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１．ま　え　が　き

電子ディスプレイ，印刷，写真の色再現においては，人

間の肌色の再現が最も重視される1）～3）．Bartleson4）は50

年余り前に，肌色として許容されるカラープリントの色は，

実測した肌色よりも肌色の記憶色（Memory color）に近い

色であるとした．このBartlesonの指摘以来，さまざまな

メディアで好ましい肌色について検討されてきた．そして，

肌色再現については，記憶色に沿って再現すれば好ましい

色再現が得られるとされ，機器開発における肌色再現の研

究は一旦下火になった感がある．しかし，鈴木1）は，好ま

しい肌色とは，その人物を含んだ状況全体のイメージを構

成する重要な要素であり，その状況に依存して好ましい肌

色が存在するとしている．

一方，近年の製品開発では，製品の利用状況や個々の

ユーザの感性に適合させることが求められている5）～7）．し

たがって，平均的に好ましい肌色再現を実現するだけでな

く，個々のユーザからのさまざまないわゆる感性語による

要求にも対応していく必要がある．プリントシール機はそ

の最たる例と言える8）9）．プリントシール機には昇華型熱

転写プリンタが用いられているが，ポートレートの出力が

主要用途であるために肌色の再現がとりわけ重要である．

また，プリントシール機では，リアルな再現を前提とした

好ましさや美しさだけでなく，「盛る」といった言葉で代表

される言わばヴァーチャルな再現が求められる8）．さらに，

ユーザは10代の若年女性が中心であり，この世代の嗜好の

トレンドを考慮する必要がある．

感性的要素を含んだ画質を多元的に評価するための心理評

価の方法としては，主としてSD法が用いられてきた10）～12）．

しかし，最近の高画質画像における画質の微妙な違いを主

観評価するためには，一対比較のような相対評価の方が適

していると考えられる．

本研究では，シェッフェの一対比較法を用いて，肌色再

現の異なる画像を比べた場合，例えば，「血色が良い」とい

う評価語について，どちらがどのくらい良いと感じるかを

相対評価させた．これを多数の評価語について実施した．

この多次元の評価結果を多次元尺度構成法（MDS ：

Multidimensional scaling）で分析することによって，色再

現の異なる画像の心理空間上の位置を特定した．MDSは結

果の表現方法が主成分分析と類似しており，評価対象間の

関係を低次元空間における点の布置で表現する手法であ

る．すなわち，類似性がユークリッド空間における距離と

線形関係にあることを仮定し，類似性の高いものを近くに，

類似性が低いものは遠くに配置する多変量解析の一手法で

ある13）．

具体的には，プリントシール機による肌色再現の異なる

あらまし プリントシール機の肌色再現は，リアルな再現を基本とする一般的な好ましい色再現とは異なり，さま

ざまないわゆる感性語による言わばヴァーチャルな再現が求められる．本研究では，プリントシール機によるポート

レート画像の肌色再現を組織的に変えた6種類のサンプルに対して，好ましさだけでなく，さらっと感，透明感と

いった感性語を主とする22の評価語を用いて，27名の女子学生によるシェッフェの一対比較実験を行った．一対比

較の結果に多次元尺度構成法を適用して，6種類のサンプルを心理空間上に布置した．そしてサンプルの心理空間上

の布置とL*a*b*色度図上の布置とを対応づけた．その結果，単に好ましい肌色再現を行うことを目的とした評価と

は異なり，特定の感性語によるユーザ要求に対応した肌色再現の可能性が示された．本研究で採用した評価方法は，

色再現の評価だけでなくさまざまな製品の質感評価，感性評価に有効であると考えられる．
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6種類のポートレート出力を，メインユーザとなる27名の

女子学生が22の評価語で一対比較した．その結果得られる

各サンプルに対する多次元の評価結果の類似性に対して

MDS法を適用し，各サンプルを心理空間上に布置した．

そして，各サンプルの心理空間上の布置とL*a*b*色度図

上の布置とを対応づけて検討した．これらの結果からユー

ザの心理評価構造を考慮した肌色再現について考察した．

２．方　法

2.1 実験参加者

実験参加者は，プリントシール機のメインユーザが若年

女性であることを考慮して，都内8大学から27名の女子大

学生をリクルートした．年齢は19～22歳，平均19.8歳で

あった．いずれも複数回のプリントシール機の使用経験が

あった．

2.2 評価サンプル

評価サンプルはプリントシール用の昇華型熱転写プリン

タで出力された20歳代の女性2名のポートレートであっ

た．一つの画像サイズは横26mm×縦31mmである．プリ

ンタのパラメータ設定を変えて，肌色再現を組織的に変え

た6種類のサンプルを生成した．これらのサンプルを図1

に示したように，対にしたパネルを全15対（6C2）について

作成し，一対比較実験に供した．

各サンプルの肌色の色度L*a*b*の測定結果を図2に示し

た．色度の測定は，まず，原画像の目，口，眉の部分を除

く顔の領域からランダムに30箇所のRGB値を読取り，原画

像の顔の平均的なRGB値を求めた．次に，平均的なRGB値

で作成した肌色のパッチを6種類のサンプルと同一のパラ

メータ設定で出力した．そして，これらのパッチを分光放

射計（コニカミノルタ製CS-2000），フィラメント系光源，

標準白色板（色彩研究所製）を用いて，垂直照明－45度測定

（45/0）で測定した．光源はD65を仮定している．

本研究の6種類のサンプルは，印刷や写真における好ま

しい肌色再現を検討した先行研究2）11）14）～20）と比較すると，

L*は比較的高いがa*b*の範囲はほぼ先行研究の好ましい

肌色の範囲に収まっている．したがって，一般的に好まし

いとされる肌色の色度の範囲内での評価実験といえる．な

お，サンプル1と2はイエロー寄りの肌で，1を弱，2を強

に設定した．以下同様に3と4はマゼンタ寄り，5と6はシ

アン寄りに設定した．

2.3 手続き

一対比較の方法は，左右のサンプルを同時に観察できる

ので，評価順序を考慮しないシェッフェの一対比較，中屋

変法23）を適用した．すなわち，各参加者は，6種類のサンプ

ルのすべての組合せ6C2=15対を一対ずつ手に取って，表1

に示した感性語を主とする22の評価語について，図3の7

点尺度で比較評価した．各参加者には，肌色の違いによっ

て画像から受ける印象を各評価語で相対的に評価するよう

に指示した．なお，サンプルは肌色以外の部分も色の変化

が生じるため，その影響がないとは言い切れないが肌色に

注目させた評価であるため影響は充分に小さいと考えた．

評価語の評価順序は，最初に最も評価しやすいと思われる

「血色の良さ」を評価し，最後の22番目に総合的な意味で

「好ましさ」を評価した．2番目から21番目の評価語の評価

順序は，被験者ごとにランダムにした．
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図2 評価サンプルの肌色の色度

図1 評価サンプルの例（一対比較用にペアにした状態）

表1 一対比較に用いた22の評価語

図3 シェッフェの一対比較に用いた尺度



実験時間は休憩を含め約2時間であった．休憩は参加者

の自発休憩とし，集中力を欠かさないように適宜休むよう

指示した．評価環境は，色比較用D65蛍光灯照明下，視距

離約40 cmであった．照度は1,000～1,200 lxであった．

なお，表1に示した22の評価語は，主としてプリント

シール機用のプリンタサプライヤがユーザ要求を受ける際

に用いられている感性語である．

また，各評価語における15対の一対比較の後，当該評価

語に対して一貫した評価ができたかどうかについて5段階

のリッカート尺度で主観評価させた．すなわち，1：まっ

たくそう思わないから，5：非常にそう思うの5段階で

あった．これによって，各評価語に対する評価の主観的な

確信度を得た．

３．結果と考察

3.1 評価結果の有意性と評価者間の一致度

22の評価語のうち「盛れてる感」と「抜け感」については，

意味がわからないという参加者がいたため分析から除外し

た．シェッフェの一対比較（中屋変法）のモデルにおいて上

記2項目を除いた20項目の評価各々についてサンプル間で

有意差が認められるか分散分析を行った23）．その結果，20

の評価語は，いずれも主効果すなわちサンプル間で有意で

あった（いずれもF（5,260）>2.25, p<0.05）．

一方，各評価語おける6つのサンプルの評価が評価者間

で一致していると言えるかどうかについて，ケンドールの

一致係数を求めて検定した24）．2人の順位付けが一致して

いるかどうかを判断する場合は順位相関係数が有効である

が，3人以上の場合は，ケンドールの一致係数が使われる．

最も一致係数が高かったのは，血色の良さ（一致係数

W=0.66），次に，ぱっとした明るさ感（W=0.61），さらっと

感（W=0.60）の順であった．なお，立体感，ふんわり感，な

めらか感，化粧感の4つの評価語については，評価者間の一

致性が有意でなかったため，その後の分析から除外した．

3.2 ケンドールの一致係数と評価の確信度

図4にケンドールの一致係数と主観的な評価の確信度と

の関係を各評価語についてプロットした．評価の確信度が

低い項目は，参加者にとって評価が難しかったことを意味

する．「好ましさ」は，確信度は高いが，一致係数はさほど

高くない．これは参加者によって嗜好がある程度異なるこ

とを意味する．一方，繊細感，なめらか感，かたい，ぷる

んと感は，確信度が低く，評価に自信がないことを示して

いる．本研究で行ったような心理評価実験においては，被

験者間の評価の一致性と評価の確信度の両方の要因を考慮

して評価語を選択する必要があると言えよう．

3.3 評価語間の評価の類似性

6つのサンプルに対する評価が評価語間でどのように相

関しているかを検討するために，階層クラスター分析を

行った．デンドログラムを図5に示す．例えば，さらっと

感，すっきり感，透明感の評価の類似度が高い．これらは，

ほぼ同じ特性を参加者に問うている可能性が高く，評価語

の縮減に反映できる．もちろん，肌色の再現性を変数とし

た実験であるので，それ以外の要因を変数とした場合には，

この結果を直接適用できるとは限らない．

3.4 各評価語における一対比較の結果

図6は，図5のデンドログラムに“★”で示した5つの評

価語に絞り，一対比較の結果を最小有意差と併せて示した

ものである．これら5つの評価語は各クラスターにおいて

ケンドールの一致係数が最も高かったものである．図中の

数字はサンプル番号を示す．番号の背景色は，各サンプル

の肌色のシフト方向の色を強調して表したものである．例

えば，さらっと感とぱっとした明るさ感については，評価

対象とした6種類のサンプルの中では相対的にシアン方向

の評価が高いことを示している．同様に，やわらかいと血

色の良さはマゼンタ方向，こってり感はイエロー方向の評

価が高いことを表している．

図7は，分析した20の評価語から評価者間の一致性が有

意でなかった4つの評価語を除いた16の評価語における各
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図4 主観的な評価の確信度とケンドールの一致係数

図5 評価語間の評価の類似性



サンプルの一対比較の結果をレーダーチャートで表したも

のである．評価語の並びをクラスター分析の結果に基づい

て類似性の高いもの同士を近づけ，各サンプルのプロファ

イルを際立たせてある．例えば，さらっと感，すっきり感，

透明感が高いのは，サンプル5と6である．これらは図2に

示した色度ではa*b*が比較的小さく，L*が高い．一方，

サンプル3と4は血色が良く，やわらかく，ぷるんと感が

高い．これらのサンプルは，a*が大きく，L*は低い．同

様にサンプル1と2はこってり感と厚塗り感が高い．これ

らはb*が大きく，L*は中庸である．

このように16の評価語による一対比較の結果から各サン

プルの肌色再現に対する評価者の心理評価のプロファイル

が表現できた．しかし，感性語による個々のユーザからの

要求をより的確に肌色再現に反映させるためには，各サン

プルを心理空間上に布置する必要がある．

3.5 評価したサンプルの心理空間上の布置

図8に16の評価語に対する評価結果を多次元尺度構成法

（MDS）で分析し，各サンプルの心理空間上の位置をプ

ロットした．本研究では，IBM SPSS version 17.0の

ALSCALを用い，尺度水準を間隔尺度に指定して各サンプ

ルの16の評価語に対する一対比較の結果を投入しMDSを

実行した．

なお，図中の矢印は，各評価語の6つのサンプルに対す

る一対比較の結果を目的変量にして，6つのサンプルのX

座標，Y座標を説明変量とする重回帰分析から得られる係

数を各評価語のベクトルとして表したものである．16の評

価語のうち重回帰分析が有意であった12の評価語（いずれ

もF（2, 3）>9.56, p<0.05）を示している．各評価語のベクト

ルから，意図した心理評価を得るためにはどのサンプルの

特性に近づければ良いかが把握できる．

これら結果は，プリントシールの肌色再現に対する若年

女性ユーザの心理評価構造を表しており，個々のユーザか

らの感性語による要求に応じた肌色再現を実現するための

手がかりとなり得る．

本実験では色度を組織的に変えたサンプルを評価対象と

しているために，各サンプルの色度図上の布置（図2）と心

理空間上の布置（図8）とがある程度対応している．そこで，

図9にL*a*b*色度図上に各サンプルの色度と各評価語のベ

クトルの方向をプロットした．すなわち，図9における矢

印は，各評価語の6つのサンプルに対する一対比較の結果

を目的変量にして，6つのサンプルのa*座標，b*座標を説

明変量とする重回帰分析から得られる係数を各評価語のベ

クトルの方向として表したものである．16の評価語のうち

重回帰分析が有意であった6つの評価語（いずれもF（2, 3）

>9.56, p<0.05）だけを示している．
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図6 縮減した5つの評価語における一対比較の結果

図7 一対比較結果のレーダーチャート

図8 MDSによる各サンプルの心理空間上の布置

矢印は各評価語のベクトル，R2は自由度調整済み決定係数．



図9は，これら6つの感性語ないし評価語による若年女

性ユーザの要求に対する解を示していると言える．例えば，

透明感と厚塗り感とはb*軸と平行にほぼ逆の方向性があ

る．透明感を得るためにはb*を下げ，厚塗り感を得るため

にはb*を逆に上げればよい．同様に血色の良さとぱっとし

た明るさ感はa*軸と平行に逆の方向性がある．ぱっとした

明るさ感はa*を下げる方向で得られ，血色の良さはa*を

上げる方向で得られる．さらに「やわらかい」と「かたい」

という感性的な印象については，a*を上げ，b*を下げる

ことによって「やわらかい」印象が得られ，その逆方向で

「かたい」という印象が得られる．

以上の結果は，あくまでもプリントシール上のポート

レートを若年女性ユーザが観察した場合の結果であり，評

価者の年齢などの属性や評価の文脈によっては，本研究と

異なる結果が得られる可能性があることは多くの先行研究
11）12）14）～22）が示している．

４．む　す　び

プリントシール機によるポートレート画像の肌色再現を

組織的に変えた6種類のサンプルに対して，いわゆる感性

語を主とする22の評価語を用いて，27名の女子学生によ

るシェッフェの一対比較実験を行った．一対比較の結果に

対して多次元尺度構成法（MDS）を適用して6つのサンプル

を心理空間上に布置した．そして，サンプルの心理空間上

の布置とL*a*b*色度図上の布置とを対応づけた．

その結果，単に好ましい肌色再現を行うための評価とは

異なり，ユーザの心理評価を多元的に捉えることができた．

それによって，特定の感性語によるユーザ要求をより的確

に肌色再現に反映させることが可能であることが示され

た．また，顔領域の色のレンダリングを組織的に変えるこ

とによって，ユーザの心理応答を制御できる可能性が示唆

された．

本研究で採用した評価方法は，色再現の評価だけでなく，

一対比較が可能なあらゆる製品の質感評価，感性評価に有

効であると考えられる．
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図9 各サンプルのL*a*b*色度図上の位置，および6つのサンプルの

一対比較結果に基づく各評価語のベクトルの方向，16評価語の

うち重回帰分析が有意となった6つの評価語を記載．R2は自由

度調整済み決定係数．



J103

論　文□プリントシール機の肌色再現に関する若年女性ユーザの心理評価構造の分析

竹本
たけもと

雅憲
まさのり

2006年，慶應義塾大学大学院博士課程修
了．同年，奈良先端科学技術大学院大学COE特任助手．
2007年，同大学特任助教．2008年～2010年，（株）豊田中
央研究所客員研究員．2011年，成蹊大学理工学部助教．
2015年，同大学理工学部准教授．自動車の人間工学，ディ
スプレイの人間工学的評価等の研究に従事．博士（工学）．

中村
なかむら

芳知
よしとも

1992年，愛媛大学大学院理学研究科修
了．同年，三菱電機（株）入社．表示装置の開発等に従事，
現在，同社先端技術総合研究所業務部技術情報課長．正
会員．

高柳
たかやなぎ

亜紀
あ き

2013年，立命館大学理工学研究科修了．
同年，三菱電機（株）入社．現在，同社先端技術総合研究
所映像処理技術部研究員．

窪田
く ぼ た

悟
さとる

1976年，成蹊大学工学部卒業．同年，
同大学工学部助手．2002年，同大学工学部教授．2014年，
エルゴデザイン研究所を起業．現在，同所代表，（公財）
大原記念労働科学研究所客員研究員．製品やシステムの
人間工学設計，人間中心設計に関する研究に従事，博士
（工学）．正会員．


