
が行われています。

を中心とした勉強会でスタートした印刷技

！ですが、今は広く門戸を開放し多様な印刷

参加しています。

：研究会の皆様の参加をお待ちしています。

今後の例会テーマ

3日は「2014年印刷業界を占う」ハイデル・

です。 1月は講演後新年会も行われます。

の日程は毎月第 2金曜日 夜6時30分よ

ています。

京工芸大学・中野キャンパスです。

内線中野駐下車山の鴇り渋谷期待ヘ徒歩7分）

ームページでご覧ください。検索は「印制

会Jです。

；内＊

金羊社・御殿場工場林兼明

k.hayashi@kinyosha.coJp 

のビジネスになるか？
7トラクション開発など
生を探る～

j業界にとって本当にビジネスになる

出会い、以来、印刷会社の立場で3D

ネスの全貌をど紹介します。

ィネーター長誠司氏

社（製版会社）に勤務・・・3年

i年

8時30分

k道橋駅Al、A2出口前）

大津正則宛

電話： 03・3814・8755)

（（脳は何榔股好むか））

技術の進歩に伴い電子読書器やタブレットは益々 心理学、コンビュー夕、図書館学、情報科学の分野

一般的になっているが、紙上の読書はまだ利点を

持っている。

フェリス・ジャブ

要旨

過去20年間の研究によ印刷本の読書は画面の読

書より理解度と記憶度が良いとする報告が多い。画

面上の長文の読書は直観的、心理的理解が抑制され

て理解が悪くなる。

一般的に、画面上の読書は眼に刺激的で身体的に

も負担がかかる。スクロールは意識的努力を必要と

するし、 LCD画面は眼を疲れさせ、光が頭痛の原

因になる。

予備実験によると、いわゆるデジタル世代でも高

性能の電子書籍や電子読書器では気が散って、紙上

の読書の方が内容を鋼んでいる。

過去二年間で最も刺激的なユーチュープビデオが

一般化しつつある。そのビデオ画面は：一歳の少女

がiパッド上で指で画面を変えたり、アイコンを器

用に使いこなしているe 次のシーンは印刷された雑

誌の頁をつまんだり、たたいたり、突いたりしてい

る。ビデオはこの様子をクローズアップで繰り返し

ー映している。

少女の父親にとってこのビデオの映像（印刷され

た雑誌は壊れたiパッドと同じである）は世代交代

の印である。父親はビデオの解説でこう述べている。

「デシタル族にとって印刷された雑誌は無用のもの

であり、理解しがたいものである」すなわち、子供

のときからデジタル技術に接してきた者の周りには

書籍や雑誌だけでなく、スマートフォン、キンドル、

iパッドに固まれているということである。

一歳の娘は雑誌がiパッドのようで‘あって欲しい

と望んでいるかはともかくとして、 iパッドが我々

に適切なものかということにビデオは問うている。

これらの技術は読書の方法をどのように刈るのだろ

うか。

1980年以降、紙上と画面上の読書の効果について
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で少なくとも 100件の研究発表があった。 1992年

以前の研究では画面上の読書は紙上の読書より読書

速度は遅く、記憶量も少ないというのが大部分であっ

た。しかし画面の解像性が噌すと評価が様々になっ

た。最近の研究では多くの人が紙を好んで（特に長

時間の読書で集中力カ、必要の場合）いるが、タブレッ

トや電子読書器が改良されているのでニュースや娯

楽では使用されるようになっている。最近のアメリ

カでは電子書籍が市販本の 20%を占めている。

電子書籍などは利用者が増え、一般的な器具に

なっているが、 1990年以降の論文を見ると初期に

発表された結論と一致してきている。紙は画面より

利点を有している。 Poll とconsumerの共同研究

によるとデジタル器具は長文の読書で、は理解力が落

ち、効率的でないことを示している。画面上の読書

は心理的に疲れ、読書後の内容の記憶がやや劣る結

果になった。内容を理解したかどうかについてはコ

ンビュータやタブレットをよく使うひとでも紙を使

用したほうが学習が容易になった。また電子読書器

には紙上の読書の触感覚が欠けていである人は心の

不安定さを生じた。

「読書には身体的なものがある」とタクト大学の

認識学のマリーン・ポルフは言っている。 「我々は

功罪を確かめずにデ、ジタル読書に偏っている。私は

昔の読書法の良い点を維持し、どんな時に新しい読

書法を利用したらよいのか知りたい」

文章の風景

紙上の読書と画面上の読書の差を理解するには脳

が文字をどう理解しているかの説明が必要だろう。

単語や文は音や意味を表す記号だが脳もまた単語や

文を物理的対象と見なしている。ボルフは著書 「ブ

ルーストとスクウイット」で述べているように人間

は読書に適した脳を持って生れたわけではない。

人間の長い歴史の中で文字が発明されたのはつい最

近、 BC4000年のごとだからである。子供時代の脳

は会話、運動、視覚などの神経線維網と同時に読書



のための真新しい持経回路そ作る。

このように再編成された艇の一部は対象認知に特

化する。京勢的特徴者選にしてオレンジとワンゴ君主

果物と理解しながら藍別ずるの誌その例である。荷

じように読み替をの学習をする時、まず文学の線、

曲謀、 r.f:l！芝の面穣などから文字を認識し始めるおぞ

れほ醸と手投鑓う触感学習で議うる。インヂィアナ大

学のカリン・ジェームスの最近の研究によると五識

の子棋がキイボードで印字する場合いよりも手で文

字を書く場合の方が読書神経績はパリパリ作識する

ということである。また続き議ぎの文字や摸字のよ

うに護雑な文学を読むと、手はさきいていても麟で試

筆記をする動作網が働くということである。

人爵の艇は文字削叫揺を対象物とするわではなく、

文章全体を議然農濃の一種として捕える。読書をす

る場合、文章全体の，L、響的表象を作る。表換の正確

な建糞ははっきりしないが、ある研究者の説明によ

ると山や小選のような地彩、~るいはアパートや事

務所の室内控間のような心理的地院としている。あ

る欝究によると文章のある場蓄を患いだそうとする

時、その文節が本の中の街娼にあったのかを思いだ

そうとするらしい。オースチンの f瀧壌と偏見Jの

中？ダーシィ氏がベネットに鱗りを断られる場菌が

最初の牽む2主演の最後還の文章に譲かれている事者

思い出す。

印刷本は惑としてはっきり認識できる。露かれた

本は左翼とお頁と八つの璃を持っていることを認識

する。そして東全体を議識しながらー貰に集中する

事が出来る。さらに片手で今まで競んだ分ともう一

方の片手でまだ読んでいない分を惑じる事ができ

る。次から次へと東松めくるの詰本にYE.勝を残すよ

うなものである。とのような感覚は昂期本なら簡単

に惑じられるととであり、これによって内饗老若建

一貫して壊に描くとと出来る。

ぞれに比べ、デ、ジタル装置では重観的な文章の理

解が難しく、文章の内容を頭に描くのが難しい。

ジタル読書は文宇の流れそスクロールし、賞そ進め

るに詰醤簡をたたいたり、ある文章者難示するには

検潔機能者鏡わなければなろない。また文章の前後

関謀者知るためにある一節を見ょうと患っても面接！

である。

グーグルの地図は正確にある場所まで案内してく

れる、近辺の景色を拡大して見せてくれない。持議

長

託、プログレスパーを見ても読んだ量ゃまだ読んで

いない買の感覚が震嫌である。そして竜子読書器や

タブレットもページ化されているが、表示された貰

はそれだけのものである。一度読むとその頁は消え

てしまう。

ケンブリッジのマイクロソフト研究所のアどゲイ

ル・セレンは震っている。「本者全競んでいる時の議

在的感覚は患った以上院議饗になっている。種子書

籍を入手した時に誤りが始まる。 EIJ制本で得られる

感覚が電子欝籍で得られるとはメーカーは考えな

かっただろうj

完全な読書

少なくとも二・互の実験で、間面による読書は統

書ゅの惑覚がくるわされて正確な理解が妨げられて

いると報告している。

2,013年 1月のノルウェイ大学のアンネ・マン

ゲンの研究では 10学年の学生72人に叙述的で説

明的な文護者半数は印期本で、半数はコンぜュータ

(PDFファイル）で読ませた。読議後、学生の理解

護をテストしたむコンピュータで、読んだ学生命理解

躍は少し懇かった。その理由としてコンピュータで

は1文節ごとにスクロールかクリックしなければな

らないのに対し悌制本の読書誌全体の内容者安手にす

るととができ、東のめくりも素早く行えるためのよ

うである。「印関本では文章の努め、終わり、中穏

を簡単に晃つ抄出せ、理解む道筋が確かめられる。

また競議中の負担が少ない。そのため理解カを充分

に発揮できるためであるJとマンゲンは説窮してい

る。

f惑の研究犠も麗蔀上の読書は理解が鈍ること立男

意している。心親的に議揺がかかり、印艇本の読欝

より疲れるためとしている。電子インキは印刷イン

キのように関接売に換えるので読みやすいが、コン

＼：：＇.＇.＇ニェータ醤類、スマ柳 ．．．．．． 

iま競察者｝こ臨接光が入射する。 LCD（漉品テ、ィスプ

レイ）は CRτより光が舗やかであるが、義い時間

の読書で域自発光課泣題を疲れさせ、接請を組こさ

せ、自がかすむ。スウェーデンおカールシュタット

大学のエリック・ベストルンドの実験結果によると

コンぜュータの読書は郎制本の読饗より理解力が笹

下し、高いストレスと疲れ老嬢乙させる。

｛以下次長警〉



（（脳は何榔股好むか））

（前号からの続き）

ベストルンドの実験は 82人の学生に丁付けした

文章あるいは連続した本文をコンビュータ上で、読ま

せる。そして学生の集中力と作動記憶ー短期的に記

憶し、文章を理解する心理カを評価した。

両グループの被験者は注意力と作動記憶が劣っ

た。スクロール操作は文章とその移動の両方を意識

しなければならないので、単純な頁めくりより心理

的エネルギを要したためとベストルンドは考察し

た。頁の移動に注意が向くと文章理解への注意が不

足する。 2004年に行われた南フロリダ大学の研究

も同じような結果であった。

多くの研究は画面は紙より注意力が殺がれる上

に、画面では集中できないものがあると強調してい

る。北カリフォルニア大学の学生 113名の実験を

画面とスパイラル製本の小冊子で読ませた。読書を

初めて 20分後に学生に質問した。画面、印刷本関

係なく同じ得点であったが内容の記憶には差があっ

た。

心理学者は記憶を何やら記憶、弱い記憶（内容の

断片を思い出す）と強い記憤（何が事実であるかの

確認ができる）を区別じている。ガーランドの実験

の被験者は「覚えている」、「判っているJかのどち

らかの応えを求められた。 文章を画面、で読んだ学

生は「覚えている」の方が「判っている」より多かっ

た。一方、 印刷本を読んだ学生は「覚えている」と

「判っている」が半々であった。この結果からガー

ランドは印刷本を読んだ学生は内容を早く、完全に

学んだと考えた。印刷本を選んだ者は内容を頭の中

から引き出すのに時間がかからなかったー正解がな

基にしてサンノゼ大学のリュウは次のように結論ず んで、あるか判っていることが多かった。

けている。画面上の読書は多くのショートカット 紙と画面の読書での理解力の差は人々をデジタル

（ブラウジング、スキャニング、キワードの検索） への変換を跨躍させるかもしれない。デジタル抵抗

に時間をとられ、さらに本文を1回しか本文を読ま ・ 派の古い世代を別にしても、雑誌はiパッドでは読

ない傾向にある。

画面上の読書では心理学者の言う超認知学習（目

標を設定し、難しい個所の再読、理解できたかの確

認）をし難い傾向がある。

2 0 1 1年、イスラエル工業大学で実験が行われ

た被験者の学生は多項目選択方式のテストをコン

ビュータ上か紙上かの問題文を選ぶことができた。

画面上、紙上のグループとも半分の学生は7分の時

間しか与えられず、後の半分の学生は好きなだけ時

聞が与えられた。時聞に制限のあった学生グループ

はコンビュ｝タ画面で、も幸氏土印刷物でも試験をうま

〈となしたが、印刷物老選摂した学生は訳 10%点

数が良かった。紙を選んだ学生は試験に集中でき、

注意力と作動記憶を効果的に発揮したのだろう。

画面上と紙上の読書で理解力に差が無いという実

験でも画面上の読書をした学生は長期間文章を記憶

することができなかったと報告している。 2003年

のレスターシャ大学（英）のケート・ガーランドの

実験では 50名の学生に経済学入門書コンビュータ
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みにくいと思われるかもしれない。また最近の調査

では紙より画面を選ぶ若い世代は文章をスラスラ書

けなくなっていると発表されている。ニューヨーク

市の 2012年の研究で32組の子供（3-6歳）と親

のペアを募集した。子供たちに印刷物の読書とアニ

メ、ビデオ、ゲームを組み込んだ電子書籍の読書を

させた。その結果は印刷本を読んだ子はよく記憶出

来た。電子書籍を選んだ子は画面のベルや笛の音に

注意が散漫になった。続いて行われた 1226の親の

調査では親子が一緒に読書する場合、多くが電子書

籍より印制本を好んでいると答えた。

次の論文でも殆ど同じ結果である。「心、脳と教

育J9月号でペンシルパニア大学のジエリア・モリ

スが述べている。 3-5歳の子供に印刷本を読んで上

げる時、子供たちの生活に関連させて物語る事が出

来る。しかし音声付きの電子書籍を読む時は対話型

の読書は難しくなる。このように気を散らすものが

あると 3歳の子供には話の骨子さえ理解できなく

なった。 （以下次号）



（（脳は何故紙を好むか））

〈顛呼からの続奪〉

印尉物で読議してあげた子供は全て物語についてゆ

けた。

子供老対象とする予鑓3経験では読欝媒体としての

紙の最大の法器は簡素であるととを強調している。

デジタル文書に誌別の寵で利点が島るととは明らか

である。急ぎの調査をするとき、閣議舘で印麟本老

慢なく探して調査するより、ネット上でキィワード

検索によって講ベる方がもっともである。また視力

の弱い人にとってLCD画部守適当な大きさの文字

や翻面コントラストを変えられるのは有難いことで

ある。それでも紙は麗部と違って文書への集中は特

に議長識する畠撃をがない。 2006年、ウイワアム・パ

ワーほ縫筆「何故、紙法永壊なのかJの中で「紙の

感覚が頼みの捕である」と震っているが、ぞれは紙

の単純震から得ちれるものである。 201i年の諮査

では、台湾大学の院主の大多数試オンラインで表示

したあと、じっくり読むためブザントアウトして

いる。また 2005年のメキシコ大学の譲査によると

687人の学生のうち 80%の学生が fよく理解する

ためにJ印刷物老読んでいるそうである。

合理的機能法制にして、護軍子読欝器や印備本から

受ける感覚がベストセラーを本躍で購入するか、ア

マゾンからダウンロードするか者決める娘挺にま

る。 f調査と消質審j報告によると緩や印誠インキ

から受ける感覚や、指で蔑をめくる時のまめらかさ、

頁ぞめくるときの強特の音など、印罪lj物を読む時の

惑党は患っている以上に翠要であるとしている。印

刷本なちトルストイの部！芋い f戦争と平和Jとコン

ラッドの薄手の「晴朗のハ…ト」は一日で区別でき

るc ぞれに対してデジタルの小説詰スクロールブロ

グレスパーでその長さを知るととができるが、型や

ははっきりしない。議子欝籍ではブルーストの

代薮律を読む時もヘミングウェイの題鵠を読む時も

同じ重さである。この差がいわゆる敏感不協和託生

じ、意義子議緒の利用者d惑いとどまらせていると研究

者は発表している。

との感覚上の不一致者修正するために授結審は電

子競醤器やタブレットで読欝する場合、出来るだけ

郎前物に近ずけようとした。議子言語謀部在印刷イン

キの勃果に似せようとしたり、キンドルは画面レイ

4 

アウトを印劉本の頁のよう3こした。アップルふbook

のアプリでは印劉本の葉めくりを真似ようとした。

しかしとのよう故修正拭実擦約というより形式的で

ある。電子書籍では前に読んだ傭所者読み返そうと

思っても前の鰐には額単に戻れ設いととがある。

デジタルの開発者は即席昔物の単なる糠倣で立く今

までと金く議った繭醤読書を作り出そうとしてい

る。メルピルの「モゼイディックJのような長い小

読者読む場合、スクロールの方法は適当でないが

ニューヨークタイムスやワシントンポストを読む場

合、印刷では表現できない譲を作り出すことができ

る。雷謡読書では本文と験圏、審議を麓み合わせた

臨儀が可能である。ロヒfン・スローはタップ髄筆と

いうものを作り出した。タップ髄筆とは髄撃に鶴子

そっけ、読容はある諒子で酪蔀に触れると、その調

子に合わせて新語や文章、酉｛象が表れるものであ

る。また作家があるプログラムを利用して作文する

と譲った小説やノンフィクションを克たり罷いたり

することができる。

文字だけの長い文章について詰紙とインキLままだ

有剥である。しかし銃奮は文章だけではない。

訴見学会のご案内場

大日本スクリ…ン製造株式会社様のご厚意に

より、「ホワイトカンノ〈ス MON羽AKAJ

の見学会者実施します。ぜひ、ご参加ください。

問 善寺：平itt26年4月48強）午後3持～5終明治集部

会 場：大日本スクリーン製造様式会社門前仲町事業所

〈ホワイトカンノ党ス MON-NA.KA)

東京樹工東区畿中島 1-1-1 ヤマタネ深川11号館IF

アクセス：策京メトロ東筒線、都営大江戸線「門書fi(1中町駅j

4君番出口より徒歩5分

JR京紫綬？経中浴室実jl番出口より後多7分

会費：無料

著書加申込：東京都立コこ装溺等学綬 グラフィックアーツ科

大溝正樹（Mail：号制wa@ kogei-tky.edJp) ~灯、

メールにてお申込みください。




