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『赤い鳥』のグラビァ版画報に関する研究＊

北海道教育大学仲本美央＊＊

1　はじめに

　これまでに，『赤い鳥』の児童出版美術（童画）に関

する研究（仲本，1996）の中で，『赤い鳥』の児童出版

美術（童画）の表紙絵・口絵・挿絵・飾り絵において活

躍した画家やその執筆回数，絵柄の内容とその特徴，読

者から見た『赤い鳥』の児童出版美術（童画）などにつ

いての研究を行ってきた。

　この研究では，一般的に「書籍・雑誌などの巻頭にい

れる絵や写真」と言われている口絵の内容に関する調査

も行った。その中で，口絵の内容の一つとしてあげられ

たグラビア版の絵画・図・表や写真を取り扱った画報の

豊富な内容と，その画報の出現によって変化しはじめた

『赤い鳥』にたいへん興味を引かれた。

　前期『赤い鳥』の第十三巻第一号を境に画報と称した

科学図譜・写真図譜が取り入れられた。それまでの口絵

に載せられていた雑誌中の童話の一場面が描かれた童画

のファンタスティックさやメルヘンさのある雰囲気とは

うって変わり，リアリティにあふれた動物の生態や世界

の生活・地理などの図・表や写真が載せられ，そこには

徐々に教育的配慮が加えられていく変化がうかがえた。

　テレビなどのなかった当時の子どもたちにとっては，

絵画・図・表，写真という形ではあっても，世界の様々

な生活や地理，動物などを目にすることは，かなり衝撃

的なものであったのではないだろうか。

　そこで，本研究では，『赤い鳥』の複刻版本126冊を調

査対象に，平成8年10月から平成9年2月にかけて，当

時の子どもたちが目にしてきた画報の内容を調査し，そ

の当時の時代的・教育的背景，児童文学史などとの関連

をふまえながら考察する。これによって，その時期の『赤

い鳥』にどのような意図があり，子どもたちにとってそ

の画報がどのような役割を持っていたのか，また，その

当時の出版されていた児童出版物やその後の児童出版物

との関連性・影響などを明らかにしていく。

II方法

（1）調査対象

・『赤い鳥』複刻版本全196冊中グラビア版の画報が載

　せられている126冊。

［前期］第十三巻第一号～第二十二巻第三号

　　［1924（大正13）年7月～1929（昭和4）年3月］

［後期］第一巻第一号～第十二巻第三号（追悼号）

　　［1931（昭和6）年1月～1936（昭和11）年10月］

（2）調査内容

　1）『赤い鳥』複刻版本126冊のグラビア版の内容を調

　　べる。

　2）グラビア版の内容を万有百科大辞典（1）の構成に従

　　い，カテゴリー分けをする。（どの項目にも該当し

　　なかったものは，一つのカテゴリーとして作るもの

　　とした。）

　3）各カテゴリーの内容をまとめ，考察する。
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1”　結果および考察

（1）画報の内容と出現回数

〈表1〉画報（グラビア版）の内容とその出現回数

A B C D E F G H 1 」 K L M N 0 P Q R S

前期

絵画・図・表 ，11 1 0 4 O 0 0 0 1 O 2 6 1 15 3 O O 20 0
写　　　真 5 7 2 7 15 9 2 1 20 1 18 7 8 37 14 2 4 O 2

合　　計 16 8 2 11 15 9 2 1 21 1 20 13 9 52 17 2 4 20 2

前期

絵画・図・表 2 0 0 1 0 0 0 0 O O 1 1 0 1 0 0 0 0 O
写　　　真 4 16 13 3 63 33 4 3 153 O 23 0 10 70 19 8 6 O 14

合　　計 6 16 13 4 63 33 4 3 153 0 24 1 10 71 19 8 6 0 14

A…美術

B…音楽・演劇

C…哲学・宗教
D…歴史

E…地理

F…民族

G…政治・社会

H…経済・産業
1…生活

J…医学

K…科学技術

L…宇宙・地球
M…植物

N…動物

0…戦争

P…学校

Q…王族関係

R…推奨自由画

S…その他

　『赤い鳥』のグラビア版の画報は，前期『赤い鳥』の

第十三巻第一号（1924［大正13］年7月）から口絵に登

場した。『赤い鳥』創刊から6年後のことである。画報

が掲載しはじめた頃は，それまでの形式であった雑誌中

の童話の場面が描かれた口絵に，昆虫・動物など生態や

宇宙・地球に関する内容を取り上げた科学図譜の口絵と，

山本鼎が児童の自由画教育の一環として行っていた読者

投稿自由画作品を載せた口絵を加えたものであった。

　第十六巻第一号（1926［大正15］年7月）には，それ

まで2～3ページであった口絵が5～6ページになり，

さらに，第十六巻第二号以降に読者投稿自由画作品が載

せられなくなったことによって，自動車や飛行機といっ

た科学技術に関する内容や地理，歴史，動物，生活風景，

戦争，美術作品，医学，王族関係，植物，音楽・演劇，

政治・社会，経済・産業，学校などといった内容の絵画

・図・表や写真などが掲載され始めた。これは，それま

でよりも内容が濃いものになり，徐々に画報の絵画・図

・表や写真が重要な位置を占めてきたことを示すのでは

ないだろうか。

　前期『赤い鳥』の第十三巻第一号から第二十三巻第三

号までは，〈表1＞からもわかるように，52回出現した

動物が主な中心内容であった。これは，前期『赤い鳥』

画報の前半の多くが，動物の生態を取り扱った科学図譜

や写真が中心的であったからだといえる。また，〈表2〉

から，前期で64回出現した絵画・図・表が後期の6回の

出現回数と比べて多いこともわかる。これは，動物の生

態を取り扱った科学図譜が多く取り上げられたことや，

外国人画家の美術作品や児童自由画の出現回数が多かっ

たからである。

　以上のような前期『赤い鳥』に変わり，1929［昭和4］

年3月に復刊した後期『赤い鳥』の口絵は，すべてがグ

ラビア版の画報となった。それまでに載せられていた雑

誌中の童話の内容が描かれたページがなくなった分，一

つの雑誌中に平均6～7枚の写真が載せられ，多いとき

には，8，9枚の写真が載せられる場合もあった。

　〈表1＞からわかるように，後期『赤い鳥』の内容の

ほとんどは153回出現した生活，71回の動物，63回の地

理，33回の民族，24回の科学技術，19回の戦争の内容で
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〈表2〉画報（グラビア版〉の形式

絵画・図・表 写　真 合計
前　期 64 161 225

後　期 6 442 448

合　計 70 603 673

あった。

　また，〈表2＞から絵画・図・表の6回の出現回数に

比べ，写真の442回の出現回数が圧倒的に多いことがわ

かる。前期のような児童自由画や科学図譜などが載せら

れなくなったことや，全項目において形式が，絵画・図

・表から写真へと変化したことからであろう。そこには，

子どもたちに，よりリアリティのあるものを与えようと

する教育的配慮がうかがえる。

　全体的に『赤い鳥』の画報は，〈表2＞からわかるよ

うに673回もの出現回数であった。また，その内容は様々

であり，特に世界に関する項目や，動物・植物の生態，

科学技術，戦争など，子どもたちが普段，目にすること

ができない内容に焦点が当てられていたように思われる。

実際にそれは，当時の子どもたちにとって衝撃的なもの

であり，興味を引き，楽しめる内容のものであったので

はないだろうか。

（2）各カテゴリー別の内容

A．美術

　美術の項目には，絵画，彫刻，建築，工芸，書，デザ

インなどの世界各国の美術に関する内容が含まれる。

　美術に関係する絵画・図・表の前期は，ヨセフ・イス

ラエルスの「出船」やコローの「朝」などの外国人画家

によって描かれた生活風景画や，貴族や歴史上の科学者

（コペルニクス，ガリレオ・ガリレイ）などを題材にし

た肖像画，トロイの木馬の一場面が描かれた絵画，北欧

民族の伝説の雲の女神が描かれた絵画，賛美歌の合唱が

描かれた絵画，本物の肖像画とその当時の人々の嗜好に

あった顔に描き直した肖像画を見比べたものなどが載せ

られていた。

　後期は，ジョシュアレイノルドの描いた貴族の「お坊

ちゃまとお嬢さま」の肖像画やヨセフ・イスラエルスの

「お乳」などが載せられていた。

　美術に関係する写真の前期は，ドイツの美術家たちが

浜辺に集まって作った人魚の彫刻や，エジプトとギリ

シャの古代のスポーツが彫られた彫刻，アフリカの土人

が作った彫刻，インドの建築物で風の殿堂と呼ばれる建

物，日本の金の饒などが載せられていた。

　後期は，シリアの海岸にある古城や，ハンガリーのブ

タペストにある構築，イギリスのピーターパンの銅像，

ペルシャのシャーピル王の彫刻などが載せられていた。

　全体的に美術の項目内容は，風景画・肖像画などの絵

画，歴史的・美術的な彫刻，美術的建築物が主であった。

大正期の主要な美術教育は，個性を尊重し，子どもの自

由な創造性を伸ばすために，自由図画教育が行われた時

代である。美術作品を鑑賞する教育は，昭和8年から使

用された国定図画教科書からの導入である（日本近代教

育史辞典編集委員会，1971）。学校教育より先駆けて，『赤

い鳥』が世界の美術作品を鑑賞教育として画報に取り上

げたとするならば，美術教育面では，今後の美術教育の

見通しを持って，発展的な内容に取り組んでいたと言え

よう。

B．音楽・演劇

　音楽・演劇の項目には，音楽，演劇，舞踊，オペラ，

バレエ，伝統芸能，民族芸能，大衆芸能，映画などに関

する内容が含まれる。

　音楽・演劇に関係する絵画・図・表の前期は，三十五

種類の西洋楽器が描かれた絵画が載せられ，後期には，

音楽・演劇に関する項目の出現は全くなかった。

　音楽・演劇に関係する写真の前期は，ギリシャ・デン

マーク・アメリカなどの世界各国の民族舞踊や，動物な

どと一一緒に遊戯をするドィツの大曲馬団（サーカス団〉，

アメリカの綱渡りなどの危ない芸当，ロシアとイタリア

の人形芝居などの写真が載せられていた。

　後期は，学校行事で楽器を弾く姿や，前期と同様なマ

レーシア・アフリカ・ギリシャ・ボルネオ島・ユーゴス
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ラビア・ノルウェー・インド・支那などの世界各国の民

族舞踊，ルーマニアの祭りで大笛を吹いている姿，イン

ドの歌手が歌っている姿，支那の馬上で遊戯する姿など

の写真が載せられていた。

　全体的に音楽・演劇の項目では，民族舞踊や曲馬団，

曲芸が主であった。

　民族舞踊に関しては，様々な国の舞踊が取り上げられ

ていたので踊りだけでなく，衣装などから文化差が見ら

れ，異国・異民族における違いが現れていた。

　昭和の初期にサーカスと呼称が変わる曲馬団は，日本

においても江戸時代から興行していたもので，『赤い鳥』

の時代も大変人気があったようである。その当時，日本

の曲馬団はあったのはさることながら，昭和の初期など

には外国からも曲馬団が訪れていた（相賀徹夫，1973）。

このような時代背景から，画報に世界の曲馬団や曲芸の

写真が載せられたのであろう。

C．哲学・宗教

　哲学・宗教の項目には，哲学，宗教，神話，言語，心

理，教育などに関する内容が含まれる。

　哲学・宗教に関係する絵画・図・表は，前期・後期と

も全く無かった。

　哲学・宗教に関係する写真の前期は，スペインの土地

の人が悪魔の橋と信じている橋や，地中海のマルタ島の

内部に騎士のしゃりこうべが飾られている寺院の写真が

載せられていた。

　後期は，インドの佛教祭・ハンガリーの収穫祭・謝肉

祭といったような宗教的行事やビルマの佛像，ニゲリア

のお弔い用の作り物，支那・シャム・ネパール・インド

の寺院，イタリアの葬式，支那のたくさんの石像で表し

た地獄の光景，日本の高野山の山門などの写真が載せら

れていた。

　全体的に哲学・宗教の項目は，世界各国の宗教的な内

容が主であった。その内容は日本にはない，怪奇的な宗

教心・宗教的造型物・宗教的行事が写真に写し出されて

いる。

D．歴史

　歴史の項目には，世界の歴史，考古学，武芸，風俗，

神話，生活などに関する内容が含まれる。

　歴史に関係する絵画・図・表の前期は，ペリーの艦隊

がやってきた際に日本皇帝への献上品を横浜の海岸の空

き地に陳列した時の図や，原始時代の人間の生活の想像

図，ステゴザウルスのような恐竜，氷河時代の動物が載

せられていた。

　後期は，人骨や紙に描かれた世界各国の古代の絵画が

載せられていた。

　歴史に関係する写真の前期は，イースター島・メソポ

タミアなどの遺跡，ピラミッド・コロンブスなどの墓，

信玄と謙信の鎧，ノルウェーの独立記念碑，近藤重蔵（和

船で探検調査をしてロシア人の侵入に対して防備した国

民の勇士〉の石像，アフリカの歴史的巨像の写真が載せ

られていた。

　後期は，ギリシャの治療用劇場の遺跡，明朝時代の帝

王などの墓，英国博物館とアメリカのペンシルバニア大

学が共同で掘り出したメソポタミア平野の古代の都の写

真が載せられていた。

　全体的に歴史の項目は，世界的に有名な歴史的造型物

が多く取り上げられていた。

　当時の国史という教科書の中では，児童の理解を考慮

して，表現等を詳細かつ豊富にしていたが，内容的には

国家主義的性格が強化されていたため，日本の歴史しか

扱われていなかった（日本近代教育史辞典編集委員

会，1971）ようで，画報のこのような写真は，世界の歴

史に関する最も教科書に近い役割を果たしていたもので

はないだろうか。

E．地理

　地理の項目には，自然，人文などに関する世界地理の

内容が含まれる。

　地理に関係する絵画・図・表は，前期・後期とも全く

なかった。

　地理に関係する写真の前期は，日本の富士山・ヒマラ

ヤ大雪峰などの山や，ギリシャの運河・アフリカの滝河
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などの川，南極の大浮氷群，北極の大氷河，ニュージー

ランドやアメリカの温泉，ハワイやフィリピンの田畑，

．アメリカの大渓谷，ドイツの雪景，ノルウェーの峡江，

蒙古の砂漠の写真が載せられていた。

　後期は，日本・アメリカ・中国・エジプトなどの世界

各国の川や，アラスカ・インド・アメリカ・アフガニス

タンなどの山，アフリカや蒙古の砂漠，北極・南極の雪

景，ブラジル・アメリカ・スウェーデン・メキシコなど

の世界各国の首都市や町並みの風景，アメリカ・蒙古な

どの湖，ダルニー島の珊瑚礁，スペインのオリーブ畑の

写真が載せられていた。

　全体的に地理の項目は，世界の山・川・雪などの自然

風景，世界各国の首都市や町並み風景など，世界の地理

的風景が主であった。

　大正から昭和初期にかけてはの地理の教科書は，自由

主義的な教育思潮に基づく地理教育から，国家主義・軍

国主義的な色彩の強い地理教育を行った時期へと変化し

たが，歴史の教科書と同様に日本の地理しか扱っていな

かった（日本近代教育史辞典編集委員会，1971）ようで，

画報のこのような写真は，世界の地理に関する最も教科

書に近い役割を果たしていたものではないだろうか。

　また，現在のように世界を簡単に行き来できる時代で

はなかった当時の子どもたちにとっては，世界の国々と

は未知の世界であり，美しい風景写真を目にすることで，

世界への夢に胸を膨らませていたのではないだろうか。

F．民族

　民族の項目は出現回数が多かったため，地理の項目か

ら一つの項目として作った。この項目には，世界の民族

に関する内容が含まれる。

　全体的に民族の項目には，世界各国の『土人』の生活

風景・習慣を取り上げられている。『赤い鳥』雑誌中で

は，『土人』と『エスキモー』という言葉で写真の題名

や内容が記されているため，本論文中もそのままの言葉

で用いることとする。

　土人という言葉には，①その土地に生まれ住む人，②

未開の土着人という二つの意味があげられる（新村

出，1995）が，ここで扱われた写真は，どちらの意味も

含まれているようである。

　民族に関係する絵画・図・表は，前期・後期とも全く

なかった。

　民族に関係する写真の前期は，ニューギニアの『土人』

が暮らす家や，アザラシを狙い狩りをしているエスキ

モー人，エチオピア『土人』の女性の生活風景，アフリ

カの『土人』の獅子狩り，オーストラリアの『土人』の

十三種類の武器，アフリカの『土人』がカバやキリンの

皮を剥いでいる光景，舌を出して挨拶をしているチベッ

ト人，『エスキモー』（イヌイット）の女性が網で鳥をす

くい捕っている光景の写真が載せられている。

　後期は，オーストラリアやメキシコ・サイプラス島・

イタリア・アルバニア・ニアスなどの『土人』の風俗や，

アメリカの北米『土人』の生活風景，アフリカ・スマト

ラ・フィリピン・アメリカの『土人』が暮らす家，アフ

リカ『土人』のライオン狩り，シューダン『土人』の魚

捕り，アフリカの『土人』の成人式，インドの『土人』

が真珠を取る光景，アフリカの『土人』の火わたりの写

真が載せられていた。

　全体的に，民族の項目は，様々な国々の生活風景が主

であった。

　民族で取り上げられた写真は地理や歴史の項目以上に

日本という国との文化差が明らかにうかがえる。特に，

身にまとった民族衣装，ライオンなどを食べる食生活，

植物の枯れ草などで作った家などの衣・食・住に関して

は，子どもたち自身の生活習慣との違いに驚きを感じた

のではないだろうか。

　民族の項目は，歴史・地理の項目と同様に，当時の教

科書自体が日本に関する事柄だけしか取り上げていな

かったため，世界の事柄を知る上では教科書的な役割を

果たしていたのではないだろうか。

G．政治・社会

　政治・社会の項目には，政治，法律，国際，社会など

に関する世界事件が含まれる。

　政治・社会に関係する絵画・図・表は，前期・後期と
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も全くなかった。

　政治・社会に関係する写真の前期は，スコットランド

の船の沈没事件や，イギリスの岩礁にぶつかった船の事

件，石油の爆発の写真が載せられていた。

　後期は，イギリスの遭難者を救い上げる救命艇，アメ

リカの探検船の遭難，砂漠を巡査しているアラビア人の

姿の写真が載せられていた。

　全体的に政治・社会の項目は，船や石油に関する事件

・事故が主であった。

　現代の子どもたちにとっては事件や事故といっても各

種メディアからの情報が氾濫している世の中なので，大

して珍しい写真ではないが，テレビがなく，新聞などを

読む習慣がなかったり，新聞を読む能力に達していな

かった子どもたちにとっては，とても衝撃的なものでは

なかっただろうか。

H．経済・産業

　経済・産業の項目には，経済，産業，経営，簿記，会

計，統計，労働などに関する内容が含まれる。

　経済・産業に関係する絵画・図・表は，前期・後期と

も全くなかった。

　経済・産業に関係する写真の前期は，アメリカ，イギ

リス，スペイン，スウェーデンなどの十一種類の貨幣の

写真が載せられていた。

　後期は，ダイヤモンドの炭鉱やヴァージニアの石炭の

荷卸し，ターキスタンの商業者の隊商の姿が載せられて

いた。

　全体的に経済・産業の項目は出現回数は少なく，産業

に関する内容が主であった。

　日本では，明治産業革命以降に，炭田が数多く形成さ

れ（相賀徹夫，1973），『赤い鳥』が創刊されていた当時

も炭鉱で働く人々は多かったと思われる。このようなこ

とから，炭鉱や石炭の荷降ろしなどの写真を取り上げた

のではないだろうか。

1．生活

　生活の項目には，衣料，服飾，食品，料理，住まい，

インテリア，スポーツ，趣味，レクリエーション，レジヤー，

家事，冠婚葬祭，エチケット，家庭用品などに関する内

容が含まれる。

　生活に関係する絵画・図・表の前期は，二十一種類の

外国の郵便切手の絵が載せられていたが，後期には全く

なかった。

　生活に関係する写真の前期は，スイスで行われている

馬でスキーを走らせるシーイング・樽とび・スウェーデ

ンのスキーなどのスポーッや，ポルトガル・スペイン・

インド・アメリカ・アフリカ・インド・スイス・サイプ

ラス島などの生活風景や家並，カナダ・ペルー・アル

ジェリアの子どものおもりをする姿，カナダ・アメリカ

の漁業の光景，マレーシアの真珠とり，アメリカと支那

の凧の写真が載せられていた。

　後期は，前期と同様にスウェーデンのトナカイそり・

ドイッのスキー・ニュージーランドの船レース・アメリ

カのパラシュート・ポルトガルのマデイラそり・ス

ウェーデンのスキーなどのスポーツや世界各国の人々の

生活風景・町並み風景，世界各国の子どもたちが遊ぶ光

景の写真が載せられていた。

　全体的に生活の項目は，世界各国の人々の生活風景に

、関する内容が主であった。

　明治期に日本に伝わったスキーは，大正期には，一般

の民衆の子どもたちにも普及していたようで，身近なス

ポーツとして取り上げられたのではないだろうか。アメ

リカと中国の凧や，そり，子守，遊ぶ光景なども子ども

の生活に身近な題材を扱ったものであろう。

　民族の項目ほどの違いはないにしても，世界各国と日

本との生活習慣の違いが感じられたのではなかろうか。

」．医学

　医学の項目には，基礎医学，臨床医学，法医学，薬学，

漢方医学，医史学，保健衛生，育児に関する内容が含ま

れる。

　医学に関係する絵画・図・表は，前期・後期とも全く

なかった。

　医学に関係する写真は，前期に一回だけ出現し，普通

の顔と，右顔の部分を二つ合わせた顔，左顔の部分を二
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つ合わせた顔それぞれを見比べるという左顔と右顔の顔

のつくりの違いを表した実験の写真が載せられていた。

　全体的に医学の項目は出現回数が一回で，それほど重

要な項目ではなかったようである。

K．科学技術

　科学技術の項目には，機械，電気，電子，交通，土木

建築，鉱山，金属，印刷，製紙，原子力，科学史，工学

一般などに関する内容が含まれている。

　科学技術に関係する絵画・図・表の前期は，飛行機や

船の設計図が載せられていた。

　後期は，コロンブスの旗艦の模型が描かれた図が載せ

られていた。

　科学技術に関係する写真の前期は，イタリアでその当

時の飛行機と昔の飛行機を比べたものや，イギリス・北

極の自動車，ドイツの飛行機，ブラジルのロープウェイ，

イギリス・アメリカ・フランスなどの汽車や電車，トン

ネルを作る作業に使う圧搾空気，アメリカの船，チリ・

インドの『土人』の舟，絵画をレントゲン光線で撮った

ものの写真が載せられていた。

　後期は，ドイツ・アルゼンチン・アメリカなどの様々

な飛行機や，シベリア・アメリカ・オーストラリアなど

の様々な船，インド・支那・フィリピン・トルコの『土

人』の舟，ミシガン州で空気銃を作っている光景の写真

が載せられていた。

　全体的に科学技術の項目は，船・飛行機・自動車に関

する内容を多く取り上げていた。

　船・飛行機・自動車は，当時の日本でも最も急速に発

達し，人々の生活に普及していったものである。このよ

うな時代背景は，船・飛行機・自動車などに関係する写

真を取り上げた理由の一つであろう。

　船・飛行機・自動車は，様々な年代の船・飛行機・自

動車を取り上げることで作られてきたそれぞれの歴史的

変遷が理解できた。また，『土人』などの船の写真も取

り上げられていることで未開拓な面が強調されているよ

うに思われる。当時の子どもたちにとってはそれらはど

のように映ったのだろうか。

L．宇宙・地球

　宇宙・地球の項目には，地球物理，地質，岩石，鉱物，

気象，海洋，自然地理，天文，宇宙開発などに関する内

容が含まれる。

　宇宙・地球に関係する絵画・図・表の前期は，地球と

火星・火星の運河・火星の地図などの想像図や，太陽の

黒点・コローナ・火柱，人類が発生していない地球の想

像図，月の世界の日食の想像図，様々な彗星図が載せら

れていた。

　後期は，太陽の黒点の放電図が載せられていた。

　宇宙・地球に関係する写真の前期は，アメリカの電害

跡や，噴火山，つむじ風，支那の甘粛省の地震の跡，月

の写真，北極のリトルトン島の北方に出た夜中の太陽の

動きの写真，激浪による帆船が危険に陥っている光景な

どが載せられていた。後期は，宇宙・地球関係する写真

は全くなかった。

　全体的に宇宙・地球の項目は，絵画・図∵表は，当時

は宇宙における写真などが世の中に出回るものではな

かったので，想像図が主であり，写真は，自然災害に関

する内容が主であった。

　自然災害については，1923（大正12）年9月に関東大

震災が起きているので，こういった日本において大きな

自然災害が，世界の自然災害の内容の写真が取り上げる

要因となったのであろうか。

　宇宙の想像図は，理科教育的な要素が含まれているよ

うに感じるが，その当時の理科教育の重要性は叫ばれて

いたものの，実験・観察を重んじた教育であった（日本

近代教育史辞典編集委員会，1971）。宇宙に関係する内

容は，当時の理科教育には，取り組まれていなかったよ

うである。そけゆえに，『赤い鳥』で取り上げられた宇

宙・地球の想像図は，当時の子どもたちにとって，未知

の世界であるだけに，興味の引かれるものであっただろ

う。

M．植物

　植物の項目には，植物の種類や園芸方法などに関する

内容が含まれる。
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　　植物に関係する絵画・図・表は，前期は，何十万年前

　の昔の森林を想像して描いた石炭になった樹木の図が載

　せられていた。

　　後期は，植物に関係する絵画・図・表は全くなかった。

　　植物に関係する写真の前期は，コロンビアの紙の原料

　となる樹木を川に流している様子や，アメリカやアフリ

　カなど様々な国々の森林や大木，ブラッターウオートと

　いわれる水草，蝿取り草，アメリカの木百合，リンゴの

　成長を順番通り示した写真が載せられていた。

　　後期は，ニュージーランド・ベネゼエラ・支那・ブラ

　ジル・アメリカの森林や大木，メキシコ・アメリカのサ

　ボテン，ギアナの椰子，アメリカのリンゴの花などが載

　せられていた。

　　全体的に植物の項目は，日本では見られない世界各国

　の森林や大木，花などの植物が取り上げられていた。

　　その中で，リンゴの成長に関する内容は，理科の教育

　的要素の濃いものであった。

　N．動物

　　動物の項目には，哺乳類，鳥類，魚介類，爬虫類，両

　生類，無脊椎動物の形態，生理，生態，分布，行動など

　に関する内容が含まれる。

　　動物に関係する絵画・図・表の前期は，椰子蟹・蝶々

　・魚・蟻・蜘蛛・カマキリ・蛙・放贔類・砲兵虫などの

　生態を表した科学図譜や，サンサザイという鳥とその胃

　袋・巣の図，冬眠をする様々な動物たちの図，十三種類

　の動物の眼が比べられた図，十二種類の犬が描かれた図，
も

　十種類の動物と人問の睡眠時間を表した図表が載せられ

　ていた。

　　後期は，一回の出現しかなく，あんこうのような深海

　魚が体の特性を生かして他の魚を捕り，食べる光景が描

　かれた図が載せられていた。

　　動物に関係する写真の前期は，日本のオナガドリやア

　フリカのかば，南極のアザラシといったような世界の

　様々な動物の写真に加え，イタチと野兎の喧嘩・鮭が川

　を上る光景・鷹が空中で鳥を追い詰めて突き殺す光景な

　どといったような動物の習性や生態を表した自然科学的

な写真，動物の大曲馬団の虎と熊が曲芸をしている姿・

猿に靴を磨かせている姿・牡鶏に人形の車を引かせてお

もりをしているように見せた姿などが写されたユーモア

のある写真が載せられていた。

　後期は，前期と同様にオーストラリアのワニやアフリ

カのキリン，アメリカの大鹿といったような世界の様々

な動物の写真が多かったが，前期とは異なった点として，

アフリカの女王が飼っているライオン・人間に飼われた

子鹿・熊の子といったような人間と生活を共に送る動物

の写真や，ゴリラの赤ちゃん・ワニの子といったような

動物の子ども（赤ちゃん）の写真が多く載せられた。

　全体的に動物の項目を考えると，前期においては，動

物の生態や習性などを説明した自然科学的な図譜や写真

が多く載せられている。

　1924（大正13〉年に上野動物園が開演され（相賀徹

夫，1973〉，日本国中で動物に関する意識が高まった時

代背景は動物の写真を多く取り上げた理由の一つであろ

う。

　また，後期においては人問と動物との関わりを示した

写真や様々な動物の子どもの写真を取り上げることに

よって，動物というものを人間にとって身近なものであ

ることを感じさせ，地球上にいる生命というものの大切

さがそこに込められているように思われる。

0．戦争

　戦争の項目には，世界で行われた戦争に関する光景，

武器，訓練，軍隊で使用された船・飛行機・車などに関

する内容が含まれる。

　戦争に関係する絵画・図・表の前期は，イギリスのそ

の当時の最新戦闘艦の主砲や，榴霰団が千メートルの距

離を二十秒で飛んできて爆発した光景，フランスの兵士

の一部が戦線へ出発する時の光景の描かれたフランスの

パリの停車場に飾られた大壁画などが載せられていた。

　後期は，戦争に関係する絵画・図・表の出現は全くな

かった。

　戦争に関係する写真の前期は，デンマーク・アフリカ

・エジプト・イギリス・ペルシャ・ギリシャ・ノル
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ウェーなどの兵隊や，世界大戦の際にイタリア軍が大き

な鉄砲をアルプス山の頂上まで引き上げた時の実景・激

戦の真っ最中に気球上から敵状を偵察している気球隊将

校・イタリアの進軍が三脚大砲や馬を絶壁から下ろして

行軍している光景・1891年にデンマークがナポレオンに

巻き込まれて商権争いのためにイギリスと戦った海戦と

1906年の世界大戦争中にイギリスがドイツの艦隊を打ち

破った海戦・1870年のフランスとドイツの戦いのパリで

の防戦・アラビア人の軍隊が飛行機に危害を加えたので

イタリア軍が防御のために爆弾を投下した光景・イギリ

スのタンク部隊・ドイツのある会社の活動写真に組み入

れられた激戦場面などの戦争光景，イギリスの大演習場

での落下傘演習場面などの写真が載せられていた。

　後期は，イギリスのメイリー王女が歩兵聯隊へ新しい

軍旗を渡す光景や，アメリカの海底に沈んだ潜水艦を引

き上げる光景，アルゼンチンの新式の軍艦，イギリスの

軍船，アメリカの巨砲で八百六十ポンドの火薬を込めた

大砲弾を発射した光景，ブラジルの子どもが陸海軍の将

官の服装をして遊んでいる光景，アメリカ海軍の大航空

船アクロン号の試運転をしている光景，白人と戦争を続

けていたアメリカインディアンの大砲，モロッコ軍隊の

閲兵式と突撃光景，日本軍のハルビン入城前，米軍の演

習でできた煙幕，米国海軍の根拠地，インド・ロシア・

ネパールの兵隊，また変わったものではアメリカとメキ

シコの軍隊で対戦したポロ競技も載せられていた。

　全体的に戦争の項目は，前期から後期になるにつれて，

兵隊や図に示された戦争光景などから，実際に行われて

いる戦争の光景が写された写真へと変化していき，内容

の濃いものとなった。

　このようにリアリティのある戦争の光景を子どもの本

に取り上げる背景には，軍国主義化していく日本政治体

制があったからではないだろうか。

P．学校

　学校の項目には，世界各国の学校の生活風景が含まれ

ている。

　学校に関係する絵画・図・表は，前期・後期とも全く

なかった。

　学校に関係する写真の前期は，ブラジル・支那・オラ

ンダ・オーストラリアなどの学校風景や，アフリカの小

学校の算数の時間の写真が載せられていた。

　後期は，ドイッの小学校生徒がチェスをしている光景

や，オランダ・ニゲリア・パラグアイ・リュクセンブル

ク・スペイン・スコットランドの学校風景，イギリスの

小学校の課外授業，支那アモイの外国人居留地にある日

本人小学校の写真が載せられていた。

　全体的に学校の項目は，世界各国それぞれの学校風景

が主に取り上げられていた。

　子どもたちにとって，学校の生活風景は身近な内容で

あるので，取り上げたのであろう。

　支那アモイの外国人居留地にある日本人小学校の写真

には，．第一次世界大戦下の日本のなごりが感じられる。

Q．王族

　王族の項目には，世界各国の王族に関する内容が含ま

れる。

　王族に関係する絵画・図・表は，前期・後期とも全く

なかった。

　王族に関係する写真の前期は，ベルジュームの王妃殿

下やアフリカのアビシニアの女王，アフリカの王宮，ア

フガニスタンの王族が猟をしている光景の写真が載せら

れていた。

　後期は，ハンガリーの摂政護衛隊が王族の護衛をして

いる光景や，支那のラマ王宮，ルーマニアの国王陛下，

イギリスの王族への敬礼分列式，英国殿下の新婚旅行，

ローマ法王の護衛隊の写真が載せられていた。

　全体的に王族の項目は，世界各国の王族の式典やプラ

イベートなどに関する内容が取り上げられていた。

　その当時の日本においては，国の政治全般が天皇の支

配下であったために，このような内容の写真が多く取り

上げられたのではないだろうか。

R．推奨自由画

　自由画教育運動とは，『赤い鳥』が大正9年1月（前

期『赤い鳥』第四巻第一号〉から児童の好むままに描い
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た絵画作品を公募して，当時版画家で知られていた山本

鼎が選出した絵画を掲載するという美術教育の一環とし

て行った活動である。

　推奨自由画の項目は，その山本鼎により選出された絵

画の第十三巻第一号から第十六巻第二号までに口絵に掲

載されたものが含まれる。

　推奨自由画は，口絵には前期『赤い鳥』の第十三巻第

一号から第十六巻第二号までしか掲載されることがな

かった。しかし，その期間の前後は，その時期，『赤い

鳥』が同時に行っていた児童の綴方や児童自由詩の公募

で選出された作品の上部や下部などに推奨自由画を載せ

ていた。

　明治期までの子どもの図画科での教育は，手本のある

模写を中心とした美術教育であったため，このような子

どもたちの自由な意思によって描く児童自由画教育（日

本近代教育史辞典編集委員会，1971）は，大正期には画

期的なことであり，また，その後の美術教育の発展に結

びついたものなのではないだろうか。

　口絵に推奨自由画が載せられていたのは，ごく限られ

た期間ではあったが，『赤い鳥』の巻頭に自分たちの絵

が載せられるという喜びは，その当時の子どもたちに

とっては，名誉なことであり，この上ない喜びであった

に違いない。

S．その他

　その他の項目はこれまでに出現した項目すべてに当て

はまらない内容が含まれる。

　絵画・図・表は，前期・後期とも全くなかった。

　写真の前期は，アフリカのベルギー領であったコン

ゴーで象の密猟者から没収した象牙を運ばせている光景

や，鈴木三重吉を先頭とした騎道少年団の二重橋前の行

進の写真が載せられていた。

　後期は，デンマークの牢獄や，スコットランドの大鉄

橋，シカゴの絵の市，バハマの日曜日のナソーホテルの

光景，『赤い鳥』追悼号に載せられた鈴木三重吉の葬式

と生前の写真9点が載せられていた。

　その他の項目には，主に鈴木三重吉に関する内容が多

く含まれている。『赤い鳥』追悼号に載せられた鈴木三

重吉の葬式と生前の写真9点がその大半を占めているの

だが，この追悼号から，鈴木三重吉の業績を称える周辺

の人々の思いが込められているように感じられた。

（3）画報とその教育的・時代的背景との関連性

　『赤い鳥』の画報は，前期『赤い鳥』の第十三巻第一

号から，後期『赤い鳥』の第十二巻第三号（追悼号）ま

で掲載されているが，年代では，1924（大13）年7月か

ら，1936（昭11）年10月までにあたる。

　では，このような年代の教育的・時代的背景と画報に

は，どのような関連性があるのであろうか。

　まず，教育的時代背景との関連性について取り上げる。

　画報の出現内容からもわかるように，その内容には科

学図譜や宇宙・地球などに関する理科教育的要素と，歴

史や地理，民族，生活といったような社会科教育的要素

が多く含まれているように思われる。

　理科という教科がわが国の学校教育の中にはじめて設

けられたのは1886（明19）年の小学校令であるが，第一

次世界大戦（1914～1918）後，理科教育の重要性が叫ば

れ理科の始期が早まるとともに，理科教育施設・設備の

整備充実などの一連の行政的措置がとられ，実験・観察

を重んじる動きが盛んになった。また，小学校低学年に

も理科が必要であると盛んに主張されたが，実行に移す

までには至らなかった。その後，1941（昭16）年には小

学校低学年に「自然の観察」が実施され，1947（昭22）

年には，理科は小学校第一学年から課せられることと

なった（日本近代教育史辞典編集委員会，1971）。

　このような大正から昭和前期の理科教育を重要視する

時代背景があったゆえに，『赤い鳥』の画報においても

宇宙・地球，植物，動物などに関する内容の科学図譜や

写真が多く取り上げられていたのではないだろうか。ま

た，その後の理科教育の発展に貢献していた雑誌の一つ

としてあげられるのではないだろうか。

　社会科教育は，地理分野においては，大正・昭和前期

は，大正期から昭和初期にかけての自由主義的な教育思

潮に基づく地理教育を行った時期と，満州事変以後の国
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家主義・軍国主義的な色彩の強い地理教育を行った時期

とに大きく二分できるといわれている。大正期に入ると，

まず教材・教具を使って自ら地理の理法を推理発見せし

めるようにするべきだと主張され，1918（大7）年には

挿絵・帯グラフなどが取り入れられ，1919（大8〉年に

は地理の授業時間が増加した。また，1924（大13）年に

は日本地理学会が結成され，昭和初期には大学などにも

地理学に関する学科が設けられた。

　1921（大10）年には，小学校の地理の教科書に「世界

と日本」という項目が作られ，それ以後は国家主義・軍

国主義的な色彩の強い地理教育へと変化していった（日

本近代教育史辞典編集委員会，1971〉。

　歴史分野においては，大正・昭和前期は1918（大7）

年に歴史教育の授業時問が増加および授業方法の改善を

臨時教育会議第三回答申が勧告し，1919（大8）年には，

従来「地理」と併せてあった授業が「地理」と「歴史」

に分離し，授業時間も増加した。1920（大9〉年の歴史

の教科書の内容は，児童の理解を考慮して，表現等を詳

細かつ豊富にしていたが，内容的には一段と，国家主義

的性格を強化し，それに応じて名称も「国史」としてい

た（日本近代教育史辞典編集委員会，1971）。

　このように，地理分野と歴史分野どちらの社会科教育

も，理科教育と同様に，その当時において重要視されて

いた教科の一つといえよう。それゆえに，『赤い鳥』の

画報においても地理，歴史，民族，生活などに関する内

容の図・表や写真が取り上げられていたのではないだろ

うか。

　しかし，どちらの分野においても，学校教育と『赤い

鳥』の画報で異なった点としては，学校教育の中では日

本という国家の内容に視点を多く当てているのに対し，

『赤い鳥』の画報は，世界の内容に多く視点を当ててい

る。“学校では得ることのできない教養”をという『赤

い鳥』の教育的配慮がそこに加えられていたのかもしれ

ない。

　時代的背景との関連性については，大正・昭和前期の

国家主義的，軍国主義的背景が，戦争・王族などに関す

る項目内容に現われている。

　戦争に関する項目においては，第一次世界大戦直後に

経済的に裕福になった時代に『赤い鳥』が創刊された児

童雑誌であったことと，第二次世界大戦に向けての国家

主義的，軍国主義的な思潮の高まりが重なったことから，

このような生々しい戦争光景の写し出された写真が取り

上げられたのであろう。また，子どもたちにとっても，

戦争という項目は身近な内容であったに違いない。

　王族に関する項目においては，その時代の日本が天皇

主義的な国家であったので，「王族」という内容の写真

を『赤い鳥』の画報に取り上げるといったことは，子ど

もたちにとってだけでなく，『赤い鳥』の編集者などの

大人を含めて，日本国民全体の王族への敬意や憧れと

いったようなものが示されているように思われる。

　以上のように，『赤い鳥』の画報には，その時代の多

くの教育的・時代的要素が含まれていた。このことから，

『赤い鳥』の時代が子どもたちにとっては，子どもに関

わるあらゆる面での変動期であったことが，示されるの

ではないだろうか。

（4）　『赤い鳥』の画報と他の児童出版物との関連性とそ

　れ以後の児童出版物への影響

　『赤い鳥』の画報は，これまで取り上げてきたように，

宇宙・地球，植物，動物などに関する理科教育的な内容

や，地理，歴史，民族，生活などに関する社会科教育的

な内容などの他にも様々な内容が含まれている。

　このような内容の図譜や写真を取り上げた『赤い鳥』

の画報が登場した1924（大13）年7月からニカ月後の同

年9月に，児童向けの雑誌で『子どもの科学』が創刊さ

れている。

　『子どもの科学』は，誠文堂から創刊され，今日にい

たっている子ども向け科学雑誌である。B5判で，天文

・機械など自然界，生産界，運輸界などの科学的事象を，

色彩豊富な挿絵を多く加えて平易な解説で小学校高学年

または高等小学校あるいは中学校低学年向きに編集して

いる。大正デモクラシーの下，自由主義文芸思潮の降盛

期に童話や少年小説の多かったところへ，少年たちの自
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然や機械への探求心を刺激する良心的な児童雑誌として

登場し，その意味で，画期的なものであるといわれてい

る（児童文学学会，1988）。

　また，1926（大15）年の「幼稚園令施行規則」（第二

条）で保育項目に「観察」が入った結果，観察資料とし

て観察カード，動物標本，保育掛図などを利用する園が

多くなっていった（村山貞夫，1980）。その結果，『赤い

鳥』の画報と『子どもの科学』が登場した約4年後の1928

（昭3）年には観察絵本として，キンダーブックがフレー

ベル館より創刊された（児童文学学会，1988〉。

　大正から昭和前期にかけては，前述したように，小学

校では理科教育や社会科教育を重要視する時代であった

とともに，幼稚園においても観察という項目を加えるよ

うになった時代であったので，科学的な児童・幼児向け

の雑誌がこの時期の多く創刊されたのであろう。また，

このような科学的な雑誌が子どもたちにだんだんと定着

していったことで，それ以後の『ちずあそび』・『たん

ぼぼ』といった「科学絵本」や，『ファーブル昆虫記』

・動物文学などの「科学読物」，『火星体験』・少年クラ

ブなどに発表された『不思議な国のブッチャー』などの

科学漫画などへの道が開かれていったのではないだろう

か。

IV　今後の課題

　この『赤い鳥』の画報（グラビア版）に関する研究を

通して，『赤い鳥』の画報と教育的・時代的背景との関

連性が深いことがわかった。また，画報の内容の豊富さ

に驚かされ，当時の子どもたちにとっては，教科書の中

からは得られない教養を育むことができたのではないか

と思われる。

　その後の科学的な教養誌に対する影響も，この研究を

通して明らかになったが，日本では最も古い科学教養誌

である『子供の科学』のわずかではあるが以前に，『赤

い鳥』の画報が科学的な内容を取り入れていたことは，

興味深いことである。このようなことが，現代になって

明らかになるということは，より広い児童文学の分野で

の研究の必要性があるのではないだろうか。

　今回は，主に画報の全内容と教育的・時代的背景との

関連性，画報の全内容と他の児童出版物との関連性とそ

れ以後の児童出版物への影響などの研究を行ってきたが，

この研究を進めていく中で，前回行った『赤い鳥』の児

童出版美術（童画）に関する研究においても，教育的・

時代的背景との関連性や他の児童出版物との関連性とそ

れ以後の児童出版物への影響をふまえての研究を行う必

要性を感じた。

　今後は，画報に関する研究だけでなく，『赤い鳥』の

全分野に渡って研究を深めることで，『赤い鳥』の児童

文学界においての功績を明らかにするとともに，『赤い

鳥』だけでなくその他の児童文学にも手を広げ，研究を

続けていきたいと考えている。

注

（1）画報の内容をカテゴリー分けするにあたり，世界の

　様々な事柄・要項を網羅する百科事典の中で，事柄・

　要項をカテゴリー別に掲載した百科事典であったため，

　万有百科大事典の構成に従った。
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SUMMARY

　Photogravure　pages　called“gah6”（pictohal）in　the　maga－

zine“Akaitori”（1918－36）first　appeared　in1924and　con－

tinueduptoitslastissuepublishedin1936．Allthepictohal

pages　in126issues　during　this　period　were　classified　by

content　of　which　there　was　a　wide　variety，such　as　sciencel

technology，geography，history，animals，life　styles，war，

art，medicine，royaky，plants，music！drama，politics！society，

economics／industry，religion，native　people，the　universel

earth，and　others．

　In　relation　to　the　school　cu㎡culum，pages　devoted　to　sci－

ence　and　social　studies　were　numerous．The　science　pages

seemed　to　reflect　the　heavy　emphasis　placed　on　science　edu－

cation　in　schools　at　that　time．Akhough　social　studies　in　the

school　curriculum　emphasized　Japanese　affairs　at　that　time，

thepagesin“Akaitod”includedpicturesofhistoly，ge・gra－

phy，life　styles，etc．，in　various　parts　of　the　world．“Akaitori”

seemed　to　provide　children　with　knowledge　that　could　not　be

obtained　in　the　regular　school　cu㎡culum．

　The　pages　also　reflected　the　histodcal　background　of　the

time．The　pictures　of　war　and　royalty　were　considerable　be－

cause　of　the　nationalistic　and　militaristic　background　of　that

pedod．“Akaitod”was行rstpublishedafterWorldWarIwhen

the　Japanese　economy　was　flourishing　but　during　the　lifbtime

of　this　publication　Japan　was　changing　to　a　nationalistic　and

militadsticcountrytowardtheapproachofWorldWarII。The

pages　depicting　royalty　included　not　only　the　royal　fan並ly　in

Japan　but　also　royalty　in　many　other　countries　in　the　world．

This　reflects　the　interest　of　the　Japanese　people　under　the　em－

peror　system・

　“Kodomo　no　Kagaku”first　appeared　in1924seven　months

after“Akaitori”began　its　picto1ials．“Kinda　Bukku”was

launched　in1928．These　three　were　the　pioneers　of　Japanese

magazines　ofthis　type，a　new　medium　forjuveniles。
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文の聴き取りにおける意味的関連性と絵画化の効果＊

京都女子大学北尾倫彦＊＊

　聴き取り能力は物語の読み聴かせだけでなく，教科学

習の多くの場で子どもたちに求められる能力である。教

師や級友の発言を正しく聴き取ることが難しい子どもは

学習困難に陥る危険性が高い。そこで教師は重要な語句

を強調したり，映像刺激を呈示するなどの工夫をしなが

ら指導する。しかしこれらの援助手段が聴き取りに対し

てどのような効果を持つかは未解明であり，実験的に検

討される必要がある。

　読みにおいては，読み終えた文を再び点検することが

可能であり，文中の重要語句を確実に記憶していなくて

も読み間違うことは稀である。ところが聴き取りでは，

通常そのような点検は不可能であり，重要語句を記憶し

ておかなければならない。学習困難児の中には，このよ

うな重要語句の記憶が困難であるため，教師の話を理解

できない者がかなりの数にのぼると思われる。文脈や大

意の把握が求められる場合でも，その前提として重要語

句が記憶されていなければならない。本研究はこのよう

な視点から聴き取りをとりあげ，聴き取りのプロセスの

中でも語句の記憶に焦点を置き，その援助手段の効果を

実験的に確認しようとした。

　援助手段の1つとして，文の意味的関連性を明確にす

ることが考えられる。すでに聴き取った文との意味的関

連を把握すれば，後に呈示される文の意味が明確になる。

また関連づけによって文中の語句に新たな意味が付加さ

れ，語句の記憶も促進されるであろう。この記憶のプロ

セスは精緻化とよばれ，実験的にも確認されている（豊

田，1995他〉。また実際の指導では，文問の意味的関連

・Effects　ofsemantic　relationships　and　pictures　in　listening。

樋KITAO，Nodhiko（KyotoWomen’s　University）

を明確にするため，「主題を明確にする」，「つながりを

強調する」などの対応がなされることが多い。しかし本

研究では，教示の仕方ではなく，呈示文の構成を問題に

し，意味的関連のある文の配列と無関連な文の配列を比

較し，それら文の中で同じ語を呈示して聴き取りに差が

出るかどうかを検討することにした。

　もう1つの援助手段としては，文中の重要語句を強調

する指導法が考えられる。記憶の容量には限界があるの

で，枝葉末節の内容よりも重要な内容を記憶するように

導くのが理解を深めるという見通しに基づいている。指

導の実際では，「重要語句に強いアクセントをつける」，

「重要語句だけを板書する」などの対応がとられるのが

一般的である。本研究では，一般的ではないが，実験的

に操作しやすい絵画化をとりあげ，重要語句を強調して

描いた絵画を同時に呈示して読み聴かせる場合とその絵

画を呈示しない場合を比較した。具体的事項を言語だけ

でなく絵画で表すと，視覚的イメージが鮮明になり，理

解や記憶が促進されるであろう。記憶に関しては，Paivio

（1971）による二重符号化説の提唱以来，数多くの研究

によって絵画の記憶促進効果が証明されてきた。絵画を

同時に呈示すると注意が分散するという負の効果も指摘

されたが，聴き取りにおいては刺激モードが異なるので，

そのような負の効果は生じにくいと思われる。

　ところでこれらの援助手段は全ての子どもに有効であ

るとは限らない。自ら精緻化を試みたり，言語だけでも

イメージを鮮明化できる子どももいるはずである。また

逆に本研究でとりあげた程度の援助では，精緻化やイ

メージの鮮明化が促されるには至らない子どももいるで

あろう。そこで適性処遇交互作用（Cronbach，1957）の
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視点から研究計画を立てるべきであり，本研究では適性

変数として記憶能力をとりあげることにした。知能など

の適性変数も考えられるが，ここでは文の聴き取りにお

ける重要語句の記憶を問題にしているので，記憶容量の

個人差が最も決定的な変数となるであろう。事前に測定

された記憶能力によって，上述の2つの援助手段の効果

がどのように異なるかを検討してみたい。

方法

実験計画　3×2×2の要因計画が用いられた。第1の

要因は呈示条件であり，（1）意味的関連有り・絵画有り，

、（2）意味的関連有り・絵画無し，（3）意味的関連無し・絵画

無しの3条件を含む。第2の要因は能力差であり，高記

憶能力群と低記憶能力群である。第3の要因は記銘材料

であり，材料1「あやまち」と材料2「朝の海岸」の2

つである。いずれの要因も被験者間要因であった。

被験者　公立小学校の6年生112名（男子58名，女子54

名）であり，3つの学級に属していた。予備調査を本実

験に入る1週間前に実施し，個人差要因としての記憶能

力を測定した。小柳・石川・大久保（1960）の中から熟

知価が3．OOから4．99までの普通名詞15語ずつのリストを

作成し，女性の声で録音したテープで聴覚的に呈示した

　（1語につき約5秒）。呈示直後に筆答による自由再生

を求めた（再生時間は約5分）。2つのリストにつき，

継時的に呈示と再生を繰り返した。1リスト当たりの平

均再生数を個人ごとに求め，上位の半数を高記憶能力群，

下位の半数を低記憶能力群とした。その結果，Table1

に示すような被験者群が構成された。再生数について3

要因の分散分析を行うと，記憶能力の主効果のみが有意

であり（F＝95．50，dfニ1／100，p＜．001），他の主効果

と交互作用は全て有意でなかった。また，各条件ごとに

高記憶能力群と低記憶能力群の再生数の差をtテストで

検定すると，いずれも有意であった（P＜．001〉。従って

期待通りの被験者群が構成されたといえる。

材料　10文ずつの刺激セットを2セット用意した。1つ

は10個の文が意味的関連性を有する場合であり，他は意

Table1　記憶能力調査に基づく被験者群構成

関連有・絵有 関連有・絵無 関連無・絵無

高能力低能力 高能力低能力 高能力低能力

材
料
1

N
一
x
sD

9　　　10

7．92　5．25

1．41　1．09

9　　　10

7．46　5．10

1．35　1．15

9　　　9

7．80　5．08

1．65　1．08

材
料
2

N
一
x
9

10　　　8

7．25　5．18

1．38　1．13

10　　　9

7．83　5．63

1．40　1．25

10　　　9

7．98　5．40

1．70　0．90

味的に無関係な10個の文から成る場合である。意味的関

連有り条件の例としては，（1）のぼるは弟と絵本の取り合

いこをしました　（2〉強く取り上げた拍子に花瓶を割って

しまいました　（3）お母さんがやってきてのぼるを叱りま

した　（4）悲しくなって一人で部屋を飛び出しました　（5）

いつも遊んでいる裏山に走っていきました　（6）疲れてぼ

んやりと町を見おろしていました　（7）日がかげって，冷

たい風が吹いてきました　（8）のぼるのお腹がぐ一となり

ました　（9）ママと弟に謝らなくちゃとつぶやきました

⑯のぼるは立ち上がり，坂道をかけ下りました（材料1

「あやまち」）というように，10個の文が意味的につな

がっていた。意味的関連無し条件の例としては，（1）渡さ

れた絵本をていねいに開きました　（2）店先でひとかかえ

もある花瓶を見つけました　（3）お母さんは冷蔵庫の中を

探しました（4〉コーヒーの香りがただよう部屋でくつろ

ぎました　（5）ジャムを作る木苺を裏山に採りにいきまし

た　（6）にっこりと笑って町の方を指さしました　（7）紅葉

した葉っぱを風が飛ばしていきます　（8）朝方，お腹に布

団をかけました　（9）ママに手伝ってもらって，服が着ら

れるようになりました　⑯家の前の坂道で隣のおじさん

に会いました（材料1無関連文〉というように，互いに

意味的関連のない10個の文であった。これら2つの条件

の各々につき，絵有り条件と絵無し条件を設けた。絵有

り条件では，文の内容を絵に表したカードを1文につき

1枚ずつ用意した。例えば，（1）のぼるは弟と絵本の取り

合いをしましたという文については，2人の男の子が部
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屋の中で本を引っ張り合いをしているところを描いた

カードが用意された。絵は水彩画で描かれ，白色カード

（27cm×38cm）に色つきの絵で描かれていた。各文には，

後に再生を求めるターゲット語が1語ずつ含まれており，

上述の例ではアンダーラインで示したように，絵本，花

瓶，お母さん，部屋，裏山，町，風，お腹，ママ，坂道

がそれに当たる。これらはそれぞれの文のキーワードに

相当し，意味的に重要な語句であるといえる。意味的関

連有り条件と意味的関連無し条件の比較では，これらの

ターゲット語は同じになるように仕組まれいるので難易

度の差はない。またターゲット語の文中の位置も両条件

でほぼ同じになるようにした。これらのターゲット語は

よく知られている普通名詞であり，漢字表記が多いが，

仮名も混じっていた。これらのターゲット語を絵の中に

描くときには，できるだけ強く印象づけるようにした。

文は女性の声で，普通の会話の速さになるようにテープ

レコーダーに録音された。但し，ターゲット語揮けは，・

他と区別がつくように男性の声で録音された。以上に述

べた刺激セットは，男の子が花瓶を割るという主題の場

合（「あやまち」）と，朝の海岸を散歩するという主題の

場合（「朝の海岸」）につき1セットずつ作成された。

手続き　実験は空き教室を使って，小集団で行われた。

文はテープレコーダーを用いて，聴覚的に与えられ，全

員がよく聞き取れる範囲に座っていた。意味的関連有り

・絵有り条件では，まず初めに「これから“あやまち”

　（“朝の海岸”）というお話を聞いてもらいます。10個の

文が次々と出てきます。文は女の人の声ですが，その中

の1つずつの言葉だけは男の人の声ですから，それを注

意して聞いて下さい。また1つずつの文が絵に描かれて

いますから，それを見ながら文を聞いて下さい。鉛筆を

置いて，手を後ろにして聞いて下さい。」という教示を

与えた。それからテープレコーダーによって文を1つず

つ聞かせた。1つの文の読み聞かせに要した時間は約20

秒であった。その間に各文の内容を表した絵を見せた。

意味的関連有り・絵無し条件では，「これから“あやま

ち”（“朝の海岸”）というお話を聞いてもらいます。10

個の文がつぎつぎと出てきます。文は女の人の声ですが，

その中の1つずつの言葉だけは男の人の声ですから，そ

れを注意して聞いて下さい。」と教示した。それからテー

プレコーダーによって文を聞かせたが，絵は見せなかっ

た。意味的関連無し・絵無し条件では，「これから10個

の文を聞いてもらいます。それらの文は互いに関係の無

い文です。文は女の人の声ですが，その中に1つずつの

言葉だけは男の人の声ですから，それを注意して聞いて

下さい。」と教示し，前条件と同様に，テープに録音さ

れた文だけを聞かせた。10個の文の呈示終了後，「いま

聞いた文の中で，男の人の言った言葉だけを想い出して，

紙に書いて下さい。」と教示し，筆頭による再生を求め

た。再生時間は約1分であった。

結果

呈示された10個の文につき，ターゲット語の再生数を個

人ごとに求め，聴き取りの記憶成績とした。表記の違い

などは許容し，意味的に合っていれば正再生と見なした。

3つの要因に関する条件別に，再生数の平均と標準偏差

を算出すると，Table2の通りであった。呈示条件，能

力差，記銘材料に関する3要因の分散分析を行うと，呈

示条件の主効果（Fニ17．40，dfニ2／100，P＜．01），能力

差の主効果（Fニ25．10，df＝1／100，P＜．01），および呈

示条件と能力差の交互作用（Fニ3．15，dfニ2／100，P

＜．05）が有意であった。そして他の主効果と交互作用

は全て有意でなかった。

　呈示条件と能力差に関して平均再生数を図示すると，

Table2　聴き取りの記憶成績

関連有・絵有 関連有・絵無 関連無・絵無

高能力低能力 高能力低能力 高能力低能力

材
料
1

一
x
sD

7．67　6．60

1．41　1．85

7．78　5．40

0．63　1．11

6．11　4．78

1．66　1．39

材
料
2

一
x
sD

7．90　7．25

1．64　2．73

7．80　5．OO

1．08　1．15

5．30　4．44

1．55　1．26
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　Fig．1　聴き取りの記憶成績

Fig．1の通りであり，各条件問の差をScheffeの法で検定

すると次の通りであった。まず呈示条件による差につい

ては，高記憶能力群で有意差があったのは意味的関連有

りの2つの条件と意味的関連無し・絵無し条件の間で

あった（いずれもp＜．01）。また低記憶能力群で有意差

があったのは意味的関連有りの絵有り条件と絵無しの2

つの条件の間であった（いずれもp＜．05）ら他方，記憶

能力の差に関して有意差が見られたのは意味的関連有り

・絵無し条件においてのみであった（p＜．01）。

　以上の検定結果から，文の聴き取りにおける語句の記

憶には刺激の呈示条件が影響し，能力の高い者では意味

的に関連のある文にすることによって記憶が促進される

が，能力の低い者ではターゲット語を絵にすることに

よって覚えやすくなるといえる。、

考察

　聴き取りにおける語句の記憶が，呈示文の意味的関連

性や絵の呈示によって促進されるかどうかを検討するこ

とが本研究の目的であった。しかも本研究は理論の検証

とよりも，学習困難児の聴き取りを援助することに役立

つ知見を得ようとするものであるから，その立場から実

験結果について考察を加えたい。

　呈示文が相互に意味的関連性を持つように配列すれば，

高記憶能力群においては語句の記憶が促進されることが

実証された。したがって文中の語句はその文の中だけで

精緻化されるのではなく，前後の文との関連で意味が明

確化されたり，より豊かな意味が付け加えられたりする

のであり，このような精緻化によって語句が確実に記憶

されるといえる。また逆に重要な語句の記憶が確実にな

れば，後で談話全体としての脈絡や大意を把握するのが

容易になるであろう。このことは読みについてもいえる

ことであるが，聴き取りでは読み返しに相当することが

不可能なため，より一層重要視されねばならない。とこ

ろが低記憶能力群ではこのような意味的関連づけの効果

が認められず，おそらく意味的な関連を十分に把握でき

なかったものと思われる。したがって能力の低い子ども

の場合は，呈示される文自体を意味的に関連づけるにと

どまらず，呈示文の数を少ない部分に区切ったり，関連

性を強調するために繰り返すなどの援助が必要になるで

あろう。石王・苧阪（1994）では，幼児のリスニングス

パンの測定において，数少ない呈示文を用い，わかりや

すい意味的関連性を持たせると記憶範囲が大きくなるこ

とを実証している。すなわち記憶能力の低い幼児であっ

ても，把握しすい意味的関連であればその効果が認めら

れたのである。したがって意味的関連把握の容易性と記

憶容量とは相互依存的なものであり，指導においてはこ

れらを同時に視野にいれておくべきであろう。

　他方，文と同時に絵画を呈示すると，低記憶能力群に

おいて記憶の促進効果が現れ，高記憶能力群にはそのよ

うな効果が認められなかった。このことは低能力児や学

習困難児の中には言語だけでは表象をつくるのが困難で

あり，映像的な手がかりを必要とする者が多いことを予

想させる。北尾ら（1988）は読書困難児と普通児を比較

し，野球場などの場面を推測するときにバット，ボール，

スコアボードなどの手がかりを絵画で呈示する条件では

成績に差がないが，言語で呈示する条件では読書困難児

が劣ることを実証しており，この予想と一致する。本研

究の場合もターゲット語だけを絵画化したのではなく，
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それを含む場面を絵画で表したので，同様に状況の推測

が援助されたものと思われる。したがって学習困難児の

指導には，場面の把握を含めて重要語句をイメージしや

すいように工夫することが求められ，その1つの工夫と

して絵画化による援助が有効であるといえる。

　〔付記〕非会員であるため連名にできなかったが，本

研究は山本典子さんとの共同研究である。ここに付記し

て謝意を表します。また実験に協力していただいた大阪

府豊中市立庄内西小学校の先生や児童の皆さんにも厚く

感謝します。
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SUMMARY

　　The　present　study　examined　the　effbcts　of　semantic　rela－

tionships　ofsentences　and　concomitant　pictures　in　listening　by

high－and　low－ability　students．The　listening　task　asked　stu－

dents　to　hear　a　set　of　ten　stimulus　sentences　presented　succes－

sivelyinthreedif驚rentc・nditi・ns：（1）semamicallyrelated

sentences　with　accompanying　Pictures，（2）semantically　re－

1ated　sentences　without　pictures，and（3）semantically　unre－

lated　sentences　without　pictures．lmmediately　after　the　sen－

tences　were　read，students　were　asked　to　recall　the　target

words　of　the　sentences．These　target　words　were　nouns　and

presented　in　the　same　order　fbr　all　three　conditions．The

stimulus　sentences　were　presented　auditorily　by　a　tape　re－

corder，with　the　target　words　recorded　by　a　male　voice　and　a皿

other　words　recorded　by　a　fbmale　voice．The　visual　presenta－

tion　accompanied　the　auditory　fbr　the　second　condition．

　　The112sixth－grade　students　were　classified　as　either

high　or　low　ability　based　on　a　memory　test．Students　in　these

two　groups　were　subdivided　and　assigned　to　one　of　the　three

listening　tasks．

　　The　results　show　that　semantically　related　conditions　led

to　signi行cantly　higherpe㎡b㎜ancethan　the　semantically　un－

related　condition　for　high－ability　students．In　contrast，the　se－

mantically　related　sentences　with　accompanying　pictures　re－

sulted　in　significantly　higher　pe㎡bmlance　than　the　other　two

conditions　fbr　low－ability　students．The　educational　implica－

tions　of　these　findings　are　discussed．
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沖縄昔話の構造分析的研究＊

聖和大学　齋　木　喜美子＊＊

1　はじめに

　現在，昔話は，国文学，民俗学，歴史学といったさま

ざまな学問領域から研究されている。これらの研究成果

が，互いに刺激しあい，補完しあって昔話研究のレベル

を向上させているといえよう。一方，昔話は研究対象と

してだけではなく，子どもの読み物として，絵本や民話

集の形で広く世間に出回っている。昔話が子どもの読み

物として定着していった過程は，児童文学の発達史と密

接な関わりがあり，今日，子どもという読者を抜きにし

て，昔話を語ることはできないと言っても過言ではない。

しかしながら，昔話がどのような意味をもって読者であ

る子どもに受容されていくのか，あるいは，伝承の過程

においてどう変容していっているのか，ということは，

必ずしも明確にされていない。昔話は，考古学でいうと

ころの出土品ではない。それを語る（あるいは書く）側

も，聞く（あるいは読む）側も，現代を生きている生身

の人間である。そうであれば必然的に，ある種の変容・

創造性が加わっているはずであるし，解釈も多様に存在

するはずである。そういったことを具体的なレベルで明

らかにしていくことは，単に作品解釈の問題だけではな

く，今後の昔話の再話のあり方にとっても，有効な視座

を提供できると考える。

　従って本考においては，ある昔話が子どもに伝承され

ていく過程において，どういった変容が生じているのか，

そのことが作品解釈にどう影響しているのかを，具体的

に検討する。さらにその結果から，昔話の再話に関する

創造性の問題に言及したい。

　なお，使用するテキストは，沖縄昔話「鬼が島」であ

る。この話は，子ども向けの民話集や絵本として出版さ

れており，沖縄地方では比較的知名度の高いものである。

また，このテキストを選んだ理由として，構造がシンプ

ルで，筋が単純明快であること，再話者が豊富で，かつ

再話者によって，作品構造とモティーフに多様な変更が

認められること，も挙げられる。限定されたテキストを

扱うため，考察結果の一般化には厳しい制約が加えられ

ねばならないが，子どもの受け取る昔話世界を，説き明

かしていきたいと考える。

2．作品分析

申Structural　analysis　ofan　old　tale　from　Okinawa．

象申SAIKI，Kimiko（Seiwa　College）

2．1　テキストの構造

　分析に使用するテキストは，以下の三点である。

A．「鬼が島」（喜納緑村　『琉球昔噺集』　南報社　1933

　年）

B．「鬼が島」（伊波南哲　　『沖縄の民話』　日本の民話

　11　未来社　1958年）

C．「おにとアンカンぼうず」（儀問比呂志　こどものと

　も第403号　福音館書店　1989年）

　　（本稿で分析するテキストは，以降，A．B．C．

　の記号で示すこととする）

　それぞれの話の筋を整理すると，以下のように言い表

わすことができる。
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A．1　鬼が島に，二体の仏様の入った箱が流れ着き，

　　　鬼達は，お供えをして祭る

　　H　実は，仏様は小僧で，和尚の里芋を食べた罰に

　　　島流しにされたということが語られる（年上のい

　　　たづら小僧が，むりやり年下の利口な小僧に食べ

　　　させる）

　　皿　いたづら小僧はお供えを食べ，利口な小僧は食

　　　べない

　　IV　御灸をすえられ，いたづら小僧は我慢できずに

　　　殺され，利口な小僧は宝物を持って逃げだす

　　V　和尚に許しを請い，幸せに暮らす

B．1　二人の小僧が鶏の肉を食べ，罰として和尚に島

　　　流しにされる（年上の小僧がむりやり年下の小僧

　　　に食べさせる）

　　H　鬼が島に流れ着き，鬼達に仏様として祭られる

　　皿　年上の小僧はお供えを食べ，年下の小僧はお供

　　　えを食べない

　　IV　御灸をすえられ，年上の小僧は我慢できずに首

　　　をはねられ，年下の小僧は宝物を持って逃げだす

　　V　和尚に許しを請い，名僧になる・』

C．1　二人の小僧が和尚のだんごを食べ，罰として島

　　　流しにされる（アンシがむりやりカンシに食べさ

　　　せる）

　　H　鬼が島に流れ着き，鬼達に仏様として祭られる

　　皿　アンシはお供えを食べ，カンシは食べない

　　IV　御灸をすえられ，アンシは我慢できずに牢屋に

　　　入れられるが，のちにカンシに救出される（その

　　　際，「いきばり」という宝物を持ち出す）

　　V　二人で和尚に許しを請い，名僧になって人々に

　　　慕われる

　以上の筋を，構造的に抽象化して記述すると，次のよ

うになる。

《禁止》（摘み食いをしてはならない）

《違反》（摘み食いをする〉

《結果》＝　　《欠乏》（島流し）

　　　　　　　《欺蹄》（仏のふり〉

　　　　　　　《成功》

《脱出》ニ　　《欠乏の解消》

　　　　　　　（もとの世界へ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図1）

　A．だけは結果が先に語られ，〈禁止＞一〈違反〉

がのちに語られるという「置換」が行なわれているが，

これらの話は，すべて同じ筋を持っていると言うことが

できる。しかし，これらのテキストから受ける印象は，

かなり違ったものとして感じられないであろうか。その

点を明らかにするために，これらのテキストの構造を，

登場人物，事件の展開の軸から詳しく整理し，それぞれ

の機能の連鎖から得られた解釈について述べておきた

い111。

2．2　登場人物

　まず登場人物であるが，ここでは二人の小僧が話の展

開において中心となる。「年上／年下」，「いたづら／利

口」，「アンシ／カンシ」という具合に，呼び名は変化し

ているが，その属性はほとんど同義であるとみてよいだ

ろう。彼らについての記述を，テキストから取り出すと，

以下のようになる。

A．「二人の中，年下の小僧は，大層利口で御経もよく

　覚えますので，ほめられてゐましたが，年上の小僧は，

　御経の一つも，覚えることが出来ませぬので，いつも

　叱られてばかりゐました。なほ其上に年上の，小僧は，

　自分が勉強すればよいのに，年下の小僧も，自分のや

　うに，いたづら者にして，自分と同じ様に，しようと

　しますが，仲々思ふやうに，ゆきませんでした。」

B．「年上の小僧は，お経を習うどころか，乱暴をした

　り，盗みをしたりして，和尚さんを困らしていました。

　年下の小僧は，正直で真面目で，お経もよくおぼえる

　ので，和尚さんに可愛がられていました。」

C．「…アンシといういっペーう一まく（とてもやん
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　ちゃ）のこぞうと，カンシといういっぺ一そ一いら一

　（とてもりこう）のこぞうがおったと。う一まくのア

　ンシは，おきょうはおぼえようとしないわ，おつとめ

　はさぼるわ，いやがるカンシをそそのかしててらのう

　ちそとでわるさをするわで，おしょうはほとほとてを

　やいていたと。」

　これらの記述から，小僧の属性を一覧表にまとめると，

この二人の人物が，対立的に描かれていることが理解出

来る。

年上の小僧

（アンシ）

・怠け者

・悪

・（和尚を）困らせ

る

・無秩序

・反抗

・強者

年下の小僧

（カンシ）

・勤勉

・善

・（和尚に）可愛がら

れる

・秩序

・服従

・弱者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図2）

　さらに事件の経緯を考えると，二人の関係が「加害者

／被害者」，「敵対者／主人公」であり，かつその力関係

は，「年上の小僧＞年下の小僧」（「アンシ＞カンシ」）で

あると言える。（＞は，優劣関係を表している。）次に，

このテキストで欠かすことのできない登場人物，鬼につ

いて述べる。小僧たちが，図2に示されるように比較的

固定化した人物として描かれているのに対して，鬼はい

くつもの異なった機能を演じる人物として描かれている。

鬼の機能の変化を，時間の経過に添って記述してみると，

以下のようになる。

　1．海岸に流れ着いた箱を拾う

　2．小僧を仏さまとして祭る

　3．年上の小僧を殺害する（Cでは，監禁する）

　4．年下の小僧に騙される

　5．宝を奪われる

　鬼は，2．の機能によって，信心深い仏教徒として描

かれ，同時に3．の機能によって殺害者（監禁者）とし

て描かれている。3．の機能に着目すれば，鬼は，二人

の小僧にとっての「敵対者」という解釈も成り立つが，

その役割は小さいものである。なぜなら，鬼は，小僧の

日常を脅かす存在でもなければ，わざわざ人間界から小

僧をさらってきたわけでもない。小僧たちが勝手に鬼の

世界へやってきたわけであるから，純然たる「敵対者」

とはいえないのである。また，4．と5．の機能に着目

すれば，鬼は，年下の小僧の利口さを際立たせるための

「道化」役であり，宝を奪われる「被害者」である。同

時に，主人公に「魔法手段・助手」を獲得させる「贈与

者」でもあるといえる。

　レヴィ・ストロース（1972）は，物語の構成単位の分

離を，「関係」に求めている。彼は，ある構成単位が意

味を持つのは，ばらばらの状態ではなく「諸関係の束」，

さらにその「束の結合」という形においてだと述べる（2）。

彼の理論に基づいて，鬼という人物を小僧との関係にお

いて整理すると，以下のようになるだろう。

　・敵対者であると同時に，贈与者

　・恐ろしいと同時に，愚か者

　・加害者であると同時に，被害者

　・殺人者（監禁者）であると同時に，信心深い

　また，一見矛盾するような，相異なる解釈を容認する

のは，小僧との関係ばかりではない。この二通りの読み

は，テキストにおけるコンテクストとコードの関係から

も補強できる。鬼がしばレば，「恐ろしいもの」，「人問

をとって食うもの」と解釈されるのは，我々の文化の持

つ比較的強いコードである。従って，ここに登場する鬼

が人間にとっての「敵対者」であり，「恐ろしいもの」

であり，「加害者」であり，「殺人者」であるという役割

は，既存の文化コードの解釈からも，比較的容易に受け

入れられる。逆に，「贈与者」，「愚か者」，「被害者」，「信

心深い」という役割は，むしろ既存のコードの修正とい

う作用によって読み取られる。この修正を行なっている

のが，コンテクストヘの依存性である。本来，コンテク

スト依存的な状況は，「テクストの異化と前景化，そし

てそれを通じての新しい意味作用の可能性を志向する美

的機能が優位に立つ詩的言語において典型的に現われ
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る」（池上，1984）ものである。従って昔話は，しばし

ば美的機能が優位に立つ詩と，対極にあると考えられて

きた。しかし，構造が固定されやすい昔話においても，

意味の創造作用は起こり得る。「鬼が島」の例で言うと，

小僧という人物と対立的に描くことによって，あるいは

コンテクストヘの依存性を高めることによって，鬼の人

物像は，いかようにも創造することができる。このこと

は，創造の可能性の一つの例であるといえよう。

2．3　事件の展開

　ロラン・バルト（1979）は次のように述べている。

　　物語においては，あらゆるものが，さまざまな程度

　　　　　　　　　　　　　ナラトウ　ル
　　に意味するのだ。これは（語り手の）技術の問題で

　　はなく，構造の問題でありディスクールの秩序にお
　　　　　　ノ　テ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　タ　　ブル

　　いては，表記されているものは，定義上，注目に値

　　いするものである。たとえある細部が，どうしよう

　　もないほど無意味で，どんな機能にも向かないよう

　　に見えたとしても，最後にはそれが，まさに不条理

　　や無用性という意味をおびることに変わりはなかろ

　　う。あらゆるものが意味をもつか，さもなければ，

　　何ものも意味をもたない，のである。

　バルトは，プロップやレヴィ・ストロースの影響を受

けながらも，テキストの意味の世界へより深く踏み込ん

でいく。バルトの立場に立つと，ひとつのテキストを読

むということは，「統合化された全体としてのテキスト

がいかに多様な意味をふくんでおり，それゆえ，どんな

に複雑な構造化作用を生み出しているかを知ること」

（小松，1987）なのである。

　では，テキストの中にどのようなメッセージを読み取

ることが出来るのであろうか。先に述べたテキスト構造

の，1にあたる部分（AのテキストではH）を例に考察

してみる。まず，事件の展開に関する記述をおのおのの

テキストから抽出すると，以下のようになる。

A．1．和尚の留守に，和尚の友達から里芋が送られて

　　　くる

　　2．いたづら小僧は，二人で食べようとそそのかす

　　　が，拒否される・

　　3．年上の小僧は，拳でなぐりつける

　　4．年下の小僧は，涙を流しながら，仕方なく里芋

　　　を食べる

B．1．和尚の留守に，年上の小僧はよその鶏を盗んで

　　　きて，煮て食べる

　　2．年上の小僧は年下の小僧にもすすめるが，拒否

　　　される

　　3．年上の小僧は，包丁をふりかざす

　　4．年下の小僧は，あまりの恐ろしさに，泣きなが

　　　ら鶏を食べる

C．1．和尚の留守に，村のアンマー（おばさん〉から，

　　　だんごが届く

　　2．アンシは勝手に食べ，カンシはしりごみする

　　3．カンシの口に，むりやりおしこむ

　　4．残りのだんごに，ちゅんぺ一（つば）を塗り付

　　　けておく

　同じ〈禁止一違反〉という構造でありながら，おの

おのの展開の内容は大きく異なっている。禁止の対象た

る食べ物と，違反に至る過程の相違について見てみよう。

　まず摘み食いの対象となる食べ物であるが，B．の

「鶏」は，明らかにA．の「里芋」，C．の「だんご」

とは，違う意味を含んでいる。なぜなら，「里芋」と「だ

んご」はよくお供えにも用いられるということから，仏

の世界との隣接関係にあるが，「鶏」は殺生を嫌う仏の

世界とは，対立関係にあるからである。しかも，B．に

は盗みという犯罪まで関与している。罪の重さという意

味から言えば，B．＞A．C．と記述できるであろう。

（＞は，悪意の大きさを表す）

　次に違反に至る過程であるが，A．では「暴力による

強制」，B．では「殺意を含んだ脅迫」，C．では「無理

強い」によっている。これも，罪の重さという意味から

言えば，同様にB．＞A．＞C．と記述できる。

　結果はいずれも島流しとなるわけだが，和尚の反応の

仕方には次のような変化が見られる。

　A．叱りつけ，……二人を箱に入れ，海へ流しました。

　B．「なんたる罪悪。朱に交われば赤くなる。とはよ
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　　くぞいったものじゃ。年下の小僧までついに餓鬼道

　　に落ちてしまったか。もう勘弁ならぬ。二人とも無

　ママ　　限地獄行きじゃ。」

　C．「とウ（さあ），；ライカナイにいって，しょうね

　　をいれかえてくるがよい。ナンマイダ，ナンマイダ

　　……」

　ここでは，B．だけが，鬼が島への島流しという結果

に，整合性を持っているといえる。空問的対立で分析す

ると，

鬼が島 寺

・鬼

・罪悪

・餓異道

・無限地獄へ

・仏

・善

・節制

・天上へ

（図3）

と，表すことができる。従ってB．の，重い罪を犯した

小僧が無間地獄3）へ島流しにされ，着いたところが鬼が
　つ

島であったという一連の流れは，読み手を説得するに足

るものである。しかし，A．では，鬼が島に流れ着いた

のは「偶然」という要素に支配され，C．では「ニライ

カナイ」14）へ送り出すつもりが，「手違い」によって鬼が

島へ流れ着いてしまったという意味的ねじれが生じてし

まっている◎

　分析の結果，「正しい道からはずれた者は，相応の罰

をうけねばならない。たとえ自らの意志によらなくても，

誘惑，あるいは脅迫，無理強いに引きずられる者も同罪

であり，強い人間とはいえない。」というメッセージを

読み取ることができる。（A．とC．では「相応の罰」

という意味が曖昧で，読み取りにくい）。

　　　　マイナス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラス

　さらに，負の状態からどのようにして正の状態へと変

化を遂げているのか，1と対応しているWの内容を見て

みるQ

　IVの構造をもう少し詳しく記述すると以下のようにな

る。

［
　　贈与者が主人公を試す

　　主人公の反応

　　　L　　　　試練に耐える一呪具の獲得

　　　　試練に耐えない一死

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図4〉

　ここでの試練は，どのテキストにおいても同様で，ふ

た通り用意されている。第一の試練は，「空腹時にご馳

走を目の前に置かれる」という誘惑であり，第二の試練

は，「御灸の熱さに耐える」ということである。ここに

おいて，年上の小僧と年下の小僧（アンシとカンシ）は，

決定的に違う行動をとる。年上の小僧（アンシ）は二つ

の試練に耐えられず，年下の小僧（カンシ）は二つの試

練ともクリアする。その結果，A．どB．では，年上の

小僧には「死」が，年下の小僧には「鬼の宝物」が与え

られる。1での二人の優劣関係は「年上の小僧＞年下の

小僧」から「年上の小僧く年下の小僧」へと変化を遂げ

るのである。単に優劣関係が変化しただけではない。1

においては，年上の小僧の言うなりになり，誘惑や脅迫

に負けていた年下の小僧だが，IVにおいては，それらを

はねかえす強さを身につけている。年下の小僧は，「誘

惑や脅迫に負けない強い意志」とr鬼の宝物」という，

二つの余剰価値（5）を得たといえるのである。しかし，C．

では構造上，違う展開を示している。試練に耐えたカン

シも，試練に耐えられなかったアンシも同様に「鬼の宝

物」を得，無事帰還している。図で示せば，以下のよう

になる。

［義嚢灘ご欝弊（カンシ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図5）

　さらに，帰還ののち，「じんぶんむち（賢者）のアン

カンぼうず」と人々に慕われ，二人ともが名僧になった

ことが，付け加えられている。従って，先の構造は，

二欝1ユ熊一

　　　　　　　　　　　　　アンカンぼうず）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図6）

というさらなる余剰価値を生み出し，二人の小僧の優劣

関係も，「アンシ＝カンシ」となって終わる。

　ブルーノ・ベッテルハイム（1978）は，昔話の伝えて

いるメッセージを，次のようなものだと述べている。

　　人間である以上，生きていく上で大小さまざまな困

　　難にぶつかるのは避けられない，だがもし，そうい

　　う予期しなかった，理不尽なものも多い困難の一つ

　　一つに，しりごみせず，しっかりぶつかっていった

　　ら，障害は必ずのりこえられるし，いつかは勝利を

　　収められるだろう一昔話はそういっているのだ。

　しかし，C．では「結果的に困難や障害を乗り越えら

ない者も，運次第では勝利を収められるし，勝利を収め

さえすれば，人間的にも成長することが可能である。」

という矛盾した事態を招いており，意味のねじれが起

こっている。

3．結論

　以上が，3タイプの「鬼が島」というテキストの，構

造分析的観点からの作品解釈である。図1に示したよう

に，全く同じ構造を持ち，同じ話のように見えながら，

さらに細かく分析すると，それぞれに違った構造を見出

だすことができた。〈禁止＞一〈違反＞というテーマ

は，世界のいろいろな地域の民話でその構造の一部とし

て働いている。しかし，だからといって，それによって

このテーマを持つ世界中の話が画一化してしまうという

ようなことはない。そのような「構造」を踏み台として，

いくらでも「創造性」が働きうる余地がある（池上，1982），

という証明の一例であろう。事実，本考で検討した三つ

のテキストにおいても，〈禁止〉一〈違反〉，〈欠乏〉

一〈欠乏の解消〉という大きな枠組みは保持しながら

も，その中に多様な意味を読み取ることができた。その

解釈は，テキストを共時的に観察し，テキスト内に「意

味の束」を見つけることによって，あるいは現実に我々

が持っている文化コードを，解釈の尺度とすることに

よってなされた。逆に言えば，それらを用いて，「新し

い意味」をもった「鬼が島」の話を創造することも，可

能だということである。例えば，「鬼の宝物」を，A．

とB．のように「宝物」と漠然と述べるか，あるいはC．

のように，「いきばり」と特定するかによっても，テキ

ストの意味は違ってくる。昔話で「宝物」といった場合，

我々はそれを，多くの昔話を読んだ経験から，金銀財宝

かもしれないと考える。コンテクストによって解釈すれ

ば，それは鬼達が供えたごちそうの数々かもしれない。

いずれにせよ，その「宝物」は，消費すればなくなって

しまう「はかないもの」であるといえる。しかし「いき

ばり」は，一寸法師における「打ち出の小槌」のように

魔力をもったもので，消費しても消費しても，その効力

は半永久的に続くものである。「はかない／永遠」とい

う対立関係から解釈すると，同じ「宝物」であってもそ

の価値づけは違ったものとなるのである。

　このように，昔話の再話においては，作者の創造性の

入りこむ余地は多分に残されているといえる。しかしな

がら，ここで注意しなければならない点を一つ，指摘し

ておかねばならないだろう。「いかようにも創造するこ

とが可能だ」と述べたが，それはあくまでも，作品が意

味的な矛盾を生み出さない場合に限って，ということで

ある。C．のテキストにおいて特に顕著であったのが，

その点であった。子どもの絵本だという配慮があったの

かもしれないが，小僧の「死」の意味を作品全体の中で

とらえることができなかったために，かえって読み手を

混乱させるような結末になってしまっている。「アンシ，

カンシ（そうして，こうして）」という沖縄方言のリズ

ムの心地よさ，「アンカンぼうず」という語呂あわせは

愉快だが，そこにこだわり過ぎた感は否めない。語り口

の面白さは生かしながらも，作品の持つ豊かな世界を子

どもに享受させる難しさを，そこに見出だすことができ

よう。

　最後に，今後の研究の課題と方向性について述べる。

　　形態論的構造分析はそれ自体が目的ではなく，昔話

　　の世界へ分け入っていくための出発点ともいうべき

　　ものである。構造分析は，説話の内的な構造を分析
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　　するものである。この作業は，説話相互の厳密な比

　　較をすすめていくうえで，また特定の分化の中での

　　説話の意味を考察していくうえで，極めて有効な視

　　座を提供するものと思われる（川森，1989）。

という指摘は，本研究にとっても，重要な示唆を含み持っ

ている。筆者の関心は，テキストが創りだす「意味」の

世界と「創造性」というところにある。従って本稿にお

いては，構造化をテキスト解釈の観点から取り上げるこ

とが中心となった。しかしその解釈は，あくまでも一つ

の試みである。もっと違った視点からの構造化を促すこ

とによって，多様な解釈を生み出すことが可能となろう。

また，この昔話のテーマを，「因果応報」ととるか，「人

間的成長への軌跡」ととるか，ということは，単に解釈

の違いだけに留まらない。どういった解釈に基づいて再

話するかによって，また違った「鬼が島」の話が生まれ

る可能性も秘めていると言えるのである。

　今後，さらに多層化した構造分析を積み重ねていくこ

とによって，昔話の解釈を豊かにしていくとともに，地

域的，文化的背景からくる「創造」の方向性，妥当性に

ついても，一層深く考察していくことを課題としていき

たい。
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SUMMARY

　　Three　versions　of“Onigashima”（devils’island），an　old　tale

of　Okinawa　were　analyzed　using　the　theory　of　stnlcturalism．

The　stmcture　ofthis　tale　may　be　depicted　as　fbllows：

　　　　　　　　prohibition　　　　　　　　　　　　　　　　violation

　　　　　　　　（donoteat）　　　　　　（ate）

result

（banishment）

escape
（retum　to　previous　situation）

　　Although　the　three　versions　have　the　same　structure，the　de－

tails　of　each　are　difflerent。The　prohibition　is　not　to　eat　pota－

t㏄s　in　one　version，chicken　in　another　and　dumplings　in　the

third；and　the　violation　is　caused　in　the　different　versions　by

violence，the　threat　of　death　or　forcing　someone　to　do　some－

thing．There　is　also　a　diffbrent　flow　of　the　plot　in　each　version

even　though　the　three　versions　all　have　the　same　stmcture．

　　The　analysis　showed　that　even　in　the　case　of　an　old　tale　that

seemedtohavearelatively行m　stmcture，a　numberofvaり’一

ing　and　co－existing　versions　have　been　created。This　shows，

at　the　same　time，there　is　ample　oPPortunity　to　create　new　ver－

sions　of　old　stories　for　children．
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翻訳

読解力上位群と下位群の平仮名と漢字で

　　　　　表記された単語の音読潜時＊

　東京女子大学

　慶応義塾大学

　　名古屋大学

　　　東京大学

東京日本語学校

　多くの研究者が，読解力の個人差の少なくとも一部分

は，文字や単語を読み取るといった低次の水準の技能の

習熟程度に起因すると主張している（たとえば，Dane－

man，Carpenter，＆Just，1982；LaBerge＆Samuels，1974；

Perfetti，1985）。すなわち，読解力上位群においては，下

位群に比べ低次の水準の処理がより効率的で自動化して

いるので，限られた心的資源の多くを，より高次の理解

過程（部分間の意味連関を考え，テキスト全体の言わん

とすることを把握する）に充てることができる，と述べ

ている。いくつかの研究で，読解力上位群（読解習熟者〉

と下位群（未習熟者〉の単語読み取りの効率あるいは自

動化における差について，読みの習得の初歩的段階を過

ぎた時点で調査している（Bell＆Per免tti，1994；Cur－

tis，1980）。効率あるいは自動化に関して，何通りかの方

法で一文の文脈効果（West＆Stanovich，1978），読み

のスパン（Daneman＆Carpenter，1980），ストループ課題

（Stanovich，Cunningham，＆West，1981）など一実験が

なされている。

　一連の研究が，Perfetti（1985）の言語効率理論（ver一

喰　Vocaliza“on　latencies　of　skmed　and　less　skilled　comprehenders　for

　words　written　in　hiragana　and　kanjL

”KUHARA－KOJIMA，Keiko（Tokyo　Woman’s　Chdstian　Univer－
　sity），HATANO，Giyoo（Keio　University），SAITO，Hirofumi（Na－

　goya　Universky），＆HAEBARA，Tomokazu（University　ofTokyo）。

申”TOKUSHIMA，Yoko（Translator，Tokyo　School　of　the　Japanese
　Language，Institute　for　Research　in　Linguistic　Cukure）

小嶋恵子
波多野誼余夫

齋藤洋
南風原朝

徳島陽

典
和＊＊

子（訳）＊＊＊

bal　emciency　theory）に基づいてなされている。この理

論では，文字で表した1個の単語の音読潜時は，単語読

み取りの自動化の程度を示すものであると仮定している。

音読潜時は，被験者に単語を提示してから，それを声に

出して読み始めるまでの経過時間であると，操作的に定

義されている。この仮説は，何らかの音声過程（speech

process）が単語検索の過程に伴うという，より一般的な

仮説から生じたものである。音声過程は，単語検索過程

に先行するものでも，それを拘束するものでもないが，

音韻コードは単語検索の際には必ず活性化される（Per－

fetti，Zhang，＆Bemet，1992）。Perfbttiらは，アメリカの小

学生について読解力下位群は読解力上位群より，単語の

音読潜時が長いことを見いだした（Hogaboam　＆　Per一

蝕ti，1978；Perfetti，Finger，＆Hogaboam，1978；Perfetti，＆

Hogaboam，1975）。なお，色（単語ではなく色そのもの）

の命名潜時は読解力とは全く無関係であることを示して，

物の名前を言う一一般的な速さが決定因とはなっていない

と結論づけている（Per色tti，Finger，＆Hogaboam，1978）。

読解力上位群は下位群に比べて，単語が含まれている課

題でのみ成績が良いということは他の研究者によっても

確認されている（たとえば，Palmer，MacLeod，Hunt，＆

Davidson，1985）。

　言語効率理論では，また，音韻変換（decoding）技能

が，個別の単語の音読潜時における個人差の主要な規定
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因であると仮定している。音韻変換技能とは，・単語を形

成している一連の文字を，音韻コードに変換するすとで

ある。英語では，個々の文字と音声の対応関係は往々に

して不規則である。二文字，あるいはそれ以上のまとま

りが一つの音素と対応している（たとえば，shortのsh）。

また，ある文字は異なる文字列の中では異なる音素を形

成する（たとえば，10ng，largeのg）。従って，音韻変換

技能の発達は，文字のつながりと音韻コードの呼応とい

う，正書法についての明示的ではない知識の獲得と，そ

の知識の使用を意味している。この仮説は，なじみの無

い単語（典型的には，疑似単語）は，なじみの深い単語

より読解力上位群と下位群の音読潜時の差が大きいこと

を意味している。それは，なじみの深い単語では（たと

えば，the），その語全体とその発音の直接的な連合が獲

得されているため，音読潜時が音韻変換能力を反映する

ものではないからである。PerfbttiとHogaboam（1975）

は，使用頻度の高い英単語の音読潜時については，読解

力上位群と下位群の差は小さいが，疑似単語や低頻度の

英単語については差が大きいことを実際に示している。

　上記の仮説，つまり，音読潜時は単語の読み取りが自

動化しているかどうかの指標であり，音韻変換技能は潜

時を左右する主要な規定因であるということは，北米読

解研究学界では事実上，一致した見解である。例えば，

Stanovich（1980）は，Per免ttiらの研究成果を引用し，読

解能力の個人差の決定因として単語の読み取り能力をと

りあげ考察している。彼は「発音可能な非単語の命名速

度は，読み手の読解能力を明確に識別できる課題の一つ

である」としている（Stanovich，1980，p．62）。ところで，

これらの仮説は言語や正書法を越えても，成立するもの

だろうか。

　第一の仮説である文脈とは関係のない単語の音読潜時

は，単語の読み取りがどの程度自動化されているかの指

標であるという説は，普遍的ではないかもしれない。少

なくとも，単語の音読潜時が，単語検索の自動化の程度

を示すものではないという場合を想定することができる。

例えば，各々の文字が意味を示している漢字で書かれた

単語については，音韻コードを介さないで意味を引き出

したり，より高次の処理のために使用したりすることが

可能であろう。ある種の音声過程が単語検索に伴うにし

ても，さまざまな言語があり，正書法にも違いがある中

で，実験的に提示される1個の単語を命名する（読み上

げる）速さは，単語検索の自動化をどのくらい精密に示

すものであると言えるだろうか。

　第二の仮説，音韻変換技能は単語の読み取りの主要な

要因であるとする説は，さらに普遍的ではないようだ。

英語において，特になじみの薄い語については，音韻変

換技能の熟達により，単語命名までに要する時間が短く

なることは考えられる。というのも，英語では個々の文

字と音声の対応関係が規則的ではなく，音韻コードと規

則的に対応している文字列も認識するのが容易でないか

らである。しかし，アルファベット正書法でも，セルボ

クロアチア語（旧ユーゴスラビアのスラブ系言語）のよ

うに個々の文字と音声の対応が規則的なものは，音節文

字正書法と同様に，速やかに習熟できるだろう。従って，

音読潜時の個人差は，語彙的または他の要因（例えば個

人の心内辞書（mental　lexicon）の内容がどのように区別

されて登録されているか）によるものである。実際，Oney

とGoldman（1984）は，トルコの小学一年生はアメリカ

の一年生に比べ，その音韻変換の正確さは有意に優れて

おり，アメリカの小学三年生に匹敵することを示してい

る。中国語のような語形文字による正書法では，音韻変

換技能は，もし存在するにしても，Tzeng，Lin，Hung，Lee

（1993）が主張するように，非常に異なるものであろう。

　本研究では，英語の読みにおいては一般に容認されて

いる，言語効率理論の本質的部分とされる二つの仮説の

普遍性を検討する。この目的のために，日本語における

データを収集し分析した。日本語の表記には，二種類の

非アルファベット文字，平仮名（音節文字）と漢字（語

形文字）が用いられる。一般に知られている読解能力に

関する理論は英語を対象言語とし，英語との結びつきが

強いので，このような試みはぜひ必要であると思われる。

さまざまな表記法の言語に適用できるような読解能力の
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発達やその指導に関する包括的な理論を発展させるため

に，英語に関するものと同様の仮説が，他の非アルファ

ベット表記言語にもあてはまるものかどうかを検討する

必要がある。日本語の正書法について簡単に紹介した後，

読解力と，平仮名と漢字によって表記された単語の音読

潜時との関係について予測を述べる。

日本語の表記法と文字（この項は抄訳とした）

　日本語の普通の文章は平仮名と漢字を用いて表記され

ている。（平仮名と漢字に関する全般的説明は，Steinberg

＆Yamada（1978／1979）参照。）平仮名は71文字からな

り，それぞれが音節を示す。厳密に言えば，個々の平仮

名の音節は，拍（mora）と呼ばれる音節の下位構造を

なすリズム単位を表している。日本語では1拍は例外も

あるが1音節を形成している。（Otake，Hatano，Culter，＆

Mehler（1993）参照。）

　平仮名の文字は通常は音節と一対一の対応をしている

が，例外もある。特殊音節である。「しゅうきょう」は，

二文字の小さい文字を含む六文字からなる。この単語は，

六文字で構成されているにも関わらず，二音節に過ぎな

い（しゅう，きょう〉。小さい文字は，しばしば特殊音

節を示す手掛かりとなる。平仮名の読みを習得すること

は比較的容易で，遅くとも小学校の低学年ではほぼ完全

に習得される。

　漢字は語形文字で，原型的な意味を持ち，複数の発音

（読み）を有する。（Hatano（1986）参照。）漢字で表記

された単語の意味は，音韻コードを介さないで引き出す

ことができる（発音してみなくても意味がわかる〉と信

じられており，このことは実験的にも，（たとえば，Hatano，

Kuhara，＆Akiyama，1981；Saito，1981），臨床的にも

（Yamadod，1986〉確認されている。日本では，2000の

漢字が日常的に使われており，9年間の義務教育を終了

するまでにそれらを学ぶものとされている。

読解力上位群と下位群における音読潜時に関する

予測

　音読潜時と文章読解能力との関係は，正書法の習得程

度一これはおよそ被験者の年齢や学年によってとらえ

られるが　　によって変化するものと思われる。，二種類

の文字について比鞍するために，5年生を被験者に選ん

だ。5年生は正書法の習得途上にあり，英語話者につい

ての先行研究で扱われている年齢範囲内でもある。また，

相当数の漢字表記語も既習である。5年生の終わりまで

には800の漢字を学ぶことになっている。

　音読潜時は単語読み取りの自動化の指標であるという

第一の仮説から，平仮名表記の単語（予測1a）漢字表

記の単語（予測1b）のいずれについても，読解力下位

群の音読潜時は上位群に比べて長いと予測する。しかし，

別の理由から，二種類の文字表記ともに音読潜時に差は

ないだろうという正反対の仮説も成り立つ。平仮名は音

節を基礎とした正書法なので，アルファベット正書法の，

特に文字と音声が不規則な対応をしている単語に比べて

容易に獲得できるので（Olson，1993），5年生では平仮

名表記語の読みは習得し終わっているのではないかと考

えられる。従って，単語を読み上げる速さに個人差があ

るのは，単語検索の自動化によるのではないかもしれな

い。漢字表記語については，前に述べたように，音韻情

報とは別の道筋で意味情報を引き出すことができると仮

定されている。よって，漢字表記語の音読潜時は単語検

索の自動化を表すものではない。もちろん音読潜時が自

動化の程度を表すのは音韻コードが単語検索を規制して

いるからかもしれないし，あるいは，潜時が独立に自動

化と関連しているためかもしれない。

実在する単語と疑似単語

　音韻変換技能は，単語を読み上げるまでの潜時に関わ

る主要な要因であるという第二の仮説から，疑似単語（実

在しない文字列）については，実在する単語についてよ

り，平仮名（予測2a）についても，漢字（予測2b）に

一69一



読書科学第41巻第2号

ついても上位群と下位群の音読潜時により大きを差があ

ると予測する。しかし，これにづいても，別の理由から，

二種類の文字表記ともに，音読潜時に差はない，あるい

は疑似単語に対する差の方が小さいという正反対の仮説

も成り立つ。平仮名表記の単語については，5年生は十

分に習得しているので，音読潜時の個人差には音韻変換

技能の習熟の程度は現れないかもしれない。そのかわり

に，個人差は，主に語彙的要因（心内辞書の内容がどの

ように区別されて登録されているか）を反映するものと

なるだろう。従って，上位群と下位群の差は文字と音声

の対応関係の規則や，あるいは，実在する単語からの類

推によって読む疑似単語よりも，実在する単語において，

よりはっきりと現れるだろう。

　漢字語については平仮名語とは対照的に，音韻変換技

能を明確に述べるのは難しい。漢字には様々な発音（読

み方）の手掛かりが含まれているが（Tzengeta1．，1993），

必ず例外があり，一般に読み方はケース・バイ・ケース

と言える。漢字の発音を表す手掛かり（たとえば，漢字

の部首）は，すべての漢字に含まれているわけではなく，

また，あったとしても位置は一定ではない。従って，漢

字で表記された単語の音読潜時の個人差は，音韻変換技

能というものがあったとしても，その技能を示すのでは

なく，語彙的なあるいはその他の要因を反映する度合い

が強いだろう。このように考えると，心内辞書に登録さ

れている実在する単語については，より明らかな差異が

生じるという予測を立てるに至る。さらに，漢字表記の

実在する単語も疑似単語も，どちらも本物の漢字から構

成されているので，読み上げの速さは，どちらにおいて

も個々の漢字の音韻コードを引き出す速さによるもので，

実在する単語と疑似単語との違いはほとんどないかもし

れない。

．平仮名語と漢字語

　1aと1bの仮説の検証をした上で，上位群と下位群の，

平仮名語と漢字語における音読潜時の差を比較するのは

興味深いことである。仮に，漢字語において上位群と下

位群との差が大きかったら，単語検索が発音に先行され

ない場合でも，読み上げの速さは単語検索の自動化の指

標になっていることを意味する。このことは，ある正書

法の習得の初期段階でのみ，読み上げの速さが読解力を

予測するものであることを強く示唆している。この比較

について各実験では簡単にしか言及しないが，全体的考

察のところで効果量（effect　size）を使って系統だてて

「論じる。

実験　1

　上記の二つの仮説を検証するために，小学校5年生の

読解力上位群と下位群を被験者として，実在する平仮名

単語および漢字単語，平仮名と漢字の疑似単語の音読潜

時の比較を行った。具体的には次の比較をした。（1a〉

平仮名表記の単語の音読潜時は，読解力下位群が上位群

より長いかどうか；（1b）漢字表記の単語の音読潜時

は，読解力下位群が上位群より長いかどうか；（2a）

平仮名表記の実在する単語より，疑似単語の方が音読潜

時の群間の差が大きいかどうか；（2b）漢字表記の実

在する単語より，疑似単語の方が音読潜時の群間の差が

大きいかどうか；また，読解力上位群と下位群の音読潜

時の差は，平仮名単語でより漢字単語での方が大きいか

どうかについても検討した。

方法

　被験者及びデザイン　　被験者は，東京にある私立大

学付属小学校5年生78名（男子8名，女子70名）。共学

だが，男子より女子の数が多い。子供達の家庭はほとん

ど中流の上である。読解力テストの得点に基づいて，上

位群と下位群を選出した。読解力テストとして，岡本奎

六，村石昭三著，「新読書力診断テスト」（図書文

化，1983）5－6年用の下位テスト（第4部．：読解・鑑

賞力）を用いた。4つの物語文と3つの説明文を読ん

で，4肢選択の質問に答えさせるテストである。質問は，

題名，主題，要旨，言い換え，主人公の反応を求めるも

のである。問題文と質問文は，平仮名と漢字の混じった
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文で書かれている。ほとんどの漢字には振り仮名をつけ，

漢字の習得程度による影響が少ないようにしてある。

　得点分布は17点から28点（満点）であった。25点から

28点までの24名を上位群，22点以下の29名を下位群とみ

なし，23，24点の被験者25名は除外した。以上から明ら

かなように，上位群と下位群の読解力の差はそれほど大

1
き なものではない。

　次に上位群と下位群に音読潜時の実験を行った。上位

群22名（男子1名，女子21名），下位群22名（男子3名，

女子19名）のデータを分析した。実験を最後まで終えら

れなかったり，偶発的に記録ができていなかった被験者

のデータは除いた。読解力テストの平均得点は，上位群

が25．9（標準偏差は1．1），下位群が20．9（1．6）であっ

た。

　実験材料と装置　　実験には，42の単語（すべて名詞）

と11の練習用単語を用いた。実験用単語は7語ずつ，以

下の6つの群からなっている。（a）平仮名の実在する単語

で，特殊音節を含まないもの（平仮名通常語）；（b）平仮

名の実在する単語で，特殊音節を含むもの（平仮名特殊

音節語〉；（c）平仮名の疑似単語（4語は特殊音節を含む）

　（平仮名疑似語）；（d）漢字2字の実在する単語で，2年

生の国語の教科書で学ぶもの（漢字一2）；（e）漢字2字

の実在する単語で，4年生の国語の教科書で学ぶもの（漢

字一4）；（f）漢字2字からなる疑似単語で，要素の漢字

の音読みは既習のもの（漢字疑似語）。疑似単語はすべ

て，実在する平仮名あるいは漢字でできているが，その

つながりは大きな辞書にも出ていない，意味をなさない

語であることを確かめた。練習用の11単語のうち，7語

が平仮名で，そのうちの3語が疑似単語，4語が漢字で，

そのうち2語が疑似単語である（実験に使用した単語は

付録参照）。

　実験のコントロールにはマイクロコンピュータ（アッ

プル）を使った。単語は，高画質のディスプレーの中央

に呈示される。単語が呈示されるとデジタル・タイマー

が動き始め，子供が声を出すとボイスキーが作動しタイ

マーが止まる。タイマーが止まるか，タイマーが作動し

てから5，000ミリセカンド経過すると，単語は画面から

消える。単語はすべて縦書きで呈示された（実験2，3

では横書きである〉。

　実験手続き　　第1セッションでは，読解力得点を調

べた。テストはクラスで時問制限なしに実施したが，平

均所要時問は20分であった。

　第2セッションでは，1カ月後に音読潜時を調べる実

験を個別的に行った。被験者には，画面中央に1回に一

つ呈示される単語を見て，わかったらすぐに声を出して

読み上げるように伝えた。さらに，できるだけ，すばや

く正確に読むように指示し，漢字については，幾通りか

の読みがあるが，そのどれでも良いこと，以前に見たこ

とのない単語も呈示されるかもしれない旨を伝えた。

　教示と平仮名7語で練習の後，実験用平仮名21語（平

仮名通常語，特殊音節語，平仮名疑似語）を呈示，次に

教示と漢字4語で練習の後，実験用漢字21語（漢字一2，

漢字一4，漢字疑似語〉を呈示した。平仮名も漢字もす

べて呈示順序は一定とした。実験者の一人がコンピュー

タを操作し，教示を与え，もう一人が音読が正しいかど

うかを記録した。実験に要した時間は20分であった。

結果

　コンピュータにより記録した音読潜時の測定値をその

まま分析した。ただし，次の3語は除外した。1つは，

平仮名疑似語で，難しすぎて被験者の43％が誤読したも

の，ほかの2つは，漢字一2と漢字疑似語のそれぞれ最

初に呈示した語で，他の語に比べ，著しく潜時が長かっ

たものである。また，機械が作動しなかったり（1．4％），

被験者が誤読したもの（3．6％）については，その単語

の，被験者群平均値で代用し，個人ごとに語群ごとの平

均値を求めた。

　表1は，読解力上位群と下位群における語群ごとの平

均潜時を示している。すべての語群に関して，上位群は

下位群より明らかに音読潜時が短い。各語群について上

位群と下位群の差を分散分析（ANOVA）し，その結果

のF値と有意水準を表1に示した。平仮名では，すべて
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表1　実験1における5年生の読解力上位群と下位群の

　　　音読潜時，誤読数及び分散分析による群差

単語
　上位群　　　　　下位群　　　分散分析

平均　標準偏差　平均　標準偏差　　F値

平仮名通常語

平仮名特殊音節語

平仮名疑似語

漢字一2

漢字一4

漢字疑似語

平仮名

漢字

音読潜時（ミリセカンド）

　666　　　　　91　　　　816

　821　102　1，（剛
　899　　　　　189　　　1，134

　722　　　　　　76　　　　　895

　819　　83　1，005
1，041　　　　220　　　1，429

　　　誤読数
　1．2　　　 1．0　　　 1．6

　0．1　　　0．3　　　1．0

245

406

494

228

226

551

7．23章

6．（14事

4．33“

11．36”

13．14寧掌寧

9．41寧申

1．2　　1．53

1．1　　　6．60寧

注）被験者数は上位群，下位群各22名；分散分析の自由度は1と

　42；申寧申p＜．OO1，　・，pく．01，　申p＜．05

の語群で，上位群と下位群の潜時に有意差が見られた。

F値でわかるようにゼ疑似語についての群差は，実在す

る語の群差より大きくはない。平仮名の誤読平均数（潜

時のデータから除外した語も含む）についても表1に示

した。2群の間で有意な差はないが，上位群の方が下位

群より誤りは少ない。

　漢字についても，すべての語群で，潜時の群差は有意

であった。F値でわかるように，疑似語についての群差

は，実在する語の群差より大きくはなかった。上位群と

下位群の誤読数の差は有意とはいえ，わずかであり，音

読潜時の差は，反応方法の違いによるものではないこと

を，漢字についても示唆している。F値によると，平仮

名語群より漢字語群の方が，2群間の差が明らかに大き

いo

考察

　平仮名，漢字ともに，結果のパタンは同じであった。

すべての語群において，読解力下位群の音読潜時は上位

群に比べて長かった。従って，読解力下位群の単語音読

潜時は，長いであろう，という予測1は確認された。し

かし，疑似語に関する2群の差は，平仮名でも漢字でも，

実在する語に関する2群の差より大きくはなかった。

従って，疑似語では実在する語より2群問の差が大きい

という，予測2は支持されなかった。

　この実験では，被験者は平仮名および漢字について実

在する語と疑似語の練習語を使って教示を与えられた。

それから，実験用の3群の語は，切れ目なくひと続きと

して呈示された。疑似語はすべて最後に一かたまりにし

て呈示したが，被験者はその呈示順序については知らさ

れていなかった。従って，被験者はもっと早くに疑似語

が呈示されると予期していたかもしれない。Hogaboam

とPerfetti（1978）は，実在する語と疑似語では最適な処

理方略が異なると指摘している。従って，実験1で見ら

れた上位群と下位群の実在する語に関する音読潜時の差

は，最適な処理方略をとった場合には，無くなるか少な

くとも減少するのではないかと考えられる。そこで，実

験2では，被験者が疑似語を予期する可能性を除いた場

合にも，上位群と下位群の音読潜時の差に同じ結果が得

られるかどうかを調べる。そのために，疑似語を除いた

だけで，基本的には同じ実験を別の5年生の被験者を対

象として実施した。

方法

実験　2

　被験者及びデザイン　被験者は，実験：1と同じ小学校

の2年後の5年生80名（男子9名，女子71名〉。

　実験1と同じ読解力診断テストの得点によって，上位

群と下位群に分けた。25点以上の32名を上位群，22点以

下の26名を下位群として，音読潜時の実験を行った。上

位群32名（男子5名，女子27名），下位群25名（男子4

名，女子21名）のデータを分析した。読解力テストの平

均得点は，上位群が25．9（標準偏差はQ．8），下位群が19．6

（2．3）であった。

　実験材料と手続き　第1セッションでは，実験1と同

じ読解力テストを行い，第2セッションでは実験1と類

似の音読実験を実施した。その際，パーソナルコンピュー

タ（NECPC－9801VM）を使用し，最大呈示時間は2，000

ミリセカンドとした。実験1と同じ5，000ミリセカンド
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では，実在する単語のみにしては長すぎると考えたから

である。疑似語を除いた，実験1と同じ4つの語群の28

語と，6語の練習用の語を用いた。教示と，平仮名の4

語で練習の後，実験用の平仮名語を一定の順序で呈示し

た。次に，教示と漢字の2語で練習の後，実験用の漢字

語を呈示した。実験1において最初に呈示した語の潜時

が他の語に比べ非常に長かったので，今回の実験では，

平仮名，漢字の実験用の語を呈示する前に，それぞれ1

語を加え，その結果についてはデータから除いた。

　実験1とは異なり，すべての単語は，横書きで呈示し

た。日本語では縦書きも横書きも一般的で，5年生はい

ずれにもなじんでいる。日本の小学校の教科書では，国

語は縦書きだが，社会，理科，算数などの他の教科は横

書きである。従って，この呈示法の違いは重要とは考え

られない。音読潜時の実験には13分を要した。

表2　実験2における5年生の読解力上位群と下位群の

　　　音読潜時，誤読数及び分散分析による群差

単語
　上位群　　　　　下位群　　　分散分析

平均　標準偏差　平均　標準偏差　　F値

音読潜時（ミリセカンド）

平仮名通常語　　　　596　　117

平仮名特殊音節語　　692　　128

漢字一2　　　　　　620　　　88

漢字一4　　　　　　691　　119

　　　　　　　　　　誤読数
平仮名　　　　　　　1．3　　0．9

漢字　　　　　　　　0．7　　1．0

714　　　　　164　　　10．98零嘩

813　　　　150　　　10．80申申

719　　　　101　　　15．63申掌嘩

845　　　　　181　　　14．89申寧寧

2．0　　　　1．3　　　7．42寧・

1．2　　　1．5　　 3．07

結果

　コンピュータにより記録した音読潜時の測定値をその

まま分析した。23％しか正しく読めなかった1語（平仮

名特殊音節語）はデータから除いた。また，音読潜時が，

その単語の群平均値から3標準偏差以上長い場合（全体

の0．8％）は，その単語の被験者群平均値で代用した。

機械が作動しなかったり（0．9％），被験者が誤読したも

の（6．4％）についてもその単語の被験者群の平均値で

代用し，個人ごとに語群ごとの平均値を求めた。

　表2は，すべての語群に関して，読解力上位群の音読

潜時は下位群より短いことを示している。各語群につい

て，上位群と下位群の差を分散分析し，その結果のF値

と有意水準も表2に示した。

　平仮名では，どちらの語群でも上位群と下位群の潜時

の群差は有意であった。平仮名の誤読平均数についても

表2に示した。上位群の方が下位群より有意に誤りが少

ない。

　漢字についても，どちらの語群でも群差は有意である。

上位群と下位群の誤読数には差は見られない。F値によ

ると平仮名語群より漢字語群の方が，2群間の差が明ら’

注）被験者数は上位群32名；下位群25名；分散分析の自由度は1

　と55；”寧P＜．001，帥P＜．01

かに大きい。

考察

　実験2の結果は，実験1の結果を再確認するもので，

平仮名と漢字の実在する単語に関する音読潜時は，読解

力下位群の方が長いというものである。被験者が呈示さ

れる単語の中に疑似語が含まれているかもしれないと予

期する可能性を除いても，上位群と下位群の音読潜時の

間には有意差が見られた。

　実験2では，実験1より潜時の平均値は短かったが，

誤読数は多くなった。これは，被験者が疑似語を予期し

なくてもよいこと，各語の最長呈示時間が短くなったこ

と（5，000ミリセカンドから2，000ミリセカンド）による

と思われる。

実験　3

　実験3では，実験1とは異なった条件下で，平仮名語

と漢字語の実在する語，疑似語について，5年生の音読

潜時を測定し，結果が実験1と同じであるかどうかを検

討する。被験者は実験1において，実在する語と疑似語

を間をおかずに続けて呈示したので，最後にまとめて疑

似語が呈示されるまで，ずっと疑似語を予期しながらテ

ストを受けていたかもしれない。実験3では，実在する

語と疑似語とを区別して呈示した。つまり，実在する語
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が終了してから，疑似語の説明と呈示を行った。

方法

　被験者及びデザイン　被験者は前実験と同じ学校の実

験2の1年後の5年生76名（男子2名，女子74名）であ

る。実験1，2と同じ読解力診断テストの得点を基にし

て，25点以上の27名を上位群，22点以下の31名を下位群

とした。音読潜時の実験を実施した被験者のうち，上位

群25名（全員女子），下位群27名（男子2名，女子25名）

のデータを分析した。読解力テストの平均値は上位群が

26．2（標準偏差O．7），下位群が20．3（1．7）であった。

表3　実験3における5年生の読解力上位群と下位群の

　　音読潜時，誤読数及び分散分析による群差

単語
　上位群　　　　　下位群　　　分散分析

平均　標準偏差　平均　標準偏差　　F値

　　　　　　音読潜時（ミリセカンド）

平仮名通常語　　　　670　　116　　724

平仮名特殊音節語　　846　　189　　994

平仮名疑似語　　　1，007　　227　1，087

漢字一2　　　　　　700　　116　　816

漢字一4　　　　　　789　　163　　948

漢字疑似語　　　　1，239　　242　1，429

　　　　　　　　　　誤読数
平仮名　　　　　　　L4　　1．3　　2．6

漢字　　　　　　　　0．6　　1．0　　2．0

153　　2．04

199　　　　7．49申寧

235　　1．58

159　　　　8．91申寧

179　　　11．15傘寧

290　　6．53噸

2．0　　　6．27掌

2．1　　　10．33象摩

　実験材料と手続き　第1セッションでは，実験1，2

と同じ読解力診断テストを同じ方法で実施した。第2

セッションでは，音読潜時の測定を基本的には実験1，2

と同じ方法で行った。実験2と同じコンピュータを使用

し，最長呈示時間については，疑似語を含むので，2，000

ミリセカンドでは短すぎると考え，3，000ミリセカンド

とした。

　実験用の単語は，実験1と同じ，6群，42語を用いた。

しかし，実在する語と疑似語は分けて呈示した。教示，

練習に続いて，平仮名の実在する語を呈示し，次に同じ

やり方で漢字の実在する語を呈示した。それから，教示

を与えて練習のための平仮名の疑似語，実験用の疑似語

を呈示し，最後に，教示と練習の後，漢字の疑似語を呈

示した。呈示の順序は一定にし，実験2と同様に，平仮

名，漢字の実験用の単語呈示に入る前に，それぞれ1語

ずつデータには入れない単語呈示を行った。単語は実験

2と同じく横書きで呈示した。所要時間は15分であった。

結果及び考察

　コンピュータによる潜時の測定結果をそのまま分析の

ためのデータとした。ただし，特殊音節語で40．1％が誤

読をした語と，疑似語で51．9％が誤読をした語の平仮名

2語については分析から除外した。また，機械が作動し

なかったり（2．0％），被験者が誤読したもの（6．2％）

注）被験者数は上位群25名；下位群27名；分散分析の自由度は1

　と50；寧門p＜．01，申p＜．05

については，その単語の被験者群の平均値で代用し，個

人ごとに語群ごとの平均値を求めた。

　表3に，音読潜時の平均値を示した。どの語群におい

ても，読解力上位群は下位群より速く反応している。各

語群についての上位群と下位群の差の分散分析の結果，

及び有意水準も表3に示した。

　平仮名では，特殊音節語についてのみ2群間に有意な

差があった。平仮名の疑似語のF値は，実在する語のF

値より大きくはない。平仮名語の誤読数も表に示したが，

上位群の誤読数は下位群に比べ，有意に少なかった。

　漢字では，全ての語群について2群問の音読潜時の差

は有意であった。F値でわかるように，漢字の疑似語に

ついての群差は実在する語の群差より大きくはなかった。

また，上位群は下位群に比べ，誤読数は有意に少なかっ

た。漢字語についての2群間の差は，平仮名語について

より大きかった。

　平仮名の通常語と疑似語については，2群間の潜時に

有意差はなかったが，その群差は予測通りの方向であっ

た。今回の実験結果は，平仮名においても漢字において

も，実験1，2の結果を概ね再確認するものであった。

従って，予測1の通り，単語の音読潜時は読解力下位群

の方が上位群よりも長いと結論づけられる。予測2の，

疑似語の音読潜時の方が実在する語の音読潜時より，上
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位群と下位群の差が大きいという予測は，実験1と同様

平仮名でも漢字でも支持されなかった。

全体的考察

　実験1－3の結果を基に，英語については一般的に認

められている2つの仮説が平仮名と漢字を含む日本語の

正書法でも当てはまるかどうかを考察する。特に，3つ

の実験を通じて，単語の音読潜時は読解力下位群の方が

上位群より長いかどうか（予測1），そして，上位群と

下位群の音読潜時の差は実在する語においてより疑似語

において大きいかどうか（予測2）について検討する。

また，上位群と下位群の差を平仮名語と漢字語について

比較する。

読解力上位群と下位群における音読潜時

　すべての実験において，平仮名，漢字ともに，単語の

音読潜時は読解力下位群が上位群より長いであろう，と

いう予測1は支持された。即ち，平仮名については予測

に合致する2群の有意な差が8回（通常語，特殊音節語，

疑似語）の比較のうち6回見られた。漢字については，8

回（漢字一2，漢字一4，疑似語）の比較の全てにおい

て，予測通りに2群の有意な差が見られた。すべての実

験で，平仮名でも漢字でも，上位群は下位群に比べ，読

み間違いが少なかった。従って，上位群の音読潜時が短

いのは，読みが不正確であるからということにはならな

い。若干の実験手続きの違いがあったにもかかわらず，3

つの実験を通じて一貫した音読潜時の差が見い出された

ことを考えると，上位群と下位群の差は確かなものであ

ると言えよう。

　今回の結果で，英語における研究結果が，平仮名や漢

字についても当てはまることが確かめられた。平仮名に

ついての結果が，英語の結果と対応するのは，平仮名は

英語と同様に単語検索において音声過程を伴うか，ある

いは音声過程を介しているという点で処理法が似ている

からであろう（Hatano，1986〉。しかし，漢字につい亡も

同じ結果を得たことについては，もっと注意深く解釈を

加えていかなければならない。一つの可能性として，漢

字の単語検索には，音声過程とは別の道筋があるにして

も，やはり，いくらかの音声過程を伴っているというも

のである。この解釈は，漢字単語の読み取りの初期には

音韻コードの活性化を伴っているという，最近の研究結

果（Tzeng　et　al．，1993；Wydell，Patterson，＆　Hum－

phreys，1993；Zhang＆Perfetti，1993）と一致している。

もう一つの可能性は，ある単語の意味を効率よく読み取

ることと，その単語を速く音読することは，同時に学ぶ

ことなので関連しているというものである。

　今回の結果は，間接的であるにせよ，自動的に単語を

読み取ることと読解力との間には関連があることを明確

に示した。読解を研究している多くの研究者（たとえば，

Daneman，Calpenter，＆Just，1982；LゑBerge＆Samuels，1974；

Perfetti，1985；Stanovich，1980）が主張しているように，

単語検索が自動化していない場合には，読解能力が劣っ

てしまうのである。日本語は，非アルファベット表記で

あるが例外ではなかった。そのようなつまずきが読解の

困難の原因かどうかは，さらに検討されるべきであろう

が，読解力の下位群は自動的な単語検索がうまくできな

かった。

実在する語と疑似語との音読潜時の効果量による

比較

　読解力上位群と下位群の音読潜時の差は，実在する語

についてより疑似語についての方が大きい，という予測

2を検討するために，平仮名と漢字のそれぞれについて，

実在語と疑似語の上位群と下位群間の差を比較した。平

仮名通常語，特殊音節語を込みにして平仮名実在語の音

読潜時を，漢字一2，漢字一4を込みにして漢字実在語

の音読潜時を求めた。その際，いずれかの実験で誤読が

多かったためデータから除いた語は含めなかった。上位

群と下位群の平均値差を，群内の標準偏差の推定値で

割って実在する語と疑似語の音読潜時に及ぼす読解力の

効果量を各実験ごとに算出した。最終的には，実験1－

3の効果量の平均値を用いて，・実在する語と疑似語を比
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較した。平仮名の実在する語に関する効果量の平均は

O．76，疑似語に関する効果量の平均は0．51で，この差は

予測とは逆の方向に有意であった（F（1，92）＝4．10，

p＜．05）。漢字の実在する語に関する効果量の平均は1．03，

疑似語に関する効果量の平均は0．89で，こちらも予測と

は逆の方向であったが差は有意ではなかった。要するに，

予測2は，平仮名と漢字のどちらについても支持されな

かったことになる。アルファベットによる正書法で，表

記と音声の対応が不規則なものも含む英語では，実在語

ではなく疑似語の音読速度によらて読解力の優劣がはっ

きりと判別できるが（Stanovich，1980），音節文字（平仮

名）や語形文字（漢字）ではできなかった。

　平仮名については，前にも述べた通り，5年生ではも

う音韻変換技能の習得を終わっていると思われる。平仮

名（音節文字）は英語やその他のラテン語系のアルファ

ベットの2倍以上の文字を有するが，文字と音声の対応

にはほとんど例外がない。従って，平仮名の音韻変換技

能の獲得は英語より易しく，早くに頂点に達するであろ

う。今回の読解力上位群の5年生は，音読潜時において

も，誤読数においても，すでに大学生と同じレベルに達

していた（齋藤・波多野・小嶋，1995）。音韻変換技能

の発達途上での言語差を正確に示すには，もっと小さい

子供を対象とした調査をしなければならない。

　漢字についても，予測2は支持されなかった。漢字疑

似語の読み上げ作業は実在する語の読み上げと同じく，

一つ一つの漢字はそれ自体実在する語であり語の構成要

素の漢字を読むことに変わりはない。従って，上位群と

下位群の間で，漢字の疑似語の潜時の差が実在する語の

差より大きくなくても驚くにはあたらない。

　二種類の表記に関する結果から，音読潜時の個人差は，

主に音韻変換技能にはよらないことが明らかになったと

考えられる。それよりむしろ，語彙が，どのように区別

されて心的辞書に登録されているかの方が，ここでは決

定的である。

平仮名と漢字との音読潜時の効果量による比較

　この分析では，平仮名通常語，特殊音節語を込みにし

て平仮名語の音読潜時を，漢字一2，漢字一4を込みに

して漢字語の音読潜時を求めた。それから，各実験ごと

に，これらの平仮名語と，漢字語の音読潜時に及ぼす読

解力の効果量を算出した。最終的に，3つの実験の効果

量の平均を平仮名と漢字について比較した。

　効果量の平均は，平仮名語がO．77，漢字語が1．01であ

り，その差は有意であった（F（1，147）＝4．73，p＜．05）。

読解力上位群と下位群の音読潜時の差は実在する漢字語

に関して大きかったという結果は，漢字語の検索には音

声を必須のものとしないにせよ，音読潜時が単語検索が

自動化されているかどうかの良い指標になることを示し

ている。

　言うまでもなく，平仮名語の音読潜時では上位群と下

位群の差が小さいのは，平仮名の読みの習得は早期に達

成されるためであろう。もっと低学年の平仮名語の効果

量を調べて，どの段階において平仮名の音読潜時が読解

力の上位群と下位群の識別に最も顕著に関わるのかを調

べるのは興味深い。

　漢字については，平仮名とは対照的に，5年生はまだ

習得の途上にある。従って，漢字処理の個人差は各人が

どのぐらい漢字を習得しているかによる。平仮名とは異

なり漢字では，本研究で得られた音読潜時も誤読数の絶

対値も大学生のものより有意に大きかった（齋藤ほ

か，1995）。漢字語の処理には，5年生は大学生に比べ，

明らかに，より多くの心的資源を必要としている。

結論

　この研究には多くの限界があるが，最も重大なことは，

被験者が5年生に限られていたことだろう。既に記した

ように，実在する語と疑似語，平仮名と漢字の比較に適

当な，もっと低学年の子供を対象にして，音読潜時の実

験をすべきである。次に，被験者の家庭背景や学力の程

度がほぼ均質であった。その結果，上位群と下位群の読
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解力の差は小さいものであったる第3に，各実験語群に

ついて一組の実験用の語だけを使用し，呈示順も固定し

た。異なる実験材料を使づて，今回の実験結果が一般的

であるかどうかを調べるべきである。第4に，単語をコ

ンピュータ画面で呈示し，機械に向かって答えさせるよ

うな方法は，ある種の被験者を萎縮させたかもしれない。

第5に，実験によって方法に若干の違いがあった（たと

えば，単語呈示の最長時間〉。結果を比較する際，これ

らの差異は問題となるかもしれない。最後に，本研究で

は相関関係を示しただけなので，音読潜時と読解力との

関連をさらに検討しなければならない。

　これらの制約はあるにしても，3つの実験結果は興味

深く示唆に富んでいる。第1に，平仮名（音節文字）で

も漢字（語形文字）でも，読解力下位群は，上位群より

音読潜時が長いということが，繰り返し示された。文字

で表した1個の単語の音読潜時は，単語読み取りの自動

化の尺度であるという仮説は，非アルファベット表記法

についても適合すると考えられる。このことは，漢字で

表記された，音声情報とは別の道筋で意味を引き出しう

る語についても，ある種の音声過程が単語検索に伴って

いることを暗示している。・

　第2に，英語においては確認されている，読解力上位

群と下位群の音読潜時の差は実在する語よりも疑似語に

おいての方が大きいということについては，平仮名でも

漢字でも確かめることができなかった。音節の表記法と

規則的なアルファベット表記法については，音韻変換技

能は極めて早くに習得される。また，音韻変換技能の性

質は語形文字の正書法の場合には異なる。従って，音韻

変換技能は，文字と音声の対応が不規則な語を含むアル

ファベット表記法の場合にのみ，単語の音読潜時の個人

差の重要な規定因になりうるのかもしれない。

　要約すると，この研究によって，仮説のどの側面が言

語一般に当てはまり，どの側面がアルファベット表記の

言語だけに（もしくは英語に限って）当てはまるのかを

実証した。言語一般に当てはまるのは，自動的に単語検

索ができることは読解の前提となるということと，単語

検索と語の音声化は密接に関係しているということであ

ろう。また，ある言語に限って当てはまるのは，単語検

索の自動化が，音韻変換の習熟度によって決まるかどう

か，音韻変換に習熟するのにどのぐらいの期間を要する

か，といったことなどが含まれるであろう。今回の実験

のような試みが，読解能力に関する個人差についてのよ

り包括的な理論を打ち立て，さらには有効な読解指導の

基礎を築くために役立つものであると信じている。
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読解力上位群と下位群の平仮名と漢字で表記された単語の音読潜時

　（1996年）に掲載された論文を翻訳したものである。

　原版の著作権はIntemational　Reading　Association，p．0．

　Box8139，Newark，Delaware19714－8139，U．S．A．にあ

　る。

（2）Intemational　Reading　Associationは日本読書学会に本

　論文の翻訳掲載を許可したが，翻訳の責任はすべて日

　本読書学会にある。

　　　　　　　　　　付録

実験に使用した単語

　　　　　　　　　平仮名

平仮名通常語　平仮名特殊音節語　平仮名疑似語

実在する語はすべて名詞である。

要 約

読解力上位群と下位群の平仮名と漢字で表記された

単語の音読潜時

ものがたり

ゆきぐに

なつやすみ

かわぎし

たけやぶ

なきごえ

ともだち

しゅうきょう

ちゅうしん

ちょっかく

ちょうめん

じゅみょう

じてんしゃ

れんしゅう

へてざま

よろおぞ

しゅんらさ

はれっぺる

りょうむせ

こぼぴそ

いほじゃ

漢字一2

　漢字

漢字一4 漢字疑似語

市長

日記

電気

交通

作文

人間

計算

希望

季節

英語

参考

相談

給料

天候

受幸

医心

点育

信害

北別

半用

印番

注〉平仮名通常語は平仮名で書かれた実在する語で特殊

　　音節を含まないもの

　　平仮名特殊音節語は平仮名で書かれた実在する語で

　　特殊音節を含むもの

　　平仮名疑似語は平仮名で書かれた疑似語で特殊音節

　　を含むものと含まないもの

　　漢字一2は漢字で書かれた実在する語で2年生の国

　　語の教科書で学ぶもの

　　漢字一4は漢字で書かれた実在する語で4年生の国

　　語の教科書で学ぶもの

　　漢字疑似語は漢字で書かれた疑似語

　日本語の単語の音読潜時は，5年生の読解力上位群と

下位群の被験者で異なるかどうかを3つの実験で検討し

た。実験に用いた単語は，日本語の2種類の表記法であ

る平仮名（音節文字）あるいは漢字（語形文字）で表記

された。実験用の単語は次の6群から成っている：（a〉平

仮名で表記された実在の単語，特殊音節を含むものと含

まないもの；（b）平仮名の疑似単語；（C）漢字で表記された

単語，2年生の国語の教科書で学ぶものと4年生で学ぶ

もの；（d）漢字の疑似単語。単語音読潜時は，平仮名でも

漢字でも，読解力上位群では下位群でより有意に短かっ

た。これらの結果は，疑似単語を除いた場合（実験2）

にも，疑似単語が別なサブセッションで呈示された場合

（実験3）にも，繰り返し確認された。これらの結果は，

英語について見出されている結果と一貫しており，命名

（読み上げ）速度が，音節文字だけでなく語形文字でも，

単語検索の自動化の良い指標であることを示唆している。

しかし，英語についての研究結果とは異なって，上位群

と下位群の音読潜時における差は，平仮名でも漢字でも，

疑似単語より実在の単語でより大であった。上位群と下

位群の音読潜時における差は，実在の平仮名単語に対し

てよりも，実在の漢字単語に対してより大であった。Per－

fetti（1985）によって提案されたverbal　emciency　theory

の異なる言語や表記法への適用が論じられた。
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日本読書学会会則（1989年7月改正）

第1条
第2条

第3条

第4条

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

第5条

第6条

第7条
　　1．

　　2．

　　3．

　　4．

　　5．

第8条

　　　第1章名称と事務所

本会は日本読書学会と称する。

本会の事務局は当分の間筑波大学学校教育部国

語教育研究室内に置く。

　　　第2章　目的と事業

本会は読書に関する科学的研究を志す者の連携

協力によって日本における読書文化の発達なら

びに読書指導の進歩を図ることを目的とする。

本会は前条の目的を達成するために次の事業を

行なう。

会員の研究促進を目的とする大会の開催。

会員の共同研究を目的とする部会の開催。

会員の日常の研究・実践活動の情報の収集なら

びにその紹介。

読書及びその指導に関する内外諸文献の調査な

らびにその紹介。

内外における関係諸団体との緊密な連絡。

会員の研究業績その他を掲載する機関誌の編集。

会員が本会の組織運営に関して協議する総会の

開催。

その他本会の目的を達成するために必要な事業。

　　　第3章　組織と運営

本会の会員は正会員，名誉会員および賛助会員

とする。

正会員は本会の趣旨に賛同して会員となること

を申し込み，常任理事会の承認を得，所定の会

費を納入したものとする。

名誉会員は本会の運営に功労のあったもの，ま

たは本会の事業に財政的援助をしたもので，理

事会が推薦したものとする。名誉会員は正会員

と同等の権利を有する。

賛助会員は本会の趣旨に賛同して，賛助会費を

納入したものとする。

会員であって会員の義務を怠り，または不都合

な行為をしたものは除名されることがある。

会員は本会が営むあらゆる事業に参加すること

ができ，また本会の機関誌その他の出版物につ

いて無料配布または優先的配布をうけることが

できる。

本会の事業を運営するために次の役員を置く。

会　　長　　　1　名

副会長
常任理事

理　　事

監　　事

1　名
若干名

若干名

2　名
理事及び監事は，正会員および名誉会員が互選

第9条

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

1．

2．

第16条

第17条

第18条

第19条

第20条

する。

理事長が運営上必要と認めたときは，前記の互

選によるもののほか，正会員の内若干名を指名

して，理事に加えることができる。

理事は理事会を構成し，本会の事業執行の責任

を負う。

副理事長は理事の互選により選出し，理事長の

任期終了とともに次期理事長となる。

理事長は会長として本会を代表する。副理事長

は副会長として会長を補佐し，会長事故あると

きは，その職務を代行する。

常任理事は理事が互選する。

理事長が運営上必要と認めたときは，前項の互

選によるもののほか，理事の内2名に限り指名

して，理事会の承認を経て，常任理事に加える

ことができる。

常任理事会は理事長，副理事長及び常任理事に

よって構成する。

常任理事会は理事長の委託をうけ，本会の通常

の運営について常時執行の任にあたる。

監事は，本会の会計を監査する。

役員の任期は3年とし，4月1日から3年後の

3月31日までとする。新役員は，旧役員の任期

が最終となる年度内に，選挙によって決定する。

本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長

は理事会の推戴による。

本会の事業を遂行するために事務局に次の職員

を置く。

事務局長　　　1　名

書　　記　　若干名

事務局職員に関する規定は別に定める。

本会に支部を置くことができる。支部に関する

規定はこれを別に定める。

　　　第4章会　　計
本会の経費は会費，賛助会費，寄附金または補

助金等によって支弁する。

会費は当分の問年額7，000円とし，毎年3月末

までに次年度の会費を納入すべきものとする。

本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年

3月31日で終わる。決算報告及び予算案は総会

において承認及び審議決定される。

　　　第5章雑　　　則
本会の会則の改正は総会において審議決定され

る。
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