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英単語とアルファベット文字の読字学習の比較
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　英語のアルファベット文字や単語の読字学習は，子ど

もにとって容易であろうか。たとえば，アルファベット

の“C”は単語の“yellow”よりも同定し易いであろう

か。理由はどうあれ，そのような言語単位の習得の比較

を行なった研究は皆無と言ってもよいであろう。　（おそ

らく，単純である個々のアルファベット文字学習の方が

より容易であるという仮説渾圧倒的に支持されていると

は考えられる。）　この種の研究のほとんどは，読字学習

に影響を与えると考えられる個々の要因（変数），たと

えば，有意味性や長さなどを検討し，確認するものであ

った（Cofer，1969多Jung，19681Underwood＆Sch・

ultz，1960）。そのような要因（変数）が比較的影響を与

えやすいのは，一般の単語の習得の場合であり，個々の

アルファベットの習得は不問に付されているようであ

る。

　アルファベット文字と英単語に関して従来なされてき

た比較研究は，それらの獲得のプロセスではなく，主と

して認識のプロセスを問題としており，被験者にとって

読み方（どう読むのか）は既知の事柄であった（Gibson

＆Levin，1975，P．18gl　Smith，1971，P．91）。その研

究では，単語の方が個々のアルファベット文字よりも速

く認知されることが示唆されている。同様に，Osgood

＆Hoosain（1974）の研究においても，単語がたとえそ

の構成要素に非単語連鎖を含んでいてもなお，それ自体

が非単語連鎖である文字よりも認知されやすいことが分

かっている（1）。他方，いくつかの言語習得に関する研究

においても，この種の問題に関係のあることがらを扱っ

てきている。それらの研究は日本語でなされたもので，

平仮名書体の単語の方が個々の平仮名文字より速く学習

されることが実証されている（Steinberg，Yamada，

Nakano，Hirakawa　and　Kanemoto，1977）（2）。この他，

漢字表記の単語の方が個々の片仮名や平仮名文字よりも

容易に学習されることも分かっている（Steinberg・岡，

1978）。

　もし，これらの諸研究の結果と日本語における実験研

究を踏まえるならば，英単語の方がアルファベット文字

よりも容易に学習されるという仮説をたて得ると考えら

れる。したがって，本研究の目的は，この仮説を検証す

ることである。
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方　法

　被験者　被験者は，山口県岩国市にある米国海兵隊基

地に居住する26名のアメリカ人保育園児である。彼らの

ほとんどは，下層階級家庭あ出身の幼児であり，彼らの

すべては英語を母国語とし，その他の言語は全く理解で

きなかった。男児は15名であり，うち2名は3歳児，11

名は4歳児，2名は5歳児であった。また女児は11名

で，2名は3歳児，7名は4歳児，2名は5歳児であっ

た。

　まず，アルファベット文字（その名称およびその文字

の表わす音価）の知識についての予備テストが実施され

た。その際，2文字以上を同定できる幼児については，

被験者に該当しないと判断され，除外された。しかし，

実際にはほぼ全員がアルファベットを知らなかったた

め，被験者として採用された。
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　Table1　　束哩

第25巻第一3号

激材料
項　目
セット

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

書体の単語
　　＃1

finish　（V）

quick　（A）

naughty　（A）

violin　（N）

taxi（N），

zebr4　（N）

mile（N）
gallOP　（V）

⊃oin（V）

use（V）

knife　（N）

rain（N）
01d（A）

書体の単語
　　＃2

dollar　（N）

1augh　（V）

explode　（V）

across（O）

such（O）
chase　（V）

with（0）
yellow　（A）

into（O）

but（O）

heavy　（A）

poor（A）
the（O）

書体の
文字
　＃1

a

b
C

d
e

f
g
h
i
j
Z

k
m

実験者の
発音

㌍（pat）

　be

　Sg
　de
e（pet）

　fo

　ge
　ho
i（pit）

　ja

　ze
　ko

　me

書　の
文字
　＃2

n

O

P
q
r

S

t
u

V

W
X

y

l

実験者の
発音

　na
a（pot）

　P∂
　kw∂

　re

　SO
　te
u（put）

　VO
　Wg
　eks
　yg
　b

被験者

番号

1，14

2，15
3，16
4，17
5，18

6，19
7，20
8，21

9，22
10，23

11，24

12，25

13，26

（注）　N昌名詞，V昌動詞，A呂形容詞，0一その他
　　〔o〕の発音記号は，言語学上‘schwa’と呼ばれる母音をあらわす。次の語の下線部分の発音がそれの表わす音である；mess皇ge・relatign

　材料　刺激材料として，総数26のアルファベット文字

および26の英単語が用いられた。アルファベット文字

は，aからzまでの全小文字であった。26個のアルファ

ベット文字が公平に与えられるために各単語は異なるア

ルファベット文字で始まるよう配慮された。しかし，例

えば，explodeのように，第2番目に現われるxは唯一

の例外であった。単語については，文法上の分類に従っ

て偏りが無いよう選択された。すなわち，26単語のうち

7単語は名詞，7単語は動詞，6単語は形容詞，残り6

単語は前置詞や副詞などであった。それらすべては，幼

児が日常の会話の中で理解しているもの，あるいは使用

しているものに限られていた。

　各被験者には，2文字および2単語から成る4項目1

セットが学習項目として課せられ，全体としてそのよう

な項目の13セットが与えられた。それらの項目は，Table

1に示されている。また各単語の文法上の分類は（）

内に示されている。

　Table1から，特定の4項目から成る1セットは，2

人の被験者に対して提示されていることがわかる。たと

えば，項目セットNo．1の五nish，dollar，a，nは，

被験者No．1とNo．14の2名に与えられた。単語項

目の最初のアルファベット文字が，同項目内のアルファ

ベット項目と同一にならないように，単語とアルファベ

ットを順に移動させた。また，多様な散らばりをもたせ

るために，文法上異なる分類に属するものが対にされ，

同一セット内の1対の単語項目は，各々字数が同一であ

るように配慮された。提示の際には，それらの単語は標

準的な英語の発音通りに発音された。アルファベット文

字は，基本的に，その文字の表わす音価が与えられた。

その発音はTable1に示す通りである。

　実験計画　本実験の本来の目的は，1個のアルファベ

ット文字と1個の英単語を比較し，どちらがより容易に

学習されるかを検証することにある。各被験者は，アル

ファベット文字と英単語の両者を学習するわけであるか

ら，アルファベット文字得点と単語得点により，それら

の読字学習の難易度を比較することができる。したがっ

て，この計画により，各被験者は各々統制されることに

なるのである。

　本実験では，さらに，アルファベット文字と単語の表

記形態（orthography）と，それら（文字と単語）の発

話形態（発話音）とを分離させる試みを行なっている。

つまり，この実験の後半では，被験者はランダムに正常
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発話群および逆転発話群の2群に分類される。正常発話　　　　　　Table2　正反応数による結果のまとめ

群では，たとえば，被験者No．1からNo．13は，彼

らの学習項目である書体項目が正常の発音通りに発音さ

れる。したがって，被験者No．1は書体の五nish，

dollar，a，n，力潮屓に，／fini6／，／dalGr／，／εe／，／no／とい

う発音を伴って提示される。一方，逆転発話群では，正

常のアルファベット文字と単語が逆転した形で発音，提

示される。たとえば，書体の単語No．1は書体の文字

No．1と，書体の単語No．2は書体の文字No．2と交

換された形で提示されるのである。それに従えば，たと

えば，被験者No．14は，書体では五nish，dollar，a，

n，が与えられるが，それらは順に／記／，／no／，／五nis§／，

／dalαr／と発音されて提示されるのである。正常発話群

および逆転発話群の各条件は，Table2に示されてい

る。

　手続き　各被験者には，対連合学習事態で3回ゐ練習

試行と9回のテスト試行が行なわれた。しかし，逆転発

話群の被験者には，テスト試行に続いて，さらに9回の

修正試行が行なわれた。この修正試行では，通常の正し

い文字および単語が与えられて修正された。これによっ

て，子どもたちは実験事態で与えられた誤った知識をそ

のまま記憶する危険からのがれたのである。なお，この

修正試行の結果に関するデータは，本実験での分析に含

まれていない。

　練習試行では，各表記形態による項目が被験者に見せ

ちれ，同時に実験者によって発音された。その際，被験

者は実験者の発音通りに繰り返すよう指示された。テス

ト試行では，被験者は書体項目が提示されたのち，反応

時間として約4秒が与えられた。それが正反応の場合に

は，口頭でほめることによって動機づけを行なった。一

方，誤反応あるいは無反応の場合には，被験者には正答

が与えられ，それを繰り返すことが求められた。

　各被験者は個別に，テストされた。課題についての指

示，説明が与えられ，被験者は，さらに各々の課題を終え

た時点で報酬（図柄入り鉛筆）が与えられることが告げ

られた。しかし，終了後には，一ともかく被験者全員が報

書体の単語

e．9．，且nish

書体の文字

e・9・，a

書体の合計

発話され
た単語

e．9．，／五ni§／

平均S．D．

5．00　2．14

　（正常）

6．89　　1．86

　（逆転）

5．95　　2．19

発話され
た文字
e．9．，／田／

平均S．D．

2．08　1．88

　（逆転）

3．08　　1．97

　（正常）

2．58　　1．95

発話体の
合計

平均S．D．

3．54　　2．47

4．99　　2．70

（注）　正常発話条件の被験者には

　　1）単語が発話され，書体の単語が提示される
　　2）　文字が発話され，書体の文字が提示される

　　逆転発話条件の被験者には
　　1）　文字が発話され，書体の単語が提示される

　　2）　単語が発話され，書体の文字が提示される

　　という各々の条件が与えられた。

酬を受けとった。

　提示の順序　項目提示の際のあるゆる順序の偏向を統

制するために，項目は各被験者，各試行において異なる

順序で提示された。さらに，各被験者は，第1試行ごと

に順序が異なるよう与えられた。

　実験者　テストは2名の実験者によって行なわれ，、そ

のうち1名は項目を提示し，他方は反応を記録した。

　得点，得点は被験者ごとに，1セット4項目の正反応

数の合計で計算された。テスト試行は，9回与えられた

ため，得点の範囲は1項目につき0～9点であった。2

回連続正反応の場合には，残りすべての試行が省略さ

れ，その試行が正反応であるとみなされた上で得点が与

えられた。

結　果

　Table2では，発話体と書体の組み合わせによって，

それらの平均得点と標準偏差値（S．D。）が示されている。

Table2によれば，発話された単語の平均得点の方が，

同じく発話されたアルファベット文字の平均得点よりも

高い値であることが分かる。すなわち，書体の単語が発

話された単語として与えられた場合には5．00の平均得点

を得たが，一方，書体の単語が発話されたアルファベツ

一91一
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Table3　書体の単語項目に関する結果

発話された単語名で与えられた書体の単語
　　　　　（正常条件）

　得点
（正反応数）

9

8
7
6
5
4
3
2
1
0

書体の単語

、taxi，knife，into，naughty
heavy，01d

but，yellow，rain

acrOSS

zebra

chase，poor

dollar，explode，the

quick，such，join

finish，violin，with

mile，gal10P

laugh，use

各得点の
項目数

6

3
1
1
2
3
3
3
2
2

26

発話された文李名で与えられた書体の単語

　　　　　（逆転条件）

　得点
（正反応数）

9
8
7
6
5
4
3
2

1

0

書体の単語

zebra

violin

quick，across，chase

poor，the
knife、

五nish，such，yellow，into，
rain

dollar，galloP，use，heavy，
old．

1augh，naughty，taxi，mile，
with，explode，join，but

各得点の
項目数

0
0
1
1
3
2
1
5

5

8
26

？

心

’ト文字で与えられた場合には，2．08の平均得点を示して

いる。同様に，書体のアルファベット文字が発話された

単語によって与えられた場合（6．89），およびそれが発

話されたアルファベット文字によって与えられた場合

（3．（B）においても同じ傾向がみられる。これをまとめ

ると，単語書体およびアルファベット文字書体が発話さ

れた単語形態で提示された場合，総平均得点は5。95であ

った。これは，同じく単語書体やアルファベット文字書

体が発話されたアルファベット文字で与えられた場合の

総平均得点（2．58）の2倍以上の値であったことが分か

る。

　また，この結果によれば単語で発話されようとアルフ

ァベット文字で発話されようと，アルファベット文字書

体で提示された方の平均得点が，単語書体で提示された

方よりも高い値を示した。すなわち，発話された単語で

与えられる書体項目では，単語書体の場合（5。00）より

もアルファベット文字書体の場合（6。89）の方が高得点

であった。また同様に，発話されたアルファベット文字

で与えられる書体項目では，単語書体の場合（2．（B）よ

りもアルファベット文字書体の場合（3．08）の方が高得

点であった。したがって，文字書体総得点の平均（4。99）

は，単語書体総得点の平均（3．54）よりも高い値となっ

たわけである。

　発話形式（発話犀よる単語，発話によるアルファベッ

ト文字）および書体形式（単語書体，アルファベット書

体）という2×2の分散分析が行なわれた。結果は，各

要因（変数）には有意な主効果がみられたが，交互作用

は有意ではなかった。すなわち，発話形式（発話の単語

と発話の文字）では，F（1，48）＝38．22，P＜．0001，

書体形式（単語書体と文字書体）では，F（1，48）ニ

7．02，P＝．01であった。また，交互作用についてはF

（1，48）＝・66，P＝・42であった。単語書体項目に関す

る得点はTable3に示されている。

　Table3の左側は，発話された単語名で与えられた単

語書体の形式（正常条件）についての結果である。これ

をみれば，たとえば，taxi，knife，i瑛o，naughty，

heavy，01dの6項目の各々が9回の正反応得点（満点）

を得ており，1augh，useの2項目の各得点が0であった

ことが分かる。Table3の右側は，発話されたアルファ

ベット文字名で与えられた単語書体の形式（逆転条件）

についての結果である。これによれば，同様に，8項目

が得点0であり，9点満点を得た項目も皆無であったこ

一92一



英単語とアルファベット文字の読字学習の比較

Table4　書体の文字項目に関する結果

発話された文字名で与えられた書体の文字
　　　　　（正常条件）

発話された単語名で与えられた書体の文字
　　　　　（逆転条件）

得　点
（正反応数） 書体の文字

各得点の
項目数

得点
（正反応数） 書体　の　文字

各得点の
項目数

“

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9，　v

b，i，k
X，

f，P，z

a，　r

l，m

W
d，　e，　h，　n，　o，　s

C，　」，　q，　t，　u，　y

0
2
3
1
3
2
2
1
6
6

26

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

e，f，9，
c，d，1，
a，i，k，
b，r

P
h，v
t

」，m，n，q，W，Z
S，　y

O，　U，　X

9
5
6
2
0
0
0
1
2
1

26

A

とが分かる。

　アルファベット文字書体の項目に関する結果はTable

4に示されている。

　Table4の左側は，Table3と同様に，発話されたア

ルファベット文字名によって与えられたアルファベット

文字書体の形式（正常条件）についての得点の結果であ

る。Table4によれば，2個のアルファベット文字9，

v，が得点8点を得ているのに対し，c，j，q，t，u，y，

の6文字が得点0であった。また，Table4の右側は，

発話された単語名で与えられたアルファベット文字書体

の形式（逆転条件）についての結果である。ここでは，

9項目が満点の9点を得ており，項目t，のみが得点0

であった。

考　察

　以上の実験結果によれば，書体で表記されている場

合，単語の方がアルファベット文字よりも容易に学習さ

れることが明らかである。実際，前者の方が2倍あるい

はそれ以上の速度で学習されている。この結果は，日本

語に関してなされた実験，すなわち漢字あるいは仮名書

きの単語の方が個々の仮名文字よりも容易．に学習され

た，という実験結果と共通しているのである（Steinberg・

岡，19783Steinbergeta1．，1979）。ここで重要な点

は，習得の速さは，主に印刷されている刺激の特性によ

るのではなく，聴覚的な刺激の特性によって変わるた

め，書記形態の視覚的複雑さはその学習にほとんど影響

しないことである。なぜなら，書体による刺激の学習の

難易度を統制するのは，それが単語であろうと，文字で

あろうと，発話された刺激であったからである。したが

って，書体刺激の視覚的複雑さはほとんど学習には影響

しないと言えるが，しかし，発話されるという要因（変

数）を一定に保つならば，より短いアルファベット文字

の形式の方が，比較的長い単語の形式をとるものよりも

容易に学習しえたのである。

　この実験では，発話される場合には，単語名の方がア

ルファベット文字名よりもその学習を促進することが明

らかであった。しかし，その学習を統制する要因（変数）

について，その詳細な特性は何かという解答は与えてい

ない。この点について，ここで若干の考察を加えたい。

まず考えられる主な統制要因としてr有意味性」があ

る。つまり，意味をもつことが学習を促進するというこ

とである（このことは過去100年にわたる実証研究の成

果によって証明されている）。しかも，一般に，発話さ

れる単語名の方がアルファベット文字とむしろ関連する
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音節や音価名よりも意味をもっているのであるから，一．こ

のr有意味性」という要因は学習に効果を与える一要因

とみなすことができる。しかし，この要因において結論

づける前に，他の可能な促進要因，特にr熟知度」およ

びr発音容易性」が検討されるべきであろうと思われ

る。

　r熟知度」は，ごく一般には，発現頻度によって測定

される。文脈の中で個々バラバラに存在するような単語

と音節両者の頻度をともかく記録しようとすれば，明ら

かに，発話音節の方が多種多様な単語の中に現われるの

であるから，確実にそれらの出現頻度の方が高くなる筈

である。この事実に従えば，音節と関連する書体形式，

つまりアルファベット文字の方が学習が容易であろうと

予測される。他方，もしr熟知度」の測度が特定の単

位，たとえば音節や単語がそれ独自ゐ形で発現する頻度

に基づくと考えるならば，結果は全く異なってくるであ

ろう。疑う余地もなく，音節というものはそれ自体の形

で聞かれることはほとんどないため，その意味では単語

の方がずっと発現頻度は高いといえる。しかも，この測

度に関して後者の説明の方を支持するなら，我々の実験

結果は効果的に説明されるのである。

　r発音容易性」に関しては，実験試行の前に与えられ

た数回の練習試行の結果から，被験者は音節と単語の両

者ともに困難なく発音できることが分かった。もし，頻

度という測度が，過去に音節を経験して得た練習量に基

づくと考えるならば，　r熟知度」の場合と同様の問題が

生じる。すなわち，音節や単語は，個々にしかも文脈の

中で発音されると考えるならば，音節の方が単語よりも

その練習量においては多いはずである。しかし，逆に，

もし独自に発生する単位にのみ限定してその頻度を記録

するならば，圧倒的に単語の方が発現頻度は高くなる。

こうして，何を適切な測度にすべきかに応じて解釈は異

なってくるのである。

　読み方の指導ということに関する限り，本実験結果に

基づくならば，読み方の導入段階において文字ではなく

直接に単語を学習させる指導を行うことが適切であると

第25巻第3号

一
い
え
よ
う
6 なぜなら，本実験結果でも分かるように，子

どもが日常の会話を通して既に認知している単語であれ

ば，たとえそれが書体によるものであれ，一つ一つの仮

名文字やローマ字よりもその学習は促進されるからであ

る。そして，幼児にとっては，その単語が漢字の書体で

あろうと仮名やローマ字の書体であろうと無関係なこと

がらなのである。

〔付記〕

　本実験は，Steinbergが広島大学教育学部に客員教授

として滞在した期間に実施されたものである。

　本稿に加筆したものは1978年9月，トロント（カナダ）

におけるアメリカ心理学会第86回大会で発表されてい

る。

　なお，本実験に協力して下さいました岩国基地内の保

育園の方々に感謝いたします。また，草稿の段階で有葺

な御批判と御指導をいただきました広島大学祐宗省三教

授および高知大学山田純講師に心から謝意を表します。

　　〔注〕

（1）非単語項目が提示されても，幼児である被験者はそ

　れらを単語として解釈してしまう傾向がみられた。

（2）この結論は推論によっている。すなわち，平仮名の

　単語は漢字の単語と同様に容易に学習され，また漢字

　の単語は個々の平仮名文字よりも容易に学習された。

　これらのことから，平仮名の単語は個々の平仮名文字

　の学習よりも容易であると結論された。
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Abstract

　This　study　investigates　whether　single　roman　let－

ters　are　easier　to　leam　than　single　English　words．

Each　of26American　nursery　school　children　were

given4written　items　to　leam－2words　and21et－

ters，e．9．，ノ2n∫5h，　4011‘z7，　α，　n．　Ha1：f　the　subjects

had　the　words　and　letters　called　by　their　usual　and

sound　names，e．g．，αwas　called／a）／and弄n∫5h　was

called／fini邑／while　other　half　had　the　names　re・

versed，e．g．，4was　calld／丘niき／and／2n’5h　was　called

／毘／．　The　results　show　that　a　written　word　or

letter　which　is　called　by　a　word　name　is　much

easier　to　leam　than　when　called　by　a　letter　name．

The　variable　of　visual　perceptual　complexity　is

shown　to　have　but　a　small　effect　on　the　rate　of

leaming．It　is　thought　that　the　meaningfulness　or

familiarity　of　what　is　said　may監be　the　principal

variable　controlling　learning．

A
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The　Science　of　Reading，Vo1．25，No．3（1981）

　　　視点の言語心理学的研究

直接話法における視点の移行について
崇

筑波大学

　鈴木情 一
崇崇

問　題

　直接話法の文は基本的には，地の文と会話文とから構

成されている。例として，次の文を考えてみる。例文：

r次郎がいいました，“太郎は猫がにげていくのを見て

いる”。」表現上，会話文の話者は“次郎”であり，かつ

その判断についての主体者も“次郎”であり，これらの

意味において，会話文を支配しているのは“次郎”であ

る。しかし，会話文の中にあって，“見る”という経験

をしているのは“太郎”である。

　直接話法の文には，例文のように，地文の主語によっ

て指示される人物であり，かつ会話文（引用文）の話者

である人物（次郎）と会話文の文語の指示する人物であ

り，さらにこの例文の場合では，動詞“見る”の経験者

である人物（太郎）が存在している。

　当実験では，例文によると，次郎と太郎がともに物語

の登場人物であって，しかも同一場面で対立する視点

（視野）を有する場合，話者である次郎は，太郎の経験

内容を描写する際，自分の視点から事態を描くのか，そ

れとも太郎に視点を移行させて，そこから事態を表現す

るのか，という問題をあつかう。特に，その判断を児童

に求めてみる。なお，話者“次郎”が言語表現上，表出・

されない場合，又は，　“太郎”の目撃している事態の一

方の当事者でない場合では，“太郎”の視点によって事

態を表現するのでとりあつかわない。

＊Astudyofthechoiceofperspectivesind．irect
　discourse．

＊＊SUZUKI，Seiich（University　of　Tsukuba）

　方法は，文一絵の照応課題を用いる。絵には，文表現

上話者である“次郎”と会話文の主語で経験者格で表現

されている“太郎”が，向い合う位置にたって，猫と犬

の様子をながめている場面が描かれている（図1参照）。

例として，P－1の絵では，“次郎”の視点にたつと，

“猫”の動きは“くる”を用いて表現するのが妥当であ

り，又，“太郎”の視点にたつと“いく”が用いられ

る。この種の絵と文を組み合せて，その適切，不適切の

判断を児童に求める。

仮説

　直接話法において，地文の主語によって指示される人

物（話者）は，その表現内容である会話文の主語により

指示される人物の感覚的表現内容を言語的に表出する場

合，自分の視点ではなく，その経験者の視点にたって表

現する。

　当実験は最初小学校6年生を被験者として実施した

が，後に発達的な変化をみるため，小学2年生にも追加

実施した。従って，まず6年生の分析結果を提示し，つ

いで，それとの比較で2年生の結果を提示する。両学年

間で本質的な差異がみられなかったので，考察は主に6

年生の結果によった。

方　法

1．

2．

主実験

被験者　小学校6年生。男，女各20人，計40人。

材料　（1）絵は“次郎”と“太郎”の位置（手前
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R－1 P－2

視点の言語心理学的研究

巨3 P＿4

　　　　　　曇

　　　　一
象。劃

　　　　　　O
　　　　㍗噸

馬！

人物の位置＝

　　　太郎：　　手　前

　　　次郎：　　　奥

各人物から見
たネコの動き
3　　　太郎＝　　　い　く

　　　次郎＝　　　く　る

会話文主語の
方略3子りの反　　いく（○）
応＝・　　　　くる（×）

　奥

手　前

い　く

く．る

いく（○）

くる（×）

と奥）に，“猫”の向き（手前と奥）を組み合せて，合

計4種類とする。上記の例をP－1とし，，以下の図をP

－2，P－3，P－4と略記する。（図1参照）

　（2）文は，次の2種類を用いた。

　rいく」文：じろうがいいました，“たろうはねこが

にげていくのを見ている。”

　rくる」文：じろうがいいました，“たろうはねこが

にげてくるのを見ている。”

　“次郎”は常に地の文の主語で，会話文の話者，“太

郎”は会話文の主語（経験者）として固定されている。

　（3）P－1からP－4の各絵の下の部分に2種類の文

が記載され，その文の後に丸かっこが描いてある。兜童

の全員が4種類（×2文）の絵，すべてについて判断を

下す。従って，1人につき8つの反応がえられることに

なる。呈示順序は，絵の番号順である。

　3．手続き　教示は，絵の表紙に描いた絵の模式図を

見せ，教示文を読みあげることによってなされた。教示

文は以下のとおりである。『つぎのぺ一ジから，右図の

ような絵と文がかいてあります。まず，絵には“たろ

う”と“じろう”という二人の子どもと犬がねこをおい

かけている場面があります。文は2つずつあります。そ

れらの文は，少しずつちがっていますが，上の絵に描い

てあることをあらわしています。みなさんには，下の文

図1

　奥

手　前

く　る

い　く

いく（×）

くる（○）

手　前

　奥

く　る

い　く

いく（×）

くる（○）

注　J：次郎

　丁；太郎

　c3ネコ

が絵に描いてある内容を正しく，わかりやすく伝えてい

るかどうか考えてもらいます。正しく，わかりやすいと

思ったら，その文の右はじにある（）の中に○印を，

正しくわかりやすく伝えていないと思ったら×印を，そ

してどちらともきめられない，またはわからないときに

は△の印を書きこんでください。』その他に，実施上の

注意点として，以下の事をのべた。（1）文の中に出てくる

人が絵の中でどこにいるかをたしかめる。（2）あまり考え

こまないで自分が思ったとおりにやる。（3）絵と文は少し

ずつちがっているので，よく見てよくよんでやる。

　この課題は6年生にとって，簡単なものであったらし

く，実施時間は5分程度であった。

結　果

　表1は，絵と文（いく又は，くる）の組み合せごとに，

文が絵の内容を正しく，かつわかりやすく表現している

と判断した児童の数（○印），そう表現していないと判

断した児童の数（×印），そしてどちらともいえない，

又は，わからないと答えた児童の数（△印）を表わした

ものである。

　（1）一見して，“太郎”の視点にたった表現が適切だ

と考えている児童（又は，　“次郎”の視点にたった表現

は不適切であると考えている児童）が多いことがわか
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表1　文一絵の組み合せ，性別の反応（6年生） （測度：人数）

反応
絵

男子（○）

　　（×）

　　（△）

女子（○）

　　（×）

　　（△）

合計（○）

　　（×）

　　（△）．

P－1

行 来

17

3
0

4
15

1
19

1
0

1
18

1

36

4
0

5
33

2

P－2

行 来

17

2
1

2
16

2
18

0
2

2
17

1

35

2
3

4
33

3

P－3

行 来

2
15

3

18

2
0

1
17

2

19

0
1

3
32

5

37

2
1

P－4

行 来

3
15

2

17

2
1

2
16

2

17

2
1

5
31

4

34

4
2

合 計

行 来

39

35

6

41

35

4

40

34

6

39

37

4

79

69

12

80

72

8

合計

80

70

10

79

71

10

159

141

20

o

る。まず，絵P－1と文の組み合せについてみてみる。

表から，“いく”の文については，これが適切に絵の内

容を表現していると判断する児童が36人（90％）と，適

切に表現していないとする児童の数（4人，10％）と比

べ，圧倒的に多い（CR：＝4．902，P＜．001，片側）。一一

方，“くる”の文との組み合せでは，上の結果と対照的

に，適切に伝えていると判断した児童は5人（12．5％）

にすぎず，適切に伝えていないとする児童が多くなって

いる（33人，82．5％，C　R＝・3．953，P＜．001）。ただ，

どちらともいえないと判定する児童も2人（5％）いる。

これらの結果から，6年生では，地の文の主語（話者）

ではなく，会話文の主語の指示する人物（経験者格）の

視点にたって，絵に描かれている事柄を記述するのが，

それを正しくかつわかりやすく伝える表現であると考え

ていることがわかる。

　しかし，P－1の絵では，“太郎”が児童からみて絵

の手前におり，児童と視野が一致する。逆に“次郎”は

奥にいるため，児童のそれと対立する視野をもつ。即ち

P－1での“猫”の動きは，児童自身にとっても，“太

郎”と一致して“いく”で表現されるものとなってい

る。従って，P－1の結果は，児童の視野が“太郎”の

それと一致し，“次郎”のそれと一致しないことによる

ものとも考えられるのである。この考えの中には，又，

児童は自分と視野の対立する人物（絵の中にあって，こ

こでは“次郎”）に視点を移行させ，その人物から“猫”

1
の
動 きをながめることができないのではないかとの見方

も含まれている。そこで，次に，P－3の結果をみてみ

よう。この絵がP－1と異なるのは“次郎”と“太郎”

の位置だけである。この絵では児童の視野と“太郎”の

視野は分離し，対立しているといえる。逆に“次郎”の

それと一致している。この絵では“太郎”の視点にたつ

と“くる”が正しい表現となる。結果をみてみると，“い

く”の文について，これが絵の内容を適切に表現してい

る，いない，どちらともいえないと判断した児童の数

は，それぞれ，3人（7．5％），32人（80％），5人（12．5

％）であり，適切に伝えていないとする児童が，伝えて

いるとする児童に比べて有意に多い（C　R＝3．637，P

＜．001）ことがわかる。逆に“太郎”の視点にたった

“くる”の文では，適切であると判断する児童（37人，

92．5％）が有意に多くなっている（C　R＝5．218，P＜・

．001）。以上，P－1とP－3の結果から，児童は自分

の視野との一致，不一致にかかわらず（同時に，6年生

は容易に自分と対立する人物の視点にたつことができる

ことも意味している），　会話文中の主語であり，かつ，

経験者である“太郎”の視点にたった表現こそ，絵の内

容を描く際に適切なものであると判断していることがわ

かる。

　P－2とP－4の絵は猫の動く方向が異なっている絵
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である。これらの絵でも，

支持する結果をえている。絵ごとに，適切と判断した児

童の数と不適切であると判断した児童の数を臨界比テス

トで検定比較した結果を示しておく。まず，P－2：・

“いく”の文，　“適切”が有意に多い（C　R＝4．585，

P＜．001）。。“くる”の文，”不適切”が有意に多い（C

R＝3．953，P〈．001）。P－4：。“いく”の文，“不適

切”が有意に多い（C　R＝3。320，P＜．001）。。“くる”

の文，“適切”が有意に多い（C　R＝4．269，P＜．001）。

なお，どちらともいえない，又は，わからないとする反

応も考慮したX2一検定の結果も記しておく。①P－1と

“いく”の文：X20ニ58．411dfニ2，P＜．001。P－1

と“くる”の文：X20＝43．86，df＝2，P＜．001。1②P

－2と“いく”の文：X20＝52．86，df＝2，P＜．001。

P－2と“くる”の文：X20＝43．56，df＝2，P＜．001。

③P－3と“いく”の文：X20＝39．36，df＝2，P＜

．001。Pr3と“くる”の文：X20ニ63．07，df＝2，P

＜．001。④P－4と“いく”の文：X20＝35．16，df＝2，

P＜．001。P－4と“くる”の文：X20ニ48．21，df＝2，

P＜．001。

　（2）絵によって，’“太郎”の視点にたった表現を適切

とする，又は，“次郎”の視点にたった表現を不適切と

する判断に差があるかどうかを比べてみる。これらのう

ちどちらかの判断を示した児童の反応には2点，逆の反

応，即ち，　“太郎”の視点にたつ表現を不適切，又は，

“次郎”の視点にたつ表現を適切とした反応には0点，

どちらともいえない，又は，わからないとした反応には

1点を与え，その合計点を各絵と文の組み合せごとに算

出した。その数値について分散分析をした結果が表2と

3にあらわされている。表2から，8対の組み合せの間

に，表3から，4種類の絵の間に，有意な差がないこと

がわかる。しかし，ともに個人差がみられた。

　（3）文の表現上の“いく”と“くる”についてその差

をみてみる。表1の結果から，適切，不適切，そしてど

ちらともいえないとする判断者の人数の比はそれぞれ，一

79人対80人，69人対72人，12人対8人であった。CRテ

　　　　　　　　視点の言語心理学的研究

P－1とP－3の分析結果を　　　　表2 文と絵の組み合せの分散分析（6年生）

要因
文一絵

個体差

誤　差

平方和　自由度　平均平方　F P
0．8875　　　　　7　　　　0．1268　　0．501

47．3875　　　　39　　　　1．215　　　4．802

69．1125　　　273　　　　0．253

P＜．01

全体111名3875319

表3　絵の種類の分散分析（6年生）

要　因

　絵

個体差

誤　差

全体

平方和　自由度平均平方　　F P

o・875　3　Q・292　0・352
95．975　　　　39　　　　2．461　　　2．965

97．125　　　117　　　　0．830

P＜．05

193』975　159

ストの結果，すべて有意な差はなかった（それぞれ，C

R＝0．079，CRニ0．253，CR＝0．671）o

　以上（1）～（3）の結果から，次のことがいえる。小学校の

6年生は，絵の中のどの人物（観察者としての自身の視

野と一致する場合も，対立する場合も）の視点にも観念

的にたつことができ，直接話法の形式をとる表現では，

その話し手である地文の主語の指示する人物ではなく，

会話文の主語（経験者格）の指示する人物の視点にたっ

て事件を描いている文が正しく，わかりやすい表現であ

ると判断している。

　個人の反応パターン分析（方略）

　“太郎”の視点にたっての表現が，常に絵の内容を正

しく，わかりやすく伝えるとの判断（同時に，“次郎”

の視点にたつと不適切になるという判断）をしている児

童の示した反応パターンを会話文主語型と称する6

　（1）8対の絵一文組み合せについて，すべて会話文主

語型を示した児童数。男・＝9人（9／20＝45％），女＝13

人（13／20・＝65％），計22人（22／40ニ55％）。性差はなか

った。CR＝1．271（N．S。）。

　（2）それ以外。男・＝11人（11／20＝55％），女＝7人

（7／20ニ35％）。計18人（18／40ニ45％）。この18人を，

会話文主語型の反応数によって分類すると，表4のよう
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表4　反応パターンの分布

読書科学

7／8　6／8　4／8　3／8　1／8　合計

男副2 6 1 1 1　　11人

女副 31 1 1 2 0 7人

合計 5 7 2 3 1　　18人

（注）7／8：絵一文8対の組み合せ中7対に会話主

　　語型の反応

な結果となった。

　（a〉この結果の内容を少し詳しくみてみる。表4の中

で，7／8（8対の組み合せのうち7対に会話文主語型を

示した児童）の5人中，男2人，女2人はどちらともい

えない，又は，わからない反応を示したものである。

従って会話文主語型である。他の1人は，P－4の“い

く”を適切な文と判断したものである。

　（b）同様に，6／8の男6人のうち3人と，4／8の男，1人

は，特定の絵についてだけ“次郎”の視点にたった文を

適切で，“太郎”の視点にたった文を不適切と判断した

児童である。それらの絵は，P－1（3），P－2（1），

P－4（1）（（　）は度数）であった。

　（c）6／8のうち，男2人，女1人，計3人は，2反応と

もどちらともいえないとする反応を示したもので，会話

主語型といえよう。残り1人は，一方の反応で“次郎”

型を示したものである。

　（d）4／8，3／8の合計4人は，“太郎”型（会話文主語

型）と“次郎”型，そして，どちらともいえないという

反応がいりまじり，反応に明確な一貫性のみられぬ型に

属する児童である。

　（e）注目すべきは，i／8と“次郎”型の反応を示した男

児である。彼は，P－1の“いく”で会話文主語型，P

－1の“くる”でどちらともいえない反応をした他はす

べて，地文の主語である“次郎”の視点にたって文の判

断をおこなっている。

　なお，どちらともいえない，又は，わからないと判断

した数は合計20（20／320＝6。25％）であり，会話文主語

型の方略からすると，○印をつけるべきところをどちら

第25巻第3号

ともいえないにした数と，×印とすべきものをどちらと

もいえない反応にした反応の数の比は6：14（＝3：7）

であり，有意な差にはとどかない（C　Rニ1．565）。

　以上の個人の反応パターンの分析から次のことがわか

った。絵の種類によって影響されることなく，ほぼ会話

文主語型を示す児童が圧倒的に多く，31人（77・5％）に

およぶ。残り9人中，4人は特定の絵についてだけ，地

文の主語型を示し，1人は地文の主語型に属し，他の4

人は多少とも混乱した反応パターンを示すものである。

性差では女子の方が会話文主語型を多く示す傾向がみら

れた。

　6年生の結果のまとめ：上記の結果から，小学校6年

生は最低でも80％（32人／40人）以上の児童が，地の文

の話者である“次郎”の言った内容を直接引用の形で表

現する時には，猫の動きを“次郎”の視点からではな

く，引用される文内の主語（経験主体）である人物の視

点にたって描くべきであると判断していることになる。

これは1いいかえると，話者は他者の知覚内容を直接引

用の形式で表出する時，自らの視点を離れ，その発話の

内の経験者の視点に移行し，その視点から事柄を描出す

るのが正しい表現法であると考えていることになる。

方　法

追加実験

　1．　被験者　小学校2年生，男18人，女17人，計35

人。

　2．　2年生の場合，実験者が文を読みあげながら進め

た点を除くと，6年生と方法はすべて同じである。

結　果

　（1）文一絵の組み合せ，および絵の比較。

　表5は，文一絵の組み合せ別，性別に，○，x，△の

反応数を人数によって示したものである。この表におい

て，会話文の主語（主格主題）の指示する人物の視点に

たって判断を下した場合の反応には2点，反対（地文の

一100一
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視点の言語心理学的研究

表5　文一絵の組み合せ，性別の反応（2年生）　　（測度：人数）

反応
絵

（

男子（○）

　（×）

　（△）

士

女子（○）

　（×）

　（△）

合計（○）

　（×）

　（△）

P－1「

行　　来

14

2
2

4
9
5

12

0
5

3
9
5

』26　　　7

2　　18

7　　10

P－2

行　　来

13

2
3

6
8
4

15　　　1
0　　13

2　　　3

28　　　7
2　　21

5　　　7

P－3

行　　来

6
10

2

12

4
2

3
10

4

13

1
3

9
20

6

25

5
5

P－4

行　　来

7　　11

5　　　4

6　　　3

3　　14

12　　　1
2　　　2

10　　25
17　　　5
8　　　5

合　計

行　　来

40　　33
’19　　25

　13　　14

33　　31

22　　24
13　　13

73　　64
41　　49
26　　27

合計

73

44

27

64

46

26

137

90

53

主語の指示する人物の視点）には0点，そしてどちらと

もいえない，又は，わからない（△印）としたものには

1点を与え，各文一絵の組み合せごとに合計値および平

均値を算出した。

（a）8種類の文一絵の組み合せの比較：分散分析の結果

が表6に示されている。主要因の組み合せ，および個体

差ともに1％水準の有意な差がえられた。

（b）4種類の絵についての比較：同様に表7に結果が示

されている。絵の間で有意な差はない。個体差は有意な

水準に達している。

（2）視点人物（視点の移行対象）

文一絵の組み合せ別に，合計人数を見ていくと，ほぽ

会話文主語型の反応をしていることがわかる。

（a）まず，それぞれの文一絵の組み合せについて，○，

×，△の人数をX2テストによって比較した。P－2と

P－3の絵では“いく”の文も“くる”の文もともに有

意な差がえられた（P－2：いく：X2＝34．684，dfニ

2，P＜．001，P－2：くる：X2＝11．2，df＝2，P＜

．01，P－3：いく：X2＝9．314，　df＝2，　P＜．01，P

－3：くる：X2＝22．856，df＝2，P＜．001）。P－1と

P－4の絵の場合，組み合せた文によって結果に違いが

みられた。P－1の場合，“いぐ’の文では有意な差が

えられた（X2ニ27．485，df＝2，P＜。001）が，“くる”

文では，有意な差にいたらなかった（X2＝5．543，df＝：

表6　文と絵の組み合せの分散分析（2年生）

要因1
文一絵

個体差

誤差

全体

平方和　自由度平均平方　　F　　P

9．368

57．2

97．257

7　　1。338　3．271　P＜．01

34　　1．682　4．112　P＜．01

238　0．409

163．825　　　279

表7　絵の種類の分散分析（2年生）

要因i 平方和　自由度平均平方　　F　　P

絵　　 2．65

個体差　　114．4

誤差．139．6

全体

30．8830．645
34　　3．365　2．458　P＜．01

102　　　　1．369

256、65　　　139

2，N．S．）。　しかし，○と×の反応について，その人

数の比をCRテストで比較すると，かろうじて有意な差

になった（C　R・＝2，P＜．05）。P－4の絵の場合，P

－1とは逆に，“くる”文では差が有意な水準に達して

いる（X2＝22．856，df＝2，P＜。001）のに，“いく”文

のほうが達していなかった（X2＝3．828，df＝2，N．

S．）。CRテストでもx印が○印より有意に多いとはい

えなかった（CR＝1．155，N．S．）。

以上，P－2とP－3の絵では3種類の反応数におい

て，文型にかかわりなく有意な差がえられた。しかし，

P－1とP－4の絵では，組み合せた文によって異な

一101一



　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

り，それぞれ“くる”，“いく”で有意な差には達しなか

った，とはいえ，全体を通じて，会話文内の主語（主格

主題一経験者）の指示する人物への視点の移行を正しい

ものと判断している児童が多いといえる。

　（b）まず，（a）の結果で有意差のなかったP－1の“くる”

とP一一4の“いく“についてみてみる◎前者では男，女

とも有意な差はなかった（それぞれ，X2＝2．333，df＝

2，X2＝3．294）。が，後者では，男子で有意な差に達

しなかった（X2＝0．333，df＝2）ものの，女子では×印

の人数が○印より有意に多かった（X2＝10．705，df＝2，

P＜．01）。

　さて，男女別に人数比を検討していく。その他の組み

合せについて，男子で有意な差に達しなかったものは，

P－2の“くる”とP－3の“いく”という組み合せで

ある（それぞれX2＝1．333，df＝2，X2＝5．333，df＝

2）。これらの組み合せでは，○と×の人数でも有意な差

はなかった（それぞれ，CR＝0．267，CR＝0。75）。次

に，女子について。有意な差に達しなかったのは，P－

3の“いく”文だけであった（X2＝5．059，df＝2）。○

と×の人数の差も有意ではなかった（C　R＝1。664）。な

お，有意な差のえられた組み合せについても，その結果

を記しておく。男：P－1の“いく”：X2＝16，df＝2，

P＜．001，P－2の“いく”：X2＝12．333，df＝2，P

＜．01，P－3の“くる”：X2＝9．333，df＝2，P＜。01，

P－4の“くる”：X2＝6．233，df＝2，P＜．05，女：

P－1の“いく”：X2＝12．823，df＝2，P＜．01，P－

2の“いく”・・X2＝23．410，df＝2，P＜．01，P－2の

“くる”：X2＝14．587，df＝2，P＜．001，P－3の“く

る”：X2ニ14．587，df＝2，P＜．001，P－4の“くる”二

X2ニ18．470，dfニ2，P＜．0010

　（3）○と×の反応比および“いく”と“くる”の比較

　表5の合計を見てみると，会話文主語型の反応方略を

とっている児童（例えば，P－1の絵の“いく”では○

印，“くる”では×印）の人数が絵によって組織的に変

化していることがわかる。この変化を分析するために，

絵および文の種類別に，会話文主語型の反応を示した児

第25巻第3号

　％

　　　　O行く30100
　　　　●行く：×

90

80

70

c／

ロ来る：○

■来る：×

60

50

40

z
P　－1　P　－2　P　－3』P　－4 』平均

図2　絵一文の組合せ，反応カテゴリー別の反応率

童の全児童に対する割合を図示した（図2参照）。図中の

○および×印は，会話文型の方略を適用した場合に出現

すべき反応である。図3から“いく”，“くる”両文型と

も○印をつけるべき場合の方が×印をつけるべき場合3～

り，反応率の高いことがわかる。デザイン上，交互作用

をとらず，“いく”，“くる”という文型別に，4種類の

絵の間の差をコクランのQテストで比較してみた。その

結果，“いく”の文では，有意な差がえられた（X2ニ

11．25，df＝3，P＜．03）が“くる”の文では差がなか

った（X2＝5．416，df・＝3）。次に，有意差のあった“い

く”の文の4種類の絵の反応率について，対比較をおこ

なった。ただし，△印（どちらともいえない又はわから

ないという反応）は会話文主語型には含めない。有意差

のえられた組み合せは，P－1とP－4，P－2とP一一

3，P－2とP－4（それぞれ，X2ニ4．263，df＝1，

P＜・05，X2＝5・、333，df＝1，P〈・05，X2『7・118，df

ニ1，P＜．01）であった。対して，有意差のえられなか

ったものはP一，1とP－2，P－1とP－3，そしてP

－3とP－4の組み合せであった（それぞれ，X2＝

0．333，df＝1，X2＝2．25，df＝1，X2＝0．818，df＝1）。

以上の結果は，単に○か×かの反応に依るものではな

く，絵の種類との複雑な相互作用を暗示するものといえ

一102一

～



ぐ

視点の言語心理学的研究

るが，ここではこれ以上触れない。なお“いく”と“く

る”を無視した場合の○印の反応率は74．3％，×印は

54．3％であり，その差は20％（平均7人：各絵の差の範

囲は14．3～22．9％，人数測度では5～8）であった。

　2年生の結果のまとめ　（1）4種類の絵の間では有意な

差はなかったが，文一絵の組み合せ8種類の間では有意

な差がみられた。（2）詳しくみてみると，P－1の絵と，

“くる”の組み合せ，P－4の絵と“いく”の組み合せ

において，3種類の反応カテゴリー間に有意な差がなか

った。それ以外の組み合せとP－2，P－3の絵につい

てはすべて会話文主語型の反応が確認された。（3）“い

く”，“くる”に関わりなく，会話文主語型の方略からみ

て，○印をつけるべき場合と×印をつけるべき場合で差

がみられた。ただし，“くる”は有意差なし。（4）反応パ

ターンの分析でも，会話文主語型に属すると判断される

児童が77％におよび，対照的に，地文の主語型に属する

のは5．7％にすぎなかった。

　以上の結果から，2年生でも70％以上の児童が，話者

はその視点を会話文の経験者として表現する人物に移行

させて文を生成するのが正しいと考えていることがわか

る。ここでは，上記のまとめのうち，特に（2）の結果につ

いて考察を加えていきたい。

　絵別に，3種類の反応カテゴリー（○，×，△）と2

種類の反応カテゴリー，それぞれにおいて有意な差のえ

られなかった組み合せを整理してみる。P－1：“くる”：

男，女および合計のX2テスト，男，女のC　Rテスト。

P－2：“くる”：男のX2テスト，男のCRテスト。P

－3：“いく”：男，女のX2テスト，男のCRテスト。

P－4：“いく”：男，合計のX2テスト，男，合計のC　R

テスト。P－4：“くる”：男のC　Rテスト。これら有意

差のえられなかった組み合せに共通する点は，P－4の

“くる”を除くと，すべて会話文主語型の反応方略から

すると×印をつけるべき組み合せであるということであ

る。つまり，』文が絵の内容を正しく伝えていない，とい

う判断を下すのにためらいがみられるということであ

る。いいかえると，話者“次郎”の視点にたった表現も

間違いとはいえないという判断を下していることにな

る。それに加えて，被験者である児童にはあらかじめ，

明確な判定規準とでもいうべきものがあたえられていな

いために，視点人物を変更させてみて，なんとか意味の

通じる方向を捜し求める努力が産み出した結果といえ

る。

考察と結果

　これまでの結果から2年生，6年生ともに，地文の主

語によって指示される話者は会話文の主語により指示さ

れる経験者の視点にたってその表現を生成するという判

断を下していることがわかった。ここでは，そうした判

断の心理メカニズムについてのモデルを提出する。

　さて，実験で提示された文を分析すると，“次郎”は

地文の主語であり，意味論的には伝達の動詞“いう”の

動作者であり，伝達理論的にみれば“話者”である。そ

して，その“いった”内容が“太郎”を主語（主格主題）

とする発話として直接引用の形式で表現されている。

“太郎”は，引用文の中にあって，　“猫の動き（犬も）”

をながめる（動詞“見る”によって表現されている）人

物であり，意味論的には経験者（格）である。このよう

に，言語表現上は“次郎”と“太郎“の役割が明確に区

別されている。しかし，呈示される絵をみてみると，各

々の絵によって“猫”の動く方向と“次郎（又は太郎）”

のいる位置（被験者からみて手前又は奥）は異なるが，

“次郎”も“太郎”もともに事件の直接の目撃者として

描かれており，その意味で区別はされていない。即ち，

“次郎”の視点にたった表現も“太郎”の視点にたった

表現も等しく可能なはずである。

　ところが，結果をみてみると，“次郎”の視点にたつ

ことを要求される絵一文の組み合せはおおむね不適切な

ものとして拒否された。では，何故，地文の主語であり

会話文の話者である“次郎”の視点にたった表現は適切

ではないのか？　この問題を，課題を処理する過程の分

析および視点の一貫性の原理という2つの側面から追求

してみる。
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　（1）　さて，被験者である児童が文と絵を比較照応し，

適切，不適切の判断をする際，その判断の決定において

文と絵が等価な役割を果しているわけではない。絵は多

義的なものであり，その意味（見方）の決定は，観察者

各自が持ち込む方略（枠組）に依存しているといえる。

即ち，その方略（枠組）によって，絵の内容の切り取り

方が決定されるのである。この課題において，少なくと

もその方略を誘導する役割を果しているのが対呈示され

た文である。文は，そのもつ独自の情報と構造によって

絵の内容をいったん分節し，ついで統合し，絵の内容を

なしている各要素の役割と意味とを決定する役割を果

す。

　課題に即して具体的にみていこう。児童が文を読み，

その指示する事物を逐一一，絵の中に捜し求める心理的な

過程は次のように進行するであろう。（1）r次郎がいいま

した，……」の部分をよみ，絵の中の“次郎”を捜し，

その位置を“太郎”，“猫”との関係でおさえ，その人物

に次に書いてあることの話者であるとの役割（意味づけ）

をあたえる。（2）次に，直接話法の表現内容によみを進め

る。即ち，r“太郎は猫がにげていく（くる）のを見てい

る”」の部分をよみ，“猫”の動きを“見ている”経験主

体である“太郎”を同定し，ついで，その人物“太郎”

に自らの視点を移行させて，その知覚内容をなす“猫”

の動きをながめる。そして，その動きが自分の視点でも

ある“太郎”に向かってくるものであり，文表現が“く

る”なら適切との判断を，　“いく”なら不適切との判断

を下すのであろう（逆も同様）。図1を参照。

　さて，問題は，この時点で，又はその後でも，“次郎”

も絵の中では事件の一方の目撃者でもあるのに，その目

撃者としての“次郎”の存在が無視される，又は“次郎”

への児童の視点の移行がなされないことにある。文の上

でも，　“次郎”は会話文の話者であり，その意味で会話

文全体を貫いてその存在が，たとえ影のようではあって

も，認められる存在である。又，絵の上でも“太郎”と

等しく事件の観察者でもある。しかるに，“次郎”の視

点に立つ表現は不適切として，しりぞけられた。このこ

第25巻第3号

とは上の（1）（2）の分析の過程をふまえた次のようなよみの

心理過程を想定することによって説明される。

　まず，引用文の話者“次郎”における視点の移行を考

える必要がある。引用文の中で猫の動きを“見ている”

と表現されている経験主体は“太郎”である。第3者の

感覚・知覚内容を表現するときに，話者はその経験者の

視点に一時的にでもたつ必要がある。なぜなら，他者の

経験内容は，本人の報告によるか，話者の行動観察にも

とづく推理によらなければ知るよしがないからである。

これらの場合，それにふさわしい言語表現をともなうの

が普通である。それ以外は，話者がその経験者に自分の

視点を移して，一時的にその人物になりきって事件をな

がめるという観念的な運動を必要とするのである（三浦

1976）。“次郎”は一時的に“太郎”の視点にたって，猫

の動きをながめ，その動きの方向にあった表現（“いく”

又は“くる”）を選択し，それをそのまま“太郎”の経験

内容として言語的に表現する。そのように，話者である

次郎が表現しているのである。

　さて，今度は読み手である児童の側から考えてみる。

文の読みの過程とは，基本的に，話者（書き手）の体験

の言語を媒介にした追体験であると考えられる。読み手

は話者に同一視して話者が言語表現を通じて創り出した

世界へと入っていき，話者の体験をまるで自分が当事者

であるかのように再現し，体験する。このことは視点の

移行についてもいえるであろう。さきほど述べたよう

に，話者である“次郎”の視点は，自分から離れて会話

文の主語であり，動詞“見る”の経験者格たる“太郎”

に移行し，それに同一視して猫の動きをながめる。児童

の読みも，その視点の移動を主体的に再現することによ

ってなされる。即ち，児童は，最初話者である“次郎”

にその視点を移し，“次郎”とともに，その言語表現に

よって生みだされた世界に移動し，そこでの経験主体で

ある“太郎”の視点にたって事件をながめる。“次郎”

の表現の意図が“太郎”の経験内容である場合，読み手

の追跡も，“太郎”の視点から事件をながめればことた

りる。　（図3を参照）
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　この過程を文による絵の分節化の過程としてみてみよ

う。上述した（1），（2）の過程をたどる時，その結果として

絵は二重の構造を有するものとして知覚される。一つ

は，話者としての“次郎”のいる絵（世界）であり，も

う一つはその“次郎”の存在が意識の背後に隠れ，その

表現した内容（猫，太郎）しか存在しない絵（世界）で

ある。児童は話者である“次郎”を通じて，その表現内

容の世界に入り込む。そして，話者の支配をまぬがれ

る。すると，その世界で，児童が自分の視点を移行させ

て，猫の動き（という事件）をながめられる資格を有す

るのは“太郎”に限られてくる。そこで児童は，“太郎”

に同一視して，事件をながめるのである。この“太郎”

は話者である“次郎”がその表現内容の経験主体（統語

論的には，主格主題又はいわゆる主語でもある点に注

意）として誰定した人物である（図4参照）。　視点の移

行は，話者を通じて，話者が言語的に創り出した世界の

中の経験者へと向かう。そして，話者のいる世界と話者

の創り出した世界は，児童において意識内で明確に区別

され，特別に話者の存在を自覚させる表現がない限り，

話者の視点にもどって両世界の境界を無視した判断がな

されることはないのであろう。

　何故，“次郎”の視点にもどった表現を適切な文と判

定しないのかという問題には，上記の答に加えて，それ

を補足する形で，課題の要求をどのようにしてみたすか

という，児童の採用する方略からの考察がある。文を読

みすすめ，絵を分節化し，視点を“次郎”から“太郎”

に移行さ・せる。そして“太郎”の視点から猫の動きをな

がめる。この時点で文の適・不適に関する判定は可能で

あり，課題の要求を充すことができるのである。言語的

　　．．－〆一’”．．・！／　／一一＼s憲諏
　ドノ　　　　　　　　コずロ　　　　　　ノロノ　　　　　　　　　　　　　　ヤ
〆　　　　、／　　　　〆　　　　　　　　事、

㊥　次郎　響　　勢

　　　　　　　　　　　　　　　　　作者　の世界

　　　　　　　　　　図3

ささえもないのにわざわざ絵の中の“次郎”に視点をも

どして，そこから猫の動きをながめ，判定する必要はな

いのである。　“次郎”と“太郎”の視点の対立関係に気

づいていてもo

　さて，最後に読み手の視点の移行において，文の主語

（主格主題）の指示する人物の果す役割について触れた

い。文の主語の指示する人物が，話者によって特にある

事象の経験主体（動詞として，感覚・知覚動詞，心理動

詞，などをとる時）として表現されるとき，その人物は

読者が，話者が言語的に対象化してつくりだした世界を

追体験する際の，いわゆる視点人物になるということで

ある。読者は，その人物に自弓の分身を託し，その人物

になりきって，その人物とともに展開される出来事をな

がめるのである。視点の問題は追体験の一面をとらえて

いるにすぎない。

　この問題については，さらにふれるべき多くの課題が

あるが，参考に挙げる程度にとどめよう。1つは，構文

上の代表としての受身文と語彙では“くれる”（“あげ

る”に対して）などが，通常主語によって指示される動

作者（主格）から話者の視点をはずすことに用いられて

いる事実である（著者はそう考えている）。　このことの

飼

　　O　　汰

押
o

o
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＼
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　　　　図4　文による絵の分節化の過程
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　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

説明には文間における視点の一貫性の保持という技法の

導入が必要であろう。

　もう1つは主話の指示するものが人間でない場合の読

みの問題である。これは一面に，いわゆる擬人化の問題

を含んでいる。一例をあげよう。　“猫が殺される太郎の

その死の瞬間をじっと見つめていた”言語は人間中心の

世界である（安井，1978）ので，経験主体が人間から動

物，植物，そして無生物（最後には，空間そのもの，い

や無さえ）と下るにしたがって特殊な読みの効果が期待

され，同時に児童の場合，その設定された経験主体へ自

分の視点を移行させることがむずかしくなることも容易

に想旨に想像されよう。

　（2）次に，結果の説明を，久野（1978），安井（1978）

の提唱する文内における視点の一貫性の原理からおこな

ってみる。

　この原理は，話者は1つの文内において，その視点人

物を変えてはいけない，という規則として簡単に述べる

ことができる。例文を著者のおこなった調査から引用し

て説明する（原文は柴谷（1978）による）。“太郎は自分

の家に花子がいくと聞いてソワソワしている”。　この文

は視点の一貫性の原理に違反している。再帰代名詞“自

分”はその同一指示する人物（主語の太郎）を視点人物

にするよう働く。従って，話者は“太郎”を自分の視点

人物にし，この人物によって花子の行動をみつめるよう

文を生成している。しかし，文内の動作“いく”の動作

者は“花子”であり，これによって話者の視点は“花子”

におかれる。従って，文全体を通じて，話者の設定した

視点人物が2人おり，対立する。この文は小学校の6年

生でも大多数がいい文ではないとの判断を下している

　（鈴木1980）。つまり，非文法的な文ではないが，受容

されない文（unacceptable　sentence）になってしまうの

である。

　さて，実験の課題では，会話文の話者である“次郎”

は，絵内で“太郎”と対立する視点をもつ視点人物の候

補者である。対立する位置にいなければ問題は生じな

い。つまり，読者は話者“次郎”を会話文内の主語‘1太

第25巻第3号

郎”と同じ位置にたたせ，“太郎”によりそうようにし

て彼と同じ方向をみている人物として位置づけるからで

ある（又は，第3人称的客観の視点，傭瞳的視点におく）。

しかし，用いた課題で，両者は対立する位置にたってお

り，そのような解決は不可能である。例えば，P－1の

絵では，“次郎”の視点からみると，猫の動きは“くる”

となり，“太郎”の視点にたつと“いく”となって対立

する。絵において“太郎”と“次郎”は視点人物の候補

者として対等なのである。

　さて，対にして呈示された文のほうをみてみる。この

文は久野（1978）の分析法によると，まず，文全体の話

者（二作者）がおり，文内にはいって，会話文の話者と

して表現されている“次郎”，　そして，その“次郎”に

よって会話文内の出来事の経験者として設定されている

“太郎”がいることになる。つまり，三重の構造をなし

ているわけである。久野の分析では，通常，ここでいっ

ている作者（＝話者）と“太郎”の関係が問題にされて

いるだけであるが，ここでP－1の絵と“くる”の文と

の組み合せを適切なものであるとする児童の判断を考え

てみる。絵を見てみると，“くる”という表現は“次郎”

の視点にたって初めて可能となる。すなわち，この表現

は“次郎”の視点よりの記述であることになる。しかし

猫の動きを“見ている”と言語的に表現されているのは

　“太郎”であり，その話者“次郎”は（久野，大江によ

ると）“太郎”への視点移行を促がされる。移行すると，

猫の動きは“いく”と記述すべきものとなり，ここに対

立が出現する。即ち，視点人物が動詞“見る”では“太

郎”に，動詞“くる”では“次郎”となり，一貫性が破

られる。この実験の結果は，6年生の大多数の者がこの

視点の一貫性の原理を習得していることを証明している

ことになる。

　ここで注目すべきことは，久野の分析でいう話者とそ

の視点人物との関係，大江のいう話者とその文内の経験

者への視点の移行という原理が，文内における話者とそ

の発話内の経験者という関係にもあてはまることであ

る。この実験では発話が直接話法の形式で表現されてい
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るが，直接話法と間接話法の区別されない日本語では間

接話法の表現にもあてはまるものと思われる。

要約

　絵一文照応課題によって，視点の移行についての児童

の判断を検討した。文は，いわゆる直接話法の形をと

り，会話文とその話者を記述した地の文とから構成され

ている。絵は会話文の主語によって指示される人物（動

詞“見る”の経験者）と地文の主語により指示される人

物（動詞“いう”の行為者，すなわち文内で話者となる）

が，猫（とそれを追いかける犬）をはさんで向き合うよ

うに描いてある。絵はさらに，地文の主語の指示する人

物が被験者からみて手前にいるものと奥にいるものにわ

かれている。それに，猫の動きを“いく”又は“くる”

で表現した文を組み合せ，それら各組み合せについて，

文が絵の内容を正しく描出しているかどうかを判定させ

た。結果として，6年生，2年生ともに，地文の示す人

物（話者）ではなく，その発話の内容である会話文の主

語の指示する人物の視点にたって事態（猫の動き）を表

現している組み合せを正しい表現としてうけいれること

がわかった。そのさい，人物の位置は無関係であった。

他に，個人差も有意であった。2年生では，特に正しい

という判定をする場合と正しくないとの判定をする場合・

で，量的な差がみられた。得られた結果を，三浦（1976）

の“観念的な自己の分裂”と安井（1978）久野（1978）

の提唱する視点の一貫性の原理とから考察した。
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SUMMARY
　This　study　in『vestigated　the　nature　of　perspective・

choices　in　direct　discourse．Primary　school　chi1・

dren，2nd　and6th　graders，were　presented　sentence・

pict皿e　combinations　and　asked　to　judge　the　appro・

priateness　of　the　sentence　in　describing　the　picture．

The　sentence　consisted　of　a　descriptive　part　and　a

narrative　part．　The　predicates　of　each　were“said”

and“is　watching”respectively．　The　Japanese　origi・

nal　sentence　was：Taro　ga　iimashita，“Jiro　wa　neko

ga　nigete・iku（kuru）no　o　miteiru．”　The　two　per－

sons　referred　to　in　the　sentence　were　standing　on

different　sides　of　the　pictnre　and　both　were　watch．

ing　a　cat　running　away　from　a　dog。The　purpose

of　the　question　was　to　determine　whether　the　chi1－

dren　would　choose　the　perspective　of　the　narrative

speaker　or　of　the　person　re：ferred　to　in　the　subject

position　of　the　narrative．

　The2nd　and6th　grade　children　judged　the　sen・

tence　to　be　appropriate　when　it　described　the　move－

ment　of　the　cat　from　the　perspective　of　the　person

referred　to　in　the　subject　position　of　the　narrative．

Two　explanations　for　this　result　are　offered，one　is

based　on　the　notion　of“Ideal　Separation　of　Ego”，

identi丘ed　by　Tsutomu　miura，and　the　other　on　the

principle　of“Coherency　of　Empathy”，identi6ed　by

Susumu　Kuno．
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認知心理学における内観法の利用価値帯

筑波大学　田　中 敏来来

はじめに

　内観法とは，個人の心的状態あるいは心的過程につい

て，その人自身の言語報告によってデータを獲得する方

法である。周知のとおり，この方法は心理学史において

数奇な運命をたどっている。すなわち内観法は，19世紀

末葉，［個別科学としての心理学の標榜のもとに体系的に

導入されたにもかかわらず，20世紀前半やはり科学の名

において，てのひらを返すように一一掃されたのである。

なるほど，主観的な自己観察がとても信頼するに足る科

学的データとなりえない，ということは直感的にわか

る。だが，はたしてすべての研究者がそう考えたのだろ

うか6科学の研究法として，内観法には顧みる一片の価

値もなかったのだろうか。

　ここで注意すべきことは，内観法の歴史的排斥が，当

時の思想的趨勢において，rかくれた（covert）意識」

からr観察可能な（observable）行動」へという研究対

象の変更と同時進行したことであり，そしてその経過を

へることによってr内観（introspection）」という用語

と同様にまたr意識（consciousness）」という用語もい

っしよに歴史的遺物とされたこと，である。すなわち，

1930年代ソビエト心理学界に吹き荒れたr意識との闘争

（battle　for　consciousness）」（Bruner，1962）と同様，

内観法の排斥にも，たぷんにイデオロジカルな時代精神

の交代にともなう急進さが，感じられるのである。そこ

に，『主義主張のためではなく，科学のための本質的な討

論が欠けていなかっただろうか。

　今日，われわれは認知心理学のめざましい興隆をまの

あたりにしている。この背景に，心理的主体のありかた

にたいする，現代の研究者の強い関心がはたらいている一

ことは否めない。その意味で，かつて意識とともに性急

に見限られた内観法に，なにか果たすべき役割はないで

あろうか。もちろんわれわれは，昔ながらのr意識」を

再現するつもりはまったくないし，また古典的内観法を

復興しようとも思わない。それどころかむしろ，内観法

は今後ともけっして心理学の方法の主流とはならないだ

ろうことを，確信する。とはいえ，もしも，実際に全体

の行動文脈のなかで有意味にはたらいている心的過程か

ら，直接データを得ることができたら，たとえその価値

が副次的だとしても有益な知見がもたらされることはま

ちがいない。ここに，本稿が以下に議論を展開する理由

がある。

　本稿の構成を述べると，まず最初に，現代の認知心理

学の現状が概観され，それに照らして内観法の利用にと

もなう問題が提出される。次に，内観法の歴史が省みら

れ，激しい排斥の渦中にあっても内観法自体はその利用

価値を失わなかったことが，あきらかにされる。そして

最後に，内観法をめぐる現代の活発な論争がとりあげら

れ，その利用可能性が検討される。

＊Using　the　introspective　method　in　cognitive　psy－

　chology．

＊＊TANAKA，Satoshi（University　of　Tsukuba）
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認知心理学の現状と内観法の問題

　いわゆる認知心理学と称される研究分野の存在は，今

日すでに，疑いえない実質的勢力を擁している。研究者

は，人間の観察可能な行動と同様に，その決定要因ある

いは媒介要因としての心的過程にも，言及しなければな
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らない必要性を感じている。たとえば，記憶研究では，

r処理の深さ」やr知識の表象」などが話題とされ，多

様な情報処理と有意味な知識構造への関心の高まりとと

もに，r人間情報処理の研究は，人間の研究になりつつ

ある」（Norman，1976，邦訳P．8）。また心理言語学で

は，言語的実体ではなく，言語使用者にかんする，心理

学プロパーの理論の必要性が，痛切に感じられている

（H6rmann，1976）。さらに知覚研究においてすら，すで

にF．H．Allportが1950年代に，これまで扱われてきた

意味概念の不毛性を嘆いている（金子，1980）（1）。

　しかし，新たな時代精神の芽生えを象徴するような認

知心理学の輝かしい台頭とは裏腹に，早くもその前途に

一抹の不安が影を落としていることもまた事実である。

その現状の明暗にかんして，Neisser（1976）は，次のよ

うな適確な記述をおこなっている：

　状況はこの数年間で根本的に変わってきている。……かつて

　は動物行動についての論文でほとんど占められていた専門雑

　誌は，今や，認知の実験報告によって埋められ，そして，新

　しい雑誌が次から次へと発刊されつつある。たとえば，

　Cognitive　Psychology，Cognition，Memory　and　Cog・

　nition，PerceptionandPsychophysicsなどである。認

　知の研究に対しては研究費をとることが容易になり，また，

　ほとんどすべての大学は今や認知に関する研究室を持ってい

　る。（邦訳p．5）

ところがその一方：

　生態学的妥当性を欠いた，文化に注意をはらわない，さら

　に，日常生活の中で起こっている知覚や記憶のある種の重要

　な特徴を見過ごしてすらいるような心理学は，狭くて，興味

　のない特殊な分野となってしまう可能性がある。このような

　ことがすでに起こりつつある兆しが見られる。新しい手法の

　増加はもはや刺激とはならないで，むしろ，うんざりさせる

　ものにすらなってきている。アラン・ニューウェル（Allan

　Newel1）は最近の論文の中で，現在関心を引いている59も

　の実験的パラダイムを表に示している（2）。このような研究

　がさらに生みだされること，そして1これ以上に手法が発達

　することが，果してわれわれを少しでも賢くするかどうかに

　ついて明らかに疑いの目を彼は向けている。、（邦訳p．7）

Neisserによれば，認知の研究はもっと現実的に方向づ

けられなければならず，（a）目的的活動，（b）人と環境との

適応的関係，（c）発達的変化，（d）人間性，がもっと十分に

考慮されるべきである，ということである。もちろん，

このような有意味な心理的過程に焦点をあわせた問題論

にたいしては，異議のないところである。

　しかし他方で，われわれはまた，行動主義の方法論的

洗礼を受けている。すなわち行動主義は，環境的変数の

操作の明瞭性によって客観性が保証されることを，われ

われに教えたのである。この精神は，r健康的であった

が，その結果は良性のものばかりではなかった」（Lie・

beman，1979，P．319）。すなわち，操作しにくい生態

的変数は，忌避されがちであった。しかしながら，いま

やその反動は，前述した認知心理学への新しい要求とし

て発現しつつあるのである。

　かくして現在われわれは，現代の認知心理学の問題論

的提言と，前時代の行動主義の方法論的影響との間に立

っている。これはある意味でジレンマであり，矛盾的対

立である。なぜなら，一方で外的行動から内的心理過程

への研究の焦点の移行が叫ばれているのにたいして，他

方では内的状態から外的変数への操作対象の移行が求め

られているからである。

　ところで，このような矛盾的対立のなかにこそ，われ

われを内観法の今日の利用に志向させる原動力があり，

かつためらわせる抑止力があるのである。すなわち，内

観法は，心的過程に直接接近するため，認知心理学の問

題論的要請に適合するようにみえるが，しかし主観的で

それ自体複雑な言語過程であるため，その信頼性の点で

行動主義の厳しい方法論的要請を満足しないように思わ

れるのである。では，過去行動主義の全盛期に内観法の

利用は，まったくおこなわれなかったか。この答えは，

否である。次節では，この否定的解答の確認をおこなう

が，それによって内観法の利用価値が使い方しだいであ

ったということが，あきらかにされるであろう。

内観法の歴史

　古典心理学は意識を研究対象としたため意識心理学と

呼ばれるが，意識についての考え方によって内観法の使

い方も異なっていた（Boring，1953）。たとえば，Wundt

一109一
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やTitchener流の感覚・要素主義では1意識が感覚要

素の連合からなると考えられたので，内観法は直接与件

の分析をふくんでいた。この分析作業のため，内観者は

1万回以上の訓練試行を重ね，1．5秒の経験内容を20分

もかかって記述し，しまいには頭をたたきだすという始

末だったが，それにもかかわらず，こうして得られた結・

果は，内観者と実験事態に依存し，不一致で信頼性が

低く，生産性のないたいくつなものだった（Boring，

1953）。またたとえば，ヴュルツブルク学派では，意識

が機能的にとらえられたので，内観法は直接経験の要素

的報告だけでなく，推論による意味づけもふくんでい

た。しかしやはりその成果は貧弱であり，思考過程にお

いていわば内観のできないもの（意識態，課題』決定傾

向）が存在するという，皮肉な結論を導いた。

　ここに内観法の限界があきらかになり，Watsonの行

動主義の出現を待つまでもなく，すでにその凋落の下地

が準備されたのであった。しかしながら，そのような内

観法の限界は，いわば，内観法自体の限界というより

は，唯心論的な意識観の限界であった。この意味で，ル

リヤ（1955）が，古典的意識心理学をその哲学において

批判しているのは，正しい：

　よくわかるように，心理諸過程を客観的な発展の産物だとす

　る見方を否定し，心理諸過程の発生とそれらの客観的メカニ

　ズムの問題を不問にするこのようなr科学」は，存在し得な

　かったし，長い間真の科学の仲間には含まれずに観念論的哲

　学の固有な一部門として残ってきた。（邦訳p、35）

　ところで，このような意識心理学から行動主義への歴

史的交代も，実は，二元論的な主観（意識）対客観（行

動）の枠組みのなかでの，一方の極端から他方の極端へ

の移行でしかなかったのである（高橋，1975）。いわば

行動主義は，その意識心理学への攻撃によって，内観法

よりもむしろ意識をこそ排除したかった。したがって，

このような不十分な哲学的論陣のなかで，内観法の方法

としての心理学的評価が不完全にしかおこなわれなかっ

たとしても，すこしもふしぎはない。それどころか，か

えって，心理学的思想史のシガラミから身を引くことに

よって，内観法は本来の実用的価値を，正当に発揮し始

第25巻第3号

めたともいえる。1950年代の当時，内観法はrintrospec－

tion」の名こそかかげなかったが，ゲシタルト心理学の

現象学的記述・精神分析学における患者の言語表出

（protocols）・精神物理学的感覚測定における判断・さ

らに行動主義においてさえ反応としての言語報告という

形で，脈々と生き続けたのである（Boring，1953）。

現代の反内観主義

　現代の反内観主義（anti－introspectionism）において

は，内観法の理論的側面からその実用的側面へと批判の

焦点が移っている。この移行の理由は，環境だけでなく

意識をも考慮することによってよりよい行動の予言がお

こなえるという点で，研究者間におおむねの一致が見ら

れたことにある。たとえば，現代の行動主義の中心的人

物の1人であるB．F』Skimerもこのことは認めており

（Lieberman，1979，P．328）（3），パーソナリティ発達の分

野では，r認知一行動主義（cognitive－behaviorism）」

（Beman，1978）なるメタ理論さえ登場している。

　かくして，内観法（正確には意識）にかんする理論的

葛藤が止揚されつつあるのにたいして，内観報告の実用

的信頼性にたいする疑いは，いまなおかなり根強い。そ

の疑問の明確な形は，人が自分自身の高次精神過程に直

接到達できない，という言明にある（Nisbett＆Wi1－

son，1977）。

　Nisbett＆Wilson（1977）によれば，これまでの反

内観主義には，上のような言明をおこなうのに3つの弱

点があった，ということである。すなわち，（a）実験的証

拠を提出しなかったこと，（b）知覚過程の内観がほとんど

不可能であるのにたいして，思考過程の内観がなぜ容易

におこなわれるのかを説明できなかったこと，（c）正確な

内観のおこなわれるケースが時々起こるのはなぜなのか

を説明できなかったこと，である。これらの弱点を補強

し，内観法批判を徹底するため，かれらはいくつかの実

験例を挙げている。

　たとえば，Nisbett＆Schachter（1966）は実験群に

擬薬をあたえ，動悸方進・呼吸不規則・けいれんなどの

一110一
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身体症状が表われると偽った後で，電気ショック実験を

おこなった。その結果，擬薬をあたえた実験群はなにも

あたえなかった統制群より，4倍も高いアンペア量に耐

えることができた。擬薬が心理的効果をもたらしたこと

は，あきらかである。しかし，のちの面接において，実

験群の被験者12人中9人までが，自分の身体症状を擬薬

ではなく電撃に帰因させた。かれらは，真の帰因過程に

ついて正確な報告ができなかったのである。ところで，

このようなもっともらしい電撃帰因の報告は，かれらの

既有の先験的因果理論（a　priori　causal　theories）によ

るのであり，ときとして起こる正確な報告もまた，既知

の因果関係にとってr代表的な（representative）」刺激

が存在するばあいに限られるのである。

内観法にたいする生産的問い

　このような反内観主義にたいして，Smith＆Miller

（1978）は内観法への問いを，もっと生産的に方向づけ

ようと試みている。すなわち，人は心的過程に直接到達

できるかいなかと問うより，むしろ，どんな条件下で正

確な内観報告が可能かと問うべきである。この後者の問

いへのかれらの答えは，2種の心的過程の区別にある。

すなわち，被験者の関与が大きい過程は，意識への係留

が期待されるが，被験者の関与が小さい過程は，それが

期待できない。たとえば前述したNisbett＆Schachtef

（1966）がおこなったような統制群を用いた被験者間計

画では，実験者が操作する変数（擬薬投与の有無）は，

必然的に被験者にたいして隠される。したがって，その

変数に結びつけた内観報告ができなくても，それは当然

である。当該の変数にかんする被験者の関与が，小さい

のである。このことは，たとえ被験者内計画であって

も，教示や課題の特性が操作変数に言及しないものであ

れば，同様にあてはまる。

　さらに，Smith＆Miller（1978）は，心的過程にた

いする自我関与の多少の区別を，Shiffrin＆Schneider

（1977）の自動的（automatic）情報処理と統御的（con・

tmlled）情報処理との区別に・類比している：

　自動的処理はかならずしも注意を必要とせず，練習によって

　上達するものであり，よくなじんだ素材を扱うときにもっと

　も有効である。一方統御的探索は注意を必要とし，一般に，

　不慣れな難しい課題を扱うときに用いられる。Shi任rin＆

　Schneider（1977）の述べるところによれば，統御的過程は，

　新しい状況に適用するときにもっとも有効なのであり・（pp。

　156－157），自動的過程があまりにすぱやく経過されるのと

　はちがって，統御的過程は被験者の知覚へと接近しうる可能

　性をもつ。統御的過程のうちで接近可能なものは，一般に，

　ゆっくりと遂行される課題である。急速な過程は接近不可能

　であり，Shiffrin＆Schneiderの用語によれば，「ヴェー

　ルにおおわれている」◎……

　タイプライティングや自動車の運転や楽器の演奏を習得して

　いる読者なら，上記の議論を非公式に立証することができる

　だろう。すなわち，技術を学習している間は，当該のあらゆ

　る行動を意識的に統御しなければならない。それによって，

　課題は困難な疲れるものとなるが，また一方，なにをなした

　か，なぜそうしたか，を報告することが可能となるのである

　（p．361）o

　以上のように，Smith＆Miller（1978）の生産的方向

づけによって，内観法の利用価値があらかじめあたえら

れてあるものではなくて，いわば積極的に創造されてゆ

くものであることが，示唆された。このことは，前節で

内観法の歴史が事実をもってわれわれに示唆したことで

もある。

内観法の実用的機能

　Lieberman（1979）は，内観法にたいして，はっきり

とした実用論的態度をとっている。その意味で，かれ

は，内観法にたいする生産的志向において一歩先へ進ん

でいる，といえる。かれは，実際に内観法が役立った研

究例を数多く検討しているが，ここでその検討にしたが

って，内観法の実用的機能をいくつかにまとめてみるこ

とにする。

　内観法の第1の実用的機能は，発見である。すなわち

内観は，興味深い現象の認定に役立つ。たとえば，記憶

術のひとつとしてr定位法（method　of　loci）」が，古

代ギリシャの昔から報告されてきた。定位法とは，記憶

項目を想像のなかで，よく熟知した場所の特定箇所へ置

いてゆく，という記憶のしかたである。この定位法の逸
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話的発見は，最近Groninger（1971）の実験的研究にお

いて，実を結んでいる。そこでは，単語リストを定位法

によって記憶した実験群と，任意の記憶術を用いた統制

群との間に，再生率の有意な差が得られている。すなわ

ち，1週間後の再生率は実験群92％にたいし統制群64

％，また2週間後のそれは実験群80％にたいし統制群36

％であった。

　このほかに，r図地反転」（Rubin）やrψ現象」（Wer・

theimer）なども，内観法によって発見されたものであ

る。

　また，内観法の発見的機能のもっと実験的利用例を挙

げると，Karpf＆Levine（1971）は，子どもが概念達

成課題にもち込む仮説一検証方略を発見するため，各分

類試行毎に内観をおこなわせ，いかにして分類したかを

自己報告させた。この手法はかれらによって，　r内及

（introtact）」と呼ばれているが，学習のスピードとパタ

ーンを乱さず，しかも他の方法より容易で，他の方法と

同じ成果をあげることができる。

　内観法の第2の実用的機能は，予言である。すなわち

内観報告によるデータは，ある行動の予言に役立つ。た

とえば，言語記憶の実験においてリハーサル数を統制す

る方法がいくつかあるが，直接被験者にリハーサルした

かどうかをたずねる方法（リハーサルのたびごとにボタ

ンを押させる）が，もっとも予言力が高い。Kroll＆

Kollicutt（1972）によれば，自己報告されたリハーサル

回数と正再生率との相関は，圧倒的高さを示す（・93一

．97）。

　内観法の第3の実用的機能は，操作の妥当性の検証に

ある。Paivio＆Yuille（1969）は単語の対連合学習に

おいて，想像教示群（対になっている2語を想像のイメ

ージのなかで結合せよ）と，作文教示群（対になってい

る2語をふくむような1文を作れ）とを設定した。この

とき，教示が真にきいたかどうかを検証するため，一連

の試行の後に被験者に内観をおこなわせたところ，作文

教示群のなかに想像に頼った者が多数見出された。この

ことによって，のちの分析が変えられ，内観データをも

第25巻第3号

とにした条件分析の結果，試行回数にともなう想像的記

憶の増加と再生数の変化との間に，有意な相関が認めら

れた。

　（以上の内観法を利用した研究例において，内観され

る心的過程が，いずれも注意深いコントロールと大きな

被験者関与を要求する，ということに留意すべきであ

る。）

　このようにみてくると，内観法の実用性はきわめて高

い，と言わねばならない。なるほど，内観法のうちで

も，なんらかの指標化の手続きをふくむものは別とし

て，まったく被験者の自由な言語報告を許すものについ

ては，その信頼性への疑いをいまだ完全に払拭しきれな

い。しかし考えてみれば，それもデータの生かし方しだ

いである。すなわち，データの信頼性そのものだけを問

題にするのであれば，個人内・個人間でいかようにも納

得のゆく対処がおこなえるだろう（時間を隔てた一致を

とる・複数者の一致をとる等）が，もっと重要なことは

Liebeman（1979）が示唆するとおり，内観法のデータ

の最終的な評価は将来の行動にたいするそのデータの予

測的効力によって決まるということなのである。内観法

の利用もそのデータの評価も，すべてはわれわれの創造

性のなかにある。

　たとえば読書・理解研究においても，上述の内観法の

3つの機能は有効に利用しうるであろう。まず内観法の

発見機能は，アンケート調査や実験後報告の形をとっ

て，現代の読書傾向や読みにおけるある種の理解方略の

存在を示唆することができるであろう。また内観法の予

言機能が役立つのは，たとえば読速度の変化にたいする

独立変数が内的な読みのレベルに関わり，したがって外

的に割り出しにくいようなばあいである。す尽わち，そ

の読みの過程にかんする被験者の内観報告をなんらかの

観点（意識された分野・テーマ・枠組み等）から数量化

することによって，読速度の動向を予言するような変数

がもたらされる可能性がある。さらに，教示のみが操作

される実験計画においては，とりわけ内観法の条件操作

検証機能が有効である。というのは，ある条件下の心的
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過程が真に存在したかどうかを被験者自身にチェックさ

せることができるならば，データの正確な条件別分類が

期待され，ずっと分析力の高い統計処理と考察がおこな

えるようになるからである。

要約

　本稿では，認知心理学における内観法の利用価値が，

古典・現代心理学における論争をとおして模索された。

そこでは，被験者関与の大きい心的過程にかんして正確

な内観報告が期待できるという生産的方向づけがとりあ

げられ，内観法がこれまで実際に果たしてきたところの

実用的機能がまとめられた。
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資料
わが国における到達学習研究の展望

　　　　　　　　国語科を中心に　　＊

成城大学

岡本奎六＊＊

1．　到達学習とは

　ここでいうr到達学習」とはmastery　leamingの訳

である。これは，r（完全）習得学習」とも訳される。

　到達学習とは，一定の教科内容をた父履修すればよい

というような，安易な授業，ないしは学習方式ではな

い。先ず目標分析を行ない，教育目標の細分化・具体化

表を作製する。そして，すべての生徒が，この細分化さ

れたすべての教育目標の到達をめざすような授業システ

ムである。すべての生徒が，すべての教育目標の到達を

めざす以上，それは「わかる授業」でなければならな

い。また結果として，rおちこぼれを失くす授業」とな

らなければならない。

　この到達学習の授業システムには，たった一つの定型

があるのではなく，いくつもの方式がある。わが国でよ

く知られている方式は，一つはブルームB．S．らの「到

達学習」であり・他はピッツバーグ大学の個別処方教授

（individual　prescribed　instmction）である。両者とも，

rフィー・ド・バックと治療指導」のシステムを持ってい

る点が，共通している。つまり，到達度テスト（mastery

・tests）ないしは到達目標準拠テスト（criterion－referenced

tests）と呼ばれるテストを指導過程で実施し，これに基

づいて，到達されない目標領域を発見し，その治療指導

が適確に行なわれる。

　ここで，どのように到達度テストが行なわれ，治療指

導がなされるかを，ピッツバーグ大学のr個別処方教授」

における授業の流れ図について示そう。図1が，これで

ある。（注1－P・47）

クラス分1乏tス、

学習単元

単元事前テスト

合　　絶 1つ以上不合桁

次
の
新
し

い
領

・填

1つの毎域につ
いての指示

1つの瓠斌に
ついての学盟

カリキ昌ラム
即応テスト

合　 絡一

同
し

領
填

不合絡

最後の未蟹得の領域
の即慮テスト合格

ぴ後テスト

合　　櫓 1つ以上不合格

＊A　review　of　mastery　leaming　in　Japan：Focusing

　on　Japanese　language　instruction．

＊＊OKAMOTO，Keiroku（Seijo　University）
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　　　図1個別処方教授における授業の流れ

　図1によると，単元学習の始まる前に，先ずクラス分

けテストが行なわれ，能力・適性に応じた生徒のクラス

分けが行なわれる。さらに単元始めの事前の目標到達度

テストにより，学習の進度を決定する。もし最初から単

元目標のすべてに到達している生徒が見出されたなら

ば，彼はその単元をとび越して，新しい単元に進む。し

かし単元の目標領域の1つ以上未到達の場合は，それら

の目標領域の学習を始める。指導直後にカリキュラム即

応テスト（形成的テスト）を行なう。その結果，その目

標領域は到達したならば，つぎつぎに次の新しい目標領

域の学習を行なう。到達していなければ，その目標領域
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の再学習を行なう。

　こうして単元の全目標領域をこなした時に，今度は単

元末の総括的テストを，事後テストとして行なう。この

事後テストにも合格すれば，つぎの新しい単元に進む。

　以上要するに，ピッツバーグ大学方式に於ては，事前

の診断的テスト（クラス分けテストと事前の到達度テス

ト），形成的テスト（カリキュラム即応テスト），および

総括的テスト（事後テスト）が，フィードバック・シス

テムとして，指導過程に内臓されている。これに基き，

指導調整や治療指導の計画がたてられ，すべての教育目

標を達成する授業が行なわれるのである。

2．　わが国における到達度評価と到達学習

第25巻第3号

15％となっており，協同研究が盛んである。単独で個人

として行なっているものは，14％にすぎない。

　京都府のこの研究会が重点を置いている教科は，表1

の順である。

表1　わかる授業で重点を置いている教科（京都府）

①算数・数学

②全教科
③国
④理
⑤社
⑥体
⑦図
⑧家
⑨音

語

科

会

育

工

庭

楽

51％

19％

14％

11％

10％

6％

5％

4％

3％

　近年，』rわかる授業」とかrおちこぼれをなくす授業」

という旗印のもとに，単元学習の研究発表が盛んに行な

われてし、・る。それらの発表の中には，到達度テス、トを内

臓した授業の流れ図式（flowchart）をあらかじめ作り・

これに基喝・て，一種の「到達学習」を行なっている研究

も少なくない。

　京都府q小学校教育研窄会は，この種の実践約な研究

を地域ぐるみで行なっている最もよい例である5伺研究

会は197g年代の前半から；の碑究を行ない，すぞに1975

年，1卯6年，1978年と』それぞれ300ぺ一ジに及ぶ研究

報告書を公にしている。1978年に行なわれたアンケート

調査が，1980年の同報告書にある。（注2r，・12）これによ

ると，京都府の約過半数の小学校が，到達度評価の改善

とわかる授業づくりに取り組んでいる。その方法として

は，先ず目標分析により，基礎的・基本的な知識や技能

を細分化する。それらの細分化された目標を，到達度テ

ストを用いてフィード・バックしながら指導する。これ

らの基礎的・基本的な学習の上に，生徒の進度や能力・

適性に応じて，さらに思考や表現などの発展的目標の指

導が行なわれる。

　アンケート調査によれば，京都府の実践的研究は，r学

校ぐるみ」が51％で，過半数を占めている。続いてr学

校の教科単位に」20％，rグループ・サー1クルで」が，

　このうち国語は，②と③の％を加えたもので，約33％

の学校で，重点的に協同で実践的研究が進められてい

る。

　到達度評価と到達学習に関する地域ぐるみの実践的研

究と共に，わが国の教育雑誌の動きにも，注目すべきも

のがある。わが国の教育雑誌の多くは，少くとも一，二

度は到達度評価と到達学習の特集を行ない，その理論的

基礎を提供すると共に，実践的研究の紹介も行なってい

る。中でも，応用教育研究所のr指導と評価」は，この

問題に深く取り組んでいる注目すべき月刊誌といってよ

かろう。

　同誌は，教育評価に関する懸賞論文の募集も行なっ

た。そして，応募論文78篇の解説と優秀論文を，r教育

評価実践研究事例集」に集録している。同事例集には，

到達度評価と到達学習に関する論文も少なくない。その

一つに，三国政勝のrくり返しテストによる漢字指導」

という論文がある。（注3一μooo）これは，三国の勤務校に

おける漢字指導の実践的研究である。教育目標となって

いる教育漢字中，同校6年生は700字しか読めず，書く

方はわずか300字にしかすぎなかった。そこで，低学年

から漢字のとり出し指導を組織的に行うことを考えつい

た。うまり毎日5分，到達度テストとこれに基く調整指

導を盛り込んだ指導を行なった。その結果，約85％の児
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童は，充分な到達参なされた。

　この学習の成果は，読書や作文の領域にどんな波及効

果があったか。またその学習は，学習興味の点からはど

うであり，他にどんな影響がみられたか。こうした研究

調査も平行して行なわれるならば，一層有効な情報が得

られたであろう。

　到達学習の方法理論や指導法の実際については，これ

までわが国の教育雑誌や単行本，指導と評価に関する叢

書等で，紹介や実験的研究が数多く報告されている。

　方法理論としては，たとえばク・ンバックL・J・の

「適性処遇交互作用」や，キャ・・一ルJ・A・のr学習

法則」の紹介がある。（注10－P・133）前者は，個性的な学習

者の適性に見合う処遇（指導）こそ，到達学習には大切

であると述べ，学習の個別化・最適化の方向を示してい

る。後者は，学習に使われた時間量が，学習に必要な時

間量に充分見合うことが到達学習には必要であるが，従

来それだけの時間量が使われなかったところに，おちこ

ぼれの原因がある，という。そして，学習に使われた時

間量は，与えられた学習機会の他に，学習者の持続力に

規定されるし，学習に必要な時間量は，学習者の適性，

授業理解力の他に授業の質にも規定される，としている。

これら5要因をさらに詳しく分析し，それらの関係を適

切に整えることによって，到達学習が可能になる。

　これらの方法理論の上に立って行なわれた実験的研究

も，少なくない。学習者の側の要因としては，知能の高

低，学習スタイル（感覚運動型一抽象言語型），認知

スタイル（熟慮型一衝動型），向性（外向一内向），

不安傾向（大一小），思考（演繹型一帰納型）等と，

それぞれに見合う処遇との関係が，実験的に検討されて

いる。（注1－P・130）その際，得意とする適性を大いに生か

す指導法（特恵モデル）だけでなく，不得意とする適性

を大いに補なうような指導法（補償モデル）も，大切な

指導法であるという指摘がなされている。（注1トーP・155）た

とえば，感覚運動型の生徒は，文学作品の理解に当って，

劇化したり，セリフを分担してしゃべるような得意とす

る感覚運動的学習法を多用する。また，不得意とする抽

象言語的学習の場面では，その理解を助ける視聴覚的教

材を多用したり，教材内容のあらましをあらかじめ説明

したりするような援助を与える。

　学習の個別化という観点からいうと，ピッツバーグ大

学の「個別処方教授」は，ブルームらのr到達学習」よ

り徹底している。ブルーム等のやり方は，むしろ小集団

による集団学習に重点が置かれている。この点では，リ

ード，E・R・のr到達学習」は中間的であり，両方のや

り方を併用している。リードは，学習に必要な時間量に

見合うだけ。実際に使用された時間量をたっぶりとるべ

きだというキャロールの主張にも反対する。彼女によれ

ば，おちこぼれは学習の機会の不足によるのではない。

ぽんやりとしたり，積極的に反応する時間量が少ないの

が，おちこぼれの特徴である。それゆえ，生徒の反応を

より早く，かつより多くするような動機付けこそ大切で

ある，という。また，教師の説明や教示の時間が長いこ

とは，生徒の反応を多くすることにマイナスとなること

が多いので，注意せねばならない，という。

3．　教育目標の細分化・具体化の研究

　教育目標を分析して細分化すると共に，これを行動的

用語を用いて具体化することは，二つの意味で到達学習

に必要不可欠である。第一に，細分化され具体化された

目標の一つ一つが，到達学習の目標となるのであるから，

これなしには，到達学習の計画を立てることもできな

い。つまり到達学習の授業計画を有効なものにするため

には，目標の細分化・具体化は必要不可欠である。第二

に，細分化され具体化された目標は，到達度テストの問

題項目の母集団である。母集団が明確にされないと，そ

こから見本選択を行なって，妥当性の高い到達度テスト

を作ることができない。この意味でも，目標の細分化・

具体化は不可欠である。

　ところで，目標の細分化・具体化に当っては，目標を

その内部は等質的であるようないくつかの目標領域に分

けることが大切で，そのために目標の分類モデルの選択

が大切である。たとえば目標を，知識，理解，思考，創
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造……といったように先ず領域分けをする。さらに，た

とえば知識については，要素的な知識，関係的な知識，

原理・法則的な知識というように，さらにいくつかの下

位領域に分ける。目標の細分化・具体化に当っては，こ

のような目標分類モデルのうち，どのようなものを用い

るかを先ず選択決定せねばならない。

　分類モデルが決定したならば，目標分析を行ない，目

標の細分化を行なう。そして，どの細分化された目標は，

どの領域に分類されるかを決める。それと同時に，目標

を行動の用語で鵡述する。行動の用語で記述するとは，

たとえば「配当漢字200字のうち，80％は正しく書け

る。」といったような記述である。つまり「どんな教科

内容を，どの程度まで，どうする。」というような具体

的な，誰にも共通理解のできるような記述の仕方であ

る。

　前者の目標領域の大分類は，わが国の現行指導要領に

よると，各教科に共通した分類モデルが用いられてい

る。それは「知識・理解」，r能力・技能」，r思考・判断」，

r関心・態度」といった，大きくは四領域の区分であ

る。教科の特色を加味して，ある教科では「思考・判断」

が除かれたり，r能力・技能」が二つの内容領域それぞ

れに分かれて設定されているというようなこともある。

たとえば，わが国小学校の国語科においては，表1のよ

うな領域分類がなされている。（注4－P溺5）表によると，

r能力・技能」はr能力」という用語に吸収され，r思

考・判断」の領域が欠けていることがわかる。

　なお，これら各領域については，一層くわしい目標が

学年別に示されてはいる。（注4r》・363）しかし，四領域区

分はあまりにも粗雑すぎて，おのおのの領域の内部は，

必ずしも等質的になっていない。そのことは，教育目標

の母集団を代表する見本の選択を困難にするだけではな

く，到達度基準を正答率何パーセント，というように設定

する際にも，支障をきたす。そこで，目標領域をもっと

細分化することが必要になる。そのような細分化された

目標領域の分類モデルとして，1973年にブルームB・S・

らの「教育目標の分類体系」が邦訳さたた。この中の，

第25巻第3号

　　　表2　小学校国語科の目標領域の分類

観　点（領域）

表現の能力

表現（書写）の能力

理解の能力

言語に関する知識

国語に対する関心

・態度

趣 旨

考を適切に表現することができる

文字を正しく美しく速く書くこと

がでぎる

話や文章の内容を的確に理解する

ことができる

文法・語句・語彙などの国語知識

を身につけている

国語に対する関心を持ち進んで表

現し，読書に親しむ態度を身につ

けている

言語教育，文学教育，および作文教育についての分類は，

それぞれムーアW・J・，パブスA・C・およびフォー

リー」・J・が，行なっている。（注5－P・81・P・155・P・259）こ

れらの領域分類に比較的近い分類原理をわが国の国語科

に用いた研究が，東京都の研究所によって行なわれた。

（注←つ・盟）京都府教育研究所では，教育目標を大きく，

到達目標と体験目標とに分け，前者はすべての生徒が到

達をめざす基礎的・基本的事項であるが，後者は発展的

学習事項であり，主としてゆとりある生徒が体験する方

向目標・体験目標としている。基本的指導事項から成る

到達目標は，教科内容的には，①言語，②説明の文，③

文学，および④作文の四領域に分かれ，このうちr言語」

の到達目標は，表2に示すようなものである。（注2－P・43）

また，体験目標は，①毛筆書写，②話ことば，③音読，

④読書，⑤推考，⑥共同批正，⑦生活記録等の内容領域

から成り，このうちr毛筆書写」とr話ことば」の体験

目標は，つぎの表3のようなものである。（注2－P・43）一

般的にいえば，知識や技能等の基礎的事項は到達目標と

して適当である。しかし，高度の理解や思考や関心・態

度などは，母集団を限定することがでぎないので，方向

目標・発展目標にはよいが，到達目標にはなりにくい。

そういう意味では，この京都方式は合理的であるといえ

よう。

　なお，欧米におけるさまざまな教育目標の分類体系の

紹介と批判は，岡本奎六が行なっている。（注7一μ7）また，
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衰3小学校3・4年の指導事項と到違目標例

基本的

指導事項

音

声

文

字

表

記

立日

声

文

字

表

記

語

い

文

法

到 達 目 標

発音のなまりや癖を直すようにして，はっきりした発声で話すことができる。

正しい発音で，音量や速さを考えて発声することができる。

第3学年までの配当漢字（416字）を読み，そのだいたいを筆順に従って書くことができる。

第4学年までの配当漢字（611字）を読み，そのだいたいを筆順に従って書くことができる。

漢和辞典の使い方がわかる。

正しいかなづかいや送りがなに注意して書くことができる。

句読点を正しく打ち，かぎ（r」）をはじめ主な符号の使い方がわかる。

正しいかなづかいで書ぎ，また，活用についての意識をもって送りがなを書くことができる。

句読点の打ち方，符号の使い方を適切にして，段落の初め，会話の部分などの必要な箇所

は行を改めて書くことができる。

同音異義語，多義語がわかる。

慣用句がわかる。

国語辞典の引き方がわかる。

ようすことば（形容詞）がわかる。

2つの主語修飾と2つの述語修飾がわかる。

述語修飾の位置の変化がわかる。

意志の文，ていねいな文がわかる。

文や文章の中での指示語や接続語の役割と使い方がわかる。

名詞・動詞・形容詞がわかる。

修飾語の修飾がわかる。

省略文がわかる。

推量の文，伝聞の文がわかる。

文と文との意味つながりを考えながら，指示語や接続語を適切に使うことができる。

学年

3　4

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

表4　小学校3・4年の指導事項と体験目標例

体験的

指導事項

毛

筆

書

写

話

し

こ

と

ば

体 験 目 標

始筆・送筆・終筆に気をつけて書く。

点画の長短に気をつけて書く。

点画の交り方・方向・接し方，間に気をつけて書く。

文字の大きさ・外形・中心・組み立てに気をつけて書く。

話の要点を考えて話す。

話の構成を考えて，要旨のはっきりした話をする。

相手やその場の状況に応じて話し合う。

話題の中心からそれないように話し合う。

話を聞いて，要点をとらえる。

話をメモして，大事なことを落とさずに聞く。

学年

3　4

△

△

△

△

△

△

△

△

△

一119一



　　　　　　　　　　　　　読書科学
ブルームらの分類体系を踏え，かつわが国になじみの深

い分類体系や用語の上に立って，橋本重治はわかり易く，

整然とした分類体系を発展させている。橋本の分類体系

を表示したものが，表5である。（注8－P・69）この表にみ

られるように，彼の分類では，A認知的目標として，知

識・理解等5領域，B技能的な目標として，技能，作品

等3領域，情意的な目標として，関心・興味，態度等4

領域のあわせて12領域に分類される。そして各領域は，

さらに表にみられるように，いくつかの下位領域に分か

れているものが多い。国語科の目標領域の分類に対して

も，この分類モデルは適用でき，しかも手頃な分類がな

し得るであろう。

　　　表5　橋本の教育目標の分類体系

第25巻第3号

　　10・1．社会的態度・価値観

　　10・2科学的態度

　　10・3学習態度等

11鑑　賞
　　11・1文学の鑑賞

　　11・2　美術の鑑賞

　　11・3音楽・演劇の鑑賞
　　11・4　スポーッの鑑賞等

12習　慣
　　12・1健康・安全の習慣

　　12・2学習習慣
　　12・3　社会的習慣等

4．　到達度テストと到達度測定の研究

A　主として認知的な目標

1知　識
　1・1記号・用語・具体的事実についての知識

　1・2方法および手続きについての知識

　1・3　原理や概括についての知識

2理　解
　困果関係その他の関係の把握が成立している状態

　である

3思　考
　3・1　問題の認知・発見・構成（問題意識）

　3・2知識原理の応用（演繹的思考）

　3・3　資料の解釈（掃納的思考）

4　創　　・造（拡散的思考）

5評　価
　認知領域における提案・理論・方法等についての

　価値判断で次の情意領域における鑑賞に対応する

　もの
B　主として技能的な目標

6技　能
　6・1読み・書き・計算等の技能

　6・2　情報の検索・処理技能

　6・3　社会的技能

　6・4　機械・器具の使用技能

　6・5　観察・実験の技能

　6・6　制作・表現の技能

　6・7　運動・スポーッの技能等

7作　品
8表　現
C　主として情意的な目標

9関心・興味

10態　度

到達度テスト（mastery　tests）は，到達目標準拠テスト

（criterion－referenced　test）とも呼ばれ，集団基準準拠テ

スト（norm－referenced　test）に対する用語である。

到達度テストを用いた到達度測定は，到達学習（mas・

tery　leaming）の必要不可欠な部分過程であり，その手

順はつぎのように分かれる。

第1に，目標分析により，教育目標の細分化・具体化

表を作製する。これにより，到達をめざす教育目標の母

集団が明らかになる。

第2に，目標の細分化・具体化表より，必要に応じて

母集団を正しく代表するような目標見本を選択する。そ

して，それぞれの目標見本を測定することができるよう

な問題項目を作製する。これらの問題項目を目標領域別

に分類したものが到達度テストのそれぞれの下位テスト

となる。

　第3に，それぞれの目標領域毎に，量的な到達基準

（standard）を作製する。たとえば基礎的知識領域につい

ては，正答率80％を分割点（cuting　point）とし，それ以一

上を合格（到達した生徒）とする。思考のような発展的

目標領域については，正答率75％を分割点とし，それ以

上を合格とする。これが，量的な到達基準の設定という

ことである。

　第4に，こうして作製された到達度チストの信頼度や

妥当性を検討する。標準化された到達度テストの場合に
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は，この点の検討はとくに厳密に行なう必要がある。

　第5に，こうして作製された到達度テストを実施・解

釈し，治療指導や指導調整に役立てる。

　以上が，到達度測定の手順である。このうち，第1点

の研究についてはすでに述べた。この章では，第2，第

3点の研究について述べ，さらに第4点その他は，具体

的なテストについて述べることにしよう。

仏）領域別の目標のサンプリングとテストの長さ

　目標の細分化・具体化表からサンプリングを行ない，質

的には母集団を正しく代表し得るような問題項目を作製

する第2の過程では，それぞれの目標領域ごとに何問ぐ

らいの問題項目を選ぶことが必要かという量的な問題も

ある。これは信頼度の高いテストを作る上に大切なこと

で，専門的にはrテストの長さ」（test　length）に関する

問題と云われている。テストの長さが短かすぎて，テス

トの信頼度が低いと，実際は目標に到達していない生徒

を到達していると判断するr偽到達の過誤」を侵かす率

が大きくなる。また，実際には未到達の生徒を到達して

いると判断するr偽未到達の過誤」も，大きくなり易い。

偽到達の過誤を犯すと∋必要な治療指導や指導調整を怠

る結果になり，おちこぼれを作ってしまう。また，偽未

到達の過誤を犯した場合には，時間と労力のむだずかい

になるだけでなく，生徒の学習意欲をそぐという悪影響

が考えられる。こういうわけで「テストの長さ」の問題

は，領域別の目標のサンプリングの問題と同様に，前記

二種の過誤を犯さないために，充分研究す

べき大切な問題である。

目標母集団が非常に大きい場合には，それぞれの目標領

域ごとに最低10問ぐらいは必要であろう。こ4）ように橋

本は諸外国の研究のまとめとして述べている。

　（匂　到達度測定の第3の手順は，目標領域別に量的な

到達基準を設定することであった。用語や文法の知識，

登場人物名や場面の記憶的知識，これらは国語科の知識

領域の目標である。仮りにいま，知識領域の問題項目が

1Q問から成り立っているとした時，10問とも正答で正答

率100％が，量的な到達基準となるであろうか。理論的

には100％の正答率が，r充分な到達」の量的到達基準と

考えられないこともない。しかし実際問題としては，100

％の正答率を基準にすると，実際は到達しているのに未

到達と判断される「偽未到達の過誤」が犯される割合が

大きくなる。

　他方では，正答率50～60％を量的な到達基準とし，10

問中5・6問できればr到達」と判断した場合にはどう

か。このような甘い基準を基礎的知識領域の目標に設定

すると，r偽到達の過誤」の割合が大きくなる。そのた

めに適切な治療指導が行なわれず，無用におちこぼれの

生徒を作ってしまう結果になる。

　このように，適切な量的到達基準を設定することは，

適切な目標の細分化・具体化，そのサンプリングとテス

トの長さの問題と並んで，二種の過誤，とくに偽到達の

過誤によるおちこぼれの防止ということに，密接な関連

がある。橋本は，外国のこの方面の諸研究，および応用

表6　標準的な量的到達基準

　テストの長さに関する研究はわが国では，

あまり進んでいない。ただ橋本は外国の研

究を紹介し，それらの研究から，この問題に　　形式的

　　　　　　　　　　　　　　　　　評　　価
ついてつぎのように述べている。（注8－P・99）

　　　　　　　　　　　　　　　　　単元末
望ましいテストの長さは，目標母集団の大
　　　　　　　　　　　　　　　　　評　　価
きさによって違う。単元末の総括的テスト

のように母集団の小さい場合には・各目標　　学期末，

領域ごとに5問もあればよかろう。しかし　　学年末評

　　　　　　　　　　　　　　　　　価学期末や学年末の総括的テストのように，

到達の

区分

到　達
未到達

到　達
ほ父到達

未到達

到　達
ほぽ到達

未到達

基礎的目標
必要最小限

．85～．90以上

．85～．90未満

．85～．90以上

．65～．70以上

．65～．70末満

1』85～．90以上

．65～．70以上

．65～．75未満

その・他

．80～．85以上

．80～．85未満

．80～．85以上

．60～．65以上

．60～．65末満

．75～．85以上

．55～．65以上

．55～．65未満

一発展的目標

．75～．80以上

．55～．60以上

．55～．60末満

．70～．75以上

．50～．55以上

．50～．55未満
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　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

教育研究所の研究に基づいて，標準的な到達基準を表6

のように示している。（注8－P・152）この表には，つぎのよ

うなことが示されている。

　第1に，知識や技能のような基礎的目標の到達基準は

や』辛く，思考や態度のような発展的目標の到達基準は

や』甘くなっている。これは，基礎的目標が充分に達成

されていないと，その上に立って学習される発展的目標

の学習に支障を来たすからであろう。

　第2に，形成的評価に於ては，単元末の評価にくらべ

てや』到達基準が辛く，学期末や学年末の評価にくらべ

ると，かなり辛くなっている。これは，形成的評価は範

囲が狭く，かつ比較的最近行なわれた学習についての評

価であるから，充分な学習水準まで達していないと，身

についた学力になりにくいためであろう。

　第3に，形成的評価においては，達成，未達成の二段、

階評価になっているが，学年末や学期末評価においては，

三段階評価になっている。形成的評価においては，未到

達なものを発見し，治療指導を行なうことが目的である

から，到達，未到達の二段階評価でよい。しかし，総括

的評価は，社会に対して到達度の詳細を証明する目的に

用いることもあり，三ないし四段階のより詳しい評価段

階が必要となる。

　⑥　標準化された到達度テストの研究

　標準化された到達度テストは，教師自作のそれにくら

べ，一層専門的な手続ぎを踏んで作られる。アメリカの

標準化された到達度テストは，主として基礎的知識・技

能を目標領域としている。つまり，用語や文法的知識な

どの言語的知識，読み・書き・計算の基礎技能，地図や

グラフ読みなどの図式的資料解釈の技能，図書カード，

目次，索引利用などの情報検索技能一これらの目標領

域からなるr基礎技能テスト」（Tests　of　Basic　Skills）

が，その主流である。

　これに対して，わが国では基礎的・基本的な目標だけ

でなく，思考や態度のような発展的な目標も到達度測定

の対象となっているので，そういう領域も含めざるを得

ない。いまのところ，わが国唯一の標準化された到達度

第25巻第3号

テストが，応用教育研究所から公にされているが，それ

はつぎの特色を持つ。（注9）

　（1）国語，算数，理科，社会という四教科別にテストが

作られている。各教科とも，二つの教科書の目標分析を

行ない，目標領域別の目標細分化・具体化表を作製して

いる。これが，目標母集団となっている。

　（2）目標母集団を質的，量的に充分代表し得る、ような問

題項目を選びテストを構成している。母集団は二つの教

科書であるから，学んだ教科書ベッタリではない。教科

書に即した間題項目の他に，他方では応用的な問題項目

から成り立っている。

　（3）目標領域は，学習指導要領の観点別をそのまま用い

ている。たとえば国語についていえば，言語に関する知

識・理解，表現の能力（作文と話すこと），理解の能力

（読書と聞くこと），書字の能力，および国語に対する

関心・態度である。このように，発展的目標まで含め，

かつ学習指導要領の目標領域に即しているという点が，

アメリカのテストと異なる。

　（4）各目標領域ごとに（観点別に），r充分一概ね一

不充分」という，三段階の到達基準が作られており，そ

れはプロフィールにより図式的に示される。各段階の切

断点（cutting　points）は，基礎的目標と発展的目標では

異なる。

　（5）到達度テストは，従来からある集団基準々拠テスト

（norm－referenced　tests）とは，信頼度や妥当性の検討方

法が異なる。このテストでは，到達度テストに適する新

しい方法を用いて，それらの検討が加えられ，しかもほ

父満足すべき結果が得られている。

　以上は表題の展望を，教育測定（Edumetric）の立場を

中心に行なったものである。

注

（1）辰野千寿r個性を生かす学ばせ方」図書文化，19

　78年
（2）京都府小学校教育研究会編r小学校の到達度評価」

　地歴社　1980年
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わが国における到達学習研究の展望

（3）

（4）

（5）

（6）

日本教育評価研究会編r教育評価実践研究事例集」

図書文化　1980年

奥田，熱海編r教育指導の評価」現代学校教育全

集第15巻　ぎょうせい　1980年

渋谷・藤田，梶田訳「学習評価ハンドブック（上）」

第一法規　1973年

井上・中島・若林編r現代教育評価講座　第2巻

国語・英語」第一法規　1978年

（7）辰野・東編「教育目標と学習指導」講座学習指導

　　第3巻　図書文化　1980年

（8）橋本重治「到達度評価の研究」図書文化　1981年

（9）応用教育研所r教珊式観点別到達度学力検査」図

　　書文化　1981年

⑩　橋本，肥田野「教育評価の考え方」図書文化　19

　　78年

も
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「読書科学」編集規程

1．本誌は，日本読書学会の機関誌であって，1年1巻とし，原則として4号に分けて発行する。

2．本誌は，原則として本会の会員の読書科学に関する論文の発表にあてる。

3．本誌は，原著論文，実践報告，シンポジウム，展望，資料，文献紹介，学会情報，会務報告などの欄を

　　設ける。

4．原稿は，未だ他に公刊されないものに限る。

5．原稿は，編集委員会の選考を経て掲載する。また，原稿に添削を加えることがある。ただし，大きな変

　　更は，執筆者と相談する。

6．　印刷の体裁は，編集委員会に一任する。

7．図・表など，特に費用を要するものは，執筆者の負担とする。

8．原稿執筆者には，掲載誌10部を贈呈する。

9．本誌に掲載された論文は，無断で複製あるいは転載することを禁ずる。

10．本誌の編集事務についての通信は，日本読書学会編集委員会（〒112東京都文京区音羽2－12－21野間

　　教育研究所内）で受けつける。

r読書科学」執筆要項

1。論文の長さは，原則として400字詰原稿用紙30枚までとする。

2．原稿は，横書きとし，提出後訂正を要しないように字句内容を明確にすること。

3．叙述は，科学論文にふさわしく，簡潔にし，図・表など最少限にとどめ，本文と図・表の無意味な重複

　　をさけること。

4．図は，そのまま製版できるように，半透明の用紙に黒インクで書くこと。

5．主要な用語，外国の人名，地名などの固有名詞は，原語を初出のときだけに付けること。

6．数字は，算用数字を用いること。

7．原稿には，要約を200字以内に付すること。

8．引用文献は，論文の最後に，アルファベット順に一括して付すること。

　　文献の記述形式は，次のようにすること。

　　a　単行書
　　　　著者　書名　出版社　出版年　ぺ一ジの指示

　　b　編さん書中の論文

　　　　著者　論題名　（著（編）者　書名　出版社　出版年　ぺ一ジの指示）

　　c　雑誌記事
　　　著者　論題名　誌名　巻　号　ページの指示　年　月　日（注，外国雑誌名は，イタリックの指示

　　　　をすること）

9．論題，所属，氏名の英文を付すること。

10．原著論文については，英文の要約を付すること。要約の長さは原則として600語以内とするが，編集委

　　員会が必要と認めた時はこれを越えても差しつかえない。

　　英文の要約は，次のようにする。

　　a　白紙に、1行おきにタイプする。

　　b　必ず邦訳を添えること。

　　c　英文に熟達した人の校閲を経ていること。

11．原稿は日本読書学会編集委員会（〒112東京都文京区音羽2－12－21野間教育研究所内）あてに送付す

　　ること。
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