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Abstract: We propose the colorblind barrier check monitor that allows a designer easily to check 
the colors by seen colorblind people. At first, we have developed a color translate program 
adjusted by some parameter change in appearance for colorblind people. The subjects evaluated 
many translated colors, and we obtained his color appearance. In the color check monitor, we set 
the parameters of a hardly colorblind person. This monitor is effective for the work checking 
colorblind barriers.  
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１．はじめに 

近年，パソコンやインターネットの普及にとも

ない，カラフルな印刷物やホームページなどが増

加している．このように色が溢れる現代社会では，

モノクロ時代に施してきた明度やテクスチャなど

への気遣いが少なくなり，色だけに頼った情報が

増えてくる．一方，その情報を見る人の色の見え

方は多様であり，日本人男性の約 5%（20 人に 1
人），白人男性の約 8%が赤や緑の混じった特定の

範囲の色について差が感じにくいという色覚特性

を持っている 1)．このような色覚特性を持つ人に

とって，色だけに頼った情報が増えることは日常

生活のバリアの増加につながっている． 
したがって，広告媒体は 1 人でも多くの人に知

らせることを目的にしていることから，様々な色

覚特性に対する配慮は重要となる．さらに，公的

機関が発信する緊急・災害情報などは全ての人に

知らせるべきであり，この対応は必須といえる．  
このような色覚バリアへの対応（色覚バリアフ

リー）には，図 1 に示すように 2 つの方法が考え

られる．1 つは，多様な色覚特性の見え方を再現

する装置により，デザイン段階で見えにくさをチ

ェックし，身の周りのバリアを除去していく方法

である．もう 1 つは，見えにくい配色に対して色

相や明度などを自動的に変化させる装置により，

見えにくいものを見えやすくする方法である．前

者は多様な色覚特性の見え方およびその特性を理

解し，その特性を再現する色変換装置の開発が必

要となる．後者の場合も，装置開発には「何が見

えにくいか」，「どのように見えているか」といっ

た色覚特性を理解することが基本となる． 
本研究では，多様な色覚特性の中でも色覚異常

に的を絞り，その特性を調査するために色変換式

を調整できる色覚変換ソフトウェアを開発した．

このソフトウェアで調査を進め，個々人の特性に

近い見え方に画像を変換することが可能となった．

また，ソフトウェアでの色覚変換では色覚バリア

のチェック作業効率が良くないことから，LCD モ

ニター（以下，モニター）内で実時間で色覚変換

する色覚バリア・チェックモニターを開発した．

このモニターは，色覚バリアのチェックが目的で

あり，多様な色覚特性の中でも も色の見分けが

難しい 3 種類の色覚異常の強度の見え方に調整し

ている． 
 

 
図 1．色覚バリアフリーへの 2 つの方法 
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2．色覚変換ソフトウェアの開発 
これまでに色覚異常の人が見分けにくい色

を結ぶ混同線が示されていたが，どんな色に見

えるかは示されていなかった．1997 年にモロ

ンはコンピュータ上の画像を 3種類の色覚異常

の見え方に色変換する方法を発表した 2)．この

方法は図 2 に示すように，第 1 異常，第 2 異常

の場合は，「点 Q の色は，欠損した錐体の軸に

沿って LMS 空間内のある平面に投影された点

Q’の色に見える」としている．この投影される

平面は 2 つの平面で構成され，LMS 空間の位

置のよって投影される平面が異なる．その後，

演算処理を容易にできるように 1つの平面に投

影し，近似する方法も提案されている 3)．しか

し，いずれの方法も各色覚異常の強度の見え方

であり，軽度の見え方については示されていな

い． 
我々はこのモロンの理論に基づき，モニター

個々の色特性などを考慮して修正を加えた色

覚変換ソフトウェアを開発した．開発したソフ 
 

     
(a)第 1，第 2 異常の場合      (b)第 3 異常の場合 

図 2．色覚異常の見え方への色変換方法 

  

 
(a)投影平面の傾きを変化    (b)投影割合を変化 

図 3．色変換の調整方法 

トウェアは 2 平面型と 1 平面型の 2 通りあり，

図 3のように投影平面をOW軸やOE軸中心に

回転させ傾ける機能や投影平面への投影割合

を変更できる機能を付加した．この機能で投影

平面を調整し，被験者に も近い見え方を求め

ることができる． 
 

３．色覚変換の評価実験 
3.1 実験方法 
色覚変換ソフトウェアによって変換された各色

が色覚異常の見え方として許容できる範囲である

かを被験者実験により評価した． 
評価方法は，HSB色表現で色相角度15°間隔，

彩度80%，明度100%の計24色の色画像に対して，

投影平面の傾き，投影割合を変更した色変換後の

色画像を図 4 のように配し，被験者に「同じ色：

○」，「ほぼ許容できる色：△」，「同じ色と言えな

い：×」の 3 段階の回答を求めた．呈示から回答

までの時間は 2 秒を目安とした． 
被験者は第 1 異常強 3 名，第 2 異常強 4 名，第

1 異常弱 1 名，第 2 異常弱 7 名で，専門医療機関

の診断を受けていなかった人には，色覚検査表，

パネル D-15 と一部の人にはアノマロスコープに

よる検査を行った． 
 

 
図 4．色覚変換前後の色画像評価画面 

 
3.2 評価結果と考察 

15 人の中から 4 人の評価結果を表 1～4 に示

す．表 1,2 は傾斜変数を変化させた場合の例で，

同じ第 1 異常強の 2 人の評価結果である．表 3,4
は強弱変数を変化させた場合の例で，強弱それ

ぞれ 1 人の評価結果である． 
被験者 A は投影平面を傾けない場合に，明ら

かに色相角度 0°(赤)周辺で評価が悪くなる．そ

れに対して傾斜変数 0.3 の場合は，全ての色で

良好な評価結果となり，被験者 A は傾斜変数

0.3 の色変換が も許容できる色覚変換といえ

る．被験者 B は傾斜変数のいずれの値でも色相

角度 0°(赤)周辺では許容できる色覚変換を得

ることができなかった．被験者 B の色覚変換と

しては，1 平面の傾斜変数の調整だけでは限界
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があり，多面体への投影として調整することが

望ましいが，1 平面で色覚変換する場合は傾斜

変数 0.0 で変換し，色相角度 0°周辺の色に対

しては，実際の赤より黒くなっていることを考

慮に入れるべきである． 
表 1,2 の結果から，被験者 A と B では同じ強

度に分類されるが，明らかに個人差があること

が分かる． 
表 1．第 1 異常強の見え方の例(１) 

 
被験者 A：第 1 異常強(2 色型)，40 歳代，男性 

 [石原式＝異常，パネル D-15＝横断線 12 本] 
 

表 2．第 1 異常強の見え方の例(2) 

 
被験者 B：第 1 異常強(2 色型)，30 歳代，男性 

     [石原式＝異常，パネル D-15＝横断線 12 本] 
 

表 3．第 1 異常強の見え方の例(3) 

 
被験者 C：第 1 異常強(2 色型)，40 歳代，男性 

 [石原式＝異常，パネル D-15＝横断線 12 本] 
 

表 4．第 2 異常弱の見え方の例(１) 

 
被験者 D：第 2 異常弱 50 歳代，男性 

     [石原式＝異常，パネル D15＝横断線 0～1 本] 

 次に，表 3,4 について考察する．表 3,4 の強

弱変数は投影割合を示すもので，強弱変数 0.0
は元画像そのもので，1.0 は投影平面上の色と

なる．つまり，変数が大きくなるにつれて色の

変化が大きくなる．傾斜変数の変化の場合と異

なり，見え方の再現としては全てに「同じ色」

と回答した変数が求める解ではない．元画像か

らの変化量が少なければ当然同じ色に見える

からである．したがって，強弱変数を変化させ

た場合は色の違いを感じる境界を求めること

が目標となる． 
被験者 C は色相角度 0°周辺以外では投影平

面まで投影しても「同じ色」と回答しており，

この領域以外は投影平面まで投影する も強

度な見え方といえる．被験者Ｂで投影平面の傾

きを変化させても得られなかった「同じ色」と

いう解をこの実験で得ることができた．これに

より投影面を多面体にする場合の目標値の設

定が可能となった． 
被験者 D は色相角度 0°，強弱変数 0.2 で色

の変化を感じはじめ，0.4 で「同じ色と言えな

い」色が現れはじめた．色相角度 60°および

240°周辺は強弱変数を変化させても色の変化

が少ない色であることも合わせて考えると，強

弱変数 0.3 が も元画像と差を感じにくい限界

といえる．この評価結果から得られた軽度の色

覚異常の被験者 D の見え方を図 5 に示す． 
 

 
図 5．色覚異常強弱の見え方の違い 

 
４．色覚バリア・チェックモニターの開発 
 これまでに色覚異常の見え方を再現するもの

としては，米国製 Vischeck を代表にいくつが

開発されている．しかし，いずれもソフトウェ

アであるために変換時間が長く(Vischeck の場

合 1MB の画像で約 7 秒)，また変換する作業も

煩わしいものであった．そこでモニター内蔵の 
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図 6．色覚バリア・チェックモニター 
 
ASIC で色変換を行い，リアルタイムに色覚変

換できるモニターを開発した．開発したモニタ

ーは㈱ナナオ製 LCD モニターFlex Scan 
L985EX をベースに ASIC 内部で色変換演算処

理を行っている．元の画像と第 1～3 の 3 種類

の色覚異常のタイプは，外部入力信号によって

切替えることができる（図 6）． 
 ここで，このモニターの位置づけを明確にし

ておく．評価実験でも分かるように，同じ強度

でも個人差があり，さらに一般の色覚とほとん

どかわらない見え方である軽度の人も含めて

一言で色覚異常と言っている．色覚異常の見え

方の再現やシミュレーションという語句は，少

なくとも強弱の度合いが異なる複数の見え方

を提示できてはじめて使うべきであると考え

る．そこで，本モニターの目的を色覚バリアの

チェックとして「色覚バリア・チェックモニタ

ー」として位置づけ， も色の差が感じにくい

強度の見え方に設定した．  
 

５．色覚バリア・チェックモニターの有効性 

色変換の時間を比較すると，モニターでは画

像のサイズに関係なく毎フラッシュレート時

ごとの表示変が可能なように高速であるのに

対して，その他のソフトウェアでは数秒を要し，

さらに画像サイズに応じて長くなってくる． 
よって，このモニターの有効性の１つに，色

覚バリアのチェック作業の効率化が考えられ

る．そこで，実際の Web でのチェック作業を

行い，その有効性を検証した． 
作業の題材は，工業試験場の Web 版技術ニ

ュース 1 号分で，比較対照として Vischeck を

使用した．使用した Web 閲覧ソフトウェアは

Internet Explorer で，Window サイズは約

1000×1000Pixel とした． 
この Web の画面は 11 ページであるが，

Window のサイズにより Vischeck では画像を

分割する必要がある．結果的には，Vischeck で

のチェック画像は 17 ページとなった．変換時

間だけでなくこのような作業手順の増加もあ

り，作業時間は Vischeck が 581 秒，モニター

が 44 秒と 1/13 以下に短縮できた． 
その他の Web のチェック作業を通して，モ

ニターがリアルタイムに色覚変換できること

で有効であった機能を以下に示す． 
・ブリンク機能 

「New」などの点滅する文字や図は，クリ

ップボードへ取り込むタイミングを合わ

せる必要がある． 
 ・マウスオーバー機能 

マウス位置により色変化する文字や図で

はチェック画面が増加してしまう． 
・動画機能 

Flash などによる動画は，代表の静止画で

しかチェックできない． 
 
６．まとめ 
 色覚バリアフリーを推進する道具として，色

覚異常の多様な見え方を調査，再現する色覚変

換ソフトウェアを開発した．さらに，色覚バリ

アのチェック作業を効率的に行うために，この

機能をモニターに搭載した．これにより，Web
のチェック作業が 1/13 以下になった．さらに，

動的な Web に対してもリアルタイムに色覚変

換できる利点をから，チェック作業が容易にな

った． 
今後は，このモニターを利用して色覚バリア

チェックを進めながら，その対処方法をまとめ

ていく予定である．また，色覚異常の度合いと

見え方の相関を高めるために，今後も被験者実

験を継続する． 
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