
ＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳ系統色名系統色名系統色名系統色名 JIS Z 8102 「物体色の色名」 2009/12/12

修飾語修飾語修飾語修飾語 注）JISの略記号は２文字

有彩色有彩色有彩色有彩色のののの明度及明度及明度及明度及びびびび彩度彩度彩度彩度にににに関関関関するするするする修飾語修飾語修飾語修飾語 PCCSPCCSPCCSPCCSとのとのとのとの比較比較比較比較 ＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳ系統色名系統色名系統色名系統色名のののの基本色名基本色名基本色名基本色名

1.（ごく）鮮やかな vivid vv v 有彩色有彩色有彩色有彩色 無彩色無彩色無彩色無彩色
2.明るい light lt b 1.赤：R 1. 白：Wt
3.つよい strong st s 2.黄赤：YR（O） 2. 灰色：Gy
4.こい deep dp dp 3.黄：Y 3. 黒：Bk
5.うすい pale pl lt　 4.黄緑：YG ※2※2※2※2
6.やわらかい soft sf sf 5.緑：G
7.くすんだい dull dl d 6.青緑：BG
8.暗い dark dk dk 7.青：B
9.ごくうすい very　pale vp p 8.青紫：PB（V）
10.明るい灰みの※1※1※1※1 light　grayish lg ltg 9.紫：P
11.灰みの※1※1※1※1 grayish mg g 10.赤紫：RP
12.暗い灰みの※1※1※1※1 dark　grayish dg dkg ※※※※2 2 2 2 YGYGYGYGのみのみのみのみマンセルマンセルマンセルマンセル標記標記標記標記とととと逆逆逆逆
13.ごく暗い very　dark vd －
ＪＩＳ：ライブライブライブライブ ラリーでパーライパーライパーライパーライ トを調べるべるべるべるパパパパパパパパ はまじまじまじまじググググ ー。
プログレプログレプログレプログレ ッシブなベリーダベリーダベリーダベリーダ ンスを追加してね。

無彩色無彩色無彩色無彩色のののの例例例例
無彩色無彩色無彩色無彩色のののの明度明度明度明度にににに関関関関するするするする修飾語修飾語修飾語修飾語 白 Wt うっとうっとうっとうっとうしい、
うすい pale pl うすい灰色 plGy ペンライトペンライトペンライトペンライトは未未未未だだだだ
明るい light lt 明るい灰色 ltGy できできできできないグレーな僕僕僕僕
中位の ←省略可 medium md (中位の)灰色 mdGy
暗い dark dk 暗い灰色 dkGy
ＪＩＳ無彩色はパリパリパリパリでででで目立目立目立目立つつつつ。。。。 黒 Bk

色相色相色相色相にににに関関関関するするするする修飾語修飾語修飾語修飾語　　　　注）「～みの」の略記号は1文字 ※1※1※1※1 「「「「明明明明るいるいるいるい灰灰灰灰みのみのみのみの」「」「」「」「灰灰灰灰みのみのみのみの」「」「」「」「暗暗暗暗いいいい灰灰灰灰みのみのみのみの」」」」のののの後後後後にににに
（（（（色相色相色相色相にににに関関関関してしてしてして細分化細分化細分化細分化がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合にににに用用用用いるいるいるいる）））） 付付付付けるけるけるける場合場合場合場合（（（（彩度彩度彩度彩度のののの低低低低いいいい有彩色有彩色有彩色有彩色））））
1.赤みの reddish r 赤みを帯びた 例）ベージュ（10YR7/2.5）
2.黄みの yellow y 黄みを帯びた 　　明るい灰みの赤みを帯びた黄
3.緑みの greenish g 緑みを帯びた 例）朽葉色（10YR5/2)
4.青みの bluish b 青みを帯びた      灰みの赤みを帯びた黄
5.紫みの purplish p 紫みを帯びた

色色色色みをみをみをみを帯帯帯帯びたびたびたびた無彩色無彩色無彩色無彩色にににに用用用用いるいるいるいる色相色相色相色相にににに関関関関するするするする修飾語修飾語修飾語修飾語
6.黄赤みの (yr) 9.青紫みの （pb） 12.赤みを帯びた黄みの r ･ y
7.黄緑みの （yg） 10.赤紫みの （rp） 13.黄みを帯びた赤みの y ･ r
8.青緑みの （bg） p ･ r g･ y

JIS物体色の系統色名（350色）　＝　修 飾 語　＋　JIS物体色の基本色名

有彩色（260色）  (1)「明度及び彩度」　＋  (2)「色相」に関する ＋　(3)「基本色名」
（10種類）

色味を帯びた  (2)「色相」に関する　＋  (1)「明度」に関する ＋  (3)「基本色名」
無彩色（84色） （3種類）

・JIS物体色の系統色名（350色）
有彩色（260色）

色味を帯びた無彩色（84色）
無彩色（6色）

合計 350色

慣用色名は、現在269色
慣用色名は系統色のフロクフロクフロクフロクです。

当資料の内容、画像の無断転載、転用については固くお断りします。
Copyright (C) 2009 Mottai-Navi All Rights Reserved.

 ltGy明るい灰色
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 mdGy
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有彩色（例）
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無彩色（例）
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（ごく）鮮やかな黄みの赤
強い緑

ごく薄い黄赤
 黄みの薄い灰色

14.緑みを帯びた黄みの
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修飾語（5種類）

青みの白
紫みを帯びた赤みの黒

 薄い灰色

物色パイレーツ

11.紫みを帯びた赤みの
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修飾語（4種類）

ＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳ系統色名系統色名系統色名系統色名のののの表示方法表示方法表示方法表示方法

修飾語（14種類）

に関する修飾語（13種類）



 ＜ ＜ ＜ ＜無彩色無彩色無彩色無彩色のののの明度明度明度明度のののの修飾語修飾語修飾語修飾語とととと有彩色有彩色有彩色有彩色のののの明度及明度及明度及明度及びびびび彩度彩度彩度彩度のののの修飾語修飾語修飾語修飾語のののの明度明度明度明度・・・・彩度彩度彩度彩度のののの位置関係位置関係位置関係位置関係＞＞＞＞

PCCSPCCSPCCSPCCSとのとのとのとの比較比較比較比較 青字：PCCS

(　　)内のJISは２文字で統一されている

w(Wt) (～Wt)

((((plGyplGyplGyplGy))))追加追加追加追加 (～plGy) p+p+p+p+(vp)(vp)(vp)(vp) lt+lt+lt+lt+(pl)(pl)(pl)(pl)

ltGy(ltGy) (～ltGy) bbbb（（（（ltltltlt））））
ltg(lg) sf(sf)

mGy(mdGy)(mdGy)(mdGy)(mdGy) (～mdGy) s(st) v(vv)

gggg(mg)(mg)(mg)(mg) d(dl)
dkGy(dkGy) (～dkGy) dp(dp)

dkg(dg) dk(dk)
Bk(Bk) (～Bk)

((((vdvdvdvd))))追加追加追加追加

ＪＩＳ：ライブライブライブライブ ラリーでパーライパーライパーライパーライ トを調べるべるべるべるパパパパパパパパ はまじまじまじまじググググ ー。

プログレプログレプログレプログレ ッシブなベリーダベリーダベリーダベリーダ ンスを追加してね。

当資料の内容、画像の無断転載、転用については固くお断りします。
Copyright (C) 2009 Mottai-Navi All Rights Reserved.
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＜＜＜＜基本色名基本色名基本色名基本色名「「「「青青青青」」」」のののの仲間仲間仲間仲間　（　（　（　（例例例例）＞）＞）＞）＞

藍染めの濃さ

瓶覗（かめのぞき） 4.5B 7/4 うすい
浅葱（あさぎ） 2.5B/5/8 ↑
縹（はなだ） 3PB/4/7.5 ｜
藍（あい） 2PB/3/5 ↓
紺（こん） 6PB/2.5/4 こい

当資料の内容、画像の無断転載、転用については固くお断りします。

Copyright (C) 2009 Mottai-Navi All Rights Reserved.
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 慣用色名 読み方 対応する系統色名 略記号 代表的なマンセル値 

 空色 そらいろ 明るい青 lt-B 9B 7.5/5.5 

 浅葱色 あさぎいろ あざやかな緑みの青 vv-gB 2.5B 5/8 

 藍色 あいいろ 暗い青 dk-B 2PB 3/5 

 瑠璃色 るりいろ こい紫みの青 dp-pB 6PB 3.5/11 

 群青色 ぐんじょういろ こい紫みの青 dp-pB 7.5PB 3.5/11 

 新橋色 しんばしいろ 明るい緑みの青 lt-gB 2.5B 6.5/5.5  

 納戸色 なんどいろ 強い緑みの青 st-gB 4B 4/6 

 瓶覗 かめのぞき やわらかい緑みの青 sf-gB 4.5B 7/4 

 縹色 はなだいろ 強い青 st-B 3PB 4/7.5 

 スカイブルー Sky blue 明るい青 lt-B 9B 7.5/5.5 

 ターコイズブルー Turquoise blue 明るい緑みの青 lt-gB 5B 6/8 

 マリンブルー Marine blue こい緑みの青 dp-gB 5B 3/7 

 シアン Cyan 明るい青 lt-B 7.5B 6/10 

 ベビーブルー Baby blue 明るい灰みの青 lg-B 10B 7.5/3 

 コバルトブルー Cobalt blue あざやかな青 vv-B 3PB 4/10 

 ネービーブルー Navy blue 暗い紫みの青 dk-pB 6PB 2.5/4 

 ウルトラマリンブルー Ultramarine blue こい紫みの青 dp-pB 7.5PB 3.5/11 

 セルリアンブルー Cerulean blue あざやかな青 vv-B 9B 4..5/9 

 ミッドナイトブルー Midnight blue ごく暗い紫みの青 vd-pB 5PB 1.5/2 

 


