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はじめに

　日本では，就学前の幼児に文字の読み方を組織的に指

導する試みはほとんどみられない。特に漢字教育に関し

ては，そのようにいえると思われる。すなわち，石井

（1980）を除くと，漢字と仮名を含む総合的な読み方の

指導を提唱する教育者は極めて少ない。

　就学前の幼児がどの程度読みの技能を獲得できるかは

重要な問題であるが，その研究は比較的少ない。これま

でS6derbergh（1971），Weeks（1980），Doman（1964），

Steinberg＆Steinberg（1975），Fowler（1967）が事例研

究を行ない基本的な読みの技能を就学前に習得できるこ

とを示した。またDavidson（1931），Durkin（1970，

1974），Wilson（1938）は，教室場面の中の指導におい

て同様の結果を得ている。そこで，早期幼児教育への関

心が高まりつつある今日，この重要な問題について一層

の研究を行う必要があるといえる。

　本研究は，年少児に教室場面で漢字と仮名を教える場

合，読みの学習がどのようになされるかを明らかにしよ

うと試みるものである。そこで，特に年少児に適切と思

われる系統的な読みの指導計画を立てて実施した（r方

法」の項を参照）。この指導計画は，以下に略述するよ

うに，5つの基本原理に基づいている（この原理の詳細

については，ス穿インバーグ・陳，1980を参照された

い）。
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原理1　幼児に即した身近な，意味のある語句や文を教

　　　える

　読むということは基本的には意味をとることである

（Smith，1971；Gates，19281Huey，1908）。従って，読

みの指導計画では．，その実現を目標としなければならな

い。そのためには，幼児の話しことぱの中に出てくる語

句や文の読み方を教えるべきであって，幼児の知らない

言葉は避けなければならない。具体的には，「ボール」，

「赤い」，r椅子」，r赤いボール」，r遊ぼう」のような，

幼児の身近な環境の中の事物，経験，・行為，場面，出来

事に関わるものである。この点で，幼児のよく知ってい

る物語や好きな物語等に出てくる語句を教えることがで

ぎる。一方，機能語や第三者の選定した語句は，往々に

して幼児の興味をひかず，その結果，覚えるのが難しく

なるので適切ではない。特に，rは」，「に」，rです」，

「その」等の機能語は，独自で意味をもつ名詞，動詞，

形容詞と異なり，単独で用いるとほとんど意味がないの

で覚えにくい。それらの機能語は．，句や文などの文脈の

中で効果的に教えられるのである。幼児の発話の中で理

解できる言葉が教えられるので，教材は幼児の知能水準

を超えてはならない。

原理2　　意味のある語を教え，無意味な字を教えては

　　　ならない

　これまでの心理学研究によって，意味が学習の重要な

要因であることが示され（Cofer，196glUnderwood＆

Schulz，1969；Jung，1968），名詞，動詞，形容詞といっ

た，最も有意味度の高い語類が特別な顕在性をもつこと

が明らかにされている（Osg60d＆Hoosain，1974）。従

って，幼児にとって有意味度の低い個々の仮名よりも有
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意味度の高い語の読みの方がやさしいという研究結果も

驚くべきことではない（Ste伽麟・．Yl卑幽過an砺

Hirakawa　and　Kanemoto，1977）。一このような結果は視覚τ

的に複雑な漢字と，個々の仮名文字とを比較した場合に

ついてもあては，まる。

　幼児が仮名文字で表記された語を見て，そ㊤語の音読　・

ができ，意味を理解するためには，個々の仮名文字とそ

の対音との関係が習得されなければならない。・しかし，

そのような対応関係を直接的に教える必要はない。幼児

は語が教えられると，独力で帰納的にそのような対応関

係を学習することができるのである（S6derbergh』19713

Weeks，19803Steinberg＆Steinberg，1975）。

原理3　発話能力は必要ではない

　幼児が発話できることや，正しく明瞭に発音できるこ

とは，読みの学習を行なうための必要条件ではない。し

ばしば観察されるように，脳性小児麻ひのような発話障

害をもつ人々も言葉を学習し，読むことができるように

なる。このような人々は，他人の発話を聞いて言葉を習

得するのである。そして，そのような人々が読みを学習

する基盤となるのは，聞くことによって得た言葉の知識

なのである。事実，正常な年少児の場合も，発話がでぎ

なくとも読みの学習はできる。その状態は，健聴唖者の

場合の状態とよく似ている（健聴唖児の読みの指導に関

する事例としては，スタインバーグ・陳，1980を参照）。

したがって，教師は幼児が学習項目を発音できるかどう

かを目安とする必要はない。重要なことは，次に示すよ

うに，幼児の発話理解の能力である。

原理4　発話理解と関連させる

　読みの学習をするためには，発話の仕方を知っておく

必要はないが，学習すべき語句の発話が理解できなけれ

ばならない。たとえば，rテレビ」，r車」，r赤いボー

ル」，rドアを開けて」という語句を聞いて理解できるな

らば，幼児はそれらの語句の読みを難なく学習でぎるで

あろう。このようにして，はじめは無意味な文字表記で

も，常に有意味な事物と関連づけられて，学習が促進さ

れるのである。
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原理5　はじめに単語を教え，次に句や文に移る

一単語の読みを句や文よりも先に教えるべきかどうかに

ついては，実験的に明らかにされていない。単語の読み

の学習は，句や文の学習から帰納的に．なされるという議

論も成り立つであろう。その結果，個々の語の学習はあ

えて行なう必要はなくなるかもしれない。しかし，句や

文がかなり長いことを考えると，そのような帰納学習は

極めて難しいように思われる。従って，まず個々の語を

学習し，つぎにその語を含む句や文へ進む方がよい。そ

の場合，句や文を構成するのに十分な数の単語が学習さ

れた後，ただちに句や文の学習に移ることができる。

方法

被験児

　被験児は，広島市の私立保育園2クラスの中の男女21

名の幼児で，本研究プ・グラムの開始時における被験児

の年齢範囲は20か月から38か月であり，多くは2歳6か

月前後であった。2クラスは年少クラスと年長クラスで

あり，前者は6名の幼児から成り，その年齢範囲は20か

月から28か月であった。もともと年少クラスにはもっと

幼児の数はあったが，引越で移ったり，保育園をかわっ

た等のために多くの幼児が退園した。後者の年長クラス

は15名の幼児から成り，年齢範囲は28か月から38か月で

あった。社会的・経済的背景については，大部分の被験

児が共働きの中流家庭の子供である。

　これらの幼児は，本研究のために特に選別されたわけ

ではなく，ほぼ任意に選ばれた2クラスに属していた幼

児である。なお，当初は被験児数も多かったが，園児数

の減少，本保育園のスケジュールの問題，保母の不足な

どのため，当初のすべての被験児を維持することはでき

なかった。期間についても同様，年少グループについて

は16か月間の追跡調査が可能であったが，年長クラスに

ついては，8か月間であった。

手続き

　指導は，各クラス1名の保母と1名の保母助手によっ

て教室の中で行われた。指導にあたる保母と保母助手た
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ちは，上記の5つの基本原理の説明をうけた。また，指

導計画がうまく実行されているかをチェックし，被験児

の進捗状況を把握するために，保母たちとの会議が定期

的にもたれた。

1具体的な指導を行なうにあたって，上記の基本原理に

基づき，以下に示す4段階指導計画が立てられた。ここ

で，各段階について述べる前に，どの様な表記体を用い

るかという問題に言及しておかなければならない。 語

は，仮名と漢字の両方で書かれることがしばしばあるの

で，どの表記体を用いるべきかという問題が生じる。本

研究では，原則として日本語の標準的な書きことばで用

いられる表記体を用いることにした。すなわち，標準的

に漢字で表わされる語は漢字で表わし，仮名で表わされ

る語は仮名で表わした。その論拠は．，幼児が読みを学習

する場合の最終目標が標準的な表記体で表わされた語句

を読むことにあるので，最初から標準的表記体を用いる

べきであるということである。さらに，仮名と漢字とに

かかわらず，語はどちらの表記体でも同じくらい早く学

習されるという研究にも基づいている（Steinberg，

Yamada，Nakano，Hirakawa＆Kanemoto，1977）。大部

分においては，保母の指導はこの原理に基づいている。

しかしながら，後述の結果に表われているが，時々漢字

で書くべきところを仮名で書いたりしている点がみられ

る。

指導計画

　指導計画の4段階とは，（1）語に親しむ段階，（2）語を読

む段階，（3）句や文を読む段階，（4）文章を読む段階であ

る。この段階は，それぞれの先行段階が後続の段階の前

提条件となるように配列されている。しかし，先行段階

は，後の段階に入っても続行することができる。たとえ

ば，語を読むことは，幼児が句や文，さらには文章を読

む段階に入っても続行できる。というのは，後の学習の

段階でも常に未習語が出てくるからである。以下，いく

つかの学習活動の例とともに，各段階の基本方針につい

て概説する。なお，各クラスはこのプ・グラムに毎日約

20分を費やすこととされた。

第1段階　語に親しむ段階

　この段階の目標は，表記語の形に慣れさせ，話しこと

ばの語がそれぞれ異なる表記形態をもつということに気

づかせるということである。しかし，話しことばのどの

語が書きことばのどの語と対応するかは教えない。それ

は，次の語の読みの段階に譲るからである。

　指導を行なうために，まずr椅子」，rテレビ」，r壁」，

「花」，rテーブル」といった単語カードをそれぞれの対

象物の上に貼る。 その語は幼児が全員知っているもので

ある。カードはできる隣り幼児の目の高さに貼られた。

教室の中で，これらのカードを用いていくつかの学習活

動がなされた。そのうちの容易なものとしては，対象物

の「指差し」がある。それは，幼児にカードと対象物を

指差すようにさせるものである。指でカードを差すこと

で，幼児の注意を語に向けさせ，語の重要さを気づかせ

る。そして，幼児はそれぞれの語が異なる対象物と結び

つくことに気づくようになる。ただし，具体的な結びつ

きを学習するところまでは要求しない。．

　比較的難しい学習活動としては，カードの語と対象物

の「対応づけ」がある。対象物に貼られているいろいろ

なカードの語が同じか異なるかを言わせるゲームであ

る。そこでは，幼児はそれぞれの語を注意深く見るの

で，語の形に慣れ，語の弁別特徴を把握するようにな

る。この学習では．，幼児は．目の前にある2つの語を比較

するだけであり，しかも両者が同じか異なるかを言うだ

けであるため，短期記憶しか必要としない。幼児は書か

れた語を覚える必要はない。語に親しむ段階は，幼児が

幾つかの語を読めるようになるまで続けられる。

第2段階　語を読む段階

　この段階では，書きことばのどの語が話しことばのど

の語と対応するか，あるいはどの対象物と対応するかを

学習する。先行段階とこの段階の違いは，長期記憶を必

要とするところにある。すなわち，この段階では個々の

語の視覚的布置を記憶し，話しことばにおける個々の語

との結びつきを覚えなければならない。たとえば，「リ
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ンゴ」と書かれた語を見ると，実際のリンゴあるいはリ

ンゴの絵を指差すことができなければならない。あるい

は．，リンゴと言えなければならない。

　　　》
　ここでも，語の読みを教えるために，いろいろなゲー

ムや学習活動が工夫された。たとえば，室内の対象物に

貼ってあるカードをはずし，そのカードを正しく元の対

象物のところへ持って行かせる。初めに学習する語の大

部分は名詞であるが，一旦いくつかの語を学習し始める

と，「走る」，「飛ぶ」，「大きい」，rやわらかい」のよう

な動詞や形容詞等の他の品詞の語も導入される。r良い」

とか「友達」のような，より抽象的な語も，幼児にとっ

て親しみがあり，有意味度が高ければ導入してもよい。

また，幼児の要望に沿って，語を書くこともできる。従

って，この段階の期間の長さには制限がない。r赤い自

転車」のような句や，r人形が落ちた。」のような文は、，

それらを構成する語が習得されるとすぐに導入してよ

い。残念ながら，保母たちが概してこの指示に従ってい

なかったのは，いくつかの結果にみられる通りである。

第3段階　句と文を読む段階

　この段階は，より大きな言語単位を問題にしており，

それ以外は前段階と同じである。ここでの目標は，より

大きな基本的な言語単位である文を読めるようにさせる

ことである。句は必ずしも文の前に教える必要はない。

むしろ，具体的な場面で，「黒い犬」や「その犬は黒

い。」等，幼児の興味に応じて教えられるべきである。

句と文の読みの学習は，語の読みの学習とともに，幼児

が新しい文を読むのに必要な語彙が習得されるまで続け

られるべきである。新しい文が容易に読めるようになる

と，幼児は文章を読む段階に入る。本研究における被験

児は，この段階に到達していなかったが，読みの指導計

画の全体像を示すために，簡単に言及しておく。

第4段階文章を読む段階

　文章とは，有意味で最も大ぎな言語単位である。すな

わち，互いに意味的に関連する2つ以上の文から成るも

のである。物語や詩がその良い例である。文章の読みの

学習は，他の読みの活動よりおもしろいであろう。個々
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の語句や文の読みの学習にはなかった物語がもたらす興

奮がある。この段階の目的は，子供が文章をすらすらと

読めるための知識と技術を提供することにある。指導順

序としては，この段階で幼児は本を読むことが教えられ

るが，それは幼児に本を読んでやることをこの時期まで

ひかえるべきであるという意味ではない。むしろ，幼児

が本の内容が分かるようになるとすぐにその物語を読ん

でやるべきである。そのような読書活動によって，幼児

は本というものがどのようなものであるかを理解し，本

に興味を持つようになる。そしてそれは文章を読む段階

の基礎となるであろう。

　学習の基準

　学習の基準としては，次に示す条件のひとつが満たさ

れた場合，語が学習できたとみなす。

　1．該当項目が口に出して言えること。

　たとえば，r花」という項目を「ブロック」やrお菓

子」など2つ以上の表記項目と一緒に提示する。その項

目は，いずれも被験児の話しことばにおいて意味が理解

できるものでなければならない。項目は，それぞれ1枚

のカードに書かれている。そして，実験者がヵ一ドを何

枚か持って，その中からひとつを選び，被験児にそれが

何かを言わせる。実験者は，他のカードについても同じ

手続ぎを繰り返す。被験児には，その項目の意味につい

ての手掛かりや強化は与えられない。この手続き全体は

2回繰り返される。もし被験児が2回とも該当の項目を

正しく言えて，他の項目が示された時にまちがえてその

該当の語を言わないならば，その項目が学習されたとみ

なされる。

　2．該当項目を指差すことができる。

　該当項目を他の2つ以上の項目と一緒に提示する。各

項目は，いずれも被験児の話しことばにおいて意味が理

解できるものである。それぞれをカードに書き，被験児

の前に置く。実験者は，該当項目と他の項目を読み上

げ，被験児にそのカードがどれかを指差すように言う。

被験児には，その項目の意味についての手掛かりや強化

は与えられない。この手続き全体は2回繰り返される。
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もし被験児が2回とも該当の項目を正しく指差し，他の

項目が読み上げられた時にまちがえてその項目を指差さ

ないならば，その項目が学習されたとみなされる。

　ただし，子供が実験に参加する以前に知っていた語は

できる限り確認し，本研究以外によって学習されたと判

断した。数名の子供は，本指導を受ける以前に自分の名

前が読めたが，そのような項目は外されている。

結果

　結果は，年長クラスと年少クラスの両方において集計

された。各クラスおよび両者を合わせた全体的な結果

は，表1に示されている。

　　　衰1学習された謡，句，文の平均数

A．　指導8か月後

　　　　　　　　語
　　　　　　　　　　　　　　　　句と文総計
　　　　　漢字平仮名片仮名合計

年少クラス71．OO9．8416．4997．333．OO100．33
　（6名）

年長クラス81．278．679．4099．341．93101．27
　（15名）

両クラス平均78．349．0011．4398．772．24101．01
　（21名）

B．年少クラス

指導8か月後71．009．8416．4997．333．00100．33

指導16か月後47．669．674．OO61．3319．3380．66

　合　計118．6619．5120。49158．6622。33180．99

　Aの欄に見られるように，指導8か月後の両クラスを

合わせた平均で，98．77個の語，2．24個の句または文，

総計101．01個の表記形態が学習されている。語のうちで

は，78．34個が漢字，9．00個が平仮名，11．43個が片仮

名であり，漢字が全体の79．34％を占めている。全体的

に，年少クラスと年長クラスの得点はほとんど同じであ

った。すなわち，学習された語の合計（年少クラス零

97．33，年長クラスニ99．34），句と文の合計（年少クラ

ス；3．00，年長クラス＝1．93），全項目の総計（年少ク

ラス・＝100．33，年長クラス＝101．27）にはほとんど差が

ない。しかしながら，年齢変数に関するこのような結果

の解釈には注意しなければならない。なぜならば，学習

場面において2つの重要な変数，すなわち保母の行動様

式と指導時間という変数が統制されていないからであ

る。たとえば，年少クラスの保母は年長クラスの保母に

比べて，廟らかで形式ばらないタイプであった。指導時

間については，われわれの印象では，年少クラスの方が

多いようであった。しかし，われわれにはそのような観

察が妥当であると保証する手段はなかった。

　両グループとも語に親しむ段階から，語を読む段階へ

の急激な移行が見られた。大部分の子供は，2週間後に

語が分かり始めた。最初の1か月で，年少クラスは実に

平均35．85個学習し，年長クラスは平均5．07個学習した。

2か月目は，学習効率は逆転し，年少クラスが平均4。83

個，年長クラスが平均23．53個それぞれ学習した。この

ような変化の原因は不明であるが，指導形態等によるこ

とが考えられる。

　句と文の読みへの移行は，大部分が8か月後に起こっ

た。語の読みから句や文ヘスムーズに移行するには，約

100語程度の基礎語彙の習得が必要であるように思われ

る。また，本研究が終了した時期（16か月）は，文章の

読みを導入する理想的な時期であったように思われる。

しかし，残念ながら，保育園のスケジュール等のため，

本研究の継続は不可能であった。

　表1のB欄では、，年少クラスが語の学習では幾分減少

しているが，句と文の学習では著しく増大していること

が分かる。学習項目の総計は，後半の8か月では約20％

減少している。この減少は，句と文の読みの指導にかけ

る時間が多くなったことによるかもしれないと考えられ

る。句や文を教えるには，語を教えるよりも時間が多く

かかるのが普通である。従って，後半の8か月の句と文

の指導が，前半の8か月．の期間内になされていたなら

ば，もっと多くの語が学習されていたかもしれない。

　16か月全体の期間を見ると，年少クラスは総計180。99

項目を学習している。そのうちの158．66項目は語で，

22．33項目は句または文であるg語のうちの118。66項目

は漢字であり，その多くが知覚的に極めて複雑であると

いえる。ζこで，被験児たちがどのような語句や文を学
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習したかについて目安となる2名の被験児のデータを示

す。表2は，平均的な被験児が学習した項目である。

表2　平均的な2歳児（女）が学習した項目

　　　　　　　　　　　　　（16か月の指導結果）．

語 （合計185）

漢字（合計138）

机椅子時計鏡本魚花くつ下絵笛手
靴足赤ちゃん蝶象・犬猫熊．蟹自動車
汽車、飛行機　帽子　畳　窓　お皿　大根新幹線　雨

虫　人参　散歩　右　左　口　耳　目　頭　顔　柿　馬

電車先生猿風船人形大きい小さい甘い
雪泣く歌う起きる赤い三角’四角’寝るへ食
べる・飲む　月　遊ぶ青い　はし箱自い洗う・歩

く　黒板　本箱　掲示板　1扇風機　掃除道具入れ・丸い

危ない　暑㌧）早い　弱い　痛い、広い　長い　強い

遅い　高い　悪い　重い　暗い　汚ない　近い　冷たい

明るい　堅い　涼しい　遠い　楽しい」1多い　深い　太

い笑う　通るロ休む働く　止まる帰る持つ並
ぶ書く　買う　眠る　乗る　捨てる　拭く　行く　作

る　押す　進む　立つ　取る　読む　中野和美岩田成

美　森本明子　山根暢子　表川章　春目野明美，久保岡

加藤裕　梅本洋介　堀越和美　金山直美　津村美夏　柴

崎泰介　渡辺優子要田由紀　多田英昭　脇和之　苅谷

章山路智之八谷英輝
仮名（合計47）

みかん　りんごいちご　うさぎきりん，テレビ．ト

イレ　カーテン　オルガン　レコード　タオル　エプロ

ン　ズボン　バンヅカバン　バナナ　バラ　パンダ

ボール　コップ　スプーン　ぶどう　ペンギン　カバ

ライオン　ふね　おいしい　のり　はさみ　はし　かぶ

と　ブロック　ふとん，スチーム　カレンダー　ロッヵ

タンスあさがお　うさぎ　ことり．くすり

からす　おむすび　えんそく　いもむし　けむし

す。給食に食べるおいしいみかん。金魚のおなかは大き

いな。アヒルの親子が泳いでいます。お猿が野原で遊ん

でいます。夏に元気なセミリ声。遊園地でブランコに乗

って遊びました。よい子は順番に並びます。ねん土で動

物を作りました。おかあさんと絵本を読みました。手を

洗ったらハンカチで拭く6ごみはごみ箱に捨てましょ

う。㌧、・ちごと野菜を買いに行きました。

表3　学習速度の速い3歳児（男）の学習項目

　　　　　　　　　　　　　（8か月の指導結果）

語 （合計151）

漢字（合計128）

黒板窓花戸犬扇風機本掲示板掃除道具
入れ汽車洋服自動車帽子蝶換気扇’手時

計本箱電機絵鏡机．足靴船天井椅子
　悪い　赤い　丸い　美しい　柔らかい　汚い　恐しい

長い暑い寒い猿柿狸栗象桃堅い強
い　弱い　細い　短い　早い　遅い　危ない　甘い　冷

たい　多い太い

　涼しい小さい

寝る頭　目　顔

結ぶ笑う　行く

る歩く　眠る

てる　帰る

買う　泣く

尾昌志佐藤ゆり

本英子　三木紀子

関川由紀子

島川智江

仮名（合計23）

りんご

り　みぎ　とんぽ

ビ　バナナ

カレンター

　．止まる

起きる

食べる

・’和田晃子

碓井法子

重い　軽い　明るい　楽しい　薄い

暖かい　暗い　痛い　拾う　歌う

人男口鼻女右左乗る
聞く押す踊る思う洗う作
　　書く働く並ぶ切る捨
　立つ　来る　休む　持つ　拭く

　飲む　走る　杉本英城　大戸　堀

山根優子　佐渡義樹・汐中歩美　松

佐藤穣　松岡孝治　島原　松尾政彦

　北村かをり　山本真　川谷文久

ふとんダンス　ごみ箱　ぶどう　すいかひだ

　　　　かぶと虫うさぎにわとり　テレ

　　ロッカー　オルガン　スチーム　トイレ

　　カーテン　エビ　ライオン　アリ　みかん

句または文（合計29）

ごめんなさい。ありがとうございます。いただぎます。，

顔を洗いましょう。行ってきます。おはようございま

す。ごちそうさまでした。．洋服を着ます。悪い子供は弱

虫です。甘い柿を食べました。赤は危ない信号です。暖

かいセーターを着ます。犬が散歩に行ぎました。きれい

なお花が咲きました。蛙が何かそうだんしています。お

・父さんが笑っている。ピーマン食べて強い子供になりま

句または文（合計7）

お母さんありがとう。赤い柿が二つ。もも太郎の好きな

桃。小犬のにらめっこ。．，強い子供は潭きません。とんぼ

の目は大きい。象の鼻は長い。

　また，表3は，，学習速度の最も速かった被験児の1人

の学習項目である。速い被験児は，他の被験児が16ヵ月

かかづて学習する項目をほとんど8ヵ月で学習してい
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る。そのような違いが年齢によるものか，個人差による

ものかについては，将来の研究に譲らなければならな

いo

　保母たちによって記録された臼誌から，被験児たちの

学習の進歩と成果が洞察できる。資料1は年少クラスの

保母によって書かれた日誌の一部である。一資料2は年長

クラスの日誌からである。これらの引用は，被験児たち

の成果が様々な形で示され，彼らの学習のより一層の証

明となるものである。ついでながら，年少クラスの保母

の方が年長クラスに比べ，より詳しく，よりひんばんに

記録をとっていた。

考察

　本研究では，わずか8か月の指導後，2歳児が多くの

複雑な漢字を含む語句や文を，平均して101．01項目学習

したことが示された。16か月後では，その数はほぽ2倍

になり，後半の8か月には，学習された句と文の数は前

半よりも6倍の大きさになった。日本語のように，漢字

と平仮名と片仮名の3種類の異なる表記形態を統合する

書字体系に関してでさえ，年少の子供が教室場面におい

て，読みの基本的な知識を習得できることは明らかであ

る。幸いにも，幼児はその書字体系の複雑さに気付いて

いない。幼児は，ただ与えられる語句や文を学習するだ

けである。

　ここに，句と文の学習に関して，未解決の問題がある

ことを記しておく。それには幼児が句や文を構成する．と

ころの単語や助詞等に分節できる程度までの進度を要す

る。句や文に出てくる多くの語は，単体の語として学習

されているため，残念ながら句や文としてテストされな

かった。無論，時間とより一層の語彙の習得がなされた

後は，適切な分節分けができるようになることは朋らか

である。本研究のプログラムが続行されたならば，幼児

たちが学習し，認識できる句や文に関して，何を彼らが

理解したかをテストできたであろう。残念ながら．，時間

的な事情のため，そのようなテストが行なわれるには至

らなかった6

　本研究で得た結果は，・本稿のは．じめに言及した他の早

期の読みの教育の研究と一致する。それらの研究はすべ

て，もし機会が与えられるならば，そしてもし適切な方

法が用いられるならば，2歳くらいの年齢でも，教室場

面で，読みの重要な技能が習得できることを示してい

る。また，読むことを学習したことに加えて，幼児たち

が読むことに魅力を感じるようになったことは注目すべ

きである。、幼児たちは，読むことに興味をもち，そこに

喜びを見い出したのである。実際には，読みに対するそ

のような望ましい態度を養うことは．，就学前の保育園と

いう状況の中では，比較的容易である。それは，保育園

には小学校以上に家庭的な雰囲気があるため，それが大

いに学習の助けとなるのである。加えて，、就学前の幼児

は従順で感受性が強い。従って，指導方法粧効果的なも

のであり，与えられる学習活動が子供にとって興味深く

楽しいものであれば，ほとんど最適ともいうべき条件が

揃うことになるであろう。

付・讐記

　本研究を進めるにあたり，広島の光明学園の副園長碓

井法明氏のご協力とご援助を得たことを記し，・深く感謝

申し上げます。特に，このプロジェクトに関って頂いた

大野瞳，金子チエ子両保母と，そのアシスタントの矢野

春恵氏と丹下祥子氏にも深く感謝いたします。これらの

方々のご協力とご努力なしではこれらの成果をもたらし

えなかったことと思います。なお，論文の編集及び日本

語の作成においては，高知大学の山田純先生，資料1，

資料2における日誌の作成においてはみ一トルダム清心

高等学校の栗田玲子先生のご協力を頂いたことをここに

記して，感謝の意を表わしたいと思います。

資料1　年少クラスの保母の日記からの引用

（1－1）50の語彙でスタート。それぞれ絵と文字の書い

てあるカードが前夜室内に貼られた。登園後，．子供たち，

室内の状態を見るなり，・rなあに？」「あ’一あ」など発

し，驚いている様子。食べ物が提示してある場所では，
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・「ウマウマ」と言いながら，みかんやりんごを取る真似

をして食べるジェネチャー。乗り物のコーナーでは，擬

声音を発す。（ポッポー…汽車）（ブーブー…自動車）畳

の文字を4枚貼っているが，畳の文字を跳び石のように

渡って4往復してみた子供もいる。

食事やおやつ時になっても，あちこち指さして，rナ

ニ？」と連発する子供もいる。ユ日中，文字カードや絵

をさわりに行き，とても興奮している状況。乗物・動

物・食べ物に関心が大である。椅子に2個文字カードを

つけたが，カードのついている椅子を取り合ってけんか

をするので，13個の全員に椅子の文字カードをつけるこ

・とにした。1日目にはぎ取った文字カードは，1枚だけ

であった。（机）

絵と文字の結びつきは分からないけれど，相当刺激を受

けたようで，1日の保育のリズムがふだんと少し異なっ

た。

（1－2a）今日も前日に続いて興奮している。大人も目

がチラチラとしてくる。

（1－2b）オルガンのコーナーには，関心を示さない。

オルガンは子供にとって熟知語でないため。

（1－3）　コップ，皿，スプーンなど配置がえをした。

（ロッカーのコーナー）これらで遊んだ後，片付けるよ

うにいうと，文字と一致するコーナーヘ納めたが，これ

は場所で覚えていたのでは。

（1r4）破ったり，・はぎ取づたり，と予想に反してやら

ないので意外である。大切な物と考えているのだろう

か。

（1－5）当番カード作成（テレビのスイッチを入れた

り，切ったりする役）。13名全員漢字で名前を書いた。

クラス全員の名前を漢字で書いたカードを用意。まだ子

供たちの興奮がさめず，落ちつかない。

（1－6）貼ってある物（文字カード）をはぎたがる。

丁アーアッ」と悲しそうな表情をしてみせると，バッの

、悪そうな顔をしてみせる。

（1－7a）　1名，お皿，コップ等のコーナー（手の届く

所）の文字カードを指さしてたずねるので，指し示して

第26巻第3号

発音してやった。

（1－7b）　読み方研究用の環境設定で，遊具が今のとこ

ろいらない。われわれが前面に出るより，子供同士でさ

し示しながら覚えているような面もある。

（1－10a）本日より文字を指し示して発音する作業に入

った。KちゃんとAちゃん以外はよく集中していたよう

で，特にYちゃんとZちゃんはにらみつけるようにして

見入る。（真剣なまなざしで，2名以外は見る。）

（1－10b）文字を指し示してみたが，絵や実物の方ぺよ

り関心大。

（1－13）物を識別できていても，発音して答えることは

むずかしい。

（1－17）子供たち少しずつ文字カードに関心を示す。手

近にあるカードをとりはずして，r何？」と質問する。

（1r20a）　ポインティングゲームで，日頃の生活体験の

中へ，一致する（50のリストと）物が出てくると喜び，

「あった，あった。」と，場所を指し示して報告。まだ

各々正確には発音はできないが。

（1一⑳b）・机について書類を整理していると，4，5人

寄ってきて，rジー，ジー，字」と発音。それも盛んに，

喜々として言う。手を出して書くよう催促するので，マ

ジックで右手に名前を書いてあげると，子供同士で

口i．ji」と発音し合って喜こぶ。

（1－21）　自由遊び時間を利用して，rテレビの文字はど

れ？」等質問してみると，子供たち，喜びいさんで走り

廻って指し示す。この研究をは、じめて，全体的に情緒面

や語彙が豊かになってきたようだ。（表現が豊かになっ

た。）

（1－22）　トイレの文字はほとんどの子が指し示す。

，（1－24）子供の好む名称，果物類とパンダ・汽車・バ

ラ・コップ・お皿・ボールを出して遊んだ後，一致する

所へ納める。（Kちゃん以外）

（1一鐙）・ままごとごっこのような事をしながら子供同

士，文字と絵をすくう（スプーン等で）真似をし，把握

している様子。遊びの中へ文字がとけこんでいる。自然

に習得していくプ・セスの中で，無理なく楽しみながら
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文字が身につくことは素晴らしい。大人は難しく考えて

しまうが，文字が一種の遊具と化していることが子供か

ら教えられた。

（1－27）制服のネームの光明学園の文字を示して何？

と尋ねるので発音すると，rあった一」と園旗を指さす。物

と文字の識別がだんだんとできて来ているのだろうか。

（2－1）文字か一・ドを見せてr何？」と聞いてみた。

5，6枚出して聞いたが反応なし。パナナの文字カード

に対してUちゃんが発音したがあとは判っていない。

（2－11）個別的にカード合せをさせていると，関心の大

きな子供は教えてやったりしている。

（2－23a）文字カードだけ見せて，r何？」と質問する

と，一人の子供が犬と蝶を発音し，カーテンをカバンと

間違えて答えた。（猫・蟹の文字を離さず，持って遊ん

だ。）別の子供は犬・帽子・蟹と読んだ。感激！γ

（2r23b）　Kちゃんと1ちゃん，相変わらず関心なし。

（2－23c）　漢字の方が読みとり易く，次にひら仮名，片

仮名の順。

（3司4a）読める子供と，文字カードを発音して提示し

て与えても一致する場所へ持って行けない子，まだ発語

にはほど遠い子と，余りにも差が広すぎた感がある。

（3－14b）文字カードを保母が発音すると，ついて発音

するKちゃん。文字カードを持たせると，喜々として貼

ってある文字の所へ持っていく。しかし，一致してはい

ないが，物と文字の識別がやっとでき始めた様子。

（3－21）サイコロに文字を大きく書いてみた。ポインテ

ィングにも，サイコ・を利用，目先の変わった文字を与

えると，目が輝く。子供たちにとって，同じ大きさ，型

の文字カードはマンネリ化していたのかもしれない。サ

イコロを転がして遊ぶ事をやってみたが，子供は転がす

動作そのものがおもしろいらしく，文字を読みとるまで

行かない。

（3r25）Kちゃん，物の判別がやっとできはじめた。

　（4r2）　手に文字を書いてあげると，子供同士で手を見

せあって，rあっ，畳。」などと言いあって喜び，自然に

身についている様子。覚えにくい文字などを手に書いて

与えてみる。

（4－9～4－12）文字カードを見せて読ませるゲーム（一

斉）。個々に問いかけ，各々好きな時には反応をすばやく

見せる。動きのあるゲームの方を好む。文字カードばか

りでは発語しないので，絵カードを取り出して2～3枚

おきに利用すると，喜々として発音してみせるので，絵カ

ードと文字カードを一致させたりして興味づけをした。

（4－10）Kちゃん，チェック。5個読めた。本・足・

蝶・帽子・いちご。足を手という。

（4－20a）Kちゃんは熊と魚を読みちがえ，他の子供も

一斉にする時に，読みちがえる。

（4－20b）犬を本と読みちがえ，又擬音でワンワンと答

えるもの2～3名。

（5－1）子供に小さい文字と大きい文字とどっちをしよ

うかと問いかけると，r小さい文字」と，だんぜん答え

が多い。文字カードの小さい物をとり出して読ませる

と，喜々としてついてくる。

（5－2）　5か月後で発音できる子供は6名。

　　　　　　Kちゃん……5

　　　　　　Nちゃん……41

　　　　　　Sちゃん……16

　　　　　　Tちゃん……20

　　　　　　Uちゃん……21

　　　　　　Yちゃん……39

（6－8a）読みのチェック。

　　　　　　Aちゃん……10

　　　　　　Bちゃん……25
　　　　　　　　　　　∂
　　　　　　　（ただし，カルタ取り）

　　　　　　　（まだ発音し，話してくれないのでカル

　　　　　　　タ取りでチェックした。）

　　　　　　Hちゃん……9

　　　　　　　1ちゃん……18

　　　　　　Kちゃん……24

　　　　　　Nちゃん……45

　　　　　　　Tちゃん……35

　　　　　　Uちゃん……31
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　　　　　　Yちゃん……46

（6－8b）スプーンをズボソ。窓を畳。視覚的に間違い

やすい文字を与えすぎてしまったようだ。

（6－8c）読みとりやすい文字・魚・本・花・手・足・

蝶・象・犬・猫（擬音も入るン熊・蟹・飛行機・帽子・

お皿。お皿をよく読むが，これはおやつや給食にお菓

子，パンがのせられ，子供の心理的な影響？（食欲が満

たされるもの？）赤ちゃん・みかん・りんご・テレビ『・

パンッをほとんどの子供が読まない。

（6－9a）新しい文宇を示すと表情が変わった。

（6－9b）　Nちゃん，Aちゃん，Yちゃん，Kちゃんな

どは，今までと違う文字，と即分かったようだ。1～一2

回ポインティングしたあと，同一の文字カードを無作為

に提示すると，Nちゃん新しい文字カードの貼ってある

場所へすばやく目をはしらせて，rぶどう，人参，大根，

牛乳。」と，即答えたのには驚きであった。又，嬉しか

った。今まで文字に慣れ親しんだ時期が長かったので判

別が早いのだろうか。Kち庫々Yちゃんも2～’3回の

発音でカードを取り出し七みると，読んだ。Kちゃん…

人参・牛乳，Yちゃん…夫根・人参。’

（6－9c）古い文字に約5か月親しんできて新しい文字

を与えると，2～3回の発音で覚えてしまう。子供の能

力の素晴らしさは不思議セある。この年代に色々と経験

させたり，吸収させたりすることは，‘無理なく理解する

ということが可能であるということ。

（6－10）興味深い物や，好きな文字は覚えるのが早い。

大根，人参を手に書いてやると，1すぐ覚えた。

（6－11）新しい文字をとり入れてから，関心のうすかっ

た子供に意識の変化がみられるようになった。

（6－14）Kちゃん，家で兄のひらがな表を見て，「み」

のところでみかんの「み」と言うたとのこと。これはも

しかして「み」のつく積木（文字と絵）をわれわれのと

ころへもってきたので，一回みかんの「み」と言ってや

ったので覚えていたのかもしれない。

（6－28）相変わらず新しい文字を覚えるのは早い。その

反面，Sちゃん，文字力」・ドを見ると「おしまい。」と

第26巻第3号

言う。唄をとり入れると，これも生き生きとする。新幹

線・電車・風船・雨・虫・馬・猿ば歌うとついてくる。

（6－30a）右・左が反対になりがちなこと，顔・頭も反

対忙なりがちなことで視覚的に間違いやすい。馬を熊

と，・ミスした子，新幹線を飛行機と読んだ子（これは、古

いカードを掲示した際，飛行機のあとへ新幹線を貼った

ので，場所で覚えていたのかもしれない），柿を机とミ

スした子，虫を口とミス，人形を人参とミスした子など

がいた。

（6－30b）　Bちゃんこの度初めて声を出して発音したじ

24カード読めたので感激した。’4月の入園以来ものを言

うのに8ヵ月かかった。

（6－30c）古いカードのように，絵亭物と一緒に文字カ

ードを貼り出さなくても，文字のみ（雨・虫・先生・

目・耳♂口・顔・頭・散歩・風船）でも子供たちの読み

の能力がついたこと，又抽象的な左・右とか，形容詞も

判読が早かったこと，又文字と物の識別能力がついてく

ると，読みの能力も身につくことが早いこと等，年令の

低い2才に10日足らないKちゃんにいたるまで，2才前

後で識別することが可能なことは驚きである。

（7－2a）文字か一ド2枚を縦にセロテープでつないで

読ませてみた。上から順に下へ読んでいくルールが初め

はわからない様子だったが，2～3回指し示して発音す

ると，のみこめた◎

（7－2b）第一か月目頃の文字を忘れているのでは。・と

思っていたが，全体的に覚えていた。’

（7r4a）　Yちゃんの家族でテレビを見ていて画面にで

てくる文字を見てrrr大きい』ーあうた。」rr小さい』あっ

た。」と次々と読むので親がびっくり’した。この子供の

場合，もも組に姉がおり，二人で時々文字を読み合った

りして楽しんでいるとのこと。親へ，りんご・バナナ・一

みかん・いちご等ノートヘ文字を書いてくれるよう要求

し，それを読み合って喜んでいるとのこと。何度も同じ

ことをせがむらしいムみかんのrみ」があったと，・分解

して読むとのこと。

て7－4b）自由遊び中，Bちゃんがコップとスプーンで
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柿の文字を「どうぞ。」人参の文字を「どうぞ。」と，・す

くう真似をして持ってくる。次はぶどうが食べたいと言

うと，r先生，文字？　どっち？」と，絵か文字か聞い

てくる。前記はほんの一例だが，今のところ楽しみなが

ら文字の読みを習得してくれている様子なので，このム

ードをこわさないよう来年もがんばりたい。

（8－1a）　1～2か月目に増やしたカードを子供の目の

高さ及び，手の届く場所へ貼り出してみた。さっそく子

供同士で互いに指さして読み合っていた。

（8－1b）馬・ライオン・カノ㍉ペンギンなど特に喜ん

で，各々関連のある歌や言葉がでると競って指さしに走

って満足そう。

（8－1c）　風船のr船」，の口の部分を指さして，』r口．で

しょ。」と言ってみたり，文字カードをカードリングで

まとめているのをはずしていつの間にか，一人でカード

をめくって次々と読んで遊んでいたりと，各々子供なり

に考え出した方法，一人で遊ぶ姿も見受けられるように

なった。

（8－5a）新しく文字を増やした。

　1．雪2．三角3．四角4．飲む
　5．食べる　6．起きる　7．寝る

　8．泣く　9．歌う　10．赤い

（8－5b）　発音しないで反応を見た。10のカードを全く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
発音しないで出して見せたところ，赤い→赤ちゃん，

　　　　　　　　　　　　　　　
雪→雨，電車，歌う→うさぎなど，次々と発言し丸φ1

　　　　　　　　　　　　　　　　
（8－5c）赤い→甘いなど子供たちなりにもやもやとし

たものだが，なんとなく少しずつ分析しているらしい。

　（8－5“）難易度のチェック。1～2回の提示で習得。，

Hちゃん…雪，Nちゃん…三角，四角。

（8－13）絵本に個人名を記入して出しているが，．．互》、に

「○○ちゃん，ハ．イ！」と判別して持っていってやった

りしている。自然に身についてきた感じ。

（8－20）　1人ずつ読みのチェッグをしていると，いつ自

分の名前を呼んでもらえるのかと期待のまなこで待って

いる。子供同士がはりあっているようなところもみうけ

られる。2～3人，チェックする時間帯が給食時間にく

いこんだ。、おいしそうに食べている時に文字カードを見

せて，rしてみる？」と呼びかけると，食事をバッとや

めて走って来る。皆，食べるということは生活そのもの

なのに，それ以上に文字を読む作業は魅力があるらし

い。あと各々キスして抱きしめてやると非常に嬉しそう

にして行く。

（8－22）8－5のカードと，3か月と4か月前に増やした

小さいカードを色々と組み合わせて遊んでみた。、

　　　　お　　　　小　　　　赤
　　　　㌧・　　　　　　　　　　．さ…
　　　　　し

　　　　い　　　～）．　　い
　　　　　I　　　　I　　．，1

玉］・’「1燈

煮パリエーションをかえる～㍉・Xちや庖などスラスラと

読むが，中には下から上へと読んでしまう子もいる。

（8－27）、皆1導想ゲー李のように頭を回転させて，、室内

に貼りだしてある文字でフルに遊んでくれ，時にはこち

らの頭がついていきかねることもしばしば。

（9－1）　3回目のチェック。

Aちゃん…6雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る

Cちゃん…2雪・泣く

Dちゃん兜・・0、

Hちゃん…9雪・三角・四角・食べる・起きる・寝

　　　　　　る・泣く・歌う・赤い

1ちゃん…9　「飲む」を読む前にrお茶を」と句をつ

　　　　　　けてミス。

Kちゃん…1　泣く

Mちゃん…、6雪・四角・泣く・起き為・飲む・赤い

Sちゃん…8雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べる・赤い

Tちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べる，・赤い・起きるρ飲む

Yちゃん・予・10雪9三角・四角9歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べるg赤い・起きる・飲む

Uちゃん…5雪・泣く。・起きる・飲む・赤い
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全体的に，雪…9人，泣く…10人が読む。三角と四角を

相変わらず読み違える。

（10－1）　5回目のチェック。

Aちゃん…6三角・歌う・泣く・寝る・食べる・赤い

Bちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べる・赤い・起きる・飲む

Cちゃん…1泣く

Dちゃん…O

Hちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べる・赤い・起きる・飲む

1ちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べる・赤い・起きる・飲む

Mちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べる・赤い・起きる・飲む

Sちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・1食

　　　　　　べる・赤い・起きる・飲む

Tちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝るF・食

　　　　　　べる・赤い・起きる・飲む

Uちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べる・赤い・起きる・飲む

Yちゃん…10雪・三角・四角・歌う・泣く・寝る・食

　　　　　　べる・赤い・起きる・飲む

（10－15a）10か目と5日後，10日おきの調査をしてみ

た。

Aちゃん…4　目・はし箱・ブロック・のり

Bちゃん…5　目・走る・洗う・のり・ブロック

Dちゃん…O

Hちゃん…4のり・洗う・走る・はし

1ちゃん…10遊ぶ・さようなら・はし箱・のり・はさ

　　　　　　み・ブ・ック ・青い・月・洗う・走る

Kちゃん…O

Sちゃん…・8走る・おはよう・遊ぶ・はし・さような

　　　　　　ら・月・のり・ブロック

・Tちゃん…12おはよう・さようなら・月・走る・洗

　　　　　　う・はし・のり・青い・ブロック・はさ

　　　　　　み・はし箱・遊ぶ
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Uちゃん…5月・のり・ブロック・洗う・青い

Yちゃん…10　はさみ・はし箱・さようなら・月・の

　　　　　　り・ブ・ック・青い・はし・遊ぶ・おは

　　　　　　よう

（10－15b）子供たちの読みやすい文字の順

　　　　1．　のり一・8人　2．　月・ブロック…7人

　　　　3．はし…5人4．洗う

（11－10）昨年のバラ組12名と他のクラスより入った3

名，それに新園児5名，計20名でスタートする。

（11－27）新園児がやっと泣かなくなり他の子供も少し

落ちついてきたので，もも組になって初めての文字遊び

をした。

’（12－12）新園児はやっと園生活に慣れたばかりでまだ

興味がないと思っていたが，男の子1人が他の子供が読

むのをじっと見ていて，次をさしたとたん急に大きい声

で「のり」と読んだ。だれよりも早く読んだので完全に

覚えていたんだと思う。あとで1人呼んで読ませてみた

が，他の文字はまだ読めなかった。しかしとても興味を

もっていて，文字遊びにはじっと目を向けている。

・（12－15）新園児（他2名），よく読むようになった。

ロッカー・アリ・かぶと虫を読んだ。今日も一週間前に

貼った文字を指し示しゲームにして読んでいくと，全員

の目が集中している様に思えた。ロッカー・スチーム

は』3人程2度で読んでいる。

（12－25）新しく入った男の子1人が特にめだって興蚤

を示し，目が輝いてはっきり発音した。この子供は2日

前の指し示しゲームの時は4文字だけしか自信がなかっ

たのに，2日間でほとんど指し示しゲームでは読めるよ

うになっていた。

（13。12）今日より形容詞15文字を貼る。すぐにr先

生，違う文字だね。」と，3人程寄ってきた己その中の2

人は新園児である。新しい文字…広い・長い・短い・強

［
い ・弱い・早い・遅い・高い・低い・悪い・危ない・痛

い・暑い・丸い・甘い　以上15文字。

（13」13＞昨日貼ったばかりなのでまだ読めないと思っ

ていたら新園児2人と他3人計5人の子供が完全に読め
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た文字があった。甘い・危ない・暑い・痛い・悪い・強

い・遅い以上。これらの文字は文字に合わせて子供たち

と一緒に表現を出し，又子供たちに身をもってさせたか

ら早く覚えたのではないかと思う。（例r痛い」という

文字は自分の身体をつねらせる。）

（13－L5）今度ふやした文字にはとても興味を持ち，今

までの文字より早く習得できそうである。又，今日より

短い文をふやした。日常生活の身近にある言葉である。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

顔を洗いましょう

おはようございます

いただきます

ごちそうさまでした

洋服を着ます

行ってきます

　以上6の短文。

（13－26）短い文は日頃使っている言葉だったので早く

覚えることができ，6人程6つの短文を完全に読むよう

になった。

（14－9）長く休んでいた子供が今日文字遊びをするとよ

く覚えていて，はっきり発音できた。とても目が輝き，

次のカードを待ちどおしいように見つめていた。前に読

んだ文字もよく覚えていた。他の子供もリードする子供

がでてきたせいか，急に声が大きくなり，楽しんで読ん

だ。

（15－1）家族の人が休みなさいと言っても，休まないと

言うほど文字遊びに興味がある。

（15－9）　1人の男の子が，r先生，パパと食べに行った

時，レイメン食べたらね，この字があったよ。」と，r冷

たい」という文字を指さして話してくれた。ぎっと食堂

に冷麺と書いてあったのだと思う。

（16－19）あさがお・うさぎ・おむすび・きりん・けむ

し・いもむし・えんそく・からす・くすり・ことり・悪

い子供は泣きません・甘い柿を食べました・暖かいセー

ター・を着ます・寒い冬が来ます・赤は危ない信号です

以上15。この中の漢字は前に読んだ文字で，それにひら

がなを少し入れて短い文にした。1人の男の子が「先

生。」と言って，指をさして読んだのはひらがなをとば

して漢字だけ読んでいた。しかしその子供はすぐにひら

がなも覚え，早く読めるようになった。

資料2　年長クラスの保母の日記からの引用

（1－1）今日から室内のテレビ，その他に名前を書いて

貼る。19名のうち5人程，字が書いてあると指をさして

話しかけてきた。他の子供は部屋が変わったなあ一とい

うような目でじっと見つめ，何か言いたそうな顔をして

見つめていただけだった。

（1一・3）　トイレと書いて貼ってあったのがはずれていた

とすぐ教えに来る。誰かがさわるとすぐ注意している。

文字カードは子供にとってとても大切なものと思ってい

るようにさえみえた。

（1－5）今日は4時すぎて子供が少なくなった時，絵本

を読んでやると動物や乗り物がでてきたのを見て，黒板

に貼ってあるのを指さし，同じだと喜んで見た。

（1－8）朝の集まりの時に並ぶ白いテープの上に園児名

を書き，その上に並ばせるようにした。午前中は考えて

みていたが，午後にはだいたい分かり，自分の名前のと

ころへ立っていた。机に書いてあるのと同じだと言った

子供が1名いた。

（1－18）　こちらが遊びに入らないうちに，自分たちで指

をさして読んでいる。おもしろいというのか，はしゃい

でいた。4人ほどは何か考えこんだようにして，他の子

供の遊びをじっと見て，一緒に笑ったりしている。この

4人は．，まだ会話がはっきりしない子供である。

（1－20）だいたい毎日10分ほどしているが，10日目には

指し示しゲームに入った。思ったより全員が楽しんでつ

いてくるのでほっとする。2人ほどり一ドする子供がい

るせいか，20日間のうちに物品と一緒だが，40ぐらいの

文字を一緒に読んでいる。でもリードして読む子供のあ

とについて読んでいる方が多い。

（1－21）おつかいゲームに入る。物品の名前を言ってど

こにあるのかと聞くと，その場所に行き，また読んでい

る。机の上のそれぞれの自分の名前も覚えたようなの
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で，たしかめるために1日に2回ほど位置を移動してみ

た。自分の名前を言いながらすぐみつけて，rあった。」

と喜んですわっている。

（1－27）横書きにして貼ってある字を別のカードに縦書

きにして見せる。すると2人はすぐ読めた。この2人は

この字についてば完全に読めてるんだと思う。（掲示

板・・ッカー）

（2－1a）貼ってある字は太字で書いているので，別の

カードに細字で小さく書いて見せた。同じ字をすぐ探し

たり，読んだりすることができた。

（2－1b）一1人の父兄より，家に帰ってから買物した物

に書いてある字を何かと聞いたり，電話帳にある文字を

いろいろと聞くようになったとのこと。あらゆる面で見

たり聞いたりすることが多くなり，楽しみがでてきまし

たと，喜んで話された。

（2－8）動物の絵本を今日から見せた。象のところを見

ましょう，と言うと，動物を知っているので，すぐあっ

たと答える。しかし，今までの本を見る時は絵を見るだ

けだったが，文字遊びをするようになってからすぐ字に

目を向けるようになり，r先生，この字r象』というの

よね。」と指で字のところを押さえていた。他の子供も

一緒になって，r象，象。」と指でさしていた。

（2－11）家のものが何かを読んでいると，すぐそばに寄

ってきてじっと見ている。自分の知っている字がない

か，探しているようだと，父兄からの話しがあった。

（2－20）子供たちの乱れもなく，むしろすすんで自分た

ちから文字遊びに入っている。父兄の方へは特別何も知

らせてはいないが，父兄の方より子供たちに教えられる

ようになったとか，いろいろの物にいつも目を向けるよ

うになり，うれしく思うとのありがたい言葉が入ってき

た。

（2－23）下駄箱に漢字で名前を書いて貼ってあるのを，

父兄の方が迎えにこられた時，子供が全員の名前を読ん

でしまったと，びっくりして話された。子供だからって

馬鹿にでぎませんね，と子供の頭をなでられる。

（2－28）手洗いの所に「水道」と書いて貼っていたら，

「第26巻第3号

はずれかけたのを見て，「先生水道がはずれてるよ。」と

男の子が言って来たのでびっくりして行ってみると，

・「水道」と書いた紙のことだった。びっくりはしたが，

この文字カード1枚でも子供たちは遊びの中の1つであ

り，又大切に思っているんだとうれしく思った。

　（3－1）今日，子供が船の絵を持ってきてぐれたので掲

示板に貼ると，すぐ「先生，フネってどう読むの？」と

字を書くように催促された。字を書いて像しいのと聞く

と，全員書いてほしいと大きい声で言った。それで今

日，船という字を一字書いて貼り，字数45になる。

　（3－2a）出席した子供だけ何が読めるか，1人ずつ読

ませてみた。不思議なほどほとんどの子供が，やさしい

文字より難しい漢字をよく読んでいる。

　（3－2b）　全然発音しない子供がいたので，文字と物品

合わせさせてみたら，思ったより多く31ほど知ってい

た。

　（3－8）　お盆休みがあったのでどうかと思っていた

が，1人，1人の覚えた数はかわらなくよく読めた。1

週間前に，1字船という文字を入れたが，ほとんどの子

供が読めた。それと，子供たちは乗り物がとても好きだ

から，他の文字に比べて，自動車，汽車等のように早く

覚えたらしい。

（3－21）玩具が入っている箱に文字が書いてあった。先

生，これ何，と1人が聞くと，他の2人も積木って書い

てあるのね，先生，と言った。梨箱だったので，ナシ食

べたことあるでしょう，と話しながら梨と教えた。

（3－26）　2ヵ月目（8月）に休んでいた子供を文字遊び

させてみた。前に読んだ文字は忘れてなかった。

　（4－4）　カルタ取りゲームをする。真ん中に絵をばらば

らに置き，カードを見せて発音しないで絵を取らせた。

みんな楽しんでする。時々おせっかいがいて，教える子

供もいた。日頃発音しなかった子供もよく取り，時々

　rこれ何？」と聞くと，小さい声で発音できている。少

しずつ遊びに慣れたんだと思う。

（4－10）今日，文字積木の小さいのを借りて玩具遊びを

させていたら，1人の男の子が，「先生，みかんのみが
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あったよ。」とか，「ふ題のふが書いてある。」とか，「ぶ

どうのぶに何かない。」など，とてもよく見ていた。

（4－18）机に絵を並べ，発音しないで自分たちで文字を

見て絵を取らせた。早く見つけた子供は，人を押しのけ

て取りに行く。又，わかっている子供は，rあそこにあ

るよ。」と指さして教えている。とてもおもしろくでき

た。途中から入れた新しい文字もよく覚えている。

（5－16）新しく形容詞を24文字増し，計40文字にした。

この中に「涼しい」という文字があるのを見て，先生，

涼ちゃんの涼と同じだねと男の子1人が言った。この文

字は，rりょう子ちゃん」と読むとは教えてなかったが，

自分たちの机に書いてあるのを見て覚えていたらしい。

それで，「下に『しい』がついているでしょう。だから

ここでは『すずしい』と読むんです。」と話してやる。

（5－22）先日追加した形容詞を1週間のうちに5文字覚

えた。誰か1人リードすると，ついてよく読むので楽し

くできる。

（6－2）今日の紙芝居を作り，短い文を書いて黒板に貼

った。保母と一緒に5回ほど読み，内容もよく話して聞

かせた。とても楽しく読み，少し覚えたようだった。

（6－12）今まで漢字と一緒に読んでいた文字の中から，

1字別々にして読めるひらがな文字。rと」rぶ」rみ」

21人中70％。

（7－2）動詞の中に出てくるひらがなで覚えた文字は次

の8文字で（ぶ・う・る・す・と・し・い・き），21人

中15人はこの中の2～4は覚えた。8文字覚えたのは2

人である。

（7r4）　「行く」という文字を教えたら，すぐ飛行機と

同じのがあるよ，と1人の男の子が言った。

（8－2）名詞，形容詞，動詞と今までの文字を1人ずつ

読ませて見た。中には前に読んだ文字を忘れ七いた子供

も何人かいたが，思ったよりよく読んだ。ひらがなを完

全に読める子供は男の子1人と，女の子1人，他に3人

ほど半分ぐらい読めている。
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SUMMARY

　This　study　concems　the　teaching　of　reading　to21

mainly　two　year　old　children　in　a　preschool　setting．

The　subj㏄ts　Were　taught　reading　on　the　basis　of　a　four

phase　teaching　program　which　emphasized　the　teaching

of　meapingful　words，phrases　and　sentences　in　a　personal

context．

　　It　was　found　that　only　after8months　of　instmction，

the　children　leamed　a　mean　number　of101．01words，

phrases　and　sentences，with　almost80％of　the　words

being　kanji．After16months　of　instruction，that五gure

nearly　doubled，but　with　a　great　increase　in　the　pro－

portion　of　phrases　and　sentences　learned．It　is　concluded

that，if　given　the　opportunity　and　if　the　proper　method

is　applied，children　as　young　as　two　years　can　acquire

substantial　reading　knowledge　in　a　classroom　situation，

even　when　the　writing　system　is　one　as　complex　as

that　of　Japanese．
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盲人の点字触読速度に関する研究（1）＊

筑波大学

　　徳田克己
　　佐藤泰正＊＊

はじめに

　盲人の読みは，点字を触覚的に認知し，それによって

意味を把握するものであり，視覚的な読みと比べても，

情報を取り入れる感覚器官こそ異なるが，読みの本質は

同じである。盲人にとって，情報収集の手段である点字

触読の速度を高めることは，それだけ学習生活や日常生

活を豊かにすることになる。点字触読の速度に関する研

究は，読速度を向上させる指導の基礎的資料を与えるこ

とになり，意義は大きい。以下，点字触読速度について

の過去の研究について少しまとみてみる。

　視覚的な読みと点字触読についての読みの速さを比較

した研究がいくつかある。Ma浦eld（1928）は，点訳版

グレイ音読チェックリストを，パーキンス盲学校の児

童，1年から8年までに試みた。その結果，盲児の読み

誤りの平均は同学年の正眼児と同じであるが，読速度は

1．3倍位遅かった。

　また，Caldwel1（1932）は，スタンフォード読み方ア

チーブメントテストを盲児34人と正眼児に実施し，盲児

は正眼児の3～3．5倍の読時間を必要とすることを指摘

した。Hayes（1941），Mommers（1976）も同様の研究を

行ない，Caldwel1とほぼ一致する結果を得ている。

　我が国では佐藤（1966）が行なった研究がある。佐藤

は，盲学校小学部1年から中学部3年までの児童，生徒

1290名を対象に，総合読書力診断検査の読速の部を点字

版にして行なった。それによると，盲児は正眼児の小

＊Speed　of　Brai11e　reading　in　the　bltnd（1）．

＊＊TOKUDA，Katsumi（University　of　Tsukuba）＆
　SATO，Yasumasa（University　of　Tsukuba）
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1－9．1倍，小2－4．5倍，小4－3．6倍，小5－3．9倍，

小6－4．1倍，中1－3．9倍，中2－3．4倍，中3－3．8倍

の時間を要し，小1が正眼児との差が最も大きかった。

小学校1年において特に差が多く見られるのは，小学校

入学までのレディネスの不足のためであると指摘してい

る。これについてはOlson（1977）も，盲児は読書のた

めの媒体である点字に接する機会が，小学校以前にはほ

とんどないと，報告している。

　また，佐藤・塙（1980）は，1966年の研究と同じ読材

料を用いて，全国の盲学校に在籍する小学1年から中学

3年までの572名を対象に触読速度の研究を行なった。

それによると，盲児は正眼児の，小1－4．5倍，小2－3．8

倍，小3－3．4倍，小4－3．8倍，小5－4．2倍，小6－

3．2倍，中1－3．2倍，中2－3．8倍，中3－3．2倍，の読

時間を要するという1966年の研究の知見とほぼ一致する

結果を得ている。

　以上のように，日本語については，義務教育段階で，

盲児は正眼児の約3～4倍の読時間を必要とすることが

確かめられている。このことは，同じ量の文字による情

報を取り入れる際に，単純に考えても盲児は正眼児の約

3～4倍の時間を必要とすることになり。学習活動など

において，盲児が不利であることを示唆している。

　次に，点字触読能力の発達に関する研究について触れ

ることにする。佐藤（1953）は，5つの盲学校児童・生

徒159人を対象に，読書力検査を行なった。その結果，

①読書発達は点字学習期間との関係が高く，生活年齢と

の関係は低い，②点字学習開始より4年目までの進歩が

著しい，③男女差はみられない，などが得られた。

　また佐藤（1966）は，盲学校児童・生徒1290名を対象
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にして，点字速読能力の発達研究を行なったが，この結

果については①点字学習期間が増すにつれ七点享触読の・

速度は速くなる，②小学1年から4年までの進歩は著し

く，小学4年以降，中学1年までの進歩はにぶり，中学

1年から2年にかけて，再び著しく進歩を示す時期があ

る，③特に，触読速度が大きくのびる時期は，小学3年

と4年の間，中学1年と2年の間である，とまとめられ

ている。

　さらに，佐藤ら（1980）は，1966年の研究と同じ検査

材料を用いて，盲学校児童・生徒572名を対象に検査を

実施し，触読速度の発達に関して同様な結果を得てい

る。

　また，Mommers（1976）は，点字触読のための必要

な技能は少なくとも15才までは発達し続けると指摘して

いる。

　以上のことをまとめると，

　①点字学習期間が増すにつれて阜点字触読の速度は速

　　くなる。

　②特に，点字学習開始後1年～4年までの発達が顕著

　　である。

　③点字学習開始後年数がたつにつれて，発達の伸びが

　　鈍る傾向がある。

　などが挙げられる。

　ところで，・これまでの点字触読速度に関する研究は，

小・中学校段階の児童・生徒を対象としており，それ以

降の点字触読速度の発達を調べた研究はない。盲学校高

等部本科（一般学校では高等学校にあたる）や専攻科

　（高卒者を対象とした3年制の専門課程）における点字

指導，特に速読の指導を行なう際の基礎的な資料を得る

ため，その段階での触読速度についての研究は不可欠で

あると思われる。そこで本研究は，次に挙げる目的に従

犠て進められた。

目的と方法

（1）目的

　高等部以上に在学中の盲人の点字触読速度と正眼者の

第26巻第3号

読みの速度を比較し，さらに，盲人の触読速度の発達の

概観をとらえることによらて，指導上の資料を得ること

を目的とした。

（2）方法

　①触読検査

　盲人の点字触読を研究する上で，第一に重要なことは

触読材料の問題である。特に本研究では，正眼者の読速

度との比較をするために，使用する検査は両者に対し

て，妥当性，信頼性がなければならない。そこで，佐藤

（1980）の作成した速読テストA型を使用することにし

た。このテストは，文章の辞句をおって正確に，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たテ

ストであり，短文を中心に文章知覚の速度がわかる様に

出題された20問の問題によって構成されている。この各

問題はいずれも精練された文章が選ばれ，正眼者を対象

に妥当性，信頼度が検討されている。したがって，これ

らの問題を触読検査の問題として用いることは最も妥当

な方法であると思われ，さらに正眼者との比較を行なう

上にも都合がよい。

　各問題とも，それぞれいくつかの亥から成るパラグラ

フで，うしろに理解度を調べる選択肢法による質問があ

る。理解度といってもむずかしい問題ではなく，普通に

読んでいれば正答が可能なものである。

　次に問題の一例を示す。

　旅館の裏はすぐ海である。浜ぎわに盛りあがる鉛色の

波がふた筋ばかり見えるだけだ。そのむこうにずっと沖

合まで，．吹雪であった。その荒涼とした景色を，まきス

　トーブのある和室から見ている。季節は

　1．春2．夏3．冬
　このテストを盲人に対して実施する際には，点字印刷

したものを用いた。普通の点字印刷であれば，表裏に両

面印刷を行なうが，今回は読み能率，回答作業の能率等

を考えて片面印刷にした。また，検査用紙は11枚の点字

用紙を横にセマィ・マテ「ズで縫ぎ合わせて南p祝g上1に

　3ぺ一ジが並べられるようにし，1ぺ一ジ終わるごとに

右から左へ送っていくようにしてある。
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②被験者

　検査の被験者に，正眼者としては、，高校生83名を選ん

だ。また，盲人としては，

　i）読みの手段として点字だけを学習している。

　ii）点字を小学1年の1学期から学習している。

　iii）視覚障害以外に特別な障害を持たない，という選

択の基準を満たす，盲学校高等部以上（高等部本科1～

3年，専攻科1～3年）に在学中の生徒169名を選んだ。

　盲学校には中途失明その他の理由で，中途から編入す

る者が多いが，彼らは編入時まで点字を学習しておら

ず，したがって点字学習期間が小学校1年から盲学校に

入学した者に比べて少ない。触読能力の発達は点字学習

期間との関係が深いので，同一学年において点字学習期

間に差がでることがない様に，本研究では被験者を上記

の様にした。

　盲被験者の内訳を示したものが表1である。

　　　　　　表1　盲被験者の内訳

盲入め点字触読速度に関する研究（1）9

　　　　　　　〈教示〉

　　　　　　　正眼者については、

学年 男 女 計

（1
本
2

琶3

9
33

10

10

18

8

19

51

18

小計 52 36
’
8
8

一（1専
攻2
琶3

11

14

26

11

8
11

22

22

37

小計 51 30 81

総計 103 66 169

　③手続き

　検査は，以下の手続きにしたがって行なった。

　正眼者に速読テストA型を実施した。また，盲人に速

読テストA型の点字版を実施した。正眼者については，

一回の検査における人数の上限を40名とし，盲人につい

ては上限を10名とした。

　まず，検査材料を配布した後，以下の教示を与え，練

習問題2題を解かせた。

rこのテストは皆さんがどれだけ速く，正確に文章を読

むことができるかを調べるものです。これから次の注

意を守って，できるだけ速く読む様に努力して下さ

いo

　まず，練習と書いてあるところを見て下さい。短い

文章があって，あとに設問があります。では，読んで

みて，設問を考えて下さい（練習問題を1問解かせ

る）。2番が正答です。正しい答の記号に○印をつけ

て下さい。

　同じ様な問題が次のぺ一ジから20題あります。でき

るだけ正確に，声を出さないで黙って読んで下さい。

はじめに文章を読んでから，設問に答えて下さい。絶

対に設問を先に読んだり，単語や文をとばして読んで

はいけません。間違って印をつけた場合は，間違った

答の記号を×印で消して，正しい答の記号に○をつけ

て下さい。

　全部読み終わったら，私が持っているカードに書い

てある時間を検査用紙に記入し全員が終了するまで静

かに待っていて下さい。検査は，・10分で打ち切ります

から，rやめ』と合図したら，すぐに鉛筆を置いて下

　さい。

　では，練習問題をもう一問解いてみて下さい。」と

教示した。

盲人については．，正眼者とほぽ同様の教示を与えた

が，以下の点に関して配慮した。

　i）設問に答える際，正答の記号を，爪か点筆の頭で

　消す様に指示した。

　ii）答を間違って消した場合は，間違って消した記号

　のうしろの文字をひとつだけ消して，正しい答の記

　号を消す様に指示した。

　iii）読み終わった時には，挙手して，合図する様指示

　　したo

　iv）検査を30分で打ち切ることを告げた。

　以上の教示を行なったが，その他の被験者からの質問
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　　　　　　　　　　　　　読書科学’

に対しては，適宜，検査結果に影響を与えない様に配慮

しながら答えた。

被験者に手続きを完全に理解させた後，検査を開始し

た。検査は，時間制限法によって実施し，正眼者につい

ては、10分，盲人については30分で検査を打ち切った。

材料をすべて読み終え，設問にすべて解答し終わった

時に，正眼者については，10秒きざみに表示した時間を

自己の読時間として，検査用紙に書き留めさせた。盲人

については，検査が終了したと同時に挙手させ読時間を

記録した。

④実施時期，児童調査表

検査実施時期は，昭和55年11月から昭和56年2月であ

った。

　また，盲人の触読能力をいろいろな角度から分析した

り，触読能力に影響を与える諸要因との関係をみるた

め，児童調査表を作り，担任教師に記入してもらった。

点字学習期間，視力，視力欠損年令，盲学校入学年令，

各教科の学力，眼疾などが主な項目である。

　⑤結果の処理

　速読テストA型を20問行なうのに要した時間を読時間

とした。また，正答数を回答数で割った値を読みの正確

度とした。統計的な処理を行なう際には，正確度につい

ては角変換を行ない，その値を用いた。読速度は1分間

あたりの読字数をもって表わした。

　また2群の平均値の差の検定を行なう際に，分散の差

が有意である場合はコクランコックス法を用い，値を

t’oで示した。また，分散の差が有意でない場合はt検

定を用いた。

結果と考察

第26巻第3号

　　表2　点字触読の学年発達　高等部本科

学　年 1 2 3

読時間の平均　　1698．1　1583．6

読時間のSD
1分間の読字数

　人　数

557．7　　　563．4

152．7　　　168．2

19　　　51

1656．8

656．3

161．9

18

表3　点字触読の学年発達　高等部専攻科

学　年 1 2 3

読時間の平均　　1666．2　1523．6

読時間のSD
1分間の読字数

　人　数

740．9　　　588．9

160．9　　　　　175．9

22　　　22

1354．7

498．5

193．2

37

認められなかった（Fニ2．186，ガ＝5／163，P＜1）。こ

のことを少し詳しくみるために，隣接学年間の1分間の

読字数の平均の差を検定した。結果を表4に示す。これ

によると，いずれの隣接学年間にも有意な差が認められ

ないことが確かめられた。すなわち，これらのことか

ら，点字触読速度は高校生以上の段階ではあまり大きな

変化はないと言之る。ただ，ヒの段階においても，統計

的に有意な差としてはあらわれないが，多少読字数が伸

びる傾向がある様に思われる。

　表4　各学年における1分間の読字数の平均と

　　　　t検定結果

学年　人数　　平均 t値　自由度

まず，盲人の点字触読速度の発達について眺めよう。

高等部本科の結果を表2に，また専攻科の結果を表3に

示す。1分間の読字数について，本科1年152．7字，2

年168．2字，3年161．9字，専攻科1年160。9字，2年

175．9字，3年193』2字と変化しているが，これについて

一要因の分散分析を行なうた結果，学年間に有意な差は

（1
本2・
科2

）3

　3

　1

（1専

　2攻

　2科
）3

19

51

51

18

18

22

22

22

22

37

152．7

　　　1．12　　68168．2

168．2

　　　0．42　　67161．9

161．9

　　　0．07　　38160．9

160．9

　　　0．96　　42175．9

175．9

　　　1．20　　57193．2

次に各学年における正確度の変化についてみてみよ

う。表5に高等部本科の結果を，また表6に専攻科の結

果を示した。表からもわかる様に，ほとんどの学年の正

確度が90％前後であり，ほぼ一定であると言える。この

ことを統計的に確かめるため一要因の分散分析を行なっ
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へ

　　　　　　　　　　　盲人の点字触読速度に関する研究（1）

表5　各学年における正確度　高等部本科　　　　　る男女の差は同じ学年についてはないと言える。この結

学　年 1 2 3
正確度の平均　　　89．5　　89．4

正確度のS　D　　　8．8　　10．4

人数　　　　19　　51

89．2

6．9

18

表6　各学年における正確度　高等部専攻科

学　年 1 2 3
正確度の平均　　　90．0　　84．8

正確度のS　D　　　8．5　　12．2

人数　　　　22　　22

92．6

8．2

37

た結果，1分間の読字数と同様に学年間に有意な差は認

められなカ・った　（F＝2．175，4ノ＝5／163，P＜1）。　つま

り，このことは，文章を正確に読もうとする構えは高校

段階ではすでに完成していることを示唆していると考え

られる。

　次に，点字触読速度の男女差をみてみよう。表7がそ

の結果である。1分間の読字数は，本科1年の男子148．2

に対し，女子は156．7，本科2年では男子173．7に対し，

女子158．0，本科3年では男子150．0に対し，女子177．0，

となる。また専攻科については1年男子159．7に対し，

女子162．0，2年では男子171．8に対し，女子182．9，3

年では男子197．1に対し女子184．1になった。これについ

て，各学年の男女の平均の差を検定したところ，有意な

差は認められなかった。すなわち，点字触読速度におけ

表7　点字触読速度における性差（1分間の読字数）

学年 平均 SD 人数

（　男
本1女
科2男
）　女
　　男
　3
　　女
（　男
専1女
　　男
攻2
　　女

科3男
）　女

148．2

156．7

173．7

158．0

150．0

177．0

159．7

162．0

171．8

182．9

197．1

184．1

44．7

37．0

57．0

51．5

52．6

48．2

51．1

45．6

65．5

35．3

57．89

38．0

9㌧

10

33

18

10
8ピ

11

11

14

8
26

11

果は，小学4年から中学3年までの正眼児についての結

果（佐藤，1956）及び小学1年から中学3年までの盲児

についての結果（佐藤，1966）と一致するものであっ

た。

　最後に，盲人の点字触読速度と正眼者の読速度との比

較についてふれる。、正眼者83名についての1分間の平均

読字数は655．5字，標準偏差は144．2字であった。また，

盲人1＄名については平均171．3字，標準偏差52．6字であ

った。これらについて，平均の差の検定を行なうと，

t’o・＝29．64，4f＝92．89となり，その差は0．1％レベルで

有意であった。点字触読と正眼者の読みの速度に差があ

るのは，触覚と視覚の情報を取り入れる能率の差を考え

れば容易に理解できるが，ここで問題となるのは，同じ

読材料を用いた場合に盲人は正眼者よりもどのくらい多

く時間を要するかという、ことである。正眼者の平均読時

間は381．4秒，標準偏差77．6秒，また盲人の平均読時間

は1557．1秒，標準偏差592．3秒であり，盲人は正眼者の

約4倍の時間を要している。つまり，読むということに

関して，盲人は正眼者の約4倍の時間を必要とするので

ある。この結果は義務教育段階で3～4倍の時間を要す

るという結果（佐藤，1966；佐藤・塙，1980）と一致し

ており，点字本の不足という問題とも相まって，盲人の

学習生活のむずかしさを示唆している。

　また，現在，大学入試あるいは国家試験で盲人に対し

てどの程度の試験時間を与えるのが適切であるかという

、問題がある。実際には，これらの試験の多くでL5～2

倍の時間が与えられているが，読みに関して3～4倍の

時間を要することからみても，現行の試験時間について

議論の余地がある様に思われる。ただ，試験時間は，読

み，思考，書き，作業等の時間の総合でなければなら

ず，読速度だけから盲人の試験時間を論ずることはでき

ない。この問題に対しては，試験場面に近い場面を設定

し，行動を詳しく分析する方法で検討しなければならな

いであろう。
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要約

読書・科学

速読テストA型を用い，盲学校高等部以上に在学中の

盲人の点字触読速度と正眼者の読速度を比較し，また，

高校段階以上での点字触読速度の発達について検討し

た。

　この結果，同じ読材料を読む場合，盲人は正眼者の約

4倍の時間を要することが確かめられた。また，触読速

度の発達については，高校以上の段階では触読速度が大

きく，変化することはなく，触読能力の一応の完成段階

であると言えるが，触読経験を積むにしたがって，緩や

かであるが速度は伸びることが明らかにされた。さら

に，触読速度の性差については，義務教育段階の盲児童

・生徒を対象にした先行研究と同様に，認められないと

いう結果が得られた。
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SUMMARY

The　purpose　of　this　study　was　to　investigate　the

speed　of　braille　reading　by　blind　students．The　Braille

Speed・Reading（Form　A），developed　by　Sato（1980）

was　administered　to196students，grades10to15，from

schools　for　the　blind．

　The　sp㏄d　of　Braille　reading　did　not　develop　sig・

nificantly　by　grade　level；however，there　was　a　tendency

for　it　to　be　slightly　higher　in　the　higher　grades．There

was　no　significant　sex　difference　in　the　rates　of　Braille

reading．

The　accuracy　of　reading　Braille　was　stable　at　ap－

proximately90percent・The　rate　of　Braille　rラading　by

blind　students　was　about　four　times　as　long　as　the　rate

of　reading　prin‡ed　material　by　non。handicapped　students。

These　results　are　similar　to　previous　study、（Sato1966）。
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The　Science　of　Reading，Vo1．26，No．3（1982）』一

、

『黙唱』 （杜沢光一郎）の一首（1）

　その比喩的考察　　＊

岩手大学

　望月』善次＊＊

1はじめに

筆者は先に，比喩（象徴）表現に関する」考察をなし

た。〔回〕。そこで考察しえたのは．，比喩（象徴）の表現

に関する概観的考察であった。本論においては，前稿を

踏まえて，その中においても一具体例として引用した

『黙唱』（杜沢光一郎）の一首を再び取り上げ，比喩表

現の観点から，より具体的な考察を行いたいと思う5』

　抽出した杜沢作品における比喩表現の事実の確認，杜

沢作品の特徴の一つであるその独自な声喩（声喩自身に

おける比喩性の問題性は残るが）の機能，指標比喩から

見た抽出歌の分析の3点についての考察がその直接的目

的である。尚，比喩の分類については，前稿と同じく，一

中村明氏による3分類（指標比喩・結合比喩・文脈比

喩）を援用したいと思ラ。

　H一首をめぐる書誌的事実

　ところで，先に述べた『黙唱』の一首とは次の作品を

指す。

ておくことにしよう。

　この一首が最初に発表されたのは1杜沢氏の所属する

・「コスモス短歌会」の機関誌『『コスモス』の1971年1月

号（p．28）のことである。同時に発表された作品が，抽

出歌をも含めて4首あり，いずれも馬に関するもの（2）で

あった。後，氏の第一歌集である『黙唱』に「馬」とい

う題のもとに4首ともに収載された。〔回p．47～48〕

　「しゅわしφわと」の一首は，4首中2番目のもので

あるが，参考までに他の3首を『黙唱』の表記によって

示すと次の様にな『る。尚，初出時と『黙唱』との表記に

揺れのあるものについては下線を施し，・《》内に初出時

の表記を示すことにする。（「しゅわしゅわと」め一首に

は表記の揺れはない。）

一勝ち馬も負けたる馬もさびさびと喧燥のなかにからだ
『
（
躯
）
光 らす

夕映の川面を舐めてゐる馬の埜《諸》あかとながぎ

賀（うなじ》は見たり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　し　しゅわしゅわと馬が尾を振る馬として在る寂しさに耐　　　すすきの穂・馬のたてがみ「・昆虫の髭（初出時は・

ふる如くに　　　　　　　　『　　一　　　　　・　　　r髭」のあとに読点》そよめくものらなべて寂しゑ

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔回b．47〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚，rしゅわしゅわと」1の一首は，r昭和萬葉集』にも

　抽出歌は，杜沢氏の代表作として著名なもゐではある　　　収録されている。〔囮P・110〕

が（1），具体的考察に入る前に，・まず書誌的事実を確誌し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿中村明氏によ苓比順の．三分類

＊OnatankainTozawa’s財bゐ駕5hδ（1LWith「efe「6nce　　本稿においても，・中村明氏の比喩分類によることは既

　to　its　metβphors．
・一＊＊MOCHIZUK1，Yl6shit6ugu（Univefsity　of　Iwate）1　　に述べた。（1参照）。本論筆者としては・現在のとごろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一137一
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中村氏による分類が最も妥当性の高いものだと判断する

からに他ならない。以下，・氏の提唱する三づの比喩分類

（指標比喩・結合比喩・文脈比喩）について・氏の考之

を敷術する形で述べることにする。（3）

　まず，氏の比喩に対する定義について述べることとす

る。氏は，比喩をr表現主体が，表現対象を，それを過

不足なく直接にさし示す言語形式を使わないで，その代

りに，言語的な意味では他の事物・事象に対応する言語

形式を提示し，その言語的環境との違和感や，それが現

れるところの文脈上の意外性などで，受容主体の想像力

を刺激して，両者の共通点を推測させることによって，

間接的に伝える表現技法」〔回pp．154～155〕すなわち

「言語レベルにおける関係の移行」〔回，p．20〕だとす

るのである。こうした定義に基いて，この「関係の移

行」を，受容主体にとってのわかりやすさという観点カヤ

ら〔回P．176〕更に分類しようとするのが氏の基本的態

度なのである。先にあげた，指標比喩・結合比喩・文脈

比喩という順序は，上述した氏の基本的態度に従った順

序なのである。

　従って，まずr指標比喩」について考察したい。これ

は「りんごのような頬」（下線本論筆者）などの場合で

ある。この場合の特徴はrような」に示されるごとき比

喩であることが，はっきりとわかる言語形式が存在する

ことにある。（4）その言語形式を中村氏はr指標」と言

い，r指標」を含む比喩を「指標比喩」と呼ぶのである。

尚，例に掲げた指標比喩において、嫉，喩詞「りんご」

が，被喩詞「頬」と対応しているとも言える。

　次に「結合比喩」について見てみよう。．これは「りん

ごの頬」という様な場合である。ここには上述した様

な，比喩であることを示す指標は存在しないが，語（句）

と語（句〉との結びつきに或る異常さが認められるので

ある。上の場合で言えば「りんご」という植物の一つを

示す語と「頬」という動物に用いられる語とが結びつい

ている点に異常性が存在するのである5・また，との際も

う一つ留意しなければならぬことは・この表現が「語一

文一文章」という際のr文」以下に属しているというこ

第26巻第3号

嘗で南る・吸述噸僻1，蹄であることを示す指標

轍存在しないが，語と語の結合に或る種の異常性が認め

・られる場合で，しかもそれが「文」以下のレベルにおい
　〕

て生起する様な比喩を「結合比喩」と呼ぶのである。

　最後にr文脈比喩」について考えることとする。これ

は「われわれは，ようやく峠を越えることができた。」

という様な場合である。より正確に言えば，例示した表

現が，実際に峠を越えているという物理的事象に対する

表現（この場合は，勿論比喩ではない）としてではな

く，何か或る大きな困難を克服したという様な心理的事

象に対する表現として用いられた場合である。ところ

で，上記の表現が物理的事象に対するものであるか，心

理的事象に対するものか（つまり，比喩であるか否か）

を決定する力はこの「文」自体にはない。何枚ならば，

このr文」の中には，比喩であることを明確に示すr指

標」も，通常の言語表現としての或る異常性を有する結

合も認められないからである。つまり，この表現が比喩

であるか否かの決定は，あくまでこのr文」以外のr文」

との関係，すなわち「文章」のレベルにおいてなされる

のである。そして，こうして決定される比喩を「文脈比

喩」と呼ぶのである。

IV中村氏の比喩分類による抽出歌の分析

　皿中村氏の比喩分類に従って，抽出した杜沢作品の比

喩表現を分析することとする。分析の順序は，中村氏の

分類基本態度にならって，指標比喩・結合比喩・文脈比

喩の順とする。

　最初に，指標比喩について考察する。抽出歌後半部の

r馬として在る寂しさに耐ふる如くに」（下線本論筆者）

におけるr如くに」が「指標」であることは一目瞭然で

あろう。すなわち「馬として在る寂しさに耐ふる」とい

う喩詞は「しゅわしゅわと馬が尾を振る」という被喩詞

と対応しているのである。尚，抽出歌中には，この「如

くに」以外の「指標」は存在しない。

　次に結合比喩について見ることとする。これは，前述

した指標比喩の喩詞の中に認めることができる。「馬一

一138一
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r黙唱」（杜釈光一郎）4）一首（1）

として在る」r（馬）一寂しさ」r（馬）一耐ふる」のそれ

ぞれには，日常的な言語表現としての異常な結合の仕方

があるのである。（r馬」に対応する部分は日常的言語表

現においては通常，人間ではない馬に対しては用いられ

ないものである。）つまりr馬として在る寂しさに耐ふ

る」の中には，三つの結合比喩が含まれているのだとし

てよいであろう。尚，rしゅわしゅわ」という杜沢氏独

自の声喩（ono血atOP㏄ia）は，結合比喩的性格を有する

ものであるが，このことについては別に次章において言

及することとする。

　最後に「文脈比喩」について見ることとする。

　ところで，今仮に抽出歌を通常の散文の形に直すとす

ると（それはいかにも味気ない作業であるが）r馬とし

て在る寂しさに耐ふる如くに，しゅわしゅわと馬が尾を

振る。」という1r文」になる。、r文脈塊喩」は前述の様

に，いくつかのr文」が集まったr文章」のレベルにお

いて生起する比喩であるから，抽出歌においては，文脈

比喩についての考察は除外してさしつかえないと言える

であろう。

V杜沢作品における声喩（onomatopoeia）の

　機能

　声喩（onomatopoeiaオノマトピア）には，r喩」とい

う名称がついてこそいるが，比喩の本来の機能からすれ

ば，それを「喩」と呼ぶのには若干の問題があると言わ

れている。〔回p．41〕（5）

　皿で示した中村氏の比喩の定義によりながら，まずこ

の点につき整理をしておこう。（中村氏による定義を筆

者が整理し直したものから掲げることとする。）

（イ）通常．その事象に用いる言語形式を用いない。

（ロ）その代りに，通常は他の事象に用いられる言語形式

を用いる。

上述の様なr比喩」の定義の要点に対して，オノマト

ピアは，どうした点での問題点を含むのかQこのことに

ついて「笑う」とそれに対応するオノマトピア「にこに

こ」とを例にして考えてみよう。

　「笑う」に相当する事象が「にこにこ」なるオノマト

ピアによって表わされる時，「笑う」という言語形式が

rにこにこ」という言語形式に変化したという点におい

ては，上述した比喩の2条件の一つ（イ）の条件を満たして

いると言える。しかし，ではそのrにこにこ」はr笑

う」が示す様な事象以外のものに通常用いられる言語形

式であるかについて考えてみるとそうした事実の存在し

ないこ≧が判明する。つまり「にこにこ、」は比喩の2条

件のうちの（ロ）の条件を満たしていないことになる。そし

て，こうした事情は，他の全てのオノマトピアに共通し

て指摘できることでもある。すなわち，オノマトピア

は，比喩の2条件のうちの一つを満たしていないことに

より，典型的な比喩とは考え難いのである。先に，オノ

マトピアを「喩」の名をもって呼ぶのには若干の問題が

あるとしたのはこうした意味においてであった。

　ところで，抽出歌の作者杜沢氏は，氏独自のオノマト

ピアの使用によって名高い。（6）この氏独自のオノマトピ

アといえども，上述した比喩性についての問題点を有す

ることについては他のオノマトピアの場合と基本的には

同じである。

　しかしながら，ここで本論筆者の指摘したいことは，

上述した様な事実の再確認では、ない。そうではなくて，

杜沢氏の様な独自のオノマトピアは表現主体の側（歌人

の場合で言えば「作歌の現場」〔固〕）から考えれば，ど

うした性質のものであろうかということである。慣用的

オノマトピアと創作主体によって開発された独自のオノ

マトピアとの相違とは何であろうかという問題でもあ

る。

　結論的に述べれば，両者の相違は，先に整理して示し

た比喩の2条件のうちの（イ）における衝撃度の相違である

と筆者は考えるのである。慣用的オノマトピアは，ただ

その対する事象の動作や音的要素などを模写するという

機能しか果さないのに比べ，創作主体独自のオノマトピ

アは，その様な機能と共に，日常的な言語使用における

一ユ39一



　　　　　　　　　　　　　　　　読書科お学一』

結びつきを破る機能をも有すると思われる。そうした意

味においては，創作主体独自のオノマトピアはオノマト

ピアとして説明するよりも，結合比喩の一変種として説

明した方がr作歌の現場」には近いのではないかという

のが，本論筆者の考えである。

　杜沢氏の一一連の氏独自のオノマトピアは結合比喩的性

格を強く有していると前章末尾において述べたが，それ

はこうした意味においてであったのである。抽出した一

首におけるオノマトピア「しゅわしゅわ」を例にとって

このことをやや敷街したい。rしゅわしゅわ」というオ

ノマトピアは，杜沢氏自身の言によると（7），馬の「（長い

尾を）ゆっくりと振」〔回P．63〕る様子に対応する語ら

しい。しかしとの「しゅわしゅわ」という独自のオノマ

トピアが，ここで用いられる意味は，単にこのオノマト

ピアをもって，馬ゐ長い尾をゆっくりと振る様子と代替

させようとするばかりではあるまい。むしろ作者め狙い

としては，この独自のオノマトピアにより，日常的言語

使用の結合に揺さぶりをかけ，その衝撃を一首全体へ及

ぼそうとするところにこそ重点があったのではないかと

本論筆者としては判断するめである。杜沢氏におけるオ

ノマトピアは，こうして，それが氏によって独自に開発

されたものである場合には，強く結合比喩的性格を有す

るのである。

VI指標比喩から見た抽出歌

　文学形象における指標比喩の果す意味という観点から

抽出歌を分析してみることとする。

　具体的には杜沢氏の作品の考察に入る前に，まず，文

学形象一般における指標比喩の意味について考察するこ

ととしたい。例としては，同じ短歌のジャンルから，最

も人口に謄表している作者の」人である石川啄木の一首

を引きたいと思う。

やまひ

魁しきやう

思郷のこころ湧く日なり

目にあをぞらの煙かなしも

第26巻第3号

〔宙，下線本論筆者〕

　「病のごと」における「のごと」が「指標」であるこ

とはすぐ確認できる6従ってがこの啄木作品には，「病」

を喩詞とし，r思郷のこころ湧く」を被喩詞とするr指

標比啄」が含まれていることになる。

　ところで，指標比喩の考察に際して留意しなければな

らぬ点はどうした点であろうか。（比喩全般との問題と

も関連させながら）三うの点を考えるべきでは、ないかと

筆者としては考えている。（以下に述べる第一・第二は

比喩全般に関わることでもあろう。）．

　第一』は，喩詞と被喩詞との間に存在する，両者を明確

に別なものとする意識である。〔回p．111〕。・啄木作品で

言えば，r病⊥と「思郷のこころ湧く」は，啄木の内部

においては，1通常的言語表現としては，互いに別物で，

結びつぎ難いという意識があるということなのである。

　第二は，喩詞と被喩詞双方にある互いの分明さであ

る。比喩とは，喩詞と被喩詞とのそれぞれは互いに分明

であり，その両者の結合の妙如何にこそ，その有効性が

かかってくることを基本とする表現方法なのであるとい

うことである。啄木作品においても「病」r思郷のここ

ろ湧く」はそれぞれに分明な表現であり，その両者の結

びつかせ方にこそ創作主体の苦心はあったのだと考える

べきであろう。（8）

　第三は，比喩表示の強引さである。つまり指標比喩は

日常言語表現においてははっきりと異なる喩詞と被喩詞

とを強引に結びつけ，それを結びっけていることを明示

するという力衰（傍点本論筆者）を行うところにその持

味があるのである。この力技が前面に出ることによっ

て1喩詞と被喩詞との間に快い緊張が保ちうれば，文学

形象としての定着がな’されたことになるであろうし，そ

の力技め強引さのみが自立ってしまうならば，比喩であ

ることは明示されたとしても，文学形象としての定着は

なされなかったことになるであろう。

　さて，以上三つの指標比喩を考える観点から杜沢作品

における指標比喩の使われ方について考察したい。尚，

・巴鯛b唱．



r黙唱」（杜沢光一郎）．の一首（1）・

この抽出歌中における指標比喩は，喩詞「馬として在る

寂しさに耐ふる」被喩詞「しゅわしゅわと馬が尾を振

る」の一つであること上述した通りである。（第四章参

照）

　まず第一の喩詞・被喩詞間の両者を別物とする意識の

問題について言及する。r（しゅわしゅわと）馬が尾を振

る」という事象に対して「馬と・して在る寂しさに耐ふる

如くに」という把握をなすことは，誰もがなしうること

ではない。従って，日常的言語表現において，上述の喩

詞・被喩詞が別物であるという自覚は十分になされてい

ると判断してよいであろう。

　ついで，喩詞・被喩詞双方の分明さについて言及す

る。既に述べて来た様に，喩詞「馬として在る寂しさに

耐ふる」は3種の結合比喩を含み（第IV章参照）被喩詞

「しゅわしゅわと馬が尾を振る」における氏独自のオノ

マトピア「しゅわしゅわ」も結合比喩的性格を強く有し

ている。（第V章参照）。すなわち，抽出した杜沢作品に

おいては，喩詞・被喩詞それぞれが複雑さを有していて

分明とは言い難いのである。これは，先にあげた啄木作

品における喩詞r病」と被喩詞r思郷のこころ湧く」の

それぞれが分明であったのと対照的である。文字通り比

喩的に言えば，啄木作品における指標比喩が斉唱的であ

るのに対し，杜沢作品におけるそれは合唱的比喩である

とすることができるであろう。（9）（但し，斉唱的比喩・

合唱的比喩の区別は，あくまで区別であって，価値的序

列ではない。）

　最後に，指標比喩における力技の点について述べるこ

ととする。さて先に抽出した杜沢作品における指標比喩

の構造は合唱的であるとしたが，合唱的であるとすれ

ば，斉唱的な比喩に対して力技の度合は高いことになろ

う。しかも，この度合の高さには倒置という要素がもう

一づ加わっている。⑯すなわち，”啄木作品の場合におい

て，r病」r思郷のこころ湧く」と喩詞・被喩詞の順に並』．

べられているのに対し，杜沢作品においては，rしゅわ

しゅわと馬が尾を振る」r馬として在る寂しさに耐ふる」

と被喩詞・喩詞の順になっていて倒置されている。

ところで，以上述べて来たような杜沢作品における力技

の強さは，r馬として在る寂しさに耐ふる如くに」r（馬

が）しゅわしゅわと尾を振う」という一首の内容の激し

さとよく釣り合って，文学的形象を定着せしめていると

筆者は解釈する。rr尾を些……耐ふる如くに』は，何
　　　　　　　　　　曽マ
ら新しい発墾ではない。」（下線本論筆者）とする玉城御

氏の言〔回p．268〕にもかかわらず，比喩の観点から見

，ても抽出した杜沢作品は短歌形式における指標比喩の用

い方に一つの示唆を与えるものだと筆者は考えるのであ

る6

VIIおわりに

　本請では，「しゅわしゅわと馬が尾を振る馬として在

る寂しさに耐ふる如くに」の『黙唱』（杜沢光一郎）の

一首を取り上げ，以下の三点から考察した。その比喩表

現の実態，rしゅわしゅわ」に代表される如き杜沢氏独

自のオノマトピアの意味，指標比喩から見た抽出歌，が

それである。一首の解釈をめぐる揺れの問題に全く言及

していない点⑳，比喩表現研究中における本論の定位の

不明確さ國等論じ残している点も牛なくない。が・それ

らについては他日を期したいと思う。

　尚，本論の考察に際し，杜沢氏御自身と柏崎験二氏

（歌人）とから資料提供を始めとする御教示を得た。記

して感謝したい。

註

（1）例えば回参照。また，杜沢氏本人の自負の言もある。

　〔回P．63〕

（2）杜沢氏と馬との関わり方については，例えば次を参照

されたい。〔回〕

（3）その詳細については次を参照のこと。〔回pp．163～

169〕’一’一』－『’－』

1（4）比喩であることをはっきりと確認できる様な言語形式

とは，しかしながらそれが比喩専用の言語形式であるこ

とを意味するのではない。〔回p』182〕

（5）本論においても以下r声喩1（下線望月）を用いずに

一・、14■一
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オノマトピア（onomatopoeia）●を用いるのも，オノマト

ピアが比喩としては例外的な位置にあるという立場に本

論筆者も立つからである。また，オノマトピアに擬態

語・擬音語という下位区分を設定することに本論筆者が

否定的であることをも附言したい。

〈6）『黙唱』以後の具体的作品としては，例えば次を参

照。〔回，回〕

（7）本論筆者の，作品解釈における作者自身の言の位置づ

けについては次を参照のこと。〔圖〕

（8）より厳密に言えば文学形象における比喩は，これを孤

立的に扱うべきものではなく作品構造全体の中で扱われ

ねばならぬものであるのは当然であろう。従って，この

啄木作品においても，r病」と「思郷のこころ湧く」との

対応は，次に続くr目にあをぞらの煙かなしも」との関

連においてもこれを取扱うべきではあるが，それについ

ての言を保留する。問題をより単純化させる為である。

尚，r目にあをぞらの煙かなしも」はその前半の部分に

対して比喩と同じ働きをするのが短歌形式の特徴なのだ

とし，一般的にはこれを「短歌的喩」とする立場もある

が，〔回，国。また関連して囚pp．170～172も参照〕そ

れについての言及も保留する。

（9）ここでも，本来的には註（8）で述べた事情から例外では

ない。

（10註（8）～（9）参照。

⑪この点については，筆者としては，本稿と並んでもう

一つの論考を草している。〔囮〕

⑫筆者の比喩研究に関する考え方の一端については次を

参照されたい。〔回〕
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SUMMARY
Shwer，shwer．．．／a・horse　waves　his　tail／

　　α　　　　　　　A　～
As　if　he　were　bearing／his　distress／at　being　alive　as　a　hofse

B d C b

－142・一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r黙唱」（杜沢光一郎）の一首（1〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Koichiro　Tozawa，IMo如5hδ）㌧

Thisかape「isanexaminationglthe above．㍗η姻t再「egal“toit叫etaph？「s・Acco「dingtoNakamu「a’s

proposition，metaphors　are　classi血ed　int6three　categori6s：－indicative，combinative，．and　contextual．

　　The　results　of　a　textual　analysis　are　as　follows：1．an　indicative　metaphor　was　fomd．in　one　part＝A←》B　l

2．combinative　metaphors　were　found　in　three　parts：a《→b，a←》c，a←》d，and3．no　contextual　metaphor　was　found．

　　It　has　been　argued　that　Tozawa’s　phrase“shwer，shwer，”has　the　characteristic　of　a　combinative　metaphor，

though　it　may　usually　be¢1a＄si丘ed　as　a　form　on　onomatopoeia．

　　These　observations　show　that　the7㍗漉αpossesses　a　hierarchical　metaphor　structure　which　contains　combinative

metaphors　within　the　fnodifying　part　B，on　the　one　hand，and　modined　part　A，on　the　other　l　both　of　which　are

involved　in　the　indicative　metaphor．Such　use　of　metaphor　may　be　considered　as　characteristic　of％n加．

』
、
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資料
　　　　　　　　　　読書の研究法（皿）

　　　　　　　　読書に対する記憶研究からのアプローチ ＊

1．　はじめに

　読書研究は，記憶研究（1）におけるもっとも将来性に富

んだ研究領域のひとつであると言えよう。記憶過程は情

報の受け入れから取り出しまでの間で行われる情報変容

過程と考えられており，読書はこのような情報処理過程

を包摂していることを考えると，記憶と読書の間に密接

な関係があるのは当然のことと思われる。しかし，こう

した関係が意識され，精力的な研究が展開されるように

なったのはつい最近のことであって，これまで両者の間

には．ほとんど研究上の相互作用が見られなかったという

のが実情である。その理由として，記憶研究の立場から

（1）記憶材料の問題，（2）理論的未成熟の2点が指摘でき

る。

　記憶材料の問題とは，記憶研究が主に対象としていた

のは単語であって，読書研究で問題となる文や文章では

なかったということである。無意味綴から有意味単語の

研究を経て今日に致る記憶研究において，研究者が常に

悩まされてきたのは，実験材料に対する被験者の個人的

経験をいかに排除して等質な材料を用意するかというこ

とであった。この目的に沿って，有意味度・熟知度・出

現頻度等の指標が考案された。こうした指標を用いて統

制された材料を刺激とする限り，デ・一タの客観性と一般

性がある程度は保証されると考えていた。しかし，文や

＊Reading　research　methods（以）：Studies　on　memory

　in：reading　re託arch．

＊＊HARA，Satoshi（University　of　Tsukuba）＆MORO，

　Yuji（University　of　Tsukuba）
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文章に対して先の指標による材料統制を行うことは不可

能であった。文や文章は，形式的には単語の集合体であ

ることには違いないが，意味的にはそう考えることはで

きない。したがって，記憶研究は．“単語の記憶”が中心

となり，文・文章の研究はまれであり，読書に対する寄

与も当然少なかった。

　第2の理由である理論的問題は．，第1の理由からの必

然的結果として予想される。つまり，単語処理に対する

理論化は，ある程度成し遂げられていたが，文や文章に

まで拡張するにはあまりにも未成熟であったということ

である。単語から文，文から文章までの距離は，容易に

飛び越えることのできないものに思えた。

　以上，記憶の研究史的観点から2つの理由を挙げてお

いた。このうち第2の理由は，読書研究の位置づけを曖

昧なものにした。仮説検証的研究において明確な理論的

背景を持たない研究は，羅列的現象記述にしかすぎな

い。羅列的現象記述は，真に有意義な研究を展開できる

わけはない。したがって，読書研究は．単なる応用研究と

見なされていた。

　記憶と読書の間にあるこの深い断層を埋めるひとつの

契機となったのは，情報処理論的アプローチ（2）の拾頭で

あった。情報処理論においては，あらゆる刺激材料が

“情報”という中性的な概念に置き換えられることを可

能にした。つまり，単語・文・文章の相違にかかわら

ず，一括して情報処理過程の枠組でそれらの処理が記述

できるのである。その結果，文・文章の処理過程は単語

処理の延長として把えられるようになり，勢い文や文章
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読書に対する記憶研究からのアプローチ

を素材とした研究が増えてきた。さらに，自然言語理解

過程・知識の表現とその利用といった点を主たる関心と

する認知科学の勃興は，記憶と読書を決定的に接近させ

たと言える。記憶研究者であるKintsch（1977）の「気

づかないうちにp読書研究の裏月の扉をたたいていた」

（p．227）ということばは，今日の記憶と読書との関係を

象徴的に表わしている。

　本稿はこうした現状を踏えて，・読書研究に対する記憶

からのアプローチを，研究法という観点から検討する。

まず，記憶研究法を手短かに見た後，記憶研究法を応用

した読書研究の事例をいくつか紹介することにしよう。

2．記憶研究法

記憶は符号化（encoding）・貯蔵（storage）・検索

　　　　　　　灘
　　　　　　　能力
　　　　　　　知識
　　　　　　　興味

方向づけ課題

目的

教示
指示
活動
装置

Fig．1

　再生
　再認
　問題解決
　遂行

　知覚モダリティー
　物理的構造
　心理的体制化
　心理的系列

Jenkin旦（1980）の4面体

（retrieval）の3つり過程から成るとするのが一般的であ

る。これらの過程のメカニズムや機能の解明は，記憶研

究の大きなテーマである。研究法はこうした研究内容と

は不可分であるから，上記の3つの過程に対応させて議

論するのが良いだろう。だが我々が実際に研究を行うと

き，具体的に操作できることは限られている。Fig．1に

示したJenkinsの4面体は，実験場面で操作可能な4つ

の側面を表わしている。実験者は，目的に応じて各々を

決定するのである。Fig．1で，方向づけ課題は符号化

を，規準課題は検索を示している。この4側面すべてに

ついて議論する余裕はないので，符号化・貯蔵・検索を

操作する手続を中心に見てゆこう。

2－1符号化

　情報が生体に受け入れられるとき，何らかの変換が行

われる。この変換のことを符号化と呼んでいる。符号化

には様々な形式があるが，Bower（1972）はFig．2に示

す4種類に分類した。これらは独立1こ行われるというも

のではなく，複数の形式をとる方が普通である。

　さて，ζの符号化を実験的に操作する代表的手続とし

て，教示・方向づけ課題・文脈の変化の3つについて述

べる。

2－1－1教示：心理学の実験においては，実験場面で被

験者が行う具体的活動についての説明として与えられる

のが教示である。しかし，符号化手続の操作として用い

特

号

化

灘込FでOl激の特子属　・1’元が代表として
選択されるとと

彊遡　刺激のひとまとまりに・他の名前を
　　　　　　　こ　・

成分記述　属性リストとして刺激を表象する

⊂露繁
圏キ團
㊥（知覚属性）K音瀞属性）昌（意味属性》

赤い　！｝リ・
’まるい　1　ン’
すべすぺ17コ』
すっぱい1レシシ』
　l　　　l　l

遡

食べもの
果実
植物
　二

　●

刺激　質的に変換させるオペレー
ターを生ずる

Fig．2

喰霧1いい（暫踊

符号化の形式（Bower，1972）
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られる教示は，被験者の内的な符号化方略を統制しよう

とする点で異なっている。このような符号化手続は，入

力情報に対する処理方略が被験者の意識的統制下にある

という仮定を前提としている。比較的良く見られるの

は，イメ’一ジ（Pavio＆Csapo，1969）・連想等の教示で

ある。

　教示を与えるだけで実験者の意図した符号化を行わせ

ることができるという手続は，実に手軽で魅力的であ

る。しかし，この手続の妥当性に注意しておく必要があ

る。それは，被験者の用いた符号化方略が実験者の意図

した符号化方略であるという点の確認ができないことに

ある。したがって，内省報告によって，被験者が採用し

た符号化方略を確めることが大切である。ただし，被験

者が使い慣れた方略は，被験者自身も気づかずに使用し

ている場合が多く，内省報告にも現れ難いということ

に，注意しておく方が良い。

　2－1－2方向づけ課題：記憶すべき項目　（to　be　reme・

mbered　item3以下TBRと略記）を被験者にあらかじ

め伝えておき，後に記憶テストを実施する手続は意図的

学習（intentional　leaming）と呼ぽれ，そのような教示を

受けない偶発学習（incidental　leaming）と区別されてい

る。偶発学習場面では，記銘課題のかわりにTBRに対

する何らかの処理を行わせる方向づけ課題を採用する。

Table1にその例を示しておく。Tableに見られる課題

を行うことが主な課題であると被験者に思わせておき，

課題終了後抜きうちテストを実施する。意図的学習場面

では，被験者はTBRをできるだけ覚えておこうとする

ため，独特の記銘方略を使うことも考えられる。しか

し，方向づけ課題の場合には，そうした統制不可能な要

因が入り込まず，TBRに対してある程度純粋な符号化

　　　　　　　　　　　Table1

第26巻第誇

が期待できるという点で，精度の高い符号化手続である

と言えよう。ところが，こうした方向づけ課題が，・符号

化レベルを一義的に決定するのではないとする研究もあ

り（Jacoby＆Craik，1979），検討する必要がある。

2－1－3　文脈の変化＝TBR提示の際，対提示項目を様々

に変化させて符号化文脈を変えるという手続がある。そ

のもっとも特徴的な使用例として，同音異義語に対する

符号化の相違をFig．3に示した。各々の対提示項目によ

り，符号化されるものが異なることがわかると思う。こ

の手続は，広い意味で方向づけ課題に含まれつつある。

2－2貯蔵

　貯蔵プ・セスを研究するとき，保持期間の長さと，保

持期間中の活動の2つを操作することができる。保持期

間とは，要するに記銘からテストまでの期間のことであ

る。先の2つの操作は，忘却のr痕跡減衰説」と「干渉

説」の検証過程で頻繁に用いられた手続であるが，今日

その目的のために使用されることはほとんど無い。ま

た，貯蔵過程そのものの研究は，直接検討することが難

しく，記憶研究よりはむしろ認知科学における知識のモ

デル化やコンピューター・シュミレーションの研究で盛

んである。ただ，貯蔵状態を探る手続として，還元法

（reduction　methodl　Tulving＆Watkins，1975）がある

が，その有効性に関しては今後の課題であろう。

同音異義語

符号化文脈

・は　し

渡　る一一一一〉橋

食　事 箸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　央　　　　端

　　　　　　　　Fig．3　同音異義語に対する符号化の相違を示す例

方向づけ課題の例（Craik＆Tulving，1975）

符号化 質問

YES
TBR

NO
文字

音韻

意味

大文字で書いてあるか

WEIGHTと同じ音韻を持つか
“He　met　a　　　in　the　street．”に適当であるか

TABLE
crate

FRIEND

table

MARKET
cloud
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読書に対する記憶研究からのアプローチ

←

●刺激リスト 作家　植物　英語　友情　原因　意見　想像　自分　表情　秘密

●再生ブロトコル 作品

X

秘密　原因　　分 一楼　　㌔ヨ　想．…　一∫配　　　口

×

1回目願犠侵文／三〇（5醐

2回目　正再生率　8／／0（80％）
　　リスト外侵入　／

勉　友情　秘密　鷲．主義
×　　○　　×　　×　　×

想像　蚤弛　植物　英語　還
○　　×　　○　　×　　x

響瞥嬰甲讐
、　　意見　i学弦　賦表情
×　　O　　x　　O　　O

一一9：デ、ストラつクー

本制化率　／／7　（0．／・43）

oqTR）

●再認リスト

Ssい威シ

Olold

（
　ヒット率　7／／0
　　　　　　　　　　一　虚報率　　3／／O

　CRS　（7／／0）一（3／／0）＝4／！0

×＝new

Fig．4　記憶指標の用い方の例

〆

2－3検索

　検索（3）とは，貯蔵されている情報を適宜引き出すこと

である。検索過程が記憶において注目されるようになっ

たのは，Tulving＆Parlstone（1966）が，再生可能性

（availability）と検索可能性（accessibility）を分けたこ

とによる。通常の自由再生では再生できなかったTBR

が，適切な手がかりを与えると（手がかり再生）再生で

きたことにより，そのようなTBRは再生可能である

が，検索不可能であるとした。以降，手がかり再生にお

いて，手がかりを様々に変化させることが検索の操作と

して基本的手続となった。読書研究でよく用いられるク

ローズ法なども手がかり再生の一種であるが，手がかり

再生は検索そのものの検討を意味しているのか，それと

も，貯蔵状態の特徴を検討しているのかに関しては議論

のあると．ころである。

　最近まで，検索の機能を研究する手法として，同一の

TBRについて再生と再認の両方を実施し，その差を検

索に帰することが多かった。これは，』再認には検索過程

がないとする理論に基づいていたのであるが，この点に

ついても異論があり（Lockhart，Craik＆Jacoby，1976），

妥当性に疑問が残る。

　以上，符号化・貯蔵・検索の各過程を直接操作すると

思われる手続を簡単に述べたが，こうした手続と並ん

で，，いかなる記憶指標を採るかということも重要な問題

である6Fig．4に古典的であり代表的な指標を示してお

く。

　なおこの他にも多くの指標があるのであるが，ここで

は，記憶指標に関する今日的問題をひとつ述べておきた

い。Fig．4に見られる指標は，すべて逐語的記憶の指標

である点に注意してほしい。従来，記憶とは逐語記憶を

意味していたということがうかがえる。ところが，文や

文章を材料として記偉を研究することになって，この逐

語性の概念がかなり変わってきた。文・文意記憶の研究

においては，逐語性よりもむしろ意味的に合致している

か否かという点に蘭する指標が用いられている。言わ

ば，内容的逐語性とでも呼びうる指標が考えられてい

る。したがって，どの程度まで意味的に合っていれば可

とするとかという議論が当然必要になってくる。後に具

体例をもってこの点を若干紹介するが，体系的議論はま

だまだ不充分である。

　以下では，記憶研究法を読書研究に応用していると思

われる研究事例を紹介することにする。

3．　記憶研究の読書研究への寄与

　本章では，読書研究に対して記憶研究が果している寄

与を，実際の研究例をあげながら論じていく。

　読書の過程が複雑な橡合的過程であることは・1庫‘認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めらわている．夕㍉本論では・記偉研究Φ寄午して！首2

つの側面を取りあげる。第1は理論的なもので，第2に

は方法論的な寄与である。
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　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

3－1理論的寄与

　読書の定義は，強調される点は異なるが，意味を得る

ことが必要事項として共通して含められている6

　Flesch　（1955）

　読書とは文字の組み合わせから意味を得ることであ

　る。

　Romelhart（1977）

　読みは書かれた言語を理解することである。

　この両者の読書の定義は非常に似かよったものである

が，実は、この間には理論的にも方法的にも大きな発展が

あるのである。

　この発展の中で，記憶研究の影響によると考えられる

ものの1づに，読書の複合的過程モデルがあげられる。

技能として養得された読書は“知覚的・言語的・認知的

遍程の複合に依存している。’・（Adams，1980）。この複合

パタ’ン’

認識器

図形素入力

視覚

システム

視覚像情報

走査器

文字
レジスタ・一

コ』ド表 解読器

辞書

音素テーブ

　統語・
’
一
意

味規則一．

語い項目
決牢器

一次記憶

．意味決定器 TPWSGWTAU

Fig．5Gough（1972）のモデル

第26巻第3号

モデルを検討するため，記憶研究の成果を取り入れたと

、考えられる比較的初期のモデルであるG・ugh（1972）の

理論を検討しよう。

　Fig．5から明らかなように，Gough（1972）のモデル

は一種の流れ図の様相を呈している。読書の過程を，情

報の流れとしで，また，複数個の下位段階から成るもの

とし，処理に参与する複数個の部門を仮定している。こ

・れは，認知一記憶班究の理論的方向である“情報”とい

う概念で読書を捉えていることを示す。とりわけ，注目

に値するのは，記憶部門である。Gough（1972）は2種

類の記憶部門が存在しているとした。第1の種類は，視

覚像情報（icon）から語い項目として同定するまでの一

連の処理の後におかれ，統語的・意味的処理の前におか

れている，いわば情報の一時的貯蔵庫というべき一次記

憶（pτimaτy　memoly）である。これは語い項目の同定の

後に，統語的・意味的処理を受けるに充分な量の情報が

貯まるまで，ここに情報を一時的に貯蔵することを機能

としている。第2の記憶部門は、，最終的に情報が送られ

るところ（The　Place　Where　Sentence　Go　WhenThqソ

AreUnderstood：TPWSGWTAU）である。この2種類

は，短期貯蔵庫一長期貯蔵庫の2分割に対応している。

Gough（1972）のモデルは焦点が文字・単語の処理に当

てられているが，文ならびに文章の水準の読書過程も，

このような2種類の記憶部門と複数の処理部門のモデル

で考えることが有効である。

　Kintsch　とDijkら（1978；Dijk＆Kintsch，1977；

Kintsch＆Vipond，1979）は，テクスト処理を，文また

は句単位の命題的意味の同定ならびに命題間の結合関係

の存在を検証する作業記憶と，この作業記憶から情報が

転送される長期の貯蔵庫の2つを仮定している。そして

読書材料の難度を，このモデルから予測している。

　また，文章記憶を，文章の表面形式に関する記憶と，

意味情報の記憶に分ける場合，表面形式の情報が比較的

に早い段階に短期記憶から失なわれることが知られてい

る（Sacks，1967；J6hnson－Laird，19701Kleiman，1975）。

　このように，記憶に複数の貯蔵庫を仮定する記憶理論
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読書に対する記憶研究から0アプ・一チ

により，読書過程がより精緻化されたモデルで捉えられ

るようになってきた。・、　”・．．1甘

3－2　方法論的寄与　　・　　　　　』　　　　1

　記億研究の第2の寄与は，読みの研究を進める上での

方法に関与するものである。しかし単に方法一手続きの

改善というだけでなく，人間の認知的・内部的過程を積

極的に考えようとする理論的方向に先導されている。は』

じめに最近の認知一記憶研究の特徴を検討しよう。この・

F最大の特色は，言語理解・処理に対応する内部表象を持

　・っていることである。つまり，我々の言語理解r生産と

　いった認知的活動を，単に刺激一反応という外部的一物
’
理
的
単 位でのみ記述するのではなく，残々の心的過程を

　明示的・整合的に表現していく方向である。

　　読書の領域に関連しては，古くから読書が意味の回

復・構成過程であるとされながらも，理解された情報が

・どのように貯蔵されるのか，読書材料の意味的特性がど

Kintsch＆Vipond（1979）

　Agreatblackand』ye110wV－2rocket

　forty・six　feet　long　stood　in　a　New

　Mexico　deserし

Fredriksen（1975）

　One　aftemoon，Bill　came　in　from　roller

　skating．He　sat　down　on　the　couch　and

　started　reading　the　funnies．

Meyer（1975）

　The五rst　color　mutation　appeared霊in

　1872in　Belgium　l　these　birds　were

　completely　yellow．

de　Beaugrande（1981）

　A　greart　and　yellow　r㏄ket　stood　in

　a　desert．Empty，it　weighed　five　tbns．

1　（GEART，ROCKET）

2　（BLAcK，ROcKET）

3（YELLOW，R㏄KET）
4　（V－2，ROCKET）

5　（LONG，ROCKE↑）

6　（FORTY－SIX，FEET，ROCK耳丁）

7　（STAND，ROCKET）
8　（IN，7，DESERT）

9（NEW　MEXICO，DESERT）’

B皿鼎〉血㎎DAT・Bi・エ

　　　　　　　　　ハぜ　　　　　sOUR㏄〔Bi・・繰ど…ぎをskaヒ6騨（》ユ

　　　　　RESULT〔Bm響纒CO3）（）コ

　　　　　TE｝fl　　　　　　　afteτnoon

　　　　　TEMl　　　　　　　tl〕
B皿幽　DATユ
㎜Fii幽一細叫・ココ

PPEARED
　patien七
　工RST　COLOR　MUTATION

　　麟『F　　COMPLETELY　YEI正、㎝

　settin　　time
1872

「ange
Belgi㎜

bLa⊂k　町　　　y“b」

　ら　　　一　　　らgro8し　　　　を
　．』oご

　　いoぐk2に

　　　｛血｝．5「5ta■d，

　5暫つ
　　　o闘ゆ監y
σ眺÷8M’9

　uoigh

σσ9　　　　　　0■’●

　ζ而

郎蘭驚　　　ψ4ftvo

々　　tα、5

♂　　－　’9d撹

ak・h・1逆・亀ド廓

　　“帆》マf副

o冨γgen 16e◆　寵qu江6

Fig．6記憶衰象・テクスト分析の賭理論
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読書科学 第26巻第3号

Table2　再生プロトコルの分析例

　サンプルテクスト　　緑と青の自然“）

　旧本列島の自然は，どんな特色をもっていたのであろうか。ま

た，その自然は，日本人の生活様式やものの考え方に，どのような

影響を与えてきたのであろうか。

　まず，日本列島が，熱帯と寒冷地域との中間にあって湿潤であ

・り，植物の繁茂に極めて適していることを指摘しなければならな

い。日光は強すぎず弱すぎず，しかも年間を通して適度の降雨があ

り，地球上で最も植物の豊かな地域の一つである。

　だから，日本人の生活は，昔からすべてにわたって植物への依存

度が高かった。家屋は木材を使って建てられている。衣料では、，麻

や木綿のような植物繊維がはなはだ重要な材料となっている。食生

活についても同様である。農耕が日木人の暮らしの中心になったこ

とも，その結果として当然であった。．

　　被験者Nの再生プロトコル（5）

　日本の自然の特色は何であろうか。また自

然は日本人の生活様式や考え方にどのように

影響しているのだろうか。

　日本が熱帯地域と寒冷地域の間にあること

は，植物の生長に好適の条件を与え，また湿

潤であることはさらによい条件となってい

る。日本人が農耕をし始めたのもそこに原因

があろう。また衣服の材料について考えてみ

ても植物の繊維が使われている。さらに日本

の住宅は木材で建てられている。

再生プロトコルの評価

　1．

　2．

　3．

　4．

　5．

　6．

　7．

　8．

　9．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

116．

17．

18．

19．

20．

21．

22．

23．

24．

25．

26．

27．

28．

29．

30．

31．

32．

33．

命題単位への分解

自然は、日本列島のそれである。

1は特色を持つ。

生活様式は日本人のそれ。

ものの考え方は日本人のそれ。・

1は34に影響を与えた。
日本列島はある。

6は熱帯と寒冷地域の中問。
日本列島は湿潤である。

繁茂は植物のそれである。　，

日本列島は．9．に適する。

6810を指摘する。
日光は強すぎない。　～

日光は弱すぎない。

日本列島には降雨がある。

降雨は適度であ為g
植物め豊かな地域であるら『

地球上で16である。

最も16の一つである。
生活は日本人のそれである。

19は値物への依存度が高い。

20は昔から。．

20はすべてにわたらでず

家屋は建てられている。・

23は木材で。

植物繊維が材料。

はなはだ重要な材料。

植物繊維は麻や木棉。

衣料の材料。

食生活も同様である。

日本人の暮らしである。

農耕が30の中心となる。・

29の結果31となった。
32は当然である。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20・

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

再生一非再生

　　0
　　0
　　0
　　0
　　0
　　0
　　0
　　0

0

0
0
0

0

0
0

浸入語

好適

住宅
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読書に対する記憶研究からのアプ亘卯チ

のように記述できるのかといった点で十分であったとは

言えない。また，この表現方法の未発達から，実験の変

数として，読書材料の構造的特性ならびに心的表象を理

論的に取り上げることが不分だった。

3－2－1記憶表象の諸理論＝記憶表象は，どういう形式

を持っているのか，また，これをどう明示的に表現すれ

ばよいのか。この問題に関して記憶研究は発展を見せて

いる。前述のGough（1972）のモデルでは，最終部門

は，単に理解された文が入力される場所として規定され

ていたが，この部門がよ吟精緻に組織だてられてきてい

るのである。

　記憶表象論については，多数の理論家により種々のモ

デルが提案されているが，以下の2点において共通性を

持っていると考えられる。第1は単位性の側面であり，

第2には諸単位のより大きな単位への複合可能性であ

る。Fig．6にいくつかの理論を示す。

　Fig．6に示されるように，どめ場合にも命題を単倖の

基礎としている。命題とはド1個の行為・状聾・属性で

あり，読書材料の表面の単位（句・文）とは独立の意味

的単位である。

　一方，複合可能性とは，単に記憶表象一読書材料を一

定の単位へと分解して表現するだけでなく，単位間の相

互依存性・全体性を持つものとして表現することである。

3－2－2再生プ・トコルの分析方法：読書は複合的過程

であるが，記憶研究が影響を持つ以前には，文字一単語

認識あるいは読みのスパン・眼球運動といった知覚一入

力段階の研究が主乏なっていた。読書過程が，理解一出

力という観点から捉えられるようになったのは，記憶研

究が文章を材料としはじめてからである（Kintsch，

1977）。特に，読み理解の研究方法の1うとして，自由

再生法を利用するには，－材料め分析・再生プ仁トコルの

分析方法の充実が必要だった（Meyer，1975）。

　このような理論一方法論的展開以前には，自由再生法

を使用するためには，アイデアユニット（Cofer，19411

Levitt，1956），キーワード法（Piaget，1957），複数の評

定者による直観的分解による（Johnson，－1970）などの方

法がとられた。

　これらの方法では，被験者が（再）生産したプロトコ

ルがどれ程，元の読書材料を再現しているかという観点

から，各被験者のプロトコルを評価することは可能であ

る。

　アイデアユニット，キーワードによる方法は，実験前

に読書材料の部分を特定すること，ならびに，特定した

諸部分によりプロトコルを評価することの理論的位置づ

1けが必要である。

　一方，評定法による方法では，読書材料・再生プ・ト

コルの両方の分析を，複数の分析者により単位分割さ

せ，…その一致をも・って客観性を保証しようというもので

ある。この方法では，比較的高い評定者間の一致が得ら

1れる。また再現性も良好で，信頼性も高い。しかし，こ

の単位分割の高い一致率そのものが・一種のデータの様相

をもつ。つまり，読書材料に関して我々の直観的分割が

一致するということ自体が，読書過程を解明する一つの

鍵になる可能性があるのではないか。

　これらの方法と比較して，命題的単位による分析方法

では1’1）認知的一意味的な単位である，2）原文章から再

生プロトコルヘの言い換えを取り扱うことができる，3）

単位間の相対的重要度・単位間の結合性などの単位間関

係を取り扱える，などの特徴をもつ。・とくに2）の特徴は

読書材料が文章であるような場合，単に原材料から再生

された比率のみでなく，読書材料のどこが再生され易い

かといった文章材料の特性の問題に有効である。

　Table2に，再生プロトコルの分析例を示す。

　本章では，記憶研究の読書研究への寄与の一部を取り

あげた。このような方向による読書研究は，まだ始まっ

たばかりそある。例えば，文字・語などの文以下の単位

の処理を，どうモデルに取り込むか，また，他の記憶研

究アプ・・一チとの関係など，問題が多数残されている状

態といえよう。
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注

（1）本稿で言う記憶研究は．，言語記憶に関する研究を指

　す。

（2），情報処理論的アプ・一チについては，海保（1980）

　に詳しいので参考にされたい。

（3）検索過程の研究において，頻繁に用いられる手続

　は，反応時間を測定する方法であるが，これも海保

　　（1980）に詳しいので省略した。

（4）光村図書の教科書，中学1年用より引用し，刺激材

　料としている。

（5）被験者には再生を予告せず読ませ，読み終了より30

　秒の遅延をおいて再生させた。実際にはここで示し

　たものよりも長い文章を刺激としている。その一部

　を分析のため示した。

ノ
、

、
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IRA（国際読書学会）入会のおすすめ

Intemational　Reading　Associationは1955年に設立された国際的な読書科学研究の

機関で，日本読書学会もこれに加盟しています。日本読書学会の会員でIRAにも

入会を希望される方は，下記の要領で入会のあっせんをいたします。

享
1！

　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．　あっせんを受けるのは日本読書学会の会員に限ります。

2．IRAの会員には次の4種の雑誌が配付されます。希望の雑誌名を申し出て下

　　さいo
　　（a）The　Reading　Teacher（小学校の読書教育を中心としたもの）

　　（b）The　Joumal　of　Readh19（中学校以上成人までの読書を中心としたもの）

　　（c）Reading　Research　Quarterly（読書科学研究の専門誌）

　　（d）Lectura　y　Vida（スペイン語の雑誌）

3．　アメリカ，カナダ以外のIRA会員にはIntemational　Newsletterが無料配布さ

　　れます。

4．　会費は年額次の通りです

　　　雑誌1種類の配付を希望する者　　　　U．S．＄25．00

　　　雑誌2種類の配付を希望する者　　　　U．S．＄35．00

　　　雑誌3種類の配付を希望する者　　　　U、S．＄45．00

　　　雑誌4種類の配布を希望する者　　　　U．S．＄55．00

　　雑誌4種類プラス年度内の全刊行物を希望する者U．S．＄80．00

5．　新入会希望者は会費相当額の円貨と，銀行手数料，書留送料を加算した金額を

　　お送りいただくことになりますが，金額は為替相場によって変動しますので，

　　その都度お問いあわせ下さい。

　　　問いあわせ・送金先

　　　〒112東京都文京区音羽2－12－21　野間教育研究所　阪本’敬彦

6．　雑誌はIRAから直接送られますので，住所氏名には必ずふりがなをつけて下

　　さい。

7．継続希望の方は，IRAからRenewal　Noticeが届いたらすく・にそのRenewal

　　Noticeを阪本宛にお送り下さい。

8．IRAから会員証を受けとられましたら，会員番号を阪本宛に御通知下さい。

9．　この件についてのお問合わせは，野間教育研究所　阪本敬彦　03－945－1111

　　内線843にお願いします。

笠
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