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Abstract: The color research has much interest in exploring an emotional response to a color stimulus, which is referred to as color emotions. In general, knowledge on color emotions is represented
as statistical models, and be implemented in computer-based systems such as a communication
agent. In this paper, we ontologically specified basic concepts of perceptual quantities, color space
and statistical models. We then discuss how our ontology can improve interaction between human
and computer based on communication strategy which is proposed in Human-Robot Interaction.

はじめに

1
1.1

研究の背景

色彩刺激に対する感情的な反応は色彩感情と呼ばれ，
その性質を明らかにすることは色彩研究における大き
な関心のひとつである．単色に対する評定の因子分析
の結果から CIELAB 色空間座標である L∗ ，a∗ ，b∗ や，
メトリック知覚量である C ∗ ，h を用いた予測式が提案
されている [1]．このような測色量から色彩感情の予測
を可能にする知見に基づいたデザイン支援システムが
開発されている [2]．その他にも，配色に対する色彩感
情を判定するシステム [3] のモジュール化と共にロボッ
トへの実装が行われている [4]．この研究では人間と感
覚を共有できるパートナーロボットの実現を目指して
おり，色彩感情に関する知識を利用することによって
人間とコンピュータのインタラクションがより深化す
ることが期待されている．具体的には，人間の感覚や
感情に対する理解に根差した，いわば感性的なインタ
ラクションをコンピュータが行うことである．
ロボットが人間と同じ感覚を共有していることを人間
に推測させることによって，人間はロボットとのコミュ
ニケーションに引き込まれることが実験的に確認され
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ている [5]．具体的には，ロボットがとるコミュニケー
ション戦略として，話題となっている対象物やその状態
に関する情報の発話 (informative utterance) に比べて，
その対象物に関する感覚的発話（aﬀective utterance）
の方がより人間をコミュニケーションに引き込む傾向
にある．ロボットを含んだコンピュータがこのコミュ
ニケーション戦略を取るためには，対象物に関する知
識が必要であると共に，それが人間と共有される必要
がある．特に，対象物そのものやその状態に関する知
識に加えて，対象物に対して人間が抱く感覚ないし感
情に関する知識をいかにして共有するかということが
大きな問題であると考えられる．

1.2

研究の目的

本研究では，人間とコンピュータのコミュニケーショ
ンにおいて感覚や感情が共有されることを目指し，色
彩感情に関するオントロジーの構築を行う．前出の色
彩研究 [1, 3] などで色彩の評定に用いられている形容詞
の多くはこれまでに記述を行った [6]．本研究では，特
に感情状態の次元について色彩を評価した研究 [7] に基
づいて誘意性，覚醒性，支配性と色彩属性（明度，彩
度，色相）との関係について記述する．その上で，コ
ンピュータのコミュニケーション戦略のために本研究
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図 1: 法造におけるノードとスロットの凡例

のオントロジーがどのように利用可能であるかについ
て論じる．

構築環境と上位オントロジー

2
2.1

法造におけるロール概念の記述

本研究では，オントロジー構築環境の一つである法
造1 を用いた．法造はロール概念の記述をサポートして
おり，ノードとスロットは図 1 のように表わされる．法
造はロール概念を用いて全体概念に依存した部分概念
を記述し，その役割を担った基本概念をロールホルダー
と呼ぶ．また，継承されたロールホルダーと他のオン
トロジーからインポートした概念を参照するクラス制
約は図 1 下段のように表わされる．本研究では，次項
で説明する上位オントロジーをインポートし，その下
に色彩感情に関する概念を記述した．

2.2

YAMATO における表現と性質

ロール概念の理論に立脚した上位オントロジーとし
て，YAMATO (Yet Another More Advanced Toplevel Ontology)2 [8] が挙げられる．YAMATO の特徴
の一つとして，小説，詩，絵画，音楽，手続き，シン
ボルといった表現関連の定義が挙げられる [9]．表現関
連の部分概念である形態のクラス制約は表現形態，内
容のクラス制約は命題である．表現関連の下位には表
現と複合表現が定義されており，後者の部分概念の一
つである component ロールを前者が担う．
YAMATO の最大の特徴として性質に関する概念と
その表現の概念についての定義が挙げられ，他の上位
オントロジーにおける性質に関する概念の相互関係が
定義されている．実在物の性質は属性が属性値をとる
ことで記述される．質の下位概念には特性と属性が定
1 http://www.hozo.jp/
2 http://www.ei.sanken.osaka-u.ac.jp/hozo/onto_
library/upperOnto.htm

図 2: 意識している状態 (上) と意識着目行為 (下)

義されており，前者は属性と属性値を含めた概念であ
る．属性の下位には基本属性，さらに下位に定量的属
性と定性的属性が定義されている．また，属性値の下
位にはカテゴリカルと量，さらに量の下位に定量値と
定性値が定義されている．例えば，色の属性は定量的
属性の下位概念であり，その属性値として周波数量を
とることが定義される一方で，一般的な色名の概念は
カテゴリカルの下位概念で定義され，その属性値は周
波数の区間によって区別される．

3
3.1

色彩感情のオントロジー構築
意識している状態と行為

Barušs によれば意識は「意図性に特徴づけられたす
べての主観的な気づきと，状況，精神状態あるいは行
為についての行動的に明らかな明示的知識 [10]」と定
義される．この定義には主観的意識と行動的意識の二
つを示している．すなわち，個人に生起する思考，感
情，感覚という主観的な気づきが主観的意識であり，行
動的な明示的知識が行動的意識である [11]．後者は前
者の操作主義的概念 (operationalization) であり，行動
的意識は客観的な立場から主観的意識を推測する操作
のための定義である．
YAMATO のもとでは外部状態 (external state) と
動作主状態行為 (actor state action) を用いて意識の
状態と内容を概念化することができる [12]．2 に「意
識している」状態の構造を示す．上位概念である外部
状態の所有者ロールについてクラス制約が人間に特殊
化されている．何について意識しているかということ
は，具体物あるいは準抽象物が担う of what ロールに
よって表現され，ある行為の中で何かに意識している
という行動的意識を定義することが出来る．2 に示し
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た「意識着目行為」の部分概念は行為者，対象，結果
である．具体物が担う対象ロールのロールホルダーが
「意識の対象」であり，行為者が意識している状態の of
what ロールのクラス制約となる．あくまで客観的な立
場をとれば，行為者の主観的意識は表現されて初めて
観察することができると考えられる．したがって，結
果ロールを担う，表現の内容ロールのロールホルダー
として「意識の内容」を定義することができる．

3.2

意識上の属性と属性値

このように意識の対象と意識の内容という概念を定
義することによって，人間が色に対して感じる明度，彩
度や色相と，物の属性の区別が可能である．色の三属
性というように明度，彩度，色相があたかも属性とし
て一般的に捉えられるが，それらは物理的な性質では
なく人間が意識を通して認識した心理量である．すな
わち，意識の対象が意識の上での属性および属性値を
持っているため，心理量が意識の内容となると考えら
れる．
そこで，意識の上でのみ捉えられる属性と属性値を
図 3 のように「意識上の属性」と「意識上の属性値」
として概念化した [6]．これらはそれぞれ YAMATO に
おける質と属性値の下位概念として定義される．意識
上の属性では referring to ロールのスロットを継承し，
YAMATO における定量値と定性値の関係に相似する
「量的知覚属性値」と「質的知覚属性値」を参照して
いる．
量的知覚属性値は「知覚量」と「複合知覚量」に分け
られる．人間が感じていることを定量的に測定するこ
とは不可能であるため，本来は意識上の属性値は定性
的であると考えられる．しかし，人間によってどのよう
に意識されているかという観点からは，感覚量あるい
は心理量と呼ばれている量的な概念が認められる．例え
ば，光に対して “明るさ” を感じるときに，輝度という
測光量の増加に従って明るさ (brightness) の量が増加
すると考える場合である．また，等しい明度 (lightness)
でも彩度が高い色の方が “明るく” 感じるように，複数
の知覚量が統合されたものとして捉えられる心理量が
複合的知覚量である．
意識上の属性は「単極知覚属性」と「双極知覚属性」
に分けられる．単極知覚属性は性質が「あること」ない
し「ないこと」を起点として一方向に表わされる概念
であるに対して，双極知覚属性は性質の「中程度」を
起点にして二方向に表わされる概念である．単極知覚
属性と双極知覚属性が参照する属性値の関係は，
「知覚
的 大きい 小さい」(図 3) という比較コンテキストに
おいて定義される．この概念のスロットは，YAMATO
における「特殊」の下位概念で定義されている「大き

図 3: 意識上の属性と属性値の階層

い 小さい」と同等であり，それぞれのクラス制約が意
識上の属性値の下位概念を参照している．
「知覚的 大き
い」と「知覚的 小さい」の大小関係はそれぞれの value
ロールのクラス制約である量的知覚属性値が閾値と比
べて大きいか小さいかによって決まる．この時に，大
きいロール，小さいロールのクラス制約に双極知覚属
性が参照する属性値，value ロール，閾値ロールに単極
知覚属性が参照する属性値をとることで，それらが表
している方向が定義される．
感情状態の次元として捉えられる誘意性，覚醒性，支
配性は，属性として双極知覚属性の下位概念として定
義され，定量的な属性値としては複合的知覚量，定性
的な属性値としては質的知覚属性値の下位概念として
定義される．また，知覚的 大きい 小さいの下位概念と
してもそれぞれ定義され，複合的知覚量が担う閾値に
よって質的知覚属性値の大小関係が定義される．

3.3

評定尺度を用いた主観評価

評定尺度を用いて主観的性質の評価を行うことを想
定して，
「評定する」という行為 (図 4) を考える．評定
尺度を用いて対象物に対する意識上の属性および属性
値の評価を行うことは，行為者の意識の上で捉えられ
た対象の性質を表現に変換することである．結果ロー
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図 4: 評定する行為

ルのクラス制約である評定尺度上の点は評定尺度の部
分概念として定義されており [13]，その内容が「主観
評価値」である．YAMATO では質を表現に変換する
行為である「測定」において「性質測定値」が定義され
ており，測定に用いられる単位と関連付けられている．
一方で，主観評価値の数値は評定尺度上の点に設定さ
れた目盛と同じクラスになるというように，質的知覚
属性値の表現である評定尺度と関連付けられている．

3.4

色彩感情の表現モデル

前節では心理量と物理量の区別を行った．色彩研究
において，これらの定量的な関係はモデルとして表現
される．本節では，主観評価の実験データに基づいて
色彩の三属性と色彩感情の関係を表すのに用いられる
統計モデル [13] と，CIE 表色系と呼ばれる測色量に基
づいた色空間モデル [6] について取り上げる．図 5 に
変数，統計モデル，色空間モデルとその下位概念を示
す．これらはすべて YAMATO における複合表現の下
位階層に位置付けられ，component として複数の表現
を持つ．
「変数」はデータを内容として持ち，
「観測変数」は測
定値を表す変数である．内容ロールのクラス制約は性
質測定値と主観評価値である．これらは測定という行
為によって変換された命題としての量である．これに
対して，
「非観測変数」は測定値以外が component ロー
ルを担う変数であり，解釈の上で属性値を参照しない．
「統計モデル」の下位概念は「変数の関係」と「モデル
式」に分けられる．変数の関係は二つの変数ロールを
担う変数が相互に対称である「共変関係」と，説明変数
から目的変数を予測あるいは説明するという方向性を
持った「目的-説明関係」の二つに大別される．モデル式
は目的-説明関係をクラス制約とした複数の component

図 5: 変数，統計モデル，色空間モデルの階層

を持ち，下位概念に「線形回帰モデル」
「因子分析モデ
ル」「主成分分析モデル」が定義される．
「色空間モデル」は「色空間」と「測色上の関係」
に分けられる．component ロールのクラス制約は変数
および色空間モデルである．色空間として CIERGB，
CIEXYZ，CIELAB，CIELCh が定義されており，component ロールを継承した coordinate ロールは測色上
の関係の下位で定義されたロールホルダーがクラス制
約となっている．測色上の関係は数学的な変換式の表
現である．その input ロールと output ロールも同様
に component ロールを継承しており，output のロー
ルホルダーが input のロールホルダーによって導出さ
れることを定義している．

4
4.1

インスタンスの記述と利用
統計モデルのインスタンス

ここでは，構築したオントロジーに基づき，具体的な
色彩感情の知見をインスタンスとして示す．村松ら [7]
の研究では感情状態を表す Self-Assessment Manikin
(SAM) 尺度を用いて 25 の単色について評定実験を行
われた．その実験結果から評定値を目的変数，CIELAB
色空間座標およびメトリック知覚量を説明変数として
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構造方程式モデリングを行うことで，重回帰式と決定
係数 (式 1) を推定している．

V alence = 0.678L∗ + 0.752C ∗ (R2 = 0.837)
Arousal = 0.710C ∗ − 0.211h(R2 = 0.710) (1)
Dominance = −0.752L∗ + 0.611C ∗ (R2 = 0.660)

SAM 尺度は Lang[14] によって提案された尺度であ
る．この尺度は Valence，Arousal，Dominance という
3 系列のマネキン画像から構成されている．例えば，
Valence 尺度では一番左が最も低い Valence を表し，右
へ行くにしたがって高い Valence を表すようにマネキ
ン画像が並べられている．被験者は自分の感情を自分
で評定し，そのマネキンから最も近いものを選ぶこと
で被験者の感情が評定される．SAM 尺度は形容詞対を
用いる尺度とは異なり，非言語の形式であるため対象
に関連した反応を直接的に評定することができ，文化
的な要因に左右されにくいとされる．
SAM 尺度に対する色空間のメトリックによる重回帰
式のインスタンスは図 6 として表わされる．上から順
に Valence，Arousal，Dominance の評定値が目的変数
となっているモデルを表わしており，それぞれについ
て座標とメトリック知覚量が説明変数となることが係
数と共に記述されている．それぞれの変数は主観評定
値と性質測定値を参照しており，色彩感情を表現する
モデルを適切に記述することができたと考えられる．

4.2

色彩感情オントロジーの利用

対象物の色彩を話題とした人間とコンピュータのコ
ミュニケーションにおいて，色彩感情に関するオントロ
ジーによって人間とコンピュータで概念を共有すること
ができると考えられる．色彩の三属性と評定値の関係
を説明するために用いられる統計モデルが知識 (インス
タンス) であり，その知識が前提としている心の捉え方
に関する概念がオントロジーに当たる．本研究で構築し
たオントロジーを用いることで，aﬀective computing
や感性情報処理の分野で開発されているシステムで色
彩感情に関する知識を共有することがが可能になると
考えられる．
色彩感情オントロジーは人間とコンピュータの両者
から理解可能な形で概念を記述することで，実際に処
理される知識 (インスタンス) と内容としての色彩感情
とを結びつける役割を果たす．これは人間とコンピュー
タのインタラクションを人間と人間のそれに近づける
ことの可能性を意味している．人間と人間のインタラ
クションでは，相手の色彩感情を自分のそれをモデル
として共感することで理解していると考えられる．人

図 6: 重回帰分析のインスタンス

間とコンピュータのインタラクションにおいては，計
算機に実装された形式的な知識 (例えば，統計モデルな
ど) がオントロジーによって人間の解釈と内容的に対応
づけられることで，コンピュータは人間の共感と同等
の理解が可能になると考えられる．
人間を会話に引き込むためのロボットのコミュニケー
ション戦略 [5] において，ロボットが同じ感覚を共有し
ていることを人間に推測させるために感覚的発話 (affective utterance) が重要である．これを実現するため
には，話題となっている対象物やその状態に関する知識
だけでなく，人間が対象物をどのように感じるかとい
う知識が必要である．本研究で構築したオントロジー
では，心理物理量である測色値から計算される色空間
座標，心理量である色彩感情をインスタンスとして記
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[5] 今井 倫太, 鳴海 真里子: 人間の五感を利用したロ
ボットとのコミュニケーションへの没入の実現, 計
測自動制御学会論文集, Vol.42, No.4, pp.342–350
(2006)
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図 7: オントロジーに基づくインタラクション

[6] 村松慶一, 戸川達男, 小島一晃, 松居辰則: 深い
Human-Computer Interaction のための色彩感情
オントロジーの構築, 視覚情報基礎研究会 第 9 回
研究発表会 論文集, pp.7–10 (2011)

述することが出来るため (図 7)，でコンピュータから
人間の色彩感情を “理解” するための概念的基盤として
有用であると考えられる．
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[7] 村松慶一, 戸川達男, 小島一晃, 松居辰則: 色彩属
性と感情状態の次元に関する構造方程式モデル, 第
13 回日本感性工学会大会予稿集, G33 (2011)

おわりに

本研究では，色彩感情オントロジーの構築し，実際
の研究から得られている知識について記述例を示した．
その結果，統計モデルとして表わされる色彩感情の知
識は適切にインスタンスとして記述されていると考え
られる．このことによって，対象物の色彩に対して人
間が感じる色彩感情をコンピュータに “理解” させるこ
とができると考えられ，人間とコンピュータのインタ
ラクションがより深化することが期待される．今後の
展望としては，オントロジーに基づいたインタラクショ
ンの有効性について実験的に検討したい．
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