カラーコミュニケーション ガイド
— 色を正しく伝えるために—
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カラー
コミュニケーション

このバラの色はどのように表現することが
できるでしょうか。黄色とか、
レモンのよう
な黄色とか、あるいは明るいカナリアイエ
ローとでも言うことになるかもしれませ
ん。
色を認識して解釈するという作業は、
かな
り主観的なことであると言えます。また、
色の認識は、
眼の疲労や年齢、
その他生理
的な要因によって、
さまざまな影響を受け
ます。

このような年齢などの物理的要因を考慮
しないとしても、
色を見る人（観測者）はそ
れぞれ一人一人が持つ個人的な判断基準
に基づいて色を解釈しています。また、各
自一人一人が対象物の色をそれぞれの言
葉で表現することになります。
このような場合、
何か基準となるものがな
ければ、
特定の色を客観的に誰かに伝える
ということは非常に難しい作業になってし
まいます。さらに、
このような基準があった
としても、2つの色を正確に比較するため
の方法も必要となります。
この解決策として、
色を明確に識別するこ
とができる測定器を用いることが考えられ
ます。つまり、
すべての色を識別し、
数値に
置き換えて表記することができる道具を使
えば良いということになります。
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最近では、
色の測定機器として分光測色計
（スペクトロフォトメーター）が最も一般的
に使用されています。

色の
測定方法

多角度測定（マルチアングル）
分光測色計は可視領域スペクトルの数多
くのポイントで反射光や透過光を測定し、
1
つの曲線を導き出します。各色の曲線は、
いわゆる署名サインや指紋のようにそれ
ぞれ独自の特性を持っていることから、色
の識別や指定、
さらにマッチングの最適な
ツールとして使用することができます。

サンプル
ビューイング
ポート
8˚

次に、特定のアプリケーションで、最適な
測定器を選択する上でのヒントを紹介し
ます。

正反射ポート
8˚

球面

基準
ビーム
ポート

積分球測定

50 年近くの間、調色システムの測色にお
いて主要な役割を果たしてきたのが、
積分
球をベースにした手段です。ほとんどの積
分球測色計は、 正反射光 を含んだ測定
をおこなうことができます。球面にある小
さなトラップドアを開くことによって、 正
反射光 を測定対象から除外することもで
きます。多くの場合、調色用のデータベー
スでは、
この正反射光を測定対象の一部と
した方が、より精度が高いとされていま
す。織物や表面がザラついたり不規則で
あるもの、
また、表面が鏡のようなサンプ
ルの場合、
この測定方法が一番適している
と言えます。テキスタイルの製造メーカー
や屋根ふきタイルの製造メーカー、
防音素
材の製造メーカーでは、
ほぼ全ての業者に
おいて基幹ツールとして積分球分光測色
計が採用されています。

測定サンプル

積分球測定

光源

受

部

光

光

部

受

測定サンプル

0° /45° 測定

0/45（45/0）測定

25˚

光源
75˚

反射

110˚

45˚

この10 年ほどの間、車メーカーでは特殊
効果色の使用が盛んにおこなわれてきま
した。マイカ、
パール系素材、
貝殻の粉末、
超微粒子カラーコーティング塗料、干渉塗
料など、特殊な添加物を使用して、見る角
度によって異なる色を作り出しています。
X-Rite 社からバッテリー式携帯型多角度
測定機器が発表されるまでは、
この種の特
殊効果色の測定には大型で高価なゴニオ
メーターが使用されていました。X-Rite
ポータブル多角度測定機器は、
世界中の主
要な車メーカーとその関連する着色材の
サプライチェーンに導入されています。

色彩計（カラリメーター）
色彩計は、分光測色計とは異なるもので、
三刺激値を測定する機器です。レッド、
グ
リーン、
ブルーのフィルターを使用するこ
とによって、
光や色に対する人間の眼の反
応に応じた値を得ることができます。いく
つかのアプリケーションにおいては、最も
安価に品質管理がおこなえるツールとな
ります。色彩計は、
メタメリズム（ある光源
で同じに見える2 つの色が他の光源で異
なって見えるという現象）を補正すること
はできません。色彩計では、
1種類の光（白
熱光またはパルス式キセノン光など）を使
用しており、
またメディアの分光反射率を
記録しないため、メタメリズムによるカ
ラーシフトを予測することができません。
これに対して分光測色計は、
カラーシフト
の補正に対応しているため、
精度を重要視
し、
繰り返し測色をおこなう場合には、
適切
な選択肢となります。

0/45は、人間の目に最も近い 視覚 色で

45˚

15˚

な手段と言えます。

45˚

測定サンプル

多角度測定（マルチアングル）

測定することができます。簡単に言えば、
観測者が色を判断するときに 正反射光
を除外する仕組みと同じです。光沢のある
雑誌に載っている写真を見ようとする場
合、光源の反射が眼に入らないように、見
る角度を調整するのと似ています。0/45
は、測定対象から正反射光を取り除き、人
間が眼で見るのと同じ正確さでサンプル
を計測するという点において、
より効率的

3

統合カラー —
サプライチェーン
の全体像

カラーデータそのものも重要ですが、
同様
に測色をおこなう方法やどんな測定器を
選択するかということも非常に重要なポイ
ントです。企画・デザイン プロセスから印
刷までといったサプライチェーン全体を考
えた場合、調色や色品質の保証のために
重要なコンポーネントに互換性を持たせ
ているにもかかわらず、
それぞれのサプラ
イヤーでは、
それぞれの異なるプロセスや
機器を使用しているように思われます。

X-Rite社の製品は、サプライチェーン全体
を通して統合化や互換性を持たせること
を念頭に設計されています。例えば、大規
模なケースでは、
X-RiteColor®Masterの
ようなネットワーク接続環境に対応した統
合化ソフトウェアと、店舗間全体で複数台
のX-Rite積分球測定機器を導入し、
調色や
品質保証を目的にした運用が行われてい
ます。小規模なサプライヤーでは、X-Rite
QA-Master I を1台のコンピュータにイン
ストールし、SP62 分光測色計を1台導入
することによって、大規模な設置導入にも
対抗できるようにしています。
さまざまなアプリケーションや多様な適用
範囲で、
カラーコントロールが必要となり
ます。この点がまさに、X-Rite社が以下の
プロセスソリューションを提供する理由に
なっています。

カラーの調色と品質保証

X-Rite 社製の測色計と共に使用するXRiteColor® Masterソフトウェアは、基本
的な品質保証の機能から洗練された調色
に至るまで、
幅広い多種の用途に対応でき
るフレキシビリティを持っています。複数
の数値演算エンジンを採用することに
よって、
不透明、
半透明、
透明を問わずあら
ゆる色を容易にかつ正確に調色し、固定
ロードでもまた節約モードでも着色剤の
低減化を図ることができます。また、同じ
ネットワーク環境でインストールされ運用
されているすべてのデータベースを使用
することによって、色の基準規格とその方
法をX-RiteColor Master ソフトウェア上
で管理します。X-RiteColor® Masterは、
最も効率的なソフトウェアとして、企業や
サプライチェーンの業務で運用することが
できます。
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特殊効果とパール系塗料

X-Rite MA68 II 分光測色計は、フルレン
ジの視角度（15°
から110°
）に対応し、
メタ
リック、パール系、特殊効果塗料の仕上げ
における違いを正確に評価判断します。独
自のダイナミック ローテーショナル サン
プリング（DRS ）テクノロジーとシンプル
で強力な光学システムの採用によって、
す
べての角度で同時に測定がおこなえま
す。MA68 IIと X-RiteColor® Master ソ
フトウェアの組み合わせは、完全な効果色
の品質管理アプリケーションとなります。

積分球と0/45の測定機器

X-Rite社には、多種の積分球タイプと0/45
のタイプの分光測色計があり、
それぞれ優
れた機差と反復測定精度を持っています。
これらの機器は、
操作が容易であると同時
に、
測色データの取り込みを自動化するよ
うに設定することもできます。

統合化

デー
タ

セス
プロ

装置

非接触式カラー測定

X-Rite TeleFlash システムは、生産
ラインにおける色変位のオンライン
カラー測定・評価をおこないます。
TeleFlash システムでは、エンボス加
工のビニール製品やバルク商品、カ
ラー鋼板や合成フィルム、塗料（湿式
／乾式）、織物、
カーペット、顆粒物や
食品着色料、
ペーパーやパウダー状製品、
ガラス、
セラミック、
金属、
鉱物や石膏といった、
質感
やきめの細かさ、光沢の有無などが異なる製品について正確な測色が可能です。
また、TeleFlash システムでは、
システムからサンプル間の測定距離において、最長150cm
までの測定に対応し、生産物の色変動を小さな範囲に制御することを可能にします。システ
ムには、サーモクロミズム補正機能が採用されており、
まだ冷えていない / 固まっていない
対象物のカラー測定ができるため、通常の冷却時間を必要としない測色が可能です。

複数ユーザーによるネットワーク利用とポータブルデータ

最終製造工程
オートメーション
インダストリアル
ヘルスケア
ホームセンターの端末
消費者向け販売商品
その他

コンポーネント＆
サブアセンブリ
印刷
特殊効果塗装
ソリッドカラー塗装
その他

X-Rite ソフトウェアは、ネットワーク接続に対応しており、企業内でデータの通信と規格の共
有を容易に行うことができます。この容易さが効率性を高め、収益に直結することになりま
す。ネットワーク化されていない環境であっても、X-Rite Color-Mail ソフトウェアを使用す
ることによって、通常の電子メールで素早く容易にカラーデータの通信が可能になります。
ColorMail ソフトウェアは、X-RiteColor Master ソフトウェアのシームレスな一機能を担い
ます。

プラスチック
マットコーティング
パウダーコーティング
その他

織物
食品
薬品
その他

生素材

塗料とインキ

顔料と
パウダーコーティング

染料

キャリブレートされたオンスクリーンカラー

X-Rite社では、International Color Consortium（ICC）の標準機器プロファイルをオンスク
リーンカラーで使用した調色および品質保証用のソフトウェアを提供しています。ICCプロ
ファイルを使用することによって、異なるコンピュータでも一貫した色を表示させることが可
能になります。X-Rite Monitor Optimizerと自動走査濃度計を使用することによって、
カラー
キャリブレーションを実行し、
コンピュータやプリンタ、
スキャナをコントロールします。

カラーマッチングの端末システム
塗料販売業者やホームセンターにおいて、MatchRite カラーマッチング システムが幅広く
導入されています。MatchRiteは、ネットワーク接続に対応し、
ポータブルな測定機器である
と同時に、
何百もの塗料データベースを利用（さらに、新規データベースの新規作成）するこ
とが可能で、
カラーマッチング システムとして世界中で最も幅広く採用されています。
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アプリケーション

分光測色が必要なアプリケーションは、無
数に存在します。再現した色と基準色の比
較といったカラーマッチングのための測定
は、毎日のように行われています。分光測
色計による測色は、
次のような場面で有効
な手段となります。

・ 企業ロゴの標準化
・ インキのカラーテスト
・ 塗料のカラーコントロール
・ パッケージング素材やラベル用プリント
カラーのコントロール
・ プラスチック製品や織物製品の開発か
ら製造工程におけるカラーコントロー
ル
・ 缶のプリントや衣類、靴や自動車用部
品、その他あらゆるプラスチック部品な
どの最終仕上げ製品

6

色は、色相（Hue）、彩度（Chroma）、明度
（Value / lightness）の3つの要素によっ
て、構成されています。これら3 つの属性
から色を定義付けることによって、特定の
色を正確に識別し、他の色と見分けること
ができるようになります。

色の
属性

色相（ Hue）
対象物の色を説明するとき、
ほとんどの場
合、
まずその色相をとり上げようとします。
簡単に言えば、対象物の色を、
レッド、オレ
ンジ、
グリーン、
ブルーなどと言った色相で
説明します。
図1の色相環は、色相から色相への色の連
続性を示しています。図の色相環のよう
に、
ブルーとグリーンの塗料を混ぜた場合、
ブルーグリーン（青緑）になります。同じよ
うに、
グリーンにイエローを混ぜると、
イエ
ローグリーン（黄緑）になります。

イエロー

彩度（Chroma）
グリーン

レッド

彩度は、色の鮮やかさを表し、言い換えれ
ば、その色がどの程度グレーがかっている
か、
または純色相に近いかということを示
しています。例えば、
トマトと赤カブの色を
考えてみます。
トマトのレッドは鮮やかで、
一方赤カブのレッドはくすんでいるように
見えます。

ブルー

図1：色相（Hue）

低

彩度

高

図2は、中央から周囲に向かって彩度がど
のように移行しているのかを示していま
す。中央の色はグレー（濁色）で、
周囲に向
かっていくにしたがってより高い彩度（鮮
やか）になっていきます。彩度はサチュ
レーションとも呼ばれることもあります。

彩度

（

ン）
ショ
レー
ュ
サチ

図2：色度（ Chromaticity）
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色の
属性

明度（Lightness）
色の明るさの度合いを意味し、明暗で比較することができます。
例えば、
トマトと赤カブを並べて置いた場合、
トマトのレッドの方がより明るく見えます。反対
に、赤カブのレッドは暗い値になります。図3では、明度の特性を縦軸にして示しています。

白

明度

白

黒

図3：明度を表現する3次元カラーシステム
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黒

マンセル スケール

カラー測定の
スケール

もって判断し記録するのでしょうか。

1905年、アーティストのAlbert H. Munsell
氏が考案したカラー オーダリング システ
ム、
すなわちカラースケールと呼ばれるも
のに Munsell Scale In 1905 があり、
現在でも使用されています。マンセル シ
ステムは、
人間の視覚認識に基づいている
ということから、歴史的側面からも重要な
ものです。また、
色の測定や定義の手段と
して測色計などが世の中に出る以前に考
え出されたものです。マンセル システム
は、色相、明度、彩度という3つの属性に数
値を割り当てます。隣接するカラーサンプ
ルは、視覚認識を等分間隔にすることに
よって表現しています。
図4は、
マンセル カラーツリーと呼ばれる
モデルで、
ビジュアルカラーを判断するた
めの物理的なカラーサンプルとなります。
現在のカラーシステムは、
数学的な要素を
用いて色を判断する方法になっています。

CIEカラーシステム
CIE Commission Internationale de
l'Eclairage （英名： International Commission on Illumination ）は、測光法と
測色法などの標準を制定する国際組織で
す。1931年、
イルミナント（相対分光分布
が規定された光源）と観測者、そして数値
を使って色を定義するという方法を定義
し、
カラー オーダー システムを規格化し
ました。

CIEカラーシステムでは、3つの座標を使
用して、
ある色についてカラースペース内
の位置を決定します。これらのカラース
ペースには、
次のような情報が含まれてい
ます。
・ CIE XYZ
・ CIE L*a*b*

図4：マンセル カラーツリー

色を認識するには、次の3つが必要となり
ます。

・ CIE L*C*h°

・ 光源（照明）

これらの数値を得るためには、
その計算方
法を理解する必要があります。

・ 対象物（サンプル）
・ 観測者／プロセッサー
私たち人間は、
対象物に光が当たるという
相互作用を眼で処理することによって、物
を見るという行為をおこないます。人間の
眼を機器や装置に置き換えるとした場合、
眼で認識するのと同じ色の違いを何を

前述のように、
私たち人間の眼が色を認識
するには、
光源、
対象物、
観測者／プロセッ
サーの3つが必要となります。これは機器
を用いた手段においても、同じことが言え
ます。測色機器でも、
人間の眼で認識する
のと同じように、対象物から反射された光
の波長を集め、
フィルターをかけることに
よって色を認識します。この場合、測定機

120
120
スペクトルの相対出力

反射率（%）

100
80
60
40
20

100
80
60
40
20

400

500

600
波長（nm）

図5：測定したサンプルのスペクトル曲線

700

400

500

600

700

波長（nm）
図6：昼光（標準的な照明 D65）
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カラー測定の
スケール

器は反射された光の波長を数値として受け取ります。これらの数値は、
可視スペクトルの範囲
内で複数のポイントで記録されます。これをスペクトルデータと呼びます。スペクトルデータ
は、
スペクトル曲線として表されます。このスペクトル曲線は、
それぞれの色で独自のもので、
人間で言えば指紋に相当します。その意味でこのスペクトル曲線は、色の指紋（fingerprint）
と言われます（図5）。
色の反射曲線を得ることによって、
色を数学的にカラースペースにマッピングすることができ
ます。
まず、反射率曲線を得た後、そのデータにCIE標準イルミナント値を掛けます。このときのイ
ルミナントは、
サンプルを評価する光源の分光分布をグラフィカルに表したものです。それぞ
れのイルミナントは、
色にどの程度影響を与えるのかという出力分布を有しています。イルミ
ナントの代表的なものとして、Aは白熱光、D65は昼光（図6）、F2は蛍光を示します。
次に、
この計算値にCIE標準観測者の値を掛けます。CIEは1931年と1964年に、
光の波長に
対する人間の平均的な反応に基づいて（図7）、標準観測者の概念を策定しました。
簡単に言えば、
標準観測者とは、
普通の人間が可視スペクトルを介してどのように色を認識す
るのかということを意味しています。これらの数値を算出した後、
データをXYZの三刺激値に
変換します（図8）。3つの値を求めることによって、色を数値的に定義することができるよう
になります。

2°観測者（CIE 1931）
10°観測者（CIE 1964）

三刺激値

2.0

z(λ)
分光測色計では、可視スペクトル内の
複数のポイントで、対象物から反射さ
れた光の出力量を測定し、
スペクトル
データを求めます。算出したスペクト
ルデータは、スペクトル曲線として示
されます。

1.5

y(λ)
1.0

x(λ)
0.5
0.0
380

430

480

530

580

630

680

730

780

波長（nm）
図7：CIE 2°
／10°標準観測者
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図8：三刺激値
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2° Observer (CIE 1931)
10° Observer (CIE 1964)

200
2.0

80

三刺激値

色度の値
残念ながら、CIEXYZ 三刺激値は目視した場合の色の属性と密接な相関関係があるとは言
えないため、色を定義する上で扱い難い部分があります。Yと明度はある程度相関している
ものの、XとZは色相と彩度に相関していません。
したがって、1931年のCIE 標準観測者が策定された時点で、色度座標xyzを適用するよう
に委員会では推奨しています。これらの座標を使用して、図9の色度図を作成しています。
xyYの表記では、輝度（Y）と色度図で観るカラー（x,y ）を識別することによって、色を定義
します。
図10で示す通り、
色度図の周囲に沿ったすべてのポイントで色相を表しています。彩度（クロ
マ あるいは サチュレーション）は、中央のホワイト（無彩色）エリアから図の周囲に向かって
高くなるように表され、
100%の彩度とは純粋なスペクトルの色に相当することになります。

色色
相相

y
図9：CIE 1931（ x, y）色度図

彩度
サチュレーション

図10：色度図

x
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色の
数値的表現

xyY色度図における制限をカバーするた
めに、CIEではCIELAB(L*a*b*)または、
CIELCH (L*C*h°
)のいずれかのカラース

れぞれ単一の値を使って定義しています。

ケールを使用することを推奨しています。

CIELAB (L*a*b*)

いずれのカラースケールとも、
グリーンと
レッドが同時に存在しないこと、同様にブ
ルーとイエローも同時に存在しないとい
う、カラービジョンの反対色説という理論
に基づいて作られています。つまり、
レッド
／グリーンとイエロー／ブルーの属性をそ

ある色をCIELABで表す場合、L*で明度
を、
a*でレッド／グリーンの値を、b*でイエ
ロー／ブルーの値をそれぞれ定義します。
図11と12（共に右のページ）で、L*a*b*
のカラープロット図を示しています。a*軸
は左から右に移行すると、
レッドに向かって
移行していることを意味します。b* 軸に
沿って + b の方向への移行すると、イエ
ローに向かっていることを示しています。
中央のL*軸は、底部でL* = 0（ブラックま
たは全吸収）を意味しています。この面の
中央では、無彩色となります。

L*a*b*の値を使用して、図11のCIELAB
カラーチャートで値をプロットし、花Aと花
Bの色を定義します。
花Aと花Bのa*とb*の値で、
図11の各ポイ
ントをプロットできます。次に、図12でL*
の値（明度）を付加しますと、それぞれの
花の最終的な色が決定されます。

CIELCH (L*C*h°
)
花A：
L* = 52.99 a* = 8.82 b* = 54.53

CIELABが直交座標を使用して色空間上
の色を表示するのに対して、
CIELCHは極
座標を使用します。CIELCH の色の表記
法は、CIELABから計算で導くことができ
ます。L*で明度を、
で色相
C*で彩度を、h°
角度をそれぞれ定義します。

花B：
L* = 29.00 a* = 52.48 b* = 22.23
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90˚
イエロー
Yellow

+b*

の表現方法は、
マンセル カラース
L*C*h°
ケールのような初期のシステムと極めて
容 易 に 関 連 付 けら れ ると いう 点 で 、
CIELABよりも利点があると言えます。

Hue

L* = 116 (Y/Yn )1/3 - 16
a* = 500 [(X/Xn )1/3 - (Y/Yn )1/3]
b* = 200 [(Y/Yn )1/3 - (Z/Zn )1/3]
L* =116 (Y/Yn )1/3 - 16
C* = (a2 + b2)1/2
h°= arctan (b*/a*)

180˚

0˚

グリーン
Green

レッ
Redド

-a*

+a*

Xn, Yn, Zn, は、測定に使用する標準イルミ
ナント／観測者の基準となる白色の値に
なります。

ブルー
Blue

-b*
270˚

図11：CIELAB カラーチャート

ホワイト

イエロー

グリーン

クロマ

レッド

ブルー

ブラック

図12：L*値は中央軸で示されます。a*軸とb*軸は横方向の平面で示されます。
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色の差異
表記法
許容色差

デルタCIELAB／CIELCH
色の評価は、
数値的な表現を超えた概念に
なります。通常、
既知の基準色からの、
色の
差異（色差：デルタ）による評価方法が使用
されます。CIELABとCIELCHは、
2つの対
象物について、
その色を比較する場合に使
用します。

色差は、
⊿L* ⊿a* ⊿b*、
DL* Da* Db*、
⊿L* ⊿C* ⊿H*、DL* DC* DH*といっ
た形で表記します（⊿やDは デルタ の記
号で、差異を意味します）。
⊿L* ⊿a* ⊿b*とした場合、
CIELAB図上
の全体の差異や距離は、⊿E*と呼ばれる
単一の値で表すことができます。
⊿E*ab = [(⊿L2) + (⊿a2) + (⊿b2)]1/2
左にある上・下の写真、
花Aと花Cの色を比
較してみましょう。大きくは双方ともローズ
イエローとして分類されますが、
横に並べ
て置いて比較するなど、
もう少し詳しく見た
場合はどうなるでしょうか。色はどのように
違うことになるでしょうか。
⊿L* ⊿a* ⊿b*の方程式を用いることに
よって、花Aと花C の色差を表すことがで
きます。
⊿L* = +11.10
⊿a* = -6.10
⊿b* = -5.25

花A：L* = 52.99 a* = 8.82 b* = 54.53

全色差は、
⊿E*=13.71で表すことができ
ます。
花Aと花Cの色差の各値については、左写
真の下にまとめてあります。a* 軸での色
差は、-6.10になっており、若干グリーン側
に寄っており、
レッドからは遠いということ
を意味します。b*軸では、-5.25になって
おり、
若干ブルー側に寄っており、
イエロー
からは遠いということを示しています。L*
面では、+11.10であり、花Cの方が花Aよ
りも明るいということになります。
次に、同様に2つの花の部分をCIELCHで
比較すると、
色差は次のように表されます。
⊿L* = +11.10
⊿C* = -5.88
⊿H* = 5.49

花C：L*=64.09 a*=2.72 b*=49.28

花Cと花Aの色差
⊿L* = +11.10, ⊿a* = -6.10, ⊿b* = -5.25
⊿E*ab = [(+ 11.1)2 + (-6.1)2 + (-5.25)2]1/2
⊿E*ab = 13.71

14

⊿C*の値が-5.88ということは、花Cの方
が彩度が低いことを示しています。また、
⊿H*の値が5.49ということは、花Cが花
Aよりもグリーンの色相になっていること
を示しています。一方、L*と⊿L*の値は、
CIELABもCIELCHも全く同じ値になり
ます。

CIEカラースペースによる表記法

– = より暗い
明度

⊿L* = 明／暗の差異
+ = より明るい

⊿a* = レッド／グリーン軸の色差
+ = よりレッド
– = よりグリーン

色相

⊿b* = イエロー／ブルー軸の色差
+ = よりイエロー – = よりブルー
⊿C* = 彩度の色差
+ = より鮮やか

彩度

– = より濁った

⊿H* = 色相の差異
⊿E* = 全体の総色差値
図13：識別楕円

10ページの図11を参照してください。

視覚上の色と許容色差

a*
b*

つまり、
カラーマッチを認識できる許容色差は、
明度や色相、
彩度を使って3次
元の境界線によって構成され、
これらは人間の視覚評価と近似していなけれ
ばなりません。CIELABとCIELCHが、
これらの境界線の設定に用いられます。
さらに許容色差に関する数式として、
CMCとCIE94を用いることによって、楕
円形の許容色差を求めることができます。

CIELABの許容色差
CIELABで許容色差を求める場合、⊿L*（明度）、⊿a*（レッド／グリーン）、⊿
b*（イエロー／ブルー）についての色差の限界を指定する必要があります。こ

基準色

明度（L*）

人間が色の違いを判断する場合、色に対する記憶力の差や眼の疲労度合、あ
るいは色弱や色覚異常など、
その能力はまちまちです。人間の眼はこういった
視覚上の制限条件に加えて、色相（レッド、
イエロー、
グリーン、
ブルーなど）や
彩度、
さらに明度の違いを同じレベルで認識することはできません。事実、平
均的な観測者では、最初に色相、次に彩度、
そして最後に明度の差異を判断し
ます。また、人間が許容できる色は、楕円形にすることによって最適に表すこ
とができます（図13）。

図14：CIELAB 許容色差ボックス

b*

ボックスの 内 側にあ
り、楕円形の外にある
サンプルは、数値的に
正しくても視覚的には
許容できないことを意
味します。

れらの限界値から基準色を中心にした長方形の許容色差ボックスを作成しま
す（図14）。
この許容色差ボックスと視覚的に認識する楕円形と比較すると、
いくつかの問
題点が挙げられます。
ボックス形の許容色差の内側に楕円形が収まる場合。
：楕円形の外側にあり、
かつボックスの内側にあるサンプル（右15図の黒で示
された部分）は、
数値的には許容範囲内であっても、視覚上は許容できないこ
とになります。
一方、楕円形の内側に許容色差のボックスが収まる場合。
：視覚上は許容できても、数値上は許容範囲外となる場合が存在することに
なります。

楕円形の内側に
あるサンプルは、
許容できることを
意味します。

a*

図15：数値的な許容色差と視覚的な許容色差
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色の差異
表記法
許容色差

CIELCHの許容色差
CIELCHを用いる場合には、⊿L*（明度）、⊿C*（彩度）、⊿H*（色相）について、色差に限界
値を設ける必要があります。それには、
基準色を中心にV時型のボックスを作成するようにし
ます。CIELCHは極座標システムであるため、許容色差ボックスを色相の角度方向に回転さ
せることができます（図16）。
明度

この許容色差を先の楕円形と比較すると、
人間の視覚認識により近いことが分かります。この
ことは、観測者と測定した値との不一致を低減することになります（図17）。

基準色

CMCの許容色差
CMCは色空間ではなく、一つの許容色差システムと言えます。CMC許容色差は、CIELCHを
ベースに視覚評価と測定した色差をより一致させるためのものです。CMC色差式は、
英国の
が開発
Colour Measurement Committee of the Society of Dyers and Colourists
し、1988年にパブリックドメインとして認証されました。
測定値をCMCによって計算することによって、色相、彩度、明度を補助軸にして、
基準色を中
心にした楕円形を数学的に定義することができます。楕円形は許容できる範囲を表し、色空
間内での対象となる色の位置によって、
サイズと形状が自動的に変わります。

彩度

図16：CIELCH許容色差のV字型

図18（17ページ）に、色空間における楕円形の変化を示しています。色空間のオレンジ部分
にある楕円形は、
グリーン部分の楕円形よりも、
細長くなっています。また、
楕円形のサイズと
形状は、対象の色の彩度や明度に応じても変わっていきます。

CMCの数式を用いることによって、楕円形の全体サイズを変更し、視覚的に認識し得る範囲
とより一致させることができます。コマーシャルファクター（cf）の変化に合わせて、
視感評価
と一致させるように、楕円形を大きくも、
また小さくもすることができます。cf値は許容色差
を意味し、
cf=1.0の場合、⊿E CMCが1.0未満であれば問題が無く、1.0以上であれば許容範
囲外となることを示しています（17ページの図19を参照）。

b*

一般的に人間の眼は、
彩度（c）よりも明度（ｌ）の差異に敏感なため、
（ｌ
：c）のデフォルト比率は
：
になります。
：
の比率は、
明度と彩度について差異を
倍にすることを意味します。
21
21
2
CMC
の数式を用いることによって、
この比率を調整し、
視感評価とより一致させることができます
（18ページの図20を参照）。

a*
図17：CIELCH許容色差の識別楕円
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イエロー

オレンジの領域では、識別楕円
が詰め込まれた状態になって
います。

レッド

グリーン

グリーン領域では、
識別楕円が大きくなっています。

ブルー
図18：色空間における識別楕円

色相と彩度の許容色差は、明度の増減に
応じて変化します。

識別楕円

色相

彩度

色相

彩度

標準色

cf = 0.5

cf = 1

図19：許容色差のコマーシャルファクター（cf）
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CIE94の許容色差
1994年、CIEはCIE94と呼ばれる新しい許容色差の算出方法を発表しました。 CIE94は、
CMCに似た楕円形を用いた許容色差の算出方法です。コマーシャルファクター（cf）と同様
に、
明度（kL）と彩度（Kc）の比率をユーザーがコントロールします。一連の設定を行うことに
よって、
ｌ
：cとｃｆの設定に応じてCMCの許容色差が変わるのと同じように、
識別楕円のサイズ

(1.4:1)

明度

(2:1)

と形状が変わっていきます。

CMCが織物業界で使用されることを目的にしているのに対して、CIE94は塗料やコーティン
グ業界で用いられることを目的にしています。これら2つの許容色差の内どちらを選択するか
は、測定する対象物の表面について次の点を考慮する必要があります。表面が不規則であっ
たり、
細かさが異なるような場合には、
CMCの許容色差が適していると考えられます。一方、
規則的でなめらかな表面の場合には、CIE94の許容色差が適していると考えられます。

色相
彩度

視感評価と測色評価の比較
許容色差を算出する完全なシステムはありませんが、CMCの数式にしても、
またCIE94の
数式にしても、いずれも実際に眼で認識する色差と一致させる最適な方法と言うことがで
きます。

許容色差の算出方法

視覚との合致度（%）

CIELAB
CIELCH
CMCまたはCIE94

75%
85%
95%

適切な許容色差の選択
色差の算出方法を決定する上で、次の5つのルール（Billmeyer 1970／1979）を考慮する
ようにしてください。

1. 算出方法は一つにして、継続して用います。
2. 常に算出方法を指定します。
3. 平均的な換算係数を用いるとしても、ある数式で算出した色差を変換によって別の算出
方法の色差として使用してはいけません。

4. 算出した色差は、設定した許容色差における最初の近似値としてのみ利用し、目視による
判断で確認するようにします。

5. 数値だからといって、またそれが正しく計算されたものだからといって、絶対的なもので
はないということを常に忘れないでおいてください。
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図20：CMC許容色差の識別楕円

その他の
カラー表現

ホワイト／イエローインデックス
塗料や織物、製紙業などの一部の業界で
は、素材や製品の評価を 白色度（白さ）
という基準で評価しています。一般的に、
この白色度インデックスは、写真用ペー
パーや印刷用ペーパー、
プラスチック製品

など、素材がどの程度白いかという、ある
種の嗜好的評価と言えます。
また、
ある製造メーカーでは素材の黄色度
や色調を判断基準にしているところもあり
ます。これは、
対象物の色が希望する白色
からどの程度青味がかった色合いになっ
ているかを判断するために行われるもの
です。
ペーパーに印刷用のインキや染料が塗布
されるような場合は、白色度や黄色度が、
重要な要因となります。高品位の印刷用ホ
ワイトペーパーにブルーのインキをプリン
トする場合と、新聞用の用紙などのペー
パーに同じインキをプリントした場合とで
は、異なる仕上がりになってしまいます。

American Standards Test Methods
(ASTM)では、白色度と黄色度のインデッ
クスを定義しています。E313 白色度イン
デックスは、
ペーパーや塗料、
プラスチック
製品などの不透明素材について、その近
似白色度を測定する場合に使用されてい
ます。実際には、
このインデックスはホワイ
トの見えを持つ多くの素材に対して使われ
ています。

ASTMのE313 黄色度インデックスは、対
象サンプルの色が理想的なホワイトからど
の程度離れているのかということを判断
する場合に使用されています。D1925 黄
色度インデックスは、プラスチック製品の
測定に使われています。

白色度が異なるペーパーに同じブルーのインキで印刷しても、
異なる色に見えます。
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【あ行】
明るさ（brightness）− ブラックからホワ
イトまでの範囲で、
無彩色のスケールで色
の次元を表す属性。光の反射性や透過性
（q.v）を示します。
イルミナント（illuminant）− 実際または
仮想的な光源のスペクトル量の相対分布
を、数学的に記述したもので、発光スペク
トルにおける各波長で光源から発せられ
る相対エネルギーが規定された放射を意
味します。時に同じような意味として、
「光源」や「照明」が使われることがあり
ますが、あまりお勧めできません。
イルミナントA（CIE）
（illuminant A）−
白熱光によって生成されるCIE標準イルミ
ナントで、色合いはイエローとオレンジの
中間、
相関色温度は2856°Kです。380nm
から770nmの波長範囲で定義されます。
イルミナントC（CIE）
（illuminant C）−
フィルタをかけたタングステン光によって
生成されるCIE補助標準イルミナントで、
平均的な昼光に近似しています。青味が
かった色で、相関色温度は6774°Kです。
イルミナントD（CIE）
（illuminant D）−
昼光のCIE標準イルミナントで、300nmか
ら830nmの波長範囲で定義されます（蛍
光染料や顔料が含まれる色を定義するに
は、300nmから380nmのUV（紫外線）の
一部波長が必要になります）。Dで表記さ
れ、下付きの文字で相関色温度を表しま
す。D65は最も一般的に使用されている
イルミナントで、相関色温度は6504°K、
イ
ルミナントCの相関色温度と近似していま
す。昼光のスペクトル分布を実測定した値
に基づいて定義されています。
色（color）− 見えを表す一つの要素で、
光に対する視覚反応に基づく刺激を指し
ます。色相、彩度、明度の三つの属性で構
成されます。
色温度（color temperature）− 黒体が
熱を帯びたときに放射される光の色を表
す温度。温度は、絶対温度またはKelvin
（ケルビン）で表されます。2400°Kのよう
な低い温度では光はレッドになり、
9300°K
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のように高い温度ではブルーの光になり
ます。ニュートラルな色温度は、
6504°Kで
グレーです。
色空間（color space ）− 三次元立方体
で、
すべての可視域の色を表現するもの。
次元は幾何学的にさまざまに定義され、
さ
まざまな空間を作ることができます。
色の属性（color attribute）− 対象物の
見えを表す三次元的な特性を意味しま
す。通常、一次元で明度を定義し、他の二
次元で色度を定義します。

【か行】
拡散（scattering）− 異なる屈折率の粒
子に衝突しながら放射エネルギーが発散
すること。拡散は、
表面や粒子を含むメディ
アの内部で発生します。
加法混色の原色（additive primaries）
− レッド、
グリーン、
ブルーの光。加法混色
の三原色すべてを100%の強度で混色す
ると、白色の光になります。三原色のそれ
ぞれの強度を変えて混色すると、
異なる色
域（ガモット：gamut）内のさまざまな色を
表現することができます。三原色の内、二
色を100%で混色すると、
減法混色の原色
（シアン、マゼンタ、
イエロー）を表現する
ことができます。
レッド100%＋グリーン100%＝イエロー
レッド100%＋ブルー100%＝マゼンタ
グリーン100%＋ブルー100%＝シアン
「減法混色の原色」を参照。
カラリスト（colorist）− カラーマッチング
（等色、
着色配合）に関する技術を持ち、
特
定の素材に対する着色料の特性について
知識を有している人を指します。着色調合
師（q.v.）
（米国内）やシェーダーと呼ばれ
ています。 カラリスト という名称は、
ヨー
ロッパが起源とされています。
カラーオーダーシステム（ color order
systems）− 色の規則的な三次元配置を
表現するために使用するシステム。次の
三つが基本ベースとなっています。1）マ
ンセル システムのように、
色相、
彩度、
明度
といった属性で表現する見えベース（心理
学的ベースとも言う）、
2）CIE システムや

Ostwald システムなどの、規則的な加法
混色ベース（色刺激ベースとも言う）、3）
インキの規則的な混合に基づくPlochere
カラーシステムのような、
規則的な減法混
色ベース。
カラーモデル（color model ）− 色の知
覚的な属性を定量的に決定する色彩計測
のスケールまたはシステム。色彩計測やコ
ンピュータ グラフィックのアプリケーション
で利用されます。
観測者（observer）− 知覚的な刺激を受
ける人間を指します。視覚という概念から
言えば、刺激とは目に見えるものを示し、
知覚とは見えを意味します。
基準（standard）− 機器による測定に際
して規定、定義されたリファレンス。
吸収（absorb/absorption）− 入射放射
線の指向性透過率の減少といった相互作
用で、
電磁波のエネルギーが別の形態（熱
など）になり、
その結果として、
吸収エネル
ギーが変化や変換されること。
鏡面光沢（度）
（specular gloss）− 鏡
面や正反射方向からの相対的な反射率
を意味します。鏡面反射角に対して 60 °
で測定する場合があります。
グレースケール（grayscale）− ブラック
からホワイトに至るまでの連続したグレー
の階調範囲を表す無彩色のスケール。互
いに等間隔のステップで構成されている
か（マンセル値スケールのように）、
または
明度に応じて幾何学的に配列する場合が
あります。二つの類似した色の相対的な差
異を定義する場合に使われます。
蛍光灯（fluorescent lamp）− 水銀ガス
が充填され、内側の表面に蛍光体がコー
ティングされたガラス管。ガスに電流が流
れると放電し、蛍光体がこの放射エネル
ギーを帯びると発光します。
減法混色の原色（ subtractive primaries）− シアン、マゼンタ、イエロー。理論
上、
白色紙上に減法混色の三原色をそれぞ
れ100% の強度で混色すると黒になりま

す。三原色のそれぞれの強度を変えて混
色すると色域の内のさまざまな色を表現
することができます。三原色の内、2 色を
100%で混色すると、加法混色の原色（レッ
ド、
グリーン、
ブルー）を表現することがで
きます。
シアン100%＋マゼンタ100%＝ブルー
シアン100%＋イエロー100%＝グリーン
マゼンタ100%＋イエロー100%＝レッド
光源（light source）− 人間の眼で認識
できる光や放射エネルギーを発する物
体。光源からの光の放射を、可視スペクト
ルの波長ごとに発するエネルギーの相対
量で表した場合、光源はイルミナントとし
て定義されます。また、光の放射は、相関
色温度で表すことができます。
光沢（gloss）− 素材の色相、明度、彩度、
表面特性、さらに金属やパール系といっ
た品質にしたがって、色の基準を判断す
る場合に考慮するパラメータです。グロ
ス（光沢度）は、マンセル許容色差セット
において、付加的な許容色差として定義
されることがあります。カラーサンプル
の光沢度を測定評価する場合において
は、一般的に光沢度が高いと、
カラーサン
プルがより暗く見えるようになります。こ
れとは反対に、光沢度が低い場合には、サ
ンプルがより明るく見えるようになりま
す。
光沢は、
測定角度と光沢値で表します（例：
°
光沢
60
= 29.8）。American Society

for Testing and Materials (ASTM)
D523 規格 光沢に関する一般的評価測
定 では、60°
が推奨されています。
コントラスト（contrast）− 画像イメージ
の明るい領域と暗い領域のレベル変化を
意味します。

【さ行】
彩度／クロマ（chroma/chromaticity）
− ある特定の色相における色合いの強さ
を意味し、同一明度上での無彩色（ニュー
トラル グレー）からの距離を示します。色
を混合してクロマを表現する場合は、同じ
明度のニュートラルグレーと鮮明なレッド
を混色します。ニュートラル グレーにレッド

を少量ずつ加えていき、鮮明なレッドにな
るまで続けます。このようにして得られた
色のスケールが、彩度の増加を示します。
スケールはゼロから始まりますが、終点は
存在しません。マンセルは朱色（バーミリ
オン）の顔料色素を最高の彩度として10を
定義し、
関連するその他の顔料色素を定義
しました。彩度の高い顔料色素については
特記されていましたが、
オリジナルスケー
ルに関してはそのままでした。通常の反射
性素材のクロマスケールでは20まで、
蛍光
素材は30まで高くなるとされています。
三刺激値（tristimulus）− 三つの刺激の
値で、
色を表現する方法。一般的には特定
の色を認識するために必要となる混色に
おける色成分を意味します。
三刺激値（ CIE ）
（tristimulus values）
− 三つの色の混色において、等色に必要
な色成分の割合を意味し、
CIEシステムで
はX 、Y 、Z 値で表します。等色関数におい
ては、
イルミナントと標準観測者を、必ず
指定する必要があります。指定しない場
合には、CIEが1931年に制定した標準観
測者（2°
視野）とイルミナントCにすること
になっています。また、積分方法やサンプ
ルの特性、あるいは反射率や透過率の測
定に使用する機器のデザインによって、求
められる値が異なります。したがって、三
刺激値は測定サンプルの特性を示す絶対
値ではなく、算出方法に依存する相対値
です。測定値を通常100に正規化する三
刺激色彩計で測定することによって、CIE
の三刺激値と近似する値を求めることが
できます。次にそれらの測定値をCIEの相
当値に変換する必要があります。フィル
ターを使った測定では、
X、Y、Zの代わりに
、
、
を正しく定義する必要がありま
R G B
す。
三刺激色彩計（ tristimulus colorimeter）− 色の三刺激値を測定し、色度成
分に変換する機器。
視感度関数（ y ）
（ CIE ）
（ luminosity
）
−
視覚認識反応の相対感度を
function
約380nmから780nmの波長関数として
プロットするもので、1924年にCIEが採用
しました。
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色差（color difference ）− 決められた
条件下で、二つの色の大きさと特性の違
いを示します。
色彩計（colorimeter）− 人間の視覚特
性に似た方法で色に反応する光学測定
機器で、反射光にフィルターをかけること
によって、
レッド、
グリーン、
ブルーの主要
三原色に分解します。
色彩測定（colorimetric）− レッド、
グリー
ン、ブルーの三つの色の光量や受容器の
感度を示す値または関連する値。
色相（hue ）− 1）カラーオーダーシステ
ムを構成する第一の要素で、
レッドとグ
リーン、
ブルーとイエローといったカラー
の違いを識別する属性として定義されま
す。マンセルが五つの基本色相（レッド、
イ
エロー、
グリーン、
ブルー、パープル）と五
つの中間色相（イエロー-レッド、
グリーンイエロー、ブルー - グリーン、パープル - ブ
ルー、
レッド-パープル）を定義しました。こ
れら10の色相（イニシャル文字を使って表
す、R、YR、Y、GY、G、BG、B、PB、P、RP）
は、視覚的に100の等間隔ステップに分割
された円形の周囲に等間隔で配置され、
レッドの開始地点がゼロポイントとなりま
す。円形上で隣接するカラーを混色する
ことによって、一つの色相からもう一つの
色相への連続した変化にすることができ
ます。色相環で定義される色は、クロマ
チック カラーと呼ばれています。2）色を
レッド、
イエロー、
グリーン、
ブルー、パープ
ルなどとして視覚的に認識することに基
づく色の属性を意味します。ホワイト、ブ
ラック、
グレーには色相はありません。
色相環（カラーホイール）
（color wheel）
− 可視スペクトルを円形に配置したもの
で、
レッドとグリーンのような補色が相互に
反対に向き合います。
色度座標（CIE）
（chromaticity coordi）
−
それぞれ
x、y、zとして表された
nates
座標は、三つの刺激値の合計に対して、各
X、Y、Zの比率を表しています。三色係数
として引用されることもあります。下付き
の文字がなく表記される場合には、
特に指
定がない限り、イルミナント C および 2 °
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（1931 ）の標準観測者で測定されたこと
を意味します。その他のイルミナントや観
測者で求めた場合には、
観測者やイルミナ
ントを示す下付き文字が使用されます。例
えば、x10とy10は、10°
観測者とイルミナ
ントCの色度座標値となります。
色度図（CIE）
（chromaticity diagram）
− 色度座標（横軸にx、縦軸にy）を表す二
次元グラフで、スペクトル軌跡（単色光
380-770nmの色度座標値）を示します。
発光および非発光性の素材の色を相互に
比較する場合、多くの点で有効な特徴を
持っています。
人工昼光（artificial daylight）− 光源を
指すときに使われる用語で、多くの場合、
フィルターを使用して昼光の色とスペクト
ル分布を作り出した照明装置の光を指し
ます。より明確な光源の定義が好ましいと
されています。
スペクトル（ spectrum ）− 放射エネル
ギーの成分を、波長（周波数）の順に空間
的に配列したものです。
スペクトル出力分布曲線（spectral power distribution curve）− 波長の関
数で表した放射エネルギーの強度。一般
的には、相対出力を表す用語として使わ
れます。
正反射率（specular reflectance）− 入
射角度とは反対側の等角度における放射
エネルギーの反射率を意味します。光沢
のある素材の正反射率は、
メディアの表面
の屈折率や角度によって大きさが変わり
ます。正反射率の大きさは、
フレスネルの
法則で算出することができます。
正 反 射 を 除 去し た 反 射 率（ S C E ）
（specular reflectance excluded）−
正反射を除外した拡散反射光の反射率の
測定方法。通常、
試料の表面反射成分を除
くため、
ライトトラップもしくは黒い吸収材
が使用されます。これによって正反射光成
分が測定値に含まれない拡散反射光のみ
が測定されます。
正反射を含めた反射率（SCI）
（specular

reflectance included）− 拡散光や正反
射光を含む、物体の表面からの全反射率
を測定することを意味します。
積分球（integrating sphere）− 光を拡
散させる高反射性素材を使用した球体。
高耐久性の積分球としては、
スペクトラロ
ンを使用したもの等があります。
絶対白色（absolute white）− 理論的に
は、
目に見える波長のすべての光を完全に
反射する素材を意味します。実際には、
ス
ペクトル反射データが既知の白色固体を
指し、 基準ホワイト として絶対反射の測
定に使われます。分光測色計では、
白色の
セラミック プラークを絶対白色の基準とし
て使用し、
キャリブレーションなどをおこな
います。
染料（dye）− 溶解性の色素で、不溶性の
顔料に相対するもの。
（一部に溶解性でな
い染料もあるため、
正確にはバインダーを
必要としない色素ともいえます。）
全反射率（total reflectance）− 表面上
のあらゆる角度に反射された光の反射率
で、
拡散光と正反射光の両方が含まれたも
のです。
測色（color measurement）− ある条
件下で試料により放射、透過、反射される
光を物理的に測定し、
数学的に標準化され
た測色用語に変換することを意味します。
ここで言う用語とは、色の視覚的評価と相
互に相関関係をもたせることができると
いう意味です。
属性（attribute）− 見えや見かけの感覚
や認識、形態を識別する特性。多くの場
合、色は色相、彩度、明度の属性で表現さ
れます。

【た行】
ダイナミックレンジ（dynamic range）−
測定可能な値に対する機器の対応範囲
で、検出可能な最低値から処理可能な最
高値までを指します。

着色料（ colorants ）− 染料や顔料、
ト
ナーやワックス、蛍光物質などの、色を作
成するために使われる素材。

透明度（transparent）− 拡散せずに光を
透過する素材の定義に使われます。

【な行】
昼光イルミナント（ C I E ）
（d a y l i g h t
）
−
昼光のスペク
トルを実際
illuminants
に測定した結果に基づき、1965年にCIE
によって提唱された昼光標準イルミナン
ト。300nmから830nmまでの波長値で定
義されます。色温度と相関関係にあるも
のとして表されます。D65 の最も重要な
点は、相関する色温度が6774°Kというイ
ルミナントCと最も近似しているというこ
とにあります。D65よりもブルーなD75と
よりイエローなD55も利用されています。
チント（tint）− 1）動詞（着色）
：ホワイト
の顔料と着色料を混合することを意味し
ます。2）名詞：ホワイトの顔料と着色料を
混合することによって作られるカラーを意
味します。ホワイトが加えられることによ
り、より明るく、そしてより彩度が低いカ
ラーが作られることになります。
デルタ（Dまたは⊿）
（delta）− 色差や偏
差を示す記号。
デルタE*／デルタe*（ delta ）− 色差式
（⊿E abまたは⊿Ecmc）で算出された色
差の総量を意味します。許容色差におい
ては、DEの記号でデルタエラーを示す場
合があります。
電磁スペクトル（ e l e c t r o m a g n e t i c
spectrum）− 空気中を伝搬する電磁波
帯で、波長で測定されます。波長によって
特性が異なりますが、ほとんどの電磁波
は、人間の眼では認識できません。
（380
から720 nm の範囲内にある波長のみ目
に見えます。）可視スペクトルの外側にあ
る電磁波には、
ガンマ線、
X線、マイクロ波、
電波などがあります。
等色関数（color-matching functions）
−
光の各波長と一致させるために必要となる
三つの原色の相対量を指します。一般的に
この用語は、
CIE 標準観測者の等色関数を
引用して使用されています。

ナノメーター（nm）
（nanometer）− 10
の9乗メートルに相当する単位（1メートル
の10億分の1、1ミリミクロンとも言う）。

【は行】
反射率（reflectance）− 入射束に対する
反射された放射束の強度の比率を意味し
ます。一般的な使い方としては、
反射した放
射エネルギーと定義された基準からの反
射の強度の比率と考えることができます。
反射率（鏡面）
（reflectance, specular）
−「正反射率」を参照。
反射率（全）
（reflectance, total）−「全
反射率」を参照。
光（light）− 人間の観測者が認識できる
電磁放射で、
眼の網膜が刺激されることに
よって 認 識する現象を意味します。約
380nm から770nm までの波長範囲で
す。人間の観測者には紫外領域の放射エ
ネルギーを認識できないため、
紫外線光に
ついて言及することは無意味と言えます。
標準イルミナント（CIE）
（standard illu）
−
が制定したスペク
トルで
CIE
minants
定義された光源。三刺激値を使って色を
表す場合、同時にイルミナントも定義する
必要があります。現在CIEが制定している
標準イルミナントは2つでAとD65です。
標準観測者（CIE ）
（standard obser）
−
）
年に
視野
CIEが提唱した2°
ver 1 1931
角度の三刺激混色データに基づく仮想の観
測者を意味します。1964年に視野角度の
より大きい10°
の補助標準観測者が策定さ
れました。2）CIEが定義した平均的な観測
者のスペクトル反応特性。2°
視野を1931
データとして、
また環状10 °
視野を1964
データとして、
これら2つのデータが定義さ
れています。通常は、
観測者が指定されて
いない場合、1931データの2°
視野標準観
測者によって三刺激値データが算出される
ことになっています。1964データを用いる
場合には、
指定する必要があります。

表色（color specification）− 三刺激値、
色度座標値と輝度、あるいは、その他のカ
ラースケール値を使って、
特定のカラーシ
ステムにおいて数値的に色を定義するこ
とを示します。
ブラック（black）− 理論的には、
入射光が
完全に吸収された状態で、
反射が全く無い
ことを意味します。実際には、相対的な観
測状態でこの理想に近似する色を意味し、
言い換えれば、
極めて低い彩度と明度の色
を指します。
分光曲線（spectrophotometric curve）
− 分光測色計で測定された曲線で、反射
または透過（吸収）の相対レベルを縦軸
に、波長または周波数を横軸にプロットし
たグラフです。
分光測色計（スペクトロフォトメーター）
（spectrophotometer）− スペクトルの
透過率・反射率や相対放射率を測定する
ための測定器。
放射エネルギー（radiant energy）−真
空中を秒速299,792kmで移動し、密度の
高いメディア（空気、水、
ガラスなど）では
よりゆっくりと進む電磁スペクトルで構成
されるエネルギーの形態。放射エネル
ギーの特性は、波長または周波数で表し、
量子（いわゆる 粒子説 ）とは全く異なる
働きをします。多くのタイプのエネルギー
は別のエネルギー（電気的、化学的、機械
的、原子的、熱的、放射的）に変化します
が、
エネルギー自体消失することはありま
せん。
放射体（ emissive object）− 光を放射
する物体。一般的に、太陽のコロナ放電ガ
スや電球のフィラメントのように、化学反
応によって放射します。
飽和度（saturation）− 同一明度上での
無彩色からの距離に相当する明るさとの
相対的な色知覚の属性。グレーは、
すべて
飽和度ゼロとなります（ASTM ）。クロマ
を参照。
補色（complements）− 混色したときに
ニュートラル グレーを作る二つのカラー。
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色相環（カラーホイール）では、
ブルー／イ
エロー、
レッド／グリーンのように、補色は
互いに反対側に配置されています。

【ま行】
マンセル カラーシステム（Munsell Color
System）− マンセルの色相、明度、彩度
を使って、試料の色を識別する方法で、
Munsell Book of Color と対比するた
めに視覚的に定義されたものです。
見え（appearance）− サイズ、形状、色、
表面の状態、
光沢度、
透明度、
不透明度など
の視覚的な属性から見た対象物や素材の
発現。
無彩色（achromatic color）
− 色相のない
ニュートラル色（ホワイト、
グレー、
ブラック）。
明度（lightness ）− ホワイトの物体とグ
レーの物体の識別や明るい色の物体と暗
い色の物体を識別するときに認識する色
の明るさの相対的属性。輝度に対する視
覚の応答で、基準白色との相対値。
明度（ value ）− ニュートラル グレース
ケールに対して、
カラーの明暗の度合を示
します。値のスケール（マンセル システム
のカラー表記では、V）は、純黒で0から純
白で10までの範囲になります。明度のス
ケールは無彩色です。
メタメリズム（metamerism）− 二つの
色がすべての照明ではなく、
一つないし複
数の照明の条件下で、一致（視覚的または
測定上において）するという現象。

【アルファベット】
c* − chromaticity （色度）の略。
CIE (Commission Internationale de
l'Eclairage) − The International Commission on Illumination（国際照明委員
会）。色や測色に関する基準規格を制定す
る主要な国際機関。

CIE 1976 L*a*b* 色空間（ color
space ）− Adams-Nickerson三乗根方
程式を使用した均一な色空間で、色差を
測定するためのものとして、
1976年にCIE
に採用されました。

CIE 1976 L*u*v* 色空間（color space）
− 1976 年に採用された均一な色空間。
CIEXYZ色空間とリニアな関係にあり、加
色法が有効なため、光を混色する場合に
適しています（例えば、
カラーTVなど）。
CIE 色度座標（ chromaticity coordinates）− 色度座標（CIE）を参照。

による四角による許容色差に変わるものと
して、
色差に関する数式を体系化しました。

D65 − CIE 標準イルミナントで、色温度
は6504°Kです。これは、
工業界のビューイ
ング ブースで広く一般的に使用されてい
る色温度です。Kelvin を参照。
Kelvin（K）／ケルビン − 色温度を測定
する単位。Kelvinスケールは、絶対ゼロ、
摂氏は、-273°Kから始まります。

CIE 昼光イルミナント（ daylight illuminants）− 昼光イルミナント（CIE）を参
照。

算出されたもの。

（luminosity funcCIE 視感度関数（y）
）
−
視感度関数
（
CIE）を参照。
tion

Y − 1 ）CIE 三刺激値の一つで、光の反

CIE 標準イルミナント（standard illuminants）− 標準イルミナント（CIE）を

CIE 標準観測者（standard observer）
− 標準観測者（CIE）を参照。

レー、ブラックを除く。

CIE 三刺激値（tristimulus values）−
三刺激値（CIE）を参照。
CIELAB（CIE L*a*b*, CIE Lab）− 直
交座標系を使用して、L*、
a*、b*の値を座
標軸にプロットした色空間。色空間内で等
しい距離であることは、色差が等しいこと
を意味します。L*値は明度、a*値はレッド
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CMC（Colour Measurement Committee of the Society of Dyes and
Colourists of Great Britain）− カラー
測色委員会。1988年に発足した組織で、
よ
り論理的なL*C*h°
色空間に基づく楕円形
ベースの方程式によって、D E（「デルタ
E*」を参照）値を算出し、CIELAB 色空間

レッドの
X − 1）CIE 三刺激値の一つで、
原色を意味します。2）三刺激値Xを算出
するには、
CIE標準観測者の等色関数を使
用します。3）CIEXYZ表色系を構成する1
つで原刺激［X ］の大きさを表す値として

CIE 色度図（chromaticity diagram）
− 色度図（CIE）を参照。

参照。

【や行】
有彩色（chromatic）− 色相を有するも
のとして視覚できるもの。—ホワイト、
グ

／グリーン軸、
b*値はイエロー／ブルー軸
を示します。CIELABは、反射性と透過性
の物体を測定する場合に、
一般的に使用さ
れている色空間。

射や透過の輝度に相当し、
グリーンの原色
を意味します。2）三刺激値Yを算出する
には、
CIE 標準観測者の等色関数を使用し
ます。3）CIEXYZ表色系を構成する1つで
原刺激［ Y ］の大きさを表す値として算出
されたもの。

Z − 1 ）CIE 三刺激値の一つで、ブルー
の原色を意味します。2）三刺激値Zを算
出するには、
CIE 標準観測者の等色関数を
使用します。 3）CIEXYZ表色系を構成す
る1つで原刺激［Z］の大きさを表す値とし
て算出されたもの。
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