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はじめに

　近年，書籍や定期刊行物などの出版は著しく増加して

いるが，視覚障害者の利用できる点字出版物はその大部

分が点訳奉仕者による手作業で製作されるため，多大な

労力と時間がかかり，全国的にみても毎年数百冊しか出

版されていない現況である。特に，タイムリーに点字に

よる情報を必要とする人々にとっては点訳の時間の短縮

が望まれており，また数部しかない点訳の原本を必要部

数だけ大量に複製したいという要望も多い。

　この問題を解決するために，コンピュータを利用した

漢字かな混りの普通の文章を高速度で点字に変換して出

力する自動点訳のシステムが開発されている。点字はか

なと対応しているので，漢字かな混り文を自動的に点訳

する際には，まず漢字に読みがなをふらせ，かなだけの文

にする必要がある。次に，点字の表記にはrますあけ」とい

う独得の分かち書きの方式があるので，かなだけになっ

た文をさらに規則的に分かち書きする必要がある。分か

ち書きされた文を点字で出力することで点訳の作業が終

了するのであるが，この3つの作業をコンピュータによ

って自動化するのが自動点訳システムのねらいである。

　嘉手川，脇田（1983）は，．国語辞書，r確率付き」漢和

辞書，かな3－gramの3種の基本データベースを作成

し，それを利用して，比較的精度の高い自動点訳に成功

している。しかし，精度は100％ではなく，漢字の誤訳，

＊Readability　of　computer－tanslated　braille．

＊＊TOKUDA，Katsumi（University　of　Tsukuba），

　KUROKAWA，Tetsuu（University　of　Tsukuba）＆
　KADEKAWA，Shigemitsu（IBM　Japan，Ltd．）

ますあけの誤りが出現する。これらの誤訳や誤りが点訳

された読材料の可読性におの様な影響を与えるかについ

て検討することは興味深い問題であり，またより精度の

高い自動点訳システムの開発には不可欠のことであると

思われる。

　そこで本研究では，嘉手川，脇田が開発した自動点訳

システムによって得られた読材料を用いて，漢字の誤訳

やますあけの誤りが可読性にどの様に影響するかについ

て検討することにした。

目　的

1．　自動点訳した際の漢字の誤訳・ますあけの正確度

　が読速度，読みの過程にどのような影響を与えるか

　に関して検討する。

2．　自動点訳した際の漢字の誤訳箇所・ますあけの不

　正確な箇所における読みの過程を観察し，誤りの種

　類と読みの過程の関係について検討する。

3．　上記の検討を行ない，可読性のより高い読材料を

　提供する自動点訳プ・グラムを開発するための基礎

　資料を得る。

方法

　1．被験者

　本研究で対象としたのは，盲学校高等部在学中の全盲

生8名であった。被験者の詳細を表1に示す。

　これらの被験者は，視覚障害以外に障害を持たない者

であり，また，日常生活や学習の際の情報入手の手段と

して，テープなどの聴覚的情報よりもむしろ主として点
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表1　被験者

読書科学　第28巻第2号

表2　読材料

被験者筋学年年齢耀奮縮
M・M。男普通科1年15才10ケ月　0才10年4ケ月
M・T・男普通科3年19才2ケ月　11才　6年10ケ月

LT・男霧籍・年・9才2ケ月・才・2年4ケ月

S．M．男理療科2年　19才3ケ月　17才　8年8ケ月

丁．N．男理療科2年　19才10ケ月　1才　12年4ケ月

E。H．女理療科2年　21才4ケ月　4才　13年3ケ月

W・s・男理療科1年　21才手oケ月　17才　3年3ケ月

K．T．男理療科3年　22才3ケ月　5才　14年4ケ月

第1条件』1［

第2条件

第3条件

第4条件

正しく訳された点字　　　　　7題

漢字の誤訳を含む点字　　　　7題

ますあけの誤りを含む点字　　　7題

漢字の誤訳，ますあけの誤り

を含む点字　　　　　　　　7題

表3　各課題の正訳率

　　第2条件
課題　漢字の
　　　正訳率

第3条件

ますあけ
の正訳率

　第4条件
漢字の　ますあけ
正訳率の正訳率

字を使用している者であった。

2．読材料

　本研究では読材料としてr速読力テストA型」r速読

力テストB型」（佐藤，1980）の中の28題を使用した。

これは，文章の字句をおって，正確に，しかもできるだ

け速く読む能力を測定するために作成されており，文章

知覚の速度が算出できる。また，正確に読んだかどうか

を見るために，各問ごとに設問が設けられている。

　この28題をコンピュータを用いて自動点訳し（嘉手

川，脇田1983），無作為に7題ずつの4グループに分類

した。自動点訳された読材料は，漢字の誤訳（例えば，

止まる（とまる）→やまる），ますあけの誤り（例えば，

モチイラレルホドダ→モチイラレルホドダ）が1題

に数ケ所ずつあった。第1条件は自動点訳された読材料

の漢字（数字を含む，以下同じ）の誤訳の部分を修正し，

ますあけの誤りを日本点字委員会の規定にそって直した

ものである。第2条件は漢字の誤訳箇所は修正せず，ま

すあけの誤りだけを修正した。第3条件として漢字の誤

訳部分は完全に修正してあるが，ますあけの誤りは修正

しないものを準備した。また，第4条件は，自動点訳さ

れた読材料を一切修正せず，漢字の誤訳及びますあけの

誤りをともに含むものとした。したがって，読材料の内

容は表2の様になる。

　また，それぞれの条件に含まれる課題の正訳率を表3

に示す。漢字の正訳率は，｛（点訳される漢字の総数）一

（誤訳された漢字の数）÷（点訳されるべき漢字の総数）｝

1
2
3
4
5
6
7

96．2％

96．8

95．2

92．5

97．7

94．4

91．7

89．1％　　96．7％

83．7　　　　93．5

78．0　　　　　　　96．6

77．9　　　　　　96．1

88．5　　　　97．4

81．2　　　　94．7

80．0　　　　　　　97．8

77．2％

68．0

72．1

64．0

84．0

76．0

83．7

平均　　94．9％　　82．2％　　96．2％　75．5％

×100で算出し，ますあけの正訳率は，｛（正しく点訳さ

れた時のますあけの箇所の数）一（誤ってますあけがされ

ている箇所の数）÷（正しく点訳された時のますあけの箇

所の数）｝×100で算出した。

　各読材料はIBM3277APL　GAによってTektronix

618の画面上に6点パターン構成し，これをハード・コ

ピーして，さらに立体コピー複写機（ミノルタ）にかけ

てカプセル・ぺ一パー（松本油脂製薬）に立体コピーし

て作成した。読材料の構成は，シートの上方から読材料

部分が5～10行あり，改行したのち設問部分が2～5行

ある。また，1シートに1題の問題とした。

　3．手続き

　本実験を実施する前に，練習課題（正しく訳された点

字）を1題行なわせ，以下の点を徹底させて本実験には

いった。

1．できるだけ早く，しかも正確に読もうとすること。

2．被験者自身が最も読みやすい手指の使い方で読むこ

　と。

3．読材料を読み終え，設問部分を触読している時に，

　再び読材料に回帰して内容を確認することを禁止する
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　こと。

4．設問の答え方は口頭で行なうこと。

5．疲労したら実験者に申し出て，休憩をとること。

　本実験では，各被験者に対し，無作為に並べられた28

題の読材料のシートを1枚ずつ順に提示していった。ま

た1題毎に被験者に内省報告，触読した感想等を求め

た。その際の触読の過程はすべてビデオレコーダーに録

画された。実験は1回につき1名であり，全ての実験が

2時間以内で終わる様に計画された。また，本実験は作

業制限法によって実施された。

，4．結果のまとめ方

　本研究では，自動点訳した際の漢字の誤訳，ますあけ

の誤りが読速度にどのような影響を与えるのかを検討す

ることが第1の目的であるが，その読速度の指標とし

て，今回は1分間あたりの読ます数（どくますすう）を

設定することにした。点字の場合，清音は1ますで表記

するが，濁音，半濁音等は2ますで表記する。そのため，

従来から読速度の指標として用いられてきた読字数で

は，各課題に含まれる濁音，半濁音等の数を無視するこ

とになる。本研究では，4条件の読材料の読速度を求め

ることから，読速度の指標として1分間あたりの読ます

数を採用した。

　また，読みの過程として，読指の反復数及び停滞数を

用いることにした。反復数とは触読指が読材料の同一部

分をくり返し読んだ逆行運動の回数のことであり，停滞

数とは，0．5秒以上触読指が停滞した回数のことである。

結果

自動点訳された読材料の可読性に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どく　　　　　　　　　表4　各被験者の1分間あたりの読ます数

被験者　第1条件　第2条件　第3条件　第4条件

M．M．　278ます　265ます

M．T．　212

1．T．　308

S．M．　200

T．N．　293

E．H．　321

W．S．　125

K．T．　302

228

291

193

280

275

134

299

253ます　218ます

204　　　181

241

190　　　168

252　　　220

229　　　197

121　　　111

265　　　262

平均　　254．9　　245．6　　224．1　　199．8

　被験者毎に読速度をまとめたものを表4に示す。ま

た，第1条件と第2条件の読速度の比較を図1に，第1

条件と第3条件の比較を図2に，第1条件と第4条件の

比較を図3に示す。図1によると，第2条件（漢字誤訳

箇所のある点字）では第1条件（正しく訳されている点

字）に比較して，やや読速度が落ちている様であるが，

ほとんど差がない。第1条件に比べて，どの程度読速度

が遅くなっているかを第1条件の読速度に対する百分率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一43一
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（以下，読速度の減率と略す）で算出すると，2．24％で

あった。またここで，、2条件間り読速度の平均に差があ
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るかどうかを対応のあるt検定でみたところ，有意な差

は認められなかった（df＝7，toニ1．397）。さらに，表4

より，M．T．，W．S．の様に第2条件の読速度の方が第

1条件よりも速い被験者が存在することが確かめられる

が，このことも注目に値する。また，第1条件と第3条

件（ますあけの誤りを含む点字）では，図2から確かめ

られる様に第3条件の読速度の方が遅い。第3条件の読

速度の減率は10．68％であった。そこで両条件の読速度

の間に差があるかどうかを検定した結果，5％水準で有

意な差があることが確かめられた（df＝7，to＝3。076）。

次に，第1条件と第4条件（漢字の誤訳とますあけの誤

りをともに含む点字）の読速度を比較すると，第1条件

の方ががなり速いことがわかる（図3）。読速度の減率を

算出すると20．24％であった。また，両条件の読速度の

間には，統計的に有意な差があることが，対応のあるt

検定を行なった結果，確認された（df詰7，to＝4．538）。

　ここで，自動点訳された読材料を読む場合と一方の誤

訳のみを含む読材料を読む場合の読速度の比較を行なう

ために，第4条件と第2条件，第3条件の比較を行ない

たい。しかし，表3に示した様にそれぞれの条件の正訳

率が異なり，さらに漢字の正訳率の算出方法とますあけ

の正訳率の算出方法が異なるため単純な比較は危険であ

る。そこで，正訳率を基準とせず，ひとつの課題に含ま

れる誤訳の数と読速度の関係から比較を行なうことにし

第28巻第2号

　表5　各課題における誤訳の数と読速度の平均

　　　第，2条件　　　第3条件　　　第4条件

課題野読ます数嚢訳読ます数騨読ます数

1
2
3
4
5
6
7

2
1
2
5
2
4
4

275．1

236．6

267．9

236．8

237．6

263．3

215．9

5
9

10

11

5
7
8

211．3

213．4

232．9

239．5

239．8

232．3

212．5

16

10

14F

20

9
15

8

194．8

197．9

199．5

187．8

219．8

200．8

214．6

平均　2．86　245．6　7．86　224．1　13．14　199．8

た。表5に，各課題における誤訳の数と読速度の平均を

示す。なお，この表における誤訳数は，第2条件では漢

字の誤訳箇所の数，第3条件ではますあけの誤りの数，

第4条件では漢字の誤訳数とますあけの誤りの数の和を

もって示した。まず，第4条件における誤訳の数と読速

度の相関係数を求めたところ，rニー0。850となり，高い

相関が認められた。そこで，第4条件の1次回帰式を算

出するとY＝一2・2¢＋231・0≧なった。ここで求めた回

帰直線と第2条件，第3条件の読速度と誤訳数の関係を

ます／分

獣

篤

海

300

200

100

o
O　　O

Oo　8
　　0●

●

○第2条件

●第3条件

一第4条件

02　4　6　8101214161820’箇所
　　　　誤訳の数
　　図4　誤訳数と読速度の関係
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プロットしたのが図4である。これをみると，第2条

件，第3条件の点はどちらも，ほとんどが回帰直線より

も上部にプロットされている。すなわち，このことから，

第2条件及び第3条件の読速度は自動点訳されたままの

条件である第4条件の読速度よりも速いと言うことがで

きよう。また，第2条件と第3条件の読速度の比較は両

条件とも誤訳数と読速度の相関が低く（第2条件＝r＝

一〇．294，第3条件：r＝0．208），信頼性の高い回帰直線

を求めることができないと思われるので，詳しい分析は

できなかった。

表6に被験者毎の反復数及び停滞数をまとめたものを

示す。また，第1条件と第2条件の反復数，停滞数の比

較を図5に，第1条件と第3条件の反復数，停滞数の比

表6　各被験者の各条件における反応数及び停滞数

第1条件　第2条件　第3条件　第4条件

反　停　反　停
復　滞　復　滞
数　数　数　数

　100
河80
強

踏60
ゆ

喰40
・謡

踏20

吻塵

　　　第　　　第
　　　1　　　　3
　　　条　　　条
　　　件　　　件
図6　反復数，停滞数の比較

　．脇翻
100

　　　反　停　反　停
被験者　復　滞　復　滞
　　　数　数　数　数

6057861357695118 9146893　　　　1　　　114　　　　2　　　158　　　　0

61　　　22　　　86　　　10　　　103　　　26

4545711711333　11　61　12　85　ユ9
84　　　22　　　114　　　35　　　134　　　37

216399358

知80
職
購160

輪40
譲
蝉20

　　　　　0　　第　　　第
　　　　　　　　1　　　　4
　　　　　　　　条　　　条
　　　　　　　　件　　　件

　　　　図7　反復数，停滞数の比較

較を図6に，さらに，第1条件と第4条件の比較を図7

に示す。図5より，第1条件よりも第2条件の方が，反

復数，停滞数とも増加していることがわかる。ここで

も，読速度の分析と同様に第1条件に比べて，どの程度

反復数，停滞数が増加しているかを求めることにした。

その結果，第2条件の反復数の増率は23。0％，停滞数の

増率は75．9％であった。さらに，条件間に統計的な差が

あるかどうかを検定したところ，反復数に関しては1％

水準で有意な差が認められたが（df＝7，to＝4．723），停

滞数については有意な効果は認められなかった（df＝7，

to＝2．022）。

　次に，第1条件と第3条件の比較を行なうと，第3条

件での反復数，停滞数がかなり多いことがわかる（図

6）。反復数については2つの条件間に統計的に有意な

効果がみられ（dfニ7，to＝9．957，P＜0．001），停滞数につ

M．M．

M．T．

1．T．

S．M．

T．N．

E．H．

W．S．

K．T．

45

64

71

55

29

25

72

18

3
5
0
6
6
3

16

4

平均　47．45．458．39．583．411．8108．414．8

　100

知80
齎

購60
）

喰40
譲

鐘20

吻睡麹
反　停

復滞
数数

　0
　　　　第　　　第
　　　　1　　　　2
　　　　条　　　条
　　　　件　　　件
図5　反復数，停滞数の比較
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いても同様に有意な効果がみられた（df＝7，to・＝3．277，

P＜0．05）。また，第3条件での反復数の増率は75．9％，

停滞数の増率は118．5％であり，かなりの増加があるこ

とが確かめられた。

　さらに，第1条件と第4条件の比較では，図7からわ

かる様に，第4条件では，第1条件に比べて，反復数，

停滞数ともに2倍以上になっていることがわかる。この

ことは，第4条件における反復数の増率が128．7％，停

滞数の増率が174．1％であることからも確かめられる。

また，条件間の平均値の差について検定したところ，反

復数には．0．1％水準で有意な差がみられた（df＝7，to＝

6．862）。同様に停滞数においても5％水準で有意な差が

存在することが確認できた（df＝7，to＝3．189）。

　次に，被験者の点字学習期間と読速度の関係について

であるが，点字学習期間（月数）と1分間あたりの読ま

す数の平均の相関係数を算出したところ，第1条件r＝

0．964，第2条件r＝0．937，第3条件f＝0．894，第4条

件r＝0．897となった。これにより，どの条件

においても点字学習期間と読速度の間には非

第28巻第2号

学習期間と読速度の減率の間には，やや高い正の相関が

あることが確認された。

　また，各課題の設問の正解率についてみると，第1条

件92．9％，第2条件91．4％，第3条件87．8％，第4条

件84．1％であった。この結果からみると，第1条件より

も第4条件での正解率の方が低く，第4条件では読速度

だけでなく，文章の理解度も低下することがわかる。し

表7　各被験者の読速度の減率（％）

喜縮第2条件第3条件第4条件

W．S．　39ケ月

、M．T．　82

S。．M．　104

M．M．　124

T．N．　147

1．T．　147

E．H．　159

K．T．　172．

・一8．0％　　3．2％　11．2％

一7．5

3．5

4．7

4．4

5．3

14．3

1．0

3．8

5．0

9．0

14．0

9．4

28．7

12．3

14．6

16．0

21．6

24．9

21．8

38．6

13．2

平均　121．8 2．24　　　　10．68　　　　20．24

表8　漢字誤訳箇所における反復数・停滞数

常に尚い相関があることが確かめられた。さ

らに，第1条件に比較して，どの程度読速度

が遅くなっているかという読速度の減率を被

験者毎に示したのが表7である。この表から，

平均では，前述したように，読速度の減率は

第2条件で2．24％，第3条件で10．68％，第

4条件で20．24％であることがわかるが，特

にどの条件においても点字学習期間が長い

程，読速度の減率が大きい傾向がうかがわれ

る。そこで，点字学習期間と読速度の減率

（逆正弦変換値）の相関係数を算出した。そ

の結果，第2条件r＝0．436，第3条件r＝・

0．783，第4条件rニ0．575となった。ただし

第2条件については，W．S．及びM．T．の数

値が負の値のため逆正弦変換でぎず，処理か

ら除ぎ，6名のデータから相関係数を求め

た。この結果から，どの条件においても点字

反復数　　停滞数

平均朧平均羅
故郷（こきょう）一ふるさと

1一一いつ

男女（なんにょ）一だんじょ

3一さん

例（れい）一ため

中間（ちゅうかん）一なかま

世界中（じゅう）一ちゅう

行った（いった）一おこなった

紙（かみ）一し

1匹（1ぴき）いっひき

お茶（おちゃ）一おさ

老若（ろうにゃく）一ろうじゃく

朝（あさ）一ちょ一

家（いえ）一や

時（とき）一と

方（ほう）一かた

日（にち）一ひ

止まる（とまる）一やまる

花（はな）一ばな

O．625　1．188　　0．125　0．354

0．7500．886　　0　　　　　0

0．3750．744　　0　　　　0

0．625　1．061　　0　　　　　0

3．125　1．642　　0．2500．463

0．125　0．354　　0．125　0．354

0．625　0．518　　0．125　0．354

0．7500．886　　0．125　0．354

1．625　1．506　　0．125　0．354

0．375　0．518　　0　　　　　0

2．375　1．506　　0．6250．518

1．000　0．926　　0．125　0．354

1．2500．707　　0　　　　　0

1．875　1．885　　0．125　0．354

1．000　1．069　　0．250　0．463

0．500　0．756　　0　　　　　0

0．625　1．061　　0　　　　0

1．875　0．835　　0．500　0．756

1。500　1．069　　0．250　0．463
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かしながら，本研究で用いた読材料には，各課題につき

1問ずつの設問しかなく，理解度について十分検討でぎ

る実験であったとは言い難い。したがって，この結果を

細かく分析することは避け，この点については今後の課

題としたい。

表9　1群の反復数，停滞数（／の所でますあけ欠落）

　反復数　　　停滞数

平均羅平均朧
フユニ／ナッテ

キケンニ／オチイル

ノートモ／トッテ

テアシヲ／トッテ

キタエ／ユックリ

ヒ／トツゼン

ヨーソー／イカンデ

チガイニ／ナッテ

30％／イジョーモ

ケイコート／ナル

ススンデ／イル

ヒツヨーデ／アル

キギョー二／トッテ

クニニ／トッテモ

ガイカガ／タップリ

ソノ／ウチ

コンゴ／ツギツギニ

コーボシタ／トコロ

オーボガ／アッタ

ニギワッテ／イル

サカセテ／イル

タサイデ／アル

プラカード／ガール7

ビジンバカリデ／アッタ

チッチマー／サンデ

マンヤカ／サン

ナッテ／キタ

6マイ／カサネタ

フカノーデ／アル

マッテ／イタ

ウンテンヲ／シテ

マンサイシテ／イネムリ

トキニ／ハジメテ

ソノ／ホウノ

0．75　　1．035　　0．125　0．354

1．00　　1．309　　0．25　　0．463

1．625　1．061　　0．25　　0．463

1．1250．911　　0　　　　0

2．5　　　1．773　　0．625　0．916

1．625　1．506　　0．125　0．354

21．512000．5　　　0．756　　0　　　　　0

0．625　0．744　　0　　　　0

0．125　0．354　　0．125　0．354

0．125　0．354　　0　　　　　0

0　　0　　　0　　0
1．125　0．35　　　0．125　0．354

0．5　　　0．756　　0．125　0．354

1．5　　　1．512　　0．25　　0．707

0．25　　0．707　　0　　　　　0

2．75　　2．493　　0．25　　0．463

2．875　1．553　　0．5　　　0．756

0．25　　0．463　　0　　　　　0

0．5　　0．535　0　　　0

0．25　　0．707　　0．125　0．354

0．25　　0．463　　0．25　　0．463

1．375　0．916　　0．25　　0．463

0．25　　0．463　　0　　　　　0

1．375　1．188　　0．375　0．518

0．875　0．991　　0．125　0．354

0．75　　0．886　　0　　　　　0

1．5　　1．414　0．1250．354

0．625　1．408　　0　　　　0

0．25　　0．463　　0　　　　　0

0．125　0．354　　0　　　　　0

1．75　　1．832　　0．5　　　0．756

0．5　　　0．535　　0　　　　　0

1　　　　　1．309　　0　　　　　0

　ここまでは，各条件が読速度，読みの過程等に，どの

ような影響を与えるかについて検討してきたが，次に，

どのような漢字の誤訳，ますあけの誤りが反復数や停滞

数にどういった影響を与えるかについて検討する。ま

ず，表8に，第2条件，第4条件で単独に出現した漢字

誤訳箇所における反復数，停滞数を示す。漢字の誤訳の

場合，誤訳されていても元の意味が通じる場合と全く意

味が通じない場合があると思われる。例えば，r故郷（こ

きょう）」を「ふるさと」，「3」を「さん」と訳しても

意味は完全に理解できようが，r行った（いった）」を

「おこなった」，r朝（あさ）」を「ちょ一」と訳した場

合その部分を正しく把握することはむずかしいであろ

表10　2群の反復数，停滞数
　　　　　（・の所で不必要なますあけ）

　反復数　　　停滞数

平均離平均雛
レイ・ド

クモ・ヤ

リュウガク・シタ

ガッコウ・テワ

ミナミ・カラ

イギリス・ジンワ

インド・デワ

カイロ・デワ

タイオン・ヨリ

　　　リゆニホン・アワ

スコシ・テモ

アゲハバ・モ

ケイヤク・ブンノ

イワレノレ・ホドニ

ソレダケ・デモ

トモル・トイッタ

ダイ・1センガ

シュクガ・カイガ

アーク・卜一ノ

ハクネツ・トーガ

ハナ・モヨーノ

フリソデ・スガタデ

セイカ・ダイニ

デキタ・ソーダ

0．25　　0．707

1　　0．756

0．625　0．744

0．125　0．354

0．25　　0．463

0．75　　1．035

0．125　0．354

0　　0
1．25　　0．886

0．25　　0．463

0．375　0．518

1．5　　1．512

0．5　　0．535

0．625　0．744

0．375　0．518

0．125　0．354

0．25　　0．707

1　　1．195

1．25　　0．463

0．5　　0．535

0．375　0．744

0．75　　1．035

0．25　　0．463

0．25　　0．707

0．125　0．534

0．125　0．354

0　　0

0　　0
0．125　0．354

0　　0

0　　0

0　　0

0　　0
0　　0

0　　0
0．25　　0．707

0．25　　0．463

0．125　0．354

0．125　0．354

0　　0
0　　0

0　　0
0．25　　0．463

0．25　　0．463

0．125　0．354

0．125　0．354

0．　0

0　　0

平 均 0．9595 0．132 平 均 0．531 0．078
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う。ここでは文脈との関係も考慮し，r故郷」r1」r男

女」r3」を完全に理解できる群（A群）とし，他を誤

まって理解される，あるいは本来の意味を理解されにく

い群（B群）として分類することにした。それによると

A群の反復数の平均は0．594，停滞数の平均は0．031，ま

た，B群の反復数の平均は1．242，停滞数の平均は0．175

となった。このζとから，意味の通じにくい漢字の誤訳

表11　3群の反復数，停滞数

箇所では反復数，停滞数とも増加することが確認され

た。

表13　5群の反復数，停滞数

　反復数　　停滞数

平均購平均羅

　反復数　　停滞数
　　　標準　　　　　標準平均　偏差　　平均　偏差

モチイラレル／ホド・ダ　　0．3750．7440　　0

カゼニ／ヨッテ／ズイブン　1．251．7530．1250．354

キオン／ヤク／1ドノ　　　1．750．886　0．75

イッパンテキニ／ナッテ／　0．25　0．463　0
イル

ブツ・カノレト

ツクリ・アゲタ

メズラシ・サモ

ヘ・タナ

ヘ・タナ

ススムノ・トワ

カン・キカラ

サラ・シテ

ミハ・ッタ

ホノ・クラサニ

キン・ピカ

イクツ・カノ

アイ・キョウヲ

マイ・アガッタ

モエ・アガッタ

ハヤク・カラ

ツグリ・カエテ

ボヤケ・ダシテ

0．875　　0．641

0．5　　　　0．756

1．625　　0．744

1．375　　1．061

1　　　0．756

1．375　　1．188

0．375　　0．518

0．75　　　0．46

1．5　　 1．309

2．125　　0．227

0．5　　　　0．756

0．25　　　0．463

1．125　　1．727

0．375　　0．744

0．25　　　0．463

0．75　　　0．886

0．5　　0．926

0．5　　　　0．756

0．125　　0．354

0．125　　0．354

0．25　　　0．463

0．5　　 0．535

0　　　0

0　　　0

0．25　　　0．707

0　　　0

0．5　　 0．756

0．125　　0．354

0　　　0

0　　　0

0．25　　　0．463

0　　　0

0　　　0

0　　　0

0．125　　0．354

0．25　　　0．463

シンパイモ／ナク・ナリ

セイ＊カン／レソラクセン
ワ

アカ＊リガ／トモ・サレタ

ナラ・サレテ／キタ

23ネンニ・ワ／モット

ガイジンワ／イッ・タイ

ブラ・サゲテ／イル

クンレンガ／タ・ケナワ・
デ

ノボリ・オリ・カラ

ザイル／ワーク＊ナド

タイ／ゴ＊ジマンノ

コクオウガ／オ・ゴソカニ

ドレ・ホド／メノ

オーダン・マチ・ヲ

　　　　ぐオシ・ツフ・シテ

テモ・ト・ダケガ

0．707

0
0．75　　0．886　　0　　　　　0

0．375　0．744　　0　　　　　0

21．4140．250．463
1．75　　0．886　　0．25　　0．463

1．875　1．126　　0．125　0．354

2．25　　1．165　　0　　　　0

1．875　1．126　　0．125　0．354

2．875　1．356　　0．6250．916

0．75　　0．886　　0　　　　　0

1．625　1．408　　0．1250．354

1．25　　1．389　　0．125　0．125

3　　　　　1．852　　0．125　0．354

2．25　　1．488　　0．375　0．744

21．4140．1250．354
1　　　　　1．069　　0　　　　　0

1．375　1．188　　0．125　0．354

平 均 1．531 0．1625

表14　6群の反復数，停滞数
平 均 0．875 0．1388

表12　4群の反復数，停滞数（＊の所で行がえ）

　反復数　　　停滞数

　　　標準　　　　標準平均　偏差　平均　偏差

ニホン＊ホド

マス＊ゴトニ

ツイテイ＊ケナイ

ツケタ＊イト

フリ＊マイタ

スー＊1000ノ・

トビ＊コンダ

0．25

0．25

1．5

0．5

0．625

1．5

1

反復数　　停滞数

平均縫平均羅

0．707

0．463

0．926

0．535

1．061

1．069

1．773

0
0
0．125

0
0
0．375

0

0
0
0．354

0
0
0．744

0

ガス・チン（灯）

50サイ・イ（位）ノ

5ゴーメ／ツケ（付）＊キン
ニワ

カラ（空）／イッパイニ

オレンジ・ショク（色）ノ

イズ（何）マイ／カサネテ

ヤマッテ／イタ（止）

ウンテγ・テ（手）ワ

6トン・ツ（積）ミ・ノ

1．75　　1．165　　0．25　　0．463

0．625　1．061　　0．125　0．354

3　　　　　1．69　　　0．25　　0．463

2　　1．927

1　　0．267

2．875　2．295

2．5　1．69

3．1250．991

1．25　　1．282

0．375　0．518

0　　0
0．625　0．744

0．5　　　0．756

0．3750．518

0．125　0．354

平 均 0．8035 0．0714 平 均 2．0138 0．29166
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　また，ますあけの誤りは，全体で112箇所あったが，

これを以下の6群に分類した。

1群ますあけが必要な箇所でますあけをしていない部

　　分…34箇所

2群不必要なますあけをしている部分（単語単位でき

　　れている場合）…24箇所

3群不必要なますあけをしている部分（単語の途中で

　　きれている場合）…18箇所

4群　不正確な行がえをしている部分…7箇所

5群　1群から4群り複合している部分…20箇所

6群漢字の誤訳と1群から4群が複合している部分…

　　9箇所

　　　　吻團
　2．5　　　　反停
　　　　復滞
　　　　数数
　2．0
河

霜
購1・5
噂

扇
　1．0
善

醤

　0．5

0 ユ
群

図8

　　2　　　3　　　4　　　5　　　6
　群　　群　　群　　群　　群

　　ますあけの誤りの分類

ますあけの誤りと反復数，停滞数

　各群の具体的な内容とそれぞれの部分の反復数，停滞

数の平均と標準偏差を表9～表14に示す。さらに，各群

毎の平均反復数と平均停滞数を図8に示す。これによる

と，反復数では6群が最も多く，続いて5群，1群，3

群，4群となり，2群が最も少ない。また，停滞数はや

はり6群が最も多く，2群と4群が少ない。いずれにし

ても，5群，6群は種々の誤りの複合であるので，反復

数，停滞数とも多いことは予測できる。反復数からみる

と，2群，3群よりも1群の方が数が多い。すなわち，

ますあけが必要な箇所でますあけをしていない部分で

は，不必要なますあけをしている部分よりも反復数が多

いと言える。

考察

　第1条件とその他の条件の比較では，どの条件も第1

条件よりも読速度が遅く，またどの条件においても反復

数，停滞数が増加していた。特に℃自動点訳された読材

料を用いた第4条件での読速度の減率は20・24％，反復

数の増率は128．7％，停滞数の増率は174。1％であり，正

しく点訳された読材料を読む場合よりも，かなり読みに

くい条件であったと思われる。これは結果の後半で述べ

たますあけの誤りの分類と読みの過程の関係で，6群の

反復数，停滞数が最も多かったことからも確かめられ

る。また，自動点訳された読材料の漢字の誤訳部分のみ

を修正し，ますあけの誤りだけを含む条件である第3条

件の場合は，読速度，反復数，停滞数ともに第4条件よ

りも改善されている。しかし，この条件においても第1

条件と比較するとかなり読みにくい条件であると考えら

れる。被験者の内省報告では第3条件，第4条件の読材

料を触読した後にはかなりの疲労感が残るという。ます

あけの誤りは表9～表14に示す様に複雑であり，また1

回読んで誤りの部分を予測することは困難である。しか

し，誤りの部分を何度か反復するうちにどのような誤り

であるのかを認識する場合が多い。ますあけの誤りは，

1文字ずつ分割して読み，その情報を整理しながら意味

の通る様に統合し体制化することで理解が可能となると

考えられる。8人中4人の被験者（M．M．，LT・，

T．N．，K．T．）がこのような読み方をしたことを報告

している。時間はかかり，また疲労するが，文脈との関

係から推測していくと，ほぽ本来の意味を理解すること

ができる場合が多いのではないか。しかし，この点につ

いての検討は本研究では十分でなく，今後の課題として

残されよう。

　それに比べ第2条件では第1条件と比較すると，反復

数，停滞数は増加しているものの読速度にはあまり差が

ない。これは，第2条件では正訳率が高く，第3条件や

第4条件の様に誤訳数が多くなかった為であろう。ま
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た，被験者が速読検査であることを意識して，難解な部

分（漢字の誤訳箇所）を読みとばしたり，あるいは誤訳

の存在を認識し，誤訳箇所を予測して読んだことにもよ

ろう。このことは，内省報告の中で，漢字の誤訳箇所付

近の文脈がよく理解できなかったという感想が多くあっ

たことや，逆に誤訳箇所を指摘し，修正することがしば

しばあったことなどからも確かめられる。特に誤訳箇所

の指摘・修正は漢字の音・訓に関する知識がある中途失

明者（M．T．，S．M．）に多かったことも興味深い。

　また全体的にみると，停滞数よりも反復数の方が多く

出現している。これは，反復は読材料の不正確な部分を

確かめる行動であり，誤訳を多く含む読材料ほど多く出

現すると思われるが，停滞は思考している時間であり，

今回の実験の様に読材料を速読する場面では読材料が不

完全でも顕著に出現することがなかったためであろう。

つまり，触読してよく意味のとれない部分は，そこで指

を止め考えるのではなく，むしろ何度も反復して確認す

る傾向が強かったのであろう。

　さらに，被験者の点字学習期間と各条件での読速度の

間に高い相関が認められたが，このことは，佐藤（1971），

Mommers（1976），徳田，佐藤（1982）らの知見と一致

するものであった。さらに，点字学習期間と読速度の減

率の間にも高い相関があることが確認されたが，このこ

とは自動点訳された，誤りの多い読材料を読む際には，

いわゆる点字触読のベテランは読速度の点で不利になる

ことを示唆している。しかし，この点については，被験

者の規模を大きくし，より詳細な検討をする必要がある

であろう。

　最後に，本研究によって得られた結果をまとめると以

第28巻第2号

下の様になる。

1．正しく点訳された読材料を読む場合に比べ，誤訳を

　含む読材料を読む場合には読速度が落ち，触読指が逆

　行する反復数及び触読指の停滞数が増加した。特に，

　自動点訳をされた漢字の誤訳，ますあけの誤りをとも

　に含む読材料を読む場合には，読速度が約20％落ち，

　反復数，停滞数は2倍以上となった。

2．　どの条件の読材料を読む場合でも，停滞数よりも反

　復数の方が多く出現した。

3．　各条件での読速度と被験者の点字学習期間の間には

　高い相関が認められた。

4．　ますあけの誤りが複合している箇所，漢字の誤訳と

　ますあけの誤りをともに含む箇所では，反復数，停滞

　数が顕著に増加した。
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SUMMARY

　Reading　materials　which　had　been　transcribed　by　a

computer　into　embossed　braille　were　divided　into4

sets．In　the　first　set　the　mistranslations　of　Kanji　and　the

errors　in　positioning　blank　spaces　between　Kana　were

corrected．In　the　second　set　the　errors　in　positioning

blank　spaces　between　Kana　were　corr㏄ted　and　the

mistranslations　of　Kanji　were　retained．In　the　third　set

the　mistranslations　of　Kanji　were　corr㏄ted　and　the

errors　in　positioning　blank　spaces　betw㏄n　Kana　were

retained．In　the　fourth　set　no　corr㏄tions　were　made．
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自動点訳された読材料の可読性に関する研究

　　The4sets　braille　materials　were　read　by8totally－

blind　high　school　students．Their　reading　speed　and

finger　movements　were　recorded　for　each　set．The　mm－

bers　of　repetitions，indicated　by　backward　movements

of　the　tactile　fingers，and　the　numbers　of　delays，indi．

cated　by　temporary　stops　of　the　tactile　fingers，increased

in　ascending　order　for　the4sets．The　reading　speed　for

the　uncorrected　set　was　especially　low　l　approximately

20％of　the　rate　for　the　first　set．The　number　of　rep・

etitions　and　the　number　of　delays　also　increased　mark。

edly　in　the　uncorr㏄ted　set．For　each　set　the　mmber

of　repetitions　was　greater　than　the　number　of　delays．

There　was　a　high　correlation　between　the　students’

reading　speed　and　their　leaming　of　the　braille　materials．
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The　Science　of　Reading，Vo1．28，No．2（1984）

コンピューター提示による

　　　日本語速読訓練の可能性と間題点＊

帝塚山学院大学

　瀬川武美＊＊

　本研究は，コンピューター提示による日本語速読訓練

の可能性を問い，教育効果の向上を目的とした改善・改

良点を検討するものである。

　速読は速く正確に読むことである。広く深く読むこと

は，優れた思索と創造の大前提である。限られた時間の

中で広く読むには．，速く読まねばならない。速く読めば

繰り返し読むことができ，それだけ深く読みとることが

できる。多数の書物を読破し，一方，情報化社会の一員

として，速く的確に情報を把握しなければならない大学

生にとって，速読力は必要である。

　速読力は，多くの書物に読み慣れることで自然に身に

つくであろうが，教育の一環として，意図的に訓練され

ることが望ましい。大学生を対象とした日本語速読訓練

の先行研究としては，時間を計って読書材料を読ませる

時間測定読書法（佐藤，1967）がある。しかし，コンピ

ューターによる研究を筆者は知らない。筆者はコンピュ

ーターを，①データバンクから，刺激を任意にかつ学習

者個人の読速力に即応して取り出し，提示する，②読速

を促進するぺ一スメーカーとする，③読みの正確さにつ

いてK・R（Knowledge　of　Result結果の知識）を与える，

などに活用することで，将来システマチックな日本語速

読訓練の方法を開発したいと考えている。今回はその研

究の一環として，訓練システムの基礎となる提示および

制御機能に着手した。

＊　Computerized　display　in　the　training　of　speed－

　readhlg　of　Japanese．

＊＊SEGAWA，Takemi（Tezukayama　GakuinUniver－
　sity）

　ところで，速読の基本的条件の1つは，眼球の停留点

が少ない，すなわち，1回の停留時の読字視野（Eye

sPan，Perceptual　span－1目で読みとる文字数一）

が広く，停留時間が短いことである。そこで，コンピュ

ーターの提示機能を，読速のぺ一スメーカーとして活用

し，被験者の停留点・読字視野・停留時間を制御するこ

とによって速読力を形成しようとした。また，訓練の結

果として，①被験者の読速度が改善されるばかりでな

く，さらに，②短期速読訓練の目標とすべき適当な速読

の速さ，③訓練の初期設定，および，④目標達成に必要

な訓練日数について具体的な指標が得られるのではない

かと考える。

1　実験方法

　1．　被験者と訓練期間

　被験者は，帝塚山学院大学女子学生13名の応募者であ

り，平均年齢は19．8歳であった。異質な被験者の有無を

検討するために次のような諸検査を実施した。r新研式

全国標準新読書力診断検査」によって読書力を，r内田

クレペリン精神検査法」によって集中力と持続力を，

「WAIS知能診断検査」の数唱問題によって記銘力を，

「キャッテルC．F．知能テストScale3」によって1．Q．を

測定した。とくに内田クレペリンや数唱問題の検査を採

用した理由は、，速読をするには集中力とそれを持続する

力，さらに読んだものを記憶する力が必要と考えるから

である。検査の結果からは，異質な被験者はいないと判

断した。
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訓練は1983年8月29日（月）から同年9月7日（水）　　　　　　　　表1　文章の表題とその文字数

まで，日曜日を除く9日間（夏季休暇中）実施した。

2．訓練装置・場所

訓練に用いたコンピューターの機種はC　BM3032であ

る。rC　BM」と編集機能付ビデオカセットレコーダー

VICTOR「CR－8500L」とを，ビデオ・カメラなどの

光学系機器を用いることなく，インターフェイスを中継

させてオンライン接続し，計画通りの速さで刺激が提示

できるようにプログラムし，編集して録画した（このよ

うにして得られた教材を，以下rビデオ教材」と称す）。

　訓練は本学L　L教室で行った。各被験者に10インチの

テレビを与え，実験者（筆者）は隣室の調整室に居て，

VTRを操作し，マイク・フォンから指示を与えた。

　3．訓練材料およびテスト材料

　（1）　訓練材料

　訓練材料の形式はビデオ教材とプリント教材に大別さ

れる。プリソト教材を用いた理由は，最終的には印刷物

における速読力の形成を目的とするためである。したが

って，ビデオ教材での訓練後にプリント教材を読ませ，

ビデオ教材による学習がプリント教材の読みに転移しや

すいように考慮した。訓練用としては両教材の内容が異

なるのが望ましいが，ビデオ教材の製作（後述）におけ

る時間的制約により共通とした。ビデオ教材はAとBの

文字の配列，および漢字かなまじりの句と文章で構成さ

れていた。また，プリント教材は句と文章で構成され

た。文章の速読訓練用にはノンフィクションを用いた。

具体的には天声人語（深代，1982）を与えた（表1）。

　ビデオ教材の文字は次のように製作した。利用した

「C　BM」には漢字と平がながないため，P　C　B（利用

者が文字を任意に製作できる機械）で明朝体を手本に漢

字とかなを自作した。文字のサイズは，漢字1×1cm，

かな1xO．5cm（原則）である。AとBは「CBM」のキ

ャラクターをそのまま用いた。サイズは0．5×0．5cmで

ある。画面に提示するに際して次のように字間を設定し

た。漢字の後は1×0．5cm，かなおよびAとBの後は

1×1cmの間隔をとった（原則，図1）。

訓練日 表 題 文字数（字）

1日目’

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

9日目

牛　肉　戦　争（V）

スクランブル人間（F）

お　国　ぶ　り（V）

迎　　賓　　館（F）

花いちもんめ（V）
ハイレセラシエ（F）

雁　　風　　呂（V）

立春の卵（F）
火消　　し　術（V）

初　声　前　線（F）

ハチのダンス（V）
食　糧　戦　略（F）

テーブルスピーチ（V）

サターンロケット（F）

アステカ文明（V）
サーチャールズ（F）

アステカ文明（V）
関西ナショナリズム（F）

725

737

714

752

734

690

712

726

707

749

734

725

722

732

744

784

744

734

注＝（V）はビデオ教材。（F）はファイナルテストを表わす。

　　　　　図1　ビデオ教材の1例
　注：rセソテソスリーディソグ」の1例（↑印を表示しない場合）

（2）　テスト材料

本訓練方法による学習結果を検討するために，次のよ

うなテスト材料を用意した。

〈前テストと後テスト＞

訓練前と後の読速力の改善度を測定するために，前テ

ストと後テストを用意した。訓練材料がノンフィクショ

ンであることを考慮し，羽仁説子著r幼児教育の発見』

（羽仁，1982）の「1．子どもの発見」より「子どもは

親のおもちゃ？」（2105字）を前テストに，r過剰な教育

関心」（2361字）を後テストに選択した。
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〈ファイナルテスト〉

　訓練過程の学習状況を検討するために，当該訓練日の

最後にテストを行った。これをファイナルテストと称

す。ファィナルテストも文章の訓練材料と同じく天声人

語（深代，1982）を用いた（表1）。ただし，同訓練日

の訓練材料と内容が類似しないようにテスト材料を組み

合わせた。

　以上の訓練材料とテスト材料の読みやすさを，本学

1・2年の女子学生37名を対象にク・一ズ法により測定

（芝，1957）した。その結果，全訓練材料と全テスト材

料はク・一一ズ得点が42．3％から63．4％であり，理解の困

難なものはないと判断した（山田，1979のBormuthの

報告に従う）。また，上記の各材料に関して，読みの正

確さを測定するテスト問題を作成した。訓練材料は7

問，テスト材料は8問とし，そのうち，それぞれ1問は

再生法とし，残りは再認法をとった。なお，訓練のプリ

ント教材およびテスト材料は，すべて，5号活字，33字

詰，行間隔3mm，横組みA5判のタイプ印刷である。

4．訓練餌画

　速読訓練の目標を，1回の停留時（以下r1停留」と

する）の読字視野10字，『停留時間0．35秒で読めることと

する。これを読字係数で表わすと0．35秒になる。読字係

数とは，被験者が10字を読むために要する時間であり，

当該訓練日のファイナルテスト，および前・後テストに

おける読字数からこの値を算出し，速読訓練の効果を判

定するのに用いた。すなわち，r被験者の読字係数＝（テ

ストの制限時間／被験者の読字数）×10」と定義される。

つまり読字係数は，当該訓練日および前・後テストにお

ける読速度で目標の読字視野10字を読む，と仮定した時

の被験者の読速度を表わす。これを基準にすると被験者

の学習の推移が明確になる。（英語には，読書スピード

を計る基準として「WPM（words　per　minute）」がある

が，日本語ではこれに相当するものを筆者は知らないた

め，r読字係数」という測定基準を考えた。）

　訓練目標である読字係数0．35秒を達成するために，表

2の訓練計画を立案した。提示刺激幅3字，提示時間

第28巻第2号

表2　本実験の訓練計画

　　　12345678訓練日　日　日　　日　　日　　日　日　日　　日

　　　目目目目目目目目
9
日

目

提示刺　3　4　5　6　7　8　9　10　10
激幅（字）

提示時　0．40．50．450．450．40．40．35（L350．35
間（秒）

提示係　1．31．250．g　O．75（L57α50．3g　O．350．35
数（秒）

0．4秒から訓練を開始し，提示刺激幅10字，提示時間0．35

秒で訓練を終了することにした。提示係数で表わすと，

訓練の初期設定が1．3秒であり，最終の訓練速度は0．35

秒となる。提示刺激幅とは，画面に提示される訓練材料

の1停留の文字数（被験者の1停留に読むべき読字視野

を示す）であり，提示時間とは，提示刺激幅が画面に提

示されている1停留の時間（被験者の1停留で読み終え

ねばならない時間を示す）である。つまり被験者は，表

2に示す当該訓練日の提示刺激幅をその提示時間内に1

停留で読みとっていく，という学習を9日間継続するこ

とによって訓練目標に到達することになる。提示係数と

は，当該訓練日の1停留時間で読字視野の目標である10

字を提示した，と仮定した場合の時間を表わしたもので

ある。すなわち，r提示係数＝（提示時間／提示刺激幅）×

10」と定義される。これ忙よって訓練速度の推移が明確

になり，読字係数との対比基準ができ，訓練結果の評価

が容易になる。

　この訓練計画は，本実験に先行した予備調査と予備実

験の結果に基づいて立てられたものである。つぎに，そ

の各々について略記する。

〈予備調査＞

　1981年5月，訓練の初期設定を決める指標を得るため

に，本学1年の女子22名の速読力を調査した。調査材料

は，9ポ活字，43字詰，行間隔3mm，縦組みB5判の

タイプ印刷による682字のノンフィクション（佐藤，

1969，PP．91－92）を用いた。これを通常の速度で読ま

せながら，1停留で読んだ文字の後に／印を入れさせ

た（注）。その結果，全被験者の平均読字視野4．1字が得ら

れた。ついで，同タイプ印刷による5780字のノンフィク
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ション（佐藤，1969，pp．147－154）をできるだけ速く読

ませた。この時，事前に「でぎるだけ速く読むこと。後

で正確に読んだかどうかのテストをする」と教示してお

いた。各被験者の読速時間は，アナライザーに接読した

記録用紙に記録された。テストの結果，全被験者の最も

速い1停留の平均停留時間としてO．5秒が得られた。こ

の時の平均正答率は8問中6．7問で，これは正確な読み

と判定される（佐藤，1969，PP．154－155のテスト問

題）。以上の調査により，本学1年生の1停留の読字視

野は4字，停留時間はO．5秒と推察した。すなわち，読

字係数で表わすと1．25秒となる。これを訓練の初期設定

の目安とした。

．次に訓練目標を設定するために，いわゆる「速読」に

おける1停留の読字視野と停留時間について各種文献

（Freebum，1949・阪本，1976・佐藤，1980・Sutherland，

1946）を調査した。その結果から類推し，1停留の読字

視野が10字，停留時間がO．2秒以上で読めることを一応

速読訓練の目標として設定した。これを読字係数で表わ

すとO．2秒となる。

表3　予備実験の訓練計画

　　　　12345678訓練日
　　　日目日目日目日目日目日目日目日目

提示刺激　3　4　5　6　7　8　9　10
幅（字）

提示時間0．550．50．450．40．350．30．250。2
　（秒）

提示係数L831．250．g1．670．50．380．280．2
　（秒）

く予備実験＞

　予備調査のデータに基づき，まず予備実験を表3のよ

うに計画した。訓練期間は，1983年8月1日から9日ま

で，日曜日を除く8日間である。被験者は，本学の女子

学生3名の応募者であり，平均年齢は20歳である。この

被験者に前述の諸検査（1．1）を行ったところ，異質

な被験者はいないと判断した。訓練の第1日目は，コン

ピューターによる訓練は初体験であることを考慮し，予

備調査の結果（1停留の読字視野4字，停留時間0．5秒，

読字係数1．25秒）よりも訓練条件を緩和し，3文字を1

停留0・55秒で提示することにした。す塗わち，提示係数

1・83秒に訓練の初期設定をした。訓練目標は，文献調査

の結果に従い読字係数6．2秒（提示係数0．2秒）とした。

この目標に到達させるために，訓練日の経過に従い提示

刺激幅を1字増加し，提示時間を0．05秒短縮していっ

た。この訓練計画そ，本実験と全く同様（図3）に実施

したところ，全被験者の前テストの平均読字係数1．24秒

が後テストにおいてO．81秒に改善され，平均正答率が

33．3％から61．6％に向上した。

　しかし，問題と被験者をそれぞれ因子とする二元配置

法で分散分析を行ったところ，読字速度および正答率と

もに有意差が認められなかった。さらに，目標の読字係

数0．2秒に到達しなかったことから，次のような反省を

した。①3文字を1停留0．55秒で提示する（提示係数1．83

秒）という初期設定が遅い（読字係数1．24秒）。②読字

係数0．2秒の目標が速すぎる（後テストの読字係数O．81

秒）。③訓練ステップが粗い。そこで，提示係数の初期

設定を1．3秒，読字係数の目標を0．35秒にそれぞれ変更

し，また，訓練ステップを表3に示すごとく改良し，本

実験を実施することにした。

　5．　ビデオ教材の提示方法

　この訓練計画を実行するに当たり，ビデオ教材によっ

てどのように提示したか，その方法について述べよう。

ビデオ教材は，画面中央に横1行で提示される。その

時，停留点と停留時間を表わすために，表3に示す当該

訓練日の提示刺激幅の中央下に，その提示時間だけ↑印

を表示した。したがって，文章（後述1．6のセンテン

スリーディング）の速読訓練の場合，1停留の提示時間

が経過すると↑印は消え，次の提示刺激幅の停留点に移

動する。ただし，↑印の消えた所の提示刺激は，↑印が

画面に提示されている全刺激の停留点を表示し終るまで

画面上に残っている（図2・2）。すなわち，↑印を被験

者にとっての読速のぺ一スメーカー記号とした。

　このように提示されるビデオ教材を，被験者は次のよ

うに読みとっていくことになる。図2は訓練4日目の文

章のビデオ教材の1例である。この日の提示刺激幅嫉6
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図2文章のビデオ教材の1例
　　　注＝「セソテソスリーディγグ」の1部

　　　　（訓練4日目，提示刺激幅6字）
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字，提示時間はO．45秒である。したがって被験者は，ま

ず図2・1の↑印の指す位置，すなわちr遠」とrい」

の間を停留点として，O．45秒以内で「雁」から「国」ま

でを1停留で読み，次に図2・2の↑印の指す位置「海」

に眼球を移動させ，rか」からrる」までについて図2・1

と同様の読みとり方をする。なお，被験者には上記のこ

とを教示し，できる限り順応するように伝達しておい

た。

　6．　1日の訓練時間・プロゲラム

　1日の訓練時間は，午前9時40分から午前10時50分で

あるが，テストとそのK・Rを与える時間および休憩時

間を除くと，平均50分から55分である。ただし第1日目

は，訓練の目的と訓練の受け方などの説明，および，ビ

デオ教材の文字に被験者を慣れさせる必要上サンプルで

教示したこと，などによって2時間を要した。

　表3の訓練計画に従い，1日の訓練を図3のプログラ

ムによって実施した。訓練は，①スパントレーニング

をヨロこのフロじ　チャロト　のにのはらオのようにセめドてあるロ

　ロ雌◇テスト⊂⊃K・n　⑰ビデオ　◎プリント
2．岡問協一応の且賓であるo

図3　訓練プロゲラムの7ロー・チャート

②フレイズリーディング③センテンスリーディングの

3段階より構成される。rスパントレー』ニング」とrブ

レイズリーディソグ」は，「センテγスリーディング」

の準備段階として設定した。

　まず「スパントレーニング」では，当該訓練日の提示

刺激幅に対する構えづくり・および・速読訓練を楽しく

受けさせるための導入をも意図した。画面に提示された

Aが数個とBが1ないし2個（提示刺激幅が6以上は2

個）からなる提示刺激幅から，Bの位置を知覚する訓練

である（図4）。この訓練方法を略記しておこう。Bの

位置を問う質問が提示されると，被験者はあらかじめ配

布されている回答用紙に，質問が提示された直前の提示

刺激幅におけるBの位置を，左から何番目かを数字で回

答する。一定時間後に，正解が画面に提示される。質問

とBは，コンピューターにランダム提示をさせた。1日

の訓練刺激（提示刺激幅，例えば3文字を訓練刺激の1

単位とする）の数は50個より，質問の数は10個よりそれ
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図4rスパントレーニンゲ」の1例
　　注＝訓練4日目，提示刺激幅6字

図5r7レイズリーディング」の1例
　　注：訓練5日目，提示刺激幅7字

ぞれ開始し，訓練日の経過に伴い，訓練刺激は5個ず

つ，質問は1個ずつそれぞれ増加させた。

　次に「フレイズリーディング」によって，漢字かなま

じりの句の速読訓練を行う（図5）。これは，rスパント

レーニング」で学習した。知覚視野を，具体的な日本語

の刺激に転移させ，それによって，被験者に「センテン

スリーディング」における速読への構えを形成させるこ

とを意図するものである。この訓練方法を略記しておこ

う。当該訓練日に，毎回50のレッスンとそのテストを行

う。1回のレッスンは5句から構成される。当該訓練日

の提示刺激幅の句が5個提示されると，例えば「TE　S

T1」という表示がある。それに従って，被験者はあら．

かじめ配布されている50枚つづりのテスト用紙に，順

次，一定時間内で再認法により回答していく。この後プ

リント教材を制限時間（当該訓練日の訓練刺激数×提示

時間）内で黙読させた。

　最後の「センテンスリーディング」では，文章の速読

訓練を行った（図2・1，2・2）。当該訓練日には，表1

に示すビ’デ矛教材を2度提示した。ただし，2度目は↑

印を表示しなかった（図1）。ビデオ教材での訓練の後，

同一文章のプリント教材を制限時間（当該訓練日のプリ

ント教材の文字数／提示刺激幅×提示時間）内で黙読さ

せることを2度反復させた。この後，被験者はファイナ

ルテストを受けた。

　7．　測定方法と教示

　訓練の学習結果を検討するために，テスト材料からは

読字係数と読みの正確さを，文章のビデオ教材（以下，

単に「ビデオ教材」と称す）からは読みの正確さを，そ

れぞれ次のように測定した。

〈読字係数〉

　テスト材料はすべて制限時間（プリント教材と同様の

方法で決定）内で黙読させ，実験者がス．トップウォッチ

で計測した。テストに際し次のように教示した。前テス

トの場合を例に記そう。［

　「今から配る文章を1分46秒で読んでもらいます。こ

　れは，皆さんの現在の読みの速さと正確さを知るため

　に行うものです。ただし，この制限時間の速さは，こ

　の速読訓練の目標とする速さです。rはじめ』と言わ

　れたらプリントを表に返して黙読して下さい。rやめ』

　と言われたら，その時読んでいた文字の後にスラッシ

　ュ（／印）を引いて下さい。黙読の最中は鉛筆や指を

　使わないこと。後から文章を正確に読んだかどうかの

　テストをします。」

　こうして被験者によってつけられた／印までの読字数

を数え，これによって読字係数を算串した（算出の方法

は1．4）。

〈正答率〉

　デスト問題の解答時間は，すべて2分間とした。この

場合も，実験者の「はじめ」と「やめ」の合図で行い，’

ストップウオッチで計測した。解答されたテスト問題に

は，実験者の与えたK・Rに従い被験者によって○×が

つけられていたが，実験者が確認のうえ採点した。正答

率（読みの正確さ）の採点は，テスト材料につけられた
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／印までに関する問題を対象に行った。すなわち，r正

答率＝／印までの問における正解の数／／印までの問の

数x100」である。ただし，1問に複数の答が要求され

ている場合は，全部正解でなければ誤答とした。再生問

題も原文どおりでなければ誤答とした。ビデオ教材の場

合は，全テスト問題が採点の対象となるが，正誤の判定

は上記の採点基準に従った。

皿結果と考察

本訓練方法による学習効果は，前テストと後テストに

おける読字係数と正答率の向上に認められる。すなわ

ち，全被験者の平均読字係数が1．24秒から0．7秒に，平

均正答率が15．3％から56．4％に変化した。前テストと後

テストにおける読字係数と正答率の差を検定するため

に，問題と被験者をそれぞれ因子とする二元配置法で分

散分析を行った。その結果，読字係数に関しては1％レ

　　　表4　前テストと後テストの読字係数

　　　　　およびその分散分析表

　　　テスト

第28巻第2号

　　　表5　前テストと後テストの正答率

　　　　　およびその分散分析表

テスト
前テスト（％） 後テスト（％）

被者
1 0 ，67

2 0 33

3 0 100

4 0 33

5 0 100

6 100 0
7 33 33

8 0 67

9 0 33

10 0 67

11 0 33

12’ 33 100

13 33 67

被験者

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

前テスト（秒）

1．00

1．18

1．73

0．84

1．18

1．18

0．88

1．24

1．31

2．59

1．30

0．82

0．82

後テスト（秒）

FACTOR SS df MS F
被験者ω、 6，525．38 12 543，782 0．41

テスト配⑧・ 10，967．54 1 10，967，538 8．35＊

A×B 15，766．46 12 1，313，872 1．00

残　　　差 15，766．46 12 1，313，872

全　　　体 33，259．38 25

0．52

0．63

1．35

0．52

0．75

0．64

0．59

0．56

0．76

0．78

0．65

0．65

0．75

FACTOR

被験者㈹
テストN」（B）

A×B
残　　差
全　　体

SS

2．42

1．83

1．04

1．04

5．30

df

12

1
12

12

25

MS
0．202

1．831

0．087

0．087

F
2．32

21．05＊＊

1．00

牌P＜0．01

　　－58一

　　　　　　　　　　　　　　＊P＜0．（喝

ベルで有意差が認められた（表4）。また，正答率に関

しては5％レベルで有意差が認められた（表5）。した

がって，本実験には予備実験の改善効果が認められる。

　しかし，本訓練の目標は読字係数が0．35秒以上になる

ことであった。ところが，結果は0．7秒である。そこで

以下において，ビデオ教材およびファイナルテストの結

果にみる読字係数と正答率によって学習のプロセスを検

討し，本訓練の問題点および改良すべき点を考察する。

1．読字係数の習熟曲線

　まず，訓練第1日目から9日目までの読字係数の習熟

状態を検討することによって，改善のための指標の1つ

を得ることにする。読字係数の累計平均値を両対数グラ

フにプロットし，習熟状態を習熟曲線（図6）によって

概観した。これによると，習熟が認められるのは3日目

以後である。したがって，3日目以後の習熟曲線（図

7）が，本訓練方法による読速度の改善・改良の手掛り
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　　　　　　　　　　診・＝1。13秒（1日目，この場合，本訓練3日目の読字係

　　　　　　　　　　数），ヱ＝7日（訓練日数）である。この結果，習熟係数

　　　　　　　　　　0．1648が得られた。これが，本訓練方法による読字係数

　　　　　　　　　　の改善度を表わしている

　　　　　　　　　　　　1桝

　　2　　　　　3　　　4

　　　　訓練　日
読字係数の習熟曲線

5　　6　7　8　9

　　　0．1
　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　5　　6　7

　　　　　　訓練日（但し、第1日は本実験の3日目である）

　　　図7　3日目以後の読字係数の習熟曲線

になる。そこで，この習熟係数πを「Ac＝オ、／が」の式

（師岡，1975，P．8）によって求めることにする。この

場合，11。ニ0．82秒（訓練最終日の累計平均読字保数），

1
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　1，25
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　　　　図8　提示係数と読字係数の推移

　2．提示係数の初期設定

　ここでは，習熟係数が0．1648になった原因を考察し，

その改良策を検討しよう。その原因の1つは，提示係数

の初期設定にあると思われる。それは，図6の習熟曲線

において，3日目まで習熟が認められなかったことから

推察できる。たしかに，提示係数と読字係数とを比較す

る（図8）と，訓練1・2日目は読字係数の方が提示係数

より速い。読字係数は両日とも1．11秒，これに対して提

示係数は1日目1．3秒，2日目1．25秒である。この2日

間にみる読字係数の停滞は，3日目以後の習熟にとって

必要な準備的学習かもしれない。しかし，この読字係数

の停滞が提示係数よりも速い状態であることは，提示係

『
数 の改良を示唆していると考える。

　本実験における被験者の初期行動は，予備調査で得ら

れた読字係数1．25秒と，予備実験でみられた1．24秒とに

近い速さであるだろうと想定した。結果は，前テストの

読字係数が1．24秒であった。したがって本実験の設計は

正しかったといえる。しかも，提示係数の初期設定を予

訓練日 1 2 3 4 5 6 7 8 9

提示係数 1．3 1．25 0．9 0．75 0．57 O．5 0．39 0．35 0．35

読字係数 1．11 1．11 1．13 0．96 0．81 0．6 0．72 0．66 0．68
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備実験の1．83秒から1．3秒に短縮した。コンピューター

による速読訓練が初体験であることを考慮して，1日目

は練習の意味で，2日目から実質的訓練を開始する予定

で，それぞれの提示係数を設定した。この時，2日目の

提示係数は，本実験の被験者の初期行動として想定され

る読字係数にしたいと考え，予備実験の通り，1．25秒

とし，1日目のみ1．3秒に変更し，できるだけ1．25秒と

の差を小さくした。こうした考慮にもかかわらず，3日

目まで習熟が認められなかったのである。その原因は，

1・2日目の提示係数を，初期行動よりも遅くした（図8）

ことにあると思われる。1．3秒はもとより，1．25秒では

習熟を助けるぺ一スメーカーになっていないのである。

提示係数の初期設定において，今回のように大事をとる

という配慮は，習熟を妨げ効率よい訓練方法ではなかっ

たといえよう。

　訓練を効率化するには，被験者の初期行動（読字係数

1．24秒）よりも多少速い提示係数から訓練を開始するこ

とが良いと考える。それは，習熟係数を本訓練の0．1648

より高くするものと推察される。具体的には，本実験で

いえぽ』，習熟が認められだした3日目（読字係数1．13

秒）の提示係数0．9秒に初期設定をすることである。つ

まり，提示刺激幅が5字，提示時間が0．45秒から訓練を

開始することになる（表3）。

　3．読字係数改善の壁

　ところで，図8の読字係数の推移状況をみると，5日

目以後における進歩の程度がそれ以前より緩慢である。

本訓練で到達した読字係数が，所期の目標0．35秒より遅

い0．7秒であり，習熟係数が0・1648であった原因は，前

節（狂．2）で考察した提示係数の初期設定の遅さのみ

ではないようである。すなわち，本訓練方法に読速度改

善の壁があると思われる。それは，読字係数と正答率の

関係から推察できる。

　5日目を境に読字係数の進歩が緩慢になったと同時

に，ビデオ教材とファイナルテストの正答率がともに低

下している。5日目以後の正答率は，ビデオ教材は43．1

％から48．3％の間，一方，ファイナルテストは44．4％

第28巻第2号

から53．3％の間である。これに対して4日目以前の正答

率は，ビデオ教材は58．2％から74．7％の間，一方，ファ

イナルテストは．60．1％から84．2％の間である。こうした

現象から，4日目までの訓練において望ましい学習が行

われていたが，5日目以後の学習は不十分であったこと

が示唆される。

　このように正答率が5日目以後低下した理由は，本訓

練期間における被験者の読速度の限界にあると考える。

9日間の訓練期間中，もっとも速い読字係数は8日目の

0．66秒である（図8）。この速さは，本訓練期間における

被験者の読速度の限界のようである。ところが，5日目

の提示係数は0．57秒である（図8）。したがって5日目以

後の提示係数は，当然，読速度の限界域外になる。その

ため，読速度を強制されるビデオ教材では，提示刺激を

満足に読み切れずに正答率が低下したと思われる。一

方，読速度を強制されていないファイナルテストでも，

ビデオで統制された提示係数を感覚的に覚えており，全

文を読み切れなかったという不安もあるだろう。そこ

へ，制限時間を聞かされてからテストを受けたために，

精神的緊張が生じたと推察される。その時の要求水準が

読速度の限界を超えていたことが，読みの正確さにいっ

そう支障を来たしたのではないだろうか。すなわち，本

訓練方法では読字係数を0．66秒以上に改善できなかった

のである。読字係数0．66秒は，被験者の読速度の限界で

あるが，それは本訓練方法による読速度改善の壁をもの

がたっている。したがって，習熟係数が0．1648であった

もう1つの理由は，読速度改善の壁をもっていた本訓練

方法にあるといえる。

　ところで，本訓練方法，つまり表3に示す提示係数の

設計は，読字係数の目標を0．35秒とすることにより決定

した。しかし，本訓練期間における読速度の限界（読字

係数0・66秒）と目標（読字係数0．35秒）との間には大差

がある。すなわち，訓練目標を被験者の読速力とかけ離

れた速さに設定したことに問題があると思われる。した

がって，目標の変更が必要のようである。変更に際し

て，読字係数0．66秒は，考慮しなければならない1つの
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指標である。

　4．訓練目標・日数

　では，読字係数0．66秒を考慮して，次の実験における

訓練目標と訓練日数を検討しよう。

　（1）　訓練目標

　佐藤（1967，（1））によれば，1日30分の時間測定読書

法を20日継続したところ，いくつかの刺激に対し訓練前

と後で大差のあったものとして，実験群の毎分読字数は

訓練前625字であったのが，訓練後は930字になった，と

ある。この読字数を読字係数で表わすと，訓練前の読字

係数は（60／625）×10＝0．96（秒）となり，訓練後の読字

係数は、（60／930）×10≒0．65（秒）である。

　佐藤の訓練後の読字係数0．65秒には，本訓練の8日目

がほぽ接近している（図8）。この8日目の読字係数が，

本訓練方法による読速度改善の壁として発見された0・66

秒である。本訓練は，いわゆる速読の速さといわれてい

る0．25秒から0．1秒（佐藤，1980）に近い0．35秒を，仮

りに読字係数の目標とした。それは，予備実験において

読字係数の目標を0．2秒にしたところ0．81秒にしか到達

しなかった，という点の考慮に基づくものであった。し

かし，佐藤のように，20日（1日30分）の訓練で0．96秒

から0．65秒程度に改善されたことを参考にすると，0．35

秒はいわゆる速読の速さ（0．25秒から0．1秒）に近いかも

しれないが，短期速読訓練の目標としては実際的ではな

いように思われる。参考までに，予備実験での最小読字

係数（本実験でいう読速度改善の壁）は，訓練の最終日

である8日目の0．68秒であった。

　以上のデr一タにより，佐藤の到達した0。65秒を次の実

験における読字係数の目標としたい。

　（2）　訓練日数

　0．65秒を読字係数の目標にすると，本訓練の方法で実

施すれば一体何日間の訓練を必要とするのであろうか。

これについては，図7より読字係数は指数分布すること

が明らかになったので，習熟係数から読字係数を予測す

ればよい。

　同じ指導法による学習を続けるとするとAc＝両／がの

関係（皿．1）は保たれるはずである。そこで，診、＝1．13

（1日目の読字係数，皿．1），π＝0．1648（習熟係数，

五．1）として計算したところ，0．65秒に近い速さとし

て10日目に0．652秒という読字係数が得られた。これは，

被験者の初期行動が読字係数1．24秒であるとき，1日目

に提示係数0．9秒で学習した結果，読字係数が1．13秒に

なったと仮定した場合である（H．2）。したがって，本

訓練の方法で本実験と等質の被験者に訓練を実施すれ

ば，10日目に目標0．65秒を達成することが可能になる。

皿　結論

　本実験は，コンピューターの提示機能を読速のぺ一ス

メーカーとして利用することで，速読力を形成しようと

した。被験者が刺激を読む時の停留点を少なく，停留時

間を短くするために，訓練日の経過に従って，1停留の

提示刺激幅を拡大し，提示時間を短縮していった。ぺ一

スメーカーの目印（すなわち，停留点）として，↑印を

当該訓練の1停留の提示刺激幅の中央下に，その提示時

間だけ表示した。トレーニングは3段階に分け，単純に

知覚視野を拡大するための記号による「スパントレーニ

ング」，句の読みのrフレイズリーディング」，文章の読

みの「センテンスリーディング」へと学習を進めていっ

た。

　結果は，1日平均50分から55分，9日間の訓練を継続

することによって，読字係数は1．24秒から0．7秒に改善

された。佐藤（1967）の20日間（1日30分）の時間測定

読書法によって改善された読字係数0．65秒（佐藤によれ

ば1分で930字）に，9日間で接近し得たことになる

（佐藤の場合，初期行動は0．96秒であった）。また，正答

率は15．3％から56．4％に向上した。このことは，コンピ

ューター提示による日本語速読訓練の可能性と効率性を

示唆するものとして意義深い。また，次の5点は収穫で

あった。

①本訓練方法による読速度改善の壁，と思われる読字

　係数0．66秒が発見できたこと。

② 読速度改善の壁が佐藤の改善値と近似したことか
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　ら，短期速読訓練における読字係数の目標を0．65秒

　一本実験で目標とした0．35秒ではなく，いわゆる速

　読の速さといわれる0．25秒から0．1秒（佐藤，1980）で

　もない一にするという指標が得られたこと。

③習熟曲線によって，訓練の初期設定の指標として提

　示係数0．9秒が得られたこと。

④習熟係数0．1648から，訓練日数を10日と予測できた

　こと。

　↑印をぺ一スメーカーにすることで，実際に停留点が

減少し，読字視野が拡大されたかどうか。rスパントレ

ーニング」「フレイズリーディング」「センテンスリーデ

ィソグ」という段階的訓練の適否。被験者別進歩状況の

検討。その他残された課題は今後に期し，今回得た指標

に基づき，具体的改良をし，第2回の研究に臨みたい。

lV　要約

　本研究は，コンピューターによる日本語速読訓練シス

テムの開発をめざす形成的研究である。提示刺激幅，提

示時間，停留点を制御することで，読速用ぺ一スメーカ

ーとしてコンピューターを機能させ，速読力を形成しよ

うとした。

　本実験から次の結果が得られた。

1．　読字係数が，訓練前の1．24秒から訓練後は0．7秒に

　改善された。

2．本訓練方法による読速度改善の壁，と思われる読字

　係数0．66秒が発見された。

3．　読字係数0．65秒に改善されるには，10日間の訓練日

　数を要することが，習熟係数0．1648から予測された。

（注）

　1停留における被験者の平均読字視野の見当をつける

ための簡便な方法としてこの作業を採用した。被験者の

作業結果に大きなバラツキが認められなかったことから

判断して，ほぼ1停留ごとに／印を入れて読んだと考え

られる。ただし，／印から／印までを1停留で読んだか

どうかについての客観的観察一例えば，アイ・カメラ

第28巻第2号

あるいはビデオ・カメラなどで眼球運動を撮影する一

によるものではないので，ここで得られた1停留の平均

読字視野は断定的な数字ではない。客観的観察は今後の

課題にしたい。

（附記）

　本研究に際して次の方々のご指導とご尽力を得た。日

本読書学会会長の阪本敬彦先生には，欧米の文献とク・

一ズ法に関する文献収集に尽力を，大阪教育大学の北尾

倫彦教授には，実験計画と処理についての助言を，本学

の平田啓一教授には，，実験計画からBASICによるプロ

グラム作成，および処理に至るまでの指導を，また西川

隆蔵講師には，性格と知能に関する諸検査の紹介と判定

を，それぞれしていただいた。心より感謝申し上げる。

　最後に，筑波大学の佐藤泰正教授による日本語速読訓

練の優れた先行研究があって，本研究の具体化をみたこ

とを申しそえる。
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SUMMARY

　　This　was　a　formative　evaluation　of　a　computerbased

system　for　training　speed－reading　of　Japanese．A　com・

puter　was　used　to　control　the　spans　and　time　lengths

of　display　and　the　inter－display　pauses　in　an　attempt　to

develop　students’abilities　in　speed　reading．Because　the

words、per－minute　index　used　in　sp㏄d－reading　studies　of

English　is　not　readily　adaptable　for　measuring　the　read・

ing　speed　of　Japanese，the　author　developed　an　index　of

reading　speeds，calculated　for　units　of　10characters．

　　Prior　to　training，the　average　reading　index　was1．24

seconds．Following　nine　days　of　training　it　improved

to．7seconds．The　methods　used　in　this　study　resulted

in　not　being　able　to　accurately　measure　speed　reading

below　a　minimum　of　approximately．66seconds．As

estimated　from　a　mastery　index　of．1648，the　reduction

of　the　reading　index　to．65seconds　would　require　at

least　10days　of　training．
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The　Science　of　Reading，Vo1．28，No．2（1984）

多読法による豊かで広範な読書の普及＊

カリフォルニヤ大学

　　デニス・メイヨソ＊＊

　日本とアメリカは，太平洋をはさんで遠い。しかし，

両国の国語の教師には，共通の関心がある。自分達の教

え子達が，本を愛し，文学を味わうようになることであ

る。乳井克憲（静修短大）が，1981年，Joumal　of　Read・

ing誌上に，論’じているのは，この点である。日本の生

徒は，カリキュラムにゆとりがないために，学習成績を

向上させるための参考書に首っぴきの割には，人間愛を

大切にした作品に目を通す機会が少ない。このために，

生徒の考え方が，斉一化しつつあり，彼らの活動力をよ

みがえらせ，想像力を広げ，豊かな情緒を産み出す源で

もある文学に目もくれなくなってゆくことを，乳井は一

番怖れているのである。彼とその共同研究者達は，生徒

のこのような傾向を，なんとかくいとめようと，いくつ

かの方策を実践している。彼は，その実践の中で，多読

法の授業が最も有効であると提言している。多読法の授

業によって，精読法の授業で培われた読書の技能が強化

され，生徒がより巧みに読書することができるようにな

る。更に，多読法の授業の中で，生徒が読書の楽しみを

見いだすようになる（乳井，1981）。筆者も彼と同じ考え

を，多読法がもつ効力にいだいている。更に，多読法の

授業が，適切に構造化されているなら，まったく本をひ

もとかない生徒や学生に対する問題の解決の糸口になる

ことを確信している。

　本稿で，かいつまんで述べようとする提案は，文化的

背景のことなる様々な国の生徒や学生に効力を発揮して

きたものである。どのような文化的背景をもった生徒や

＊Encouraging　broad　reading　through　extensive　read－

　ing　classes．

＊＊MAHON，Denise（University　ofCalifomia，Berkley）

学生でも，読書を阻害する要因は，共通の源に由来して

いる。彼らにとって読書とは，重圧であり，あれこれと

煩しい勉強である。だから，彼らは，読書をいやがるの

である。

技術的な“重圧”

　この読書が重圧であるということを，技術的な面と，

心理的塗面の二つから説明できる。技術面からくる重圧

は，いままで進めてきた生徒や学生の非能率的な読書に

由来するものである。彼らの多くは，本を読むことに，

過剰なまで神経をとがらせてきた。一冊の本の隅から隅

まで理解しようと，一語一語をなめるように読み，時に

は，不適切なもどり読みや反復読みをし（Goodman，

1975），どんな単語もあるいは句読点のはてまでも読み

落とさぬように注意をはらってきた。それゆえ，あまり

にもゆっくり本を読むことになり，集中力や理解を十分

に得ることができなかった。このような読み方の結果，

生徒や学生は，しばしば一冊の本まるごとの意味の大づ

かみな把握ができなかった。彼らは，読書中に注意が散

漫になり，ついには読書に飽きてしまっていた。

　要するに，労は多いがみのりが少ないのである。それ

ゆえに，読書は彼らにとって重圧であり，あれこれわず

らわしい勉強だったのである。

　もちろん，大多数のこのような生徒や学生の読書のし

かたは，Smithや他の心理言語学者達が筆舌する，rよ

い読者」の読み方とは異なったものである。rよい読者」

は，きちんと理解して，流れるように読書する。読書に

臨んで，一語一語に注意を払って読むというやり方より

もむしろ，大胆さを読みに求めるというのが，効率よく

、
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読書を進める人である。一々の単語の意味を吟味せず，

段落ごとの大意をひとまとめにして，比較的速く読むの

が彼らである。その際，図版や，統辞論的意味論的手懸

り，世界に関する知識など，多岐にわたる情報が，全体

の意味決定に速さをもたらす。rよい読者」は，読書の

最中に，考えはするけれど，憶えたり，分析しすぎたり

はしない。このような読み方をつづける結果，rよい読

者」は，充分な集中力と理解力を発揮して速く読むこと

ができるようになる。彼らは，一つの作品全体で何を言

いたいかを一瞥でとらえてしまう。過剰なまでに分析を

する読者のように粉骨砕身するような苦労は，彼らには

不必要なのである。rよい読者」といわれる人々にとっ
　　　　　　　　　めぐみ
て，本を読む行為は，r恩」がもたらされる行為なので

ある。（Smith，1982）（GoodmanandBurke，1980）。

心理的な“重圧”

　みのりの少ない技術法を用いた読書で引き起こされた

重圧は，さらに心理的なものによって，いっそう重いも

のとされる。心理的な重圧の要因は，読書の実践の中で

しばしば強められるのだが，読書には試験がつきものだ

と思い込むことにある。内容吟味の時間では，定められ

た知識をひとつ残らず憶え込むという課題を背おわされ

て，生徒や学生達は本を読む。そして，そのほとんどの

課題についての試験が，読後に必ずある。文学作品の読

書も例外ではない。楽しさに満ちあふれている文学作品

を読み終えた後に，その作品の分析や，その作品に関す

る諸説を書きとめ，報告しなければならない。そして，

読後にそのことがあるのを，生徒や学生は充分に心得て

いる。だから，彼らは，読書をしている最中にでも，レ

ポートや小テストの合格をえるための重要な考え方を読

み落とすまいと身構えている。事柄のひとつひとつを記

憶し，重要な文や句のいくつかに下線を引き引き，彼ら

は読む。時には，彼らの読んだ本のすべてのぺ一ジが下

線でうまるような読書をする。まさに読書するのではな

く苦行する習慣を蓄積してきたのである。試験という重

圧があるために，学生は読書に対して，楽しみを連想す

るのでなく，骨のおれる事柄のつめこみ学習を連想する

のである。試験のために，細かいことまでつめこむこと

が大事だという日頃の強迫観念が，これまで論じてきた

ようなみのりの少ない非生産的な読書の習慣を助長させ

てきたのである。

　この様な状況は，アメリカを含めた英語圏の学生のみ

ならず，日本の学生にもみられるようだ。乳井によれ

ば，日本の生徒達は，日頃から，試験の圧迫を感じてお

り（乳井，1981：588），本を読むに際しては，必死に幼

強する。分析や記憶に重点をおく用心深い読書のしかた

は，教師によって，口頭で厳密に教えこまれる文法や読

解技術中心の読み方によって，強く形づくられている。

生徒はこのような読み方の学習時間において，読み抜く

力よりも，作品を分析し，書かれていることを正確に言

う知識に依存するようになる（乳井，1981：588）。生徒

達は，ひとつひとつの単語や文章の構造にたえず目を配

り，繰り返したり，こまかなことに注意したりして，読

みまちがいを訂正することに，読みの重点をおいてい

る。自由にとどこおりなく滑らかに読むようなことは，

二の次のことと考えている。このようなわずらわしい読

み方が常だから，読めといわれたもの以外は読まなくな

るのが当然である。

多読法の実践への提言

　以下に提言することは，試験の圧迫から生まれる読書

に対する心理的な抵抗感や，みのりのない技術から生じ

てくる非能率的な読書法にともなう煩わしさを，小さな

ものにすることと，それにともなって，生徒や学生達が

手軽に，どんどんといろいろな分野の読書を進めるよう

に配慮された試みについてのものである。この試みは，

発展的読書の時間において効力を発揮したものである。

発展的読書の実践は，サンフランシスコ州立大学の英語

を母国語とする学生の他に，上海で英語講読をする中国

人や，日本人をはじめとするアメリカ本土で英語講読を

学習している様々な国の学生を対象として行なわれた。
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必須の要件
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　以下の四つの要件が満たされている多読法の時間は，

よい成果をあげている。

　1．読後に対する不安や試験からは無縁の雰囲気があ

　　ること

　くつろいだ気分を学生に持たせる雰囲気を，読書の時

間は保たなければならない。必ず読まなければならない

という義務感や，些細なことまで詰め込まなくてはなら

ないという使命感，試験に合格するまで繰り返し読まな

ければという重圧，そして，誤って読んでいるのではと

いう恐れから解放されてこそ，読書は本来的に楽しいも

のである。このことを学生に示すとするならば，くつろ

いだ雰囲気を作りあげる読書指導をすることが重要にな

る。

　この雰囲気作りを充分にするには，細部まで根掘り葉

掘り問う試験や，大筋に影響を与えない事項を記憶させ

ることや，更に，口うるさく読み方を注意するようなこ

とは，慎まなければならない。学生達は，こんな点が配

慮された雰囲気の中で，読書に楽しみを覚え，その上更

に，読書能力を向上させると思われる。どんな読み方を

しても容認されるという読書環境の中では，いままで身

についた分析的な読み方を積極的に捨てようとする学生

達や，速く読む力が，自分にはどの位あるか徹底的に試

そうと自からをかりたてる学生が増え，大づかみに意味

をとらえようとする傾向を強く持つようになる。こうす

ることが彼らの読書技術を向上させることになる。

　第二には，学生の理解力も，このような雰囲気の中で

伸びてゆくのである。Frank　Smithは，国語教師の多く

から，くつろいだ雰囲気の中で，学生の理解力が伸びた

という実践報告をとりあげている。一冊の本の内容暗記

という手段は，学生の長期記憶には，手のあまるもので

あり，暗記こそが彼らの理解力をそこなわせているのだ

と，わたくし達が，過去をふりかえると思いあたる身近

な経験を引きあいに出して，彼は説得力のある論を展開

している。彼が言う身近な経験とは，試験のために，未

第28巻第2号

消化のまま暗記してしまった本が，試験終了後に読み返

すと，なんだこんなことだったのかと思いあたったあの

経験のことである（Smith，1982：48）。万一学生が，こ

のくつろいで読むということを忘れるようなことがあっ

ても，教師は学生がそのやり方を思い返すまで，そっと

してやるがよい。そっと見守って，彼らが自から読み出

すのをまつには，多読法の時間が最適である。

　三番目に，こまごまとした問やどこに何が書かれてい

るかなどを問う試験とまったく縁遠い，このゆったりし

た雰囲気の中でこそ，学生達は，美的な世界にひたりぎ

る読書を体得できるのである。Rosenblattは，読書で得

たことから，自分に必要な事柄のみに注目して，本全体

の意味からはその事柄の内容を着目しない事項収集的

（efferent）な読書と，本の中にひたりきって，その中に

生起する思想や感性や情動に読みの主眼をおいた美的な

（aesthetic）読書とを区別している（Rosenblatt，1980：387

－388）。学生達が読書中に自からの想像力や感性の中に

入りこみ，その中で豊かな文学的な喜びを見出せたらす

ばらしいことだ（乳井，1981多588）と考えるわたしたち

は，Rosenblattのこの二つの区別を特に評価している。

　作品にひたりきって読むという能力や，そこに書かれ

ている言葉から発散される情緒に身をゆだねる能力は，

抽象的な意味だけをさぐっていく能力よりも，むしろ教

師の手をはなれて，学生自からが伸ば’してゆかなければ

ならない能力のひとつである。優雅で均整のとれた文章

を読み慣れた読書の大家達が，掌中のものとしている作

品の中から，文学性や詩的なものに富んだ読み物として

特別に選ぶ作品がある。学生達が，美的な読書の方法で

その珠玉の作品を読むことは，このような読書家の世界

を学ぶことになる。つめこみ型の試験に完壁に答える読

み方だけに目をむけて本を読んできた学生達には，美的

な読書をする機会などけっしてなかったはずである。一

冊の本を，ことこまかに暗記しようとする方法のみで読

書しようとする限り，学生達は広がりの少ない読書をし

ていると言える（Rosenblatt「学生に美的読書をすすめ

るために」というすぐれた論文を参照）。
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　2．意味をすばやく読みとる訓練

　意味をすばやく読みとるという第二の要件は，一語一

語を読む読書法の技術的な欠点を排除するためにある。

一語一語たんねんに読む人について，Smithは，次のよ

うな見解をもっている。なめらかに，本を読み進めるこ

とのできない人達は，意味を決めようとする前に，絶対

に確実だという確信を求める，いわゆる石橋をたたいて

渡る型の読み方をする人であることがままみられる

（Smith，1982：21）。Mark　Clarkは，学生が不確実であ

ることに神経質にならず，あれかこれかの意味を大胆に

決め，誤ることに喜びを見出す位になるほどの危険をあ

えて教師は進めるべきであると主張する（Clark，1979：

139）。読みの速さをあげていく訓練によって，不確実な

ことに神経質にならずに，学生達は読書するようにな

る。時間におわれるという条件のもとでの読書は，学生

達がひとつひとつの単語に，必要以上の分析をするいと

まを与えない。学生は必然的に，充分な情報による意味

の決定は望めなくなる。

　当然，一語r語に注意を払って読書してきた学生達の

大半が，このように読書の方法を変えることには，根強

い抵抗を示すものと思われる。それゆえ，上述した多読

法の実践に加えて，より速く読む読書理論の実践時間を

ふやす必要がある。それも，教師が行なうのではなく，

緊張感のない環境の下で，当然のように学生達の読書法

がかわってゆくようにしなければならない。このような

手法をとると，最初のうち違和感のあるこの新しい読書

法を用いることに，神経質になっている学生も心を開く

であろう。このような場合には通常教師が，色々な方法

や行為を熱心に，手とり足とり勧めても役に立たない。

実際に，彼らに体験させてみるべきである。体験するこ

とこそが，彼らを得心させるもっともよい方法となる。

例をあげるなら，単語を一部削除した新聞や文章を読ま

せるといったことである。そうすると，熱心に勧めるよ

りも，いちいちの単語にあたらずとも，全部のぺ一ジの

理解ができることを，学生達は得心する。また，時間的

にどんどん追いこんで，読書活動をさせることも有効で

ある。新聞や一覧表や文章の一部などを拾い読みし，走

り読みして目的にあった事項を集めるといった作業をす

ることも，学生達に印刷されたぺ一ジを，獲物を求める

ように読み進んで，そのいちいちを記憶することが，無

駄なことであると，気付かせる有効な実践である（詳し

くは，Grellet，1981参照）。

　本当に大切なことは，競いあうことのない包み込むよ

うな雰囲気の中で，学生達が読みひたることである。学

生達がかつて経験したことのない大胆な読書をするとい

う目的のために，授業時間中に新しい試みがなされる機

会を，学生達にどんどん設けるべきである。広範囲にわ

たる試験問題に答える心配がなくなったとわかると，学

生達は，喜々として様々な読書法を試みるだろう。彼ら

の様々の企てに成就感を与えるには，なによりも読書の

時間の雰囲気が，競争を排除したものであることが大切

である。そのような雰囲気の中では，彼らは，自分自身

の読み進む度合や理解の度合に注意をはらうのみで，他

の級友達のことには目を向けなくなる。学生達が，従来

の読書方法と違う方法を用いるようになり，自分の読み

の進度，理解の程度，そして自らの集中力の高まりを自

覚しはじめると，彼らは，自分自身の読書に対する真の

目的に目覚め，教師の手の内から巣立ってゆくのであ

る。

　新しい読書の方法を身をもって体験し，そのために費

やされたこの時間は，これから先あらたな読書の方法を

用いて，彼らの理解力や集中力を高める必要が生じたと

き，彼らの読書の技術面での負担をずっと軽くする力に

なるだろう。

　3。採業時間中の読書

　授業時間中の読書については，すでに何度も触れてき

ているが，詳細に述べておく必要がある。自からの手で

やるこれが，学生達の読書方法を変容させた第一のこと

である。人は教えられた知識から読書のしかたを，単に

学ぶのではなく，読書をするという行為によって読むこ

とを学ぶとSmithが指摘する通りである（Smith，1982：

174）。さりとて家庭で読書の課題をするように学生をし
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むけても，満足な結果は得られない。学生達をほおりぱ

なしにすると，ほとんどの学生達は，この新しい試みで

読書をさっばりしなくなる。学生達は，習性となった読

書法の力に抗し難く，旧態然とした読書の方法にもどっ

てしまう。さもなくば，他の学科の課題の消化に追われ

て，読書の実践からは，そこそこ手を抜いてしまうので

ある。だからこそ，時間割内での読書の実践は，必要欠

くべからざるものなのである。授業時間内で，読書の色

々なタイプの実践が可能である。拾い読みや走り読み，

これに関しては，すでに述べているが，これは，導入時

の肩ならし程度の練習問題として最適である。授業時間

でのこれらの練習は，読書に対する気分を整え，単語に

とらわれない態勢を読書活動の中に導き入れる。読書す

る時間を制限する方法も，重要である。時間に追われる

ことによって，一語一語たんねんに吟味しようとする態

度は，打ち壊される。筆者が実践する場合，練習用の読

み物であれ，小論文であれ，手引き書であれ，学生の読

むもののほとんどすべてに，時間の制限をする。しか

し，でたらめに設定するのではなく，学生達の読みの能

力にあわせて適切に設定している。学生達が完全に読み

終るまで，いくばくかの時間が必要と思われたなら，そ

の時間を与えている。時間設定のコツは，もうちょっと

速く読まなければまに合わないかなと思う程度の心理的

な負担を学生達におわせることである。とってもできそ

うにないことを強いられているんだと感じさせて，学生

を落胆させたり，イライラさせたりするような時間の設

定であっては．，決してならない。時間的な制約の下で読

まれる文章は，難しすぎるよりは，易しすぎる位の方が

よい。その位の文章で，学生の読む速さに適合したもの

を用いることが大切である。時間内に充分読みきった

と，学生が思えば思うほど，どんどんといろいろな本を

読みあさるようになる。

　時間を設定した読書法の実践に，ちょっとした手立を

用いると一層効果があがる。それは，彼らがどの位まで

読み進んだかを記録する進度表をつけることである。彼

らが自分の進度を目に見える形で知ると，一層読書に対

第28巻第2号

する動機付けを高めることになる。進度表にその読みの

速さを記録している間にも，彼らの集中力や理解力は伸

びている。

　授業の際の副次的な読書活動に，黙読による読書を中

断することなく続ける方法（Unintempted　Sustained　Si・

lentReading），USSR法がある。USSR法で読み始めた

なら，その方法を採用している間は，学生達も教師も，

自分達の選んだものならなんでも読むことになる。その

読書期間中，たとえば一週間なら，その週のきめられた

時間割上に詳細に記述された一定の時間として位置づけ

られたその時に，自から選択した本を，学生達も，教師

も読むことになる。この方法の主たるねらいは，教室内

では，教師になるが，黙読の手本になる人がいて，その

人のそばで，実際に，学生達が読書する機会を設定する

ことにある。入学試験の影がつきまとい，娯楽として本

を読むための時間を費すことのできない日本の生徒達に

とって，アメリカの学生達以上に，USSR法で楽しく本

を読む機会をとってやることは大切なことである。繰り

返し強調するが，生徒や学生達をほおりっばなしにする

と，家庭に帰って．時間を忘れて本に楽しみを求めるこ

とは，彼らはまったくできないと言ってよい。だから，

国語の教師は教室の中で充分に計画的に，上手に，効率

よく時間を利用して，授業を組み立てて，学生が読書を

する力になるよう実践しなければいけない（McCracken

and　McCracken，1978）（McCracken，1971参照）。

　4．　教育的には価値のない本でも資料に

　多読法の実践をするには，教師が多読法用の読書資料

として，教育的に価値のある内容をもった良書を見つけ

出して資料に供すべきことを乳井は提言している。わた

しは，その内容が楽しみだけを追って重要だとは思われ

ない本だとしても，読書資料として用いられるべきであ

ると考えている。繰り返すが，試験や必須事項のつめこ

みによって，過度のわずらわしさを感じている生徒や学

生達にとって読書というのは，骨の折れる気づかれのす

る作業なのである。だから，一週間のうち，一時間でも

二時間でも，わずかな時間を利用して，全部を読み切る
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ことの楽しさをしってもらう機会を，彼らに味あわせな

ければならない。一冊を読み切る楽しさを味わう機会を

持てたならば，読書が本来持っている楽しさを学生に与

えることができる。アメリカや上海で，筆者は読書の時

間に古典的な作品と同様に，スパイ小説，ミステリー小

説，恋愛小説，大衆文学を，彼らに読書資料として選択

させた。更に，大衆小説を，時間を制約した読書用の資

料として，日々用いてきた。試験の心配のない，楽しい

読み物を読むのだから，す速く読み，色々な本に手を出

したくなるのは不思議なことではない。授業時間中に，

楽しいそのような本を読めるのだから，知らず知らずの

うちに，読書に楽しさを覚え，もっと本を読みたいなと

いう気持を持ちはじめる。

結果

　英語を母国語とする学生にも，その他の国で，英語を

学んでいる学生にも，上述の四つの要件と雰囲気が保た

れているかぎり，英語の本を読むための効果をあげるこ

とができた。アメリカ国内では，アメリカ人の生徒や学

生にしても，英語を第二言語として学んでいる生徒や学

生にしても，英語の本を読書する進度だけは，少なくと

も倍近くなっている。もちろん，理解力も集中力も伸び

ている。しかし，重要なことは，読書速度ではなく，そ

の態度である。彼らは，その読書に対する態度をはっき

りとかえた。彼らの大多数は，読書に対するおじけがな

くなった。読書はあれこれめんどうくさい，一冊読むの

にすごい時間がかかる。理解できないしおもしろくな

い，そんな重圧や味けなさから，彼らは抜け出した。本

に書かれている事柄を記憶しない，一語一語に心砕く必

要のない読書をして，旧来の読書法にしばられることも

なくなった，彼らは，煩しさを覚えることなく，読書そ

のものに楽、しみを求めはじめた。心理的な重圧もうすれ

はじめた。

　上海で実践した時には，予想以上の効果を得ることが

できた。上海では，必読とされている英語の古典以外の

本を，数冊紹介した。それは，学生達の読書活動に一層

の効果があった。冒険小説，スパイ小説，恋愛小説を読

み，それを楽しむことを，教師によって公的に認めら

れ，それも教室の中で読書の時間として，持つことがで

きたからである。億えるのではなくて読書する，そんな

方法で，古典の中の幾冊かは読まれた。読書すること自

体が楽しみになったのである。彼らは，一度，読書する

ことは苦行ではないんだと知るや，もっと読書したいと

望み出したのである。

結論

　乳井が指摘するように，厳しい入学試験制度に影響を

受けている日本の教育の体制を変革することは，見込が

うすく，困難であるに違いない。しかし，読書の楽しみ

を知る機会を与え，試験や競争に追われることを排除す

る配慮をしたりして，教室の物的，時間的，心理的環境

をゆとりあるものにすることによって，生徒や学生達

が，読書に魅力を感じるようにすることは可能であろ

う。ただし，このような読書をすることが，きちんとし

た学問的な必須事項の理解を犠牲にしてまでなされるこ

とがあってはならない。彼らが，精神的な緊張をもた

ず，なおかつ過度な分析や無理なつめこみをせずに本を

読む。その時の彼らの理解力は非常に高いものである。

このことから，読書は，学問的な必須事項の理解を補う

ものと考えるのがよい。どんな国の授業実践でも，読書

の決め手は教師である。数師が，筆者のように読書の時

間に価値を見出す。そうすれば，生徒や学生達も，読書

の価値を確かなものとして受けとる。教師が自らの姿勢

を読書のすばらしさに向ける。彼らも，それを見ならっ

て，読書を積極的に進める姿勢をとるのである。
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資料

詩の読みの指導に対するフォーカシング技法の適用＊

北海道教育大学

　　－鹿内信善＊＊

問題

　鹿内（1984）は，詩の教材解釈に対して，心理療法で

用いられるフォーカシング技法の適用を試みた。そこで

は，Gendlin（邦訳1982）のフォ剛カシング●マニユアル

に基づいた詩教材解釈マニュアルの構成と，その適用事

例が報告されている。

　詩教材解釈にこの方法を用いることの，主な利点は2

つある。ひとつは，知性化によらずに感性に基づいて詩

を解釈できることである。第2は，詩の主題把握の方法

を明示できることである。読み手にとっての詩の主題

は，感じられたものからとりだされた言葉，すなわちハ

ンドルに基づいて把握される。

　フォーカシング技法は，様々な詩の解釈に適用できる

（鹿内1984）。しかし，この方法の適用可能性を広げるた

めには，様々な読み手も利用可能であることを示す必要

がある。

　フォーカシング技法は，非指示的カウンセリングの流

れの中に位置づけられる。非指示的カウンセリングにお

いては，カウンセラーは，自らの解釈をクライエントに

押しつけることはしない。また，詩は，教師の解釈の押

しつけではなく，読み手の自由な解釈が許容されるジャ

ンルのひとつである。したがって，フォーカシング技法

が様々な読み手に対しても適用可能であるならば，それ

は，読み手の主体性を尊重する，効果的な援助方法とな

＊The　application　of　the　Gendlin，s　f㏄using　pr㏄edure

　t・thereadingguidan“ef・rthep㏄t巧．

＊＊SHIKANAI，Nobuyoshi（Hokkai（10University　of
　Education）

るであろう。本研究では，フォーカシング技法を複数の

読み手に適用することにより，その適用可能性を検討す

る。

　そのために，先に構成した詩の解釈マニュアルに基づ

き，学習者の詩の解釈を指導・援助する教示系列を構成

する。教示系列は．，基本的には伺一原理に基づいて構成

されるが，実際の適用にあたっては様々なバリエーショ

ンが可能である。ここでは，2つの様式について検討

し，さらに付加的に「ひらけ」の事例についても検討す

る。

事例　1

　基本的教示系列

　先に構成した詩の教材解釈マニュアルは，次のステッ

プからなっていた。①空間をつくる，②フェルトセン

ス，③ハンドルをつける，④共鳴させる，⑤尋ねる，

⑥問題解決あるいは解釈。これらの詳しい説明は鹿内

（1984）でなされており，ここでは省略する。上述のス

テップに対応づけた，詩の読みの指導教示は次のように

なる。

　〈1．空間をつくる〉これから詩をひとつ読んでもら

います。まず1回，ゆっくり黙読して下さい。その際

「この詩は何のことを言っているのか」とか，意味を考

える必要はありません。詩全体から受ける感じを何とな

く受けとって下さい。

　〈2．フェルトセンス〉今度は，1行か2行ずつ読ん

でいきます。各行毎に質問しますので答えて下さい。答

えは文にまとめる必要はありません。思いつくまま答え
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て下さい。ここで大切なのは，頭の中に浮んだことを総

て言葉にすることです。（詩の各行を呈示して），これか　・

らどんなイメージが浮かびますか6（あるいはrどんな

感じがしますか」）

〈3．ハンドルをつける＞もう一度，全体をゆっくり

読んでみて下さい。（黙読のあと），今まで，いろいろな

感じやイメ、一ジを言ってもらいました。それら全部をま

とめたものに対して，ぴったりあてはまる言葉が何かあ

りませんか。文章でも印象でもいいですよ。

　〈4．共鳴・解釈〉今度は，そのイメージに基づいて

詩を1行ずつ解釈してもらいます。ぴったりした解釈が

できるまで何度言いなおしてもいいです。はじめからま

とまりのある解釈をつくる必要はありません。（各行を

呈示して），これは何のことを言っているのだと思ヤ・ま

すか。（ここでは，ハンドルを詩の各行と共鳴させつつ，

解釈も同時に行なわせる。）

　〈5．尋ねる〉今してくれた解釈を念頭におきなが

ら，詩全体をもう1回読んで下さい。（黙読の後）。今の

解釈で満足いきますか。しっくりしますか。（しっくり

しないという反応があったら），ではもう一度，全体の

感じにぴったりする言葉を探してみて下さい。（何か言

葉ができたら，それをハンドルにして再びステップ4を

行なう。その解釈で満足がいくという反応が得られた

ら，詩の解釈が成立したことになる。また，その際用い

られたハソドルが，その読み手にとっての主題となる。）

テクストならびに学習者

テクストは飯島耕一一「塔」を用いる（Table1）。ただ

し最終2行（Laughing　boy／Laughing　girl）を省略して

ある。学習者（L）は北教大4年の女子学生。フォーカシ

ングを卒論のテーマとしており，フォーカシングについ

ての予備知識をもっている。教示者（①）は筆者である。

実施は。1983年6月23日。

実際の適用

教示者は，非指示的カウンセリングを行なうカウンセ

第28巻第2号　・

Table1　テクストとした詩

⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①、岩，血一み．．み、急、・女　と　塔・果　塔　塔

も　はだ、ど　ぎ曲
笑夕らり足芸
い暮なのに師
出れ姿木なが
すに勢々る
　乾をは。
　くと
　　る

は実はばrしよ腐方塔
ずり燗法Lかもしの
にかきよ
爆たつう
発いたに
をo　明
開　　 る

始　　 い

す　　
o

る
、

⑥⑤④③②①
僕遺透僕何あ
は失明は．かのr
余物なしと青か
計『係過てんいな
にの去きで空し
悲前のてものみ
しに駅しな波Lく立でまいの
なつ
つた
てら
し

ま

つ

た

つお音
たとが
らし聞
し物え
いをる
　　あ
　　た
　　り
　　に

ラーの役割をとる。したがって，上述の教示系列に基づ　　①3

く発言以外は，カウンセリング場面と同様の発言をす

　　　　　　　　　　　・・一72一

る。たとえば「うん」rなるほど」等のr簡単な受容」，

学習者が述べた事柄を繰り返す「内容または問題のくり

かえし」などである。以下の報告においては，これらの

発言は適宜省略する。たとえばL6，L7の場合，その間

に「くりかえし」による①7の発言が省略されている。

またL，①の添番号がとんでいるのは．，省略があること

を示す。

〈空間をつくる〉

①、　（〈1．空間をつくる＞の教示）

L、　〈黙読119秒〉

〈フェルトセンス＞

①2　（〈2．　フェルトセγス〉の教示の後）それじゃ最

初r塔は方法のように明るい。」これどんなイメージ

が浮かびますか。

L2　く沈黙16秒〉なんか先がみえているような，

　うん。先がみえているような。うん。

L3　うん，方向性がある。
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①4

L4

①5

L5

①6

L6

L学

L8

①9

うん，方向性のある。

うん。〈沈黙4秒＞

だいたいそんな感じ。

うん。

じゃ（②③行呈示），これどんな感じしますか。

〈沈黙7秒〉変な感じ。

気持ち悪い。

うん。不気味な感じ。

うん。うん。不気味な感じね。はい，じゃ次いき

　ますよ。（④行呈示），これどんな感じしますか。

Lg　〈沈黙3秒〉う一ん。下の方，何かこう，塔とい

　うの，高くてだんだん細くなっていくような。こうい

　うのを感じてて，下の方からなんか，だんだん何かこ

　みあげてくるような。こう，見た目は静かなんだけ

　ど，内部で燃えているような感じ。

L、、　（⑤⑥⑦行について）あわただしい感じ。笑。

L、2　（⑧⑨行について）う一ん。風かなんかでゆれて

　るような感じが，あとなんか，自由勝手に成長してる

　っていうか，伸びきっているような感じ。

L、4　（⑩行について）〈沈黙7秒〉う一ん。総てが終っ

　たあとのような感じ。

L、6　（⑪行について）笑。〈沈黙5秒＞やっぽり不気味

　な感じがする。

L、7　岩が笑うんだから，なんか重たく笑うというか，

　笑いではない。

　〈ハンドルをつける＞

①・g　（〈3．ハンドルをつける＞の教示

L2・　〈沈黙14秒〉異様な感じ。

　〈共鳴・解釈〉

①23……その異様な感じというのを頭においてです

　ね，今度もう1回詩を1行ずつ読んでいきます。いい

　ですね。じゃく①行呈示）これ何のこと言ってるんだ

　と思いますか。

L24　〈沈黙25秒＞その，みる人にと，って，’なんか〈沈

　黙10秒〉，なんていうのかな，目標じゃないけども，

　何か方向性のでるような，

L25　感じ。見る人にとって，〈沈黙8秒＞

①26　見る人にとって方向性のでるような，

L28　〈沈黙29秒〉何か呈示している。

①28　（②③行呈示）これ何のこと言ってるんだと思い

　ますか。

L28　〈沈黙4秒〉その塔の様子。

①29　塔の様子。うん，どんな様子ですか。

L2g　〈沈黙18秒〉しっかりしたという感じ。

L22　（④行について）〈沈黙4秒〉何かやっばり，そこ

　にためているような，

①33　ためているような感じ。うん，何を。

L33　何をためている。大切なもの。

L34　（⑤⑥⑦行について）〈沈黙33秒〉なんか大変なこ

　とがあったんでしょうね。笑。

L35　笑。なんで急ぎ足になるのか。

①36　うん。なんで急ぎ足になるのかね，うん。（笑）

　笑。

L36　へんなの。

L37　（⑧⑨行について）〈沈黙33秒〉うん。何か（不明）

　でなくて，その雰囲気全体が，だらんとって言うか，F

　退廃的ムードというか，

L40　（10行について）〈沈黙50秒〉う一ん，やっばりな

　んか，さっきと同じで，うん，何かこう，争い事．と

　か，何かあったような，

L4、　あと，すべてが終ったあとのような。

L42　うん。あかっぽい。

L43　あかっぽいというか，茶色というか，夕焼よりく

　すんでいるセピア色。

L45，（⑪行について）〈沈黙24秒＞

　〈尋ねる〉

①40　はい。それじゃ（〈5．尋ねる＞の教示）。

L49　〈沈黙5秒＞何かこう，（数語不明）〈沈黙7秒＞

　ひとつの意志のしっかりしたもののまわりが，こう乱

、れているような，

　〈共鳴・解釈〉

①54　それじゃね，そのしっかりした意志のまわりが乱
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　れていると㌧、・うことに，総て統一できるように前後関

　係考えて，今度また1行ずつ解釈してもらいます。い

　いですか。しっかりした意志のまわりの乱れというテ

　ーマでした。

①56　はい，じゃ（①行呈示）。これは，この意味は何で

　すか。

L56　〈沈黙25秒〉う一ん。〈沈黙25秒〉う一ん，．向じこ

　としかできない。笑。

①57　うん。同じでいいよ。もう1回やってちょうだ

　い。

L57　〈沈黙4秒＞うん，自分の方向性ができてて，こ

　う見通しがあかるいというか，

，L59　（②③行について）〈沈黙7秒〉うん。どんなこう

　圧力ていうか，それにも自分の意志をかえない強さと

　いうか，

L6、　（④行について）ただ自分の意志をしっかり持っ

　ているだけじゃなくて，それを内にたくわえて，

L62　うん，なんていうの，それを発揮するのを待ちか

　まえているというか，

L64　（⑤⑥⑦行について）これがよくわからない。笑。

　ここはよくわからない。笑。これだけちょっと異質な

　感じ。なんで出てくるんだろう。笑。〈沈黙23秒〉あ

　んまりよくわからないけど，曲芸師というところが，

　おかしいというか，

L65　へんだというか，

L66

L67

L68

L69

何を，何を言っているのか。

笑5（数語不明）〈沈黙5秒＞お化粧の濃い。

なんか，はでな服着た。笑。

〈沈黙6秒〉ちょっとやっばり普通の人とは違う

　ような〈沈黙3秒＞感じの人。

①70　う．ん。もう1回まとめてみるよ（笑）。何か方向性

　がはっきりしてきて，自分の意志が非常に強く、なって

　きて，，圧力に負けないでしょ。そして，それを外に向

　けるのを待っているっていうんでしょう。

①7、で，そこでお化粧の濃い人がでてきてどうする

』の。笑。，

第28巻第9号

L7・　笑。う一ん（数語不明）。笑。〈沈黙22秒〉その場

　所に行こうとしてるのかな。

①72　うん。その場所ていうのは？

L72　塔か，塔か，こう，そういうものがあるところ

　へo
①73　そういうものというのは？

L74　塔の，塔のというか，塔に。何ていうかな。塔の

　意味するっていうか，こう，そういう意志っていう

　か，力強い，こう，たくわえている感じっていうか，

　そういう・もの。ものじゃないなア。気持ちっていう

　か，感じっていうか。そういうところに，何で女曲芸

　師でなければいけないのかと思うけど。

①75　うん。とにかく，その女曲芸師が辿りつこうとし

　ている。・

L75　うん。間にあうように，遅れないように，自分の

　（不明）。

①76　うん。なるほど。（⑧⑨行呈示）。

L76

①77

L77

L78

〈沈黙23秒＞爆発しやすいようにかなア。

爆発しやすいように。うん。何が？，

その意志っていうか，考えっていうか。

こっちの塔が待機しているわけでしょ。笑。奥の

　方でだんだんそれをださせるために。

①7g　うん。どうして？

L79　〈沈黙6秒〉う一ん。〈沈黙22秒〉だしやすいよう

　に，こう，よけているのかア，それを冷えきった目で

　見ているのかア，

L8。　笑。女の人のいく手をはばむものをとりあげてい

　るのかア，

①8、　ああ，いろいろある。じゃ，それをそのまま置い

　ておいて。血は夕暮れに乾く。

L8、　〈沈黙20秒〉夕暮れに乾く。笑（笑）。〈沈黙31秒〉

　夕暮れっていうのは，朝とか夜とか昼とかでは，何で

　だめなんだと思うけども，笑，夕暮れはよくわかんな

　ヤ・んだけども，おさまった。

①82　うん，おさまった。何が？

L82　何か，血の出るようなみにくい，みにくいもの
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詩の読みの指導に対するフォーカシソグ技法の適用

　が，この塔の，塔のね，意志とか，そういう力強さの

　もとにおさまった。

L88　（⑪行について）笑。ああ〈沈黙53秒〉，そうか。

　変だな。笑。

　〈尋ねる〉

①84　笑。うん，はい。そうしたらね，だいぶうまくい

　っているとこあるんだけど，変なとこあるでしょ（う

　ん）。どこがどうして変なのかね，どうしたら変な感

　じとりのぞけるか，もう1回読んで考えてちょうだ

　いo

L84　どうしたら？

①86　うん。

L85　これは（詩はン変えられないから，私が変わる？

①86　そうだね。笑（笑，ふ一ん）。しっかりした意志の

　まわりが乱れているというテーマを変えてみるとか

　ね。

L86　ふ一ん。〈黙読56秒〉うん。

①87　うん。どうすることにした？

L87　え一とね。笑。〈沈黙8秒〉意志対自然。

L88　うん。でね，意志というID人間が持っているもめ

　だから，人間対自然になる。

　〈共鳴・解釈〉

①g2　それ，いいテーマですね。（笑）笑。じゃ，もう1

　回それとの関連でやって下さい。（①行呈示），これど

　ういう意味ですか。

Lg2　〈沈黙6秒〉何か目標がきまっているっていうか，

　向かう道が見えているというか，明るい光がさしこん

　でいる。

Lg3　（②③行について）で，それに向かって，こう，

　自分の考えを押し通そうというか，

L躯　うん，うん。まわりのものに影響されないで，こ

　うく沈黙6秒〉

Lg5　うん。笑（笑）〈沈黙7秒〉うん，なしとげようと

　する強い感じ。

Lg6　（④行について）うん。で，それを，自分で持っ

　ていたものを，だんだん大きくしていって，それを，

　爆発というか，外に出そうとする。その準備を着々と

　はじめていて，外から見るとすごく静かで，そういう

　風には見えないけど，中では燃えている。

Lg7　（⑤⑥⑦行について）で，女曲芸師は，今までは

　自然の方にいたの。同化してたって言うか。何か厚化

　粧をして，きらびやかなところにいたんだけども，そ

　の，気づいた。

・Lg9　人間の，こう，そういうことではいけない，笑，’

　ことに気づいて，なんとかこっちの（詩の前4行）感

　じめ方へ脱出しようというか，この，こっちめ自然の

　退廃したもとから脱して，何とかそういうものを得よ

　うというか，うん，おくれないように，

Lloo（⑧⑨行について）笑。そういう，人間というか

　意志に対して，腐敗しきった環境というか，そういう

　のは，そんなのできっこないんだからやめろ，みたい

　な感じで，こう，ひややかな目で見ている。

L、。、（⑩行について）笑。で，血は夕暮れに〈沈黙18

　秒〉まわりではこう，血が流れるような争い事がおこ

　っているというか，みにくい状況を説明している。

L螂（⑪行について）で，岩がこう，ひややかな，岩

　はそんなケラケラ笑わないから，何か皮肉笑い。

①、。6　うん。だいたい読めたね。自然ていう言葉つかっ

　たけど，自然？　現実？

Llo6ああ，環境。まわり総て。

Llo7て言うか，世の中，うん，よどんだ。

①、、0ああ，なるほど。だいたいいいですか，それで。

Lllo．うん。

　考察
　この事例では，まず，詩の各行毎にイメージや感じ

　（フェルトセンス）をとりださせている。次に，これら

を全体にまとめ，全体としてのフェルトセンスにハンド

ルをつけさせる，という方法を試みた。フォーカシング

過程を反復することにより，最終的にr人間（意志）対

自然（環境）」というハンドルがとりだされた。また，・

このハンドルに基づき，詩の意味統一がなされている。

したがって，この学習者にとって，この詩の主題は「人
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間対自然」である。

事例　2

読書科学

　事例1では，教示者は解釈内容に関わる指示的発言を

全く行なわなかった。しかし，実際の教授＝学習事態で

は，教師による指示的発言が必要とされる場合も多い。

そこで本事例では，フォーカシング過程をひと通り行な

ったあと，解釈内容に関わる指示的発言の挿入を試み

る。．また，そのことにより本事例ではrひらけ（意味が

突然明白になること）」がおこっており，rひらけ」の事

例にもなっている。

　テクストならびに学習者

　テクストは事例1と同じである。学習者は北教大4年

の男子学生。フォーカシングに関する予備知識はもって

いない。実施は1983年2月22日。

　実際の適用

　本事例では，事例1と同じ教示系列を用いている。

』〈4．共鳴・解釈〉ステップまでの展開は，事例1と同

様であるため省略する。なお，学習者が詩の解釈に用い

たハンドルは「静かな爆発」であった。以下に〈尋ね

る〉のステップから記述する。．

①23　（〈5．尋ねる〉の教示）

L23　え一，満足というより，最初の行の……方法の意

　味がうまく，その，予想つけれないのでどうしても，

　あとはいいと思います。

L24　さっき言った意味でいいと思うんですけども……

　塔と方法というのは非常にくっつきづらいというか

　……不満だけども，その，最初の1行目……1度解釈

　してしまえば，それによって後の方はこう，こんなも

　のかなと思う程度の訳はできたんですが一。

①25．はい。それで，この詩は性的なイメージでとらえ

　る人が多いんですが，その辺どうですか。性的なこと

　でてこなかった？

L25　あッ，あア。いやいや，まいったな。

①26　ああ，教えて，じや。

L2β　だめですよ一。

第28巻第2号

①27　いいって。そういう話，はいってるんだって，こ

　れは。

L27　なるほどね。先生も好きですね。塔というのは

　言いづらいけども男のシンボル。

L28　（省略）

①29　なるほどね。そういう解釈で，さっきの君の解釈

　とどっち納得いく。

L29　や，こっちの方が面白いですからね。その，女曲

　芸師というの，その，わりとポンと出ました。その

　一，ぴったしきました。

　考察

　解釈内容に関わる教示者の指示的発言は，①25であ

る。事例1で用いた教示系列では，L23，24のような反応

が得られた場合，再度学習者にハンドルを見つけさせて

いる。本事例ではそれを行なわず，教示者が「性的な」

というハンドルを呈示した。これは，この詩に対して性

に関するハンドルを設定する事例が多く観察されていた

ためである。r性的な」というハンドルを呈示した結果，

L25で即座に「ひらけ」がおこっている。そしてL28で

は「性的な」解釈が，詩全体にわたって一気に構成され

る。L2gでは「面白い・ポンと出ました・ぴったしきま

した」という解放感の報告もなされている。

　これまでのところ，非指示的な教示のみで，本事例の

ような大きなrひらけ」は観察されていない。r詩は面

白い」という情意反応を導びくことは，重要な教授目標

のひとつである。したがって，初期の指導段階では，教

示者があらかじめ用意したハンドルを「尋ねる」のステ

ップで呈示してやることも必要であると考えられる。

事例　3

　ここでは〈空間をつくる＞のステップにおいて，詩を

解釈するために解決しなければならない問題の整理を行

なう。次に，これらの問題を順番にフォーカシングの対

象としていく。この点が，詩全体のフェルトセンスをも

とめさせた事例1と異なる。しかし，必要な問題を総て

とりだせない学習者も多い。そこで，教示者も事前に問
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詩の読みの指導に対するフォーカシソグ技法の適用

題をリストしておく。これらと学習者が提出した問題を

組みあわせて問題を整理する。

　基本的教示系列

　〈1．空間をつくる二問題をとりだす＞詩をまず2

回，ゆっくり読んでみて下さい。とくに意味を考えなく

ていいです。どんな感じがするか漠然と感じてみて下さ

い。．（黙読後），どんな感じがしましたか。（感じの報

告）。よくわからないところがいろいろあったと思いま

す。あとで，どんなところがわからないのか言ってもら

います。どんなことでもいいです。どこがわからない

か，とり出しながらもう1回読んで下さい。（黙読後），

どんなところがわからなかったですか。わからないとこ

ろ，変だと思うこと，何でもいいですから順に言ってみ

て下さい。（ここで，学習者が提出した問題と教示者が

リストした問題を組みあわせ問題系列を構成する。）

　〈2．フェルトセンス〉（ステップ1で整理された問

題を順番にフォーカシソグの対象としていく。）

　〈3．ハンドルをつける〉（ひとつの問題についての

フェルトセンスにハソドルをつけさせる。）

　〈4．共鳴させる＞（でてきたハンドルがフェルトセ

ンスとぴったりするかどうか，ハンドルとフェルトセン

スの間をいったりきたりさせる。）

　〈5．尋ねる＞（ハソドルとフェルトセンスがぴった

りしなければ，よりぴったりしたハンドルをみつけさせ

る。）

　〈6．解釈〉（ハンドルに基づいて，詩の各行を解釈

させる。行きづまったら，残された問題をフォーカシン

グの対象として，ステップ2から繰り返す。）

　テクストならびに学習者

　テクストは谷川俊太郎「かなしみ」を用いる（Table

1）。学習者は北教大4年の女子学生。フォーカシングに

ついての予備知識はない。実施は1983年9月24日。

　実際の適用

　〈空間をつくる＝問題をとりだす＞

　学習者の問題と教示者が用意した問題を組みあわせ

て，以下の問題系列を構成した。・

①28　そしたら，ちょっと問題点を整理してみよう。自

　分でちょっと書いてちょうだい。

①29　1番目がね，何故波の音が聞えるあたりに落した

　のか。何を落としたのか，2番目ね。それから，これ

　は君が出してきたんだね。過去の駅とは何なのか。そ

　れから4番目，何故それが透明なのか。それから，．ち

　ょっと，さっきわかった事なんだけど，何故余計に悲

　しくなったのか。だいたいそんなもんだね。それわか

　れば，この詩の意味わかるでしょ？

L29　うん。

　〈フェルトセンス〉

①30　はい，そしたら順番に片づけていこうね。じゃ，

　簡単なことなんだけど，まず青空をイメージして。ど

　んなんでもいいけど，青空をイメージして。

L3・　青空をイメージ？

①31　うん。

L31　できます。

①32　した？　はい。そしたらね，その青空のところで

　波の音が聞えてくるところ。

L32　〈沈黙6秒＞うん。

①33　はい，イメージした？

L33波の音？

　〈ハンドルをつける〉

①34　うん。そしたらね，青空のイメージと波の音が聞

　えてくる辺のイメージね。それに何かぴったりする言

　葉，できるだけ短い言葉をちょっと考えてみてちょう

　だい。

L34　えっ，言葉？

①35　うん。そのイメージにぴったりする言葉。

L37　〈沈黙16秒＞なんか，広大。

　〈共鳴させる＞

①38　広大。うん（笑）。広大ね。それじゃ，今どんなこ

　とイメージしたか教えて下さい。

L39　青い空があって，ずっとどこまでも続く青い空が

　あって，海があって，

L4。　……空に青さがあって，下にも海の青さがあ、っ
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　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

　て，波の音がするところは，波うち際にちゃぷちゃぶ

　っていう，その波うち際の音と，それから岩があって，

　岩にこう，ぶつかる波の音と。そういう，

①4、　うん。そういうイメージね。それに広大という言

　葉がぴったりする？

L41　いや一。笑。うううん。しないね。笑。

　く尋ねる〉

①42　しない。それじゃね，もう少し青空のイメージを

　かえてみてちょうだい。

L42　青空のイメージ？

①43　うん。さっきの青空，別の青空にして。

L44　う一ん。いいですよ。笑。

①4g　そしたらもう1回ね。45度くらいに，こう見上げ

　た感じの青空，ちょっと思い浮かべてごらん。この角

　度で。

L49　45度くらい？

①54　じゃ，そういう感じに，何かぴったりする言葉。

　別に短かく．なくていいけどね。

L54　〈沈黙28秒〉う一ん。春。

①55　春。（笑）。なるほどね。それぴったり？

L55　う一ん。

①56　うん，そしたらね，

L56　のどかな。

　＜解釈〉

①57のどか。うん。春・のどか。春・のどかという感

　じでねr（①②③行呈示）」この意味解釈できるかな？

　やってみてちょうだい。

L57　〈沈黙53秒＞う一ん。解釈っていうか，わかんな

　いけど，青い空や海があったわけじゃない。〈沈黙9

　秒〉

　〈フェルトセンス・ハンドル〉

①56　うん，いいよ。春・のどかっていうの，大変いい

　言葉でてきたんだけどね。、そしたら2番目の問題に関

　連したのちょっとやってみようね。r何を落してきた

　のか」でしょ。それじゃ，君が何か物をなく、した時の

一想像してごらん。

第28巻第2号

L58　〈沈黙6秒＞物，物を？

①59　うん。物を。さっき言ったように，具体的な物で

　なくてもいいし，何か形のない大切なものでもいい

　し。

　（このあと，貯金通帳をなくした時のイメージと「あ

　せる」というハンドルの報告）

①69具体的なものだね。もうひとつ具体的でない，抽

　象的な何かなくした時のこと考えて。架空の話でもい

　いよ。

L69　うん。

①70　した？

L70　うん。

①71　びったりする言葉。

L7、　〈沈黙7秒〉悲しいとか絶望。

　〈フェルトセンス〉

①72　うん，悲しい・絶望。悲しい・絶望，うん。そう

　するとね，それも大変いいんだけどね，最初，・春・の

　どかでしょ。そして悲しい・絶望でしょ。全然ちがう

　のね。

L72　うん。

①78そこで，春・のどかなさっきのイメージと，悲し

　い・絶望という今のイメージと交互に辿ってみてちょ

　うだい。まず2・3回辿ってみて。

　〈ハンドル・共鳴〉

①74　うん。そしたら，その2つを結ぶ言葉。

L74　〈沈黙75秒〉う一ん。夏に，からね，秋にかけて

　の，夏にこう，楽しい思い出があったのに，その時点

　で，う一ん，悲しい思いをしてね，秋にかけて，それ

　がなくなった心の重さを感じている。笑。

L75　笑。何か変ですね。

　〈尋ねる〉

①76　うん。変だったらもう1回。変でも，何度もやっ

　ていればいいの出てくるよ。もう1回，最初の春・の

　どかというイメー』ジと，悲しい・絶望というイメージ

　交互にして。

L76　〈沈黙48秒〉う一ん。笑。むずかしい。

・一し78一



詩の読みの指導に対するフォーカシソグ技法の適用

、L77　うん。笑。失恋とか。笑。

　〈解釈および問題解決〉

①78　失恋。なるほどね。失恋。じゃね，失恋したのに

　どうして最初からのどかなイメージがでてくるの？

L78　そうね。あっ，そう。その楽しかった思い出が，

　きっと，その，たとえば，青い空の下で遊んでいたり

　ね，そういう。ああ，おかしいな，うん。

L82　〈沈黙119秒〉うん。楽しい思い出があったんです

　よ。春・のどかな日に。

L88　笑。して，青空を見るたびに思㌧，・出すんですよ。

　笑。

L84　うん。して，ああ，ぼくはあの時ああやってね，

　あんなに楽しかったのに，とんでもないものを失なっ

　てしまったって，青空を見て絶望しているんですよ。

①85　うん。それで意味わかったでしょ。最初3行。そ

　れでいい。

L85　いいんですか？

①86　うん。いい。ね，それで問題の1番目，2番目片

　づいたでしょ。

L86　うん。

①87

　ね。

L87

①89

①go

Lgo

ね，あと3番目だね。過去の駅とは何なのかだ

楽しかった時の，うん，その時の状況。

それで3番目まで片づいた。

それがどうして透明なんだろう。

過去だから，すぎさったことだから透明になっち

　やったんですよ。

①g1　あ，すぎさったことだから透明になっちゃった。

　うん，それで4番目まで解決した。

①92　じゃ5番目。

Lg2　それで，思ってみても，もう自分のとこには戻っ

　てこないから，笑，青空を見ても余計悲しくなってし

　まう。笑。

①g3　うん。それでいいでしょう？　できた。

Lg3　それでできた。笑。

　考察

　本事例では，詩を解釈するために解決しなければなら

ない，複数の問題を順番にフオーカシングの対象として

いる。この方法により，一応の解釈がなされており，構

成した教示系列が有効であることが示された。しかし，

解決すべき問題の中に，・教示者が準備した問題も組みこ

んである。このような問題系列は，いくつかのフェルト

センスを統合していく一定の方向性を含んでいる。この

ため，必然的に，教示者からの指示的発言が多くなって

しまった。どのようにして指示的発言の量を減らしてい

くべきかは，今後の課題である。

総合考察

　Bransfordら（1973）は，一読しただけでは意味のわ

かりにくい散文をテクストにしている。彼らは，このよ

うな文章の理解は．，事前に適切な題が与えられることに

より促進されることを報告している。このことから，詩

の場合も，詩を構成するセグメントを結合しやすい題を

設定すれば，理解困難性を減ずることができると考えら

れる。鹿内（1983）は，このことの検証を試み，予備実

験において，適切な題を学習者に自己設定させてみた。

しかし，この段階で，自由に題を設定すること自体が困

難であるとする被験者が何人かみられた。このため，難

解な現代詩を解釈するための定位刺激（適切な題など

の，文章材料の意味統一をはかるための方向づけ刺激）

は，実験者が設定したものを用いざるを得なかった。定

位刺激という概念は，フォ・一カシングにおけるハソドル

に対応する。したがって，フォーカシングは，難解な詩

を解釈するために必要な定位刺激の自己を設定を促進す

を方法でもある。

　詩の読みの指導方法は，これまでにいくつか提案され

ている。たとえば西郷（1981，p．17）は「層序法（詩全

体の印象から入る方法）」と「展開法（1，2行ずつイメ

ージ化していく方法）」の2つを考えている。本研究の

事例1は詩全体のフェルトセンスに基づき解釈をすすめ

ていくという点で層序法に近い。事例3は展開法に対応
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する。従来の指導方法においても，フェルトセンスをと

らえさせるということは行なっている。しかし，それに

対し簡潔なハンドルをつけるという方法を明確化してい

ない。さらに，主題の把握方法も明確にしていない。フ

ォーカシング技法を適用することにより，この2つを明

確化できる。したがって，フォーカシング理論は，詩の

読みの指導を考える上での重要な枠組理論となる。

　鹿内（1984）では，詩の読みにおけるフェルトセンス

とは「からだの気づぎ」および「気持ちのイメージ」で

あることを考察した。しかしrからだの気づき」という

教示を学習者に伝達することが難しく，ここで報告した

事例では，主に「気持ちのイメージ」によるフェルトセ

ンスを用いた。rからだの気づき」までとらえさせる方

法を考えていく必要がある。また，主観的印象では，ある

が，フォーカシングについての予備知識をもつ学習者の

方が，詩の読みに対するフォーカシング適用がスムーズ

に運ぶようである。事前のフォーカシソグ訓練を指導過

第28巻第2号

程に組みこむ必要があるのかも知れない。

　さらに，ここで報告した事例は，詩の一次解釈ができ

ることを主な指導目標としている。これ以外の指導目標

を達成するために，フォーカシング技法をいかに導入し

ていくべきかということも今後の課題である。
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