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タブレット端末の扉を開きませんか

蕪懲曜、
一

全国大会関連ワークシヨップ連携企画

弱視教育54(3), ll－18, 2016

タブレット端末の扉を開きませんか！
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また，それを促すために触覚等を補助的に活

本稿は，第58回弱視教育研究全国大会

用することも重要である。この外的環境整備

（群馬大会）
（会期：平成29(2017)年1月

と内的環境整備を充実するための視点として

19日（木）～20日（金))に引き続いて開催

Corn,A.L.(1989)の「視活動の構成要素

される，ワークショップ「iPadで広げる．

の広がり (ComponentsoftheVisual

広がる合理的配慮」との連携企画である。同

AbilitiesDimension)」が参考になる。香

ワークショップは平成29(2017)年1月20

川(2009)の内的環境整備はCornの構成

日（金）全国大会終了後2時間程度の予定で

要素では「個体性」ということになり，外的

開催される。申込みは本誌に掲載されている

環境整備は「環境手がかり」ということにな

ので，ご参加をお待ちしております。

るだろう。

今回取り上げるタブレット端末はどちらに

1

iPadの特徴

も貢献することができるが，本ワークショッ

視覚障害は情報障害となりやすい障害であ

プは後者を狙いとしていることから，本稿の

る。そうならないためには，視覚支援が重要

ねらいも後者の環境手がかりの向上を促すた

になってくる。視覚支援については，図lに

めの支援内容に焦点化するために,iPadの基

示したとおり，視覚補助，視覚代替，視覚化

本操作からカメラ，写真の操作までの部分を

支援の3つの方法が考えられる（氏間，

取り扱う。

2015)。特に弱視者への支援としては視覚補

視覚補助のポイントを図3に示した。その

助が重要になる。弱視教育の根本は，保有し

主なものは網膜像の拡大とコントラストの増

ている視機能を最大限に活用することができ

強である。前者はCornのいう「空間」の向

るようにするために「見えやすさの外的環境

上である。後者には,Cornのいうところの

整備」と「見えやすさの内的環境整備」を十

「色」
「コントラスト」
「明るさ」が関与する

分に行うことである（香川[2009] 1-20)。

と考えられる。図3の内容で，電子的拡大を

視知覚の制限による見えにくさがある場合

視覚補助一-------…に,拡大やコントラスト増強等の方法で視
知覚を補助する手法

視覚が活用できない,あるいは部分的に
視覚支援

視覚代替一----‐

活用できない場合,音声や振動等,視覚
以外の感覚モダIﾉﾃｨで視覚情報を代替
する手法
認知面に課題があり，図示や文字化等に

視覚化支援一一‐ よる可視化により認知を促す手法
図1

視覚支援の内容

ll

除いては, Comの「時間」を調整すること

提案することも重要である。視覚補助具の活

は難しい。図4は氏間研究室が実施する教育

用でもう一つ大切な視点は，導入の段階であ

相談で視覚補助具の操作練習を行っている様

る。詳細は原著に譲るが，氏間(2015)は

子である。光学的補助具から,iPadのような

4つの段階での導入を提案している（図5)。

電子的補助具まで幅広く取り入れている。そ

まずは，しっかりと見えることを共有し，次

うすることで, Comの「環境手がかり」の

に十分に見える楽しさを体験し，さらにより

全ての要素を自らが調整できる力を身に付け

よく見えるように技術を習得し，最後にあら

られると考えているからである。

ゆる事態に対処できるように様々な視覚補助

視覚補助具としてタブレット端末のような

法を選択できるようになる。何か一つの視覚

デジタルテクノロジーを活用することの意義

補助法を偏重するのではなく，様々な方法を

は，このように従来の視覚補助具では実現で

身に付けられるように関わるべきである。そ

きなかった機能を実現できる点にある。また，

の様々な方法の一つとして，いまやタブレッ

タブレット端末は一般的な機器であるため，

ト端末を外すことが合理的でないことは，こ

人中で利用した際の抵抗感を抑制することが

れまでの「弱視教育」の投稿論文を読めば明

期待できる。実際に，
「通学途中の電車の中

らかである。しかし，タブレット端末はいく

で大活字の本を開こうとは思わないが，タブ

ら効果的であるということがわかっていたと

レットであれば，読もうという気持ちにな

しても，苦手な人にとっては敷居が高いもの

る｡」といった感想を耳にすることは珍しい

である。そこで，本企画では，その初歩的な

ことではなくなってきている。そのような使

活用法を文字とビデオとで紹介することを試

用者の気持ちに寄り添った視覚補助の方法を

みる。ぜひ，ビデオと合わせてご覧いただき，
基本操作を身に付けていただきたい。そして，

S'『O侭EDANDAVA1LABLEINDiViOUALlW

〈身につぎ．灌臓で'繰る鍵捧競）
／

″

大会にご参加頂き，20日の大会後に催される
ワークショップにもご参加いただければ幸い

（蕊礎縫）

L跡盤CCI"R“”2吟､ 《鏡鵡溌

診灘〉

図2視活動の構成要素の広がり (ComponentSof
theVisualAbi(itiesDimension)

視覚補助のポイント
【網膜像の拡大】

【網膜像のコントラスト増強】

霧

･遮光眼鏡

,相対サイズ拡大
拡大．管一や拡大教科霧のように
視対象そのものを大きくする。

・外光の調節
ブラインド,カーテン.ひさし‘ツバ
付き帽子等

,相対距離拡大
視対象に近づい<方法で‘…般的

･照明の認節

に拡大鏡を用いる。
･タイボスコーブ
，角度拡大
一般的に単眼鋪を鰭いて遠くにあ
る視対象を拡大する。
'電子的拡大

・輪郭線
･高輝度の配色
・白黒反転

カメラと処理装溌,ディスプレイを
用いて視対象を拡大する。

・単純化

図の単純化,背景の単純化

図3視覚補助のポイント
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図4視覚補助具の使用練習の様子

左上：単眼鏡，右上: iPadで漢字学習
左下：拡大鏡右下: iPadで資料撮影
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iPadの基本操作

覚えて欲しい部分は，
「ホームボタン」
「電源

iOSとは,Appleが提供しているiPad,

ボタン」
「音量ボタン」の3つである。その

iPadAir, iPadmini, iPadPro, iPhone,

他の，差込口やカメラ等の位置はその都度覚

iPodtouch,AppleTVに搭載されている
○S(OperatingSystem:基本システム）の

えれば十分である。

名称である。タブレット端末を動かすOSに

トを以下のビデオで紹介した。

は, iOS以外に,WindowsやAndroid,

各部の名称と，児童生徒への伝え方のヒン
https://youtu･be/fazWM5sGFiM

UNIXなど様々な種類がある。手指で液晶

タブレットに加える動作のことを，ジェスチ
ャーというが, iOSは，このジェスチャーで
の操作に最適化されたOSということができ

る。その特徴は，例えばスクロールをしてい
てコンテンツの上下や左右などの端に到達し，
その先にはコンテンツが存在しない場合，ボ
ールが跳ねるように画面が跳ね返る「バウン

（2）電源が切れている状態の確認

スバック」や，画面を指で払った勢いで高速

iPadの電源の入切は大きく2つに分けら

でスクロールし，徐々に減速する「慣性スク

れる。ちょうど家庭のテレビと同じで，

ロール」など，直接的で，直感的なUI(ユー

(1)主電源の入切と, (2) リモコンによる

ザ・インターフェイス）になっている。また，

入切である｡iPadでは(1)主電源が切れて

タブレットやスマートフォンを問わず, iOS

いる状態と，
（2）スリーブ状態と呼ぶ。手

を搭載している機器であれば，操作性が同じ

元のiPadの画面が暗い場合，どの状態で電

であることから，アクセシビリティ機能など，

源が切れているのかを確かめる方法は，ホー

特別な利用方法を選択した際に，機器が変わ

ムボタンを短く「カチッ」と押す。この，ホ

っても操作性が一貫している点も操作性を高

ームボタンを短く「カチッ」と押す操作のこ

める要因となる。さあ，それでは，基本操作

とを「クリック」という。ホームボタンをク

について解説していこう。

リックして，画面が明るくなったら，スリー

ブ状態であったということになる。この時，
(1) iPadの各部の名称

ホームボタンをクリックして明るくなった画

図6はiPadの基本的な部分とその名称を

面を「ロック解除画面」とよぶ。
「ロック解

示したものである。操作をする上で，最低限

除画面」には画面中央上部に大きくデジタル
ヘツドセツト

;見て，気づき｜

．
ネク

ボタン 〉

雄紳蕊弓 ,

より見やすい環境下で’視覚の存在を自覚

;見る楽しさを知り｜
魅力的な拡大法を利用して,楽しみながら視覚を活閑

蕊霧

i

ー

混ようとする気持ちを見出しI
視覚活用をより効率化するための利用技術の熟達

よりよく見ようとする態度を醸成する｜
目的に応じた補助具選択と,未熟達技術の獲得
夕ン

図5視覚補助具の指導段階

図6各部の名称
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形式の時計が表示され，画面下中央に「＞ス

態をスリーブ状態と言う。それ以降の方法は

ライドでロック解除」(iOSl0以上では，表

次項で説明する。

示されない）と表示される（図6)。図6の

ロック解除画面には，矢印で，指で払う方向
を示している。iOSlOの場合は，ホームポタ
ンをクリックするとロックが解除される。

ホームボタンをクリックした際，
「ピ，ピ

（3）スリーブ解除の方法
スリーブ状態からスリーブを解除する方法
を説明する。ホームボタンをクリックし，ロ

ック解除画面を表示する。ロック解除画面は，

ン」と音が鳴って，画面上部に「ご用件は何

図6のように，上部にデジタル表示の時計が

でしょう？」と表示される場合があるかもし

表示される。このロック解除画面は，数秒操

れない。その状態はSiri (音声で命令できる

作が行われないと，消灯し，画面が暗くなり

機能）が起動された状態で，ホームボタンを

スリーブ状態になる。ロック解除動作は，ロ

押す時間が長すぎたことを意味する。慌てず，

ック解除画面の表示中に行う必要がある。ロ

改めてホームボタンをクリックしよう。この

ック解除の方法は，ロック解除画面の表示中

ようにホームボタンは困った時に押すボタン

に一本指で画面を左から右に払う。iOS10の

といった使い方がある。
「困った時には，ホ

場合は，時計が画面の左上に表示されるので

ームボタン」と覚えておこう。

わかる。この場合は，画面を払うのではなく，

一方，ホームボタンをクリックしても画面

ホームボタンをクリックする。そうすること

が明るくならない場合は, ｢(1)主電源が切

で，ロックが解除される。場合によっては，

れている」状態である。

パスコードが設定されていることがある。そ

の場合は決められたコードを4桁または6桁

で入力する。もちろん，ホームボタン内に仕

（3）主電源の入れ方
iPadの電源の切れた状態が分かったら，

込まれているタッチIDセンサーに軽く指を

次は電源の入れ方を学ぼう。まずは，主電源

触れていてもロックは解除される。音声で利

が切れている状態から，電源を入れる方法で

用している場合は，この方法が便利である。

ある。主電源が切れている状態から電源を入

ロックが解除されると，ホーム画面が表示さ

れたいときは，電源ボタンを2， 3秒押し込

れる。ホーム画面は機器によってアイコンの

む。すると数秒後に画面中央にリンゴの絵が

配置や背景が全く異なるが，ホーム画面の例

表示され，数十秒後にロック解除画面が現れ

を図7に示した。

る。しばらくすると画面は暗くなる。この状

以下のビデオは，ホーム画面の説明である。

https://youtu｡be/QB1_rVWaCUM
露畦葬

篭琵圏議團蕊璽

醗篭蕊篭篭

；

鰯韓圏蕊”灘”；鞭

ｎｑＦ合同Ｆずぶ言膚伊玩属砕』

~寺

ホーム画面はiPadの操作時の基準（起

点）となる画面で，アプリのアイコンが縦横
に配列されている画面である。アプリの起動
繊

図7
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ホーム画面の例

中や，何かの機能の作動中にホームボタンを
クリックすると，必ずこのホーム画面が表示

される。また，ホーム画面は2ページ以上で

構成され，最大llページまで作ることがで

のアプリに切り替えることができるので，幾
つかのアプリを切り替えながら操作する場合

きる。ホーム画面下の中央に白丸が横に並ん

には便利である。

でいる。この白丸の数だけホーム画面が存在

し，中でも一層濃い白色をしている丸が現在
表示されているページということになる。

ホーム画面の最下行は背景色が若干ことな

(S)アプリの整理

ホーム画面上にアプリがたくさん表示され

るようになると，アプリを見つけにくくなり，

っており，ホーム画面を移動しても，その部

目的とするアプリを探すのが大変である。例

分だけは変わらない。この部分を「ドック」

えば，ホーム画面の2ページ目は国語で使う

という。ドックは何番目のホーム画面を表示

アプリといった具合にまとめたり，頻繁に利

していても影響を受けないため，頻繁に利用

用するアブ'ﾉはホーム画面の1ページ目やド

するアブ'ﾉを配置しておくと便利である。

ックに配置したり，似た機能のアブ'ﾉは，フ
ォルダにまとめたりすると効率よく操作でき

（4）ホーム画面操作

るようになる。

アプリのアイコンを一本指で「トン」と叩
く（タップする）と，アプリを起動させるこ

（6）アイコンの移動と削除の方法

とができる。アイコンをタップしたつもりで

アイコンを一本指で長押しすると，アイコ

も，長押しした後iPadに長押しと判断され

ンが細かく揺れ始めます。この状態がアイコ

るとアイコンが細かく揺れ始める。もし，そ

ンの編集中を意味する。位置を変更したいア

うなってしまったら，ホームボタンをクリッ

イコンを一本指で長押しすると，少しアイコ

クする。そうすると，アイコンの揺れはなく

ンが大きくなるので，その状態を保ったまま，
指をずらしていく（ドラッグする）と，アイ

なる。
「困った時には，ホームボタン」であ

る。起動中のアブ'ﾉを終了したいときは，ホ
ームポタンをクリックする。ただし，この方

コンが移動する。この状態でアイコンをドッ

法での終了は単にアプリの画面をホーム画面

どちらかの端に移動していくと，隣のページ

に切り替えただけで，完全にアプリが終了し

に移動させることもできる。アイコンが震え

ているわけではない。アプリを完全に終了さ

ている状態で，アイコンの左上隅に表示され

せたい場合は，ホームボタンを2回素早くク

ている「×」を押すと，アプリを削除するこ

リックする。そうすると，起動中のアプリが

とができる（ビデオ参照)。アプリを削除し

並んで表示される。この起動中のアプリが並

てしまっても，再度アップストアからイン

んで表示されている画面を，アプリをスイッ

ストールすることができる。なお，一度支払

チする画面ということから「アップスイッチ

ったアプリを削除した場合， 2回目以降は料

ャー」とよぶ。このアップスイッチャーを表

金が発生しない。

クに移動させることもできるし，画面の左右

示した状態で，終了したいアプリの部分を一
本指で上に長めに払う。そうするとアプリは

（フ）フォルダで整理する

画面から消えてなくなる。この状態でアプリ

アイコンの編集中に，アイコンを別のアイ

は完全に終了したことになる。アプリを完全

コンの上に重ねるとフォルダが自動的に作成

に終了してしまうと，編集中の画像や文書
音楽などがある場合，編集途中の状態が消え

される。その際，フォルダ名は自動でつけら

てしまう場合があるので，注意を要する。ま

ルダ名を付ける場合の工夫としては，フォル

た，アップスイッチャーを表示して，表示中
のアプリの画面を一本指でタップすると，そ

ダ名の先頭にホームページのページ番号を付

れるが，自分で付け直すこともできる。フォ

けることが挙げられる。そうすることで，
15

Spotting検索（スポッティング検索）でア

スタンドを効果的に利用する方法

プリの検索を行った際に，そのアプリが何ペ

https://youtu.be/OZq5K4JAKrO

ージ目にあるフォルダに入っているのかを知

ることができるようになるため，数あるアプ
リの中からアプリの位置を特定しやすくなる。
3カメラと写真

iPadを活用する際，カメラと写真のアプ
リは頻繁に利用することになる。それらの操

作と，弱視教育で活用する際のポイントを以
下のビデオで紹介したので，ぜひ，試してほ

書見台と組み合わせて利用する方法

しい。

https://youtu.be/EtsE1TiyqzO

以下にカメラアプリの操作法と指導法のポ
イントをビデオで紹介した。

https://youtu.be/AZ｣OS4JUE

板書を撮影して，活かす方法

https://youtu.be/csWLxwzLkbc
以下に写真アプリの操作法と指導法のポイ
ントをビデオで紹介した。

httpS://youtu・be/k61e5w8w3VA

UDブラウザの活用例

https://youtu.be/jAtY9oHjusO
3活用に向けて
iPadは視覚補助法として学年があがるに

つれてその利用頻度が上がること（図8）が，
弱視者の半構造化面接で明らかになっている

（和田・氏間,2015)。以下に, iPadの高度
な活用法を解説した。これらの方法は氏間研

究室が実施する教育相談で実際に指導し，高
校生や大学生，社会人が学習や仕事で活用し
ているものである。将来的には，是非とも，
指導者として習得しておきたい。
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英文を読みながら直接辞書を引く方法

英語の音声教材を聴きながら，ノートを取

https://youtu.be/bR3Rgx5BUck

る方法

https://youtu.be/Clm2A36TPSk

英文を読みながら辞書を引き，和訳する方

おわりに

法

基本的な話からはじまり，最後は実践的な

https://youtu.be/acc3Wazg5Tg

ビデオをご覧いただいた。いかがでしょう

か？すでに高校生や大学生，社会人の中には，
それらの活用法を身に付けて，活躍している
弱視者がいる。こういった知識や技能を視覚
障害教育のセンターである視覚特別支援学校
で指導していけるよう，是非とも情報を共有
していきたい。

最近，ある盲学校をゼミ生が見学させてい
ただいた際，その学校はすべての学年で
iPadを実に巧みに授業で活用していたそう
だ。低学年では見る質を高めるツールとして

教師主導で，中学以上では上述したように，
学習を効率化するためにである。その素晴ら

しさに「どうして，この学校ではこのように
すべての先生が指導できるのですか？」と，

高3

一一一一一一一一一一

高2

一一一一一

一口ローローロロ

大学

高1
中3

中2

鴬宇’
小6
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画ゲ…ム機(Ds)

小1
園パソコン
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使照率
図8学年別の視覚補助法の割合
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