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格言(色彩版)

Sir Isaac Newton(1730)
光は正確に言えば色は付いていない。光にはこの色、あの色という
感情を掻き立てるある力と素因以外何もないのである。

John Dewey
実践なき理論は無であり、理論なき実践は盲目である。

Henry Adams
先生の影響は永遠である。しかし先生はその影響をどこでストップ
させるべきかについては言う事ができない。
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1.色と見え(Color and Appearance)
Color and Appearanceは｢色と見え｣と訳すことができ
ます。光源から放射された光が物体表面に入射し、物
体で吸収や散乱を受け、観察者へ届くという一連の流
れの中での光のエネルギーの変化という物理的現象に
よって観察者に生理的心理的な影響を与えるということ
を一言で表す言葉です。

1-1.色知覚(Color Perception)
色の知覚には 3 つの要因があります。
z 光源(Light Source)
z 観察している物体(Object)
z 物体を見ている観察者(Observer)、人ではない場
合もある
この 3 つの要素を組み合わせて観察条件(Observer
Situation)と呼びます。

(発熱体はその温度によって計算可能な波長方向の分
布を持つエネルギーを放出します。このグラフは完全黒
体のもので、実際の物体とは多少異なります。)
1-1-3.分光反射/透過特性曲線
物 体 (Object) の 分 光 (Spectral) さ れ た 反 射
(Reflectance)と透過(Transmittance)の特性は物体の
色(Color)を特徴付けます。物体が持つ分光反射/透過
特性曲線は絵画的な色を観察者に呈することもできま
すが、同時に数値として表すことができます。この色は
物体内や物体表面で吸収や散乱の影響を受け反射や
透過してきた光によって発生します。

(ランプを直接見ているときは、ランプやフィラメントという
物体を見ています。)

1-1-1.光源(Light Source)
光源は物体から(光として)放射されたエネルギーです。
人の目はこのエネルギー帯を感知します。この放射エ
ネルギーは波長方向の広がりを持っており、波長ごとに
異なるエネルギーを持つことができます。これを分光エ
ネルギー分布といいます。物体を照明(illuminante)する
光源は観察者の可視域(人の場合 400～700nm)のエ
ネルギー分布を持つ必要があります。

(色の絶対値と呼ばれる分光反射/透過率のグラフは横
軸が波長、縦軸が相対エネルギーで表します。)
例えば、赤い車はボディ表面に当たった白色光(赤と緑
と青の光が同程度含まれている)の、赤色の光は吸収せ
ずに反射し、緑と青の光は吸収してあまり反射しないこ
とで赤く見えています。

1-1-2.黒体放射(Black Body Radiation)
−1
D5000 や D6500
C
⎧
⎫
Me(λ ) = C1λ−5 ⎨exp( 2 ) − 1⎬ (W / m 2 )
の数値の部分は黒
λT
⎩
⎭
−15
2
体放射の温度をケ
C1 = 3.74150 ×10 (W / m )
ルビン(K)で表して
−2
C2 = 1.43879 ×10 (m / K )
います。温度と波長
λ = 波長( m)
ごとの光のエネルギ
T = 絶対温度(0℃ = 273.15 K )
ーはプランクの式か
ら導くことができます。
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2 種類有り、1931 年に規定された 2 度視野のものと、
1960 年に規定された 10 度視野のものがあります。中
の曲線は黒体色軌跡です。)

1-2.見え(Appearance)
物体上のある点をひとつの角度から見る色は必ずしも
その物体の色の全てを表しているわけではありません。
この点を移動することなく、観察する角度を変えるだけ
でその色は変化することがあります。また、角度は同じ
で見ている点をわずかに変えるだけでも色は変化する
ことがあります。
人が物体を観察する場合、物体上のある点だけを見て
いるわけではなく、同時にその周りも見ています。

馬蹄形グラフは、実際には
左の図のように 3 次元の構
造を持っています。全反射
率を 100%とおいたときの Y
値を Yn とし、Y/Yn=0 のとき
のグラフが先ほどのカラーの
馬蹄形のグラフです。

さらに、物体を照らす照明も単一光源とはかぎません。
真夏の晴天の昼の海岸ように、太陽一つだけで照明さ
れているような条件から、複数の間接照明がセットされ
た真っ白な部屋の中のように、無数の光源であらゆる角
度から照明されている、まるで積分球の中のような条件
まであります。

馬蹄形グラフは他にも、光の色で主に用いられる CEI
L*u*v*表記のものがあります。
1-2-1-2.CIE L*a*b*による表記
この表記方法は国際照明委員会(CIE)が規定している
ものです。表記方法に特別な指示がない場合はこの表
記を行ってください。また、この表記方法の場合は光源
種別と視野を記載する必要があります。

見えは色の特性と幾何学特性の 2 つの要素からなりま
す。
1-2-1.色の特性(Chromatic Attribute)
色の特性は三刺激値(XYZ、Yxy)、CIE L*a*b*やマンセ
ル値｛色相(Hue)、明度(Value)、彩度(Chroma)｝などで
表される色としての特徴です。
1-2-1-1.三刺激値による表記
分光反射率や分光透過率と、光源と視野で決まる重荷
係数の波長ごとの積を、全波長にわたって加算すること
で XYZ 各々の三刺激値(Tristimulus Values)の計算
ができます。XYZ は色彩値(色を表す数値)として有効
ですが、この数値からはどのような色であるかを類推す
ることができません。そのため大昔は Yxy が使われまし
た。

( Ｌ * は明るさ を表します。 L*=0 は真っ黒で色なし、
L*=100 は真っ白で色なしです。a*とｂ*は色度をあらわ
します。印刷で L*a*b*全てを表すことはできませんので
この色はあくまでも“こんな感じ”のものです。)

(実際には、L*a*b*はこのような三次元の座標です)
(馬蹄形と呼ばれているｘｙのグラフです。ｘｙのグラフは
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実際の表記は「5R 6/10」のようになります。マンセル表
記はマンセルブックなどの色票が実在していることが
Yxy や L*a*b*表記法との根本的な違いです。

(マンセル表色系=Munsell Color Notation の三次元表
記です。回転方向が Hue=色相、縦軸が Value=明度、
中心から伸びる放射方向が Chroma=彩度です。)

(以前の CIE は Hunter Lab を標準にしていました。こ
の時代には National Coil Coaters Association に色
差の色見本帳がありました。)
1-2-1-3.マンセル値(Munsell Value)による表記
マンセル表記法は画家の A.H.Munsell（1858〜1918）
が絵の具を円柱座標上に等間隔になるように並べたの
が始まりです。この円柱座標は、回転方向が色相
(Hue：R→YR→Y→GY→G→BG→B→PB→P→RP
→R で各々の最初に数字の０~１０がつきます)、縦軸が
明度(Value：１~9)、中心から外へ向かう放射状の軸が
彩度(Chroma：0~)と名づけられました。この HVC を元
に、それぞれに記号と数字を配したスケールに配列し
色を表しています。

（Munsell Hue Value/Chroma ポスターです。マンセル
表色系の色相環のひとつの色相の構造を簡単にあらわ
しています。）
( マンセルのカラーサークルです。この図は Munsell
Color Notation の色相=Hue を表しています。)
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1-2-1-4.NCS(The National Color System)による表記
NCS Color Notation は黒-白、赤-緑、黄-青を中心色と
して立体的に表記されています。

(マンセル色立体です。これはマンセル色票の中で最も
彩度の高い色のみで立体的にプロットしています。)
(NCS 表色系での色相環です。この各々の色相ごとに
ページがあります。)

(NCS 表色系のひとつの色相のページです。)
( マンセルブック光沢版の 1 ページです。各ページが
Hue に相当します。これは 5RP のページです。縦方向
が Value で横方向が Chroma です。)
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1-2-2.幾何学特性(Geometric Attribute)
幾 何 学 特 性 は 光 沢 (Gross) ､ 曇 り 度 (HAZE) ､ 素 材 感
(Texture) 、 形 状 (Shape) 、 物 体 を 見 る 角 度 (Viewing
angle)とその周囲(Surround)の状況に関連します。
色 の 特 性 と 幾 何 学 特 性 は 視 覚 の 知 覚 (Visual
perception)に影響します。

Basic Color and Appearance
同じ 60 度光沢であっても色相や明度が違えば、その
光沢値であればあってしかるべき見え方とは異なる見え
になります。
自動車用塗料では、以前に研究レベルで空間周波数
を変えた像を塗装面に投影して輝度計で測定し人の光
沢感を正確に測定しようと試みたこともありましたがうまく
いかなかったことがあります。

1-2-2-1.光沢(Gross)
光沢は物体表面の特性です。通常物体表面がつるつ
るであれば光沢面となり、ざらざらであれば無光沢面と
なります。光沢と無光沢の中間の表現には、様々なもの
がありますが ISO で規定されているものは光沢度と言
い「60 度光沢が 55」などと表現します。

「人の目は光沢半分色半分、色は明るさ半分色味半分
を見ている」と言われており、この論で行くと光沢は
50%も占めていますが、いまだに定量的な測定と人の
知覚とを一致させることができていません。
1-2-2-2.曇り度(HAZE)
曇り度はスリガラス越しに物体を見ているような見え方の
度合いです。スリガラスの拡散が大きいと完全にぼけた
像が見えてしまいます。また透明のガラスのように拡散
が小さいとシャープな画像が見えます。
反射物体の場合は表面(鏡面)の状態、透過物体の場
合は表面の状態と内部の散乱が影響します。
HAZE は測定方法と計算式が ISO に規定されていま
す。(透過：ISO14782)
1-2-2-3.素材感(Texture)
たとえば L*a*b*が同じコットンの生地とシルクの生地の
違いをなすものが素材感です。
これは色や光沢の微細な構造の違い(像構造と呼ばれ
ます)が画像の違いとして見えることで起こります。
1-2-2-4.形状(Shape)
平面か曲面かの違いで光の映り込みが変わります。光
の映り込みが変われば、同じ色材で塗装されていても
色と光沢が違ってきます。
樹脂成型品の表面加工で行われている像肌加工など
のシボは光沢よりも形状に属すると考えられます。

(60 度光沢の見本です。上が黒、下はグレイです。光沢
度は左から 5.0、20.0、40.0、60.0、80.0 です。蛍光灯

が写り込むようにして撮影しています。表面光沢が高い
物体は照明光が強く正反射するため色情報がなくなり
ます。)

(室内用ペイントの見本帳です。これは Benjamin Moor
のものです。レジンを変えることで 6 段階の光沢を作る
ことができます。無光沢側から FLAT 、 EGGSHELL 、
PEARL、SATIN、SEMI-GLOSS、HIGH-GROSS とこ
のメーカは命名しています。)
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1-2-2-5.物体を見る角度(Viewing Angle)
物体を見る角度は Viewing Condition の一部として
ISO は じ め い ろ い ろ な 規 格 に 記 載 さ れ て い ま す 。
(ISO3664、SAE J361 等)
照明と物体と目がなす角度を 45/0 度か 0/45 度にする
ことが標準です。自動車業界用の SAE ではこの系が
30 度傾いています。

Basic Color and Appearance

(SpectraLight Ⅲ標準光源装置です。物体の色を正確
に観察するためには、周囲からの光の影響を極力避け
るために、無光沢の Munsell Neutral Gray を着色した
壁で覆う必要があります。)

(０/45 と 45/0 の見えはほとんど同じですが、45/0 で高

光沢の物体を観察する場合観察者の顔が物体に映りこ
みます。SAE 推奨の観察環境は拡散板のある照明装
置と物体を 30 度傾けた同軸上にセットするようになって
います。物体を斜めにセットすることは重量や滑落の問
題があるため、実際には傾けずに観察が行われていま
す。)
1-2-2-6.周囲(Surround)
物体を照明する光は、ひとつだけとは限りません。昼間
の屋外であれば太陽光が最も大きな影響を与えますが、
青空や雲、建物の壁、樹木、地面等々からの反射光も
同時に物体に当たります。
光源がひとつで周囲を黒で覆うと物体には光源からの
光しか当たりません。これは暗視野照明と呼ばれます。
また、光源が多数周囲を取り巻いていたり、単一光源で
周囲が白やグレイの光を反射する無光沢の色で覆われ
ていると物体にはあらゆる角度から光が当たります。こ
れは明視野照明と呼ばれます。
色と見えを評価する照明は明視野照明を使用します。
SAE ではマンセルの無光沢のニュートラルグレイで周
囲全てを塗装することが規定されています。
また、建築などの照明設計では暗視野照明が使われる
ケースがあります。

11

SAKATA INX ENG.CO.,LTD
Color and Appearance Technology

Basic Color and Appearance

2.光のエネルギー(Light Energy)
白色光(White light)は非常に広いエネルギー分布を持
っ て い る 電 磁 波 (Electromagnetic spectrum) で す 。
1666 年サー・アイザック・ニュートンはガラスプリズムが
直進する光を屈折(Refracte)によってスペクトルに分光
することを発見しました。白色光がすみれ色から赤色ま
での光を多数に分割した光の色全ての和であることを、
この実験は証明しました。
雨後、天空にかかる虹は自然が示す良いサンプルです。
空中の非常に細かい水滴が太陽から届く白色光をスペ
クトルに分光することによって、日本で言うところの「赤橙
黄緑青藍紫」の線が見えます。(紫は単色光ではなくす
みれと赤の混合色ですので、虹の色名に出てくるのは
違和感があります。)

2-1.人工光源(Artifical Light Source)
人工的な光源は、できるだけ可視のスペクトル全域にわ
たってエネルギーを放射するように設計する必要があり
ます。白熱灯、Xe ランプ、蛍光管は、人の目に白く見え
ます。
消費電力と照明強度を追及したものに水銀ランプとナト
リウムランプがあります。水銀ランプは可視領域に 5 本
の輝線があるだけですが緑を識別できます。ナトリウムラ
ンプは 589nm のオレンジイエローの 1 本の輝線がある
だけです。色の識別はできませんが視感度が最大の
555nm に近いため非常に効率の良い照明ができます。
プリズムで分光できるランプによる白色光は、色と見え
の技術の重要な構成要素です。(ただし、強偏光の光は
観察には不向きです)

(波長と色の関係です。光の色を物体の色に置き換える

(太陽光などのリッチな白色光のプリズムによる分光の概
念図です。蛍光灯では間が抜けることがあります。)

ことは大変困難ですので、ここで示されている色はおお
よそのものです。)

このエネルギーは周波数(Frequency)という特性を持ち
ます。1 秒間のように一定の時間間隔を決めれば、高い
周波数ほど波の繰り返し(Cycle)時間は短くなります。こ
の繰り返しは波長(Wavelength)と呼ばれ、ギリシア語の
λで表記されます。

2-1-1.標準光源装置
下図は高光源純度の標準光源として使用されている
SpectraLightⅢの分光エネルギー分布(SPD)のグラフ
です。タングステンハロゲンランプをソースとする D65、
A、Horisontal は太陽光のように波長全域にわたってな
だらかなエネルギー分布がありますが、蛍光灯をソース
とする CWF、TL84 は Phospher(フォスファー：蛍光体)
による強い輝線のためエネルギーの非常に少ない波長
が存在します。一般に、可視域全域にわたってなだらか
なエネルギー分布がある光を「リッチな光」と呼びます。

(光より高速なものは世界に存在しないので、光は横波
です。上図の t は距離ｌに置き換えることができます。)

(SPD of Macbeth SpectraLightⅢ)
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蛍光灯は蛍光体(Phospher)を何種類使っているかで
SPD( 分 光 放 射 エ ネ ル ギ ー ： Spectral Power
Distribution) が 変 わ り ま す 。 TL84 は 3 つ し か
Phospher を持たないのできわめて強い輝線が顕著に
現れます。CWF は 5 つ持つため TL84 よりは SPD が
なだらかになります。現在の日本の高演色性蛍光灯は
6 つの Phospher を持っています。蛍光灯方式標準光
源装置の JudgeⅡの D65 と D50 の蛍光灯は 7 つの
Phospher を持っています。
いずれにしても、最高の光源純度 AAA を達成するため
には蛍光灯では難しく、現在実用化されている技術で
はタングステンハロゲンランプか Xe ランプの光を色温
度変換フィルターに通す必要があります。
また、高光沢の物体を観察するためにはランプと物体の
間に拡散板を入れる必要があります。拡散板が無いとラ
ンプ自体が物体に写ってしまい非常に観察しにくくなり
ます。

Basic Color and Appearance

逆にデザイン業界では優れたシミュレーション光として
利用されています。)
2-1-3.最近の白色光源
最近、技術の進歩により何種類かの白色光源が光源ラ
インナップに追加されました。
z 自動車のインパネに良く使われている冷陰極管は
蛍光灯と同じようなものです。
z 白色 LED は紫外線 LED のカバーに何種類かの
紫外線励起型蛍光剤を塗布することで白色光を出
しています。電子線と紫外線の違いはありますが、
これも蛍光灯と同じようなものです。

2-2.電磁波(Electromagnetic Spectrum)
光や放射エネルギーの測定は、その進む距離を時間に
置き換えて行います。その距離は一般的に波長として
表され、波長ごとのエネルギー量について測定が行わ
れます。可視光線は電磁波の一部です。X 線や紫外線
は可視光線より波長が短く、赤外線、マイクロウエーブ、
TV 波、ラジオ波、電力は可視光線より波長が長くなりま
す。
およその波長(nm)
名称

2-1-2.光源の色温度
いろいろな光源の色温度は以下のようになっています。
白い物体を照明するために 2,800K 以下の光源を使用
すると、視覚の色恒常性の補正限界を超えるため白い
物体が白に見えることはありません。これには上限がな
く、十分に明るい照明がなされていれば真っ青な
20,000K でも白い物体は白く見えます。(20,000K の暗
い照明は単なる青い光です。光量が大きいと白く見えま
す。)
光源
色温度(K)
1,900
ろうそくの火
2,300
夕暮れ光(Horizontal)
2,760
ガス入りタングステン電球 40W
2,856
A 光源
2,860
ガス入りタングステン電球 100W
3,000
ガス入りタングステン電球 1KW
3,000
電球色蛍光灯(30U)
3,400
写真電球
3,500
温白色蛍光灯(Warm White)
3,750
カーボンアークランプ
4,100
TL84 蛍光灯
4,150
冷白色蛍光灯(Cool White)
4,500
白色蛍光灯
4,874
B 光源
5,000
D5000 光源(D50)
5,035
平均正午太陽光
6,500
D6500 光源(D65)
6,500
昼光色蛍光ランプ
6,500
本曇りの空、昼光色蛍光灯
6,774
標準の光 C
7,500
D7500 光源(D75)
7,500
うす曇の空
13,700
平均青空光
(2800K 以下の光による正確な色評価はできませんが、

～ 10 −5

宇宙線
−1

ガンマ線

2

780～ 10 3

X線
紫外線
可視光線
赤外線

10 3 ～ 10 5

マイクロウエーブ

10

−5

～ 10

−3

10 ～ 10
10～380
380～780

5

8

レーダー波

8

10

テレビ波

10 ～ 10
10 ～ 10

ラジオ波
10 ～ 10
(可視光域のみ「光」の文字があります。)
10

13

可視光線の波長は nm(ナノメートル)と表されます。これ
は 1 ミリメートルの百万分の一です。この単位をインチと
比較すると 25,400,000nm が 1 インチにあたります。人
の目の感度は、約 380nm から 780nm の狭い範囲の
電磁波で、これを可視光域と呼びます。
人の目は可視光線のエネルギーだけに敏感ですが、他
の波長の電磁波エネルギーは生活をより豊かなものと
するために利用されています。最も身近な現象として私
達は太陽や白熱灯から放出された赤外線のエネルギー
によって暖められていることを感じることができます。
紫外線のエネルギーは蛍光物質によって可視光を再放
出することがあります。光学式の増白(Whitener)と漂白
(Brightner)はこの現象を利用します。ガンマ線や X 線
のようにさらに短い波長の電磁波は原子力や放射線医
療に有効利用されています。

13

SAKATA INX ENG.CO.,LTD
Color and Appearance Technology

Basic Color and Appearance
太陽にフォーカスして観測した太陽の角度とエネルギ
ーおよび色温度の関係は、北米の青空(0.06～0.4)の
下で以下のような観測結果でした。(NASA)
色温度(K)
角度
輝度(cd/m2)
0
150,000
5,600
60
125,000
5,100
70.5
100,000
4,700
75.5
80,000
4,400
78.5
65,000
4,100

2-3.可視スペクトル(Visible Spectrum)
波長域による色は以下のように分類されます。
波長域(nm)
色
630～700
赤
590～630
オレンジ
560～590
黄
480～560
緑
480～360
青
アメリカではこの順番を「ROYG BIV」と覚えるそうです。
Red、Orange、Yellow、Green、Blue、Indigo、Violet
です。
藍色(Indigo)とすみれ色(Violet)は可視スペクトルの青
色の近くに見られますが、別々の色として見えます。
Violet は紫色ではありません。紫色は Purple で、Red
と Violet の合成色です。

水平線に近づくほどエネルギー(輝度)が小さくなり、色
温度が低くなっています。(太陽を直視すると目を傷める
ので行わないこと)
昼光の平均の明るさは、雨天～曇天～晴天に渡ってお
よそ 1,000～10,000lx です。また、太陽高度が下がると
光が眼に届くまでに通過してくる空気層が長くなるため、
光はより多くの散乱を受けます。このとき、大気の散乱は
青い短波長側ほど大きいので、青成分は大きな角度で
散逸し、赤成分は散逸していく角度が小さいので多くが
直進してきます。このため色温度が下がり赤っぽくなりま
す。(昼の空が青く、夕日が赤い理由)

人の視覚は可視スペクトルの個々の波長のエネルギー
に対して均一には反応しません。昼間の視覚(明順応
視：Photopic)であれば約 555nm が最も敏感です。黄
昏 (中間順応視：Mesopic)であれば約 510nm が最も
敏感となり、明るいときよりも波長の短いほうへ感度が移
動します。

2-4-3.太陽光の紫外線
平均表面温度が 6000K の太陽の光は 6,000K の黒体
放射から導かれるエネルギー分布によく従う光を発して
います。これに従い多量の紫外線も発していますが、地
表に届くまでに大気による吸収で以下のように減少しま
す。
紫外線の波長
大気圏外
地表
300nm
514
0
310nm
689
1
320nm
830
50
330nm
1059
105
340nm
1074
177

2-4.照明と色温度(Light Source & Color
Tempalature)
2-4-1.太陽光(Sun Light)

2-4-3.紫外線の分類
主に化粧品/医薬品業界などで使われている紫外線の
分類は以下のように命名されています。
名称
波長域(nm)
吸収要因
UV-A
320～400
大気
UV-B
280～320
大気
UV-C
190～280
オゾン層
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2-4-4.D65 とD50
CIE(国際照明委員会)が標準の光として規定している
D6500 光と ISO3664 が規定する G&A 用の D5000
光はエネルギーのバランスにおいて以下のような違い
があります。
エネルギー分布×視感度のバ
6,500K
ランスが最も良好
エネルギー分布のバランスが
5,000K
最も良好
完全な白色に最も近いといわれる硫酸バリウムや酸化
マグネシウムの粉末を平らに固めたものを観察するとき、
人の視覚では D65 下での観察が最も白く見えます。
(LMS の 3 つの錐体からの信号を脳が解釈したときの
バランスが最も取れています。)

Basic Color and Appearance

2-5.加法混色(Additive Color Process)
波長の異なる光を混ぜ合わせて白色光を作ることによ
って加法混色を観察します。各々に光量調整装置がつ
いた赤、緑、青のランプとその光が投影されるスクリーン
を設置します。赤、緑、青は、加法混色の原色です。3
つの光量調整装置を使えば理論的にどのような色でも
作り出すことができます。
3 つを同じ調整量にすると白色を作り出せることとします。

2-4-5.タングステンハロゲンランプの光
タングステンハロゲンランプ(白熱電球)の光のエネルギ
ー分布は電流量で変化します。波長とエネルギーの関
係は以下のグラフのようになります。

（加法混色は着色された光の重ねあわせなので、重な
れば重なるほど明るくなります。）
ディスプレイモニタや舞台照明などは加法混色です。フ
ィルターなどを通して作られた赤、緑、青の 3 つの原色
の光線が一箇所に重ねて投影されることで白色を生成
します。

( 電圧を上げて電流量を増やし、色温度を上げるとラン
プの寿命は激減します。)
2-4-6.標準の光(Standard Illuminants)
CIE(国際照明委員会)の規定する標準の光は D65 で
す。他に数種類の参照光があります。

2 つの原色を重ね合わせることによって二次色を生成し
ます。赤と青が重ね合わせられれば黄色、緑色と青は
シアン、青と赤はマゼンタを生成します。2 種の二次色
を重ね合わせると白となります。
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て置き換えた 0:10:20:40%です。カラーマネージメント
がしっかり取れているプリンタでは同じ色に見えるかもし
れません。）

2-6.減法混色(Subtractive Color Process)
加法混色は着色された光の組み合わせですが、減法
混色は照明光と色材の組合せで起こります。物質を顔
料(Pigment)や染料(Dye)の着色材(Colorant)で着色
か染色します。その物質は届いた照明光(白色光)を反
射や吸収や透過して観察者に色光を届けます。着色材
はあらゆる色光が混合されている白色光から特定の色
光を吸収して、吸収されなかった色光を観察者へ返しま
す。つまり着色材が吸収する色はその着色材自体の色
と反対の関係にあることを示しています。例えば、黄色く
着色された物質は青色のエネルギーを吸収し、黄色の
エネルギーを放射します。

これらの 4 色はプロセスカラーと呼ばれます。紙やフィ
ルムへのカラー印刷は網点と呼ばれる非常に多数の小
さなプロセスカラーの点で画像を形成しています。プロ
セスカラーの 4 色各々を紙やフィルム上に転写するた
めに印刷機は 4 つの転写ユニットを持っています。理
想的なインキや紙が使えるならば、これで全ての色を再
現できます。

（あらゆる色が含まれているかに見えるカラー印刷は一
定の間隔で並んだ YMCK の網点の面積率の変化で天
然色を表現しています。）
顔料と染料という 2 つの用語を使うには注意が必要で
す。着色剤は一般的な用語です。通常、顔料は不溶性
紛体で耐侯性と耐光性に優れています。顔料はレジン
などの液体内に拡散させて使用します。染料は可溶性
で通常、水や溶媒に溶かして使用します。染料は透明
性と演色性に優れていますが、耐候性と耐光性に劣り
ます。染料は織物や紙などに良く吸収されます。
顔料と染料の最大の差異はその粒子の直径(粒径)です。
顔料は数μm～100μm(印刷インキ用の物は 0.8μm
程度、インクジェットプリンタ用は 0.1μm 程度のものも
あります)であるのに対して、染料は 100nm 以下～分
子の大きさ（ベンゼンでおよそ 0.5nm）しかありません。
繊維を着色する場合、顔料では繊維表面上に顔料を糊
で接着させる(捺染)のに対して、染色では染料を繊維
の分子間に分子間力で結合させます。

( 減法混色では、光源から届いた白色光を物体が選択
吸収することで色が表現されます。)
シアンの着色材は白色光の赤成分を取り去り、マゼンタ
は緑成分を取り去り、黄色は青成分を取り去ります。こ
の中の 2 つを組み合わせると、赤、緑、青の第 2 の混
合色が作成されます。シアン、マゼンタ、イエローは、減
法混色の原色です。合計 3 つの原色を結合することに
よって、結果として生じているイメージは全ての色光が
吸収され黒となります。
減法混色は印刷業界において使われます。
通常印刷はシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの 4 色
の着色材(インキ)を使用します。ブラックはシアン=マゼ
ンタ=イエローとなるグレー(無彩色)を代替しインキ使用
量を削減したり、輪郭の強調や文字に使用されます。

（左は C:M:Y:K=40:50:60:0%で右は合成ブラックを全
16

SAKATA INX ENG.CO.,LTD
Color and Appearance Technology

Basic Color and Appearance

3.物体による光に対する相互作用
光速の係数である屈折率は空気と物体内との境界面で
入射してくる光の方向を変えます。散乱は着色剤の不透
明度や隠蔽力の原因です。空が青かったり、日の出日の
入りの太陽やその周りが赤いのは、地球の大気の分子に
よる太陽光の散乱で起こっています。

物体は観察者条件の 2 番目の要素です。基本的に物
理学は物体がそれそのものあるいは他の物体に対して
修正した光波を送り出しているとしています。
物体の形状、テクスチャー、不透明性などの幾何学の属
性によって、物体に届いた光は物体による吸収などの影
響を受けた後、観察者に向けて送り出されます。

3-1-3.拡散透過(Diffuse transmission)
光が物体の中を通過するときに、物体による散乱の影響
を受けると拡散透過と呼びます。透過の場合は主に表面
のザラザラした仕上げによって起こります。オパールガラ
スは結晶内部の多数の結晶粒で完全な拡散透過をする
といわれています。(オパールガラスは透過率が低く、高
価なためあまり使われません。)

3-1.物体からの光(Light Distribution from
Object)
物体に当たった光は、その表面での反射や、内部を通る
透過などを経て物体から再放出されます。これには 4 種
類の状態が考えられます。

3-1-1.光沢(Specular reflection、gloss)
正反射(物体に入射する光の角度と正反対の角度に光
が反射すること)している部分が平滑であれば磨かれた
金属面で見られるような鏡面光沢になります。

(拡散透過はあらゆる角度に同じ強度の光を透過します。
実際には直進方向が強くなります。)

3-1-4 平行透過(Regular transmission)
光が物体の中を通過するときに、物体による散乱を受け
なければ平行透過と呼びます。最近では Projection と
呼ぶほうが多くなりました。また、散乱の影響がわずかに
ありほとんど平行透過している場合、その物体はヘイズ
(Haze、曇り度)の効果を持っています。

(光沢面は正反射方向に入射光のほとんどを反射します。
それ以外の角度にはあまり光を反射しません。)

3-1-2.無光沢(Diffusely reflected、Scattered、Matte)
物体の表面がざらざらした状態であれば、光はあらゆる
方向に拡散反射します。このためこの物体はどの方向か
ら観察しても同じような明るさで見えます。これは非金属
の表面に多く見受けられます。

(実際のガラスはわずかの反射と拡散透過があります。)

(無光沢面はあらゆる角度に同じ強度の光を反射します。
実際には正反射方向が若干強くなります。)
散乱(Scattering)は光のエネルギーが物体内の粒子に
当たり、それが粒子面で反射されたり、粒子内部で屈折
することで起こります。
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す。もしこの往復各々のエネルギーが等しければ見かけ
上吸収は起きません。実際には行きと帰りにエネルギー
準位の経路が異なるためエネルギーに差が出ることで吸
収が起きます。

3-2.正反射光(Reflected light)
最初に物体に当たる光の内 1％～10％が物体の表面で
正反射します。これは明るい白として観察者に届きます。
物体の表面で反射するこの光は、まだ着色されていない
白い光として反射します。この光は物体内部に入れなか
った入射光なので、物質内部の着色剤で全く色づけされ
ていないことと、有色の金属とは異なり原子番号が小さい
ため電子遷移に必要とされるエネルギーが大きくなり可
視光線程度のエネルギーでは何の影響も与えないため
です。

(最初の着色剤表面で反射した光は着色されません。着

色剤内部を何度も通ることにより光の色の彩度が上がりよ
り鮮やかな色となります。)
3-3-2.顔料(Pigment)
顔料には無機顔料と有機顔料があります。
カーボンや色石など(et.
無機顔料 天然鉱物顔料
ウルトラマリン)
化学合成品(et.カドミウ
合成無機顔料
ムイエロー)
釉薬の着色用(et.クロム
セラミック顔料
チタンイエロー)
分極による水素結合を
有機顔料
アゾ系顔料
持ち耐侯(光)性良好(黄
～赤紫)
アゾ顔料より堅牢度が
多環式系顔料
高い顔料が多い。(全色)
染料を固体化したもの。
印刷インキに多い。(ア
レーキ顔料
ルミナに捺染して粉砕し
たものなど)

（物体表面に届いた光の内 10%以下が正反射します。
残り 90%以上は屈折を経て物体内部に入ります。）

3-3.光の吸収(Absorbed Light)
物体内に入った光が着色剤によって吸収を受けることで
色が発生します。顔料や染料などの着色剤はその内部
に入ってきた光のエネルギーに対して、波長方向に選択
的な吸収を行い、光のエネルギー分布を変えることで、
光に色を付けます。赤い着色剤は赤色以外の光(OYG
BIV)を吸収し、観察者に赤い光を届けます。もし光の全
てが吸収されるなら、物体は黒であると同時に不透明で
す。
3-3-1.選択吸収はエネルギーの交換
着色剤に入射した光は、着色剤中の分子とエネルギー
を交換することで波長による選択吸収がおき、光の着色
が起こります。このエネルギー交換の種類と電磁波の周
波数帯域は以下のような関係があります。
エネルギー交換種別
電磁波の帯域
電子遷移
紫外線、可視光
分子の振動
赤外線
分子の回転
マイクロウエーブ
電子準位の遷移も、分子の振動や回転も、往路でエネ
ルギーの吸収がおき、復路でエネルギーの放出が起きま

無機顔料で選択吸収を起こすためには、原子番号の大
きな金属原子が必要です。原子番号の小さな原子では、
電子遷移を起こすために非常に大きなエネルギーが必
要で、この波長域の電磁波は可視光の領域を大きく超え
てしまうため、目に見える色は生成されません。
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有機顔料の発色の主な原因は、炭素原子が連続してい
る共役二重結合部の余分な(不飽和な)π結合している
電子が入射光のエネルギーにより各々励起され周りと共
鳴しエネルギーの遷移がおきることで入射光の選択吸収
が起こります。
通常、二重結合の数の増加に伴い彩度と濃度が上がり
ます。

Basic Color and Appearance
(3)共鳴構造説(1935：C.R.バーリー)
発色の原因は類似した構造同士の電荷の移動に伴う共
鳴とする説。共鳴構造をとるためには助色団は必須とし
ています。

( )で囲まれた連鎖は発色団で C 原子を N 原子に置き
換えることもできます。A と B は 2 種類の助色団です。
(4)H 型発色団
共役系が下の図のように配列しているものを、結合の形
から H 型発色団と呼びます。

二重結合の間に重結合が 2 つ以上連続して入り込んだ
りすると彩度も濃度も上がりません。
3-3-3.化学構造と発色
化学構造と発色に関する経験則として 4 つの説がありま
す。
(1)発色団説
・発色の原因は不飽和結合による。(1868：グレーベリー
ベルマン)

この分子構造は深い色を発色します。
3-3-4.蛍光/燐光(Fluorescent/Phosphorescence)
(1)蛍光の最も広義な定義はルミネセンスによって放出さ
れる光全般を指します。{ルミネセンス(luminescence)：
物質が電磁波や熱、摩擦などによりエネルギーを受け取
って励起され、その受け取ったエネルギーを特定波長の
光として放出する発光現象を指します。}
(2)(1)の中で電子の励起が短波長の電磁波によって行
われるものを指します。
(3)(2)の中で励起のための電磁波を止めるとすぐに発光
が無くなる発光寿命が短いものを指します。{すぐに発光
が消失しないものを一般に燐光と呼びます。化学的には
励起一重項によるものが蛍光、励起三重項によるものが
燐光となっています。}

これらの基はπ電子を持っています。このうち「-N=N-」は
特に発色力が大きく、C=C、C=O の発色力は小さくなり
ます。
・発色には特定の原子団(発色団)が必要(1876：ウイット)
発色団だけでは発色する分子(色素分子)の彩度と濃度
が低すぎるので、色を濃くする(濃色性をもたらす)助色団
(-OH、-OR、-NHR、-NH2)が必要となります。

(2)キノノイド説
・発色の原因は色素分子の一部が「パラ－キノン型」か
「オルト－キノン型」の構造を持つことによるとする説です。
これは多くの染料の構造です。(キノンはシクロヘキサジ
エンジオンを官能基として持つ化合物)

(オルト、メタ、パラは二置換ベンゼンの置換基の位置の
ことです)
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たとえば、蛍光増白剤を含む印刷用紙は照明光の紫外
線を吸収し青色の波長で放出することで、黄ばんだ紙を
白く見せます。
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3-3-5.クロミズム(Chromizm)
クロミズムは物体の色が何らかの刺激により可逆的に変
化する現象です。これは刺激のタイプによって分類され
ます。
名称
刺激
フォトクロミズム
光による刺激で変色する。
Photochromizm
温度による刺激で変色す
サーモクロミズム
Thermocromizm
る。
電気による刺激で変色す
エレクトロクロミズム
Electrocromizm
る
エレクトロフォトクロミズ
電気と光の両方の刺激で
ム
変色する。
Electrophotocromizm
表面への圧力の変化でポ
表面誘起型クロミズム
リシラン単分子膜の配向
Surface-Mediated
Chromism
方向をスイッチングする
細胞内の色素移動や、微
生物の色変化
細構造変化による干渉で
Biochromizm?
変色する。

Basic Color and Appearance
れます。照射を止めると数分～数日で元の状態に復帰し
ます。これは、不純物イオンの価数変化およびその回復
による現象です。
nm サイズの銀粒子を混ぜた TiO2 は、青い光を当てる
と青く変色し、赤い光は赤、緑は緑、と照射した光と同じ
色に変色します。この色を戻す場合は紫外光を当てると
褐色に戻ります。この銀粒子は直径数 nm～20nm で
球・楕円・多角形 と様々な種類が存在します。どれかの
粒子が特定の波長の光を吸収し光酸化反応によってイ
オン化します。イオンになると光は吸収せず、照射した光
が反射されてその色が見えると考えられています。イオン
化したものに紫外光を当てると光触媒が還元されて中性
の銀粒子に戻り元々の褐色になります。
3-3-7.サーモクロミズム(Thermochromizm)
フォトクロミズムは光によって一時的に色が変わる現象で
すが、サーモクロミズムは（わずかな）温度の変化によっ
て色が変わる現象です。温度を戻すと元の色に戻ります。
化学的な説明は、1960 年代に Cohen と Schmidt らが
行いました。SA 類のサーモクロミズムの概要は enol 体
と cis-keto 体の互変異性平衡の移動に起因するとなっ
ています。(現在はこれと異なるものも発見されています)

3-3-6.フォトクロミズム(Photochromizm)
一般にフォトクロミズムとは、物質に光を当てるとその色が
変化し、暗所または別の光を当てると元の色に戻る可逆
的な現象です。スキーのゴーグルなどの光に当たると色
が変わる(濃くなる)ものなどに良く使われています。光に
よって物質中に光学的な吸収の核が生成されることで変
色し、核が他の光照射や熱によって消滅することで元の
色に戻ります。

液晶温度計は温度によってコレステリック液晶の透過率
が変化することによって温度を表示します。
3-3-8.エレクトロクロミズム(Electrochromizm)
物質が電気化学的な酸化還元反応で，可逆的な色変化
や透過率変化を示す現象をエレクトロクロミズムといいま
す。電圧をかければ変色し、電圧をかけるのをやめれば
元の色に戻ります。
有機化合物では、テレフタル酸ジメチルは赤、1,4-ジア
セチルベンゼンは青緑、4,4,'-ビフェニルジカルボン酸ジ
エチルエステルは黄に変色します。
このクロミズムはディスプレイなどに用いられています。
電子ペーパーに使われる有機化合物はビオローゲン誘
導体、PEDOT、テレフタル酸誘導体などが使われていま
す。

フォトクロミズムは光によって原子やイオンが直接変化し
たことで起こる現象です。
フォトクロミズムを起こす有機色素はフルギドとカルコンが
有名です。これらは自然のアントシアニン色素に構造が
近いため環境負荷が小さいのが特徴です。
臭化カリウムは 190nm の UV 照射で 610nm の吸収帯
ができます。これに 610nm の光を照射するか熱を加え
ると元の色に戻ります。
TiO2 などの遷移金属酸化物や重金属酸化物は不純物
として異種金属イオンを含んでいます。この結晶に光を
照射すると、含まれる不純物に応じて様々な色に着色さ
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3-3-9.未来の色材
有機顔料は現在の技術でかなり自由自在な構造のもの
を作製できるようになりました。

Basic Color and Appearance

(隠蔽性の物体内に入った光は、吸収を受け続け物体の
反対側まで光が届きません。)
この分子構造はヘリセンといいます。n 個のベンゼン環を
螺旋状に並べたものです。色がどうなるかは不明ですが、
これに入射した光の偏光面は 3,650 度も回転します。
また、Helicene のベンゼン間各々の間にシクロブタジエ
ン環(四角形)を挟んだ構造も製作できます。これはヘリフ
ェン(heliphene)と呼ばれています。

3-4-2.金属(Metal)
金、銀、銅などの金属はその他の物体と異なり、正反射
光自体が色を持っています。(他の物体の正反射光は入
射光の色になります) 有色の金属は原子番号が大きく、
多くの自由電子を持ちます。外核のエネルギーの低い自
由電子が可視光線によって電子遷移することで光のエネ
ルギーの選択的な吸収が起こるため、正反射光であって
も着色されるのが金属の色の特徴です。

3-4.幾何属性(Geometric Attribute)
物体が入射光(Incident Light)をどのように吸収や着色を
するかで、物体表面の属性を種類分けできます。
3-4-1.隠蔽(Opaque)
白色光が隠蔽性の物体(メタリックではない)表面に当た
ると、たとえば赤い物体であれば物体表面から赤い光が
出てきます。ほとんどの入射光は赤い物体に入り、その
入射光の内の一定の波長が着色剤により O、Y、G、B、I、
V の波長が選択的に吸収されます。この選択吸収は多
段階で起こることがあります。その後着色剤表面や物体
内での屈折、反射でこの光は物体表面に戻ります。物体
表面から外に散乱した赤い光は、観察者の目に入ります。
この光は目の錐体を刺激し脳により赤と解釈されます。
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(厚みのある金は内部に光を一切通しませんが、表面で
正反射するときに光を着色します。原子 1 層の金箔は光
を透過させます。)
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3-4-3.メタリック(Metallic)
樹脂内にアルミ片やマイカ片、着色されたアルミ片を分
散させて塗料とし、鉄板などを塗装したものをメタリック塗
装といいます。この塗装面に対する照明の角度や観察
者が照明されている点を見る角度を変化させると明るさ
(Lightness)が大きく変化します。この効果は変角分光光
度計(Goniospectrophotometer)を使って測定できます。
この測定器はいくつかの視角で物体を測定します。正反
射に近い角度の時は最も明るくなりフェイスカラー(Face
Color)と呼ばれます。フェイスカラーは着色されていませ
ん。
観察者側の角度が正反射の軸から離れると明るさが減
少します。この正反射軸から離れた角度へ放射された色
光(色の付いた光)はフロップカラー(Flop Color)と呼ばれ
ます。フェイスカラーとフロップカラーの違いは正反射光
の軸の角度に対する観察者の見る角度の違いです。
正反射光の軸の角度で金属光沢が見られる時には、物
体の明度は最大で色の鮮やかさ(Color Saturation)は最
小です。この見えの属性は光沢として知られています。こ
の効果は自動車の仕上げに適しています。自動車のボ
ディのカーブはこの光沢の変化によってより一層強調さ
れます。テキスタイルでのメタリックの効果は視角変化で
光沢が変化する、サテンやタフタ布などの素材に見られ
ます。

Basic Color and Appearance
3-4-4.パール(Perlescent)
酸化チタン(TiO2)をコーティングしたマイカ(雲母：Mica)
片を樹脂内に分散させて塗料とし塗装したものをパール
塗装といいます。パール顔料による色は反射と透過の 2
つの経路で発生します。マイカ上の酸化チタンの膜厚の
変化で干渉波長が変化し、正反射光に着色される色が
変わると同時に、透過光に着色される色も変わります。
TiO2 膜厚(nm)
140
210
265
330
395

反射色
シルバー
黄
赤
青
緑

透過色
着色せず
すみれ
緑
橙
赤

メタリック塗料より高級感のある輝きが得られるため、自動
車の仕上げ塗装としてよく使われています。

（パールのフレークは正反射光と透過光の両方を別々の
色に着色します。）
2000 円 札 の 右 上 の
「2000」は光輝材を用い
た印刷がされており、単
一光源下で角度を変え
てみるとその色が連続し
て変わります。
左右両端にはある特定の
角度にのみ色を示すパ
ール印刷が行われていま
す。このようにパールは
印刷に使われることもあり
ます。(光輝材を用いた印
刷インキは国が特許を持っており日本国内で自由に使う
ことはできません。)

(メタリックのフレークで正反射された非常に明るい点と着
色された点が激しく繰り返すために光沢が強調されます)
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3-4-5.光輝性(Flux)
光輝性は反射物体の表面を透過性金属とガラス状樹脂
で多層コートすることで光の干渉を起こし角度依存性の
発色を持たせるようにしたもので、塗装そのものが光輝性
のものと、光輝性のフィルムを細かく打ち抜き樹脂中に分
散させたものがあります。各層は 0.2μm 程度の非常に
薄いフィルム状で、面の平滑性を極めて高く保つ必要が
あります。発色が 1～2 色のパールと異なり、光輝性の最
大の特徴は色相環の一部を切り取ってきたかのような連
続発色をすることです。これは透過性の金属膜と透明樹
脂の干渉効果で着色するため、金属の色と同じく正反射
光に色が付きます。
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持たせたフィルムを複数用意して張り合わせると、反射角
によって波長が変わる光輝材となります。これをφ200μ
m 程度に打ち抜いた光輝材が WACKER 社にあります。
また最近では、アルミナなどのベースに TiO2 や Fe2O3
などをスパッタしただけのもの(色の連続変化がありませ
ん)を粉砕し樹脂中に分散させて塗装したものも光輝性と
呼ばれていますので注意が必要です。
3-4-6.変角分光光度計(Goniospectrophotometer)
多角度の標準光源装置と変角分光光度計はメタリックや
パールの効果を観察や測定するのに有効です。目視評
価のために、ASTM E-12 準拠の標準光源装置がありま
す。(Macbeth SkyLight：絶版)
この標準光源装置は D65 光源の元で 15 種の角度での
目視評価ができました。
また、変角分光光度計としては 4 角度(Macbeth AE64X/CE-74XGL)と 5 角度(X-Rite MA68ⅡNS)のものが
入手 可能です。( 米国自動車 業界の Detroit Colour
Council では 5 角度を標準としています。)
3-4-7.透明/半透明(Transparent/Translucent)
不透明度が 100％未満の物体は半透明です。半透明な
物体は、印刷インキ、プラスチック製品、着色された液体、
透けるほど薄い織物、フィルタ、および着色されたガラス
製品を含みます。半透明の物体は、目視評価と測定を
複雑にします。厚さは一定にする必要があります。透明
の評価は物体の背景(バッキング)で色が大きく変わるた
め十分な注意が必要です。
透明の表現は業界によって異なります。
下の表は最も細分化されている宝石業界のものです。
日本語
英語
詳細
宝石に光を当て、その光を
透過させて且つその石の
Transparent
透明
向こうのものを透視できる
ものを透明と言う
Semi半透明
透明と亜透明の中間
transparent
宝石に光を当て、その光を
透過させるがその石の向
亜透明 Translusent
こうのものは透視できない
ものを亜透明と言う
半亜透
Semi亜透明と不透明の中間
translusent
明
宝石に光を当て、その光を
透過させず且つその石の
Opaque
不透明
向こうのものも透視できな
いものを不透明と言う

( 光輝性塗装は正反射光に虹のような色をつけます。実

際は、上の図ほど広い色相角に渡るものは作られていま
せん。)
パールのフレークのよ
うにレジン中に分散さ
せて使う光輝材もあり
ます。棒状の分子の
層が螺旋状になるよう
に集積したコレスティ
ック液晶は旋光性を
持っています。この螺
旋の垂直方向に光が
当たると、螺旋の周期
が波長に等しく、螺旋
の巻きと同じ向きの円
偏光成分を反射し、
他は透過します。コレ
ステリック液晶は電子
ペーパーで必要な、
光を反射するか透過
するかの状態について電力を加えることなく維持できる
「双安定性」と呼ばれる特徴があるため、安定した着色剤
として使用できます。波長ごとにいろいろな反射角度を
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3-4-8.ヘイズ(Haze)=曇り度
透明の物体でもその内部にヘイズ性を持つものがありま
す。このような物体は、至近距離での見かけ上は完全な
透明ですが、光を通した場合に散乱がおきて光が広がり
ます。透過のヘイズは透過物体内の微小領域ごとの屈
折率の差などで起こります (樹脂では硬化時の場所ごと
の屈折率のばらつきや表面の平滑性、結晶では光学異
方性も影響します) 。たとえばヘイズ性の高い OHP シ
ートの印刷内容をスクリーンに投影すると、プロジェクタ
ーのピントをどれほど合わせてもスクリーン上の画像はぼ
けたままです。透明な液体、ガラス、プラスチック製フィル
ムなどにヘイズ性が見られます。また、反射のヘイズも存
在します。反射のヘイズは光沢面を曇らせます。反射の
ヘイズは主に表面の平滑性に依存します。

Basic Color and Appearance
3-4-9-1.鏡面光沢角度
鏡面光沢度測定方法の種類は以下のようになっていま
す。
鏡面光沢角度
適用
範囲
85°
塗膜他
60°<10
75°
紙他
プラスチック、塗膜、
60°
ホウロウ他
プラスチック、ホウロウ
45°
他
プラスチック、塗膜な
60°>70
20°
ど
3-4-9-2.60°鏡面光沢値と表現
ASTM D523 では 60°鏡面光沢を以下のように分類し
ています。
光沢度
表現
70 以上
High(高光沢)
70～30
Semi Gloss(中光沢)
30～6
Eggshell(卵殻)
6～2
Flat to Eggshell(卵殻とフラットの間)
2 以下
Flat(フラット)
3-4-9-3.鏡面光沢度と視感評価値の関係
光沢時計で測定した値と、人の視感評価との関係は以
下のようになっています。一般の光沢測定は視感とのリ
ニアリティの良い 60°が中心となりますが、光沢度 85
以上では 20°が視感とよく一致します。

(プロジェクターで投影するときヘイズがあると、画像全体

が同程度ぼけた画像になります。ヘイズは収差や絞りと
は無関係です。)
3-4-9.光沢(Gloss)
光沢は表面光沢や正反射(鏡面光沢)の物体表面の特
性です。光沢は色彩同様に視覚に対する重要な情報で
す。一般に暗い物体のほうが明るい物体よりも光沢感は
高くなります。光沢は非常にわかりやすい特性ですが、
誤用されやすいので取り扱いには注意を要します。光沢
は光が物体表面から放出されるときの配光(面方向の光
の強弱の分布)が視覚に与える感覚です。これは透明や
ヘイズと同じように幾何学的な特性です。光沢は色とは
別物で、3 次元の色知覚とは全く別に存在します。
3-4-9-4.シーン光沢
半光沢や無光沢の物体でも、大きな入射角で物体すれ
すれから光を入射させると、はっきりとした鏡面光沢が出
ます。これをシーン光沢と呼び、入射角は 85°付近で
測定します。(物体すれすれから光を入射させることはグ
レイジングとも呼ばれています。)
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(3D ソフトでの光沢のシミュ

3-4-9-5.対比光沢
物体の表面を見たときに強い鏡面反射光と、近接する拡
散反射光との比を感じることが光沢の一因であると考え
方を対比光沢と呼びます。
z 57.5 度(偏光)対比光沢は光沢度の低い白紙の測
定に用いられます。物体表面に平行に入射する偏
光成分の反射光束と垂直な偏光成分の反射光束
から計算します。
z θ度対比光沢度は白色や着色された物体表面の
一般的な対比光沢度の測定に用いられます。45 ま
たは 60 度の入射光の鏡面反射方向の光束と物体
表面に垂直な方向の光束から計算します。
z 開き角対比光沢度は滑らかな非金属～高光沢の金
属面の測定に用いられます。45 または 60 度の入
射光に対して 2 つの受光器を異なった開き角に設
置し、2 つの反射光束の比で表します。

レーションです。上の鏡面
光沢から下の無光沢まで 5
段階に分けてみました。)

3-4-9-6.鮮鋭度光沢
鮮明度光沢は像が写るほど高光沢の物体表面の測定に
用いられます。特定のパターンを物体表面に投影し目視
や光度計でボケ具合を計測します。
3-4-9-7.ブルームなし光沢
鮮鋭な像が写る高光沢面に粉などが付着すると、薄く雲
がかかったように見えます。これをブルームといいます。
これは鏡面反射光に弱い拡散反射光が重なって生じる
現象です。ブルームが無い面ほど光沢が高くなります。
3-4-9-8.光沢に影響する要素
形、テクスチャー、観察者の見る角度、表面の湾曲、メタ
リックやパールの角度依存性が光沢に影響する要素で
す。人の目はこれら全てを同時に入力し、単一の光沢と
して知覚します。光沢の評価は多数ありひとつにまとまっ
ていません。光沢は人の知覚による評価が主体で、測定
器による評価で全ての物体に対して一意な管理すること
はできません。
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4.視覚
視覚がなければ人は色を知覚することはできません。人
の目は受信機として、脳は分析器として機能します。ど
のように目が機能するかを知ることで、どのように私達が
色と見えを認識するかがわかります。

4-1-2.幹体と錐体
網膜は目の最も奥のレイヤーであり、光に反応する 2
種類の受容器(幹体と錐体)がびっしりと並んでいます。
およそ 1 億 2 千万個の幹体は夜の視覚である暗所視
を提供します。明るい場所で色を識別できる明所視の
ために網膜にはおよそ 500～700 万個の錐体がありま
す。錐体には 3 つのタイプがあります。青色の錐体(S
錐体)は短い波長に敏感です。緑色の錐体(M 錐体)は
中間の波長から長い波長に敏感です。赤色の錐体(L
錐体)は長い波長に敏感で、L 錐体に入った短い波長
はマイナス成分として働きま
す。

4-1.目の生理学(Eye Physiology)
4-1-1.目の構造
目は角膜と呼ばれる外保護カバーを持っています。こ
の透明な膜に光が入射します。光はひとみと呼ばれる
虹彩の穴を進みます。虹彩はひとみの直径を変化させ
ます。ひとみの直径で目に入る光の量がコントロールさ
れます。光は続いてレンズと水晶体を通ります。最後に
光は網膜に当たります。

人が暗い環境から明るい環
境に移動すると数ミリ秒で錐
体が機能し始めます。このと
きに軽い痛みを感じます。
しかし、明るい環境から暗い
環境へ移動すると 20 分程
度かかって幹体が機能し始
めます。暗さへの順応は非
常に時間がかかるため、夕
暮れ時の運転は危険である
とされています。

下図は右目を上から見たものです。

幹体と錐体は、像を映す数
百万の神経端を化学的に刺
激します。これらの化学的な
刺激はダイス視神経により脳
に送られ解釈されます。

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

英文
Cornea
Aqueous humor
Eye lens
Vitreous body
Retina
Choroid
Sclera
Optic nerve
Fovea
Optic disk
Ora serrata
Ciliary muscle
Zonule fibers
Iris
Ocular conjunctive

4-1-3.LMS錐体の比率
色を見分ける錐体の LMS 各々の数の比率は 1：1：1
ではありません。実際には、LM に比べて S は少なくな
っています。(これが、青色の小さい文字は判別しにくい
原因です) また、S 錐体の比率は個人差が大きいこと
が発表されています。

和文
角膜(黒目)
水様液
水晶体
硝子体
網膜
脈絡膜
強膜(白目)
視神経
中心窩
盲点
網膜前縁
毛様体
チン氏帯（毛様小帯）
虹彩
まぶた

4-1-4.猿類の錐体
原始的な猿までの網膜には M 錐体がありません。これ
以上に進化した猿～ヒトは M 錐体を持っています。M
錐体がないと、安物の青赤印刷のようなもので、緑の鮮
やかさがわかりません。猿は進化の過程で M 錐体を入
手することで、より新鮮な植物の葉を見分けられるように
なったとのことです。
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4-1-2.目の感度
一般に目の感度は以下のような特徴があります。
可視光の
400nm～700nm
波長範囲
(ASTM では 380～780nm)
知覚できる
10-6～100,000cd/m2
エネルギー
(Luminance)
色を感知できるが感度が
錐体
低い。SML の 3 種ある。
感度は高いが色を感知でき
桿体
ない(分色できない)。30,000
cd/m2 でサチュレートする。
3 cd/m2 以上のときは
明順応視
:Photopic
錐体で見ている。
中間順応視
10-3～3 cd/m2 のときは錐体
(薄明視):Mesopic
と桿体の両方で見ている。
10-3cd/m2 以下のときは
暗順応視
:Scotopic
桿体のみで見ている。

Basic Color and Appearance
4-1-2-2.色順応
目は明るさに対して順応するのと同様に色に対しても順
応します。目は光の明るさや色に順応して網膜の感度
を変えるため、実際に物体を見ている時の光の物理的
な条件が変わっても、目はできるだけ理想的な見え方
ができるように網膜の感度を調整します。このため、照
明する光の色温度が(およそ)2,700K 以上あれば、
2,900K 程度の白熱電球の下でも、13,000K もある晴
天下でも見ている色はあまり変わることなく見えます。

目には明暗順応と色順応という働きがあります。
4-1-2-1.明暗順応
目は明るくて瞳孔に入射する光が強いと虹彩を閉じて
入射光量を下げ、暗いと虹彩を開けて入射光量を増や
します。この瞳孔による制御はおよそ 1：16 の範囲です。
ところが人は 100,000(lx)の太陽の直射日光の下でも、
0.1(lx)の星明りでも物が見えます。これは虹彩による動
向の入射面積の変化だけでは追従できません。これが
見えるのは網膜の感度が広範囲に変わるためです。こ
の明暗に応じて感度が変わる目の働きを明暗順応とい
います。
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4-1-3.スペクトルと明るさ
明るい光に対する人の視覚の感度の中心は 555nm で、
この波長の光を放出する物体が最も明るく見えます。
最も感度の高い 555nm(緑)の 1W の単色光と同じ明る
さと感じることができる 700nm(深紅)の光は何 W 必要
かというと、
z 555nm の単色光 1W の光束は 680(lm：ルーメン)
z 700nm の比視感度は 410×10-3
z 700nm の単色光 1W の光束は 2.8(lm)となる
z 700nm で 680(lm)の明るさを出すためには、およ
そ 243W 必要
となります。
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4-2.色盲(Color Deficiency)

4-3. 色覚の恒常性(Color Constancy)

遺伝による色盲や色弱は生まれたときから異常が認め
られます。遺伝子の X 染色体と関連する色盲や色弱に
は様々なレベルがあります。男性が母親から引き継ぐひ
とつの X 染色体と、男女とも両親から各々引き継ぐ 2 つ
の染色体が色覚異常に影響します。色盲や色弱は、男
性の 12 人に 1 人、女性の 250 人に 1 人に存在します。
(日本人の発生確率はもっと少なくなっています。)色盲
は 3 種の錐体のうちの 1 つ以上の錐体がないことに起
因します。色盲の最も一般的な形状は、部分的な緑色
の錐体の欠如です。もし緑色の錐体の全てが無いなら
ばこの人は第二異常(緑)と呼ばれる緑色盲です。色盲
の 2 番目の形状は部分的な赤の錐体の欠如です。第
一異常(赤)または赤色盲は、赤の錐体すべてが欠如し
ています。第三異常(青)は部分的な青色の錐体の欠如
です。青色の錐体全てがない人は青色盲と呼ばれます。
全色盲は 1 種の錐体を持っているだけです。(錐体は 2
種以上ないと色の識別ができません。)

照明や観察条件が変わっても、物体の色があまり変わ
ったようには見えない心理的な現象を色覚の恒常性と
いいます。この現象によって同じ色が違う色に見えるよう
にもできます。

色盲にはいくつかの種類があるのですが、色盲というと
その全てが全く色が見えないものと勘違いしている人が
多数を占めています。完全な色盲であるならその人は
錐体をまったく持っていません。これは 4 万人に一人の
確率です。この人は完全に色覚がありません。正常な
色覚を持つ人々は正常色覚といいます。最も一般的な
色覚異常の色の不足（緑色盲と赤色盲）とよく混同され
ます。赤緑色盲は赤と緑を、青黄色盲は青と黄を同じ刺
激として知覚するため色の違いがわかりません。
これらの理由のために、交差点の緑信号は純粋な緑色
ではなく、全ての色盲タイプに対応できる青緑となって
います。

4-3-1.明るさの恒常性
反射率 100%の白板と、反射率 1%の黒板を、100,000
cd/m2 も あ る 直 射 日 光 の 下 に 置 い た 場 合 、 白 板 は
100,000 cd/m2 の光を返し黒板は 1,000 cd/m2 の光を
返します。また、1 cd/m2 しかない薄暗闇で、白板は 1
cd/m2 の光を返し黒板は 0.01 cd/m2 の光を返します。
このように照明光の強度が変わっても白は白、黒は黒に
表面の明るさはほとんど変わらず見えます。表面の明る
さが目に入射する光の絶対量から独立して恒常的な明
るさを示す現象を明るさの恒常性といいます。
4-3-2.色の恒常性
黄色の物体を赤い光で照射すると、物体は橙色に見え
るはずですが、目は黄色の物体が赤い光で照明されて
いると捉えます。このように物体固有の色と照明光の色
を区別して感じることを色の恒常性と呼びます。

( 黄色い物体を赤い光で照明したとき、物体から放出さ

れる光はオレンジですが、照明が赤いことを目が捕らえ
ていれば物体から目に届くオレンジの光は補正されて、
黄色い物体が赤い光に照明されていると認識できま
す。)
(Faransworth-Munsell 100Hue Test は色盲検査を行

うためのものではありません。これは個人特有の色の認
識能力を正確に評価します。US では色彩従事者の採
用試験に使われています。)
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4-3-3.補色の残像(Complementary Afterimage)
何らかの色を注視しているとき、人の視覚はその刺激を
弱める方向に補正をかけます。これは注視している色の
補色(反対色)の感度を高めてしまいます。
補色の応用として、外科の手術室の壁が白ではなくグリ
ーンに塗られている理由は、血の赤を注視したとき補色
の緑の感度が上がるため、白壁だとそこに緑色の像が
見えてとても気持ちが悪いからです。壁をグリーンにす
ることでこの像は見えにくくなります。

Basic Color and Appearance
4-3-4-2.明度対比
白の背景色と黒の背景色の上に同じ明るさのグレイを
置くと、黒の背景に置いた物の方が白の背景に置いた
ものよりも明るく見えます。このような明るさの対比効果
を明度対比といいます。

4-3-4-3.彩度対比
同じ明るさのグレイの背景色と赤の背景色の上に同じ
茶色を置くとグレイの背景色の上の茶色は赤の背景色
の上のものよりさえて見える。このような彩度の対比効果
を彩度対比と呼びます。

(左の像を注視したあと白壁などを見ると、そこに右のよ
うな像が浮かびます。 after の像は before の補色で
す。)
4-3-4.対比現象
二つ以上の色が互いに影響しあうことにより、本来の色
とは異なって見える現象を対比現象と呼びます。同時に
二つ以上の色を見たときの対比現象を同時対比といい
ます。この減少は背景との関係で最も強く現れます。色
票を隣接させた場合にも対比現象は現れ、その境界で
強く現れる対比現象を境界対比や縁辺対比と呼びます。

4-3-4-4.面積対比
面積の大きいものは明るく鮮やかに面積の小さいもの
は暗く濁って見えます。このような面積の対比効果を面
積対比といいます。

4-3-4-1.色相対比
色相の異なる色が配色されたとき、それぞれの色相が
色相環上で反対の方向に移動したように見えます。たと
えば、同じ青緑を黄色の背景色の上においたときと、青
色の背景色の上においたときでは、黄色の背景色の方
は青みが強く、青色の背景色の方は黄みがかって見え
ます。このような色相に基づく対比を色相対比といいま
す。
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4-3-4-5.コントラスト対比(Simultaneous Contrast)
同じサイズのデザインが異なる明るさや色に囲まれてい
ると、その大きさが違っているように見えます。これは背
景色と使用色の組み合わせによって大きく見えたり小さ
く見えたりします。これをコントラスト対比と呼びます。

Basic Color and Appearance
4-3-4-7.主観色(Fechener Color)
ベンハムのこま(Benham Top)を適当な速さで回転させ
ると A～D の細い弧の位置にそれぞれ赤、黄、青緑、青
紫などの色が薄く認められます。最初、早く回すとグレイ
ですが、回転が遅くなりちらつきが出るようになると有彩
色が見えてきます。回転しているこまを見ているときに目
に入る刺激は白と黒の無彩色のみです。このような無彩
色の光の強さの周期的な変動に伴って知覚される色は
主観色と呼ばれます。

(この組み合わせでは黄色のほうの矢印が大きく見える
はずです。)
4-3-4-6.カメレオン効果(Chameleon Effect)
中ぐらいの彩度の色はこれを囲んでいる、より明るい色
やより暗い色に引きずられた色に見えます。囲んでいる
色はその中の色よりも面積が大きく、これを凝視するた
めこの色の補色が間に発生します。するとこの補色が中
心の色に重なり色が変わって見えます。これはカメレオ
ン効果と呼ばれる錯視です。

(ベンハムのこま：中心に爪楊枝を刺して回してください)
現れる色は主に白と黒の継次関係で決まりますが、回
転数や照明の強さでも変わります。白-黒の繰り返し周
波数がおよそ 50Hz を超えるとグレイにしか見えません。
色の発生要因は LMS の各錐体の反応速度の差による
ものだという説があります。本来、黒のとき LMS 錐体か
らの信号は同時に各々最小で、白のとき同時に各々最
大となれば何の色も発生しませんが、実際には反応速
度に差があり色が見えてしまうという説です。

(面積の大きな周りの色の影響で、小さなオレンジとグリ
ーンの色が変わって見えます。)
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