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目的：健康教育では個々人の生活習慣の振り返り/内省が重要である。ライフスタイルのキーワードを二次元的

に展開するTwo-DimensionalMapping（TDM）法は，この内省過程を支援することが知られている。このＴＤＭ
法では，対象者はライフスタイルに関連のキーワードが印刷されたラベルを認識し，それを配列展開して生活のイ

メージマップを作成し，ついには自分のライフスタイルの全体像を把握するに至る。しかしこの方法では，墨字の
ラベルを用いるため，視覚障害者はラベルを認識できない。本研究では，視覚障害者でもマップ作成と内省の過程

を遂行できるよう，新たな援助の仕組みを検討した。

方法：視覚障害者への適用を目指してＴＤＭ原法を再検討するなかで，「"墨字のラベル”を“触覚から認識でき

る日常的物品,,で置き換える」との着想が生まれ，この新たなＴＤＭ法は“触知ＴＤＭ法，,と命名された。触知

TDM法は，２名の視覚障害者によって検証された。

結果：２名の視覚障害者は，他からの実質的な援助を受けることなく，独力で触知ＴＤＭ法を完了することがで

き，各自の個性的な触知マップを生み出すとともに，各自の特徴的なライフスタイルの全体像を把握するに至った。

結論：触知ＴＤＭ法は視覚に依存せずにライフスタイルを振り返ることのできる方法であり，視覚障害者が用い

るのに適した方法である。（眼紀５８：146-152,2007）

キーワード：視覚障害，コンセプトマップ，触覚認識，健康教育，生活習慣
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Results：BothsubjectscompletedthehapticTDMprocesswithoutsubstantialhelp,includingcreatingtheir

uniquehapticmaps,andacquiredageneralviewoftheirlifestyles、
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関係を１ＭfＩする。「[に|分は外出よりも食事をIIjHlnlに行う」

｢''１[Ⅱ氏よりも入浴を楽しいと感じる」など，様々な行動の

′'11Ｊ[関連がマップ作成過秘で把握され，生活の振り返りに

至る6)。

ＴＤＭ法の開発当初は，視覚障害者がこの方法を使うこと

は想定外であった。しかしＴＤＭ法では，視覚だけでなく，

ラベルの柊動作業を行う手指の位清の感覚が重要であるこ

とが，禍|Nil大学医学部での学生（時限者）を対象とした視

党障害体験実習７１から経験的に指摘されていた。よって，

手指の位間感覚を活かしたコンセプトマップは，視覚障害

行にも利l-l1Illi値が商いと考えられ，本研究が|ﾙＩ始された。

はじめに

健康教育と他康増進においては，各人が自分の生活を振

り返り，生活を内省することが大切である'１。ｌ１々の生活

は多くの習慣化された項ロから成り117:っている。対象者に

′t活を1↓体的に振り返ってもらうためには，「生活を構成す

る多様な項目（例えば食事，脈眠，運動など）を思い起こ

し，そこから「1分の生活の全体像を構成し，生涌を見渡し

て検証する作業」が必要となる２１。このような曰}'1度の高い

思考を支えるためには，思考の過程を表示できるコンセプ

トマップが役立つ3)。しかし視覚障害者が乍活を振り返るこ

とを文える試みは，これまでに報告されていない。そこで

本研`先では，元来，晴眼者の便111を想定して開発されたコ

ンセプトマップの－形態であるTWo-DimensionalMapping

法（以下ｍＭ法；２次元イメージ展開法，生爪マップ法い

とも呼ばれる）を取り_上げ，’百]方法で用いられている「２

段階のlliD列作業を通した生活イメージの整蝿と思考」が，

視覚障害者にも適用し得ることを示した。また作業過程に

触覚を使う新方法を開発し，視覚障害者が自立的に碓活を

振り返ることを|]指した。

ＴＤＭ法とは，日常生活上の様々な行動（食事，外出，入

浴，脈眠など）をあらわす言葉（キーワード）について，

それらのキーワードをラベルに表示し，ラベルを座標iIjlllに

従って配列展開し，マップ（展開図）を作成するなかで，

対象者が生荊を振り返る方法であるい゜XIljlllには“行動のｉ２

観的な頻度”（あまり行わない／よく行う）が，Ｙ軸には

"行動に関する主観的なⅢ直”（あまり好きではない/大好き，

あまり大切でない/とても大切など）が用いられることが多

い１１。我々が1988年に食事指導に関連して開発した方法5）

が元になっている。ＴＤＭ法におけるラベルのIHiU列と展|ﾙｌ

の過程をｌＸ１１に示す。対象者はラベルの操作や,111来上がっ

たマップを通して，ラベルに表示されたキーワードのﾄ|Ⅱﾉミ

実験対象ならびに方法

１．事例研究１（既存方法の検討）

llllli存のＴＤＭ法は視覚障害者にも適合する方法である，

との仮説を判列的に実証した。

１）対象

対象は，２名の視覚障害者（Ａ氏，Ｂ氏）である。Ａ氏

(男性，３１歳）は12歳時に薬剤の事故で失明し，現在に至っ

ているｄ視）]は左ｲﾉT眼ともに全盲である。Ｂ氏（女`'1;，３１

歳）は網膜色素変性ｿ旅によって，小学化時より進行性に祖

ﾌﾞ]を失い，現ｲIf，ｉ<MJJはだうILT眼ともに手動弁の状態にある。

２）方法

2004年７月の学生実習の際，対象f2fの協力を得てＴＤＭ

法によるマップ作成を試みた。Ａ氏とＢ氏は６名の学生

('1行１１艮者）とともにラベルの配列展開作業に取り組んだ。台

紙はＡ４大で，｜区'２に示すごとく横ililllと縦lljlllが黒字で印刷

されていた。ラベルは縦４３ｍｍ，横２５ｍｍ人で，「眠る」

｢風Ｈに入る」などのキーワードと略両が墨字で印刷されて

いた。Ａ氏とＢ氏の作業条件を統一するために，Ｂ氏には

アイマスクを装着してもらい，Ａ氏，Ｂ氏ともに全行の状

態で作業に臨んだにＡ氏とＢ氏にはそれぞれ補助者をつけ

L□’旧□□｜
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1.初期状態２．Ｘ軸両端に３．Ｘ軸上に４．Ｙ軸方法へ５.全ラベルの
ラベルを配置全ラベル配列ラベルを展開位置確定

図１TWo-DimensionalMapping（TDM）法（２次元イメージ展|＃l法）におけるラベルの配列/展開
の手lllFj

本研究の出発点であるＴＤＭ法について，ラベルを用いた２次元のイメージ隈|ﾙ|とはどのよう

なものであるのかを、ｌｌｌｑ序を辿って|X|示している。
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図２ＴＤＭ法によって作成された生活マップ

ａ：Ａ氏による生活マップ，ｂ：Ｂ氏による生活マップ

当初，晴眼者の使用を考えて開発したＴＤＭ法を，視覚障害をもつ２名の対

象者（Ａ氏，Ｂ氏）に使用してもらい，その結果として作成された生活マップ

を示す。使川されている墨字のラベルを，対象者は見ることができないが，

補助者がついて意味を説明したために，それほどの|水|雌なくマップ作成を行

えた。各マップは，それぞれの対象者の生活の特徴をあらわしている。

パソコン：パーソナルコンピュータ

た。補助者は個々のラベルの言葉を読み上げてから，対象

者にラベルを手渡した。時間経過と作業の様子は，手書き

のメモとして記録された。

２．事例研究２（触知ＴＤＭ法の開発）

ＴＤＭ法におけるラベルの位置と意味を，視覚障害者自身

が認識できれば，マップ作成から生活の振り返りに至る全

過程を，補助者に頼らずに，視覚障害者が独力で行える可「

能』性が出てくる。ＴＤＭ法の改良に関して試行を行い，新方

法の開発を目指した。

１）対象

我々のうち３名が必要に応じて自ら被験者になり，ＴＤＭ

法を追体験し，新方法開発に向けて討論と試行を繰り返し

た。

２）方法

討論は，「視覚障害者がラベルの意味を認識できるように

するにはどうするか」といった課題に対し，ｎＩｌ１にアイデ

アを出し合う形で進めた。

「目で見る代わりに，手で触れて考える」ことの可能件の

検討に際しては，まず文献検索から先行研究での知見8-'0）

を確認した。物砧を手で触れた際に発動される触知認識刀

(hapticglance）の確認としては，研究室内の道具（鉛筆，

本，携帯電而iIi，コイン）を机上に置き，アイマスク下でそ
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れらを実際に触知することを繰り返した。触知してＩＩｉｌ解で

きた内容は，手蒔きのメモとして記録した。

３．事例研究３（触知ＴＤＭ法の試行）

開発した触知ＴＤＭ法が実用に足る方法であるか否かを，

ﾂﾞﾄﾞ例的に確認した。

１）対象

【|｢例研究１と同じ対象者（Ａ氏，Ｂ氏）の協ﾉﾉを得て，

l1il研究から１年後の2005年７月上flj，開発した触知ＴＤＭ

法を試行に供した。

２）万法

Ａ氏はそのままの状態，Ｂ氏はアイマスクを着11]し，紙

のラベルに代えてミニオブジェ（実際の物品あるいはその

ミニチュア）をlllいる触知ＴＤＭ法での配列展|ﾙ1作業に臨

んだ。各ミニオブジェは，手指による把持と移助を容易に

するため，底部にマグネットが付いたプラスチック台廃

(１両径３ｃｍ，円形）上に接着剤で|Ｈ１定した。座標iliiはスチー

ル性のホワイトボード（Ｂ４大）を使用した。肴席した２

名の対象者の前に座標血を置き，ミニオブジェをllUJ次手渡

し，まず触覚から物,１１１１，名と関連機能を推測してもらった。

全ミニオブジェの認識が終了した後は，対象者は独力で11lid

列股開作業を進めた。作業中，対象者には思い浮かぶこと

を''1111に発言してもらい，発言内容は手書きメモと録吝に

より記録した。

ラベルの認識と操作を視覚障害下で達成する方法を討論

した結果，点字を理解する対象者の範開が限られることか

ら，点字版の開発は兇送られた。

ラベルに代えて物,'Ⅱ１，をⅢいる発案にljLl達して，机上の物

品４種航をアイマスク下で触れる試みからは，「物ｌＩｉｉ１１を手で

触れると，ほぼ瞬時に，それが何かが理解できる」，「理解

できた物品から，とlﾐ活に関連する行動を具体的にイメージ

できる」の２点が，刺列的に確認された。理解できた物品

名とイメージされた行動は，以下のごとくである；鉛筆→

字をｉ１ﾄﾞく，本→論ﾉﾄﾞする，携帯電話→電話する，コイン→

買い物する。

物,１，１１，のイメージに生活行動を重ね合わせ，それらの物品

を配列峻開できれば，触知からのマップ作成が現実のもの

となる。物品が大きすぎる場合，実物に代えてミニチュア

を川いることもあり得る。使う物品の種類と配列方法につ

いての討論と試行を経て，以下の手順によるマップ作成の

新方法，触知ＴＤＭ法が考案された。

１）（対象者は）手で||頂番にミニオブジェ（物品の実物，

またはその主要な一部分，またはミニチュア）に触れ，名

称（例；スプーン）を)LAい浮かべ，１１M連する生活行動

(例；食齋する）を思い浮かべる。

２）’１１様にして複数のミニオブジェに触れ，複数の生活

行動を),Mい浮かべる。

３）（(標軸Ｘ（該当する生活行動の蹴度）に従い，ミニ

オブジェを横方向にIlliB列する。

４））躯標軸Ｙ（該当する生活行動を行う際の楽しさ）に

従いミニオブジェを縦方｢Ｉへ展開する。

５）ｌｌｌ来上がったミニオブジェによる立体図を様々な角

度から触れ，ミニオブジェイ''１１の位置関係を確認し，そこ

にあらわされたftliIiの特徴を言葉で表現する。

ミニオブジェとして研究室の机上だけでなく，家で１１常

的に使lI1する道具や物,liiAを見渡した結果，以下の対応を,没

定した；ａ洗潅バサミ→洗濯する，ｂボタン→着替える，

ｃシャンプーの注’１→風,日に入る，。携'''１;電話機の玩１４→

電話する，ｅボールペン→字を書く，ｆスプーン→食事する，

ｇ缶飲料のプルトップ→飲み物を飲む，ｈサンダルの先端→

外出する，ｉゴルフボール→スポーツする，ｊイヤフォン→

ラジオやテレビ，ｋコイン→買い物する，liI<iブラシ→i)|<iを

磨く，ｍ本の一部→本を読む。

３．新方法（触知ＴＤＭ法）の試行

平面的なラベルに代えて立体的なミニオブジェを触れた

対象昔（Ａ氏，Ｂ氏）は，１３IjH1中９個のミニオブジェ（ａ，

ｂ，。，ｅ，ｆｉ，ｋ，１，ｍ）については，５秒以内にその物

,71名と|則連する生派↑了動をほぼ設定どおりに言い当てた。

ミニオブジェｇとｊについては，物品名は即座に適切に答

えられたが，関連する生活行動が即座に発言されなかった

ため，説|ﾘlを補った。残りのｃとｈについては，２名とも

に触覚からは物品名を思い浮かべることが|木1難だったため，

結 果

１．既存方法（TDM法）の検討

対象者（視覚障害者Ａ氏，Ｂ氏）は，補助者の声による

税Ⅲ1からラベルの内容（キーワード）を理解し，ＴＤＭ法の

作業（配列と配列）を行った。対象片の様子から「いった

ん配置したラベルの位置や内容を忘れた」と判断された場

合には，補助者がその都度，対象者の手をとり，該Ｊ１する

ラベルの位置を示すとともに，ラベルの内容についてl1min

で脱|Ⅱ1を追川Iした。｜可時にＴＤＭ法を行った晴ＩＭＩ'『（学生）

がマップの完成に10分を要したのに対し，対象者は30分を

要した。対象者のマップを図２に示す。

作業終了後，マップ作成から理解できた内容を対象者

に質問した結果，Ａ氏からは「(〔1分は）パーソナルコン

ピュータをよく使い，本来は活動的な'ﾄﾐ活を送っているが，

必要に迫られて鹸近はじめた学校通いや病院通いは，楽し

いと思っていない」Ｂ氏からは「テレビが好きで，人との

交流も楽しんでいるが，歩くなど体を動かすことは，あま

り楽しくない」との発言が得られた。生iliIiを振り返る上で

マップが役立ったかを質問した結果，Ａ氏とＢ氏のいずれ

からも，「(自分の）生活が様々な行動から成り立っている

ことを改めて意識した」「マップ作成を通して（｢1分の）

生活の特徴が理解できた」との発言が得られた。

２．新方法（触知ＴＤＭ法）の開発
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｢それぞれ‘`シャンプーの江口'，と“サンダルの先端部分”

であること」，「"入浴”と“外出”を意味すること」の２点

を説ｌｌＩｌした。

ミニオブジェの配列歴|＃|時には，ホワイトボードの横枠／

縦枠をＸ軸／Ｙ軸としたため，座標軸の位置については説

明を要さなかった。Ｘ軸の左端/右端が行動の頻度「あま

り行っていない/よく行っている」に，Y1ljlIの上端/下端が

行動の価ＩｌｉＹ「楽しい/あまり楽しくない」に対応することは，

対象者に｢1頭で説明した。

いったん対象者がミニオブジェと座標Iljlllの意味を理解し，

独力で最初のミニオブジェを移動させはじめてからは，以

後の説明は不要だった。対象者は触覚を１１項りとして作業を

進め，独力で15分以内に触知生活マップを完成した（図３）。

マップ完成後の、i氏の発言を表１に示す。元の発言（表１

上段）には，個別生活行動への言及から，生活全般への考

察までが，ともに含まれていることがlⅡＩらかである。表１

下段では，マップ作成過Ｗ１ｌに沿った項１１別に発言を整理し

た；ａ・Il11jl別行動の|可時的把掘，ｂ・行動と頻度の意識化，

表１触知生活マップからの対象省の発言内容の分析

元の発言

Ａ氏；「私はⅢ音楽を聴くこと，本を読むこと（点字を読む，あるいは

オーディオブックを聴く），スポーツや外川をすることを，よく

行っているし，楽しいと思っています。一方，洗ilMなどの家事は

あまり行わないし，楽しくもありません。私の場合，'１１滴全般に

はどちらかといえば無頓着だし友達も，どちらかといえばそう

いうことに無'順着な人達が多いので，買い物とか'１１１を荷るってい

うのは低い位置かなあってjdjいます。全般的には‘よく↑了ってい

ることほど楽しいと思っているようです」

Ｂ氏；「私は食１１１Fすること，電話すること，お風呂に入ることなどを

よく行っているし，楽しんでいます。でも，スポーツはあまり楽

しくありません。私は多分，何でも､性格だと思うんですけど，

楽しいことが多いですね。これ（触知マップ作成）やってみて，

生活全般で，割と“楽しめている”ことと，．.楽しめてない”こと

がはっきりしました」

項目化された

認識内容
Ａ氏の発言より Ｂ氏の発言より

音楽を聴く，本を読む，食事，１通話，お風呂に人
スポーツ，外Ｈ１,，家事，る，スポーツ

買い物，服を街る

～をよく行っているし，～をよく行っているし，

a､個別行動の

同時的把|ﾊ！

b・行動と緬度の

意識化

c・行動とＩｌｌｉｌｌｌｉの

意識化

～を楽しいと思っています。

～楽しくもありません。

～を楽しんでいます。

でも～はあまり楽しくあ

りません。

私は多分１１１でも，Ｉｊｌ;格

だと思うんですけど，“楽

しい”ことが多いですね。

これ（触知マップ作成）

やってみて，生活全般で．

割と“楽しめている”っ

てことと，“楽しめてな

い”ってことがはっきり

しました。

色
私の場合，'１２１門全般には

どちらかといえば無頓着
だし・・・

全般的には，よく行って

いることほど楽しいと

思っているようです。

｡.生活全体の

特徴ｌｕｌＭｌＷｉ

≧こう

■Ⅱ■

典し伽

あまり行ってい#い－よく行っている

触知生活マップを作成した２名の視覚障害者が，マップの作成後に，

マップに触れた発言を示す。表の上半分には発言内容をそのまま示す。

表の下半分には項l1化された認識内容に対応する形で，“発言の部分”

を示す

c・行動と価llfIの意識化，。、化活全体の内省と特徴化。ＩＴｌＩｊ

氏の発言には各項'1に対応する箇所が認められたｑ生活全

体の特徴把握と内省に関して，Ａ氏の場合は「私の場合，

１１ﾐ活全般にはどちらかといえば無'頓着だし・・・」が，Ｂ氏

の場合は「私は，・・・“楽しい”ことが多いですね・・・」

が，それぞれ該)'↑すると考えられた。

６
乳<ない

IDまり行っていない－よく行っている

ミニオブジェを１１]いた触知ＴＤＭ法による血体的な触知

'１ﾐ活マップ

ａ：Ａ氏による触知′'１活マップ，ｂ：Ｂ氏による触知生

活マップ

卒研究の結果としてllM発された触知ＴＤＭ法により，

視覚障害をもつ対象行が白ﾉJで作成した触従Ⅱ生活マッ

プを示す。黒字のラベルではなく，｜]常'MIiで実際に

使１１１されている13椰畑の物,品，（ミニオブジェ）が便｢'１

されている。

ａ：洗濯バサミ，ｂ：ボタン、ｃ：シャンプーの注口，

。：携帯電話機のDtLLe：ボールペン，ｆ：スプーン，

ｇ：缶飲料のプルトップ，ｈ：サンダルの先端．

ｉ：ゴルフポールｊ：イヤフォン，ｋ：コイン，

ｌ：鯛ブラシ，ｍ：本の一部

図３

考 察

三つの事例liH究から触知ＴＤＭ法が考案された。物１１１１１１へ

の触知の瞬間に，触覚的な認識ﾉﾉが発動され，物''''１１のイメー

ジが形成されることは，先行研究8-10)に示されている。本

研究では“ミニオブジェの認識”を更に対応する“生活行

動の認識”へと述結させた。その後のマップ作成は，ミ二
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表２TWoDimensionalMappmg（ｍＭ）法と触知ＴＤＭ法の比較；
視覚障害者における独力での作業可能性

Ａ氏とＢ氏が，その後，手を伸ばして互いのマップに触れ，

それぞれの生活に関して語り合う場面が観察されている。

自分の生活を振り返るだけでなく，自分とは異なる他者の

生活に触れることが，健康への気付きを促進し，参加的な

ヘルスプロモーションの原動力になることが指摘されてい

る１１。触知生活マップによるコミュニケーションの実際や，

生活と健康に与える影響につき，新たな研究が必要とされ

よう。

開発を主体とした木研究の限りでは，触知ＴＤＭ法の実

行叩能性や有用性は，事例的な確認に達したばかりの状態

である。本研究では，Ａ氏とＢ氏の作業条件を統一するた

めに，Ｂ氏にはアイマスクの着用を求めたが，実用化の場

面では，アイマスクは必要ないと考えられる。ロービジョ

ン者の場合は，触覚に加え，視覚的にも座標軸やミニオブ

ジェを認識できれば，全育者の場合よりも更に曰lilにマッ

プの作成/確認/共有を行えるであろう。一方，晴眼者は

TDM法があればマップを作成できるが，あえて触知ＴＤＭ

法を体験すると，視覚に加えて触覚を使う作業過程を「楽

しい；興味深い；生活の細部がリアルに思い,ＬＨされる」な

どとする場合が多いことが，最近の学生実習から観察され

ている。こうした経験を踏まえ，我々はロービジョンに関

するフォーラムの場で，数十名の対象者（ロービジョン者，

全盲荷，Ⅱ青眼青を含む）の参加を得て，触知マップの作成

を試みている。その結果，視覚・視力がいずれの状況であっ

ても，触知マップの作成を行うことができ，そこから対話

が生まれることが確認されつつある。本研究では「触覚の

活用」に焦点をあてて開発を進めたが〆今後とくにロービ

ジョン者がマップを作成する機会が増えるのであれば，座

標軸/応標面やミニオブジェの色コントラストなどに関して

も，検討が必要になろうに，

マップ作成時の

作業過程
TDM法（原法） 触知ＴＤＭ法

1．腿標軸の意味の

認識

・目で見て確認する過

程が含まれ，補助者

の援助が必須

･月で見て硫認する過

程が含まれ、補助者
の援助が必須

･目で見て確認する過

程が含まれ，補助者
の援助が必須

･目で見て確認する過

程が含まれ，補助者
の援助が必須

･目で見て確認する過

程が含まれ，補助:者

の援助が必須

･ロで見て確認する過

程が含まれ，補助者
の援助が必須

･応標軸の意味の理解

には，補助者の援助
が必要

･触覚から状況が理解

でき，ほぼ独力で作

業が可能

･触覚から状況が理解

でき，ほぼ独ﾉ｣で作

業が可能

･触覚から状況が理解

でき，ほぼ独力で作

業が可能

･触覚から状況が理解

でき，ほぼ独力で作

業が可能

･触覚から状況が理解

できほぼ独力で作

業が可能

2．座標軸の位置の

認識

3．個々のキーワード

の認識

４．Ｘ軸上でのキー

ワードの配列

５．Ｙ軸方向へのキー

ワードの展開

6．散開キーワード

相互の関連把握

｢視覚障害者が独力で作業できるか」という観点から，ＴＤＭ法と触知
TDM法を比較した

オブジェの配列と展開の２段階から構成される一見単純

な方法であるが，“複雑な生活の全休像構成”に至るまでに

は，表１「半に示したごとく，認識に関連したいくつかの

段階が介在すると考えられる。この過程で使用される主要

な感覚は触覚である。触覚からの作業をできるだけ容易な

ものにするためには，座標面とミニオブジェの双方につい

て，材質・形状・表面の触感などをＩ犬し，触知からの認

識と洞察の精度や再現性を高めることが必要とされる。例

えば外出に対応したミニオブジェとして，本研究では“サ

ンダルの先端部”を用いたが，外出を想起させるミニオブ

ジェはそれだけではない。靴紐，靴べら，靴の履きｕなど，

靴に関してだけでもいくつもの候補が存在する。厳適なミ

ニオブジェを選択するためには，日常生活の各側面を的確

に想起できる物品や道具につき，視覚障害者の実生活に根

ざした実証的検討が必要であろう。

本研究で出発点としたＴＤＭ法と触知ＴＤＭ法とを比較

して表２に示す。墨字で印刷されたラベルと座標血に代え

て，ミニオブジェとホワイトボードをⅢいることにより，

TDM法では必要であった補助者による説明や援助が，触知

TDM法ではほとんど必要とされず，視覚陣'害下での作業が

自立的に進んだことが明らかである。更に，出来上がった

触知生漏マップは物品で構成されているため，いったん自

分で作成したマップを覚えている必要はなく，門度触れる

ことによって，いつでもマップの部分と全体とを再確認し，

検討することができる］また他者が作成したマップであっ

ても，内容を具体的に読み取ることができ，曰他の結果を

比較できる。実際，隣席で同時進行的にマップを作成した
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