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Abstract: From a viewpoint of knowledge engineering, it is an important task to clarify concepts
of color emotions. One of methods to achieve the task is to construct an ontology. For the
aspect of applications of color research, the ontological descriptions will promote implementation
of knowledge on color emotion in computer-based systems. In this paper, we ontologically specified
basic concepts relating to rating scales which are used to measure emotional reactions to color
stimuli, and demonstrated instances of common factors shared by rating scales.
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はじめに

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．また，色彩感情の概念を明確
に区別し体系化することは，工学的な視点からも関心
のあるテーマである．なぜならば，色彩感情を明確に
記述することで，コンピュータベースのシステムの上
で人間の色彩感情に関する知識を適切に扱うことがで
きるようになるからである．特に，ある色彩感情に適
した配色デザインを支援するシステムを構築する際に
は，それぞれの色彩感情の概念が明確であることが望
ましい．
これを実現するための一つの方法は，人間と計算機
の両者から理解可能な知識記述のための共通基盤とし
てオントロジーを構築することである．人工知能の視
点からオントロジーは「概念化の明示的記述 [1]」と定
義され，さらに知識ベースの視点から「人工システム
を構築する際のビルディングブロックとして用いられ
る基本概念/語彙の体系（理論）[2]」とされる．すなわ
ち，オントロジーの構築は対象世界を概念化すること
であり，そのオントロジーに基づいたインスタンスモ
デルの記述は対象世界における知識記述である．
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本研究における色彩感情に関する知識のひとつはあ
る色彩に対する反応すなわち色彩感情とその色彩がも
つ属性の関係であり，もうひとつは色彩感情同士の関
係である．本研究ではオントロジーの構築とインスタ
ンスモデルの記述を行うことで，これら二つの知識の
体系化を試みる．二節では，色彩感情を測定する際に
用いる評定尺度に着目しながら，色彩感情に関する知
識を記述する際の課題を挙げると共に，本研究が解決
する課題を明確にする．三節では，設定した課題を解
決するために構築した，評定尺度の関係構造を記述す
るオントロジーについて説明する．四節では，構築し
たオントロジーでは記述できない事例を取り上げ，課
題とその解決方策について考察する．

2
2.1

色彩感情に関する知識記述の課題
色彩感情と色彩属性の関係

色彩刺激に対する反応は Semantic Diﬀerential (SD)
尺度や Self-Assessment Manikin (SAM) 尺度といった
評定尺度を用いて測定されることが多い．その場合に，
結果的に色彩感情はある評定尺度上の値として表出さ
れる．したがって，色彩感情と色彩属性の関係は評定
尺度と色彩属性の関係と見なすことができる．
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単一の評定尺度上の値がどのような色彩の属性に起
因するかということを明らかにするひとつの方法は，
色彩の性質を表すメトリックを説明変数とした重回帰
分析などのように，統計モデルへの当てはめを行うこ
とである．例えば，二色配色に対して Ou と Luo[3] は
「調和-不調和」という評定尺度の値を回帰するために，
色空間を表現する CIELAB および CIELCh の座標を
用いた．CIELAB 色空間から変換できる CIELCh 色空
間の座標は前者に比べて人間の知覚量とよく対応する．
そのため Lee ら [4] は CIELCh から一意に得られるメ
トリックのみを用いて「美しい-美しくない」という評
定尺度の値を回帰した．このような統計モデルへの当
てはめによって評定尺度と色彩の属性の関係を理解す
るためには，それぞれのモデルで用いられている色空
間の座標を人間の知覚量として解釈することが必要で
あり，そのためには統計モデルで用いられる基本概念
がオントロジーとして記述されなければならない．

2.2

色彩感情同士の関係

Lee らは「美」を「調和」の上位概念として捉え，二
色配色における調和の評定尺度として「美しい-美しく
ない」用いた．しかし，
「美」と「調和」という色彩感
情同士の関係の解釈は必ずしもそれに限るわけではな
く，用いた評定尺度が何を測定しているかということ
が明確ではない．
評定尺度が何を測定しているかということを明らか
にする方法のひとつは，因子分析や主成分分析のよう
な統計モデルへ当てはめることである．様々な色彩刺
激に対する複数の評定尺度の値について因子分析を行
うことで，いくつかの評定尺度に共通した要因が抽出
される．例えば，Ou ら [6] はイギリス人と中国人の被
験者において「動的な-静的な」，
「重い-軽い」，
「あたた
かい-冷たい」など 10 個の評定尺度を用いた単色の評
定結果を因子分析し，活動性 (colour activity)，重さ
(colour weight)，温度 (colour heat) という三つの因子
を抽出したが，特に「緊張した-リラックスした」と「好
き-嫌い」の評定尺度には文化差が見られた．Sivik[8] に
よると「あたたかい-冷たい」のようにその色がどうで
あるかということは人々の間で比較的一致する一方で，
「好き-嫌い」のように感情的な評価的変数は非常に文
脈に依存し普遍性が極めて低いが，それでも色彩実験
のための一般的な実験環境においてはそれを無視する
ことができない．
文化差あるいは個人差が顕著に見られる一方で，多
くの国と地域で共通の因子が安定的に抽出される事例
もある．Gao と Xin[7] の指摘によれば，色彩感情にお
ける関心が大きく二つのカテゴリに分けられ，ひとつ
は「心地よい-心地よくない」や「良い-悪い」といった

色彩の評価的次元を扱う色彩嗜好であり，もうひとつ
は「あたたかい-冷たい」，
「明るいー暗い」，
「重い-軽
い」といった記述的次元を扱うものである．Gao ら [5]
は記述的次元を表す評定尺度のみに焦点を絞り，香港，
日本，タイ，台湾，イタリア，スペイン，スウェーデン
という 7 つの国と地域で単色に対する色彩感情の評定
を行った．使用した評定尺度は「明るい-暗い」，
「やわ
らかい-かたい」，
「あたたかい-冷たい」などの 12 個で
ある．その因子分析の結果から 3 因子が抽出され，そ
れぞれの因子は CIELCh 色空間の L∗ ，C ∗ ，h と良く
対応したことから明度，彩度，色相に対応する因子と
解釈された．
ここで挙げたような分析によって明らかになる要因
は，複数の評定尺度に共通な性質として理解される．し
たがって，それぞれの評定尺度が何を測定しているの
かを明確にし，評定尺度同士すなわち色彩感情同士の
関係を体系的に記述するには，統計モデルをインスタ
ンスモデルとして表現した上で評定尺度と要因の関係
を記述する必要がある．

2.3

本研究の解決する課題

一つ目の課題は，色彩感情と色彩属性に関する知見
を記述するための基本概念を定義することであった．二
つ目の課題は，色彩感情同士の関係を記述するために
色彩感情の研究で用いられる統計モデルをインスタン
スモデルとして記述することであった．すなわち，色
彩感情が表出される評定尺度や色彩の属性などの基本
概念をオントロジーに定義した上で，統計モデルにお
いて評定尺度が共有する因子のインスタンスモデルを
記述するということである．

3
3.1

色彩感情のオントロジー構築
色彩感情に関する基本概念

本研究では，これらの概念化に際してオントロジー構
築環境として法造を使用し，トップレベルオントロジー
の一つである YAMATO (Yet Another More Advanced
Top-level Ontology) に基づいてオントロジーを構築す
る．本研究では，YAMATO を「共通世界」とし，色
彩感情に関する対象世界は「色彩感情の世界」として
構築した．我々はこれまでに YAMATO の下に内容と
しての感情・感覚，意識している状態，知覚する行為，
内観する行為を定義し，印象を記述する枠組みを提案
した [9]．それらに加えて，本研究では「量表現」の下
位に評定尺度と色彩属性に関する表現を定義すると共
に，それらに対応する評定尺度と色彩刺激が持つ属性
および属性値についても定義した (図 1)．
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図 2: 色彩感情の世界における概念の階層構造
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図 1: YAMATO における概念の階層構造

YAMATO において「量表現」は測定という行為に
よって対象の「質」が「表現」に変換されたものと定
義されている．
「質」の下位概念には「特性」と「属性」
が定義されており，前者は後者が「属性値」をとってい
る状態である．YAMATO では「属性」が「属性値」を
とることで「実在物」の性質が記述される．
「属性」の
下位概念である「基本属性」は，
「定量値」をとる「定
量的属性」と「定性値」をとる「定性的属性」に分け
られている．また，
「属性値」の下位概念には「量」で
あり，さらに「量」の下位概念に「定量値」と「定性
値」が位置づけられる．
我々は色彩感情に関する世界である「色彩感情の世
界」(図 2) において，色彩研究でよく用いられる統計モ
デルを記述するための基本概念を定義した．
「変数」は
共通世界の「基本属性」を参照しており，これによって
変数の性質が記述される．変数の下位概念は「観測変
数」と「潜在変数」であり，実際に観測された変数と
統計モデルにおいて仮定された変数に対応する．した
がって，
「観測変数」の下位概念として「評定尺度」と
「色彩属性」が位置付けられる (図 3)．評定尺度は「共
通世界」において定義した「双極形容」という定性的
属性を参照し，色彩属性は「色彩三属性」という定量

図 3: 統計モデルにおける変数

図 4 が示すように，
「目的-説明」は「変数」が担う目
的変数と説明変数という部分概念をもっており，目的
変数と説明変数のセットを表している．
「線形回帰モデ
ル」，
「因子分析モデル」，
「主成分分析モデル」はそれ
ぞれのコンポーネントとして「目的-説明」をもつよう
に定義した．線形回帰モデルはコンポーネントを一つ
持ち，因子分析モデルと主成分分析モデルはコンポー
ネントを一つ以上持つ．線形回帰モデルと因子分析モ
デルのコンポーネントは一つの目的変数と一つ以上の
説明変数から構成され，主成分分析モデルでは一つ以
上の目的変数と一つの説明変数から構成される．因子
分析モデルにおける説明変数を担った潜在変数が共通
因子であり，複数の共通因子によって観測変数の担う
目的変数が説明されることが記述される．
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図 5: 線形回帰モデルのインスタンス

図 4: 統計モデルにおける目的変数と説明変数

3.2

統計モデルのインスタンス

色彩感情の世界で定義した基本概念を用いて，線形
回帰モデルによる色彩感情と色彩属性の関係の記述を
することができる．例えば，先述の Lee ら [4] によって
得られた，
「美しさ」を色彩メトリックで回帰した予測
式は y = 2.031 + 0.016L∗ + 0.013|∆L∗ | − 0.010|∆H ∗ |
である．図 5 はこの線形回帰モデルにおける変数同士
の関係を記述した例である．これは一つの目的変数と
三つの説明変数から構成されており，目的変数は「美
しさ尺度」という評定尺度を参照している．また，三
つの説明変数はそれぞれ L∗, |∆L ∗ |, |∆H ∗ | という
色彩メトリックを参照している．このようにオントロ
ジーに基づいて回帰モデルを表現することで，どの変
数がどの変数へ影響を及ぼしているかという目的変数
と説明変数の関係と共に，それぞれの変数の属性を明
確にすることができる．
図 6 は先述の Gao ら [5] による記述的次元の評定尺
度について因子分析した結果を，オントロジーの因子
分析モデルによって記述した例である．先に定義した
基本概念である評定尺度と色彩属性用いて，それぞれ
の目的変数である評定尺度がどのような因子によって
説明されているかということが記述される．図中の明

るい-暗い尺度は力量性因子と活動性因子によって説明
され，やわらかい-かたい尺度は力量性因子によって説
明されている．
図 7 は「説明-目的」の概念を用いて力量性，活動性，
色彩温度という三つの因子がそれぞれ L∗ ，C ∗ ，h に
よって説明されることを示している．この「説明-目的」
はそれぞれの統計モデルにおけるコンポーネントとい
う部分概念であるが，そのコンテクストの外ではどの
目的変数がどの説明変数によって説明されるかという
ことを示している．したがって，説明変数と対になる
目的変数のクラス制約が他の説明変数となっている場
合には，それをたどることで元の説明変数が他のどの
ような変数を説明するかという関係の連鎖を確認する
ことができる．このようにオントロジーに基づいて因
子分析モデルを表現することで，それぞれの因子に対
応する色彩属性を明確にすると共に，記述された目的
変数と説明変数の関係の連鎖をたどることができる．

4

色彩感情の体系化に向けて

評定尺度と色彩属性を統計モデルの変数とし，どの
目的変数がどの説明変数によって説明されるかという
関係を記述することで評定尺度すなわち色彩感情を特
徴づけることができた．しかし，この方法では十分に
色彩感情を記述できない事例がある．本節ではそこに
残された課題とその解決方策について述べる．

4.1

感情状態としての色彩感情

前節で取り上げた研究では，評定尺度に共通する要
因を抽出することによって色彩感情を捉えようとする
ため，評定尺度が何を測定しているかが問題であった．
その一方で，感情状態を測定するためにあらかじめ構
成された評定尺度を用いることで，その測定の枠組み
[10] において色彩感情を記述することができる [11]．そ
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図 7: 因子と対応する色彩属性のインスタンス

図 6: 因子分析モデルのインスタンス

の枠組みとは，Pleasure-Arousal-Dominance という感
情の三つ次元における，それぞれ正負の 8 通りの組み合
わせで感情状態を記述するというものであり，その測
定には 47 個の評定尺度を使用する．この研究では，ま
ずその評定尺度を用いて単色刺激の評価を行わせ，そ
れによって算出された Pleasure，Arousal，Dominance
の次元と色彩属性との関係について重回帰分析が行わ
れた．それによると，Pleasure，Arousal，Dominance
はすべて明度と彩度の二つの変数で説明され，それぞ
れの変数の係数によって特徴づけられている．
これと同様に感情の三つの次元を仮定した色彩感情
の研究として，SAM 尺度を用いた単色の評定実験が挙
げられる [12]．SAM 尺度は Lang[13] 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お
り，Valence，Arousal については先述の感情状態を表
す Pleasure，Arousal と非常に高い相関がある [14]．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 SD
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．
この研究で用いられた単色の刺激は 5 つのトーンに
分類されており，それぞれのトーンにおける彩度の水準
と Valence，Arousal，Dominance の評定値との間に正

の相関が見られた．さらに，彩度の順にならべたトーン
と Valence，Arousal，Dominance の評定値との間には
逆 U 字の関係が見られた．この知見からも，感情の状
態を表す Pleasure/Valence，Arousal，Dominance は
明度と彩度の両者と密接な関係があると考えられる．
感情の状態を表す Pleasure，Arousal，Dominance
は，SD 尺度を因子分析した結果である評価性，活動性，
力量性と相似であとされている [10]．また，pleasuredispleasure という概念は刺激の評価性と同等であり，
arousal-nonarousal という概念は刺激の活動性の相関
し，dominance-submissive という概念は刺激の力量性
と逆の関係にあるとされている [11]．しかし，前節で
取り上げた研究では活動性と力量性はそれぞれ明度と
彩度に対応するものであったため，感情状態を基底す
る Pleasure，Arousal，Dominance はそれらとは別の
ものとして捉えられる．

4.2

色彩感情を区別するための要件

このように感情の状態として捉えられる色彩感情
を統計モデルのインスタンスとして記述する場合に，
Valence と Arousal の尺度が感情状態を表す Pleasure，
Arousal と高い相関関係にあることと，さらにそれら
が明度と彩度という要因で説明されることは記述可能
である．しかし，明度と彩度がすべてに共通した要因
となっているため，それぞれの尺度がどのような要因
を説明変数として持つかということだけでは目的変数
の違いを明確に記述できない (図 8)．したがって，統
計モデルのインスタンスにおいて目的変数が説明変数
の影響を受けるという関係のみではなく，その影響の
度合いも記述される必要があると考えられる．
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数多くの事例

係数: 0.69
係数: 0.22
フィードバック

係数: -0.31
係数: 0.60

持つべき構造の同定
図 9: インスタンスモデルが持つべき構造の同定方法
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係数: -0.76
係数: 0.32
図 8: 説明変数の影響度によってのみ目的変数が特徴づ
けられる例

また，前節で挙げたような評定尺度に共通する要因
の分析は，いわば探索的に色彩感情の性質を抽出して
おり，感情状態を測定・記述する枠組みにおいて得ら
れた知見と直接的に比較することが難しいと考えられ
る．なぜならば，感情状態を測定・記述する枠組みに
おいて Pleasure，Arousal，Dominance を算出するた
めに用いる評定尺度を，因子分析モデルのインスタン
スとして記述したとしても，図 8 と同様にすべてに共
通した要因のみ抽出され，それだけでは評定尺度を特
徴づけることが出来ないからである．これを解決する
ためには，色彩感情とそれを測定するために用いた評
定尺度が，その他の知見においてどのような要因に特
徴づけられているかということを，まずインスタンス
モデルとして記述し，その上でそれらのインスタンス
モデルを区別する特徴を同定しなければならない．例
えば，可能な限り集めたインスタンスモデルに多く見
られる構造を明らかにし，それをフィードバックする
形で目的のインスタンスモデルが持つべき構造を同定
するということである (図 9)．

おわりに

本研究は評定尺度に着目することで，その尺度上の
値として表出される色彩感情を明確に記述するための
基本概念を定義した．その基本概念に基づいて，色彩
研究から得られた知見を統計モデルのインスタンスと
して記述した．これによって，統計モデルにおける目的
変数と説明変数の属性が明確に記述されると共に，着
目したひとつの変数が他の変数へ与える影響をたどる
ことができた．
ただし，すべての評定尺度が共通した要因のみで説
明される場合には，説明変数としてどのような要因を
持つかということだけでは不十分であり，目的変数が
説明変数から受ける影響の度合いを記述しなければな
らない．また，感情の状態を測定・記述する枠組みの
ように，ある測度を表すように評定尺度群があらかじ
め構成されている場合には，その他の知見において評
定尺度のひとつひとつが他の要因に特徴づけられるイ
ンスタンスを数多く収集しながら，評定尺度を特徴づ
ける要因を探索的に検討する必要がある．
これらの課題を解決し，より多くの色彩研究から得
られる知見をオントロジーに基づいて記述することが
できれば，色彩感情に関する知見をコンピュータベー
スのシステムへ実装することが容易になる．また，コ
ンピュータベースのシステムにおいて色彩研究の知見
を利用する際に実装する概念の見通しが良くなり，ア
ドホックな実装を抑止できると考えられる．それに加
えて，オントロジーによる記述は，色彩感情における
評価的次元と記述的次元に対して統一的な視点を与え
ることで色彩感情に関する研究の発展にも貢献が期待
される．
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