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概要： 近年、特別支援学習において ICT の活用が急速に広まっている。本研究ではディスレクシア(読
み書き学習困難)に焦点を当て、現在行われている ICT 支援やその可能性について探っていく。本稿で
は特に言語学習教材について取り上げる。
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1.

はじめに

近年 ICT を用いた特別支援教育が広がりを見せ
つつある。特に、学習に困難がある児童 1 人 1 人の
異なる教育的ニーズに答え、効率的に学びにくさの
障壁をなくしていくための支援である。しかし特別支
援の中でも、本研究で取り上げるディスレクシア（読
み書き困難）については、日本国内での認知度は高
いとはいえず、ディスレクシアを対象とした ICT ツー
ルは普及しにくいのが現状である。本研究では読み
書き困難を持つ方への具体的な ICT 支援の例を示
し、ディスレクシアへの理解を深めるとともに、中学
生以上を対象とした音声付き英語学習教材の提案
をしていく。

2.

ディスレクシアとは

ディスレクシアとは、知的に問題はないものの特
定の言語能力、特に読字能力に著しい困難を持つ
症状を言う。[1]ディスレクシアは読字能力だけでなく
書字能力にも困難がある場合が多い。その為、読み
書き困難とも呼ばれている。発現率は日本では 5%
から８％程度[1]、英語圏では 10%から 20%といわれ
ている[2]。また、この出現率はひらがな、カタカナ、
漢字で異なる[3]。
2.1

ディスレクシアの特性とその症状

読み書き困難の程度は人によって異なり、その症
状は様々である。しかし、ディスレクシアの特性は大
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きく次の２つに分けられる：1）音韻処理１の困難、2）
視覚情報処理の困難[4]である。ディスレクシアの２
つの特性とそれに伴う症状について述べる。
2.1.1 音韻処理の困難

ディスレクシアを引き起こす要因はまだ完全には
解明されていない。しかし、ディスレクシアの人は脳
の音韻処理に関わる領域の面積が小さく、またはそ
の部分に異常がある為、文字と音を結びつけてそれ
を処理する脳機能と発達に違いがあることが現在の
研究で証明されている[5]。これにより、ひらがなやア
ルファベットなどの文字と音を結びつけることが困難
であったり、長音符号 2 や小さい「ゅ」などの文字が
認識しづらかったりする事がある。また、１文字ずつ
読むことができても、単語や文のまとまりを理解する
ことに困難が生じ、１字ずつ拾い読みをするなどとい
った症状が出ることがある。
2.1.2 視覚情報処理の困難

ディスレクシアの児童の眼球運動を測定した研究
によると、「行かえ、return sweep」(1 行を読み終わり、
次の行へ移動する眼球運動)の間隔が広く、「逆行、
regression」（一度読んだところに戻る眼球運動）の頻
度が高く、眼球運動の軌道が不規則であること[6]、
また、「停留時間、fixation duration」（ある一点に留ま
り情報を受け入れる時間）の平均時間が長いことが
報告されている[7]。更に、読み飛ばし・読み誤り回
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数が多く、１か所で視線が停滞し、注視点が多い事
も特徴として挙げられている[8]。このように、ディスレ
クシアの人の中には、眼球運動がうまくできなかった
り、視覚認識に偏りがあったりするために文字が左
右反転（鏡文字）に見える、文字や行を飛ばして読
む、文字を入れ替えて読む（逆さ読み）、読む速度
が遅いといった症状が生じる人もいる。

3.

ICT 支援の現状

多くの読み書き困難者は文字や単語の形を認識
した際その文字や単語の音を想起することを苦手と
する。そのため紙のプリントのみの学習では通常学
級での授業の進度についていけないことがしばしば
ある。このような現状を改善するため、近年では機能
代替アプローチとして ICT ツールを利用した支援が
行われている。
3.1

機能代替アプローチ

読み書き困難への機能代替アプローチとして用
いられる主な ICT ツールは以下のとおりである。
◯ デジタル教科書
主に紙の教科書と同一の内容が記録されたタブレ
ット端末であり、分かち書きや総ルビがふられた文
章を読み上げる機能が搭載されている。そのほかに
も文章のハイライト機能や反転機能が利用でき、背
景色や文字の大きさも自由に変更できる。デジタル
教科書として代表的なものとして挙げられるのは
DAISY 教科書 3 や AccessReading4 である[9]。
◯ Office Lens , One Note
これらのアプリケーションで黒板やプリントを撮影す
るとその写真をデジタルデータとして保存し、見返
すことができる。また、台形補正が搭載されているた
めどの位置から撮影しても補正され表示される [9] 。
◯ スキャナーペン
教科書の紙面上に目に見えない 2 次元コードが印
刷されており、音声ペンで紙面にタッチするとペン
で触れた部分の教科書音声が再生される [9] 。
上記のような ICT ツールを使用し「読むこと」「書くこ
と」の代替がなされている。

4.

ICT 教材の課題

3.1 の機種代替アプローチで説明した ICT ツール
を利用した近年の言語教材では読み書き困難者が
持つ学習における障壁の種類が様々であり個々の
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ニーズが幅広いため細かく対応しきれていない点が
難点とされている[10]。特に文字や単語、文章を読
むための基礎となる能力である音韻認識 5 やデコー
ディング 6 の能力が弱い事がディスレクシアの主な要
因とされているが、日本ではあまり指導されていない。
そして、このことが英語学習初期の躓きの原因となっ
ている可能性が指摘されている[11]。また、このよう
な問題点があるにも関わらず、単語や読解などを
次々と詰め込まれる為、そのことがディスレクシアの
人の英語学習を更に困難なものにしている[3]。これ
らの問題を解決していくためには今後、学習者が音
韻認識やデコーディングを学ぶ際に助けになるよう
な ICT 教材の作成に取り組んでいく必要があるので
はないかと思われる。

5.

教材の提案

そこで本研究では、ディスレクシアの２つの主要
因のうちデコーディング能力に着目し、英語の語彙
習得や読解を流暢に行うための基礎となる文字とそ
の音を小さい単位から対応させるスキル習得の支援
を目的とした教材を提案する。私たちが教材内容を
設定する上で参考にしたものが２つある。1)英語習
得におけるデコーディング学習の重要性 2) 小さい
単位の文字と音の対応から練習を始める必要性で
ある。次節では、上記２つの項目について詳しく述
べていく。

5.1

英語習得におけるデコーディング学習の
重要性

デコーディング能力は、読み書きをする上で必要
になる様々な能力に関わっている。まず、日本語
（ひらがな、カタカナ）は CV 構造（子音+母音）が基
本で[12]１文字に対応する音韻単位の粒が大きい
[13]のに対し、英語は CVC 構造（子音+母音+子音）
が基本で子音が連続することもあり[12]、１文字に対
応する音韻単位の粒が小さい[13]という違いがある。
音韻単位の粒の大小とは、例えば図１のように「か」
という文字を耳にした際、日本語であれば「か」という
１文字のみを想起すればよいが英語の場合「k」と「a」
の２文字を想起しなければならないということである。
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りも音声指導が中心である為、文字指導が本格化す
る中学生以上を対象に設定する[15]。
5.3.2 学習到達目標

本研究が提案する教材では、表示された文字を
見て、正しい文字と音を結びつけ、その組み合わせ
を選択することができることを学習到達目標とする。

図 1. 日本語と英語の音韻単位の粒の比較

英語は日本語（ひらがな、カタカナ）よりも文字と音
の対応規則が複雑で[14]、小さい単位での音韻認
識が必要になる。日本人学習者はこのような影響を
受け、英語を日本語の音節 7 で認識している為、英
語の音韻認識を自然に習得するのは困難であると
言われている[12]。この為、日本語にはない英語の
音と文字の対応規則（デコーディング）を学ぶ必要
がある[11]。また、これがきちんとできなければその
上位スキルとされる語彙や文法の発達にも大きな影
響を与えるとされている[11]。
さらに、このデコーディング能力は読解力にも大き
く関わっている。読解力には単語を認識し、それを
理解する力が必要となるが、デコーディング能力が
弱い場合、このことが単語認識の問題を生じさせ、
単語の集合体である文全体を把握することも難しくさ
せるのである。このような点から、デコーディング能
力の発達は読解能力を身につける為にも必用不可
欠であるといえる[14]。
5.2

図 2. 教材画面のイメージ（解説付き）

図２は教材の画面のイメージである。画面中央に学
習する文字が配置されている。シンプルな画面であ
るが、ディスレクシアの学習者に配慮した構造にす
る。次に教材のポイントについて説明する。
5.3.3 教材のポイント

① シンプルなデザイン
本教材は図３のようにイラストは入れず、文字だけ
を表示する。図４のようにイラストがあると学習対象で
ある文字に意識を集中させにくくなったり、ストレスを
感じたりして[16]学習の妨げに繋がることもある為、
一度に表示する情報量をできるだけ少なくする。

小さい単位の文字と音の対応から練習を
始める必要性

デコーディング（文字と音の対応）能力は、最も小
さい単位である音素 8 から音節、語というように徐々
に大きい単位へと発達していく。よって、デコーディ
ング能力習得を目的とした学習は小さい単位の文字
と音を対応させる練習から始めていく必要がある[11]。
5.3

教材内容説明・イメージ

5.1 と 5.2 で指摘した点を考慮し、教材デザインイ
メージを作成した。以下では 1）対象年齢、2)学習到
達目標、3)教材のポイントを述べる。
5.3.1 対象年齢

中学生以上を対象とする。小学校では読み書きよ
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図 3.

教材画面イメージ
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は負担がかかりにくく、読みやすいとされている[3]。

図 4. イラスト挿入時のイメージ

② コントラスト
背景はクリーム色などにする。コントラスト（色彩の
明暗、強弱、濃淡の差異）が強いと文字がはっきり見
える為、白い背景に黒い文字という配色のものが多
くみられる。しかし、ディスレクシアの人は、白い背景
がまぶしく、見づらいと感じたり[16]、文字と背景との
コントラストが強すぎるとチカチカして気持ち悪いと
感じたりする人もいる[16]。その為、白い背景は避け、
文字と背景のコントラストを抑えたデザインにする。
③ 音声
ディスレクシアの人は読みだけでなく、書くことが
苦手な人も多い。この原因としては、脳内で身体に
指示を出し手を動かすという伝達機能がうまくいって
いないという説が有力である[17]。その為、音声ボタ
ンを設置した場合、ボタンにカーソルを合わせてクリ
ックするような細かい作業が難しく、ストレスになって
しまう事が考えられる。そこで、キーボードを押すと
発音が流れるような操作が複雑ではないものにする。
また、本教材では文字の名称ではなく、文字の音の
読み（発音）で学習するフォニックス 9 を取り入れるこ
とにより、文字と音の認識の一致を図る。更に、発音
の見本や、それを真似して繰り返し発音することを促
すような音声も流れるようにし、実際に発音すること
で学習の定着を図る。
④ フォント
フォントは Sassoon（サスーン）フォントを用いる。これ
はジョリーフォニックスを学ぶ教材で多く使われてい
るフォントである。ディスレクシアの人の中には「はね、
はらい」、フォントのうろこ 10 や楷書特有の筆の入り、
おさえが気になり読めないということもある[18]。しか
し、「Sassoon フォント」は余計な飾りがなく[3]、線の
太さなどが統一されており[19]、シンプルである[3]。
また、手描きの文字に近い動きを連想させるフォント
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図 5. Century と Sassoon の比較

5.3.4 教材の動作と学習の順番

次に本教材の動作と効果的な学習の順番について
述べる。
① 頻度の高い順に表示
ABC 順ではなくジョリーフォニックス 11 流の発音指
導順番を参考にする。アルファベット２６個だけでな
く、ai, oa というような２つの文字で 1 つの音を作るダ
イグラフ 12 を加えた４２個の音を日常単語に使用され
る頻度が高い順に表示する[19]。形や音が似ている
アルファベット同士は学習者による文字の取り違え
を避ける為、なるべく学習順番を離すようにする。
② 小文字
ジョリーフォニックス指導では初期の音声学習で
用いられる文字として小文字が最適であるとされて
いるため小文字から学習する[19]。
③ スライド式
スライド式で表示し、単語帳のように学習できるよ
うにする。5.3.3 の③で述べた理由から、次の文字の
ページへ移動する場合、既定のキーボードを押せ
ばページ移動ができるようにする。また、学習者に
「成功体験」をできるだけ多く経験させるため１回分
の単語量はスモールステップで乗り越えやすい量を
設定する[20]。

6.

まとめと今後の展望

本稿ではディスレクシアについて、その定義、症
状や現在主に行われている ICT 支援を具体的な例
を挙げながら紹介した。また、ディスレクシアの主要
因である能力の指導が学校で十分に行われていな
いという英語学習の現状に着目し、それを補助する
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ことを目的とした ICT 教材イメージを作成し、提案し
た。今回は教材デザインを作成しただけだが、今後
は実際に教材作成に取り組んでいきたい。
具体的な構想としてまず、４２音分すべてのペー
ジを教材イメージと同様の内容で作成し、音声に関
しては男声と女声を選択できるようにしていきたい。
どのようなアクセントを使用するかは今後検討してい
く予定である。また、教材の文字の大きさやその文
字の色と背景のコントラストがよりディスレクシアの方
たちにとって見やすいものとなるように改良を重ねて
いきたい。そして学習後、その成果を確認するため
のゲーム形式のテストを作成することも目標としてい
る。テスト解答後に得点を表示し、結果が芳しくなか
った場合は励ましのコメント、結果が優れたものだっ
た場合は賞賛するコメントを入れるなど学習者の自
尊心を高め、学習の継続を促せるようなテストを作成
したい。さらにテストの問題数はスモールステップで
乗り越えやすく、かつ達成感が得られる分量に設定
するなどという工夫をし、読み書き困難者の英語学
習に少しでも役立つような教材の実現を目指したい。
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７ 子音と母音の組み合わせから成り、ひとまとまりと感じられ
る音連続。（百科事典マイペディア）
8 語の意味を区別する音声の最小単位。(世界大百科事典)
9 英語の文字と音の結びつきを示したルールのこと
10 文字の端についている飾りのこと
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使して学び、読み書きを習得する基礎教材。
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