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平成１５年に学校健診から 
色覚検査が削除された 

• 理由は 
 先天性色覚異常を有する児童、生徒が、色
覚検査そのものや、色覚に関する問題で差
別が生じたり、不利益を被ったりすることが
社会問題としてしばしば取り上げられていた
から 



学校で行われていた色覚検査 
（石原式） 



     しかし・・・ 

↓ 
平成２３年ころから就職するときに
なって、色覚異常であることがわ
かり、希望通りの仕事に就けない
悲劇が！！ 
例えば 警察官・自衛官・電車の運転手な
ど 



学校では・・ 

• 色覚検査が削除されたことで、教員の
色覚に関する関心も知識もすっかり
薄れた。 

• そして、教員の無理解のために、色覚
異常の児童、生徒に生ずる色使いや、
色まちがいに対して「ふざけている」な
ど、不当な扱いを受ける例が報告され
た。 
 



色覚検査の再開 
• 平成２８年４月から、学校での色覚

検査が原則再開されることになった 
• 学校医による児童生徒や保護者の事

前の同意を得て、個別に検査、指導を
行う 

• 教職員は、色覚異常に関する正確な知
識を持ち、学習指導、生徒指導、進路
指導等において、色覚異常について配
慮を行うととともに、適切な指導を行う 
 



色覚検査 

• 石原式：感度が高いので発見に使う（学校では
これ） 

• パネルD15：程度を弱度と中等度以上に分ける 
 



色覚異常って？？ 

• 生まれつき 色の見え方が ほ
かの人たちと異なる視覚特性 

• 決して白黒の世界にいるわけではない。 
• 赤が見えないとか、緑が見えないというも

のではない。 
• また、補正する色眼鏡をかければほかの

人と同じに見えるというものでもない。 



なぜ色覚異常が起きるのか？ 

• すべての色は、光の三原色といわれる赤、
緑、青の三つの光の組み合わせで作られ
ます。色を感じとる視細胞も、赤に敏感な
タイプ、緑に敏感なタイプ、青に敏感なタイ
プの３種類があります。色覚の異常は、こ
の３種類の視細胞のうちのどれかが足りな
かったり、十分機能しないために起こりま
す。 



色覚異常の説明 
• 種類 
   第一、第二、（青黄、全色盲） 
• 先天性 遺伝性（伴性劣性遺伝） 
• 頻度 
  男性の２０人に１人（日本に３００万人） 
  保因者は女性の１０％ 
• 治療法はない 



色覚異常の遺伝形式 



色覚異常ってめずらしいの？ 
• 頻度 
  男性の２０人に１人 （日本に３００万人） 
  女性の５００人に１人 
  保因者は女性の１０人に１人 

 １学年（６０人）に１～2人の色覚異常者の
男子と、２～３人の保因者の女子がいる。 

• 色覚異常は決して少なくありません 



多くの人は日常の生活においてほ
とんど支障を感じていない。 
しかし、色覚に異常があると、明るさ
や鮮やかさが変わるにつれて、色
が違って見えてくる傾向がある。  

色覚異常者は色がわからない？ 



アプリを使って体験しよう！ 
 



色のシュミレータを使ってみる 

正
常 

第
一 
第
二 

軽度 強度 



記念写真も 

正
常 

第
一 
第
二 

軽度 強度 



赤と緑が似て見える 



黄色は見やすい 



緑の葉の中に赤い花が咲いて
いると見つけにくい 



右左の靴下を間違えることがある 



赤いボールペンで添削されると
見にくい 



赤信号 
 強度 

弱度 



青信号 
強度 

弱度 



色覚異常の見え方 
• 色覚異常があると、緑の葉がたくさん茂っている中の赤

い花、例えば椿の花などは見落としたり、緑として見えて
しまったりする可能性があります。 

•  もちろん、単色で見た場合には色を間違えることは少な
く、日常生活で困ることはほとんどありません。 

•  しかし、ごちゃごちゃと色のある環境では、赤に対して
青緑、 橙(だいだい) に対して黄緑、茶に対して緑など、

補色間の区別がつきにくくなったり、薄い色が区別しにく
かったりといったことが生じるのです。  

•  こうした特性は、むしろ色覚異常を理解する上での手が
かりにし、また学校教育や社会環境の中で用いる色に紛
らわしい色使いをしないという配慮のために利用すべき
ことです。 

 



色弱の人はどんな点で困っているか 

• 学校:      先生、クラスメイトから偏見・差別、不当
な評価を受けやすい 。 

• 就職: 警察官、消防士、 パイロット、 鉄道員、
自衛官、 インテリア関係、電気の配
線の仕事・・・ 

黒板、色刷りの教科書、赤ペンの添
削、地図帳、理科の実験、図工・・・ 



• 交通：信号が見にくい、船舶免許には制限がある 
      （自動車の免許は取れる） 
• 結婚: 遺伝的なものなので、しばしば問題になる 
• 母の気持ち: 保因者として責任を感じて悩む 

•  左右の靴下の色を間違える、携帯などの充電のラ

ンプが見にくい、トイレのドアの色サインがわからな
い、肉の焼け具合がわからない、顔色がわかりにく
い・・・ 

• 赤茶緑等の点で示された分布図などの図が見にく
い。社会科の地図が見にくい。 

• 鉄道路線図、特に東京の地下鉄路線図の色分け
が見にくい。→今は改善されている。 
 



 ・麻雀牌の色がわかりにくい。 
 ・手芸店で糸の色の選択が難しい。 
 ・青・紺系の色と紫が区別しにくい。 
 ・黒板の赤チョークの文字が見にくい。先生が強
調するときに使うので困る。 
 ・赤と黒のボールペンで書かれた文字を読み分け
にくい。特に暗いところで細い字ならなおさら。 
 ・赤色のレーザーポインタは見にくい。緑色のもの 
は見やすい。 
 ・黄色い街灯と赤信号が見分けにくい。 
 
 





・焼肉の焼き具合の判定が苦手。 
・野菜の鮮度が落ち、茶色になっているのや
、果物の熟度がわかりにくい。 
・乳児のお尻のかぶれに気付きにくい。 
・化学の炎色反応がわかりにくい。特に緑系
と黄色が難しい。 
・血便に気がつかない。血のかたまりが赤く
見えず黒く見える。 
・緑の葉の中の赤色の花が目立たない。 
・「顔色が悪い」という感じがよく分からない。 
 
 



焼肉の焼け具合が分かりにくい 



１．図表や品物を、色の名前を使って説明しない 
２．児童生徒に色の名前を答えさせない 
３. 赤や緑が茶系の色とまじっている図や絵の教

材を使わない（赤も緑も、茶色系統の色と混同
しやすい） 

４．図やグラフの色使いに気をつける 
５．色を扱う図画や美術の授業では、特に注意が

必要（場合によっては、個別の対応・配慮も必
要） 

６．生徒がワークシートや絵などを指示と違う色で
塗っても減点しない。 

どんなことに何に気をつければいい
の？ 



学校で気をつけたいこと 

• 添削はオレンジ色のペンで 
• 板書はできるだけ白と黄色のチョークを使う 
• カラープリントは白黒コピーしてみて読めれ

ば問題ない 
• ホワイトボードには青か明るい赤のマーカー

を使う 
• レーザーポインターは赤より緑のポインター

に 



見やすいグラフの作り方 （１） 

 
 
 

凡例を使わず図の中に直接書き込む。 

線は太くし、線の形も変える。 



見やすいグラフの作り方（２） 
輪郭がないと見にくい 
凡例を色だけで示さない 
色だけでなく、模様をつける 

13%13%

17%

57%1 月

2 月

3 月

4 月 × ○ 



見やすい色の組み合わせ 

 
 

同じ明るさの違う色より、同系色で明るさを変えた方
が見やすい 



かならず赤～緑（暖色系）と緑～青（寒色系）のそれぞれの側か
ら交互に選ぶようにする。 
・赤と緑、黄色と黄緑は見分けにくい。 
・明るさも変えるとよい。 

見やすい色の組み合わせ 



色覚異常を有する人は・・・ 

• 色覚異常を自覚していない 
   色覚誤認によるトラブルにあったり・・・ 
   将来職業選択の際に困惑したり 
• 自分の色覚を正しく知っておくべき 
自分はどういう状況でどういう配色を混同しやす

いか・・・ 

だからこそ、色覚の検査・相談・指導が大切大 

↓ 



• 色の見え方は人それぞれ違う 
• 自分と隣の人の赤の見え方は違うか

もしれない 
• だれにでもわかりやすい色使いをす

るよう（色覚バリアフリー ）、考えてみ
てください 

• みんなに住みやすい社会を作ろう 

ユニバーサルデザイン 



一番のおすすめです！ 
 

かもがわ出版 
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