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UDing CFUD UDing for DYNACAL 

■ 「UDing CFUD」 「UDing for DYNACAL」 とは 

  「UDing CFUD」および「UDing for DYNACAL」は、色覚障がいの人も含めたすべて

の人にとって「見分けやすい配色」を作るためのソフトウェアです。 

 デザイン業務に携わる方が、カラーユニバーサルデザイン（CUD）に配慮したデザイ

ンを行う上で、お役立ていただけます。 

－ ３ － 

■ 「UDing CFUD」 と「UDing for DYNACAL」との違い 

  「UDing CFUD」と「UDing for DYNACAL」は、収録されている色データのみ異なって

いて、使い方や動作環境は同じです。 

■ UDing CFUD 

 東洋インキの色見本帳「COLOR FINDER」の全1050 色を収録しています。 

 

■ UDing for DYNACAL 

 トーヨーケム㈱のマーキングフィルム「DYNACALシリーズ」の全 278 色を収録しています。 

全１０５０色収録 全２７８色収録 



配色する色 

見分けにくい色 

見分けやすい色 

■ 主な機能 

 色覚タイプ別の「色の見え方」が確認できる 

  「UDing CFUD」は１０５０色、「UDing for DYNACAL」は２７８色の中から、選択した色

が色覚のタイプ別にどう見えるかを確認できます。 

 「見分けにくい色」を確認しながら配色ができる 

１ 

２ 

選択 

選択した色 

 選択した色と「見分けにくい色」を確認しながら、色の組み合わせを作成できます。 

色覚のタイプ別に 

どう見えるかを確認 

－ ４ － 



■ 利用方法 

 インストール＆起動 １ 

（１）ダウンロードされたファイルを解凍しインストールします。 

－ ５ － 

（２） 「 UDing CFUD 」フォルダ

内の「UDing CFUD Installer」を

ダブルクリックして、インストー

ルを行ってください。 

 

UDing CFUDおよびUDing for 

DYNACALは「アプリケーショ

ン」フォルダにインストールされ

ます。 

画面の説明 

色覚タイ
プ別の見
え方の切
替え 

色の詳細情報 選択した色の色覚
タイプ別の見え方 

カラーライブラリ カラーパレット 

解凍 フォルダ内 



 色の選択 ２ 

（１）デザインに配色したい色をカラーライブラリから選択ください。 

－ ６ － 

配色したい色を選択 

（２）カラーライブラリ上部に、その色に関する詳細情報が表示され、右側にカ

ラーパレットが現れます。 

 
カラーパレット 

色番号 

ｓＲＧＢ値 

ＣＭＹＫ値 プロセス４色で再現できない場合に表示 

（その場合のＣＭＹＫ値は参考値） 



 カラーパレットへの色の追加 ３ 

（１）カラーライブラリからデザインで使いたい色を選択後、「パレットに追加」をク

リックしてください。 

－ ７ － 

②クリック 

（２）選択した色について、「正常色覚（Ｃ型）」「第１色覚障がい（Ｐ型）」「第２色覚障

がい（Ｄ型）」「第３色覚障がい（Ｔ型）」の４タイプの見え方が、カラーパレットに表示さ

れます。それと同時にカラーライブラリには、同時に配色すると見分けにくい色に警

告（バツ印）が表示されます。（バツ印が付いた色はカラーパレットに追加できませ

ん。） 

見分けにくい色 見分けやすい色 

選択した色の色覚
タイプ別の見え方 

①クリック 



色覚のタイプ
を選択 

（３）配色する色が、色覚のタイプ別にどう見えるかを確認したい場合は、カラー

ライブラリ上部のタブを選択してください。 

－ ８ － 

（４）２色目以降も、同様にカラーライブラリから配色したい色を選択して、「パレッ

トに追加」をクリックし、色の組み合わせを作成していってください。 

②クリック 
２色目が追加 

①クリック 



－ ９ － 

（５）カラーパレットから色を削除したい場合は、削除したい色を選択して、「選択

色を削除」をクリックしてください。 

①削除したい色
を選択 

②クリック 

応用① 「見分けにくさ」の判定が厳しすぎる場合 

 「見分けにくさ」の判定が厳しすぎる場合は、カラーライブラリ上部の「環境設

定」をクリックし、下部に現れる「色混同可能性の判定基準」のスライダーバーを

調節してください。 

①クリック 

②スライダーバーを調節 

「環境設定」画面 

①クリック 



（１）コーポレートカラーなど、カラーライブラリ以外の色を取り込みたい場合は、

「参照色の取り込み」のボタンをクリックしてください。 

（参照色の取り込みは、１色のみ可能です。） 

－ １０ － 

クリック 

応用② カラーライブラリ以外の色を取り込みたい場合 

（２）「参照値の取り込み」の画面が現れるので、「Lab：D65」か「sRGB」のいずれ

かのボタンをクリックして値を入力し、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 

①「Ｌａｂ：D６５」をクリック ①「ｓＲＧＢ」をクリック 

②値を入力 ②値を入力 ③クリック 

カラーパレットに
表示 

（３）カラーパレットに「Ref.Val」の名前で、表示されます。 

③クリック 

*参照色は1色しかできません 



－ １１ － 

応用③ カラーパレットで集めた色をIllustratorで使いたい場合 

 カラーパレットに集めた色を、Adobe Illustrator®のスウォッチライブラリに追加

することができます（CS4以降）。 

（１） Adobe Illustrator®を起動した後、本ソフトウェアのカラーパレット上にある「ス

ウォッチ（ASE）書き出し」をクリックしてください。 

クリック 

（２）スウォッチ名を入力し、「ＯＫ」をクリックしてください。 

クリック 

（３） Adobe Illustrator®の「ウインドウ」メ

ニューから「スウォッチ」パレットを表示させ、

パレット右上のメニュー「スウォッチライブラ

リを開く」から「その他」を選択し、書き出し

たASEファイルを選択すると、本ソフトで集

めた色がお使いになれます。 

Adobe Illustrator®の 

「スウォッチ」パレット 

入力 

スウォッチ書類 

クリック 



－ １２ － 

本アプリで書き出したスウォッチ（ASEファイル）は、Adobe Illustrator®のほか、Adobe 

Photoshop®、Adobe InDesign®でも同様にご利用いただけます。 

本ソフトで集めた色 

Adobe Illustratorの画面 

①クリック 

②クリック 

③クリック 

④ファイルを選択 

⑤クリック 



－ １３ － 

■ ご利用上の注意 

  ■動作環境 
  

 ＯＳ ： Mac OS X 10.6～10.8 

 ＣＰＵ ： Intel 

 メモリ ： 2GB 以上を推奨（上記OS が快適に動作する環境） 

 ディスプレイ ： 1024×768ドット以上 
 

 

■ご利用に当たって 
 

○本ソフトウェアで表示される色覚障がいの見え方は、特定の理論と計算式に基づい

てシミュレーションしたものです。すべての色覚障がいの人が、このように見えている

わけではありませんので、ご理解ください。 

 アンインストール ４ 

 本ソフトをパソコンから削除（ア

ンインストール）したい場合は、イ

ンストール時にコピーした「UDing 

CFUD」、「UDing for DYNACAL」の

アイコンを削除してください。 

選択して削除 


