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抄録 

ものが見えること、ものに色がついて見えることについて、生徒・学生がどの程度理解

しているかを調べた。ものが見えることについての基本的理解はできているものの、もの

に色がついて見えることについての理解が不十分であることがわかった。高校生及び大学

生を対象にした調査結果について報告する。 
 

Ⅰ．はじめに 
ものが見えるということはもっとも基本的なことがらの一つであると同時に、そのプロ

セスは現代の科学がミクロな世界からマクロな世界まで認識を広げてきた方法と原理的に

は同じ手法である。 

ものが自然光や照明光を通して見えることについての学習がどの段階でどのようになさ

れているかを現行（平成13年度まで）の教科書から調べてみた。小学校理科では光に関す

る学習は3年生でなされるが、そこでは主として光の通る道筋について学ぶ。また中学校

理科第1分野上では光の反射・屈折について学ぶ。ただ、ものが見えることと光の役割が

明確に記述されておらず、生徒が、光がものにあたってその光が反射して目にはいっても

のが見えるということをどこまで正しく理解しているのかが疑問であった。現代の科学は

可視光を様々な波長の電磁波や素粒子に拡張し、またそれらをとらえる目として様々な受

光装置を開発することで自然界の認識を広げてきた。可視光がものにあたって、反射した

光を肉眼でとらえるというプロセスは、現代科学の認識方法のもっとも基本的なメカニズ

ムであって、この「ものを見るプロセス」の理解が、科学的なものの見方・考え方をもつ

ということにも重要である。また光の色については理科学習では小学校、中学校ではふれ

ないことになっているが日常的には色の認識は不可欠であり、中学校美術でも色彩につい

ての学習が行われている。 

そこで今回高校物理を学んでいる生徒および大学で理科の免許を取得しようとする学生

を対象に、ものが見えることについての簡単な調査を行ったのでここに報告する。 

 

Ⅱ．小中高等学校における光学習 

調査結果の報告に先立って、学校教育でものが見えることについてどういった学習がな

されているのか、関連する事項を教科書から抜粋する。平成14年度からは小・中学校では

新学習指導要領になっているが、今回報告する生徒・学生が学んできた教科書ということ
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で旧学習指導要領に基づいた教科書を調べた。 

 

○小学校3年理科（井口洋夫、他26名、1998） 

単元：「光ともの－光とかげをしらべよう」 

抜粋：「日光が当たったとき、・・・白い紙のように明るく見えるものは、あまりあた

たまりません。夏に白いふくをきることが多いのはそのためです。」 

ここでは黒い紙と白い紙に光をあて、紙のあたたまりかたと明るさを比較することによ

って明るさ（光の反射）とあたたまりかた（光の吸収）が相補的であることや、白い色を

したものは光をよく反射し、黒い色をしたものは光をよく吸収することを学習する。 

小学校ではこれ以降、光に関する学習はなされない。 

 

○中学校理科第1分野（井出耕一郎、他30名、1998） 

単元：「光と音 １．光の進み方」 

抜粋：「直接は光を出さない鉛筆や紙などの物体が見えるのは、鉛筆や紙に当たった光

がはね返って目にとどくからである。」 

 ここではじめてものが見えるプロセスの記述がでてくる。また表面に凹凸のあるものは

乱反射してどこからでも同じように見えるということも学習する。その一方で、小学校で

学習したこととの関連がなされず、黒い色は光の反射がないこと、白い色は全て反射する

ということには言及していない。また光の吸収についてもふれていない。 

 

○高等学校物理ⅠA（斉藤晴男、他12名、1997） 

単元：「第1部 光と音 第1章光と目 第3節目と視覚 物体の色」 

抜粋：「私たちは自然光や照明器具の光に照らされた物体から反射する光で物体を見て 

いる。したがって、物体の色といっても、照明光が違えば違った色に見えること 

になる。」 

ものが見えること、さらにその色が見える理由についてもっとも適切な形で書かれてい

る。ただ普通高校では物理ＩAはほとんど採用されていない。 

 

○高等学校物理ⅠB（小田切理文、他8名、1996） 

単元：「第3章 波 3．光波 光のスペクトル・回折・干渉」 

抜粋：「太陽の光のように赤から紫までの単色光を連続的に含んだ光を白色光という。

」 

色と波長の記述、可視光の波長領域などについても記述がある。ものが見えることにつ

いて本文中には明確な記述はないが、説明図などには反射や屈折した光が目に入る様子が

示されており、ものが見えるプロセスの理解が前提となっている。色がついて見えること

についての記述はない。 

 

Ⅲ．調査の概要 

 物理ⅠB及びⅡを履修中もしくは済みの高校生2クラス、理系大学生3クラスについて図1

のような簡単な調査を行った。時間は10分である。（ ）は調査用紙には書かなかったが、
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口頭で補足説明した箇所である。 

 

 
（白色光、自然光で見た場合）全体が赤く、芯の部分が白いりんごがあります 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１） 赤い光（しかない）の部屋でこのりんごを見ると何色に見えるでしょう？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 青い光（しかない）の部屋でこのりんごを見ると何色に見えるでしょう？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

調査対象は表1の通りで高校生はいずれも高校物理ⅠB、Ⅱをほぼ履修済みの理系の生徒

で、大学生は大部分が中学理科の免許を取得しようとする京都教育大学理系の学生である。

ただし大学生の高校物理の履修状況は物理Ⅱまでが1/3、物理ⅠBまでが1/3、全く物理を

履修していないものが約1/3であった。 

 

赤 
 

白 
 

問い１ 
 

問い２ 
 

問い３ 
 

問い４ 
 

図１ 調査用紙 
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グループ番号 対象者 調査実施時期 人数 
１ 「物質科学概論」受講者  

京都教育大学理系 
2000.12 

 
25名 

２ 「物理学基礎」受講者  

京都教育大学理系１回生が主 
2001.5 

 
67名 

３ 「物理学基礎」受講者  

京都教育大学理系１回生が主 
2002.4 

 
69名 

４ 京都市立S高校（理系クラス物理選択2年生） 2001.2 36名 
５ 京都府立H高校物理選択3年生 2002.1 21名 

 

 

 

Ⅳ．調査結果と考察 

 以下に各グループごとの調査結果を示す。各問いに対してどういう回答をしたかをグル

ープごとに百分率で表している。表に表れていない少数の回答、無回答もあるので合計は

必ずしも100%にはなっていない。 

 

問い 回答 グループ１ グループ２ グループ３ グループ４ グループ５ 
赤 ６４％  ６６％  ５２％  ６１％  ８１％  
黒 ２０％  ２２％  １３％  １９％  ０％  

１ 

白 １６％  ９％  １０％  ８％  １４％  
赤 ６８％  ８８％  ８４％  ８９％  ９５％  
桃 ８％  ７％  ６％  ６％  ５％  

２ 

白 ８％  ３％  ６％  ６％  ０％  
黒 ３６％  ３３％  １９％  ４２％  ２４％  
紫 ４８％  ４３％  ５８％  ４２％  ３８％  
青 ４％  ９％  ４％  ０％  ２４％  
緑 ４％  ７％  ６％  ６％  ０％  

３ 

赤 ４％  ４％  ７％  ３％  １４％  
青 ７６％  ８７％  ８１％  ８６％  ８６％  
白 ８％  １％  ７％  ６％  ５％  

４ 

水、 

青白 
４％  ７％  ４％  ６％  ５％  

 

 

  

問い1は赤、問い2は赤、問い3は黒、問い4は青が正解である。グループごとの差異はあ

まり見られず、正解も誤った理解もほぼ同じような割合で共通しているのが特徴である。

全体218名の正答率は問い1が62%、問い2は85%、問い3は29%、問い4は83%であった。 

 問い2および問い4の正答率が高かったことから、白いものが白く見えるのは白色光があ

たったときだけで、赤い光があたった場合は赤く、青い光があたった場合は青く見えると

いう理解はできている。これは、ものが見えるということは、ものに光があたって反射し

表１ 調査対象者 

表２．調査結果 
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た光が我々の目に届くからという基本的な理解がほぼできていることだと推測される。ま

た、白い色がついたものは全ての光を反射するという理解もできていると思われる。小学

校3年生の理科で白い色と黒い色の暖まり方の違いについて学習するが、白い色がついた

ものはあたった光を全て反射することが理解され、それが特定の色の光が入射した場合に

も適用できていると考えられる。 

 それに対して、色のついたものはどうして赤く見えたり青く見えたりするかについては

理解が十分でないことが問い1，3の結果からわかる。白色光のもとで赤い色に見えるもの

に赤い光が入射した場合、赤く見えると答える生徒・学生は約6割しかなく、赤い色のも

のに、相反する青い光が入射した場合は光は吸収されて黒になるという回答は約3割しか

できていない。光の色についての学習は高等学校で光の分散の単元でなされる。そこでは

光（可視光）は波長と結びついた色をもつということが学習される。しかしながらものに

色がついて見えるということと、ものはその色に対応する波長の光を反射され、それ以外

の色に対応する波長の光を吸収しているということとが結びついていない。ものを見ると

いう視点で光の色が学習できていない。光の吸収について小学校3年生で学ぶ以外中学校、

高等学校でも物理ⅠAをのぞいて教科書では扱われていないことと大きな関わりがあると

筆者は考えている。 

 正解以外の回答を見てみると生徒・学生の理解に一貫性がないことが伺える。問い3で

は予想通り紫という答えが正解より多い。全体で見ると約半数（48%）が紫と答えている。

これは明らかに青い色の光が赤い色のものにあたって色が混じってしまうという理解だと

推測される。生徒・学生はものの色がそのもの固有の属性で、入射する光に依存しないと

考えていると推測されるが、入射した光ともとの色が混じって見えると理解しているのな

らば、問い1で赤い光をあてると、より明るい赤とか赤そのものという答えになって良さ

そうだが、赤と答えたものは6割にすぎず2割近くが黒と答えている。さらに、白い部分に

赤い光や青い光が当たるときは赤と白が混じって桃色になるとか、青と白が混じって青白

や水色と答えてよさそうだが、そういう回答はそれぞれ全体で約6%で大部分は入った光の

みが反射され目に入るという正しい理解がなされている。つまり、色がついてものが見え

ることについての理解は非常にあいまいで、できているはずの、ものが見えるという基本

的なプロセスの理解が、色のついたものを見るという場合には全くくずれている。 

 

Ⅴ．まとめ 

 どうしてものに色がついて見えるかについての学習が理科や物理の教科書で扱われにく

いのかには一定の理由がある。色は感覚に属することがらで本質は光の波長である。色を

識別するのは赤、青、緑と認識する3つの視覚細胞であるが、たとえば光が紫色に見える

というのは、可視光のうち最も波長の短い光が目に入ったことを示す場合と、赤に相当す

る波長の光と青に相当する波長の光が両方同時に認識された場合とがあって紫色の光が目

に届くというのは本質的な理解ではない。ただものに色がついて見えるというのは日常た

えず経験することがらであり、中学校美術では色の3原色や光の3原色に関する学習も行う。

またIT教育の推進化の中で、パソコン上でいろいろな色合成のためにRGBの組み合わせを

使うことが学習される。カラープリンタのトナーは黄色、シアン、マゼンダという色が使

われることもカラープリンタが家庭にも普及している今日、よく知られている。 
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 そういった意味では中学校段階で光と色、色がついて見えることについての学習が、役

に立つ理科授業、おもしろい理科にとって是非必要なのではないだろうか？中・高校生や

一般のかた向けに大学や科学センターが行っている公開講座（例えば、吉澤雅幸、2002）
でも光の色についての内容が多く扱われていることは色についての学習がおもしろい理科

の一つであることを示唆している。 

 今回の調査で、ものに色がついて見えることを正しく理解させるためには光の反射に関

する学習と、その表裏一体である光の吸収についての学習がともに必要であることがわか

った。中学校では平成14年度より、高等学校では平成15年度より新学習指導要領による 

授業が始まるが、学習指導要領を見る限り、上記のような観点での学習内容はまだ含まれ

ていない。学校現場での努力を期待したい。 
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