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グラフの読解と利用における表示慣習知識の役割＊

千葉大学岩槻恵子＊＊
問

るが，材料要因も考慮に入れると，「何を表す図か」に

題

関わる題材の内容領域知識だけでなく「どう読めばよい

図は説明文の理解を促進することが示されてきた（e．9．，

か」に関わる表示慣習知識も取り上げるべきである。表

Gyselinck＆Tardieu，1999；岩槻，2000）。実際，理解を

示慣習知識とは，図に表現する際の規則に関する知識で

促進する目的で多くの説明文に図が付加されている。そ

あり図の種類により異なる，と本研究では定義する（e．g．，

れではなぜ図は有効なのだろうか。本研究では，図の効

グラフ：縦軸は量，横軸は時間，等）。先行研究では，

果に関わる要因として読み手の知識を取り上げ，図の読

特殊な表示慣習のない具体的な物体を表した誰でも理解

みとりと利用への影響を検討する。

可能な図（e．g．，ポンプ）にて主に検討されてきた。し

図がなぜ有効なのかは，図から表象が構築され文章か

かし，このような図でも我々がその図の表示慣習知識を

ら構築された表象を補うことができるため，と考えられ

持っているから読めるのである。グラフ等の比較的特殊

ている（e．9．，Mayer，2001）。そのため，図の効果が得ら

な表示慣習のある図も広く使用されていることからも，

れるのは，読み手が図の情報を読みとりその情報を利用

図の読みとりには表示慣習知識が影響すると予測できる。

できる時であろう。それでは，図の有効利用に関わる要

さらに読みとり自体に影響するのであれば，図を説明文

因は何であろうか。まず材料要因があり，文章内容に関

理解で有効利用することにも影響する可能性がある。そ

わる適切な図を（Levin，Anglin，＆Camey，1987），文章

のため，教材で図を利用する際の教授効果や，なぜ図が

と同時呈示する必要性（Mayer，2001）が示されている。

有効なのか認知メカニズムを検討していくためには，表

また，読み手要因も大きな要因と考えられる。先行研究

示慣習知識を取り上げその役割を検討する必要がある。

では，空間能力（Mayer，2001），認知様式（e．9．，仮屋園・

しかし，この点はほとんど検討されておらず不明である。

廣瀬・唐川，1998）等の図の処理に関わる能力の影響や，

従って本研究では，図を読みとる際と説明文理解に図

読み手の知識の影響が示唆されている。特に知識は文章

を利用する際における表示慣習知識の役割を検討する。

理解に大きく影響することが示されており（e．9．，Spilich，

材料には多領域で用いられるグラフを用い，グラフの表

Vesonder，Chiesi，＆Voss，1979），図を付加した説明文理

示慣習知識（以下，グラフ知識）を要因に以下の2点を

解でも大きな役割を持つと考えられる。実際，先行研究

検討することを目的とする。第1に，グラフの理解にお

では学習題材の内容領域知識の低い者に図の効果が大き

けるグラフ知識の役割である。第2に，グラフを付加さ

い（Mayer，2001）等，題材の内容領域知識の影響が検討

れた説明文の理解過程におけるグラフ知識の役割である。

まず，グラフの読みとりにグラフ知識はどのように関

されている。

本研究ではこのような読み手の知識の要因を取り上げ

わるのだろうか。CaIpenter＆Shah（1998）はグラフの
理解過程についてグラフを解釈する際の読み手の視線パ
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タンを分析し，次の相互作用的な過程を想定している。
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①パタン認知過程：パタンの符号化と重要な視覚的特徴

に，グラフ知識の教授の有無により知識を操作し，グラ

の同定（e．g．，右下がりの直線）。②解釈過程：表されて

フ知識がグラフを読む際に何を読みとるのに用いられる

いる量的事実，関係の同定（e．g．，XY間の関係は線形で、

のかを検討する。なお，背景知識からの補いの可能性を

減少）。③統合過程：量的関係をグラフの変数と関係づ

考え，背景知識を教授する群も設定する。

ける（e．9．，X軸・Y軸の変数と線形関係の当てはめ）。先

方法
被験者・実験計画

行研究にはこの過程の妥当性の検討はあるが（e．g．，Car−

グラフの題材の領域に慣れておら

penter＆Shah，1998），グラフ知識との関連は明らかでな

ず（背景知識低），材料グラフの読み方を知らない（グ

いため，本研究の実験1にて探索的に検討する。予測は

ラフ知識低）女子大学生58名であり，後述の知識質問紙

次の通りである。第1に，①の過程，すなわちパタンの

により高知識者を除外した人数である。次の3群にラン

全体的把握に関わる可能性である。なぜなら，内容領域

ダムに割り当てた：グラフ知識を教授するグラフ教授群

知識が高い者は図のより広い範囲を一度に把握する可能

（19名），背景知識を教授する背景教授群（21名〉，何も

性が視線追跡より示されており（Hegarty，Calpenter，＆

教授しない統制群（18名）。

材料

Just，1996），知識が低いと理解可能な一部分から読みと

（1〉課題：被験者の背景知識は低いが興味は高い

る可能性があるからである（1）。第2に，②③の過程，

と考えられる「女性の晩婚化・未婚化」を題材とした。

すなわち量的関係の同定に関わる可能性である。直線が

グラフは都市別の未婚率と初婚年齢の相関を表す「散布

線形関係を表す等のパタンと量的情報を結びつける推論

図」（FIGURE1）を用いた。散布図を選んだのは女子

は表示慣習を知らないと困難であろう。そこで実験1で

大学生60名の事前調査に基づいた。表計算ソフトにある

は，被験者がなじみのないグラフを材料に，グラフ知識

棒，線，円，面，散布図，レーダーチャートを一般的な

の教授の有無により知識を操作し，グラフを解釈させて

グラフと考え，図を示し各々が何を表すものか定義を選

検討する。また，グラフ知識のない場合は題材の内容領

択肢より選択させた結果，正答者率が最低（18．3％）で

域知識から解釈する可能性があるため，比較対照として
内容領域情報（以下，背景知識）を教授する群も設定し
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検討する。
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グラフ読みとり時のグラフ知識の役割を探索的に検討

する。被験者がグラフ知識を持っていないグラフを材料
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女性生涯未婚率α）

FIGURE1材料に用いた散布図

グラフの読解と利用における表示慣習知識の役割

あったためである。課題はグラフが何を表しているか解
釈を自由記述させた。

た。なお，自由記述は文章の参照を許可した。

結

（2）教授文章：各条件に500字程度の説明文を付加した

果

TABLE1に分類結果と回答例を示した。各群の正答

（付録に抜粋）。①グラフ教授群：グラフの表示慣習を

者数についてz2検定を行ったところ，人数の偏りは有

教授。a．何を表すものか，b．表示慣習（XY軸，データ

意であった（X2（2）＝12．03，ρ＜．01）。残差分析の結

の形式），c．課題グラフでの軸・点，の説明。②背景教

果，グラフ教授群のみ正答者が多く（残差＝3．46，

授群：「晩婚化・未婚化」について教授。「女性の経済的

p＜．01），グラフ知識が正確な読みとりに用いられるこ

自立」等の原因の記述。③統制群：教授は行わずグラフ

とが示された。グラフ知識のない他の2群では，TABLE

表現の意義についての説明を与えた。

1の誤答内容から明らかなように，点ごとや軸別という

（3）知識質問紙：①グラフ知識：a．棒グラフと散布図の

部分把握の回答が多く，全体傾向（相関）に言及してい

定義を7選択肢から選択。棒グラフは事前調査で正答者

ない。これらの群は，右上がりの点の集合というパタン

率91．7％だったためベースラインとして尋ねた。b．各グ

を捉えていないか，パタンを軸に結びつけられない可能

ラフの図例を9選択肢から選択。②背景知識：a．「未婚

性が考えられる。また，TABLE1に示したように，背

化」の既知度を5段階評定（5：意味を説明できる〜1：

景解釈を行った被験者はわずかであり，背景知識による

聞いたことがない）。b．原因を自由記述。c．最近の女性

補いはあまり見られなかった。

初婚年齢と20代後半の未婚率を各5選択肢から選択。
採点方法（1）知識質問紙：①グラフ知識：「棒グラフ」

TABLE1回答分類結果と回答例

がa．b．両方不正解者は知識が低すぎるため，「散布図」

人数

がa．b．両方正解者は知識が高いため除外した。②背景知
識：a．が4以上，あるいはb．c．のいずれかの正解者は知
識が高いため除外した。

（2）課題：回答内容を分類し，正答・誤答を判断した。

カテゴリ

回答例

正全体＋

初婚年齢が高くなるにつれて未
婚率も高くなっている。また都
市部の方がより初婚年齢・未婚
率ともに高くなっている。都市
部の方が社会的プレッシャーが
低く，また独身生活に適してい

答直接
関連

分類は「グラフ読解」と「背景解釈」の観点でカテゴリ
全体

読解」は，「未婚率と初婚年齢の相関」という全体傾向

の把握の「全体」，1点ごとやXY軸別の解釈という部分

定した。「背景解釈」は，背景教授群の文章で言及され

誤部分＝

答点ごと

3

0

女性の初婚年齢が低いほど生涯
未婚率は低くなり，初婚年齢が
高くなるにつれ未婚率が高くな

15

5

6

地方の県は（富山，鳥取）初婚
年齢・未婚率ともに低い。神奈

1

4

7

2

7

0

0

2

5

川県は初婚年齢は比較的高い
が，生涯未婚率は比較的低い。
沖縄は飛び抜けて生涯未婚率が
高く，なにか気になる。東京は
初婚年齢，未婚率ともにだんと
つに高く，働く女性が多いとい

「その他」とした。「グラフ読解」に「全体」が含まれ

ている回答を正答，「全体」が含まれていない回答は全

うことかなと思う。
部分＝

て誤答とした。回答内容分類は2名が独立で行い，一致

軸別

率は89％であった（2）。不一致箇所は協議にて決定した。

東京の女性生涯未婚率が他の地
域に比べて高いということ。女
性初婚年齢は東京では他より少
し高いが，だいたい似通ってい
るということ。

実験室にて個別に実施した。まず知識質問紙

を行い，次に課題を行った。課題は被験者ペースで行い，

文章を読んでからグラフの解釈を自由記述するよう求め

1

群

るという関連性が見られる。

ていた理由を「直接関連」，それ以外や無関係な理由を

手続き

フ群群

るためだと思われる。

を設定し，−回答でのカテゴリの有無を数えた。「グラフ

把握の「部分」，誤読と無回答の「誤読・無回答」を設

グラ背景統制

誤読・

未婚率が低いほど初婚年齢は高

無回答

い。

注．回答のあったカテゴリのみ記載。
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考察

知識高群と低群各3名を選別した（後述）。

以上より，グラフ知識はグラフを正確に読みとるのに

材料

散布図を付加した説明文を読み問に答えるとい

必要であり，特に全体傾向の把握に用いられることが示

う状況を設定した。なお，材料はB4判1枚の用紙の上

された。背景知識のみを教授しても，背景から注目した

部に問，左ページに説明文，右ページに図，下部に回答

部分のみで解釈する可能性がある。これは，グラフ理解

欄を設けた。

の認知過程（Calpenter＆Shah，1998）より次のように考

（1）説明文：実験1の背景教授群の文章を改訂した4段

えられる。第1に，視覚的特徴（点のパタン）を把握し

落で約470字の説明文である。各段階の内容は，①晩婚

ないパタン認知の問題の可能性である。パタンの符号化

化・未婚化の進行，②「経済的自立」等の理由，③意識

自体はおそらく自動的であろうが，なじみのある県名に

調査の結果，④世界的傾向，であるg

注目しパタンを無視したのかもしれない。第2に，パタ
ンを把握しても量的関係（相関）の同定が難しい可能性

（2）図：実験1の材料グラフの散布図である。解釈が難
しいと考えられる「沖縄」「神奈川」は削除した。

である。両軸を関係づけられず，1軸ごとに増加傾向を

（3）問：図から相関（問1）と地域情報（問2），文章

当てはめたのかもしれない。しかし，これらの点を明ら

から晩婚化・未婚化の原因（両問）を読みとる2問であ

かにするには，読み手がどのような内的過程を経てグラ

る。問1は「晩婚化と未婚化にはどのような関係がある

フを解釈するか検討が必要である。また，この結果と説

か」であり，「晩婚化と未婚化は正の相関関係にある」

明文理解におけるグラフの効果の関連を考えると，グラ

と「同一原因である」を答える。問2は「人口が多いA

フ知識がなければグラフを正確に読めないため説明文理

県と少ないB県では晩婚化・未婚化の傾向がどのように

解に活用できない可能性がある。そこで実験2では，グ

異なるか。なぜか」であり，「A県の方が傾向が強い」

ラフ知識の量により（1）説明文理解でのグラフの使用法，

と「文章中での理由」を答える。図を利用する問ではあ
るが，文章のみからも回答可能な問となっている。

（2）グラフの読み方，に違いがあるかを検討する。

手続き

実験2
目

実験室にて個別に行った。（1）知識確認：実験

1の知識質問紙を行った。（2溌話練習：「頭の中を実況

中継してください」という教示で計算パズルを行い，考

的

グラフ知識の高低により，（1〉説明文理解での図の使用

えていることは何でも発話しながら作業する練習を行っ

法，（2）図の読み方，に違いがあるか検討する。図をどの

た。（3）本課題：（2）と同じ教示で発話させながら被験者

ように活用するのかを明らかにするため，知識高者と低

ペースで説明文を読み問に回答させた。問題解決過程が

者の説明文理解の内的過程を，発話プロトコル法と内観

関心事であり，問の答はメモでかまわないと教示した。

法を用いて少数事例から推測する方法をとる。発話のし

発話はテープレコーダーで録音し，「見る（文章，図，

やすさと理解内容の検討のために，説明文から問に答え

問，回答欄）」，「指す・なぞる」，「書く」の活動のみ実

る問題解決状況とした。実験1より次の点を予測する。

験者が観察し詳細に記録した。（4）内観報告：各問の回答

第1に，知識高者のみ図を問題解決に有効利用できるだ

の理由を尋ね，次に（3）の録音を聞かせながら発話と行動

ろう。第2に，高者は図の全体傾向を把握するが低者は

の意図を尋ねた。「ポーズ（10秒程度の長いポーズ，短

一部分に注目するだろう。

いポーズの連続）」，「不明瞭な発話」でテープを止め，

方

何を考えていたか尋ねた。また，図使用時にどこを見て

法

被験者 「普段，独り言が多い」という条件の募集に
応じた女子大学生14名である。背景知識が低い，グラフ

いたか参照箇所を尋ねた。（5）補足質問：図の使い方を尋
ねた。
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分析方法

（1）記述方法：テープから全ての発話と1秒

なるか，TABLE3に示した「状態」での分類による理

以上のポーズを書き起こし，観察した行動と内観報告と

解過程から検討する。TABLE3より，全被験者が「通

ともに記述した。

読→問1→問2」の順序であり，長さに個人差があるが

（2〉発話・行動の分類：内田（1989）に準拠し「被験者

各群の特徴は典型例のようになる。すなわち，高群は説

が何を行っているかひとまとまりの意識経験あるいは心

明文を一読後，両問で図と説明文の両方から答を検索・

的操作が想定される行動」を読みとった。まず，問題解

推論・回答したが，低群は説明文と図を一読するが問題

決に関わらない「通読」，文章や図を参照した回答や推

解決は文章中心であり問2のみ図を参照した（低3は図

敲の「問題解決」，見直しや不明の「その他」，の「状態」

参照無し）。低群は「通読」で図を参照したが，一目見

に分け，次にTABLE

ただけ（低1），要素抽出のみ（低2），「年々上昇」と

2の「発話・行動の意味」を割り

当てた。Moore＆Scevak（1997）を参考に分類カテゴリ

を設定し，①〜④の図のカテゴリは実験1の結果に基づ

TABLE3各被験者の理解過程：「状態」で
の分類

いた。分類は2名が独立に行い，一致率は83％であった。
不一致箇所は協議し決定した。

被験者

結果と考察

状態

［参照箇所1

通読

寓1

【問輔文章］

→問題僻決＝問1

被験者の選別

［問→図→文章一囹答一ひ図→回管一レ図→文章→

回答・・ゆ図→回答→文章→回苔→文章一・回箸碕

文章］

1と同じ基準で背景知識の高い者は除外した後，散布図

通読
［問→文章】
→問嗣簿決：問1 ［問ゆ文章鱒図噂文章・→図→回書一図→回害1

高2

問題2問正解者をグラフ知識高群，2問不正解者を低群

→問題解決：閥2

とした結果，各群3名ずつとなった（以下，「高1〜3」
「低1〜3」）。

［図輔回箸一文章→回書］

→問題解決＝陶2

知識質問紙により選別した。まず実験

→その他
通読

高3

［閥→（問題簿決1全倖）油→文章ゴ

ー・問■解決：悶1

図の利用法

知識量により図の利用法がどのように異

［問→図噂回答→文章⇔回養噂図一回答1

感想
［問→文章→図］

→問題儲決；問2

［問輔図→回書→文章→回箸→文章→回書・→文

章1
→問周簿決：間1［問→文章→図噂文章→回答輔図→回箸1
一その他
回箸読み直し

TABLE2分類カテゴリ：発話・行動の意味
カテ

リ

夷型

内

読解

（1）文章，問を音読・黙読
（2）内容に言及がないが図を見ている

要約

（1）問題解決を

まない

自体の意味解釈や文

催1

内

①要素抽出：図中の文字音読・要素言及
②全体傾向＝『正の相関』の把握
③部分把握二郁分に注目した読みとり
a，群化＝都市部と地方に分ける，など
b．軸：1軸ごとの読みとり

抵2

からの

知識から関連情報の想

メタコメ

理解のモニタリン

に

く

想，不明

［闘→文章→図→文章】
［問→文章一ゆ（適読二文章）注2→文章→回箸1→

→問題解決：問1
低3

答を思

通読

［問→回答1
［問→文章→図噸文章】

→問題飾決：問1 ［回箸］
→問題解決：間2 【問→文章→回箸→文章→回書］

，推

画普読み直し

典型
通醜
［問→文章→図の文章1
→問題卿決：閥1 ［問輔文章→回答］

→問題簿決＝間2【問→図＆文章→回箸1

ント

その

遁読
→問題飾決：問1

→その他

回

感想
［間→図→回箸一D文章→回養磯文章→回箸1
回害読み直し

噂問題屏決：閥2 ［問噂図→回箸輔文章→回書噂図→回箸→図ゆ
回答→図・→国答一・文章輔回害］

との関連

回答

［間→文章→図→文章1
［闘→文章噂回答ユ

文章→回箸・→文章→回書−一文章帥回啓】

C．点・：・1点ごとの読みとり

④誤読＝読み誤り
問・文

適読
噸問題解決：問1

→問題解決＝問2
・→その他

⑫ン図の読みとり

領知臓

［問→文章］

→その他

容の要約や言い換え

推

通読

→問題僻決：問1 〔問→図＆文章→回箸1
→問■解決：問2 ［問一。図＆文章→回告コ

注1．閻を読んだ後に用紙全体を見回し，それから文章を鏡み出した
注2．読んでいる途中で間題解決に移り再び最後まで通読し，樹題解決に戻った
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誤読（低3）であり，図の内容を十分に読みとったとは

図の参照内容

知識量により図の参照内容が異なるか，

言えず，問題解決に図を使用しなかったのは「通読」時

図使用時の発話・行動と内観から推測する6TABLE2

に図を参照したため既に理解できていたから，という可

の基準で分類した発話・行動の使用人数をTABLE4に

能性は考えにくい。問2での使用は，県名があるため図

示した。

に注目しやすかったためかもしれない。このように，高

（1）高群：全員が行った項目を検討する。①問1：全体

傾向（相関）の把握が行われた。TABLE5に示した高

群は図を積極的に利用するが低群はそうではなかった。

2の発話例では，補助線を利用し「あ，やっぱり関係し
ている？」と相関を把握している。内観報告では，高2

TABLE4発話・行動の使用人数

は「こう来て（縦軸上へ）こう来て（横軸右へ）高い高
約

部分把握
抽出群化軸 点

裏素

読解

幽
高群

催群

全体

推論

メタ
コメ

いって。で，この線で」と「軸→補助線→分布」という
その

読み方だが，高3は「点→軸→分布」，高1は一目で分

傾向誤読知識ント他

布を把握しており，読む順序は共通でなかった。しかし，

0
2

0

分布という全体傾向を把握した点で共通している。②問

0

2：群化（都会／地方）が行われた。TABLE6の発話
高群

例では，A県を「東京」，B県を「田舎」と図を2分割し

低群

ている。このように各問の解決に適した図の利用が行わ
れた。

高群

低群

（2〉低群：問1・2を通じ，全体傾向に言及した者はお

TABLE5グラフ知識高群の発話例1（被験者高2）
1読解
︐妻

問題解決．蟹
（問1）．

素

㌧転

読解
メタコメント

tp21

図を見る

生涯未婚率？

横軸を指す

こう来て（縦軸上へ）こう来

て（横軸右へ）高い高いっ
て。東京の点が離れていたの
でぱっと目に入ったので。

［P21

あ，このグラフ使うんだ，い

や一ん。
，続解

えっと。

』全体傾向

未婚率が高いと初婚年齢は，
［P31高い。

i部分・点

東京は両方高くて，

，読解

［P51

・全体傾向，

あ，やっぱり闘係してる？
未婚率が，低いと，初婚年齢

．要素

東京にOをつける

関係って，これも富山と鳥取
補助線をなぞる

も低いと。

回
．

回

回答

え一と，関係してて，

回答を書く

読解

［P31

図見る

灘部分：点

東京は［p31どっちもめちゃ 問1と図を見比べる
くちゃ高くて［p41

i全体傾向

やっぱり［p3】比例とかそう
いう感じ？

図を見る

回

比例っぽい。

回答を書く

（略）

注．【p数字1はポーズ秒数を指す。
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を見てあ東京じゃないなと
思って，で，この線で。

グラフの読解と利用における表示慣習知識の役割

TABLE6グラフ知識高群の発話例2（被験者高2）

（問2》

内

行

行

間題解決

読解

［P31

図を見る

部分：群化

人口が比較的多いA県っていう

図の東京にOをつける

のは東京，

比較的少ないB県が田舎。田
舎，富．山鳥取。

その他

図の鳥取富山にまとめてO
をつける

B県，田舎って言ったらおこら
れそ。

え一この2県では女性の晩婚 図を見たまま
化未婚化の傾向が［p51

一競解

部分：点

A

回

字を見て。

東京にOをつける
領向が高いし，［P21傾向の 問題文「人口の多い』に
人口が多いと，傾向が，

O，上に『高い」とメモ

え一・，

回

数字を。それぞれの点での数

，比較的たか，

回答を書く

（略）

注．［p数字1はポーズ秒数を指す。

TABLE7グラフ知識低群の発話例（被験者低1）
状

問題解決
（問2）

行

行動

話

読解

えっと，［P4】

妻素

東京。

部分：点

あ，初婚年齢，が，高くて，

図を見る

生涯未婚率も，高い。［p61
富山は少ない，少ない。で，初婚

継軸と結びつける
横軸と結びつける

年齢は低くて，

［p3］生涯未婚率，も低い。

内・

東京っていうところが，多い所と
少ない所ということで，この辺
（中心）は真ん中だから全然見
てなくて，多い（東京）少ない
（富山〉って見て，私こういう図っ

てあんまり好きじやないっていう
か，だから片方ずつだからこっ
ちの軸とこっちの軸とで見ない
とわからないので混乱すること
があるので，こっち（縦）を見て
この辺だから高いな，で，こっち
（横）を見てあ高いな，ってして
ました。

注［p数判はポーズ秒数を指す。

らず，個々の点など一部分への注目であった。TABLE7
の低1の発話例では，「東京」「富山」の2点のみ読みとっ

が示唆された。従って予測は支持された。

図の利用が回答に影響するか

問1は高群のみ正答し

ており，「この辺は真ん中だから全然見てなくて」とい

たが（e．g．，高群：「正比例」，低群：「社会関係が両方に

う内観からも部分のみへの注目が示唆される。このよう

作用する」〉，問2は全員が正答した（e．g．，「A県の方が

に，低1と低2は2点と軸の結合のみを行っており，こ

B県より晩婚化・未婚化ともに進んでいる。理由：都市

の問には正答できるが人口が中程度の地域が問題となる

化により職業選択の可能性が高い」）。文章のみからも回

場合は対応できない不適切な読み方である。また，低3

答可能な問であるため，回答理由の内観から群間の差違

は補助線のみに注目したと報告し「年々上昇」と誤読し

を検討する。回答理由を「図から」「文章から」「その他

た。このように一部分への注目であり，先述のパタン認

から」考えた，に分類した。

（1）高群：両問で全員が「図から」であり，問1は相関

知や量的関係の同定で問題が生じていると推測される。

以上より，高群は問の解決に適した図の利用であった
が，低群は部分把握であり効果的に使用していないこと

（e．9．，「これって比例のグラフだったからと思って」），

問2は都市と地方の比較（e．9．，「少ないところ（図左下）
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と多いところ（右上）でこうグラフを見て」），と問に合

わせて読みとり回答に反映させていた。

ために知識が用いられる（実験2）。
以上の結果より，グラフ知識の役割について考察する。

（2）低群：問1は全員が「文章から」であった（e．g．，「文

（1）グラフの読みとり時：グラフ知識はグラフの全体傾向

章のこの辺を読んで」）。問2は「図から」は低2のみで

を読みとるのに用いられ，知識がなければグラフの一部

あり（「グラフから見たんですけど（略）」〉，低1は「そ

分にのみ注目することが示された。知識の欠如がグラフ

の他から」（「東京ってやっぱ競争が激しいっていうか

理解過程におけるパタン認知や解釈過程に問題を起こす

（略）」），低3は「文章から」（「世話をする人ってフレー

ためと推測される。実験2の低群の内観報告より，パタ

ズがありましたよね」）であった。補足質問より「使わ

ンの符号化はおそらく自動的であっても解釈過程で軸に

なくてもいいと思いました（低1）」「斜め線が分からな

結びつけられず，パタンに注意を向けずに県名等の利用

かったんで使うのに不安があって（低2）」「こっちの方

可能な部分のみを用いて解釈する，と推測される。また，

は意識しませんでした（低3）」と，実際には図を使用

グラフ知識がなくても背景知識から推論してグラフを読

したとしても重要視せず利用を避ける傾向があった。

む可能性も検討したが，背景知識から注目した部分のみ

以上より，高群は図を問に関連させていたが，低群は

ラフ知識はグラフの全体的把握に用いられ，読みとりの

文章に焦点化していたことが示唆された。

考察

を用いる可能性が高いことが示唆された。以上から，グ

以上の分析より，図の利用法に知識量による差

正確さに影響することが示唆された。ただし，高群の各

違が見られた。高群は問に適した読みとりが可能であり，

被験者のグラフの読み順は共通ではなかった。これは視

図を問題解決に効果的に利用したことが観察された。

線を測った先行研究（Calpenter＆Shah，1998）でも未検

従って，高群は図を文章内容の補足に利用可能であるこ

討なため不明であるが，おそらく個人差が大きいと考え

とが示唆される。一方低群は，文章中心であり，図を効

られる。

果的に利用しなかった。問2で図を利用したのは，2点

（2）グラフの利用時：実験2の発話プロトコルより内的

比較で回答可能であり県名が関係し利用しやすかったた

過程を推測した結果，グラフ知識量によりグラフの利用

め，と考えられる。さらに，図の読解過程でも知識によ

法が異なり，高群のみ有効利用が可能であることが示唆

る差違が見られ，高群は全体傾向を把握可能であったが，

された。すなわち，説明文理解においてグラフの効果が

低群では一部分のみに注目することが観察された。低群

あるのは，グラフ知識を用いてグラフを正確に読み文章

ではパタン認知や量的関係の同定に問題があることが示

内容と積極的に関連させ，結果として文章内容を補足で

唆され，実験1を追認した。

きるため，と考えられる。

以上より，図の理解および説明文理解における図の利

総括的討論

用に読み手の表示慣習知識の要因が影響することが示さ

本研究では，表示慣習知識（グラフ知識）が図を読み

れた。そのため，説明文理解への図の効果は表示慣習知

とる際と説明文理解に図を利用する際にどのように関わ

識による影響を受ける可能性がある。従って知識の影響

るかその役割を検討した。本研究の結果をまとめると，

を考える際は，題材の領域知識だけでなく図の読み方の

（1）グラフ知識はグラフの全体を把握するのに用いられ，

知識も考慮に入れる必要があると考えられる。また図の

読みとりの正確さに影響する（実験1，2）。（2）グラフ

効果を得るには，図が読み手の知識水準に合致している

知識の欠如によりパタン認知や量的関係の同定での困難

ことが必須であろう。

本研究で得られた知見には，次の3点の意義があると

の可能性がある（実験1，2）。（3）説明文理解でのグラ

フの利用法にグラフ知識が影響し，グラフの有効利用の

考えられる。第1に，グラフ理解の認知過程の知見
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（Calpenter＆Shah，1998）を拡張した点である。表示慣

習知識の欠如によってパタン認知や解釈過程に問題が生
じる可能性を示し，グラフ理解の際にどこにつまずくの
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scientific

text．

R．Barr，M．L．Kami1，P．Mosentha1，＆P．D．Pearson

えられる。第1に，散布図には相関の強さという全体傾

（Eds．），伽n訪ooたげr召α伽8r8sεακh，Vo1．2．Mahwah，

向のみではなく，はずれ値等の特殊例（本研究での「東

NJ：Lawrence

京」）を強調するという特性も考えられる。従って，相

Erlbaum

Associates．Pp．641−668．

岩槻恵子（2000）．説明文理解におけるグラフの役割一

関の強さを変化させた材料での検討も必要であろう。第

グラフは状況モデルの構築に貢献するか一

2に，知識低群は図を重要視しない傾向があったため，

学研究，48，333−342．

図の利用が制限された可能性がある。従って，動機づけ

仮屋園昭彦・廣瀬

教育心理

等・唐川千秋（1998）．教材とテス

要因からの検討も必要であろう。第3に，少数例に基づ

トにおける図提示・文提示の組み合わせと学習者の思

いた実験2の知見は，他のパラダイムを用いた集団デー

索家型・芸術家型認知様式との関係

タと照合することが必要である。また，他の読み手要因

究，46，452−460．

（e．g．，視覚的処理の得意さ）と材料要因の相互作用の

検討も今後の課題である。

教育心理学研

LEVIN，J．R．，ANGLIN，G．J．，＆CARNEY，R．N．（1987）．
On

empirically

validating

functions

of

pictures

in

prose．

In

D．M．Willows，＆H．A．Houghton（Eds．），丁舵ρ5y6hol−

注
08yげ

（1）内容領域知識の影響の知見から予測する理由は，先

としているため，高知識者は材料の図に慣れている可

（2）背景解釈「その他」の回答はなく，グラフ読解「全

体」以外で背景解釈のある回答もなかった。

r6sεακh．New

York：

Springer−Verlag．Pp．51−86．

行研究では機械の仕組みを材料に機械学の知識を要因

能性が高いと考えられるからである。

〃麗s昂副on：Vol麗配ε1．Bαs∫c

MAYER，R．E．（2001〉．〃
Cambridge

University

麗

伽6伽Z6α7n

n8．New

York：

Press．

MOORE，P．J．，＆SCEVAK，J．J．（1997）．Leaming
texts

and

visual

aids：A

nα1げR8s6ακh∫nR6α4

developmental

from

perspective。Jo麗7−

n8，20，205−223。

SPILICH，G．J．，VESONDER，G．T．，CHIESI，H．L．，＆VOSS，
J．E（1979）．Text
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tion

forindividuals

withhigh

and

low

の散らばり具合の状態でXとYの関係を見るためのグラ

domain㎞owledge．

」・㍑耀αZげV2rわαJZ孤而n8αn4Vε吻JBεhαv

or，18，275

内田伸子（1989）．子どもの推敲方略の発達一作文にお

ける自己内対話の過程一

フである。データの点が一本の線の周りに集まっていれ

ばXとYに関係があることになる。その関係とは，右上

−290．

お茶の水女子大学人文科学

がりの場合Xの値が大きくなればそれだけYの値も大き
くなる（中略）。問では各県におけるX軸の女性生涯未
婚率とY軸の女性初婚年齢の関係を表している。

紀要，42，75−104．

背景教授群の文章

女性の平均初婚年齢は上がり，晩

付記

婚化が進んでいる。この理由は教育期問の長期化，女性

本研究は平成13年度文部科学省科学研究費補助金（特

の職業志向による経済的自立，都市化などにより適齢期

別研究員奨励費〉の助成を受けた。また，懇切丁寧なご

の女性に縁談の世話をする人が減るとともに社会的プ

指導をいただきましたお茶の水女子大学人問文化研究科

レッシャーも低下したこと，（以下略）

内田伸子教授に心より御礼申し上げます。

編集部注

付録

この論文が投稿された時，著者は日本学術振興会特別

グラフ教授群の文章 X軸の数値とY軸の数値をペア
にして点で表したもので，グラフ上にプロットされた点

研究員であり，お茶の水女子大学人問文化研究科に所属
していた。
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文字知識の発達

文字配置ルール利用の違いからの検討

＊

大阪国際児童文学館小森伸子
大阪教育大学高橋
問

登＊＊

化と単語の書きについて，ヘブライ語とスペイン語話者

題

の幼児を比較した結果，単語の分節化はスペイン語話者

子ども達が文字の読み書きを習得し，書き言葉の世界

で音節による分節化が多く出現し，単語の書きではヘブ

を知り始めるのは，3歳から4歳にかけてであると言わ

ライ語話者が子音で音節を示す方法が見られるというよ

れる。また，慣習的な読み書きの習得と平行して，ある

うに，言語の特性に従って分節化や書きの発達は異なっ

いはそれ以前から，書き言葉に対して何らかの知識を持

ていた。固有の特性をもった言語社会の中で育ち，その

つという研究結果が，近年の読み書き発達研究の中で多

言語の特徴を学ぶ子ども達について，彼らが持っている

く発表されている（Adams，Treiman＆Pressly，1998他）。

知識を測定する際には，言語や表記システムの特徴をふ
まえて検討される必要があるだろう。

Bialystok（1991）によれば，幼児の言語に対する表象

として次の3段階が区分できるという。第一段階は概念

では，本研究の対象となる日本語の特性とは何だろう

的表象の段階であり，言語が意味を表現するシステムだ

か。アルファベットを使用する諸言語との違いとして，

との理解はあっても，特性に対する明示的な知識がない

言語音の単位や単語の読みに必要な音韻意識の違いがあ

段階である。例えば文字はまだ読めないが，看板のロゴ

げちれる。英語では，音節の単位はCVC（子音一母音

が何を指示するのかを理解できるような段階がこれに当

一子音）構造を中心としており，単語の読みを習得する

たる。第二段階は，言語に対する形式的な表象ができて

場合に必要とされる音韻意識は，CVC構造をさらに細

くる段階であり，文字と音との対応や文字の形に関する

分化する能力だとされる（高橋・大岩・西元・保

知識や理解を持ち始める。第三段階は形式と意図との間

坂，1998）。しかも，文字名と単語の中で文字が示す音

のシンボリックな表象を持つ段階であり，書かれた単語

は異なっている。これに対して日本語では，音節の単位

から示す対象を想起できる。

はCV（子音一母音）構造を中心に成り立ち，単語の読

第一段階と第三段階に関しては，言語の本質的な部分

みに必要な音韻意識はCVの音節とほぼ一致するモーラ

であり，言語によって単語と意味の結びつきに違いは

だと考えられている。また，特殊な表記を除けば，文字

あっても，言語の機能に変わりはない。しかし，第二段

名と単語の中で文字が示す音は同一であり，個々の文字

階の形式的な側面は言語や書き言葉の特性により大きく

名を習得すればその単語を発音できる。したがって音と

異なる。Tolchinsky＆Tebersky（1998）は，単語の分節

文字との対応においては，日本の幼児は習得が容易であ
るといえる。

＊Children

sacquisitionofcharacter−dis面butionrulesintheirunder−

standing Of Japmese letter−notation systems。
＊＊KOMORI，Nobuko（lntemational Institute for Children，s

Osaka）＆TAKAHASHI

Noboru（Osalka

University

of

一方，日本語は，ひらがな，かたかな，漢字と文字の
Literature，

Education）

種類が多く，アルファベット1種類を学ぶ子ども達と比
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較して，より多くの文字を文字と認識し，その文字に音

ものが文字だと判断される傾向があること，要素間の配

を与え書く必要がある。さらに縦書きと横書きが混在す

置が判断の際に重要であること，また日本語では幼児が

る表記体系であり，書かれたもの全体に関しても注意を

最初に出会うであろうひらがなが持つ曲線性を重視して，

払う必要がある。つまり，日本語の表記を学んでいく子

文字判断を行うことが示唆されている。

ども達の形式的な側面の理解を検討する際には，音韻意

Tolchinsky−Landesmam＆Kam通10ffLSmith（1992）の

識との関連よりも文字の形や文字が作る全体の配置に関

研究では，要素系列制約に抵触する要素問の結合は文字

することが重要となるだろう。慣習的な読み書きを行う

表記体系として適当であると判断されていた。日本でも

以前の，幼児の文字の配置に関する知識を検討した研究

草書体が存在し，要素問の結合は文字だと判断される可

として，Brenneman，Massey，Machado＆Gelman

（1996）

能性がある。けれども，草書体は現代の日本においては

の研究がある。彼らは英語を話す4歳から6歳までの被

欧米の筆記体のように一般的ではない。そのように考え

験児に絵カードを見せ，その絵を描く描画条件と名前を

るならば，子ども達にとってはむしろ身近にある要素間

書かせる書字条件を設定し，産出物やかき方の違いを検

の分離したものが文字と判断される可能性がある。また，

討した。描画条件では色の多用や画面への塗りこみが∋

彼女らの研究では，1文字や子音の文字が続く刺激は，

書字条件では個別の形が直線状に並ぶ産出物が多く見ら

文字表記としては指示伝達制約に抵触するために文字で

れた。またTolchinsky−Landesmann

はないと判断されていた。しかし，日本語では1文字で

＆

Kam亘loff−Smith

（1992）の研究では，スペイン語とカタロニア語を話す

も意味がある単語になる文字があり，子音文字と母音文

4歳から6歳の幼児に，文字と数字という2種類の表記

字の区別もない。こうした違いから，日本で生活し日本

体系ごとに課している文字の配置や形についての制約

語の表記体系を学んでいく幼児（日本語児）は欧米とは
異なる判断を行う可能性がある。

（知識）を，刺激選択の方法を用いて検討している。こ

の研究で設定された制約は，相対的閉塞性制約（決まっ

斎藤（1997）は，日本語児を対象としてTolchinsky−

た少数の形の組み合わせで文字は構成される），要素系

Landesmam＆KamゴloffS血th（1992）の追試研究を行っ

列制約（要素の問が空いている），指示伝達制約（要素

ている。この研究では，指示伝達制約を除いた相対的閉

一とそ

塞性制約，要素系列制約に加えて，文字の配列に関する

れが示す音との対応がある）であった。その結果，

同じ要素の連続は数字としては適当だが，文字としては

限定的方向制約が扱われた。ひらがな・かたかな・漢

適当でないと判断されたのに対し，要素の連結は文字と

字・数字という4つの表記体系別に存在すると考えられ

して適当だが，数字として適当ではないと判断され，2

る制約を成人，年長児，年中児を対象に調べたところ，

つの表記体系別に課している制約は異なっていた。

成人の結果から，日本語では体系別の違いは見られず，

また，個々の文字の形に関しては，日本語を母語とす

要素系列制約や方向制約を持たない，相対的閉塞性制約
のみを有していた。

る幼児を対象として稲垣（1998）が検討を行っている。

様々な擬文字が書かれたカードから文字を選択する課題

この研究は，文字の形式的な側面の理解を日本語児を

でひらがなが少ししか読めない幼児でも，ひらがなの曲

被験者として行い，日本語の制約を明らかにした点が評

線性に注目してひらがなと非ひらがなを区別しているが，

価できるが，問題点として以下のことが考えられる。ま

読めない幼児では，文字とそれ以外の区別がついても，

ず，この実験では刺激に実在の文字を使用しているため，

「ひらがな」「漢字」といった表記体系別に区別して認

被験者は配置の適切性のような表記についての知識に基
づいて判断するのではなく，文字の読みによって判断を

識はできない，という2点を明らかにした。

以上の先行研究からは，個別の形が線状に配置された

行う可能性がある。第2に，制約の発達を読みの測定のみ
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から扱っている点も，条件の設定としては適当ではない。

にとって手紙とは「自分がかいたものを特定のだれかに

Tolchinsky−Landesmam＆Kam亘10ff−Smith（1992）では，

わたすもの」と最初は理解されているらしい。このよう

架空の文字を書く課題で制約の調査を行い，制約を無視

に考えるなら，本文のみであっても幼児にとって手紙と

した形で架空の文字が出現し，さらに指示伝達制約はよ

して十分理解可能だと考えた。

上記のルールに従って，ルール（あり／なし）を設定

り年長で表れていた。このことは，幼児の表記について
の知識を詳しく検討するためには，読みだけではなく，

し，刺激は8種類が作成された。さらに，文字の種類に

書きまで考慮に入れる必要があることを示唆している。

よ6て反応に偏りが出ることを防ぐため，8種類1組の

本研究では上記の問題点を踏まえ，幼児の文字理解に

刺激を3種類用意した。

まず，実験1では先行研究と同様に，全ての刺激を一

おける形式的な側面の発達を，主に3つの配置のルール
に関して検討する。まず斎藤（1997〉の限定的方向制約

度に提示し，手紙らしいものを順次選択させる方法を

で検討された，文字系列の配置（直線状か否か）や，文

とった。また先行研究と同様に成人の知識も測定した。

字同士の結合に関するものである。本研究では前者を直

本研究で設定した知識を利用するなら，成人や幼児の選

線性，後者を分離性と呼ぶことにする。同一文字の反復

択には，その知識に従った一定の偏りが見られると予想

に対する判断を検討するために，文字の多様性に関して

される。

もルールとして扱う。実際の文字環境に即して判断され

実験1

るなら，文字の種類が多い方がより文字らしいと判断さ

目的

れるだろう。このルールを多様性ルールと呼ぶ。

また本研究では，実在の文字によって判断が行われる

先行研究と同様に複数のカードを選択する方法を

とり，選択の偏好から文字判断に使われているルールを

ことを防ぐため，刺激は文字に似た擬文字を使用した。

検討する。

擬文字の選択にあたっては，国立国語研究所（1972）の

方法

聴写課題で産出された最も典型的な誤字を題材にした。

被験者

刺激として同じ字形を使用しないために，それらの擬文

ケ月

字を樺島・佐竹（1973）を参考にカテゴリ分けし，各カ

女児8名，平均月齢68ケ月

テゴリから1文字ずつ選択した。

6歳児15名（男児10名，女児5名，平均月齢74ケ月

さらに斎藤（1997）では，「文字じゃないものを選ん

4歳児15名（男児8名，女児7名

平均月齢55

レンジ49ケ月〜58ケ月），5歳児15名（男児7名，

レンジ60ケ月〜71ケ月），

レ

ンジ72ケ月〜76ケ月）大学生15名

でくれる？」と，幼児に対して文字一般に対する知識を

材料

刺激は縦20cm横13．5cmの用紙に縦書きで書かれ

問うていた。本研究では，「文字」ではなく，書き手が

た。文字刺激は上記の3つのルールに従って8（2×2

誰かに何か有意味なメッセージを伝えるために書かれた

×2）種類作られた。

もの，つまり文字の意味を表現するシステムとしての役

刺激は，直線性のルールでは直線性がある刺激は擬文

割を強調するため，「手紙」という言葉を用いて，提示

字を3行縦に直線状に並べ，ない刺激ではランダムにま

された刺激が意味の伝達にそうかどうかについて，判断

たは曲線状に縦書きで配置した。多様性では，多様性の

が行い易いようにした。

ある刺激は3種類の擬文字が使われ，ない刺激では3種

手紙といった場合「切手」や「宛名」といつた形式の

類の内，1種類だけが使用された。分離性の場合，分離

部分も重要である。幼児が自由に書いた手紙を分析した

性のある刺激は文字と文字がつながっていないが，ない

横山・秋田・無藤・安見（1998）では，切手の記載率は

刺激では，通常の筆順に合うかたちで文字図形の右下と

低く，また郵便番号も全く記入されていなかった。幼児

次の文字の左上をつなげた。つながる部分が文字に見え
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Table3年齢別の刺激に対する順位の中

Table1文字刺激の特徴

央値

刺激の番号

ノレーノレ

直線性○○○○

12345678
× × × ×

多様性×

○

分離性×

○

×

×

○○

×

○

×

×

×

刺激

年齢
4歳

○

1

5歳

○○

6歳

成人

○はルールの示す特性があることを

3

2

4
4
4
7

4

5
4
5
3

5
7
8
7

7

8

×はないことを示す。

刺激

年齢

てしまうなど刺激に影響がでる場合は，それを避けるた

4歳

めに文字にあわせたつなぎ方をした。8種類の刺激を

5歳

Appendix1に示す。刺激の特性はTable1に示した。
手続き

6歳

8枚の刺激を全て一度に提示し，宇宙人からき

成人

5

4
4
3
3

6

4
4
4
4

5
4
4
2

5
5
7
5

た手紙という設定で自分が思う最も手紙らしいものを1

枚選択させた。被験者が1枚目の選択を行ったらその刺
激を取り除き，残りの中から次に手紙らしいものを選択

6歳児群では，高い相関が見られた。検定の結果，5歳

させる手続きで，最後の1枚になるまで選択を行った。

児群と6歳児群の相関係数のみが有意であった。

同様の手続きで3種類の刺激全てに対して選択を行った。

年齢別に見た8枚別の得点の分析

実験に参加した幼児から手紙に関しての疑問はでなかっ

枚別の順位の中央値をTable3に示す。また3種類の刺

た。

激に順位の差は見られなかった．。

年齢別に見た刺激8

4歳児では，各刺激の得点に大きな差がないが，成人

結果
年齢間の順位の関連の分析

カードの選択における年齢

では刺激ごとの得点に大きな差が見られていた。各刺激

による類似性を検討するため，年齢別に順位の中央値を

別の選択の偏好を調べるため，年齢別に刺激（8）について

算出しそれを元に相関係数を算出した（Table2）。

Fdedmanの検定を行った。4歳児・5歳児では刺激の得

4歳児はどの年齢群とも相関が低いが，5歳児群，6

点間に有意な差は見られなかった（4歳児：（Z2（7）ニ

歳児群と成人では，中程度の相関が見られ，5歳児群と

8．40，n．s），5歳児：（Z2（7）＝8．49，n．s）。6歳児，成

人では，刺激の得点間に有意な差が見られた（6歳児：

Table2中央値による年齢間の相関係数

＜．05）有意差が見られた6歳児と成人について，順位

年齢

4

5

6

．39

．58

成人
一．

4
年
5
齢

X2（7〉＝24。12，p＜。05成人：X2（7）＝52．48，p

．89＊＊

08

．58

問の差について下位検定を行った。6歳児では，刺激4

の順位が刺激3，7と比較して有意に高かった。また刺

激8が刺激7と比較して有意に順位が高かった。成人で

は，刺激2は刺激1，5，6，7と比較して有意に順位

6

．51

成人

が高く，刺激4は刺激3，7と比較して有意に順位が高
かった。また刺激8も刺激7と比較して有意に順位が高

＊＊

P＜．01

かった。
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いたが，この刺激は全てのルールを持つ刺激のため，ど

実験1の結果からは，4歳児と5，6歳児，成人の問

のルールに注目して選択したか明らかではない。同様に

で，選択される刺激には違いが見られた。年齢間の順位

成人で手紙らしいと選択された刺激2は，多様性と直線

の関連の分析から，4歳児はどの年齢とも相関が低く，

性ルールを持つ刺激であり，多様性と直線性のうち，ど

他の年齢群と比較して全く異なる選択を行っていた。最

ちらのルールに従ったのか明確にできない。さらに実験

も相関が高いのは5歳児群と6歳児群であり，5歳児と

1では得点化の手続き上，年齢間の比較を直接行うこと

6歳児の選択の傾向は似ていることが示された。

はできず，相関を使ったものになった。また，先行研究

順位づけの年齢ごとの分析結果からは，4歳児では，

で行われた読み書き能力の測定も行われていない。本研

刺激による順位に違いが見られず，今回の実験で設定し

究におけるルール利用の検討に際しても，読み書き能力

たルールを判断の基準として用いていないといえる。6

を測定する必要がある。

そこで実験Hでは本研究で設定した直線性，多様性，

歳児で，手紙であると選択されやすい（順位の高い）刺

激は3つのルール全てがある刺激であり，最も実際の表

分離性ルールに関して，ルールごとの分析を行う。方法

記に近いものであった。ここから，6歳になれば現実の

として刺激を2枚ずつペアにして提示し，どちらが本当

場面から文字らしさを抽出する能力を持つと考えられる。

の手紙か判断し，強制選択させる。さらに幼児に対して

5歳児は刺激別に有意な差は見られなかったが，6歳児

は文字の読み書きの調査も行い，読み書き能力の高低と

と順位の傾向は似ていたことから，5歳児の判断はちょ

配置ルールの利用に関して検討する。

うど6歳への過渡期であるといえる。

目的

成人では，6歳児でも順位の高い刺激4の他に，分離
性のルールがない草書体のような外見を持つ刺激2も順

幼児の手紙判断に使用される知識をルール間，年

齢間で比較する。また，幼児の読み書き能力を測定し，
能力とルール利用の関連を検討する。

方法

位が高く，手紙らしいと判断されていた。さらに分離性

のルールがある刺激3は刺激2と比較して順位が低く，

被験者

同様に刺激7も刺激8と比較して順位が低かったことか

ケ月，レンジ43ケ月〜55ケ月），5歳児20名（男児10名，

4歳児20名（男児11名，女児9名

平均月齢51

ら，成人では分離性のルールを判断基準として用いない

女児10名，平均月齢62ケ月，レンジ43ケ月〜55ケ月）6

可能性が考えられた。

歳児20名（男児11名，女児9名，平均月齢73ケ月，レン
ジ70ケ月〜76ケ月）大学生20名（男10名，女10名）

実験皿

実験材料

実験1では，幼児と成人の判断が異なること，特に4

実験1で使用した刺激。文字読みカード（ひ

らがなが1文字づつ印字されたカード）名前を書くため

歳児では，今回設定したルールを考慮していないこ

のペン・紙（A5版白紙）。カヴァーストーリーを提示

と，5，6歳児の判断の傾向は共通しており，6歳児で

するのに使用する「ぐりとぐら」の絵2枚（「ぐりとぐ

は，現実の表記に近い形で文字判断ができることが示さ

らの海水浴」（なかがわりえこ・やまわきゆりこ1976）

れた。また成人では，分離性ルールに関しては考慮しな

から，カラーコピーをして使用した）。

い傾向が認められた。このことは斎藤（1998）の先行研

手続き

究では示されない点である。

して読みを求めた。文字の提示順は国立国語研究所

文字読み調査

文字読みカードを1枚ずつ提示

（1972）の文字読みの難易順にやさしい文字から並べた。

一方，実験1の手続きには以下の問題点がある。まず，

ルール別の検討が行えない点である。例えば，刺激4は

手紙判断調査

6歳児でも成人でも順位が高く手紙らしいと判断されて

から拾ったぶどう酒のビンの絵を見せながら，幼児に以
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Table4実験Hにおいて提示された刺激対

算出した。

直線性

多様性

分離性

正刺激負刺激

正刺激負刺激

正刺激負刺激

5
6
7
8

1
2
3
4

2
4
6
8

1
3
5
7

3
4
7
8

した場合に1点を与えた。各条件毎に8点満点で得点を

名前の書きに関しては以下の4つのレベルに分類した。

なお，姓は書かず名前のみを書いている被験児でも以下

1
2
5
6

の基準で分類した。①全く書けない。絵を描く。文字と

判別できないマーク，記号などをかく。②文字と判別で

きる形が1つのみかかれている。③文字と判別できる形

数字は刺激番号（各刺激の特徴はTable1を参照）
正刺激は選択した場合、得点となる刺激を示す

が2つ以上あるが，形が不揃い，又は直線状に並んでい
ない。④③と同じだが大きさがそろっており，直線状に

下のような教示を行った。「ぐりとぐらは海水浴に行っ

並んでいる。

て海に漂っているビンを拾った。そこにはうみ坊主から

2名の評定者が独立に4つのレベルわけを行い，一致

の手紙が入っていた。今からその手紙を見せるから，ど

率は96％であった。レベルが一致しないものは話し合っ

ちらが本当のお手紙か当ててくれる。」

てレベルを決定した。

結果

教示が終わると，2枚の見本刺激を提示し，2枚の内
どちらかを選択する課題であることを理解させた。続い

擬文字判断の分析

本実験で使用された9種類の擬文字

て本試行に入り，24試行を休みなしで行った。対提示さ

について幼児が文字と判断した割合を調べた結果，幼児

れる提示の順序や刺激の位置は被験者毎にランダムに変

の半数以上は，9種類すべてを「文字である」と判断し

更された。

ていた。また，文字の種類（9）でX2検定を行った結果，

刺激対の提示の一例を示せば，Appendix1の中の刺

文字の種類による選択の偏りはなかった（X2（8）＝2．88，n．s）。

激4と刺激8を左右に並べて提示する。この場合は，直

ただし，9種類全てを文字だと判断した幼児は4歳児

線性に関するルールを被験児が判断する課題であり，そ

が16人に対して，5歳児では8人，6歳児では5人で

れ以外の2つのルールは刺激間で揃えられた。

あった。年齢の上昇に伴って，擬文字を文字でないと判
断する幼児が多くなる傾向がみられた。

全ての刺激対の組み合わせはTable4に示す。
擬文字判断

手紙判断調査後，実験で使用した擬文字の

被験者の読みレベルの分析

清音について実験に参加し

文字判断を調べるため，実験で使用した擬文字を全て一

た60人の幼児の読みのレベルを調べた。ひらがなの読み

度に提示し，文字だと思うものを選択させた。

が0〜10文字は17人，11〜20文字が8人，21〜30文字が

名前書き調査

2人，31〜40文字が1人，41〜46文字が32人であった。

紙とペンを渡して「自分のお名前かける

かな」と聞いて，書ける場合には書かせた。「書けない」

名前書きの分析

4歳児ではレベル1に分類される者が

と被験者が答えた場合は，「自分とわかる印，マーク」

14人だが，6歳児では，レベル4に分類される者が15名

を書くように求め，できないと答えた場合「好きな絵」

であった。レベル2の幼児はいなかった。

をかかせた。

手紙判断の分析

年齢別にわけた各ルールごとの平均得

点をTable5に示す。

結果
直線性を判断させる刺激対では，「直線性」

成人では，直線性の得点が最も高く，多様性，分離性

がある刺激を「手紙である」と判断した場合，その被験

の順に得点が低くなっていた。幼児では，5歳児群と6

者に1点を与えた。同様に，多様性では特徴が多数ある

歳児群の分離性の得点が5点台であることを除くと，す

刺激を，分離性では分離している刺激を「手紙」と判断

べてが4点台であった。

結果の整理
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Table6分離性のある刺激4枚の選択率の違い

Table5年齢別に見た各ルールごとの
平均得点と標準偏差

刺激の種類と番号
ノレーノレ

年齢
4歳

直線性

多様性

分離性

3．70

3．45

（1，75）

（1．54）

4．25

5．55

（1．48）

（1．82）

4．30
（1．08）

ル直線性
l多様性

3
×

ル分離性
4歳

5歳

4．90
（1，41）

6歳

4．50
（1．73）

4．70

5．15

（1．59）

（2．39）

O

年
齢

×

○

○

○

○

19

19

26
（0．65〉

6歳

7・65
（0．75）

上段は平均得点

6．05

3．50

（1．36）

（2．31）

成人

20
8
（0．2）

下段は標準偏差

8
×

○

（0．48）（0。48）

5歳

7
×

○

（0．5）

成人

4

○

27
（0．68）

31
（0．78）

13
（0．33）

15
（0．38）

16
（0．4）

27
（0．68）

31
（0．78）

26
（0．65）

26
（0．65）

24
（0．6）

25
（0．63）

上段は選択回数（最高40回）
（）内は各選択回数が最高選択回数に占める割合

年齢による判断の違いを検討するために，各ルール別
分離性ルールの使用における読み書き習得との関連の分

に年齢（4）の1要因分散分析を行った。

直線性と多様性に関しては，年齢による差が認められ
た（直線性F（3，76）＝29．07，p＜．01；多様性F（3，76）

析

分離性の得点は直線性や多様性と異なり，幼児群の

問で有意な差があった。この差を分析するため，読み書

ニ8．36，P＜．01））。またTukey法による下位検定の結

きのレベルで被験児を分類し，レベルごとに分離性の得

果，幼児群（4，5，6歳）と成人の間のみに有意な差

点を比較した。

まず，読みのレベルの高低で被験児を2群にわけ，月

が見られ，成人の得点が有意に高かった。分離性に関し
ては，年齢による差が認められた（F（3，76）ニ5．74，

齢を共変量にした読み（2）の1要因共分散分析を行った。

p＜．01）。下位検定の結果，4歳児群と5歳児群の間に

その結果，月齢の影響を除くと2群の分離性の得点に差

有意な差があり，5歳児の得点は4歳児と比較して高

は見られなかった（F（1，52）ニ3．47，n．s）。

次に書きのレベルによる分離性の得点の差を検討する

かった。また5歳児群と成人群の間にも有意な差が見ら

れ，成人群と比較して5歳児の得点は高かった。5歳児

ため，月齢を共変量にしたレベル（3）と1要因共分散分析

群と6歳児群の間には差が見られなかった。

を行った。その結果，月齢の影響を除くと書きのレベル

分離性がある刺激に対する選択の偏好の分析

分離性

ルールに関しては，6歳児と成人の分散が大きかった。

による分離性の得点に差は見られなかった（F（2，57）
ニ2．17，n．s）。

その理由を検討するため，分離性ルールがある4枚の刺

考察

激の選択回数を調べたものがTable6である。

実験Hの結果からは，以下の点が示された。まずルー

幼児では，分離性にかなう4枚の刺激をまんべんなく

ルごとに見た得点の年齢差から，擬文字が使われた場合，

選択するのに対して，成人では直線性ルールがある刺激

成人では文字判断に直線性のルールを利用していること

7と8が，ない刺激3と4に比べて多く選択される傾向

が示された。斎藤（1997）で得られた直線的なものも非

があった。

直線的なものも文字表記体系として適当だと判断された
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のは，文字の配置によるものというより，実在の文字を

文字表記が分離した形の集合だという理解は，読みには

刺激として用いたことが原因だと考えられる。一方で，

直接的な影響力を持たないのだろう。また，書きにおい

幼児では直線性のルールを利用していない。

ても，文字を書く際には，個々の形に注目する必要があ

また文字要素の多様性についても，斎藤（1997）で示

り，これも全体に対する意識とは関連が薄いのであろう。

された同一要素の反復は文字の表記体系として適当であ

従って5，6歳児が持つ分離性のルールは，年齢ととも

るという結果に反して，成人では多様性ルールを利用し

に文字表記と接する頻度が高まることで獲得されるもの

て，文字の種類が多いものを選択している。一方，幼児

で，読み書きの習得との間には音韻意識の場合のような

ではこのルールを利用していない。

因果関係はないと考えられる。

また，分離性に関しては，上記2つのルールを利用し

総合考察

ている成人は，このルールを利用しないという結果が得
られた。これは斎藤（1997）で得られた，成人では要素

実験1，Hを通じて，以下の点が明らかになった。ま

が結合したものを文字体系の中に含むとする結果と同様

ず，本研究で設定した3つのルールに関して，成人が文

である。しかし今回の結果は分散が大きく，成人でもこ

字判断に利用しているのは，直線性と多様性であり，分

のルールの利用には個人差があると考えられる。刺激対

離性はルールとして利用されていない。反対に5，6歳

ごとの分析から，成人では直線性のない刺激7，8は，

の幼児では，4歳児と比較して，分離性ルールに注意が

ある刺激3，4と比較して選択される率が高く，直線性

向けられる傾向があった。

つまり，この時期の幼児にとって，文字とはまず何か

がない場合，多様性よりも分離性のルールを使用してい

分離した形の集合だと意識されていると考えられる。斎

る可能性が考えられる。

一方，この分離性ルールに関しては，5歳と6歳の幼

藤（1997）が指摘するように，かな文字1文字で単語を

児では，成人と比較して得点が有意に高く，分離性の

形成できる（「め」や「は」など）ことが，幼児にとっ

ルールを利用している可能性が示された。分離性の得点

て分離性への注意を向けさせる要因となるのだろう。ま

について，読み書きのレベルで幼児を群に分けて比較し

た幼児が最初に学ぶひらがな，かたかなは，日本語の音

た結果からは，月齢の影響を除くと読み書きの習得に

韻意識の単位であるモーラと対応しており，1文字と1

よって分離性の得点に差がなく，読み書き習得と今回の

モーラの対応がつくことが分離した形に対する注意を強

実験で調査された表記知識の問には，関連が少ないこと

めていると考えられる。

今回の結果からは，成人は斎藤（1997）で示された結

が示唆された。

読み書きの習得レベルによる得点差がない理由として，

果と異なり，直線性や多様性のルールを使用しているこ

まず，読み書きの習得に伴って獲得されると考えられる

とが示唆された。今回使用した擬文字では，読みの側面

レベルの知識が，実験で測定される明示的なレベルの知

からの判断は難しく，現実に存在するような配置に対す

識としては働いていない可能性が考えられる。さらに，

る注意が喚起されたと考えられる。

斎藤（1997）でも非方向判断においては読字数と相関が

今回設定した表記に対しての知識と無関係に読み書き

見られなかったように，このような表記知識は読み書き

が習得されるとは考えにくいが，結果からはこうした形

の習得と関連が薄いという可能性もある。

式的な側面の理解は読み書きとの関連は低かった。表記

読みの習得においては，言語音を分節化していく音韻

知識と読み書きの関連を考える上で，言語音のCVC構

意識は，音と文字との対応をつけ直接読みの習得に結び

造をさらに細分化して捉える能力が単語の読みを行う上

つく点で必要となるが，今回の分離性ルールのような，

で必要とされるアルファベットを使用する諸言語と異な
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り，かな文字ではほとんどが1モーラ1文字だという特
徴を考慮する必要がある。すなわち，英語などでは読み

の習得に長期間を要するのに対して，日本語では1モー
ラ1文字対応の単純さによって文字の読み習得が進行す
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田中義廉編『小学読本』の研究＊
大改正本から私版本へ

横浜国立大学高木まさぎ＊
2

1

はじめに

1

研究の目的

研究の方法

本研究では，大改正本から私版本への変質を探るため，

大改正本と私版本の比較を行った。用いた大改正本は教
科書大系の本文，私版本は国立教育政策研究所教育研究

田中義廉編『小学読本』には，初版本（文部省編纂・
師範学校彫刻），改訂版（文部省編纂・師範学校彫刻，1

情報センター教育図書館所蔵『小学読本』巻一〜四（田

丁表に田中義廉編輯），大改正本（師範学校編纂・文部

中義廉編輯，明治10年3月

省刊行，1丁表に田中義廉編輯・那珂通高校正）の公的

内藤書屋）である。私版本

の巻五，六については，上述したように，大改正本の補

刊行の3種と，田中個人による私版本（表紙裏・1丁表

遺とも考えられ，両者に重複も見られないことから，大

に田中義廉編輯）の計4種がある。いま望月久貴（1984）

改正本との比較はしなかった。ただし私版本巻五，六は

に従えば，初版本（4巻）は明治6年3月・（1873）刊，

動植物に関する説明文からなっており，そのことは，後

改訂版（4巻）は明治6年4月刊，大改正本（4巻）は

述するように，私版本全体の歴史的位置を考える上で重

明治7年8月刊，私版本は明治10年1月刊（巻一は明治

要な意味をもつものと思われ，その存在は無視できない。

10年1月，巻二〜四は同年3月，一丁表に田中義廉編輯。

両巻については筆者所蔵の巻五（刊記等なし），巻六（明

巻五，六は同8年6月刊，1丁表に田中義廉編輯・田中

治9年6月版権免許。同年7月刊）を用喚た。
なお，上記の国立教育政策研究所所蔵の私版本『小学

芳男閲と併記。なお私版本巻五，六は刊行時期から大改
正本の補遺とも見えるが，内容的重複がないことから，

読本』には見えないが，望月（1984）が指摘するように，

私版本巻一〜四の続編と考えることも可能である。）と

私版本巻一〜三には「予嚢に師範学校を創するの際に方

いうことになる。

りて。切に小学教科の書に乏きに苦む。由て俄に小学読

本研究は，上記のうち，改訂の手を加えられながらも

本を編みて。之を生徒に授く。実に忽卒の間燃眉の急を

構成上は初版本と大差がなく，かつ最も広く普及し，日

防くを以て。文理順整なるを得す。今復諸書を抄訳して

本教科書大系近代編第4巻（講談社

之を添削して。此書を編し試に家憧に授くるに。較前日

1964年1月）所収

『小学読本』の底本となった大改正本と，他の版とは構

の者に優る所あるに似たり。依て再ひ上梓して世に公に

成・内容とも大きく異なりながら，ほとんど検討される

す。聯教育を賛くるの微志にあり。

源義慮」（筆者所

ことのなかった私版本とを比べ，それらの歴史的な意義

蔵の私版本『小学読本』巻三の表紙裏より）との序が一

について考察することを目的とする。

般には見られる。ここからは，大改正本までの『小学読
本』に田中が不満であったこと，それに対し私版本の出

＊A

histoncal

mentary

investigation

school

basal

of

Tanaka

readers（

Yoshikado，s

shogakutokuhon

editing

ヲ）：From

callyrevisedpublicedidontorevisedpdvateedition．
＊＊TAKAGI，Masaki：（Yokohama

National

University）

of

ele−

the

radi−

来には自信のあったことなどがうかがえる。これらのこ
とは，両者の差異に意味を見出そうとする本研究の方向
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を外部から保証してくれるものと思われる。

皿

1

書き込み

新資料・田中家大改正本における種々の書き
込みの意味

田中家大改正本における語句の訂正及び文章等の

田中家大改正本には上記の○×印のほか，朱書きの語
句や文章等の書き込みも見られる。そこでそれらの中か

田中家大改正本に書き込まれた○印×印

ら特徴的なものを取り上げ，その意味を探ってみたい。

田中家大改正本の巻之二・第三・第2段落には，次の

今回の調査に際しては，大改正本と私版本をつなぐ資
料として田中芳男の曾孫に当たる田中輝男氏所蔵の大改

ような語句の訂正が見られる。段落冒頭の「地に生ひ出

正本を閲覧することができた（輝男氏の弟悠男氏・美也

づる物に，草と，木とありて，」の部分では，「地」の脇

子氏ご夫妻のご協力による。以下，これを田中家大改正

に「上」の字，「ひ出づる物」は棒線で消して横に「す

本と称する〉。この田中家大改正本の巻一〜三には段落

るもの」と書き込みがあり，同じ段落の「灌木は，高サ

の冒頭などに朱書きの○印（①②，山型の記号等も含む）

ー丈に出でずと難，その幹は，枯れざるものなり」の部

や×印，行問や欄外に語句や文章の書き込みが見られる。

分では，「高サー丈に出でずと錐」は棒線で削除，「その

そこでまず，○印や×印が何を意味するかを探るため，

幹は」の「は」には訂正の朱点，脇に「年を経て」の書

印の有無と当該段落の私版本での扱いについて調べ，そ

き込み，「るもの」は棒線で削除，脇に「れとも大に長

の結果を表1に整理した。調査結果を整理すると，各巻

大とならす」の書き込みが施されている。これらにより

段落総数は巻一が78，巻二が86，巻三が139で，総計は

出来上がる文章は，私版本巻二・第一回・第1段落の文

303となる。そのうち，田中家大改正本に×が付された

章「地上に，生するものに，草と木と，ありて，木に灌

35段落すべてが私版本では不採用（×は100％不採用），

木と，喬木あり，（略）灌木は，其幹，年を経て，枯れ

○が付されたもの93のうち84が採用（○の90．3％は採用），

ざれども，大に成長せず，」にほぼ一致し，他の訂正箇

印なし175のうち150が採用（印なしの85．7％は採用）さ

所も多く同様の傾向が見られる。

また同書には数字や文章の書き込みも見られる。巻之

れている。

以上から，田中家大改正本における○印×印等は，私

三・第一・第1〜4段落は，各段落の冒頭に

版本を作成するに際して，大改正本の各段落を採るか採

5，2，3，4などの数字が付され，第1段落の前に

らないかを記した編者によるメモであったと推測される。

「1」と「地球の周囲は水と陸にして水は陸地より大な

表1

田中家所蔵大改正本における○印×印等が付された各段落の私版本における扱い
巻

巻一

巻二

巻三

総計

X印の数

（1）

22

13

0

35

0

0

22

47
44

13
37
33

3

4

×印で採用

x印で不採用
（2）

○印で採用

○印で不採用
（3）

印なしで採用

印なしで不採用
段落総数

（1）＋（2）＋（3）

9

81

印なしの数

78

36
35
1

86
一24一

9

72

○印の数

一一

○×の数

0

35
93
84
9

130
107

175
150

23

25

139

303
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ること殆と三倍なり」の一一文が書き加えられている。ま

して表2，3，4として示し，改編の方法を例示するこ

た第5〜6段落の行間には「海は陸地に近き大なる水に

ととした。改編のパターンはほぼ3つにまとめられる。

て其陸を離て最広き処を大洋と云ふ」「山間にありて其

表2に見る通り，私版本巻一第一回は，概ね大改正本

一方より出てたる水は渓間を流れて河をなせり此河の水

の巻之一第一内の段落を組み替えて構成されている。こ

は日夜流れて止まらす其末終に海に入るなり」が挿入さ

れが私版本から大改正本への改編の方法の一つとして確

れている。そこで数字の順に段落を並べ替え，書き込み

認できる。また表中に〈

を付け加えると，その文章は私版本巻二・第二回・第1

よく読んでみると，明記はされていないが，いくつかの

〜3段落にほぼ一致する。（上記で5を付された巻之

段落が〈普通の学〉〈学問の順〉などのテーマに沿って

三・第一・第1段落は以下に述べる通り，私版本巻二・

まとめられていることが分かる。詳細は後に検討するが，

第二回・第8段落に組み入れられている。）

この点が私版本の大きな特徴と言える。

2

さらに田中家大改正本巻之三・第一・第5〜6段落の

＞で示したように，私版本は

大改正本の巻・回を超えて文章を集めた構成

表3に見る通り，巻一第二回はテーマに合う段落を大

欄外には「水の面は高低なく常に地平なるものなり今水
を入れる鉢を少しく傾くれは一辺の縁は必す高く水上に

改正本の中から巻・回を超えて集め，順序を入れ替える

出つへし傾きたる鉢の中にても決して斜なることなく其

などして構成している。これが最も多用された改編の方

表面は必す一様に平等なり」の一文が書き加えられてい

法である。

るが，これは私版本の巻二・第二回・第8段落の一部に

3

大改正本にない文章を書き下ろす

該当する。この私版本巻二・第二回・第8段落は，先の

表4の大改正本欄に「該当なし」とあるのは，私版本

大改正本巻之三・第一・第1段落，上記巻之三・第一・

作成に際して新たに書き加えられた回・段落があったこ

第5〜6欄外書き込み，巻之二・第五・第6段落を合わ

とを意味している。私版本の序に「今復諸書を抄訳して

せた内容にほぼ一致するから，上記欄外書き込みは，そ

之を添削して」とあるから、，これらは外国の書物等によ

れらを私版本巻二・第二回・第8段落にまとめるために

る可能性があるが，詳細は不明である。なお書き加えら

書き加えられた一文ということになる。

れた回・段落は，私版本巻三の後半から増え，巻四の

以上は，田中家大改正本の種々の書き込みが，先の○
×印と同様，私版本作成に際して編者が施した作業用の

テーマは大改正本に重なる部分も多いが，文章としての
類似点はなく，新たに書き下ろされたものと見られる。

メモであったということを示すものと考えられる。田中

以上から，田中は，大改正本以前にはなかったテーマ

家大改正本は，大改正本から私版本作成の経緯を伝える

ごとのまとまりを意識して，上記の方法などにより大改

貴重な資料であったと言ってよいだろう。

正本に手を加え，私版本を編纂したことが分かる。

皿
1

lV

大改正本から私版本への改編の方法

私版本におけるテーマによる分類と構成

では，この私版本の大きな特徴である，テーマごとに

大改正本の配列を生かした構成

それでは，以上のような作業を経て編者田中義廉が目

文章がまとめられている構成法は何に由来するのであろ

指そうとしたことは何であったのか。その点をはっきり

うか。いわゆるウィルソン・リーダーにかなり忠実で

させるため，大改正本から私版本への全体的な改編の方

あった大改正本以前には，そうした構成意識は見られず，

法を分析してみたい。そこで私版本と大改正本を段落単

むしろ榊原芳野編『小学読本』（明治6年，文部省）の

位で内容の比較を行い，その対応関係を一覧表にまとめ

構成法を思わせる。そこで両者を比較して，私版本の構

た。以下では紙数の都合により，特徴的な部分のみ抜粋

成意識を探ってみよう。
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表2

田中義廉編『小学読本』私版本・大改正本の段落対照表（抜粋）

私版本

大改正本

巻・回・段落番号・冒頭文・くテーマ等〉

巻・回・段落番号・冒頭文

1・1・1「凡そ人の業には、種々ありて、」

1・1・10「人の業には、種々ありて、」

1・1・2「故に人は、六七歳に、至れは、」

1・1・11「故に人は、六七歳に至れば、」

1・1・3「学校に、至りては、何事も、」

1・1・12「学校に、至りては、何事も、」

同前続き「勉強を第一とす、勉強せざれは、」

1・1・13「何事を、学ぶにも、勉強を、』

同前続き「一事にても、覚えたる所は、能」

1・1・14「一事にても、記し得たる所は、」

同前続き「初より、多く覚えんとすれは、」

1・1・15r初めより、多く記せんとす」

1・1・4r他人の、一たぴ読む所は、」

1・1・16「他人の、一たび、読む所は、」

以上〈普通の学〉

ママ
1・1・3「幼稚のときは、先ツ目用付器」

1・1・5「幼稚のときは、先ツ日用什器」
1・1・6「糸は、細きものにて、」

1・1・3蒔こカロ筆。

1・1・7「又平生、食すべき、もの』」

1・1・4r又平生、食すべきもの』、」

1・1・8「食物と、なすべきものに、種」

1・1・5「○食物と、なすべきものに、」

1・1・9「第一は、穀物なり、○穀物と」

1・1・6「第一は、穀物なり、○穀物と」
1・1・7r第二は、肉類なり、○肉類と」

1・1・10「第二は、肉類なり、○肉類と」
1・1・11「此二種は、人身を、尤滋養す」

該当なし。

1・1・12「第三は、果物なり、○果物は、」

1・1・8「第三は、果なり、○果は、葡」

1・1・13「第四は、蓋菜なり、此類は、」

1・1・9「第四は、疏菜の類なり、○此」

1・1・14「此の如く、平生用ゐる器具、」

1・1・9に加筆。

以上〈学問の順〉
（注）

1）1・1・1「凡そ人の業には、種々ありて、j等は、巻一第一回第1段落、その冒頭
が「凡そ人の業には、種々ありて、」で始まることを意味する。

2）私版本欄の番号の間に見える「同前続き」は、直前の段落の続きであることを意味す

る。これは大改正本における別々の段落が、私版本では一つの段落にまとめられてい
ることを意味する。

3）私版本欄の「以上〈普通の学〉」などは、それ以前の段落が〈普通の学〉というテー

マでまとめられていることを示す。テーマは筆者が読み取ったもので、できるだけ本
文の語に近いもので示した。

4）以上は、表3、4についても同様。
榊原本『小学読本』（明治6年

文部省）は，首巻〜

は，〈数＞〈十干＞〈十二支＞〈形〉＜色〉〈度＞〈量＞〈衡〉

巻三までは概ね古辞書類に見られる伝統的な項目分類

〈田尺〉〈貨＞〈天文〉〈時令〉〈地理〉〈居処＞〈人倫＞〈身

（門）によって編まれ，巻之四，五は中国古典の『世説

体＞〈布皐〉〈衣服〉〈飲食＞〈味＞〈器財＞〈宝貨金石＞〈穀

新語』，その影響下に江戸期に編まれた『大東世語』な

菜＞〈果実＞〈草木〉〈獣類＞〈鳥類＞〈魚類＞〈虫介＞，巻

どに見られる徳目分類によって編まれている（高木

之四，五は〈勧学勤勉＞〈天皇＞〈忠義〉〈孝行〉〈父母〉

1993，2000）。私版本の構成はこうした分類に似た面を

く主恩＞〈貞節＞〈兄弟＞く勧学＞く憐欄〉〈清廉＞〈盗賊＞

〈節倹＞〈立志＞〈学問＞〈寛容＞〈勉励〉などである。

もっている。

いま榊原本の分類項目を示すと，首巻から巻之三まで
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一方，私版本から読み取れるテーマは表5に示した通
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表3

田中義廉編『小学読本』私版本・大改正本の段落対照表（抜粋）

私版本

大改正本

巻・回・段落番号・冒頭文・〈徳目等〉

巻・回・段落番号・冒頭文

1・2・1「葱に、一群の小児あり、相集」

1・2・6「群児、相集り、毬を投げて、」

1・2・2「此女子は愛すべき、人形を持」

1・4・1「此女子は、愛すべき人形を」

1・2・3「此児は、新しき紙鳶を、持て」

1・2・2「此児は、新しき、紙鳶を持て」

1・2・4「花園に、多くの草花あり、此」

1・5・5「盟変と、桔梗との花あり、○」

1・2・5「今日は、寒き日なり、雪は一」

1・5・3「今日は、寒き日なり、○雪は」

1・2・6「此女子は、小鳥を、捕へて、」

1・3・1『彼女は、鳥を、捕へて、籠に」

1・2・7r此所は、工人の、作事場なり、」

2・1・8r此処は、工人の作事場なり、」

以上〈遊び〉

表4

田中義廉編『小学読本』私版本・大改正本の段落対照表（抜粋）
大改正本

私版本

巻・回・段落番号・冒頭文

巻・回・段落番号・冒頭文・〈徳目等〉

3・4・1

「北

に、ある二

團一の

該当なし。

泌」

一

3・4・2r一日、天晴れて、風静かなる」

〃

3・4・3「此とき、岸上に人あり、児輩」

〃

3・4・4「舩は、次第に、下流に赴けと」

〃

3・4・5「それ世の、怠惰を常として、」

〃

以上〈怠惰と飲酒〉

りである。このうち例えば，1・1・1〜1・1・4

〈遊び＞，1・9・1〜1・9・6〈一日〉は子どもや

〈普通の学＞，1・1・5〜1・1・14〈学問の順＞な

庶民の日常生活をテーマとしている。また2・2・4〜

どは伝統的な〈勧学勤勉＞の徳目に近く，1・6・5〜

2・2・7〈外国〉は文明開化期らしい新しい内容であ

1・6・8〈乗り物＞，2・4・9〜2・4・11〈船＞

り，4・1・1〜4・1・9〈空気＞，4・2・1〜4・

などは伝統的な分類項目「門」の〈器財＞に，2・1・

2・5〈空気と呼吸＞などは新しい理科的内容の説明

1〜2・1・4〈草木〉は「門」の〈草木＞に，2・2・

文，4・4・5〜4・4・7〈空気・水と父母の恩

1〜2・2・3〈水と陸＞などは「門」の〈地理＞に相

恵＞，4・6・5〜4・6・7〈空気と公平＞などは理

当する。また3・1〜3・3・12〈怠惰と飲酒＞，3・

科的な説明文に徳目を絡めた内容である。

5・1〜3・5・6〈善友と悪友＞，3・6・1〜3・

これらはウイルソン・リーダーに基本的には忠実で

6・6〈友愛〉，3・8・1〜3・8・3〈高慢＞など

あった『小学読本』（初版本〜大改正本）が新たに読み

は，伝統的な徳目に直接一一致する文言は見られないもの

の教材に持ち込んだ題材であり，私版本はそれらをテー

の，それらの延長線上にあるものと見ることができる。

マという観点から整理し，より明確な形を与えたと言う

これに対し，私版本には，それら伝統的なテーマに属

こともできよう。

さないものも少なからず含まれている。表5の，1・

1・15〈授業と遊歩の時間〉，1・2・1〜1・2・7
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表5

私版本のテーマ

1・1・1〜1・1・4

〈普通の学〉、1・1・5〜1・1・14

以上〈学問の順〉

1・1・15〈授

業と遊歩の時間＞、1・2・1〜1・2・7〈遊び〉、1・3・1〜1・3・6〈学校〉、1・4・1〜1
・4・6

〈善き子〉、1・5・1〜1・5・5〈読・書・算〉、1・6・1〜1・6・3〈家畜〉、1・

6・4く身体〉、1・6・5〜1・6・8〈乗り物〉、
・8・1〜1・8・3〈住・衣〉、

1・7・1〜1・7・9〈禽獣・魚・虫類〉、1

1・8・4〜一1・8・8〈書籍＞、1・9・1〜1・9・6〈一日

〉、1・10・1〈貨幣〉

2・1・1〜2・1・41〈草木〉、

2・1・5〜2・1・10〈雑草と不善の心〉、2・2・1〜2・2

・3〈水と陸〉、2・2・4〜2・2・7〈外国〉、2・2・8〜2・2・10〈水と少年〉、2・3・1〜

2・3・8〈学校〉、2・4・1〜2・4・4〈己の欲せざる所は〉、2・4・5〜2・4・8〈火を弄
ぶべからず〉、2・4・9〜2・4・ll〈船〉

2・5・1〜2・5・5〈顔色〉、2・5・6〜2・5・12

〈父母の話〉、2・6・1〜2・6・2〈父の誠〉、2・6・3〜2・6・9〈親の言・他人のカを頼む

べからず〉、2・7・1〜2・7・7〈穀物と疏菜〉、2・8・1〜2・8・8〈文宇〉、2・8・9〜2
・8・11〈罵言〉、2・9・1〜2・9・7〈滋味・遊楽〉、2・10・1〜2・10・6〈殺生〉、2・ll・
1〜2・11・5〈怠惰〉、2・ll・6〈盗み〉、2・12・1〜2・12・7〈虚言〉、2・12・8〜2・12・11
く虚言〉

3・1・1〜3・1・9〈少年と学問〉、

3・2・1〜3・2・7〈少年と学問〉、3・3・1〜3・3

・12〈怠惰と飲酒〉、3・4・1〜3・4・5〈怠惰と飲酒〉、3・5・1〜3・5・6（善友と悪友〉、

3・6・1〜3・6・6〈友愛＞、3・6・7〜3・6・9く友愛〉、3・7・1〜3・7・4〈孝行〉、
3・7・5〜3・7・12

〈孝行〉、3・8・1〜3・8・3〈高慢〉、3・8・4〜3・8・7〈高慢と

怠惰〉、3・9・14−3・9・9〈神の賜もの〉、3・10・1〜3・10・4〈世問に利あること〉、3・10
・5〜3・10・11〈世間に利あること〉、3・11・1〜3・11・8〈恥を知るべきこと〉、3・12・1〜

3・12・6〈行を正くすぺきこと〉、3・13・1〜3・13・7〈礼譲〉、3・14・1〜3・14・11〈人生
は乱れたる糸の如し〉

4・1・1〜4・1・9〈空気〉、4・2・1〜4・2・5〈空気と呼吸〉、4・3・1〜4・3・7〈空
気〉、4・4・1〜4・4・4〈水〉、4・4・5〜4・4・7〈空気・水と父母の恩恵〉、4・5・1〜
4・5・8〈太陽〉、4・6・1（y4・6・4〈空気〉、4・6・5〜4・6・7〈空気と公平〉、

4・

7・1〜4・7・4〈地の賜〉、4・7・5〜4・7・8〈食物〉、4・8・1〜4・8・5〈胃臆の寓
言〉、4・8・1〜4・8・7〈養生法〉、4・9・1〜4・9・6〈大陽の熱と志〉、4・10・1〜4・10
・4〈蒸気機関と博識俊秀なること〉、4・11・1〜4・11・8〈航海とコロンブスと志〉、4・12・1
〜4・12・8〈徳義と健康と中和〉
（注）

1）1・1・1等は巻一第一回第1段落等を表す。
2）同じテーマでもエピソードが異なる場合は、それぞれ独立したものとして扱った。
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大改正本から私版本へ

θs：SohooJ＆Fα〃2みR6046置s（Marcius

Willson著1860〉

にかなり忠実に訳され構成された内容であった。だが言

初版本から大改正本までの田中義廉編『小学読本』は，

うまでもなく，ウィルソン・リーダーは本来英語を母語

望月（1984）によってその差異も明確にされてはいるが，

とする子どもたちに読みの学習をさせることが目的であ

基本的にはウイルソン・リーダー，すなわち1力膨幽

り，FIRST

一28一

READERのPARTH，皿の扉にEASYWORDS

田中義廉編『小学読本』の研究

WORDS

には歴史に相当するものがないが，それは歴史上の人物

OFNOTMORETHANFIVELETTERSなどと示され，

を多数取り上げている榊原本『小学読本』に譲ったとも

英語として簡単な綴り，短文から学習するよう構成され

解釈できる。）

OF

NOT

MORE

THAN

FOUR

LETTERS，EASY

ていた。それは当然のことながら日本語の読みの学習の

だとすれば，初版本によって日本に持ち込まれ，大改

原理に適しているとは言えず，それに従った大改正本ま

正本によって広く受け入れられたウイルソン・リーダー

での『小学読本』にはある種の不自然さがあったことは

の内容等は，榊原本『小学読本』などに見られる伝統的

間違いない。そこで田中は，そうした不自然さを解消す

な項目分類・徳目等に示唆されつつ，私版本として再編

るため，伝統的な項目分類・徳目やウィルソン・リー

され，明治20年前後に成立する読本の在り方を予告する

ダーが持ち込んだ題材等に示唆されつつ，全編をテーマ

ものとなったと言えるのではないか。むろん明治20年前

によって再編し直し，適宜加筆なども行って，日本の子

後の読本の編者たちが私版本『小学読本』をどこまで直

どもに合った新しい教科書，即ち私版本を編もうとした

接的に意識していたかは分からない。だが，両者の類似

のではなかったか。

性は，少なくとも結果として私版本がその後の読本の先

もしそうであるならば，私版本は歴史的にどのような

駆けの位置に立っていたこと，田中がそうした方向性を

位置にあると言えるのであろうか。実は，明治20年前後

見抜く目をもっていたことなどを証しているように思わ

に多く編纂される小学用の読本は，それ以前の読本とは

れる。

違って，修身（修身／国民），地理（入門／地形／交通／日

引用文献

本／世界〉，歴史，理科（入門／化学／金石／植物／生理／地

文／動物／物理），公民，実業，家政，手紙・言語など多

甲斐雄一郎（1998），「読書科の教材構成」『人文科教育

研究』人文科教育学会編

岐の分野にわたるテーマから構成され（甲斐1998〉，そ
れは国定教科書にも受け継がれていくのだが，私版本の

Marcius

第25集

Willson（1860），伽膨r

p165−181

s3ε7

6s：Schoo16とFα〃吻

構成は，それらにかなり似た面をもっている。例えば，

Rεα4εrs（引用は，高梨健吉・出来成訓監修『英語教

私版本巻一〜四の〈普通の学＞〈学校＞〈善き子＞〈孝行〉

科書名著選集』第2巻

などは修身に，〈水と陸＞〈外国〉などは地理に，〈禽獣・

大空社

望月久貴（1984），『国語科論集5

1992）

問題』学芸図書

魚・虫類〉〈草木〉〈空気〉〈水＞〈太陽＞などは理科に，

p

国語科教育史の基本

IO9−133

高木まさき（1993），「『単語篇』の研究」『国語科教育』

〈貨幣＞は公民に，〈住・衣＞＜滋味・遊楽＞〈養生法＞

全国大学国語教育学会編

などは家政に，〈文字＞は手紙・言語にそれぞれ相当し，

第40集

p147−154

さらにそこでは十分に触れられていない動植物について

高木まさき（2000），「『小学読本』巻之四・五の研究一

は，冒頭で触れた私版本巻五く動物＞，六〈植物〉が補

その構成と出典の検討を通して一」『国語科教育』全

うものとすれば，私版本は明治20年前後の読本にかなり

国大学国語教育学会編

近い構成・内容をもったものと言える。（ただし私版本
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翻訳

子どものひらがなと漢字の学習
形態素知識と読み習得の関連

東京女子大学

＊
小嶋（久原）恵子

東京大学

秋

田

放送大学

波多野

喜代美
誼余夫＊＊

は，このモーラを表している。かな71文字は，5つの母

はじめに

音（V），65の「子音一母音」結合（CV）および鼻母音

日本の綴字法には，かなと漢字の2種類がある。子ど

（N）を表す。文字数ではアルファベットよりもかなの

も達はまず初めにかな文字の読み書きを覚え，続いて就

方が多い。けれども，かな文字は音素と書記素が基本的

学後に漢字を学習する。子ども達は，公式の文字教育を

に一対一対応をしており，各文字が一通りの発音しか持

受ける就学前のかなり早くから文字環境に囲まれ，3歳

たないために，大半のかな文字では，読み書きの習得が

頃から，かな文字に関心を示し始める。そして就学後，

容易である。

漢字を徐々に学び，漢字かな混じり文の読み書きを習得
していく

では，日本の子どもの読み書き能力はどのように発達

するのだろうか。Fdth（1985）は読みの発達に，3つの

（Hatano，1986）。

かなと漢字の読み書きの学習については多くの研究が

相があることを示している：1

あるが，本研究ではこれまで日本語の読みの発達におい

略の相，H

て論じられてこなかった，「形態素知識（morphologica1

皿

語標（logographic）方

アルファベット（alphabetica1）方略の相，

綴り字（o丘hographic）方略の相である。日本語で

㎞owledge）」（1）に焦点をあて，1ではかな文字の読みと

一も同様の相で説明をすることができる（Akita＆Hatano，

の関連，2では漢字の読みとの関連について，筆者らの

1999）。まず第1相では，子どもは単語全体の形と文脈

実証研究を紹介し，日本の文字習得の特徴的な点を概括

を手がかりとして用い，自分の名前やなじみのある語を

する。

読むことができる。第1相から第1相への移行には，音

1

韻意識が前提となる。天野（1986）は語を音節分解する

かな文字の習得過程

1．1

能力と語頭音節抽出能力がかな文字の読みの習得を可能

にすることを示した。第H相では，子ども達は各文字の

かな文字の読みの特徴

日本語は，モーラ（mora）を音韻単位のリズムの基

名称を急速に習得する。

本とする言語であり，音節はほぼ一定の時間的長さをも

そして第皿の相では，特殊な綴り字方略を学ぶために，

つ下位音節単位であるモーラに分節化できる。かな文字

音と文字の間に一対一の対応関係のない2種類の綴り方
を学習する困難を経験する。第1は「特殊音節」（CCV

＊Japanese

children，s

phograms：The
reading

leaming

relations

to

read

kana

between

syllabaries

lmd

karりi

mor−

moψhological㎞owledge

and

「子音・子音・母音」結合）の発音表現のために，文字

letters。

＊＊KUHARA−KOJIMA，Keiko（Tokyo Woman，s C㎞stian Univer−
sity），AKITA，Kiyomi （University of Tokyo）㎝d HATANO，
Giy・・（University・ftheAir）

の混合を学習することである。特殊音節では1モーラが

通常のCV，V以外の音韻構造をもち，2ないしは3文
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字を組み合わせ表すことを学ぶことになる。第2の困難

カード（国立国語教育研究所，1972）を提示し読み

は，文字と音が1文字複数発音で対応する場合の習得で

を尋ねた。

ある。「は」と「へ」の2文字は助詞としての使用と単

（B）語および短文の読み課題：語読み課題は8枚の語

語内での使用で，異なった読みをする。語内でこの2文

カード（4枚は「は」，残り4枚は「へ」を語頭か

字を使用する時は／ha／，／he／と各々発音するが，助詞の

語中に含む語（例

場合には／wa／，／e／と発音することになる。子どもは構

題である。短文読み課題は「は」「へ」が助詞と単

文上の役割によって，同一文字が2通りの読みをもつ

語として各々含まれる文の2種類を準備した（例「は

ルールを知らねばならない。そのため，この2文字を含
む文を正しく読み書きするためには形態素解析によって

「はな」「よこはま」）を読む課

とはとり」）。

（C）異同検出課題

2つの文を対提示して同じかどう

その文字の含まれる形態素の構文上の位置を同定する形

かを判断させ，違うと判断した時にはどの箇所が違

態素知識が求められる。Bryant，Nunes＆Bindman（1999）

うかを検出するよう求めた。語内の音節の発音が異

は，英語において子どもの読み書きの学習には音韻意識

なる語を含む2文（例とらがうたう，とりがうたう）

ばかりではなく，形態素意識が求められることを示し，

のペア（語検出課題〉と異なる助詞を含む（例

え

そのために書き方に発達段階があること（Nunes，Bryant

きへいく

＆Bindman，1997）も明らかにしている。例えば過去形

という2種類の異同検出課題遂行の比較を通して助

の

えきにいく）2文のペア（助詞検出課題）

詞への意識を捉えることを意図した。実際には，2

ed ／t／の綴りは「1：語尾を体系的には綴らない

段階」「2：語尾をよく使用される音一文字対応に従っ

体の人形のまねっこゲームという場面設定で，一つ

て綴る段階」「3：不規則動詞や動詞でない語もedと綴

の人形が言った文をもう一つの人形が正しく復唱で

ることもある段階」「4：不規則動詞にedを般化する段

きたかどうか，どこを問違えたかという教示で実施

階」「5：規則動詞の過去形に限定してedと綴る段階」

した。

（D）推理課題

があることを示している。

同様の発達段階が，日本語の「は」「へ」の書きや読

識を検討した。語の推理と助詞の推理の2種類から

成る。語の推理についてはITPAテスト（カーク＆

みにおいても起こるのだろうか？この問題を検討した研

カーク，1974）の推理問題から20問を使用した。例

究（秋田・波多野，1998）を紹介する。
1．2

「a：bニc：d」の推理様式で形態素意

えば「お父さんは大きい。赤ちゃんは（）」とし

「は」「へ」の読みと形態素意識

1．2．1方法

て（）内（正答（小さい））を推理回答させるも

1）参加者

のである。同様の課題を助詞について「えきへいく

えきにいく；へやへいく

東京都内私立幼稚園通園の6歳児36人（平均月令

74ケ月
61ケ月

へや（）いく」とし

て（）（この場合助詞「に」）を推理させる形式で

68−79ケ月）および5歳児45人（平均月令

作成した。この課題も2つの人形を使用した。助詞

55−67ケ月）。

課題は10問である。

2）課題と手続き
課題：読みの課題として（A）文字の読みと（B）「は」「へ」

L2．2

の文字を含む語と文の読みという2種類の課題，形態

1）読み方の水準

素意識について（C）異同検出課題，（D）推理課題の2種類

結

果

語と文の読み課題の遂行によって表1のように，5

を実施した。

つの読み水準グループに分類することができた。また

（A）かな文字名の読み：71文字の文字について文字

表2には「は」「へ」各々の各水準該当人数が示して

一32一
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表1

水準

「は」と「へ」の読み方

（秋田・披多野，1998）

表3

0群

読み方

平均月齢

水準0

無答あるいは読めない

水準1
水準2

助詞の時に読み分けをせず、すぺての場合に！haノ，！he1と読む．

語検出課題得点
（Max＝6）

（例．おはよう！haノ，よこはまく暇の

助詞検出課題得点

助詞で通常とは異なる使用時を除いては、正しく読み分けができる
（例．お母さんへ

水準4

わたす回，お母さんへの

（Max＝6）

てがみをかく／heか．

語類推課題得点

どのような場合も、正しく形態素を分析し読み分けることができる

（Max＝20）

助詞類推課題得点
（Max＝10）

表2

各読み水準の人数と比率（％）

62．9
（6．5）

助詞の時の読み方を、熟知度の低い単語の読みに適用する

水準3

読み水準群別検出・類推操■平均得点侶D）（秋田・波多野，199の

3．6
（1．9）

1．9
（1．6）

12．3
（4．4）

L4
（2．3）

1群

2群

66．1

68．7

（6．7）

（7．1）

4．0
（2．0）

3．0
（2．2）

15．3
（3．3）

3群
71．7

3，8

0群・2，3群

（6．3）

5．1
（1．3）

対間検定

4．8

0群・2群

（1．7）

4．6

0群・2，3群

（1．8）（1．3）

16．2
（2．9）

162

0群・1，2，3群

（2．7）

3．1

4￡

6．5

（3．1）

（2．8）

（2．8）

0，1群一2，3群

（秋田・波多野，1998）

注対間検定はシュフェの方法による。

4

計（％）

23（28）

21（25）

2

12（15）

3

18（22）

4

00234

3

1

01764

2

21

00345

l

2000

「は」O

013341

0

「へ」

9（11）

計（％）
21（25）
16（19）

較から明らかになったことは，語の異同検出と推理課

15（1④
17（2①

題では1群，2群，3群間では差はないが，助詞につ

14（17）

83（10Q）

いては検出課題と推理課題得点で，2群，3群が1群
の得点よりも高いという結果である。さらにこの形態

ある。表2の対角線上に記される「は」の読みと「へ」

素意識と助詞の読み間の関連を検討するため，重回帰

の読みが同水準にいる人は26人（31％）であり多くは

分析を行った。助詞の含まれる文の読み得点を予測す

ない。助詞の／wa／を語の読みに過剰般化して使用す

る変数として月齢，71文字の読み，語推理課題得点，

る子どもが，／e／を必ずしも過剰般化して使用すると

助詞推理課題得点と語検出課題得点を投入した結果，

いうわけではない。「は」を形態素により／ha／と／wa／

文の読み課題の得点を有意に予測する変数は，文字の

に正しく読み分けた子どもは全体の55％であるが，

読み課題得点（．74），助詞推理課題得点（．16）の2

「へ」／he／／e／では46％であった。2通りの読みを持

変数であった（R2＝．79）。これらの結果は，助詞を適

つ文字は2文字しかない。したがって，一つの文字で

切に読むことは文字名称への習熟と形態素への自覚，

獲得したルールを他方に類推し適用することはできな

特に助詞への意識の獲得が関与することを示している。
本結果は，Nunes，Bryant

いようである。

and

Bindman（1997）とHar−

ds＆Hatano（1999）が示したように，形態素への自

2）形態素意識課題と読みとの関連

表1に記した両文字の読み遂行の水準から全体を4

覚が読みや綴り字に影響を与えるという見方を支持す

群に分けた。2文字のいずれも読めない子どもは0群

るものである。ただし，英語のように語形変化への意

（28％），1ないし2文字で形態素の統語的位置で読

識ではなく，日本語の場合には構文上の形態素地位の

み分けをしない子は1群（22％），いずれかの文字で

自覚に関連している。かな綴りでは大半の文字とモー

助詞の読み方を語に過剰般化する子は2群（37％），

ラは一対一対応している。子どもは一度文字名を覚え

正しく読み分けをした子は3群（13％）とした。2群

ると，語を読んだり書いたりを容易に始めることがで

と3群の平均月齢は0群よりも高い。

きる。しかし，皿綴り字方略を要する相での，助詞と

表3は各群別読み課題と形態素意識課題の平均得点

特殊音節の読みについては，正確に読み書きできるよ

である。読めないO群では得点が低いのは明らかであ

うになるまでにさらに時間がかかるのである。

るが，読み分けができるようになる2，3群と読み分
けない1群での違いについて，4種類の課題得点の比
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かし，文化的奨励と同時に，認知的要因，なかでも漢字

漢字の読みの習得

2．1

についての形態素知識によって，漢字学習は大いに促さ

日本語の読みにおける漢字の特徴

れる。そこで次にこの点を論じていく。

新聞や本，雑誌などでは漢字かな混じり文を使用して

2．2

形態素知識と漢字の読み

書かれているから，日本の綴字法は通常考えられている

日本の読み手は，同じ発音をもつ多くの漢字の中から

よりも，より複雑である。中国や韓国の漢字使用と異な

いかにして正しい意味をもつ漢字を選び出すことができ

る日本語独自の，漢字の読みの特徴は，多くの漢字で中

るのだろうか。彼らは個々の漢字の形態素情報（意味と

国語の発音を模した中国語読みと日本語の意味で読む日

統語的特質）に依存しているに違いない。それは英語話

本語読みという2種類の読み方がある点である。それゆ

者が／koul／という英語の発音を聞いて，サラダなら

中国語読みは「音読み（phonetic

reading）」，

reading）」と呼ばれて

いる。英語での類例としては，たとえば

etc．

leslaw

，黒い魚なら

coal伽h

と，与えられた文脈

に適した意味を判断することによってCOLEかCOAL
の綴りを選んで書き分けるのと似ている。言いかえれば，

はラテ

このような場合，個々の形態素情報を綴り時に利用して

ン語（音韻）読みでは

et cetera

読みでは

と読むことと似ている。音読みと

andsoon

co

え，日本語読みは「訓（意味）読み（semantic

，そして英語（意味）

いるということである。

訓読みは通常はまったく似ていない。たとえば「水」は

漢字には，各々の核となる意味はあっても比喩的に拡
張できるために，この習得はいつも容易というわけでは

音読みでは／sui／，訓読みでは／mizu／である。

しかし，選ばれた読み方にかかわらず，「水」には核

ない。適切な漢字を選んで書くことの学習は，個々の形

となる典型的な意味があるが，他の漢字と結合した時に

態素情報を習得することに基づいており，おそらくそれ

は海，洪水，湿気など他の意味へと拡張されることがあ

は広範な読書により最も促される。生徒が正しい漢字を

る。漢字の中には複数の異なる意味を持ち，複数の訓読

選択するのに失敗することはあるけれども，失敗した時

みを持つ文字もある。また一方，発音の歴史的変化に

でも意味の点では正しい文字に近い字を選択している

よって，複数の異なる音読みを持つ文字もある。日本語

（Hatano，1986）。

この各文字についての形態素知識に加え，形態素意識

は中国語に比べ，音節の種類が少なく，イントネーショ
ンやアクセントの違いも明瞭ではない場合が多いために，

として2つの面が漢字の読み書きの学習を促進している。

多くの漢字が同一の音で読まれることになる。たとえ

それは，部首への意識（radical

ば，2，000の常用漢字のうち70字以上が／kou／という同じ

への意識（word

音読みをもつ。専門用語や使用頻度の低い語では，漢字

漢字内部の構造への意識であり，後者は多音節多漢字の

で書かれて初めて，その同音異義語と区別できることも

複合語構成への意識である。意味を表す「部首」と音韻

しばしば生じる。

を表す「つくり」部分自体が，それらを複合した漢字を

日本の子ども達は文化的に奨励されて（cultural

sanc−

tion），漢字を学習している。日本社会の中で教養のあ

composition

awareness）と語の構成

awareness）である。前者は

学習する前からすでに生徒達が知っている簡単な漢字で
あることが多い。このため，漢字の読み書きの学習は，

る人とみなされたいと思うならば漢字を使えなければな

いわゆる丸暗記とは全く異なるものである。もし生徒が

らない。また多くの漢字を含む書類を読んだり書いたり

部首意識と音韻意識を獲得したならば，つまり多くの複

できなければ，大会社や重要な組織で要職を得ることは

合漢字が音を示す部分と意味を示す部首をもつことを

不可能である。話し言葉に堪能であり，かな文字で読み

知っているならば，新しい漢字を解釈する時にもこれら

書きができたとしても，それだけでは十分ではない。し

の知識を利用することができる。新しい漢字を提示した
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時生徒がその発音と意味を推測できるならば，それは部

を利用して推論するのが上手であることも示されている

首と音韻要素の意識に基づいているにちがいない。中国

（Hatano，Kuhara＆Akiy㎜a，1981）。語の定義（例「湖

では子どもでも漢字内（intra−character）構造に敏感であ

や池などの物理的・化学的・生物学的条件を研究する科

ることを示す強固な証拠がある。おそらく日本の子ども

学研究」）と用語（例「湖沼学」）を，意味が合うようマッ

もまた漢字の部首と音韻的要素に敏感であると考えられ

チングを求めた（波多野・小嶋，1992）。アメリカの大

る。

学生には英語で綴り，日本の大学生には，かな，漢字，

次に複数音節一複数漢字の語の構成への自覚について

英語の3通りでテストされた。その結果英語でテストさ

考えてみよう。中国語に由来する多くの語は2つ以上の

れたアメリカの大学生よりも日本の大学生のかなと漢字

形態素から成り立っている。いいかえれば，構成要素と

での成績の方が高かった（図1）。日本の学生の方が優

なる漢字が，拡張されたあるいは元の意味を結びつけて

れていたのは，語のリストが漢字で提示された時には驚

新たな語が作られる。複数の形態素からなる複合語は

くことではない。なぜならそれらの用語の漢字表現は，

「複合スキーマ（compounding

要素となる字の形態素が（たとえば湖沼学の「湖」「沼」

schemata）」とでも呼ぶ

ことのできる知識によって体系的に規則化されている
表4

（Hatano，1986）。たとえば「乳牛」は乳を出す牛を意味

し「牛乳」は牛から搾られた乳を意味する。語の構成に
ついての意識（word

composition

かい

例1

awareness）とは，要素

）

快

3．界

ゆう

合語の意味を推論することができる認識を意味している。
1．円

漢字で書かれた語の読みの学習

（ノ1鴨・波多野，未発表）

しや

（
1．回2．

となる各々の文字の典型的な意味と複合スキーマから複

2．3

漢字判断課題例

社
4．その他

えん

5わからない

ち

遊 （） 地
例2
2． 園 3．演4．・その他

5わからない

小嶋（久原）らの最近の研究によれば，小学校児童で
表5読解力別正答選択率（最大値点40）（小鶴・波多野，未発表）

さえも多音節一多漢字語でどの漢字を使うかを，構成す

る各々の漢字についての形態素知識と複合スキーマを

高中低

読解レベル

使って，すばやく学習できることを示している。小嶋ら

は小学校5年生に40の複数音節一複数漢字の語を1度だ
け提示した。彼らはそれ以前にこれらの語を聴覚的に

標準偏差（SD）

平均値

正答率（％）

38．3

1．3

95．8

35．1

3．8

87．8

31．6

6．4

79ρ

知っていたが，漢字でどのように書くかは教えられてい
30野脚㎜個㎜糊欄彬蹄櫛脳㎜㎜聯糊㎜㈱聯脚㈱㎜㎜轄螺畝曜崩糊驚

なかった。漢字複合語が提示された後に，別の干渉課題

馨

を短時間行ってから，再認記憶が調べられた。具体的に

2・l

は提示された複合語の空白部分に当てはまる適切な漢字

1文字を3つの選択肢から選ぶよう求められた（表4）。
ただしこのテストをよりむずかしくするために，4番目

1

25

l

得、51
点

の選択肢としてこの3つの漢字の中に該当する文字がな
ヌ

いという選択肢が準備された。表5に示すように，平均
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1

冠

ゑ

l
哲

l

5睾
0

l

l
漠字

図1

1

1

サl

l

専門用語の意味を，複合語スキーマや漢字の形態素知識

1

101

正答率はとても高いものであった。

また日本の大学生は2文字以上の漢字からなる未知の

ヲ
き1
琵

ll
かな

語≒定義マッチンク腺題平均正答数

英語

米国学生英語

（波多野・小嶋，1992）

2
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「学」）つまり定義に含まれる内容を明らかに示してい

惚α

るからである。彼らが成功したのは豊かな形態素知識に
よるものであり，それは何年にもわたる漢字の読み書き

を通して蓄積されたものである。けれども，ひらがなで
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た方もあろうが，国際学会等では日本の読みの研究はこ
のように紹介されるという1つのヒントになると考える。

本稿の共同著者である小嶋（久原）恵子氏は2003年1

Erlbaum．

HARRIS，M．＆HATANO，G．（Eds。）（1999）．Lεα而n8歩o

月16日に逝去された。本稿掲載の漢字の読み研究は，氏
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が病床に伏す直前の2002年2月に自らデータを収集した

編集部注

最後の研究であり，病床からも本発表原稿完成のために

尽力された。長年にわたり日本語の読み書き，文章理解

小嶋（久原）恵子氏の計報に接し，本誌在米編集委員

研究に読書学会を始めとする内外の学会で数多くの貢献

のドナルド・レトン博士（ハワイ大学名誉教授）からメッ

をされてきた小嶋恵子氏を偲び寄稿するものである。
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Emeritus，University

A．Leton
of

Hawaii）

「読書科学」執筆要項
1．論文の長さは原則として本誌の刷り上がり10ページ
までとする。文字のみの場合，約16，000字に相当す

A）B5判白紙に1枚18行ずつ印字する。
B）必ず邦訳を添える。

C）英文に熟達した人の校閲を受けてから提出する。

る。

2．原稿は横書きワープロで作成し，採択後にフロッ
ピーディスクのコピーを提出するものとする。

A）B5判白紙に，1行25字詰め，1枚18行のスタイ

3．叙述は科学論文にふさわしく簡潔にし，図・表など
は最小限にとどめて，本分と図・表の無意味な重複

をつけるなどの配慮をするものとする。

5．脚注はつけず，注は巻末に番号をつけて並べるもの
とする。

6．可能な限り日本語の単語を使用し，カタカナ語の乱
用は避けるものとする。
7．本文中の氏名には敬称をつけないものとする。
8．主要な用語，外国の人名・地名などには，初出の時
に原語をつけるものとする。

記述形式は次のようにする。

は印字された原稿に赤で指定する。
Quarterly

（国

際読書学会）の形式に従って記述する。（サンプ
ルは編集委員会にある。）

B）国内の文献については次のようにする。

a）単行書
著者・出版年・書名・出版社・（ページの指示）

b）編纂書中の論文
著者・出版年・論題名・編者・書名・出版社・

ページの指示
c）雑誌論文

b）第2枚目は所属・氏名のみを日本語と英語で印
字する。
c）第3枚目は上3行には何も印字せず，第4行目
から本文を15行印字する。これが原稿の第1
ページとなる。
d）第4枚目が第2ページとなり，このページから
後は18行ずつ印字する。文字のみの場合，英文
サマリーを含めて第39ページが最終のページと
なる。ただし，2行どりの見出し等のため，最
終ページは8行程度で終わりとする。
C）段落の切れ目には改行マークを入れる。
D）文字飾り・書体指定・整形指定はしない。これら、

9．引用文献は論文の最後に並べるものとする。
rReading Research

ルとする。

B）原稿の構成は次の通りとする。
a）第1枚目は題目のみを日本語と英語で印字する。

を避けるものとする。

4．学際的な雑誌であるので，一つの学問領域の研究者
にしか理解できない専門用語の使用はなるべく避け
ること。やむを得ず使用する時は，初出の時に説明

A）海外の文献は，

13．ワープロ原稿は下記に従って作成するものとする。

殉

著者・出版年・論題名・雑誌名・巻号・ページ

の指示
C）海外の文献のみ，または海外と国内の文献が混在
する時は上記の形式で記述してアルファベット順
に並べる。国内の文献のみの時は五十音順に並べ
るものとする。
10．原稿には，200字程度の和文の要約をつけるものとする。
モび

11．原稿には，論題・所属・氏名の英文をつけるものと
する。

12．原著論文には英文の要約をつけるものとする。要約

の長さは原則として600語以内とするが，編集委員
会が必要と認めた時はこれを越えてもよい。英文要
約の提出については次のようにする。

E）2桁以上の数字は半角にする。
F）図・表はフロッピーディスクからそのまま印刷で
きない事が多いので，原稿の中に入れないで別に
作成し提出する。本文中には図・表を挿入すべき
位置を指定する。

G）図・表は写真製版するので鮮明な原版を提出する。
ゼロックスコピーなどは不可。校正もできない。

H）図・表の大きさは横辺が7センチになるものを基
準とする。その際縮小印刷された時に文字が読み
取れるように作成する。なお編集委員会が必要と
認めた時には横辺15センチとすることがある。

1）提出するフロッピーディスクには論文以外のもの
を入れない。

J）提出するフロッピーディスクには，ワープロの機
種名・ソフト名をできるだけ詳しく書く。

14．投稿の時は，印字された原稿とそのコピー2部の合
計3部を送付し，フロッピーディスクは編集委員会
から請求があるまで著者の手元に保管するものとす
る。

15．送付先：〒112−OOl2

東京都文京区大塚

3−29−1
筑波大学学校教育部国語教育研究室内
日本読書学会編集委員会
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