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Ⅰ はじめに

立体コピーは，視覚障害者に地図やグラフなどを伝える

触図の１種である。簡便に作成できるため，教育現場でも

広く使われている。触図には，図の説明用に点字も併せて

表記できる。しかし，立体コピーで作成した点字は触読し

づらいことがしばしばある。これは，立体コピーの盛り上

がり部分がコピー原図よりも幾分膨れるという特性を考慮

せずに，点字プリンタと同じ寸法の点を原図に作成するこ

とが原因とされている。このため，「立体コピー用のフォン

トは通常の点字の大きめなものを選び，点１つの大きさを

心持ち小さくする」６） とよいと経験的に言われているが，

定量的に示されたことはなかった。そこで，立体コピーに

点字を作成する場合，原図の点径と点間隔をどのような寸

法にすれば触読しやすいかを，点字使用者を対象とした実

験を通じて調べた。また，実験で用いたのと同じ原図から

作成した立体コピーの点字形状をレーザ式３次元形状測定

システムで測定し，形状が触読のしやすさに与える影響を

探った。

Ⅱ 立体コピーとは

立体コピーは，カプセルペーパと呼ばれる特殊な用紙の

熱発泡特性を利用した触図作成手法である。カプセルペー

パは，マイクロカプセルペーパ，スウェルペーパなどとも

呼ばれる11) (立体コピーの説明について，文献11) より引用，

改変）。ポリスチレンのマイクロカプセルをコーティングし

た紙である。このカプセルは熱を加えると発泡する。発泡

の程度は温度の影響を受け，温度が高いとわずかではある

がより大きく発泡する。現在入手可能なカプセルペーパと

して，松本油脂製薬株式会社（日本）のカプセルペーパ，

Repro-Tronics社（米国）のFlexi-Paper，American Thermoform

社（米国）のSwelltouch Capsule Paper，Zychem社（イギリ

ス）のSwell Paperなどがある。国内で入手した場合，いず

れも１枚当たり100円程度である。

立体コピーを作成するにあたって，まず，通常印刷また

は手書きの原図を用意する。次に，原図を専用のコピー装

置（立体コピー機）または一般のコピー機を使ってカプセ

ルペーパにコピーする。ペンを使ってカプセルペーパに直

接書き込んでもよい。立体コピー作成機（製品を製造販売

しているミノルタ株式会社では現像機と呼ぶ）でこのコ

ピー用紙に120 ～゚125 の゚熱を加えると，コピーした黒い部

分だけが膨張する。黒く塗られたカプセルはそれ以外のカ

プセルより多くの熱を吸収し，より大きく膨らむので，背

景に対して盛り上がりができる。現像に要する時間は作成

機の種類にもよるが，数秒程度である。
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図１ 立体コピー機
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図１と図２に立体コピー機と作成機の写真を示す。図３

は立体コピー上に作成した点字である。

Ⅲ 立体コピーによる点字触読実験

原図の点径と点間隔を様々に変化させて作成した立体コ

ピーの点字を被験者に読ませ，どの条件で作成した点字が

読みやすいか，あるいは読みにくいかを調べる実験を行っ

た。

１．方 法

被験者は，日常的に点字を触読している視覚障害者11人

である。年齢は26歳から68歳，平均年齢44.2歳，点字触読

歴は11年から52年，平均触読歴34年であった。普段の読材

料は，日本サイズの点字印刷物，点字ディスプレイ，国際

サイズの点字印刷物であった。

原図の点径は，通常の点字直径の範囲内 ２) とされる

1.43mmを中心に，それより小さい1.17mmと，大きい1.67mm

の３種類とした。点間隔は日本の点字サイズを基準として，

その0.9倍，1.0倍，1.05倍，1.10倍，1.15倍の５種類とした。

点径と点間隔の変化の組み合わせで，原図の条件は合計15

種類となる。各条件の設定値を表１に，点間隔の説明を図

４に示す。行間は全条件とも11mmとした。これは，点字

触読中に次の行が手指に触れない程度の間隔として，各種

点字プリンタの行間（約8～9 mm）１) に2～3mmの余裕をも

たせた数値となっている。

触読課題文は，５文字ごとの無意味綴りとした。これは，

『実験とテスト 心理学実験指導研究会編』10） の附表「清音

２音節の無連想価」から無連想価40％～59％の範囲ででき

るだけ同音が重複しない項目を選択し，そのうちの３項目

をランダムに組み合わせ，最後の文字を削除して５文字の

無意味綴りを生成したものである。その内容は条件ごとに

異なる。各条件とも，１行あたり25文字，合計２行とした。

各条件の原図をパソコン（Apple Computer, Macintosh G4）

渡辺・大内：触読しやすい立体コピー点字のパターンに関する研究

図２ 立体コピー作成機

図３ 立体コピーによる点字

表１ 実験で用いた原図の点径・点間隔 (単位：mm)

１－２間 １－４間 ４－１間

0.9倍 2.13 1.92 2.94

標準サイズ 2.37 2.13 3.27

1.05倍 2.49 2.24 3.43

1.10倍 2.61 2.34 3.60

1.15倍 2.73 2.45 3.76

図４ 点字の凸点の定位と点間隔

点字は，３行２列のいずれかの位置に打たれた凸点の組合せで

構成される。各点の位置は，左列の上から順に１点，２点，３

点の定位，右列の上から４点，５点，６点の定位と称する。日

本点字では，１，２，４の点で母音を表し，３，５，６の点で

子音を表すのが基本構成となっている。
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上のイラストレーションソフト（Adobe, Illustrator ver. 10）

で 作 成 し，解 像 度 600dpi の レ ー ザ プ リ ン タ（Epson,

LP-8200C）で 出 力 し て 原 図 と し た。こ れ を コ ピ ー 機

（Minolta, Partner Vision 2051）でカプセルペーパ（Zychem,

ZY-TEX Swell Paper A4）にコピーし，立体コピー作成機

（Quantum Technology, PIAF）で発泡させた。作成機の熱源

部分（幅約15cm）を通過する時間は6.30～6.40秒であった。

実験で使用した読材料の１枚を図５に示す。

実験は室内で行った。被験者はいすに座り，正対した机

上に置かれた読材料を読んだ。普段触読するのと同じ手の

使い方（片手だけを使うか，両手とも使うか。片手の場合

は，右手／左手のいずれを使うか）で読ませた。各課題文

の１行目の左側に凸状の印をつけて待機位置とし，そこに

指をおいて実験開始を待たせた。実験者が「はじめ」と合

図したら触読を始めさせ，課題文を音読させた。触読開始

の合図から音読が終了した時点までをストップウォッチで

計測し，読み時間とした。１つの課題文を触読するたびに，

その点字の読みやすさの評価を尋ねた。評価は「とても読

みやすい」（評価値：５），「どちらかといえば読みやすい」

（評価値：４），「どちらともいえない」（評価値：３），「ど

ちらかといえば読みにくい」（評価値：２），「とても読みに

くい」（評価値：１）の５つのカテゴリーで判断させた。判

断は，前に読んだ課題文と比較することなく行うよう指示

した。また，読み間違えない範囲でできるだけ速く課題文

を読むよう指示した。課題文は18種類用意し，ランダムな

順序で提示した。その順序は，被験者間では同じとした。

はじめに触読させた３つの課題文のデータは除いて，残り

15種類の課題文のデータを解析に用いた。実験中は被験者

の手元の様子をビデオで撮影した。誤読は実験中にチェッ

クするとともに，実験終了後ビデオで再確認した。全課題

文を読了後，どのような特徴の点字が読みやすかったか，

あるいは読みにくかったかを被験者に尋ねた。

２．結 果

読み時間は被験者間の差が大きかった。個人ごとの平均

値は，被験者11人のうち７人は20秒程度であったが，２人

は30.2秒，１人は37.2秒，さらに１人は47.7秒であった（表

２）。一方，15種類の条件に対する読み時間の変化を被験者

ごとに見ると，点間隔が標準サイズの0.9倍，1.0倍のものは

他に比べて読み時間が長く，それ以上の点間隔ではほぼ一

定，また点間隔が狭い条件では点径が大きいほど読み時間

が長いという傾向が全被験者にわたって見られた。そこで，

以後の統計処理において被験者間の差の影響を排除するた

め，被験者ごとにデータの規格化（または標準化）を行っ

た。規格化はデータ , , …, に対して，次式で行

う。 は平均， は標準偏差である。

zｉ ＝( － )/

規格化後の の平均は０，標準偏差は１である。各条件に

対する読み時間の規格化値（全被験者の平均値と標準偏差）

を表したグラフを図６に示す。

読み時間の規格化値について，点径と点間隔を要因とす

る２元配置の分散分析を行ったところ，点間隔の変化の有

意な効果と ( (4,80)＝56.04, <0.01)，点径の変化の有意な

図５ 実験で用いた読材料

表２ 被験者ごとの読み時間の平均値 (単位：秒)

被験者 平均値

１ 30.2

２ 47.7

３ 19.8

４ 37.2

５ 31.4

６ 19.4

７ 18.9

８ 19.4

９ 20.3

10 18.9

11 16.2
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効果が見られた ( (2,80)＝70.98, <0.01)。両者の交互作用

も有意であった ( (8,80)＝4.62, <0.01)。下位検定として

テューキーの多重比較（１%）を行うと７)，すべての点径条

件において，点間隔0.9倍は他の点間隔条件と比べて有意に

長い読み時間とされた。点径1.67mm条件では，標準の点間

隔刺激に対して1.10倍と1.15倍の点間隔刺激は有意に短い

読み時間となった。一方，同じ点間隔条件内で点径変化の

効果を見ると，点間隔0.9倍の条件では，すべての点径条件

間に有意な差が見られ，点径が大きいほど読み時間は長く

なった。標準の点間隔と，1.10倍，1.15倍の条件では，点径

1.67mm刺激は他の点径刺激より有意に長い読み時間と

なった。1.10倍の点間隔では，点径1.17mmと1.67mmの間に

のみ有意な差が見られた。

読みやすさの印象は順序尺度であるため，範疇判断の法

則に基づいてこれを間隔尺度に変換したところ９)，元のカ

テ ゴ リ ー 値 と 間 隔 尺 度 と の 間 に 直 線 関 係 が 見 ら れ た

（ =0.999）。そこで以後は，元の尺度を間隔尺度として処理

する。

各条件に対する読みやすさの評価値（全被験者の平均値

と標準偏差）を表したグラフを図７に示す。読みやすさの

評価値についても，点径と点間隔を要因とする２元配置の

分散分析を行った。その結果，点間隔及び点径の変化の有

意な効果が見られた（点間隔： (4,80)＝15.62, <0.01，点

径： (2,80)＝39.01, <0.01）。両者の交互作用は有意とは

ならなかった ( (8,80)＝1.03, >0.1)。テューキーの多重比

較（１%）を実行すると，点径1.17mmと1.43mmの条件にお

いて，点間隔0.9倍は他の点間隔条件と比べて有意に低い評

価であった。点径1.17mm条件ではほかに，標準点間隔刺激

より点間隔1.15倍刺激の方が評価は有意に高かった。点径

1.67mm条件では，点間隔1.10倍の刺激が最も評価が高く，

点間隔0.9倍，標準，1.15倍に対する評価と有意な差が見ら

れた。同じ点間隔条件内で点径変化の効果を見ると，点間

隔0.9倍の条件では，点径1.17mmは他の２種類の点径より

有意に高い評価を得た。点間隔標準と，1.05倍，1.10倍の条

件では，点径1.17mmと1.43mmは点径1.67mm条件より有意

に高い評価であった。1.15倍の点間隔ではすべての点径条

件間に有意な差が見られ，点径1.17mmが最も高い評価だっ

た。

実験終了時に被験者に尋ねた読みやすさの評価基準で

は，点径が大きいと読みにくいと説明した者が５人，その

うち２人は点径が大きくて点同士がくっついている条件が

読みにくいとし，１人は点径が大きくて点間隔が狭い条件

が読みにくいと表現した。点同士がつながっている条件が

読みにくいとしたのはこのほかに１人いた。なお，「点径が

大きくて点同士がくっついている」ことと，「点径が大きく

図６ 規格化した読み時間の平均と標準偏差

図７ 読みやすさの評価の平均と標準偏差 図８ 規格化した読み時間と読みやすさの評価の関係

渡辺・大内：触読しやすい立体コピー点字のパターンに関する研究



－5－

国立特殊教育総合研究所紀要 第30巻 2003

て点間隔が狭い」ことは同じ内容を異なって表現したもの

と思われるが，ここでは被験者のコメントどおり記述した。

点間隔が小さいと読みにくいと説明したものは４人，その

うち２人は大きくても小さくても読みにくいとし，１人は

上述の通り大きい点径と組み合わさると読みにくいとし

た。逆に読みやすい点間隔として，日本の標準サイズが読

みやすいとした被験者が１人，指を上下させるくらい点が

大きい方が読みやすいと

した被験者が１人いた。

点径と点間隔以外では，

点の高さが高い方がよい

とした者が２人，逆に，鋭

くて低い方がいいという

者が１人いた。

読み時間の規格化値と

読みやすさの評価値（い

ずれも平均）との関係を

グラフに表したのが図８

である。読み時間が短い

ほど読みやすさの評価は

高くなっており，両者の

間にはほぼ直線の関係が

見 ら れ た（相 関 係 数

=0.843）。触読しにくい読

材料の場合，１度で読み

取れなかった箇所を読み

取ろうとして，触読者は

当該箇所で指を何度も動

かし，その結果読み時間

が長くなる傾向がある３)。本実験では，その様子がビデオ

で確認されただけでなく，読みやすさの評価と読み時間の

間に直線関係があることを定量的に示すことができた。

条件ごとに全被験者の誤読数を合算したのが図９であ

る。点間隔が狭いほど，かつ，点間隔0.9倍と標準の条件で

は点径が大きいほど誤読数が増える傾向は，読み時間と同

じであった。速く読んだために誤読が生じるという速度と

正確性のトレードオフの関係は見られなかった。

Ⅳ ３次元形状測定

点字触読実験で用いたのと同じ原図から作成した立体コ

ピーの点字形状をレーザ式３次元形状測定システムで測定

図９ 全被験者について合算した誤読数

図10 ３次元形状測定システム (商品パンフレットより引用)

図11 立体コピー点字の３次元形状測定。この図は点径1.43mm，点間隔1.15倍条件で作成した

「メ」の字。色の違いは高さを表す。縦，横，高さとも単位は m。
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した。計測システムはCOMS社のEMS98AD-3DにCCDレー

ザ変位センサ（Keyence, LK-030）を取り付けたものである

（図10）。X-Yステージを格子状に移動させながら，Z軸方向

の距離を分解能１ m（仕様書の測定条件による）で測定可

能である。

マイクロカプセルの発泡による点同士のつながりに注目

するため，各条件の立体コピー課題文より「メ」の字を試

料として選んで測定し，その１点と４点，または，２点と

５点，３点と６点の横の点間の断面形状を測定した。１点

と４点などの横の点間を選んだのは，１点と２点などの縦

の点間より間隔が狭く，隣接する点の点辺縁の盛り上がり

がつながりやすいからである。「メ」の字全体を測定した例

（点径1.43mm，点間隔1.15倍の条件）を図11に，全条件の

断面の形状を図12に示す。図12では，点径1.67mm条件にお

いて点同士がつながっている様子が観察できる。この様子

は，点間隔0.9倍と1.0倍条件で特に顕著であり，このことが

読みにくさの原因だと考えるのは妥当であろう。

立体コピーの盛り上がり部が原図より大きく膨らむの

は，カプセルペーパの特性による。松本油脂製薬の技術説

明によると，粒径10～30 mのマイクロカプセルが最大70倍

まで膨張する５)。実験で使用したZychem社のSwellPaperも原

理は同様である12)。カプセルは用紙の法線方向だけでなく，

面方向にも膨張するから，盛り上がりの高さと同程度に広

がるとすると，原図の印刷部辺縁から最大0.35 mm程度（図

12）大きく広がると考えられる。カプセルペーパの膨張特

性については，触読実験とは別に，詳細に調べる必要があ

る。

Ⅴ 考 察

本実験の結果から，立体コピーの原図として適切でない

点字のサイズが明確となった。図８において読み時間が長

く，かつ読みやすさの評価が「どちらともいえない」の３

より低かったのは，点径1.67mmと，点間隔0.9倍の７条件

であった。逆に読み時間が短く，かつ読みやすさの評価が

高かったのは，点径が標準の点字直径である1.43mmと，そ

れより小さい1.17mmで，かつ点間隔が標準よりも1.05倍か

ら1.15倍まで広い条件のものであった。これに当てはまる

条件のうち，点径1.17mm，点間隔1.15倍が最も読み時間の

平均値が短く，最も読み評価が高かったが，この寸法が立

体コピー原図の点字として最適であることを必ずしも意味

するものではない。被験者が読みやすいとした点字の条件

でも，標準の点字サイズとそれより大きな点間隔の両方が

あげられており，意見が分かれている。また，発泡時間，

温度，用紙の違いなどにより，立体コピーの盛り上がり方

にはバラツキがある。従って，本実験で求めた適切な点径

図12 実験で用いた読材料のメの字の１－４間，２－５間，または３－６間の断面図。

縦軸の目盛りは， m，横軸はグラフ全幅が６mm。測定データに対して，傾斜補正，レベルカットを施している。

また，高さ０の地点を厳密に定めるのは難しいため，点の高さの比較は正確な意味をもちえない。
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と点間隔の範囲は緩やかな指針として活用すべきであろ

う。

立体コピーの盛り上がり部の形状は，上記の発泡条件の

ほかに，押圧や摩耗により変質する。この点について経験

的には，通常の触圧で触読する限りでは，盛り上がり部が

急激に摩耗することはないと認められている。本実験では

全被験者を通じて同じ読材料を用いたが，読み時間と読み

やすさの評価の条件による変化の傾向は全被験者で一致し

ていたことから，触読実験の範囲内では読材料の変質は結

果に影響を与えるほどではなかったと言える。ただし，触

読前後の盛り上がり形状を測定して検証することが今後必

要であろう。

今回調べたのは立体コピーの点字寸法と読みやすさとの

関係だった。一方，従来より，点字プリンタで打ち出した

点字の読みやすさについて研究が行われてきた。たとえば，

黒田らは，マス間と行間を変化させた読材料を用いて，マス

間または行間が広い読材料が読みやすかったとしている４)。

また，中野らは，縦点間，列間，マス間ともに広くしたジャン

ボサイズの点字を使えば，触覚の感度が低下した糖尿病性

網膜症の視覚障害者でも触読が可能なことを示している８)。

これら文献のデータを参考にすると，立体コピーの点字に

おいても本実験の変化範囲である1.15倍より広い点間隔を

用意すればさらに読みやすくなる可能性がある。ただし，

その場合も，点径を1.17mm程度に小さく保つことが必要で

あることを図６と図７は示している。

読みにくさの原因と考えられる点同士のつながりの生起

は，点径と点間隔という指標より，むしろ原図の点の縁同

士の間隔によってより直接的に表される。縁間距離は（点

間隔－点径）で計算できる。この縁間距離を横軸に取り，

読み時間規格化値と読みやすさの評価値を縦軸に表したグ

ラフが図13である。縁間距離が狭くなるに従って，読み時

間が長くかかり，読みやすさの評価が下がっているのがわ

かる。直線近似してみると，縁間距離と規格化読み時間と

の間の相関係数が =0.840，縁間距離と読みやすさの評価値

との間では =0.895と高い相関関係が見られた。縁間距離と

読み時間，読みやすさの関係がこれほど明確に現れること

を報告した文献は筆者らの知る限りない。本実験の読材料

は立体コピーの点字だが，点字プリンタの点字についても，

従来のような点径と点間隔だけではなく，縁間距離という

指標で触読の速度や難易度を論じると，新たな知見が得ら

れるかもしれない。

今回は，点字の３次元形状と読み時間，読みやすさとの

対比では，点同士のつながりのみに注目し，読みにくさの

原因とした。しかし，読みやすさは点同士のつながりの有

無だけでなく，独立した点の形状にも依存すると考えられ

る１)。本実験の被験者のコメントにも，「点の高さが高い方

がよい」や，「鋭くて低い方がいい」という意見があった。

凸点の高さについて小柳は0.4mm～0.6mmが最も読みやす

いと報告している３)。これに対して本実験で読材料とした

立体コピーの凸点の高さは0.35mm程度であった（図11）。

また，凸点の形状も，点字プリンタで打ち出した点が一般

的に椀を伏せた形をしているのに対して１)，立体コピー上

の大きな点径（1.67mm）の凸点では，点の上部が平らな台

形をしており（図12），これらの形状が読みにくさの原因と

なっていることも考えられる。点字の点形状と読みやすさ

の関係については，生理学的な知見を交えて今後さらに詳

しく検討する必要がある。

Ⅵ ま と め

立体コピーの点字触読実験により，触読しやすい，ある

いは，触読しにくい点字を生成するコピー原図の点径と点

間隔の条件を定量的に示すことができた。今後は，本実験

で適切とされた寸法の点字を印刷するために，現在利用可

能な点字フォントのうちいずれを選ぶか，またどのフォン

トサイズで印刷したらよいかを調べ，立体コピーを作成す

る人たちの利便に供したいと考えている。
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（日本盲人職能開発センター）と田中徹二氏（日本点字図書館），

そして実験に参加していただいた方々に深く感謝いたします。

【引用文献】

１）鴨田真理沙, 藤本浩志：点字パターンが読みやすさに

与える影響に関する研究, 第27回感覚代行シンポジウム,

pp．59-62, 2001.

２）木塚泰弘：点字のサイズと手触り, 日本の点字第23号,図13 規格化した読み時間と読みやすさの評価－縁間距離の影響



－8－

pp.19-23, 1998.

３）小柳恭二：触覚の世界, 光生館, 東京, 1978.

４）黒田浩之, 佐々木忠之, 中野泰志, 他：点字サイズが

触読効率に及ぼす影響, 第21回感覚代行シンポジウム,

pp.55-58, 1995.

５）松本油脂製薬株式会社：熱膨張マイクロカプセル,

http : //www.mtmtys.co.jp/seihin/fmc_f/fmc_f.htm.

６）三崎吉剛：BTRONに点字フォントを載せよう, TRON

イネーブルウェア研究会資料, Vol.27, 1994. (http://tron.

um.u-tokyo.ac.jp/TRON/EnableWare/TronWare/enableware/

27a. html)

７）森 敏昭, 吉田寿夫：心理学のためのデータ解析テク

ニカルブック, 北大路書房, 京都, 1990.

８）中野泰志, 坂本洋一, 管 一十,（他）：糖尿病性網膜

症の触弁別（２）, 第23回感覚代行シンポジウム, pp.

157-160, 1997.

９）難波精一郎, 桑野園子：音の評価のための心理学的測

定法, コロナ社, 東京, 1998.

10）心理学実験指導研究会：実験とテスト－心理学の基礎

－４訂版 心理学実験指導研究会編, 1972.

11）Way T. P. and Barner K. E.：Automatic Visual to Tactile

Translation --- Part I : Human Factors, Access Methods, and

Image Manipulation, IEEE Transactions on Rehabilitation

Engineering, Vol.5, No.1, pp.81-94, 1997.

12）Zychem Limited：Products for the visually impaired, http : /

/www.zychem-ltd.co.uk/zy-tex.htm.

An experiment was conducted using braille readers to search for

the suitable range of diameters of braille dots and their interspaces

on the original images of capsule paper braille. The result showed

that capsule paper braille under the condition of 1.17/1.43 mm

diameter and interdot spaces of 1.05 to 1.15 times used in

standard Japanese braille was read in a shorter time and with

fewer mistakes and rated more highly by the subjects. In contrast,

braille with larger diameters and narrower interdot spaces was

read in a longer time and with more mistakes and rated lower.

Three-dimensional measurement of braille shapes suggests that

difficulties in reading braille under latter conditions may arise

from the fusion of dots due to the expansion characteristic of

microcapsules.

Key words : stereo copying, braille pattern, reading time,

tactile legibility, three-dimensional shape

A Study of Legible Braille Patterns on Capsule Paper :

Diameters of Braille Dots and their Interspaces on the

Original Ink-printed Paper
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