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読み聞かせの効果（1）

1　はじめに

一読書力におよぼす読み聞かせの効果

　についての一一考察一＊　　　！

　コトバという記号（音声・文字）環境に取り囲まれ

て，日々の生活を営んでいる人間は，生まれてから成長

するまで，聞くことから始まって，話すこと，読むこ

と，そして書くことへ発達していく存在である。このよ

うな人間の言語行動を，音声を媒介としたロと耳による

話しコトバ（音声言語）と，文字を媒介とした手と目に

よる書きコトバ（文字言語）に分けることができる。こ

の言語行動を，言語の機能（認識・伝達・思考・創造）

と対応させて図式化してみると次のようになろう。

　　　　　　1耳聞く認識1

　　　　　同・話す伝司認識1

　　　国・目読む思考1伝達1認識

　　1耳・目手書く鯛思考伝達劃

　話すことは聞くことを，読むことは聞くこと・話すこ

とを，書くことは聞くこと・話すこと・読むことを，そ

れぞれ前提としている。それゆえ，聞くことが，コトバ

能力の養成の上で最も重要なことになるのである。つま

り，上図の“耳＝聞く二認識”が，言語行動の根源にある。

　従って，子供は文字言語に接する前に，音声言語に習
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熟する必要がある。子供が文字記号の学習（習得）をし

てもよい前提となる成長段階は，“子どもが目の前に存

在しない事物についても記憶とイメージをもって理解す

ることができ，自分の心の動きがとらえられ，自分の意

志を状況に応じて実行にうつすことができるときであ

（る）”（子安，1975）と言われている。この段階（話し

コトバの習得）は，相手のコトバを聞き（耳でことばを

捉える），その意味を理解（語彙と文型の把握）し，そ

の理解のもとに自分が伝えようとする考えを思い付き，

その内容をコトバとして組みたてて（語彙と文型の操

作），口頭で伝達することができる段階である。これが十

分にできて始めて，子供は音声記号と文字記号をたやす

く結びつけることができる。即ち，話しコトバの獲得の

中で育ててきたコトバの構造的理解一音の性質や意味と

の関連の体験一を，書きコトバに反映させることができ

る。このようにして，子供は話しコトバより書きコトバ

ヘスムーズに移行することができるのである。

　林・小林（1978）は，語彙力とは“認識”の豊富さで

あると指摘しているが，先の図式からも分るように，認

識するとは，すなわち聞くことである。聞くことは，

“個々の言葉の集積”につながり，語彙を豊かにするこ

とになる。Judd（1978）一も，外国語としての英語の教授

経験を基に，これまでの伝統的な方法（文型重視）を批

判し，語彙力の養成を力説している。聞いたり話したり

する具体的な情況の中で，語彙が習得され豊かになれ

ば，聞く力もついてくるし，ひいては読みの力も高まる

ということである。岡田（1971，1973）は，小学生の読
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書力の因子分析的研究で，低学年において音声的理解が

独立因子として出ていることに注目し，聞くことの技能

の発達が読みに対して効果的な影響を与えるとしてい

る。聞いたり話したりする日常生活の場面で多くの語彙

を習得し，聞いた内容を要約したりすることが，そのま

ま“読みの力”にも反映するからであろう。さらに，

Harris（1961）は，就学前に獲得された“聞く・話す”

の語彙が，“読み”の語彙の基底となり，文明の進展と

共に，ますます話しコトバが読み書きの発展にとって必

要なものになってきていると報告している。ブルーノ・

ベッテルハイム（1978）も，子供の就学後の学業達成の

成功・失敗は，読みの力に大きく依存している．けれども，

就学前の家庭におけるスピーチ（話しコトバ）の経験の

豊かさと密接に関係があると，これまでの研究成果を踏

まえて，指摘している。ついで，Durrel＆Nicholson

（1961）は，保母や幼稚園教師が子供に聞くことの動機

づけをうまくやり，お話しをたくさん聞かせることが重

要であると述べている。

　以上に見てきたように，聞くことは，われわれが話し

コトバを修得し，書きコトバを理解する上で重要な役割

を担っている。聞くこと，即ち，聞いて理解する能力

は，コトバ能力の根底の部分をなし，あとの話す能力，

お話を作る能力，読む能力，さらに書く能力の基礎的能

力として，最も重要な能力である。それゆえ，幼児期か

ら小学校低学年にかけて，聞くことが，言語能力の養成

（すべての学習の基礎となるカギ）として，特にコミュ

ニケーションの媒体として最も重要な言語象徴のあらゆ

る側面を十分に理解し使用できるようになるところの

　“書ぎコトバ”への発展ということで，主要な位置を占

めていることは理の当然であろう。この重大な時期の教

育の一項として，絵本の読み聞かせは有意義であり，か

つ大切なことと考える。

　本研究では，絵本を長期間（1年間程）にわたって，

読み聞かせることを通しで，子供たちに聞いて理解する

能力が，読書力にどのような効果をおよぽしているのか

についての知見を得ることを目的としている。

即ち，次の2つのことを明らかにすることである：

（1）読書力について読み聞かせ群（実験群）と非読み

聞かせ群（統制群）の二群間の比較

　（2）群（読み聞かせ群・非読み聞かせ群）とI　Q（上・

中・下グループ）の2要因による読書力の比較

E　方法

1　実験材料

　子供の生活経験（身近なもの）に題材を求めたもの

で，かつ親近性に富んだ物語絵本である。作品名を表1

に示した。

2　被験者

　沖縄県の本島南部のK小学校1年生57名を対象とし

た。1組（29名）を実験群とし，2組（28名）を統制群

として実験に参加してもらった。K小学校は農村地域に

位置し，そこにおいては，物語絵本（月刊絵本ではなく

単行本）などの入手が比較的に難しい。また学習塾等に

通う児童は，ほとんど見あたらない。

3　使用したテスト

　（1）「幼児・児童読書力テスト」（金子書房）．このテス

トは，①語の理解，②図形の弁別，③音節の分解，④音

節の抽出，⑤文字の認知，⑥文・文章の理解，の6つの

下位テストからなっている。

　（2）「新乙式団体知能検査」　（幼稚園から小学校2年）

の非言語式テスト（金子書房）

　（3）外に，「再話（お話づくり）テスト」「内容理解テス

ト」とr子供の家庭環境調査」を実施した。

4　実験の実施

　実験は，1977年5月から1978年3月にかけて実施され

た。

5　手続

　（1）集団実験法による。被験者には実験に先だって，あ

らかじめ，先に述べたr幼児・児童読書力テスト」を実

施した。

　（2）沖縄キリスト教短期大学の保育専攻の学生4名を1

組として，毎週1回，放課後，絵本の読み聞かせを行っ
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読み聞かせの効果

表1　読み聞かせに使用した絵本（部分的リスト）

絵 本 名 出　版社 絵 本 名 出　版社

モチモチの木

花さぎ山
かじかびょうぶ

かちかちやま

ももたろう

みやらびのしま

野田のさるかに

つるのおんがえし

ふしぎなたけのこ

シナの五にんきょうだい

王さまと九人のきょうだい

しろいうさぎとくろいうさぎ

うさぎさんはやくはやく

かいじゅうたちのいるところ

かいぶつになっちゃった

おやすみなさいフランシス

福音館
岩崎書店

童心社
ポプラ社

福音館
ポプラ社

ほ　る　ぶ

高橋書店

福音館
福音館
岩波書店

福音館
皆成社
冨山房
ポプラ社

福音館

フランシスのいえで

フレデリック

シオドアとものいうきのこ

はなのすきなうし

ナップとウインクル

かもさんおとおり

きつねのおきてがみ

三びきのくま

おさるとぼうしうり

きんいろのしか

かたあしだちょうのエルフ

11ぴぎのねことあほうどり

ちびくろさんぼ

やまんばがやってきた

はじめてのおるすばん

＊Frog　went　a－cortin’

好学社
日本パブ
リッシング

ペンギン社

岩波書店

アリス館

福音館
小峰書店

福音館
福音館
福音館
ポプラ社

こぐま社

岩波書店

学　　　研

岩崎書店

World’sWork

た。学生はレギュラーメンバーで，1名が読み聞かせを

し，残り3名が子供の反応を観察し記録レた。

　（3）7月に，先に述べた非言語式知能テストを実施し

た。

　（4〉実験終了後（3月初旬），被験者に，前述の読書力

テストを再度実施した。

　このようにして，実験は1ケ年で終了した。

皿　結果

1　読書力についての群間差の検定

　実験直前に実施した読書力テストの下位検査得点（換

算点）の平均について，実験群と統制群の比較が表2・

aに示されている。

　表2・aの結果を見ると，下位検査6項目のうち，“音

節の分解”のみ有意な差があった（t＝・2．00，p＜。05）。

しかし，全体としてみると，事前テストにおいては，両

条件1実験群 統制群 t値

　　　　　　　　　　　　　＊日本語に訳して使った

群間に差がなく，一応，読書力において等質の集団と考

えられる。

　　表2　読書力の群間（実験群×統制群）比較

　　　　a．事前テスト

　　　　　　　　　　　　　　Nニ28（昏群）

　　＼＼、、

下位如＼ヌ

語の理解15．43

図形の弁別12。71

音節の分解　10．93

音節の抽出　9．71

文字の認知　15。89

文・文章の理解10．71

総合 75．39

SD　　X

4．30

4．99

6．81

7．42

6．83

3．94

15．21

13．29

14．29

11．21

15．79

9．36

25．53　　79．14

SD

3．36

5．51

5．42　　2．01＊

4．48

5．49

4．22

21．37

＊P＜．05
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　約1年間の読み聞かせをした実験終了後に，両群に実

施した事後テストの結果が，事前テストの結果（表2・

a）と同じように，表2・bに示されている。

　　　　b．事後テスト

＼　 条件

　＼
下位項目＼

語の理解
図形の弁別

音節の分解

音節の抽出

文字の認和

文・文章の理解

総合

実験群

天

20．68

17．64

18．57

16．64

21．61

17．00

112．14

SD

1．85

1．78

3．42

3．82

2．06

1．39

9．31

統制群

又

18．75

17．50

18．79

14．57

21．54

14．82

105．96

SD

2．64

1．15

2．29

5．34

2．41

2．99

9．36

t値

3．11＊＊

1．64

3．46＊＊＊

2．43＊

　　　　　　　　＊Pく．02＊＊P＜．01＊＊串P＜．001

事後テストでは，両群において特に，“語彙の理解

（t＝3．11，p＜．01）”，“文・文章の理解（tニ3．46，p〈

．001）”の下位検査の2項目および“総合（tニ2．43，

p＜．02）”において有意な差があり，得点で見ると実験

群が統制群に比して優れている。従って，このことは読

み聞かせの効果がある程度あらわれていることを示唆す

るものと思われる。この問題は，事前テストと事後テス

トを比較して，両群の読書力の伸びぐあいに差があるか

　　　表3　読書力の増加得点の群間比較

どうかを吟味することによって，より明らかにされるこ

とと思われる。

　表3は，実験群と統制群の増加得点の平均値の差の検

定の結果を示したものである。実験群は，事前テスト

（表2・a）において“音節の分解”の下位検査で，統

制群に比して劣っていたが，ここにおいては実験群が統

制群より，その伸び方に優れていることが示されている

（tニ2．14，p＜．05）。さらに，全体的な増加得点におい

ても，実験群が有意に統制群より読書力の伸びを示した

といえる（t＝・2．02，P＜．05）。

　以上の結果より，読み聞かせの効果が読書力にあらわ

れていると解釈できよう。

2　読書力とI　Q　　　　　　　　　，

　前節において，実験群は統制群に比して，読書力に読

み聞かせのある程度の効果をもたらしめていることが示

唆されたb

　ここでは，読み聞かせの効果を，群（読み聞かせ群・

非読み聞かせ群の2水準）×I　Q（上・中・下グループ

の3水準）の二元配置による実験計画によって検討す

る。

　　　　　表4　読書力の分散分析表

　　　　　a．事前テスト

変動因 SS　ガ　　MS F

　　　条件
　＼、
下位項目＼

実験群 統制群 t値

ヌ SD 又 SD

群（1）　473．881473・881・43
1Q〈2）　11140。2525570。1316．82＊

交互作用（1）×（2）　586。21　2　293．11　0。89

語の理解
図形の弁別

音節の分解

音節の抽出

文字の認知

文・文章の理解

5．25

4．93

7．64

6．93

5．71

6．29

4．33

4．67

5．78

7．51

6．20

3．88

3．54

4．21

4．50

3．36

5．75

5．46

3．51　　1．59

5、33

4．97　　2．14＊

5．83　　1．95

4．32

3。59

誤　　差 16557．67　　50　　　　331．15

総合　36．7519．7726．8216．182．02＊

＊P＜．05

＊Pく．01

表4・aは，事前テストにおける読書力の分散分析の

結果を示している。その結果によれば，群の主効果は有

意ではなかったことを示している。すなわち，実験群と

統制群の読書力に差異はなかったということである。こ

れは当然のことながら，表2・aの結果と｝致してい

る。また，I　Qの主効果は有意であったことが示されて
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造

いる。この結果を取り出して図式に示したのが図1であ

る。I　Qの上・中・下グループ順に，読書力得点が高く

なっていることが明白である。この結果は，実験群と統

制群においても同様であった。なお，群×I　Qの交互作

用は有意ではなかった。

　　　　　b．事後テスト

　　　　　　　　　　　　　　読み聞かせの効果

あった（図1を参照）。また，群×IQの交互作用は有

意ではなかった。

IV　討論

変動因 SS　ガ　　MS F

群（1）　1191．8711191・8719・72＊

IQ（2）　1372。742　686。3711．36＊

交互作用（1）×（2）　　51．53　2　　25。77　0．43

誤　　差 3022．05　　50　　　　　60．44

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Pく．01

　次に，事後テストの結果を見ると表4・bに示されて

いる通りである。表4・bによると，群の主効果は有意

であった。すなわち，実験群と統制群の読書力に差異が

あったことを示している。ここで検出された群間差は，

言うまでもなく，読み聞かせの効果の有無をあらわして

いるものである。したがって，図1で分るように，読み

聞かせ群はどのI　Qグループにおいても，非読み聞かせ

群よりも高い得点を示している。IQの主効果は有意で

ザ
暑
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　　　　上　　宇　　下　　　工Q・

図1群（実験群・統制群）×IQ（上・中・

　　下）でみた読書力

　以上の約1ケ年の期間にわたる実験によって，読み聞

かせが読書力にもたらす効果が明らかにされた。

　まず第一に，読書力についての群間差の検定をみる

と，事前テストにおいて二群間に差はなかった。すなわ

ち，読み聞かせの実験を始める前において，読書力の得

点に差はなかった。ところが，事後テストにおいて，読

み聞かせをした群に読書力の得点が高く，読み聞かせの

効果が予想され，特に読み聞かせが，“語や文・文章の

理解”において促進効果をおよぼすことが明らかになっ

たと思える。しかし1この結果には，自然増（1ケ年間

の学習効果や教師の指導助言等）による影響が含まれて

いるのではないだろうかという疑問が残る。この疑問

は，事前テストと事後テストの2つを比較して，読書力

の増加得点の伸びについての群間差の結果を見ることに

よって解かれた。すなわち，学校における1年間の学習

等の条件による自然増が考えられるにもかかわらず，読

み聞かせ群が非読み聞かせ群よりも読書力の伸びに優れ

ていることが認められた。なお，読み聞かせ群は，事前

テストで“音節の分解”が特に劣っていたが事後テスト

の結果をみると“音節の分解”の伸び方において，非読

み聞かせ群よりも優れていた。これは，読み聞かせが音

の分節化に促進効果をおよぽすことが明らかになったこ

とを示唆している。

　つぎに，読み聞かせの効果について，群（読み聞かせ

群・非読み聞かせ群）とIQ（上・中・下グループ）の

2要因によって，読書力得点の比較をみると，事前テス

トにおいては，二群間に読書力の差は認められなかっ

た。ところが，I　Q間にはその差が見出された。即ち，

I　Qの高いグループほど読書力得点が高くなっている。

これは二群のどちらにおいても言えることである。事後

テストでは，二群間に差があることが明らかになり，読

み聞かせ群はどのI　Qグループにおいても，非読み聞か
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せ群よりも高い得点を示し，読み聞かせの効果があった

ことを証左している。I　Q間の差は，事前テスト同様に

I　Qの高いグループほど得点が高くなっており，これは

二群においても，また同様であった。特に，読み聞かせ

群のI　Q下位グループの読書力得点には著しいものがあ

ることは，図1によって示されているが，これは，I　Q

の上位グループよりI　Qの下位グループの方に読み聞か

せの効果がより顕著にあらわれていることを示唆するも

のであろうか。検討すべき問題である。

　以上に述べてきたように，絵本の読み聞かせの効果と

して，絵本を聞いて楽しむ，すなわち，聞いて理解する

能力が読書力の上昇に寄与していることは明らかであ

る。しかしながら，（1）I　Qと読書力の相関の有無，（2）I

Qの上・中・下グループ間に，読書力テストの下位検査

においてどのような差異がみられるか，また（3〉男女間の

比較においてはどのようなものか，は残された課題であ

る。さらに，実験群は，お話づぐりや内容理解テストに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
おいて，どのような結果を示すかという事も残された課

題であり，現在，分析を進めているところである。

　ところで，沖縄児童の言語能力の低さについて，本研

究との関連において言及してみたい。

　沖縄児童の言語能力の低さについては，これまで多く

の研究（大平1958，東江1959，東江・大西1963，石川

1977）が指摘してきた。その原因として，東江は，（1）言

語生活，（2）環境の来化的レベル，（3）沖縄の孤立性，の3

つを上げている。石川は，言語生活が主たる原因とし

て，“沖縄方言でもなく，かといって共通語でもない，

いわゆる沖縄的共通語そのもの”が，子どもにとって，

“話しことばと書きことばの距離にもう一つの沖縄的話

しことばを加えて，書きことばを遠いものとしている”

と指摘している。彼はさらに，沖縄社会における言語意

識の低さ，すなわち“相手が何を言っているかが分れば

よいのであって，そこで何を言おうとしているのかを確

めることはタブーであり，したがって話の内容を正しく

言語化する必要はない”ことも言語能力の低さの原因の

一つであると指摘している。読書能力においても，沖縄

児童は全般的に劣っているが，これは今述べたように，

沖縄児童の使用している共通語というのが他府県の児童

のそれに比べて，質・量とも劣ることに帰因するもので

あるかと思われる。

　従って，沖縄児童（あるいは類似した環境に居る児

童）の場合，読書を強制する以前に読みのための基礎的

指導こそが必要である。それゆえ，話しコトバの指導は

強調すべきかと思われる。本研究は，このような問題を

解消する一つの手がかゆを提供するものと考える。さら

に，読書能力において，聞くことが担っている認識機能

は何なのかについて考える糸口をも与えるものであると

考える。

　〈付記＞

　本稿は，日本読書学会第22回研究大会（1978）におい

て発表したものに加筆し，資料を再整理してここに収録

した。実験に協力して頂いた学校の先生方（吉川・大嶺・

下門の各氏）に，また実験を補助してもらった沖縄キリ

スト教短期大学の卒業生，具志堅玲子・嘉数美智子・具

志堅初美・呉屋和子さんに厚くお礼を申し上げます。統

計的処理の分散分析に関して，同僚大城宜武氏のお世話

になった。記して感謝の意を表します。
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読み聞かせの効果

参考資料（付表）

付表1　群別の読書カプロフィール

a）実験群
語の理解
図形の弁別

音節の分解

音節の抽出

文字の認知

文・文章の理解

ゑ　　　ム
1i心　口　　0

1

0 5
，

10 15 20，
　，

23

0 5 10

書

15 、
、

20

0
5
1

10 151 　！

／
’

20

0 5 10 15 ￥
￥
　
￥

20

0 5 10 15 20　　、
　　　　、

別

0 5 o 15　　　　　，
　　　1∈

臼A η（ 0（ n（ 1nn 1り
50 70 80 90 100

23点

125

b）統制群
語の理解
図形の弁別

音節の分解

音節の抽出

文字の認知

文・文章の理解

総　合
　　　　0

0 5 10 15
，』￥

＼即 23

0 5 10 15 、 20
￥

」
－

0 5 10 15

1
ノ 1 20

ノ
ノ11

0 5 10
、
1ず、、

、

20
、．

一0 5 10 29／ 24

0 5 10 尊 1ε

￥

50 70 80 90 100

23点

125

第1回テスト（前）

・・……　第2回テスト（後）

付表2　読書力下位検査別平均得点の変化 付表3　読書力テスト増加得点の分布

実

験

群

統

制

群

テ　 ス　　ト

下位項目

語の理解
図形の弁別
音節の分解
音節の抽出
文字の認知
文・文章の理解

総　合

語の理解
図形の弁別
音節の分解
音節の抽出
文字の認知
文・文章の理解

総　合

満点

23
20
20
20
24
18

125

23
20
20
20
24
18

125

事前
15．43

12．71

10．93

9．71
15．89

10．71

75．39

15．21

13．29
14．29

11．21

15．79

9．36

79．14

事後
20．68

17．64
18．57

16．64

21．61

17．00

112．14

18．75

17．50
18．79

14．57

21．54
14．82

105．96

差

5．25
4．93
7．64
6．93
5．71
6．29

増加点

群別

36．75

3．54
4．21
4．50
3．36
5．75
5．46

70～79占
　　1、、、

60～69

50～59

40～49

30～39

20～29

10～19

0～9

－10～一1

26．82 計

実験群

1名（3．6％）

4（14．3）

3（10．7）

3（10．7）

5（17．9）
7　（25．O）

2（7．1）
3（10．7）

28名　　（100％）

統制群

3名（10．7％）

4（14．3）

5（17．9）

6（21．4）

6（21．4）

3（10．7）

1 （3．6）

28名　　（100％）
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SUMMARY

　This　study　investigated　the　effects　of　story、telling

through　picture　books　on　the　reading　development　of

βrst．grade　children．The　experiment　was　conducted　at　a

pτimary　school　in　a　rural　area．Twenty・nine　nrst・grade

children　were　included　in　the　experimental　group，and

28first．grade　children　in　the　control　group．There　was

no　difference　between　the　mean　scores　of　the　experi．

mental　group　and　the　control　group　on　a　pretest　of　read．

ing．Using　picture　books，storles　were　told　to　the

experimental　group　once　every　week　for　the　school

一102一



year．In　the　post　test　given　after　the　one・year　story・

telling　period，the　experimental　group　showed　higher

reading　scores　than　the　control　group．

　　　　Each　of　the　study　groups　was　divided　into　upper，

middle　and　lower　subgroups　according　to　the　levels　of

their　IQ　scores．The　distribution　of　IQ　scores　was

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読み聞かせの効果

correlated　with　the　pretest　and　post　test　distributions

of　reading　scores．The　experimental　subgroups　obtained

higher　scores　on　the　post　test　than　the　control　sub・

groups，at　each　IQ　leve1．The　conclusion　is　that　story・

telling　through　picture　books　has　a　significant　effect　on

the　development　of　reading　abilities．
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心理曲線法と連想法を取り入れた読書指導＊

栃木県佐野市立犬伏小学校

渋江芳夫＊＊

1　問題

　最近の児童が，読書よりも映像へ，読むよりも見るほ

うに傾斜していることは，多くの統計が示している。こ

れに付随して，学校での読書指導の改善が叫ばれてい

るが，児童の読書の様相が必ずしも明確ではないため，

読書指導改善の方向も定まらないのが現状といえる。

n　研究の目的

　上述の問題にもとづき，児童の読書の様相をとらえる

と共に，新しい方向を目指して，足利国語教育研究会で

研究している心理曲線法と連想法を取り入れた読書指導

を考えてみることにした。これらの方法を取りあげたの

は，読書の経験をより豊かにするためである。

皿　研究の方法と結果

1　読書材料

（1）　「くちびるに歌をもて」山本有三（作）

（2）児童が自由に選択した読みもの

2　対象児童

　犬伏小学校5年生　男女各20名　計40名

3　時期

昭和53年6月～9月

＊　Reading　instmction　using　Shinri　Kyokusen　Ho

　（The　Psycho　Curve　Method）and　Renso　Ho（The

　Association　Method）

＊＊SHIBUE，Yoshio（lnubushi　Elementary　School，

　Sano・city，Tochigi）

4　児童の行動の内容

（1）　rくちびるに歌をもて」を読み，読んだ結果である

　心理の動きを心理曲線法によってグラフ化する。

（2）読後，作品から連想する語を書く（第1次連想語）。

（3）集計した第1次連想語の中から取り出した，頻度の

　多い10語を刺激語として，連想語を書く（第2次連想

　語）。

（4）（1）を簡略化した心理曲線をかく。

（5）心理曲線と連想語との関連を考察する。

（6）（1）から（5）までを検討し，自分の読書生活に適用でき

　る事項を取り入れる。

5　研究の手続き

（1）心理曲線法

　心理曲線法は，r主として，文学的文章において，読

み手の感動・感情や，登場人物の気持ちの動きを，ある

視点を与えて，分析的にとらえ，それを曲線で表すこと

によって，その作品の読みを深めようとする方法」（赤

坂，1970）である。

　ここでは，第1次の指導段階として，心理曲線法の手

順になれさせ，さらにその発展として，連想法との関連を

考察させる手続きをとった。したがって，心理曲線の初

歩的習熟をはかるため，全員を対象にして共通教材を扱

い，それによって，’学習者の心情がよどみなく表れるよ

うに計った。具体的には，赤坂（1970）の研究に習い，

次の方法をとったのである。

　（ア）登場人物の心理の展開や屈折を読みとる。

　（イ）書き手の意図や文章の主題を読みとる。

　（ウ）感想をもつ。

　←【）文章を読みながら，自分の感動や感情を表す。具

や

々
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読書科学（XX皿，4）

　体的には，読みとりの視点により，物語のすじにそ

　って，自分の感情または登場人物の気持ちを考え，

　グラフ化していく。例えば「うれしい」r安心」「喜

　び」などの場合には「＋」として，「悲しい」「不

　安」rさびしい」などの場合には「一」として，rふ

　つう」の場合にはrO」として気持ちを表す。

　次に，第2段階では，細部にわたっての心理の曲折を

考えず，、大きく分けた4～5場面ほどについて，1場面

や1つのトピック場面での心理の動きをグラフ化させる

方法をとった。

（2）連想法

　個人の思考を視覚的にとらえるのが心理曲線法である

とすれば，時に断片的ではあるが，いわば知的レベルで

思考過程を追うことがでぎるのが連想法である，と言え

よう。

　連想法とは，ご承知のとおり，刺激語を与えて，ある

時間（10秒～5分）内に，それに関連することばを思い

出して書かせる（連想させる）方法である。連想には，

自由連想と制限連想があるが，ここでは，特に，自由連

想を通して児童の思考の様相を考えることにした。

6　研究の結果

（1）心理曲線法の場合

図1に心理曲線法の集計結果を示す。

ア分析

場面1（海に投げ出された）

　1の場面説明の部分では，0，2のしょうとつは，ただ、

6 5 4

「しょうとつした」という叙述のため一2となっている。

　ただし，一2，一3を含めると45％になり，下降傾向

がある。

　さらに，4で救助につとめた部分も，．r必死になって」

とあるため，一2になっている。5では，同じく一2で

あるが，救い上げた人もいるということで，4に比べ8

％減っている。

場面2（海中でのマッケンナ）

　ここでは，海中でのマッケンナが，ボートが来てくれ

たらと願うところで，一4から一3に上昇したが，いっ

22　21　rq　lワ　15　13　u　　q　　7

2

0

一1

一2

一3

一4

図2　場面1（海に投げだされた）

0

一1

一2

ロ3

一4

一5

　　　図3　場面2（海中でのマッケンナ）

こうにボートは来ないし，波にうたれるしで，だんだん

暗い気持ちになる心情を自分なりに読みとっている。や

がて，家族の顔がうかび，なんとしても生きなければと

強く思い返し，助けを求める場面でやや上昇したが，な

んの答えもなく，こごえ死んでしまうのかと絶望感にお

そわれたと反応し，一4に下降した。

場面3（歌声をたよりに泳ぐ）

　ここでは，きれいな歌が流れてきて，初めは疑うが，

ゆめの中の歌ではないと分かったマッケンナに，＋1と

反応し，みんなのところに泳ぎつくまで，＋2から＋3

に近い，やや一定の線を保つ。

場面4（みんなで歌う。が……）

　マッケンナが仲間に入れてもらうが，歌を聞いている

だけでは，何にもならないというので，みんなに提案

し，合唱することになるpこの変化は，＋3。5から＋3．6

一106一
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54　　　　　52　　　　　5『　　　　　3冨　　　　　F5’　　　　　54　　　　　写3　　　　　∫2

　　　図5　場面4（みんなで歌う。が……）

に上昇していることでとらえられる。だが，ボートが来

ないため歌をやめる人も出てきたので，下降した。おじ

ょうさんが1人で歌い続ける場面で，＋0．4から＋2．0に

上昇している。

場面5（全員が助けられる）一

　やがて，ボートがやってきて，全員助けられた。絶望

からの脱出だけに，＋2・7から＋4．3に急上昇した反応を

みせた。

　主文54から59までは，高い反応をみせた。（＋5反応

者，54の文60％，56の文一47％，58の文一62％，59の文

一86％となっている）

イ　考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一107一

十写

＋4・

†3

十2

十1

0

　　　図6　場面5（全員が助けられる）

　前半，きりが深いイギリスで1小さな汽船がしょうと

つしてちんぼつした。主人公マッケンナが，海に疫げ出

された場面から「一」である。そして，「とつぜん，き

れいな歌が流れてきました」から，　「＋」の層に入り，

疑う場面やボートが来ない場面を除いて，ほとんど「＋」

に反応している。この反応から前半は暗い部分で，後半

は，明るく希望が見えてくる部分と大別できる。

　なお，反応した尺度で，ばらつきが広範囲にわたった

場面があった。30の文，50の文には，11段階のうち10段

階に反応している。同じ文でありながら，＋5から一5

（あるいは一4）に反応している児童に，その理由をた

ずね，それを中心に学習を進めると，質的に濃い学習に

なると思う。

（2）連想法の場合

ア　第1次連想

　自由連想法で，「この作品で，思いつくことばを書ぎ

なさい」と言って2分間書かせた。

123456『7人1 語

2

3
4
5

6
7
3
9

10

”

12

13

14・

15

16

図7　連想語数



読書科学（XXH，4）

（ア）連想語の数

　6，7語を選んだのが各6名で最も多く，8，9，10

語がこれに次いでいる（図7）。14，16語というのが，

各1名いたが，この児童は，2名とも，反射的に，2～

3秒で反応していた。平均6～7語であった。

（イ）反応が多かった語

イツケンゲ

ちん’2’ラ

、7’ワ汚

歌戸
専　ワ

ホ’9一ト

表族．

楽い・

歌

イギり入

婦尺

■∫　　　10　　1写　　20　　25

図8　反応が多かった語

表1　「ボート」の場合

9

ボ

ト

第1連想語

救　　　 助

助　け　る

ち　んぼつ

こ

乗

か

コ“

船

ぐ

る

い

ム

実数

8

5

4

3

2

2

1

1

　「ボート」rマッケンナ」が多く，50％以上の児童が

連想している。次に，「きり」rちんぼつ」r歌」が10名

以上であった。

　「ボート」に反応したのは23名で53％。絶望感に陥っ

た時，救助に来た場面が鮮明に印象に残ったものであろ

う。r歌」r歌声」が多かったのも，死に直面した人々を

勇気づけたものとして想起したものであろう。

　「マッケンナ」は主人公として，「ちんぼつ」「ローワ

ン号」　rきり」も，場面設定に直接関連する語として選

択された。

イ第2次連想

　次に，第1次の連想語の中で多かった下記の10語を刺

激語として，30秒間の第2次連想をさせた。

　1　ちんぼつ　2　マッケンナ　3　きり　4

（蒲甑・讃美…）

ウ考察

反応頻度そは，第1連想語で，r助ける」15，r救助」

10，「海」9，「こぐ」8，「乗る」7となり，「助ける」

は第2連想語で6，第3で2，第4で2という結果で，

最多になった。r救助」は，第1で8と最も多かったが1

第3の2だけで，頻度では2位となった。参考までに刺

激語が「ボート」の場合を表1として掲げておく。「救

助」は5年としてはやや難解であり，作品でも，初めの

部分に2度出てくるだけである。そのためか，反応した

児童も知的に高い児童であった。ちなみに，知能偏差値

との関係を調べてみたので掲げておく。

　　　　表2　第1連想語と知能との関係

＼知能偏差値

第1連想語

助　け　る

救 助

35

～40

3

41

～45

4

46

～50

2

1

51

　「

～55

4

3

56

～60

2

2

61

～65

2

36

～70

1

71

～75

1

　ボートに直接関連する語として，r乗る」「こぐ」r海」

r沼」などが連想されるものと予想したが，作品そのも

のがボートが人命を救助するのに使われたためか，r救

助」r助ける」rちんぼつ」などが反応語として出た。参

考までに，この作品を読んでいない他クラスで，rボー

ト」を刺激語とした場合の例をあげてみると，作品を読

んでの印象とか，夏に海へ行って見たとか，乗ったとか

の身近な経験が連想に強く影響していることがわかる。
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表3　刺激語「ポート」の反応語
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　　図9　刺激語「ボート」の反応語

（3）心理曲線法と連想法の関連

　次に，（1）の心理曲線法と，（2）の連想法の

関連を調べた（図10）。

ア考察

　C欄の反応をみると，A欄でえがいた一1～一4の個

所で，「ちんぼつ」「マッケンナ」「かわいそう」「もうだ

めだ」r不安」などが出ている。また，rちんぽつ」を刺

激語とした2次連想（D欄）では，「しずむ」「船」が圧

A　心理曲線の集計から，重要場面での反応を抽出したものである。（数

　字は主文番号）

B　全体を4～5つの場面に切り，そこでの読み手の心理を曲線に書かせ

　た。そのうち，K児0児の例である。　（K……　O一）

C　この作品で思いつくことを書きなさいと言って，2分間書かせたなか

　で，反応が多かった語である。第1連想語だけを一で示した。

　　（「イギリス」rローワン号」は，紙面の都合で略）

D　Cを刺激語として連想させた反応語のうち，関連があると思われる語

　を，第5連想語まで……で示した。（連想は30秒）

図10　心理曲線法と連想法の関連

倒的に多く，約50％，次いで，「海」「死ぬ」rぶつかる」

「こわれる」となっている。

　C欄の2番目の「マッケンナ」では，多数の反応はみ

られなかった（r男の人」6，rおぽれた」5，r勇気」

5，他は4名以下）。これは，主人公マッケンナの行動

＿109一



読書科学（XXH，4）

を抽象化することに時間がかかり（1名平均2．25語とい

う反応の少なさ），全編を流れる行動を，1語で言語化

することの困難さを証明しているようだ。「ちんぼつ」

「おぼれた」rかわいそう」「一人ぼっち」は前半の内容

を，rがんばる」r勇気」rえらい」r助かった」は後半の

印象，内容をとらえたものである。　（C欄の3番目以下

は，紙面の都合で省略する。）

　後半，みんなが歌う場面では，曲線も上昇するが，連

想としてr楽しい」rすばらしい」をあげており，関連

の深さがわかる。また，ボートが来ない不安，ボートが

来た時の感激では，それぞれの起伏が「一」からr＋」

に大きく移動した。語としても，「救助」「助ける」「こ

ぐ」「海」「ちんぼつ」などでは，明暗2つの場面が象徴

され（rボート」を刺激語とした場合，60％以上になる

25名が，r助ける」r救助」に反応した），クライマック

スの場面が，極めて劇的であることを如実に示してい

る。

（4）読書生活への発展

　発展として，教科書教材での読書指導，学級指導での

図書館利用指導の際，従来と異なった読書記録をとるよ

う指導した。　（関連図（図10）B欄のK児0児の例）

　この場合には，イメージの評定尺度として，5段階

（＋2～一2），7段階（＋3～一3），11段階（＋5～一5），

3段階（＋1～一1）のどれをとってもよいことを指導し

た。また，場合によっては，0だけを基準とし，あと

は，自分の目安として，気持ちの動きをグラフ化する方

法でもよいこともふれた。

　ただ，3段階は粗すぎ，11段階は，逆に細かすぎると

いうこともあり，一般的には，5～7段階が適切なよう

だ。

　学校の読書指導では，指導に重点がかかり，その面で

は，かなりの効果があることは事実である。が，学校で

の読書生活に終わることなく，児童が，自主的に図書を

選択し，主体的に読書し，自らの創意で読書の記録をと

る生活にまで発展してほしいと考える。

　読後の感想，読後の記録，これが，今までの読書指導

の常道と考えられ，すべての教師が，何の抵抗もなく試

みてきたことであった。

　しかし，これからは，読後感でなく読中感，読後の記

録でなく読中の記録も考えていかなければならないので

をま．な㌧・カ・。

　例を伝記にとろう。野口英世について，読後に．まとめ

ることは，波乱の多い人生をつかみとるには，やや困難

「があるのではないか。読後，10分，20分と記録をとるの

は，なかなか気が進まないものである。筆者なども，最

近は，読書しながら，重要と思えるぺ一ジは短冊をはさ

むとか，ページをしおりへ書いておくとかして，1，2

時間の読書後ノートヘ写しておくよう心がけているが，

この方法は読んだあと書くようになるので，初めはとま

どうが，すぐなれて，意欲的に活動できるようだ。

　前述のもそうであるが，今回の指導によって，児童

が，創意くふうして記録した例をあげよう（図11）。

書名 三人の0直．〈々
乙1．Ml

ヒ死
め（

疫
f二う

　ヒ

r レ 良
ひ た の

き の

2ヒ t 、，

ち
』5一

れ 2
ヒ

六
る

富 反　　　沢 0
0
連イ こ

1 湘
ム フ　　昂 占

』．■『　　　，

』噛’

図11読書の記録例（1．Mの場合）

　児童は，場面をいくつかにきり，それぞれの場面につ

いて，人物の気持ちを曲線にし，印象に残ったことばを

いくつか書き出し，次に，それをもとに思いついたこと

ばを書いた。表現はしなかったが，連想法で言えば，刺

激語であり，反応語である。

（5〉作文との関連

　読書記録を，新しい形でとることによって，旧来の読
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書法から脱出したものができあがった。それは，心理曲

線法や連想法を使って，読書内容がやや客観的にトピッ

ク的にとらえられたことに理由づけられる。．

場面 　気持ち　　　こと1ゴ
やユ　や1　0　　帽1　－z

靴、γ

あ多日ネ人・Ψ軍，犬を

Lウリア｛堵

がおいそ〉

鼠べ

旗く　悲い・

犬　こわい

黒ベザあセをついて
3f＝時・

ラバリア タト国寒い

このフくをグ〉こヒ1＝

レ1＝セ，

よガ，た 〉れレい

β不1：帰れう日 旨　ネ 母　固

犬セ別れ伽き
”’わいそラ

日フトρ＼’見之てコた

時
や，六あ シ’1しい

バ’ンヅイ

図12　rナホトカの犬」（S．N）の場合

　例えば上図で，S．Nは，学習したことを生かしなが

らも，自分の創意も加え，形式を横書きにした。いくつ

かの場面に分け，それぞれの場面で印象に残ったことば

を書いた。次に，思いついたことばを書いたわけであ

る。例えば，2の場面で，「シベリア」ということばを

思いつき，rシベリア」ということばから，r外国」r寒

い」ということばを連想している。次に，感想文を書い

たが，場面ごとの印象を，グラフなりことばにしておい

たため，それほどの停滞も見せずに文章化できた。停滞

がなかったというより，これが，作文の構想メモや組み

立て用紙になり，よい素材になったようである。

　こうして，従来の，読んだあとの感想を，200～300字

ほど書くことだけにとらわれていた感のある読書ノート

の記録が，より柔軟性のある，児童の創意を生かしたも

のに発展していったと確信している。

　幸い，4月当初に購入した読書ノートは，多くの児童

が使い終えた。そこで，前述の1．Mが記録した用紙，

全くのわくだけの用紙，今までの読書ノート形式の用紙

の3種を印刷しておき，くふうした読後の記録をとるよ

う指導している。

IV　考察と今後の課題

心理曲線法と連想法

1　考察

（1）導入指導としての教材としてはやや難解で，心理の

　起伏や連想に，反応の停滞がみられた。

（2）心理曲線法の技術的な問題とされている視点の設定

　（4）が，まだあいまいである。

（3）関連といっても，さぐりを入れた程度にとどまり，

　今後さらに研究を続けるが，心理曲線の屈折点，上昇

　点，下降点などのいくつかは，連想反応に共通面がみ

　られた。　（うまくいかない点一歌っているのに助け

　に来ない場面の不安の測定　　は，S　D法を使った方

　がよさそうだ）。

（4）問題も多く残るが，個人のイメージの客観化，学習

　や読書における個別化がはかれる有意義な方法であろ

　う。

2　今後の課題

（1）上記各項における諸点を，いろいろな方法で深めた

　研究をしたい。

（2）読書生活を改善する方法を自ら開発させるための意

　欲を高めるような指導を考えたい。

〔付記〕なお，本研究には，本校の中島朋子，小久保繁

　子，長谷川景子の各教諭の協力を得ていることを付記

　しておく。

引用および参考文献

1　赤坂光三　1970　心理曲線による読解過程の分析

　（r読書科学」第13巻　第1，2号　日本読書学会）

2　横島章　1972言語連想法と思考（r国語科におけ

　る思考の発達』鈴木，井上，福沢編　明治図書）

3　高島，渡辺，穴水，渋江　連想語の分析　　同上

4　福沢周亮　1974文学教材における思考（r文学教

　材における言語と思考』倉沢栄吉，福沢周亮編　明治

　図書）
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資料

一側優位性

一側優位性と読みの不振＊

一側優位性とは，身体の片側を他方よりも好んで使用

し，かつ，そちらが機能的にも優れていることをいう。

この論文では，この語の意味を広くとり，運動機能，知

覚機能の一側優位性をも含め，またとくに大脳の左右両

半球の働きのちがいをも含めて議論を進める。

　最近出版された読みの遅れに関する著書の中には，一

側優位性と読みとの間の関連を疑問視するものもあるが

（Spache1976，Ekwall1976），一側優位性に対する研究

的関心は決して弱まってきてはいない。1968年から1977

年の間にP5），6holog加l　A65診ro6”こ掲載された論文のう

ち88が一側優位性と読みの能力との間の関係を討論して

いる。これらの論文は教育者ばかりでなく，神経学者や

神経外科医によって医学的見地から，心理学者や神経生

理学者によって行動的見地から，一側優位性の問題を解

明しようとしている。

　この分野の研究のレビューもいくつか発表され（Bφ

1972，D㏄gener1973，Kinsboume　1975，Satz1976，

Searleman1977，Kinsboume　and　Hiscock1978），研究

者の顔ぶれも国際色が豊かになってきている。

＊　Lateral　dominance　and　reading　disability（Trans・

　lated　into　Japanese　and　reprinted　from　the　JOUR－

　NAL　OF　LEARNING　DISABILITIES，∫πprε∬，

　with　the　permission　of　author　and　publisher．

＊＊・HARRIS，Albert　J．（Professor　Emeritus，The

　City　University　Qf　New　York）

＊＊＊Translated　by　SAKAMOTO，Takahiko．

ニューヨーク市立大学（名誉教授），

　アルバート・J・ハリス＊＊

　　　　　阪本敬彦（訳）＊＊＊

　一側優位性に対する関心は，大脳が二つの半球から成

っているという事実からはじまるものである。大脳の左

半球は主として身体の右半分と結合していてこれを支配

し，逆に右半球は左半身を支配する。しかし大脳はきわ

めて複雑な器官であるため，両半球は能力や機能におい

てオーバーラップすることが多く，また両半球は相互に

密接に結合されている。（Wittrock1978）

　1930年代と1940年代には，一側優位性と読みの不能と

の関連について，4つの仮説があった。この時代のもの

は，読みの不能のすべてを一側優位性で説明しようとし

たものではなく，はっぎりした右ぎきでない人間のケー

スだけを調べたものである。

　その中で最もよく知られているのはオートン　（Orton

1937）の見解である。彼の仮説によれば，感覚的刺激は

両半球によって同時に受理され，相互の鏡映像が記憶痕

跡として形成される。もし片方の半球が明らかに優位で

あると，劣位半球の記憶痕跡はおさえられて，正常な知

覚が成立する。もし片側の優位性が弱いと，両方の半球

が知覚を支配しようとし，読みにおいても知覚が不正確

になり，逆転読みなどのエラーがおこりやすくなる。

　第2の仮説はディアボーン（Dearbom1933）のもの

で，運動のコンフリクトを強調している。彼によれば，

我々が物を書くとき，ひじを中心に手を回転する傾向が

あり，手を身体の中央から外側へと動かす方が，身体の

中央線を越えて反対側へ動かすよりも容易である。はっ

きりした右利き（又は左利き）でない人の場合には，運

動が競合し，ひいてほ眼球運動の乱れや視知覚の混乱を

起こす結果となるという。

　ゲゼルとアマツルダ（GesellandAmatruda1941）は，
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利き側の不統一（手は右利きで足は左利きなど）が言語

異常に結びつくことがあるが，それは大脳の本来優位た

るべき側に神経的異常があるからだと考えた。この考え

方は今日でもまだ生き残っている。

　第4の仮説は，手の左利きを，罰などによって右利き

に変えた場合におこる異常に関連するものである。利き

手を変えたという事実そのものではなく，その方法が情

緒的障害をひきおこし，学習に悪影響を与えると考えら

れている。

直接法

　大脳半球の優位性を研究する方法は，大きく直接法と

間接法とに分けられる。直接法とは，文字通り大脳機能

を直接に研究する方法である。初期の直接法で臆，大脳

損傷後におこる行動の変化が観察され，その所見と死後

の解剖所見とが比較された。この種の臨床的研究で，大

脳のどの領域の損傷が言語，感覚，運動などを不能にす

るかがかなりわかってきた。

　1950年代には直接法の研究で二つの大きな進歩があっ

た。その一つはワダ・テストである。このテストは，言

語機能をどちらの大脳半球が支配するかを知るために，

脳外科医によって使われはじめた。首の片側の頸動脈に

アミタール，ナトリウムを注射し，もし仮性失語症が生

’じれば言語機能は注射した側の半球に，生じなければ反

対側の半球によって支配されると考えるものである。ワ

ダ・テストの結果，右手利ぎの人の95％が左半球に言語

中枢を持つことがわかった。また，左利きおよび利き手

のはっきりしない人でも，その70％は同じく左半球に言

語中枢を持つこともわかった。残りの30％（全人口の2

～3％に相当する）のうちの半分が右半球に言語中枢を

持ち，他の半分は両半球に言語中枢を持っている。

　ペンフィールドは，頭がい骨を開けて大脳表面のごく

小さい部位を電気的に刺激し，この部位を手術によって

除去したときにどんな影響が出るかを知る技法を開発し

た。（Penfield　and　Roberts1959）ペンフィールドの結果

は，利き手のいかんを問わず通常は左半球が言語を支配

　　　　　　　　　　　　一側優位性と読みの不振

するという点で，ワダ・テストの結果と一致する。ただ

し，幼い頃に大脳に損傷を受け，大脳の他の部位が言語

支配の役割を受けついだ場合は除外されるという。

　1960年代には，新しいタイプの大脳手術が開発され，

大脳半球の機能についての新しい所見を得た。重症のテ

ンカン患者について，両半球を結合している脳梁等を切

断する治療を行なう。スペリー等（Sperry，Gazzaniga

and　Bogen1969）による報告によると，片方の大脳半球

は，・ある機能は支配するがそのほかの機能については全

く支配しない。たとえば，言語（受容も表現も），推理，

系列処理は左半球によって支配される機能であり，視覚

的図形群の同時知覚（顔とか幾何学的図形をまとまりと

して知覚すること），音楽や非言語的音の知覚は右半球

によって支配される機能であるという。ただし，右半球

が言語に全く関連しないかといえば必ずしもそうではな

く，限られた範囲内での言語の理解（主として名詞の理

解）にはたずさわっているが，それをことばとして表現

する力はない。（GazzaniaandSperry1967）

　大脳の働きを直接に調べるもう一つの方法は脳波をと

ることである。1960年代には，読めない子どもの脳波の

研究が数多く行われた。その中でフrズ（Hughes1971）

の研究が注目される。彼の研究では214人ずつの読めな

い子どもと正常な子どもが比較されたが，前者の41％，

後者の30％に異常脳波が見られ，異常脳波の規準をきび

しくしてみると，前者の28％，後者の20％が異常とみな

されるという。この差は統計的には有意ではあるが，正

常児の20～30％もの多くの子どもを異常と判定するので

あっては，大脳機能測定法として，あまり信用できると

はいえないであろう。さらに，読めない子ども214名を，

読めない程度によって分けてみると，非常に成績の悪い

グループの異常脳波発生率は正常児群とあまりちがわ

ず，かえって，ややでぎの悪い子どものグループに異常

脳波の見られる者が多くいることがわかった。同様な結

果が，他の研究者からも報告されたので，読みの専門家

は，脳波を診断の方法として役立つものとは考えてこな

かった。（Sheer1976）
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　しかし最近になって，脳波研究は再び注目を集めてい

るようにみえる。新しい技法では，被験者に光線のフラ

ッシュを当てたり，音を聞かせたり，課題を解決させた

りしながら脳波をとり，結果をコンピューターによって

分析する。コンピューターは，刺激に対する大脳の反応

の早さや振幅を分析し，そのプ・フィルを種々の臨床的

グループのプロフィルと比較する。ジゴーンによる電気

生理的定量バッテリーはこの技法のひとつで，診断的利

用にたえるものとして報告されている。（Coleman1976）

神経効率分析法と呼ばれるものもそのひとつであるが，

エバンス（Evans』1976）がこれを用いて分析したところ，

読みの成績の悪い子どもと正常な子どもの間に有意差は

なかったといっている。今後も脳波研究法が改善されて

いけば，読みの能力の診断に関して重要な情報が提供さ

れるようになるであろう。しかし現在のところはまだ不

充分である。

間接法

　1930年代から1940年代にかけては，利き手と利き目が

大脳の半球優位性を明確に示すものと考えられてきた。

利き手，利き目，利き足など，身体の両側の機能の優劣

を比較する方法は，大脳の両半球の優劣を研究するため

の間接的方法と考えてよいであろう。その後30年ほどの

間に，利き手，利き目の研究は数多く行われてきた。

（Notz1970）まさにバーノン（Vemon1971）の言うよ

うに，読みの不振の徴候の中で，一側優位性の異常ほど

注意を向けられたものはほかにないのである。これらを

まとめてみると，全校生徒調査のように大勢の生徒を調

べてみると，利き手（利き目）と読みの成績との間には

何の関係も見出せない。しかし臨床場面で少数の読みの

劣った生徒を調べてみると，利き手がはっきりしていな

い子どもが，かなり多く発見され，多くの場合，方向感

覚の混乱を伴っている。（Harris1957，Zangwil11962，

Hecaen　and　Ajuriaguerra1964，Ingram1969）

　読みの遅れと利き手のあいまいさとの間には何か関係

があるように思われるのだが，しかし強い右利きでも読

めない子どもは大勢いるし，利き手があいまいでも正常

に読める子も大勢いるというジレンマがある。ツァング

ビル（Zangwill1962）は，一側性の弱さと読みの不能が

関連するとすれば，それは次の3つの場合であろうと述

べている。第一に，話しことばの遅れ，空間知覚の遅れ，

手先の不器用さなどを含む成熟の遅れが存在する場合，

第2は，出生時に何らかの異常があって，大脳左半球に

損傷が生じた場合，第3は，一側優位性の弱い人間はス

トレスに対して弱いのではないかと考えられ，その弱さ

が存在する場合である。

　利き目を測定するのも間接法の一つであるが，利き手

の場合とはだいぶ事情が異なる。左右それぞれの目の視

野の左半分は大脳右半球の後頭葉に結合されており，右

半分は左半球に結合されている。どちらか一方の優れた

目（利き目）は左右両半球に視覚信号を送ることにな

る。利き目の測定法にはいろいろあるが，方法によって

違った結果が出てくることもあり，いずれも完全とはい

えない。まず，どちらを好んで使うかを知るテストがあ

る。たとえば銃の照準をどちらの目で合わせるかを調べ

る方法である。ほかに，両眼の正確度を比較するテス

ト，網膜を比較するテスト，両眼の協応が乱された時に

どちらの目で凝視するかを調べるテストなどがある。左

目利きの比率は，右手利きの人でも左手利きの人でも同

じ程度であるから，左目一右手利きという組み合わせ

は，正常児にも遅れた子どもにも同程度に存在すると考

えられる。従って，多くの研究が利き目と読みの不能と

の間に何の関係も見出せなかったのも決してふしぎでは

な㌧・。　（Porac　and　Coren　1976）

　1960年代には，左右聞きとりテストと呼ばれている方

法に関心が集まり，研究が行われた。この方法では，被

験者はステレオのイヤホーンから左右別々の刺激を同時

に聞かされる。聞こえてくる刺激は言語的刺激（単語，

文字など）の場合と，非言語的刺激（ピアノの音，音符

　2個のメロディーなど）の場合とがある。被験者は，何

が聞こえたかを報告する。判定は，どちらの耳から聞こ

えた音を先に報告したか，どちらの耳がより正しく聞き
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とったか，などによって下される。ある種類の刺激に対

して片方の耳の聞きとり得点が高い時，その反対側の大

脳半球が優位であることを示している。成人にこのテス

トを行うと，’一般的にいって言語的刺激には右耳が（従

って大脳左半球が）非言語的刺激には左耳が優位である

という結果が出ている。

　左右聞ぎとりテストの結果については，解釈に苦しむ

ようなことがたくさん出てきている。例えば成人で右耳

優位の比率は，最高を記録した調査でも80％にすぎない

が，これは直接法で調べられた，大脳左半球が言語を支

配する者の比率は全体の90％という所見と一致しない。

また左右聞きとりテストを用いた研究相互の間にも多く

の不一致があり（Satz1976），たとえばオランダでは大

部分の子どもが9歳以後に右耳利きが成立すると報告さ

れているが，アメリカでは言語的刺激に対する右耳優位

は学齢前に成立することが多いという。（Piazza1977）バ

ッカーの報告によれば（Bakker1973），入門期の読みの

段階には，利き耳が成立していない方が有利であり，の

ちの滑らかな読みの段階では，強い右耳利きが望ましい

という。しかしザッツは自分の研究結果にもとづいて，

バッカーの主張に対して疑問を投げかけている。

　キンスボーンら（Kinsb6ume　and　Hiscock1978）は次

の3つの点から左右聞きとりテストそのものの価値を疑

問視している。即ち第1に，テストの信頼性が充分でな

い，第2に成人についてのデータが直接法のデータと一

致しない，第3に，一般に知覚テストというものは訓練

と精神的な構えによって結果が左右される，の3つであ

る。

　間接法の比較的新しく開発されたものに半視野法があ

る。前述のように両眼の視野の左半分は大脳右半球の視

覚領域に結合され，右半分は左半球に結びついているか

ら，被験者が左（または右）視野でのみ物を見るように

工夫すれば，視覚刺激を片方の半球にのみ伝達する様子

を観察することができる。これは，被験者にスクリーン

上の一点を凝視させ，次に凝視点の左，右，または両方

に視覚刺激を瞬間的に提示することによって可能にな

　　　　　　　　　　　　一側優位性と読みの不振

る。

　左右聞きとりテストと同様，半視野法の諸結果もまだ

完全な一致をみているとは言えない。全体的にいえば，

単語や文字は視野の右半分，非言語的刺激（顔，幾何学

的図形など）は左半分に提示された時によりよく知覚さ

れるようである。カーシュナー（Kershner1977）は，10

歳の読みの遅れた子どもたちを調べたところ，正常児に

比べて視野の右半分の成績が悪かったと報告している

が，これについての理由ははっきりしていない。

　イスラエルでは文章を右から左へ読むが，1年生児童

では視野の左半分がやや優れており，上級学年に上るに

つれては右半分が優れてくるようになると報告されてい

る。（Carmon，Nachshon　and　Starinski1976）この事実

は，大脳右半球が支配する図形知覚が初級学年では重要

であるのに対し，認知技能獲得後は次第に左半球が支配

する言語能力が必要となることを示唆している。

　このほかの間接法としては，音を聞かせながら水平眼

球運動を測定するもの（Lefevre　and　other怠1977），右手

と左手で物にさわらせて，どちらの手で正確に物を当て

るかを調べるもの（Witelson1976）などがある。これら

の方法も有効かもしれないが，現在のところまだ充分に

研究されていない。

討論

　大脳半球の一側優位性の研究では，直接法の方が間接

法よりもはっきりした情報を提供するのは明らかである

が，明確な大脳の疾患がない時に個人に適用できる方法

は現状では脳波測定だけである。さらに，大脳機能に慢

性の異常がある個人の場合には，疾患のある患者のデー

タとは異なった結果が出るかもしれない。従来の脳波解

釈法では大勢の正常児が異常脳波ありと診断され，解釈

の正確さに疑問を持たれる結果となった。コンピュータ

ーを利用した新しい技法は，将来性はあるけれども，な

お一層の技法の発達と研究の積み重ねが必要である。

　もし一般の臨床家が診断的研究に一側優位性を取り入

れようとするならば，現状では，’間接法のどれかひと
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つ，またはふたつ以上を合わせて使用するしか方法がな

い。どれを使用するとしても，それが読みの正常児と異

常児を区別する妥当性を持っていなければならない。例

えばハリスー側優位性検査（Harris1958）を用いて7歳

の読みの遅れた児童と正常な児童を比較したところ，自

分の身体の左右の混乱は遅れたグループの方が8倍も多

　　　　　　　　　　　　　　1く，また利き手のあいまいさは4万倍も多いなどの結果

を得た。このようなデータは，読みの遅れた児童の多く

に大脳半球優位性の遅れが生じていることを証明するも

のではないが，強く暗示しているとは言えるであろう。

　同じハリステストの中の利き目検査は，読みの遅れた

子どもと正常な子どもとを弁別しない。伝統的な利き目

検査は，視覚刺激を大脳半球の片側にのみ伝達する半視

野法にとりかえられるべきであろう。このためには実験

室的装置が必要となるが，その価値はあると考えられ

る。同様に左右聞きとりテストも道具を必要とし，理論

的根拠を持っている。しかしさらに一層の研究と，手つ

づきの標準化が必要となろう。どちらの方法も被験者が

テストを受ける時の心の構えによって結果がちがってく

ることにも注意しなければならない。

　身体部位の一側優位性の混乱と学習不振が共存してい

る時，両者は共に大脳の機能の不足から生じているとす

るゲゼルの考え方は，今日広い支持を得ている。しかし

どのような不足であるのかは，まだはっきりしていな

い。大脳両半球の言語中枢の発達に問題があるとするも

の，優位な半球の非言語中枢の発達に問題があるとする

もの，優位な半球の機能の不足にすぎないとするものな

ど，さまざまな説がある。さらに，この大脳機能の不足

は，やがて解消してしまうような成熟の遅れにすぎない

とするもの（Satz，Friel　and　Rudegear1976）もあるし，

一生つきまとうものだと考えるもの（Rourke1976）も

ある。多分，ある子どもにとっては単なる発達の遅れで

あり，他の子どもにとっては一生つづくような欠陥であ

るのであろう。

読みの治療教師と一側優位性

　アメリカで最も広く用いられている重症の読みの遅れ

の治療法を二つあげるならば，ファーナルド法（Femald

1941）とオートン・グリンガム法（Orton1966）があげ
’
ら
れ る。前者は単語をなぞり書きすることからはじま

り，後者は文字と音との対応と左から右への発音の学習

に重点を置く方法である。この二方法の主唱者は，方向

的混乱というものは，学習が進むにつれて次第に減少し

ていくもので，特別な注意を必要とするものではないと

述べている。

　大脳左右の半球間の葛藤を減少させるというアイデア

に基づいて考案された新しい教育方法がある。中学校の

治療教師ホナート夫人（van　den　Honert1977）によっ

て1977年に報告されたものだが，彼女の場合はステレオ

のイヤホーンを使わせ，読みの教育は右耳のチャンネル

に（従って大脳左半球へ），同時にポピュラー音楽が左

耳のチャンネルに流される。さらに左目を見えなくする

ように作られた眼鏡を使用させるのである。彼女の報告

によれば，教材は前と変わらないのに，読みの学習は著

しく促進されたという。

　この新しい試みは，大脳半球優位性についての現代的

知識に基づいている。とり入れられた聴覚的手法は理論

的に意味がある。視覚的手法には意味がない。彼女によF

れば，眼鏡だけまたはステレオ装置だけを使った時には

あまり進歩はおこらなかった。両者を長時間にわたって

使用したときに，は’じめてこのドラマティックな結果を

得たのである。

　私は，この方法は充分に統制された条件の下で追試し

てみる価値があると考えている。もしかするとこれは治

療教育の革命の先駆者であるのかもしれない。
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概説

W．L．Taylorのクローズ法（cloze　pr㏄edure）は，伝

達の効率，とりわけ文章の読みやすさ，を測定するため

の一技法として発案された1）。Taylor（1953：416）によ

ると，クローズ法は発信者（書き手または話し手）の発

する伝達文の一部を削除することによって，その言語形

態を不完全にし，それを受信者（読み手または聴き手）

に与え，元通りの完全な伝達文を復元させる，という一

連の手続きとして定義される。この定義からも窺えるよ

うに，クローズ法の発案には2つの動因があった。その

第1は，当時，研究が盛んであった情報理論からの示唆

であり，伝達内容を変えずに伝達文の一部がどのくらい

削除され得るか，を問題とする余剰性（redundancy）の

原理が関与している。例えば，同義文の“Man　coming”

と“A　man　is　coming　this　way　now”について，後者は

余剰性が高く，例えば主語の単数の概念は“a”，“man”，

“is”によって3回示され，現在時制は“is　coming”と

“now”によって2回示されている。そのため，これらの

言語表現の一部が削除されたとしても伝達は可能であ

る。第2は，ゲシュタルト心理学における閉合（closure）

の原理である。すなわち，ギャップのある不完全な型を

そのギャヅプを閉じることで完全な型として知覚する人

間の性向は言語にも適用でき，例えば言語（英語）能力

＊　Reading　research　methods（H）：Cloze　procedure．

＊＊YAMADA，Jun（Hiroshima　University）

　　　　　　　　　　　　　　　　　‘119＿

を有する者は“Chickens　cackles　and　quack”の空白

に“ducks”を入れることが直ちにできるように，不完全

な文を完全な文に復元できる能力を有する，と考えられ

るのである2）。

　このような仮説に立って実施されるク・一ズ法につい

て・Taylor（1953：416－18）は，．クローズ法がすべての

潜在的な効果をひとまとめにし，それらを交互作用させ

た結果を抽出する点で，Dale－Chal1やFleschなどの言

語要素を数えあげる文章の読みやすさ測定の公式とは異

なるとし，さらに，ク・一ズ法が文脈的に相互関連する

言語要素を削除すること，したがって作者が用いた言語

形態と読者が作者の意図すると考える言語形態との一致

度を文脈の中で連続的に抽出する点で，特定の独立した

言語要素あるいは作成者が前もって検討した言語要素を

削除する文完成法とは異なる，と述べている。このこと

から，言語要素の削除は無作為になされなければならな

いと結論されるのである。爾来，クローズ法は数多くの

実験研究の洗礼を受け，文章の読みやすさの測定および

読解の測定等に関わる新たな分野を切り開くことになっ

た。

　本稿では，以下，クローズ法における方法論上の問

題，文章の読みやすさの測定，読解の測定，に関する主

要な先行研究を通覧しながら若干の考察を加える。さら

に，意味論的観点から提唱されたFinn　（1977－78）の

ク・一ズ理論を吟味し，その上で，筆者自身のク・一ズ

理論を打出すことを試みる。
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方法論上の問題

　ク・一ズ法の手続きは，まず，適当な長さの適当な文

章を選び，その文章から語を機械的に削除することから

始められる。次に，その削除された語の代りに空白を設

け，被験者グループにその空白を埋めさせる。これらの

空白に削除された語（クローズ項目）が正しく再生され

た場合すなわち正しいクローズ反応がなされた場合，そ

のクローズ項目に得点（ク・一ズ得点）が与えられる。

こうして得られたクローズ得点は，被験者別または項目

別に処理される。この一連の手続きがクローズ法と呼ば

れるのである。

　しかし，このように一見単純にみえる手続きにおいて

も，具体的な実施に移すとき，いくつかの問題が起こ

る。その問題のうち，ここでは，どの割合で語を削除す

るか，クローズ項目を何項目設けるか，どのような語を

削除するか，どのようにク・一ズ反応を採点するか，と

いう問題を順次取りあげることにする。

　まず，どの割合で語を削除するかについて，Taylor

（1953）は，5語毎の削除（削除率20％），10語毎の削

除（削除率10％），乱数表を用いた削除（削除率10％）

の3方法による文章弁別力を比較し，何れの削除法も同

じように読みやすさの順序付けをすること，被験者間の

弁別に関しては，5語毎の削除法が10語毎の削除法より

も優れていることを見出した。したがって，主として便

宜的理由により，n語毎に語を削除する方法が用いられ

るようになる。ところで，nをどのように定めるべき

か，換言すれば，空白間にどの程度の文脈を残すならば

どの程度の文脈的制約がク・一ズ項目に加えられるか，

については必ずしも判然とはしていなかった。この問題

に対して一応の目安を提供した研究としては，Fillen・

baum6加1．（1963）とMacGinitie（1961）がある。Fillen－

baum8オα1．は，TAT（課題統覚検査）によって得られ

た500語ないし1300語から成る自由発話文において，2

語，3語，4語，5語，6語毎に語を削除してクローズ

反応を分析し，2語と3語の削除法の間に臨界点がある

と主張した。ただし，この研究では，文脈の量が変わる

とともに各文章におけるク・一ズ項目も変わるので，ク

ローズ得点を厳密な仕方で比較していないという難点が

あった。一一方，MacGinitie（1961）は，144語から成る2

つの文章（Lorgeの読みやすさの指数は，4．9と7．0）を

選び，2語，5語，11語，23語間隔で語を削除してク・

一ズ法を実施した。そして，共通ク・一ズ項目（24番

目，48番目，…，144番目のク・一ズ項目）の得点を比

較することによって，5語，11語，23語間隔で削除する

場合には，ク・一ズ得点間に有意差が認められなかった

が，2語間隔で語を削除する場合はその他の削除法より

もクローズ得点が低くなることを示し，空白間に5語以

上の文脈を与えてもクローズ反応にはほとんど影響を及

ぼさない，という結論を出した。このMacGinitieの研

究により，以後のクローズ法研究では5～7語毎に語を

削除する方法が定着してきたと言える。

　次に，ク・一ズ項目数に関しては，Taylor（1956）が

難しい語のみあるいはやさしい語のみを選ぶ確率をなく

し，文章の読みやすさやク・一ズ反応を安定して測定す

るためには50項目くらいで十分であるとしている。ま

た，Burmoth（1965）は，5項目ないし50項目の異なる

長さのク・一ズテストを用い，項目数とサンプリングの

問題をより系統的に調査した。この調査は，異なる長さ

のテストの平均値はそれぞれ有意に異なるが，その差は

テストが長くなるのに伴い徐々に減少していくことを示

すとともに，N名の被験者がn項目のテストを受ける際

の誤差表を掲げている。しかしながら，厳密な意味で必

要最小限度の項目を規定することは難しく，一・般的には，

Taylor（1956）が述べているように，概ね50項目で十分

であると考えてよいであろう。

　他方，削除する語を名詞や動詞のような内容語のみに

限定するか，冠詞や代名詞のような機能語のみに限定す

るか，あるいは特定の限定を設けないかによって，クロ

ーズ法が測定する被験者の言語能力の内容も異なってく

るであろう。例えば，Taylor（1957）が示したように，

機械的に語を削除する方法，内容語のみまたは機能語の
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みを削除する方法は，それぞれ適性テスト（Armed

Forces　Qualification　Test）や読解テストとの相関を異に

している。したがって，前述のごとく，約50項目を5～

7語毎砕機械的に削除することが一般的となっていると

は言え，調査目的によっては削除する項目を意図的に統

制することも可能であろう。なお，日本語においてはど

の言語要素をク・一ズ項目とするか，が問われるであろ

う。ク・一ズ法を初めて日本語に適用した芝（1957）

は，「字」と「語」をクローズ項目とすることによって

文章の読みやすさを調査し，r語」をク・一ズ項目とす

ることが妥当であるとした。「字」は有意味度が低いた

め，クローズ項目とすることは望ましくないと思われる

が，「語」をどのように規定したかについては記述がみ

られない。この他に，日本語クローズ法の研究を行った

波多野・小笠原（1959）や山田（1979a）もこの問題を

曖昧にしている。しかし，これが基本問題のひとつとな

るのは，英語の「語」と日本語の「語」とは必ずしも一

致せず，英語ク・一ズ法で「語」を削除することが妥当

であるからと言って，それが日本語の「語」を削除すべ

きことを意味しない可能性があるからである。例えば，

英語の“five　university　students”には日本語の「5人の

大学生」が対応するが，“five”の1語に「5＋人＋の」

の3語が対応し，“miversity　students”の2語に「大学

生」の1語が対応する。そこで，仮りになるべく英語に

対応する言語要素を選ぶのが望ましいとするならば，

“five　university　students”に対して1文節（5人の）と

2形態素（大＋学生）とに区分しなければならなくな

る。少なくとも日本語クローズ法については，クローズ

項目として形態素を選ぶべきか，その場合に自由形態素

と拘束形態素をどのように取り扱うか，あるいはr語」

を恣意的に定めてもよいのか，さらには文節を用いるべ

きか，は研究価値のある問題のように思われる。

　最後に，採点法に関しては，削除した語と同一の語の

みを正答とする正語法と統語論的意味論的に許容され

る語も何らかの得点を与える適語法とがある。Taylor

（1953）は，両採点法を比較し，後者の得点がやや高く

　　　　　　　　　　　　　　　　クローズ法

なるものの，文章の読みやすさに関する弁別の度合は同

じであると報告している。また，MHler　and　Coleman

（1967）は，36種類の各々150語から成る文章の読みや

すさの査定を行った際，採点法についても調査してい

る。その調査では，適語法として削除した語と同一の語

には3点，同義語には2点，削除した語と同一の文法範

ちゅうに属する語には1点，その他の反応には0点とす

る採点法と，正語法との相関が求められ，極めて高い相

関係数（rニ＋．99）が得られた。それ故に，より簡便な

正語法を用いてもよいとする結論が下されている。日本

語については，山田（1979a）がReilley（1971）のクロ

ーズエント・ピー法と正語法との比較を行い，高い相関

（r＞＋．95）を得，同様に正語法の使用を認めている。

　以上を要約すると，基本的なクローズ法は，当該文章

から機械的に5～7語毎に語を削除し，約50個のク・一

ズ項目を設け，削除された語と同一の語のみを正答とし

て1点を与えて得点の処理を行う，という手続きを採る

ことになる。

読みやすさの測定

　Taylor（1953）がク・一ズ法を導入したのは，それに

よって当時最も卓越したDale・ChallやFleschなどの読

みやすさ測定の公式と同程度に文章の難易の順序付けが

できることを示すためであった。事実，クローズ実験の

結果，Dale－ChallおよびFleschの公式と同様に3つの文

章に関する順序付けがなされることが明らかとなった。

のみならず，頻度の高い語と短い文から成るが，一般に

難解であると言われている文章について，Dale－Challと

Fleschの公式ではその文章が最も読みやすいという判定

を出しているのに対し，クローズ法は相対的に難しいと

いう常識に適う結果を出しており，クローズ法がより妥

当性の高い測定法であることが実証された。

　Dale・ChallやFleschの公式では，文の長さは重要な

難易度予測要因であった。それでは・クマーズ得点は文

の長さの変化によってどの程度の影響を受けるであろう

か。この問題は，ク・一ズ法に関する興味深い問題のひ
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とつである。Coleman（1962）は，この問題に部分的に

答えている。その研究では，10文から成る3つの文章

（原文文章）を基に，それぞれ原文の重文と複文を単文

に変形して15文から成るようにした文章（短文文章），

および接続詞付加によって原文を長くして6文から成る

ようにした文章（長文文章）が用いられた。そして，こ

れら3種類の文章のク・一ズ得点が比較され，短文文章

と原文文章との間に有意差が認められたが，原文文章と

長文文章ではその差は有意水準に達しなかった。これ

で，文を短くすることのクローズ効果が確認されたわけ

であるが，Cglemanは，原文文章のク・一ズ得点との差

が僅か5％でしかないことを重視し，関係詞で導入され

る従属節や動名詞句などを分けて単文にしたり，‘う漉，

ノbr，o〆などの等位接続詞で分けられる節を単文にする

などの操作を加えると読みやすくなるとする仮説などを

樹て，結局，文ではなく節を短くすることで読みやすさ

が増すという見解を示している。

　さて，ク・一ズ法と読みやすさの公式とに関しては，

注目すべき研究としてBumoth（1966）を挙げなけれ

ばならない。この研究は，クローズ反応に基づいて，従

来の読みやすさ測定の公式設定に考慮されなかった言語

変数を加えて，文章のレベルだけでなく，文や語のレベ

ルの読みやすさをも探究することを目的としていた。そ

の方法と結果は，概略，次の通りである。様々な分野に

及ぶ約300語から成る20篇の文章（Dale・Challの読みや

すさの公式では，4学年から8学年レベル）が選ばれ，

各文章に関して，Fom　Aは第1，第6，第11というよ

うに（5n－4）番目の語を削除し，同様にFormBは

（5n－3）番目の語を削除するという具合に，FormF

まで全体として各文章のすべての語が削除されるように

5種類のク・一ズテストが作成された。また，4学年か

ら8学年まで等質の各々135名から成る5グループにこ

れらのクローズテストが与えられ，その正答者数によっ

て各文章のすべての語（ク・一ズ項目），す尽ての独立

節，すべての文，そしてすべての文章の難易度が定めら

れ，これが従属変数とされた。、独立変数としては，V．H．

Yngveの語の深度（word　depth），文字の余剰性，独立

節の頻度，語の平均字数，品詞，語の頻度，など12項目

が選ばれた。こうして，変数の分析が行われ，第1に，

従属変数といくつかの独立変数は，語レベルおよび節レ

ベルで直線回帰ではなく曲線回帰をなすこと（例えば，

語レベルで平均文字数と語の頻度はそれぞれ，7・＝。498，

η＝．520，F（14，5116）＝12．26；r＝。286，η＝・・334，

F（14，5116）と13．42）が明らかにされた。続いて，語，

節，文章のそれぞれのレベルで，異なる読解能力を持つ

5グループと3区分された各独立言語変数との関係が5

×3の要因分析によって調べられ，その結果，語レベル

を除くと有意な交互作用が認められなかったため，同一

の読みやすさの公式によって，異なる読解能力を持つ被

験者に対して困難度が一様に予測できるとする考察がな

された。さらに，重回帰法を用いて，語や文に対する読

みやすさの公式設定が可能であることが明らかになり，

最後に，V．H．Yngveの語の深度や文字の余剰性など新

たな言語変数を加えることによって従来の文章の読みや

すさの公式を改良でぎることが示された。

　Burmoth（1966）は，Yngveなどの当時としては優れ

た言語理論等を取り入れ，従来の読みやすさの公式を再

検討した点で高 く評価される。それを認める一方で，例

えばYngveの語の深度も構文の複雑性をある程度反映

しているとは言え，それが十分には心理学的現実性

（psychological　reality）を備えておらず，より新しい言

語理論等が導入される余地があることも認められるべき

である。　（例えば，語の深度理論では，変形文法でよく

引合いに出される“The　dog　chased　a　cat　that　killed　a

rat　that　ate　cheese　was　rotten”と“The　cheese　that　the

rat　that　the　cat　that　the　dog　chased　killed　ate　was

rotten”の処理が十分にはできないであろう。）今後は，

ク・一ズ反応に基づき，より意味論的な言語変数を加味

してゆくことが必要であろう。

　一方，わが国では，クローズ法による読みやすさの研

究はほとんど行われておらず，ここで言及すべき論文は

2篇にすぎない。前述の芝（1957）の研究は，評定者群
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による8種類の文章の難易度の順序付けとクローズ総得

点による難易度の順序付けとの間に高い順位相関（r、＝

＋．83，ρ＜．01）があることを示し， クローズ法が日本

語にも適用できることを示唆した。また，波多野・小笠

原（1959）は，約60語から成る短い文章を用いて，ク・

一ズ法と評定者とによる文章難易度の相関はプ＝＋．834

で有意であるという報告をしており，短い文章でもク・

一ズ法が使用できると論じている。この2つの研究によ

って，日本語の文章の難易度もク・一ズ法によって測定

できることがある程度実証されたが，細部に亘る多くの

問題が残されていることは，Bumoth（1966）等の研究

からも明らかであり，今後の研究が望まれる。

読解の測定

　文章の読みやすさ（readability）と読解（comprehen・

sion）は相即不離の関係にある。Taylor（1957）はread－

abilityとcomprehensibilityとを同義語として捉え，ク

・一ズ得点と読解力テスト得点との間に高い相関がある

（プ＞・70，，ρ＜・001）ことを示した。

　ク・一ズ法による読解測定の妥当性と信頼性は，

Taylor（1957）以降多くの研究者の認めるところとなっ

た。しかし，その妥当性に疑いを抱かせる例外的研究も

ある。Weaver　and　Kingston（1963）は，18種類の言語テ

スト（随想文の機能語のみあるいは内容語のみを削除す

る方法などを使った8種類のク・一ズテストとデービス

読解テストーDavis　Reading　Test一やMLAT一現

代語適性テストーなど8種類のテスト）を用いて主因

子法による分析を行い，標準読解テストや聴解テストに

関わるr言語理解」，ク・一ズテストに関わる　r余剰性

の利用」，現代語適性テスト（数学習や対連合学習）に

関わるr記憶と再生」の3因子を抽出した。その中で，

クローズテストは「言語理解」因子とは余り強い連関が

ないとする意外な結論を出した。しかしながら，この因

子分析のベースとなった18種類のテスト間の相関がやや

変則的であること（例えば，デービス読解テストとク・

一ズテストとり相関は．36から．60であり，ク・一ズテス

　　　　　　　　　　　　　　　クローズ法

ト間の相関も．33から．69というように相対的に低くなっ

ている）などから，そのデータの不備も指摘されないわ

けではない。

　このWeaver　and　Kingstonの研究は，結局，例外的

研究であった。読解測定のためのク・一ズ法は，その実

用化を計ったMcLoed（1965）の標準読解テスト（GAP

ReadingComprehensionTest，FomBandFomR）作

成によって揺ぎない地歩を得るに至ったと言ってよい。

すなわち，McLeodは英語を母国語とする小学生の読解

力テストを作成した。このテストは，2029名の小学生を

対象として2種類（Form　BとForm　R）作成され，2

点（Form　Rでは3点）から31点のクローズ得点範囲内

で7歳8か月から12歳6か月までの読書年齢を知ること

ができるようになっている。なお，このテスト（FormB

とFom　Rを込みにしたもの）は，ワッツ読解テスト

（Watts　Reading　Comprehension　Test）と＋．82の相関

を，ショーネル黙読テスト（Shonell　Silent　Reading　Test

B）　と＋．72の相関をそれぞれ得ており，妥当性の高い

読解力測定テストであることが示されている。

　ところで，どの程度ク・一ズ得点を得ると，当該の文

章がどの程度理解できるかが判然としなければ，ク・一

ズ法は読解力測定テストとして十分には活用されないで

あろう。この問題に取り組んだBomuth　（1967）は，

ク・一ズ得点と多肢選択テスト得点を対置させることに

よって，ク・一ズ得点から見た理解度の指標を示した。

この研究では，多肢選択テストで75％から90％の得点で

あれば，用いられた文章は学習者にとって十分に理解可

能であるとの前提のもとで，小学校4年と5年の児童を

禄験者として同一の文章に関するク・一ズ得点と多肢選

択得点を比較した。そして，前者の38％と50％が後者の

75％と90％にそれぞれ対応すること，つまり約40％以上

のク・一ズ得点が得られるならばそのテキストはある満

足のゆく程度に理解できるという結果が得られ，ク・一

ズ法利用者に有益な指標を提供することとなった。

　わが国においては，波多野・小笠原（1959）が小学校

3年から6年の児童，中学校1年と2年の生徒，高校1
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年の生徒を対象として，小学校2年用から6年用の文章

にクローズ項目を設け，グループ別のクローズ得点を比

較している。そこでは，有意であったか否かの詳細は不

明であるが，大体において各グループのクローズ得点は

学年をおって高くなってゆくことが示され，ク・一ズ法

が読解力を調べる目安として使用できることが示唆され

た。これとは独立に行われた最近の山田（1979a）の研

究では，小学校3年から6年までの児童を対象として，

ク・一ズ法が読解力テストあるいは国語学力テストとし

て妥当性と信頼性を有すること，小学校4年グループと

5年グループとの間にはク・一ズ得点に有意差が認めら

れなかったが3），その他のグループ間については1％レ

ベルで有意差を示し，弁別力を有することが見出され，

ク・一ズ法によって小学生の読解力が測定できるという

主張がなされた。ク・一ズ法が英語のみならず，言語体

系を異にする日本語においても読解の測定を行えること

は，ク・一ズ法が普遍性を帯びていることの証左となる

であろう。

新しいクローズ理論

　クローズ研究は，基本的には，クローズ法を通して様

々な言語話者の言語特性を解明しようとするいわば応用

ク・一ズ研究とク・一ズ法自体の機能や特性を明らかに

しようとする理論クローズ研究とに2分されよう。最近

のZ）’∬8r診α診∫oηAわ5昂α‘おZn診傑nα診∫onα1（1977－78，VoL

38－39）をみると，ク・一ズ法に関する学位論文は32篇

収録されている。そのうちのほとんどが前者の応用クロ

ーズ研究に属している4）。　これは，後者に関わる研究が

ほとんどなされてきていないことを象徴していると言え

る。本質的には，ク・一ズ法が発案されて以来，この20

有余年の間にTaylor（1953，1956，1957）が見出した

クローズ原理を発展させる研究は現われなかったと言う

ことができる。

　ところが，このいわば理論上の停滞を打破するかのご

とく，転移素性理論（transfer　feature　theo・y）を導入し

たFim（1977－78）の研究は極めて重要であり，注目し

なければならない。Fimは，クローズ項目の難易（cloze

easiness）を決定する要因として，Katz　and　Foder（1964）

などの文法素性，意味素性，弁別素性（例えば，“bachelor

一独身男子”という語は，／＋Noun，＋Common，＋

Count／，／＋Human，十Male／，／Never　married／とい

う文法素性，意味素性，弁別素性をそれぞれ有する）と

いう語彙素性を導入した。それは，文脈中において語が

有する語彙素性は他の語の或る語彙素性を規定し，その

ような語彙素性（転移素性）が多ければ多いほど該当す

るクローズ項目はやさしくなる，という理論付けがなさ

れるからである。例えば，“The　　drove　from　Chi－

cago　in　a　car”において，動詞の“drove”が主格に関し

て／十Noun，十Agentive，十Animate，十Human，十

Adult／などの転移素性を有しており，空白には名詞が

入り，その名詞は生物，特に人間であること，しかもそ

の人間は成人であることが分かる。それ故に，この空白

に対しては比較的容易に正しい反応がなされる。他方，

“The　man　drove　from　　　in　a　car”においては，

／＋Noun，＋Source／しか有していないため，この空白

を正しく埋めることは非常に困難となるのである。

　Finnは，このような転移素性を，語の標準頻度（Car・

roll，J．B．，Davis，P．，＆Richman，B。Wbr4F泥9麗εnoツ

Bo罐．Boston：Houghton　Mifnin，－1971），クローズ項目

となる語の文章内における頻度，文章の難易度，と結び

付けた。これらの言語変数との結び付きに関する理論的

仮説は，次の通りである。

　標準頻度の低い語は，頻度の高い語よりも語彙素性を

多く有する。一方，文脈中において転移素性から制約を

受けない素性数として定義される「語の情報量」につい

ては，語がより多くの素性を有していれば，それだけそ

の素性のいくつかは転移素性によって規定されない可能

性が強くなり，したがって標準頻度の低い語は情報量の

高い語となるが，標準頻度の高い語は情報量の低い語と

なる。

　たとえ標準頻度が低くとも，文章中で繰返し現われる

頻度の高い語は，他の語によって多くの転移素性が与え
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られ，情報量が低くなる。

　文章の難易は転移素性の作用に影響を与える。例え

ば，もし或る語が読み手に馴染みの薄いものであれば，

その語は周囲の語に転移素性を与えることはできない。

同様に，或る統語構造が読み手の理解しにくいものであ

れば，その構成要素である各語において転移素性の機能

は把握されにくくなる。

　このような理論的仮説に立脚し，Finnは，前述の

Burmoth（1966）のデータの再分析を行っている。その

全データの分析においてゴク・一ズ得点の難易度（当該

クマーズ項目の正答者数）を従属変数とした場合，上述

の3独立変数の重相関はR＝・．696（R2＝．484）で，標準

頻度がク・一ズ得点の最も高い予測変数（Rニ．551，

R2＝．304，ρ＜．0001）となることが示された。この分析

では，文章中の当該ク・一ズ項目（語）の頻度はク・一

ズ得点における分散の．064しか寄与しなかったが，標準

頻度の低いク・一ズ項目（語）群に限定したデータの分

析では，それは5割程度（R2・＝．479，ρ＜．OO1）まで寄

与することが明らかにされている。このように，標準頻

度の低いク・一ズ項目群に関しては，ク・一ズ得点の難

易はク・一ズ項目が有する語彙素性の相対数よりも，周

囲の環境が与える転移素性からより大ぎな影響を受ける

ことが示唆されるなど，上述の3変数がク・一ズ得点の

難易を予測する主要変数であることが実証された。

　Taylor以来，クローズ得点は，書き手と読み手にお

ける言語習慣の一致度の指標というように漠然とした解

釈しかなされてこなかった。これに対して，クローズ得

点の難易を転移素性によって考察し，より明確に難易の

予測変数を見出したFimの功績は極めて大きい。

　しかし，転移素性を関連変数により計量的に分析した

結果，言語規則に支配される転移素性の機能を曖昧にす

るという犠牲を払ったのも事実であろう。計量化を行う

以前に転移素性の機能をより明確にしておく必要があろ

う。その場合，転移素性は文レベルで作用するものと文

章レベルで作用するものの2つに分けて論ずることが望

ましい。文レベルに関しては，KatzandFoder（1964）

　　　　　　　　　　　　　　　　クローズ法

などの構文論との関連で転移素性を捉えることができ

る。これに対し，構文論のみを取り扱う言語理論は，文

章のレベルで文を越えて作用する転移素性の機能を処理

することはできない。ここで，テキスト言語学がより精

緻な形で体系化した連結理論（cohesion　theo・y）の導入

を必要とするようになる。テキスト言語学の中でも，

Halliday　and　Hasan（1976）は文連結の特性を詳細に検

討しており，文章レベルの言語要素間の繋がりはFim

の考えたような語の反復だけによるものではないことが

明らかにされている。あるいは，伝統文法で論じられた

承前承後詞（前方後方照応語）がより拡大・体系化され

ることも明らかとなった。特に，Halliday　and　Hasanは，

文と文を繋く・ものは特定の連結項目（cohesive　item）と

それが前提とする前提項目（presupPosed　item）であるこ

とを系統的に論じた。（例えば，“Once　there　was　a　king

who　had　three　sons．One　was　called　Hussein，one　was

calledAliandthethirdsonwascalledAhmed．”で

は，第2文の“one”，“one”，“the　third　son”は連結項

目で，第1文の“three　sons”が前提項目となっている。

また，第2文の“was”も連結項目となり，第1文の過

去時制“was”を前提項目としている。）

　このようなテキスト言語学の知見に基づいてク・一ズ

反応を考察すると，その原理が浮きぽりにされると思わ

れる。すなわち，ク・一ズ反応は，被験者の文レベルに

おける転移素性を利用する能力と文章レベルにおける連

結関係を捉える能力との総体の表出として解釈される。

そこで，もし一般的にクローズ項目の大部分が非連結項

　目であるならば，換言すると，クローズ項目の大部分が

文レベルの転移素性のみで処理されるのであれば，クロ

　ーズ法は文章レベルではなく文レベル内の言語機能のみ

を測定していることになる。この問題に関わる実証的研

究としては，山田（1979b）がある。何れにせよ，クロ

　ーズ法をテキスト言語学の理論によって再検討すること
』
に
よ
り
， その神秘のベールが部分的にでも取り去られる

であろう。もとより，文のみが理解できれば，それから

構成される文章の理解も自動的になされることにはなら
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ない。文理解は．文章理解の必要条件であるが十分条件で

はない。そして，r読み」は，文理解ではなく文章理解

を行う作業である。したがって，ク・一ズ法が「読み」

に関わるものであるとするならば，広い視野に立つテキ
1
ス
ト
言
語
学 の成果は極めて有益な示唆を提供することに

なる。
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　P51y‘ゐo♂09y‘ゾR8α4∫π9απ4一む伽9襯9ε，Athen：

　Universlty　of　Georgia　Press，1977，16r33．

Weaver，W．W．and　Kingston，A．」．，“A　Factor　Ana1。

　ysis　of　the　Cloze　Pr㏄edure　and　Other　Measur¢s

　of　Reading　and　Llanguage　Abihty，”Jbε4rη4」ρノCo”z・

　，ηπ漉‘α診ゴo溺，13，1963，also　in・Kingston，A．」。

　（ed・）T・脚冠αP5ッ‘h・1・劇げR84吻9αη4Lαη・

　g襯g6，Athen：Unlversity　of　Ge6rgia　Press，1977，

　103－112．

山田　純，r日本語ク・一ズ法の基礎的研究」　『読書科

　学』22。1979a，10－18．t

山田　純，rク・一ズ法と文理解と文章理駕」（r読書科

　学』投稿予定），・1979b．

’

一127一



会 報

公開研究会’（1979年1月27日）

午後3時よりお茶の水女子大学附属小学校図書室で開

催。講師芳賀純会員（筑波大学），司会福沢周亮常任理

事，主題「バイゾンガリズムと読書についで」

常任理事会（11月27日）

　出席　岡本会長　滑川副会長　倉沢　阪本　増田　湊

　　一各常任理事一

欠席　福沢　室伏　望月各常任理事

1』読書科学刊行の件』1’

第21巻3・4合併号（81・82合併号，1978年3月分）

は責了となり1月末日までに納品のみこみ。10か月遅れ

となる。第22巻1・2合併号（83・84合併号，1978年9

月分）はまもなく初校が出る。3月末までには刊行のみ

こみで6か月の遅れになりそうである。第22巻3号（85

号，1978年12月分）は原稿が揃っているが，第22巻4号

（86号，1979年12月分）については揃っていない。

　室伏編集長欠席のため，以上のように阪本事務局長か

ら報告があった。

2．　日本読書学会第23回研究大会の件

　大会のテーマなどについて討議した。

3．第一回日本・ハワイ読書会議の件

　1979年8月9・10日の2日間ハワイ大学で開催予定の

この会議の内容，運営方法，会員の参加方法などについ

て討議した。

　学会としては，ハワイ会議の前にカリフォルニヤ大学

視察等を含めた8泊10日のツアーを企画し，株式会社ユ

ニオン・エアー・サービスを旅行取扱者として参加者を

募集することをきめた。

常任理事会（2月24日）

　出席　岡本会長　滑川副会長　阪本　福沢　湊各常任

　　　理事

　欠席　倉沢　増田　室伏　望月各常任理事

1．読書科学刊行の件

・第21巻3・4合併号（1978年3月分）「は11か月遅れて

2月2日発送を完了した。第22巻1・2合併号（1978年

9月分）は3月はじめに6か月遅れで刊行の見こみ。第

23巻3号（1978年12月分）は割付作業完了。第23巻4号

（1979年3月分）は原稿が揃ったので，割付作業に入る。

第24巻1号（1979年6月分）以降の分は原稿がないので

1978年11月25日の常任理事会決定の通り，室伏，湊，福

沢，増田，阪本の各委員が各5本ずつの原稿を集めて責

任編集（締切9月30日）する。室伏編集長欠席のため，

以上のように阪本事務局長から報告があった。

2．　日本読書学会第23回研究大会の件

主題を「読書学の創造と読書教育」とすることを決定

した。

3．　I　RA会員受け入れの件

　I　RA会員ジョセフィン・サンフォード女史（米国テ

ネシー州クラークスビル・モントゴメリー郡教育委員会

指導主事）が来日し，学校訪問を希望してきたので，2

月8日，東京都渋谷区立広尾小学校を阪本事務局長同行

のもとに参観，校長の松本武会員が受け入れを行なっ

た。以上のように報告があった。

公開研究会（3月10日）

　午後3時よりお茶の水女子大学附属小学校図書室で開

催。講師出雲路猛理事，司会阪本敬彦事務局長。主題

「幼児と絵本一幼児の絵本に対する反応調査報告」

昭和53年度における常任理事会出席状況

　　　　　　　　　　　出席回数　欠席回数

岡本　奎六（4～12月海外出張）　　　2　　　0

倉沢栄吉　　　　　　　　　4　　6

阪本敬彦　　　　　　　　10　　0
滑川　道夫　　　　　　　　　　　　　5　　　5

福沢周亮　　　　　　　　　4　　6
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