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Ⅰ はじめに

ネットワーク上に置かれる教材ソフトウェアやデータを

教育用コンテンツと呼ぶ。

本稿で述べる特別支援教育に役立つWeb教材コンテンツ

は，文部科学省教育用コンテンツ開発事業によるものであ

る。教育用コンテンツ開発事業はコンピュータ等のハード

ウェア面での急速な整備と合わせて「教育の情報化」を牽

引する車の両輪に位置付けられる。

ミレニアム・プロジェクト「教育の情報化」によって，

平成17年度を目標に，全ての公立小中高等学校等が，各学

級の授業においてコンピュータを活用できる環境が整備さ

れることとなった10）２）３）４）５）。これは「情報教育」が盛り

込まれた学習指導要領が平成14年度から完全実施されるた

めの基盤整備であることに加えて，現代の学校教育が抱え

る問題注３にコンピュータやインターネットを使って応えよ

うとする「教育の情報化」10） を実現させる目的があった。

上述したハードウェアの充実と合わせて，文部科学省は，

開発事業等によって教育用コンテンツの開発・普及を推進

することとなり，特殊教育の分野もその中に含まれること

となった。

特殊教育の情報教育を進めるために支援機器の研修や支

援体制の整備が重要であるとされる９）。小学校・中学校・

高等学校と同様に通常のハードウェア面とソフトウェア面

の充実に加えて，障害に応じたスイッチやインターフェー

スの整備など，情報機器へのアクセスの確保が必要となる。

このような障害のある子どものアクセシビリティの確保

は，世界共通の課題である。米国では，UDL : Universal

Design for Learning（学習におけるユニバーサルデザイン）
注４が提唱されている13）。これは，全ての教材にアクセシビ

リティ機能等を付けることにより，障害のある子と，そう

でない子，全ての子たちに有効な教材が提供できるという
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要旨：平成13年度文部科学省教育用コンテンツ開発事業で公開された「特別支援教育に役立つWeb教材コンテンツ注１」に

ついて，その特徴となっている種々のアクセシビリティ機能と，これらを実現させた開発の経緯について報告した．

それぞれのWeb教材について，「キーボードナビゲーション注２機能」，「スキャン入力機能」，「音声ガイダンス」などのアク

セシビリティ機能を中心に説明し，合わせてアクセシビリティ機能を有効に活用するための操作環境に触れた．

最後に，Web教材化の過程で得られた知見についてまとめ，教材と一体になったアクセシビリティ機能について若干の考

察を加えた．

見出し語：教育用コンテンツ，WWW，アクセシビリティ，教育の情報化，特殊教育

注１：特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ開発チーム（代表者：中村 均 情報教育研究部長）として，平成13年11月６日付け13

諸文科初第728号で委嘱を受けたプロジェクトである。
注２：マウス操作のkeyboard equivalents等とも呼ばれ，その起源はウイスコンシン大学が提唱するEZ accessと考えられる。マイクロソフ

ト社ではフォーカスの移動にTabとShift＋Tabを，確定にEnterを用いる６）。
注３：文部省学習情報課（当時）（2000）は，「学級崩壊」等の現代の学校教育が抱える問題の原因の一つに，授業についていける子ども

たちの割合が，小学校で７割，中学校で５割，高校で３割といった現状10）があるとして，分かる授業の実現のためにコンピュータやネッ

トワークを使用する必要があるとした。
注４：このUDLには以下の三つの具体的な観点がある。１）情報の多角的な提供手段の確保（Multiple Representation of Information），２）

表現手段や操作方法の複数オプションの提供（Multiple Options for Expression and Control），３）学習への取り組み方法や内容の多様性の

確保（Multiple Options for Engagement）。
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考え方である。

Web教材コンテンツに，アクセシビリティに配慮した機

能を付加するという考え方はこのUDLの考え方に一致す

る。

さまざまな児童生徒のニーズに応ずる教材を用意するこ

とは，実際上は難しいが，わが国における特別支援教育の

進展を考える時，UDLの視点による教材開発が，今後，強

く求められると考えられる。その意味で，特別支援教育の

ためのWeb教材コンテンツにおいてアクセシビリティに配

慮した機能を実現する意義は大きい。

Ⅱ 目 的

本報告では，平成13年度文部科学省教育用コンテンツ開

発事業で公開された「特別支援教育に役立つWeb教材コン

テンツ」の特徴となっている種々のアクセシビリティ機能

について，これらを実現させた経緯を含めて報告する。

また，そこから得られた知見と今後の課題についてまと

める。

Ⅲ 平成13年度文部科学省教育用コンテンツ

開発事業で公開された「特別支援教育に

役立つWeb教材コンテンツ」の概要

平成13年度文部科学省教育用コンテンツ開発事業では，

障害児教育財団が行ってきた特殊教育学習ソフトウェアコ

ンクール注５入選作品のうち，軽度の障害のある児童生徒の

指導に役立つ学習ソフトウェアをWeb上で表示できるよう

に再開発を行った。この際，児童生徒の学習上の困難を軽

減するためのアクセシビリティ機能を付加することで，よ

り多くの児童生徒の学習に利用できるよう配慮した。

図１は，特別支援教育に役立つWeb教材コンテンツのメ

ニュー画面である。

各教材群へのリンク（図１の①）おけるリンクの様子を

示している。メインのページから，別の教育用コンテンツ

へ（図１の③），ならびにコンテンツの説明文，指導案（図

１の②）にリンクが作られている。

各教材コンテンツは，Web上で利用可能なように，Flash

あるいは，Shock Waveといったデータに変換したものであ

棟方・船城・中村：アクセシビリティに配慮したWeb教材コンテンツ開発事例

注５：特殊教育諸学校や特殊学級の教職員が日常の教育活動の中で行うコンピュータを用いた学習用ソフトウェアの開発を

推進し，障害のある児童生徒のための新しい教育方法の発展に資するために平成２年度から開始され平成13年度に第11回と

なった。入選作品の著作権は障害児教育財団に帰属するとされる。

図１ 特別支援教育に役立つWeb教材コンテンツのメニュー画面
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る。その際に，データの殆どを製作し直したものと，音声

データ等の限られた部分を高品質のものに差し替えるな

ど，部分的に作り替えたものがある。本論で報告するアク

セシビリティ機能は，全コンテンツに対して，新たに加え

られたものである。

コンテンツ群の一覧は，表１のとおりである。

Ⅳ 特別支援教育に役立つWeb教材コンテンツ

に用意されたアクセシビリティに配慮した

特別な機能

本教材コンテンツは，その特色として，それぞれの教材

の操作において，運動障害，視覚障害，学習障害等に配慮

した機能を有している。具体的には「キーボードナビゲー

ション機能」，「スキャン入力機能」，「音声ガイダンス」な

どのコンテンツ共通の機能と「白黒反転モード」など教材

と一体になったアクセシビリティ機能である。

図２は，スキャン速度の変更機能である。これは各ボタ

ンへのフォーカスの停留時間の設定である。学習者は，こ

の設定された時間内に，必要な項目を選択し，押しボタン

スイッチ等を押さなければならない。当然のことながら，

利用する児童生徒の状態に合わせて，この速度を設定する

必要がある。

メニュー画面から，スキャン機能を選択する（図２の①）

と，スキャンスピードの選択画面（図２の②）になる。そ

こでは「ゆっくり」から「はやい」までの４段階の速度を

選択させるようにした。実際の停留時間は，それぞれ0.5秒，

１秒，２秒，３秒とした。一方，実際にスキャンしている

場合，画面上のどこにフォーカスがあるのか，操作者が容

易に確認できる必要がある。一般に，Webブラウザには，

キーボードナビゲーション機能が付加されているが，通常，

このフォーカスがどこにあるのか，視覚的に確認が困難で

あると言われる。今回は，画面上のフォーカスのあるボタ

ンを動きのある大きな矢印で指し示す手法を用いることと

した（図６から図８までに見える矢印記号部分）。

図３は，通常のマウス操作機能（図中の「マウスクリッ

ク」（図３の①）），キーボードナビゲーション機能（図３

の②），スキャン機能（図３の③）を選択する場面である。

キーボードナビゲーション機能を選択すると，Tabキー（図

４の①）で，画面上で右，あるいは下方向へのフォーカス

の移動，Shift + Tabキー（図４の②）で，その逆方向の

フォーカスの移動，さらに，Enterキー（図４の③）で確定

表１ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ内容一覧

作 品 名 内 容 (ねらい) 作 者 名 備 考

１．漢字のかんじ
軽度の障害の児童生徒用。アニメーションを通し
て漢字の持つ楽しい雰囲気を味わってもらう。

清水一郎 (山口県立岩国養護学校：制
作当時)

第６回特殊教育学習用ソフトウェア
コンクール入賞

２．楽器屋さん

肢体不自由の養護学校では音楽の授業などで合奏
をする場合には，生徒の障害の状況に合わせて楽
器を改良するなどの工夫が必要である。そこで，そ
の工夫のひとつとして手軽なスイッチ入力で音が
出せるようにした。

教育機器係 代表者 大畑輝明
(埼玉県立宮代養護学校：制作当時)

第２回特殊教育学習用ソフトウェア
コンクール銅賞

３．計算ノート

肢体不自由である児童生徒は，自分の力で書くこ
とが困難である。それを補うために，文章用には
ワープロがすでに活用されている。そこで，筆算
用のノートを提供した。

加瀬 奨 (神奈川県立第二教育セン
ター：制作当時)

第１回特殊教育学習用ソフトウェア
コンクール大賞

４．九九もぐら

友達と対戦することにより競争心を持たせ，自分
の計算力を高めようとする態度を養うこと。
遊び感覚で楽しみながら計算を繰り返し行うこ
と。繰り返すことにより，計算力を高めることを
ねらいとした。

酒井瑞雄 (高知県立山田養護学校：制
作当時)

第７回特殊教育学習用ソフトウェア
コンクール入賞 (第９回に改良した

「対戦型暗算deもぐらたたき」で入賞)

５．ぽんぽん算数

10以下の個数をきちんと数えられない児童に数え
方を示すことで，数え方の習熟をはかること。数
詞と数字，キャラクターの個数とマッチングを学
習する。右と左に示されたキャラクターの数の多
い少ないをすばやく数え，判断する練習をさせる。

高橋寿昌 (宮城県立利府養護学校：制
作当時)

第５回特殊教育学習用ソフトウェア
コンクール (ロボ君のぽんぽん算数と
して，ロボ君のぽんぽん国語と合わせ
て大賞を受賞)

６．国語道場 助詞の使い方の定着と話し方の練習を学ぶ。
高橋寿昌 (宮城県立利府養護学校：制
作当時)

第４回特殊教育学習用ソフトウェア
コンクール大賞

注）内容，作者の覧は，「特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ」に掲載された記述を修正した。
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入力となる。

本コンテンツ群は，通常のマウスやキーボードによる操

作が可能であるが，キーボードナビゲーション機能とス

キャン入力機能を有しており，押しボタンスイッチや各種

のセンサースイッチとインターフェースを利用すること

で，随意運動が可能な身体部位を有する児童生徒であれば，

コンテンツを利用することができる。図４は，コンテンツ

のアクセシビリティ機能を有効に利用するために必要な機

器整備例である。表２は，操作スイッチあるいはセンサー

とインターフェースの具体例と，それらを入手するために

必要なURL等を記述した。

棟方・船城・中村：アクセシビリティに配慮したWeb教材コンテンツ開発事例

図２ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツに埋め込まれたアクセシビリティ機能 (その１)

図３ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツに埋め込まれたアクセシビリティ機能 (その２)
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図５は，主として弱視の児童生徒を対象とした黒白反転

画面の様子である。これは眩しさを感ずる児童生徒のため

に，画面上の輝度を低くおさえる働きがある。Windowsを

はじめ，オペレーションシステム（以下，OS）自体が画面

の白黒反転を持つようになっている。しかしながら，教材

コンテンツ（本例はFlashによる。）では，画面の１枚，１

枚を画像ファイルで構成する。この場合には，OSレベルの

機能では，教材の実行場面の白黒反転を行うことができな

い。したがって，通常の画像（図５の①）と，白黒反転し

た画像を使った教材コンテンツを，２種類用意することで，

この問題の解決を図ろうとした（図５の②）。

以下，Web教材コンテンツ群を個々に解説する。

１． 漢字のかんじ（図６）

「漢字のかんじ」のオリジナル作品はHyperCardで作成さ

れており，モノクロであった。Web化にあたっては，オリ

ジナルが持つ，アニメーションを通して漢字の持つ楽しい

図４ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ全体の学習用端末システム例

表２ コンテンツ使用環境構成の例

分 類 名 名 称 利用する機能 メーカ等 備 考

インターフェース

Wing-SK Tab/Shift-Tab+Enter
http : //www. nise. go. jp/
research/kogaku/Wing-SK. html

USB版は，
http : //www5. wind. ne. jp/
ja1syk/wing-usb/index. htm

ねずみくんのクリック Tab/Shift-Tab+Enter
http://isweb37. infoseek. co. jp/
school/meskanto/nezukuri/
nezukuri. html

なんでもスイッチボックス Tab/Shift-Tab+Enter
http://www.ttools. co. jp/product/
anysw. html

テクノツール製

センサー・スイッチ類

ジェリービーンスイッチ
ごく軽い力で動作する押しボタン
スイッチにより出力をOnにする。

例えば，
http : //www. kokoroweb. org/
chap26/kkr26d01. html

上記のインターフェースに接
続する。ごく短いOn-Offを行
う。

瞬きスイッチ
瞬き，僅かな体の動きを感知して，
出力をOnにする。

呼気スイッチ
一定量の呼気，あるいは吸気を感
知して，出力をOnにする。
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棟方・船城・中村：アクセシビリティに配慮したWeb教材コンテンツ開発事例

図５ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツに埋め込まれたアクセシビリティ機能 (その３)

図６ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ (漢字のかんじ)
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雰囲気を味わってもらうこと良さを活かしながら，カラー

化とアクセシビリティ機能の付加，さらに，音訓の読みの

確認ページを追加するなど改良を加えた。具体的には，通

常のマウス選択とスキャン機能，キーボードナビゲーショ

ン機能を選択可能（図６の①）とした。また，各ボタンを

読み上げる音声ガイド機能を付加した。

２．楽器屋さん（図７）

「楽器屋さん」のオリジナル作品はMSXパソコン用に作

成されており，楽器数は，３つであった。制作の意図は「肢

体不自由の養護学校では音楽の授業などで合奏をする場合

には，生徒の障害の状況に合わせて楽器を改良するなどの

工夫が必要である。その工夫のひとつとして手軽なスイッ

チ入力で音が出せるようにした。」16) というもであった。

Web化にあたり，９種の楽器とし，打楽器系では，それぞ

れに単音ボタンとアクセント（連打）ボタンを付け，音程

を持つ楽器では，それぞれに各音を演奏できるように工夫

した。通常のマウス操作，キーボードによる音階の演奏に

図７ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ (楽器屋さん)

図８ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ (計算ノート)
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加えて，スキャン機能とキーボードナビゲーション機能（図

７の①）が付加してある。

３．計算ノート（図８）

「計算ノート」のオリジナル作品は，NEC PC9801用に製

作されたもので，ウレタンフォームと押しボタンスイッチ

で製作した特別な入力装置がセットになっていた。制作の

意図は「肢体不自由ある児童生徒は、自分の力で書くこと

が困難である。それを補うために，文章用にはワープロが

すでに活用されている。そこで，筆算用のノートを提供し

た」16) というもであった。

Web化にあたっては，上記のオリジナル作品のねらいを

もとに，全く新たに開発を行った。図８に見えるボタン類

は，オリジナルの入力装置の代替機能として付加された。

繰り上げの数字や小数点，分数の加減乗除の記号の表示を

可能にするようにグリッドを設定した。また，入力操作を

極力少なくするように，数字や記号の入力（図８の①）の

後に必ずカーソルキーの選択ができる（図８の②）ように

した。プログラム言語としてFlashを用いたが，この言語で

は，上記のようなボタンのスキャンの順番を制御すること

ができない。ここでは，仮想のページを用意して表示させ

ることで，この問題を回避してある。入力の手数を少なく

する工夫として，他に，数字を入力した後で，筆算のわり

算記号を選択すると，文字列の長さに合わせて自動的に水

平線が引かれるオリジナル作品の機能を実現した。

４．九九もぐら（図９）

「九九もぐら」の制作の意図は「友達と対戦することによ

り競争心を持たせ、自分の計算力を高めようとする態度を

養うこと。遊び感覚で楽しみながら計算を繰り返し行うこ

と。繰り返すことにより、計算力を高めることをねらいと

した。」16) というもであった。

図９の右上は，ゲームの設定画面であり，Web化で新た

に付加した機能は，プレイモードの選択機能と音声ガイダ

ンス機能である。通常のマウス操作に加えて，キーボード

ナビゲーション機能が利用できる。また，より学習効果を

上げるために正解時に，その九九の読み上げ機能を付加し

た。また，キーボードナビゲーション利用時に，選択され

た答えの数字を読み上げるようにした。オリジナル作品に

おいて，LAN機能を使った対戦機能は，インターネット上

でのサーバーへの付加を最小限にするために，得点ランキ

ング（図９の①）へと変更した。さらに，オリジナルにお

いて，ある一定時間にモグラを叩けなかった場合に，モグ

ラが画面上を自由に逃げ回るプログラムであったものを，

逃げるモグラが次第にスピードを落として，最後は止まっ

て待つように，また，キーボードナビゲーションを使って

いる場合には，逃げるモグラを追わずとも，確定キーで捕

まえられるようにした。

５．ぽんぽん算数（図10－１と図10－２）

「ぽんぽん算数」のオリジナル作品はFM-TOWNS用に制

作されたものであった。「おおいのどっち」と「かぞえてみ

よう」という二つのプログラムからなっている。制作の意

図は「10以下の個数をきちんと数えられない児童に数え方

を示すことで、数え方の習熟をはかること。数詞と数字、

キャラクターの個数とのマッチングを学習する。右と左に

棟方・船城・中村：アクセシビリティに配慮したWeb教材コンテンツ開発事例

図９ 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ (九九もぐら)
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示されたキャラクターの数の多い少ないをすばやく数え、

判断する練習をさせる。」16) というもであった。

Web化では，音声データを差し替え，スキャン機能とキー

ボードナビゲーション機能と音声ガイド機能を付加した内

容とした。矢印（図10―１の①）がメニュー項目を順次に

移動し，学習者は，この矢印の位置によって，選択されて

いる項目を確認する。図10－２は「かぞえてみよう」の画

面である。学習者は，矢印（図10―２の②）の手がかりを

使って，数字を選択する。矢印が，数字の他に「ヒント」

等のメニュー部分に移動することで，学習者は，用意され

た教材の機能，すなわち音声ガイドの切り替え，ヒント，

メニューを１個から３個のボタンで操作することができ

る。図10―２の①は，数字やメニューを音声で読み上げる

機能を選択するボタンである。

６．国語道場（図11－１と図11－２）

「国語道場」のオリジナル作品はMSXパソコン用に制作

され，後に作者によりFM-TOWNS用に移植されていた。後

者からデータを移植して教材をWeb上で実行可能な状態を

再現した。

制作の意図は「助詞の使い方の定着と文の話し方の練習

を学ぶ。」16) というもであった。

付加された機能は，「ぽんぽん算数」と同じく，音声デー

タを差し替えたこと，スキャン機能とキーボードナビゲー

図10-1 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ (ぽんぽん算数)

図10-2 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ (ぽんぽん算数)
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ション機能，音声ガイド機能（図11―１の②）を付加した

ことである。スキャン機能とキーボードナビゲーション機

能を使用する際には，画面上に矢印（図11―１の①）を表

示して，その時点で選択されている項目の位置を示すよう

にした。また，図11―２は，音声による項目名の読み上げ

を実行している状態（図11―２の①）と実行していない状

態（図11―２の②）を示している。

その一方，オリジナル作品には学習者の声を録音して，

再生して聞かせる機能があったが，Web化の際に「はなし

てごらん」といった後に，ある一定の時間を空けて「よく

できました」等のフィードバックを与える形に変更を余儀

なくされた。

図11-1 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ (国語どうじょう)

図11-2 特別支援教育のためのWeb教材コンテンツ (国語どうじょう)

棟方・船城・中村：アクセシビリティに配慮したWeb教材コンテンツ開発事例
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Ⅴ アクセシビリティ機能を有するWeb教材の

制作によって得られた知見

開発の過程で以下のことがらが示された。

１．ブラウザを使用する環境におけるマウスのクリックに

よる確定プロセスと，Enterキーによる確定プロセスの動作

が異なっており，このことがWeb教材コンテンツ製作にお

いて大きな障壁になり得ること。

Enterキーの確定では，確定と同時に，そのボタンへの

フォーカスがはずれるように設定されている。これは，例

えば，Webページなどにおける契約作業などにおいて，

Enterキーで確定入力をさせた場合に，不必要に，２度，３

度と同じ内容が送信されないようにとの配慮と考えられ

る。

一方，マウスのクリック操作では，フォーカスが外れる

ことがない。このことが，Enterキーを使って，ボタンを操

作し，楽器を演奏させる「楽器屋さん」のキーボードナビ

ゲーション機能の開発過程で課題となった。

学習者が，同じ楽器を連続して演奏しようとした際に，

一回目の演奏のあと，ボタンのフォーカスがはずれてしま

うという不都合が生じた。

このように，確定機能の違いにより，マウスを操作でき

る使用者にとって，操作上の問題とならない場合でも，キー

ボードナビゲーション機能にたよるユーザにとって，不適

切となる場合があることが示された。

今回のプログラミングでは，標準で用意されているボタ

ンを使わずに，別の機能を持つ部品を作成するという工夫

により，これを回避したが，今後，OSレベルでの検討が必

要となる大きな問題と考えられた。

２．教材コンテンツでは，画面の１枚，１枚を画像ファイ

ルで構成するため，教材の実行場面の白黒反転を行うため

には，OSレベルの反転機能では充分でないこと。

３．画面上に多数のボタンを配置した場合には，走査順序

を任意に設定するためには，プログラミングの工夫が必要

であること。

「計算ノート」では，操作手数を最小限にするために，数

字キーを入力した後に，必ず，方向キーが入力可能となる

必要があった。通常のボタンを使用すると，システムによっ

て自動的に走査順序が決定されてしまうため，本コンテン

ツでは，複数のページを組み合わせることで，見かけ上，

走査順序を自由に制御可能とした。

上記に加えて，画面上のフォーカスのあるボタンの位置

を「動きのある大きな矢印」で指し示す手法は，今後とも

活用されるべきノウハウであると考えられた。

Ⅵ 考 察

本報告では，教材に一体となったアクセシビリティを実

現するアプローチを用いたが，その他のアプローチの方法

としてWindowsのユーザ補助機能など，ＯＳレベルで提供

されるアクセシビリティ機能がある。

ＯＳレベルのアクセシビリティ機能は，一般的に，その

OS上で動作するアプリケーションの全てに適用されるが，

「計算ノート」の再開発のプログラミングにおいて課題と

なったように，背景まで含めた教材実行画面を特定の画像

データで構成するFlash等のコンテンツ開発ツールを用い

た教材においては，その例外となり，ＯＳで提供される画

面上の黒白反転が機能しない。また，ＯＳとインターネッ

トブラウザなどの市販のアプリケーションで提供される

キーボードナビゲーション機能により，障害に応じたス

イッチ等によるコンピュータの操作が可能になるが，選択

中のボタンやリンクの位置を示す機能は，ボタン等の外枠

線の色が変化するのみとなる。これを判別することが困難

な児童生徒にとっては，「漢字のかんじ」をはじめとする本

コンテンツで工夫された「比較的大きな動きのある矢印」

等を付加する必要があろう。

また，障害のある児童生徒が利用する教材におけるアク

セシビリティの配慮においては，教材の中身や，指導のポ

イント，あるいは操作の段取りを把握して行うことが効果

的であると考えられる。

たとえば「九九もぐら」において，逃げるモグラが，徐々

にスピードを緩めて，一点に留まって子どもに捕まる，あ

るいは，位置を正確に追って捕まえなくとも，ボタンの確

定入力でモグラを捕獲することができるような機能は，コ

ンテンツに依存するアクセシビリティ機能であり，OS等で

実現できるものではない。

このような先行例として，Wiggle Worksというソフト

ウェアがある。これは米国でUDLを提唱するCASTがアイ

デアを提供し，大手出版社であるScholastic社が教材ソフト

ウェアを開発したものである。

このソフトウェアは，通常学校で読みを学習する際の総

合的な教材であり，統合教育を想定し，障害のある児童生

徒が教材を利用可能なようにアクセシビリティ機能を教材

に合わせて埋め込まれている。

具体的には，体不自由の児童生徒に対するスキャン機能，

オンスクリーンキーボード機能，弱視の児童生徒への拡大

文字表示，文字カラー反転，ボタンの読み上げ機能，読み

の障害のある児童生徒のための，単語を個別に読み上げる

モード，学習すべき単語を個人のリストとして保存して必

要に応じて利用可能な機能，自分で絵を描き直して印刷す

る機能，英語が母国語でない子どもに，ゆっくり読みきか
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せる機能等を有していた14）。

Wiggle Worksの特色は，開発の当初から，障害のある児

童生徒を含めて，多様な学習者の存在に配慮している点と

考えられる。

このようなUDLの理念は，今回のWeb教材コンテンツの

開発過程で得られた知見と合わせて，今後の，特別なニー

ズのある児童生徒を含む，全ての児童生徒のための教材開

発に応用される必要があると考えられる。
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Abstract :

The authors report the development of Web-based educational

materials equipped with accessibility features for enhancing

special education as a part of the ministerial project named "

Development of Web based Education Contents in 2001-2002. "

They describe the Web-based materials mainly focused on their

accessibility features such as keyboard navigation, key scan,

voice guidance as well as equipment for their practical use.

Finally, a summary of results is presented and a discussion of

added accessibility features as integral to the materials is

presented.
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