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仮名の読字学習に及ぽす絵の対提示と

単語の熟知度の効果＊

奈良教育大学今井靖親＊＊

　小学校1年生の国語教科書や幼児用の絵本には，ほと

んど例外なく文字や単語や文に関連する絵が添えられて

いる。これは，絵を対提示するほうが子どもの興味を高

め，文字や単語や文の読みの学習を促進すると考えられ

ているからであろう。しかし，これまでの心理学的研究

では，絵は読字学習において，必ずしも有効には働かな

い。むしろ，絵の対提示は読字学習を妨害する，という

報告さえなされている。例えば，Samuels（1967），杉

村（1974）は，幼児にとって親 しみ深い単語を選択し，

単語だけを記入したカードを提示する群と，単語と絵と

を記入したカードを提示する群をつくり，読みの学習を

行わせた。その結果，単語のみを提示した群の成績がよ

かったため，単語の読字学習において，対提示される絵

は学習を妨害すると結論づけた。これについてSamuels

（1967）は，絵が単語への注意をそらす刺激として作用

したために，単語の読字学習が妨害されたと解釈した。

さらに杉村（1974）は，単語のみを提示した場合は，幼

児のもつイメージが単語と音との連合を促進するが，絵

を対提示した場合には，単語と絵に音が連合され，絵が

単語と音の連合を抑制する，という解釈を付け加えた。

　上記の2つの研究では，単語と絵を同時に示す同時提

示法で学習が行われたため，注意が文字と絵の両方に分

散し，文字への記銘が弱められたと考えられる。そこで今

井（1979）は，子どもがよく知っている単語を用いて，
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　先に絵を提示し，次に文字を提示するという継時提示法

　で絵の効果を検討した。その結果，絵には読字学習へ

　の妨害効果も促進効果もみられなかった。同様に福原

　（1982）は，先に文字を提示し，次に絵を添えるという

　継時提示法で，片仮名を用いて絵の効果を検討したが，

　絵は読字学習を妨害も促進もしないという今井（1979）

　と一致した結果を得ている。

　一方，松崎・磯崎・上野・古城（1979），丸山・河村・

　小俣・姫野・葛城・荒金・秋好（1979）は，Samules（1967）

　や杉村（1974）では，幼児がよく知っている単語を学習

　材料として用いたため，ことばを具象化して意味の理解

　を助ける，という絵の機能が十分に生かされず，妨害効

　果が生じたのではないかと考え，高熟知語と低熟知語の

　両方を用いて，継時提示法で絵の効果を検討した。その

　結果，松崎ら（1979）の研究では，高熟知語を用いた場

　合には，絵は読字学習を妨害したが，低熟知語を用いた

　場合には，妨害も促進もしなかった。しかし，丸山ら

　（1979）の研究では，高熟知語を用いた場合には，絵は

　読字学習を促進したが，低熟知語を用いた場合には，妨

　害する傾向が認められた。このように，上記の2つの研

　究は全く矛盾した結果を得ている。また，これらの研究

　では，熟知度を測定するために，各被験者に絵カードの

　名前を言わせたり，「かるたとり」をさせ，その結果に

　基づいて各被験者の学習材料が選択された。従って，被

　験者によって学習する単語や文字が異なり，学習材料の

　統制が十分ではなかった。このような学習材料自体の属

　性（例えぽ，形態的複雑度，構音難易度など）が，実験
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結果に少なからぬ影響を及ぽしたとも考えられる。

　そこで，今井（1983）は， 実験に用いる学習材料を統

　　　　　　　　　　　制したうえで，読字学習に及ぽす絵の対提示効果を検討

した。すなわち，予め単語の熟知度を熟知度調査により

測定し，高熟知語として，rクマ」，rオニ」，rフネ」，

「サル」，rツキ」を，また低熟知語として，rクギ」，

「オノ」，rフグ」，rサイ」，rツエ」を選定し，これら高

熟知語，低熟知語，各5個の語頭文字「ク」，「オ」，

「フ」，rサ」，rッ」の5文字を学習材料とした。その結

果，高熟知語を用いた場合には，絵の対提示は読字学習

を妨害したが，低熟知語を用いた場合には，絵は妨害も

促進もしなかった。この結果はSamuels（1967），杉村

（1974），松崎ら（1979）の結果と一致している。

　ところで，先にも述べたように，読字学習において

対提示される絵は，子どもの学習への興味を高め，動機

づけの役割を果たすと同時に，ことばを具象化すること

により，文字や単語の意味理解を補い，その結果，音声

と文字あるいは単語との連合を促進する働きをなすもの

と考えられる。つまり，絵は動機づけの効果と，ことば

の熟知度を高めるという熟知化（familiarization）の効果

をもっていると思われる。それでは，従来の心理学的研

究において，なぜ絵は読字学習に対して促進効果を示さ

なかったのであろうか。

　学習材料として高熟知語を用いた場合には，幼児は既

にそのことばを熟知しているために，具体的イメージを

容易に想起しうるであろう。そのイメージは文字と音声

の連合を十分に促進する役割を果たしたため，絵は本来

の機能を発揮しえなかったと考えられる。これに対

し，ことばについての理解が困解な低熟知語を用いる場

合には，絵によって補足された単語の意味理解が，文字

と音声との連合を強化し，そのために読字学習が促進さ

れると考えられる。すなわち， 読字学習の際，学習項目

の熟知程度が低く，意味理解を補う必要がある場合に限

り，絵の対提示が有効なのでぱないかと推測される。事

実，Rusted　and　Coltheart（1979），今井（1984）では，

幼児の文理解に絵の対提示が有効であることを実験的に

第30巻第1号

検証している。また，今井（1983）がハングル文字を参

考にして人工文字を作り，低熟知語を用いて，読字学習

に及ぼす絵の熟知化の効果を検討した結果，絵は読字学

習を促進することを見い出した。すなわち，低熟知語を

用いた場合に，読字学習において，絵による熟知化の有

効性が示唆された。

　以上のように，読字学習に及ぼす絵の対提示効果につ

いては，さまざまな結果が報告されているが，明確な結

論は得られていない。

　ところで，これまでの研究で採用された査定方法の多

ては，視覚的に再提示された文字や単語に対して，それ

らと連合すべき音声を再生させることであった。それゆ

え，このような測度で査定された実験結果は，主として

文字（あるいは単語）と音声との連合の成績に限定され

ていた，と考えることがでぎる。読字学習の過程をより

的確にとらえるために，従来の査定方法とは異なった方

法で，読字学習を分析的に検討することが必要である。

そこで本研究では，読字学習に及ぽす絵の対提示と単語

の熟知度の効果を明らかにするために，従来の査定方法

に加えて，最終テストとして，再生テスト，再認テス

ト，単語の熟知度テストを実施して，それぞれの結果を

比較検討する。

　　なお，本研究は，今井（1983）に準じて実験を行

ったが，両者の相違点は以下のとおりである。（1）今井

（1983）の実験では，片仮名2文字単語における語頭文

字のみを学習させるr文字法」（藤野・田中，1977にお

けるr一文字読みを意味づけて指導する方法」は，これ

に該当する。）で行われているが，本実験では，r文字・

単語法」（今井，1980）で，片仮名2文字単語の読みを

学習させた。（2）今井（1983）では，語頭文字が同一一の高

熟知語と低熟知語が学習材料として選定された。従っ

て，学習する5文字は，どの群においても，視覚的には

同一のものであったが聴覚的に提示される音声（単語）

は，群によって異なっていた。本研究では，4文字の組

合せによってつくられた高熟知語と低熟知語を学習材料

に用いた。それゆえ，視覚的に提示される文字において
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も，聴覚的に提示される音声においても，各群とも同一

の刺激材料であった。（3）上述したように，今井（1983）

では，学習の査定方法は従来どおりの方法で行われてい

た。これに対し，本実験では最終テスト（再生テスト，

再認テスト，単語の熟知度テスト）を加えた。

　本実験の予想は次のとおりである。（1）読字学習におい

て，高熟知語を用いるほうが低熟知語を用いるより成績

がよいだろう。（2）高熟知語を用いる場合には，絵の対提

示は読字学習を妨害するが，低熟知語を用いる場合に

は，絵の対提示は読字学習を促進するだろう。

方法

．、嚢．』

　ウ．．
一’塾

ハー・一　｝ヨ

　嶋）　　一　・r一

　実験計画　2×2の要因計画が用いられた。第1の要

因は単語り熟知度（高熟知語と低熟知語）であり，第2

の要因は絵の有無である。

　被験者一予備調査によって選出された保育園児，幼稚

園児80名（男児47名，女児33名）である。年齢の範囲は

5歳3か月から6歳2か月，平均年齢は5歳9か月であ

り，年齢と男女の数がほぼ等しくなるように配慮して次

の4群をつくった。（1）高熟知語・絵有り群（以下，高・

有群と略称する。他も同様。），（2）高熟知語・絵無し群

（高・無群），（3）低熟知語・絵有り群（低・有群），（4）低

熟知語・絵無し群（低・無群）。なお，各群の平均年齢

は，高・有群から順に，5歳8か月，5歳10か月，5歳

8か月，5歳9か月であった。

　材料　学習材料は，予備調査により選定された清音2

音節からなる次の4つの単語である。

　高熟知語：rウマ」，rッメ」， 低熟知語：rウメ」，rマ

ツ」これらの単語は，rウ」，rツ」，rマ」，rメ」の4文

字の組合せにより構成されている，従って，高・有群，

高・無群，低・有群，低・無群のいずれの群において

も，全く同一の4文字を学習することになる。

　学習試行用の文字カードとして，次のものが用いられ

た。

　（1）絵と単語のカード17cm×13cm　の白い厚紙の中央

下部に，黒ペンで単語が1つずつ書かれ，絵はその上部

図1　学習用単語と絵のカード（彩色）

　に単語を表わす彩色画で示されている（図1）。（2）単語カ

　ード17cm×13cmの白い厚紙の中央下部に黒ペンで（1）

　と同じ単語が書かれ，その上部は空白であった。（3）補助

　カード　（1）のカードの1／2の大きさの8．5cm×13cmの

　白い厚紙と，同じく1／4の大きさの8．5cm×6．5cmの

　白い厚紙である。これは学習材料の提示の途中で絵と文

　字を隠すために用いられた。

　　テスト用カードとしては，次のものが用いられた。

　　（1）文字カード7．5cm×7．5cmの白い厚紙に，学習文

　字4字とディストラクターとして選定されたrサ」，rケ」

　の2文字が，それぞれ1文字ずつ書かれている。（2）単語

　カード7．5cm×13cmの白い厚紙に，学習単語4語とデ

　ィストラクターとして選定された「サケ」，「ケサ」の2

　語が，それぞれ1個ずつ書かれている。

　　手続き　実験はすべて個別に行った。まず被験者に氏

　名を尋ね，rこれから，わたしと一緒にカード遊びをし

　ましょう。」と教示を与えた。その後の学習試行では次

　のような教示が与えられた。

　　（1）絵有り群（高・有群と低・有群）　r初めに絵が，次
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に字が出てきますから，しづかり見て，できるだけたく

さん字を覚えてください。」と教示を与え，例えば，rウ

マ」を学習させる場合には，カードの文字を隠し，rウ

マ」の絵だけ観せて，晒マ』って知っていますカ㌔」

と聞く。次に，絵と文字r→」を隠し，文字rウ」を指

して，「この字は『ウ』と読みます。言ってみてくださ

い。」と言い，rマ」についても同じように教示する。最

後に，絵は隠したままで「ウマ」を指し，r合わせて

『ウマ』と読みます。言ってみてください。」と教示を

与えた。（2）絵無し群（高・無群と低・無群）r初めに字

が出てきますから，字をしっかり見て，できるだけたく

さん覚えてください。」と教示を与え，例えば，rウマ」

を学習させる場合には，カードの文字を隠して，r『ウ

マ』って知っていますか。」と聞く，その後は，絵有り

群と同じ方法で教示を与えた。

　学習用単語のそれぞれについて，絵は5秒，文字は1

文字約4秒および1単語約8 秒ずつの速さで提示し，1

文字ずつ指でさしながら，はっきりと読みあげ，被験者

に模倣させた。このような手続きで，2個の単語を提示

し，これを学習1試行とした。次に，r今度は○○ちゃ

んが先に読んでください。」という教示を与え，テスト
　　　　　　　　　　
用文字カードを1文字約4秒ずつの速さで提示し，被験

者が読めるかどうかを4文字についてテストした。

　以上のような学習1試行と習得テスト1試行が交互に

5回行なわれた。なお，学習用カード，テスト用カード

は，偏りのないように提示順序を考慮した。

　さらに，最終テストとして次の3種類のテストを実施

した。

　（1）再生テスト　このテストにおいては，「では，また

○○ちゃんが先に読んでください。」と教示を与え，テ

スト用単語カードを1単語約4秒ずつの速さで提示し

た。テスト用カードについても同じような方法で提示

し，被験者が学習した単語と文字を読めるかどうかを調

べた。

　（2）再認テスト　このテストにおいては，「今度はカー

ド取りごっこをしましょう。『ウマ』というのはどれで
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したか。この中から選んでください。」と教示を与え，

ディストラクターを含むテスト用単語カード6枚を机の

上に並べ，被験者が正しく弁別できるかどうかを調べ

た。文字についても同じような方法でテストを行った。

　（3）単語の熟知度テスト　このテストにおいては，rこ

れから，わたしが尋ねることについて，○○ちゃんが知

っていることを全部教えてください。」と教示を与え，

学習した2個の単語について，次のような5項目の質問

を行った。①経験の有無rrウマ』って知っています

か。見たことがありますか。」（2）仲間　「それは何の仲

間ですか。」③場所・時間rいつ見ましたか。どこで

見ましたか。」④形・色rどんな形や色をしています

か。」⑤その他　「ほかに知っていることがあれば教え

てください。」

　正しく答えられた項目に1点を与え，1つの単語につ

き5点満点とした。・

結果

結果の処理は次のように行った。習得テストにおける

各群のそれぞれの正反応に対して1点を与えた。1試行

が4点満点，5試行で合計20点満点である。最終テスト

についても同様にそれぞれの正反応に対して1点を与

え，再生テストでは8点，再認テストでは6点満点，単

語の熟知度テストでは10点満点とした。

　表1は従来の査定方法（各習得テストの成績の合計）

における各群の平均得点と標準偏差を示したものであ

る。これをもとにして，単語の熟知度と絵の有無を被験

者間の要因とする2×2の分散分析を行った。その結

果，熟知度の主効果が，F（1，76）＝12．89，P＜．01で

表1習得テストにおける各群の平均得点と標準偏差

　　　　　平均
高熟知語
　　　　　SD

　　　　　平均
低熟知語
　　　　　SD

全 体

絵有り絵無し

10．60　　　　9．65

2．97　　　3．13

8．05　　　6．70

4．12　　　3．57

9．33　　　　8．18

全体
10．13

7．38
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表2　再生テストにおける各群の平均得点と標準偏差　　　表3　再認テストにおける各群の平均得点と標準偏差

　　　　平均
高熟知語
　　　　SD
　　　　平均
低熟知語
　　　　SD

全 体

絵有り絵無し

6．65　　　　6．55

0．96　　　1．07

4．80　　　4．10

1．60　　　1．67

5．73　　　5．33

全体
6．60

絵有り　絵無し 全　体

　　　　平均　　　3．85　4．05
高熟知語　　　　’SD　　　　1．52　　1．40

3．95

4．45 　　　　平均　　　3．40　2．25
低熟知語
　　　　SD　　　　1．32　　1．34

2．83

全 体 3．63　，　　3．15

有意であったが，絵の主効果及び熟知度と絵の交互作用

は有意でなかった。熟知度の有意な主効果は，高熟知語

群のほうが低熟知語群よりも成績がよいことを示してい

る。

次に，テスト方法による結果の相違を比較するため

に，再生テスト，再認テスト，単語の熟知度テストにつ

いても，単語の熟知度と絵の有無を被験者間の要因とす

る2×2の分散分析を行った。

（1）再生テスト表2は再生テストにおける各群の平均

得点と標準偏差を示したものである。これについて分

散分析を行った結果，i熟知度の主効果が，F（1，76）ニ

47．31，P＜．01で有意であった。しかし，絵の主効果

と熟知度と絵の交互作用は有意ではなかった。これは従

来の査定方法による結果とほぼ一致している。’

　（2〉再認テスト表3は再認デストにおける各群の平均

得点と標準偏差を示したものである。これについて分

散分析を行った結果，熟知度の主効果が，F（1．76）＝

14．14，P＜．01で，また，熟知度と絵の交互作用が，

F（1，76）＝5．09，P＜．05で，それぞれ有意であった。

しかし，絵の主効果は有意ではなかった。熟知度の有意

な主効果は，従来の査定方法や再生テストの結果と同様

に，高熟知語のほうが低熟知語よりも読字学習の成績が

よいことを示している。熟知度と絵の交互作用を示した

のが図2である。これについて単純効果の検定を行った

ところ，高熟知語を用いた場合には，絵の有無による差

は見られなかったが，低熟知語を用いた場合には，絵が

有るほうが絵がないよりも有意に成績がよかった（診＝

2．72，め』76，P＜．01）。また，絵が無い場合には，低

熟知語を用いると，高熟知語を用いた時に比べて，成績

平

均

得

6

ぷ

4

3

　2占
’、、、

1

0

＼

　　国高熟知語

　　□低熟知語

ザ

ふ

　　絵有り　　絵無し
　　　　　　　　　　＊＊P＜．01
　　　　　　　　　　＊＊＊P＜．001

図2　再認テストにおける各群の成績

が著しく悪くなった（1＝4．25，ガニ76，P＜．001）。

（3）単語の熟知度テスト表4は単語の熟知度テストに

おける各群の平均得点と標準偏差を示したものである。

これについて分散分析を行ったところ，熟知度の主効果

が，F（1，76）＝21．58，P＜．01で有意であった。また，

熟知度と絵の交互作用が，F（1，76）ニ2．92，．05＜P＜

．10で有意な傾向が認められた。熟知度の有意な主効

果は，高熟知語群のほうが低熟知語群よりも成績がよい

ことを示している。図3は熟知度と絵の交互作用を示し

たものである。これについて単純効果の検定を行ったと

ころ，絵の有無にかかわらず，高熟知語のほうが低熟知

語よりも読字学習の成績がよかった（絵有り：’＝2・08，

ガ＝76，ρ＜．05，絵無し：置＝4．52，ガニ76，P＜．01）。
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表4　熟知度テストにおける各群の平均得点と標準偏差

　　　　平均
高熟知語
　　　　　SD

　　　　平均
低熟知語
　　　　　SD

全 体

絵有り　絵無し

6ら10　　　6．15

0ら83　　　　2．34

4495　　　3．55

0－79　　　　2．40

5鼠50　　　　4．85

全体
6．13

4．23

平
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均6

　5
得

　タ

占
ハ、、　3
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ノ

〆㌔

甚

圓高熟知語

□低熟知語

（蝋

　o
　　　　　絵有り　　　絵無し
　　　　　　　　　　　　　　＊．P＜．05
　　　　　　　　　　　　　　＊＊P＜．01

　　図3　熟知度テスト碑おける各群の成績

また，低熟知語の場合は、，絵が有る時のほうが無い時よ

りも成績がよかった（オ＝2．35，みニ76，P＜．05），しか

し，高熟知語の場合には，絵⑫有無による有意な差は認

められなかった。

議論

本実験では，片仮名の読字学習において，単語の熟知

度の高低と絵の対提示の有無とが，どのように作用する

かを実験し，得られたデータを種々の査定法を用いて比

較・検討した。

　（1）いずれの査定方法においても，高熟知語を用いるほ

うが読字学習を促進する，という一致した結果が得られ

た。これは今井（1983），今井・今井（1983）の結果と

第30巻第1号

一致している。なお，福沢（1976）は，小・中学生を対

象とした漢字の読みに関する実験で，r言葉の熟知度」が

読字学習に大きく作用することを明らかにしたが，Stein・

berg・山田（1977），Steinberg・岡（1978），Steinberg・

河野（1981）らの一連の研究においても，有意味語を用

いた読字学習の重要性が報告されている。本実験におい

ても，再生テストで，被験者に対して文字カード「ウ」

を提示した時，まず，既に学習した「ウマ」という語音

が口の中でつぶやかれ，それを手がかりとして，「ウ」

が帰納的に再生される例が観察された。このようにし

て，低熟知語に比べ，高熟知語を用いた場合には，文字

や単語（S）と音声（R）の連合や再生が強化され，そ

の結果，読字学習が促進されるものと考えられる。

　（2）いずれの査定方法においても，高熟知語群では，・絵

は読字学習を妨害も促進もしない，という一致した結果

が得られた。これは，高熟知語群では絵は読字学習を妨

害する，という本実験の最初の予想や今井（1983）の結

果と異なっている。なぜこのような結果が得られたので

あろうか。

　まず第一に，本実験と今井（1983）における文字提示

方法の違いが考えられる。今井（1983）では，例えば

「ク」という文字を提示して，「『クマ』の『ク』です。」

と教示するような，いわゆる「文字法」が用いられた。

この方法では，聴覚的には「クマ」と単語で提示しなが

ら，視覚的には「ク」のみを提示し，rク」1字だけを

学習させることになる。これに絵が対提示されると，被

験者は「クマ」の絵を手がかりとして，rク」のみを再

生しなければならない。したがって，今井（1983）でも

指摘されているように，この方法では被験者はかなり複

雑な対連合学習を強いられていることになる。これに対

して，本実験では，「この字は『ク』と読みます。この

字は『マ』と読みます。合わせて『クマ』と読みます。」

と教示する文字・単語法が用いられた。この方法では，

視覚的にも，聴覚的にも，同一の「クマ」が提示され，

さらに文字と単語の両方に注意が向けられるため，単語

と絵を利用して文字を学習する被験者にとっては，比較
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的有利な方法であったといえよ う。

　第二に，本実験では，今井（1983）と比べて，学習さ

せた単語教が少なく，被験者の学習負担度が軽かったた

めに，従来の研究のように，絵が文字に対する注意を分

散させる過剰な刺激にはならなかったと考えられる。

　（3）低熟知語群においては，読字学習における絵の有

効性が認められた。既に対連合学習の研究領域におい

ては，絵画化の効果が支持されている（北尾，1975多

Reese，1976）が，北尾（1975）は，刺激項と反応項が

不自然な対であり，自発的に媒介文をつくり出して学習

を行うことが困難な場合に，絵画化の学習促進効果が顕

著に現われていると報告している。また，漢字1字の低

熟知語を用いて，読字学習に及ぼす絵の対提示効果を検

討した松崎ら（1983）の研究においても，絵の対提示が

読字学習を損なうことなく，保持を助ける効果のあるこ

とが明らかにされている。

　低熟知語を用いた場合のみ絵が有効に作用するのは，

被験者が絵から得た情報をもとにして，未知のことばに

対してのイメージ化や意味づけという一致の熟知化を行

い，それを媒介として，文字（S）と音声（R）の連合

を強化しうるからではないか。 それゆえ，媒介的な学習

が困難な時に限り，絵が事物比ついての意味理解を補

い，熟知化を促すのであろう。このような絵の機能が，

本実験の熟知度テストで初めて明らかにされたことは興

味深い。

　以上のように，本実験において，種々の査定方法を用

いて，読字学習に及ぽす絵の対提示と単語の熟知度の効

果を検討したところ，査定方法いかんによっては，読字

学習の異なった側面を評定しうることが明らかにされ

た。

て比較・検討することであった。被験者は平均年齢5歳

8か月の幼児80名であった。彼らは，単語の熟知度の

高・低，絵の対提示の有・無の条件に基づいて，次の4

群に配置された。高熟知語・絵有り群，高熟知語・絵無

し群，低熟知語・絵有り群，低熟知語・絵無し群。

　学習試行において，絵無し群では単語のみを提示し，

絵有り群では単語と絵の両方を提示し，単語を構成して

いる個々の文字と単語全体の読みが教えられた。習得テ

スト試行では，どの群にも文字のみを提示し，被験者に

読ませた。学習1試行と習得テスト1試行を交互に5回

行った。その後，最終テストとして，再生テスト，再認

テスト，単語の熟知度テストを実施した。再生テストで

は，学習させた文字および単語を再提示して読ませた。

再認テ不トでは，ディストラクターを含む文字カードま

たは単語カードを提示し，その中から学習させた文字お

よび単語を選択させた。単語の熟知度テストでは，学習

させた単語の熟知程度を調べた。主な結果は次のとおり

であった。

　（1）いずれの査定方法を用いても，高熟知語を用いた学

習のほうが，低熟知語を用いた場合よりも成績がよかっ

た。

　（2）高熟知語を用いた学習では，いずれの査定方法にお

いても，絵の対提示の有・無による成績の差は見られな

かった。しかし，低熟知語を用いた学習では，再認テス

ト，単語の熟知度テストにおいて，絵有り群のほうが絵

無し群よりも成績がよかった。

　読字学習において対提示される絵は，学習への動機づ

けの効果とことばの熟知化の効果をもっていると考えら

れるが，本実験の結果は，読字学習の際の絵の対提示

が，熟知度の低い単語およびその文字を構成している文

字の読みの習得に有効であったことを示している。
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SUMMARY
The　purpose　of　the　present　study　was　to　examine

the　effects　that　the　familiarity　of　words　and　the　pre－

sentation　of　pictures　have　on　young　children’s　learning

to　read　kana　scripts　and　to　compare　the　responses　of

children　in　a　recall　test　in　pre－test　trials　and　a　recall

test，recognition　test，and　famiharity　test　in　nnal　tests．

The　subjects　were80children　whose　average　age　was

5：8．On　the　basis　of　the　number　of　katakana　letters

they　could　read，they　were　as＄igned　to　one　of　the　fo1－

Iowing　four　groups：high　familiarity－picture，　high

familiarity－no　picture，　low　familiarity－picture，low

familiarity－no　picture．

In　the　recall　tests　subjects　read　the　letters　and　the

words　which　they　leamed　in　the　acquisition　trials．In

therec・gniti・ntestsubjectsselectedthelettersand

the　words　they　leamed　from　cards　of　letters　and　words

which　also　included　intentionally　distracting　items。In

the　familiarity　test　subjects　were　asked　how　much

they　knew　about　the　words　they　had　leamed。

　The　main丘ndings　of　the　investigation　were　as　fol一
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10ws：（1）In　any　test　the　group　which　leamed　to　read

kanalettersusingw・rdswit恥ighξamiliarity．9・t

higher　scores　than　children　who　were　taught　to　read

using　words　with　low　familiari也y．（2）Ih　all　tests　mea－

suring　the　ability　to　read　previously　taught　words

with　high　familiarity　there　was　no　signi五cant　differ－

ence　beweeh　picture　groups　and　no－picture　groups，but

in　the　recoghition　test　and　in　the　familiarity　test　the

picture　groups　that　leamed　to　read　using　words　with

low　famillarity　scored　higher　than　the　n伽picture

groups・

　　The　findings　suggest　that　pictures　have　a　facilitating

effect　on　leaming　to　read　letters　and　words　with　low

familiarity．
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The　Science　of　Reading，Vo1．30，No．1（1986）

聴覚障害児（者）用字幕番組作製における

字幕の最適性に関する実験的研究

　　　　　　　修正セリフの効果の検討　　＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学岡田　明＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都築繁幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤至英

　　　　　　　　　　　　　　　　幕製作基準をただちに適用できない面がみられる。

問題

　聴覚障害児は音声情報の習得が困難なために彼らに情

報を補償するために従来よりいろいろな試みがなされて

きた。音声情報に代わって視覚情報を与えていくことは

教育的にも意義が認められており，なかでも映像を用い

た視聴覚教育は，実践的にも数多く試みられてきた。そ

して，テレビ番組に字幕を挿入することへの関心も高ま

り，字幕研究も行なわれるようになってきた。

　聴覚障害者に字幕を挿入して音声情報を補償していく

試みはなされつつあるが，これらに対して教育心理学的

観点から実験的に検討したものは数少ないように思われ

る。本研究では，聴覚障害児（者）用の字幕番組作製上

の教育心理学的問題をとりあげ実験的に検討することを

試みた。

　字幕作製問題に関し，アメリカ合衆国においていくつ

かの研究がなされている。そこで扱われている変数は，

（1）視聴者の読みの能力，（2〉字幕の言語水準，（3）字幕の速

さ，（3）字幕と音声情報の一致，などである（Braverman

＆Hertzo9，1980；Braverman，1981）。これらの先行研

究は，我々に多くの示唆を与えてくれるが，字幕挿入を

仮名と漢字を用いて行なう我が国にアメリカ合衆国の字

＊Optimizing　captioned　information　in　educational　te1・

　evision　for　the　deaf．

＊＊OKADA，Akira

　TSUZUKI，Shigeyuki
　SATO，Yoshiteru
　（University　of　Tsukuba）

　岡田ら（1985）は，字幕番組を作製する際の字幕挿入

方法がどのような条件において最適であるのかを検討す

るために可読性要因に着目して実験を試みている。その

結果，（1）セリフに対する字幕挿入率を30％とした場合，

聾学校小学部では単語で，中学部では文で挿入した場合

に得点が高かった，（2）1つの字幕呈示時間を5～7秒と

した時，全般的傾向として，小学部では，字幕挿入率が

60％，中学部では，30％の条件の成績が高かった，とい

う結果が得られた。聴覚障害群において字幕挿入効果が

みられ，字幕無・音声無の条件で視聴させた健聴小4の

成績は，聴覚障害群の中学部よりも高かった，という結

果も得られた。これらの結果から，今後，字幕の表現形

式を検討し，字幕番組理解力を健聴の同年齢の子供の水

準までひぎ上げる必要が強調された。

　字幕番組作製にあたり，字幕挿入量と字幕呈示時間と

は相対的関係にある。字幕の文字量を多くすれば字幕呈

示は短くなり，それだけ，早く字幕を読み取る能力が要

求される。

　この問題は，字幕の表現形式とその製作方法に関連し

てこよう。現在，多くの聾学校で用いられているテロッ

プカード方式では，すべてのセリフを挿入できない。そ

のために字幕番組製作者が，セリフを文字化し，重要だ

と思われる文をできるだけわかりやすくして挿入してい

るのが現状である。その結果，字幕が場面に一致してお

らず，話者の口の動きからだけでは内容が判断できず，

たとえ，字幕が挿入されたとしても字幕から別の話を想
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像してしまう，などの意見が出され，年長の聴覚障害者

から字幕挿入に関し「できるだけ字幕はセリフに忠実に

挿入し，話者の口の動きに合わせてほしい，会話文は，

特に簡素化せずそのまま挿入してほしい」といった要望

が出されている（小畑ら，1982）。

　岡田ら（1985）の実験結果によると中学部の成績は，

小学部よりも高く，視聴覚経験と言語生活体験が字幕理

解に関与していることが示唆ざれている。従って，聴覚

障害児の読みの力，類推力，発達的要因との関連で字幕

の表現形式を考えていく必要があろう。

　本研究では，字幕表現形式，字幕言語水準，発達的要

因をとりあげて，字幕番組作製における字幕の最適性を

明ら力寸こしようとした。

方法

　実験計画　本実験では，次に示される3つの要因をと

りあげた。まず，字幕の挿入表現形式をとりあげた。セ

リフをそのまま忠実に字幕にしたもの（以下，オリジナ

ル条件）と，セリフを意訳し制作者側がわかりやすい字

幕にしたもの（以下，修正条件）の2条件を設定した。第

2に字幕の言語水準をとりあげた。セリフを忠実に字幕

にするにしても意訳するにしてもどのような言語水準で

挿入するかが問題となる。文の場合（以下，文条件）と単

語・語句の場合（以下，単語条件）を設定した。第3に，

視聴経験・言語体験のちがいをみるために発達的要因を

とりあげ，聾学校小学部高学年と中学部を対象とした。

　このように2×2×2の3要因配置デザインを用い

た。これらは，いずれも群間要因である。岡田ら（1985）

の実験では，字幕挿入効果をみるために聾学校小学部高

学年，中学部及び健聴の小学校4年生に対して映像のみ

（字幕無・音声無）を視聴させる群を設けている。その

結果，聴覚障害群において字幕挿入効果が認められ，健

聴小4群は，字幕付きの聴覚障害中学部群よりも成績が

高かったことが示されている。 そこで，本実験では，あ

えて，健聴の小4群と聴覚障害群の映像のみという条件

を設けなかった。

　被験者　実験に参加したのは，聾学校小学部に在籍す

る児童51名，中学部に在籍する生徒67名，計118名であ

った。聾学校の選定にあたっては，視聴覚教育活動が盛

んな学校でテレビ学習の態度がある程度，形成されてい

ることを条件とし，関東地区に位置する聾学校4校で実

験を行なった。本実鹸に参加した聴覚障害児は，聴覚障

害以外に二次障害をもたない，単純聾の者である。読み

の能力に関しては，学年や個人によってかなりの分散が

あり，厳密な意味で統制は困難であったが，およそ，

小3レベル以上の者を対象とした。実験校が4校にまた

がっておりかつ，各々の学校差もみられることから実験

群の生活年齢，聴力損失程度，IQ，言語学習能力等を

数値上，厳密に統制するのは困難であった。担任の判

断により各校において能力が等質になるように被験者を

分け，4校のバランスがとれるように被験者を配置し

た。

　実験番組　NHK教育番組の道徳「明るい仲間」より

r仲間はずれ」を選定した。これは，昭和57年度に放映

されたもので本実験に参加した被験者は，以前にこの番

組を視聴していない。

　字幕挿入の手順　まず録画された番組の登場人物のセ

リフを遂次，忠実に文字化した。表1には，挿入された

字幕の例が示されている。オリジナル・文条件は，セリフ

が忠実に字幕化されたものである。オリジナル・単語条

件は，オリジナル・文条件に含まれているキーワードを

選んで字幕化したもQである。修正条件は，セリフを意

訳し，わかりやすい語句・文になおしたものである。放

映されているセリフの中には，聴覚障害者にとってなじ

みの薄い文がみられる。彼らが日常，使わない文型や語

いが数多くみられる。聾学校によって報告されている語

い・文型表を基に，彼らの日常生活を勘案して作製し

た。表1に示されるように，1つのセリフに対して4条

件とも字幕を対応させて挿入した。

　今回の字幕番組作製にあたっては，テ・ップカード方

式とよばれる簡易方式で行なった。挿入される字幕を和

文タイプで作製し，これと映像とをダビングさせて作製
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表1　字幕挿入例

オ リ ジ ナ ノレ

単 語

班づくり

自分たち

みんなの意見

ちょっとまて

条件

仲間はずれ

文

，生活班の班づくりだ。

班づくりを由分たちで決めさせてください。

みんなの意早を聞いてそれで一番いい方法で決め
　るんです。

ちょっとまて，自分たちで決めるのはいいが

それには条件がある。

班づくりのもっとも大切なことは

　　　　　　　仲間はずれを作らないことだ。

修 正

単 語

班づくり

自分たちで

話し合い

ちょっとまて

条件

仲間はずれ

文　，

班づくりをする。

ぼくたちで決めたい。

みんなの意見を聞いてみよう。

みんな，ちょっとまて。

条件がある。

仲間はずれをつくらないこと。

表2理解力検査

1．次のことばの意味のうち，正しいものに1つだけ

　○をつけなさい。〈叙述〉

（1〉生活班

　ア　生きていく人

　イ　お金をつくること

　ウ　元気のよいこと

　エ　クラスの係の集まり

（3）多数決

　ア早く決める
　イ　数の多い方に決める

　ウ　多くの人が集まる

　工　多くの人で話し合う

（5）　うるさい

　ア走ること
　イ　おこること

　ウ　さわがしい　　　

　エ　うれしい
　　　　　　　　　

（2）相談
　ア　けんか

　イ　話し合い

　ウ　あいて

　工考えること

（4）意見
　ア　ゆめ

　イ　考え

　ウ　ことわざ

　エ　うそ

2．次のもんだいをよく読んで正しいものに1つだけ

　○をつけなさい。　　　

　（1）班づくりで一番大切塗ことは何ですか。〈場面〉

　　ア　自分たちで決めること

　　イ　仲間はずれを作らないこと

　　ウ　野沢君の言うことを聞くこと

　工　給食当番を決めること

　（2）根岸君が章一君をいやがったのはなぜですか。

　〈場面〉

　　ア　まじめでおもしろくないから

　イ　ねえさんがいるから

　　ウ　成績がよいから

　工　背が高いから　　1

　（3）ひろゆき君が妹に言われて不安になったのはな

　　ぜですか。〈場面＞

　ア　おかあさんと同じことをいうから

　イ　仲間になることを約束していないから

　ウ　先生にしかられるから

　工　宿題をやっていないから

（4）章一君のうしろすがたはどのようでしたか。

　〈場面〉

　ア　元気そうだった

　イ　明るかった

　ウ　さびしそうだった

　エ　やわらかかった

（5〉班の決め方はどのように決めることになりまし

　たか。〈場面＞

　ア　あいうえお順

　イ　好きなものどおし

　ウ背の順
　工成績順
（6）先生は生徒の意見にしたがいましたか。〈すじ〉

　ア　ひろゆき君のいうことに従った

　イ　従った

　ウ　お父さんの意見に従った

　工　従わなかった

（7）このテレビ番組は．どんな順で出てきましたか。

　〈すじ＞

　ア家一→学校
　イ　学校一→家

　ウ給食一一→そうじ

　工家一→工場
（8）このお話は何をいおうとしていますか。〈主題〉

　ア　けんかをしないこと

　イ　先生の言うことをよく聞くこと

　ウ　仲間はずれを作らないこと

　工　家でもよく話し合う
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した。字幕挿入の際，登場人物がセリフをしゃべってい　　　　　　　　表3　記述式検査の分析項目

る間に字幕が挿入されるよう，そして，場面とそれに関

連する字幕がずれないように配慮した。

　字幕挿入率は，セリフ全体の60％であり，1つの字幕

呈示時間は5～7秒とした。字幕の挿入箇所は，テレビ

画面の下方とし，1行の文字教は15文字以内，1行ない

し，2行とした。

　理解力検査　本実験では，視聴後の理解度をみる検査

を記述式と選択式という2つの部門から構成した。記述

式は．（1）話の流れ，（2）主題について自由に書かせるも

の，選択式は，（1）叙述（5問），（2）場面（5問），（3）すじ

（2問），（4）主題（1問）からなるものである。選択式

の各々のカテゴリー設定の理論的根拠は，以下のとおり

である。

　岡田（1979）は，弱視児の読書感想文を①表現に即し

た感想，②特定な場面に即した感想，③作品全体のすじ

に関係した感想，④主題に即した反応，の4点から分析

している。今回の実験は，字幕を手がかりにどの程度，

映像認知ができたかを評価するものであり，映像を理解

し，鑑賞し，批判することが要求される。映像理解の分

析は，いろいろな面から分析が可能であるが，ここで

は，主として，読解との関連から分析した。r叙述」は。，

挿入された字幕の意味がわかっているかどうか。r場面」

は，特定の場面が理解されているかどうか，rすじ」は作

品全体のすじが理解されてい尋かどうか，「主題」は作

品の意図がわかっているかどうかを調べるものである。

　この検査は，一般の国語力を調べるものではなく子供

たちの映像理解力をみるものである。表2に検査内容を

示した。各々，4選択肢の中から正しいものを1つ選ぶ

ものである。

　手続　各条件別に集団で実施した。教室の中央にモニ

ターテレビを配置し，被験者とテレビとの距離を3～5m

とし，字幕を読みとることができる位置で行なった。被

験者に理解力検査用紙が配布され，教示が与えられた。

教示内容は，この実験が字幕番組の理解をみるためのも

のであること，従って，テレビを見終った後で内容につ

推

移

す

じ

主

題

①班作りをすることが決まった

②　クラスでどのような班作りをするかについ

　　ての話し合い

③家で班作りの報告

④再びクラスで班作りの話し合い

⑤　ひろゆき君の家の様子

⑥好ぎな者同士で班をつくることになった

1　ポイントがおさえられていない，全体が書

　いていない0
2　一部は書いてあるが，ポイントがおさえら

　れていない，

3　どちらともいえない。

4　一部が書いてあり，ポイントがおさえられ

　ている。

5　全体が書いてある。ポイントがおさえられ

　ている。

主題が書いてあるか。

1　書けていない

2　ふつう（1．以外だが番組から理解できる内

　容）

3　よく書けている（理解度検査の正答と一致

　する）

いての理解力検査を行なうのでよくみること，検査は自

由記述と選択式があること等であった。被験者が教示内

容を十分に理解するまで，口話，筆談，手話を用いて説

明を行なった。番組の視聴にあたっては，音声のボリュ

ームを完全にしぽった状態で行なった。視聴後，理解力

検査を実施した。実験全体としては約40分で終了した。

　本研究では，理解力検査で得られたデータを次の点か

ら分析した。記述式では，①推移（各場面の理解が示さ

れているか），②すじ（全体としてすじがおさえられて

いるか），③主題（番組のいいたいことが理解されてい

るか）の3点から分析した。分析にあたっては表3に示

されるものに従った。実験者のうちの3名の者が評定項

目に基づき評価し，最終評価は3名の協議によって決定

した。被験者の表記能力，例えば，助詞の誤り，文字の

誤用などが問題となるが作文課題ではないので内容を把

握したかどうかを中心に評定した。

　選択式では，次の2つから分析した。まず叙述，場
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面，すじ，主題の各々につ“て平均正答率を算出した。

次に各々のカテゴリーを組み合わせて，①叙述＋場面

（5＋5＝10点），②場面＋すじ（5＋2＝7点），③場面

＋すじ＋主題（5＋2＋1＝ 8点），④全体＝叙述＋場面

　　　　　　　　　　
＋すじ＋主題（5＋5＋2十1＝13点）の4つの側面か

　　　　　　　　　　ら分析した。聴覚障害児の読みの特徴として，叙述力は

みられても場面，すじの理解が劣っ七いたり，個々の場

面は理解されても全体の主題把握が困難だったりするこ

とを経験的に感じとっている。そこで，個々のカテゴリ

ーを組み合わせて分析を試みた。叙述力が場面への理解

にどの程度影響しているかをみるために「叙述＋場面」

の分析を行なった。字幕に依存せず，映傑から全体を把

握する子供もいることが考えられる。叙述力に依存せず

どの程度，場面の変化，すじの理解，主題把握をしてい

るかをみるために「場面＋すじ」，「場面＋すじ＋主題」

の分析を行なった。r叙述＋場面＋すじ＋主題」は，い

わば，本検査の総合得点であり，視聴後の全体的理解力

を測定している。これらの組み合わせ得点は，各々のカ

テゴリーの相対的関係によって決まるものであり，4つ

の側面から総合的に判断する必要があろう。1つの作品

としての映燥は，全体構造をもつものであり，各々の字

幕と場面が総合的に関連していると思われ，作品の幅の

認知と理解の深さから分析を試みた。

　結果の処理にあたっては，各群の人数が異なり，理解

力検査の各カテゴリーの問題数も同じでないことから，

各カテゴリーの平均正答率を算出し，理解力検査の素点

を基に字幕表現形式，字幕言語水準，発達要因を主要因

とする分散分析を各々のカテずリーの組み合わせごとに

行なった。

　　　　　　　　　　
　結果
　　　　　　　　　　
　ここでは，（1）選択式問題における各カテゴリー別の平

均正答率，（2）各々の組み合わせによる得点の分散分析の

結果，（3）記述式の結果，の順に述べる。

　各カテゴリー別の平均正答率　表4は，各群ごとに平

均正答率を示している。r叙述」に関して，小学部・オ

第30巻第1号

　　　表4　各カテゴリー別の平均正答率

カ

テゴ
　リ
　1

条
件

叙 述

場 面

す じ

主 題

人 数

小　学　部

オリジ
ナノレ

髪文
口口

80　56

60　52

30　30

70　50

10　20

修正

裏文
口口

50　52

70　80

45　55

70　60

11　10

中　学　 部

オリジ
ナノレ

単
駈文
口口

66　66

60　72

55　50

60　70

21　17

修正

髪文
口口

60　58

58　62

50　30

50　70

14　35

リジナル・単語群が80％となっているが，他群では，50

％～66％の範囲であった。r場面」に関して，小学部で

は，単語・文によらず修正条件の方が高い傾向にあっ

た。中学部では，オリジナル条件の方が高い傾向にあっ

た。rすじ」は小学部では修正条件，中学部では，オリ

ジナル条件の方が高い傾向にあった。しかし，正答率が

約50％となっており，2問中1問しか正解を得ておら

ず，反応の偶然レベルの域を脱していないともいえよ

う。r主題」は，その問題の性格上，1題しか設定する

ことができないが，いずれの群も50％～70％の範囲であ

った。全般的な傾向としては，「場面」と「すじ」にお

いて，小学部では，修正条件，中学部では，オリジナル

条件が高いようであった。

　カテゴリーを組み合わせた場合の正答率　各カテゴリ

ーの組み合わせ別に各群の平均正答数・正答率を表5に

示す。以下，分散分析，下位検定の結果を示す。

①叙述＋場面（5＋5ニ10点）の場合；表6に示さ

れるようにいずれの要因にも主効果が認められなかっ

た。

②場面＋すじ（5＋2＝7点）；表7に示されるよ

うに発達と字幕表現形式との間に交互作用が認められた

（F・＝9．24，dfニ1／110，p＜．05）。小学部では，修正条

件，中学部では，オリジナル条件が高いことを示してい

る，t検定を行なった結果，小学部・オリジナル・文条

件と中学部・オリジナル・文条件との間に有意差が示さ
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　　衷5　カテゴリーを組み合わせた場合の平均正答数

カテゴリー

条件

叙述＋場面

場面＋すじ

場面＋すじ＋主題

全 体

人 数

小 学 部

オリジナル

単 語　 文

70．O　　　　　l54．0

7．0　　 5．4

（1．83）　（1．69）

51．4　　　　45．7

3．6　　3．2
（1．90）　（1．42）

53．8　　　　　　46．3

4．3　　 3．7

（2．00）　（1．59）

63． 8　　50．0

813　　6．5

（2．45）　（2．06）

10 20

修 正

単語　 文

60．0　　66．0

6．0

（2．32）

6．6

（1．58）

62．9　　　　51．4

4．4

（1．57）

5．1

（1．52）

63．8　　　　　71．3

5．1

（1．87）

5．7

（1．70）

58．5　　　　63．8

7．6

（3．01）

8．3

（2．06）

11 10

中 学 部

オリジナル

単語　　文
63．0　　　　　　69．0

6．3

（2．38）

6．9

（1．85）

58．6　　　　65．7

4．1

（1．71）

4．6

（1．87）

58．8　　　　　　66．3

4．7

（1．93）

5．3

（2．17）

61．5　　　　66．2

8．0

（3．04）

8．6

（2．67）

21 17

修 正

単語　　文
59．0　　　　　　60．0

5．9

（2．09）

6．0

（2．20）

55．7　　　　　　52．9

3．9

（1．77）

3．7

（2．09）

55．0　　　　　　55．0

4．4

（2．13）

4．4

（2．35）

56．9　　　　56．2

7．4

（2．95）

7．3

（3．13）

14 35

＊上段が平均正答率を示し，下段が平均正答数，（）は標準偏差を示す。

　　表6　r叙述＋場面」の分散分析表 表7　r場面＋すじ」の分散分析表

変　動　因　　　df　　平方和　平均平方和　　F 変動因df平方和平均平方F

発達A言語水準B

A×B
表現形式C

A×C
B×C

A×B×C
誤　　差
全　 体

1
1
1
1
1
1
1

110

117

2．103

0．368

7．655

2．154

5．908

2．764

13．261

451．4＄6

485．763

2．103

0．368

7．655

2．154

5．908

2．764

13．261

4．104

0．51

0．09

1．87

0．52

1．44

0．67

3．23

発達A言語水準B

A×B
表現形式C

A×C
B×C

A×B×C
誤

全

差110333。111
体117371．966

1．627　　　1．627　　0．54

0．002　　　0．002　　0．00

0．775　　　0．775　　0．26

1．930　　　1．930　　0．64

27．990　27．990　9．24P＜．005

0．017　　　0．017　　0．01

6．511　　　6．511　　2．15

　　3。028

れた（t＝2．513，df＝35，P＜．05）。

③場面＋すじ＋主題（5＋2＋1＝7点）1表8に

示されるように発達と字幕表現形式との間に交互作用が

認められた（F＝7．46，dfニ1／110，P＜。01）。t検定の

結果，小学部・オリジナル・文条件と中学部・オリジナ

ル・文条件との間に有意差が示された（t＝2．511，df＝

35，P＜．05）。

④全体（5＋5＋2＋1＝13点）；表9に示される

ようにいずれの要因にも主効果が認められなかった。

以上の様に分散分析の結果においては，r場面＋すじ」，

「場面＋すじ＋主題」に発達要因と字幕表現形式の交互

作用が認められた。

記述式の得点　表10は，条件別にみた「推移」の得点

を示している。推移は，6場面からなっており6点満点

とした。小学部，中学部ともに文・修正条件で得点が低

い傾向にあり，他の群では顕著な差はみられない。表11
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　　　　　　読書科学　第30巻第1号
表8　r場面＋すじ＋主題」の分散分析表　　　　　　　　表11条件別にみたrすじ」の評定値の分布

変　動　因　df平方和 平均平方　F
条件

発達A　1　1．0641．0640．27
言語水準B　　1　　0．05肇　0．054　0．01

「A×B　　　1　3．28窄　3．2820．84

表現形式C　　1　2．124　2．1240．54

A×C　　　1　29。30729．3077．46P＜．01

B×C　　　1　　0．190　0．1900．05

A×B×C　　1　5．495　5．4951．40

誤差110432．3193．930
全　体117473・83＄

評
定
値

1
2
3
4
5

人数

小学部
オリジナル

単語文

4060
3020
2020

100
、00

1020

修正
単語文

2744
2744

『
1 00
3612

00
1110

中学部
オリジナル

単語文

4518
2024
2547
1012

00
2117

修正
単語文

4360
2927
1413

140
00
1435

表g　r全体」の分散分析表 ＊数値は％示す。

変動因 df　　平方和　平均平方　　F 表12　条件別にみた「主題」の評定値の分布

発達A　1　5．461
言語水準B　　　1　　　1．095

A×B　　　1　　10．274
表現形式C　　　l　　I．546

A×C　　　1　　1軌661
B×C　　　　1　　21801

A×B×C　　　1　　17．843

誤　差110813．077
全　体117871．762

5．461

1．095

10．274

1．546

19．661

2．801

17．843

7．391

0．74

0．15

1．39

0．21

2．66

0．38

2．41

評
定
値

条件

1
2
3

人数

小学部
オリジナル

単語文

5090
3010

200
1020

修正
単語文

2778
4622

270
11．10

中学部
オリジナル

単語文

7047
541
2512

2117

修正
単語文

8680

70
720
1435

表10条件別にみた 「推移」の平均得点 ＊数値は％を示す。

小学部　　中学部
オリジナル修正 オリジナル修正

単語文単語文単語文単語文
　1．9　　1．7

（1．20）（0．88）

　2．01　0．7

（1．00）（0．87）

1．2　　1．9

（Q．88）（0．93）

　

　1．9　　0．8

（1．61）（0．86）

しかし，全般的傾向として小学部では修正条件，中学部

ではオリジナル条件が高い，という選択式のデータと同

様な傾向がみられた。

考察

10　　20　　11　　10　 21　　17　　14　　35　　　本研究の主要な目的は，聴覚障害児（者）にとってもっ

＊6場面からなっており6点満点・　　　　　　　　　　　　　ともわかりやすい字幕挿入条件は何か，その最適性を究

は，「すじ」の評定値を分布している。評定値の高いと　　明することであった。今回の実験は，字幕挿入表現形式

ころに分布があれば「すじ」を押さえていることを示し　　を中心にとりあげ，それが発達要因，字幕の言語水準と

ている。小学部では修正条件の方が高い傾向を示してい　　どのような関係をもっているのかを検討することであっ

る。中学部では，文条件においてオリジナル条件の方が　　た。本実験ではセリフに対する字幕挿入率を60％，字幕

高い傾向にある。表12は，r主題」の評定値の分布を示　　呈示時間を5～7秒とした。ここで得られた主要な結果

している。字幕表現形式において相対的に比較すると小　　は，（1）「場面」と「すじ」において，小学部では，修正

学部では修正条件，中学部ではオリジナル条件が高い傾　　条件，中学部ではオリジナル条件が高い傾向にある。

向にある。これらの結果は，いずれも統計的検定は用い　　（2）「場面＋すじ」，r場面＋すじ＋主題」の分散分析で交

ておらず，選択式のデータを補足する意味で用いた。　　　互作用がみられ，小学部では修正条件，中学部ではオリ

　　　　　　　　　ー16一
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ジナル条件が高い，（3）記述式の結果もほぽ（2）の結果を支

持する，という結果であった。

　（2〉の結果は，（1）の各カテゴリ←を加算して処理してい

るので，そのような結果が示されるのは，当然だとも言

えよう。r叙述＋場面」，r全体得点」で主効果も交互作

用も示されなかったのは，計算処理上の問題，特に得点

分布の範囲の問題があげられよ う。r叙述」は，5点満

点で「叙述＋場面」（10点）の中で50％を占め，「全体」

（13点）の中で38％を占めている。しかし，このことを

別の観点からみるとr叙述力」によって字幕番組の理解

が影響されないとも考えられる。むしろ，「場面」やrす

じ」の理解が，発達と字幕表現形式に規定されている

ことをうかがわせる，小学部と中学部の叙述力に顕著な

差がみられないのに，字幕挿入表現形式が異なるのは，

映像と字幕とを類推させて連合させるストラテジーのち

がいによるものと思われる。類推力そのものは，「全体」

得点でみたように，小学部と中学部の差はみられない。

中学部では場面に即した忠実な字幕の方が，それに対し

て小学部では，意訳したわかりやすい字幕の方が最適な

のであろう。

　しかし，このことは表1に示されるように字幕の長さ

にも関係してくる問題である。セリフに忠実であればあ

るほど字幕の量は多くなってしまう。小学部で修正・文

条件が高かったのは，多量な字幕を読みとれなかったこ

ととも関連していよう。字幕の読みとりは，視聴経験や

言語生活体験の差から生じたことを推測させる。

　映像を利用した教育の目的は映像を通して事象に対す

る子供の認知や思考を活性化し，学習活動への意欲を高

めることにあるのであり，字幕を読みとらせることが目

的ではない。r全体」得点で発達的差異が示されない，

にもかかわらず，字幕の読みとりの面で差が予測される

のは，聴覚障害児（者）の映像認知・思考の問題に起因す

ると思われる。

　字幕番組作製における最適性の問題を考えていくに

は，呈示時間，呈示間隔，字幕挿入率，字幕言語水準，

挿入表現形式，発達差などを同時に考慮しなくてはなら

ないために変数が広範囲に及んでおり，複雑な面を含ん

でいるo

　本実験の結果は少なくとも小学部段階では，セリフを

そのまま字幕化するのではなく生徒にわかりやすいよう

に意訳して挿入した方が望ましいことを示唆しているで

あろう。

付記

本研究は，放送文化基金によるr文字多重放送におけ

る挿入文字の可視性ならびに可読性要因の最適性に関す

る研究；研究代表者，岡田　明」の一部である。
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SUMMARY

　The　purpose　of　this　study　was　to　assess　the　effects　　The　experiment　utilized　a2×2×2factorial　design　as

of　captions　on　the　comprehension　of　deaf　students．　follows：1．Words　vs．Sentence　captions，II．Origina1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－17一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　読書科学

vs．Modi丘ed　captions，and　III．Elementary　vs．Sec－

ondary　student　levels．

　　Fifty－one　elementary　level　students　and67secondary

level　students　from　four　s穿hools　participated　in　the

experiment．The　story　prog‡am　was　selected　ffom　pr（〉一

grams　prepared　by　NHK　（Nihon　Hoso　Kyokai）for

elementary　school　viewers．The　captioned　program　was

produced　with　a　60percent　caption　rate，and　a5－

to7－second　presentation　time，After　viewing　the　pro－

gram　the　students　were　administered　a　comprehension

test．The　test　included　a　descriptive　section　and　a　mu1－

tiple　choice　section，　yielding　a　description　score，　a

第30巻第1号

scene　score，a　plot　score，a　theme　score，and　a　total

comprehension　score．

　　The　results　were　as　follows．Analyses　of　the　descrip－

tion　scores　combined　with　scene　scores，and　of　the

total　scores　yielded　no　signi且cant　main　effects，nor　inter－

action　effects．In　the　analyses　of　the　combined　scores

of　scenes，plot　and　theme，and　combined　scores　of

scenes　and　plot，signiflcant　interactions　occurred　between

the　types　of　caption　and　the　students’levels。The

results　indicated　that　a　modi丘ed　type　of　caption　is

more　effective　than　the　original　type　for　improving

the　comprehension　of　deaf　elementary－school　students．

、
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多変量解析による高校生時代の読書と

他の余暇活動に関する研究＊

皇学館大学小川隆章＊＊

問題

　毎日新聞社によって行なわれている学校読書調査によ

ると，高校生の読む本の冊数は｝小学生に比べて少ない

ことが指摘されている。しかし，同じ毎日新聞社の読書

世論調査（毎日新聞社1977）によると，十代の若者（16歳

から19歳）はどの年代の成人よりも本を読んでいること

が明らかである。テレビと新聞への接触時間は年上の世

代ほど長いのにたいして，書籍・雑誌とラジオは若い世

代ほど接触時間がはっぎりと長い結果となっている。ま

た阪本（1955）は青年期には不読者が増加するが，逆に

感銘に残る読書を体験するのも高校生ぐらいの時期であ

ると述べている。彼は我が国の知識階級の成人を対象

に，何歳の時どんな本を読んだか，そのうちどの本に最

も感銘したかについて質問紙調査を行なった。その結

果，感銘した本を読んだ年齢は16歳がピークであった。

これと関連して著名人による読書経験についての回想に

おいても，この時期に感銘を受けた読書の体験が多いこ

とが指摘できる　（例えば田中美知太郎1971）。また前述

の毎日新聞社の1982年度の調査によると「本を読んだ理

由」として，高校生は「新しい知識を得る」と「人間の

生き方を考える」の回答が，小・中学生よりも顕著に多

くなっている。1978年度調査の「読んだことのある本の

読後感」では「自分の生き方に参考になった」の回答が

＊A　multivariate　analytic　study　on　reading　and　other

　leisure　activities　of　high　school　days．

＊＊OGAWA，Takaaki（Kogakkan　University）
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目立っている。また本の入手経路についての資料では，

高校生では．「自分で買った」が，抜きん出て多い（毎日

新聞社1977）。これらのデータは青年期における読書が

人生の他の時期に増して重要であることを，そして，こ

の時期の発達課題の達成，なかんずく人生観の形成にと

って重要であることを示唆している。

　ところで，読書は青年の他の自由な活動（余暇活動）

とどのような関連が有るだろうか，たとえば，活発にス

ポーッに精を出す青年はひとり静かに読書するというこ

とは少ないのだろうか。読書を好み本をたくさん読む青

年は友人とはあまり親しくしない孤独なタイプなのか。

またテレビ視聴，ラジオ，雑誌等の他のマスコミ接触の

多少と読書の量とはどういう関係にあるのだろうか。次

にこの問題に関する以前の研究結果を見てみよう。

　総理府青少年対策本部（1982）の全国的な調査では，

単行本を含む各種のマスメディアとの接触状況を調査し

ている。一種類のメディアでの接触の程度を4段階に分

けたグループごとに他のメディアではどの程度接触して

いるかについてク・ス集計している。小・中学生および

青年（15～24歳）ともにrテレビをよく見る者はマンガ

や雑誌をよく読んでおり，反対に，テレビをあまり見な

い者は新聞や単行本をよく読んでい』た。またr新聞と

最も関連性が高いのが単行本であり，新聞をよく読む者

は単行本もよく読むという傾向が顕著に認められる』と

している。さらにこの調査では余暇活動と人生観につい

て，マスコミ接触との関連を集計している。余暇活動の

項目としてはr新聞・雑誌・本などを読む」のように，テ



　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

レビとラジオ，スポーッと映画など，複数の活動をまと

めて尋ねているのであるが，あまりはっきりとした結果
　　　　　　　　　　　
になっていない。人生観についてはr精神的に豊かな生

活をおくる」を選択した青年はテレビ視聴時間は短く，

新聞や単行本を多く読んでいた。

　次に東京都都民生活局（1979）の『大都市高校生の心

理的特徴と生活環境』という総合的調査の中でマス・メ

ディアヘの接触量が調査されている。テレビ，ラジオ，

新聞，マンガ，週刊誌，雑誌，本の相互関係について

は，この7種類のメディアヘρ接触量の多少のほか，各

メディアヘの態度などの回答を加え，rマスコミ接触の

構造」を数量化3類によって分析した。その結果，第一

軸は「本一テレビ」の軸であ りr本とテレビは明らかに

負の相関関係をもっている。本に対して積極的な態度を

もつ者は，テレビに対して消極的であり，テレビに対し

て肯定的な者は本に対して否定的である，という関係が

認められる。』と述べられてし・る。第3軸では新聞・ラ

ジオとマンガ・週刊誌が負の関係になっていた，

　これとは・別の研究の流れとして・思弁的な観点から余

暇活動を分類し，その中に読書を位置付ける考え方はい

くつか提案されている。たとえば総理府青少年対策本部

（1974）のr青少年の余暇に関する研究』では，第一に

それぞれの余暇活動が疲労からの回復を主体にしたもの

であるか，または自己開発や精神的向上を目指して行な

われるものであるかという機能的な面と，第二に，それ

らの行動がエネルギーを多く必要とするか否かという側

面の2つを組合わせて各活動を位置付けている。その結

果，読書は自己開発的でエネルギー消費量が大とされ，

学習活動・研究，社会奉仕活動，日曜大工，稽古事とな

どと近く位置付けられ，それらの活動の正反対の位置に

（疲労回復的でエネルギー消費量・小とされる）テレ

ビ，ラジオ，新聞を読む，雑誌，だんらん，ごろ寝が配

置されている，

　以上の3つの研究結果を本研究の関心の観点から見る

ならば，まず総理府（1982）は，各マス・メディア間の関

係が2者ずつしか関連づけられていないこと，つまり，

第30巻第1号

全体的な構造の中に読書が位置付けられていないこと

が，不満足に思える。前述のような理由で他の余暇活動

との関係も不明瞭である。次に東京都（1979）について

は，7種類のマス・メディアの相互関係が呈示されたの

は有難い，しかし他の余暇活動との関係が（この研究で

はそのことを目的としていないのであるから当然である

が）不明であるのが残念である。最後の総理府（1974）

の余暇活動の2次元の図式は本研究の求めるところにぴ

ったりである。しかし欲をいうならば，思弁的に分類す

るだけでなく，実際の青少年の調査に基づく分類も試み

られてもよいのではないだろうか。

　また読書といい，本といっても，文芸作品，ハウツー

もの，学術的なもの等多様な内容を含むと思われる。こ

れをジャンル別に調査することにより，他のマス・メデ

ィア接触や余暇活動との関係が，さらにはっきりするの

ではないだろうか。テレビについては前述の諸研究では

一貫して読書と負の関係になっているが，読書をジャン

ル別に見ていくならば，テレビ視聴に遠い分野ばかりで

なく，近い分野が有るのではないだろうか。テレビにつ

いても多様な内容を含むと思われるので，番組の種類別

に調査をすることが必要ではないかと思われる。たとえ

ば，推理小説をよく読む者は．テレビの刑事ものを頻繁に

見るとか，教養書をよく読む者はテレビの教養番組を頻

繁に見ているというような傾向はないのであろうか。

　そこで，本研究では次の事項について検討してみた

いo

　①読書は高校生時代の他の余暇活動とどのような関

係・位置にあるか。とくに交友関係やスポーッとどんな

関係になっているか。

　②　高校生時代の読書をジャンル別に見ていくと，ど

のような相互関係・構造になっているか。

　③高校生時代の読書をジャンル別に見ていくと，そ

れらは他の余暇活動，特にマスコミ接触に関係する活動

とどのような関係になっているか。

　④テレビ視聴についても番組の種類別に調査をして

いくと，各分野別の読書との関係が一層明白にできるだ
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ろうか。

方法

多変量解析による高校生時代の読書と他の余暇活動に関する研究

　　　　　　　　　　　いて，1の推理小説から10の『人生論・宗教書』まで，

　　　　　　　　　　　どの程度読んだか，また11個のテレビ番組について，1

　　　　　　　　　　　の『音楽番組』から11のrTVアニメ』まで高校時代に

昭和59年5月，地方私立大学（文学部）の一般教養科

目の社会学を受講する1年生にr高校生時代の余暇活動

と読書』について質問紙調査を行なった。高校時代のこ

とを調べるために，現在高校在学中の者に現在の生活の

ことを尋ねるのではなく，高校卒業直後の大学生を対象

に調査したのは次のような理由からである。まず高校生

を対象にして後述のような調査をすると，高校入学以来

現在までの全体的傾向でなく，ごく最近の様子にウェイ

トを置いた回答になる恐れが有る。それに対して現役で

大学に入学したばかりの大学生の方が自己の3年間の高

校生活を振返って，全体傾向について回答してくれるの

ではないかと思われた。また高校生といっても進学率90

％以上であるので，大学生並の知的レベルの者から知能

のかなり低い者まで個人差が大きいと思われる。さら

に，特定の1つの高校の生徒について調査した場合は，

その学校の特殊な事情によりかたよった結果になる恐れ

がある。今回調査したような規模の小さい大学に入学し

た学生たちは比較的知的個人差の幅が小さいと思われ

た。ただし出身高校は多方面であるが，特定の1つの学

部のみであるので，高校時代め興味・関心がある程度多

様性に欠けるかも知れない。

　質問紙は2つの部分から成っていた。前半は『あなた

の高校時代のことをお聞きします。次にあげる事柄のう

ち，あなたが高校時代に，

　1．いつもよくやっていたことに◎印を，

2．ある程度やっていたことに

3．少しだけやったことに

4．全然やらなかったことに

　い。』

○印を

△印を

×印をつけて下さ

としてNo．1の『新聞を読む』からNo．21のrトラン

プ・碁・将棋などの室内ゲームをする』について評定を

求めた。次に質問紙の後半は読書の内容とテレビ視聴の

内容について質問した。まず、10個の本のジャンルにつ

どの程度見たかを前半と同様に4段階で回答するように

求めた。

　本調査に回答した者のうち昭和59年3月高校卒業の者

（現役入学者）で回答に記入漏れの無い女子80名につい

七今回の集計・分析を行なった（男子については人数が

多くないので今回は集計から除いた）。まず回答の評定

値を×を1点，を△2点，○を3点，◎を4点として数

値に変換して以下の分析を行なった。これらの数値への

変換は厳密に言うと問題があるかも知れない。最初の4

段階の評定はS．S．スティーヴンス（1951）のいうとこ

ろの順序尺度である。rいつもよくやっていた」からr全

然やらなかった」までの各評定段階の間隔が等しいと仮

定して初めて間隔尺度として扱うことができる。しかし

柳井と岩坪（1976）によると実際に多くの研究で順序尺

度を成すと思われる測定値に3，2，1等の数値を与え

て分析しているし，また項目数の多い場合は．実際上ほと

んど問題にならないということであるので，ここでは間

隔尺度と仮定して以下の分析を行なった。

　まず21項目の余暇活動について因子分析およびクラス

ター分析を行ない，他の余暇活動の中で読書（No・3

の『本を読む』という項目）がどのような位置にあるか

を調べた。次に読書の10個のジャンルについて同じ分析

を行ない，3番目にこの10個の読書分野のほかに，余暇

活動の中のマスコミに関する項目（TV，雑誌，映画，

レコード，ラジオ等）を一緒に分析した。なお，これら

の計算はすべてパーソナル・コンピュータPC－9801お

よびPC－8801（NEC）により，渡・岸（1981）のプロ

グラムを使用して行なった。

結　果

①高校時代の他の余暇活動と読書との関係

　高校時代の余暇活動の評定値の基本統計量（平均，標

準偏差，変動係数）は表1のとおりであった。r本を読
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　　　　　　　　　　　　　　読書科学

表1　21種類の余暇活動に関する回答の基本統計量

　　標準　変動平均
　　　偏差　係数

1．新聞を読む

2．レコードやテープを聴く

3．本を読む

4．ラジオを聞く

5．テレビを見る　　　　し

6．雑誌を読む

7．動物・植物の世話

8．手芸・編物・工作をする

9．スポーッをする

10．スポーツを見る

11．映画を見る

12．お店やデパートを見て
　　歩く
13．散歩をする

14．友人と楽しい語らいを
　　する
　　　　　　　　　　115．マンガ・劇画を読む

16．楽器を弾く

17．絵・イラストを描く

18．家族とのだんらん

19．詩・散文を書く

20．手紙を書く

21．トランプ・碁・将棋など
　　の室内ゲームをする　

3．109　　0．802　　25．80

，3．418　　0．731　　21．39

2．873　　0．764　　26．59

2．745　　0．938　　34．17

3．382　　0．842　　24．90

3．OOO　　O．853　　28．43

2．236　　1．111　　49．69

2．345　　0．919　　39．19

2．364　　1．051，44．46

2．636　　0．979　　37．14

2．345　　0．836　　35．65

3．073　　0．657　　21．38

1．9450．＄8345．40

3．673　　0．662　　18．02

3．018　　0．944　　31．28

2．291　　1．170　　51．07

1．800　　1．069　　59．39

3．200　　0．671　　20．97

1．764　　0．914　　51．81

2．745　　0．958　　34．90

1．800　　0．671　　37．28
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む」は，テレビ，マンガ・劇画，雑誌等のマスコミより

も低い平均値である。また各項目の相関係数は表2であ

る。「本を読む」は他の項目とプラスにもマイナスにも

大きな相関になっているものはない。比較的関連の有り

そうなものを見ていくと，r新聞を読む」，r詩・散文を

書く」，r手芸・工作・編物などをする」，r動物・植物の

世話」，r絵・イラストを書く」などであり，多少マイナ

スの相関の有るものは「お店やデパートを見て歩く」，

「雑誌を読む」，「テレビを見る」，などであり，rマンガ

劇画を見る」とは無相関であった。友人との交際につい

ての「友人と楽しい語らいをする」とは一．118と，マィ

ナスではあるが極めて低く有意ではなかった。

　表2の相関行列にもとづき，因子分析（主因子法・バ

リマックス回転）を行なった。表3は回転後の因子負荷

量である。第1因子は

　No．2（レコードやテープを聞く）

　　　4（ラジオを聞く）

　　　6（雑誌を読む）

　　11（映画を見る）

　　12（お店やデパートを見て歩く）

　　14（友人と楽しい語らいをする）

　　　　　　　　　表221個の余暇

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14
15
16

17
18

19、

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1．000

－0．047

0．349

0．061

－0．035

0．027

0．032

0．097

－0．112

0．143

0．107

0．054

－0．094

－0．070

－0．075

－0．034

－0．081

0．230

0．010

－0．011

0．243

1．000

－0・享98
0．558

－0．Q53

0．438

－0．010

－0．053

0．252

0．009
0．329

0．240

0．176

0．245

0．200

0．070

－0．009

－0．207

－0．097

0．412

－O．052

1．OOO

－0．096

－0．235

－0．251

0．271

0．296

－0．078

0．060

0．097

－0．271

0．017

－0．118

0．003

0．184

0．214

0．014

0．321

－0．019

－0．050

1．000

－0．038

0．114

0．075

0．039

0．112

－0．002

0．089

0．148

0．049

0．217

－0．118

0．216

－0．033

0．023

0．184

0．231

0．179

1．OOO

O．228

－0．116

－0．194

－0．157

0．058

0．123

0．312

0．077

－0．167

－0．032

0．016

－0．198

0．154

－0．072

－0．015

0．039

1．000

－0．038

0．093

0．162

0．131

0．383

0．422

0．072

0．064

0．316

－0．146

0．040

－0．159

－0．233

0．401

0．OOO

1．000

0．080

0．067

0．179

－0．049

－0．123

0．291

－0．018

0．204

0．325

0．331

－0．039

0．234

0．142

0．136

1．000

0．247

0．099

0．152

－0．072

0．068

0．126

0．119

0．194

0．219

0．124

0．054

－0．107

－0．065

1．000

0．429

0．147

－0．091

0．159

0．354

0．213

－0．101

－0．113

0．180

－0．270

0．291

0．026

1．000

0．265

－0．072

0．040

01041
0．184

0．108

－0．243

0．028

－0。299

0．076

0．360
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　　　　　　多変量解析による高校生時代の読書と他の余暇活動に関する研究

表321種類の余暇活動に関する因子分析結果（バリマックス回転後の因子負荷量）

F1 F2 F3 h2

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

新聞を読む

レコードやテープを聴く

本を読む

ラジオを聞く

テレビを見る

雑誌を読む

動物・植物の世話

手芸・編物・工作をする

スポーツをする

スポーッを見る

映画を見る

お店やデパートを見て歩く

散歩をする

友人と楽しい語らいをする

マンガ・劇画を読む

楽器を弾く

絵・イラストを描く

家族とのだんらん

詩・散文を書く

手紙を書く

トランプ・碁・将棋などの室内ゲームをする

一
． 134

　．786

一
． 261

　．468

　．098

　．703

　．131

　．044

　．365

　．156

　．521

　．442

　．241

　．349

　．500

　．143

　．084

一
． 173

86

　．663

　．060

　．098

一
． 047

　．615

　．113

一
． 365

一
． 234

　．618

　．420

　．004

　．014

　．046

78

　．278

　．195

　．664

　．666

28

　．616

　．035

　．394

一
． 122

　．222

一
． 122

　．005

　．094

　．363

　．593

　．727

　．267

10

　．309

　．166

一
． 128

09

　．407

一
． 410

　．005

　．399

．183

．635

．496

．237

．158

．548

．408

．310

．485

．552

．345

．344

．135

．219

．315

．478

．546

．196

．555

．441

．164

固 有 値 3．005 2．680 2．066

活　動　の　相　関　表

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

　1．000

　0．186

　0．050

　0．073

　0．338

　0．102

　0．016

　0．006

－0．107

　0．269

　0．091

　1．000

　0．181

　0．264

　0．145

－0．075

－0．083

　0．173

－0．123

　0．203

　0。115

　1．000

－0．062

　0．045

　0』086
　0．104’

一〇．074

　0．097

　0．199

　0．104

　1．000

　0．271

－0．018

－0．041

　0．311

－0．098

　0．127

　0．057

　1．000

　0．176

　0．220

－0．063

rO．122

　0．247

－0．109

　1．000

　0．454　　　　1．000

　0．042　　－0．020　　　　1．000

　0．438　　　　0．398　　　　0．000

　0．001　　－0．085　　－0．204

－0．019　　－0．157　　　　0．089

　1．000
　0．077　　　　1．000

－0．018　　　　0．147　　　　1．000
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図121個の余暇活動に関するクラスター分析の結果（ウォード法による樹状図）
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多変量解析による高校生時代の読書と他の余暇活動に関する研究

Xニ　1 Yニ2
2
1

＊3

　　　　I
　　　　　I　1716’
　　19　1　　　＊7　随，
　　　　　I

　　　　　I

　　　　　I

　　　　　I　＊8
　　　　　1

　　　　　1

　　　　　1

　　　　　1　　　　　　13
　　　　　1

　　　　　1

　　　　　1

　＊1
　　　　　1
一一一こ一一＋一一一一一1の一一一一一・一＊9

18　　　　1　21　　　　　　　14　，

15
＊4

11　　20
一一一一一一一一一・一一一　1

　　　　　　　　＊2

＊6

＊5

12

図2　21個の余暇活動 に関する因子分析の結果（第1因子をX軸，第2因子をY軸とした構造図）

　　　15（マンガ・劇画を見る）

　　　20（手紙を書く）

の各項目が因子負荷量がある。本以外のマスコミヘの接

触とNo．12は．新しい情報・刺激を求める活動といえ

る。No．20「手紙を書く」は一見して異質のように見え

るが，r詩や散文を書く」と同じく文章を書くのである

が，特定の人に対する働きかけであり，他者からの応答

を期待している活動であるところが，前述の他の項目と

共通なのであろうか。仮に『外界からの新鮮な刺激の享

受』の因子と命名した。

　第2因子の負荷量が高い項目を見ると

　No。3の「本を読む」がここに入っていて

　　　7「動物・植物の世話をする」

　　　8「手芸・編物・工作をする」

　　　16「楽器を弾く」

　　　17「絵・イラストを描く」

　　　19「詩・散文を書く」

がプラスであるのに対してNo．5の「テレビを見る」
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　　　　　　　　　　　　　　読書科学

と12のrお店やデパートを見て歩く」が，マイナスで多

少負荷量がある。プラスの負荷量の項目はいずれも自宅

で出来るものであり，また普通一人でする比較的に知的

乃至創造的な活動のようにみえる。本以外は変動係数が

大きいことは個人差が大きい活動と思われる。そこで仮

に『個性的・知的な趣味』と命名してみた。

　第3因子は

No．9の「スポーツをする」

　　10「スポーツを見る」

　　18「家族とのだんらん」が4以上であるが，それ

　　　に近いものとして　

　1の「新聞を読む」が，．394

　21のrトランプ・碁・将棋などの室内ゲームをする」

第30巻第1号

が，．399となっている。マイナスのものはNo。19「詩・

散文を書く」であった。r本を読む」と一番相関の高い

項目であるr新聞を読む」が第2因子にでなく，ここに

入ることは意外であったが，これらに共通しているとこ

ろはNo．1の新聞以外は第1因子の項目と違い，受身

的なものでないこと，独りでは出来ないものであるこ

と，第2因子と違いあとに残るようなものではなく一時

的な楽しみである。仮に『対人的・活動的楽しみ』と命

名してみよう。

　次に表2の相関行列によりクラスター分析を行なっ

た。ウォード法による樹状図は図1の結果となった。こ

れを見ると，かなりはっきりと3つのグループにまとま

っている。この図の中央のNo．2から15までの8項目は

表6　ジャンル別読書に関する因子分析結果
表4　ジャンル別読書に関する回答の基本統計量

Fl　　F2　　h2
　　　標準　変動平均　偏差　係数

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

推理小説

外国文学

日本文学

SF小説
科学・歴史その他
　の教養書

詩集
趣味・実用書

古典
青春小説

人生論・宗教書

2．236　　　1．279　　　57．20

2．255　　　0．995　　　44．12

2．927　　　0．871　　　29．76

1．764　　　1．095　　　62．08

1．709　　　0．966　　　56．52

1．655　　　0．857　　　51．78

2．236　　　1．008　　　45．08

1．436　　　0．707　　　49．23

1．855　　　1．017　　　54．83

1．400　　　0．729　　　52．07

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

推理小説

外国文学

日本文学

SF小説
科学・歴史その他
　の教養書

詩集
趣味・実用書

古典
青春小説

人生論・宗教書

一
．

545　　一．141　　　　．317

．292　　一．092　　　　．094

．445　　　　．292　　　　．283

一
．

469　　　　．174　　　　．250

．035　　　　．609　　　　．372

．421　　　　．074　　　　．183

．004　　　　．340　　　　．116

．317　　　　．246　　　　．161

一
．

327　　一．146　　　　．128

．089　　　　．593　　　　．360

固有値 1．195　　　1．070

表5　ジャンル別読書の相互相関

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1．000

0．067

－0．229

0．274

－0．033

－0．307

－0．072

－0．215

0．320

－0．160

1．000

0． 357

－0．1078

－0．036

0．146

－0．042

－0．003

－0．125

－0．090

1．000

－0．113

0．342

0．137

0．040

0．199

－0．176

0．132

1．000

0．090

－0．184

－0．015

－0．242

0．116

0．164

1．000

－O．099

0．220

0．239

－0．154

0．320

1．000

0．158

0．129

－0．058

0．221

1．000

－0．068　　　　1．OOO

O．034　　　　0．088　　　　1．000

0．267　　　　0．226　　－0．167　　　　1．000
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多変量解析による高校生時代の読書と他の余暇活動に関する研究

X＝1　’　　　　Yニ2　　　　　　　　科学・歴史その他の教養書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＊51の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I人生論・宗教書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊7趣味・実周書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　＊3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　＊8　　日本文学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古典
　　　　＊4　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　I
　　　　SF小説　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　＊6詩集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＋一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　＊2
　　＊1　　　　　＊9　　　　　　　　　1　　　　　　　外国文学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　推理小説　　　　青春小説　　　　　　　　I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

図3　ジャンル別読書の因子分析の結果（第1因子をX軸，第2因子をY軸とした構造図）

因子分析の結果では第1因子に関連するものであった。

例外はNo．5の「テレビ」である。表3を見直すと，こ

の項目は第2因子にもっとも負荷量が高いがマイナスで

ある。そのほかには第3因子もマイナスであり，第1因

子のみがプラスの値となっている。そのため3つの因子

の中では第1因子のグループに入るのであろうか。

　同様に図1の左側のNo．1から19までの8項目から

成る1つのクラスターは因子分析の結果の第2因子に対

応している。例外はNo．1の「新聞を読む」が因子分

析の結果と異なっている。単相関では最も高く相関して

いた「本を読む」と同じグループに入っているのである

から，この方がむしろ自然のようにも見えるのである

が。そして，図1の右側の残りの5項目は因子分析での

第3因子に関連するグループである。

　因子分析の結果とクラスター分析の結果を対照するた

め．3因子のうち2つの因子によりXYプロッティングを

行なった。第1因子をX軸に第2因子をY軸としたもの

が図2である。クラスター分析により生じた3グループ
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I
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図4　ジャンル別読書のクラスター分析の結果

　　（ウォード法による樹状図）

第30巻第1号

　表7　ジャンル別読書と他のマスコミ接触等に関す

　　る因子分析結果（バリマックス回転後の因子負

　　荷量）

F　l　　F2　　h2

1．新聞を読む
2．　レコードやテープを
　　　聴く

3．　ラジオを聞く

4．　テレビを見る

5．雑誌を読む
6．スポーッをする

7．映画を見る
8．友人と楽しい語らいを
　　　する

9．マンガ・劇画を読む

10．推理小説

11．外国文学

12．日本文学

13．　S　F小説

14．歴史・科学その他の
　　　教養書

15．詩集
16．趣味・実用書

17・古，典

18．青春小説

19．人生論・宗教書

一
．

216　一．193　　　．084

．737　一．219　　　．592

．371　一．256　　　．203

04　一．355　　　．126

．634　一．164　　　．429

．551　　　．163　　　．330

　．484　一．055　　　．237

．480　　　．108　　　．242

．522　　　．387　　　．423

一
．

093　一．687　　　．481

一
．

000　　　．243　　　．059

一
．

318　　　．457　　　．310

一
．

229　一．391　　　．205

一
．

283　　　．299　　　．169

424　　　．184

．079　　　．376　　　．147

　．031　　　．526　　　．276

　．196　一．367　　　．173

一
．

253　　　．479　　　．293

固有値 2．525　　2．438

を線でまとめている。因子分析とクラスター分析の結果

は大体のところでは．うまく対応しているように見える。

　②　読書の10個のジャンルについて

　次に読書の10個のジャンルについての回答を分析し

た。No．1のr推理小説」から10の「人生論・宗教書」

の基本統計量は．表4，相互相関は表5である。因子分析

（主因子法・バリマックス回転による）の結果は表6で

ある。第1因子は負荷量がプラスのものとマイナスのも

のとがある。プラスのものは項目No．3，6，のほか数

値は小さいが，2と8もわずかながら関連している。マ

イナスのものは，No．1，4，9である。プラスのものは

いわゆる純文学であるのに対してマイナスのものは通俗

的娯楽的な小説である。命名するとしたら『純文学の因

子』とでも命名すべきであろう。第2因子は項目No・

5，10のほか7もこれに含まれよう。3項目に共通して

いることはノン・フィクションであることである。教育

現場では読書をr楽しみ読み』と『調べ読み』に大きく2

分することが多いようであるが，前者は第1因子に関連

し，後者がこの第2因子に関連しているように見える。

したがってこの因子を命名するならば，rノン・フィク

ションの因子』もしくは『調ぺ読みの因子』ということ

になる。この2つの因子によりXYプロッティングを行
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多変量解析による高校生時代の読書と他の余暇活動に関する研究

　　　　　　　　　　　

Xニ1　　　　　　Yニ2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117
　　　　　　　　　　　　19　　　　　1
　　　　　　　　　　　12　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　151
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　16　　　　　・　　　　　＊9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　14　－　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　＊6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　＊8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一十。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　＊7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ5
　　　　　　　　　　　　　＊1　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　＊3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊4　　　　18
　　　　　　　　　　　　　13　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　10　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

図5　ジャンル別読書と他のマスコミ接触等に関する因子分析結果（第1因子をX軸，第2因子を

　　Y軸とした構造図）

なうと，図3となった。

　表5の相関行列によりウォード法によるクラスター分

析を行なうと図4の樹状図となった。図3と4は明瞭に

10個のジャンル別の読書を3つのグループに分類してい

る。

　③ジャンル別読書とマスコミ接触等の余暇活動の分

　　析

　10個のジャンル別の読書の程度と最初の21個の余暇活

動の中のマスコミに関する領域（新聞，レコード・テー

プ，ラジオ，TV，映画，マンガ・劇画）との接触の程

度の回答に，さらにスポーッと友人関係についての2項

目を加えて合計19項目（表7参照）によって分析を行な

った。主因子法・バリマックス回転による因子分析の結

果は表7である。第1因子は，レコード・テープ，ラジ

オ，雑誌，スポーツ，映画，友人との楽しい語らい，マ

ンガ・劇画，の7項目に関連しているので，仮に『刺激

と興奮の因子』と命名しておこう。第2因子はプラスと

マイナスの2つの方向に別れている。負荷量の小さいも
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図6　ジャンル別読書と他のマスコミ接触等に関するクラスター分析の結果

　（ウ才一ド法による樹状図）
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表8　ジャンル別読書と番組種類別のテレビ視聴の問の相関係数

読書分野

テレビ番組

推　理　小　説
外　国　文　学
日　本　文　学
S　F　小　説
科学・歴史その他の教養書

詩　　　　 集

趣味・実用書
古　　　　 典

青　春　小　説
人生論・宗教書

音

楽

番

組

．046

60

．011

85

81

．189

一
． 016

42

．238

．094

ク

イ

ズ

番
組

一
． 021

一
． 022

一
． 003

一
． 129

．128

．138

．260

．147

．218

．157

刑

事

も

の

．277

一
． 137

．079

一
． 088

一
． 042

一
． 041

一
． 089

．424

22

ス番
ポ

1
ツ組

．167

一
． 041

．130

一
． 015

一
． 090

．081

一
． 072

．001

．010

一
． 106

二時
ユ

1
ス

・事

．120

．224

．203

．003

．081

．028

．154

．052

．140

一
． 118

ギコ
ヤ

　ン
グ

・ト

．204

一
． 202

一
． 143

一
． 171

一
． 127

．224

．074

．250

一
． 209

時

代

劇

．138

．027

18

．022

．107

一
． 046

．113

．154

一
． 156

語教
　養
学番
・組

．125

．225

．278

．056

．299

一
． 009

．194

．355

．023

．200

映

画

番

組

．140

．229

．144

．065

一
． 107

．089

．005

．085

．156

．029

メホマ
ロ1

ドム

ラド
マラ

一
． 069

一
． 182

一
． 105

一
． 125

．146

．118

．067

一
． 043

．305

一
． 009

T
V
ア

メ

．066

．023

．039

．073

．228

．060

．106

．277

一
． 024

．096

のも有るが，プラスの負荷量の項目には，日本文学，詩

集，趣味・実用書，古典，人生論・宗教書のほか，教養

書，外国文学が含まれる。マイナスの負荷量の項目は，

テレビ，推理小説，S　F小説，青春小説の4項目で，テ

レビ以外は娯楽的な読書の領域である。命名するとした

ら，『知的な読書の因子』ということになるだろうか。

以上の3つのグループにまとまることは，2つの因子

によりXYプ・ッティングをすると，明瞭になる（図5

参照）。同じデータにっいてクラスター分析を行なった

ところ，ウォード法による樹状図は図6となった。図5

と一致した結果である。

④分野別のテレビ視聴と読書の関連

テレビの11種類の番組の視聴の程度の回答と読書の10

個の領域の回答との相関は表8である。全体的には低い

が，一部には有意のものもある。太字の数値は危険率5

％未満で有意なものである。予想したように推理小説を

読む程度と刑事もののTVドラマを見る程度との間，古

典や科学・歴史などの教養書を読む程度とTVの教養番

組を見る程度の間には関連がみられた。マイナスの有意

な相関は「日本文学」とTVの 「ギャグ・コント」及び

「刑事もの」の間だけであり，意外に多くの有意なプラ

スの相関があった。

⑤その他の結果

表9全体的な『本を読む』の回答とジャンル別読

　書の回答との問の相関係数（r）

1．推理小説

2．外国文学

3．日本文学

4．SF小説
5．科学・歴史その他の教養書

6．詩集
7．趣味・実用書

8．古典
9．青春小説

10．人生論・宗教書

．155

．317

．417

．305

．461

．162

．055

．121

43

．397

表10全体的な『テレビを見る』の回答と番組の

　種類別の回答との問の相関係数（r）

1．音楽番組

2．クイズ番組
3．刑事もの

4，スポーツ番組

5．　ニュース・時事

6．　ギャグ・コント

7．時代劇
8．語学・教養番組

9．映画番組

10．　ホームドラマ・メロドラマ

11．　TVアニメ

．402

．315

．325

．066

．114

．446

．383

．236

．255

．370

．201

　　前述の11個の分野別テレビ視聴の評定値は21個のr余

　暇活動」の評定値と多少の相関のあるものを見ていく
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　　　　　　　　　　　　　　　読書科学
と，ニュ‘スと教養番組がr新聞を読む」と関連してい

た（それぞれr＝．321，．314）ほか，時代劇と映画番組

が「雑誌を読む」と関連していた（それぞれr＝・．317，

．299）。なお21個の余暇活動の項目としての全体的な

『本を読む』と10個のジャソル別の読書の評定値との相

関は表9，同じく全体的な『テレビを見る』と11個の分

野別のテレビ視聴の程度の回答の相関は表10である。

考察

　本研究は実際に読んだ本や雑誌の冊数やテレビ・ラジ

オとの接触時間数等は調査していない，他の余暇行動と

同じく，4段階の評定値であったので，前述の東京都お

よび総理府の資料よりも回答者の主観的判断の余地が大

きく，あいまいな回答であるという欠点があると思われ

る。しかし，東京都の調査では高校生のマスコミ接触を

多変量解析する際に多・中・少の3つのカテゴリーに分

けて分析を行ない，せっかくの正確な（本研究よりも正

確なという意味で）情報が十分に生かされていないよう

に見える。一方総理府（1982）の調査の方では，各2種

のマスコミごとに，ク・ス集計を行なっただけで，多変

量解析はやっていない。したがって本研究のような回答

の方式は2つの変数の相関を求めたり，全体的な多変量

解析を行なうためにはかえって便利であると思われる。

また毎日新聞の調査（1984）では調査時点の直前の一ケ

　　　　　　　　　　月間の読書経験について回答させている。そこでは分野

別の読書についても調べているが，0冊とする回答が大

部分であった（その結果分野別の平均冊数は少数点第2

位のものが多い）。本研究のように分野別の読書の相互

関係や分類ということを問題にする場合は高校時代3年

間によらざるを得なかったと思われる。

　ところで，本研究の結果の①すなわち21個の余暇活動

のなかの読書の位置については．先行研究と比較的一致し

た結果になっている。読書は新聞とは近い位置にあり，

テレビ，雑誌，マンガ・劇画を見ることとは，遠く位置

づけられた。また他の余暇活動の中でも知的乃至創造的

な諸活動と一緒に位置づけられたことは，総理府（1982）

第30巻第1号

の調査で，人生観について「精神的に豊かな生活をおく

る」を選択した青年たちが新聞や単行本を多く読みテレ

ビ視聴時間が短かった，という結果と対応していると思

われる。なおここで注意すべぎことは，東京都と総理府

の2つの大がかりな調査では回答者の知的な幅が広いこ

とである。阪本（1977）によると中学生・高校生とも読

書量の多い者は少ない者に比べて知能が高かった。した

がって上記の結果は知能の差によっても説明できるので

ある。ところが，前述のように本研究の回答者は規模の

小さい大学の入学者であるので，かなり等質なグループ

であると思われる。にもかかわらず，同様の結果が得ら

れたということは意味のあることではないだろうか。

　本研究の関心の1つは読書の程度とスポーツおよび友

人との楽しい語らいをする程度の関連であった。結果の

①では2つの活動とも読書とは相関がほとんど無く，2

つの活動相互にはプラスの相関があり，その結果，余暇活

動を3つのグループに分けた場合は同じグループに分類

された。次に結果の③では，読書を10個のジャンルに分

けて，スポーツ及び「友人との語らい」と相関させてみ

ると，スポーツの方は詩集とマイナスの相関があった。

一方r友人との楽しい語らい」はいずれの分野の読書と

も，はっきりとした相関は見られなかった。これは1つ

には「友人との……」の回答が，表1の集計に見るよう

に，◎（いつもよくやっていた）の回答が大部分であ

り，個人差が無いことが原因とも思われる。交友関係の

親しさを把握するためのもっと微妙な質問項目を用意し

て，さらに検討する必要がある。

　新聞とテレビは因子分析とクラスター分析という2つ

の分析方法により一致していなかったり，あるいは因子

分析の結果だけ見ても，TVは．どの因子にも高い負荷量

になっていない。このことは新聞とテレビ視聴が多様な

要素を含むことと関係が有るよう見える。人によって新

聞・テレビから娯楽的な満足を得ようとする者もあり，

また知的な満足を得ている者もいるであろう。このこと

は，これら2つの項目が色々な相互には異質と見えるよ

うな項目と相関していることによって示唆される，今回

一32一



多変量解析による高校生時代の読書と他の余暇活動に関する研究

は読書とテレビについては分野別に調査を行なったが，

今後，新聞についても記事欄別に調査をする必要がある

と思われる。

　本研究で用意した10個の読書の分野は，これでよかっ

たであろうか。質問紙の中には「その他（　）」という

欄を設けておいたところ，80名中4名がrエッセイ」と

記入し，r童話」と「歴史小説」と記入した者が各1名

あった。ともあれ，今回分野別に調査したことは1つの

前進であったと思われる。比較的テレビ視聴に近い分野

も見出された。さらにテレビについても番組別に調査す

ると，読書の各分野とのプラスの相関が多いことは予想

以上である。なお表10（テレビ視聴の全体的評定と番組

別の回答の相関）を見ると，やはり，娯楽的な番組の方

がよく見られているので，それらの方が相関が高いので

あろう。波多野完治他（1964）によると青少年が実際に

テレビを見る目的を「娯楽」のためとするものが多かっ

た。また各人の視聴時間との関連では，テレビ視聴時間

の短い者の方が長い者よりも， 「教養」のために見てい

る者が多かった。また英国のヘンドリーとパトリック

（Hendry＆Patrick1977）は15～16歳の男女にテレビ

視聴についての調査を行ない，長時間視聴者よりも短時

間視聴者の方がfactual　programs（ニュース・時事や教

養番組などを指すものであろうξ思われる）を好むこと

を見出している。これらの以前の研究結果と同じ傾向を

示しているのではないかと思わ紅る。また，全体的な

『本を読む』の回答と，各ジャンル別読書の回答との間

の相関は表9のように，テレビとは逆に比較的に知的な

読書分野との関連が高いといってよいであろう。

　　　　　　　　　　　　

要約

　本研究は次の事項について検討することを目的として

いた。　　　　　　　　　　

　①読書は高校生時代の他の余暇活動とどのような関

係・位置にあるか。とくに他のマ．ろコミ接触に関係する

活動，交友関係，スポーツとどんな関係になっている

かo　　　　　　　　　　　　

②高校生時代の読書をジャンル別に見ていくと，ど

のような相互関係・構造になっているか。

③高校生時代の読書をジャンル別に見ていくと，そ

れらは他の余暇活動，特にマスコミ接触に関係する活動

とどのような関係になっているか，

④テレビ視聴についても番組の種類別に調査をして

いくことにより，各分野別の読書との関係を一層明白に

できるか。

　地方私立大学の一年生に質問紙調査を行ない，高校時

代3年間について読書を含む21種類の余暇活動について

どの程度経験したか，評定することを求めた。同時に10

個のジャンル別の読書経験および11個の番組の種類ごと

のテレビの視聴経験についても・回答を求めた。現役入学

の女子80名の回答を因子分析およびクラスター分析する

ことにより，次の結果を得た。

　①21個の余暇活動は大ぎくは3つのグループにまと

められた。読書は通常自宅で一人で出来るような知的乃

至創造的な諸活動の中に位置づけられた。

　②　10個のジャンルの読書は，純文学，娯楽的文学お

よびノンフィクションの3個のグループにまとめられ

た。

　③10個のジャンル別読書の回答，マスコミ接触に関

する7種類の余暇活動，その他の2種類の余暇活動

（rスポーツをする」r友人との楽しい語らい」）を一緒

に分析すると，娯楽的文学はテレビおよび新聞と同じグ

ループに入った。一方残りのもっと知的な読書分野は別

の1つのグループとしてまとまっていた。

　④10個の種類の読書と11種類のテレビ裸聴の間の相

関を出してみると，例之ば，推理小説を読むことと刑事

もののテレビ番組を見ることの間のように，プラスの相

関が意外に多く有った。
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SUMMARY

　Eighty五rst　year　college　women　answered　questions

about　the　frequencies　in　their　senior　high　　school

years　of21　kinds　of　leisure　activities（including“read・

ing　books”）．At　the　same　time　they　were　also　asked

ab・utthefrequ“ncy・freading10kinds・fb・・ksand

watching　ll　kinds　of　television　programs．

　Their　responses　were　quantified　and　analyzed　by

means　of　factor　analysis　and　cluster　analysis．

　The　main五ndings　were　as　follows．

　①21kindsofleisureactivitiesatthetimeofse・

nior　high　school　days　were　classified　into　3　groups．

“Reading　books”was　assignεd　to　a　group　which　also

included　“reading　newspapers”，“knitting　and　handi．

crafts”，“caring　for　pets　and plants”，“taking　a　walk，，，

“Playing　musical　instruments”，“painting　Pictures”，“writ・

ing　poems　and　proses”．On　the　other　hand，“watching

TV”，“reading　magazines”，“reading　comics”，“listening

to　the　radio“，”1istening　to　recorded　music“，”writing　a

letter”，“going　to　the　movies”and“window－shopping”

were　put　into　another　group．The　third　group　con・

sisted　of“participating　in　sports”，“watching　sports

events”，“playing　cards，chess　or　other　indoor　games”，

“having　a　pleasant　conversations　with　friends”，“having

a　pleasant　conversations　at　home”．

　②　10kinds　of　reading　books　were　classified　into3

groups．Japanese　literature，foreign　literature，　classics，

and　poetry　books　were　put　into　a　group．Mysteries，

science　五ctions　and　l‘novels　for　teen－agers”were　put

into　another　group．The　third　group　consisted　of

“books　on　science，history　and　other　intellectual　areas”，
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“books　on　philosophies　of　life　and　religions”，“books

on　hobbies　and　practical　books”．

③When　all10kinds　of　r6ading　were　analyzed　in

conjunction　with7mass－communication－related　leisure

activities　and20ther　leisure　activities　（“participating

in　sports”，　“having　Pleasant　conversation　with

friends”），it　was　fouhd　that　reading　light　novels（mys。

teries，SF，“novels　for　teen－a3ers”）were　in　the　same

group　as“watching　TV”and“reading　newspapers”．

Onthe　other　hand　reading　more　intellectual　books　form。

ed　another　distinct　group．

④When　correlations　between　each・f　the10kinds

of：reading　books　and　each　of　the　ll　kinds　of　televi－

sion　programs　were　computed，positive　carrelations

were　found　to　exist（e．g．between　reading　mys。

teries　and　watching　detective　dramas　on　TV）．
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展望

最近の仮名と漢字の読み・書き，

認知に関する研究動向（1）

　　　　神経心理学的研究についてF　＊

京都大学藤岡秀樹＊＊

1．　はじめに

　仮名や漢字の読み・書きや認知についての研究は，読

書心理学の重要な研究テーマであり，研究蓄積も多い。

特に，情報処理の立場からの認知心理学的研究や神経心

理学的研究は，この10年間で著しい進歩をとげたといえ

るだろう。欧米とは異なった文字体系をもつ日本での研

究の到達点を明らかにすることは，時宜にかなっている

と思われる。

　『読書科学』誌においては，今井・福沢（1980）によ

って仮名の読み・書きに関する心理学的研究の展望がな

されている。今井・福沢論文は，1947年から1979年まで

の学会発表と学会誌の172の文献を対象とし，分野・時

代別に量的および質的検討を行なったもので，非常に貴

重で示唆的な研究である。しかしながら，研究対象を仮

名に限定している点で，文字の読み・書きをとらえる場

合，不十分であるといえよう。

　本稿では，今井・福沢論文ではとりあげられなかった

漢字の読み・書きを含め，最近10年間の仮名と漢字の読

み・書きおよび，近年研究の進捗の著しい認知の研究を

対象として研究動向を概観し，展望を行なうことにす

る。まず，第1論文では仮名と漢字の認知についての研

究の内，神経心理学的研究をとりあげることにする。第2

論文では，認知心理学的研究および文字の読字学習，読

＊Areviewσfrecentstudiesonreading，writing，and
cognition　of　K‘〃z‘z　and　κα4グi　ぐharacters（1）：On　the

neuropsychological　studies．

＊＊FUJIOKA，Hideki（Kyoto　University）

書能力の研究をとりあげる予定である。展望の対象は，

原則として1975年から1984年までに発表された学会誌お

よび大学の紀要に限定することにする。

2．　神経心理学的研究

　（1）　研究の動向

　大脳両半球の機能差を調べる神経心理学的研究は，欧

米では1960年代に入って盛んになり，脳損傷患者の研

究だけではなく，両耳分離聴取法（dichotic　listening

method）や瞬間提示法（tachistoscopic　presentation

method）などを用いた健常者の研究も行なわれるように

なった。日本では，1970年代後半になって健常者の仮名

や漢字認知の研究が積極的に進められるようになった。

本稿では，脳損傷や失語症患者などの病理的研究は対象

とせず，健常者の研究に限定して展望を行なうことにす

る。

　仮名や漢字認知の研究では，，視野優位測定法が主とし

て用いられる。これは，眼球運動の生じない潜時（200

msec前後）以内で注視点の左側and／or右側に刺激を瞬

間提示し，その認知の正確さや速さを比較して半球機能

差を調べる方法である，本邦での視野優位測定法の研究

は，Hirata＆Osaka（1967）が最初である。左右両視

野に同時提示を行なった研究は少ないが，この場合，左

から右へscanするという読みの走査の習慣（scaming

habit）の影響を受け，左視野優位になりやすいという問

題点をもつ。

　まず，大脳半球の機能差に関する諸説について述べよ
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う。最初，1960年代に言語刺激は右視野優位＝左半球優

位，非言語刺激は左視野優位＝右半球優位という刺激属

性に規定される機能特殊化説（functional　specializati・n

theory）がKimura（1966）によって提唱された。これ

に対して，Kinsboume（1970）は，刺激属性に規定され

るのではなく，先行課題により左半球あるいは右半球が

活性化されると，活性化された半球が優位性を示すとい

う注意説（attention　theo・y）を提唱した。一方，Cohen

（1973）は，左半球は継時的・系列的・分析的処理を，

右半球は同時的・並列的・全体的処理を行なうとする情

報処理様式に大脳半球機能差が規定された情報処理様式

説（modeofprocessingtheory）を提唱している。ま

た，文字情報処理において，処理水準の深さが認知の半

球優位性に影響を及ぽすという成分段階説（component

stages　theory）も提唱された（Cohen，1977）。これは，

形態同定（physical　identity；例えばAA，aaのマッチン

グ）と名称同定（nominal　identityl例えばAaのマッ

チング）課題において，非言語的処理を行なう形態同定

は左視野優位＝右半球優位，形態同定よりは深い処理と

考えられ，言語的処理を行なう名称同定は右視野優位＝

左半球優位を示すというものであり，処理水準の深さの

程度により優位性の変化がみられるという説である。

　では概要をみていこう。日本での最近10年間の研究を

まとめたのが表1である。視野優位測定法が大半を占め

ているが，この変型としてHatta（1976a，b）は，半球間

マッチング法を用いている。これは，左右の視野へ継時

的提示（左→右，右→左）を行ない，先行視野条件の比

較を行なうものである。また，多くの研究は両眼視であ

るが，単眼視（Shimada，1981）やhaploscopeを用いた

双単眼視（利島・富永・中邑，19811Toshima，1982－

83）条件もある。他に，事象関連電位などの脳波を指標

とした研究もある（利島・富永・中邑，19811小倉・八

田，1983）が，研究数が少ないので本稿では割愛する。

　全体を通してみると，平仮名や片仮名の認知は，右手

利きの被験者では右視野優位＝左半球優位であることが

わかる。ところが，左手利きの被験者では視野差はみら

れない（Hatta，1976b　l　Shimizu＆Endo，1981）。

漢字認知の場合，必ずしも右視野優位の結果を得ては

いず，機能特殊化説を支持していないといえる。概し

て，形態判断を求める課題では，左視野優位＝右半球優

位を示す研究が多く（Hatta，1977a，b，1981a　l八田，

19791青木，1984），特に1文字提示の時，その傾向が強

い。一方，視野差なしという報告もみられる（Sasamma

et　a1．，19801八田，1981）。ところが，真の漢字と偽漢

字を弁別する語い判断課題では，視野差はみられない

（八田，19801Hatta，1981a）。意味的整合性判断やカ

テゴリー判断を要する課題では，右視野優位二左半球優

位がみられる（八田，1979，1980，1981；Hatta，1981a　l

Hayashi＆Hatta，19821青木，1984）。この結果より，

形態判断という浅い処理から，語い判断を経て意味的整

合性判断やカテゴリー判断という高次の処理を必要とす

る課題になるにつれて，左視野優位から視野差なし，そ

して右視野優位へと移行することがわかる。漢字認知で

は，処理水準の深さにより優位視野が変わるという成分

段階説（処理段階説とも呼ばれる）を支持することがう

かがえる。

　漢字対の意味比較判断を調べたHatta（1983）は，数

を表わす対では右視野優位であるのに対して，物を表わ

す対では課題解決にイメージを媒介する必要があるため

に，左視野優位であることを見出した。平仮名表記の

Stroop課題では視野差がみられないのに対して，漢字表

記では左視野優位（Stroop効果大）がみられ，漢字の形

態認知の右半球処理の可能性を示す研究（Hatta，1981b）

もある。1

　児童を被験者とした研究では，柴崎（1983）が健常児

と精神遅滞児の間には処理の差異があることを見出して

いる。刺激として，①平仮名1字，②漢字1字，③図形

を用いたところ，7・9・11歳の健常児の場合，②③では

視野差なし，①では右視野優位を示し，9歳でこの傾向

は確立していた。また，男児の方が女児よりその傾向は

強かった。一方MA7および9歳の軽度精神遅滞児の場

合，①では視野差なし，②③では左視野優位の傾向がう
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表1　神経心理学的研究のまとめ

研　究　者 刺　　激 課 題 指標 結 果

Hatta（1976a）　　・平仮名1字 同異判断〔半球間マッチン
グ〕

エラー数　RVF優位

Hatta・（1976b） 一平仮名1字 伺異判断〔半球間マッチン
グ〕

てSs．は左手利ぎ）

エラー数 視野差なし

八田（1977）

　Exp．2

片仮名3字 範ちゅう化同異判断 ①RT　　①RVF優位②LVF優位一
②エラー数同反応，視野差なし一異反応

Hatta（1977a） 漢字1字（熟知性

高・低）

同　定 正答率　　LVF優位

Hatta　（1977b） 漢字1字（具体性

高・低）

同　定 正答率　　LVF優位

本田（1977）

　Exp．2
片仮名3字
無意味綴

同定一①言語負荷（アルファ

ベット文字音韻弁別）②視空

間負荷（パターン弁別ン

RT
正答率

①②とも視野差なし

①②ともRVF優位

Sasanuma　et　al

（1977）

①平仮名2字無意

味綴②漢字2字
無意味語

同　定 正答率 ①RVF優位
②視野差なし

．Endo，Shimizu，＆　片仮名2字

Hori（1978）　　　無意味綴

同定（肯定語のみkey押し）　R　T　　　RV　F優位

Hatta（1978）

　Exp．1

　Exp．2

①漢字1字と②そ

の平仮名表記

同　定 正答率

①漢字2字熟語と

②そめ漢字仮名混

り表記

同　定 正答率

①LVF優位
②RVF優位

①RVF優位
②RVF優位

Hayashi＆Hatta　　漢字1 字

一（1978）

心的回転て形態マッチング） RT　　　手がかりなし一LVF優位
　　　手がかりあり一LVF優位
　　　（角度小），RVF優位（角度

　　　大）

本田（1978）

　Exp．2
片仮名2字
無意味綴

同定一①言語負荷（音声の母

音と子音の弁別）②非言語負

荷（純音弁別）③無負荷

正答率　　正答率一①③でRVF優位

　　　　②で視野差なし
RT　　　RT一全て視野差なし

大岸（1978） 片仮名（イ・レ・

ト）文字数2～4

visual　search課題（同異判　RT

断）正立提示と倒立提示

全て視野差なし

八田（1979） 漢字1字（右・左

・上・下）

①形態判断②意味的整合性判　RT

断（矩形と漢字の位置関係）

①LVF優位傾向
②RVF優位

八田（1980）

　Exp．1

正しい表記の2字

熟語と偽漢字熟語

語い判断 RT　　視野差なし

Exp．2 漢字（右と左） 意味的整合性判断1）　　　　　RT RVF優位
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研　究　者 刺　　激 課 題 指標 結 果

池田・小川Exp．1　片仮名2字　　　　　　　　同　　定

（1980）Exp．2　　片仮名2字　　　　同定（聴覚弁別課頭負荷）

Exp．3

正答率　　RV　F優位

正答率．

’片仮名2字　　　　同定（偏光フィルターによる　正答率

　　　　　　視野制限）

一
R V　F優位（先に右耳から負

．荷の時は視野差消滅）

RVF優位

Sasanuma　et　al

（1980）

①平仮名1字対
②漢字1字対

音声判断と形態判断

音声判断と形態判断

正答率

正答率

①②とも音声判断はRVF優

位，形態判断は視野差なし

Elman　et　a1

（1981a）　Exp．1

　　　Exp．2

漢字1字（形容
詞・名詞・動詞）

漢字1字（形容
詞・名詞・動詞）

品詞同定

（口答再生）

品詞同定

（key押し）

エラー数　視野差なし

RT　　　名詞一LV　F優位

　　　形容詞・動詞一RV　F優位

Elman　et　a1

（1981b）

漢字1字（高・低

具体性名詞）

　同　定
〔両側同時提示〕

R　T　　　高具体語一視野差なし

　　　低具体語一RVF優位

八田（1981）Exp．11欝・字対　1 ①形態判断（部首）②音節判断 R　T
1①②とも視野差なし

Exp．2 漢字1字対 カテゴリー判断　　　　　　　RT　　　RVF優位

Hatta　Exp．1

（1981a）　Exp．2

　　　Exp．3

漢字1字対　　　　形態判断

実漢字と偽漢字　　語い判断

漢字（右と左）　　意味的整合性判断2）

RT　　LVF優位
RT　　視野差なし

RT　　RVF優位
Hatta（1981b） ①漢字

②平仮名

ストループ課題

ストループ課題

RT　　①LVF優位（干渉度高い）
RT　　　②視野差なし

Hattaetal（1981） 平仮名と片仮名

2文字対

同異判断 RT　　　形態マッチーLVF優位

　　　1字鏡映条件一視野差なし

　　　2字鏡映条件一RVF優位

西川・新名

（1981）

アルファベット　visual　search課題

（大文字と小文　①名称マッチング

字），平仮名と対　②形態マッチング

応する片仮名，漢　　（正立／倒立条件）

字各3字

RT　　　仮名の名称マッチングのみ

　　　RVF優位
　　　他は視野差なし

Shimada（1981） ①漢字零字熟語と

②その平仮名表記

同定（肯定語のみkey押し）
〔単眼視〕

RT　　　①視野差なし

　　　②RVF優位

Shimizu＆Endo
（1981）Exp．1

片仮名2字
無意味綴

同定　　　　　　　RT
（2群に分けてkey押し）

右手利き一RVF優位
左手利き一視野差なし

利島・富永・中邑

（1981）

平仮名くえ・ゑ〉　形態判断

と片仮名（エ・　〔双単眼視〕
ヱ〉の組合せの文

字対

RT
正答数

LVF優位
視野差なし

Hayashi＆Hatta
（1982）

漢字1字（高具体

性・高抽象性）

カテゴリー判断 RT　　RVF優位
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研　究　者 刺　　激 課 題 指標 結 果

西川（1982） ターゲット刺激一

記銘刺激8）の各要

素に対応する漢字

名称マッチング RT　　　RV　F優位傾向

Toshima
（1982－83）

　　Exp．1

平仮名（あ・い・　①形態判断
　　・ゐと片仮名（ア　②名称判断

・イ・ヰ）の組合　　〔双単眼視〕

せ文字対

RT　　　①視野差なし

　　　②RVF優位

Hatta（1983） 物を表わす漢字対 意味比較判断4）　　Exp．2 lRT　l LVF優位

数を表わす漢字対 意味比較判断5） Exp．3 RT RVF優位

小川（1983）

　　Exp．1

　　Exp．2

片仮名 2字単語　　同定（Ss．は．小学6年生）　　正答率

ロロロロ　ハコハハロハロロヒじドい　ハハドリ　ドいロいロロドベロ　いいハいロロハロドリドロロハロドじロ　　ロしロロロロしロロドロロロハいいロハドドロド　ロドじロロロ　　ロロハ　　いいドロド　ワ

片仮名2字単語　　同定（Ss．は中学2年生）　　正答率

RV　F優位（右脳型）6）

視野差なし（バランス型）

RV　F優位（右脳型・左脳型
共に）

小倉・八田

（1983）Exp．3

平仮名単語

1～3字
同定 正答率 RV　F優位（左脳型）7）

視野差なし（右脳型）

柴崎（1983） ①平仮名1字

②漢字1字
③図形

同定　　　　　　　正答率
（SsはCA7・9・11歳の健

常児とMA7・9歳の精神遅
滞児）

健常児群一①でRVF優位
②③で視野差なし　精神遅滞

児群一②③でLV　F優位傾向

①で視野差なし

青木（1984）

　　Exp．1

漢字1字対 ①形態判断（部首）

②音節判断

（key押し）

Exp．2　　漢字1字対　　　　カテゴリー判断

RT

RT

①LVF優位傾向（右手反応）

視野差なし（左手）②視野差

なし（右手）RV　F優位傾向
（左手）

RVF優位

大谷（1984） 平仮名1字と対応　音韻マッチングー①同時提示

する片仮名1字　　②継時提示（両側／片側視野）

RT　　　①RVF優位8）

　　　②RVF優位9）

〔註〕　1）2）提示視野と漢字との関係　3）構成要素1－5からなる線画　4）漢字の大きさと漢字が示す具体物の大ぎさ

　の関係　5）漢字の大きさと数値の大ぎさの関係　6）知能検査のB式得点がA式得点よりも7点以上（Exp・1，），

　11点以上（Exp．2）高い者を右脳型，A式得点がB式得点よりも11点以上高い者を左脳型（Exp・2），両得点差が

　3点以下の者をバランス型（Exp．1）として抽出　7）文字一図形重なり刺激の強制分類で文字を選択する者を左

　脳型，図形を選択する者を右脳型として抽出　8）RTは．RVF片側対提示≒両側視野提示＜LVF片側対提示

　9）RTはRVF片側対提示＜LV　F片側対提示≒両側（R→L）提示≒両側（L→R）提示

　RV　F；右視野　　LV　F；左視野　　R　T；反応時間

かがわれ，MA9歳児よりMA7歳児の方がその傾向は

強かった。

次に，Kinsboumeの注意説の検討を行なった研究（テ

スト刺激に言語材料を用いたものに限定）を紹介しよう。

本田（1977）は，片仮名無意味綴の同定をテスト刺激

として用い，視覚提示の言語負荷（母音・子音弁別）と

非言語負荷（顔のパターン弁別）を与えたところ，正答

率では両負荷条件とも右視野優位を示したが，非言語負

荷条件ではその優位性は弱められることがわかった。さ

らに，本田（1978）は．，聴覚提示の言語負荷（母音・子

音弁別）と非言語負荷（純音弁別），無負荷の3条件で

の片仮名無意味綴の同定を調べたところ，言語負荷と無
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負荷条件では右視野優位が示されたが，非言語負荷条件

では視野差がみられなかった。両研究とも注意説を支持

する結果を得ている。

　一方，池田・小川（1980）は，聴覚提示の非言語負荷

（音の高低弁別）条件での片仮名認知を検討したとこ

ろ，正答率は右視野優位を示したが，右耳から先に負荷

刺激が与えられた時には，右視野優位が消滅するという

結果を得ている。

　第3番目として，Cohenらの処理様式説の検討を行な

った研究をとりあげよう。

　大岸（1978）は，3種の片仮名2－4個からなる刺激

文字を用いたvisual　search課題（正立および倒立条件）

の同異判断を行なわせ，文字数と反応時間の関係を調べ

た。その結果，視野差はどの条件でもみられなかった

が，右半球では形態分析によって並列的処理が行なわれ

るのに対して，左半球では言語的分析がなされた正立条

件だけではなく，言語的分析よりも浅い段階の形態分析

がなされると考えられる倒立条件でも系列的処理が行な

われることを見出した。

　西川・新名（1981）もアルファベット（大文字・小文

字），平仮名と片仮名，漢字を刺激としたvisual　search

課題の同異判断（名称マッチγグ条件と正立および倒立

条件）をさせたところ，仮名の名称マッチング条件のみ

右視野優位であった。文字数の変化に対応する反応時間

関数からは，漢字の正立，倒立条件，アルファベットと

仮名の倒立条件では並列的処理が，他の条件では悉皆型

走査による系列的処理がなされることがわかったが，処

理様式と大脳半球の機能的対応関係は見出せなかった。

次に，西川（1982）は，構成要素が1－5個からなる線

画の記銘刺激と絵あるいは漢字のターゲット刺激の同異

反断を行なわせたが，漢字をターゲット刺激に用いた名

称マッチング条件では，反応時間関数は線型（lihear）

で，両視野とも系列的処理がなされ，さらに右視野優

位＝左半球優位であった，

　最後に，成分段階説の検討を行なった研究をとりあげ

よう。

Toshima（1982－83）は，平仮名（rあ」「い」rゐ」）

と片仮名（「ア」「イ」「ヰ」）の名称マッチングと形態マ

ッチングの結果から，形態マッチングでは視野差が生じ

ないのに対して，名称マッチングでは右視野優位である

（指標は反応時間）という知見を得ている。

　日本での注意説，処理様式説，成分段階説の検証を行

なった研究はまだ少数であり，特に漢字認知に関して

は，結論づけることは早急すぎると思われる。しかし，

漢字認知については，Kimuraの機能特殊化説のように

一義的に処理半球（優位半球）が規定されるものではな

いことは明確であるといえよう。

　（2）　問題点と残された課題

　神経心理学的研究においても，表意文字である漢字

は，表音文字である仮名に比べて複雑な様相を示した。

島田・大塚（1981）によれば，漢字処理における左視野

優位を見出した研究（例えば，Hatta，1977a，b；Sasa・

numa　et　al．，1977）の多くは，多数の漢字を1字ずつ全

実験系列中1回のみ提示して処理を求めているのに対し

て，視野差がみられない研究（例えば，Shimada，1981）

は，少数の漢字を多数回提示する手続きがとられ，前者

は後者よりはるかに複雑な視覚弁別課題となり，言語的

処理というよりも，むしろ視覚的処理の研究になって

いると問題点を指摘している。さらに，漢字処理は両半

球で遂行可能だが，一方が他方より効率がよいという量

的差異を調べる研究しか行なわれず，処理機能が一方の

半球しか遂行しえないという質的差異をみる立場からの

研究がみられないことも指摘している。

　続いて，仮名と漢字を刺激とした神経心理学的研究の

持つ問題点と残された課題について論じよう。

　まず，反応方法の問題があげられる。口答再生では左半

球が活性化されることやkey押しの場合，左右の反応手

をカウンターバランスすることを留意せねばならない。

反応測度も重要な変数である。正確さを要求する課題で

は反応時間の低下がみられ，反応時間と正答率のどちら

を指標にするかによって結果が異なる可能性もある。

　漢字刺激の場合，刺激のもつ特性についても留意する
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必要がある。象形文字・形声文字・会意文字の音符と意

符の要素の関係，複雑性，具体性，抽象性，字体などの

諸要因を考慮すること一例えば，高イメージ価漢字や

低熟知性漢字では左視野優位の可能性が強くなる一が

必要である。漢字認知の結果に一貫性がみられない一因

として，上記のような刺激特性の統制がされていないこ

とがあげられよう。　　　　

　多次元尺度構成法（MD　S〉を用いて平仮名文字認知

の誤答パターン分析を行なったToshima（1982－83）

は，文字の布置が右視野と左視野で異なっているという

結果を得ているが，多変量解析の導入も分析に際しては

必要であろう。刺激の物理的属性や処理水準など多．くの

要因の交絡が結果を複雑にさせているので，整理するた

めにも多様な分析手法を活用することが求められる。

　日本での研究の大半は．，成人を被験者としたものであ

るので，児童や青年を対象とした発達的研究が今後望ま

れよう。半球優位性の確立時期はいつか，それは文字間

で異なるのか否か，などの観点があげられる。欧米では

読書不振児の神経心理学的研究が多く行なわれている

（例えば，藤岡（1984）の展望を参照のこと）が，日本

では全く着手されていない。平仮名，片仮名。漢字の3

つの文字を使用する日本の読書不振児は，欧米の読書不

振児と比べて差異がみられるかどうか検討することは，

有意義であると思われる。

　さらに，同じ漢字を使用し， しかも漢字のみが唯一一の

文字体系である中国人の場合，どのような結果を示すの

か，刺激要因を統制した交差文化的研究を行なうことに

よって，漢字処理のメカニズムが明らかになるであろ

う。

　言語機能は，女子の方が両半球にまたがって存在して

いる傾向が強いという知見があるにもかかわらず，日本

の研究で性差を考慮したものは皆無である。性差に注意

を払った分析が望まれる。

　以上の様に，日本の仮名と漢字認知の神経心理学的研

究はこの10年間で急速に発展した6漢字処理では，初期

の左視野優位＝右半球優位説の反証が提出されるにつれ

第30巻第1号

て，処理水準や刺激特性などの要因を考慮した研究が行

なわれるようになった。仮名と漢字処理のメカニズムを

明らかにする神経心理学モデルを作りあげることが，今

後の課題であるといえよう。
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　本稿をまとめるにあたって御助言をいただきました京

都大学教育学部教授坂野登先生に対して1厚く感謝いた
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