は，初期の質感印象を形成するために北
窓の自然光源下で 10 分間，視覚刺激を手に取っ
て，触覚を確かめながら様々な角度から観察し，
その質感を記憶した．初期観察条件の後，被験者
に対して質感に関する 7 件法の主観評価アンケー
ト（Pre）を行った．その後 30 分の休憩時間を設
けた．次に，ある照明条件において，被験者は照
明ブース内に置かれた視覚刺激を観察した．この
とき，被験者は頭を動かすことができたが，物体
刺激に触れることはできなかった．観察の後に再
度，7 件法の主観評価アンケート(Post)を行った．
これを 1 試行として，3 拡散度と 3 照度を組み合
わせた 9 試行を行った．呈示の順序はランダムな
ものとした．9 試行終了後，被験者は初期条件に
最も近い質感を再現した照明条件を回答した．こ
の 9 試行の手順を 1 セッションとして，3 セッシ
ョン繰り返した．これを 4 刺激分行い，12 セッシ
ョン合計 108 試行とした．全試行終了後，被験者
に対してフリーアンサー形式による質問を行っ
た．
２.４．被験者
被験者は男性 2 名，女性 3 名の合計 5 名（年齢
22〜25 歳，平均年齢 23.2 歳）である．被験者は，
矯正視力 1.0 以上かつ色覚正常者を対象とした．
色 覚は 石原式 検査 表およ びア ノマロ スコ ープ
（OT-II，ナイツ）を用いて判断した．被験者は，
インフォームドコンセントにより，実験の趣旨を
理解した上で参加した．
２.５．結果
最も忠実な質感を再現していると回答された
照明条件の選択結果を図 2 に示す.横軸には，被
験者ごとに，拡散性 high, Middle, Low 条件，縦
軸は，4 実験刺激と 3 セッションの組み合わせ合
計 12 条件のうち，何回選択されたかを示す．全
ての被験者で選択回数は拡散条件 High がもっと
も多い結果となった．照度条件による違いは小さ
かった．
7 件法による主観評価アンケートの結果は，初
期条件のスコアをベースとして各試行のスコア
の差分を求め，初期条件からの変化値として取り
扱った．変化値に対して拡散性と刺激を要因とし
て分散分析を行った結果，拡散性の違いによる影
響は見られなかった．刺激を要因とした結果では，
軽い―重い（重量）
，光沢―マット（光沢）
，自然
―不自然（自然さ）の 3 項目で，刺激間に有意差
が見られる結果となった．重量の結果を図 3 に示
す．図の横軸は，各照明条件における実験サンプ
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ル，縦軸は評価スコアを示す．各バーは，全照明
条件，全被験者の平均値である．重量の項目にお
いて，リンゴは，拡散性の高い照明条件で重量感
が増すという評価になった．リンゴとピーマンの
間に，拡散条件 High (P < .05)と Middle(P < .05)
でそれぞれ有意差が見られた（F = 13.06）
．図 4
に示す光沢の項目において，ピーマンは，拡散性
の高い照明条件でも光沢感が変化しない結果と
なった．リンゴとパプリカの間に，拡散条件 High
(P < .05)と Middle(P < .05)でそれぞれ有意差が
見られた（F = 11.11）
．図 5 に示す自然さの項目
において，リンゴは，拡散性の高い照明条件でよ
り自然に見え，エリンギはより不自然に見える結
果となった．リンゴとエリンギの間に，拡散条件
High (P <. 05)と Middle(P <.05)でそれぞれ有意
差が見られた（F = 8.015）
．
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図４ 各拡散条件における光沢の評価結果
（エラーバーは標準偏差）

図２ 初期条件における質感印象に
最も忠実な拡散条件の選択回数

図５ 各拡散条件における自然さの評価結果
（エラーバーは標準偏差）

図３ 各拡散条件における重量の評価結果
（エラーバーは標準偏差）

３．考察
全体的な傾向としては，拡散性の高い条件が，
最も忠実な質感再現と選択される結果となった．
この結果は，先行研究 [2]と一致しており，照明の
拡散性が質感に及ぼす影響が示されたと考えら
れる．ただし，今回は照明の拡散度の変化が小さ
く，比較的指向性の強い照明条件の範囲での検討
であった．そのため，最も拡散度の高い初期観察
条件に近い条件が選択された可能性もある．また，
本実験の範囲外に，最も忠実性の高い条件がある
可能性も十分あるため，さらなる検証が必要であ
る．
7 件法の主観評価アンケートでは，照明の拡散
性の影響に有意差が得られなかったが，データの
ばらつきが大きいため，より精度の高い評価によ
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り検証する必要がある．軽い―重い（重量），光
沢―マット（光沢）
，自然―不自然（自然さ）の 3
項目において拡散条件 High および Middle で刺激
間に評価スコアの違いが見られた．この結果は,
照明の拡散性が印象に与える効果が，物体の形状
や反射特性により異なることを示唆しており，よ
り詳細な検証が必要と考えられる．
本研究の結果から質感の忠実な再現に適した
照明の拡散性があることが示唆された．
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on various car body shapes
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１．はじめに
塗料メーカーのデザイナーが塗色作成を行う
際、わかり得ない項目として「色と車両形状との
マッチング」がある。自動車塗色の開発において、
光輝材と顔料を使いこなして魅力的な創色がで
きたとしても、その色が実際の車両に塗られた際
の見え方までを把握して塗色開発を行うことは、
カーメーカーから車両の形状データを入手しな
い限り不可能である。
本研究では、新型車両の形状データを得られな
い塗料メーカーのカラーデザイナーが、簡易的に
ボディカラーと車両の形状のマッチングを把握
し塗色設計が可能となるツールを開発した。具体
的には、画像解析ソフトを使用し、車両の画像か
らヒストグラムデータを得て、形状の特徴を数値
化、塗色が車両に塗装された際の印象「一見視」
を可視化して評価する方法の検証を行った。その
結果、測色値と明度のヒストグラムデータから得
られた形状のデータから簡易的に車両形状によ
る色の見え方や印象の違いを可視化できること
が明らかになった。
２．研究の背景
塗料は、それ自体形をもっていないため物体に
塗らないと形に合っているかどうかを確認する
ことができない。自動車のボディカラーとして、
一般的に採用されているメタリック色やパール
色は、車両の形状によって一見視が大きく変わる
ことが知られている。自動車メーカーが新色を検
討する際は、実際の新型車両に塗装を行ったり、
3D シミュレーション等で色の見え方を確認する
ことができる。これに対し、塗料メーカー側では、
実行が困難である。塗色を開発する上で、どのよ

うな車両形状に塗装されるかを把握することは
非常に重要であるにも関わらず、塗料メーカーは
新型車両の形状がわからないため、形状に合う
魅力的な塗色を迅速に提案する足かせとなって
いる。
３．研究の目的
我々が行いたいことは、新型車両の詳細な形状
データまでは必要としないが、開発色が特定の三
次元形状物に塗装されたときの一見視の違いを、
二次元のカラーシミュレーション画像で簡易的
に表現し、比較や評価ができるようにすることで
ある。開発色を平板での目視や色の特数値だけで
評価するのではなく、形状による色の見え方を
加味して評価を行うことで、より魅力的な塗色の
開発が可能になると考え今回の検討を開始した。
それらを可能にするシミュレーション画像（以下
「CS 画像」という）を開発したので、その作成
方法と活用方法を述べる。
４．作成方法
まず、塗板をマルチアングル測色計（x-rite 社
の 5 角度分光光度計 MA68）で測色し、各角度の
測色データを得る（Fig.1）。測定条件は入光角度：
45 度、受光角度（5 角度）
：ハイライト 15 度、25
度、フェース 45 度、シェード 75 度、110 度。
次に、種々（軽、コンパクト、セダン、SUV、
ミニバン等）の車両のボディ画像を準備する。
これは、画像に映りこみがなくカーメーカーの
デザイナーが、その車両をどう見せたいかが明確
に現れている自動車メーカーの公式 HP から車両
の横向き画像を取得する。その際、ボディカラー
は、ダイナミックレンジが最も広いシルバーメタ
リックを選択する。その車両の画像から、ボディ
部分のみを切り抜いてグレイスケール化する。
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そして、画像解析ソフト「Image-J 」を用いて
ボディ部分の明度のヒストグラムデータを得る。
総画素数を計算しピクセル数を比率にして合計
値を 1.0 にして各階調の面積比を得る（Fig.2）。
各角度の測色データと各階調の面積比を掛け合
わせて、形状による見え方を加味した 1 枚の CS
画像を作成する（Fig.3）。階調=0 の暗い色をメ
タリックの測色角度 75 度相当に、階調＝255 の
明るい色をハイライトの 0 度相当とする。CS 画
像の大きさが 128*200px=25600px なら、これに
面積比率を乗算し、その角度のメタリックの色を
描くピクセル数を計算して、CS 画像の左上を 0
として画素を埋めていく。これを階調=254 （観
察角度が 0 度に相当）まで繰り返し 2 次元の画
像にする。平板に塗られた塗色が曲面をつけたよ
うに見える CS 画像で確認することで、自動車ボ
ディを見た時の一見視を表現することができた。
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開発者レベルでは一見視の違いが表現できて
いると判断したが、さらに検証するために、開発
者以外の人にアンケートを実施し、官能評価を
行った（Fig.5）。

その結果から、自動車ボディを見た時の一見視
を表せていることが確認できた。さらに、その結
果が有意であるかどうか、ケンドールの一致係数
を用いて検定を行ったところ、被験者がつけた順
位に一貫性が確認され、試料間の順位には有意差
があることが確認できた。このことにより「車両
の形状による色の見え方を表現する CS 画像」の
開発ができたと言える。
今後は、塗料メーカーの強みである色材や塗色
開発に関する知識やノウハウと「計量デザイン」
を掛け合わせて、魅力的な塗色開発を行うツール
として使用していく。

５．結果および考察
今回開発した CS 画像によって、同じ色でも車
両の形状によって生じる一見視の違い又は差を
可視化できた（Fig.4）。

参考文献
1) コンピューターグラフィックを用いた自動車
用塗色設計システム(1996) 色材 69〔12〕
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色刺激と色名についての印象評価実験
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1. はじめに
 私達の生活は様々な色彩に包まれており、情
報を得る手段の一つとなっている。色を知覚し
た際、その色に対して様々な印象や感想を持
つ。例えば日本人は青色系を好む傾向[1]や赤色
系に対して情熱的なイメージを連想させる傾向
[2]などが挙げられる。それが色名による文字刺
激であっても同様の印象を受けると考えられ
る。黒丸ら[3][4]が行った色刺激と色名について
の印象評価実験では、若年層(20 代男女)の被験
者を対象に色刺激と文字刺激の提示を行い、受
ける印象の差を調査した。その結果、緑色以外
の色では色刺激と文字刺激にほとんど印象に差
がないことが明らかとなっている。また、市原
ら[5]が行った色感覚の異なる者(D 型強度)を対象
とした印象評価実験では大きな差が存在する。
青色とピンク色は色刺激と文字刺激で似た傾向
が出ていない。また緑色は茶色系と似た傾向が
出ており、紫とも近い位置があることが判明し
た。
 一方、日本の総人口は平成 29 年 10 月１日現
在 1 億 2671 万人であり、そのうち 65 歳以上の
人口割合(高齢化率)は 27.7%を占めている。今後
総人口が減少するなかで高齢化率は更に上昇し
ていく[6]と予想されている。加齢に伴う色彩か
ら受ける印象の変化は明らかとなっていない。
本研究では高齢化社会に向けて高齢層に対して
色刺激と文字刺激を用いて印象評価実験を行
い、傾向を探っていく。同時に若年層と高齢層
での印象の共通点や相違点の有無について調査
を行った。

の男女)の 14 名を対象として刺激と形容詞対が書
かれた評価用紙を作成し、SD 法を使用して実験
を行った。方法は黒丸ら[3][4]と同じである。刺
激は基本色名 11 色の色刺激と色名(文字刺激)を
使用している。大きさは全て 3cm×3cm であ
る。マンセル値と色名を表 1 に、マンセル値を
色刺激化したものを図 1 に示す。
表 1 実験で使用した刺激

図 1 マンセル値を色刺激とする
また形容詞対(表 2)は計 9 個とし、7 段階評価を
使用している。集めたデータをまとめ、SPSS を
使用して因子分析(主因子法)を行った。

2. 実験方法
 石原式色覚検査表をパスした高齢層(60 歳以上
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本研究では、高齢層の結果は各形容詞群から第
1 因子に「感覚性」第 2 因子に「強弱」第 3 因子
に「力量性」と因子名を付けた。
色刺激と色名(文字刺激)の平均値及びグラフ化
した結果を若年層は表 5、図 2 に高齢層は表 6、
図 3 に示す。

表 2 形容詞対

明るい
暖かい
濡れた
硬い
重い
にぎやかな
強い
派手な
濃い

第 42 巻

暗い
冷たい
乾いた
柔らかい
軽い
さみしい
弱い
地味な
薄い

表 5 若年層の因子得点の平均値

3 実験結果
SPSS を使用し因子分析を行った結果を若年層
は表 3 に、高齢層は表 4 に各因子の結果を示す。
表 3 若年層の各因子

表 4 高齢層の各因子
形容詞対

因子１

因子2

因子3

明るい

暗い







暖かい

冷たい







派手な

地味な

にぎやかな さみしい
濃い

薄い



















強い

弱い







重い

軽い







硬い

乾いた













回転後の負荷量平方和(a)

 若年層と高齢層ともに全ての因子が正の値と
なった。第 1 因子は「にぎやかな、暖かい、派手
な、明るい」と若年層と高齢層で同じ形容詞であ
る。若年層では第 2 因子は「濃い、強い、重い」
第 3 因子は「濡れた」となり、高齢層では第 2 因
子は「濃い、強い」第 3 因子は「重い、硬い」と
なり、第 2 因子以下では違いが見られた。
黒丸ら[3][4]は若年層の結果を各形容詞群から
第 1 因子に「感覚性」第 2 因子に「物理性」第 3
因子に「乾いた」と因子名を付けた。
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表 6 高齢層の因子得点の平均値

図 4 若年層の因子別の差(青色と緑色)

図 5 高齢層の因子別の差(青色と緑色)
 次に、デンドログラムの結果を若年層は図 6、
高齢層は図 7 に示す。

図 3 高齢層の因子別の差
 また、若年層と高齢層で大きな差が見られた
青色と緑色について拡大した図を若年層は図 4、
高齢層は図 5 に示す。
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にぎやかな色」として捉えている。若年層では青
色は「悲しみ」を連想しやすい色である。しかし
高齢層では青色は「空の色」や「夏の海の色」を
連想し、青色の文字刺激に対してにぎやかな印象
を持っていると考えられる。

図 7 高齢層のデンドログラム
4. 考察
 若年層では緑色以外の色では文字刺激と色刺
激が同様な傾向であり、緑色で符号が逆転したの
は黄緑や深緑を想像したからではないかとされ
ている。またデンドログラムでは文字刺激も色刺
激も寒色系のグループに属していることから大
きな違いは見られなかった。
 高齢層では緑色と青色に違いが見られた。他の
色は文字刺激と色刺激に大きな印象の差は得ら
れなかった。緑色は因子 1(感覚性)と因子 3(力量
性)で符号が逆転している。これは若年層と同様に
文字刺激を提示された場合、
「明度の高い緑色」や
「濃く強い緑色」を想像したからだと考えられる。
デンドログラムにおいても緑色の文字刺激はオ
レンジ色や赤色のグループにあたる暖色系に分
類されている。
 若年層と高齢層の相違点は青色にもある。若年
層では因子 2 の符号のみが逆転しているが、高齢
層では因子 1 と因子 3 の符号の逆転に加えて、文
字刺激では全ての因子が負の値をとっている。若
年層は明度の低い濃い青色を想像していたこと
が予想されるが、高齢層では明度の高い青色を想
像したことが読み取れる。また、デンドログラム
でも青色の文字刺激は中間色である紫色や緑色
のグループに属しているのに対し、色刺激は茶色
のグループに分類された。これは若年層では見ら
れなかった傾向である。つまり、文字刺激を提示
すると若年層では青色を感覚的に「暗くさみしい
色」と捉えているのに対し、高齢層では「明るく

5. まとめと今後の課題
 若年層と高齢層の色刺激と文字刺激の印象評
価において、高齢層では緑色の文字刺激はデンド
ログラムからオレンジ色や赤色のグループにあ
たる暖色系に属していることが判明した。また青
色は若年層では感覚的に「暗くさみしい色」と捉
えているのに対し、高齢層では「明るくにぎやか
な色」として捉えていた。
 今後の課題として 5B がマンセル値のため青緑
がかっていることが挙げられる。様々な緑色、青
色を使って印象評価を行う必要がある。この実験
を年代別に行うことで、どの年代から印象の変化
が起こるかを判明させることができると考えら
れる。
6. 参考文献
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飲食店の価格帯がホームページ画像の色彩特徴に与える影響
Effects of Price Range on Color Features of Website Images of
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Keywords: 飲食店, 代表色, 価格, データ分析，
マーケティング．
１．はじめに
消費者の好みをデータから分析し，マーケティ
ングやデザインに応用する技術には幅広い分野
からのニーズがある．こうした分析ではデータの
属性として人間が何を認知しているかを分析者
が理解することが必須である．そのため商品の特
徴分析には，その商品に関する専門的な知識が必
要とされ，しばしば人手によるデータのラベル付
けなどが必要であった．こういった理由から，消
費者の好みなどの感性的なカテゴリを分析する
とき十分な数のサンプル数を確保するのは困難
であった．
多数のデータを用い継続的に分析を行うには，
データを自動的に収集し，さらにデータ属性とし
て人間が認知する要素を選択的に抽出するシス
テムが不可欠である．そこで本研究では画像から
代表色特徴を自動的に抽出するアルゴリズム 1)を
用い，Web サイトから広告用の画像を収集し，店
舗の印象に関連する色彩特徴を分析する．対象と
しては飲食店のホームページの広告用画像を用
い，その画像の代表色特徴を抽出し，店舗の高級
感との関連を分析した．色彩に着目する理由は，
第一に色彩が好みや印象に与える効果について
様々な知見 2)3)4)が存在するため，第二に色彩が知
覚・認知心理学の分野においても定量的な表現が
しやすく，多数のデータの特徴を表すのに適して
いるためである．
２．方法
本研究で分析の対象とする飲食店の広告用の
画像は，多数の飲食店のホームページからダウン

National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology
Chuo University
National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology
Chuo University

ロードして収集した．飲食物の写真だけでなく，
店舗の外観，内装などの写真もすべて対象として
いる．これは飲食店の Web 上の広告用写真は，
提供される飲食物の情報だけでなく，店内の雰囲
気なども含めた店舗の印象をアピールする役目
を持っているため，「高級感」のような感性的な
特性を分析する上では有用なデータとなるため
である．このような店舗の感性的価値を伝える媒
体としての写真をイメージ写真と呼ぶ 5)．図 1 の
上段は分析対象とした画像の例である．
対象の Web サイトは，飲食店の情報を集めた
ウェブサイト「ぐるなび」上でジャンルと地域を
指定して検索し，トップ 100 店の店舗のページか
ら飲食店の URL を取得した．注意点として，
「ぐ
るなび」による紹介ページではなく，店舗が運営
するホームページを対象としている．ジャンルは
居酒屋，ダイニングバー，和食，洋食，イタリア
ン・フレンチ，中華，韓国・焼肉，ラーメン，カ
フェの 9 種類で，地域は「東京」で固定し，飲食
店の URL が記載されていない店舗は除外した．
分析の手順は，データの収集，色彩特徴の抽出，
ジャンルごとの色彩特徴の分析の 3 つのステップ
からなる．まずデータの収集では，「ぐるなび」
の API6)を用いてジャンルごとに店舗の URL と
食事一回の平均予算を取得し，クローラを用いて
Web ページ上の画像を全てダウンロードした．平
均予算とは「ぐるなび」の店舗紹介ページに表記
されている 9 段階の値である．さらにダウンロー
ドした画像のうち，縦または横の長さが 32 ピク
セル以下のものは除外した．これはボタンの背景
画像やレイアウト調整用の白い 1 ピクセルだけの
画像など，店舗の印象と直接関係のない画像を除
外することを目的としている．
次に色彩特徴の抽出では，画像中の複数の代表
色を自動抽出する手法として，領域分割とクラス
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タリングを併用する手法 1)を採用した．ここでい
う代表色とは，人間が対象物の色彩を知覚すると
き，数多くある色の中から対象の色彩特徴を代表
する少数の色のことである．図 1 は元画像（上段）
から抽出された複数の代表色（下段）を表してい
る．この代表色抽出法は，画像の内容に合わせて
色数が決まるという特徴があり，本研究のように
画像の内容に制約が少なく，多数のデータを扱う
場合に有効である．
そしてジャンルごとの色彩特徴の分析として，
本研究では飲食店のイメージ写真における代表
色の分布の傾向および抽出された代表色と平均
予算の価格帯との関係を分析した．我々はこれま
での研究から高級店のイメージ写真においては
カラフルな色彩よりもモノトーンを用いる傾向
があるという仮説を立てた．そこで平均予算の価
格帯と，対応する店舗のイメージ写真から抽出さ
れた代表色の彩度との関係を分析した．

s = �𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 2 ,

図 2

図 1

代表色抽出結果の例

３．分析方法
クローラによるデータ収集で，計 401 店舗から
計 13424 枚の画像を収集した．また一つの写真か
らは平均 5.55 色の代表色が抽出された．
(1) イメージ写真の代表色の分布傾向
画像データから抽出された代表色の分布の傾
向から，飲食店のイメージ写真全体に見られる色
彩の特徴を分析した．図 2 は画像データから抽出
された全代表色についてその彩度（上段）と色相
（下段）のヒストグラムを表している．彩度 と色
相 は代表色の CIE Lab 値から下式により求めた．
なお彩度のヒストグラムのビンの幅は 5，色相の
ビンの幅は 10 である．色相のヒストグラムのビ
ンの色は対応する色相値を示している．また色相
については彩度が 20 以下の代表色を除外して度
数を求めた．
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360
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎 ≥ 0
tan−1
𝑏𝑏𝑏𝑏
ℎ = � 2𝜋𝜋𝜋𝜋
360
𝑎𝑎𝑎𝑎
�tan−1 + 𝜋𝜋𝜋𝜋� 𝑎𝑎𝑎𝑎 < 0
2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑏𝑏𝑏𝑏

彩度（上）と色相（下）のヒストグラム

彩度の分布は 0≤s<5 のとき最も大きなピーク
を示し，全体的に低い値を取る傾向が見られた．
0≤s<5 となる色はほぼ完全な無彩色である．こう
いった色は自然な背景で撮影された写真ではな
く，加工された白背景の画像から抽出されたもの
が含まれていると考えられる．そして全体的な彩
度の低さは，イメージ写真に含まれる多くの色で
彩度が低いということを意味している．これは写
真の色彩の構成上，彩度の高い色より低い色のほ
うがバランスを取りやすいためであると考えら
れる．
色相の分布は h=60°付近に大きなピークを持ち，
これは橙〜緑にかけての分布に対応している．こ
れらの色は飲食物自体の色や店舗の内装の色と
しても抽出されている．飲食物の色彩は赤〜緑の
色が基本とされ，とくに赤系の色は食欲の増進効
果が，緑は赤の対比色として食品を鮮やかに見せ
る効果があると考えられている．また内装も食欲
増進効果などの心理効果，飲食物との色彩調和，
Web ページとしての色彩調和が考慮されて色彩
が決定されていると考えられる．
(2) 代表色と飲食店の平均予算の価格帯の相関関
係
高級店のイメージ写真においてはカラフルな
色彩よりもモノトーンを用いる傾向があるとい
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う仮説を検証するため，平均予算の高い店舗と低
い店舗との代表色の彩度の分布の違いを調べた．
平均予算の分布はジャンルによって異なるので，
ここではジャンルごとにデータを分けて検討を
行った．
図 3 は一例としてダイニングバーの店舗のイ
メージ写真から抽出された代表色の彩度の平均
を，店舗の平均予算ごとに示している．価格帯が
上昇に伴い，彩度の平均値が減少している．そこ
でジャンルごとに価格帯と彩度の平均値につい
て，ケンドールの順位相関係数の無相関検定を行
った． 表 1 の N はジャンルごとの代表色数，τ
はケンドールの順位相関係数，p-value は無相関
検定の p 値を示す．ダイニングバー，イタリアン・
フレンチ，韓国・焼肉，ラーメン，カフェでは負
の相関が有意となった．すなわち価格帯の情報と
ともに彩度の平均値が下がる傾向が存在してい
たといえる．

図 3

ダイニングバーの平均予算の価格帯と彩
度の平均値
表1

各ジャンルの無相関検定の結果

ジャンル

N

τ

p-value

居酒屋

6751

-0.014

0.14

ダイニングバー

6960

-0.045

<0.01

和食

4847

0.014

0.21

洋食

5183

-0.031

<0.01

イタリアン・フレンチ

5855

-0.043

<0.01

中華

4530

-0.013

0.25

韓国・焼肉

3927

-0.076

<0.01

ラーメン

2548

-0.005

0.75

カフェ

4861

-0.085

<0.01

４．考察
(1) イメージ写真の代表色の分布傾向の分析
本研究で得られたデータから抽出された代表
色の分布の特徴は，彩度の低い色への集中と，赤
〜緑にかけての集中である．これらの色の役割は，
低彩度色はカラーコーディネーションにおいて
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ベースカラーとして，赤〜黄の色は食欲の増進効
果，緑は赤色に対する対比効果を意図しているも
のと考えられる．
我々はこれまでに，インテリアブランドを対象
とした類似の分析を行っているが，低彩度色への
集中，橙への集中といった特徴が本研究での分析
結果と非常に似通っている．インテリアブランド
のイメージ写真における代表色分析では，インテ
リアのカラーコーディネートにおけるベースカ
ラーとしての白や茶色，特に茶色は木材に由来す
る色であることからブランドの違いによらず多
く見られた．橙系の色はナチュラルカラーであり，
温かみを感じさせる色とされている．これは飲食
店やインテリアというドメインを越えて共通の
色彩効果をもたらしているものとも考えられる．
(2) 代表色と飲食店の平均予算の価格帯の相関関
係の分析
無相関検定の結果，9 つのうち 5 つのジャンル
で代表色の彩度と平均予算との間に有意水準 1%
以下で負の相関が見られた．すなわち平均予算が
上昇すると再度の平均は低くなるという関係が
認められた．このような関係に意味づけするなら
ば，大衆的な店舗が暖色系の色を用いて寛ぎや親
しみやすさを演出するのに対し，高級店が無彩色
の色を用いて洗練された雰囲気や非日常感を演
出するためと考えられる．
本研究では飲食店の高級感に着目した分析を
行ったが，ここでは食事の平均予算を指標とした
ため，消費者から見て高級と感じるかどうかの分
析ではない点に注意が必要である．予算の高い店
は雰囲気作りや広告を重視するだろうと考えら
れるので，主観的な高級感と予算の間には強い相
関関係が予想されるが，より確実に検証するには
イメージ写真の高級感の評価を行う必要がある．
これは今後の課題である．
(3) 分析手法の有効性に関する検討
提案手法はイメージ写真の収集と特徴抽出を
自動的に行うため，容易に多数のデータを分析す
ることが出来る．好みや印象は，季節や流行の影
響を受け時間的に変動するため，継続的にデータ
を投入し，その変化を捉えることも分析の目的と
なる．提案手法はこのプロセスを容易にし，分析
者はデータの意味付けを行えば良い．
本研究でのデータ収集では，平均予算の価格帯
ごとにサンプル数に大きくばらつきが出た．この
偏りは母集団の特徴をある程度反映していると
考えられるため，本研究では価格帯ごとにサンプ
ル数を揃えることはしなかった．また，クローリ
ングによる自動的なイメージ写真は多数のデー
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タを容易に集めることが出来る一方，データの質
が高くないという欠点がある．本研究ではイメー
ジ写真が好み焼印象に与える影響に着目し，画像
のサイズに応じた簡単なフィルタリングで不要
なデータを除外したが，実際にはまだ不要なデー
タが混入している状態である．こうした画像を除
外するには画像に写っているものを判別したり，
白い背景を検出したりする仕組みが必要となる．
本研究で提案する手法は画像の色彩に着目し
た分析を行うものである．色彩が好みや印象に影
響をあたえることは間違いないとは言え，実際に
は色以外の要素も大いに影響を与える可能性が
ある．
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5) 高橋直己, 坂本隆, and 加藤俊一: イメージ写真
からの代表色とクラスター特徴量の抽出によるイン
テリアブランドの分析. 日本感性工学会論文誌. 15
(2016) 203–212
6) ぐるなびWeb Service. http://api.gnavi.co.jp/api/,
(accessed 2018-01-28)

５．まとめ
本研究では飲食店のイメージ写真から抽出さ
れた代表色によって，飲食店ドメイン全体の色彩
の傾向や，平均予算と代表色の分布の関連につい
て分析した．今後の課題として，画像から感じら
れる高級感などの主観評価と代表色特徴との関
連の分析が必要である．また分析に用いた画像デ
ータ内にはイメージ写真として不適当なものが
混在しているので，これを自動的に除外する仕組
みも必要である．
本研究で行った自動的に収集したデータに基
づいた好みや印象の分析は，デザインやマーケテ
ィング分野での応用が期待できる．また分析手法
の適用範囲は飲食店に限らず，多様なドメインへ
の対応が見込める．また画像に対する主観的な評
価データと組み合わせることで，多数のドメイン
間での個人の感性のモデル化や，一つのドメイン
における時間的な特徴の変化の分析などが可能
である．
参考文献
1) 高橋直己, 坂本隆, and 加藤俊一: 感性データ分
析のための知覚的代表色抽出システム. 一般社団法
人日本色彩学会 平成28年度研究会大会. (2016)
2) S. Singh: Impact of Color on Marketing.
Management Decision. 44 (2006) 783–789
3) A・F・T対策テキスト改訂版編集委員会 and 全
国服飾教育者連合会: 文部科学省後援色彩検定公式
テキスト. A・F・T企画, (2008)
4) L. C. Ou, M. R. Luo, A. Woodcock, and A.
Wright: A study of colour emotion and colour
preference. Part I: Colour preference modeling.
Color Research and Application. 29 (2004)
232–240
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ダークチャンネル手法に基づく画像間のヘイズ転写
Haze Transfer between Images based on Dark Channel Prior
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キーワード: ダークチャンネル手法，色転写，
ヘイズ転写．
1．はじめに
2 枚のカラー画像間の雰囲気を転写する方法と
して，ソース画像の色合いをターゲット画像に反
映させる色転写手法が数多く提案されてきた．一
般に，映画や CM 等の映像分野の演出において，
ヘイズ(もや・煙など)が雰囲気を表現するために
活用されている．そのため，シーンの色調だけで
なく，映像における雰囲気表現においてヘイズは
重要な役割を果たしていると考えられるが，これ
までにヘイズを転写する方法は報告されていな
い．
本研究では，2 枚のヘイズを含むカラー画像を
入力とし，ヘイズが有する雰囲気を転写すること
を目的する．
2．提案手法
図 1 に，提案手法のフローチャートを示す．は
じめに，ダークチャンネル手法[1]に基づいて，2
枚の入力画像からヘイズ成分を分離する(2.1 節)．
次に，色転写手法[2]を用いてヘイズ情報を転写し
(2.3 節)，再合成する(2.3 節)．
2.1．ヘイズ成分の分離
ヘイズを含む画像は，情景放射と環境光の加算
でモデル化でき，取得画像を𝑰𝑰，情景放射を𝑱𝑱，環
境光を𝑨𝑨(3 次元の色ベクトル)とすると，式(1)で表
現することができる．
𝑰𝑰(x) = 𝑱𝑱(𝐱𝐱)𝒕𝒕(𝐱𝐱) + 𝑨𝑨(1 − 𝒕𝒕(𝐱𝐱))
= 𝑱𝑱(𝐱𝐱)𝒕𝒕(𝐱𝐱) + 𝑨𝑨 − 𝑯𝑯(𝐱𝐱)
(1)
ここで，𝒕𝒕は情景放射の透過率，𝐱𝐱は画像座標を示
す．また，𝑯𝑯(x) = 𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑥𝑥)とした．He らは，1 枚の
入力画像から情景放射𝑱𝑱，環境光𝑨𝑨，透過率𝒕𝒕を推定
し，ヘイズ除去画像を得るダークチャンネル手法

図 1 提案手法のフローチャート
を提案した[1]．本手法では，文献[1]の方法を利用
して，2 枚の入力ヘイズ画像を各成分に分離する．
2.2．ヘイズ成分の転写
次に，Reinhard らが提案した色転写手法[2]を
用いて，ソース画像の環境光𝑨𝑨と透過率𝒕𝒕をターゲ
ット画像に転写する．文献[1]では，環境光𝑨𝑨は3 ×
1の色ベクトルで表現されているため，ソース画
像の環境光𝑨𝑨と透過率𝒕𝒕を，それぞれ単独では色転
写手法に適用することはできない．そこで，本研
究では，𝑯𝑯(x)に色転写手法を適用する．
Reinhard らの色転写手法は，画像の画素値を
無相関色空間(文献[2]ではlαβ色空間と表現され
ている)に変換する．そして，それぞれ l，α，β の
標準偏差と平均を求め，新たな l′，α′，β′ を生成
する．最後に元の色空間(RGB 色空間)に戻すこと
によって，ソース画像の色をターゲット画像に転
写した画像を生成することができる．無相関色空
間に変換した後，式(2)および(3)を用いて，ヘイズ
成分を転写する．
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𝑙𝑙 ∗ = l − 〈𝑙𝑙〉
𝛼𝛼 ∗ = α − 〈𝛼𝛼〉
𝛽𝛽∗ = β − 〈𝛽𝛽〉
l′ =

𝑙𝑙
𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑙𝑙 ∗
𝑙𝑙
𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

α′ =
′

β =

α
𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

α
𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

β

𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
β

𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

α∗
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でヘイズの雰囲気を転写する手法を提案した．実
験結果より，ソース画像のヘイズの雰囲気をター
ゲット画像へ転写できることが確認できた．
今後，様々なヘイズ画像に対して適用し，提案
手法の有用性を検証していき，転写方法の改善を
はかりたい．

(3)

β∗

ここで，〈𝑙𝑙〉，〈𝛼𝛼〉，〈𝛽𝛽〉はそれぞれの平均値であり，
σは標準偏差である．そして，得られた l′，α′，β′
を元の色空間に戻す．これによって，ソース画像
のヘイズの雰囲気情報がターゲット画像に転写
された𝑯𝑯′が得られる．
2.3．ヘイズ転写画像の合成
提案手法によるヘイズ転写画像は，最終的に式
(4)~(7)により実施される．式(5)の関数 T は，2.2
節のヘイズ成分の転写を示している．
𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉_𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 (x) = 𝑱𝑱 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑥𝑥)𝒕𝒕′ (𝑥𝑥) + 𝑨𝑨′ − 𝑯𝑯′(𝑥𝑥) (4)
(5)
𝑯𝑯′ (x) = T(𝑯𝑯𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑯𝑯𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 )
′
𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
(6)
𝒕𝒕′ (x) =

∑3𝑐𝑐=1 𝑯𝑯′ (𝑥𝑥)
∑3𝑐𝑐=1 𝑨𝑨′

図 2 入力画像と結果画像
(左上：ターゲット，右上：ソース，下：結果)

(7)

ここで，ヘイズ転写によって得られた𝑯𝑯′は 3 チャ
ンネルの色情報をもつ．そこで，式(7)で 1 チャン
ネルに変換し，合成に利用する透過率𝒕𝒕′を得る．最
後に，式(4)を利用してヘイズ転写画像を合成する．
合成の際の環境光𝑨𝑨′については，ソース画像の環
境光𝑨𝑨𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 を利用した．

3．結果と考察

図 2 に入力画像と結果画像，図 3 にそれらの透
過率マップをそれぞれ示す．図 3 の透過率マップ
の結果から，ソース画像におけるヘイズの濃度が
ターゲット画像に転写されていることが確認で
きる．また，図 2 の再合成後の結果から，ソース
画像のヘイズの明るさや色味などが適切にター
ゲット画像へ転写されており，類似したヘイズの
雰囲気を再現できていることがわかる．
4．まとめ
本稿では，ダークチャンネル手法に基づいて入
力画像を情景放射，環境光，透過率に分離し，色
転写手法を適用することによって，2 枚の画像間

図 3 図 2 に対応した透過率マップ
(左上：ターゲット，右上：ソース，下：結果)
参考文献
[1] K. He, J. Sun and X. Tang, ”Single image
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Intelligence, vol. 33, no. 12, pp. 2341-2353, Sep.
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マルチバンド技術によるステレオ分光画像の表示方法の検討
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Keywords:分光情報，マルチバンド，最適化計算，
進化的アルゴリズム，CMA-ES．
 はじめに
近年，デジタルアーカイブやネットショッピン
グ，遠隔医療などの分野で正確な色再現が求めら
れており，それに伴い分光情報を用いた研究が多
く行われている．本研究では，これまで開発して
きた HDR 分光ステレオ画像計測システム[1]とマ
ルチバンド 3D プロジェクタ[2]の技術を用いて，
HDR 分光画像の計測と表示を一連の処理で実現
するシステムの構築を目指す．
本発表では，計測システムで取得した分光情報
をマルチバンドプロジェクタで表示する手法を
提案する．

 台のプロジェクタを用いて分光画像を表示す
る研究として，富澤らによるマルチバンド ' プ
ロジェクタ>@がある．これは，図  のように  台
の '/3 方式の ' プロジェクタに，それぞれ異な
るスペクトルを透過するノッチフィルタを取り
付けることで， バンドの情報で画像を表示する．
ここで，この手法で表示できる色域を図 ，ノッ
チフィルタを取り付けたマルチバンドプロジェ
クタの原色特性を図  に示す．



 図 マルチバンド '

 関連研究


 マルチバンド ' プロジェクタ


図  表示可能な色域>@

プロジェクタ

+'5 分光動画像計測システム

+'5 画像計測と分光画像計測を複合的に行う
システムに大西らによる +'5 分光動画像計測シス
テム>@がある．
この研究では，図  に示すカメラシステム用い
て分光画像を計測する．これは，5*% カメラに入
射光を  分割するビームスプリッタと &0< シア
ン，マゼンタ，イエロー フィルタを装着したもの
であり，撮影される画像は図  のようになる．そ
の中の &0< 画像から取得できる  つの輝度値によ
り分光情報を推定する．





図 カメラシステム  図  撮影画像


図 マルチバンドプロジェクタの原色特性

このシステムの入力は QP～QP の分光画像
であり，プロジェクタで表示するために  チャン
ネルに変換する．まず入力された分光情報から
;<= 値を求め，その後  組の 5*% 値へ変換する．
これら  つのステップでは，進化的アルゴリズム
の 一 種 で あ る 共 分 散 行 列 適 用 進 化 戦 略 &0$
(6 >@で最適化した変換行列を用いる．
富澤らの研究では，&0$(6 の精度検証としてラ
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グランジュ法との比較しており，𝐿𝐿∗ 𝑎𝑎∗𝑏𝑏∗ 空間上で
&0$(6 の方が優れた検証結果となっている．この
ことから，本研究でも &0$(6 による最適化が望
ましいと考える．


共分散行列適用進化戦略 &0$(6 

進化的アルゴリズムは生物の進化モデルを模
倣したものであり，個体の突然変異，交叉，優れ
た個体の選択を何世代も繰り返すことによって
個体を解に近づける手法である．その一種である
共分散行列適用進化戦略 &0$(6 では，個体の生
成と選択を繰り返す．このとき個体は分散共分散
行列と平均ベクトルに基づいて突然変異を起こ
す．
この手法では，突然変異に用いる統計量を世代
ごとに更新することで評価関数のノイズにその
都度対応できる．また，他の進化戦略と比較する
と指定するパラメータ数が少ないことも利点の
ひとつである．
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色変換部の設計

一つ目のステップである色変換部は，入力の 
つの輝度値から  組の ;<= 値を導くためのステッ
プであるが，その過程で一度 5*% 値に変換する．
これは，&0$(6 で変換行列の最適化を行う際，分
光的再現を目指すためにスペクトルに関する評
価を加えるためである．
色変換部の変換行列の最適化モデルを図  に示
す．訓練データには，任意の色画像を  節のカ
メラシステムで撮影して得た  つの輝度値と，そ
の色画像を分光放射輝度計で計測した分光情報
を用いる．

 提案手法




システム設計

図 色変換部の最適化モデル

本研究では，+'5 ステレオ分光動画像計測シス
テム>@と同様のカメラシステムを使用して &0<
フィルタ画像を撮影する．それらの画像から取得
できる  つの輝度値をシステムの入力とし，ノッ
チフィルタを取り付けた  台のプロジェクタで表
示する．提案するシステムでは，入力の  バンド
を  バンドに変換するため，図  のように色変換
部とディスプレイ特性部という手順を踏む．色変
換部では計測した  つの輝度値を ;<= 値に変換し，
ディスプレイ特性部でそれを  組の 5*% 値に変換
する． つのステップで使用する変換行列は，
節で述べた &0$(6 による最適化で求める．
提案手法では，システム実行時の処理効率を考
慮して，従来の計測システムで生成していた分光
画像を作成せず，&0$(6 による変換行列の最適化
で分光情報に関する評価を加える．そのため訓練
データでは分光情報を利用するが，システムとし
ては分光情報を生成しない．
ディスプレイ特性部
プロジェクタ
１

変換
行列

プロジェクタ


変換
行列

Ǧͳ

色変換部

Ǧͳ

変換行列

9
バ
ン
ド
情
報


図 提案手法の概要

ここで， バンドの輝度値を g × ，変換行列
を T × とすると，求まる 5*% 値 C × は次
のように表せる．
C = Tg   

また，訓練データの分光情報は QP から QP
までのスペクトルを QP 間隔でサンプリングし
たものであり，サンプリングされた分光情報を S
とすると  式で表せる．
𝐒𝐒 = [𝑠𝑠380 𝑠𝑠390 ⋯

𝑠𝑠740 ]T  

プロジェクタから表示される分光情報𝐒𝐒′は，  式
により変換された信号値 C とプロジェクタの  バ
ンドの原色特性 P との積から  式のようにとな
る．

𝐒𝐒′ = 𝐏𝐏𝐏𝐏  

変換行列を最適化するには，評価関数が必要であ
り，分光情報のフィットネス値と色のフィットネ
ス値を定義する．分光情報のフィットネス値𝐹𝐹𝑆𝑆 は
 式のように S と S’の累計二乗誤差とする．

𝐹𝐹𝑠𝑠 = ∑𝜆𝜆(𝑠𝑠𝜆𝜆 − 𝑠𝑠′𝜆𝜆 )2   

色のフィットネス値には，分光情報 S と S’から
変換した ;<= 値により得られる輝度値Yと，色相・
彩度を表すx, yを用いる．分光情報 S から求まるも
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のをYxy分光情報 S’から求まるものをY′x′y′とす
ると，色のフィットネス値𝐹𝐹𝐶𝐶 は  式となる．

𝐹𝐹𝑐𝑐 = (𝑌𝑌 − 𝑌𝑌′)2 + (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦′)2  

以上，  ，  式を用いて評価関数は  式とな
り，これが最小となるように変換行列を最適化す
る．ここで𝑤𝑤1 , 𝑤𝑤2 は実行時に設定する重みである．

F=



𝑤𝑤1

𝐹𝐹
37 𝑠𝑠

+

𝑤𝑤2
3

𝐹𝐹𝑐𝑐   

ディスプレイ特性部の設計

図  ディスプレイ特性部の最適化モデル

このステップでは，図  のように，色変換部で
求めた ;<= 値を 5*% 信号値に変換する．





投影位置合わせ

マルチバンドプロジェクタでは 2 台のプロジェ
クタを使うため，ホモグラフィ変換を用いて投影
画像の位置合わせを行う．位置合わせには，図 10
のような 7×10 のチェスボード画像を用いる．こ
れを 2 台のプロジェクタから交互に投影し，スク
リーンの様子を固定カメラで撮影することで特
徴点座標を取得する．


図 ディスプレイ特性部の最適化モデル

ここで，一般的なディスプレイには入力値と出
力値の間で線形的な関係がないことと，'/3 方式
のプロジェクタでは一般的なディスプレイの物
理モデルが適用できないことから，システムのモ
デルを次の  式のように仮定する．
𝛾𝛾1

𝑅𝑅
𝐺𝐺 𝛾𝛾2
𝐵𝐵𝛾𝛾3
𝑋𝑋
𝛾𝛾4
  
[𝑌𝑌 ] = 𝐌𝐌 (𝑅𝑅𝑅𝑅)
(𝐺𝐺𝐺𝐺)𝛾𝛾5
𝑍𝑍
(𝐵𝐵𝐵𝐵)𝛾𝛾6
[(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝛾𝛾7 ]

図 チェスボード画像



2 台のプロジェクタの特徴点座標の一方を基準
として，もう一方の特徴点座標が重なるようにホ
モグラフィ行列を求める．この作業を繰り返し行
うことで，位置合わせの精度を向上させる．この
ときスクリーン上のすべての位置で正確な位置
合わせを目指すため，入力するチェスボード画像
はスケールや傾きをランダムに変更したものを
複数枚使用する．

M はガンマ値を考慮した信号値を ;<= 値に変換
するための × の行列であり，実際にシステム
で使用するときは逆行列で用いる．
ディスプレイ特性部の最適化モデルを図  に示
 実験
す．このステップでは変換行列 M とガンマ値を最
適化する．最適化に使用する訓練データは，プロ
実験は暗室内で行い，使用するカメラシステム
ジェクタの 5*% 値と，そのときノッチフィルタを
とマルチバンドプロジェクタは関連研究>@>@
通して投影される画像の ;<= 値である．変換行列
と同様のものを用いた．
により得た ;<= 値から求まる𝐿𝐿∗ 𝑎𝑎∗𝑏𝑏∗ 値の𝐿𝐿∗1 𝑎𝑎1∗ 𝑏𝑏1∗と，
 投影実験
訓練データから求まる𝐿𝐿∗ 𝑎𝑎∗ 𝑏𝑏∗ 値の𝐿𝐿∗2 𝑎𝑎2∗ 𝑏𝑏2∗ の色差を
評価関数 FP とし，これが最小となるように最適化
 章で述べた最適化モデルで色変換部とディス
を行う．
プレイ特性部の変換行列を決定する．最適化で使
用 す る 訓 練 デ ー タ は ， 5*% 値 を そ れ ぞ れ
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・・・ というように  ずつ変化させ
ることで得られる計  個の色画像である．
カメラで撮影した &0< 画像を  バンドに変換し
て得た  組の 5*% 画像が図  である．これら 
枚の画像はそれぞれノッチフィルタの影響を受
けた後，スクリーン上で重ねて投影される．その
様子を図  に示す．

 
D プロジェクタ１    




E プロジェクタ２

図 出力する 5*% 画像

 考察
提案手法では  種類の変換行列を最適化し，
バンドの分光画像をマルチバンドプロジェクタ
で表示するシステムを構築した．しかし，実験で
は色再現において十分な結果が得られなかった．
これは色変換部で使用した訓練データは  枚の
色画像から得た  バンド情報と分光情報であった
が，それらを計測したカメラと分光放射輝度計は
独立した機器であることが原因のひとつと考え
られる．訓練データに含まれるノイズが大きくな
り，最適化の収束値も大きくなってしまったので
はないかと考える．また，図  の出力画像では目
視で位置ずれを確認できる．しかし，図  よりそ
れぞれのプロジェクタからの出力段階で位置ず
れが発生している．そのため，これは計測段階で
の &0< 画像の位置ずれが原因であると考えられる．

今後は，訓練データの計測方法を工夫すると共
に，訓練データのノイズが変換行列に影響しない
ような最適化モデルを改めて考える必要がある．

 おわりに


図 表示される画像
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マルチバンド投影における色評価

提案手法により表示された色情報がどのくらい
正確に表現されているか評価する．今回は， 色
のパッチを持つ [ULWH カラーチェッカーを計測
対象として評価を行った．評価方法は，まずカラ
ーチェッカー実物と，それを撮影して提案手法に
て投影した画像のスペクトルを計測する．そして，
それらのスペクトルから L*a*b*値を求め，実際の
計測物体と表示画像との色差を評価値とした．各
パッチの色差は図  となった．

本発表では，+'5 分光画像計測とマルチバンド
プロジェクタの技術を用いて， バンドの分光画
像を  バンドのプロジェクタで表示する方法を提
案した．提案手法で画像を表示することは可能で
あったが，訓練データ計測時のノイズの影響を受
けることが分かった．また，表示した画像内で位
置ずれも確認できた．今後これらの課題を解決す
るために，最適化手法や位置合わせの手法を見直
し，提案するシステムの色再現の向上を目指す．
参考文献
[1] Yuki Onishi, Yoshitsugu Manabe, Noriko Yata: “HDR spectral video
measurement system using complementary color filter and neutral
density filter” Proc. of13th AIC Congress, PS03-77 (2017)
[2] Masayoshi Tomizawa, Yoshitsugu Manabe, Noriko Yata: “Color
Reproduction of Multiband 3D Projector” ITE Trans. on Media
Technology and Applications Vol.5 No.4 pp.134-140 (Oct.2017)
[3] Nikolaus Hansen and Andreas Ostermeier. Adapting arbitrary normal
mutation distributions in evolution strategies: The covariance matrix
adaptation. In Evolutionary Computation, 1996., Proceedings of
IEEE International Conference on, pp. 312–317. IEEE, 1996.


図 実物と投影画像との色差

この結果から，多くのパッチで色がずれており，
特に赤やマゼンタなどの暖色で色差が大きくな
る傾向があった．これは色変換部の最適化に原因
があると考えられる．
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色彩の「選好」と「嗜好」 およびその性差 — 家電製品の色彩を通じて
Preference of colors and colors of products, and its gender
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１．はじめに
消費者が製品について持つ色彩の嗜好を知る
ために，いろいろな研究がなされている [1,2]。
また，色の選好に関しては，色そのものの選好と，
その色をもつ何らかの具体的な物品が介在した
場合の選好との違いが，長らく研究されている
[3-5]。
本研究では，製品の色の嗜好を，上の「事物の
介在による選好の変化」という観点から検討する。
ここでは，色そのものに対して持つ「選好」と，
どういう色の製品を好むかという「嗜好」との違
いに注目し，両者の一致度が各条件でどのように
異なるかを調べた。調査では，まず色だけについ
ての選好を被験者に尋ね，さらに，冷蔵庫・ノー
トパソコン・スマートフォンを対象として，色の
嗜好を調べて，「色自身の選好」と「製品の色に
ついての嗜好」を比較した。その結果，「選好」
と「嗜好」の一致度は，製品によって異なるのみ
ならず，男性と女性の間でも差があることが示唆
された。

Kansai University
Kansai University
Hokkaido University of Education

のある色彩を想定している。さらに，製品の色見
本を呈示する前に，図 4 に示す正方形の色見本を
呈示して，色彩の選好について調査した。
インターネットを介した調査であるから，見本
を呈示したディスプレイは被験者ごとに異なり，
ディスプレイ間の色の差異は考慮していない。し
たがって，この調査は「白・黒・赤・青・ピンク・
水色・黄・緑・茶」という各色相の概念に対する
選好・嗜好を調べるものということができる。な
お，正方形の色見本と各製品の色見本の色は一致
している。
正方形の色見本および各製品の色見本につい
て，被験者は「好き・欲しい」「嫌い・欲しくな
い」 色をそれぞれ 3 色まで，順位をつけて回答
した。被験者の数は，女性 32 人，男性 32 人であ
る。

２．実験方法
図 1−3 に示すように，冷蔵庫・ノートパソコン・
スマートフォンについて，よく売れる色といわれ
る白・黒・赤・青，赤と青の彩度を下げたピンク・
水色，売れない色といわれる黄・緑・茶の色見本
を，インターネットを介して被験者に呈示した。
この 3 つの家電製品を選んだのは，冷蔵庫は「家
に据え置いてあるもの」，ノートパソコンは「携
帯するが使用時には机上に置くもの」，スマート
フォンは「携帯したまま使用するもの」であり，
「身に付けるもの」であることの度合いが，冷蔵
庫は低く，ノートパソコンは中くらい，スマート
フォンは高くなっているからである。また，いず
れの色彩も，家電製品によく用いられる金属光沢
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各製品での人数（冷蔵庫: 29，ノートパソコン: 22，
スマートフォン:13，合計 67）を実測度数とみな
し，男性のそれ（冷蔵庫: 20，ノートパソコン: 25，
スマートフォン:22，合計 64）を，合計を実測度
数に合わせたうえで期待度数とみなして，χ2 適
合度検定を行うと p 値は 0.0155 となり，有意水
準 5%で男女間に有意な差があることがわかる。
また，図 6 は，色自身の選好で「好きな色」1
位とした色が，各製品の「欲しい色」で 3 位まで
に入っているような被験者の割合，および，「嫌
いな色」1 位とした色が「欲しくない色」で 3 位
までに入っているような被験者の割合を示す。つ
まり，「選好」と「嗜好」の一致性が高い被験者
の割合を示している。女性は男性に比べて，冷蔵
庫→ノートパソコン→スマートフォンの順に「身
に付けるもの」であるほど，色自身の選好と製品
の色の嗜好との一致度が高くなる傾向がみられ
る。

図 2 ノートパソコンの色見本

４．まとめ
本研究では，正方形の色見本と家電製品の色見
本を被験者に呈示し，色自身の「選好」と製品の
色の「嗜好」の違いを調べ，さらに男女間の違い
を調べた。その結果，女性は男性に比べて，製品
が「身に付けるもの」かどうかが，色の選好と製
品色の嗜好の一致度に影響している傾向が見ら
れた。今後，さらにデータを詳細に解析し，有用
な知見を得るための検討を行う。

図 3 スマートフォンの色見本

図 4 正方形の色見本
３．実験結果と考察
図 5 は，各製品について，各色を「欲しい」色
の 3 位までに入れた人数を集計したものである。
男女とも，白・黒が人気で，黄色が不人気という
傾向がある。さらに女性については，一部の色に
関して，製品間で選ばれる色の差が大きいという
傾向がみられる。例えば，白色に関して，女性の
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図 5 欲しいと思う色（製品別・男女別）
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「空間の色彩がヒトの広さ・狭さの印象に及ぼす影響について」
－立体可視化装置 CAVE での心理評価検証実験の試み(3)－
The Impact of the Space Color on the Area of the Room
山下 真知子
Machiko Yamashita
Keywords: 空間の色彩 広・狭感 印象評価

大手前大学

Otemae University

VR 実験

１はじめに これまでの研究経緯と目的
既往研究註(1)により、色の心理効果としての定説
註(2)※
と色彩空間で起こるそれには齟齬があること
を明らかにした。経緯として環境から得られる心
理的な事象を調査する場合、様々な要素が絡む実
際の現場では同じ被験者であってもその結果の
信頼性に限界がある。そこで被験者の前提条件が
安定する検証実験の方法として立体可視化装置
(π-CAVE)による色彩環境の心理評価実験の手法を
開発した。これまでの研究結果から VR 実験によ
る心理評価実験とリアルユーザーの心理評価結
果との整合性が認められ信頼性が検証できた。こ
れにより医療や福祉施設の環境面の改善を目的
とした研究をさらに深化させるために、色彩空間
における味覚、嗅覚、広・狭感、時間的体感、記
憶等、空間の色彩がヒトに及ぼす影響を探る。同
時にこれまでの定説ともなっている色彩心理効
果の内容を吟味検討し、新たに空間色における色
彩心理効果を体系的に提示する計画である。
本報では色彩空間における味覚、嗅覚、広・狭
感、時間的体感、記憶等、空間の色彩がヒトに及
ぼす影響のうち、「広・狭感」について報告する

験者の評価の基準となる空間モデル色）の印象評価結果で

の都合上、詳細略））

ある。本実験では評価の基準となるニュートラル
空間モデル色
をこの結果に
基づいて設定
した。
2-2.実験方法
図 2 に示した
通り、基準空間
と刺激空間をそれぞれ一定時間体感させる一対
比較実験
で実験 1
としてニ
ュートラ
ル空間と
淡色空間
の部屋モ
デルを交
互に移動
させ、空間
の広・狭の
印象を比
較させた。
さらに実験 2 として、視覚に一定時間のインター
バルを与えた後、同一色相における淡色空間と濃

２研究方法
2-1.実験環境の前提
本研究実験で使用する環境は立体可視化装置
「Π-CAVE（パイ・ケイブ）註(3)」は正面、左右側面、
床面の三面で構成されたスクリーンスタジオで、
スクリーン空間に対しクリスティの最新立体プ
ロジェクター「Mirage WU12K-M」6 式使用する。
スクリーンの大きさは、幅：7.8m、高さ・奥行き：
3.0m である。本実験で投影する部屋モデルは、
並列に 2 部屋でそれぞれの部屋の間口は 3.75m、
高さ・奥行き 3.0m の 3.5 坪（8 畳より若干小さめ）で
天井が高い分、図 2 に示した絵より広く開放感が
ある。
図 1 は、既往研究でのニュートラル空間色（被

色空間の部屋モデルを移動させ、 広・狭の印象
を比較させた。実験 1.2.の音声ガイダンスは 7 分
間である。（図 3）
被験者は可視化スタジオ左右に投影される空
間部屋モデルを音声ガイダンスに沿って行き来
しながら、5 段階で評価。実験投影空間モデルは

（註(1)山下著『小・中学校のトイレの色彩設計に関する研究』
日建学近畿支部研究報告(計画・環境工)、第 50～第 58 号（紙面
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2-4.被験者と実施期間
実験実施期間：H29.7 月～H30.2 月
被験者：健康な大学生男女 434 名（♂226 名・♀208
名）実験項目・データ数内訳：表 3 の通り。

３結果
3-1．ニュートラル空間と淡色空間の広・狭の
印象評価

対象色とし、淡色はニュートラルカラーと、濃色
は同一色相の
淡色との広・狭
の印象を比較
する。
これらの基
準色、淡色、濃
色の明度・彩度
を一般にわか
りやすいマン
セル値に変換
して示したも
のが図 4 であ
る。
2-3.実験投影色
光源色を視感で確かめながら設定したことか
ら色相によって明度・彩度差が異なるが、概ね各
色相の淡色、濃色の明度差を 1～3 段階、彩度差
を 5 段階以上とした。（※実験環境の輝度・色度の測定に
際しては、ミノルタ色彩輝度計 CS-160 使用。裸眼と VR 眼鏡装

着で測定し、ここでは被験者の視感条件と同じ VR 装着時の値を
示す。)

図 5 はニュートラル空間と淡色空間の広・狭の
印象評価を比較したものである。帯グラフは上か
ら下へ順番に「やや狭～かなり狭」印象の比率の
高い順に示した。実験 1.での基準色としたニュー
トラルカラー空間と比べた淡赤(RL)、淡紫(PL)、淡
黄赤(YRL) 空間に対する印象は、いずれも半数～6
割が「やや狭～かなり狭」印象で、それに対して
淡黄(YL)空間における「やや狭～かなり狭」印象
は 43%、「やや広～かなり広」印象も同じく 41%
と広・狭の印象が拮抗した。淡青(BL)空間と淡緑
(GL)空間ではいずれも評価者の 58%～59%が「や
や広～かなり広」印象を示し、特に淡青 (BL)空間
においてはこのうちの 8%が「かなり広」という
印象を示した。結果を吟味したところ、全体で特
に有意性が見られたのは淡赤(RL)、淡黄赤(YRL)の
「やや狭」、淡赤(RL)の「やや広」は少なく、淡緑
(GL)の「ふつう」
、淡青(BL)の「かなり広」は多く、
同時に淡青(BL)と淡緑(GL)の「やや狭」印象は少な
いことである。結果は全体に実験 1.2.とも男女の
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印象差は認められなかったが、詳細を見ていくと、
男性が淡青(BL) 空間に「ふつう」、淡赤(RL) 空間
に「やや狭」
。これに対して女性は淡緑(GL)空間に
対して「やや広」印象であることが認められた。
これらのことから、ニュートラルカラー(基準色)よ
り明度が下がれば「狭」印象となる色相は淡赤(RL)、
「広」印象となる色相と
淡黄赤(YRL)、淡紫(PL)で、
して淡青(BL)と淡緑(GL)であることが分かった。
3-2．淡色空間と濃色空間の広・狭の印象評価
次に示す図 6 は淡色(L)空間と濃色(V)空間の広・
狭の印象評価の結果で、帯グラフは図 5 と同様に
上から下へ「やや狭～かなり狭」の比率の高い順
に示した。淡色(L)空間と濃色(V)空間の明度差は

黄、黄赤色相以外は概ね 2~3 段階差で、濃色が低
い。広・狭の印象比較では淡赤(RL)空間と濃赤(RV)
空間では 76%、淡紫(PL)空間と濃紫(PV)空間では
73%、淡青(BL)空間と濃青(BV)空間では 63%、淡緑
(GL)空間と濃緑(GV)空間では 54%、淡黄(YL)空間と
濃黄(YV)空間では 51%が「やや狭～かなり狭」と
評価した。特に濃赤の「かなり狭」の印象は有意
性が認められた。赤、紫、青に次いで緑の「狭」印
象が見て取れる。淡黄(YL)空間と濃黄(YV)空間の比較
では、「ふつう」とした回答が 3 割を超え濃黄赤
(YRV)空間では「やや狭～かなり狭」印象が 46%示
す一方で、39%が「ふつう(淡色 YRL 空間とかわらない)」
印象である。このことから実験した 6 色相全てに
おいて、空間色が淡色よりも濃色になれば半数～

第 6 号 （2018 年） JCSAJ Vol.42 No.6

半数以上が「狭」印象を持つことが分かる。特に
赤色相では 76%のうち 33%、紫色相では 73%の
うち 22%が「かなり狭」印象を持つことが分かっ
た。ちなみに黄色相 51%のうち「かなり狭」印象
は 1%であった。
3-3. 同一被験者による 2 色相（補色）の淡色空間と濃
色空間の印象評価比較
次に示す図 7～図 9
は図 6 と重複するが、
本実験で同一被験者に
評価させた 2 色（補色）
それぞれの濃色空間の
広・狭の印象評価の結
果をチャート図上に示
してみた。被験者の感
じ方に偏りが無いか
確かめようとしたも
のである。図 7 は濃赤
(RV)空間と濃緑(GV)空
間に対する広・狭の印
象をそれぞれ同一色
相の淡赤 (RL) 空間と
淡緑 (GL) 空間を一対
比較させた印象結果
で、これによると濃赤
(RV)空間は殆どの被験
者が「かなり狭～やや
狭」という印象を持ち、
濃緑(GV)空間について
は、主に「狭」印象だ
が、
「ふつう」や「広」
といった印象を持つことも見て取れる。図 7 と似たチ
ャートを示したのが図 9 で濃黄(YV)空間と濃紫(PV)空
間のそれぞれの色相の淡色空間と比較させた印象評
価である。ところが、図 8 で示した濃青(BV)空間と濃
黄赤(YRV)空間では「狭」印象が占める濃青(BV)空間に
、
「ふつう」
、
「狭」
対して、濃黄赤(YRV)空間は「広」
と印象結果が分散している。尚、本結果には男女の印
象の差異は認められなかったことも付け加えておく。
４まとめ・考察
本実験で分かったことは、主に以下の 4 点であ
る。まずニュートラルカラーの空間に比べて、
［1］
淡赤(RL)空間、淡黄赤(YRL)空間、淡紫(PL)空間は約
半数～半数以上が「かなり狭～やや狭」印象を持
つ。［2］淡黄(YL)空間は、広・狭の印象評価が拮
抗する。
［3］淡緑(GL)空間、淡青(BL)空間はいずれ
もニュートラルカラー空間より「広」印象を持つ。
特にこの 2 色相の淡色空間では淡青(BL)空間では
58%、淡緑（GL）空間では 59%が「広」印象を持
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つ。
［4］実験色 6 色相すべてにおいて明度を下げ
た濃色になると「狭」印象となる。
「狭」印象の
比率の高い順に色相別に示すと「赤＞紫＞青＞緑
（図 6）である。
＞黄＞黄赤」
心理効果の定説としては膨張・収縮、進出・後退の
点で、高明度の暖色は膨張して見えることから壁が近
付いて見え、暖色は寒色に比べて手前に見えることか
ら狭く感じ、低明度の寒色は実際より面積が小さく後
ろに引っ込んで見えるために広く感じるとする。
既往研究註(1)で明らかにした暖色、寒色にかかわら
ず広さ・狭さの印象評価の差はないという点は本実験
においても検証できた。この結果からヒトが狭く感じ
る比率の高い順「赤＞紫＞青＞緑＞黄＞黄赤」で
は暖色と寒色が混在する。すなわち、膨張・収縮、
進出・後退については、必ずしも定説通りではないこ
とが分かる。乾註(4) は著書『建築の色彩設計』で空間
の色彩による広・狭について以下のように述べている。
進出色と後退色について、色相面では、「赤＞
黄≒橙＞紫＞緑＞青」とし「進出後退は主に色相
が関与」とするが、本結果と合致しない。また、
乾の言う「①暖色は進出色、寒色は後退色に一致」
、
「②膨張色が部屋を大きく見せる効果」という 2
点について見てみると、まず進出・後退色に関し
ては、色相別でみた前述の通り、結果「赤＞紫＞
青＞緑＞黄＞黄赤」において、濃赤(RV)空間が最
も狭く感じたことから赤は暖色で進出色である
ことに合致する。しかし、紫、青は寒色であるこ
とから、上記の「①暖色は進出色、寒色は後退色
に一致する」とは一概に言えない。さらに「②膨
張色が部屋を大きく見せる効果」という点につい
ては、淡赤(RL)、淡黄赤(YRL)は一般に「膨張色」
と呼ばれる暖色の高明度色であるが、半数以上が
「かなり狭～やや狭」の印象を持った。これに対
して淡青(BL)は寒色、淡緑(GL)は中性色で明度が高
い膨張色と言える。よって②については、淡青(BL)、
淡緑(GL)空間のみ、その指摘はあてはまる。
色彩心理効果の定説とされる(1)暖色：赤、黄赤、黄
の進出効果、(2)暖色・高明度色（特に黄）の膨張効果、
(3)寒色・低明度色、青、青紫の後退・収縮効果、(4)
明度差による窮屈、圧迫感の助長について、本実験で
採用した各色相の淡色(L)と濃色(V)の明度差に触れな
がら検討を加えたい。
(1)暖色：赤、黄赤、黄の進出効果については、赤につ
いてのみ言える。(2)暖色・高明度の膨張効果について
は、特に黄色相の印象評価結果(図 5)の拮抗等、言える
とも言えないとも解釈できる。黄は他の色相と異なり、
比較対象となるニュートラルカラーと淡色の明度差
が 0 段階、淡色と濃色の明度差が 1 段階と少なかった
ことにより顕著な結果が得られなかったことも考え
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られる。いずれにせよ高明度の寒色淡青(BL)と中性色
淡緑(GL)に膨張効果が見られ壁面が広く大きく見えた
ものと解釈できる。よって心理効果の定説には不適切、
不十分である点を指摘したい。
本結果から心理効果とは、物理的な理論では図れず、
人間のそれまでの記憶や祖先から脈々と受け継がれ
たDNA に組み込まれた情報やイメージ力が総動員さ
れて印象となるのではないかと考える。例えば、淡青
空間に、境界の無い無限の広がりを感じさせる大空や、
淡緑空間に、広々と解放された草原を想起させたので
はないか。さらに(3)寒色・低明度：青、青紫の後退・
収縮効果については、本結果においてはこの効果は認
められず、むしろ濃色全般に関して、(4)明度差(低明度
になればなるほど)による窮屈、圧迫感の助長、という効果
が顕れたと考えられる。圧迫感と言えば、暖色の濃色
のうち、とりわけ赤色相はかなり圧迫感を感じ狭く感
じる印象結果である。
「赤は少しそこにいるだけで時間経過を感じ、青は
その逆であるという定説」の検証実験を濃色空間モデ
ルで現在実施中だが、被験者の様子を見ていると、赤、
黄赤の空間は心地よく、青、紫の空間は居心地が悪そ
うである。実際の赤の実験モデル内は異様な空間であ
り火事場の中にいるような錯覚に陥るが、人間は原初
的な生きる力として火の赤、太陽の黄赤に心地良さを
感じるのかもしれない。
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視覚の基本色空間(FCS)に関する考察
〜人は何を視ているか？

A Study on Fundamental Color Space (FCS) of Human Vision
〜What's Human Vision Seeing ?
小寺宏曄

Hiroaki Kotera

小寺イメージング研究室

Keywords: 視覚，基本色空間，マトリクス R，射影
１．まえがき
色彩科学発展の裏には２つの歴史的成果がある．
等色関数(1931CIE)の制定と，Matrix-R 理論(1982~
J. B. Cohen)の提唱である．等色関数は心理物理量と
しての色彩を三刺激値として定量化したが，三刺激
値では，人が分光的に何を視ているかは解らない．
Matrix-R理論は，三刺激値に隠れていた分光情報
に光を当て、初めてメタメリズムに明解な数学的解
釈を与えた．本稿では人が分光的に何を視ているの
かを考察し，基本色空間(FCS)の構成を論ずる．
２．等色関数からマトリクス R への展開
2.1 等色関数による三刺激値空間への写像
分光分布 C(λ)をもつ色は LMS 錐体センサにより，
心理物理量を表す三刺激値 T として知覚される．
t

C = ⎡⎣C(λ1 ),C(λ2 ),! ,C(λ N )⎤⎦
⎡ X ⎤ ⎡ ∫ vis C(λ )x (λ )d λ ⎤
⎥
⎢
T = ⎢Y ⎥ = ⎢ ∫ C(λ )y(λ )d λ ⎥ = At C
⎢ ⎥
vis
⎢⎣Z ⎥⎦ ⎢ ∫ C(λ )z (λ )d λ ⎥
⎦
⎣ vis
t
⎡ x (λ ),x (λ ),! ,x (λ ) ⎤
2
N
⎥
⎢ 1
A = ⎢ y(λ1 ), y(λ2 ),! , y(λ N )⎥ : t
⎢⎣ z (λ1 ),z (λ2 ),! ,z (λ N ) ⎥⎦

Kotera Imaging Laboratory

次元に相当し，３刺激値が零のため視えない．人に
は複雑な分光分布 C がそのまま視えている訳ではな
く，低次元の fundamental C*を視ているのである．
C と C*は同じ３刺激値 T を担い，B の３刺激値は
零である．C*が同じで B が異なる刺激は次のメタマ
ー群{Cm}をなす．

T = At C = At C*, TB = At B = 0
(2)
C m = C * +Bm ; m = 1, 2,~ ∞ for B j ≠ Bk ; j ≠ k
{Cm}は共通の C*と唯一無二の３刺激値 T をもつ．
2.3 マトリクス R の導出
C*は(2)式の T に一般化逆行列 PINV を操作すれば，
次式により T から逆算できる(Kotera, CIC4)xx

C* = PINV T, PINV = A (At A)-1
T に(1)式を代入すれば

C* = PINV At C * = RC *
(1)

2.2 マトリクス R による分光的写像
R は視覚空間への分光的射影子を表し，次式によ
り C から基本分光成分 C* (fundamental)を抽出する．

C = C * +B, C* = RC , B = RK C
(2)
R = A(At A)-1 At , RK = I − R; I
C*は人が知覚する基本分光成分を表す．見掛けは
N 次元であるが，３刺激値と等価な３次元しか担っ
ていない．残差 B(metameric black)は失われた N−3

(4)

これより，次式のマトリクス R を得る．

R = PINV At = A (At A)-1 At

等色関数 A は N 次元の分光入力を３次元に写像す
る．A は LMS 錐体の分光感度を担い，波長λに対し
て緩やかで広帯域の応答をもつので，C(λ)の微細な
変化を捉えることはできない．人の視覚系は(1)式の
積分によって「分光的に何を失い，何を得ているの
であろうか？」この素朴な疑問に明快な解答を与え
たのが，マトリクス R 理論 1) 2) である．

(3)

(5)

以上の，等色関数からマトリクス R への流れ，視覚
空間への分光的射影の相関関係を図 １ に要約する．
Matrix-R は、分光空間から視覚空間への恒等写像
演算子であり，N 次元の分光分布 C から，人に視え
る基本分光成分 Fundamental C*=RC を抽出する．
N-3 次元の残差成分 Metameric Black B=C-C* は、人
には感知されず素通りする．
図１で２つの肌色 C1 と C1 が同じに視えるのは、
C*が等しく B が異ることに拠る．
波長分解能を無限小にすれば、外界の色は、理論
的には N=∞無限次元である．図２は、380-730 nm を
分解能Δλ=1 nm で精密化した Matrix-R を用いて、EE
白色の C*と B を求めた例である．
３ ．視覚の基本色空間(FCS)の構成
3.1 Matrix-R からの原基底 E 行列の選択
Matrix-R の各列には、単色光の Fundamental が配
列されていて、任意の３列が独立である．視覚の FCS
は、任意の３列 E=[E1 E2 E3]を、正規直交化した基
底関数 F=GramSchmidt [E]が張る空間として，定義
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何故、分光分布の異なる２つの肌色は同じに視えるか？

される．E 行列の候補は 351C3=7145775 通りあるが，
正規直交化の際に，E 行列の一つを W*EE (EE 白色
の Fundamental で置換すれば，完全反対色 FCS を得
る．(Kotera 2014 CIC3), 小寺日本色彩学会誌 20154))．
この場合、E 行列は２列の選択でよく，351C2=61425
通りに減るが，いずれを選んでも FCS を構成できる．
図 ３は完全反対色 FCS の構成例である．FCS A は
最も直交性の良い波長(λ=457, 519, 588 nm)の E 行列
(Golden Vectors)の，519 nm を W*EE に置換している．
FCS B は近接した２波長(λ=560, 565 nm)と W*EE，
FCS C は離間した両端(λ=400, 700 nm)と W*EE の組
で構成している．本稿では，Δλ=1 nm 毎の 351 次元
の単色光ベクトルの集合でカラー表示を試みた．
各 FCS の基底関数は， x y z 等色関数の線形変換
で表され，次式のように求められた．
⎡Y ⎤ ⎡0.26534 0.44199 0.29267 ⎤⎡ x (λ ) ⎤
FAt = ⎢⎢C R ⎥⎥ = ⎢1.02357 -0.50407 -0.51950⎥⎢ y(λ )⎥ (6)
⎢
⎥⎢
⎥
⎣⎢C B ⎦⎥ ⎣⎢0.86424 -1.08972 0.22549⎦⎥⎣⎢ z (λ ) ⎦⎥

⎡Y ⎤ ⎡0.26534 0.44199 0.29267 ⎤⎡ x (λ ) ⎤
FBt = ⎢⎢C R ⎥⎥ = ⎢-0.46437 0.85318 -0.38880⎥⎢ y(λ )⎥ (7)
⎢
⎥⎢
⎥
⎣⎢C B ⎥⎦ ⎢⎣-1.25657 0.84475 0.41117 ⎥⎦⎢⎣ z (λ ) ⎥⎦
⎡Y ⎤ ⎡0.26534 0.44199 0.29267⎤⎡ x (λ ) ⎤
FCt = ⎢⎢C R ⎥⎥ = ⎢1.31522 -0.97192 -0.34330 ⎥⎥⎢ y(λ )⎥ (8)
⎢
⎥
⎢
⎣⎢C B ⎦⎥ ⎢⎣0.25454 -0.70495 0.45041 ⎥⎦⎢⎣ z (λ ) ⎥⎦
3.2 完全反対色 FCS の相互変換
FCS A〜 FCS C は、輝度軸と色差平面が直交して
いるので、輝度軸の周りの角度θの回転行列
⎡1
0
0 ⎤
(9)
Rot θ = ⎢0 Cosθ −Sinθ ⎥
⎥
⎢
0
Sin
θ
Cos
θ
⎦⎥
⎣⎢

()

を基本として相互に Affine 変換で結ばれる筈である．
Golden Vectors から得た FCS A を 基に FCS B と FCS
C への変換は次式のように求められた．

FBt

⎡1
= ⎢0
⎢
⎢⎣0

図２白色光の可視・不可視成分

0
1
0

0⎤
0 ⎥ Rot (θ B ) FAt
⎥
−1⎥⎦

(10)

これは，FCS A を θ B ≅ 70 度回転して，色差 CB 軸
を反転すれば，FCS B が得られることを示している．

FCt

⎡1
0
0 ⎤
⎥
⎢
= ⎢0 CosθC SinθC ⎥ FAt = Rot −θC FAt
⎢⎣0 −SinθC CosθC ⎥⎦

(

)

(11)

一方，(11)式は FCS A を負方向に角度 θC ≅ 20 だけ
回転すれば FCS C が得られることを表す．図３の各
FCS は、輝度軸に垂直な色差平面に投影して表示し
ており，相互の幾何学的な対応が把握できる．
本稿では，新たな知見として，完全反対色 FCS は
いずれの原基底 E 行列から出発しても，相互に，色
差平面の回転が異る幾何学的関係にあることが明ら
かとなった．E 行列の選択により基本的な色の視え
は変わらず，必須要素の W*EE (EE 白色 Fundamental)
はデフォルトであり，２本の単色光のみの選択で，
視覚の FCS を構成できることを実践検証した．
3.3 他の反対色空間との比較
人の視覚系では、網膜の錐体信号は神経節細胞で
輝度・色差に符号化されて脳の視覚野に伝達される。
この信号処理に倣って、NTSC テレビ放送では、RGB
信号を YIQ の輝度・色差に変換して伝送されていた。
これまでに種々の反対色空間が提案されてきたが、
多くは色差信号のグレイネスが完全には保証されて
いなかった。図３に掲げた完全反対色 FCS は、これ
を解決する。グレイの分光入力に対して色差 CR(λ)
と CB(λ)の波長λに関する積分値は完全に零となり、
着色は生じない。参考までに代表的な反対色空間と
本稿の FCS との比較例を図４に掲げる。
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完全反対色 FCS の構成例

7)

Wandell の反対色 は、後の SCIELAB の原型となり、
視覚の空間周波数応答を反映した点で著名であるが、
輝度・色差の直交性や色差信号のグレイネスは保証
されていなかったため、特異な形状を呈している。
CIE の等色関数は元来非直交であったので、正規直
交化しているが、歴史的な MacAdam5)や Guth6)と類
似の幾何学的形状をもつ。本稿の完全反対色 FCS は、
これらと異なる独自の３D 形状をもつことが判明し
た。グレイの分光入力に対して、色差信号が完全に
零応答をもつように設計されていることに拠る。

以下に、筆者の既報の２例を簡単に紹介する。
5.1 色覚異常(CVD)の視えの推定と補正
色覚異常の視えのモデルは，２色覚に対する
Brettel らの３次元↔ ２次元の対応色の探索を基盤
としてきたが，分光的な情報喪失は不明であった。
筆者は初報(CIC2011)で，Matrix-R 射影理論を基に，
喪失分光成分が混同色の反対色と明瞭に対応する
ことを見出し、続報(CIC2012)8)では，喪失分光成分
の再利用による視えの補正を試み，Brettel のシミ
ュレータ Vischeck に比べ有効であることを示した．
しかし実態は，異常３色覚が多数派であり、全タイ
プに適用可能な共用モデルを提案(CIC2015) 9)した．
図５にⅡ型２色覚の視えの推定と視えの補正効果
を例示する。地下鉄路線図の色表示等に応用できる。
5.2 ４ 色覚の鳥類の紫外像の推定

図４

代表的な反対色空間の FCS 形状の比較

５．基本色空間の応用について
FCS の概念の基盤となった Matrix-R 理論は、三刺
激値のみでは困難であったメタメリズムに明快な数
学的解釈を与え、視覚空間への分光的な射影子を導
出した。実用的にも様々な応用が期待でき、美術品
等の分光的なアーカイブ等にも利用されている。

哺乳類の共通祖先の脊椎動物は 4 色覚をもち、カン
ブリア期の魚類が初めて色を識別。哺乳類は恐竜が
栄えた中生代に夜行性の２色覚に後退。恐竜が姿
を消すと、昼行性を回復。霊長類は、約 3500 万年
前に LMS３色覚を獲得。鳥類は代表的な４色覚であ
り、太古の共通祖先のが視ていたかも知れない紫外
の世界を鳥の色覚から垣間できれば興味深い。既報
(CIC201710), AIC2017)では、４色覚が取得する基
本分光成分の数学モデルを提案した。図６は、相思
鳥の４色覚を例に、拡張 Matrix-R による人との可視
分光成分の相違を推定した。相思鳥に視える紫外チ
ャネルを分離してシアン色に着色し、可視化表示を
試みている。
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色覚異常(CVD)の視えの推定と補正(Daltonization)による視えの改善効果

４色覚の相思鳥へのマトリクス R の拡張と分光推定に拠る紫外像の可視化例

６．あとがき
マトリクス R 理論は、射影理論に精通していない
とやや難解である。当該分野の研究者でも馴染みが
薄いかも知れない。しかし、人の色覚の特徴である
メタメリズムに明快な数学的解釈を与え、三刺激値
の世界から分光的な視覚空間への扉を開いた意味は
大きい。J. B. Cohen の功績は膨大な学術論文に集積
されていたが、書籍はなく、没後に夫人と有志の献
身により、イリノイ大出版として陽の目をみた経緯
がある。興味ある読者は、文献 2)を紐解かれたい。
参考文献
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8) H. Kotera: Optimal Daltonization by Spectral Shift
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再帰的 2 分割による階段関数系を用いた
絵画画像群の分析の一試行
A trial of color image analysis for painting arts with
a step function system based on recursive bi-divided region



室屋泰三

Taizo Muroya



The National Art Center, Tokyo

国立新美術館


.H\ZRUGV
Dorothy N.絵画画像，色変化，波長分析，再帰的
Spectra
International Colorある。ここでは簡単のため、横方向の分割から始
Science Coterie, USA
分割、完全正規直交系.
めることとするが、本来ならば、分割の方向を縦

横のどちらから始めるかについては、対象とする
はじめに
色彩画像の色変化から定めるべきである。
絵画画像等の色彩画像の色変化の特徴を計量するた

めに、+DDU 基底など完全正規直交系を用い、その展



開係数をもとに絵画画像の色彩変化の特徴を計量的
にとらえることを試みてきた>@。特に絵画画像の構

→

図やタッチ等の様々な大きさの色変化に適応した関

図 再帰的な  分割手順

数系を構成し、色彩変化の特徴をより良くとらえる
手法について考察を進めており、そのために任意波
長を持つ完全正規直交系を構成した>@。これまで本
提案手法と +DDU 基底それぞれの展開係数のパワー


𝑆𝑆及びその分割S ′ 、𝑆𝑆 ′′ について、基底関数φ𝑆𝑆 を

スペクトルの収束について比較を行ってきたが、本

𝜑𝜑𝑆𝑆 (𝑥𝑥) =

発表では、再帰的分割した矩形領域の大きさと展開
係数の関係が絵画画像の色彩的な特徴をどのように
捉えているのかを実験的に観察するためにファン・
ゴッホ美術館の公開している作品画像群を対象に分
析を行い、同一作家の複数画像による結果を通して、
展開係数の意味付けを考察する。


再帰的  分割による完全正規直交系の構成
色彩画像上の矩形領域𝑆𝑆 を縦方向または横方向の
いずれかについて  分割した矩形領域をS ′ 、𝑆𝑆 ′′ と


𝑆𝑆 ′
′′ )
(𝑥𝑥
−√ ′′ ′
∈
𝑆𝑆
𝑆𝑆 (𝑆𝑆 + 𝑆𝑆 ′′ )

領域S ′ 、𝑆𝑆 ′′ を再帰的に横→縦→横→縦…と分割

した𝜑𝜑𝑆𝑆′、𝜑𝜑𝑆𝑆′′ から、完全正規直交系{φ𝑆𝑆 }が得られ
る。{φ𝑆𝑆 }による関数𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)の展開係数は
c(s) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝜑𝜑𝑆𝑆 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆

は各矩形領域の面積を示すものとする。本研究で

𝑆𝑆 ′′
=√ ′ ′
∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆 (𝑆𝑆 + 𝑆𝑆 ′′ ) 𝑠𝑠′
𝑆𝑆 ′
− √ ′′ ′
∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆 (𝑆𝑆 + 𝑆𝑆 ′′ ) 𝑠𝑠′′

はまず画面を横方向に分割し、その後、縦方向に
分割することとした。これは分割が横方向または
つべき完全性を失ってしまうことを防ぐためで

𝑆𝑆 ′′
√ ′ ′
(𝑥𝑥 ∈ 𝑆𝑆 ′ )
𝑆𝑆 (𝑆𝑆 + 𝑆𝑆 ′′ )

{
0 (𝑥𝑥 ∉ 𝑆𝑆)
と定義する。以降、𝑆𝑆を画面全体から始めて、矩形

する。ここで、𝑆𝑆 = 𝑆𝑆′ ∪ 𝑆𝑆′′である。また、S ′ 、𝑆𝑆 ′′

縦方向のみに分割方向が偏ってしまい、基底が持



関数𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) は画面上の座標(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)に明度値等を対

応させる関数であるとする。
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作品の場合には対角長との比率で 70%に相当す

𝑆𝑆 ′ 𝑆𝑆 ′′ 1
c(s) = √ ′
{ ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆 + 𝑆𝑆 ′′ 𝑆𝑆 ′ 𝑆𝑆 ′
−

第 42 巻

る分割で展開係数の平均は小さくなり、分割を進
めた 50%の変化ではより大きくなる傾向が見ら
れた。ファン・ゴッホの作品では画面上の広い範

1
∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑}
𝑆𝑆 ′′ 𝑆𝑆′′

囲（対角線の 70％程度の大きさ）での平均的な色

と書ける。これより展開係数は平均色差に矩形領

変化より、もう少し狭い範囲（対角線の 50％程度

域S ′ 、𝑆𝑆 ′′ の面積とその比に応じた重み付けした

の大きさ）の方がより強い平均的な色変化を有し

ものと解釈できる。

ているということと関連すると考えられる。一方
で、レンブラントについては、作品のタッチや色

3. 絵画画像群に対する分析の試行

彩表現が全く異なる作品として選択したが、色変

現在、世界各国の美術館において高精細画像の公

化の連続性や画面全体の静謐さに通じる、分割に

開が進んでいる。本研究ではファン・ゴッホ美術

よらず平均色差が小さいという結果が得られた。

館、アムステルダム国立美術館、ワシントン・ナ
ショナルギャラリー、メトロポリタン美術館から

4. まとめと今後の課題

それぞれが所蔵するファン・ゴッホ(39 作品、図

提案手法をファン・ゴッホ、モネそれぞれの作品

１)、モネ(29 作品、図２)、レンブラント(12 作品、

群に適用し、両者の間に共通及び異なった傾向の

図３)の作品画像を入手した。各画像ファイルを

両方が得られた。個別の作品に立ち帰り、その意

CIELAB で表色し、再帰的分割を 12 段階まで行

味付けを進めたい。また、今回の試行では各作品

い、その展開係数の分割の大きさとの関係につい

について 12 段階までの再帰的な分割を行った。

て観察した。

結果として得られた矩形領域の大きさは画面の

色値 L*, a*, b*それぞれの展開係数 cL*,ca*,cb*につ

縦横に対して 1%程度の大きさであった。タッチ

いて、基底関数に対応する矩形の対角線の長さ r

の境界等をより良くとらえるために、さらに数ス

として、r の画面の対角線の長さに対する比率ご

テップの分解を行い、細部の色変化についての分

とに各色値の展開係数の絶対値を平均した。ここ

析を進める予定である。

では、おおよその傾向をつかむために 10%単位で
平均を求めた。全画面を示す 100%から 10%未満

参考文献

まで、それぞれ比率に対応する展開係数の平均値

>@0LWXR.RED\DVL7DL]R0XUR\D$6SDWLDO

を、各色値の展開係数を軸とする空間にプロット

:DYHOHQJWK$QDO\VLVRI&RDUVHQHVVRU

したものがグラフ 1 である。原点に近ければ近い

)LQHQHVVRI&RORU9DULDWLRQLQ3DLQWLQJ

ほど、当該比率における展開係数が小さくなるこ

$UWV(OVHYLHU3DWWHUQ5HFRJQLWLRQ

とを表している。すなわち、グラフの軌跡は分割

/HWWHUV9RO  SS  

が小さくなっていくにつれ、各作家の作品の画面

>@室屋泰三再帰的  分割による任意波長を持つ

上の平均色差がどのように変化するのかを示し

階段関数系による絵画画像の色彩変化の計量の

ている。

試み任意波長を持つ階段関数系による絵画画像

ファン・ゴッホ、モネそれぞれの作品群において、

の色彩変化の計量の試み日本色彩学会平成

画面対角長に対して 70%、50%に相当する変化に

 年度全国大会

特徴的な違いが見られた。モネの作品群の場合に
は分割が小さくなるにつれて、展開係数（平均色
差）は小さくなる傾向にあるが、ファン・ゴッホ
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グラフ 1. 展開係数の分割ごとの平均値の展開係数空間での推移

図 1. 分析対象作品（ファン・ゴッホ）
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図２．分析対象作品（モネ）

図３．分析対象作品（レンブラント）
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有名画家作品の属性分布均等分割による色特徴解析 -第 3 報Color Feature Analysis of Famous Art Paintings Based on Equal
Separation of Attribute Distribution – 3rd report–
斎藤了一
富永昌治
堀内隆彦

Ryoichi Saito
Shoji Tominaga
Takahiko Horiuchi

千葉大学工学部
長野大学
千葉大学大学院工学
研究院

Keywords: 印象派有名画家，絵画データベース，
色分布均等分割，分割近似値，色特徴解析．
１．はじめに
有名画家による絵画の表現技術は，鑑賞する
我々に特別な美しさを感じさせる．特に色彩に関
して，各画家の作品には特有の色使いが感じられ，
なかでも印象派画家の色表現は興味深い．
有名絵画の解析にあたって，画集等からの取得
データを用いることで，例えば，小林は様々な画
家の配色構造や色彩構成を論じており[1]，近江
らはマチスの色彩表現を分析している[2],[3]．
しかしながら，印刷物になった画集やインターネ
ット上の絵画の画像データを用いる場合，色再現
の問題に注意する必要がある．同一の絵画であっ
ても，色再現画像は媒体によって異なり，正確な
色解析は困難となる[4]．
このため著者らは，美術館で実物の絵画を色較
正済みのデジタルカメラを用いて直接撮影し，測
色値に基づく絵画データベースを作成すること
によって，絵画解析を行ってきた．まず画家ごと
に作品全体の色分布を主成分分析して，CIELAB
空間上での色分布形状や主成分による楕円体形
状での特徴を解析した[5]-[8]．また画家の作品
個々の色分布から特徴を見るために，各画家の作
品ごとに明度・彩度・色相角の３属性による平均
値を算出し，直交および円筒空間での判別分析や，
主成分分析での楕円体形状により，画家の色特徴
解析を試みた[9],[10]．
しかし，色分布の平均や主成分による作品の集
約された情報を扱うことによって画家の特徴を
概観することは出来たが，詳細な色特徴が損なわ
れる懸念が考えられた．そこで，色分布の詳細な
特徴を抽出するために，色分布を３属性ごとに均
等分割し，分割中間値と分割域幅の関係を関数表
現することによって，画家作品全体での分布状態
の色特徴を解析する手法を考案した[11]．そして，

Faculty of Engineering, Chiba University
Nagano University
Graduate School of Engineering, Chiba
University

この解析法を発展させて，各画家の作品ごとに３
属性の近似曲線を数値表現することで，作品個々
に由来した詳細な解析をすることが出来た[11].
本報ではこれまでの作品数に加えて新たな作品
を加えて解析したところ,各画家で同様の色特徴
があることを確認し,また, 蒐集が各年代に亘っ
ている画家について前後期での色特徴の違いを
検討したので報告する．
２．絵画データベース
本研究で構築した画像データベースは，海外の
美術館において展示されている油彩絵画を対象
としている[5],[6]．各絵画は較正済みのカメラ
で撮影され，カメラ感度から等色関数へ変換する
行列によって，各画素の三刺激値 XYZ を得る．
全ての絵画の手前で撮影した白色板の画像デー
タから，文献[13]の手法を用いて照明環境の色温
度推定を行い，D65 光源に照明環境を統一した画
像に変換する．データベース画像の観察環境を
Adobe RGB の色域を持つモニタを想定し，モニタ
RGB 値へ変換した画像を解析対象とした．
３．３属性分布による色特徴解析
解析対象とした画家は，同時期の印象派画家と
して著名な，ゴッホ(1853-1890)，マネ(1832-1883)，
モネ(1840-1926)，ルノアール(1841-1919)，セザン
ヌ(1839-1906)の５人である．前報[12]までにデー
タベース内の 65 作品で解析をしていたが,今回は
新たに 14 作品を追加した．各画家の作品におけ
るモニタ RGB 値を CIELAB 値に変換した後，明
度・彩度・色相角の３属性ごとに色度を算出した．
色度の分布からの色特徴を解析する上で，分布
自体の特徴を反映するために，ピクセル分布を適
当なピクセル数に分割して特徴を得ることにし
た．この分割は，属性ごとに元の絵画を面積比率
で均等に分けていることに相当する．各分布を分
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割する際に，明度と彩度は分布の最大値と最小値
を求め，その範囲内で分布数が均等になるように
分割した．色相角では分布の起点を決めるため，
対象作品全体で角度ごとの分布を求め，最小値に
なった 331 度を起点として，環状の分布が均等に
なるように分割を行なった．なお，色相角分割で
は，不安定となる無彩色付近 C* < 7 を除去した．
b* 80
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a) 作品「母と子:1895」 b) 色相分布の均等分割
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0

80
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CIELAB 空間の色分布を３属性ごとで画素数が均
等になるよう８分割した．分割した結果から各分
割域における分割中心値と分割域幅の関係を求
め，近似曲線を作成する．色相では環状の分布で
あることから余弦関数で近似し，明度と彩度では
２次関数で近似曲線を得た．今回加えたルノアー
ルの１作品を例として，図１に 3 属性ごとの分割
および分割域による近似曲線の結果を示す．この
図では，a)原画，b)色相均等分割，c)明度均等分割，
d)彩度均等分割，e)色相近似曲線，f)明度近似曲線，
g)彩度近似曲線の結果を示している．
この近似曲線を数値表現して解析を試みたが，
色相と明度・彩度では方法を変えて算出した．色
相の近似値算出では，循環する余弦関数なので全
周期での積分値における半周期での積分値の比
率を用いた．明度・彩度については，色度点の上
限と下限の間で積分した値を用いた．これらの値
を，以下では分割近似値という名称で扱う．
このルノアール作品例では，色相の近似曲線は
y  85cos( x / 130  40)  85 で，全周期分を半周期分
の積分値で割った分割近似値は 39.0，明度の近似
曲線は y 0.004 x 2  5.16 x  168.1 で，上下限間での
積分値である分割近似値は 301，彩度の近似曲線
は y  0.06 x 2  1.23x  7.7 で，上下限間での積分値
である分割近似値は 138 と算出される．以後で分
割近似値は 0-1 に正規化して扱った．
４. 分析結果
4-1. 分割近似値の３属性での２次元比較
各画家の３属性における分割近似値に関して，
明度と彩度での関係を新旧合わせた全 79 作品の
結果について図２に示した．
1

分割中心値

360

彩度分割近似値

0

e) 色相近似曲線
下限値

80

上限値

0

上限値

分割域幅

分割域幅

100

分割中心値

100

0

分割中心値

マネ
セザンヌ
ゴッホ
モネ
ルノアール

80

f) 明度近似曲線
g) 彩度近似曲線
図１ ルノアール作品例での３属性分割および分割
中心と分割域幅による分割近似曲線

0

明度分割近似値

図２ 全作品の明度と彩度での分割近似値の関係
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明度の分割近似値はコントラスト強度を示し，
彩度の分割近似値は彩度域の広がりを示す指標
である．マネはコントラストの高い作品が多くて
赤点が図の右側に分布している．逆にモネはコン
トラストが低い作品が多くマゼンタ点が左側に
1

分布する．ゴッホは彩度域が広い作品が多くて青
点が図の上方に位置している．セザンヌとルノア
ールはコントラストと彩度域では前記３画家と
比べると中程度の位置に分布しており,前報[12]
と同様の結果となっている．

1

マネ従来

1

セザンヌ従来

ゴッホ新規

a) マネの作品

1

彩度分割近似値

彩度分割近似値

明度分割近似値

0

明度分割近似値

b) セザンヌの作品

1

1

モネ従来

1

0

明度分割近似値

1

c) ゴッホの作品
ルノアール従来
ルノアール新規

彩度分割近似値

彩度分割近似値

モネ新規

0

ゴッホ従来

セザンヌ新規
彩度分割近似値

マネ新規

0
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明度分割近似値

1

0

明度分割近似値

1

1883年以前
1884年以後

色相分割近似値

d) モネの作品
e) ルノアールの作品
図３ 各画家の従来と新規追加した作品における明度と彩度での分割近似値の関係
図３では、画家ごとに前報までの従来作品に比
1
べて,新しく加えた作品における明度と彩度での
分割近似値の関係を示している．図２と同じ画家
配色で追加の新規作品を黒で示す．マネの作品で
少し彩度域の広いものがあったり,モネの作品で
コントラストの強いものがあったりするが,ゴッ
ホやルノアールで従来作品のほぼ真ん中に位置
しているように,今回加えた作品も従来と同じ傾
向を示している．これは分割近似値により画家特
有の色特徴を表すことが出来ていると言える．

4-2. 画家の年代による色使い
モネ(1840-1926)は今回の追加作品で 19 枚の作
品数になり,初期から後期までの年代別に作品が
揃うので,年代前後期の解析を試みた．1883 年に
生活が安定し出してジヴェルニーに移り住む前
の８作品と,後年の 11 作品において,分割近似値
での明度と色相の分布傾向を図４に示した．マゼ
ンタが前期で黒が後期を示す．

0
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図４ モネを年代分けした明度と色相での分割
近似値の関係
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作品の分布状態を大まかに楕円で囲って示した．
黒で示す後年の方では明度分割近似値が低めで
コントラストが弱めになり,色相分割近似値が高
めで青緑の強い色使いになっている傾向である．
次に,ルノアール(1841-1919)についても作品数
は 16 作品だが,比較的年代別に作品が揃っている
ので,同じく分割近似値による明度と色相での年
代前後期の関係を図５に示した．南仏に滞在する
ことが多くなる 1889 年以降の８作品を黒,それ
以前の８作品をシアンで示してある．
1
1888年以前

色相分割近似値

1889年以後

0

明度分割近似値

1

図５ ルノアールを年代分けした明度と色相での
分割近似値の関係
同じく大まかに楕円で作品の分布状態を囲って
示す．黒で示す後年の方では明度分割近似値が少
し低めでコントラストが弱めになり,色相分割近
似値が多い作品が多く黄赤の強い色使いになっ
ている傾向である．

５．まとめ
各画家作品の色分布を３属性ごとに均等分割
し，分割中間値と分割域幅の関係を近似曲線で表
現して数値表現することで，作品数を増やした詳
細な解析を検討した．分割近似値における明度は
コントラスト強度を示し，彩度は彩度域の広がり
を示し，色相は黄赤印象と青紫印象の傾向に有用
性があることを再確認した．
同時期の印象派画家として著名な５人の画家
作品での特徴を分割近似値による解析から纏め
ると以下になる．マネはコントラストの高い作品
が多いが彩度域は狭く，黄赤に印象を持つ作品が
多い．セザンヌは彩度域が狭く，様々な色相範囲
を持つ．ゴッホは彩度域が広く，色相は青紫の印
象を持つ作品が多い．モネはコントラストが低く
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て彩度域が狭く色相は青紫の印象を持つ作品が
多い．ルノアールは彩度域が様々で黄赤に印象を
持つ作品が多い．
作品数が年代ごとに揃っているモネとルノア
ールについて前後期に年代分けした解析を行な
った．モネにおいて後年はコントラストが弱めに
なり,青緑の強い色使いの傾向である．ルノアー
ルにおいて後年は少しコントラストが弱めにな
るが,黄赤の強い色使いの傾向になっている．
参考文献
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論文集，pp 39-42, 2013.
10) 斎藤, 富永, 堀内, “有名画家作品の 3 属性平均
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肌のツヤが魅力印象に及ぼす効果の顔特徴による違い
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Keywords: 顔印象，魅力知覚，光沢，肌のツヤ
１．背景
顔の印象はコミュニケーションにおいて重要
な役割を持つ．なかでも顔の魅力に関する研究に
おいて，笑顔や若さが顔を魅力的に見せることが
示されてきた 1)．こうした顔印象の知覚には顔の
形状特徴が関わることが知られている．一般に物
体の形状は表面の光沢の分布によって異なって
知覚されるため，肌のツヤが異なることにより，
形状に基づく顔印象判断が変化する可能性があ
る．一方で，ツヤが顔印象に与える効果が立体形
状の知覚と関わるとすれば，その効果は顔本来の
立体特徴によっても異なるものと考えられる．そ
こで実験 1 では，年代・顔型・表情の異なる顔を
用い，ツヤ強度が顔印象に与える影響を検討した．
顔印象に寄与する形状以外の因子としては色
の明度が挙げられ，明度が高い顔は明度の低い顔
よりもポジティブな表情に 2)，肌色が明るい顔は
暗い顔よりも魅力的に 3）評価される．実験 1 では
現実での化粧場面を考慮して画像の明度を制御
しなかったため，実験 2 においては，顔の形状に
もとづく印象判断に対するツヤ強度と肌色明度
の効果を検証するため，笑顔印象に着目した比較
検討をおこなった．
２．実験方法
(1) 刺激画像の作成
見た目年齢 (20 代後半～30 代／50 代) と顔型
(丸顔／面長) の組み合わせが異なるモデル 4 名
に対し，自然なツヤが感じられるメイクを施した．
各モデルにつき真顔／笑顔の 2 表情の顔を，正面
／左斜め前の 2 方向から撮影した．この際，照明
はカメラと同一方向からの一灯とし，照明と一眼
レフカメラのレンズの双方に偏光フィルターを
かけて画像を取得することで，画像演算により表

面反射光画像 (画像 S) と内部散乱光画像 (画像
D) を分離した 4) ．通常の顔画像に画像 S を
-0.5~0.5 の強度で足し合わせることでツヤ強度が
5 段階の顔画像群 (A) を，画像 D に足し合わせ
ることでツヤ強度が 10 段階の顔画像群 (B) を得
た．また，画像 D の明度を (B) の各画像と対応
するよう調整することで，ツヤ強度は変化せず肌
の明度のみが 10 段階で異なる顔画像群 (C) を得
た．画像群 (A) は，予備実験により各モデル間で
見た目のツヤ強度が等しくなるよう調整した．
(2) 実験 1
参加者：日本人女性 53 名 (20~34 歳/50~59 歳)
課題：シェッフェの一対比較 (中屋の変法) 5)を用
いた．各モデルの同一撮影角度，同一表情の画像
をブロックとし，ディスプレイ上に (A) の画像群
5 枚から 2 枚ずつを左右に並べて提示して，どち
らがどの程度「魅力的である」，「笑顔である」，
「若々しい」と感じるかを 7 段階尺度で回答させ
た．ブロック順序およびブロック内での画像の提
示順序はランダムとした．評価終了後にツヤ強度
が中程度の画像と高い画像を再び画面に提示し，
肌印象・性格印象に関する 26 語についてどちら
がより当てはまるかを 5 段階尺度で評価させた．
(3) 実験 2
参加者：日本人女性 18 名 (20~34 歳)
課題：画像をモデルごとにブロックにし，ブロッ
ク内で (B) または (C) の正面向き真顔画像計
20 枚を 1 枚ずつランダムな順序でディスプレイ
上に提示し，笑顔の強度を VAS 法 (-50：笑顔で
ない顔，0：真顔，50：笑顔) により評価させた．
ブロック順序は実験参加者間で均等に割り付け，
各ブロックの始めには評価の基準として-50，0，
50 の点の線画表情を示した．結果は素点に 50 を
プラスし，0~100 に変換して示した．
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３．結果および考察
(1) ツヤ強度と顔の印象
モデルの年代／顔型，表情，撮影角度によらず
全ての条件において，見た目のツヤ強度が高い方
がより各印象の評価が有意に高く (図 1：魅力評
定の結果)，今回用いたツヤ強度の範囲ではツヤが
強いほどより魅力的に，より笑顔に，より若々し
く見える可能性が示唆された．

図 2 20 代丸顔モデルにおいて
知覚される顔画像の明度と魅力の関係
４．まとめ

図 1 知覚されるツヤ強度と魅力の関係
肌印象・性格印象に関する評価の結果，「ハリ
のある」や「立体的」など 11 語に対する回答の
中 央値 がツヤ 強度 の高い 顔画 像に有 意に 近く
(p<.05)，
「くすみが目立つ」に対する回答の中央
値はツヤ強度の低い顔画像に近かった(p<.05)．肌
のツヤ強度は様々な肌印象・性格印象と関連する
ことが示唆された．
(2) ツヤ強度と明度の顔印象への効果の違い
提示画像の肌部分のツヤ強度および平均明度
条件 (B または C) を被験者内因子として二要因
の分散分析を行った結果，20 代の顔を用いた場合
には平均明度の増加によって笑顔度の評価が上
昇し (20 代丸顔：F (2.0，33.9) = 3.4，p < 0.05，
η= 0.17，20 代面長：F (1.8，30.5) = 4.0，p < 0.05，
η= 0.19)，(B) 群が (C) 群よりも有意に笑顔度
が高いと評価された(20 代丸顔：F (1.0，17.0) =
18.2，p < 0.01，20 代面長：F (1.0，17.0) = 20.8，
p < 0.001)．交互作用も有意または有意傾向にあ
り (20 代丸顔：p < 0.05，20 代面長：p < 0.1)，
平均明度が高い水準においてツヤ条件間の差が
見られた (図 2)．従って 20 代の顔画像において
は，実験 1 で得られた効果が平均明度ではなく，
ツヤによる効果であったことが示唆された．
一方で 50 代の顔画像ではいずれの主効果，交
互作用も有意ではなく，20 代の顔画像の場合とは
笑顔度の評価に用いる視覚的な手がかりが異な
る可能性が考えられた．

ツヤ強度を上昇させることで，顔の魅力，笑顔，
若々しさ評価が高まり，ツヤによって顔の印象を
変化させられる可能性が示された．一方で肌の平
均明度の笑顔評価への効果は顔の年代により異
なり，肌のツヤが顔印象に効果を及ぼすメカニズ
ムは顔の特徴によって異なることが示唆された．
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Keywords: パーソナルカラー，清色と濁色，肌．
１．はじめに
肌の色と調和して魅力的な印象を与えたり，思
い通りのイメージに変化させてくれる色の分類
として，パーソナルカラーがある．パーソナルカ
ラーは春，夏，秋，冬の 4 シーズンに分かれてお
り，色相，明度，彩度，清濁の 4 つの要素の関係
で分類されている．
これらの要素のうち清濁とは「清色・濁色」の
ことで，透明感や濁り感の度合いを表す．清色と
は純色か純色に黒か白が混ざったクリアで透明
感のある色を指し，濁色とは純色にグレイが混ざ
った濁った色のことを指す．4 シーズンでは春と
冬が清色，夏と秋が濁色に当てはまる．この「清
色・濁色」によって印象や質感が違って見えるこ
とについて，主観的には広く認められている 1，2
が，測色値から算出する色差などによる客観的な
裏付けがなされた研究は見当たらず，客観的評価
をするにあたっての着眼点も定まっていない．そ
こで本実験では「清色・濁色」に関する主観的評

価をイエローベースとブルーベースの肌パッチ
と４つのシーズンごとに様々な色相を有する色
刺激を用いて行う．さらに，その結果を色空間上
で分析を行ない，測色値や色空間内の距離などと
の関係を明らかにすることを目的とする．
２．実験方法
パーソナルカラー診断に用いられるさまざま
色のドレープを周辺色刺激として用い，その中央
部に開口を設け，疑似的な肌色サンプルを開口部
を通じて観察したとき，周辺色刺激色によって肌
色の印象がどのように変化するのかアンケート
評価を行なった．
（1）実験環境
実験はパーソナルカラー診断をするのにふさ
わしいとされる D65 照明で均一に照らされたブー
スで行なった．
被験者は視距離 60cm の位置から，
両眼で刺激を観察した．
（2）評価刺激
パーソナルカラー診断に用いられる 120 色ド

表 1 周辺色刺激，および肌パッチの L*，a*，b*値
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レープのうち各シーズン 30 枚からそれぞれ，赤・
橙・黄・緑・青・紫・白の 7 色を選び外形が 5cm
×5cm，その中央に 2cm×2cm の開口を設けた周
辺色刺激を作成し，肌パッチの上に開口部を載せ
た（図 1）
．選択に際しては，色相環の代表色とな
るようにした．肌パッチにはゴム製のメイク用マ
ネキンの一部を切り取り，これにブルーベースお
よびイエローベースの標準色ファンデーション
（ちふれ UV リキッドファンデーション 13 番，
43 番）を塗布したものを用意した．

図 1 実験に用いた刺激
 肌パッチ（ブルーベース肌♦イエローベース肌
♦）およびカラーパッチ（●）の測色値である L*，
a*，b*値を表 1 に，色度（a*b*）図を図 2 に示す．
図 2 周辺色刺激の色度


E

第 42 巻

第 6 号 （2018 年） JCSAJ Vol.42 No.6

4 名）が実験に参加した．１セッションは各周辺
色刺激（4 シーズン×7 色=28 種）を 2 つの肌パ
ッチに対して応答させた 56 試行からなり，各被
験者は 3 セッション実施した．各セッション内
で呈示される色の順序はランダムであったが，
全被験者で同一の順序になるよう，実験者が調
整した．
評価尺度には 1~5 の 5 段階評価を採用し，被験
者自身が各項目について評価用紙に記入した．
３．実験結果
周辺色刺激 28 色に対する肌色の印象評価結果
（被験者全員の平均値）をシーズンごとに清色，
濁色に分類して分析を行なった．
評価結果を 5 点満点とし，清色の印象を持つ評
価語（透明感がある，ツヤがある，派手である，
かたい，澄んでいる）と濁色の印象を持つ評価語
（濁っている，マットである，地味である，やわ
らかい，くすんでいる）の平均値をそれぞれ算出
し，清色平均値の合計点と濁色平均値の合計点の
差が 2 点以上あるものを，点数が高い方の印象と
した（図 3，表 2）
．評価結果の例を図 4 に示す．
図 3 清色・濁色の評価結果
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表 2 清色・濁色の判断例





（3）評価方法
被験者には各周辺色刺激の開口部を肌パッチに
載せたものを呈示し，中央の肌色の印象につい
て応答させた．印象については，
「濁っている−
澄んでいる」
，
「やわらかい−かたい」
，
「地味であ
る−派手である」
，
「マットである−ツヤがある」
の 5 つの形容詞対を用意したが，被験者には対
の意味としてではなく，独立した 10 個の形容詞
として応答してもらった．相互の影響が現れな
いように，応答順序がバラつくよう設定した．
色覚正常な 20 代の被験者 9 名（女性 5 名，男性

（1）清色
春に分類されている色刺激で両ベースにおい
て清色と判断されたのは 7 枚中 1 枚で，赤であっ
た．夏に分類されている色刺激で両ベースにおい
て清色と判断されたのは 7 枚中 1 枚で，赤であっ
た．秋，冬に分類されている色刺激では 7 枚中 2
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枚で，それぞれ赤と紫，赤と緑であった．
（2）濁色
 春に分類されている色刺激で両ベースにおい
て濁色と判断されたのは 7 枚中 3 枚で，橙，黄，
白であった．夏に分類されている色刺激では 7 枚
中 2 枚で黄と白であった．秋，冬に分類されてい
る色刺激では，それぞれ白，黄と白であった．
図 4 カラーパッチの評価結果（冬）

４．考察
（1）清色
実験で用いられたそれぞれのシーズンの「赤」
の色刺激が，清色と判断された．これらの刺激は
肌パッチとほぼ同じ b*値となっていた．色刺激の
L*値は肌パッチの L*値より小さい値をとり．C*
値はやや高彩度寄りに幅広く分布した．高彩度で
中～低明度のいわゆる「はっきり」した色におい
て，また，イエローベースの肌に対して清色の印
象を受けやすい傾向が見られた．
（2）濁色
白は全てのシーズンで濁色と判断された．さら
に，中彩度を除いた色刺激が濁色と判断された．
また，ブルーベース肌パッチによる評価とシーズ
ンに関わらず高～中明度のカラーパッチでの評
価が濁色の印象を受けやすい傾向が見られた．高
明度のいわゆる「ぼんやり」した色において，ま
た，ブルーベースの肌に対して濁色の印象を受け
やすい傾向が見られた．
（3）逆の判断・判断不可
 全ての色において，清色の色刺激で濁色の評価，
または濁色の色刺激で清色の評価をしたものが
あった．これを逆の判断と分類した．さらに，清
色とも濁色ともとれない評価結果となった色が
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あった．これを判断不可と分類した．判断不可に
ついては，肌パッチより大きい C*値，肌パッチと
同等または小さい L*値となっている傾向が見ら
れた．
 清色が白や黒が混じったクリアな印象である
のに対し，濁色はグレイが混じった印象であるこ
とから，周辺色刺激からの対比効果や同化効果に
より，中央の肌色パッチに対する清濁の印象が生
じていると考えると，色相や彩度に応じて異なる
同化・対比効果が作用する可能性がある．すなわ
ち，清色として判断される場合には，明度の変化
（白み，黒みの増加）と彩度の減少が生じるのに
対し，濁色として判断される場合には，明度の変
化はあまり生じずに（グレイが混じるので多少の
低下を招く可能性が考えられる）彩度成分が減少
する．また，周辺色刺激の明度（L*）と肌色パッ
チの L*値との関係も無視できずに，周辺色刺激の
明度が高い場合には明度が低くなるように対比
効果が生じている可能性もある．これは，白色周
辺刺激とともに肌色パッチを観察した時に，シー
ズンによらず肌色パッチが濁色と判断されたこ
とが説明できる仮説である．
 清濁が一意に明度や彩度の関係で説明できな
いのは，それぞれの要素が相互関係を持った上で，
非線形に中央の色刺激の色の見えに影響を与え
ている可能性がある．
 このような非線形・相互モデルを考え，適切な
色の組み合わせを与えれば，清濁の現象を表現可
能なものが提案できる可能性も残されているが，
本実験の結果だけではまだ不十分であり，今後さ
らに詳細にデータを収集する必要がある．
５．まとめ
 清色のカラーパッチで濁色の印象，またはその
逆の印象を受けたカラーパッチが多く存在した
が色相，明度，彩度において特に傾向は見られな
かった．同様に，清色とも濁色とも断定できない
カラーパッチも存在したが，傾向は見られなかっ
た．
今回選択した色での挙動が，類似した色でどの
ように変化するか，色相や彩度，明度の変化に伴
いどのように評価が影響をうけるかを今後調べ
ていきたい．
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中国人大学生における女性のチークメイクに対する印象評価
―中国人大学生と日本在住中国人留学生の比較―
Estimation of facial impression from woman’s cheek makeup: a
comparison between Chinese University students and Chinese
International students in Japan.
王 詩洋  6KL\DQJ:DQJ
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人間科学学術院       Waseda University

Keywords: 顔，化粧方法，印象． チークメイク

ると述べている。以上の資料から、丸い形のチ
ークメイクと細長い形のチークメイクはそれぞ
れかわいい印象や大人っぽい印象を人に与え、
１．はじめに
近年、中国の女性は化粧への関心度が高まり、 色については、コーラルなどは肌色と馴染みや
特に若い世代では化粧を習慣として行う人が増 すく、ピンクは可愛らしいイメージを強調して
加している 香港貿易発展局 。化粧品の いるという傾向が見られた。
中国人留学生を対象にした我々の研究では、
中でチークについては、日本では若年女性の間
で使用率が高い一方で ポーラ文化研究所； チークメイクの色と仕方、濃度の組み合わせは
 、中国の女性では日常で必要な化粧品と 顔の魅力や華やかさについての印象に関連し、
チークの色は力強さに印象と結びついているこ
されていない 香港貿易局 。
。
日本におけるチークメイクの効果に関する知 とを示唆した（王ら）
さらに、大坊

は顔が他人に伝える意味
見として、塗布する色や形の変化により望まし
い顔のイメージが表現することができることや は形態にのみならず社会的な文化の特質も含
小林； 、濃度の変化が顔の印象に影響を めて影響を与えていると述べており、島崎ら
与えていることが示唆された 好川ら； 。  
 は化粧に対する意識は環境や文化の中で
特に色の効果について一般的な化粧の仕方を 培われた審美性を反映していると示唆している
集約すると、大竹  は頬に円を描く仕方は ことから、化粧を施した顔に対する印象は地域
キュートなイメージを演出し、頬骨の下に直線 や環境の影響を受けているのではないかと考え
的に描く仕方をクールなイメージを演出いてい られる。

ると述べ、岡本  はピンクのチークが可愛
らしいイメージを表現することができ、斜めで ２．目的
以上の背景を踏まえて、本研究では日本在住
楕円形のチークメイクは大人っぽい印象を強調
し、頬の中心に丸く入れるチークは若々しい印 中国人留学生及び中国在住中国人大学生がチー
クメイクに対する印象を検討し、留学生がチー
象を表しているとしている。また、河嶋 
ではまん丸で透けピンクのチークは若々しい印 クメイクに対する印象は中国人大学生とは一致
象となり、コーラル色は馴染みしやすい色であ しているのかを検証し、チークメイクの各要素
ることを示し、上戸  は丸く頬の高い位置 （色、仕方・濃度）が印象に与える影響を明ら
にピンクのチークを乗せることで、甘くキュー かにすることを目的とした。本文では日本在住
トなイメージを仕上がり、頬骨の下に斜めにチ 中国人留学生をすべて「留学生」と呼び、中国
ークを乗せることでクールなイメージが仕上が 在住中国人大学生を「中国人大学生」と呼ぶ。
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図 刺激一覧表


３．方法
実験参加者：
東京都在住の中国人大学生および大学院生 
名（男性８名・女性  名 平均年齢：±
歳 日本での平均在住年数は ± 年最大
年数  年最小年数  年）中国西安市在住の大
学生および大学院生  名（男性  名・女性 
名 平均年齢 ± 歳）が実験に参加した。
参加者全員は色覚正常者であった。
刺激の作成：
個人的な顔の特徴や、知人かどうかによる影
響を排除するために平均顔を刺激として用いた。
画像編集ソフトを用いてチークメイクの色、仕
方（施す位置と形状）、濃度を変化させたチー
クメイクを平均顔に施した 図  。刺激に使用
したチークメイクの色（ 色）と濃度（高濃
度・低濃度）および仕方（丸形・細長型）の詳
細は王ら  に示した。
評価方法：
質問紙調査によって化粧頻度、チークの使用
頻度と化粧に対する関心度について質問した。
まず、 形容詞対、 段階の 6' 法を用いて刺激
ごとに印象評価を行った。その後、最も好きだ
と思う刺激を１つ選んでもらい、その理由を自
由記述で回答させた。
手続き：
両実験は全て同様の手続きで行った。実験は
カーテンの閉めた蛍光灯照明の部屋で行い、テ
ーブルの平均照度は O[ 以上であった。


作成した  種類のチークメイク画像刺激およ
び平均顔計  刺激を L3DG$LU $SSOH 社 を用
いて、ランダムな順番で一つずつ参加者に呈示
した。色の見え方を最適な状態にするため、L3
DG の角度を  度にし、画面の明るさを最大に
設定した。L3DG は参加者から約  センチを離
れた所に固定した。観察時間の制限は設けなか
った。毎回評価の後にニュートラルグレーの画
面を  秒見ることで休憩を設けた。
 留学生を対象にした実験は  年  月に実施
し、中国人大学生を対象にした実験は  年 
月に実施した。

４．結果
因子分析
留学生と中国人大学生に対するチークメイク
の印象の構成を明らかにするため 6' 法評価値に
対して最尤法・プロマックス回転による因子分
析を行った。その結果因子負荷量が  以下 
項目を排除し、8 形容詞対で再度分析した結果、
２因子が抽出された。第 1 因子は「好ましい−好
ましくない」など女性の魅力を表す 5 項目で構
成され、「魅力因子」と命名した。第 2 因子は
「明るい−暗い」などチークメイクの鮮やかさ
を表す 3 目で構成せれ「華やかさ因子」と命名
した。各因子の因子負荷量および因子間相関は
表  に示した。; 軸を華やかさ因子、< 軸は魅力
因子として各刺激の因子得点の平均値を散布図
にプロットした 図  。
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表 因子負荷量行列および因子間相関
因子

魅力因子

魅力因子

 

華やかさ
因子
 

共通性
 

好ましくない・好ましい







魅力的でない・魅力的な







品おある・品のない







かわいい・かわいくない







硬い・柔らかい





華やかさ因子

 

 


 

明るい・くらい







冷たい・暖かい







派手な・地味な







因子間相関      魅力因子



活動因子
因子抽出法最尤法

  


 

回転法.DLVHUの正規化を伴うプロマックス法

  
 

●丸型低濃度 ▲丸形高濃度 ■細長型低濃度 ◆細長型高濃度

 

●色 1

 



分散分析
留学生と中国人大学生のチークメイクに対す
る印象の差を検定するため、因子ごとに留学生
と中国人大学生がチークメイクに対する印象を
比較した。地域  水準 ×チークメイクの仕
方・濃度  水準 ×チークメイクの色  水準 の
三要因分散分析を行った。
「魅力因子」では住んでいる地域、チークメ
イクの色、仕方・濃度の  次の交互作用および
色と地域、仕方・濃度と地域についての交互作
用は見られなかったが F(12, 912)=，n.s; F(3,
228)=，n.s.; F(4, 304)=，n.s.. 。
チークメイクの色と仕方・濃度について交互
作用は有意であったことから F(2,912)=2.167，
p<.01 、下位検定を行った。その結果、チーク
メイクの仕方・濃度の全ての水準（低濃度丸
型・高濃度丸型・低濃度長型・高濃度長型）に
おいて色の単純主効果が有意であった。また、
色の全ての水準（赤系・ピンク系・オレ
ンジ系・ローズ系・コーラル系）において
仕方・濃度の単純主効果も有意であった。
仕方・濃度と色の多重比較の結果、各チーク
メイクの仕方・濃度に関してはすべての色で、
低い濃度で丸型のチークメイクは高い濃度のチ
ークメイクより有意に魅力的で、好ましいと評
価された。ピンク系とローズ系の高い濃度チー
クメイクでは細長型より丸形の魅力因子の評価
が有意に高かった。各色に関しては、低い濃度
のチークメイクにおいてピンク系とローズ系の

●色 2

●色 3

●色 4

●色 5

●平均顔

図 華やかさ因子・魅力因子の因子得点散布
図

評価はオレンジ系とコーラル系より有意に魅力
的で、好ましいなどの評価が高いことが示され
た。高い濃度で丸型においてコーラル系のチー
クメイクは有意に他の色より好ましい、魅力的
であるという評価が高かった。ピンク系の低い
濃度で細長型チークメイクはオレンジ系とコー
ラル系チークメイクより魅力因子の評価が有意
に高かった。
「華やかさ因子」でも  次の交互作用は見ら
れず、チークメイクの色、仕方・濃度と住んで
いる地域の間の交互作用もみられなかったが F
(12, 912)=0.723，n.s.，F(4, 304)=，n.s ; F(2, 228)
=，n.s.)。

「魅力因子」と同様にチークメイクの色と仕
方・濃度の交互作用は有意であったことから F
(2, 912)=2.648，p<.01 下位検定を行った。その結
果、仕方・濃度の全ての水準において色の単純
主効果が認められた。また、色の全ての水準に
おいてチークメイクの仕方の単純主効果も有意
であった。
仕方・濃度と色の多重比較の結果、各チーク
の仕方・濃度に関してはコーラル系以外の色の
高濃度チークメイクより低濃度チークメイクの
方が有意に暗い、つめたいなどの評価が高かっ
た。各色に関しては、すべての濃度・仕方にお
いてオレンジ系の評価はピンク系とローズ系、
コーラル系より有意に暗い、つめたい、地味な
印象が強いことが示された。
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５．考察
留学生と中国人大学生の比較
分散分析を行った結果から留学生と中国人大
学生の間チークメイクに対する印象の差は認め
られなかった。この要因として、留学生の平均
在住年数は  年程度と比較的短期間であること
から、印象や好みなどは変化していない可能性
が考えられる。今後はより長期間の在住者を対
象にするなどの検討が必要である。
魅力因子について
魅力因子において低い濃度のチークメイクが
より好ましいく、魅力的であると評価された。
大坊  では自民族の顔特徴をより魅力的で
わかりやすいと判断しやすいものであると示唆
していることから、チークの使用率が低く、常
にチークメイクを施している女性の少ない中国
では、低濃度のチークメイクが馴染みのある化
粧として魅力的だと判断されていると考えられ
る。すなわち、見慣れたチークメイクが魅力因
子の評価に影響したと考えられる。
チークメイクの色に着目すると、ローズ系と
ピンク系色の低濃度で丸型チークメイクの評価
が高かった。またコーラル系では高濃度で丸型
チークメイクが他の色より評価が高いことが示
された。この点はコーラル系の色は肌色と馴染
み し や す い こ と が 示 唆 さ れ （ 山 本  上
戸 河嶋）
、濃度が高くても違和感が
少ないと推測した。ピンク系低い濃度で細長型
チークメイクは他の色より評価が高かった。そ
れは細長型のチークメイクはシャープなイメー
ジを強調しているため、ピンク系の柔らかな印
象を持つ色を使うことで強いイメージを緩和す
ることができると考えられる 山本 岡
本大竹上戸河嶋 。
華やかさ因子について
チークメイクの仕方・濃度にいて全ての色に
おいて低濃度のチークメイクより高濃度のチー
クメイクは明るい、あたたかい、派手だと評価
された。そのため、チークメイクの濃度は明る
さ、暖かさ、華やかさなどの印象と強く結びつ
いていると考えられる。
チークメイクの色に着目すると、全ての色に
おいて、オレンジ系のチークメイクは他の色よ
り暗い、つめたい、地味だと評価された。以上
のことからオレンジ系チークメイクの華やかさ
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因子の評価は他の色より低く、低濃度より高濃
度のチークメイクが明るい、温かいという印象
に影響を与えることが示された。

．結論
因子分析の結果から、留学生及び中国人大学
生はチークメイクに対する印象が「魅力因子」
と「華やかさ因子」という２因子から構成され
た。
「魅力因子」に関しては低濃度で丸型のチ
ークメイクに対する評価は最も高く、ピンク系
やローズ系、コーラル系は好ましい、魅力的な
どの印象が他の色より強かった。「華やかさ因
子」に関してはチークメイクの濃度との関連が
強く、またオレンジ系のチークメイクは他の色
より暗い、つめたいなどの印象が強いと示し
た。分散分析により、住んでいる地域から印象
に及ぼしている影響は認められなかった。
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曲線変調条件が水彩効果の強さに及ぼす影響
Influence of curve modulation condition on the strength of
WaterColor Effect
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Keywords: 水彩効果，watercolor effect，曲線変
調．
１．はじめに
水彩効果（watercolor effect：以下 WCE と称
す る ） は ， 2001 年 に Pinna, Brelstaff ＆
Spillman によって報告された新しい同化現象で
ある．一般的に内側と外側に異なる有彩色  色を
用いて図柄の輪郭を描くことにより，内側の囲ま
れた領域に内側の線の色が水彩画のように滲ん
で感じられる拡散効果である．WCE は無彩色間
でも発生し，背景の明度が  色の輪郭線の間にあ
り、輪郭線が少し淡い明度の組み合わせの時に生
じることが報告されている  ．
先行研究では、同化現象の強弱の要因が数多く
報告されている．例えば，線の太さは約 6arcmin
が最適であり，線を破線にすると WCE は弱くな
る 1,3)や，輪郭線の色の対が補色の関係にある時に
WCE が強くなる  といった輪郭線の条件や，線
の内側が青色の時に効果が弱く感じられた  と
いった色の組み合わせの条件が挙げられる．一方
で，輪郭線を曲線にすると WCE は強くなるとい
う事例があるが，なぜ直線よりも効果が大きくな
るのか，曲線のパラメータを変調することによっ
て WCE の強さは変化するのか，といったメカニ
ズムは明らかにされていない．
本研究では，輪郭曲線の周波数と振幅をパラメ
ータとし，それらの変調による WCE の強さの変
化と傾向を調査することを目的とした．

２．実験方法
２１実験装置
実験は，170 ㎝×150 ㎝×180 ㎝の暗室内で行わ

れ，LCD モニター（DELL U2311Hb 23 インチ
非光沢液晶 解像度：1920×1080）上に刺激を提
示した．モニターは被験者と 70cm の距離に設置
した．
２２．刺激
予備実験より同化現象が強く起きた線の色
の組み合わせ上位  つ黄青 <% ，赤緑 5* ，緑
赤 *5 ，（内側の色）-（外側の色））の刺激を
Matlab2014b で作成した．刺激のサイズは 500
ピクセル× 500 ピクセル，呈示時 の一辺は約
12cm)し，Psychophysics Toolbox extensions で
表示した．すべての刺激は白色の背景（CIE xy =
0.31，0.32）のもと表示された．使用した各刺激
を図 1 に示す．

図 1 : 実際に使用した刺激例
２３．刺激のパラメータ
 使用した刺激は波の数を変化させる周波数
変動と，波の振幅を変化させる振幅変動の 2 つの
パラメータを用いて作成した．例として，実際に
使用した変調刺激（赤-緑）RG を図 2 に示す．図
2 の各図形の下に記載されている値は，視距離
70cm から観測した時の周波数変動時については
空間周波数（cycle/degree）であり，振幅変動時
については視角（deg）で表している．各パラメ
ータにつき 5 枚の変調刺激を作成し，それぞれの
パラメータで実験を行った．
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曲線が次第に直線に見えてきてしまったことが
原因として考えられる．実験後，被験者に感想で
は，0.4cpd では直線のように見えるという声もあ
った．また，ピーク後の WCE の低下は色ごとに
差があり、特に GR では各被験者ともに低下が大
きい結果より，赤や黄のような暖色系の近似色で
は低下量が小さく，緑のような青に近い寒色系で
は低下量が大きい可能性や，緑に限定して，ディ
スプレイのベイヤー配列によって影響が大きく
出ている可能性が考えられる．
図 2：各パラメータ変調時の刺激画像
２４．タスクおよび実験手順
ブース内で 3 分間暗順応した後，被験者は呈示
された一対の変調刺激画像に対し，キーボードを
用いて，より WCE が強く発生していると感じる
方を選択した．応答後，連続して次の刺激対が呈
示され，変動条件ごとに各色 20 回（5 条件の総当
たり）×5 セット行った．刺激の呈示はランダム
で，各刺激は左右両方に呈示するよう設定した．
２５．被験者


図 3：Z スコアの平均（周波数変動）
３２．振幅の影響

実験には，20 代男性 3 名が参加した．石原式色
覚検査表を用いて，すべての被験者が色覚正常で
あることを確認した．

３．結果および考察
 被験者全員の結果をもとに，周波数と振幅を変
化させたそれぞれの Z スコアの結果の平均を図 3，
図 4 に示す．
３１．周波数の影響
 図 3 より，周波数の増加によって Z スコアが上
昇 して いるこ とか ら，周 波数 の増加 によ って
WCE の効果は強まることが分かる．一方で，図
より，GR のようにピークが存在し，ピークを超
えると WCE の効果が低下する傾向も見られた．
個人間の結果でも最も上昇幅が大きい RG で
0.4cpd では低下の傾向が見られ，色の組み合わせ
によって WCE の変化の傾向に差があることが分
かった．また，予備実験で最も WCE が強く感じ
られた YB は RG と比べ上昇幅が小さく，元々
WCE が強く感じられる色の組み合わせ時では，
周波数を変化させても大きな変化は生じないと
いうことが分かった．
 周波数の増加によって WCE が低下する傾向は，

 図 4 より，振幅変動でも振幅の増加によって
WCE は強まり，ピークを達した後低下する傾向
が見られた．各色共にピーク後低下する傾向が見
られたが，1.2deg 時では GR が最も低下し，YB，
RG が近い値を示し，周波数変動と同様，色の組
み合わせによって WCE の変化の傾向に差がある
ことが分かる．また，YB の Z スコアの変化量が
最も小さいことから，振幅変動においても，元々
WCE の効果が強く感じられる色の組み合わせ時
では，振幅を変化させても効果は薄いことが分か
った．
 周波数と同様に WCE の強さにピークがあり、
ピーク後低下した原因は，振幅が大きくなるにつ
れ、曲線の凹凸部が大きくなり、輪郭線内中心ま
での色の拡散効果が弱まってしまった可能性が
考えられる．特に，輪郭線中心の白色部に接して
いる内側輪郭線の頂点部の大きさや，輪郭線の太
さの変化が影響していると考えられる．参考例と
して，0.4deg と 1.2deg の RG の刺激を重畳して
描画したものを図 5 に示す．刺激は，全振幅パラ
メータ共通して，輪郭線の頂点での太さは同じに
なるように作成したため，振幅が大きくなるにつ
れ，頂点と底の間の線の太さが細くなってしまっ
た．線が細くなったことによって，結果として最
適な線の太さである約 6arcmin を下回り，WCE
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図 4： Z スコアの平均（振幅変動）

図 5：振幅 0.4deg と 1.2deg の比較画像

４．まとめ
今回は，輪郭曲線の周波数と振幅の変調による
WCE の強さの変化と傾向を調査することを目的
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し，一対比較法を用いて実験を行った．実験の結
果から，それぞれの場合において各パラメータに
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