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作業記憶容量と補償的文章読解方略の使用との関係
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問　題

　私たちは，日々，多くの文章に接し，そこに書かれて

いることを理解し記憶している。しかし，私たちの注意

は文章の内容に向けられ，文字を目で追うことで行われ

る読みという行為自体に注意が向けられることは少な

い。読みは，私たちが意識することなく遂行される認知

的過程であるために，まだその詳細までわかっているわ

けではない。そこで，本研究では，読みとそれを支える

作業記憶の関係について検討を加える。

　文章の読みを，文字列を目で追うことで文字を入力し，

それを素材として単語を認知し，単語の列を文として統

合し，推論によって文間の関連づけを行いながら首尾一

貫性（coherence）のある意味表象を形成するという認知

的な課題であるとすると，そこでは，認知された単語の

意味や解析途中の文の意味表象を保持する記憶，形成さ

れた文の意味表象を保持しそれらを統合するために使用

される記憶など，読みを支える記憶過程が重要な役割を

果たしていると考えられる。このように複雑な高次の認

知機能を実行する記憶装置として作業記憶（working

merロory）と呼ばれる概念が提唱されている（Baddeley，

20001Daneman＆Calpenter，1980；Just＆Calpenter，1992）。

作業記憶は認知課題の遂行に必要な情報の一時的な保持

と処理を担うシステムであり，人の様々な認知活動を支
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える中心的なシステムである。読みはまさにこのような

情報の保持と処理を必要とする認知活動の1つであり，

既読箇所の内容を記憶にとどめつつ，後続の単語を処理

する連続的な過程といえる。本研究は，この読みと作業

記憶との関係について，読解中の眼球運動を手がかりと

してアプロrチするものである。

　読みにおいては，文章としての首尾一貫性を形成する

ために，それまでに読んだ文の言葉遣いや意味を保持し

つつ，今読んでいる箇所の統語解析や意味処理が行われ

る。そのために，処理と保持とを担う作業記憶の容量が

問題となる。この容量について，Daneman＆Cafpenter

（1980）は，以下のように仮定している。作業記憶にお

いて，課麺遂行中に「情報を保持している」とは，情報

に対応する長期記憶の表象が活性化された状態に保たれ

ていることである。一方，「情報を処理する」とは，長

期記憶に保持されている課題遂行に必要な認知的処理手

続きの表象が活性化していることである。また，これら

の長期記憶に保持された表象を活性化させるために処理

資源（processing　resources）を仮定する。そのうえで，

Daneman＆Calpenter（1980）は，情報を保持しておくこ

とに使用される処理資源と手続きの活性化に使用される

処理資源とは共通のものであり，その容量には限界があ

るというリソース共有仮説を提唱している。

　これらの仮定のもとでは，処理の遂行中にどれほど多

くの情報を活性化しておけるかは，処理と保持のそれぞ

れにどれだけの処理資源が配分されるかに依存する。し

たがって，文章の読みに含まれる認知的な処理に多くの
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処理資源が配分される場合，例えば，複雑な構造の文や

文章を読む場合，あるいは書かれている内容について予

備知識を持たないような状況では，認知的処理に多くの

処理資源が配分されるために，結果として保持に配分さ

れる処理資源が少なくなり読みが阻害されたり，内容理

解が困難になったりすることが予測される。また，この

処理資源の量，すなわち作業記憶の容量には個人差があ

ることも知られている。Daneman＆Carpenter（1980）で

は，作業記憶の容量を測定するものとしてリーディン

グ・スパン・テスト（ReadingSpanTestl以下ではRST

と略記する）を作成し，それによって測定された容量と

代名詞あ照応関係の処理や文章の内容把握との間に強い

相関を見いだしている。つまり，作業記憶容量が小さい

読み手は，容量の大きい読み手に対して，同条件のもと

での読みにおいて照応理解が劣ることや文章の内容把握

が劣るという知見である。また，Daneman＆Merikle

（1996）は，作業記憶容量と読解能力との問で相関が認

められる研究と認められない研究とがあることに関し，

77の研究を対象としたメタ分析を行った。その結果，

作業記憶容量を計測するRST等が読解能力に対する予

測力を持つということが示された。

　しかし，作業記憶容量のみで読解成績を完全に予測で

きるわけではないだろう。なぜなら，作業記憶容量が小

さいとしても，読解を補償する何らかの方略を採ること

で作業記憶の大きい者に劣らない読解成績を示す者がい

ることも考えられるからである。このような作業記憶容

量と読解成績と方略との3者の関係を考えるうえで，処

理効率性理論（processing　efficiency）の考え方が有用であ

ると考えられる（Eysenck＆Calv・，1992〉。なぜなら，こ

の理論は，利用可能な処理資源が減少した状態でも補償

的方略を用いることで読解の遂行を維持することができ

るというこ≧を予測するものであるからである。状態と

して利用可能な処理資源が少なくなるということは，特

性として作業記憶容量の小さいことのアナロジーとして

とらえることが可能であり，作業記憶容量の小さい読み

手が読解の遂行を維持するために採る方略を推測するこ

とができるからである。

　処理効率性理論そのものは，情動と認知との関係とし

て，読解過程に不安が及ぼす影響の生起機序を説明する

ものである。この理論によると，不安によって生じる思

考などによって作業記憶に負荷がかかり処理資源が減少

する状況では，当該の課題の遂行に配分される処理資源

が少なくなるために遂行成績が低下すると予測される。

例えば，試験場面のように状態不安が喚起されるような

状況では，回避すべき結果や効力感のなさへの懸念

（worry）など，状況によって引き起こされる情動に関わ

る認知処理に処理資源が奪われてしまい，結果として読

解成績が低下すると説明される。しかし，一方で，処理

、効率性理論は，懸念のために生じる処理資源の不足を補

うような様々な補償的方略を採るならば遂行成績をある

程度保つことができるとしている。例えば，読み手が，

読解に時間をかけることで処理効率の低下を補ったり，

読み返しを頻繁に行うことで既読箇所の記憶を補ったり

するなどの方略を用いるならば，遂行成績をある程度保

っことができると予想する。Calvo，Eysenck，Ramos，＆

Jim6nez（1994）は，テスト場面における読みについて，

不安傾向の高い参加者と低い参加者とで読解過程を比較

し，不安傾向の高い参加者が，文章をゆっくりと読んだ

り，読み返しを行ったりすることによって不安傾向の低

い参加者と同程度の遂行成績をおさめることができたと

報告している。また，処理効率性理論は，我々の日常の

読みにも当てはめることができると考えられる。状態不

安が喚起されるような状況に限ちず，私たちは意図的に，

あるいは意識することなく上述のような補償的方略をし

ばしば用いているのではないだろうか。難しい文章の読

みではじっくりと精読するだろうし，複数の文にまたが

る照応の理解では，読み返しを行うことで対応する語を

視覚的に走査することもあるだろう。作業記憶容量の小

さい読み手は，自身の記憶にとどめておける情報の量の

少なさを補う方略として，一度に少しずつの文字列を読

み込んでいる浄もしれず，頻繁に読遜返しを行っている

かもしれない。逆に作業記憶容量の大きな読み手は，1
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回の停留で多くの情報を読み込んだり，既読箇所につい

て多くの情輯を活性化した状態で保持したりして，自身

の記憶に依存した処理を行っているかもしれない。

　これまでの多くの研究では，作業記憶容量の小さい読

み手が，読解に時間をかけたり読み返しを行ったりする

ことを作業記憶容量の小ささに起因する読みの困難さの

指標，あるいは読みの破綻の指標としている。例えば，

Miyake，Just，＆Carpenter（1994）は，移動窓（moving

window　tec㎞ique）という文章呈示方法を用いて，作業記

憶の小さい読み手は同義語による照応の理解に時間がか

かるという結果を得ている・Miyake　et　aL（1994）の実験，

は，作業記憶容量の大きい読み手は既読箇所の情報を作

業記憶に多く保持しているために照応処理が速やかに行

われるのに対し，小さい読み手では，既読箇所の情報を

保持できないために照応処理が困難になることを明らか

にした点で意義がある。しかし，Miyake　et　a1．（1994）の

用いた呈示手続きでは既読箇所を読み返すことができ

ず，そのために読み手自身の記憶のみに依存して読解を

進める特殊な読みが観察されたという可能性がある。通

常の読みにおいては，作業記憶が小さい読み手であって

も，既読箇所を頻繁に走査することで，読みが破綻した

り困難になったりすることを回避している可能性があ

る。

　そこで本研究では，比較的長い文章を1画面に呈示し，

その読解中の眼球運動を指標として，作業記憶容量の違

いが文章の読み方にどのような影響を与えているかを明

らかにすることを目的とする。このような実験を通して，

作業記憶容量の小さい読み手が，作業記憶に保持できる

情報が少ないにもかかわらず破綻なく文章を理解する過

程を明らかにする。このような検討を行うことは，読解

指導において，作業記憶容量の小さい読み手の指導方法

を考えるうえで有意義なものであろう。そのために，あ

らかじめ作業記憶容量の個人差を測定し，作業記憶容量

の小さい読み手の読みと容量の大きい読み手の読みを比

較し，両者の読み方略に違いがあるかどうかを調べる。

読みの行動的指標として眼球運動を測定する。読みの眼

球運動は，短時問の停留と跳躍運動（サッケード運動〉

とを繰り返すものであり，停留中に読みの有効視野内に

ある文字列が読み込まれるとされている。したがって，

眼球停留は，読み手がその時点において選択的な注意を

向けている文字列，つまり作業記憶において活性化して

いる文字列を推測するための手がかりとなる。加えて，

眼球停留時問の長さは，読み手が停留中に行っている情

報処理の量の指標となると考えられる。つまり，長時間

の眼球停留は注意を向けている文字列に関して時間のか

かる認知的処理を行っていることを示していると推測で

きる。

　処理効率性理論から予測される結果は以下の通りであ

る。作業記憶容量の小さい読み手は，容量の不足に起因

する議みの困難を回避するために，作業記憶に加わる負

荷を軽減するような補償的方略を用いる。つまり，こま

めに眼球を移動させることで，1回の停留で処理する情

報の量を少なくする，あるいは，既読箇所を何度も読み

返すなどの方略を使用する可能性がある。したがって，

短時間の眼球停留や読み返しを示す眼球運動が増えると

考えられる。一方，作業記憶容量の大きい読み手は，一

度に多くの情報を保持することができるため，1回の停

留で多くの情報を処理できると考えられる。また，作業

記憶として保持された情報を利用して文章の首尾一貫性

の処理が行えるために，読み返しが比較的少ないと考え

られる。このように読み手自身の作業記憶容量に応じた

読み方略を採ることによって，容量の小さい読み手であ

っても，容量の大きい読み手に劣らない内容理解が得ら

れると予測される。

　また，作業記憶容量が小さい読み手による補償的方略

の使用は，作業記憶への負荷が増大するにつれて増加す

ると考えられる。読解においては，文章の始まりから文

章の終わりまで，読み手に対して均一に負荷がかかるわ

けではない。読み進めるにつれて既読箇所を保持してお

くために作業記憶に加わる負荷は増大すると考えられ

る。そこで，文章を読み始めてから比較的短時問のうち

に生じる眼球運動のパターンとある程度読み進んでから
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生じる眼球運動のパターンとでは，異なることが予想さ

れる。すなわち，読み始めでは，作業記憶が小さい読み

手であっても作業記憶に加わる負荷が少ないために容量

の大きな読み手と同様の眼球運動が生じるが，読み進め

るうちに，容量の小さい読み手は補償的方略を用いた読

みに移行するという予測である。この予測について検討

するために，読解開始からの経過時問に沿って作業記憶

の小さい読み手と大きい読み手の眼球運動パターンを比

較する。

方法

　参加者　正常な視力を持つ大学生21名が実験に参加

した。

　実験計画　RSTの結果と読解テストの結果により，

参加者をそれぞれ高得点群と低得点群に分ける一要因計

画とした。

　作業記憶容量の測定　苧阪・苧阪（1994）で作成され

た日本語版RSTを用いた。ただし，刺激文はカードで1

はな，く，CRTディスプレイ上に呈示した。呈示画面で

は，フォントサイズを20ポイントとし，背景色を黒色，

文字色を白色として1文ずつ呈示した。試行間には，白

色の画面を呈示した。試行内での文の呈示画面切り替え

においては遅延時間を設けなかった。RSTの実施手続

きは苧阪（1998）にしたがった。参加者は文（例えば，

「ドライアイスは2L基王を冷やすのにちょうど良い」）を

声に出して読み，白色の画面が現れるとすぐに，その試

行で呈示された文で下線が引かれていた語（ターゲット

語；「氷菓子」）を再生した。刺激文を2文呈示した後

に白色の画面を呈示する2文条件から開始し，続いて3

文条件，4文条件，5文条件の順に行った。各条件につ

き5試行ずつ行った。再生時間は2文条件でIO秒，3

文条件で15秒，4文条件で20秒，5文条件で25秒とし

た。ターゲットの再生順序は自由であったが，親近性効

果を避けるため，試行の最後に呈示された文のターゲッ

ト語を最初に報告することは避けるよう教示した。採点

はDaneman＆Calpenter（1980）に基づき，各条件の5試

行中3試行以上で正解だった場合，その条件をパスした

とし，例えば3文条件でパスした場合は3点を与えた。

また，3文条件をパスし，4文条件で2試行正解だった

場合は，3．5点が与えられた。したがって，とりうる得

点の範囲は，2点から5点であった。

　読み材料文章と読解テスト　実験に先立って実施した

予備調査で参加者にとってなじみがないとされた文章

（『イスラームとは何か一その宗教・社会・文化』，小杉

秦，1994，講談社）を選択した。文章は6段落で構成さ

れ，総文字数は985字，漢字含有率は28．5％であった。

読み材料文章は，RS↑と同様に，ディスプレイ上に1

画面で呈示した。文章は，画面上で縦約20cm，横約

26cmの範囲に，1行あたり43文字の横書きで’25行に

わたって呈示された。参加者に同じ読みの構えを採らせ

ることと読解の程度を測定することを目的として，文章

の内容を問う設問からなる15点満点の読解テストを実

験者が作成した。これらの読み材料文章と読解テストは

付録に掲載した。材料文章の読みに先立って，参加者に

は読解テストを行うことを予告した。

　装置　パーソナルコンピュータ（FUJITSUFMV－

51661）8）の制御によって，17インチCRTディスプレイ

（NANAO　FlexScan55F）上に刺激を呈示した。ディスプ

レイの輝度とコントラストは刺激文を見やすいレベルに

調節し，実験中は固定したままであった。課題遂行中の

参加者の眼球運動を帽子の鍔にアイカメラを取り付けた

アイマークレコーダ（ナック社製EMR－8）を用い，左片

眼で，検出レート60Hzで記録した。眼球運動のデータ

解析にはナック社製EMR－8アイマークレコーダ解析ソ

フトウェアを用いた。頭部の動きを抑制するために顎置

き台を用いた。参加者は，観察距離約55cmでCRT画

面に正対して着座した。

　手続き　実験は，RSTの測定，練習文章の読み，練

習文章の読解テスト，読み材料文章の読み，読解テスト

の順に実施した。練習文章の読みと練習文章の読解テス

トは，実験と同じ手続きで行った。練習と本実験の手続

きは以下の通りであった。参加者自身がマウスをクリッ
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クすることで文章を画面上に呈示し，読解終了時に参加

者自身がマウスをクリックすることで文章を画面上から

消去した。文章の読みに関して制限時間は設けなかった。

文章の読み方に関しては，最初から最後まで一度に読む

よう教示し，まず全体を流し読みした後に再度の読みで

詳細に読むという読み方はしないよう注意した。読解テ

ストは，眼球運動の記録終了後に，問題用紙に筆記で解

答させた。

　眼球運動の計測に関し，眼球停留は，文章が呈示され

るディスプレイ上で直径30ピクセルの円内（おおよそ1

文字の大きさ）に50ms以上長く凝視がある場合と定義，

した。また，既読箇所への読み返しの指標としての逆行

に関しては，EMR－8アイマークデータ解析システムに

より視線の移動方向を8方向に分類し，レーダーチャー

トに表示させ，既読箇所を読み返す際の移動方向として，

水平左方向と上方向（真上，右上，左上）への移動を逆

行とし，ζのレーダーチャートから生起率（％）を読み

とって集計した。

外した。図1は残りの11名のRST得点の分布を示した

ものである。この11名の内，RST得点の上位4名を

RST高得点群（平均RST得点4．13点，SZ）＝0．63），RST

得点の下位4名をRST低得点群（平均RST得点2．13点，

乱DニO．25）とした。

　各群について，読解テストの得点，読み時間，眼球停

留時問，逆行率の平均を求め，表1に示した。これらの

従属変数について，それぞれ∫検定を用いて群間比較を

行った。読解テストの得点は，RST高得点群（8．50点，

SD＝4．20）と低得点群（8．75点，SD＝0．96）でほぼ等しか

った。∫検定の結果，2群間に有意差は見られなかった。

文章の読み時間はRST高得点群（290．75sec，3P＝85．85）

の方が低得点群（237．50sec，SD＝96．33）より、もわずかに

4

3

人

数　2

結果
1

　21名の参加者の内，10名に関しては，アイカメラ装

着時のキャリブレーションに失敗したり，読み課題遂行

中に頭部が大きく動き視野画像がずれてしまったために

文章を読んでいることが確認できず，分析の対象から除

0
2 2．533．544．5

　　　　　RST得点

図1　RST得点の分布

5

表1読みの各指標におけるRST得点群間比較

RST高得点群 RST低得点群

平均 SD 平均 3D

1値　　ρ

4＝6

読解得点　　　　　　8．5

読み時間（sec〉　　290．8

停留時問（ms）　　234．7

逆行率（％）　　　　1L3

4．2

85．9

23．5

1．5

　8．8

237．5

192．7

24．3

1．0　　　　－0．12

96．3　　　　　　0．83

24．0　　　　　　2．50　　　　＊

5．2　　　　　－4．81　　　＊＊

注）　逆行率は，EMR8アイマークデータ解析システムの視線移動方向の分析を用いて集計した．

同解析システムでは，視線の移動方向を8方向にグループ化してそれぞれの生起率（％）がレ

ムダーチャートに表示される．水平方向で左方向への移動と上方向（真上，右上，左上）への

移動を逆行とし，その生起率を被験者ご≧にグラフぷり読みとって集計した。なお，＊は

　ρ＜．05，＊＊はρく。01を示す。
、
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長かったが，∫検定の結果，有意な差は見られなかった。

しかし，眼球運動については，平均停留時間がRST高

得点群で234．70ms（SD＝23．52）である一方で，RST低得

点群で192．65ms（SZ）＝24．01）であり，有意に低得点群の

方が短いことが見いだされた。また，逆行率については，

RST低得点群（24．25％，SP＝5．19）の方が高得点群

（1L25％，SD＝1．50）よりも平均逆行生起率が高かった

（’＝一4．81，ρ＜．01）。

　さらに，RST高得点群と低得点群とで眼球運動の生

起パターンを比較するために，どのくらいの長さの停留

がどの程度出現したかを調べた。停留時問を50－99ms，

100－149ms，150－199ms，200－499ms，500ms以上の5

区間に分類し，区間ごとに停留頻度を数えあげ，各区間

の停留頻度が全停留頻度に占める割合を算出しRST得

点群別に停留の生起の割合として図2に示した。図2

より，RST低得点群の方が高得点群よりも短い停留の

生起の割合が高いことが伺える。区間ごとに∫検定を用

いて群問比較を行ったところ，50－99ms区問で有意差

が見られ，RST低得点群では高得点群と比べて停留の

生起の割合が高かった（∫（6）＝一7．30，ρ＜．01）。また，

100－149ms区間でRST低得点群の方が高得点群よりも

停留の生起の割合が高い傾向が見られた（∫（6〉＝一2．08，ρ

く．10）。逆に200－499ms区問ではRST高得点群の停留

の生起の割合が低得点群と比べて有意に高かった

（∫（6）＝3．20，ρ＜．05）。

　上記の結果が参加者の読解能力の違いによるという可

能性について検討するために，読解テストの得点別に同

様の分析を行った。分析の対象とした11名の中から得

点の上位4名（高群：9点以上，平均10．50点，3、D＝

2．38）と下位3名（低群：7点以下，平均5．00点，SD＝

1．73）を選択した（図3）。これら2群において，上述の

指標について集計し（表2，図4），∫検定で群問比較を

　　．60
停
留
が
生　．40

起
し

F
た

割　．20

合

．00

■RST高得点群

ロRST低得点群

　　　　　50－99　　　100－149　　　150－199　　　200－499　　　　500一

　　　　　　　　　　　停留時間（ms）

図2　停留時間別に算出した停留生起率のRST得点群

　　間比較

人

数

5

4

3

2

1

0
1 3　　　5　　　7　　　9　　　11

　　　　　読解テスト得点

図3　読解テスト得点の分布

13　　　15

表2　RST得点と読みの各指標における読解テスト得点群間比較
隔

読解テスト高得点群　　　読解テスト低得点群

平均 SP 平均 SD

’値　　ρ

4＝5

RST得点

読み時間（sec）

停留時間（ms）

逆行率（％）

　3．3

286．8

289．1

20．0

1．5

82．4

21．0

9．9

　3．5

292．7

287．6

13．3

0．5

87．4

9．0

4．2

0．27

0．09

0．09

－1．07
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停
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割
合

図4

．60

．40

、20

．00

■読解テスト高得点群

□読解テスト低得点群

　　50－99　　　　100－149　　　159－199　　　200－499　　　　500一

　　　　　　　　　停留時間（ms）

停留時間別に算出した読解テスト得点群間での停

留の生起割合の比較

行った。その結果，各群のサンプル数が少ないこともあ

るが有意差は全く見られなかった。したがって，上述の

RST得点の高得点群と低得点群との問の差異は，作業

記憶容量の差に起因することが示唆された。

　さらに，RST得点の高得点群と低得点群との間で，

読解の進行に伴って眼球運動の生起パターンに変化が見

られるかどうかを分析した。読解開始一15秒，15秒一

30秒，60秒一75秒の3区問各15秒問について，平均

停留時間と逆行率，停留時間ごとの停留の生起の割合を

表3のAからCに示した6

表3－A　眼球運動生起パターンのRST得点群間比較（読解開始から15秒まで）

RST高得点群

平均 SD

　RST低得点群　　　　r値　　　ρ

平均　　　　3Z），　　4ニ6

停留時間（ms）　　　241．0

逆行率（％）　　　　21．0

停留が生起した割合

　50－99ms
　100－149ms

　150－199　ms

　200－499ms

　500ms一

23．7

13．0

214．8

30．3

47．8

12．7

0．98
－1．02

一3．88　　＊＊

一1．35

0．64

1．39

－0．15

表3－B眼球運動生起パターンのRST得点群間比較（15秒から30秒まで）

RST高得点群 RST低得点群

平均 SD 平均 3D

r値　　P

4ニ6
停留時間（ms）　　　253．7

逆行率（％）　　　　　14．0

停留が生起した割合

　50－99ms
　100－149ms

　150－199ms

　200－499　ms

　500ms一

41．7

4．2

242．7

25．3

19．6　　　　0．48

7．1　　　　　－2．72　　　　＊

一2．10　†

0．12

0．60

1．38
－1．01

表3－C　眼球運動生起パターンのRST得点群間比較（60秒から75秒まで）

RST高得点群 RST低得点群

平均 SD 平均 3D

∫値　　ρ

ガ＝6
停留時間（ms）　　　240．6

逆行率（％）　　　　　17．0

停留が生起した割合

　50－99ms
　100－149ms

　150－199　ms

　200－499　ms

　500ms一

35．8

11．5

192．9

36．0

59．9－

8．8

1．37

－2．63　　＊

一8．42　＊＊
一1．40

0．81

4．10　　＊＊

一〇．24

注）†はp〈．10，＊はρ〈．05，＊＊はpく．01を示す．
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　3区間ごとに，RST得点高得点群と低得点群間で，そ

れぞれの指標について1検定を用いて群間比較を行っ

た。その結果，読解開始から15秒間の区問では，平均

停留時間や逆行の生起率には，RST得点の高低群間で

差がなかった。この点は，予測を支持する結果であった。

しかし，予測に反して50－99msという極めて短い停留

の生起の割合においてRST高低群間で有意な差があり，

RST高得点群（．03，SD＝．04）よりも低得点群（．16，SD＝

．05）の方が高かった（∫（6）＝一3．88，ρ＜．01）。読解開始後

15秒から30秒までの区間では，平均停留時間のRST

得点高低群問の差は有意ではなかったが，逆行の生起率

においてRST低得点群（25．25％，SPニ7．09）の方が高

得点群（14．OO％，S、0＝4．24）よりも高かった（∫（6）＝

一2．72，P＜．05）。また，50－99msの停留の生起の割合も

低得点群（．13，SZ）＝．10）の方が高得点群（．02，SD＝．02）

よりも高い傾向があった（∫（6）＝一2．10，ρ＜．10）。読解開

始60秒から75秒までの区間では，平均停留時間では有

意差がなかったが，それ以外の指標では，表1，図2に

示した読解時間全体のRST得点群問の差のパターンと

同様のパターンとなった。逆行の生起率が，RST低得

点群（36．00％，SD＝8．76）の方が高得点群（17．OO％，

SD＝11．52）よりも高く（∫（6）＝一2．63，ρ＜．05），また50－

99msの停留の生起の割合も，低得点群（．27，SP＝．06）

の方が高得点群（．02，8D＝．00）よりも高くなった（∫（6）＝

一8．42，ρ＜．01）。逆に200－499msの停留の生起率では，

RST高得点群（．61，SD＝．12）の方が低得点群（．34，SP＝

．06）よりも高くなった（’（6）＝4．10，ρ＜．01）。

　以上の分析から，読み始めでは，作業記憶が小さい読

み手であっても作業記憶に加わる負荷が少ないために容

量の大きな読み手と同様の眼球運動が生じるが，読み進

めるうちに，容量の小さい読み手は補償的方略を用いた

読みに移行するという予測は，概ね支持されたといえよう。

考察

　本研究では，作業記憶容量の小さい読み手と大きい読

み手の読解中の眼球運動の比較を通して，作業記憶容量

と文章の読み方との関係を調べた。その結果，通常の読

みにおいて，作業記憶容量の小さい読み手が，作業記憶

として保持できる情報が少ないにもかかわらず，破綻な

く文章を理解するために採っている補償的な読み方略が

明らかになった。

　図1に示したように，本研究が対象とした大学生にお

いてもRST得点は広く分布していた。同様の結果は苧

阪・苧阪（1994）にも報告されている。一般的にRST得

点と読解成績≧の問には相関関係があるとされるが，本

研究においてはRST得点の高群と低群との間で読解テ

ストの得点に差がなかった。この原因は，おそらく，文

章の読みにおいて時間制限を設けず，また，自由な読み

方を許したことにあり，そのため，両群共に十分に理解

できるまで文章を読むことができたためであると考えら

れる。なお，本研究は，この結果をもってRST得点と

読解成績との問に相関がないと主張するものではない。

むしろ，両者の相関関係を認めたうえで，処理効率性理

論から推測されるように，作業記憶容量の小さい読み手

であて）ても何らかの補償的な方略を採ることによって容

量の大きい読み手と同程度の文章理解が可能になると考

え，そのような方略使用の実態を明らかにすることを目

的としている。本研究で取り上げた補償的読解方略はテ

スト不安のように作業記憶に負荷がか傘る状況における

読み手や，作業記憶容量が大きくない読み手の読解指導

を行ううえで重要な示唆を与えるものであろう。

　本研究の参加者において確認されたことをまとめる

と，作業記憶容量の大きい読み手と小さい読み手との読

み方の差異は，大きい読み手において200－499msの眼

球停留が多く生起するのに対し，小さい読み手では，

150msよりも短い停留を頻繁に行うことと既読箇所の読

み返し（逆行）を頻繁に行うという点であった。

　本研究において確認された作業記憶容量の小さい読み

手の読みの特徴，すなわち補償的方略と，それぞれの方

略によって作業記憶に加わる負荷がどのように軽減され

るかについては，以下のように考えられる。作業記憶容

量の大きい読み手に見られる比較的長い停留は，その停
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留の間に凝視点の周辺の文字列を処理し，さらにそれら

を既読箇所に統合するのに十分な時間であると考えられ

る。これは，読解中の停留時間の分布に関して，停留時

間は150msから500msで，ほとんどは200msから

300msである（斎田，1993）ことや，漢字仮名交じり表

記の日本語横書き文章の読みにおける平均停留時問が

190ms（Osaka，1992）であることなどから推測できる。

この停留の問，読み手は既読箇所に関する記憶に依存し

た処理を行っていたことが示唆される。これに対し，容

量の小さい読み手では，平均停留時間よりも短い停留の

生起率が容量の大きい読み手よりも高い。平均停留時問

よりも短い停留時間において，凝視点周辺の文字列を読

み込みつつ，そのつど既読箇所との統合を十分に行って

いたと考えるには無理があろう。むしろ，逆行の生起率

の高さと考え合わせると，凝視点周辺の文字列の処理を

行った後に，1文内，あるいは文間にわたって既読箇所

を走査しながら統合処理を行っていたという可能性が考

えられる。短い停留は，この既読箇所の走査を反映する

ものと考えられよう。このような読みを行うことで，保

持に配分される処理資源を節約し，読みの破綻を回避し

たのではないだろうか。つまり，作業記憶容量の小さい

読み手は，文章の記憶を補助するものとして利用するこ

とにより，自身の処理資源の不足を補う補償的な読み方

略を採用していたと考えられるのである。

　以上のように，本研究では概ね処理効率性理論を支持

する結果が得られたが，読み時問についてはこの理論か

らの予測と一致しなかった。処理効率性理論からは，作

業記憶容量の小さい読み手は大きい読み手よりも読解に

長い時間をかけることで，一時に処理すべき情報の量を

加減し，作業記憶に加わる負荷を分散させる方略を採る

ことも考えられた。しかし，本研究では，作業記憶容量

の大きい小さいに拘わらず，一読み時間はほぼ同じであっ

た。この予測が支持されなかった理由として，．方略の選

択と読み材料として用いた文章との相互作用の要因が考

えられる。読み手がどのような読み方を採用するかは，

読み手の持っている方略と読み材料の特性との相互作用

によって決定されるとすると，今回の実験で用いた材料

では，読み時間をかけるよりも観察されたような読みを

行うという選択がなされたという可能性である。このこ

とについては，難易度や長さなどの異なる多様な文章を

読み材料に用いることによって検討できるであろう。

　また，本研究では，文章の読みの進行につれて，作業

記憶容量の小さい読み手が読みの方略を変更していくこ

とも確認された。容量の小さい読み手は，文章を読み進

めるにつれて保持すべき情報や照応の処理などの負荷が

増大するために補償的な読み方略を採用するようになる

と考えられる。しかし，当初の予測に反して』容量の小

さい読み手で，文章の読み始めに極めて短い停留が多く

生起していた。このことは，読み始めの箇所もまた，読

み手にとって認知的な負荷が大きいと考えることで予測

を修正すべきであることを示唆している。文章の書き出

しの箇所では，読み手は文脈を把握する以前の段階にあ

り，文間の首尾一貫性を形成するための処理と脈絡の定

まらない情報の保持に多くの処理資源が必要となるだろ

う。また文脈を利用して先の展開を予期しつつ読むとい

う予期的な読みができないことも読み手に不利となる。

それらのために補償的な方略が採られた可能性がある。

　なお，本研究では，作業記憶容量の多寡と読み方の関

係を明らかにするという目的のために，主として眼球運

動の量的に把握できる側面を調べ，一停留箇所を特定した

停留時間や移動の分析を行わなかった。そのため，RST

得点の高低群問や読解テストの得点の高低群間の眼球運

動パターンの差異について明らかにすることはできた

が，それらの差異がどのような文字列の処理に由来する

かについては不明である。また，作業記憶容量の小さい

参加者の読みに見られる極めて短い停留についても，読

み返しの際に生起していたのか，順行の読みにおいて生

起していたのか，あるいは両者で生起したのかなどの分

析を行っていない。今後は，これらの詳細な分析を行え

るように方法を改善し，本研究で取り上げた補償的な読

み方略の実態を繰り返し，より詳細に明らかにすること

が課題となろう。
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読み材料文章

　現代のイスラームは危機意識によって特徴づけられて

いる。黄金期のイスラームには，いわば大人のゆとりが

常にあった。危機の時代には，過剰な反応が目につくの

も，致し方ないことかもしれない。その代表例として，

サルマン・ラシュディ事件が挙げられるかも知れない。

　これは，イギリスの作家ラシュディが『悪魔の詩』と

いう小説で，イスラーム及び預言者ムハンマドを誹諺し

たとして，一九八九年にホメイニーがラシュディは死刑

に値するとの裁定を下したことから起こった。この小説

に抗議するデモが，インドなどイスラーム世界の各地で

起こった。イギリスでもインド系のムスリム市民を中心

に抗議行動がなされた。事態は外交問題にも発展し，イ

ギリスとイランは国交断絶した。

　先進国では，この問題は言論の自由と内政不干渉の文

脈で捉えられることが多かった。そうした側面があるこ

とは確かであるが，イスラーム自体の文脈に即して見る

と，この事件から次の三点が読みとれる。

　一つは法の認識である。近代法は属地主義を取る。そ

の観、点からはラシュディはイギリス市民で，彼の行為を

イスラーム法が裁くのはおかしい。しかし，イスラーム

法は，属人主義を取る。信徒はどこにいてもイスラーム

の教えに従わなくてはならない。イギリスに行ったから

とい《）て，たとえば礼拝の義務がなくなることはないで

あろう。ラシュディはサルマンという名前が示す通り，

ムス1，ヲムとしてイスラーム法に規制されるとホメイニー
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が判断するのは，当然と言える。イギリス市民権を取っ

ただけでは，イスラーム法から離れることにはならない。

言いかえると，イギリス側はラシュディをイギリスの人

間だと思い，イスラーム側はイスラーム共同体の・一人だ

と考えている。ここに認識の対立がある。

　第二に，ラシュディに代表されるような，名目的には

ムスリムでありえても信条・思想はイスラームと無縁の

世代が生まれている，という問題である。ラシュディの

場合は，他の信徒の神経を逆撫でする作品を発表したこ

とで事件となったが，同じ種類の問題はあちこちに存在

する。

　第三は，信徒の信条についてである。この事件は，信

徒の間で今なおムハンマドに対する敬愛が非常に深く，

それを冒すときわめて感情的な反応が生じることを示し

た。神に関する議論の場合は，たとえ涜神的な議論が出

ても冷静に対応する信徒が多いのに対して，対照的と言

える。

読解テスト

問1．サルマン・ラシュディ事件について正しいものを

　　　1つ選べ。（2点）

　1．ラシュディはイギリスの法によって保護されてい

　　たがホメイニーによって処刑された。

　2．ホメイニーがラシュディに死刑の裁定を下したこ

　　とに対しムスリムは反発した。

　3．イギリスではラシュディに対する抗議デモが起こ

　　った。

　4．ラシュディは，ムスリムはイスラーム法で裁かれ

　　なくてはいけないと主張した。

問2．ラシュディの小説が問題となった理由を簡潔に述

　　　べよ。（3点）

問3．法の認識について，イギリスとイスラーム世界の

　　　考え方の違いを簡潔に説明せよ。（3点）

問4．サルマン・ラシュディ事件の背景となった要素で

　　　正しいものを1つ選べ。（2点）

　1．信徒の怠慢

　2．イスラーム法の矛盾

　3．現代のイスラームの危機意識

　4．イギリス市民権取得の問題

問5・．本文の内容を簡単に要約しなさい。（5点）
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WorkingMemoryCapacityandCompensatoryStrategyUse

CHUJO，Kazumitsu（HiroshimaUniversity）

NAKAO，Mizuki　（H廿oshimaUniversity）

SUMMARY

　　　This　study　attempted　to　establish　the　relationship

between　text　reading　strategies　and　working　memory

capacity。Specifically，theauthorssoughttodetemineiflow

span　readers　use　strategies　to　compensate　for　low　working

memory　capaclty．

　　　　The　subjects　were21university　students．The　working

memory　span　of　each　student　was　measured　using　the

Japanese　version　of　the　Reading　Span　Test（RST）．In　the2－

sentence　condition　version　of　this　test，subjects　were　put　in

front　of　a　screen，shown　one　sentence　including　one

underlinedword，andaskedtoreaditaloud．Asecond

sentence　immediately　followed．Again，subjects　read　it　aloud．

The　following　white　screen　indicated　that　the　session　was

over．Students　were　then　asked　to　say　the　underlined　word　of

each　sentence．Similarly3一，4一，and5－sentence　conditions

were　conducted，each　comprising5trials．

　　　Next，the　subjects　read　an　u㎡amiliar　text，followed　by　a

comprehension　test．As　they　read，their　eye　movements　were

measllred　using　an　eye　ma■k　recorder．However，it　failed　to

record　the　eye　movements　of100f　the　subjects。Finally，the

subje（》t　field　was　reduced　to8，including4high　span　readers

and410w　span　readers．

　　　High　span　readers　were　compared　to　low　span　readers．

The　results　revealed　that　there　were　no　differences　in

comprehension　performance　as　a　function　of　working

memory　capacity．However，low　span　readers　showed　more

frequent　short－duration　eye　fixation　and　more　reading

regressions　than　high　spξm　readers．This　suggests　that　low

spameaders　use　these　compensatory　strategies　to　reduce　the

demands　placed　on　working　memory，thus　facilitatipg

complehension。
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幼児保育専攻学生における絵本の

読み聞かせに関するとらえ方の変化

読み聞かせ体験をとおして
＊

白鳳女子短期大学玉瀬友美＊＊

　子どもにとって絵本に接することが大切な経験である

ことは従来からくりかえし指摘されていることである。

絵本の中の世界に親しみ，想像力を働かせ，絵本を通し

た他者とのコミュニケーションを楽しみながら，子ども

はものを知り，ことばを知り，自分の世界を広げていく。

通常，絵本は誰かに読んでもらう経験を通してはじめて

接するものであり，その読み聞かせ経験が子どもにとっ

て快いものであれば，もっと多くの本の世界を知りたい

と思い，本への興味がますます高まるであろう。小山

（1989）は，本が好きな子に育てる上での読み聞かせの

有効性を指摘している。

　将来，保育現場において子どもたちに読み聞かせをす

る役割を担うであろう幼児保育専攻学生にとって，絵本

の読み聞かせが好きであることは大切なことである。石

井（2004）は，子どもが本に興味をもち本を読むことが

好きになるためには，まず，親や教師が本好きにならな

ければいけないと述べている。読み聞かせをする大人が

興味をもち，楽しんで読み聞かせることが子どもたちの

豊かで快い読書環境を提供する上でなくてはならないも

のであると考えられる。

　しかし，最近，学生の読書離れ傾向が指摘されている

だけではなく，学生における読書への好意度に関しても

概して高くないことが報告されているのである（玉瀬，

2004）。子どもたちの読書環境を守るために，保育の現

＊　Junior　college　students’attitudes　toward　picture　book　reading．

瞬TAMASE，Yumi（HakuhoWomen’sCollege）

場で子どもと関わる予備軍ともいうべき幼児保育専攻学

生における読み聞かせへの好意度を高める手立てを検討

する必要がある。本研究ではその手立ての一つとして，

読み聞かせ体験を取り上げる。子どもが本を好きになる

上で他者による読み聞かせが有効であるように，読み聞

かせを体験することで短大生は絵本の読み聞かせを好き

になるであろうか。

　高橋（1994）は高校生への読書指導の一環として小説

の読み聞かせ指導を試みているが，教師が読み聞かせを

することによって高校生の読書へのとらえ方にどのよう

な変化が生じたかについては具体的に指摘されていな

い。また，布施（1993）は短期大学生を対象として授業

中に教師が絵本の読み聞かせを行うという取り組みの中

で，学生が絵本に再会し絵本を再発見していく過程につ

いて考察しているが，具体的変化についての分析はなさ

れていない。

　本研究の第一の目的は，絵本の読み聞かせ体験をとお

して幼児保育専攻学生における絵本の読み聞かせへの好

意度に変化がみられるかどうかを検討することである。

　ところで，読み聞かせを効果的なものにするためには，

読み聞かせに関する技能が必要である。絵本の上手な読

み方について松岡（1973）は，絵本を安定して持つこと，

絵本がきれいに開くように開きぐせをつけておくこと，

ページをスムーズにめくること，絵本を適度な速度で読

むこと，ページを適度な速度でめくること，ページをめ

くった瞬問は文を読まないこと，ページをめくってから

文を読んだり文を先に読んでから絵を見せるなど，絵と
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文を読み手が適度に調整すること，ゆっくりと心をこめ

て読むことなどをあげている。

　読み聞かせ技能に関する知識を外部から与えられなく

ても，自分が実際に絵本を読んだり他者による読み聞か

せを聞くという経験をくりかえしていく中で，このよう

な読み聞かせ技能に気づき，その重要性についての認識

にも変化が生じるであろうか。

　本研究の第二の目的は，絵本の読み聞かせ体験を通し

て，幼児保育専攻学生の読み聞かせ技能の重要性の認識

に変化がみられるかどうかを検討することである。

方法

調査対象　奈良県内の私立短期大学において幼児保育を

専攻する2年生41名であり，調査開始時の平均年齢は

19歳7ヶ月であった。

手続ぎ　幼児保育専攻における必修単位である「保育内

容一言葉」の授業において実施した。

　第1回目の授業において，絵本の読み聞かせへの好意

度と読み聞かせ技能に関する質問紙を配布した。絵本の

読み聞かせへの好意度については「絵本の読み聞かせは

好きですか？」という質問に対して「とても好き」「少

し好き」「どちらでもない」「あまり好きではない」「ま

ったく好きではない」の5段階から成る評定用紙を用い

た。読み聞かせ技能については「絵本を読み聞かせる時

に注意することにはどんなことがありますか？重要だと

思うことを3つあげなさい。」と教示し，3つの項目を

箇条書きにするよう求めた。

　そして，今後毎回の授業の一部を用いて読み聞かせを

行うこと，受講生は決められた日程で1回だけ読み聞か

せを担当することを説明し，講義日程に合わせて事前に

担当者を割り当てておいた。絵本は学生が各自で用意

し，できるだけ他の学生と同じ絵本を用いることのない

ように指示した。読み聞かせに用いられた絵本は資料1

に示す。

　なお，学生に対しては，このような読み聞かせ体験の

目的は絵本を読むことと聞くことを通して読み聞かせ技

能を高めること，および絵本を多く知ることであるとい

うことを事前に説明した。読み聞かせに先立って読み聞

かせ技能についての説明はなかった。

　第2回目の授業から，読み聞かせ担当の学生は前に出

てホワイトボードに自分の氏名と読む絵本の題名を書

き，クラス全員の方に向かって絵本を読み聞かせた。椅

子に座るか，立って読むか，どのように絵本を持つかな

ども事前には指導せず，読み聞かせをする者に任ぜた。

読み聞かせを終えた学生には所定の用紙を渡し，読み聞

かせをした体験についての感想文を書かせた。

　読み聞かせ担当者以外の学生にはチェック表を配布

し，学生による読み聞かせが終わるごとに「よかったと

ころ」と「この次から気をづけた方がよいところ」につ

いて自由に記入させた。なお，このチェック表の集計結

果についても授業の途中で公表せず，全員の読み聞かせ

が終了後に希望者には閲覧させた。

　読み聞かせは全部で11回の授業において実施した。

従って，このような11回の授業においては前半の20

～30分を読み聞かせ時間とし，残りの時問は通常の講

義を行った。講義の主な内容は「幼稚園教育要領におけ

る領域『言葉』の保育内容」「幼児にとってことばとは

何か」「ことばの障害について」であり，絵本に関する

情報は与えなかった。

　全員の読み聞かせ終了後，第1回目の授業と同様に，

絵本の読み聞かせへの好意度と読み聞かせ技能に関する

質問紙を配布し回答を求めた。その後，読み聞かせチェ

ック表であげられている注意点をまとめて学生に伝え，

効果的読み聞かせをする上で注意すべき項目についての

授業を行った。

結　果

　読み聞かせへの好意度

　「絵本の読み聞かせは好きですか？」という質問に対

して「とても好き」と答えた場合を5点，「少し好き」

を4点，「どちらでもない」を3点，「あまり好きではな

い」を2点，「まったく好きではない」と答えた場合を
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資料1　読み聞かせに用いられた絵本
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バラ ジェズ・オールバラ たが　きょ）こ
’κ　かれん ひさかたチイルド

二 文’掃堂

リマン ルース・ヒュルリマン 眉 当研
にしかわおさむ ひかりのくに
かこ　さとし 土

日 フレーベノレ

ポプラ土
多明 言　土

き あだちなみ ソニー・マガジンズ

百A子 買立

レオ＝レオニ ノ’川愈太良 当土
，、．　のぽる こぐま土

アムズ ガース・　　リアムズ まっおか　よ一こ 百立

キー トメク・ボガ・キー 坂　涼 セーラー
ヘノレム ハンク・　ルヘルム 久　太 評塾土

黒 あかね　一
ノ’川允太郎 愚土

なかやみわ 百立

・松エリカ 山
口

いわむらか』お 土

いわむらか論お 土

一ナ デ　・ク・ブルーナ 石　　E子 百立

金の星土
ドリー ジェーン・チ　・プマン ぼしまりお ポプラ土

あきやまただし イ・　　　土

ち わたなべ　Pいち フレーベノレ

々　マキ PHP研究

キヨノ　サチコ 土

日子 百立

毛1』’子 圭ヨ土
ノレ エリ“ク・カール りひさし 土

小　　・　田 大・

Ψ田昭五 ポプラ土
やまわ　　りこ 冒』立

にしむらあつこ 百立

太 百立

西巻茅子 こぐま社

Table1読み聞かせへの好意度

』
目
II 後

平均 3．3 3．9

標準偏差 1．0 0．9

1点として得点化した。読み聞かせ体験の前後における

絵本の読み聞かせへの好意度の変化についてはTable1

に示す。

　r検定を行った結果，差が有意であり（r（40）＝3．35，

ρ＜．01），絵本の読み聞かせ体験をとおして読み聞かせ

への好意度は高まったといえる。

　読み聞かせ技能に関する認識

　読み聞かせ体験前後における重要な読み聞かせ技能に

関する質問への回答，および毎回の授業における読み聞

かせチェック表への記述の内容を整理し，18の読み聞

かせ技能に分類した。それぞれの技能に分類された記述

例を資料2に示す。なお，それぞれのカテゴリーへの分

類については独立した2名の評定者によって行われ，評

定者一致率は90．3％であった。

　Table2は，読み聞かせ体験前後においてそれぞれの

読み聞かせ技能を重要なものとしてあげた人数，および

11回の読み聞かせにおいてそれぞれの読み聞かせ技能

に関する記述がみられた人数を示したものである。

　読み聞かせ中に各読み聞かせ技能を指摘した人数につ

いては，全11回すべてにおいてチェック表に記入して

いた者38名のみを対象とし，「よかったところ」「この
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資料2　読み聞かせ技能のカテゴリー別の記述例

導入（事前指導）

　　　　「○○を読みます」と初めに言ってから読んでいた
　　　　表紙を見せたほうがよい
視線
　　　　読む前に子どもに目を向ける
　　　　聞き手全体を見ながら読む
　　　　聞いている人の方もチェックしながら読む
ぺ一ジのめくり方
　　　　ぺ一ジをめくるタイミングがよかった
　　　　ぺ一ジをめくる時に話がとぎれる
　　　　ぺ一ジをめくる時に絵の邪魔をしない
絵本の持ち方
　　　　絵本を顔に近づけてよんでいた
　　　　本の持ち方がよかった
指さし
　　　　読んでいる部分の絵を指さしていてわかりやすかった
姿勢

　　　　姿勢がよかった
　　　　読んでいるとき足がぶらぶらしていた
表情

　　　　笑顔で読んでいた
声の大きさ・明瞭さ
　　　　声が大きかった
　　　　声がよくとおっていた
声の強弱
　　　　声に強弱がついていた
会話の工夫
　　　　子どもの声や動物の声をそれらしく表現
　　　　会話の部分を工夫して読んでいた
　　　　人物によって声を変える
リズム

　　　　リズムがある
スピード
　　　　読むのが速い
　　　　読むのがゆっくりすぎる
間の取り方
　　　　間の取り方がよかった
　　　　読点や句読点のあとで少し止まっていたので聴き取りやすかった
感情
　　　　感情がこもっていた
　　　　擬音語に気持ちがこもっていた
態度

　　　　元気に読めていた
　　　　堂々と読む
　　　　落ち着いて読んでいた
問いかけ
　　　　話の途中で問いかけていたのがよかった
正確さ

　　　　途中でつまらずスラスラ読めていた
　　　　何度も言い直していた
事後指導
　　　　読み終わった後で表紙や裏表紙を見せる

次から気をつけた方がよいところ」のどちらであるかに

拘わらず，記述されていた技能をカウントした。

　読み聞かせ体験前後の差についてみると，「読みの正

確さ」を読み聞かせ体験前に重要な技能であると指摘し

て体験後に指摘しなかった者は5名いたのに対して，体

験前に指摘せず体験後に指摘した者はいなかった。直接

確率計算を行った結果，人数の偏りが有意であった（p＝

0．0256，Pく．05）。また「感情をこめる」については，

読み聞かせ体験前に重要な読み聞かせ技能として指摘せ

ず体験後に指摘した者が13名いたのに対して，その逆

が5名であり，人数の偏りがある傾向が示された（二項

検定，ρ＜．10）。その他の技能については読み聞かせ体

験の前後における差はみられなかった。

　読み聞かせ中に指摘された技能については調査対象者
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Table2　それぞれの読み聞かせ技能を指摘した人数

導
入

読み　の …』語
イ

読　手の昔語的、∠

事
後
指
導

視
線

ぺ
1
ジ
の
め
く
り
方

本
の
持
ち
方

指
さ
し

姿
勢

表
情

士
斤
の
大
き
さ
o
明
瞭
さ

士
斥
の
強
弱

会
話
の
工
夫
↓
斥
を
変
え
る

リ
ズ
ム

ス
ピ
1
ド

間
の
取
り
方

感
情
を
込
め
る

態
度

聞
き
手
へ
の
問
い
か
け
．

読
み
の
正
確
さ

読み聞か

せ前後

工
目 1 6 2 15 0 0 1 34 6 13 1 20 0 10 2 4 7 0

後 1 0 2 14 0 0 1 38 3 12 0 23 1 18 3 0 2 0

読
み
聞
か
せ
中

1 1 2 7 16 17 3 10 38 5 15 0 29 7 9 12 0 9 0
2 1 3 16 26 0 0 3 38 7 21 2 34 12 22 10 0 17 1
3 0 4 2 7 0 0 7 23 2 16 1 25 3 13 4 0 3 0
4 2 11 8 14 2 2 2 30 0 7 0 29　一 4 18 4 0 2 0
5 0 4 11 21 0 1 2 37 7 20 1 33 5 21 4 0 3 0
6 0 3 2 19 0 0 1 37 2 17 0 31 3 20 4 0 0 1
7 0 4 7 4 0 0 8 35 1 4 1 20 0 9 6 1 0 0
8 0 3 13 15 0 0 4 34 8 4 2 25 1 23 5 2 1 0
9 0 16 11 19 0 0 3 38 4 12 0 33 6 24 7 0 3 0

10 6 8 8 24 0 1 5 38 5 ’12 3 31 5 15 12 0 3 0
11 0 3 2 11 0 0 1 36 6 11 0 21 1 15 3 0 0 0

が少ないこともあり，11回の読み聞かせを通して変化

するかどうかに関する連関の分析は見合わせた。しかし，

Table2をみればわかるように，注意すべき読み聞かせ

技能として「声の大きさ・明瞭さ」を指摘している者が

全11何をとおして最も多く，次いで「スピード」を指

摘している者が多かった。

考察

　本研究の目的は，絵本の読み聞かせ体験をとおして，

読み聞かせへの好意度および読み聞かせ技能の重要性の

認識に変化がみられるかどうかを検討することであっ

た。

　読み聞かせへの好意度

　まず，読み聞かせへの好意度については，本研究の結

果から，絵本の読み聞かせ体験をとおして好意度が高ま

ることが示された（Table1）。学生たちめ多くは保育所

実習と幼稚園実習において子どもたちに読み聞かせをす

る経験はしているものの，同年齢の大勢の聞き手の前で

読み聞かせをすることは初めての経験であり，読み聞か

せ前には非常に緊張していることがうかがえた。しかし，

読み聞かせ後の感想の例（資料3）をみてもわかるよう

に，そのような経験をとおして読み聞かせる技能の大切

さや難しさを知り，また，絵本の読みを聞くことで絵本

の楽しさを実感できたと思われる。

　読み聞かせ技能に関する認識

　次に，読み聞かせ技能の重要性の認識については，11

回の読み聞かせ体験を通して指摘が多かったのは「声の

大きさ・明瞭さ」と「スピード」であり，読み聞かせ体

験の前後で差がみられたのは「読みの正確さ」と「感情

をこめる」であった（Table2）。

　「声の大きさ・明瞭さ」と「スピード」は，読み聞か

せ体験をとおしてその重要性の認識は変わらなかった。

絵本の読み聞かせ場面のみならず子どもたちの前で話を

する際に，はっきりとゆっくりと話すことは，ことばを

弁別し内容を理解するうえで基本となる条件であるとい

えよう。学生たちは保育所実習や幼稚園実習における経

験をとおしてこのような技能の重要性をすでに認識して

いたと思われる。

　一方，読み聞かせ体験前後で差がみられたのは，「読

みの正確さ」であり，「感情をこめる」においてもその
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資料3　読み聞かせ後め感想の例

・楽しかった。絵本を選ぶのがまず楽しかった。伝えやすく、わかりやすく、でも楽しめる話を探していた。

前で読む、という経験もあまりしたことがなかったので、勉強になった。聞き取りやすいようにできるだ

・け大きく、ハキハキと読んだのだが、読むときのテンポわるくなったとこもあり反省。私は演劇をしてい

たので、人前に出てセリフを言ったり動いたりするのが好きだ。だから、絵本を読むということも、私自

身が楽しめたように思う。

・みんな聞いている人が大人なのでとても緊張しました。子ども達だったらどんな反応をしているか顔を見

れるけど、みんなの方を見ることができませんでした。恥ずかしいという気持ちがあってなかなか声を変

えるのが難しかったけど、だんだん自分も絵本に引き込まれていって恥ずかしさも，忘れていきました。と

ても良い経験です。また機会があったらやってみたいです。

・あまり事前に読む練習をしていなかったのでつまってしまいました。ページをめくるのも上手に行かず、

恥ずかしく聞き手を見ながら読み聞かせをすることができませんでした。つまらず読む、感情を込める、

聞き手を見るなど、読み聞かせも奥が深いなと思いました。上手に行かなかったけど、この様な経験はめ

　ったに出来ないし、よかったなと思いました。これからは、みんなの良い所を自分にも取り入れて行きた

いです。

傾向が認められた。11回の読み聞かせをとおして「読

みの正確さ」という技能の重要性への認識は低くなり，

「感情をこめる」という技能の重要性への認識が高まる

傾向があったのである。間違えずに読むことよりも感情

を込めて読むことが絵本の世界を生き生きと伝え，聞き

手に快い余韻を残すことを，読み聞かせ経験をとおして

認識したといえよう。「感情をこめて読む」というのは

視線が定まらず不機嫌な表情で読んでいたり，声が聞き

取りにくく会話の工夫もなされていない場合には認識さ

れない技能である。すなわち，「感情をこめる」という

のは，視線や表情などの非言語的要因と，声の大きさな

どの言語的要因が矛盾なく満たされた時に認識される技

能といえるのではないだろうか。このように考えると，

学生は個々の技能の大切さを理解しそれらに気を配った

上で，感情をこめて絵本の世界を伝えることの重要性を

読み聞かせ体験をとおして認識したと考えられる。

　なお，11回の読み聞かせにおいてそれぞれの読み聞

かせ技能を指摘した人数に差がみられるのは，読み聞か

せを担当した学生の特徴によるところが大きい。「指さ

し」技能については，効果的に絵を指さして読んでいた

発表者がいた第1回目の読み聞かせにおいて指摘が多か

った。また，「間の取り方」や「読みの正確さ」技能に

ついては第2回目の読み聞かせにおいて指摘が多かっ

た。第2回目には，間をとらず早く読む発表者の次に比

較的ゆっくりと読む発表者が続いたり，感情はこもって

いないがスラスラと問違えずに読んでいた発表者がいた

ことが影響していると思われる。同様に，「視線」技能

については，緊張のためか読む際に視線の定まらない発

表者がいた第4回目や，頻繁に聞き手に視線を向け，反

応を確かめながら読み進める発表者がいた第9回目に指

摘する者が多かった。

　本研究の主たる目的は，子どもたちの読書環境を守る

手立てとして，将来，保育現場において読み聞かせをす

、る役割を担う幼児保育専攻学生自身が読み聞かせを好き

になるための，読み聞かせ体験の効果を検討することで

あった。しかしながら，このような経験は学生たち自身

の読書行動へも影響を与えるであろうことが予想され

る。学生たちは読む絵本を自由に選ぶことを楽しみ，緊

張しつつもそれを読み，同級生たちが同様に選んで読ん

でくれる絵本を子どものように楽しそうに聞いていたの

である。

　松居（1992）は，子どもの読書体験で重視すべきもの

は，読書の結果を表現させたり読んでやった絵本の理解

をすぐに求めたりして，好奇心の芽をつまないことであ
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り，自由奔放に好奇心を働かせるような絵本体験や読書

体験ができれば，読書力と読書習慣は身につくと述べて

いる。

　今後の課題は，このような読み聞かせの経験が，学生

自身における絵本を含めた読書全般への好意度を高める

ことにつながるかどうかを検討することである。
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Junior　Co皿ege　Students，Attitudes　Tbward　Picture　Book　Readi皿9

TAMASE，Yumi（HakuhoWomen’sCollege）

SUMMAhY

　　　　The　purpose　of　this　study　was　to　investigate　the　effects

of　picture　book　reading　experience　on　students’attitudes

toward　picture　book　reading　and　awareness　of　the　skills

neededtope㎡omreadingseffectively．Agroupof41female

junior　college　students　studying　early　childhood　education

served　as　subjects．　At　the　beginning　of　the　study，students

were　asked　to　complete　a　questiomaire　to　measure　their

attitudes　toward　picture　book　reading　and　their　awareness　of

important　skills　for　performance。After　completing　the

questionnaire，each　student　selected　a　picture　book　and

prepared　to　read　it　aloud　tothe　class．No　instruction　was

・given　regarding　Picture　book　reading。　Over　the　ensuing　l　l

weeks，studentspe㎡omed　theirreadingsl　the　other　students

served　as　the　audience．Following　each　reading，audience

memberscdtiquedthepe㎡omance．Intheend，studentshad

been　exposed　to41readings　of41different　picture　books．

After　the　readings，students　were　asked　to　complete　the　same

questioma廿e－todete㎜inehowtheexpenenceofpe㎡oming

and　listening　to　the　readings　affected　their　attitudes　toward

picture　book　reading　and　awareness　of　skills　needed　to

pe㎡01m　effectively．

　　　　Comparison　of　pre－ahd　post－project　questionnaires

revea］led　that　students’attitudes　toward　picture　book　reading

were　significantly　more　positive　after　the11－week　period．

Reβarding　skills　relating　to　reading　performance，the

questionnaires　revealed　a　shift　in　thinking：In　the．first

questiomaire，students　believedthatprecisionofreadingwas

an　important　skilll　the　second　questio㎜aire　revealed　that　the

impoltance　of　this　skill　was　diminished　in　the　minds　of　the

studellts．Ontheotherh㎝d，theimpo伽ceofco㎜unicat血g

emotion　tended　to　be　more　important　in　the　minds　of　the

students　after　the11－week　period。Audience　critiques

consistently　emphasized　the　importance　of　clarity，loudness，

and　speed　of　reading　as　important　qualities　of　effective

pe㎡omance．

、
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論理的思考力を高める読みの指導についての基礎的研究

「順序」という観点にみる小学校説明文教材の表現構造
＊

青森県三沢市立岡三沢小学校田中拓郎＊＊

はじめに

　通常，私たちがある文章を目の前にし読む時，文章の

順序に従って冒頭文から読む。このことについて時枝誠

記（1977）は次のように述べている。

文章の表現形式の特異性は，言語表現が，根本的に，時間

的・縫時的・線條的性格を持つてゐることに規定されたもの

で，これは，語・文・文章に通ずる根本的性格である。（p．49）

　（前略）作者の思想の論理的構造の如何に拘はらず，讃

者は，表現における時問的序列に從って理解する以外に手

がないからである。（p．68）’

　このように時枝は言語における線条性について，また

線条性に基づく読みの順序の絶対性について述べてい

る。

　一方，読むことの学習指導において，なかでも子ども

の思考力を高めるために，井上尚美（1979）は「論理的

思考力」について言及している。井上は論理的思考を形

式論理，筋道の通った思考，「概念的」思考一般の3つ

の項目に分けて定義している。さらに小田迫夫（1986）

は説明文の学習指導においぞ，子どもたちが主として身

につけるべき学力に「論理的思考力」をあげている。小

田（1996，P．15）は「論理的思考」を「筋道立った思考」

串Org㎝izati・n・feducati・nalt6xtslSequence㎝d由edeve1・pment

　of　logical　think㎞g。

牌TANAKA，Takuo（OkamisawaElementary　School）

と定義し，さらに14の思考の型に細分化している。例

えば「事象の時問的空問的順序性，秩序性をとらえる思

考」「対比的において差異性を見いだす思考」などがある。

　そこで本稿では，以上述べてきた読みの特性と説明文

指導の先行研究をふまえ，昨年度まで使用された教科書

説明文教材を分析考察する。具体的には読みの線条性の

観点から論理的思考力を子どもたちに身につけさせるた

めに，教科書本文における論理の筋道が読みの線条性と

極めて深い関係があることを考察していく。その手立て

としては，小田の提案する「事象の時間的空間的順序性，

秩序性をとらえる思考」（以下「順序」と略す）につい

て視点をあて，小学校説明文教材ではどのように「論理

的思考力」を高める文章構成になっているか，ひいては

筆者の読みの思考を促す思考過程を考えていきたい。

1．課題設定の理由

　ところで，平成10年版小学校学習指導要領国語科の

低学年の目標は3つ示されている。

　（1）相手に応じ，経験した事などについて，事柄の順

　　庄．を考えながら（以下略）

　（2）経験した事や想像した事などについて，題庄がわ

　　かるように（以下略）

　（3）書かれている事柄の墜や場面の様子などに気付

　　きながら（以下略）　　　　　　　　（傍線引用者）

　上記の通り，どの目標にも「順序」が盛り込まれてい

る。ここから，わが国の国語科教育において「順序」と

いう思考の要素が低学年の子どもたちに身につけるべき
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学力として，また発達段階に一番適当であると認識され［

ていることが分かる。

　ところが，この「順序」は同じ学習指導要領の中学年

の目標になると「要点」の把握，「段落」意識の形成へ，

高学年になると「要旨」の把握へと姿を変えていく。こ

れは何を意味するのであろうか。自然に考えると，低学

年では「順序」を学び，中学年・高学年では「順序」を

ふまえた学習へとつながっていくと言えるだろう。しか

し，私はごこで一つの仮説的提案を述べてみたい。

　確かに「順序」という思考の要素は，学習指導要領の

低学年の目標に位置づけられることからも基本的な思考

法である。しかし，基本的であるがゆえに中学年・高学

年と進むにつれて「要点」の把握，「段落」意識の形成

へと姿を変えていくにせよ，「順序」自身が，「要点」把

握，「段落」意識のための思考の原型となっていると考

えることができる。つまり高度な思考への質的な変化へ

の原型としての役割・機能があるのではないかというこ

とである。

　さらにもう一つ国語科ならではの学習指導の特性に

「繰り返し」の問題がある。国語科においては同じ学習

事項であっても「繰り返し」指導する必要性・必然性は

現場の教師が指導を通して実感している点でもある。ま

　　　　　　　　　　じた学習指導要領でも平成10年版から目標や内容を二学

年まとめて示しているのは，こうした「繰り返し」の必

要性を認めていることによる。つまり，中学年の「要点」

の把握，「段落」意識の形成へと姿を変えていくにせよ，

「順序」の指導の必要がないのではなく，学年の発達を

ふまえた「順序」を「繰り返し」学習することこそ必要

なのではないかということである。

2．先行研究

2－1　櫻本明美の説

　説明文教材において「順序」という観点から考察を加

えた先行研究に櫻本明美（1991）の研究がある。具体的

には低学年，中学年，高学年を貫く体系的な課題として

の「順序」という観点をとらえ直そうとしている。本稿と

同じ問題意識による研究である。

　櫻本はまず「順序」を以下に示す5つの観点に細分化し

ている。

　①物事の手順　②時間の順序　③位置関係の順序

　④因果関係の順序⑤関心の強さや重要さの順序

　櫻本は上記の5つの「順序」という観点をもとに説明

的表現，説明文教材を調べた結果，「物事の手順」「時問

の順序」「位置関係の順序」の順番に教材に使われてい

ると述べ，これらを中心に据えるのが適当だと述べてい

る。ここでの「物事の手順」とは私が下表の試案に位置

づけている「…の仕方，作り方」ではなく，「物事のわ

かりやすさの順序」と考えられる。

　また櫻本は上記の論考の中で「順序」に着目した場合

．の指導段階表（試案）を提示している。これは，本稿の

問題意識と同様，「順序」を低学年だけでなく，中学

年・高学年においても学ぶべき要素としている唯一の先

行研究である。

　下表からは学年の発達に応じた子どもの身につけるべ

表1　櫻本明美作成による「順序」に着目した場合の指導段階表（試案）

婁1

現　ど
で
育
勇
茗 一

高学年

々な事　・　　の亦ヒに見られ7

係のll序などを，より幅広く，あ
り，　考1えを潅凌．盗．二．判．断す．る．．．などσ

中学年

・　、・妻査　　に含まれる豊

塑ど＿をたどることにより，事．≦

をたどる力」

低学年

実、にしたことや見たこと　　い

手llや大まかな時日のll序　大　（

とにより，　物事念の関！巨．を1．も2．「

の伽ヒに見られる一一位．置＿
あるいはちみつにたどることによ

　　r順序をたどる力」

r順序

い蝦に含まれる物事の簡’な
の立　　、のll序などをたどるこ

r順序をたどるカ」

　　　　　（注　下線は引用者が行った。）
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き「順序」の力が見てとれる。特に波線部からは説明的

表現の対象が子どもの発達をふまえていることが，また

点線部からは子どもの思考の発達のプロセスが読み取れ

る。しかし，この表をよく見ると中学年・高学年の下線

部の内容がほぼ同じであるといえる。つまり，中学年，

高学年と進むにつれて「順序」そのものの視点も，発達

とともに高まっていくべきであるのにほぼ同じである。

発達の観点からの「順序」の位置づけが弱いのである。

　また，この先行研究では実践例として中学年，高学年

の「順序」を使った表現例が示されている。しかし，こ

の表現例は本文の読みのあとの学習，いわゆる発展とし

ての学習であり，本文そのものをどういう「順序」で読

み取っていったかが示されていない。

2－2　寺井正憲の説

　説明文の文章構成に着目した先行研究として寺井正憲

（1987）の研究がある。寺井は対象を自然科学的文章に

限定して2つの型に分類している。寺井の表現を使いな

がら文章構成モデルをまとめると下記のようになる。

①文章構成モデルの基本形は「事象の認定一問い一

　　解決部」である。

②解決部の差異性によって説明型文章（科学的文章），

　　探究型文章（探究的文章）に分けられる。説明型文

　　章では，説明の論理が解決部の文章構成になり，

　　探究型文章では探究の過程の論理が解決部の文章

　　構成となる。具体的な教材名で述べると，「たんぽ

　　ぼのちえ」は説明型文章にあたり，「花をみつける

　　手ががり」は探究型文章にあたる。

　③教材を分類する観点として「問い」を取り上げ下

　　記の3点をあげている。

　　・一つの問いが文章全体を規定してくるもの

　　・複数の問いが文章全体を規定してくるもの

　　・問い一解決部が文章の部分的な要素として用いら

　　　れないもの

　④③の問いの観点をさらに「なぜ」「なに」「いかに」

　　に分類し，これらの問いを単独に，また複数組み

　　合わせて考えることで教材を類型化している。

　このように寺井は「問い」の細分化によって文章構成

の類型化を行っている。また「解決部」が説明なのかう

探究なのかどうかに視点をあてて分類している。寺井の

分類の特長は「問い」を細分化して考えることで説明型

文章，探究型文章そのものをさらに類型化できる点にあ

る。「問い」を緻密に考えることで文章全体にまで規定

できる点が新たな視点であり，優れているところでもあ

る。

　ただし，「解決部」が説明なのか，探究なのかといっ

た2つの類型で文章を分類することがはたして有効であ

るのか，また文章によってはこの2つの分類ではどちら

の型なのか見極めが難しい時もてでくるのではないか。

つまり，「解決部」が説明なのか，探究なのか，考察者

によって解釈の違いが出てくるのではないか。この「解

決部」の部分をさらに細分化できるような規定をかけて

考えていくことが必要なのではないか。

　そこで，私は寺井の「解決部」を「順序」という視点

で教材を見ていくことでさらに細分化し文章構成を考え

ていきたい。

3．研究の進め方について

3－1　研究の視点

　低学年，中学年，高学年それぞれの説明的文章が．「順

序性」を考えた構成になっているのか。なっているとす

れば筆者自身が「教材の順序性」一を考慮していることが

分かり，中・高学年でも指導すべき項目として考えられ

ていることが分かる。

3－2　「順序」を取り上げた森岡健二，西郷竹彦の説

　　　より

　森岡健二（1988），西郷竹彦（1991）を参考にし，下記

のような観点をもとにして「順序性の観点」（試案）を作

成し教材を見ていく。

（1）森岡健二

　森岡は，主題の展開として下記の11に分類している。
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①時間的順序　②空問的順序　③一般から特殊へ

④特殊から一般へ　⑤原因から結果へ　⑥結果から原

　因へ⑦クライマックス　⑧既知から未知へ⑨問題

解決順　⑩重要さの順序　⑪動機づけの順序

　森岡は物のとらえ方として「順序」を考えており，こ

の分類には子どもの発達を考慮していないところに弱い

部分が感じられる。いわば「順序」を羅列的に提示して

いる感がある。

（2）西郷竹彦

　西郷は「認識の系統図」として下記の表2の10項目

を提示している。

表2　西郷竹彦の「認識」系統指導表

0．観点一目的意識，問題意識，価値意識

1．比較一分析・総合　分ける一まとめる

　類似性，同一性一類比（反復）　相違性一対比

2．順序，展開，過程，変化，発展

3．理由・原因・根拠

4．類別

5．条件・仮定

6．構造，関係，機能，還元
7．選択（効果，工夫）・変換

8．仮説・模式

9．関連（連環），相関，類推

　西郷の「認識の系統図」には森岡と異なり，子どもの

「発達」という観点を取り入れて提示したところに意義

がある。ただし，低学年は「比較」「順序」であり，高

学年は「仮説」「関連（連関）」を教えるべきであると提

示しており，いわゆる子どもの発達をもとにした「繰り

返し」がないところが弱い部分である。

3－3　順序性の観点表（試案）について

　以上櫻本を含めた森岡，西郷の「順序」についての観

点をもとにして，私は子どもの「発達」と「順序性」

（操り返し），「順序性」のバリエーションを考慮して下

記の観点を考え，表3の「順序性の観点表（試案）」を

作成した。

（1）順序性の観点表について

　①櫻本との違い

　櫻本の指導段階表は低学年の上に中学年，中学年の上

に高学年の指導と，’いわばボトムアップの考えに基づい

て構成されている。低学年段階の「順序」の力が身につ

いたことを基にして中学年段階の力が積みあがっていく

という考え方である。

　私も高学年であろうと低学年の力を基にして養われる

点は櫻本と同じだが、まず低学年の順序の力を櫻本より

幅広く考え，順序の力の土台と考える。そしてその中で

低学年の順序の力が発達とともに高度化され中学年とし

ての力が養われ，積み上げられる。そして，さらに高学

年としての順序の力が養われていくという考えである。

ボトムアップという視点では同じであるが，低学年の

「順序」の力が中学年・高学年を包み込む広さを強調し

ている点に違いがある。

②3つの観点について

　まず私は「順序性」を低学年，中学年，高学年の3つ

に大別した。

　低学年の場合は，森岡や櫻本の説にもあるように，時

問的に空間的に自然な順序で展開していく順序がある。

櫻本の指導段階表では「実際にしたことや見たこと」で

あり，同じ櫻本の①物事の手順，②時間の順序にあたる。

森岡の説では①時間的順序，②空間的順序にあたる。西

郷の説では1の比較，2の順序にあたる。いわば低学年

の子どもたちが実際にしたこと，見たことなどを自分た

ちの生活の中において，すんなりと事柄として受け止め

ていく順序である。前述の先行研究での「順序」の観点

を統合して，これを私は「生活認識の順序」とした。

　次に中学年では「因果把握の順序」≧した。低学年の

「生活認識の順序」をもとに，櫻本の指導段階表での

「実験・観察・調査等」、や同じ櫻本の「④因果関係の順

序」，森岡の「⑤原因から結果へ」「⑥結果から原因へ」，
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西郷の「3．理由・原因・根拠」といった一連の因果をゴ

ふまえた「順序性」が中学年に適切な力であると考えた

からである。

　高学年は「説明説得の順序」とした。櫻本の指導段階

表での「様々な事象・現象の変化」や同じ櫻本の「⑤関

心の強さや重要さの順序」，森岡の「⑦クライマックスか

ら⑪動機づけの順序」，西郷の「6．構造，関係」「7．選

択・変換」r8．仮説・模式」といった説をもとにした。

高学年では筆者独自のレトリカルな順序を認識すること

が求められる。つまり筆者は論を進めていく際に，どう

すれば読み手に納得・自覚させるのか筆者なりに工夫し

た書きぶりを展開する。これを私は子どもたちが筆者の

論の進め方を認識し思考していく順序であると考え「説

明説得の順序」とした。

　家にこれらの「順序性」をさらに詳しく説明していく

ことにする。

　「生活認識の順序」とは，文章の内容，構成の流れが

子どもの思考にすんなりと分かりやすく入っていく順序

のことである。これをさらに細分化すると，「事柄のわ

かりやすさの順序」「時問的順序」「空間的順序」の3つ

に分けられる。「事柄のわかりやすさの順序」とは，分

かりやすい事柄（内容，構成）から次第に難しく複雑な

事柄に進んでいくことである。この論の進め方だと分か

りやすい事柄からはじまるので子どもの思考にスムーズ

に入っていくと思われる。「時間的順序」とは，古い時

間の事柄（過去）から今の事柄（現在）あるいは未来の事

柄へと進んでいくことである。また生活の過ごし方など

の行動の順序も時間的順序にあてはまる。「空間的順序」

とは，近いところから遠いところへ動く順序であり，ま

た広い概念から狭い概念に移動することである。

　次に「因果把握の順序」であるが，これは主に論の進

め方についての順序である。「物事の手順」は，作り方，

仕方を筆者が筋道だてて論を進めたものであるので，

「因果把握の順序」として考えた。また，「原因・結果の

順序」は，まさに因果そのものであるといえる。この因

果はさ．らに5種類に分けられる。「問題→答え」「様子→

理由」「調査→結果」「実験→結果」「行動→結果」であ

る。

　最後に「説明説得の順序」であるが，これは筆者の工

夫と・もいえる順序である。どうすれば分かりやすいの

か，納得できるのか工夫をこらした進め方である。具体

的に1ま「興味づけの順序」「既知から未知への順序」「積

み重ねの順序（重要さの順序）」の3点を取り上げた。

興味づけの順序とは，初めに子どもたちが興味をもつよ

うな題材を提示し論を進めて［いく進め方である。既知か

ら未知への順序は，子どものスキーマ（既有知識）をう

まく使い，知っていることから入る進め方である。積み

重ねの順序とは1つずつ例を提示しそれを積み重ねてい

くことで，最後に一番主張したいことができあがってい

くといった進め方であり，重要さの順序とも重なる。

　このようにr順序」という思考の要素を細分化し教材

を見ていくことで，子どもの発達を考慮した筆者の教材

への意図，思考過程が分かるのではないかと考えた。

③話題の複数性について

　3つの観点の他に，私は・「話題の複数性」という項目

を設定した。これは1つの話題（事柄）について最後ま

で論を展開していくのではなく，複数の話題を使って論

を展開していく進め方のことである。

　具体的には複数の話題を使って「問題→中→』まとめ」

といった進め方を繰り返し展開し論を進めていったり

（例えば光村図書では「どうぶつの赤ちゃん」がそれに

あたる），展開部分（「中」の部分）に複数の話題を掃示

し，論を展開していく進め方（光村図書ではr海にねむ

る未来」がそれにあたる）のことである。この進め方の

多い，少ないかによっても子どもの発達をふまえた筆者

の「順序性」がわかると考えた。

④縦の順序と横の順序について

　また，この順序性であるが，文章全体を通して考えら

れる順序性と各段落の中で展開される順序性がある（た

だし全ての文章にあて1ままるわけではないが）・文章全
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読　書　科　学　第49巻　第2号

表3　「順序性の観点表」（田中試案）

一』
局 ③説明説得の ・興味づけの順序
学 順序 ・既知から未知へσ
年 ・積み重ねの順序

中 ②因果把握の ・物事の手順（…のし
学 順序 ・原因・結果の順序
年 （イ。問題→答え， 口

二
．
実
験 →結果， ホ

低　　①生活認識の
学　　　順序
年

（重要さの順序）

のしかた，…の作り方）

　ロ．様子→理由　ハ．調査→結果，
ホ．行動→結果）

・事柄のわかりやすさの順序（内容面，構成面）
・時間的順序（物事が起こった順序，行動の順

序，実験の順序）
・空間的順序

体を通しての順序性を「縦の順序」とし，各段落の中で

展開される順序性を「横の順序」とした。

表4－1光村図書の場合（注縦の順序…◆横の順序…◇）
4．教材の順序性について

　表3の・「順序性の観点」（試案）をもとに光村図書の説

明文教材を見七いくと「表4．1」のようになる。

　ここで表4－1の見方を説明する。縦軸には各学年の説

明文教材名を据えた。光村図書では24の説明文教材が

あることが分かる。横軸には前述した「順序性の観点」

（試案）と「話題の複数性」を据えた。

　次に1年生の「じどう車くらべ」（通し番号では②の

説明文教材）を取り上げ，具体的 に表の見方を説明した

いo

　まずこの教材文を見ていくと，展開部分（いわゆる

「中」の部分）に．「バス・乗用車」「トラック」「クレー

ン車」といづた3つの話題を使って論を展開しているこ

とが分かる。これは「話題の複数性」にあてはまる。そ

こで，その箇所に丸印「○」をつけた。

　次に「順序性」についてである。この教材の「順序性」

の特徴として，まず「事柄のわかりやすさの順序」が考

えられる。内容が1年生という子どもたちに分かりやす

く説明している。そこで「内容」の箇所に◆印をつけた。

また「説明説得の順序」としてもあてはまる。それは，

1年生でもよく知っていると考えられる「バス・乗用車」

生活認識の順序 因果把握の順序
説明説得の
順序

　I　　　　　　　　I
事　　：時　：空

1
物
　 1　　原，、

，　　　　　　　　1

．興1既：積
柄　　：　　： 事　1　　因 味：知：み

順序の観点
話

の　　：間　：間
わ　　：　　：

の　：

手：　　結
づ：か：重
け：ら1ね学 題 か　　：的　：的 順　：　　果 の：未：の

の り　　：　　1 ：　　の 順：知：順

年 」
教
材 名

複
数
性

や　　：順　：順
す　　：　　：

さ　：序　：序
の　　：　　：

順　　l　　l
序　　l　　l

．＿．＿．＿．＿曹：

　1　　：内！構l　　l．
容！成：　　：

　：　　順
　1　　序
　1　：イロハニホ

o　　　●　　1

っし1問様実調行
くか：題子験査動
りた：↓↓↓↓↓
方　1答理結結結
　1え由果果果

序：へ：序
1　の　一　・
璽　　　　　　　　巳

：順1重
：序：要
1　、1さ
：　　：の
1　　：順
l　　l序

　Il　　，

1
　
　
年

①だれだかわかるかな

②じどう車くらべ

③どうぶつの赤ちゃん O
O
O

◆！◆i　：
1　　：　　1

◆　！　：　　l
I　　：　　：

◆！　：　i

I
l

◇イ

：
：◇イ

：
：◇イ

：　　：

：　』：
』　　　　　　　　1

：◆　：

l　　l
◆：　　：

2
④たんぽぽのちえ

　I　　　　　　　　I

！　1◆　l
I　　：　　：

I
l
　 ◇ロ
：

：　　：

：　　：
一

⑤さんご海の生きものたち ○ ◆　！　：　　： ：
◆：　　：

年
⑥うごくおもちゃを作る

I　　l　’l
I　　：　　：

：
◆
　
：

　：；　：
1　　，

⑦ありの行列
l　　　　　　I　　　　　　　　I

！　1◆　1
！　：　　1

卜　　◇ハ
：

l　　l
：　　：
1　　　　　　　　一

3 ⑧動物とくらす O ◆　！　：　　： ：　　　ホ◇
；

：◆　：

巳　　1　　：，
●

：　　：　　、

年

⑨せっ明書を作ろう

⑩標識と言葉 O

1　　：　　：
1　　：　　：
1　　：　　1

◆　：

：
：

！　　：

：　　1

◆：　　：
1　　：　　： ：　　’ ：　　：

⑪虫のゆりかご 、　！　：◆　： ： 1　　：

4

⑫ツバメがすむ町

⑬体を守る仕組み O

　1　　　　　　　　－
1　：◆　：
1　　：　　：
量　　：　　1◆
1　　：　　：

：　　　◇二
：
：
：

，：　　1
：　　：

l　　l◆
：　　：

年

⑭手と心で読む

⑮手話との出会い

1　　：　　：

1　：　i
l　　l◆　I
l　　：　　：

旨
：
：
：
　

◆1　　：
l　　l
：　　：

：　　：

⑯動く絵の不思議 l　　l　　：
　1　　　　　　　　0

1
◆
　
：

1　　1
一　　　　　　　　一

⑰海にねむる未来 O I　　l　　：

I　I　　：
1　　◇二
1

1　　：◆
：　ゴ：』

5 ⑱ホタルのすむ水辺 0 1　　：　　：
1　　：　　：

：
：

I　　　　　　　　I

I◆　，
：　　：

年
⑲一秒が一年をこわす ！　l　　l

I　　：　　1

1
：
　

◆：　　1
：　　：

⑳ニュースを伝える O I　i　i◆ ：
一

：　　：
I　　　　　　　　l

⑳砂漠にいどむ O 1　　：　　：
1　　：　　1

：
：

：　　：◆
：　　：

6 ⑫外来語と日本文化
　I　　　　　　　　　I
I　　I◆　I
I　　：　　：

：
：

：　　：

・：　　1

年
⑳現代を生きる五音・七音 1　　：　　：

1　　：　　：
：
『

◆：　　：
1　　：

⑭平和のとりでを築く
　l　　　　　　　　I

I　I◆　I　l　　　　　　　　l

：
1

1　　：◆
1　　　　　　　　一　　　　　　』
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論理的、思、考力を高める読みの指導についての基礎的研究

を初めの話題として述べているからである。これはその

中の「既知から未知への順序」であるといえる。さらに

「因果把握の順序」にもあてはまる。教材文では「自動

車はどんな仕事をしているか」「そのためにどんなつく

りになっているか」という問題を提示している。そして

その答えとして「バス・乗用車」の場合，「人を乗せて

運ぶ仕事」「座席が広く作ってある」「よく見えるように

大きな窓がたくさんある」と答えを提示している。「ト

ラック」「クレーン車」の場合も「バス・乗用車」と同

様にそれぞれに即した答えを提示している。そのことか

ら「イ．商題→答え」の箇所に印をつけた。

　　このように，1つの説明文教材でも「瓶序性」という

観点から見るといろいろな「順序性」を内包しているこ

とが分かる。

　他の教材文も同様の分析法で表記してある。また，他

社の説明文教材の分析は表「4－2」から「4－6」のとおり

である。

表4．3　東京書籍の場合

生活認識の順序 因果把握の順序 説明説得の
順序

I　　　　　　I ， 一　　　　　　　〇

事　　1時：空 物　：　　原 興：既1積
柄　　1　： 事　：　　因 味：知：み

順序の観点 の　　：間1間 の　： づ：か：重
話 わ　　：　： 手　：　　結 け：ら：ね

学 題 か　　：的：的 順　：　　果 の：未：の
の り　　1　1 1　　の 順1知1順
複 や　　：順：順 ：　　順 序：へ1序
数 す　　：　： ：　　序 ：の1・

年
性 さ　：序：序

の　　：　　：

1
：
イ ロハニホ

●　　　一

：順：重
：序：要

教材名 順　　：　： っし：問様実調行 ：　：さ
序　　：　：

””r”一1　　：
内：構：　：
容：成：　：

くか：題子験査動
りた：↓↓↓↓↓
方　　：答理結結結

　：え由果果果

：　：の
：　1順
：　1序
：　　：

1
　
　
年

①どうぶつのはな

②いろいろなふね

③じゃんけん
O
O

◆i　l　：
　：　　：：
◆
：
　 ：　：

　1　　：
：
◆
：
　
i
　 i

1
：

◇ロ

：
：◇ロ

：
：
　
　
　 ◇ホ

：　：

：　：
：　　：

：　　：

l　　l
I　　　　　　I

2
④たんぽぽ

⑤ビーバーの大工事

σ ◆i　：　：
　：　　：：　　曹　　一

1　：◆：

：
：
：
：

：　　：

：　：
：　　：

：　　：

年 ⑥タイの小学生のナマの
くらし

：　　：　　：

：　1◆：
：　：　　：

：
：
一

：　　：

：　　：

I　　　　　　　I

3
⑦自然のかくし絵

⑧つな引きのお祭り O
O

I　　　　　　I　　　　　　，

◆：　：　：
：　：　　：

：　：◆：
：　　1　　：

：
：
：
　
　
　
◇ ホ

：

◆：　：
：　：
：　　：

：　　：

年 ⑨もうどう犬の訓練 ：　：◆： ：
』

：　　：

I　　　　　　I

4
⑩ヤドカリとイソギンチャク ：　：　　：

：　　：　　1 I
l

◇イ ：　：◆
：　　：

⑪ウミガメのはまを守る ：　：　　：

1　　：　　：

1
：

：　：◆
1　　：

年 ⑫くらしの中の和と洋 ◆i　i　i
：
1 ◇イ ：　　：

1　　　　　　1

⑬動物の体 O ：　　：　：◆
：　　：　　：

：
：

◆：　1
：　15 ⑭森林のおくりもの O

：　　：　：
：　　：　　：

：
：

：　i◆
：

年 ⑮インスタント食品と

わたしたちの生活

：　　：　1
：　　：　　：
l　　　　　　I　　　　　　酔

：
：
1

　：：　1◆
1　　：

I　　　　　　l

6
　
年

⑯宇宙からツルを追う

⑰人間とロボット

⑱百年前の二十世紀

1　　　　　1　　　　　－

I　l◆1
1　：　　1
；
　：　1：
　：　　1

：
：
：
：
：
1

1　　：◆
：　　：

1　：◆
！　　：

：　　：◆
5　　　　　　1

表4－2教育出版の場合

生活認識の順序 因果把握の順序
説明説得の
順序

　1　　　　　　　　1
事　　：時　：空

1
物
　 ：　　原

，　　　　　　　　1

興1既：積
順序の観点

話

携　：　　：
　：間　：間
わ　　：　　：

事　：　　因
の　：

手　1　　結

味：知：み
づ：か：重
け：ら　：ね

学 題 か　　：的　：的 順　：　　果 の：未：の
の り　　：　　： 1　　の 順：知1順複 や　　：順　：順 1　　順 序：へ：序
数 す　　：　　： ：　　序 ：の　：　・

羊
性 さ　　：序　：序

の　　：　　：

I
l
イ ロハニホ

■　　』

：順：重
：序：要

教材名 順　　l　　l
序　　：　　：

’一’一r－－一’：　　：

内！構1　　’
容！成l　i

っし1問様実調行
くか：題子験査動
りた：↓↓↓↓↓
方　　：答理結結結

　：え由果果果

l　　lさ
：　　：の
：　　1順
：　　：序
：　　：

1
①かくれているのはなに O ◆！　：　　：

1　　：　一：
1
：◇イ
：

：　　：

：　　：

甲

②はたらくじどう車

③みぶりでつたえる O
O

◆！　：　　l
l　　：　　：

◆！　：　　l
　I　　　　　　　　』

：　◇ロ
：
：
　
　
　 ホ◇

1　　　　　　　　一

：◆　：

：　　：

：　　：

2

④すみれとあり

⑤鳥のちえ O
O

　1　　　　　　　　一
！　：◆　：
1　　：　　1

◆！　：◆　1

：
：
：

：　　：

：　　：
I　　　　　　　　I

：◆　：

l　　l　　l ：
l　　l

甲
⑥さけが大きくなるまで i　：◆　：

1　　：　　：

：　　　ホ◇
：
1

：　　：

：　　：
⑦きつつき 1　　：　　： ◆　：　’ ：　　：

3
　
　
革

⑧めだか

⑲いるかのひみつ

⑩広い言葉，せまい言葉

⑪くらしと絵文字 O
O

◆1　：　　：
6　　：　　：
1　　：　　：
1　　：　　：
！　：　　：◆
1　　：　　：

◆！　i　i

1
：
　 ◇ロ
：
：
　
　 ◇ハ

：
：
：
：

：　　：

：　　：

：　i◆：
1
　
　：

◆ ・　　：1
5
　
　：
1

◆　：

⑫花を見つける手がかり 1　　：　　：
！　：　　：

：　　◇ハ
：

1　　：◆
1　　：

4 ⑬とんぼの楽園づくり I　　l　　l
I　　：　　：

：
：

l　　l◆
：　　：

年
⑭アーチ橋の仕組み 　1　　　　　　　　一

◆！　：◆　：
1　　：　　：

：　　◇ハ
：

1　　：

：　　：

　1⑮「便利」ということ 1　　：　　： ：
1

l　　l◆
I　　　　　　　　I

⑯まんがの方法 ◆！　：　　： 旨 ：　　：

5 1　　：　　： ： ：　　：

⑰森を育てる炭作り 1　　：　　：
I　　l　　：

：
1

I　　　　　　　　I

◆，　　1◆
1　　：

年 ⑱日本語を考える ○ 1　　：　　：
一　　　　　　〇　　　　　　　　1 i　　ホ◇ ◆1　　：

一　　　　　　　　1

6
⑲ぽくの世界，きみの世界 O 1　　：　　：

i　：　　：
：
：

1　　：◆
1　　：

年 ⑳人類よ，宇宙人になれ 1　　：　　：
l　　l　　l
　I　　　　　　　　I

：
l
I

1　　：◆
l　　l
』　　　　　　　　1

表4－4学校図書の場合

生活認識の順序 因果把握の順序 説明説得の
順序

　一　　　　　　1
事　　：時：空 　1物　：　　原

I　　　　　　　　l

興：既：積
柄　　：　： 事　：　　因 味：知　：み

順序の観点
話

の　　：間：間
わ　　：　：

の　：

手　：　　結
づ：か：重
け：ら　：ね

学 題 か　　：的1的 順　：　　果 の：未　：の
の り　　l　l 1　　の 順1知　1順
複 や　　：順：順 ：　　順 序：へ　：序
数 す　　：　1 ：　　序 1の　’　。

I　　　　　　　　I

年

教材名

性 さ　：序1序
の　　：　：
順　　：　1
序　　：　1

””r’”1　　：
内：構：　：
容：成：　：

　1　：イロハニホ
O　　　I

っし：問様実調行
くか：題子験査動
りた：↓↓↓↓↓
方　　：答理結結結

　：え由果果果

：順　：重
：序　：要
：　　：さ

：　　：の
：　　：順
：　　：序
：　　：

1
　
　
年

①いきもののあし

②まめ

③おにごっこ

0
0

◆i　：　：

　：　：：　　一　　〇

：　：◆：
：　　：　：
：　：◆：

1
： ◇イ
：
：
：
：
　
　
　 ◇ホ

：　　：

：　　：

：　　：

：　　：

1　　1
1　　　　　　　　1

2
　
　
年

④ホタルの一生

⑤うんちとおしっこの
ひみつ　、

⑥あいさつのみぶりと
ことば

○
○

I　　　　　　　I　　　　　　　I

：　：◆：
：　　1　　：
：　　1◆：

：　：　　：

◆：　1　　：
：　　：　　：

：
：
1
　
　
　
◇ ホ
5
：
：
1

：　　：

：　　1

：　i◆
：　：
：　：：

一
　
　
：

⑦ミラクルミルク O ◆i　：　： ：　　　◇ホ ：　　1

3 　1　　：：
； ：　　：　’

年

⑧新年の祭り

⑨合図とくらし ○

◆：　1　　：
　：　　：

：
◆
：
　
1
　
i

：　　　◇ホ
：
：
一

：　　：

：　　：

◆i　i

4
　
　
年

⑩アメンボはにん者か

⑪手で食べる，

はしで食べる

⑫点字を通して考える

：　　：　　：

：　　：　　：

：　：　　：

：　：　　：

1　　：　　：
：　　1◆：
I　　　　　　I　　　　　　I

：
：
1
：
　 ◇イ

：
・
：
：

：　i◆：
1
　
　：

◆ 1　　：
：

　：：

　：i　l◆

5
⑬日本の恐竜時代

⑭体の中の海

：　：◆：
：　　：　　：

：　　：　　：

：　　：　　：

：　　◇ロ

：
：
：

：　　1

：　　：

l　　l　◆
：　　：

年 ⑮情報社会で生きてい ：　　：　　：

：　　：　1
：
：

：　　：◆
：　　：

ために 1　　　　　　－　　　　　　1 1 I　　　　　　　　I

6
⑯三内丸山遺跡 l　　l　1

：　　1　　：
：　　　◇二
：

l　　l◆
：　　1

⑰エネルギー消費社会 ：　　：　　：

：　　：　　：
：
：

：　　：◆
：　　1

年 ⑱アジアを見つめる，

アジアから考える
O

：　　：　　：

：　　：　　l
l　　　　　　I　　　　　　一

：
：
1

：　　1◆
：　　：
I　　　　　　　　I
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表4－5大阪書籍の場合

生活認識の順序 因果把握の順序
説明説得の
順序

　O　　　　　　I

事　：時：空 　1物　：　　原
一　　　　　　1

興：既：積
柄　：　：、 事　1　　因 味：知：み

順序の観点
話

の　：間：間
わ　　：　1

の　：

手　：　　結
づ：か：重
け：ら：ね

学 題 か　：的：的 順　：　　果 の：未：の
の り　　：　： ：　　　の 順：知：順
複 や　：順：順 ：　　順 序1へ！序
数 す　：　： ：　　序 ：の1・

年
性 さ　1序：序

の　　l　　l
　1　：イロハニホ
・　　　・　　　監

：順：重
1序1要

教材名 順　　1　：

序　：　：
””r”一1　　1

内：構：　1
容：成：　：

つしi問様実調行
くか：題子験査動
りた1↓↓↓↓↓
方　：答理結結結
　1え由果果果

：　：さ
1　　：の
：　1順
：　：序
：　：

1
　
　
年

①だいじなたまご

②たねのたび

③けん玉であそぽう
O
O

◆i　：　：
　：　　：：
◆
1
　 ：　：

　：　　：：
　：　　：：　　l　　l

　、　　1
　：◇イ
　：
　1
　2◆　　：

：　：
：　　：

：　　：

：　　：

1　　：

l　　　　　　I

2

④すなはまに上がった
アカウミガメ

：　：◆1
：　　：　：

：　　1　　：

：
：
：

：　　：

1　：
1　　：

年

⑤どんぐりと

どうぶったち

：　i◆i
：　：　　：

：

：
：
篭

：　　：

：　　：

l　　l

⑥はしの話 O
　l　　li　：　1◆ ：

1
：　：◆
I　　　　　　I

3
⑦動物たちのしぐさ O ◆i　l　l

　：　　1
：
：

◆l　l
：　　：

年

⑧ホタルを守る

⑨自転車の活やく

：　　I　　I

◆：　：◆1
：　　：　　：

：　：◆：

：
1
：
一

：　　：◆
l　　l
：　：
I　　　　　　　I

4
⑩カレーの旅

⑪何を覚えているか

○ l　i◆i：
・
：
　
　 ：
：
　：　　：：

1
：
：
；

1　：◆
：　：
一　　　　　　1

・◆1◆
l　l

年 ⑫ひがたは生きている
　：　　：

1　　　◇二
1

：　：◆
，　　　　　　1

⑬花を食べる ○ ：　l　　l
：　　：　：

｝
：

l　l◆
：　　：

5 ⑭なぜ，おばけは夜に
出る（論説文）

：　　：　：

l　　l　l
：　　1　　：

：
：
：

：　：◆
：　　1

：　1年
⑮流氷の世界 ：　1◆：

聯　　　　　　l　　　　　　l

：
1

：　：◆
I　　　　　o

⑯足あとが語る人間の O
：　：　　1

：　：　　：
：
：

：　：◆
：　：

6 祖先 ：　　：　1 ： 1　　：

⑰外国の人と理解しあう

ために
O

：　　：　　1
：　　：　　：

：　　：　：

：
：
：

：　　：◆
：　　：

：　　：

年
⑱二十一世紀に生きる

君たち

：　　：　　：

：　：　　：
I　　　　　　l　　　　　　I

：
：
1

：　　：◆
：　　：

I　　　　　　l

表4－6　日本書籍の場合

生活認識の順序 因果把握の順序
説明説得の
順序

学
　
　
　
　
年

　順序の観点

教材名

話
題
の
複
数
性

　I　　　　　　　I
事　　：時：空
柄　　：　1
の　　：間：間
わ　　l　l
か　　1的：的
り　　：　：

や　　1順1順
す　　：　：

さ　：序：序
の　　l　l
順　　：　1
序　　：　：

””r一”帰　　l
　I　　　　　　　I　　　　　　　I内

、
： 構1　：
容：成1　：

　1　　　　　　－　　　　　　1

　1物　1　　原
事　：　　因
の　1
手　1　　結
順　：　　果

　：　　　の
　1　　順
　：　　序
　：
・dイロハニホ
　1つし：問様実調行
くか：題子験査動
りた：↓↓↓↓↓
方　1答理結結結

　1え由果果果
　o

I　　　　　　I

興1既1積
味：知：み
づ：か：重
け1ら：ね
の：未：の
順：知：順
序1へ1序

：の：　・

：順：重
1序1要
：　：さ
1　　：の
：　t順
：　1序
：　：

1　　1

1
　
　
年

①あり

②おもしろいかん字

③ひなまつり

○

：　i◆i

：
◆
l
　
　
l
　

l

：
1
：
…
1
　 ◇ロ

：　　：

l　　l
：　　：

：　　：

l　　l
l　　　　　　一

2
　
　
年

④おおぱこ

⑤くらべて考えよう

⑥えんぴつのひみつ

O

◆i　：　：

　l　l：　　一

◆：◆：　：

　　：：　　：

◆1◆：　i

I
l

◇イ
1
：
：
：
　
　 ◇ハ

1　　：

l　　l
：　　1

：　　：

l　　l
I　　　　　　　l

3
　
　
年

⑦ミミズ

⑧まちがえやすい漢字

⑨手と道具 0
0

：　i◆1
旨
　：　　：：
　：　　：：
　：　　：

：

：　　◇ハ
：
：
：
1
1

：　　：

1　　1

：　i◆
1・

　：i　：◆

4
　
　
年

⑩ホタル

⑪「わる」と「われる」

・一だれのせいか

⑫レ・ね

：　i◆i
：
◆
： ◆：　：

l　　l　　l
：　　：　　：

◆：◆：　：

：
：
：
：
旨
：
1

◆：　：
l　　l

◆：　：
：　　：

l　l
：　　l

I　　　　　　　I

5
　
　
年

⑬オオカバマダラの
なぞを追って

⑭日本の文字と言葉

⑮「なぜ」問う心 0

l　i◆i
：　：　1
：　l　　l
：
　：　　：：
　：　　：

：　　　◇二
：
：
：
：
：
1

：　1◆
：　　：

：　　：

1　　　　　　1

◆1　：◆：
匹
　
　：

◆ l　l◆I　　　　　　　I

6
　
　
年

⑯暴れ川を治める

⑰ブナの森は緑のダム

⑱手話の世界

⑲．二十一世紀の幕開け

：　　：　　：

：　　：　：
：　　：　　：

：　　：　　：

：　：　　l

l　：　：
：　　：　：
1　　　　　　－　　　　　　1

：　　　◇ホ：
：
　
　
　
◇二
：
：
：
：
　
　
　 一◇ホ
1

◆：　：
：　　：

：　　：◆
：　　：

I　　　　　　I

◆1　1◆：　　：

：　：◆
一　　　　　　　1

5．結果と考察

5－1　6社の教科書から見た「順序性」

上記の6社の全ての説明文教材の「順序性」を数値化

し表にまとめると，表5のようになる。

5－2　教材の順序性について

　この表をもとに6社の説明文教材を「順序」という視

点から見たとき，分かることは以下の4点である。

①どの教科書も3年生くらいまでは「生活認識の順序」

　が多い。特に1年生では，「事柄のわかりやすさの順

　序」が多く，2年生以降になると「時間的順序」が多

　くなる。その理由として，論理的に子どもの思考に無

　理のない進め方を展開し理解させようとしているので

　‘まなV、カ、。

②段落相互の関係として考えた横の順序「因果把握の順

　序」は，低学年，中学年に多く見られる。その中で

　1・2年生では「問題→答え」「様子→理由」「行動→

　結果」という展開が多い。3年生以降になると「実験

　→結果」「行動→結果」という流れが出てくる。説明

　文の本論の中の展開にあたる部分であるが，1・2年

　生では前述のように問題を出したり様子を示したりし

　て，子どもたちに納得させるように工夫していること

　が分かる。3年生以上になると，実際に実験を行った

　り行動の様子を提示したりして，さらに子どもの納得

　のいくものにしようとしていることが分かる。

③3・4年生以降（特に4年生になるとはっきりするが）一

　になると「説明説得の順序」が多くなってくる。これ

　は論を進めていく際に，子どものスキーマ（既有知識）

　に働きかけ理解を深めていったり，1つの事柄に対し

　て多様な話題を取り上げたり，見方をもたせたりして

　論を深めていくといった進め方が多くなる。1つの事
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表5　6社の教科書から見た「順序性」の結果

　：
　1順　　： 生活認識の順序 因果把握の順序 説明説得の順序

1各 話
序　　： ：　　： ： ：　　：

　：学
の観1

題 事　　：時：空
柄　　：　：

物　1　　　　原
事　：　　　　因 興：既1積：　　：

：年 の の　　：間：間 の　：　　　　　・ 味：知　：　み
点： わ　　：　： 手　：　　　　結 ：　　：

：の 複 か　　：的：的 順　：　　　　果 づ　：か1　重
： り　　：　： ：　　　　　の ：　　1

1教 数 や　　：順1順 1　　　　順 け　1ら　1　ね
： す　　：　： ：　　　　序 ：　　：

：材 性 さ　　：序：序 ： の　：未　：　の
： の　　：　　： ： 1　　：

：数

：
：
1
：
：

順　　1　：
序　　1　：

　1　　：
　l　　l
　：　　：
　：　　：

　：　：””「一”、””『”「一一”
つし1　　：　　：　　：　　：

くかi問i様深i調i行
りたI　I　I　g　I方　　i題i子i験i査i動

順　：知　：順
l　　l

序　：へ：　序
l　　l
：の　：

：　　：

　：
　：　：学年　　：

　1
　：

　：　　1．．．一甲＿一」　　1

：　　：　　1

内1構：　l
l　　l　　1

容：成：　1
：　　：　　：

1　　　　　　0　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　1

：↓：↓：↓：↓：↓
：　　：　　：　　：　　：

：答：理：結：結：結
l　　l　　l　　l　　l
：え：由：果：果1果
：　　：　　：　　：　　1

：順：
：　　：

：序：
：　　：

：　　1

：　　：

：　　：

　：
1年　：18 13

：　　：　　：
I　　　　　　　l　　　　　　　I

14111　31　0

：
　：　　：　　：　　1：　　，　　，　　，　　，
1　　　1　　6　1　4　　1　0　　1　0　　1　3

：　　：
I　　　　　　　　I

l　l　2　0　　0
： ：　　：　　： ：　　：　　1　　：　　： ：　　：

1 l　　l　　l l　　l　　l　　：　　1 l　　l

2年　：19 8 7：2：10：1 2　：1：111：0：2
I　　　　　　　　I

1　曹　1　1　　2
： ：　　1　　： ：　　：　　1　　：　　： 1　　：

： ：　　：　　： ：　　：　　：　　：　　： l　　l

3年　：21 11 9：015：　1 1　　　：　　0　：　1　　1　3　　：　0　　：　4 512　：　4
： ：　　：　　： ：　　：　　：　　：　　： 1　　：

1 ：　　1　　： ：　　：　　：　　：　　： ：　　1

4年　：21 2 4：21　5：　1 1　：3：0：2：1・：0 4：　1　：　11
： ：　　：　　： ：　　：　　：　　：　　： ：　　：

： ：　　：　　： ：　　：　　：　　：　　： ：　　：

5年　：19 7 1：0：2：2 0　：0：1：0：2：1 6：　1　：　12
： ：　　：　　： ：　　：　　：　　1　　： ：　　：

： ：　　：　　1 ：　　：　　：　　：　　： ：　　：

6年　：19 5 3：0：310
0　　　：　　0　：　0　　：　0　　：　5　　：　2 3：0　：　16

： ：　　：　　1 ：　　：　　：　　：　　： ：　　：

： ：　　：　　： ：　　：　　：　　：　　1 ：　　：
計　　：117 46 3515：28：5 5　：10：7：6：5：12 20：7　1　45

： ：　　：　　： 1　　：　　：　　：　　1 ：　　1

　柄をじっくりと多角的な面から考えていくことになる

　のだが，教科書ではこの進め方を中学年以降の子ども

　の思考に適していると考えていることが推察できる。

④「わかりやすさ」に関連していえることは，3年生く

　らいまでは話題を複数提示して論を進めているものが

　多い（注「話題の複数性」を参照）。その理由として

　考えられることは，説明文の構成（初め→中→まとめ）

　といった典型的な型を学ぶのに1つの話題だけで進め

　ていくことには，子どもの発達上無理があると考えて

　いるのではないか。

　以上のことをまとめて考えてみると，3年生までは

「生活認識の順序」を主とした述べ方をしているが，4

年生以降になると「説明説得の順序」を主とした述べ方

に変わってくることが分かる。また1うの教材文の中に

おける「話題の複数性」も3年生までは複数提示してい

るが，4年生以降になると1つの話題に対して多角的に

論じることで論を深めていることが分かる。

　以上述べてきたように，本稿では6社の説明文教材を

「順序」という観点から改めて捉え直すことによって，

「論理的思考力」を育てる教材としての構成をより鮮明

に浮かび上がらせてみた。具体的には，3年生までは視

覚的・具体的・直感的な思考を主としているのに対し，

4年生以上になると，1つの話題に対して抽象的にじっ

くりと筋道立てて述べる思考が主となっている，という

ことである。

　そして，改めて確認できるのは，この「順序」という観

、点で教材文を分析していくことで，4年生という学年に

発達上1つの節目があるということである。一般に中学

年を境にして子どもたちの言語発達は質的な変容を遂げ

ることが確認されている。（井上尚美，2001；PP．149－150）

本稿で示した「順序」という観点は，子どもたちの言語

発達の質的変容にそった教材の捉え方を私たちに示して

いる。このように，1年から6年までの説明文教材を言

語発達の観点から捉えようとするとき，「順序」という

一69一一



，読書科学第49巻第2号

本文理解の観点は有効性があると言ってよいと考えられ

る。

おわりに

　子どもの発達（「順序」という思考の一部分からみて）

．を教科書は，ひいては筆者はどう考えているのか，6社

の教科書教材（説明文教材）を取りあげて検討してきた。

　明確に言えることは，3年生までは「生活認識の順序」

を大切にし，4年生以降になると「説明説得の順序」を

主として取り上げて論じていることである。文章は順序

に従って読まれていくという時枝の説にもあるように，

学習者の「読みの線条性」に基づいた表現構成になって

いる。つまり子どもの思考の発達段階に合わせた取り上

げ方ではないかと推測できる。

　このことから小学校の説明文教材では，低学年では特

に学習者の・「読みの線条性」に基づいた表現構造や，子1

どものスキーマ（既有知識）をふまえた「生活認識」に

基づく教材配列が望まれる。そして高学年では，筆者の

レトリカルな工夫，「説明説得」が認識できるような教

材配列が望ましい。そして「生活認識」から「説明説得」

に移り変わる中で，「因果把握」を行っていくことが

「論理的思考力」育成への一つの方略として考えられる

のではないだろうか。

　今後は，先行研究での問題点で取り上げた2点目の読

みの中での順序性の事例を実際に中学年・高学年教材を

使って検証し，「説明説得の順序」が「論理的思考力」

にどう結びついていくのか，指導過程や教師の発問等を

中心に検討していきたい。
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Organizatio皿ofEdllcational　Textsl

SequenceandtheDevelopmentofLogicalThinking

TANAKA，Takuo（OkamisawaElementary　School）

SUMMARY

　　　One　of　the　key　skills　children　must　acqu±re　to　be　able　to

read　effectively　is　to　think　logically，and　sequence－the

orde血g　oftext　to　construct　meaning－is　a　key　factor。Earlier

studies　considered　the　concept　of　sequence，but　only

abstractly．There　have　been　no　concrete　data　to　support

arguments　for　the　organization　of　successive　phases　of

development　in　the　middle　and　upper　grades。This　study

attempted　to　fill　the　gap　by　analyzing　expository　texts　that

appeared　in　Japanese　language　textbooks　for　elementary

school　children　in　order　to　determine　how　the　concept　of

sequence　was　dealt　with　in　those　texts。

　　　　This　study　examined　the　organization　of　texts　by

classifying　sequence　into　lower－to　higher－1evel　phases　in　line

with　the　progressive　educational　development　of　children．

Building　on　preyious　studies　conducted　byTokieda，

Sakuramoto，and　others，the　concept　of　sequence　was　divided

into　several　categohes。At　the　lowest　level　was“sequence　of

everyday　life　recognition，”which　included　sequence　from

easy　to　difficult，01d　to　new，and　near　to　far．At　the　next　level

was“sequence　of　understanding　cause／effect　relationships，”

which　included　sequence　of　making　and　doing，sequence　of

cause　to　effbct－ffom　question　to　answer，condition　to　reason，

experiment　to　result，survey　to　result，and　action　to　result．

Finally，“sequence　of　explanation／persuasion”was　defined。

Thiscategoryincludedsequenceofmotivatingpeople，㎞own

to　un㎞10wn，and　progressive　importance。A　total　of117texts

from　six　different　Japanese　language　textbook　publishers

were　then　analyzed　accord血g　to　these　categodes，to　see　what

orders　ofsequence　were　employed　inthetr　composition．

　　　　The　results　showed　that　there　was　no　difference　among

publishersofJapanese㎞guagetextbooksintemsofexpli¢it

sequence　inclusion．However，textbooks　for　students　below

third　grade　typically　included　sequence　patterns　that

corresponded　to　the　lower　categories　mentioned　above。

Fu丘hemore，textbooks　for　students　in　th廿dgrade　orhigher

typically　included　sequence　pattems　that　corresponded　to　the

higher　categories。　This　suggests　that　the　categories

　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ
established　in　this　study　may　serve　as　usehll　tools　to　analyze

educational　writings．
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資料論文

5拍以上の拍を持つカタカナ表記語434語の

　　主観的出現頻度とカタカナ表記頻度＊

長寿科学振興財団藤田

大阪樟蔭女子大学川上

知加子

正浩＊＊

問題と目的

　日本語の表記の特徴として，ひらがな，カタカナ，漢

字といった複数の表記形態が混在し，いわゆる漢字仮名

混じり文の形で使用されていることが挙げられる。これ

ら3つの表記形態のうち，ひらがな，カタカナの2つは

表音文字であり，漢字は表意文字あるいは表語文字であ

ることから，単・一言語内で表音文字と表意文字との差異

を検討することが可能である。こうした日本語の特性は

内外の多くの研究者，特に言語の正書法的情報と音韻的

情報あるいは意味的情報との関係を明らかにしようとす

る研究者たちの関心を集めてきた。そして，日本語の単

語を材料とし，日本語母国語話者を被験者として多くの

実験が行われ，その成果が，視覚呈示された言語に対す

る，より一般的な処理過程の解明に貢献している。

単語を刺激とした心理学実験，あるいは調査を行う1こ

あたり，その刺激単語の選択は，研究の成否に直接影響

を与える重要な問題である。こうした刺激単語の選択に

研究者が十分な注意を払うことは当然であるが，選択に

際しては信頼に足りるデータベースの存在が必須であ

る。選択の基準となるべきデータベースが，古い，ある

いは被験者として想定する集団と合わない，といった問

題を持っていては，それを妥当な基準と見なすことはで

＊　Tables　of　subjective　frequency　and　scdpt　frequency　of5－to10－

　moraic　Japanese　Katakana　words。

零＊FUJITA，Chikako　（Japan　Foundation　for　Aging　and　Health）＆

　KAWAKAMI，Masah廿o（OsakaShoinWomen’sUniversity）

きない。妥当な刺激単語の選択のためには，研究対象と

する被験者集団と同質と見なされる集団による適切な基

準となるデータベースが不可欠となる。

　現在心理学実験ぞ用いる刺激選択に際して頻繁に参照

されているデータベースとして，使用頻度あるいは出現

頻度を調査した国立国語研究所（1962，1964，1976），

小川（11972），阪本（1943），田中（1969），池原’（1957），

熟知性を調査した小柳・石川・大久保・石井（1959），

梅本・森川・伊吹（1955〉，賀集（1960），荒木（1980）な

どが挙げられる。しかしながら，これらのデータベース

の多くはかなり古いものであると言わざるを得ない。比

較的新しいデータベースとしては，杉島・岩原・賀集

（1996）のひらがな清音4文字名詞の熟知価についての

調査や天野・近藤（2000）が挙げられるが，杉島ら（1996）

の調査では表記の親近性（いずれの表記で書かれたもの

に対して“親しみがある”と判断するか）に関しては言

及されていな1い。

　日本語を材料とした心理学実験を行おうとするとき，

現段階ではこれらを参照する以外に拠り所とするに足り

るデー一タベースは見あたらない。さらに言えば，仮名単

語の表記の親近性に関するデータベースとしては，カタ

カナ3文字表記語を対象とした川上・藤田（1998），カ

タカナ4文字表記を対象とした藤田（1998）が見られる

のみである。そして，5文字以上のカタカナ表記語に特

化したデータベースは，今のところ見当たらない。

　そこで本研究では，語彙判断課題あるいは命名課題と

いった，心理学実験として一般的な実験パラダイムを用
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いる際の刺激選択の基準となるべきデータベースを構築

することを目的とする。具体的には心理学実験で刺激と

して用いられる可能性の高いカタカナ表記語（通常カタ

カナで表記されることが多い語）の親近性を，その語を

日常どの程度目にするか，という質問形式で測定する。

また前述のように日本語は複数の表記形態を有する言語

であるため，単語そのものとしての親近性とは独立に，

表記の親近性についても留意する必要がある。たとえ単

語“テレビ”が親近性の高い単語であるとしても，それ

をひらがな表記した“てれび”に関しては，視覚呈示さ

れた際の表記の親近性は低いと想定される。こうした表

記の親近性が日本語の認知過程に影響を及ぼすことは既

に報告されており（Besner＆Hildebrandt，1987；広瀬，

1984，1985；川上，1993；横山，1991），表記が比較的

安定していると見なされるカタカナ表記語においても，

この点を統制することは必至である。本研究では，対象

を5拍以上のカタカナ表記語に限定し，単語そのものの

親近性と，その表記（具体的にはカタカナ表記）の親近

性とについて調査を行う。

　言語性の刺激の処理過程に多大な影響を与えるのはそ

の単語の親近性（familiarity）であるとされている（Balota，

19941Connine，Mullennix，Shemoff，＆Yelens，1990；

Gemsbacher，1984）。単語の親近性とは，その単語をど

れだけ見，聞き，書き，話すか，といった総合的な概念

である。こうした言語性刺激に関する基準を提供しよう

とする欧米諸言語における調査では，直接的に“この単

語はどの程度‘familiar’か？”といった質問形式が採

られることが多い（e．g．，Gemsbacher，1984）。同様の調

査を日本語で行うとすれば，“どの程度親近性が高い

か？”という質問形式を採ることがこれに当たると思わ

れる。しかしながら本研究では，以下の3つの理由によ

り，この質問形式を採らず，前述の“日常どの程度目に

するか？”といった質問形式を採り，主観的出現頻度

（subjectiveffequency）を測定する。

　第一の理由は，親近性という表現そのものが，日本語

の中でそれほど“こなれた”表現であるとは言えないこ

と二である。一般の被験者にとって親近性の判断はかえっ

て困難なものである可能性があり，むしろ“どの程度目

にするか？”といった一次元的な判断の方が容易である

と二考えられる。このことは被験者間の評定の分散を押さ

えることにつながると予想される。

　第二の理由は，本調査結果の使用目的として，視覚呈

示される単語認知課題における刺激材料の統制を第一の

ものと考えていることが挙げられる。前述のとおり，本

来単語の親近性はその単語をどれだけ見，聞き，書き，

話すか，といった総合的な概念である。しかしながら，

視覚呈示された単語の認知過程に専ら影響を及ぼすの

は，どれだけその単語を目にするかという，言ってみれ

ば視覚的親近性とでも表現すべき変数であると想定され

る。したがって，視覚呈示された単語の認知過程に及ぼ

す影響を統制するためには，むしろ“日常どの程度目に

するか？”といった視覚モダリティに限定した質問形式

の方がより妥当な方法であると思われる。

　第三の理由として，単語認知実験の領域においては主

観的出現頻度と親近性との相関はきわめて高いものと見

なされ，多くの場合，同じものと扱われていることが挙

げられる。たとえば，阿部・桃内・金子・李（1994）は，

“厳密にいえば，各単語の客観的な出現頻度とその単語

に対する個々人の“主観的”頻度，すなわち親近度，と

は区別する必要がある。（P．38〉”と述べている。この表

現は，外的変数として被験者の“外”に存在する客観的

出現頻度が，直接的に被験者の“内”に存在する心的変

数としての主観的出現頻度，すなわち親近性と対応する

も、のではないことを示している。さらに阿部ら（1994）

が“一般に，出現頻度（使用頻度とも呼ばれる〉の高い

単語ほど認知されやすい。出現頻度それ自体は，個々の

単語の客観的性質を表わす一つの指標・測定値にすぎな

い。しかし，その客観的測定値はその単語に対してもつ

受け手（聞き手，読み手）の親近度を反映すると考えら

れ，結局その測定値は単語の認知にも関係してくる。

（P38）”と述べていることから明らかなように，外的変

数である出現頻度が単語の認知過程に影響を及ぼしてい
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るならば，被験者の内部に構築されるべき単語認知モデ

ルにおいては，これを被験者の内に存在する概念によっ

て説明することが不可欠となる。このように出現頻度が

単語認知過程の検討において取り上げられる際には，そ

れは親近性と対応する客観的な指標であると見なされて

いることが多い（たとえばGemsbacher，1984）。

　以上3つの理由から，本研究においては単語およびそ

の表記の親近性を探るための質問形式として“日常どの

程度目にするか？”という形式を採用する。同様の理由

により，カタカナ表記される程度についても“実際目に

するとき，ひらがな，カタカナのいずれの表記で書かれ

ることが多いか？”という質問形式を採り，これをカタ．

カナ表記の親近性を測定する質問であると見なす。本研

究においては用語上の混乱を避けるために，主観的出現

頻度及び主観的表記頻度という用語を用いるが，この調

査の目的は，視覚呈示された単語認知過程に影響を及ぼ

す親近性（familiarity）を測定することにある。

調　査

刺激選択

　本研究では，客観的な基準として，Macintosh版岩波

広辞苑第四版を設定し，こめ辞書に登録されているもの

を単語と見なした。本辞書に準拠し，以下の3つの基準

を満たす単語を，本研究で扱うカタカナ表記語として定

義した。

　1．Macintosh版岩波広辞苑第四版に見出しとして登録

　　されていること。

　2．Macintosh版岩波広辞苑第四版に，その表記として

　　カタカナ表記が登録されていること。

　3．拗音を含まないこと。

　本研究においては，拗音（“キャ”，“キュ”，“キョ”

など〉を含む単語は，その文字数と拍数との問に不一致

が認められるため，考慮の対象から除外した。長音，促

音，擾音については，特殊モーラではあるが，その拍数

が文字数と一致するため，これらを含む単語については

本研究の対象とした。上述の基準による選考の結果，5

拍（長音，促音，援音を含む）で発音され，5文字のカ

タカナで表記される語216語，6拍で発音され，6文字

のカタカナで表記される語112語，7拍で発音され，7

文字のカタカナで表記される語52語，8拍で発音され，

8文字のカタカナで表記される語31語，9拍で発音さ

れ，9文字のカタカナで表記される語14語，10拍で発

音され，10文字のカタカナで表記される語9語が選出

された。

質問紙の作成

　上述の方法で選出した434語を五十音順に並べ，順に

6つの群に振り分けた（リスト1～リスト6）。それぞ

れのリストにおいて，以下の2点について5段階で評定

を行わせた。

（1）呈示された各語を日常どの程度目にするか（主観的

　出現頻度）

（2）その単語を実際目にするとき，ひらがな，カタカナ

　のいずれの表記で書かれることが多いか（カタカナ表

　記頻度）

　（1）に関しては，“全く目にしない”（評定値1）から

“非常によく目にする”（評定値5）までの5段階で評定

を行うよう教示された。

　（2）に関しては，カタカナ表記頻度を評定する際，先

に目にした表記形態によってその評定にバイアスがかか

ることを避けるため，ひらがな表記が先行するタイプ

（Aタイプ）と，カタカナ表記が先行するタイプ（Bタイ

プ）の2種類の質問紙を，リスト毎に作成した。その結

果，12種類の質問紙が作成された（たとえばリスト1に

あたる語群を，ひらがな先行に並べた質問紙をリスト

1Aと表現する）。

　したがって，（2）の評定値については，ひらがなで表

記された語が先行するリスト（Aタイプ〉を受けた被験

者は，“常にひらがな（評定値1）”から“常にカタカナ

（評定値5）”の5段階で判断し，カタカナ表記された語

が先行するリスト（Bタイプ）を受けた被験者は，“常に

カタカナ（評定値1）”から“常にひらがな（評定値5）”

の5段階で評定を行うことになる。Bタイプのリストに
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ついては，集計の段階でこの主観的表記頻度評定値を逆

転（1を5に，5を1に変換。具体的には［変換後の評

定値＝6一変換前の評定値］の変換を実施）させ，』リス

トの違いに拘わらず，カタカナで表記する度合いが高い

ほど，高い評定値を示す尺度として扱った。したがって，

主観的出現頻度については，数値が大きいほど当該単語

の主観的出現頻度が高いことを意味し，主観的表記頻度

については数値が大きいほど当該単語がカタカナで表記

される主観的表記頻度が高いことを意味する。

　具体的な教示については，以下に示す。

　『1）1つめは，その単語をどの程度あなたが目にす

るかに関する評定です。「全く目にしない」から「非常

によく目にする」までの5段階（中央が「どちらとも言

えない」）のいずれに当たるのかを判断して下さい。判

断は必ず5段階のいずれかに決定し，いずれかの縦線を

囲むように○をつけて下さい。縦線と縦線の間には○を

つけないようにして下さい。

　2）、2つめは，その単語を実際に目にするとき，ひら

がな，カタカナのいずれの表記で書かれることが多いか

についての評定です。5段階に区切られた線の両側に，

ひらがなで表記された場合とカタカナで表記された場合

の実際の単語が書かれていますので，r常にカタカナで

書く」から「常にひらがなで書く」までの5段階（中央

が「どちらとも言えない」）のいずれに当たるのかを判

断して下さい。判断は必ず5段階のいずれかに決定し，

いずれかの縦線を囲むように○をつけて下さい。縦線と

縦線の間には○をつけないようにして下さい。』

被験者

　愛知県内の四年制大学生231名（男性128名，女性85

名，未記入18名）が調査に参加した。これらの被験者

を無作為に上述の12の質問紙に割り当てた。各群の被

験者数は表1の通りであった。

手続　　　・

　各被験者は集団で，授業時間内を利用して割り当てら

れた質間紙に対して回答を行った。評定は被験者ペース

で行われた。教示及び単語リストが印刷された冊子を配

表1　各リストに割り当てられた被験者数及びその属性

　　　　被験者数

1、ist男女不明計　平均
　年齢
標準偏差　最小　最大

1A　　　11　　　5　　　3　　19　　　　19．9

2A　　12　　5

3A　　12　　7

4A　　10　　8

5A　　11　　8

6A　　12　　6

1　18　　19．8

1　20　　20．4

2　20　　19．9

1　20　　19．4

1　19　　20．3

2．1

1．5

2．6

1．3

1．3

2．2

18　　27

18　　24

18　　29

18　　22

18　　21

18　　27

1B　　10　　7

2B　　10　　6

3B　　13　　6

4B　10　9
5B　　9　　9

6B　　8　　9

2　19　　19．9

3　19　　19．6

0　19　　19．6

1　20　　19．8

1　19　　19．3

2　19　　19．3

1．6　　　18　　24

1．6　　　18　　24

1．1　　　18　　21

1。7　　　18　　25

1．5　　　18　　22

1．3　　　18　　22

全体　128　85’18　231　　19．8　　1．7 18　　29

付された被験者は，最初に授業担当者から口頭で教示を

受け，教示内容を理解したことが確認された後，F各自の

ペースで各単語毎に2つの評定を行った。』尚被験者は，

それぞれが参加する授業内で回答を実施したが，その際

いずれの授業においても，上述の要領で作成された12

種類の質問紙が使用された。すなわち，各授業内で全リ

ストを使用することにより，リスト問の差異が，授業問

あるいは学校間の差異には帰属されないように配慮され

た。

結果と考察

　434語のカタカナ表記語について，主観的出現頻度及

びカタカナ表記頻度の平均得点，標準偏差を計算した。

その際，Bタイプのリストについては，主観的表記頻度

評定値を逆転（1を5に，5を1に変換。具体的には

［変換後の評定値＝6一変換前の評定値］の変換を実施）

させ，Aタイプのリストに対する評定値と併せて分析し

た。したがって，評定得点が高い（5に近い）項目は，

その語の主観的出現頻度があるいはカタカナ表記頻度が

高く評定された項目となる。5拍カタカナ表記語に関す
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る結果を表2，6拍カタカナ表記語に関する結果を表3，

7拍カタカナ表記語に関する結果を表4，8拍カタカナ

表記語に関する結果を表5，9拍カタカナ表記語に関す

る結果を表6，10拍カタカナ表記語に関する結果を表

7にそれぞれ示した。

　本研究の結果を用いて，より多くの拍をもつカタカナ

表記語を用いた認知心理学的実験を計画することが可能

となる。もちろん本研究で扱われたカタカナ表記語は，

十分な数とはいえず，今後適切なデータベースを用いて，

刺激プールとして十分な量のカタカナ表記語に関するデ

ータを収集し続けていく必要はあるだろう。

　また，今回の質問紙調査の結果の妥当性に関しても，

具体的な認知課題における課題遂行成績との関係から吟

味する必要がある。語彙判断課題，命名課題といった，

認知心理学的手法を用いて，本調査によって示された主

観的出現頻度及び主観的表記頻度と，当該単語に対する

反応時問との関係が妥当なものであるかを検討すること

が必要となろう。

窟
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5拍以上の拍を持つカタカナ表記語434語の主観的出現頻度とカタカナ表記頻度

表2－1 5拍カタカナ表記語216語の主観的出現頻度（Sub．F．），カタカナ表記頻度（Scri．F．）の平均値及び

標準偏差（S．D．）

No．　　Word Sub．F．S．D．Scd．F．S．D．　No．　Word Sub．F．S．D．Sch．F．S，D．　No．　Word Sub．F．　S．D．　Scri．F．　S．D．

1　アートマン　2．05　1．45　4．43　0．64　　41カットイン　3．13　1．80　4．68　0．48　　81スークーター　4．59　0．40　4．72　0．46

2　アーベント　1．24　0．23　4．00　0．95　　42カンニング　4．44　0．81　4．77　0．28　　82スクラップ　4．13　1．32　4．74　0．35

3　アイオロス　1．53　0．93　4．11　0．94　　43キーベッド　1．87　1．09　4．33　0．79　　83スコアラー　3．74　1．77　4．66　0．44

4　アイシング　2．72　2．25　4．62　0．49　　44キシロール　2．38　2．08　4．41　0．75　　84スターター　3．92　1．76　4．66　0．44

5　アイビーム　2．26　1．17　4．59　0．50　　45キスリング　1．42　0．61　4．03　0．92　　85ステークス　2．57　2．41　4．27　0．74

6　アイボリー　3．83　1．74　4．73　0．40　　46クエーカー　1．65　0．88　3．81　0．80　　86ステータス　4．13　1．19　4．74　0．34

7　アイロニー　2．76　2．39　4．45　0．72　　47　クオーター　－3．75　1．29　4．85　0．18　　87ステッカー　4．50　1．05　4．95　0．10

8　アエネイス　1．42　0．82　3．97　0．87　　48クッキング　4．65　0．55　4．59　0．51　　88ストイック　3．13　2．06　4．51　0．56

9　アスピック　　1．63　1．02　4．16　0．82　　49　グノーシス　　1．21　0．38　4．18　0．89　　89ストーカー　4．59　0．62　5．00　0．00

10　アダプター　　4．79　0．21　4．90　0．14　　50　クライシス　　3．73　1．15　4．75　0．39　　90ストーパー　　1．40　0．94　4．23　0．77

11　アドホック　　1．08　0．07　3．92　1．02　　51グライダー　4．16　0．98　4．95　0．05　　91ストーリー　4．76　0．29　4．74　0．30

12　アネックス　3．29　2．15　4．68　0．37　　52クライマー　2．92　1．91　4．63　0．55　　92ストッパー　4．03　1．67　4．80　0．26

13　アルゴール　1．26　0．45　4．03　0．90　53グラウンド　4．29　0．94　4．82　0．31　93ストラップ　4．26　1．56　4．71　0．42

14　アンカット　1．73　1．10　4．25　0．79　　54クラッカー　4．03　1，08．4．76　0．29　　94スナイドル　　1．03　0．03　3．79　0．96

15　アンタレス　　2．59　2．19　4．35　0．77　　55　クリーナー　4．53　0，83　4．92　0．07　　95スニーカー　4．65　0．58　4．80　0．21

16　イースター　3．64　1．41　4．82　0．25　　56クリッパー　2．45　1．60　4．58　0．54　　96スピーカー　4．92　0．07　4．89　0．15

17　イスラーム　　2．51　1．94　4．56　0．55　　57　クリンカー　　1．42　0，，61　3．95　0．94　　97　スライダー　　4．26　0．70　4．85　0．18

18　イブニング　4．35　0．82　4．81　0．26　　58クリンガー　　1．31　0．37　4．26　0．91　　98スライバー　　1．33　0．43　4．44　0．71

19　イヤリング　　4．85　0．18　4．90　0．14　　59　クルーザー　　4．33　0，，94　4．87　0．11　　99　スラッガー　　3．30　1．76　4．85　0．18

20　イリアッド　1．38　0．39　4．13　0．78　　60　クレージー　　4．18　0，，99　4．47　0．57　100スラックス　　3．66　2．12　4．79　0．32

21　インゴット　1．67　1．71　4．10　1．02　　61クレーター　3．90　1，02　4．74　0．29．　101スリッカー　1．48　0．75　4．48　0．55

22　インバール　　1．33　0．74　4．21　0．80　　62　グレーバr　　1．36　0，44　4．13　0．73　102スリップス　　2．10　1．32　4．28　0．82

23　インプット　4．63　0．50　4．89　0．15　　63クローカス　1．42　0，66　4．08　1．02　103スリリング　4．11　0．96　4．70　0．37

24　ウイニング　3．55　1．80　4．93　0．12　　64クローバー　4．18　1，12　4．37　0．65　104スルナーイ 1．23　　0．57　　　3．80　　1．21

25　ウクラード　1．24　0．34　3．92　0．91　　65　クロッカス　 2．82　1．99　4．16　1．34　105スロッター　　1．51　0．81　4．28　0．77

26　エイリアン　4．23　1．02　4．90　0．09　　66コーキング　L41　0．60　4．10　0．86　1（》6セーリング　2．58　2．03　4．32　0．80

27　エキストラ　4．32　0．85　4．76　0．34　　67　コースター　4．08　1．07　4．90　0．09　107ゼロックス　3．16　1．92　4．41　0．67

28　エッチング　2．79　1．69　4．50　0．62　68コヒーラー　1．33　0．53　4．03　0．90　108ソアリング　1．53　0．72　4．00　0．89

29エミッター　1．69　1．19　4．31　0．78　69コンテスト　4．72　0．25　4．87　0．16　109ソーキング　1．16　0．13　3．89　0．83

30　エンチーム　1．00　0．00　4．00　0．79　　70サージング　1．30　0．56　4．48　0．60　110ターニング　2．87　1．69　4．63　0．44

31エントリー　4．66　0．49　4．89　0．15　　71ジーニアス　3．92　1．55　4．76　0．34　111ダーリング　1．84　1．05　4．14　0．82

32オイスター　3．66　1．28　4．79　0．17　72ジーマーク　1．90　0．96　4．46　0．66　112タイアップ　4．16　1．08　4．89　0．09

33　オイルガス　3．49　1．48　4．77　0．28　　73シーリング　2．47　1．57　4．26　0．77　113ダイアリー　3．79・1．48　4．61　0．55

34　オーキシン　2．50　2．62　4．55　0．56　　74　シングルス　　4．00　1．42　4．82　0．31　114　ダイオード　3．95　1．78　4．73　0．41

35　オキザリス　L16　0．24　3．32　0．60　75スイアーブ　1．13　0．21　3．95　0．87　115ダッキング　1．57　1．11　4．11　0．80

36　オクテット　1．77　1．51　4．28　0．82　　76スイーパー　3．31　2．37　4．64　0．49　116タッチング　3．03　1．76　4．61　0．45

37　オルゴール　4．58　0．45　4．95　0．05　　77スエーター　1．61　1．19　4．18　0．94　117　タンギング　1．68　1．22　4．24　0．97

38　カーヌーン　1．53　0．90　4．13　0．91　　78スカッパー　1．33　0．74　4．13　0．86　118ダンピング　2．36　1．56　4．49　0．56

39　カーリング　3．08　1．07　4．90　0．09　　79スキーヤー　4．36　0．79　4．85　0．18　119タンブラー　2．47　2．04　4．18　1．05

40　カウンター　4．82　0．15　4．95　0．05　　80スキッパー　　1．67　0．89　4．33　0．94　120ツイrター　　1．78　1．52　3．81　0．86
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表2－2 5拍カタカナ表記語216語の主観的出現頻度（Sub」F．），カタカナ表記頻度（Scri．F．）の平均値及び

標準偏差（S．D．）

No．　　Word Sub．F．S．D．Scn．F．S．D．　No．　Word Sub．F．S．D．Scd．F．S．D．　No．　Word Sub．F．　S．D．　Scd．F．　S．D．

121ツーリング　4．20　0．91　4．90　0．14　161ヒッシング　1．22　0．28　3．65　0．77　201モーニング　4．79　0．52　4．44　0．91

122ツングース　1．87　1．55　4．46　0．71　162ピッチング　4．39　1．13　4．89　0．15　202モデリング　3．24　1．55　4．58　0．40

123テレックス　2．63　2．07　4．26　0．77　163　ヒヤリング　4．22　1．25　4．86　0．22　203モルテール　　1．43　0．62　3．92　1．05

124テンペスト　1．92　1．39　4．13　0．85　164　ピンアップ　2．22　1．25　4．27　0．74　2（舛モンスター　4．35　0．98　4．92　0．07

125　トースター　4．54　0．86　4．90　0．09　165ブイサイン　4．16　1．00　4．51　0．57　205ユーターン　4．10　1．53　4．44　0．66

126　ドッキング　4．24　1。23　4．74　0．35　166ブイネック　4．31　1．14　4．67　0．43　206ユーボート　2．18　1．52　4．13　0．85

127　トッパーズ　1．68　1．02　4．38　0．58　167ブースター　3．08　1．92　4．79　0．27　207ライラック　2．18　1．57　4．29　0．84

128　トッピング　4．38　0．78　4．75　0．39　168フッキング　2．28　1．69　4．38　0．75　208ラテックス　　1．87　1．43　4．24　0．76

129　トライアル　4．03　1．27　4．88　0．11　169ブッシング　2．18　1．58　4．33　0．79　209ランキング　4．66　0．75　4．89　0．15

130　ドライバー　4．68　0。43　4．74　0．46　170ブライアー　1．32　0．33　3．73　0．79　210ランニング　4．67　0．48　4．79　0．32

131　ドライヤー　4．68　0。72　4．98　0．02　171ブラインド　3．95　0．92　4．67　0．38　211リクエスト　4．87　0．27　4．62　0．60

132　トランクス　4．29　1．10　4．89　0．09　172プラクシス　1．36　0．54　4．21　0．78　212リベッター　1．48　0．95　4．13　0．76

133　トランパー　1．38　0．68　4．33　0．67　173プラスター　1．45　0．46　4．26　0．77　213　リラックス　4．82　0．20　4．62　0．49

134　トレーサー　2．16　1．45　4．39　0．66　174フラッター　1．77　1．31　4．36　0．69　214ロースター　2．08　1．20　4．31　0．73

135　トレーナー　4．64　0。64　4．92　0．07　175フラッパー　2．00　0．90　4．30　0．81　215ローリング　3．48　1．45　4．63　0．48

136　トレーラー　　3．97　0．90　4．95　0．05　　176　フランカー　　1．64　1．10　4．31　0．98　　216　ロブスター　　4．19　1．07　4．73　0．36

137　ドレッサー　4．00　1．37　4．92　0．07　177プランター　3．38　1．75　4．84　0．30

138ナッシング　3．61　1．77　4．37　0．97　178プランナー　2．92　1．81　4．63　0．50

139　ネッキング　　1．89　0．99　4．11　0．78　　179　フリーザー　　3．97　1．27　4．81　0．26

140ネットイン　3．11　2．04　4．68　0．38　180フリッター　2．58　2．14　4．32　0．81

141ノーアウト　4．25　1．34　4．98　0．02　181プリンター　4．85　0．13　4．79　0．21

142　ノーヒット　4．18　1．05　4．95　0．05　182　プルートー　　1．87　1．32　4．11　0．78

143ノッキング　3．26　1．88　4．79　0．21　183ブレーカー　4．36　1．00　4．87　0．21

144パーキング 4．74　0．25　4．95　0．05　184プレーナー　1．55　1．04　4．11　0．94

145パートナー　4．53　0．67　4．68　0．43　185プレーヤー　4．69　0．26　4．87　0．16

146パールシー　1．26　0．35　3．92　0．91　186ブロイラー　2．50　1．93　4．39　0．77

147パイオニア　4．25　0．84　5．00　0．00　187ブローカー　3．74　1．88’　4．72　0．31

148　ノ曙イロット　　4．59　　0．60　　4．82　　0．25　　　188　ブロークン　　　3．41　　1．22　　4．64　　0．49

149バインダー　　4．05　1．05　4．84　0．13　　189　フロックス　　1，49　0．74　3．76　0．83

150ハウジング　4．03　0．82　5．00　0．00　190プロテスト　3．21　139　4．85　0．18

151ハウリング　2．23　2．02　4．30　0．81　191ベアリング　2．95　2．05　4．47　0．62

152パッキング　3．00　1．84　4．46　0．73　192ベーシック　4．36　0．74　4．82　0，20

153バッシング　3．95　1．40　4．88　0．21　193ヘッジング　1。59　1．06　4．29　0．84

154パッシング　3．50　L70　4．73　0。35　194ポインター　3．67　1．40　4．79　0．21

155バハーイー　　1．15　0．48　3．85　1．03　195ボウリング　4．74　0．40　4．95　0．05

156ハムスター　4．31　0．98　4．72　0．46　196ホーニング　1．44　0．76　4．23　0．79

157パンチング　3．78　1．36　4．76　0．35　197ボーリング　4．50　0．70　4．93　0．12

158　ヒアリング　4．69　0．42　4．90　0．14　198マイスター　2．33　1．72　4．63　0．38

159　ピオネール　　1．10　0．19　4．18　0．81　199マルチング　　1．87　1．09　4．41　0．60

160ピックルス　2．36　1．20　4．41　0．65　200ミーリング　1．31　0．57　4．26　0．81
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5拍以上の拍を持つカタカナ表記語434語の主観的出現頻度とカタカナ表記頻度

表3 6拍カタカナ表記語112語の主観的出現頻度（Sub．F．），カタカナ表記頻度（Scri．F．）の平均値及び

標準偏差（S．D．）

No． Word　　Sub．F．S．D．Scri．F．S．D．　No． Word　　Sub．F．S．1）．Sc亘．F．S．D．　No． Word　　Sub．F．S．D．Sch．F．S．D．

1　アイドリング3．13　2．38　4．55　0．62　　41サイレンサー2．84　1．82　4．74　0．40　　81ヒヨスエキス1．26－0．29　4．13　0．78

2　アイネイアス1．16　0．19　3．81　0．86　　42サンプリング3．84　1．16　4．62　0．45　　82ブイブロック2．05　1．58　4．08　0．81

3　アイリスイン1．51　0．76　4．15　0．90　　43シークレット4．49　0．63　4．81　0．26　　83ブラッシング4．23　0．92　4．88　0．16

4　アウトプット2．88　2．11　4．85　0．23　　44シーズニング2．14　1．85　3．97　0．84　　84プランニング3．66　1．17　4．61　0．40

5　アットホーム4．38　0．75　4．23　1．00　　45　シンタックス1．82　1．48　4．28　0．72　　85　プルオーバー2．85　2．54　4．62　0．49

6　アドバイザー4．53　0．57　4．92　0．13　　46　スクーリング2．69　1．80　4．54　0．61　　86　フレージング1．92　1．20　4．26　0．70

7　アトランテス2．65　1．73　4．53　0．55　　47スクリプター1．63　0．92　4．11　0．83　　87プレッシング2．51　1．12　4．44　0．60

8　アナライザー2．50　1．57　4．71　0．36　　48スクレイパー1．84　1．55　4．03　0．92　　88フロアリング3．32　2．17　4．59　0．51

9　アルバイター4．00　1．33　4．82　0．30　　49スターリング2．44　1．37　4．56　0．60　　89プロージット1．16　0．19　3．86　0．82

10　アルマゲスト1．69　1．08　4．26　0．81　　50ステアリング3．38　1．93　4．72　0．36　　90ブローニング2．03　1．20　4．49　0．66

11　アンメーター1．26　0．34　4．18　0．94　　51ストッキング4．58　0．59　4．95　0．05　　91フローリング4．24　1．37　4．78　0．33

12　インコーナー3．82　1．33　4．85　0．18　　52ストリングス3．05　1．95　4．（舛　0．44　　92　ブロッキング3．61　1．66　4．74　0．35

13　インサイダー3．49　1．60　4．62　0．51　　53スパーリング3．79　1．29　4．87　0．11　　93プロモーター3．36　0．90　4．72　0．36

14　インタレスト2．74　1．52　4．51　0．56　　54スプリンター4．26　0．77　4．82　0．20　　94プロンプター1．65　0．88　3．97　0．84

15　インバーター4．33　0．79　4．72　0．36　　55スプレーヤー1．40　0．59　4．45　0．60　　95ベースアップ2．41　1．68　4．72　0．41

16　インベーダー3．87　1．01　4．82　0．26　　56スポットアド1．16　0．30　、3．76　0．78　　96ホットドッグ4．59　0．46　4．86　0．12

17　ウーステッド1．19　0．26　3．92　0．83　　57スモッキング2．38　1．31　4．36　0．74　　97ポップアート3．66　1．80　4．66　0．38

18　エキスパート4．67　0，27　4．74　0．19　　58スリップオン2．71　1．57　4．32－0．74　　98ポップフライ1．89　1．07　4．14　0．82

19　エキゾチック4．22　1．25　4．51　0．63　　59スローイング3．25　1．59　4．98　0．02　　99ボルボックス2．18　1．69　4．55　0．55

20　エクスプレス4．27　0．63　4．89　0．15　　60センタリング3．08　1．42　4．95　0．05　100ボンバックス1．42　0．72　4．05　1．05

21　エルステッド1．24　0．34　3．92　0．97　　61ダイヤルイン2．54　1．22　4．62　0．60　101マトリックス3．55　1．25　4．74　0．40

22　オールドミス2．42　1．77　4．42　0．66　　62ダッグアウト2．68　2．27　4．41　0．73　102マングローブ3．20　2．11　4．73　0．35

23　オーロックス1．32　0．32　4．03　0．92　　63タンブリング2．25　1．44　4．35　0．68　103メークアップ4．58　0．51　4．87　0．17

24　オキシドール4．16　0．92　4．97　0．03　　64ツインベッド3．93　1．27　4．90　0．14　104ユニセックス3．23　1．87　4．62　0．54

25　オドメーター1．75　0．94　4．25　0．84　　65　ドッグレース3．18　1．36　4．68　0．37　105　ラージプート1．58　0．99　4．43　0．74

26　オブザーバー3．70　1．26　4．83　0．19　　66　ドットマップ2．24　1．71　4．39　0．66　106ラインアップ3．38　1．93　4．80－0．26

27　ガスコークス1．87　0．98　4．53　0．62　　67　トップハット1．66　0．59　4．13　1．01　107　ラップトップ1．41　0．60　4．33　0．79

28　ガスメーター4．41　0．84　4．97　0．03　　68　ドライアイス4．23　1．02　4．95　0．10　108　リストアップ4．05　1．00　4．85　0．18

29　カットアウト2．80　1．91　4．60　0．49　　69　トラベリング3．82　1．36　4．87　0．11　109レッドパワー1．57　1．11　4．19　0．80

30　カップリング3．92　1．49　4．82　0．20　　70　トリッピング1．67　0．84　4．51　0．66　110ロードスター3．32　2．11　4．45　0．67

31　クライアント4．10　1．02　4．77　0．28　　71　トレーニング4．87　0．11　5．00　0．00　111ロードテスト2．13　1．38　4．50　0．57

32　クライミング3．63　1．43　4．85　0．18　　72　トレッキング2．45　1．88　4．32　0．95　112ワインレッド3．63　1．07　4．89　0．09

33　グラインダー2．58　1．93　4．39　0．55　　73　ドレッシング4．77　0．33　4．95　0．05

34　グラウチング1．97　1．49　4．16　0．78　　74　トローリング2．47　1．93　4．34　0．70

35　グラウンダー2．20　1．91　4．60　0．49　　75ナンバリング2．89　2．20　4．45　0．67

36　クラッキング2．54　1．63　4．41　0．70　　76バイオレット3．95　1，07　4．69　0．42

37　クリーニング4．73　0．25　4．95　0．05　　77ハイブリッド4．54　0．25　4．79　0．27

38　グルーミング3．08　1．47　4．75　0．34　78バックアップ4．18　1，33　4．85　0．23

39　ゲットセット1．73　1．44　4．05　0．86　　79ハンドリング3．57　2，08　4．76　0．35

40　コンパイラー2．34　1．96　4．42　0．61　80ピックアップ4．16　L29　4．89　0．15
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読書科学第49巻第2号，

表4 7拍カタカナ表記語52語の主観的出現頻度（Sub．F．），カタカナ表記頻度（Scri．F．）の

平均値及び標準偏差（S．D．）

No． Word Sub．F．　　S．D．　　Scri．F．　　S．D．　　No． Word Sub．F．　　S．D．　　Scd．F．　　S．D．

1　アイリスアウト　　1．22　　0．22　　3．81　　0．86 27　ダウンスイング　　3．05　　1．79　　4．61　　0．45

2　アウトコーナー　　4．00　　1．13　　4．90　　0．09 28　トヅプバッター　　4．34　　0．86　　5．00　　0．00

3　アウトサイダー　　2．55　　1．20　　4．80　　0．26 29　トラックアップ　1．44　0．66　4．28　0．82

4　アップスタイル　　2．53　　1．78　　4．50　　0．62 30　ドロップアウト　　3．55　　1も5　　4．78　　0．27

5　イメージアップ　4．41　0．84　4．89　0．15 31　パートタイマー　　4．13　　1．51　　4．98　　0．02

6　エキスパンダー　　2．78　　1．92　　4，75　　0．19 32　ハーフスイング　　3．24　　2．02　　4．62　　0．45

7　エクスリブリス　　1．14　　0．17　　3．86　　0．87 33　バイプレーヤー　　1．66　　0．75　　4．29　　0．73

8　オイルタンカー　　3．39　　1．55　　4．87　　0．17 34　パイロメーター　　1．65　　0．71　　4．14　　0．77

9　オーバーオール　　4．13　　1．48　　4．84　　0．19 35　ピストンリング　　2．36　　1．61　　4．59　　0．45

10　オーバーラップ　3．85　1．18　4．85　0．18 36　フ評ックメーカー　　3．72　　1．13　　4．74　　0．34

11　オープンセット　2．79　　1．03　　4．69　　0．37 37　プラークリット　　1．08　　0．13　　3．76　　0．72

12　オルガナイザー　　2．28　　1．18　4．67　　0．48 38　フレームアップ　2．33　1．04　4．62　0．44

13　カウンセリング　4．76　　0．34　　4．95　　0．05 39　プログラミ ング　　4．29　　0．89　　4．82　　0．31

14　カットステップ　2．05　1．05　4．50　0．60 40　ヘアドライヤー　　4．36　　0．95　　4．87　　0．11

15　キングメーカー　　2．44　　1．43　　4．54　　0．56 41　ペインテックス　　1．54　　0．92　　4．28　　0．82

。16　クランクアップ　2．71　1．63　4．61　0．61 42　ペースメーカー　　3．50　　1．41　　4．95　　0．10

17　クローズアップ　　4．13　　1．11　4．87　　0．17 43　ペーパーテスト　　4．03　　1．15　　4．79　　0．32

18　クロスオーバー　　3．13　　1．34　　4．69　　0．37 44　ボックスコート　2．36　　1．36　　4．56　　0．55

19　コンゴーレッド　　1．63　　0．92　　3．89　　0．83 45　ホットコーナー　　3．21　　1．90　　4．71　　0．36

20　コンプレ．ックス　　4．45　　0．95　　4．95　　0．05 46　ホットスポット　2．63　　1．23　　4．58　　0．49

21　サンドペーパー　　3．42　　1．66　　4．87　　0．17 47　ボルトメーター　　2．38　　1．68　　4．73　　0．30

22　シングルベッド　4．46　　0．66　　4．95　　0．05 48　ミーマーンサー　　1．00　　0．00　　3．92　　0．86

23　ストレッチング　　4．43　　0．52　　4．84　　0．24 49　ミーンズテスト　1．46　　0．61　　4．56　　0．60

24　スピードアップ　4．50　0．67　4．95　0．05 50　メンタルテスト　　3．44　　1．43　　4．72　　0．36

25　スプリンクラー　　4．15　　0．85　　4．92　　0．07 51　ライスペーパー　　1．95　　1．18　　4．55　　0．51

26　セルフタイマー　　3．76　　1．34　　4．92　　0．13 52　ワットメーター　　2．81　　2．05　　4．49　　0．52

表5 8拍カタカナ表記語31語の主観的出現頻度（Sub．F．），カタカナ表記頻度（Scri．F．）の

平均値及び標準偏差（S．D．）

No． Word Sub．F．　S．D．　　Scli．F．　　S．D．　　No． Word Sub．F．　　S．D．　　Scd．F．　S．D．

1　アイビースタイル　1．92　　1．32　　4．24　　0．83 17タックスヘイブン　1．13　0．21　4．13　0．88

2　アップツーデート　1．72　0．92　　4．38　0．75 18タッチタイピング　2．62　2．07　　4．46　0．73

3　イージーオーダー　3．42　　1．72　　4．61　　0．45 19　ドレスメーキング　2．76　　1．64　　4．81　0．21

＼

4　エメリーペーパー　1．18　0．20　4．05　0．94 20　ドロップハンマー　2．76　　1．76　　4．39　　0．66

5　オングストローム　3．03　　2．55　　4．71　　0．47 21ネットワーキング　3．19　　1．88　　4．65　0．39

6　キックボクシング　4．36　0．59　　5．00　0．00 22パーカライジング　1．48　0．80　　4．20　0．76

7　グッドイブニング　3．56　1．58　4．49　0．71 23バイオエシックス　2，37　2．50　　4．29　0．84

8　グッドモーニング　4．13　1．17　4．68　0．32 24ハイドロメーター　 2，62　　1．93　　4．69　　0．42

9　クラウンエーテル　1．39　0．45　　4．24　　0．86 25ハンググライダー　3．55　　1．50　　4．90　0．14

10　グリッドバイアス　1．21　0．27　　4．28　0．87 26ブックキーピング　2．32　　1．68　　4．32　0．81

11　クレープペーパー　1．65　　0．88　　4．05　　0．81 27ブラックボックス　3．78　　1．36　　4．89　0．15

12一サイドワインダー　2．68　1．90　4．53　0．57 28ホームバンキング　2，90　　2．04　　4．56　0．55

13　サウンドボックス　3．03　1．32　4．75　0．29 29ボールベアリング　2。77　　1．97　　4．59　0．45

14　スキンダイビング　1．74　　1．25　　4．26　　0．83 30マイクロメーター　3．76　　1．18　　5．00　0．00

15　スタープレーヤー　3．49　　2．52　　4．62　　0．51 31ロイヤルボックス　2．72　　1．95　　4．66　0．49

16　タクシーメーター　3．38　　1．53　　4．89　　0．10
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5拍以上め拍を持つカタカナ表記語434語の主観的出現頻度とカタカナ表記頻度

表6　9拍カタカナ表記語14語の主観的出現頻度（Sub．F．），カタカナ表記頻度（Scri．F．）の

　　　平均値及び標準偏差（S．D．）

No． Word Sub．F．　S．D．　Scd．F．　S．D．　　No． Word Sub．F．　S．D．　Scli．F．　S．D．

1イージーゴーイング　2．92　1．59　4．49　0．57 8スカイスクレーパー　1．82　1．07　4．64　0．44

2エキストライニング　1．78　0．98　4．32　0．81 9　スタンダードテスト　3．26　1．56　4．50　0．57

3エッチビープロセス　　1．56　0．71　4．41　0．70　　10　トイレットペーパー　4．80　0．61　4．95　0．05

4エポックメーキング　2．16　1．81　4．24　0．78　　11　ドライクリーニング　4．55　0．72　4．97　0．03

5オーナードライバー　2．32　1．11　4．61　0．50　　12ブルーストッキング　2．28　1．18　4．56　0．45

6オーブントースター　4．68　0．38　4．97　0．03　　13ペーパードライバー　4．05　1．00　4．74　0．30

7オリエンテーリング　4．16　0．84　4．78　0．28　　14ロッククライミング　4．18　1．41　4．79　0．27

表710拍カタカナ表記語9語の主観的出現頻度（Sub．F．），カタカナ表記頻度（Scri．F．）の

　　　平均値及び標準偏差（S．D．）

No． Word Sub．F．　S．D，　Scn．F．　S．D．　　No． Word Sub．F．　S．D．　Scri．F．　S．D．

1アンチクライマックス　　1．86　0．87　4．43　0．68 6　ドローイングペーパー　　2．36　1．87　4．64　0．54

2オーバーボローイング　　1．67　0．79　4．54　0．86 7ブレーンストーミング　　1．90　1．64　4．58　0．49

3オールオアナッシング　　3．03　2．35　4．51　0．57 8　フレンチドレッシング　　4．56　0．81　4．87　0．16

4　コールドボルテックス　　1．16　0．24　4．05　0．94 9レーザーグラインダー　　1．43　0．79　4．58　0．49

5　トレーシングペーパー　　3．51　1．89　4．82　0．25
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献

Tables　of　Subjective　Frequency　and　Script　Frequency　of

5・to10・moraicJapaneseKataka町aWords

FUJITA，、Chikako　（Japan　Foundation　for　Aging　and　Health）

KAWAKAMI，Masahiro（OsakaShoinWomen’sUniversity）

SUMMARY

　　There　ale　three　schpts　for　writing　in　Japanese：H丘ragana，

Katakana，and　Ka功i，and　some　words　can　be　written　in　any　of

these　three　scripts．For　example，sakura（cherry　blossom）

maybewrittenさくら，サクラ，or桜indailyuse．When

verbal　stimuli　are　used　in　psychological　experiments，it　is

necessary　to　note　both　the　subjective　ffequency，or　how　often

a　word　is　encountered　in　daily　life，md　the　script　frequency，

or　the　script　used’to曳write　the　word．There　was　no　database

rese肛cherscouldtumtoforinfomationonthese丘equencies

until　the　authors’1998study　of3－moraic　words．The　present

study　inv¢stigated　the　subjective　frequency　and　script

frequency　of5－to10－moraic　words　usually　written　in

Katakana　as　ameans　ofbuilding　upon　the　earlier　study。

　　Atotalof231universitystudentsparticipatedinthis

study．A　list　of434words　was　arbitranly　divided　into12sub．

list串。Each　subject　was　given　one　llst　and　asked　to　rate　each

word　with　regard　to　subjective　frequency　and　script

丘equency．Means　and　standard　deviations　were　calculated

for　both　types　of　frequency。

　　The　results　of　this　study　are　catalogued　in　the　subjective

frequency　and　script倉equency　tables　presented　here。　The

authors　hope　these　tables　may　serve　as　a　useful　tool　for　the

presentation　of　experimental　stimuli　for　word　recognition　in

cognitive　psychology．
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