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11. はじめに 
化粧の心身への望ましい影響が指摘され，視覚

障がい者に対するメイクアップの講習等が実施さ

れているが，視覚健常者によるサポートが前提と

なっている。しかし化粧は，原則として自己の要

望に合わせて自己を表現する手段であり，自身の

顔等に繰り返し施しながら手先・指先等の動作を

習得していく技法である[1]。従って，視覚障がい

者に関しても，自身で実施するための化粧支援シ

ステムの導入が望まれる[2]。 

ここでは化粧の中でも多くの女性によって実施

され，しかも化粧の効果が高いとされるリップメ

イクとアイメイクに着目して，主として 10～60 才

の日本人女性の視覚障がい者を対象とする化粧支

援の検討を行う。 

視覚障がい者を対象としたこれまでの化粧学習

支援システムでは，ユーザに対する支援インタフ

ェースの検討が不十分である。点図などの触覚を

利用するハードウェアが開発されているが，広く

普及しているとは言い難い。ここでは，多くの視

覚障がい者が多くの環境で利用できる日本語の音

声をインタフェースに用いる。 

既に筆者らは，リップメイクおよびアイブロウ

に関して，メイクする者が希望する形状を，その

メイク結果の印象を示すことばで表わして，視覚

障がい者による形状選択の指針とした。メイク作

業の指示に必要な位置については，メイクし易い

精度の位置モデルを導入し，位置を音声で指示す

る際の分かりやすい位置の呼称を提案し，インタ

フェースの中で用いた[3]。 

ここではリップメイク，アイブロウおよびアイ

シャドウに関して，メイクする者が希望する色の

選択を可能にするため，色をメイク結果の表現効

果を示すことばで表わす。これによる色選択を用

い，既に報告済みの形状選択とともに化粧支援の

インタフェースを構成する。 

2. 表現効果による色の選択 
メイクに用いる色の特定には，通常の色名では

不十分であり，化粧品メーカは独自の色名を化粧

品の識別に採用している。多くの場合，化粧品ユ

ーザは化粧品をその色名で選択するのではなく，

サンプル等で化粧品の色の表現効果を確認した上 

 

 

 

で選択し，色名は化粧品購入時等における識別子

として用いるにすぎない。化粧品メーカは，化粧

品ユーザによる化粧品選択のサポートのために，

色名に対応する色の表現効果を形容詞・形容動詞

等のことばによってカタログ等に示していること

も多い。 

メイクに用いる色の選択・指定を視覚障がい者

が行うことを可能にするために，ここではメイク

の化粧品の色の表現効果をことばで説明して，そ

の中から選択を行い，その説明に対応付けた色名

によって指定する。 

文献[4]は化粧後の顔の"イメージ"を表わすこと

ば(かわいい，おとなしい，華やか，大人っぽい)

を提案し，これらのイメージを選ぶことによって，

アイシャドウと口紅のトーンを決定する手法を提

案している。 

視覚障がい者による色の選択を容易にするため

に，色分類の簡素化は不可欠であるが，市販され

ている化粧品，特に口紅の色の多様性を考慮する

と，この分類では不十分である。 

そこでここでは，口紅，アイブロウ，アイシャ

ドウについて，それらの色を，それぞれ 6 種類，2

種類，7 種類に分類し，それらの表現効果を典型的

に示すことばに色名を対応付ける。さらにこの分

類の各項目を細分類するクォリファイアを導入し，

同じ分類(色名)の中でのさらに細かい選択を可能

にしている。 

2.1 リップメイク 
代表的な化粧品メーカが提供する主要な口紅の

色を調査して，6 種類に分類する。ピンクに分類さ

れる口紅に関する化粧品メーカ固有の色名とカタ

ログに示された色とを，付表 A.1.2 に示す。他の

分類の付表 A.1.1, A.1.3～A.1.6 は，掲載を省略。

この各分類の色の口紅としての表現効果を示すこ

とばに，色名を対応付けて表 1 に示す。 

この各分類を細分類するクォリファイアとして，

"表現効果の強さ"を導入して，同じ分類(色名)の

中でのさらに細かい選択，すなわち表現効果の"強

め"，"普通"，"弱め"による選択を可能にしている。 

表 1  口紅としての色の表現効果  

 分類付表  色名    表現効果  

A.1.1 レッド 派手, 女性らしい   

A.1.2 ピンク かわいらしい, 初々しい  

A.1.3 オレンジ 元気, フレッシュ   
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A.1.4 ベージュ 万人受け, 無難   

A.1.5 ブラウン 大人っぽい, 健康   

A.1.6 ローズ 欲求顕わ, ギンギン 

22.2 アイブロウ 
代表的な化粧品メーカが提供する主要なアイブ

ロウの色を調査して，2 種類に分類する。この各分

類の色のアイブロウとしての表現効果を示すこと

ばに，色名を対応付けて表 2 に示す。この各分類

に含まれる化粧品メーカ固有の色名の付表は省略。 

表 2  アイブロウとしての色の表現効果  

 分類付表  色名     表現効果   

A.2.1 ブラウン 明るく優しい   

A.2.2 グレー きつくなく, はっきり 

この各分類を細分類するクォリファイアとして，

"色の濃さ"を導入し，同じ分類(色名)の中でのさ

らに細かい選択，すなわち色の濃さの"濃い"，"薄

い"による選択を可能にしている。 

2.3 アイシャドウ 
代表的な化粧品メーカが提供する主要なアイシ

ャドウの色を調査して，7 種類に分類する。なおこ

こでは，視覚障がい者によるアイシャドウの色の

選択とメイク操作とを容易にするため，2 色のパレ

ットに限定した。 

この各分類の色のアイシャドウとしての表現効

果を示すことばに，色名を対応付けて表 3 示す。

この各分類に含まれる化粧品メーカ固有の色名の

付表については，付表 A.3.4 以外を省略。   

表 3  アイシャドウとしての色の表現効果  

分類付表   色名     表現効果 

A.3.1 ピンク かわいい, 初々しい  

A.3.2 ベージュ 万人受け, 無難  

A.3.3 ブラウン 大人っぽい, 健康  

A.3.4 ブルー 知的, さわやか  

A.3.5 グリーン 安心, みずみずしい  

A.3.6 ゴールド 華やか, ゴージャス  

A.3.7 パープル 妖艶, 高貴   

この色名によって選んだアイシャドウのパレッ

トには，"色の濃さ"を異にする 2 色が用意されて

いる。アイシャドウを行う際の手順を示す対話的

なインタフェースの中でこのパレットの薄い色と

濃い色の使用がそれぞれ指示される。 

3. むすび 
化粧支援インタフェースの妥当性を調べるため，

実験システムを用意して，それを石川県視覚障害

者協会の視覚障害者情報文化センターに持ち込み，

そこでレビューいただいた。 

本研究に際して，視覚障がい者の立場で支援イ

ンタフェースを実際に評価し，多くの有益なコメ

ントを下さった視覚障害者情報文化センターの柴

野秀雄様および今井菜穂子様，並びに金沢工業大

学情報学部の平山亮教授に感謝する。 
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付表 A.1.2  ピンクに属する口紅の化粧品メーカ固有の色名とカタログに示された色 

資生堂

PK311 23 34 56 58 54

スイートピンク ソフトピンク チャンス ロワイヤリュー ボーイ

桃色 紅梅 桃色 赤紫 紅梅色 紅かば色
チェリーピンク ピンク ローズピンク チェリーピンク チェリーピンク チェリーピンク

33 35 B124 B125 53 10 6 24

ピンクベージュ シャイニーピンクレッド プレシス ベージュトリビュー ロゼベルガマスク ブロンドアンジャニュ

紅梅 桃色 肉桂色 (肉桂色) 肉桂色 紅梅 (紅梅 桃色
ピンク ピンク チェリーピンク （テラコッタ） テラコッタ ピンク ピンク ピンク

57 55 7

アヴァンチュール ロマンス ルファージュ

赤紫 つつじ色 バラ色
ローズレッド ローズレッド シグナルレッド

B525 59 61

エリーズ ボヌール

鉛丹 紅かば色 茜色
(キャロットオレンジ) ワインレッド ワインレッド

26

ローズリバティン

とき（鴇）色
ローピンク

PK407 4 52

ルージュバーミリオフェティシュ

赤紫 つつじ色 紅かば色
チェリーピンク ローズレッド ワインレッド

ルージュ ピュールクチュール

イブワンローラン

シマリングルージュ

カネボウ

フルグラマーリップスG ルージュココシャイン

シャネル

エンジェリックリップ

マックスファクター

 
  付表 A.3.4  ブルーに属するアイシャドウの化粧品メーカ固有の色名とカタログに示された色 

     

資生堂(インテグレート) カネボウ(KATE) SK-Ⅱ シャネル イブサンローラン

シャイニーシャワーアイズ ヂュアルブレンドアイズ クリアビューティアイシャドウオ ン ブ ルコ ン ト ゥ ラ ス トデ ュ オ オンブル デュオ ルミエール

BL205 BL-1 41 30 37

アイボリー+ブルー ブルータンドゥール スコーチングイエロー/ブリスタリングブルー

 


