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学習者の主観化過程に配慮した説明的文章理解指導

　　　　　　　　　描写的説明の学習指導事例研究　　＊

1　本研究の目的

　　　　　　山梨大学

専修大学松戸高等学校

　澤本和子・野田光子（1994a．b），野田光子・澤本和子

（1994）では，小田迫夫（1986）の「描写的説明体」1）を

読者を読みに誘う意味での「イメージを喚起し読みをい

ざなう表現」ととらえ，説明文低学年指導における主観

化過程を，次の視点から考察した。1）テクストの装置

と教師の導き　2）説明的文章理解における主観化過程

から脱主観化・統合化への過程　3）実践過程で2）の

思考活動を促す教師の働きかけ。その結果，理解指導へ

の主観化過程導入は，低学年の発達特性だけでなく，中

学年以降の文章理解指導に即した方法と結論づけた。本

研究はオリジナルな事例分析により先の考察を後付けた

上で，2）3）の考察の深化・発展を目的とする。

　本稿は野田の了解を得て，上掲三論文に澤本が身体表

出過程を視点に加えて補説・発展したものである。2は

上掲論文を澤本が整理補説し，3以降は新たな分析・考

察結果に基づく。

2　問題の整理

　1）テクストの装置と立案・設計

　学習者二子どもがテクストと対面し「読んでわかる」

局面をみると，テクストの表現特性や教師の指導のあり

方が，説明対象に対する子どもの主観化過程に影響を与
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え，その理解のあり方を方向付ける。説明的文章教材に

おいても，筆者は自分の言いたいことや説明したいこと

と言葉とのズレをできるだけ少なくするために様々に工

夫し，レトリックを用いる。イメージを喚起する表現と

しての描写的説明体も，この装置の一つと考えられる。

この装置を学習指導に生かす視点から，澤本和子・野田

光子（1994a．b）では事例に即して次の三視点から考察し

た。すなわち読者＝学習者が，ア；これを事象として受

けとろうとする場合，イ；登場人物一説明対象一に一体

化しようとする場合，ウ；読者の姿勢により決まる場合

である。考察によればイメージを喚起する表現は，アで

は内容を理解するためのより詳しい情報として機能する

が，イでは感情移入を誘うことばとして機能し，ウは指

導者の導きに依存する可能性が高い。

　小学校の説明的文章教材には，こうした描写的説明体

の装置が施されているものが少なくない。渋谷孝（1973）

は「五色のしか」（光村版・教出版）の説明的描写の問題

を提起したが，説明的文章教材における説明と描写の研

究は未だ未整理の現状がある。澤本和子（1992．8．）で

は教材に即して教材評価の方向を提起したが，教材研究

を含む立案・設計段階で，上述アイウの視点から問顎の

整理が必要と考える。さらに実施段階では，文章特性と

学習方法に配慮して，テクストの装置を読みとるよう働

きかける必要がある。

　2）統合的認識の形成

　まず文章理解を表現の生成と結んで考察する。子ども

の文章理解過程について内田伸子（1990）は，文章の意
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味は文章中にあるのではなく，「文章からの刺激と，外界

や言語に関する知識との相互作用により能動的に作り出

されていくもの」だとする。そして読みの過程ではたえ

ず「表現（representation）」が生成され，その過程がモ

ニターされ，評価されるらしいという。

　ここから，読みの過程で読者＝子どもは，さまざまな

読みの可能性を考え表現として生成し，それを評価・推

敲・吟味しながら解釈を定めるものと推察できる。従っ

て集団的授業過程では，子どもが生成した表現を提示し

合い，個々の子どもの経験と関係づけ，文脈的整合性を

吟味し，教材解釈の妥当性を得るものと考える。その結

果授業実践過程では，文章理解過程に生成される子ども

の多様な「表現」を出し合い，妥当性を比較検討して選

択する「複数視点からの文脈的読み」の方法が意義ある

ものと提起する。

　次に，複数視点による読みの方法における主観化過程

について，佐伯絆（1978）を参照しつつ考察を進める。

佐伯は視点をずらして他人の立場に立つ認識方法をとり

あげ，これを一般的な認識の基本形式と考える。この対

象化する視点と，各自の主観化する視点の統合による認

識形成の必要を示す。これは吉田昇（1981）がかつて

デューイDewey，J．，（1950）を引いて強調した感性的

認識と理性的認識の統合を想起させる。佐伯は「わかる」

という学習行為をイメージ形成の視点からとらえて，「人

が外界の物理的現象をある種の因果性で認識するという

ことは，わたしたちが外界のモノになってみて，動機づ

けてみて，…自分の活動として納得すること」だとする。

これは稿者の言う主観化過程を包含すると考えられる。

一方細谷恒夫（1936）が認識現象学で指摘した，［わかる］

の本質における「関心性一「わかろう」とする行動的全体

性」や，「体験・意識への内在性」は，人が了解し，納得

するときに経験する主観化過程を指すものと考える。両

者の指摘は，「わかるとは実感と本音に根ざして納得した

ときのこと」という梶田叡一（1989）の言とも通底する。

　ところで説明的文章を読んでわかる局面では，上の主

観化過程の他に，テクストの情報や論法の妥当性を吟味

する必要がある。細谷（1936）の「［わかる］のもつ［ほ

んと］という性格一体験全体の領域内の一契機として組

み入れること一」は妥当性追求にかかわる指摘である。

この場面で読者は主観的に産出した自分の解釈を一旦離

れて対象化する必要がある。集団学習での吟味の意義も

ここにあるといえる。このとき読者は脱主観化過程→対

象化過程を経るものと考えられる。これを経てそれまで

の文章理解過程は統合的理解に至るものと推察される。

文章理解過程をこのように主観化一脱主観化一対象化の

過程ととらえるとき，指導ではこの認識過程をみとりつ

つ適切な働きかけを行う必要が生ずる。

　説明的文章理解指導における読者二学習者の主観化過

程について，以上から次の考察を得る。理解指導におけ

る主観化過程は，単なる動機付けや授業活性化の手段で

ある以上に，文章理解の一過程として意味をもつらしい。

文章理解指導における主観化過程は必要であると同時に，

脱主観化過程→対象化過程を経て統合的認識形成へと展

開すべきものである。こうした読みの形成は読者＝学習

者の認識の枠組みの組替えを含むがゆえに，「学び」を形

成するともいえる。では実践過程でどのように実現する

のか，それが次の問題となる。

　3）統合的認識形成の具体的方法

　2）の具体的方法として前掲論文では，澤本和子（1993）

の事例分析結果を引いて考察した。そして「内容と一体

化しようとする読みと，内容を対象化しようとする読み

の間を往き来する思考活動」の頻繁な実施を明らかにし

た。そして，この往復過程を経て文章理解のプロセスを

教室で子ども一人ひとりに体感的に教え，方法意識形成

をはかっているとした。その意味で描写的説明体を主観

化を誘う表現として，子どもの発達段階に即して活用す

る意義を認める。ただし，活用する内容，方法について

十分留意する必要があるとも指摘した。

3　事例の分析・考察

　2の妥当性を高めるために，以下ではオリジナルな実

践データで考察する。またこの考察により，主観化と脱
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主観化一対象化の往復過程で起こる認識の変容過程の考

察を深める意図もある。以下考察を進める。

　1）分析の方法

　ここでは当該の教材「ビーバーの大工事」（「新しい国

語」二年上）の描写的説明から，ビーバーが木をかじっ

て倒す行動の箇所を取りあげ，テクストの装置と教師の

働きかけを中心に，子どもとのインタラクション過程を

検討する。対象事例は1991年12月11日のお茶の水女子大

学附属小学校第2学年，とびこみ授業で澤本和子が指導，

藤岡完治，野嶋栄一郎，浅田匡の三者が記録を作成した。

対象部分は後掲の表の通りである。

　2）事例の分析・考察

　まず事例のビーバーが木をかじって倒す説明の学習指

導場面から，35分51秒～49分46秒を摘出し考察する。該

当部分を整理したのが次の授業過程分析表である。授業

開始から35分51秒までの主な授業内容は1．2．に示す。考

察の対象には3．から20．までの番号を付した。以下表に

沿って考察を進める。

　テクストでは，まず「ガリガリ，ガリガリ。」の場合前

文の主語がビーバーであるため，2章1）の分類の，イ．

登場人物に一一体化する読みになる可能性が認められる。

また，「ドシーン」の場合は主語が木なので，アの読みが

期待されるが，すでに感情移入しビーバーに一体化した

子どもには教師の援助が必要かと考える。このようなテ

クストの装置に対し，指導者は「ビーバーになって工事

の手順を正しく読みとり，その労働の大変さを理解し，

ビーバーの『大工事』ぶりに目を見はること」と課題設

定し，「工事の手順を正しく読みと」る指導に主眼を置

く。表のとおり，ビーバーに感情移入して鉛筆をかじる

子どもが出現する。これはテキストの分析結果からも予

測される。とはいえこの段階で読みが終わるならば指導

として十分ではない。

　教師は3～5の過程でテクスト①段落（以下段落番号

は○囲い数字で示す）の鳥轍的視点を離れ，②のビーバー

へ視点を焦点化する。3．でまず教師は，初読後の子ど

もの感想から③～⑤に該当する12人を紹介する。次に「驚

き」という主観を交えた感想への共感を誘いつつ，4．で

感想を整理しつつ5．のテクストとの照合に進む。そこ

で個々の感想をテクストと関係付けキーワード化し整

理・板書する。即ち，かじる：Kに焦点化する布石を打

つ0

　7以降は本格的な精読過程である。板書したキーワー

ドを手がかりに7．の発問一応答を行い，「2段落」とい

う誤答を引き取った教師は，T116：どういうふうにし

てPと視点をテクストからかじる様子に戻す。ここから

精読が本格化する。教師は8．で，音だけじゃダメ，と

対応し，9．で，その詳しいことが知りたい，と追求す

る。

　c112：⑤はその答えで，先の誤答の修正である。この

説明を聞いて他児と教師が身体表現する10．から18．の理

解過程は，2で提起した往復する思考過程と考える。す

なわち⑤「ちかよってみますと」のクローズアップ視点

の描写的説明は，ビーバーに一体化する読みと読者とし

て対象化する読みの間を往復する理解過程に位置づけら

れる。子どもたちがビーバーへの共感的理解を基盤とし

つつ，人間の物のかじり方とは異なるビーバー独特のか

じり方をとらえるよう，教師はテクストと身体の両過程

を経る読みの形成を働きかける。テクストをたどりなが

ら答えるc112のことばに従いつつ，他児と教師は身体表

現しながら読み進む。子どもの身体部位を確認し動かし

て説明と対応させる。上あごの歯一支えにし一下あごの

鋭い歯一ぐいぐいとかじる，というテクストめ説明を，

上あごの歯一支え一動かない，下あごの歯一ぐいぐいか

じるという，上下の歯の機能分化を確認して，周囲1m

もある太い木を，ドシーンと倒す，と読む。これは言語

表現と身体表現を対照して歯の機能分化をおさえると同

時に，両者の機能を「かじる」に統合するテクストの説

明に即するものと考える。以上の文章理解過程で，子ど

もたちは何度も身体的表出過程を経験するが，それは

ビーバーに感情移入して一体化するものもあれば；13，

自分の理解した内容を他者に伝えるための説明として言

語表現と補い合うもの；7。さらに教師の働きかけで，
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自己の身体を用いて語意を確認しイメージを鮮明化して

説明を読みとるものもある；12。

　10．以降の精読過程で，読者＝子どもはテクストから産

出したイメージを言語化して表現を生成し，これと相補

的に身体表現を生成する。この両過程で「かじる」イメー

ジをテクストの説明と対照し，再生産一吟味を繰り返す。

こうした説明対象と一体化する読み；イ，と，説明対象

を対象化する読み；ア，の頻繁な往復は，ことばに触発

されて産出したイメージを身体化し言語化し，さらに対

象化し分節化し明瞭化する理解の深化過程とみることが

できる。さらに重要なのは，この往復活動は単なる往復

ではない点である。それは7．の誤答に見るような回り

道や後戻りも含みつつ，読者＝子どもが生成したイメー

ジや解釈とテクストを照合して，イメージを具体化ある

いは精緻化し，テクストと緊密に関係づけられた構造的

理解に展開する過程ととらえられる。即ち理解の深化過

程と推察される。本事例で教師が子どもにしばしばテク

ストに立ち返るよう働きかけるのも，こうした意図が実

践的知識practical　knowledgeとして教師に蓄積されて

いたことがみてとれる。内田伸子（1994）が提起するこ

とばと心的表象（イメージ）の結合の意義は，本事例で

は身体との結合にも機能し，分節化・明瞭化と新しい表

象の生成にあずかるとみることができる。

　3）妥当性の検討

　本事例ではテクストの評価や，子どもの理解過程の

データ分析には踏み込んでいない。前者はすでに野田光

子・澤本和子（1994）で考察した。ここでは澤本和子（1994）

の授業リフレクション研究の手法で，授業のビデオ記録

と発話プロトコル，実践過程に対する教師の内省記述な

どを資料として事例を分析し，次のような教師の働きか

けの意味を考察した。

　（1）現職教員の第三者視点のコメント

　本事例の発話プロトコルについて高等学校教員Pに，

また発話プロトコルとビデオテープを二人の小学校教員

Q，Rに検討を依頼し，そのコメントを次のように整理

した。

＊現職教員による事例の評価＊　1995．3．

　3人はいずれも，授業のねらいの達成について肯定的

評価を出すが，着眼点に次のように異同が認められる。

　P；（経験17年）

1．教師の働きかけへの着目一テクストの説明から具体

的に装置をおさえ，筆者の意図を問いその答えに対して

さらに，鳥鰍的にテクストを見直す働きかけを実施し，

統合的な読みに誘っている。

2．理解過程における子どもの主体的動作の出現場面へ

の着目一動作化して説明する必要があるとき，ビーバー

と一体化しているとき

　Q；（経験年数11年）

1．教師の働きかけへの着目一一人の発言をみんなに広

げようとする教師の意図がわかる。

2．理解過程における動作化への展開方法一教師にすで

に目を付けるべきことばがあり，そこから「上あごの歯

は動かないのP」123のように発問を切り出し，最上君

ら一部のわかっている子どもからみんなに広げて，動作

化に展開する。また，子どもの答えを聞きながら板書し

ながら，学習を焦点化する技術も見られた。教師の意図

から見て，学習は深まっていたのではないか。

　R；（経験年数12年）

1．教師の働きかけへの着目一丁のかじるへのこだわり

があって，授業そのものが子どもとのコーディネートで

成立している。子どもの欲求と教師の意図が協業として

成立している。

　（2）子どもの授業感想による検討

　事例の資料として，子どもに手紙形式の自由記述・自

由提出で書かせた。提出者は36名中34名。授業感想で，

楽しかった，面白かった，わかった，わかってうれしかっ

た，ビーバーの巣に入ってみたい，ビーバーが巣を作る

のをいっしょに手伝いたい，など積極的評価が32名。風

邪で欠席し「がっかり」した話に，教師が授業をしてい

る絵を付け，板書に子ども自身が理解したダムと巣の説

明を書いたもの1名。自分の手形で迷路を作り，また来

て，と記したもの1名。子どもたちが意欲的に取り組んだ
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傾向は読みとれる。

　理解内容の記述は，「木」をかじる場面をとり上げた者

11名で，動作化の思い出の記述もある。「とてもあの，ビー

バーの大工事という本をやっていて楽しかったです。教

科書をみんなの前でよんでとてもドキドキしました。私

は先生が作った，木をかじっていたら，なりた先生や沢

本先生に［からさわさんはビーバーになれるね。］といっ

てくれました。（ママ：筆者註）その時，さとう君が，木

のまわりのちゃいろの紙を歯でやぶってしまってとって

もおもしろかったです。」

　学力低位とされるKの授業終了後の感想でKは，「先生

へ」と書いた手紙を持つビーバーの絵に，「ぼくは上のは

で切りたおすのかとおもったら下あごのはで切りたおす

ことがわかったよ！」と書く。

　以上にみるとおり学習指導では，字義通りテクストを

読むだけではなく，テクストに触発されて子どもが産出

したイメージや表現を，テクストとの頻繁な往復過程を

経つつ分析的に検討しながら意味づけ，文脈的妥当性の

上に解釈を成立させて，初めて「読んでわかる」段階に

至るものと考える。それは読者コ学習者による，テクス

トに対する新たな意味とイメージの産出・創造過程であ

ると考えられる。

　筆者の説明対象への感情移入が表出されているテクス

トの理解においては，説明文理解における読者の感情移

入は，可能であるだけでなくめあてともなり得る。本事

例に見るとおり読者の感情移入は，テクストの主観的理

解と単純には結論づけられない。テクストに示される主

観化を促す装置（ここでは描写的説明体）とのインタラ

クションにより，読者二子どもは感情移入過程を経るが，

それは文章理解の出発点として認める必要があろう。そ

の上で「自己の感情に結んだ読み」と「テクストの記述

を対象化する読み」の往復過程を経るものとみられる。

ここで細谷の「ほんと」という視点からの情報の妥当性，

表現方法の妥当性を検討するものと考える。以上がテク

スト理解の内面化過程に位置づけられる。

　（3）評価

　以上から，本事例で教師は感想や疑問の紹介をきっか

けに，テクストの描写的説明「ガリガリ，ガリガリ」「ド

シーン，ドシーン」に着目するよう方向付けるが，子ど

もの中にも文章理解過程でテクストの装置とインタラク

ションしながら，自らビーバーに感情移入し身体表出を

行う者が出現する。教師はこれを集団学習に導入し，テ

クストと「言語表現による解釈二表現の生成」の間に身

体表出過程を位置づける。そしてこの三者の間を頻繁に

往復しながら関係付け，構造化するよう働きかける。こ

れは子どもの文章理解を，内面化しながら構造的理解に

導く方法と見ることができる。即ち，まず感情移入によ

る主観化過程を経，次に脱主観化し対象化し，これを頻

繁に実施して統合的理解に収束させる方法と考える。本

事例ではビーバーが木をかじり倒す説明を，学習者＝子

どもの感想に示された「驚き」を契機に整理し，描写的

説明に学習対象を焦点化する。その上で学習者の自然発

生的な身体的表出を教師が取り上げ，テクスト理解と結

ぶ。このとき動作化させて情報を補足する。そしてテク

スト，身体的表出，子どもが生成した言語表現，の三者

のインタラクションによりイメージ形成を働きかける。

　このことから，説明的文章理解指導における身体的表

出の導入（動作化）は，テクストの体感的理解を助け，

読みの内面化，構造化を助ける可能性をもつと考えられ

る。もちろん語彙も表現力も未発達な低学年児童の学習

への興味・関心を引き出し育てる上でも効果的な利用が

考えられる。一方この身体化による感情移入過程は，読

み手である子どもをテクストを離れた主観世界へと誘う

可能性をもつ。理解がテクストに即していれば内面化過

程を経た深化へと展開可能だが，思いこみや誤解があれ

ば誤読や独善的主観的理解に終わる危険性もある。した

がって，身体化過程においては本事例にみるとおり，個々

の読み手がビーバーに感情移入する前中後に，自分の読

みをテクストと照合しながら吟味する過程が必須となる。

これが読みの対象化過程に位置づく。本事例では微視的

視点による主観化過程でとらえた「ガリガリ，ガリガリ」

「ドシーン，ドシーン．」を，テクストに位置づけて鳥敵
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的にとらえ直す，つまりより広い文脈から解釈を産み出

し，構造化する学習への働きかけが見られたといえよう。

4　結　び

　低学年での体感的指導の機会は多いが，これはL学年

では配慮する必要はないのだろうか。佐伯絆（1979）が，

主観化する認識方法がおとなにも有効だとすること二から

みれば，発達段階や読みの能力にかかわりなく，説明的

文章理解過程に読者の主観は介在すると考えられる，，そ

こで主観化の方法やレベルが問題となり，主観を介した

理解の妥当性を高める方法が問題になる。稿者はこの解

決の手がかりを，授業過程における主観化と脱主観化

一対象化の間の頻繁な往来による思考活動の促進に求め

るのである。すなわち描写的説明を含む理解指導で指導

者が留意すべきは，学習者の主観を排することではなく，

理解過程に学習者の主観を適切に位置づけ，それとテク

ストの装置を関係づけ，その機能に気づかせながら妥当

な解釈を産み出すという創造的行為を支えることといえ

る。

　描写的説明体についていえば，安易にイメージを喚起

し読みにいざなう表現を多用する教科書や，それを無自

覚に用いる教師の問題への配慮は必要であろう。一方瀕

死に近い説明文授業の現状から，感情移入を誘う表現と

して描写的説明体を子どもの発達段階に即して活用する

意義は認められるものと考える。高等学校の評論文理解

指導も，読み手の主観を射程に入れた方法の開発研究が

必要と考える。今日の言語環境が，言葉の基底となるべ

き直接体験や豊かな感性と切り離された表層的な言語習

得という深刻な状況にあると考えるとき，「わかる」を受

験技術的学力に倭小化する限り，読みを子どそ）の内面性

発達に結ぶ統合的認識形成は困難かと考える。説明的文

章理解指導を，読者＝子どもの解釈の生成を促し，支え

るものと既定し，描写的説明体をその視点から適切に取

り上げる指導は，子どもの学力形成上意味あるものと判

断できる。

　なお，文章理解における身体表出過程の機能，および

その意義と問題については，別の機会に考察する所存で

ある。
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「ビーバーの大工事」授業過程分析表；1992年12月11日35分51秒～49分46秒の発言まで

○囲み数字；段落番号　B：ビーバーに焦点化　K：かじるに焦点化　主：主観化過程　対：対象化過程

時間 授業過程 テクスト：部分

T：教師：働きかけ　　C：子ども：反応・学習行動　　読みの生成過程

0：00　1．概要把握

　　　　全文通読（指名読）

　　　　難語句の摘出指導

　　　　初読後の感想紹介

　　　2．本時のめあての確認

35：513．「おどろき」の取出し

　　　　12人の感想紹介

　　　　「ビーバーってすごい」

　　　　ビーバーに焦点化B
　板書しながら

4．感想から木をかじる場面

　（歯，かじる）に

　焦点化Kの布石

40：355．テクストとの照合：

　　　　T101
　　　　自分の書いたの，どの段

　　　　落だPさがしてごらん。

C自分から鉛筆をかじる

紹介された子どもの挙手，

感想の音読などによる紹

介

（Tがカードで掲示）

かじってたおすのが…

1mもある木を…

ガリガリかじって…

　　など

挙手；①②はなし

　　③④⑤⑥は多数

主：テクストヘの

　自発的反応

（他者の感想の共有）

対：感想の整理

　一事柄の整理

　一学習の方向付

対象化へ＝

　感想（主観を含む）の

対象化へ

①北アメリカ

　　↓鳥磁的視点
②ビーバーが木のみきを

　かじっています

　ビーバーに焦点化；B

③ガリガリ，ガリガリ。

④すごいはやさ

　たちまち…とびちり，

　一メートルも…大きな

　木ドシーン，地ひびき，

⑤ちかよってみますと，

　かじるに焦点化；K
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41：25

46：58

47：35

6．驚いたことの整理：　　歯がすごく鋭い

　T106　　　　　　　　1mもある木をかじって
　どんなところがすごいか，切るのがすごい，

　言ってもらうよ。　　　　すごい速さで…

　　　　　　　　　　　歯はすごい丈夫

7．どうやってかじり倒すの　ガリガリ，…ペッてすて

　か。　　　　　　　　て，と動作を交えて：

　　　　　　　　　　　C107
　どの段落に書いてあるP　②段落（誤答）

　木の幹をかじって倒すの

　がすごいって，言ってる

　んだけど，どういうふう

　にしてかじって倒すので　ガリガリ，ガリガリ

　すかP　　　　　　　　　　　　　　　　：C110

　かじる様子に焦点化K

8．ガリガリ…て，音だけ

　じゃだめだ：T117　　　かじって…：C111
9．うん，かじるんだよねえ。　　（挙手；聞き取れず）

　…どういうふうに？その　⑤段落に書いてあるんだ

　詳しいことが知りたい。　けど…：C112

　：T118
10．⑤段落に書いてある，は

い…o
身体表現へ

上あごの歯，はい，：T
120（と自分の身体で確認

させる）

うん…。

11』精読：ぐいぐいとかじ，

　るってどういうのP

12．ああ，上あごの歯は，こ

　う幹のところにあてて，

　下の歯，下あごの歯だけ

　でかむっていうこと？じ

　ゃあ，上あごの歯はうご

　かないのP

13．教えてください　：T

　125
　…支えにして…。

　…それで，下あごの鋭い

　歯で…。

　　（子どもの身体表現に合

　わせ説明内容の復唱：T

　125）

上あごの歯を…

木の幹にあてて支えにし

下あごの…ぐいぐいとか

　じる：C115まで

他の子どもは身体表現

（大勢の反応：聴取不
能）

こうやって，動くよ：C

117

（別の子どもが動作化）

実際に鉛筆をかじり出す

第1段階（感想紹介）

第2段階（説明を加えて

　イメージ化：脱主観化

　へ）

第3段階（テクストヘ）

第4段階一誤答への対応

（テクストに結ぶイメー

　ジ化：対象化へ）

4のレベルの否定（イ

メージの具体化）

（イメージの精緻化）

第5段階（対象化へ）

誤答の修正：c

第6段階

　（cの説明の身体化）

第7段階

（身体化して得たイメ」

　ジの対象化）

　分析的な読み

（cの自発的動作化）

（分析的読みの結果を

テクストー身体表出と照

　合，結合）

上あごの歯一支え

下あごの歯一かじる

するど一ぐいぐい

大きい…歯

　↓

　↓

まるで…のみのよう
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48：4414．みんなの顔でいうと上あ　ここ：Cl20

　　　　ごどこP

48：4715．上あごの歯指して。うん

　　　　指して．下あごどこP下
　　　　あごの歯，指して。

　　　　はい，ビーバーが木を削　支えっていうのは，動か

　　　　るときに支えって何だか　ないようにすること

　　　　わかる？

49：1216．整理：じゃあ上あごの歯

　　　　を動かないようにします。子どもたち，身体表現す

　　　　　しましたP鋭い下あごの　る

　　　　歯でかじります

　　　　ガリガリ，ガリ…

　　　　動作化による歯の機能分

　　　　化のおさえと，両者の機

　　　　能の統合「かじる」のお

　　　　一さえ．

　　　17．はい，それで…

　　　　　1mって，どれくらいで

　　　　　したP　　　　　　　　立ち上がって教師のテー

　　　　先生，これ，切ってきた。プを輪にして示すのを手

　　　　　1m。　　　　　　　　伝う

　　　　　（とテープで，1mを示

　　　　す）

49：4618．これにね，歯を当てて，

　　　　ガリガリ…っとかじって，

　　　　　ドッシーンと地ひびきが

　　　　たつように。…

　　　19．学習の整理；はい，じゃ　ノートに記録する者，

　　　　　あ今のことノートに書き

　　　　　ます。

　　　20．（机間での問いに答えて）間もなく書き終える者

　　　　　それがすごい速さなんだ

　　　　　よ。

（再度身体化〉

（再度分析的読み）

第8段階

（身体化による読みの統

合化へ）

対：具体による情報

　　補足（イメージ化）

対：鳥敵的視点からの整

　　理
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SUMMARY

　　　This　report　discusses　the　role　in　leaming　played

by　children’s　spontaneous　physical　responses　to，and

subsequent　performances　of，the　actions　of　a　character

in　a　text．Furthermore，it　is　hypothesized　that　the　act

of　making　such　responses　is　a　necessary　step　in　deve1－

oping　reading　skillsl　therefore，teachers　should　encour－

age　the“imaginative　acting　out”of　expository　text．

　　　　　This　is　a　study　involving　a　second＿grade　read－

ing　lesson　that　describes　a　beaver　at　work．The　chi1－

dren　were　directed　to　read　the　text　with　a　concrete

image　in　their　minds　of　what　the　beaver　was　doing．

Some　children　independently　mimicked　the　beaver’s

actions．Then，in　the　last　part　of　the　lesson，the　teacher

encouraged　students　to　play　at　being　the　beaver．

Finally，the　teacher　guided　the　class　in　trying　to

understand　the　text．As　in　the　case　of　a　narrative

story，this　guidance　helped　the　children　in　visualizing

the　action．

　　　　　It　is　probably　necessary　for　a　teacher　to　lead

students　to　imagine　what　is　happening　in　the　text；

then，to　lead　them　in　reading　it　in　a　somewhat

detached　fashion；and　finally，these　two　intellectual

activities　should　be　connected　for　the　students．There－

after，children　should　be　better　able　to　understand

more　completely　what　they　have　read．
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The　Science　of　Reading，Vol．39，No．3（1995）

説明的文章の理解におけるイメージの役割＊

お茶の水女子大学　井上　和加子＊＊

問　題

　国語科教育の中で扱われる教材文を文学教材と説明文

教材の2つに分けた場合，多くの子ども達は文学教材の

方を好む傾向があるように見受けられる。説明的文章は

教科書やマニュアル，新聞など，子ども達が新しい知識

を得るためにあらゆる場面で使われる文章形態である。

子ども達は知的好奇心に満ちあふれているはずなのに，

なぜ説明文教材を好まないのであろうか。

　説明文教材が授業で取り扱われるとき，文章の性質上

しかたないのかもしれないが，接続詞を中心とした連接

関係や，指示語が何をさしているかといった照応関係の

学習，さらには段落同士の関係といった文章構造の学習

に力を入れている。この傾向は説明的文章の理解に関す

る心理学的研究を見ても同じである。

　岸・綿井・谷口（1989）は，小学校国語科教科書で扱

われている説明文教材の文章形態を分析した。その結果，

学年が進むにつれ非統括型から統括型（尾括型）に文章

形態が変わること，文の連接関係が多様化し，より論理

的な構造になるということを明らかにした。また，綿

井・岸（1987）は児童の理解能力がこの教材の変化に対

応しているのか，また文章構造の知識を保持しているの

かどうかを小学校1年生～6年生に文章配列課題を実施

することで検討した。その結果，学年が上昇するにつれ

説明文の構造についての知識を保持すること，児童の構

成した文章が教科書の教材変化に対応して，事実列挙型

申　Role　of　image　building　in　the　comprehension　of　exposi－

tory　passages
＊申INOUE；Wakako（Ochanomizu　University）

から根拠解説型，実験報告型に変化するということを明

らかにしている。岩永（1990）は説明文の文章構造の知

識がいつごろどのように発達するかを小学校3年生の7

月と2月の授業実践を比較することで探っている。そし

て，ちょうどこの時期に児童の説明文構造の知識が変貌

をとげ，「説明文＝書き出し＋説明の展開＋まとめ」とい

う成人の持つ説明文の文章構造の知識に近づくと述べて

いる。このように，説明文の理解研究は文章構造の知識

に注目して行われているものがほとんどである。

　しかし，説明的文章の理解において，この文章構造の

知識は必要条件ではあるが十分条件であるとはいえない。

綿井・岸（1988），岸・綿井（1988）は大学生の文章構造

の知識と文章内容の熟知度の関係について，文配列課題

を実施し検討した。その結果，熟知度の低い文章では文

章構造によって文を配列するのに対し，熟知度の高い文

章では読み手の先行知識に基づき理解を進めるため文章

構造への注意は低く塗ると考察している。ま左・文章を

整合性ある形で構成できることと，その意味内容を的確

にとらえることは別であるとも言っている。つまり，説

明的文章の理解研究は文章構造の知識からのアプローチ

だけでは不十分だと考えるら

　それでは，文章を読んで分かるということはどういう

ことなのであろうか。文章を読んで理解する過程につい

て，vanDijk＆Kintsch（1983）の考え方を用いると次

のようにまとめられる。読み手はまず文章から情報を正

しく得，その情報同士をつなぎ合わせることによって文

章に書かれていることについての意味表象（テキスト

ベース）をつくる。そして，このテキストベースに個人

的な解釈を加えることによって，情報を読み手の知識構
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造に合うように再構成しなおし「状況モデル」を作り上

げる。つまり「文章を理解した」，「文章を読んで分かっ

た」というのは，この状況モデルが読み手の中に構築さ

れることをさすのである。また，作られた状況モデルは

読み手によって異なる。さらに，状況モデルが構築され

ると，読み手は文章の中に明示的に書かれていた情報だ

けでなく，そこから予測される情報も持つようになる。

　このような点から考えると，状況モデルを構築するた

めに，文章内容をイメージしながら読むことは有効であ

る。なぜならば，読み手が文章内容についてのイメージ

を作る時，読み手は自分の既有知識をもとにしてイメー

ジを作っていくはずだからである。よって，先に述べた，

読み手の知識構造にあった，読み手独自の再構成がなさ

れる。この時，テキストベースよりもさらに発展した，

状況モデルを構築する段階に到達することができると考

える　（FIG．1）。

　先に，説明文教材が授業で扱われるときには，文章構

造の学習に力を入れているということを述べた。それで

は，子ども達が好む文学教材を扱った授業は，どのよう

にすすめられるのであろうか。小学校学習指導要領　第

2章　第1節　国語　B理解をみると，学年目標として

かならず「○○を想像しながら読むこと」という一文が

情報
　　テキスト
●●●●●●●●

テキストベース・

読◎→
み◎→
手◎→
の◎→

既　o
有　○
知
識 O

●
●
●
●
●
●

●

　　　　状況モデル

●◎●◎●◎●◎●◎●◎

FlG．1文章理解の過程

入っている。この○○には，場面，人物の気持ちといっ

た言葉が入るのであるが，この目標は物語文教材を扱っ

た授業で重視される学習活動である。実際の授業の中で

も，教師は子ども達に，文章に描かれている状況をイ

メージさせたり，登場人物の気持ちを考えさせたりして

いる。しかし，それらの活動を学習の最終的な目標にし

ているのではなく，それらを手掛かりにして，作者や作

品の主張を読み取らせようとしているのである。この読

みの活動は，文章に文字として書かれていることを読み

手にイメージ化してとりいれさせ，そのイメージ化され

た情報を再構成させることによって状況モデルを構築さ

せていると言い換えることができる。この読みの活動を

説明的文章の読みにあてはめることによって，子ども達

の説明的文章の理解を促進させることができるのではな

いかと考える。

　そこで本研究では，説明的文章を文学作品を読むよう

に，文章の意味内容をイメージしながら読むことによっ

て，どのような効果が得られるのかを検討する。材料文

として用いる説明的文章は，子ども達が知識獲得のため

に日常ふれている教科書に近い，情報提供的な説明的文

章とする。そして，次に述べる3群を設定し，推論問題

を解かせる。また，認知能力の測定には芝式語彙検査を

使用する。

image群：文章の意味内容を積極的にイメージさせるた

めに，絵を書きながら文章を読ませる群である。

non－image群：文章内容をイメージすることを妨害す

るために文章に出てくる漢字を覚えさせながら文章を読

ませる群である。

統制群：一般的な読みをする群である。この群の成績に

よって，普通に読んだときにどのくらいの情報を保持し，

推論を行うのかを知る。

推論問題：状況モデルが構築されたかどうかを判断する

基準として設定する。これは，材料文に明示的に書かれ

ていないことに関する質問であり，明示的に書かれてい

る情報から推論することによって答えを導くことのでき

る問題である。
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芝式語彙検査：検査得点は，WISC－R等の知能検査で

測定した一般知能値と高い相関があることが分かってい

る（藤永・内田　1976）。また，集団式の検査で短時間で

実施できるということから，本検査を認知能力測定の検

査として採用した。

　以下に本研究の仮説を述べる。

①image群の被験者は他の2群の被験者に比べ状況モデ

　ルを構築しやすい環境下で文章を読んでいるので，推

　論問題で好成績をおさめるであろう。

②認知能力の高い者は状況モデルを構築するために，積

　極的に文章内容をイメージ化して捉えようとするであ

　ろう。よって，自発的にイメージしながら文章を読も

　うとする者は，高い認知能力を持っているだろう。

③発達に従い，より積極的に状況モデルを構築するよう

　な読み方をするであろう。従って3年生の統制群より，

　5年生の統制群の方が推論問題の得点は高いであろう。

実験

【目的】上記の仮説①～③を検証することを目的とする。

【方法】実験計画：2×3の2要因計画であり，2要因

とも被験者間変数である。第1の要因は学年であり小学

校3年生と5年生の2水準である。第2の要因は実験条

件でありimage群，non－image群，統制群の3水準である。

被験者：埼玉県大宮市内の小学校3年生180名，5年生

210名の合計390名。各学年ともimage群，non－image群，

統制群の3群（3年生60名×3，5年生70名×3）に分

TABLE1　芝式語彙検査得点

image群　　統制群　non－image群

　　　平均点　　17．3　　14．8

3年生　　SD　　　6．0　　　6．3

　　　　N60（27）60 （27）

14．9

　6．5

60（27）

　　　平均点　　15．8　　　15．3

5年生　　SD　　　6．7　　　6．7

　　　　N　　70（33）　70（31）

16．5

　7．1

70（33）

（）内は女子の数

ける。3群は芝式語彙検査の結果，能力のほぽ等しい群

であることが明らかになっている（TABLE1）。

実験材料：練習課題用冊子，課題提示用冊子，内省報告

用用紙の3種類の材料を用いた。image群はこのほかに

モデル構築のための用紙（白紙）を配布した。課題は

TABLE2に示す材料文と問題からなる2種類のもので

あり，どちらも教研式学年別知能検査の論理的推理の課

題を参考にして作成した文章であるが，文章の構成の仕

方に違いがある。材料文Aは書かれている情報の順序を

無視しても，推論を行うことができるが，材料文Bは，

情報の提示順に情報を整理しないと推論できないものに

なっている。

　文中に出てくる漢字にはすべてルビをふった。また，

課題提示の順序効果をなくすため，課題提示用冊子は

“課題A一課題B”　“課題B一課題A”の順で構成した

2種類のものを用意した。冊子は1頁に1センテンスが

書かれており，1度読んだ頁をもう1度読むことはでき

ないようになっている。

手続き：以下の2セッションからなる。

1）練習課題の実施：方位についての復習，課題A，B

　のやり方の習得，image群は図の書き方についての練

　習を兼ねる。

2）課題の実施：①材料文の提示（1頁～5頁）；3群

　にそれぞれ異なる教示を与える。image群の被験者は

　文章に書かれていることをよくイメージし，図を書き

　ながら読むように言われる。non－image群の被験者は

　文章に出てくる漢字を覚えながら読むように言われる。

　統制群は一般的な読みの様相を知るため，よく読むよ

　うにとだけ言われる。教示の後，材料文を1ぺ一ジあ

　たり1分のぺ一スで各自黙読させる。

②記名および復唱による記憶（リハーサル）防止のため

　の手続き（6頁）1材料文を読み終わった後，材料文

　を復唱するのを防ぐために100から逆唱させ，記名させ

　た。

③問題の解答（7頁～12頁〉；文章に書かれていること

　から推論することによって正答が得られる推論問題の
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TABLE2　実験材料

課題A
　1頁
　2頁
　3頁
　4頁
　5頁
　6頁
　7頁

8頁

9頁

10頁

11頁

12頁

赤，青，黄の玉が2個ずつ合計6個あります。
玉を入れる箱が3つあります。

今，3つの箱に2個ずつ組にして入れます。

ひとつめの箱に赤と青を1個ずつ入れました。

ふたつめの箱に赤と黄を1個ずつ入れました。

（）年（）組（）番なまえ（　　　）
残りの箱には何色の玉が入るでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　→直後推論問題
はじめ，どんな色の玉が何個ずつありましたか。

ひとつの箱に入れる玉の数は何個ですか。

玉を入れる箱はいくつありましたか。

ひとつめの箱，ふたつめの箱にはそれぞれ何色の玉

を入れましたか。

　ひとつめの箱（　）ふたつめの箱（　）
　残りの箱には何色の玉が入るでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　→再生後推論問題
さっき読んだ文章の中にはどんな漢字が使われてい

ましたか。覚えているものを書いてください。

課題B
　1頁ある家の玄関は南にむいています。
　2頁　玄関を入るとすぐ，左のほうにまっすぐ西に向かっ

　　　て廊下があります。
　3頁　これを進んで行くと廊下は右と左に分かれます。

　4頁右にまがって進んでいくとつきあたりに部屋があり

　　　ます。
　5頁　この部屋に入って左を向くと窓があります。

　6頁　（）年（）組（）番なまえ（　　　）
　7頁部屋の窓はどの方向に向いていますか。（東西南北で
　　　こたえてください。）→直後推論問題

　8頁玄関はどの方向に向いていますか。（東西南北でこた
　　　えてください。）

　9頁　玄関を入るとすぐに廊下がありました。これはどの
　　　方向に向いていましたか。（東西南北でこたえてくだ

　　　さい。〉

　10頁　廊下を進んで行くと右と左に分かれます。どっちに

　　　　まがりましたか。（右，左でこたえてください。）

　11頁　部屋に入ると窓がありました。それは右ですか左で

　　　すか。
　　　それは東西南北でいうとどの方向になりますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　→再生後推論問題
　12頁　さっき読んだ文章の中にはどんな漢字が使われてい

　　　　ましたか。覚えているものを書いてください。

内省報告

　1．あてはまるものに○をつけてください。
　　　はじめの文章に書いてあることはよく分かりましたか。

　　　　はい／いいえ

　　　二番目の文章に書いてあることはよく分かりましたか。

　　　　はい／いいえ

　2．今あなたは文章を読むときどんなことに注意して読み
　　　ましたか。いくつ書いてもかまいません。思いつくこ

　　　とを書いてください。

　3．どんなふうにして文章を読むともっとよく分かるよう
　　　になると思いますか。いくつ書いてもかまいません。

　　　思いつく方法を書いてください。

後，文章に書かれていた内容がそのまま答えとなる再

生問題に答えさせ，もう一度同じ推論問題に解答させ

る。問題も1問1分のぺ一スで解答させる。

④もう一つの課題を同じ要領（①～③）で実施する。

⑤内省報告；内省報告は，材料文に書いてあることがよ

く分かったかどうか，課題ごとに回答させるものと，

どのように文章を読むともっとよく分かるようになる

か自由記述させるものの2つからなっている。

結果

2種類の材料文の質が異なるので，課題ごとに分析を

行った。

再生得点（FIG．2，3）：再生問題について正解していれ

ば1点を与えるという要領で，課題Aは5点満点，課題

Bは4点満点で採点した。その採点結果に基づき，課題「

ごとに2（学年）×3（条件）の2要因の分散分析を行った

ところ，課題Aの条件の主効果（F（2，384）・25．73），課題

Bの条件の主効果（F（2，384）二11．60）がそれぞれ1％
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水準で有意となったので，Newman－Kuels検定によって

対間比較を行った。その結果，どちらも“image群＞統制

群≒non－image群”であることが示された。このことか

ら，統制群の被験者の保持量をべ一スラインとすると，

イメージすることを妨げられて文章を読んだnon－im－

age群の被験者も，普通に文章を読んだときと同じだけ，

文章情報を保持しているということが分かる。

推論問題正答率（FIG．4，5）：再生問題に全問正答し，2

度行った推論問題の両方に正答した者を対象に集計した。

推論は，文章からの情報を正しく得ていなければ行えな

いはずであるし，2度目の推論問題で解答内容が変わる

者は，1度目に本当に推論が行えていたかどうか怪しく，

あてずっぽうで答えている可能性があると考えたためで

ある。この採点結果に基づき，課題ごとに2（学年）×3

（条件）の検定を逆正弦変換法によって行った。

　まず課題Aであるが，条件の主効果に1％水準で有意

な差が見られたのでライアン法によって対間比較を行っ

た。その結果“image群＞統制群＞non－image群”であ

ることが明らかになった。また学年と条件の交互作用に

有意な傾向が見られた（κ2（2）＝5．26p＜．10）ゐで単純

主効果の検定を行ったところ，3年生において条件の単

純主効果が有意となった。そこでライアン法によって対

間比較を行い“image群≒統制群＞non－image群”とい

う結果を得た。5年生は単純主効果が有意ではなかった

ので3群間に差はないといえる。このことから，課題A

の材料文を普通に読む時は3年生も5年生も自発的に状

況モデルを構築することができ，特に5年生はnon－im－

age群もモデルの構築を妨げられずに文章を読むことが

できたものと言えよう。これは年齢が上がり，読みが熟

達化するにつれより積極的に状況モデルを構築するよう

な読みをするらしいということを示唆している。

　次に課題Bであるが，条件の主効果（κ2（2）＝10．19p

＜．01）が有意となったのでライアン法によって対間比較

を行い“image群＞統制群＞non．image群”という結果

を得た。よって，3年生，5年生ともに材料文BはAと

は違い，普通に読んでいたのでは状況モデルを構築する

のは難しく，意識的に構築しなければならないというこ

とが分かる。学年と条件の交互作用には有意な差は見ら

れなかった。

内省報告：①材料文に書いてあることがよく分かったか

どうか［はい／いいえ］で回答させた。この結果をκ2検定

によって分析したところ，3年生，5年生ともにimage群

と統制群の間に有意な差は見られなかった（P＞．05

n．s．）。このことより，材料文の内容は普通に読めば理解

できる程度のものであったということが推測できる。

　②「どのように文章を読むとよく分かるようになる

か」という質問に対してイメージ化して情報を取り入れ

ることを暗示するような回答をした者の回答内容を

TABLE3に示す。

　統制群，non－image群でTABLE3のような，イメージ

化して情報を取り入れるような読みが効果的であると回

答した者（暗示回答者）とそうでない回答をした者（非

暗示回答者）の人数と語彙検査得点（平均点）を

TABLE4に示す。このデータに基づき学年ごとに1要
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TABLE3　内省報告2の回答内容

3年生

5年生

読書科学第39巻第3号

・絵を書きながら読む

・想像して読む

・考えながら読む

・頭にえがいて，浮かべて読む

・問題のお話を心にえがいて読む

・絵を動かしながら読む

・実際に書いてあることを自分でやってみる

・頭の中にイメージ，絵，場面を思い浮かべる

・想像しながら読む

・意味を考えて読む

・図，絵を書いて読む

・自分が入れたように，自分の家のように読む

TABLE4　暗示一非暗示回答者の語彙検査得点

暗示回答者 非暗示回答者

人数　語彙検査得点　人数　語彙検査得点

3年生　　7
19．7

（6．8）
113

14．6
（6．3）

5年生　31
19．0

（7．7）
108

15．1
（6．5）

（）内はSD

因の分散分析を行ったところ、5年生の条件の主効果

（F（1，138）＝14．00p＜．01）、3年生の条件の主効果（F

（1，118）＝5．07p＜．05）にそれぞれ有意差があった。こ

のことより，認知能力や語彙能力の高い児童はイメージ

化して情報を取り入れ，意識的に状況モデルを構築しよ

うとしながら文章を読むということが分かる。そしてこ

れは，先に考察した「読みが熟達化するにつれより積極

的に状況モデルを構築しながら文章を読むようになる」

という予測を裏付けるものだと言える。

総括的討論

　本研究の目的は，情報提供的な説明的文章の意味内容

をイメージしながら読むことの効果を検討することで

あった。仮説と関連させながら本研究で明らかになった

ことをまとめていく。

　仮説①では，image群は他の2群より推論問題で好成

績をおさめると予測した。材料文の種類にかかわらず，

推論問題の成績は“image群＞統制群＞non－mode1群”

であった。よって，仮説①は支持されたといえる。また，

再生問題の成績は“統制群≒non－image群”であり，

non－image群も普通に読んだときと同じだけ文章情報

を保持しているのにもかかわらず，推論問題ではnon－

image群の成績が統制群よりも悪いというのは興味深い

結果といえる。このことより，non－image群のような読

み方は，テキストベースを作ることはできても，状況モ

デルは作ることができない読み方であるということが示

唆される。

　仮説②では，積極的に文章内容をイメージして読もう

とする者は高い認知能力を持っていると予測した。内省

報告の分析結果より，特にイメージして文章を読むよう

に言われなかった統制群と，イメージすることを妨げら

れたnon－image群の被験者のうち，「イメージして読む

ことが文章の内容を理解するのに効果的だ」と答えた者

の芝式語彙検査得点が，それ以外の回答をした被験者よ

りも有意に高かった。これは仮説②を支持する結果であ

り，文章内容をイメージ化して捉えるような読みをする

ことは，状況モデルをより構築しやすくするための効果

的な一方略であるということを示唆するものである。

　仮説③では，発達にしたがって状況モデルの構築能力

は高まるであろうということを予測した。材料文Aの推

論問題の結果を見ると，3年生は“image群≒統制群＞

non－image群”であり，5年生は“image群≒統制群≒

non－image群”となっている。本研究では1文1分の

ぺ一スで文章を読ませたので，読みの時間には余裕が

あったものと思われる。そのため，3年生ではイメージ

することを特に妨げられていない統制群ならば自発的に

状況モデルを構築することができ，5年生になればイ

メージすることを妨げられるnon．image群までもが状

況モデルを構築することができるようになったと考えら

れる。これは，仮説③を支持する結果といえよう。さら

に，材料文Bは両学年とも“image群＞統制群＞non一
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説明的文章の理解におけるイメージの役割

image群”という結果となった。これは，材料文によって

状況モデルの構築しやすさに差があるということを示し

ている。本研究で用いた材料文は，Aは各文の提示順序

の入れ替えが可能な文章であったが，Bは文の提示順序

を入れ替えることのできない文章であった。この結果に

っいては，さらに詳細に検討することが必要である。

　以上のことより，情報提供的な説明的文章の読みにお

いて，文章内容をイメージしながら読むことは，理解促

進のための有効な一方略であるということが分かった。

　さて，先にも述べたが説明的文章を教材として扱う授

業ではどうしても文章構造に関する指導がメインになり

がちである。しかし，説明文教材は，文章構造の学習が

最終的な目標なのではなく，それらを手掛かりにして，

作品や作者の主張を読み取らなければならないのである。

最近では入試対策のために，問題を解くテクニックとし

て文章構造的知識の伝授というものが必ずと言っていい

ほど行われている。しかし，作品や作者の主張は，文章

構造の知識をいくら身につけても，それだけでは読み取

ることはできない。文章構造の知識は，文章に書かれて

いるたくさんの情報を整理するのに役立つ手段にすぎな

い。作者や作品の主張を読み取るには，文字として書き

表されている情報を読み手がイメージとしてとらえ，そ

のイメージ化された情報を読み手一人一人が再構成しな

ければならないのである。そしてまた，文章内容をきち

んと理解し，イメージすることができれば，指示語が何

をさしているか，空欄の括弧の中にどんな接続詞が入る

かという問題は自然に解けるようになるはずである。文

章構造の知識は教えなくても，子ども達がたくさんの文

章に触れる中で体験的に獲得していくものなのであるか

ら，大人はそのような知識を単に教えるのではなく，子

ども達に気付かせるような働きかけを行うことが重要だ

と考える。

　さらに，小学校学習指導要領の国語科の目標に「思考

力や想像力を養う」ということが述べられているが，国

語科の授業の中でどのくらい意識されているのであろう

か。恐らく，文学教材においては「想像力」の面を意識

した授業が行われているだろう。現代は，視覚的メディ

アが非常に発達し，書き言葉のみが伝達手段ではなく

なっている。視覚的なメディアは書き言葉に比ベプレゼ

ンテーションカに優れ，具体的に分かりやすく物事を伝

達する手段だと言える。悪く言えば，分かりやすく情報

を伝達してくれるので，聞き手がそれほど頭を使わなく

てもすむ伝達手段だともいえる。そして，この新しい伝

達手段を最近の子ども達は非常に好んでいる。書き言葉

は視覚的メディアに比べると伝達力は劣るが，思考力を

育てる面では優れた伝達手段である。「文章理解は一種

の問題解決」ともいわれるように，読み手が思考し想像

しなければその内容を理解することはできないからであ

る。よく「授業で習った説明文は分かるけど，問題集の

説明文は分からない」と言う子どもがいる。最近の子ど

もは，このr思考し想像する力」が衰えているのではな

いだろうか。本研究で用いた材料文はごく短い情報提供

的な説明文であった。内容もごく簡単なものであり，文

章内容をイメージすることができれば必ず答えられたは

ずである。しかし，「イメージして読みなさい」という教

示を与えなかった統制群の半数以上の子どもは自発的に

イメージして読むことはできなかった。説明文教材は

「思考力や想像力を養う」のに適した教材であると考え

る。文章構造的な知識の伝授に偏らない授業が展開され

ることを強く望みたい。
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SUMMARY

　　　　The　purpose　of　this　study　was　to　determine

the　kind　of　reading　that　facilitates　comprehension

of　expository　passages　based　on　the　hypothesis

that，“lf　images　are　constructed　to　obtain　infor－

mation　while　reading，then　the　development　of　a

situation　model　is　encouraged．”A　situation　model

is　the　congnitive　representation　of　the　events，　ac－

tions，　persons，　and　in　general　the　situation，　a

text　is　about……．A　situation　model　may　incorpo－

rate　previous　experiences，　and　hence　also　previ－

ous　textbases，regarding　the　same　or　similar　sit一／

uations．At　the　same　time，the　model　may　incor－

porate　instantiations　from　more　general　know1－

edge　from　semantic　memory　about　such　situa－

tions．（van　Dijk＆Kintsch1983pp．11－12）．

　　　　In　the　experiment，180third　graders　and

210fifth　graders　were　assigned　to　one　of3treat－

ment　groups：Image　Group，Non－lmage　Group，

and　Control　Group．The　Image　Group　children

were　given　two　passages　to　read　and　were　in－

stmcted　to　constmct　a　situation　model　by　draw－

ing　a　picture　to　form　an　image　while　reading．

The　Non－image　Group　read　the　same　passages

but　were　hindered　from　constructing　an　image　by

performing　a　distracter　task＝memorizing　all　Kanji

in　the　reading　passages．The　Control　Group　also

read　the　same　passages　and　were　asked　to　do　so

in　a　normal　mamer．All　groups　had　participants

who　were　of　equal　ability　on　the　Shiba　Vocabu－

1ary　Test．

　　　　After　reading　the　passages，the　students　in

each　group　were　asked　the　following　questions　in

the　sequence　listed：　（a）　an　inference　question　that

could　be　answered　by　reasoning　from　the　informa－

tion　in　the　passages：（b）some　recall　questions

that　could　be　answered　by　recalling　information

in　the　passages；　（c）　a，repetition　of　the　inference

question．　Finally，　all　children　were　asked　to

write　a　description　of　the　strategy　used　in　read－

ing．

　　　　The　following　three　conclusions　were　reach－

ed：One，building　an　image　while　reading　facili－

tated　information　extraction　and　comprehension　of

expository　passages．Two，readers　who　spontane－

ously　used　an　image－building　strategy　while　read－

ing　were　those　who　had　higher　cognitive　ability．

Three，children　with　added　expertise　in　reading

and　at　an　older　age　appeared　more　likely　to　con－

stmct　a　situation　model．
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焦点人物による物語文章の一貰性構成

「共感度」及び1人称代名詞の効果について ＊

上越教育大学鈴木情 ＿＊＊

1．問題と目的

　前田（1982）は物語の読みを定位の中心としての読者

の身体が「テクストのなかにある仮構された定位の中心

にとってかわられる」ことであるとらえ，その定位の中

心は「恒常的な語り手，ないしは複数の登場人物」であ

ると述べている。

　物語の読みとは読者による語り手又は登場人物との

「想像上の同伴旅行」（鈴木，1986〉なのである。

　さて，物語がある一定の人物を登場させ，かつその人

物を中心に構成され，又展開するものであるとするなら

ば，そうした意味での登場人物（焦点人物又は視点人

物）を決定する要件とはどのようなものなのか，本研究

ではこの要件を満たすものとして2つの条件を追究する。

それはすなわち，読者の抱く登場人物に対する「共感

度」の高低及び「固有名詞対1人称代名詞」という条件

である。

　本研究は児童が物語文章を構成する場合，その構成は

特定の登場人物を焦点人物として選択し，その人物を中

心に一貫したものとなると想定した上で，その想定のも

とになる焦点人物の有する条件を明らかにしようとする

ものである。

　本研究では共感度（Empathy；久野，1978）を操作的

に定義する。被験児自身の「名前」を登場人物の名前と

＊　The　effect　of　personal　nouns　and　pronouns　on　the
maintenance　of　a　focalized　character　in　a　narrative．

林SUZUKI，Seiichi（Joetsu　University　of　Education）

して導入するのである。言い換えると，同じ固有名詞で

あっても被験児自身の，又は被験児と同じ名前をもつ登

場人物は未知の人物名をもつ登場人物より当該被験児に

とってより高い共感度をもつであろうと仮定する。久野

の定式を用いて表現するならば，E（被験児の名前の登場

人物）＞E（未知の人物名の登場人物）となる。

　なお，文レベルでのこの「自分の名前のもつ共感度効

果」については鈴木（1988）で実証してある。その結果

によると，6年生はたとえ結果として意味的に受容され

ない文を生成することになっても，自分と同じ名前をも

つ人物に定位し，その人物を中心に文を再構成すること

がわかっている。

　外見上，この被験児の名前と類似の効果をもつように

思われるものに1人称代名詞がある。私小説で知られる

ように1人称代名詞は作者（語り手）’の分身（佐伯，

1978）が作中人物として登場するものである。

　この1人称代名詞を使用する物語談話では焦点人物

（視点人物）は自ずとこの1人称代名詞の指示する人物

に限定されることになる。この意味で1人称代名詞の登

場する物語談話の構成は厳しい制約を課せられているこ

とになる。

　さらに，1人称代名詞（によって指示・言及される人

物）は「読み手」の立場からみるならば「語り手」（又は，

作者）の分身であり，話し手自身も自分（の分身）を他

の登場人物の「対象人物」（西郷，1975）として疎遠化し

て描くことには抵抗を感じるはずである。聞き手である

児童もそうした話し手（語り手，作者）の「立場」を遵
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守し（「協調の原理」Grice，1975），代名詞の指示する人

物に視座を移して物語を構成することが期待される。

　ここで「視点人物」と「焦点人物」とを区別して捉え

ておく。視点人物とは物語テクストレベルにおいて一貫

して話し手の分身たる役割を演ずる人物であり，文のレ

ベルを越え，少なくとも談話単位で物語の進行を支配す

る役割を果たす経験的な概念としての主人公（Prota－

gonist）に近いものである。

　それに対して焦点人物（Focalized　character）とは

「動作主又は経験者（＋文頭位）」として，広義には規定

されるものであり（Ertel，1977；MacWhimey，1977），

教義には「くれる」「来る」「受動態」「主観述語」（大江，

1975）等といった「視点の設定に関わる表現装置」の

「動作主体又は経験者」として規定されるものである。

なお，前者は「無標の」，そして後者は「有標の」焦点人

物と称される。

　なお，焦点人物と視点人物との関係について著者は

Bal（1985）を参考に次のように考えている。すなわち，

焦点人物に「頻繁な登場」，「詳細なる情報」，「単独の登

場，独白」，「特有の機能」，そして「多くの人物との関係

の維持」という要件が付加されることにより視点人物と

なる資格が増加する。

　本研究で使用する物語素材は市販公表されている小説

等から抽出・引用されたものではなく，研究目的に合わ

せて実験的に構成されたものである。

　具体的には久野（1978）や大江（1975），そして牧野

　（1978，1980）を参考に，視点の設定・移行・維持に寄

与する「表現装置」（「標識」と称する）としての有効性

が確認されているものを参考に実験者により構成された

ものである。具体的には久野の言う「カメラ・アング

ル」又は「共感の焦点（人物）」が対立的になるよう1対

の文を作りだし，それを選択肢の形で配列して作成した

ものである。

　例を挙げると，「けんじはまさるをたたいた」と「まさ

るはけんじにたたかれた」，「けんじは部屋に入って行っ

た」と「けんじが部屋に入って来た」のように同一の出

来事を描いてはいるが，焦点人物の異なる表現を対にす

ることによって作成した。

　なお，物語作成上の要件としては「3人称（又は，1

人称）＋『一た』」に加え，一定の「ストーリー」性を考

慮してある（鈴木・山口，1986を参考にされたい）。

　本研究は児童がある一定の登場人物を焦点人物として

一貫して選択し，物語を構成する，その選択の要件とし

ての「共感度」に加え，焦点人物が3人称固有名詞によ

り指示される場合と1人称代名詞により指示される場合

の比較効果も合わせ検討することを目的とする。

2．方　法

（1）被験児　小学校3，6年生である。3年生は98人，6年

　生は102人の合計200人であった。両学年ともに3クラ

　スより成り，各クラスが条件群を構成している。

　「他名群」，「自名群」及び「人称群」という条件群の

　構成人数は3年生がそれぞれ28人，32人，38人，6年

　生は36人，30人，36人である。

（2）実施年月日　小学校3年生については1994年3月，

　6年生については同年7月である。実施対象校は東京

　都及び新潟県である。

（3）材料　文章材料はこの目的のために作成・構成され

　た文章であり，鈴木・山口（1986）を参考に新たに作

　成したものである（表1）。冒頭の導入文を除いて数え

　た場合，2番目と3番目（それぞれ，文（2），（3）と表記

　する）の文は述語（述部）が固定され，人物のみの選

　択となるが，それ以外の文では標識（装置）も選択で

　きるようになっている。文章材料の標識・焦点人物等

　については表2を参照されたい。

　文章材料はA4用紙2ぺ一ジからなり，その冒頭には

（物語文章そのものとは区別して）課題の教示文が書い

てある。その要点は次のようなものである：“〔…／…〕

で示された選択肢の中からそれぞれ1つ（の人物や表

現）を選び，わかりやすいお話しを作って下さい。”なお，

“／”は選択肢を示す符号である。

　この文章材料はそこで使用される人物の表現形式に

一100一



焦点人物による物語文章の一貫性構成

表1　文章材料（他名群　男子用）

たろうとけんじとは小学校の3年生でクラスも同じです。二人はよく一緒に遊んでいます。

文（1）；1週間前，〔たろう／けんじ〕は〔たろう／けんじ〕にドラえもんのゲーム・ウオッチを貸して

　　　〔あげました／くれました〕。

文（2）；〔たろう／けんじ〕は〔たろう／けんじ〕にゲームを〔借りて／貸して〕いるのを思い出しました。

文（3）；〔たろう／けんじ〕は〔たろう／けんじ〕が家に〔返しに来る／取りに来る〕と考えていました。

文（4）；

①〔たろう／けんじ〕が自分の部屋でマンガの本を読んでいると，〔たろう／けんじ〕が入って〔行

　きました／来ました〕。

②〔たろう／けんじ〕が部屋に入って〔行く／来る〕と，〔たろう／けんじ〕はマンガの本を読んで

　いました。

文（5）；〔たろう／けんじ〕にゲームを返すように〔言うと／言われたので〕，〔たろう／けんじ〕は家に取り

　　　に〔行きました／来ました〕。

文（6）；〔たろう／けんじ〕がなかなかゲームを持って〔行かない／来ない〕ので，〔たろう／けんじ〕は〔た

　　　ろう／けんじ〕の家に〔行きました／来ました〕。

文・…〔雛乗1聯器1莞霧激齪離欝臨．

文（8）；〔たろう／けんじ〕は，ゲームをこわしたことがお母さんにわかると怒られるので，新しいのを買っ

　　　て欲しい，と〔たろう／けんじ〕に〔言いました／言われました〕

文（9）；つぎの日，〔たろう／けんじ〕は〔たろう／けんじ〕に新しいゲームを買って，届けて〔あげました／

　　　くれました〕。

補足1．この表では素材文を明示するために各文に番号を付し，併記してある。

　　2．「物語」の要件を充足し，実験の目的に合うよう作成した文章である。

　　3．①，②と書いてある部分はr文」を選択し，後に語を選択する。

よって3種類に分けられ，かつ提示される文章材料によ

り条件群が構成されている。

　登場する2人の人物表現が「たろう」，「じろう」と

いった被験児に未知の「固有名詞」のものが「他名

（詞）群」材料，その内の一方の人物（名）を被験児自

身の名前（固有名詞）に置き換えたものが「自名（詞）

群」材料，そして同じく一方の人物を「1人称代名詞」

（「私」又は「ぼく」）に置き換えたものが「人称（詞）

群」材料である。

　なお，事前に被験児自身の名前及び両親の名前を調査

し，「他名群」の登場人物名が被験児自身の名前と同じも

のにならないよう配慮してある。さらに，被験児の性に

は登場人物の性を対応させて作成してある（男子＝＞た

ろう，けんじ，女子＝＞まさ子，よし子）。

（4）手続き　実験者はそれぞれの担任にお願いした。実

　験者には注意点及び実験の詳細な手続きをアルゴリズ

　ム形式で書いた「実施法マニュアル」を配付し，それ

　にそって進めてもらった。
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表2　焦点人物，装置の区別＝一部分

文（1）．無標

　　　有標

　（4）．無標

　　　有標

　（5）．無標

　　　有標

　（6）．無標

　　　有標

　（7）．無標

　　　有標

　（8）．無標

　　　有標

　（9）．無標

　　　有標

1週間前，たろうはけんじに…　　貸してあげた。

1週間前，たろうはけんじに・．・・貸してくれた。

たろうが部屋に入って行くと，けんじは…　読んでいた。

たろうが自分の部屋で…　読んでいると，けんじが入って来た。

たろうに…　　言うと，たろうは…　　行った。（「けんじ」が焦点人物〉

たろうに…　　言われたので，けんじは…　　行った。

たろうが…　持って行かないので，けんじはたろうの家に行った。

たろうが…　持って来ないので，けんじはたろうの家に行った。

たろうはけんじの頭をたたいた。

けんじはたろうに頭をたたかれた。

たろうは，…　　と言った。

たろうは，…　　と言われた。

つぎの日，たろうはけんじに…　　あげた。

つぎの日，たろうはけんじに…　　くれた。

補足1．

　　2．

　　3．

　　4．

5．

文（2），（3）では「主観述語」を使用し，実験者が有標化して提示してある。

下線部が焦点人物及び装置である。

文（4）は，構文的な有標装置であるとも言える（「～が～していると，～が入って来た」）。

文（6）の無標では，複文内で「たろう」から「けんじ」への焦点人物の移行が認められると判断するか，

話し手視座の中立表現と判断される。

文（6）の有標は，「一来る」だけではなく，主節の「一行く」も関係する。

　実験者は文章材料を被験児に配付し，その冒頭に書い

てある注意書きと一般的な注意事項を読み上げる。進行

は児童各自のぺ一スにまかせた。

　実施時間は20分から35分程度であった。

3．結　果

　基本的な実験計画は「学年（2）×条件群（3）」の完

全独立2要因計画である。なお，文章材料の内で，冒頭

に位置する導入文を除く文をその位置に応じて「文（1）」，

「文（2）」といった番号で呼ぶことにする。

（1）　「機能的役割」の一貫性について

　文章を構成する場合「機能的役割」（ここでは「貸し

手」と「借り手」）の一貫性を維持することは暗黙の前提

をなす要件である。ここでは，焦点人物（機能的役割に

一致する場合もあれば，対立する場合もある）が「自

名」の場合その人物の機能的役割の一貫性は「他名」の

場合よりも持続される（「共感度」の差異に基づく），又

1人称代名詞の場合には（「他名」の）固有名詞よりもそ

うした持続度が高いと仮定し，その仮定を分析的に明ら

かにする。

　まず文（1）で被験児が選択・配当した人物の機能的役割

が後続する文内の当該人物の役割と一致する場合に1点

を与え，その合計値を個人別の得点として学年，条件別

の平均値を算出した（表3）。

　なお，文（4）は機能的役割と無関係なので，得点化対象

外としてある。

　この表をみると，3，6年生ともに平均値は高い順に

「自名群」，「人称群」，「他名群」となっている。

　また，7点満点で6年生の「自名群」は平均得点が

6．47点とかなり高い得点を得ていることがわかる。

表3　意味役割の一致度

3年生 6年生

他名　自名　人称　　他名　自名　人称

平均値　4．795．225．05　5．116。475．46
（S．D．）　2．11　2．03　1．76　　2．60　0．88　1．78

一102一



焦点人物による物語文章の一貫性構成

　この表に学年×条件群の分散分析を適用した。その結

果，交互作用では有意差が得られなかった（F（2，193）＝

1．10，ns）が，学年と条件群の主効果で有意差が得られ

た（それぞれ，F（1，193）ニ5．49，P＜．05；F（2，193）二

3．48，P＜．05）。

　条件群の対比較（LSD法）の結果は以下の通りである

（いずれも5％水準）。なお，算出しなおした条件群別の

平均値は他名群，自名群，人称群それぞれ4．95，5．84，

5．25であった。

　①「自名群」＞「他名群」

　②「他名群」≒「人称群」

　③「自名群」≒「人称群」

　学年の主効果は6年生＞3年生を示し，6年生の方が

3年生よりも登場人物の役割を広い範囲で一貫して維持

できることが示された。

　条件群間では自名群＞他名群が実証され，物語談話に

おいて被験児自身の名前又は彼と同じ名前を有する人物

は見知らぬ人物よりも登場人物の機能的役割を一貫して

維持する効果の高いことが示された。

　しかしながら，人称群と他名群及び自名群との差は認

められなかった。このことは機能的役割の維持が1人称

代名詞の要求するような文法的・意味的制約にもとづく

ものより被験児の抱く登場人物に対する共感度（Empa－

thy）の方が効果的であることを示唆している。

（2）文（1）における焦点人物の選択について

　物語内部の機能的役割と焦点人物とは必ずしも一致し

ない。例えば，「けんじ」が貸手であり，まさるがもらい

手であっても（無標か有標かという違いはあるが）“けん

じがまさるに本を貸してあげた”という表現，“けんじが

まさるに本を貸してくれた”といった表現が可能だから

である。

　文（1）は導入文を除くと被験児が焦点人物を最初に選

択・設定する文である。この文で被験児はどの人物を焦

点人物として選択するのか，条件別に検討しておくこと

にする。表4には学年，条件群別に特定の登場人物を焦

点人物として選択した被験児の人数を示した。

　なお，条件群べつの焦点人物とは他名群については

「けんじ又はよし子」，自名群では「被験児と同じ名前の

人物」，そして人称群では「ぼく又はわたし」である。

　1×2の直接確率計算を学年，条件群別に適用した結

果を示す。3年生では他名群，自名群，人称群のそれぞ

れについてP＝0．851，P＝0．150，P＝0．000であり，6年

生ではそれぞれP＝0．618，Pニ0．0014，Pニ0．000であっ

た。

　この結果より，3年生では人称群でのみ有意差が認め

られた。6年生では自名群と人称群とで有意差が認めら

れた。

　次に，学年別に各条件群間の比較を2×2の直接確率

表4　文（1）における焦点人物の選択

3年生 6年生

他名群　自名群　人称群　　他名群　自名群　人称群

たろう／まさ子　　13

けんじ／よし子　　15

20

16

たろう／まさ子　　一

自分の名前　　　一

11

20
6
24

たろう／まさ子　　一

1人称代名詞　　　一
2
36

1
35

注1．判定不能（文）を除く。

　2．選択肢表記上で前置されているのは「たろう／まさ子」である。

　3．「自分の名前」及び「1人称代名詞」は後置である。

一103一



読書科学第39巻第3号

計算法により検討した。その結果，有意差の認められた

のは，3年生では「自名群一人称群」（Pニ0．003）と「他

名群一人称群」（P＝0．0002）の2つの対，6年生ではす

べての対（「他名群一自名群」（Pニ0．006），「自名群一人

称群」（Pニ0．061），「人称群一他名群」（P＝・0．000）〉で

あった。

　3年生の「他名群一自名群」については有意差は認め

られなかった。

　3年生では1人称代名詞を焦点人物化するだけである

のに，6年生ではそれに加え自分の名前（自名）をも焦

点人物化する確率の高いことがわかった。

（3）特定人物を焦点人物とする割合について

　（2）で分析したように，冒頭のターゲット文で選択した

焦点人物が後続する文でどの程度同じく焦点人物として

選択されるのか，この問題を分析・検討する。

　（2）と同じく，他名群では「けんじ又はよし子」，自名群

では「被験児と同じ名前の人物」，そして人称群では「1

人称代名詞」を選択し，ついで後続する7つの文で同一

人物を選択した度数を合計し，その平均値を表示したも

のが表5である。

　表5の平均値をみてみると，3年生，6年生ともに他

名群，自名群，人称群の順に得点の高くなっていること

がわかる。

　この表に示された得点に2要因の分散分析（学年×条

件群）を適用した。その結果，学年と交互作用には有意

差が認められなかった（それぞれ，F（1，193）二2．41，

ns；F（2，193）＝0．04，ns）が，条件問では有意差が得ら

れた（F（2，193）＝16．53，P＜．01）。

　LSD法による多重比較の結果を以下に示す（いずれも

5％水準）。

表5　特定人物を焦点人物とする度数

①「人称群」＞「自名群」

②「人称群」＞「他名群」

③「自名群」＞「他名群」

　この結果が示すように，条件対の間では明確な差が認

められた。つまり，1人称代名詞は物語全体を通じて焦

点人物とされる確率が最も高く，「自名」がそれに次ぐ。

（4）焦点人物の一貫性について

　ここでは被験児が文（1）で選択した焦点人物が後続する

各文と一致するかどうか（言い換えると，それが維持さ

れる度合い）を学年，条件群を2つの要因として比較・

検討する。

　学年別，条件別に焦点人物の一致した度数の平均値を

示したものが表6である。

　表6をみると，3年生では人称群の高さのみが目だつ。

対して，6年生では人称群，自名群，他名群の順に低く

なる傾向が認められる。

　この表に学年x条件群という完全独立2要因計画の分

散分析を適用すると，交互作用は有意ではなかった（F

（2，193）＝0．57，ns）が，学年と条件群という主効果の差

は認められた（F（1，193）＝4．34，P＜．05；F（2，193）

ニ7．20，P＜．01）。

　条件群間の差をLSD法により対比較してみると，次の

ような結果を得た。なお，算出しなおした各条件群の平

均値は他名群，自名群，人称群のそれぞれについて4．52，

4．97，5．65である。

　①「他名群」≒「自名群」

　②「人称群」＞「他名群」

　③「人称群」＞「自名群」

　3年生より6年生の方が文（1）で選択した焦点人物を物

語全体を通じて一貫して維持する確率が高く，条件群間

表6　焦点人物の一致度

3年生 6年生

他名　自名　人称　　他名　自名　人称

3年生 6年生

平均値　4．395．196．29　4．725．676．81
（S．D．）　2．16　1．96　1．54　　2．01　2．26　1．85

他名　自名　人称　　他名　自名　人称

平均値　4．434．715．24　4．615．236．06
（S．D．）　1．86　1．71　1．60　　1．67　1．82　1．49

一104一



焦点人物による物語文章の一貫性構成

では1人称代名詞の維持される確率が高いことがわかっ

た。

（5）焦点人物を維持する幅について

　それぞれの条件下で選択された焦点人物は文の単位で

どの程度維持されるのであろうか，この問題を検討して

みる。

　文の位置を無視して，同一の焦点人物を連続して選択

した度数を示したものが表7である。この度数は被験児

個人についてその最長維持度数を示したものである。

従って，各幅で焦点人物が同じになるとは限らない。

　この表に対して「文連続（5段階）×下位条件群」（6）」

の連関の検定を汎用的に適用した残差分析の結果を表8

に示す（κ2・＝47．431，df＝20，P＜．01）。

　残差分析の結果は次のように略述できる。

　①3年生：他名群では「3文」が有意に多い。自名群

では「6文以上」が有意に少なく，「2文以下」が多い傾

向にある。人称群は「6文以上」が少ない傾向にあり，

「5文」が多い傾向にある。

　②6年生：他名群では「6文以上」が有意に多く，「3

文」が有意に少ない。自名群については「4文」が多い

傾向にある。人称群では「6文以上」が有意に多く，「3

文」が少ない。

　なお，同一の表について「文連続×3条件群」の連関

の検牢を適用すると，有意差が得られた（κ2＝20．259，

df＝8，P＜．01）。残差分析の結果は次のように要約でき

る：他名群では「6文以上」が有意に少なく，「3文」が

多い。自名群では有意差及び有意な傾向は認められな

かった。人称群では他名群と逆に「6文以上」が有意に

多く，「3文」が少ない。

　さらに，同じ表に「学年×文連続」の検定を適用した

ところ，同じく有意差が得られた（κ2＝15．185，df＝4，

P＜．01）。残差分析の結果を要約すると次のようにな

る：3年生では「6文以上」が有意に少なく，「3文」が

有意に多い。6年生ではまったく逆の特徴を示した。

4．考察

分析で得られた結果を6年生に焦点を絞って要約する

と次のようになる。6年生は冒頭のターゲット文（文

表7　焦点人物の維持度数

他名群 自名群 人称群 小計
合計

3年　6年　　3年　6年　　3年　6年　　3年　6年

6文以上

　（％）

2　　　　　1　　　　　　2　　　　　9　　　　　　5　　　　15　　　　　　9　　　　25　　　　　　34

7．1　　2．8　　　　6．5　 30．0　　　13．2　 41．7　　　　9．3　 24．5　　　17．1

5文

（％） 12　42　12　66　123．6　　5．6　　　12．9　　6．7　　　　2．7　　5．6　　　　6．2　　5．9　　　　6．0

4文

（％9 　810　67　159　2926　5528．6　27．8　　　19．4　23．3　　　39．5　25。0　　　29．9　25．5　　　27．6

3文

（％）

　13　　　　10　　　　　　11　　　　3　　　　　　　8　　　　　4　　　　　　32　　　　17　　　　　　49

46．4　　27．8　　　　35．5　　10．0　　　　21．2　　11．1　　　　33．0　　16．7　　　　24．6

2文以下

　（％） 　413　89　96　2128　4914．3　　36．1　　　　25．8　　30．0　　　　23．7　　16．7　　　　21．6　　27．5　　　　24．6

合計　　28　36 31　　30 38　　36 97　　　102　　　　　199

注1．6文以上には，合計値で「8文連続」が14人，「7文連続」が3人，「6文連続」が6人，

　　そして「4文連続」の類型の中で，文（1）～（4）と文（6）～（9）とで同一の焦点人物が選択された

　　場合の人数（11人）を含んだ数字である。

　2．表の百分率（％）は，各条件群・学年別の合計値を分母とした場合の数値である。
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表8　「文連続数×下位条件群」の連関の検定と残差分析

3年生 6年生

他名　　自名　　人称 他名　　自名　　人称

6文以上　一1．51　－2．52　－1．71

　　　　　ns　　　＊　　　十

2．04　　　－0．72　　　4．33

＊　　　　　ns　　　　＊　＊

5文 一〇．59　　　－0．13　　　1．75

ns　　　ns　　　十

0．16　　　－0．98　　　－0．13

ns　　　　ns　　　　ns

4文 0．12　　　　0．02　　　－1．12　　　　　－0．57　　　1．81　　　－0．39

ns　　　　　ns　　　　　ns　　　　　　　ns　　　　　十　　　　　　ns

3文 2．89　　　　0．49　　　　1．53

零　＊　　　　ns　　　　ns

一2．02　　　－0．57　　　－2．08

　＊　　　　ns　　　　＊

2文以下　一1．37　1．77　0．17

　　　　　ns　　　十　　　ns

0．74　　　－0．15　　　－1．22

ns　　　　ns　　　　ns

注1．榊：P＜．01，串：P＜．05，＋：．05〈P＜．10

　2．λ∫2＝47．431，df＝20，P＜．01

（1））で設定した登場人物の役割が最も高い自名群では平

均5．84文（／7）の範囲で維持する。人称群と他名群とで

は差が認められなかった。

　同じ文（1）では他名を除く自名と1人称代名詞について

これを焦点人物として選択する確率が高く，1人称代名

詞の場合にはこの焦点人物を平均値で5．65文（／7）維

持することが示された。

　次に，連関の検定による「維持の幅」については人称

群で「6文以上」も維持されることがわかった。

　なお，6年生では有意差には達してはいなくても各尺

度について「1人称代名詞≧自名詞≧他名詞」という傾

向が認められるが，3年生については特に自名の効果が

認められない傾向にある。

　この3年生の結果については鈴木・山口（1986）でも

確認されている。自名が効果をもってくるのは6年生に

おいてである。

　しかしながら，3年生でも機能的役割の一致度や特定

の登場人物を焦点人物化する割合の序列については6年

生と一致する傾向が認められている。

　本実験で採用された3種類の材料の特徴を比較してみ

る。他名群の材料は役割は異なるが，共に固有名詞によ

り指示言及される2人の人物が登場するものであり，一

般の小説と同じものであると言って差し支えないもので

ある。自名群の材料は登場人物の一方が被験児自身の名

前と同じものであるという点を除くと他名群のものと

まったく変わらないものである。対して，人称群は一方

の登場人物が1人称代名詞による言わば私小説形式のも

のであった。

　他名群の結果と自名群の比較により，自名の共感度効

果は機能的役割の選択・指定，文（1）における焦点人物の

選択，焦点人物化する割合・頻度に顕れることがわかっ

た。自名を有する焦点人物による一貫性は6年生につい

てはそうした傾向が認められたが，顕著なものではな

かった。この結果は登場人物の名前と被験児自身の名前

とが同じものであることに気づいていたかどうかという

問題にも関わる。鈴木（1988）の研究ではそうした気づ

きについて調査しているが，その結果によると3年生で

も85％以上の生徒が気づいていたと報告している。同じ

物語談話を材料とした鈴木・山口（1986）の研究では再

認課題により6年生については一貫性及び共感度効果が

得られていることを考慮するならば，ここでの結果は

「選択・構成」という課題上の問題と考えられる。
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　他名群と人称群の比較により，1人称代名詞の効果が

検討しうる。1人称代名詞の効果は分析をおこなった4

つの尺度についてすべて認められた。1人称代名詞は作

者の分身であり，そして語り手（Narrator）でもある。

さらに，この物語材料では登場人物でもある。

　加えて，1人称代名詞は統語論的にも意味論的にも，

そして視点論的にも制約の強い品詞である（久野，

1978；例えば，［「私はけんじに本をくれた」という文は受

容度が低くなる）。物語談話を構成するというこの課題は

1人称代名詞のそうした特性や制約を特に強く意識させ

るものなのであろう。

　本研究では実験材料を可能な限り実験的に統制かつ構

成し，客観性の高い実験を求めたものであるが，例えば

他名群の材料に登場する2人の焦点人物の内の一方が，

読みや構成の進行に伴って物語全体を統括する役割を有

する視点人物にどのように変化していくのかといった言

わば「柔らかい研究」がさらに必要であろう。

　さらに，本研究では量的側面を重視したために物語の

構造的側面と焦点人物の移行又は変換との関係について

は言及しなかった。この関係とは「段落」又は「場面転

換」といった局面においては焦点人物の移行や変換が当

然のごとく成されるのではないかという予想として提出

できるものである。例えば，冒頭や「起承転結」の

「結」の部分もそうした局面である。

　最後に，「かおり」という小6の女子の事例（「自名

群」）を挙げておく（表9）。文（1）から文（2）において，自

名群としてみるならば，焦点人物の変換が認められる。

全体補足

　焦点人物及び機能的役割の判定に関わって生じた判定

不能文についてふれておく。

　まず，意味的役割に関して問題となる文の類型として

「たろうが本を読んでいると，たろうが入って来た」と

いった「同一主語文」が挙げられる。この類型の出現率

は文単位で3年生では他名群，自名群，人称群のそれぞ

れについて5．6％，4．3％，5．6％であった。6年生では同

じくそれぞれ1．5％，1．9％，3．7％であった。

　焦点人物の判定では「たろう」を焦点人物として算入

したが，機能的役割の判定では除外対象反応とした。

　その他，焦点人物における判定不能文として扱った文

類型を羅列しておく。

・「ぼくがなかなかゲームを持って来ないので，たろう

　はぼくの家に行った／来た」

・「たろうがなかなかゲームを持って来ないので，たろ

　うはちひろの家に来ました」

・「まきこがなかなかゲームを持って行かないので，ま

　　さ子はまきこの家に行きました」　以上の判定不能

　文は上述の「同一主語文」よりも少数である。

　これ以外の類型についてはごく少数なので省略する。

文　献

Bal，M．1985〈砂7剛o！ogy’加ケo吻o∫づon！o云h6

表9　自名群の事例　　「かおり」

　①1週間前，かおりはまさ子にドラえもんのゲーム・ウオッチを貸してあげました。②まさ子は

かおりにゲームを借りているのを思い出しました。③かおりはきっとまさ子が家に返しに来ると考

えていました。④かおりが自分の部屋でマンガの本を読んでいると，まさ子が入って来ました。⑤

まさ子にゲームを返すように言うと，まさ子は家に取りに行きました。⑥まさ子がなかなかゲーム

を持って来ないので，かおりはまさ子の家に行きました。⑦かおりはまさ子の頭をたたきました。

⑧かおりは，ゲームをこわしたことがお母さんにわかると怒られるので，新しいのを買って欲しい，

とまさ子に言いました。⑨つぎの日，まさ子はかおりに新しいゲームを買って，届けてくれました。

注1．選択・構成の対象となる文に限定して記述してある。

　2．下線の人物が「自名」であることを無視した場合の焦点人物である。但し，⑤は「かおり」である。
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SUMMARY

　　　The　purposes　of　this　study　were　to　examine

children’s　ability　to　construct　a　perspectively　con－

sistent　narrative　discourse　and　to　investigate　the

effects　of　substituting　characters，from　an　un－

known　to　a　known　person　or　from　a　proper　noun

to　the　first－person　pronoun，　on　the　choice　of　the

Fヒ）6α1々64　Ch4πz6陀7　in　the　narrative．

　　　The　Fo6召1∫z躍Chα駕6陀70f　each　sentence　is

defined　independently　as　the　persons　referred　to

in　the　semantic　case　of　agent（in　the　case　of

experiencer　or　actor）or　the　person　to　whom　the

speaker’s　Fb6z6s　（ゾ　」E吻）‘πhッ　is　directed　by　such

devices　as　the　verbs　KU’～U（come）orκUR駅U

（receive）or　the伽s勿6、Coηs！n‘oだon，etc．These

devices　and　2　persons　were　used　as　altemative

selections　in　a　children’s　task　to　choose　charac－

ters．

　　　The　narrative　material，consisting　of9sen－

tences，used　in　this　experiment　was　a　revised　ver－

sion　of　the　one　used　by　Suzuki＆　Yamaguchi

（1986）．Each　of　these　sentences　included　2　per－

so卑s　and　an　apPropriate　device　in　designating　a

」Fb6α1彪α！　Chαzα6陀■．The　children　were　presented

the　sentences　and　asked　to　choose　the　person　and

the　device　that　they　thought　would　make　up　a

comprehensive　narrative．For　example，the　first

sentence　in　this　narrative　discourse　was，“Kenji／

Masaru　wa　Kenji／Masaru　ni　game　watch　wo
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kashite　agemashita／kuremashita．”（“一／一”indicates

an　altemative　choice）．Presented　with　this　sen－

tence　a　child　assigned　Kenji　and　Masao　to　the

functional　roles　of　lender　and　borrower　and　con－

stmcted　a　sentence　like“Kenji　wa　Masao　ni

game　watch　wo　kashite　kuremashita．”This　sen－

tence　was　judged　as　making　Masao　the，Fb681初4

Chαれz6！67　0f　the　sentence　because　of　the　choice　of

“KURERU”（denoting　to　receive〉．

　　　　　The　participants　were98third　graders　and

102sixth　graders．They　were　assigned　to　one　of

three　groups：　（1）　The　1盟gh＿」Dβgz66一‘ゾーE吻α！勿

Gzo吻had　the　child’s　name　substituted　for　one　of

the　two　characters　in　every　sentence　of　the　narra－

tive　　discourse；　　（2）　　the　　F〃s∫一んzson　　Pzonoz6n

O名ozφ　had　the　first－person　pronoun　substituted　for

one　of　the　two　characters；and　（3）　the　Lozσ一

Z）¢gz召6一‘ゾーE吻漉勿　Gzo勿had　the　names　of　m－

known　persons　substituted　for　the　characters．The

assumption　was　that　the　child’s　name　would

reflect　a　higher　degree　of　empathy　than　the　un－

known　persons’names　in　the　control　group．

　　　　　It　was　hypothesized　that　the　child’s　name

and　the　first－person　pronoun　would　be　chosen

more　frequently　and　successively　for　the　Fo6召1伽4

Ch召廻o卿than　an　mknown　name．　After　having

been　chosen　　once　in　the　first　sentence，　these

names　would　be　more　likely　to　be　used　repeatedly

as　the　Foαzl澹α！　Chαπz6！67　throughout　the　narra－

tive　discourse．

　　　　　The　main　results　of　the　experiment　were　as

follows：（1）The　sixth　graders　showed　a　tendency

to　choose　the　first－person　pronoun　more　than　a

known　person　as　the　Eooπ1伽‘！Cho耀6云召70f　the

first　sentence　and　to　use　it　repeatedly　in　subse－

quent　sentences．　The　child’s　own　name　also

showed　the　same　tendency　but　did　not　amomt　to

asignificantdifference・（2〉Ontheqtherhand・

the　sixth　grader’s　own　name　was　fomd　to　be

effective　in　differentiating　the　functional　roles　of

the　characters，　and　this　differentiation　tended　to

be　continued　throughout　all　the　sentences　of　the

narrative．（3）The　third　graders　were　inferior　to

the　sixth　graders　in　all　comparisons．The　use　of

the　child’s　name　was　not　effective，but　the　first－

person　pronoun　showed　a　similar　result　to　that　of

the　sixth　graders．
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The　Science　of　Reading，Vo1．39，No．3（1995）

ストループ色一語干渉における表記差効果の発達＊

大阪教育大学林 龍平＊＊

　効果的かつ効率的な読みが行えるために必要な条件の

1つは，文を構成する最小単位である単語やさらにその

下位要素である文字が出来るだけ素早く認知できること

である。従って単語や文字がどのような処理過程を経て

認知されるのかを明らかにすることは，読みの理論的解

明やその教育的改善を考える上で最も基本的かつ中心的

問題の1つだと言える。

　単語認知に影響すると思われる要因に表記差がある。

表記差とは，異なる表記原理を背景とした異なる文字種

が担っている情報の質的な違いのことである。日本語の

表記は，主として漢字とかなという質的に異なる2つの

文字種を用いて行われるので，この表記差の影響を明ら

かにしておくことは特に重要だと思われる。

　漢字表記語とかな表記語の認知過程の違いについて，

これまでに提案されている考え方を見ると大きく2つに

分けられる。1つは両者の知覚的処理に関わる大脳半球

が異なると仮定するものである（Hatta，19781Mori－

kawa，1981）。相対的に複雑なパターンを持つ漢字の知

覚的処理は，視空間的な処理に優れた右大脳半球で行わ

れるのに対して，かなは言語の処理に優れた左大脳半球

で行われると言うのである。もう1つの考え方は，両者

の意味アクセスにおける音韻的再符号化の有無に着目す

るものである。すなわち漢字表記語は意味へ直接的にア

クセスするのに対し，かな表記語は音韻的再符号化を通

じて間接的に意味ヘアクセスすると仮定するのである

（Saito，1981；Morton＆Sasamuma，1985）。これら2

＊Developmental　change　in　the　effect　of　script　type　on
Stroop　co．10r－word　interference

＊串HAYASHI，Ryuhei（Osaka　Kyoiku　University）

つの考え方は，漢字とかなの違いを処理過程のどの水準

に求めるかという点では異なるものの，漢字の処理を絵

や色のような刺激の処理との類推で捉えようとする点で

は共通しているとも言える。

　ストループ色一語干渉課題（Stroop，1935）は，表記差

が単語認知過程にもたらす効果を解明するのに有効な道

具だと考えられてきた（Biederman＆Tsao，1979；

Fang，Tzeng，＆Alva，1981）。ストループ干渉とは，刺

激の色名呼称が刺激を×印にした時に比べ，呼称される

べき色名と矛盾する色名語を刺激とした時（例えば，赤

い色で書かれた「あお」という単語を刺激とするような

場合）に困難になる現象である。音韻的再符号化の有無

を仮定するにせよ，知覚的処理に関わる大脳半球の違い

を仮定するにせよ，両表記語の違いが絵（あるいは色）

の処理との類似性にあるならば，ストループ干渉量は絵

や色の処理に近いと仮定される漢字表記語で大きいはず

である。

　こうした考え方に沿って行われた研究の結果は，この

仮説に肯定的なものと（Morikawa，19811Morikawa，

＆Kashiwazaki，1987；Shimamura，1987），否定的な

ものに分かれている（Fang，Tzeng，＆Alva，19811

Smith＆Kirsner，1982）。このため，意味アクセスでの

音韻的再符号化の有無や知覚的処理段階での優位半球の

違いを仮定することで表記差の役割を十分説明できるの

かという点には疑問があると言えよう。また最近，漢字

表記語の処理に音韻的再符号化が伴うことや（Wyde11，

Patterson，＆Humphreys，1993），かな表記語が音韻的

再符号化無しに処理されることを示す研究も報告されて

おり（Besner＆Hildebrandt，1987），少なくとも音韻的

一110一



ストループ色一語干渉における表記差効果の発達

再符号化の有無という点から漢字表記語とかな表記語を

区分することができないことは確かである。

　表記の違いに伴う単語の処理過程の違いを音韻的再符

号化の有無や知覚的処理段階での違いに求められないと

すれば，両者の違いはどこにあるのだろうか。林

（1988b）は漢字表記語とかな表記語での意味的限定性の

違いに着目した考え方を提案している。その音韻特性か

ら日本語には同音異義語を多い。そうした特徴を持つ日

本語において漢字は各々の形態素の意味を限定するのに

重要な役割を果たしていると思われる。ストループ干渉

効果は，ターゲット刺激からの色情報と妨害語刺激から

の矛盾する色情報とが同時に意味記憶内で活性化される

ために生じる意味的な拮抗が原因だとも考えられる。だ

とすれば，同音異義語との区別が困難で必ずしも色情報

だけを選択的に活性化するとは限らないかな表記語に比

べ，色情報のみを限定して活性化することができる漢字

表記語がより大きなストループ干渉を生むと考えるのは

自然なことであろう。

　そこで林は，ストループ課題での妨害語の表記を操作

すると同時にターゲット刺激と妨害語の意味的関連性も

操作した実験を行いこの仮説を検討した。漢字表記妨害

語でも，ターゲット刺激（色）との意味的関連性が小さ

ければそのストループ干渉量はかな表記妨害語の場合と

差が無いだろうと予想された。その結果，ストループ干

渉量における表記差効果の生起は，ターゲット刺激と妨

害語刺激の間の意味的関連性の強さに応じて変わること

が示された。これは一種の意味勾配効果と考えられ，林

の意味限定仮説を支持するものであったと言える。林

（1986，1988a）は，絵画型ストループ干渉課題を用いた

同様の実験でさらにこの結論を裏付けている。

　本研究は年齢の異なる被験者を対象にしたストループ

干渉実験を行い，漢字表記語とかな表記語の認知過程の

違いについて発達的な視点からさらに検討を加えること

を目的とするものである。漢字表記語とかな表記語の認

知過程が，従来考えられてきたように両者の知覚的処理

段階での差，あるいは音韻的再符号化の有無という点で

異なるのなら，両者のストループ干渉量の相対的な大き

さはどの年齢段階においても一貫して漢字表記語で大き

くなるはずである。他方，両表記間の意味限定機能の差

が両者の間のストループ干渉量の差をもたらしているの

なら，両者のストループ干渉量の相対的な大きさは年齢

とともに変化することが予想される6なぜなら同音異義

語の多い日本語の特性から，年齢を追って意味的，概念

的知識が増加し分化するにつれて意味を限定する漢字の

役割が相対的に増していくと考えられるからである。

　この種の研究としては既に絵画型ストループ課題を用

いた林（1993）の実験がある。その結果，小学校2年生

の干渉量はかな表記語で大きく，4年生，6年生ではか

な表記語，漢字表記語の間に差がなく，中学2年生や大

学生では漢字表記語での干渉量がかな表記語のそれを上

回ることが示され，意味処理仮説に一致するものであっ

た。しかし，この研究で用いられていた漢字刺激を吟味

してみると，その一部が小学校2年生の学習範囲に含ま

れないものだった。そのため2年生の漢字妨害語でのス

トループ干渉量が，かな妨害語よりも小さかった理由と

して，使用された漢字刺激への彼らの熟知度が低かった

ためだと解釈することも可能である。そこで，本研究で

は林（1993）の実験にあった刺激材料選択上の問題点を

改善した上で，改めて単語認知における表記差効果のメ

カニズムを検討することにした。さらに本研究では，林

（1988b）に倣って，ターゲット刺激と妨害語刺激の意味

関連性も独立変数の1つに加えた。ストループ干渉量へ

の表記差の効果に，林（1988b）で認められたような意味

勾配の効果が認められるか否かを発達的な視点から検討

するためである。

　ところでストループ干渉効果が，読みの可能になるか

なり早い年齢段階から認められることを示す研究は多い

（Ehri，1976，19771Ehri＆Wilce，197gl　Golinkoff＆

Rosinski，1976；Guttentag＆Haith，1978；Rosinski，

1977；Rosinski，Golinkoff＆Kukish，1975）。しかし，

これらは全て英語圏でのものであり，日本語を材料とし

た研究は今日までほとんど見当たらない。
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ストループ干渉効果の生起は，流暢な読みの基本となる

単語の自動的処理の完成の1つの証拠と考えられる。

従って読みを学び始めて間もない年齢段階を含めた種々

の年齢段階において，どの程度ストループ干渉効果が認

められるのかは興味深い問題である。本研究は，この点

でも有益な知見を提供するものと思われる。

方法

被験者：水戸市内の公立小学校2，4，6年生，計206名

（その内訳は2年生男児39名，女児37名，計76名，4年

生男児36名，女児40名，計76名，6年生男児30名，女児

24名，計54名）の中から，後述する単語識別能力に関す

る予備検査での合計得点が各学年の上位15番目まで（上

位群）の者と下位15番目まで（下位群）の者，30名ずつ

を各学年から選び小学生の被験者とした。さらにこの他

に，茨城大学の学生15名が本実験の被験者となった。小

学校各学年の被験児30名の男女の内訳は以下の通りだっ

た。2年生上位群，男児8名，女児7名，下位群，男児

13名，女児2名，4年生上位群，男児7名，女児8名，

下位群，男児12名，女児3名，6年生上位群，男児8名，

女児7名，下位群，男児9名，女児6名，大学生，男子

4名，女子11名。

刺激材料：ターゲットになる色刺激には青，赤，黄の3

色が用いられた。妨害語にはターゲット色を表す単語

（以下，色名語）3語を含めた計9語が用いられた。色

名語3語を除いた残り6語の妨害語の内訳は，3語が一

般名詞であると同時に色を表すのにも使われる単語（以

下，色関連語），残り3語が色名とは無関係な単語（以下，

中立語）であった。妨害語として色関連語および色に関

係のない中立語を加えたのは，林（1988）に倣いスト

ループ干渉量での表記差効果に意味勾配が見られるのか

否かを検討するためであった。もしストループ干渉にお

ける表記差の効果が，意味処理段階での各表記間の機能

の違いによるものなら中立語，色関連語，色名語の順に

ストループ干渉量における表記差の効果が顕著になるだ

ろうと予想された。

　ターゲット色と妨害語との関係は以下の4つの条件に

なる。（1）妨害語がターゲット色と同じ色の色名語条件

（以下，一致条件），（2）妨害語がターゲット色と不一致な

色名語条件（以下，色名語条件），（3）妨害語が色関連語で

ある条件（以下，色関連語条件），（4）妨害語が中立語であ

る条件（以下，中立語条件）。以上の4条件全てに，かな

表記条件と漢字表記条件とが作られた。

妨害語に使用された漢字は全て1字で表記されるもの

で，北尾ら（1977）の規準表に基づきその象形性，具体

価，熟知度が近似したものとした。またこれらの漢字の

全ては小学校2年生までに習得するものばかりであった。

表1に各条件で用いられた妨害語を示した。この他に統

制条件として直径7㎜の円をターゲット色で着色した刺

激条件（色パッチ条件）が設けられた。

表1　本実験で使用された妨害語の例

一致語／
　　　　　色関連語条件
色名語条件

中立語条件

かなあお・あか・き　そら・ひ・きんかぜ・おと・ふね

漢字　　青・赤・黄　　　空・火・金 風・音・船

色パッチ条件を含めた全9条件について，1条件に1

ぺ一ジを当てる形で刺激冊子が作られた。冊子の各ぺ一

ジには，1行4マスから成る刺激提示欄が30行×2列設

けられた。各行4マスの内，左端のマスは標準刺激提示

欄に当てられ，ターゲット色のいずれかで着色された妨

害語か色パッチ刺激が配された。残る3つのマス目は色

選択肢提示欄で，それぞれ異なるターゲット色で着色さ

れていた。各行ごとの色選択肢の並び方は無作為で，連

続する各行の間で選択肢欄での色の配列が同じものにな

らないように十分配慮された。

　冊子は，各条件に割り当てられた9ぺ一ジの他に，氏　／

名および一般的注意と実験課題の具体例を示した表紙

ぺ一ジ，さらに各条件に対応した数個ずつの練習問題を

記した練習用ぺ一ジを加えた全11ぺ一ジからなっていた。
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表紙には小学生の被験児にも課題内容が理解しやすいよ

うに「色えらび検査」と書かれていた。刺激冊子中で各

条件が全てのぺ一ジに均等に割り当てられるようにする

ため，刺激条件の配列順に関して異なる9種類の冊子が

作られた。マス目1つの大きさは，9㎜×23㎜で，その

うち色選択肢刺激として着色された部分の大きさは，

4㎜×23㎜であった。色パッチに使われた円の大きさは

直径7㎜であった。また，かなおよび漢字刺激の大きさ

は1文字が7皿m×7㎜であった。

手続き：ストループ干渉量の大きさは，被験者の単語識

別能力によって左右される可能性がある。特に小学生で

はこの単語識別能力にかなりの個人差が予想される。本

研究では小学生を被験者としたため，この点を事前に統

制することが必要だと思われた。また単語識別能力の高

低がストループ干渉量における表記差の効果にどのよう

に影響するかを調べることも興味深いと考えられた。そ

こで実験に先立ち単語識別能力に関する予備検査を小学

生の被験者についてのみ実施し，この結果に基づいて本

実験に参加する小学生の被験者を決定した。本研究では

大学生も被験者として実験に参加したが，本課題で用い

られる程度の単語に関する彼らの能力には差がないだろ

うと予想されたのでこの予備検査は実施しなかった。予

備検査の材料には，TK式読み能力診断検査（北尾，

1984）のうち単語識別能力を調べる下位検査課題1，2

が用いられた。これらの課題は，分かち書きせずに平か

なだけで書かれた有意味な文章（1の場合）と無意味な

文章（2の場合）の中から3文字以上の名詞を2分以内

にできるだけたくさん選び出すものであった。検査は，

検査者1名および補助者2名の監督のもとで各学年のク

ラスごとに集団で実施された。具体的な検査手続きは，

TK式読み能力診断検査の手引きに従った。この検査で

選ばれた小学生の被験者と大学生の被験者に対して以下

に述べるような手続きで本実験が実施された。

　本実験は，実験者1名と実験補助者2名の監督のもと

で各学年ごとに集団で実施された。小学生と大学生の実

験の実施日はそれぞれ別であった。被験者は，4（意味

的関連性の違い）×2（妨害語の表記）の8条件に色

パッチによる統制条件を加えた計9条件全てを行った。

各学年のそれぞれの被験者群ごとに，刺激条件の配列順

序の異なる9種類の冊子のそれぞれをできるだけ等しい

数だけ使うようにすることで，各刺激条件の実施順が被

験者間で相殺されるように配慮した。被験者の課題は，

刺激冊子の各ぺ一ジに30行×2列で組まれた刺激提示欄

のそれぞれ左端に描かれた色パッチあるいは妨害語の色

を同定し，その右隣の3つの選択肢欄の中でそれと一致

する色で着色されたものを選び，丸印をつけることで

あった。

　各被験者は，鉛筆を2，3本机上に用意してから・一般

的な実験手続きに関して以下のような諸注意を受けた。

（1）説明をよく聞き，例をしっかり理解してから練習に入

ること，（2）でたらめに印を付けないこと，（3）隣の人の答

を見ないこと，（4）時間を決めて行う課題なので，「はじ

め」と「やめ」の合図をよく守ること，（5）刺激課題を声

に出して読まないこと，（6）印を付け間違えたときには消

しゴムを使わず斜線を付けて示すこと等である。一般的

手続きについて質問の有無を確かめた後で，表紙に示さ

れた例を使いながら実験課題について以下のような教示

を行った。

　「今から色えらび検査の冊子を配ります。表紙を上に

して，学年，組，番号，名前を書き，男か女かを丸で囲

んで下さい。書き終えたら鉛筆を置いて，ぺ一ジをめく

らずにそのまま聴いて下さい。表紙の下に書いてある例

を見て下さい。左側の端に字か丸印が書いてあります。

この字か丸印のインクの色と同じ色をその右側に並べた

3つの色の中から選んで丸で囲んで下さい。間違えたら

消しゴムを使わず斜めの線を引いて正しいものに丸をつ

けなおして下さい。」

　この教示を終え課題内容に関する質問の有無を確認し

た後，各条件5セットずつ計45セットからなる練習用

ぺ一ジを開かせ実験課題遂行の練習に移った。練習刺激

45セットの内，最初の10セットは色パッチ条件か一致条

件，残り35セットは全て不一致条件に属するものだった。
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練習は2段階に分けて実施された。まず第1段階では最

初の10セットについてのみの練習を行わせた。この間，

実験補助者2名が机間巡視し，手続きの理解が不十分だ

と思われる被験者には個別に指示を与えるようにした。

ほぼ全員が第1段階の練習を終了したことを確認してか

ら残りの35セットの練習刺激による第2段階の練習に

移った。ここで再度，ここでの課題は言葉が意味する色

ではなくそれを着色した色を選ぶことであるという注意

を与えた。実験は1ぺ一ジ（従って各刺激条件につき）

30秒という時間制限法で行った。そこで事前にその時間

に慣れさせるためこの練習は本試行と同じ30秒に時間を

制限して実施した。その際，被験者には時間が短いので，

できるだけ素速く判断して多く印が付けられるようにと

いう指示を行った。練習終了後，再び質問の有無を確認

の上で本試行に移った。

　本試行では，まず全員が鉛筆を手にしたことを確認し

てから，「はじめ」の合図で作業を開始させ，「やめ」の

合図で作業を終了させた。各条件での作業遂行制限時間

は30秒であった。本試行では，被験者が途中のぺ一ジを

飛ばして未遂行の条件が出るのを防ぐため，「はじめ」の

合図に先だってその回に遂行すべきぺ一ジ数も合わせて

指示するようにした。

　　　　　　　　　結果

　被験者ごとに各条件ごとの全作業数から誤反応数を引

いたものを求め，これを正反応数とした。全作業数とは，

各条件において被験者が色の選択を行うことができた刺

激セット数のことで，そのうち間違った色が選択された

刺激セットの数を誤反応数とした。課題遂行途中に被験

者が自分で間違いに気づき，丸印の付け直しを行った刺

激セットは誤反応とした。次に被験者ごとに各妨害語条

件の正反応数から統制（色パッチ）条件の正反応数を引

いた値を求めこれを各個人の各条件ごとのストループ干

渉量とした。続いてさらに，被験者ごとに各条件でのこ

のストループ干渉量を統制条件での正反応数で除したも

のを求め，これをストループ干渉率とした。このスト

ループ干渉率を角変換した上で以下に示したような分析

を行った。

　まず，小学生で得られた結果について，3（学年）×

2（単語識別能力）×4（妨害語の意味属性）×2（妨

害語の表記）の4要因の分散分析を行った。その結果，

妨害語の意味属性の主効果（F＝15．05，df＝3／252，p＜

0．001），学年×妨害語の表記の交互作用（F＝5．11，df＝

2／84，p＜0．01）が有意であり，学年×単語識別能力の交

互作用が有意傾向を示した（F＝2．46，df＝2／84，pく

0．1）。

　妨害語の意味属性の主効果について多重比較を行った

ところ，色名語条件の干渉率が他のいずれの条件よりも

大きく，他の3条件問では干渉率に差がないことが示さ

れた。この結果を示したのが図1である。

一致条件　　　色名語条件　　色関連躇条件　　中立語条件

　　0
　　－2

　　イ
干　　．6

渉
率　’8

（％）一10

　－72

　－74

図1　妨害後の意味属性による干渉率の違い（小学校2、

　　　4、6年生の場合）

　学年×妨害語の表記の交互作用が有意だったので，各

単純主効果を分析した。この交互作用を示したのが図2

である。その結果，2年生における表記条件の主効果の

みが有意であった（F＝11．28，df＝1／84，P＜0．005）。こ

れは，4年生，6年生の干渉率には表記差効果がなかっ

たのに対して，2年生では，かな表記条件での干渉率が

漢字表記条件での干渉率よりも大きかったことを反映し

ている。

　学年×単語識別能力の交互作用は有意ではなかったも

のの，その傾向を示していたので，試みにそれぞれの単

純主効果の分析を行ってみた。その結果，2年生の単語

識別能力下位群での干渉量が，上位群の干渉量よりも大
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0

一2

干　　．4

渉

率
　　・6
（％）

一8

・10

図2

2年生 4年生 6年生

学年ごとの干渉率に見られた表記差効果（小学校

2、4、6年生の場合）

　　0
　　－2

　　－4

干　．6

渉
率　一8

（％）．10

　　・12

　　－14

2年生 4年生 6年生

一2

干　　一4

渉

率　　・6

（％）

　　一8

図3　各学年での干渉率で見られた単語識別能力効果

　　　（小学校2、4、6年生の場合）

きい傾向が認められ（F＝3．28，df＝1／84，0．05＜p＜

0．1），これがこの交互作用の理由であることが示された

（図3参照）。

　次に，大学生の成績との比較を行うため，小学生の被

験者中の単語識別能力上位群の成績を用いて，4（学

年）×4（妨害語の意味属性）×2（妨害語の表記）の

3要因の分散分析を行った。その結果，妨害語の意味属

性の主効果のみが有意となり（Fニ12．21，df＝3／168，p

＜0．001），他に学年×表記の交互作用に有意傾向が認め

られた（F＝2．39，df＝3／56，0．05＜p＜0．1）。そこで，

意味属性の主効果について多重比較をしてみたところ，

色名語条件のストループ干渉率が他の3条件すべてのス

トループ干渉率よりも有意に大きくなり，色名語条件を

除く3条件間には有意差のなかったことが示された（図

4参照）。学年×表記の交互作用が有意傾向を示したので，

試みにその単純主効果を分析した。その結果，いずれの

0

一致条件　　　色名語条件　　色関連語条件　　中立語条件

　・10

図4　妨害後の意味属性による干渉率の違い（小学校2、

　　　4．6年生上位郡およぴ大学生の場合）

干

渉

率

（％）

2
1
0

－1

・2

・3

－4

・5

－6

－7

－8

2年生 4年生 6年生 大学生

図5　学年ごとで見られた干渉率への表記差効果（小学

　　校2、4、6年生上位郡および大学生の場合）

表記条件でも学年の効果は有意ではなかった。他方，妨

害語の表記条件の効果は，2年生（F＝3．06，df二1／56，

0．05＜p＜0．1），6年生（F＝2．20，df＝1／56，0．1＜P＜

0．15），大学生（F＝2．15，df＝1／56，0．1＜p＜0．15）の

3学年で有意傾向を示した（図5参照）。これは，2年生

で漢字表記条件よりもかな表記条件でのストループ干渉

率が大きく，6年生と大学生ではこれが逆転していたこ

とを反映している。

考　　察

　本研究は，表記の異なる単語（ここでは漢字表記語と

かな表記語）の認知過程の違いをストループ課題を用い

て発達的な視点から検討することを目指して行われた。

従来，いくつかの研究において表記差による単語認知過

程の違いがストループ干渉の相対的な大きさに反映され

ることが示唆されてきた（Biederman＆Tsao，1979；

Morikawa，1981；Morikawa＆Kashiwazaki，1987；
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Shimamura，1987）。すなわち漢字や中国語の文字での

干渉量が，かなやアルファベットでの干渉量よりも大き

くなると言うのである。こうした現象の説明として，漢

字をはじめとする語標文字（1φgograph）の処理過程が絵

や色の処理過程と重複しているためだということが言わ

れてきた。具体的には，漢字は形態的に複雑であるため，

その知覚的処理が絵や色の処埋に優れた右大脳半球で行

われるというもの，あるいは，漢字が絵や色と同様，音

韻的再符号化無しに意味情報にアクセスできると仮定す

るもの等である。これに対して，林（1988b）は，スト

ループ干渉量に見られる表記差効果が，妨害語の意味属

性に依存することを示し，漢字とかなの単語認知過程の

違いは意味処理段階での両者の機能の違いにこそ求めら

れるべきだとする考え方を提案した。

　本研究では，単語認知における表記差効果についての

これら2つの仮説を比較検討するのに発達変数を導入す

ることが有効だろうと考えた。それは次のような理由に

よる。すなわち，漢字とかなの差に関して処理半球の違

いを仮定するにせよ，音韻的再符号化の有無を仮定する

にせよ，いずれもその表記に固有的な要因で，被験者側

の要因とは独立であることに違いはない。だとすれば，

いずれの要因がストループ干渉での表記差効果の背後に

あるにせよ，ストループ干渉での表記差効果のパターン

そのものは被験者の年齢の違いに関わらず不変だと仮定

できるはずである。

　他方，ストループ干渉量における表記差の効果が，意

味的水準における漢字表記語とかな表記語の機能の違い

に基づくのなら，両表記語がストループ干渉量におよぼ

す効果は被験者の年齢とともに変化するはずである。そ

れは，次のような理由による。日本語の読み教育の特徴

から，我々の持つ語彙表象は，その習得初期において漢

字表記語よりもかな表記語を通してまず形成されていく

と考えられる。従って，読み習得の初期の時点では，意

味を限定する働きには漢字表記語とかな表記語の間で差

がないか，むしろかな表記語からの意味抽出の方が容易

かもしれないと予想されるからである。

　さて本研究の結果は，年齢が異なると，より大きなス

トループ干渉効果をもたらす妨害語の表記が異なること

を示していた。本研究と同様の考え方で，発達的な視点

からストループ干渉における表記差効果を検討したもの

に林（1993）があるが，そこで得られた結果も本研究の

結果と完全に一致するものであった。すなわち，いずれ

においても，低学年の2年生では，かな表記語でのスト

ループ干渉量が大きく，高学年の6年生や大学生では漢

字表記語でのストループ干渉量が大きい。他方，4年生

では漢字表記語とかな表記語でのストループ干渉量に差

がないというものである。これらの結果は，単語処理に

おける表記差効果に関して音韻的再符号化の有無や優位

大脳半球の違いを仮定する考え方とは一致せぬものであ

り，林（1988b）の意味処理仮説を支持する結果であった

と言える。

　ところで，林（1993）の研究では，使用された漢字刺

激の一部に2年生の児童に未習得のものが含まれていた

ため，この結果が2年生児童での両表記の意味的機能の

違いを反映しているのか，単に両表記語への親近度の違

いを反映しているのかが不明だという問題があった。し

かし本研究で使用された漢字刺激は，全て2年生の子ど

もにとっても十分親近度の高いものばかりであり，そこ

でも再び同様の結果が得られたことからこの種の疑義を

完全に払拭したと言えよう。

　本研究では，被験者の年齢とともにターゲット色に対

する妨害語の意味属性も併せて操作された。これは林

（1988b〉の手続きに倣ったもので，ストループ干渉での

表記差効果が意味処理段階で生じるなら，妨害語の意味

属性との交互作用が観察できるかもしれないとの予想に

基づくものだった。分析の結果，妨害語の意味属性の効

果が認められ，ストループ干渉が意味処理段階で生じて

いることが確認された。しかし，残念ながら妨害語の意

味属性と表記との交互作用は認められず，この点では林

（1988b）と異なっていた。この理由として両実験での手

続きの違いが考えられる。林（1988b）では瞬間提示法を

使った個別実験事態で試行ごとの反応時間を比較するも
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のであった。これに対して本研究は，集団実験事態で行

われ，指標も制限時間内での総作業数を用いていた。1

作業ごとの遂行時間が条件ごとに異なれば，制限時間内

での総作業数も違うはずだという前提でこの手続きが採

られたのである。しかし，ストループ課題のような本来

エラー・フリーな課題では，作業数を指標としたのでは

本研究で目指したような微妙な条件間の差異を検出する

には不利だったと思われる。今後，個別実験事態での反

応時間を指標としてさらにこの点は検討する価値がある

だろう。

　ストループ干渉効果が読み学習のかなり早い段階から

見られることは，英単語を刺激材料とした実験ではこれ

まで多く報告されてきている（Ehri，1976，1977；Ehri

＆　Wilce，1979；Golinkoff＆　Rosinski，19761

Guttentag＆Haith，1978；Rosinski，19771Rosinski，

Gρlinkoff＆Kukish，1975）。ストループ干渉効果の生

起は，単語の自動処理が完成していることを示している

と考えられるので，英語を母国語とする子どもの場合，

読み学習の開始後それほど時間を経ずに単語処理が自動

化されることを示すものとしてそれらの資料は解釈され

てきた。本実験においても，小学校2年生で既にかなり

のストループ干渉効果が見られることが明らかにされた。

このことは，習得言語に関係なく，書き言葉の学習開始

後それほど期間を置かずに単語の自動的処理が行われる

ようになることを示している。しかし単語の処理効率そ

のものは自動的処理の完成以降もさらに改善されていく

ように思われる。例えば，小学2年生のストループ干渉

率は，単語識別能力下位群で単語識別能力上位群よりも

大きかったが，4年生，6年生ではその種の差がなかっ

たが，これは単語の自動的処理の完成以降も続く処理効

率の改善の発達的な変化を反映したものと考えることで

解釈できる。すなわち2年生では単語の自動的処理が可

能になっているものの，その効率には大きな個人差があ

り，処理効率の劣る一部の被験者は他の被験者群に比べ

て不必要に大きな処理容量を単語処理に奪われる結果と

なり，これがストループ干渉率を大きくしていたと考え

られる。他方，4年生以降ではそうした違いがなくなり，

従ってストループ干渉率にも差がなかったと考えられる。

大学生まで含めたストループ干渉率の年齢ごとの変化を

見ると，2年生から4年生までいったん増加し，4年生

をピークにしてそれ以降6年生から大学生にかけて減少

していくのがわかるが，この結果も上述のような単語の

自動的処理の完成以降も続く処理効率の改善ということ

を考えればうまく説明できるだろう。単語の自動処理と

その効率との関係は，今後別の課題等を用いて検討して

みる価値があると思われる。

要　約

　漢字表記語とかな表記語とをそれぞれ妨害語としたス

トループ干渉課題を用いて発達実験を行うことで，表記

の違いが単語認知過程にどのような違いをもたらすのか

が検討された。その結果，単語認知における表記差効果

を説明するものとして，音韻的再符号化の有無や処理の

優位半球の違いを仮定するよりも意味処理過程での漢字

表記語とかな表記語の違いを仮定した方がよいことが示

された。
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SUMMARY

　　　　Significant　differences　have　been　found

between　Stroop　color－word　interference　in　Kanji

script　and　in　Kana　script．Two　hypotheses　have

been　proposed　to　explain　the　underlying　mecha・

nisms　of　this　script－type　effect　on　Stroop　phenom・

enal　differentia1－perceptual　processing　and　differ・

ential－semantic　processing．The　differentia1－per・

ceptua1－processing　hypothesis　predicts　that　the

locus　of　the　script－type　effect　on　Stroop　interfer－

ence　is　attributable　to　the　perceptual　level　of　pro・

cessing　Kanji　and　Kana　script；the　differential－

semantic－processing　hypothesis，on　the　F　other

hand，　predicts　that　the　locus　of　the　script－type

effect　on　Stroop　interference　is　attributable　to　the

semantic　level　of　processing　script．

　　　　The　present　study　was　designed　to　investi－

gate　the　underlying　mechanism　of　the　script－type

effect　on　Stroop　phenorpena　from　a　developmental

point　of　view．The　participants　were90children

in　the　second，fourth，and　sixth　grades（30from

each　grade）and15university　students．They　were

given　the　group　version　of　the　Stroop　color－word－

interference　task．The　independent　variables　were

the　script　type　（Kanji　or　Kana）of　distracter

words，semantic　relatedness　between　target　colors

and　distracter　words，and　the　age　of　the　partici－

pants．Four　condition　of　semantic　relatedness

between　target　colors（blue，red，and　yellow）and

distracter　words　were　constmcted：（1）a　congment一

word　condition　in　which　the　color　word　was

printed　in　a　congruent　color（e．9．，the　distracter

word赤［RED］showninredprint）；（2）an

incongment－word　condition　in　which　the　color

word　was　printed　in　an　incongruent　color（e．g．，

thedistracterword赤［RED］showninblue
print）1（3）a　color－related－word　condition　in　which

the　color－related　word　was　printed　in　an

incongruentcolor（e．g．，thedistracterword空

［SKY］shown　in　red　print）；and（4）a　neutra1－

word　condition　in　which　a　non－color　word　was

printed　in　one　of　the　target　colors　（e．9．，　the

distracter　word風［WIND］shown　in　blue　print）．

These　four　conditions　were　presented　with　both

Kanji　and　Kana　distracter　words，which　led　to

eight　Stroop　conditions．In　addition　to　the　Stroop

conditions，there　was　a　symbol　condition　in　which

a　circle　was　shown　in　one　of　the　target　colors．

Thus，each　subject　responded　to　a　total　of　nine

conditions，with　a　set　of　nine　separate　stimulus－

presentation　sheets　provided　to　each　student．

Each　sheet　was　divided　into60equal　cells　consist－

ing　of　four　boxes．The　sheets　contained　only　one

of　the　nine　conditions　on　a　page．The　distracter

stimulus（a　colored　word　or　a　colored　circle）was

placed　in　the　left－end　box　and　the　remaining　three

boxes　contained　three　different　color　choices

printed　in　blue，yellow，and　red．Each　subject

was　asked　to　identify　the　color　of　the　distracter
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stimulus　in　each　cell　by　drawing　a　circle　under　the

matching　color　from　the　three　target　colors．The

presentation　order　of　the　nine　experimental　condi－

tions　was　randomly　counterbalanced　for　all　partici－

pants．Thirty　seconds　were　allowed　to　complete

each　page　of60items．The　dependent　variable　was

the　number　of　correctly　matched　items　in　each　con－

dition．

　　　　　　　The　differential＿perceptual－processing　hypo－

thesis　predicts　that　the　amount　of　interference

should　be　consistently　greater　in　the　presence　of

conflicting　Kanji　words　than　Kana宙ords　regardless

of　age　leve1．In　contrast，the　differentia1－semantic一

processing　hypothesis　predicts　that　the　amomt　of

interference　should　show　an　interaction　between　the

script　type　of　conflicting　words　and　the　subject’s　age

（grade）level．The　results　showed（1）a　greater　inter－

ference　for　the　conflicting　Kana－word　condition

than　for　the　conflicting　Kanji－word　condition　for

second　graders　and（2）the　reverse　interference　pat－

tem　for　sixth　graders　and　university　students．No

script－type　effect　appeared　on　the　amount　of　inter－

ference　on　conflicting　words　for　fourth　graders．

These　results　are　compatible　with　the　differentia1－

semantic－processing　hypothesis　of　the　locus　of　the

script＿type　effect　on　Stroop　interference．
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