
印象を評価した。まず、 トーンより鮮やかで強

い印象を与える トーンから黄色 値 進）

、紫色 値 進） 、緑色

値 進） を選択した。被験者には、

モニター上に課題を提示した後に、モニター上に

映し出された色を見ながら香りサンプルを嗅いでもら

った。香りのサンプルは、無色透明のガラス瓶に

で ％に希釈した香り または香り を匂い紙に約

滴下したものを準備した。本実験では、一連の

動作中の前頭前野部の脳血流を測定した。試験中

は体動を制御した状態で行った 。測定は 株

日立製作所製 ウ ェ ア ラ ブ ル光 ト ポ グ ラ フ ィ

チャンネル を用いて評価を行った。被

験者は女性 名にて行った。

実験結果

官能による評価方法 カップを用いた方法

香り 、香り と 色相環から抽出した 色の関

連性について女性被験者 名で検討した。その結

果、黄色の印象と定義した「明るくみずみずしい」印

象は のカラーの中でも黄色の際に最もスコア

が高く、また香りＡを封入したカップにおいてより「明

るくみずみずしい」印象のスコアが上昇したことが判

明した。また、紫色の印象と定義した「濃厚でコクのあ

る」印象は のカラーの中でも紫色の際に最もス

コアが高く、香り を封入したカップにおいてより「濃

厚でコクのある」印象のスコアが上昇したことが判明し

た。

生理学的手法

香り 種（香り と香り ）、色 種（黄色、緑色、紫

色）のそれぞれを提示した際の前頭前野部の脳血流

量を測定し、脳血流量のピークスコア値の平均値を

比較した結果、香り と黄色 、香り と紫色

に関しては、共に前頭前野の中央部分にお

ける脳血流量の増加が認められた。他方、香り と緑

色においては前頭前野の中央部分の脳血流量の増

加は認められず、香り と黄色、緑色においても前頭

前野部の中央部分における脳血流の増加は認めら

れなかった。

まとめ

トイレタリー製品において、ブランドの価値観のみな

らず店頭での視認性や香りが初度の購買行動の重

要なファクターといえる。香りとデザインの関連性を検

討することで、顧客の購買行動の一旦を掌握する一

助になるかもしれない。本研究では、色と香りの関係

性について、基礎的な知見を得ることを基点としてス

タートさせた。今回の研究では、香り素材の色を想起

しやすいレモンを選択した。その結果、報告 がある

ように官能的、生理的ともにレモン調合香料と黄色の

組み合わせに高い相関性がある可能性が示唆され

た。また、プルネラ調合香料では、プルネラ調合香料

と紫色の組み合わせに官能的、生理的に高い相関

性があることが示唆された。一方、レモン調合香料と

紫色の組み合わせ、プルネラ調合香料と黄色の組み

合わせでは官能評価で相関性が低く、プルネラ調合

香料と黄色の組み合わせでは生理評価においても

相関性が低い可能性があると示唆された。これは、色

の印象が一致した香りと、補色の関係性にある色の

組み合わせにおいて色の印象同様に補色の関係の

色と香りの印象は対比的な印象を有するのではない

かと考えられる。本研究を発端にして官能評価だけ

では評価しえない、情緒的・情動的な印象を脳血流

で評価することで、消費者の製品の購買時・使用時

での挙動に結びつけるべく応用していきたい。

参考文献

春原吉美 香りと色の共感覚性 色度の観点から

三浦久美子 齋藤美穂： 色と香りの調和性

実験風景

 香り A  香り B 

黄色 緑色 紫色 黄色 緑色 紫色 

Keywords: 色彩教育，パステル画，パーソナルカラー

パレット，イメージ表現，言葉での表現 

１．はじめに 

2016 年日本色彩学会の大会において、「指で描

くパステル画を使った色彩教育例」１）と題して発

表を行った。その中で、トーンの成り立ち（等色

相面）・配色・パーソナルカラーのパレットを用

いた色とイメージ表現という３つの事例から、色

彩学を学ぶツールとしての有効性や色彩教育に

おける利点を示した。 

２．研究目的 

全般的なデザインの分野において「デザインを

する」ということには、必要とされる要素が多々

ある。その中でも言葉やイメージから連想したも

のを色・形・素材を使って表現することにおもき

がおかれているが、デザインをしたものを言葉で

表現し相手に伝えることも等しく求められる要

素である。カラーコーディネートにおいても同様、

言葉やイメージを配色で表現することに加えて、

コーディネートした配色の印象を言葉で伝える

ことも必要となり、それこそが「色の翻訳」であ

り色彩教育において目指すべき着地点であると

考える。 

そこで今回の研究では、「色と形⇔言葉」のつ

ながりとその必要性についてより深く実感でき

る色彩教育を目的とし、前回の事例の一つである

「パーソナルカラーのパレットを用いた色によ

るイメージの表現」（言葉から色と形を連想する

色の翻訳の体験）を主軸に、「言葉で表現する」（色

と形から言葉を連想する色の翻訳の体験）を加え

て実施した事例とともに示す。また、実施に伴い

得られたデータを基に、パーソナルカラーの他分

野へ応用・展開の可能性についての考察を示す。 

 

３．実施方法 

＜手順＞ 

①言葉を色・形で表現する 

②色・形を言葉で表現する 

③連想されやすい色・形・言葉の特徴を知る 

手順①では、３つのイメージワードから連想し

た色と形を使って指で描くパステル画で自由に

表現するもので、「言葉→色と形」のつながりを

確認する体験である。抽象的な作品が描きやすい

パステル画は、「色とイメージのつながり」を実

感しやすいという色彩教育での利点は、前回示し

たとおりである１）。 

手順②は、「色と形→言葉」のつながりを確認

できる体験として今回試みた事例である。４種類

のデザイン画のそれぞれから連想できるイメー

ジワードを選択肢から回答するアンケート形式

で実施し、１種類のデザイン画に対して 40 個の

イメージワード選択肢の中から５つのイメージ

ワードを選ぶ。４種類のデザイン画（デザイン

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）（図１）は、パーソナルカラー

のパレットと各シーズンのイメージワード例 2）を

参考とし、各シーズンのパレットにある色とそれ

ぞれの特徴的な形を使い描いたものである。また、

選択肢は、各シーズンのイメージワード例から一

般的に使われやすいワードを各 10 個抽出した全

40 個（表１）を使用した。尚、40 個のイメージ

ワードには、手順①でパステル画を描くためのイ

メージワードの選択肢として用意したものも含

めており、手順③での体験まとめの際に自分が描

いた作品に立ち戻れるようにし、「色と形⇔言葉」

のつながりを双方向から確認できるようにした。

尚、今回実施した講座と参加人数については表２

に記す。 

パーソナルカラーパレットを使った「色と形⇔言葉」の色彩教育例  

Example of Color Education for “Colors & Shapes ⇔ Words” Using Personal Color Palettes 

矢田部 倫子 Rinko Yatabe 日本カラーコーディネーター協会 Japan Color Coordinator Association 
乾 宏子 Hiroko Inui 日本カラーコーディネーター協会 Japan Color Coordinator Association 
三木 ゆか Yuka Mitsugi 日本カラーコーディネーター協会 Japan Color Coordinator Association 
（日本色彩学会 パーソナルカラー研究会 Color Science Association of Japan Research Society of Personal Color） 
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図１：４種類のデザイン画 

表１：イメージワード選択肢の種類と区分 

 

表２：実施講座と参加人数 

 

手順③では、自分の回答と他の人の回答を比べ、

自分だけが感じているイメージワードなのか、他

の人と共感できるイメージワードなのかなどを

含めたディスカッションとともに全体の回答の

傾向を確認する。また、なぜそのイメージワード

が選ばれるのかについて、色・形から得られる印

象を解説し、手順①・②で体験したことのまとめ

として「色と形⇔言葉」の相互関係を知り、「表

現する」ことや「連想する」ことの重要性を伝え

る色彩教育方法として実施した。 

３．イメージワード回答結果と検証 

１）デザインＡ（表３） 

回答されたイメージワードは、「カラフルな」

が最も多く、その他「ポップな」・「陽気な」・「元

気な」・「活発な」・「楽しい」など、いずれもイメ

ージワードとしてはスプリングに区分されてい

るものであった。「カラフルな」が回答された理

由としては、色を散らしている感じから得られた

印象と考えられ、次いで挙げられた「ポップな」

にも通ずる印象である。また、「陽気な」・「元気

な」は自然界に多く見られ親しみやすさやなじみ

やすさのあるイエローベース特有の印象であり、

それが鮮やかであるが故の回答と考察された。

「元気な」・「活発な」は形の輪郭（境界）がはっ

きりしていることから派生したイメージワード

であると考えられ、大小のモチーフが不規則に配

置されていることも理由として挙げられた。その

他、ウインターに区分されるイメージワードも回

答されたが、スプリングとウインターに共通する

三属性の要素（鮮やか）から連想されたイメージ

ワードであると推断できる。 

２）デザインＢ（表４） 

回答されたイメージワードは、「エレガント

な」・「優雅な」が多く、その他「涼しげな」・「奥

ゆかしい」・「繊細な」など、いずれもイメージワ

ードとしてはサマーに区分されているものであ

った。「エレガントな」・「奥ゆかしい」が回答さ

れた理由としては、同系色相の濃淡や緩やかな流

れを感じさせる低彩度のグラデーションによる

印象と考えられ、ブルーベースの色相特有の印象

である「涼しげな」が加わり、いずれもサマーの

色特徴とのイメージのリンクを裏付けるものと

考察された。また、「優雅な」・「繊細な」という

回答は、細かい線の構成や不揃いの曲線を組み合

わせて作られている細長い形状によって感じら

れたイメージワードとして挙げられた。その他、

ウインターに区分されるイメージワードも回答

されたが、いずれもサマーとウインターに共通す

る三属性の要素（ブルーベース）から連想された

イメージワードであると推断できる。 
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表３：デザインＡに対しての回答結果 

 

表５：デザインＣに対しての回答結果 

 

表４：デザインＢに対しての回答結果 

 

表６：デザインＤに対しての回答結果 
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３）デザインＣ（表５） 

回答されたイメージワードは、「円熟した」・「深

みのある」が多く、その他「味わい深い」・「アン

ティークな」・「重厚な」など、いずれもイメージ

ワードとしてはオータムに区分されているもの

であった。「円熟した」・「深みのある」が回答さ

れた理由としては、大樹を連想させるようなイエ

ローベースで暗い色から派生したと考えられ、デ

ザイン画に含まれているブロンズ系金属色と捉

えられる色が「重厚な」・「アンティークな」とい

うイメージワードに繋がったと推考された。また、

窮屈とも感じられるようなモチーフの重なりが

「深みのある」・「重厚な」という言葉に繋がって

いる理由として挙げられた。その他、サマーに区

分されるイメージワードも回答されているが、オ

ータムとサマーに共通する三属性の要素（穏や

か）から連想されたイメージワードであると推断

できる。 

４）デザインＤ（表６） 

回答されたイメージワードは、「コントラスト

のある」・「シャープな」が最も多く、その他「イ

ンパクトのある」・「メリハリのある」・「人工的な」

など、いずれもウインターに区分されるイメージ

ワードであった。「シャープな」・「人工的な」は、

ブルーベースの色相かつ鮮やかな色を直線的に

使っていることから連想されたイメージワード

であると考察された。また、「コントラストのあ

る」・「メリハリのある」は、高明度×低明度もし

くは高彩度×無彩色という両極端の色をぶつけ

ることにより生まれるコントラスト感から得ら

れたイメージワードと考えられる。その他、サマ

ーに区分されるイメージワードも回答されてい

るが、ウインターとサマーに共通する三属性の要

素（ブルーベース）から連想されたイメージワー

ドであると推断できる。 

４．考察 

以上のような手順③でのディスカッションを

通して、いずれのデザイン画も区分されるイメー

ジワードが多く回答されていることがわかり、パ

ーソナルカラーパレットの色とそのシーズンの

特徴的な形を使うことで、区分されているイメー

ジワードの表現ができることが確認できる。また、

区分されるイメージワード以外が回答されてい

る場合でも、色や形の共通性が見られ、それに気

づくことで単一のイメージワードだけでなく、複

数のイメージワードを組み合わせる方がより明

確にデザインの印象を伝えることができること

も確認できる。これにより「色と形⇔言葉」のつ

ながりを双方向から確認でき、手順①の作品に立

ち戻ることで、今後の表現の幅を広げるきっかけ

とすることが今回の色彩教育方法において伝え

られることである。 

５．まとめと今後の課題 

今回のディスカッションを含めた体験を通し

て、「色と形⇔言葉」のつながり、そして、表現

されたものを伝えるための言葉の必要性を知る

機会とできることがわかった。また、パーソナル

カラーのパレットとイメージワードの関わりは、

パーソナルカラーの分野だけではなく、デザイン

の分野を含め「表現をする」ことが求められる分

野でも応用できるものであるといえる。 

尚、手順②で得られた回答傾向のうち、特に「モ

ダンな」というイメージワードについては、パー

ソナルカラーリストと一般との回答に差異があ

ることが受けとれる。これは、意味の捉え方の違

いを決定づけるものであり、単一の言葉を繰り返

すだけでなく、複数言葉を組み合わせて伝えるべ

きものの方向を示すことが伝える側に求められ

ることが改めてわかる。また、今回使用したデザ

イン画は、それぞれのシーズンの特徴を使ったも

のであるが、例えば、スプリングであればイエロ

ーベースで明るい色だけを使った場合とイエロ

ーベースで鮮やかな色だけを使った場合とでは、

同じ形を使っていても選ばれるイメージワード

の傾向は異なると予想される。 

今後の試みとしては、手順②によるより多くの

データを基に三属性の組み合わせによるイメー

ジワードの違いについても検証し、「色と形⇔言

葉」のつながりについてより深く研究していく予

定である。 

実施講座・参考講座 

A) ワークショップ：クルクルッと指描きパステルアート２（東京） 
（主催：一般社団法人日本カラーコーディネーター協会） 

B) ワークショップ：言葉と色を使ったイメージ表現（大阪） 
（主催：一般社団法人 日本色彩学会 パーソナルカラー研究会） 

C) 講座：パーソナルカラーリスト講座 プロ養成クラス（東京） 
（主催：色彩活用研究所サミュエル） 

D) 研修：色彩活用ライフケアカラー検定認定講師研修（東京） 

（主催：一般社団法人日本カラーコーディネーター協会） 
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