




The　Science　of　Reading，Vo1．25，No．2（1981）

説明文の記憶と理解に及ぼす視点の効果＊

お茶の水女子大学

　　内　田　伸子＊＊

よ

問題

　ある文章を目の前にした時，それからどういう情報を

得ようとするかによって，文章中のどの情報に注目する

かが異なると思われる。あるいは，そのような明確な目

標を持ってなくても，その人が日頃抱いている興味や関

心，または，既有の知識によって，文章から読みとるも

のが変わるということも日常経験することである。

　さらに，その文章を読む際，その文章のr題名」を読

んだり，rこれは何々について書いてある文章だ」と人

から言われて抱く期待や，視点が，同様にその文章の読

み取りに影響を与え，読み方を方向づけることも多いと

思われる。

　以上のような，関心，読みの目標や視点等が文章の読

み方を規定することを示した実験もいくつかある。

　例えば，Pichart＆Anderson（1977）は，大学生を2

群に分け，一方にはr家を買う人」，他方にはrどろぼ

う」の視点から同一文章を読むよう教示を与えた。読了

後，再生テストを行うと，記憶内に保持された項目は与

えられた視点によって異なっていることがわかった。さ

らに別の被験者に対して，文章の中でどの項目が重要か

を，それぞれの視点から評定させた結果，重要とみなさ

れた項目と，これらの被験者が再生した項目とが一致す

ることを見出した。すなわち，視点を与えられることに

よって，文章の要点を把握するための枠組が提供され，
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その枠組にそうよう情報の処理が進んでいったことを示

唆している。そして再生時には，その枠組に照らして，

細部の情報の検索がなされたということを示唆するもの

と解釈された。

　またDooling＆Lackman（1971）は，文章の中心的

な意味を象徴的にあらわす，短い題を前もって提示する

か否かによって，文章中の単語の記憶量が変わってくる

こと，そして題名を与えられた被験者は，その題に関連

した単語を多く記憶することを，大学生を被験者として

見出している。さらに文章理解度を文章内容についての

選択肢テストによってみているが，やはり，題を示され

た群の方が成績が高いということも示されたのである。

　このような研究は，子どもについてもいくつかなされ

ている。

　Christie＆Schumacher（1975）は，幼稚園児，2年

生，5年生に，物語を読んで聞かせ，そのあと再生させ

ると，物語の主要テーマに関連する情報はよく記憶され

ており，しかも呈示した順序通りの再生は，末梢的情報

よりもテーマに関連した主要情報の方が多いということ

を見出した。もちろん，幼稚園児と2，5年生の間では

記憶量には差があって，高い年令ほど記憶量は多くなる

が，上記のようなテーマの効果はどの年令群にも見られ

たのである。このことは，かなり早くから子どもは主要

情報と末梢情報とを文章のテーマに照らして区別する能

力があることを示唆している。

　またBrown　et　al．（1977）は，3，5，7年生を被験

者にして物語を聞かせる際，前もってそのお話がどうい

う展開をするかについてのあら筋を説明しておくと，そ

の説明によって作られた先入見と一貫するように，あと
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で呈示される物語の情報が歪められたり，先入見から生

じた推論が，聞硬壊擁の中嘆離あ乗惰概一

と思い込んだりする傾向があるということを見出した。

しかも，このような傾向は，いずれの年令段階において

も，同様に見出されたのセあった己

　以上に述べた研究から，ある文章の情報のうち，どれ

が重要か，どれが重要でないかは，それを読んだり聞い

たりする際に1人があらかじめ抱いた先入見や認知的枠

組によって区別していること，しかもこれらの先入見や

認知的枠組は，外側から教示や，その他の先行情報を与

えることによって操作可能であるということ，さらに，

このような先行情報が文章の情報あ処理の仕方を規定す

るという現象は，かなり小さい頃からみられること，等

が示唆きれる。

　それでは，このような一連の先行情報の効果は，［被験

者の内的な心理過程にどのようなことをひきおこすこと

によって，もたらされたもゐと想定そきるであろうか。

’Bartletゼ（1932）によると1既存の心的構造は様々なス

キーマ（知識や概念構造の基本単位）が，共通要因によ

って階層構造的に体制化されたスキーマ群からなってい

ること，ある情報が呈示されると，特定のスキーマ群が

喚起され，それを利用しながら入力情報の処理は進行す

ること1そゐ情報の特殊的意味は時間的経遇とともに失

われ，より一般的形式に組み込まれ，過去の経験（知識

構造）に融合されていく，との見解を提唱した。さら忙，

情報を再生する時には，情報入力時に賦活されたスキー

マ群の再賦活によって，忘れられた細部の項目が再構成

される，とした。このような考え方に基づくと，’先の一

連の結果は，次のように考えられる。すなわち，前もっ

て呈示された情報一目標や要約ル視点，主題等が，特定

のスキーマ群を喚起し，それによって，rこんなことが

書いてあるのかな」といった期待や予期，推論を抱かせ

』る。そしてこの期待や推論に関連する情報が主として選

択的に注目され，処理を受けるゐであろう。そして，文

章の処理にあたっては』少なくとも，文章の構造（例え

ば物語なら起9承‘転一結というような展開の仕方，、あ
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るいは，新聞記事や科学論文等，ジャンルに特有の展開

1雛〉につ陣餌キーマと諌章の内容（文章内のミ

ク・な，個々の命題の概念）についてのスキーマとが働

いて，個々の命題の意味が文章全体構造の中で確定され

ていくと考えられる。そしてこのような二重のスキーマ

の相互作用の結果，文章の基本的伝達内容（要点構造）

一これをrマク・構造」（Kintsch1978とほぼ同じ意味

で用いている）と名づけることにする一が把擢されうよ

うになる，と仮定できる（内田，1981）。この仮定にも

とづくと，先行情報が，閣読み手や閏き手の内部の，異な

る内容スギーマを喚起することになり，結果的には，異

なるr々ク・構造」を導いてしまう。先のPiヒh註rtらの

実験を例にとれば，一方はrどろぽう」という視点が，

どろぼうに関する様々なスキーマ群を喚起するし，他方

はr家を買う人」め視点がそれに関連するスギーマ群を

賦活させることになり，賦活されたそれぞれのスキーマ

，のス・ツト（内的秩序をもって構造化されている概念の

配置場所）を満たすような情報が，それぞれのスキーマ

により選択され処理がすすめられることになる。こうし

て，最終的には，それぞれの視点にそった「マク・’構

造」ができあがる。そして情報を検索する際には，1それ

ぞれのズキ｛マにとって重要な，関連深い情報が検索さ

れ，「マク1・構造」の細部が埋められるので，再生され

たプ・トコルは，それぞれの「視点」を一層強調するよ

うな特徴をもづものとなるのそあろう。

　このように，先行情報が文章理解をどのように規定す

るかとい’う問題の背後にある内的過程について仮定する

’
こ
と により，文章理解のメカニズムを探るという基礎的

な関心ばかりでなく，教授場面で，子どもの読書教材の

読みとりを効果的にすすあるにはどうしたらよいか，と

いう実擦的な関心に対してもレ様々な示唆が与えられる

のである。・

　本稿では，どのような呈示様式や内容を持っ．た教示

が，文章の記憶や理解を促進するかについて資料を得る

こ
，

とによ？て・一．文章の学習硲り効果的に進め准めの

教育操作がどういうものであるかについての示唆を与え
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ることを目的とすう。

　これまでの一連の研究からは，先に述べたように，先

行情報に応じて，重要とみなされる項目は異なるごと，

基本的伝達内容を把握しやすいような「主題」やr視点」

が与えられれば，要点の構造が把握されやすいであろう

ということは示喋され為。

　しかし，具体的にはレどのような呈示様式，表現，内

容をもった教示が，文章の記憶や理解を促進するのか，

その教示の効果は一時的なのか，あるいは教示によって

与えられたr視点」のために，かえって文章学習が妨害

されるのはどういう点かなどについては，より日常場面

に近い事態そ明らかにする必要がある。また，読みをす

すめていくどのような時点でr視点」の効果があらわ

れ，どのような課題砕対して，・その効果は顕著なのかと

いった問題も検討しておく必要がある。

　そこで，実験では，以上の問題を検討するために，文

章の基本的伝達内容について，具体的な敦示を与える場

合と，より抽象的，一般的な教示を与える場合とを設け・

それぞれの教示によって，読み過程で，どういう情報に

注意がはらわれ，どのよすに処理がすすめられていくの

かについての内的過程にっいて間接的に把握しうるよう

な事態を設痒して検討すること砕した。

　その目的のために，砂漠でのラクダの適応のしくみに

つ層て述べた説明文が作られた。しかし，この文章には，

ラクダ以外の砂漠の動物のしくみも並列的に述べられて

いる。従って，rラクダの適応のしくみ」について述べ

たものとも考えられるし，あるいは，ラクダを含めた

「砂漠の動物の適応のしくみ」について述べたものとも

考えることはできる。しかし，どちらの視点から読むか

によって，前述したように，それぞれの視点のもとで生

起する内的処理過程は非常に異なるであろう。rラクダ」

の視点が与えられれば，読者はそれを手がかりにして文

章の全体構造についての予測を立て・主として「ラクダ

情報に注目し，それを中心にrマク・構造」を構成して

ゆくことになる。・

　ところが「一般」の視点のもとでは，まずr動物とい

っても，どんな動物炉出てくるのかりそれらはどういう

しくみを持うているのか」との予測を立てて文章を読も

うとする。従って，、、ラグダだけでなく，、その他の動物に

も注意を払わなくてはならない。注意は分散されること

になる。さらに1・，それぞれの動物の適応のしくみについ

ての個鞠識を得た上で・それらに共通する・より一般

的な適応のしくみを抽象するという余分な思考操作が必

要である。従って，処理負担は，r一般」視点の方が，

rラクダ」視点のもとで文章を読むよりもはるかに大き

くなるであろう。一

　以上の予測から次の仮説が導かれる。

　第1｝文章の中でどれが重要な情報として注目，される

かは，教示によって与えられるr視点」によって異な

る。rラクダ」の視点を与えられると，主として「ラク

ダ」情報に注意が鮒られる・一方r一般」の視顛与

えられると，ラクダ以外の動物の情報にも注意が向けら

れる。注目された情報ほどより多く再生されるであろう。

　第2：「「般」視点よりも「ラクダ」視恵から読み取り

の方が処理負担が軽い。従って，文章の記憶や理解など

の指標となるテストの成績は，rラクダ⊥視点を与えら

れた群の方が高くなるであろう。

　さらに，特定の視点が与えられることにより，文章を

読むという構えが作られやすくなるであろう。従って，

第3の仮説として：何らかの視点を与えられる方が，与

えられない群よりも，文章の記憶や理解が促進されるで

あろう。

目　的

　教示によって「視点」を与えられることによって，文

章のどの情報に注目して処理を行っ七いくのか，その結

果どのような再生や理解度を示すかを分析することによ

って，上記の仮説を，小学校5年生を対象に具体的に検

討することが目的である。
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（1）被験者＝①国立第2小学校5年生全クラスを混み
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附表1材料文の構成

読書科

☆これから

○ラクダが　水が　なくても　長時間の　旅が

　できることは　よく　知られています。

○ラクダには　水を　ためておく　特別の　胃が

　あるという意見　あるいは背中の．こぶに　水

　を　ためているという説が　ありますが　こう

　したことを　証明する　証拠は　ほとんど　あ

　りません。

　砂ばくに　住む　動物は　水分の　むだを　で

　きるだけ少なくするような　いろいろな　し

　くみが　発達しています。

　カンガルーネズミは　昼間は　涼しい　穴の中

　で　すごすことで　汗を　かかなくてすむよう

　にしています。

　カンガルーネズミの　尿は　水分が　とても

　少なくて　出ると　すぐに固まってしまうほど

　です。

○ラクダの場合　水分を　節約するための　しく

　みは　どうなっているのでしょうか。

○ラクダの　胃や　こぶを　調べてみたところ

　特に　水分が　多いわけではありませんでした。

○ラクダは　涼しい　夜の間は　34度以下に　体

　温を　さげ　熱い　昼間は　40度位に　体温を

　あげることで　汗を　かかなくてすむようにし

　ています。

　寒い　土地に　住む　けものの　厚い　毛皮は

　体温の　発散を　ふせぐのに　役立っています。

　熱い　太陽が　照りつける　砂ばくを　歩きま

　わる　ケブカアリバチの　白い　毛が　おどろ

　くほど　長いのは　逆に　外部からの　熱を

　ふせぐためのものなのです。

○ラクダの毛は太陽が照りつける背中の
　上に　10センチ位の　厚さの　層に　なってい

　て　太陽の　熱を　さえぎる　役目を　してい

　ます。

　多くの　動物の場合　皮下脂肪という　油の

　層が　全身の　皮ふの　下に　ひろがって　か

　らだの　熱を　逃がさないように　しています。

　砂ばくの　動物は　これと　反対に　からだの

　熱を　逃がしやすいような　しくみに　なって

　います。

○ラクダは　脂肪を　こぶの　中に　たくわえて

（3）
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　　　おり　皮ふの　下には

　　　で　内部に　たまった

　　　ています。

　　☆このようにして

脂肪の　層が　ないの

熱が　逃げやすくなっ

（3）　　○印：ラクダ文，無印3その他の文，☆印：文完成用，（）内：IUの数i

Table　l　Educational　characteri8tic8，0f5th

　　　　grade　8tudent8　in　three　experi－

　　　　mental　group8

（3） 　　　　　　　　Ratings　of
Group　　n（f）　　　Reading
　　　　　　　　Ability＊

T　Scale　of

IntelligenCe

Scores

（2）
Mean　S．D．　　Mean　S．D．

S25（12）3．5
G25（13）3．6
C　25（13）　3．4

0．75　　　　　59．6　　　9．57

0．74　　　　60．2　　7．22

0．80　　　　　59．0　　　8．54

（3〉

Variance：　　　F（2，72）＝0．119　F（2，72）＝0．162

　　　　　　　　　　　　n．S．　　　　　　　　　　n．S．

＊・・・…　5　point　ratings　by　teachers

（3）

（2）

（3）

（3）

（3）

（3）

（4）

（3）

（4）

にして，国語の読解力の5段階評定点（担任教師に，、

に読解力を中心に評価してもらった。）の3以上の子ども

を抽出し，読解力の評定点，知能偏差値，男女の比率

3点を基準にして等質な，各25名よりなる3群を構成

た（Table1）。「それぞれをrラクダ」視点群（以下rS

群」と略記する），r一般」視点群（G群），統制群（C

群）のいずれかにわりあてた占条件毎の集団実験で

る。②都内私立R大学学生30人（f：14人）。材料文を2

回読み聞かせた直後「要約せよ」の教示で要約再生をオ

わせ，そのプ・トコルを分析して，r要約基準データ」

（文章の作者の伝達意図をよりよく反映した要点構造

考える）を得た。

　（2）材料文：rラクダの生理学』（Schmidt，N．Scien

tific　American，Vol．201，No．6，1959）の一部を引用

正した14文からなる説明文である（附表1）。14文のう

ち7文はラクダについて記述した「ラクダ文」，残り7

文は，その他の動物について記述したr一般文」であり

どちらも，合計21個のアイディアユニット（以下I　Uと

略記する）から構成されている。ラクダ文，一般文のい

ずれか一方，ないしはその両方から，砂漠での適応のし
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くみについての概念一①水分のむだを節約するしくみ，

②外部からの熱を防ぐためのしくみ，③からだの内部の

熱を逃がしやすくするしくみ一が獲得しうるようになっ

ている。

　（3）実験手続：実験手続は次の4つのセッションから

なる。

　①教示による視点の形成：まずどの条件も，rこれか

らある文章を黙読してもらいます。あとで質問するから

注意深く読みなさい。」との一般的な教示を与える。次

に，S群に対しては，rこの文章は，“ラクダは，人間が

水なしで歩いたら，のどの乾きで間もなく死んでしまう

ような砂漠を平気で何時間も旅することができるのは何

故だろうか”ということについて書かれています。この

問にどう答えたらよいか考えながら読みなさい。」とい

うラクダに特有な適応のしくみを抽出させるような教示

を与える。一方，G群に対しては，rこの文章は，“砂漠

に住む動物達は，水の少ない砂漠で生活しやすいように

身体のしくみを発達させているが，どのようなしくみに

なっているのだろうか”ということについて書かれたも

のです。この問にどう答えたらよいか考えながら読みな

さい。」との，より一般的な適応のしくみを抽出させる

ような教示を与える。C群には，これらと対応する教示

は与えられない。

　②材料文の黙読と文頭，文尾の作文：全条件に対して

r理解の助けになるなら，えんびつで文やことばに線を

引いたり，印をつけてもかまいません。余白にメモや要

約を書きこんでもかまいません。読む時間は全部で20分

間ですから，くり返し読むように。15分たったところで

合図をするので，文章の一行目の“これから”の後に続

く文，最後の行の“このようにして”の後に続く文を作

って書き入れなさい。」の教示と共に20分間，黙読させ

た。

　③直後テスト：r思い出す通り，くわしく書きなさい。」，

の教示で再生テストを行う。さらに，理解度の指標とし

て，質問応答テスト（附表2），多選択肢テストの2種

を行う。これらのテストは，文章中どの情報がよく理解

　　　　　　　附表2　理解テスト

〔皿　短文応答テスト〕

　　　　　　　　さんこう
　今のおはなしを　参考にして次の質問に答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きようみ　　も
☆1．このおはなしを書いた人は　何について興味を持

　　　ったのですか？

　　　　　　　　　だい☆2．このおはなしに題をつけるとしたら　何がよいと

　　思いますか？

　3．カンガルーネズミが　砂ばくで生活しやすいの

　　はなぜですか？

04．ラクダの体温は　かわりやすいということですが

　　何度から何度位までかわりますか？

　5．ケブカアリバチの毛は　どんな役目を持っていま

　　すか？
　　　　　　　　　　ひ　か　しぼう
　6．多くの動物では皮下脂肪はどこにあります

　　か？　　　　　　　　　・

07．ラクダの場合その皮下脂肪は　どこにあります

　　　か？

　　　　　　　　　　　　　　　　じようたい
08．ラクダの皮下脂肪の　このような状態は　砂ばく

　　　で生活するのにどのような点で有利なのです

　　　か？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　たび09．ラクダが　長い間　水分をのまないで旅をつづけ

　　　られるのは　なぜですか？

　10．砂ばくにすむ動物は　どのような身体のしくみを
　　　はつたつ
　　　発達させていますか？

※11．今のおはなしから考えて　北極の寒いところにす

　　　む　アザラシやシ・クマの身体のしくみは　どう

　　　なっていると思いますか？

　　　　　　　　　　い　がい☆12．今のおはなしで　意外に感じたこと　今まで知ら

　　　なかったな　と思ったこともっとくわしく知りた

　　　いと思ったことがあったら書きなさい。

担し○印：ラクダ情報に関する問

　　無印：一般情報に関する問

　　☆印：rラクダ」，r一般」のいずれから

　　　　　も回答しうる問

　　※印：応用の問

されているか，またどのような視点から回答するかを分

析できるように構成された。すなわち，質問応答テスト

は，ラクダ情報，その他の情報のいずれからでも答えら

れる3問，ラクダについて4問，その他の動物について

4問，応用1問の計12問からなる。一方多選択肢テスト

は，ラクダ情報，あるいはその他の動物情報のいずれか
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　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

らでも答えられる3商，ロラクダについて6問，そり他の

動物について6問，応用2問の計17問からなる。

　④3日後テスト1直後と同様な教示により自由再生テ

ストを実施した。1

結果と考察

・自由再生得点，要点再生得点，質問応答・多選択肢課

題の得点について比較する。また文章のどの項目に注目

したか，どう処理したかを検討するため，読み過程での

メモやアンダーラィンの分析，理解テス』トの答え方のプ

ロトコルについても分析する。

　なお，再生プ・トコルの評定には，学生2名があたっ

た。一致率は85．2％，不一致項目については筆者が加わ

り，協議により解決した。

　（1）　読解過程の分析、

F①文頭・文尾の文完成課題：文章を読みはじめて15分

後に，文頭のrこれから」，文尾のrこのようにして」

の語のあとに続く文を書かせた。この作文の内容につい

て，第1に，文頭・文尾に来るのにふさわしい内容の文

であるか，第2に，rラクダ」の視点（例：rこれからラ

クダの生活のしかたについて説明します。」）で文を完成

したものか，あるいは「一般」の視点（例：「このよう

にして砂漠の動物達は，砂漠で生活するのにつごうのよ

いように身体のしくみを発達させているのです。」）で文

を完成したものかの2つの基準で評価した。正答者数を

視点毎に分け，条件毎の人数の比率をTable2に示す。

　S群では，rラクダ」の視点からの作文が圧倒的に多

く，G群では，逆に「一般」の視点からの作文が多い。

C群では「ラクダ」と「一般」の視点が相半ばしている

Table2　Percentages　of　content8for　completing

　　　　the　8entence8

　Grohp　　　　　S　　　　　　G　　　　　　C

Sentence　　　First　Last　First　Last　First　Last

Came1　　　100．0　92．0　8．0　12．0　32．0　40．0

0ther　　　O．0　8．084．088．060．052．O
InapPropriate　　O．0　　　0、0　　　8．0　　　0．0　　　3．0　　　8．0

第25巻第2号

といってまい。この結果は，教示の直接的記憶から向答

したことにょる可能性も考えられるが，』一応読みはじめ

て15分経づた時点で書かせたものであること，特に文尾

は，文章全体を総括しなくては書きにくいこと等を考え

ると，その可能性は少ない。むしろ，・この結果は，教示

によって与えられた視点を手がかりにして読み過程を進

行させたことを示唆するものと考えられる。この考え

は，さらに次の読み過程のアンダーラインの分析によっ

ても支持される。1

　②読解過程のアンダーライシやチェック1読み過程

で，S群21人，G群15人，C群17人が下線を引いたり，

余白にメモをしながら読んでいることがわかった。そこ

で，全文に下線を引くか，全文の要約をメモした場合に

2点，一部の語句に下線を引いたり，メモした場合を1

点として文毎に得点化し，ラクダ文，その他文に分けて

条件群ごとの得点をFigure1に示した。S群については

S型の作文を書いた21人，G群についてはG型の作文を

書いた20人，C群については，S群と同様の文完成を行

った者（S型：6人），G群と同様の文完成を行った者

（G型：9人）を分けて，それぞれの平均得点を図示し

たものである。

｝臨X．＝14

5

4

3

2

1

0
Sgr．

㎜CAMELSENTENCE
□OTHERSE町E闘CE

Cg展　　　Gg鴫　　Cg監
（S一Type》　　　　　　　　　　（G・Typφ

　　Figure　l　Amount80f　u皿derlining　and
．　　　　　　　　　　　　　nOte－taking　aCtiVitie8

　図からわかるように，S群は，rラクダ」文の方に，

G群は，r一般⊥文の方に，下線を引くなどの反応が多

くみられる傾向があること，C群G型は，G群とまった
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く同様の傾向をみせているが，S型は，G型に比べれば

「ラクダ」文へめ注目は多いものの，やはりr一般」文

への注目も多い。①の結果とあわせると，教示によって

与えられた視点に応じて、文章中，注目する項目が変わ

り，’処理の方向が変わること，同一文章でも，その文章

を最終的にどう理解したかが異なることが示唆された。

　以上の結果は，仮説1を支持する。

　なお，実験終了時に読みの回数を調べたところ，どの

群も約5回読んでおり，群差はなかった。

　（2）　自由再生課題

　①総再生得点1自由再生のプ・トコルを各I　U毎に意

味内容が合致すれば1点を与えるという基準で得点化し

た。その平均総再生得点とS　Dを群毎，再生時期毎にま

とめてTable3左欄に示す。これに基づき3（条件）×2

（直後・遅延）の2要因の分散分析を行った。その結果，

条件の主効果のみ有意であり，F（2，144）＝・3．149で5％

水準で有意となった。New血an－Kuels検定により対間

　Ta西1“3　Result80f・post　and　delayed

　　　　　　free－recall　te8ts

Group　Idea　Units　Recalled　Key－WordUnits　Recalled

Delayed

Mean　S．D．

比較を行うと，S群がG群よりも5％水準で有意に得点

が高いことが示された。

　次にrラクダ」文，r一般」文の文タイプ別・に条件毎

の全被験者の再生得点を比較するとFigure2のように

なる。2（文タイプ）×3（条件）の2要因の分散分析を行

うと』条件の主効果はF（2，144）＝・4．617そ5％水準で有

意である。また交互作用も1％水準そ有意くF2，144）ニ

18．475）となり群により主効果の方向が異なる事が示さ

れた。同様に対間比較を行うと「ラクダ」文については

S群が他の2群に比べ1％水準で有意に得点が高ぐ，

r一般」文の条件差は有意ではなかった。

　図に示されているように，総再生量についてはS群が

最も多く，G群はC群よりむしろ少い傾向がある。rラ

クダ」文は，S群の再生率が圧倒的に高い。このことか

ら仮説1，』2は支持されるが，仮説3は必ずしも支持さ

れない。すなわち視点によっては，かえって読み目標が

難しくなり，統制群よりも処理負担を増してしまうこと

で文章の記憶が促進されない場合もあるということが示

唆されよう。

　Post　　　　Delayed　　　Post

Mean　S．D．Mean　S．D．Mean　S．D．

S12．65．0110．75．277．42．49

G9．44．599．45．264．31．91
C　　11．0　　5．72　　11．・0　　5．30　　　4．5　　2．13

5．9　2．59

3．5　1．94

3．8　2．44

MAX．冨21

・10

MAX．＝14
10 ＋Sgr．
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〔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心．一．，．・一一一・・一：コ　　　　　　　　　　 Sg酷　Cg鴫　、Gg匹　Cg“
　　　　5　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　』　　　（S雨圃　　　　樹ype》
　　　　　　　　　　　，。’9
　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　〆！’　　　　　　　、　　　　　　　　　　Figure3　Po8t　te8t80f　idea　unit8recalled
　　　　　　　　畠〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また読解過程の下線やメモの分析と同様に，作文のプ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロトコルを基準にしてS型・G型を示した被験者を条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群別に見ると，S群S型21人，G群G型20人，C群S型
　　　　O　　　　　　s甜臨ヒEs　　s函干望駆ES　　　　　　　6人G型9人となる。これらの被験者の再生プロトコル

Figure2Avera3e　free－recall　po8t　test8core8　　を用いて条件群毎にrラクダ」，r噌般」文に分けて再生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　員51一



　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

得点を比較するとFigure3のようになる。これはFigure

1と全く類似したパターンを示した。rラクダ」文とr一

般」文の再生得点を群内でt検定すると，S群ではrラ

クダ」文の得点がr一般」文よりも1％水準で有意に高

い。G群では，逆に，r一般」文の再生得点が5％水準

で「ラクダ」文の得点よりも高い。このパターンは3日

後も変わらなかった。

　これらのことから，第1にS群では「ラクダ」文に注

目し，注目した部分は記憶内に保持され易かったこと，

G群では逆にr一般」文が注目され，保持されやすかっ

たことが示唆される。第2に，C群のG型は，G群と非

常に類似した処理を行っているが，S型は，S群のよう

に「ラクダ」文に中心化した処理を行っているのではな

いことが示唆される。従って，rラクダ」文に中心化す

るような処理は，特に教示によって「ラクダ」の視点が

与えられない限り，生起しにくいことが示唆される。こ

れは仮説1を支持している。

②要点再生得点；大学生30名の要約再生プ・トコルに出

現したI　Uのうち50％以上の大学生が再生したI　Uを

「要点I　U」の基準とした。これに基づき，上記と同様，

意味内容が合致すれば1点を与えるという基準で算出し

た平均要点再生得点とS　DをTable4右欄に示す。この

データに基づき3（条件）×2（直後？遅延）の2要因の分

散分析を行った。その結果，条件の主効果はF（2，144）

＝・21．016で1％水準で有意となった。上記と同様，対間

比較をしたととろ，S群＞G群≒C群となりS群と他の

2群の差は1％水準で有意であった。

　また，再生時期の主効果も，F（1，144）＝7．169で1％

水準で有意であった。同様に対間比較を行うと，S群を

除き，G・C群において遅延の再生率は，直後よりも1

％水準で有意に低いことが明らかになった。すなわち，

S群は，直後，3日後とも同様に要点の情報は保持され

ていたが，G群，C群は3日後に保持率が下がるのであ

る。このことは，S群においては，ラクダ情報を中心に

rマク・構造」がしっかりと体制化されていたのに対し

て，G群，C群では，rラクダ」「一般」情報も含めて

第25巻第2号

rマクロ構造」が体制化され，しかもその構造化の程度

はS群ほどしっかりしてはいないことを示唆するものと

考えられる。

　以上の結果は，①と同様，仮説2を支持す為ものであ

る。またG群はC群よりも優位ではないことから仮説3

は支持されない。

　（3）　理解テスト

　①質問応答テスト；rラクダ」4問，r一般」4問，

「ラクダ」でも「一般」でも回答可能な3問，応用1間

の計12問につき，それぞれの合計得点とS　DをTable4

に示す。オールタナティブな問は回答により一方に加算

した。

Table4　Summary8tati8tic8for8¢ore　di8tribu。

　　　　tiOn80nOpen・endedque8tiOn8

G・・up8畿。ns雛認ns躍踏nT・t・1

Mean　S．D．Mean　S．D．Mean　S．D．Mean　S．D．

S5．11．213．61．440．60．499．1
G2．31．385．31．420．60．488．2
C　　　3．1　　1．49　　4．2　　1．83　　0．6　　0．48　　7．8

2．15

2．09

2．29

　分散分析の結果，合計得点については条件差は有意で

なかった（F（2・72）＝・2・090，皐・s．）。

　「ラクダ」得点については，条件差が1％水準で有意

となり（F（2，72）ニ26。317，P＜．01），対間比較の結果，

S群＞G群≒C群（P＜．01）となった。

　一方「一般」得点も，やはり条件差は1％水準で有意

となり（F（2，72）＝6．977，P＜．01），対間比較の結果，

G群＞S群（P＜．01）となった。

　すなわち，S群においては，「ラクダ」の問が，G群

においては「一般」の問が他の群よりも成績が高いこと

が示された。このヒとは，読み過程で注目した情報が，

記憶内によく保持されたことを示唆する。

　②多選択肢課題汀ラクダ」6問，r一般」6問，rラ

クダ」または「一般」のどちらでも回答可能な3問，応

用2問，計17問の各々について，平均得点とSDを

Table5に示した。

　分散分析の結果，合計得点の条件差は有意ではなかっ

一52一
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Table5　Summary・8tati8tic8for　multiple　choice　comprehen8ion　te8t8

Group Camel
Questions

．General
Questions

ApPlicational
Questions

Total

Mean　S．D．　　Mean　S．D．　　Mean

S5．41．74
G3．41．74
C　　　　　　3．7　　　1．80

6．4　　　1．32　　　　　1．4

7．6　　　1．20　　　　　　1．4

6．9　　　2．09　　　　　1．4

S．D．　　Mean　S．D．

0．74　　　　　13．2　　　　2．31

0．75　　　　　　12．4　　　　2．51

0．75　　　　　　12．0　　　　3．61

Table6　Percentage80f　information80urce8for　an8wering

　　　　alternatiVeqUe8tiOn8

Source Open－Ended　Questions　Multiple　Choice　Questions

Groups S　　　G　　　C S　　　G C

れない。

　いずれにせよ，理解テス

トの結果は仮説1を支持し

ている。合計得点はS群が

高い傾向がみられたが，必

ずしも有意ではなかったの

は，問題の構成の仕方と評

価基準（どちらの視点から

でも可）からして当然かも

しれない。

Camel　Sentences　　　　　　81．2

General　Sentences　　　　　　18．4

1nappropriate／No　response　O．4

12．0　　　32．0

84．0　　　　57．2

4．0　　10．8

46．4

45．2

8．4

2．6

90．4

7．0

16．0

78．4

5．6

討論と総括

た（F（2，72）＝1．089，n．s．）。

　rラクダ」得点は条件差が1％水準で有意となり（F

（2，72）ニ9．424，P＜．01），対間比較の結果，質問応答

課題と同様，S群＞G群≒C群（P＜。01）で，S群にお

いて正答率が高いことが明らかになった。一方r一般」

については，質問応答課題の結果と同様，G群の正答率

が高い傾向は見られるが，条件差は有意とはならなかっ

た（F（2，72〉＝3．077，n．s）。

③オールタナティブな問への答え方の傾向1質問応答

課題の3問，多選択肢課題の3問はrラクダ」，r一般」

情報のいずれても回答しうる。いずれから回答している

かについて，正答者数の比率をTable6に示す。

　人数の分布についてヱ2検定を行った結果，質問応答

課題においては，が＝25．821（P＜0．OO1）となりS群は

「ラクダ」情報から．G群は「一般」情報から回答する

者の比率が有意に高い。

　多選択肢課題については，2．5％水準で有意となり

（が＝7．393），G群，C群は「一般」情報からの回答が

多いことが示された。

　どの群においても，質問応答課題よりも多選択肢課題

の方が「一般」情報からの回答を増す傾向がみられる。

これは，後者において，r一般」の回答の方が，回答と

してもっともらしくみえるということのためなのかもし

　　　　　　　　　　文章の記憶や理解に，ど

のような先行情報が，効果を持ちうるのかについて，課

題の成績から検討しようとするアプローチは多い。しか

し，実際に先行情報が，被験者にどのような情報に注目

させ，処理を進めていくかという点について，具体的な

資料からの検討は必ずしも十分になされてきたわけでは

ない。

　このような検討を行うためを㍉本実験では従来の文章

記憶や理解の研究とはいくつかの点で異なる方法をとっ

た。まず14文の説明文を20分間もの長い間，黙読させた

こと，また黙読中，書き込みや下線を引くなどを許し，

読み手の自発的な読み活動を促進するようにしたこと，

理解テス』トには，質問応答，多選択肢の2種の課題を用

意し，各々，いずれの情報に注目して処理をすすめたか

を分析できるような問題の構成をしたこと，等である。

　その結果，（1）読み過程の分析から，与えられた視点に

応じて，文章中，注目する項目がかわること，また文頭，

文尾の作文も，視点に強く影響されること，（2）自由再生

のプ・トコルの分析から，具体的で，特定の情報に中心

化しやすい視点を与えられると，再生量が増大し，特に

要点再生の成績が高くなり，3日後も成績が維持される

こと，一方，抽象的で，注意が分散されやすい視点は，

何も視点が与えられないよりも，再生量が低くなること，

要点再生の成績も低く，3日後下降する傾向があること，
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（3）文章の理解度については有意な差はみられぬが，設問・

毎に分析すると視点と一致する問の成績は高く，特にS

群の優位性は顕著であること， いずれの情報からでも回

答可能な問への回答は視点と対応すること，といった結

果が得られた。

　従って，仮説1，2は支持されたが，仮説3は支持さ

れなかった。すなわち，視点が与えられれば常に文章学

習が促進されるとはいえないのである。

　「ラクダ」の視点の場合には，“こ．れから読む文章は

「ラクダのからだのしくみ」について書いてあるのだな”

という予測が生ずる。そこから様々な期待，“どんなし

くみか”“ラクダは1コブか2コブか”“コブの中に何が

入っているか”“砂漠は暑くて水がない”等が生ずる。

そしてそれに関連する様々な内的な知識一スキーマが賦

活される。それによって，次に呈示される文章を受け入

れる構えが生ずる。実際に文章が呈示されると，上記の

ような予測や期待を満たすような情報に注意がひかれ

「ラクダ」情報を“図”とし，他の情報は“地”として

背景に沈む。図としてのラクダ情報を中心に処理をすす

め，文章全体の「マク・構造」はラクダに集中して体制

化すればよい。

　一方r一般」視点の場合は，視点が一般的かつ抽象的

なために，上記のような具体的な構えは生じにくいので

あろう。文章が呈示された時点で，はじめて動物名に接

し，それぞれの動物のしくみをまず把握しなくてはなら

ない。従って，注意は分散される。一応，個々の事実を

把握しえたとしても，さらに文章全体で，どういうrし

くみ」に集約しうるか，ラクダ，カンガルーネズミ，ケ

ブカアリバチ等のしくみが下位セットになるような，よ

り一般的なrしくみ」を抽象しなくてはならない。この

ことから，処理負担は，rラクダ」視点よりずっと大ぎ

くなる。

　このような視点の効果は，読み過程の情報の注目の仕

方，再生項目の違いをもたらしただけでなく，理解テス

トの答え方にまで影響を及ぽした。しかも，視点がもた

らした処理負担の大きさの違いは，一方は，文章学習を

第25巻第2号

促進したが，他方億，促進効果をもたらさず，その成績

は，視点を与えられない統制群と変わらなかったのであ

る。

　以上のことから，教示によって与える視点や先行情報

は，文章中の情報への注目の仕方を左右し，処理範囲を

規定すること，そして最終的に構成されるrマク・構造」

の構造，並びに構造化の程度まで規定することがわかる。

　さらに，与えられる視点や先行情報として効果的なも

のは，具体的に読みの目標が意識化され，．かつ，読みと

るべき基本的伝達内容へと中心化していけるような推理

や予測を生じさせるようなものであることが示唆され

た。すなわち，具体的なスキーマの賦活は，より具体的

に，情報を処理する枠組を提供するのであろう。これに

反して，あまりにも抽象的なスキーマが喚起されてしま

うと，被験者はどの情報を，どのような「マク・構造」

へと体制化していったらよいか混乱してしまう。あるい

は，少なくとも，そのような一般的なスキーマから提供

される認知的枠組は，・子ども達が，彼らの処理能力（リ

ソース）をふり向けるべき具体的な処理の方向を示唆し

てくれるものとはならないのであろう。

　しかし，先行情報の抽象度や，基本的伝達内容の予測

可能性は，当然，次のような要因によって変わり得ると

思われる。ひとつは，子どものもつ知識や概念構造，認

知的スキルや一般的学習能力等の内的要因である（内田，

1981）。他方は，文章材料がどう構成されているか，例

えば，文がランダムに並べられていたり，『段落や接続詞

がないなど統合度の低い文章（FraseetaL，1970）や1論

旨の展開が複雑で，概念構造が把握しにくい文章，ある

いは，文章内容があいまいで，多義的な文章（Bransford

　＆Johnson，1973）であるかどうかといった，．外的要因

である。さらに文章から，どういう知識を獲得させたい

かという教授目標の要因があげられよう。

　以上のような，子どもの学習能力や既有知識といった

認知的要因，材料文の構造の要因，教授目標，等の諸要

因との関連で，視点や先行情報の効果は変わりうる。こ

の点を考慮しての，より詳細な検討が必要である。
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SUMMARY

塾

　The　purpose　of　this　study　was　to　examine　how

different　kinds　of　perspectives　facilitate　the　recall　and

comprehension　of　text　information．A　14－sentence

expository　passage　was　constmcted　from　a　scientific

article　entitled“The　Physiology　of　Camels。”Seven　of

these　sentences，with21informatioml　units，referred

directly　to　camels　l　and　the　other　seven　sentences，also

with21idea　units，referred　to　other　animals　or　to

animals　in　general．Thirty　college　students　summarized

the　passage，and　their　summaries　were　used　to　develop

a　standard　for　rating　the　students’comprehension　of

the　passage．

　　Two　incomplete　sentences　were　printed，above　and

below、the14－sentence　text．The　stem　of　the　first

incomplete　sentence　preceding　the　passage，was　equiva．

lent　to“Now，”or“Here　is，”followed　by　a　line－long

space，to　be　completed　from　an　opening　statement。in

the　passage．The　stem　of　the　second　incomplete　sen．

tence　following　the　passage，was　equivalent　to“Thus，”

or“ln　this　way，”to、be　completed　by　a　concluding

remark．

　Seventy－five　fifth　graders，　rated　by　their　teachers

as　above－average　in　reading　abilities，were　assigned　to

three　treatment　groups，homogeneous　in　terms　of

intelligence　scores，sex　membership，and　reading　abilities。

The　educational　characteristics　of　the　three　groups　are

presented　in　Table1．Before　reading，the　students　in

the　first　group，S，were　given　a　功ε‘がど6　persp㏄tive

to　read　the　passage　in　order　to　learn　the　physiological

adaptations　of　camels　in　the　desert．The　students　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ
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the　second　group，G，were　given　a　gεηεrαZ　perspective

to　leam　the　physiological　adaptations　of　animals　in　the

desert．The　control　group，C，did　not　receive　any　oral

instructions　prior　to　their　reading．

　　The　hypotheses　were　as　follows：

　　1．　The　infomlational　units　related　to　a　given　pers．

　　　　　pective　will　be　more　easily　recalled　and　leamed

　　　　　than　idea　units　related　to　another　perspective．

　　2．　The　students　in　Group　S　will　recall　more　infor．

　　　　　mation　than　students　in　Gro亘p　G，because　they

　　　　　will　organize　the　text　more　easily　than　Group

　　　　　G．’

　　3．　The　use　of　an　persp㏄tive，whether　specific　or

　　　　　general，will　facihtate　prose　leaming．

　　The　students　were　asked　to　read　the　passage　for15

mimtes，underlining　sentences　and　taking　notes，as

they　thought　necessary．They　were　then　asked　to

complete　the　two　sentences；5minutes　were　allowed

for　the　sentence　completion　task．A　free－recall　test　and

two　types　of　comprehension　tests　were　then　adminis－

tered，the　latter　consisted　of　12　0pen－ended　questions

and17multiple－choice　questions．The120pen－ended

questions　included4questions　conceming　camels，4

questions　related　to　other　animals，or　animals　in

general，3questions　which　could　be　answered　from

either　category　of　information，and　l　question　of　an

application　type，　which　required　further　reasoning．

The17multiple－choice　items　included　the　same　four

types，with6，6，3，and2questions　respectively。Three

days　later，the　fr㏄一recall　test　was　repeated。

　　Responses　to　the　incomplete　sentences　were　classified

into3categories：camel　involved，other　animals　involv．

ed，and　inappropriate　sentences．The　tabulations　for

the　three　groups　are　presented　in　Table2．The　re・

sponsesofthestudentsingroupSandingroupG

were　influenced　by・the　perspectives．

第25巻、第2号』

　　Twenty－one　students　from　group　S，15from　group

G，and17from　group　C　underlined　and／or　took　notes

during　the　reading．These3ctivities　were　scored　by

giving2points　when　a　whole　sentence　was　underlined

or　summarized　into　a　note，and　l　point　when　a　part

of　a　sentence　was　underlined　or　noted．The　responses

of　students　in　group　C　were　divided　into　an　S－type，

e．g．，those　who　completed　the　incomplete　sentences

in　a　way　typical　of　group　S，and　a　G－type，e．9．，

those　who　responded　like　group　G．Figure　l　displays

the　groups／average　scores．Students　in　group　S　made

more　notations　while　reading　camel　sentences，and

students　in　group　G　made　more　notations　for　the

general　sentences．The　G－type　responders　in　the　cQntrol

groupreactedlikegroupGstudents，buttheS－type

responders　paid　more　attention　to　general　sentences　l

unlike　the　students　in　group　S．

　　The　prot㏄ols　written　for　the　free－recall　post　test

and　delayed　test　were　scored　for：（1）the　number　of

idea　units　recalled（42maximum），and（2〉the　number

of　idea　units　recalled，from　the　standard　of16　key－

word　units　used　by　more　than　half　of　the　college

students　in　their　summaries．Table3shows　the　means

and　standard　deviations　for　the　distributions　of　the

freer㏄allscores．A3－groupx2－recalllevels，post

and　delayed，analysis　of　variance　revealed　a　significant

main　effect　for　groups（p＜O．05）．The　Newman－Keuls

test　indicated　that　group　S　recalled　significantly　more

information　than　group　G　（p＜0．05）．For　the　latter

calculation，the　main　effect　for　the　groups　was　sig。

nificant（p＜O．05），and　the　mean　for　group　S　was

significantly　better　than　the　mean　for　group　G　or

group　C（p＜0．01）．Also，the　variance　between　the

post　and　delayed　free－recall　means　was　significant（p＜

0．01）．The　delayed　recall　rates　were　significantly　lower

thanthepostr㏄allratesforgroupsGandS．
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　　Figure　2　depicts　the　performances　of　the　three

groups　on　the　post　recall　scores　for　the　camel　sentences

and　the　other　sentences，with　l　point　given　for　each

idea　unit　recalled（maximum21）．A2。sentence　by3－

groups　analysis　of　variance　revealed　significant　main

effects　among　groups（p＜0．05）：and　significant　sen－

tence　by　group　interactions（p＜O．01）．The　students

in　group　S　showed　significantly　higher　recall　scores

for　the　camel　sentences　than　the　students　in　the　other

two　groups『（p＜0．01）．In　the　case　of　the　other，general

sentences，no　significant　differences　were　found　among

the　groups．

　　Figure3shows　the　performances　of　the　groups　in

their　recalI　of　informational　units　from　the　camel

sentences　and　the　other　sentences．The　responses　of

students　in　group　C　were　divided　into　S－type　and　G－

type　in　the　same　manner　as　for　Figure1．The　Studentラs

渉test　revealed　that　group　S　recalled　the　camel　infor－

mation　significantly　better　than　the　other　and　general

animal　information（P＜0．01）．The　mean　recall　scores

forgroupGshowedsignificantlyhigherr曼callrates

for　other　and　general　information　than　for　the　camel

information（p＜0．05）．

　　The　average　mmber　of　correct　responses　to　the12

0pen－ended　questions　are　shown　in　Table　4．The

responses　to　the3altemative　questions，which　could

be　answered　from　either　content，were　added　to　the

camel　column　or　other　column　according　to　the　contents

of　each　answer．The　results　of　an　analysis　of　variance

showed　that　there　were　no　significant　differences　in

the　total　correct　responses　among　the　three　groups．

The　variation　among　the　group　means　was　significant

for　the　camel　questions，（p＜．01）．The　intergroup

differences　between　the　group　S　mean　and　the　other

twq　groups　were　significant（p＜0。01）．In　the　case

of　the　other，general　questions，there　were　significant

differences　among　the　groups，（p＜0．01）．The　students

in　group　G　pe㎡ormed　significantly　better　than　students

ingroupS（p＜0．01）．

　Table5shows　the　average　mmber　of　corr㏄t　re。

sponses　to　the17’multiple　choice　questions．The　re．

sponses　to　the3altemative　questions　were　calculated

in　an　identical　way　to　Table　4．There　were　no　sig・

nificant　differences　among　the　groups　in　total　correct

responses．For　the　camel　questions，the　variation　among

the　group　means　was　significant（P＜O．01）．The　means

for　group　S　was　significantly　higher　than　the　means

of　the　other　two　groups，（P＜0．01）．For　the　other

（general）questions，the　mean　for　group　G　was　higher

than　the　other　two　groups，　but　not　significantly

higher．

　　The　percentage　of　students　in　each　group　who

depended　on　camel　information　and　the　percentage

using　general　information　in　order　to　answer　the

altemative　questions　are　shown　in　Table6．The　X2

tests　revealed　that，　for　the　openrended　questions，　the

camel　information　was　used　by　more　students　in　group

S　l　and　general　information　was　relied　on　by　more

students　in　Group　G．Conceming　the　multiple．choice

questions，a　higher　percentage　of　students　in　groups

G　and　C　utilized　the　general　information．In　group　G

this　percentage　difference　was　significant　and　in　group

C，non－significant．

　　The　main　findings　were　as　follows：

　　（1）　The　significance　of　idea　units　in　the　passage

　　　　　varied　in　terms　of　the　persp㏄tives．The

　　　　　perspective　effected　better　recall　and　com－

　　　　　prehension　of　the　idea　units　relevant　to　that

　　　　　persp㏄tive　than　of　idea　units　relevant　to　another

　　　　　perspective．The　types　of　responses　on　incom・

　　　　　plete　sentences　were　determined　by　the　perspec－

　　　　　tive．These　results　confirmed　Hypothesis　I．

一57一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読書・一科 ≧学

（2〉 、Students　receiving　the　・specific　perspective　re・

　　　、calledl・significantly　morβF、idea　units than　the　other

　　　　two　groups．These　students　Freca11ed　the　gist　of『

　　　　the　passage　on　both　of　the　post　and　delayed

　　　　fτee－recall　tests．On　the・other　hand，　the・recall

　　　　scQres　of　students　receiving　the　general　perspec－

　　　　tive　was　not　facilitated　by　the　perspective．Their

　　　　recall　achievement　was　comparable　to・that　of

　　　　the　control　group．　These　results　“onfirmed

　　　　Hypothesis　II　but　did　not．support　Hypothesis

　　　　III．

第25巻第2号『

　　（3ンThere　was　no　significant　variation　among　the

　　　　　　three　group　means　for　the　total　comprehension

　　　　　　scores．The　performance　of　group　S　students

　　　　　　was　somewhat　higher，but　not　significant．The

　　　　　　responses　to　the　questions　which　could　be　an－

　　　　　　swered　from　either　perspective　differed，depending

　　　　　　on　which　perspective　was　presented．Students

　　　　　　in　group　S　utilized　the　camel　information　and

　　　　　　students　in　group　G　utilized　more　general

　　　　　　information．These　results　confirmed　Hypothesis

　　　　　　I，and　supported　Hypothesis　II．
，
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　先行研究において，単語を構成する文字の音価が先に

教えられなくとも，子どもは単語を学習できることが示

された（Chall，1967）。また，最近の研究の中で，単語

が文字よりも容易に学習されることを示したものがある

（Steinberg，1978）。そこで，単語が直接的1こ学習される

のであれば，その学習過程の中で子どもは単語以外に何

らかの言語要素を学習するのか，という問題が起こる。

とりわけ，単語の構成要素である個々の記号（文字）に

関する教授を受けないとしても，子どもはそれらの記号

の音価を学習できるか，という問題は極めて興味深い。

　これまでも，多くの研究が文字と音の対応関係に関す

る帰納学習の問題に向けられてきた。例えば，英語を母

国語とするかなりの人数の小学生を対象とした比較的長

期に亘る研究に基づき，Gates（1928）は，音価の特別な

指導なしに，単語の学習のみを通して，単語を構成する

各文字の音価が学習されることを明らかにした。最近で

は，就学前児童を対象とした長期事例研究もGatesの研

究結果を支持するに至っている。すなわち，S6derberg

（1971）はスウェーデン語を母国語とする自分の娘を，

また・Steinberg　an4．Steinberg（1975）は英語を母国語

とする自分の息子を，それぞれ被験者として・各個別の

文字を直接的に教之ずして読みに必要な文字と音の対応

関係が学習されることを見出した。

　しかし，短期実験研究から得られた結果は，必ずしも

一貫してはいない。例えば，Bishop（1964）とSkailand

（1971）は，文字と音との対応はある程度，帰納される

＊Leaming　to　read　syllable　kana　symbols　by　induc－

　tion．

＊＊STEINBERG，．Danny　D．（University　of　Hawaii）
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ことを見出したが，Jeffrey　and　Samuels（1967）と

Silberman（1964）は，ほとんどあるいは全く自然な帰納

学習がなされないという結論を出した。これらの実験研

究を検討すると，多くの変数が異なった方法で取扱われ

ていたように思われる。まず，学習者に割当てられた学

習時間や問題解決に到達するまでの時間が様々である。

例えば，Jeffrey　and　Samuelsが課した短かいセッショ

ンは，Gibson　and　Levin（1975，Fp．291）が指摘するよ

うに，不十分であった可能性がある。また，先行研究で

は，次の点に関して一貫性を欠く。

　（a）左から右への書字方向が被験者に示されたのか，あ

るいは被験者が独力でその方向を発見することになって

いたのか。

　（b）学習材料である単語が被験者にとってどのくらい有

意味であったのか。

　（c）短期実験研究では，学習材料の量が限定されるが，

単語の中に学習目標とする言語要素がどの程度繰返して

現われていたか。

　（d）被験者は，学習した単語を思い起こすように促され

ていたか。

　（e）学習目標とする言語要素すなわち帰納させようとす

る言語要素は，音節であったのか，あるいは音素であっ

たのか。

　（f）被験者は子どもであったのか，それと．も成人であっ

たのか。

　帰納的に文字と音の対応関係が学習できるか否かをテ

ストするための実験において1，最後の（f）を除くと，各変

数がどのような状態で抽出されたのかは全く不明であ

る。したがって，，どの変数がどの状態で抽出されると帰
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納学習ができるかについては，今後の研究と考察に負う

ことであろう。

　本研究では，帰納学習の問題に答を与えるためのひと

つの証拠を提供する。ここでは，幼児が単語を学習する

ことにより，その構成要素としての書字記号の音価を帰

納できるか否か，を明らかにしようと試みる。特に，本

研究は，日本語を母国語とする子どもが音節を表わす仮

名文字を学習できるか否か，を探究する。

方　法

　被験児　　被験児は広島市の平均的な保育園児の中か

らほぽランダムに選ばれた4歳児10名（男子3名，女子

7名）である。被験児は，予備調査で仮名文字に関する

知識がどの程度あるかが調べられ，全く片仮名を知らな

い子どもおよび平仮名を6文字以上は知らない子どもの

みに限定された。

　課題　　各被験児は，片仮名で書かれた9個の単語が

教えられた。これらの9個の単語を学習する過程の中

で，被験児は，（1）9個の単語を構成している個々の仮名

が同定できるか，（2）これらの個々の仮名から成る新たな

単語が同定できるか，についてテストされた。例えば，

被験児1は，「マド」，「マリ」，rウマ」，rスミ上rスイ

カ」，「リス」，rイシ」，「イヌ」，「トケイ」の9個の単語

が教えられ，個々の仮名の「マ」，「ス」，rイ」が同定で

きるか，これらの文字の組み合せによる「マス」，「スイ」

「イマ」，「マイ」，「スマ」，「イス」という新たな単語が

同定できるか，がテストされている（これらの組み合せ

では，多くの場合が無意味語となっている）。

　Table1では，各被験児に割り当てられた3文字，合

計30種の学習目標片仮名文字がTargetのIndividualの

項に示されている。

　その3文字の中から2文字を用いて可能なすべての組

み合せを考え，6個の単語が作られた（combinationの項）。

また，大部分が2音節から成り，学習目標仮名文字をそれ

ぞれひとつ含む普通の単語3個が選ばれた，これらは全

体として，30個の学習目標仮名文字を含んでいる。従っ

第25巻第2号

　　　　Table1 Stimulu8material8

Subj㏄t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　Teach

Whole　Words

マド　マリ　　ウマ

スミ　　スイカ　リス

イシ　　イヌ　　トケイ

ウサギウミ　ゾウ

ムシ　　ムフ　　ハム

ソラ　　ソテ　　ミソ

フネ　　フク　　ナイフ

ェビ　　エキ　　イエ

チカ　　チズ　　モチ

オカ　　オトコ　カオ

タコ　　タマゴカタ

ツキ　　ツミキテツ

テレビテガミキッテ

ミズ　 ミルクウミ

カメ　　　カガミ　シカ

ワニ　　カワ　　ニワ

キモノキイロツキ
トラ　　トケイハト

クツ　　クリ　　ニク

ナシ　ナミ　ハナ
モリ　　モチ　　イモ

ケイトケムリサケ
ニク　　ニワ　　カニ

ラジオラクダ　トラ

1サカナサクラカサ
ネコ　　ネズミフネ

ロバ　　フロ　　クロ

シカ　　シマ　　スシ

ノド　ノリ　　キモノ

メガネアメ　　ユメ

　　Target
Indi・　Combination
マidua1

マ　　マス　マイ

ス　　スマ　スイ

イ　　イマ　イス

ウ　　ウム　ウソ

ム　　ムウ　ムソ

ソ　　ソウ　ソム

フ　　　フエ　　フチ

エ　　　エフ　エチ

チ　　　チフ　チエ

オ　　オタ　オツ

タ　　　タオ　タッ

ツ　　　ツオ　ツタ

テ　　テミ　テカ

ミ　　ミテ　　ミカ

カ　　カテ　カミ

ワ　　ワキ　ワト

キ　　キワ　キト

ト　　トワ　　トキ

ク　　　クナ　　クモ

ナ　　　ナク　ナモ

モ　　　モク　モナ

ケ　　　ケニ　ケラ

ニ　　　ニケ　ニラ

ラ　　　ラケ　ラニ

サ　　　サ不　　サロ

不　　　不サ　　不ロ

ロ　　　ロサ　　ロ不

シ　　　シノ　　シメ

ノ　　　ノシ　　ノメ

メ　　　メシ　　メノ

て，3個の学習目標仮名文字が各被験児に割り当てられ

ているので，9個の普通の単語が各被験児に提示され

た。それらの単語はすべて10cm×14cmのカー一ドに片仮

名で書かれた。Table1におけるTeachのWholeWords

の項に10名の被験児に提示された9語を示している。他

方，それぞれの単語を表わす絵が別のカードに描かれ

た。これらの絵カードは，練習試行の間，被験児に各単

語の意味がはっきりと理解できるように文字カードと一

諸に提示された。

　9語の各語が常に同じ組ではなく，他の単語とともに

一60一
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Table2Whole　word8timuli　l　O1ganization・and　character

Set Whole　Words　Taught Commonality TestDay

◎

Nl
N2
N3
S　l

S2
S3
El
E2
E3

Wla（マド）

W4b（スミ）

W7c（イシ）

Wla（マド）

W4b（スミ）

W7c（イシ）

Wla（マド）

W4b（スミ）

W7c（イシ）

W5b（スイカ）

W8c（イ　ヌ）

W2a（マ　リ）

W2a（マ　リ）

W5b（スイカ）

W8c（イ　ヌ）

W2a（マ　リ）

W5b（スイカ）

W8c（イ　ヌ）

W9c（トケイ）

W3a（ウ　マ）

W6b（リ　ス）

W9c（トケイ）

W3a（ウ　マ）

W6b（リ　ス）

W3a（ウ　マ）

W6c（リ　ス）

W9c（トケイ）

Note：W＝word　a，b，c＝individual　target　katakana

None

None

None

Some

Some

Some
Every

Every

Every

1
2
3
4
5
6
7
8
9

The　words　in　parentheses　are　those　of　Subject　l　and　serve　to　illustrate

how　the　schema　was　applied　for　each　subject’s　words．

o

巧

現われる方法で単語が提示されるように，9語による異

なる9個の組み合わせ（1度に3語）が構成された。こ

れらをTable2のSetの項に示す。ひとりの被験児に

対して，9語が，1回目はセットN，2回目はセットS，

3回目はセットE，というように全体として3回提示さ

れているのである。

　E，S，NのCommonaltyの項は，1セットの3語が

共通にもっている学習目標仮名文字の数を示している。

また，a，b，c，はW1，W2，W3というように様々な

語の中の学習目標仮名文字を示している。すなわち，セ

ットE1では，Wla，W2a，W3aの単語のすべてがa

という学習目標の片仮名を共有しており，例えば，被験

児1は「マド」，rマリ」，rウマ」が与えられたが，それ

らはすべてrマ」という仮名を共有している。同様に，

セットE2ではすべての単語がbという片仮名を，セッ

トE3ではすべての単語がcという片仮名を，それぞれ

共有しているのである。なお，3つの学習目標仮名文字

を共通にもっているセットはEvery（E），2つの学習目

標仮名文字を共通にもっているセットはSome（S），全

、く共通する学習目標の片仮名をもっていないセットは

None（N），として示してある。

　手続き　　各実験日には，実験の前にウォーミングア

ップとして，実験者が被験児と、一緒に遊びながら報酬の

鉛筆を見せ，すべての実験が終了したときその報酬が与

えられることを説明した（実際に，すべての被験者にそ

の報酬が与えられた）。

　本実験は，次に示すように，（1）単語学習の練習段階，

（2）単語学習段階，（3）学習目標仮名文字のテスト段階，と

いう連続する3段階から成っている。

　（1）単語学習の練習段階一被験児を学習課題に馴染ま

せるために練習試行が与えられた。対連合学習事態によ

り，被験児は，例えば／mado／，／mari／，／uma／のよう

な音で表わさせる単語が「マド」，「マリ」，「ウマ」とい

う文字と連合されることが教えられた。また，被験児に

単語の意味をはっきりと理解させるために，絵も提示さ

れた。例えば，「マド」という語とともに窓の絵も提示

されたのである。

　各試行の手続きは，次の通りである。1）実験者は例

えば「マド」と書かれたカードを被験児の前に置く（そ

のカードは1試行すべてが終了するまで置いておく）。

2）約3秒後，実験者は普通の速さで大ぎく／mado／と言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
い，文字が書かれてある方向に沿って左から右へ指さす。

3）その直後，窓の絵カードを見せる。4）被験児はその

／mado／という発話を繰り返し，左から右方向へ指さす。

3項目のそれぞれがこれら4つのステップを踏んで，1

試行を形成し，全体としてこのような3試行が各被験児

に与えられた。

　（2）単語学習段階一学習試行と弁別試行とから成る。

一61一
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Table3　Stimulu8pre8entation　order

Day　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Items

l　　　　N1φ十Ta十Tb十Tc十Tab十Tbc十Tca十Tac十Tba十TTcb
2　　　　N2φ十（Tニsame　items　and　order　as　Day1）

3　　　　N3φ十（Tニsame　items　and　order　as　Day1）

4　　　　Sla十S2b十S3c十（Tニsame　items　and　order　as　Day1）

5　　　　Sla十S2b十S3c十（Tニsame　items　and　order　as　Day1）

6　　　　　Ela十Ta十E2b十Tb十E3c十Tc十Tab十Tbc十Tca十Tac十Tba十Tcb
7　and　succeeding　days，same　as　Day6

Note：　1〉，3and　E　are　whole　word　sets　of3words　per　set．

　　　α，6and‘identifies　a　particular　Katakana。

　　　Sets　of1〉have　no　target　Katakana　in　common，i．e。，nonε．

　　　　Sets　of3have2target　Katakana　in　common，i。e．，50耀．

　　　　Sets　of　E　have　all3target　Katakana　in　common，i．e。，8ηεプly．

f

学習試行では，被験児は対連合学習事態で試行が与えら

れた。ここで，被験児は音によって表わされる語と文字

で表わされる語との連合を学習する。その手続きは次の

通りである。1）実験者は例えば「マド」と書かれたカ

ードを被験児の前に置く（そのカードは1試行すべてが

終了するまで置い（おく）。2）実験者は，単語の左から

右を指差しながら，rこれは何ですか」と尋ねる。3）実

験者は4秒間反応を待つ。4）被験児が例えば／mado／と

いう正しい反応をした場合，実験者は被験児を賞賛し，

例えば／kado／というような誤った反応をしたり，無反

応の場合，実験者は語の左から右を指差しながら正しい

反応を普通の速さで言う。その場合，被験者は正しい単

語を繰り返して言い，同様に指差すように求められる。

練習試行の場合と．同様に3項目（3単語）のそれぞれが

これら4つのステップを踏み，1試行を形成したが，最

高15試行が許された。第1日目の15試行終了後，1項目

ないし2項目が不完全にしか学習できなかった子どもは
●

少なかったが，その子どもは実験対象から外された。し

かし，大部分の被験児が15試行が与えられる前に学習基

準に到達したので，15試行すべてを与える必要はなかっ

た。学習基準とは連続3試行の正反応を行なうことであ

った。

　弁別試行では，上述の学習試行における1度に1項目

ずつの提示とは異なり，1度に3項目すべてが提示され

た。すなわち，3個の単語が被験児の前に置かれ，被験

児は実験者の言う語のカードを指差すように求められ

た。単語はランダムに尋ねられた。また，被験児は正反

応をした場合は褒められ，誤反応の場合は訂正された。

この手続きは，被験児が連続2試行，各単語を正しく学

習できるまで続けられた。なお，この課題は，先行する

学習試行において練習が充分になされているので，かな

り短時間で終了している。

　（3）学習目標仮名文字のテスト段階一学習された単語

（第2日目以降の語数は9個）が被験児の前に並べられ，

被験児はその文字を見，それらについて考えるように求

められた。1～2分後，被験児は学習目標仮名文字が提

示され，それが何であるかを尋ねられた。実験者は，被

験児の反応が正しいか5誤っているかの指示を全く与え

ず，他の学習目標仮名文字の提示を続けた。各学習目標

仮名文字が1試行に1度だけしか提示されず，強化が何

ら与えられなかったのは，被験児が学習目標仮名文字の

テスト自体からその仮名文字を学習する可能性を防がな

けれぱならないという理由からである。

　テスト手続きは，被験児が9個の学習目標項目すべて

を1日の中で正しく同定できるまで続けられた。

　学習目標項目（仮名文字およびその組み合せ）はTable

3に示す通りである。

　Table3に見られるように，被験児は，実験日1，2，

『

ト
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｛

3に学習すべき3個の単語がそれぞれ与えられた。被験

児1が実験日1にセットN1φのrマド」，rスイカ」，rト

ケイ」（下線部の文字は学習目標文字）の単語を学習す

るというように，被験児が3個の単語の学習を行なった

後，9個の学習目標項目，すなわち，Ta，Tb，Tc，Tab，

Tbc，Tca，Tac，Tba，Tcbが提示された。例えば，被験

児1の場合，これらの学習目標項目は，それぞれ，マ，

ス，イ，マス，スイ，イマ，マイ，スマ，イス，である。

　第4実験日以降は，被験児は学習すべき単語として9

語が与えられた。これらは以前に学習した語と同じであ

るので，この作業は被験児にとって負担とはならず，本

質的には復習であった。第4および第5実験日は，3セ

ットすべてが提示された後にテストが行なわれたが，そ

れ以外は前日の実験日と同じ方法で学習目標項目のテス

トが行なわれた。例えば，第4実験日には，学習目標項

目の提示前に，Sla，S2b，S3cという単語のセットが提

示された。第6実験日以降は，Eの刺激項目のみが提示

されたとき，学習目標項目のテストが変化され，学習目

標項目TaはセットElaの後に提示され，学習目標項目一

TbはセットE2bの後提示された。このような順序で単

語と学習目標項目を提示することにより，より早く学習

できることが期待された。このように，提示順序は完全

無作為法によるものではなかったが，それは完全無作為

法では学習速度が弱められると考えられたためである。

　項目の提示順序　　提示順序による可能な偏りを統制

するために，（1〉練習試行と（2）学習試行では各試行におい

て各項目が様々に異なる順序で提示された。

　実験者　　2名の実験者が各被験児をテストした。1

名が項目を提示し，他の1名が反応を記録した。

　得点　　学習目標項目に関しては，最初に1項目が正

しく学習された実験日が記録された。単語の学習過程は，

各試行における各語の正反応の総数によって測定され

た。被験児が学習基準に到達した場合，残りの試行は与

えず，残りすべてが正反応になるものとして処理した。

3セット3得点が合計され，3で割ることにより1セッ

トの平均得点を算出した。

結果

　学習目標項目　　すべての被験児は割り当てられた学

習目標項目のすべてを学習した。最も早く学習を終了し

た2名の被験児（Nα5とNd8）は8日を要し，最も遅い

1名の被験児（Nd6）は13日を要した。グループ全体で

Table4　Re8ults　for　target　item8

S a b
　　Target　Item

c　　ab　　bc　　ca　　ac　　ba　　cb　　Total　Mean

Completion

　Day

5

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

10

Total

Mean

　7

12

　10

　11

　7

　11

　7

　6

　8

　2

　81

8．1

Note：

6
12

　9

11

　4

　8

　7

　6

　8

10

81

8．1

7
11

　6

11

　1

　8

　7

　6

　8

　9

74

7．4

9
12

11

11

8
13

　8

　6

　9

10

97

9．7

9
12

11

11

8
　9

　8

　6

　9

10

93

9．3

9
12

11

11

8
13

9
　7

　9

10

99

9．9

9
12

11

11

　8

13

9
　7

　9

10

99

9．9

9
12

11

11

　8

13

9
　7

　9

10

99

9．9

8
12

11

11

8
13

9
7

　9

10

98

9．8

73

107

91

99

60

101

73

　58

　78

　81

821

9．12

F　Each　of　the　basic　data　entries　represents　the　test　day　on　which　the

target　item　was　first　identified　correctly．

－8．11

11．89

10．11

11．00

6．67

11．22

8．11

6．44

8．67

9．OO

8．21

　9

12

11

11

　8

13

　9

　8

　9

　10

100

10．O
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Table5

　　　　　　　　読書科学　第25巻第2号

Acqui8ition　rate　of　target　item8correctly　identified　for　the　fiτ8t　time

Subject 　　　　　　　　　　　　Testing　Day

1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　　12　　13　　Total

Last

Day
Only

First

Day
Only

　1

　2
　3

　4
　5

　6
　7
　8
　9
　10

TOTAL

1

1

1

1　　2　　1　　5

1

　　1
　　2
　　3
5　　4

6

2

3

0　1　0　71212

1

1
4

6
1

18

　　　1

1　　6
　　　9

　　　1

7
8　　17

8

8

　　　9

　　　9

　　　9

　　　9

　　　9

5　　　9

　　　9

　　　9

　　　9

　　　9

5　　90

5
8
6
9＊

6
5
4
4
6

、7

60

1
1
1
9＊

1
2
3
5
3
1

27

愈

Note：　Each　entry　shows　the　total　number　of　target　items　identified　correctly　for　the　first

　　　　time　per　day　for　each　subject．

＊Since　Subject4identified　all9items　on　a　single　day，that　figure　is　shown　in　both　columns．

は，学習終了に要した日数のMdn．は9。5日であった。

Table4は各被験児に割り当てられた9個の学習目標項

目の学習過程を示している。記載された数字は，a，b，

c，ab，などの特定の学習目標項目が最初に正しく同定さ

れた実験日を表わしている。例えば，被験児1について

は，bは第6実験日に，aとcは第7実験日に，cbは第

8実験日に，ab，bc，ca，baは第9実験日にそれぞれ

初めて正しく同定されている。この場合，最終実験日は

第9日目であり，その日に9個の学習目標項目すべてが

正しく同定されたことを意味する。

　Table4から一般に，a，b，cの個々の片仮名文字の

学習目標項目がabなどの複合項目よりも早く学習され

たことがわかる。3個の単一項目（個別仮名文字）の平

均値は9．75であった。単一項目と複合項目の得点差は有

意であった（オ＝3．85；ガニ881ρ＜．001）。

　被験児は3個の単一目標の大部分を正しく同定してい

る。すなわち，1日で4名の被験児（N｝4，恥7，Nd8，

卜h9）は3項目すべてを，3名の被験児（N｝1，恥2，

翫6）は2項目を，それぞれ正しく同定している。残り

の3名は3項目を異なる実験日に同定した。

　また，6個の複合項目の学習において，被験児の多く

は1日でその項目の大部分を正しく同定している。すな

わち，1日で6名の被験児（翫2，配3，N』4，翫5，翫

9，卜h10）は6項目すべてを，3名の被験児（卜h1，卜h6，

Nd7）は5項目を，残り1名（翫8）は4項目を，それ

ぞれ正しく同定している。従って，全体で55個（6×6＋3

×5＋1×4）の複合項目が1日で学習されており，これ

は全体の91．7％（55／60）を占めている。

　初めて正しく同定された目標項目の学習速度はTable

5に示す通りである。例えば，被験児1は，1項目を第

6実験日に，2項目を第7実験日に，1項目を第8実験

日に，5項目を第9実験日に，それぞれ初めて正しく同

定している。全般的にグループについてみると，目標項

目の同定は第1実験日から始まっている。すなわち，被

験者5は第1実験日に1項目を同定している。しかしな

がら，1日の学習項目数をみると，7項目が同定される

第6実験日まではほとんどの目標項目が同定されていな

い。第4と第5実験日（1項目と0項目）から第6と第

7実験日（7項目と12項目）の間に急速な上昇がみられ

る。他方，後半の下降はそれほど著しくない。

　さらに，Table5において，最終日に学習された項目

数をみると，その数が大きいことがわかる。例えば，被
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　　帰納法による仮名の読字学習

Table6　Re8ult8for　word8

Test　Word
Day　Set　　　1 2 3 4 5

Subject

6 7 8 9 10

1
2
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

N1φ

N2φ

N3φ

Sa

Sb

Sc

Sa

Sb

Sc

Aa

Ab
Ac

Aa

Ab
Ac

Aa

Ab
Ac

Aa

Ab
Ac

Aa
Ab
Ac

Aa

Ab
Ac
Aa

Ab
Ac

Aa

Ab
Ac

10．OO

14．33

13．00

12．33

9．67

11．67

9．33

13．67

11．67

12．67

15．00

15．00

15．00

15．OO

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

First　Perfect　Day　7

8．00

10．33

13．00

13．33

13．67

12．00

11．67

14．33

13．67

15．00

15．00

15．00

15．OO

15．OO

15．OO

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．OO

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

6

8．00

9．33

11．OO

12．33

13．33

13．67

15．00

15．00

15．00

15．00

14．67

13．00

15．00

15．OO

14．67

15．00

15．00

14．67

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．00

15．OO

15．00

5

9．33

8．67

11．67

11．67

9．33

13．00

13．67

14．00

14．67

13．33

13、67

15．00

13．67

14．67

14．33

13．67

14．67

15．00

14．33

15．00

15．OO

14．00

15．OO

15．00

15．00

15．OO

15．00

11

14．00　　　　9．33

13．33　　　　3．33

12．67　　　　　7．33

15．OO　　　OO．00

13．67　　　　10．33

15．00　　　　14．33

14．67　　　　　2．67

14．67　　　　14．33

14．67　　　　14．OO

15．00　　　　5．67

14．00　　　　15．00

15．00　　　　15．00

15．00　00．00

14．00　　　　15．00

15．00　　　　15．00

15．00　00．00

15．00　　　　15．OO

15．00　　　　15．OO

　　　1．67

　　　15．00

　　　15．00

　　　3．OO

　　　15．00

　　　15．00

　　　2．33

　　　15．00

　　　15．00

　　　15．00

　　　15．00

　　　15．00

　　　15．00

　　　15．00

　　　15．00

8　　　12

14．67　　　　15．00

13．33　　　14．67

13．00　　　　14．33

11．00　　　　13．33

14．OO　　　　14．33

6．33　　　14．33

13．33　　　　15．00

14．00　　　　15．00

4．67　　　14．67

12．67　　　　14．67

14．33　　　　15．OO

OO．67　　　　15．00

13．67　　　　15．00

15．00　　　　14．00

6．33　　　15．00

15．OO

15．00

1．33

15．00

15．00

15．00

9 7

10．67　　　　13．33

12．00　　9．00

14．00　　　　13．33

12．33　　　　14．00

13．00　　　　15．00

13．33　　　　7．67

14．33　　　　　8．67

14．67　　　　14．33

14．00　　　　14．00

14．33　　　15．00

11．33　　　　15．00

12．OO　　　　14．00

15．00　　　　14．00

14．33　　　　14．67

14．33　　　　12．67

15．OO　　　　14．33

15．00　　　　15．00

15．00　　　　15．00

15．00　　　　15．00

15．00　　　　15．00

15．OO　　　15．00

　　　15．00

　　　15．00

　　　15．00

8 9

験児4は最終日に9項目，被験児7および被験児8は

4項目，となっており，計60項目（総計90項目のうち66

・7％）が正レく同定されている。一方，第1日自に学習

された語は比較的に少なく，わずかに27項目（90項目の

うち30．0％）が正しく同定されているにすぎない。また，

第1日目と最終日を合計すると87項目になるが，、これは

全体の86．7％（78／90）である。ただし，被験児4は1日

で9項目すべてを学習したため，この数は重複している。

従って，78項目（87－9）となる。

単語項目　　被験児の目標項目の学習の基礎となった

のは単語項目の学習である。単語の学習試行に関するデ

ータは，Table6に示されている。Table6の各数字は，

1セットの3項目すべてに関する15試行における正反応

の平均値を示している。従って，3項目すべてが15試行
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　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

Table7　Comparison　of　word　with　target

　　　　score8

　　　P　　　　　Q　　　　R　　　　3
　　　Word　　　Target　Target　Target
S　　First　Perfect　Completion　Last　Day　First　Day

　　　Day　　　　　Day　　　　Only　　　Only

第25巻第2号

考察

　1　　　　7

　2　　　　6

　3　　　　5

　4　　　　11

　5　　　　8

　6　　　12－
　7　　　　9

　8　　　　7

　9　　　　8

　10　　　’9

Comparison　Difference

　PQ　　　P＜Q
　PR　　　P＞R
　PS　　・p＞S

9
12

11

11

8
13

9
8
9

10

Significant

P＜．OO8

P＜．055

P＜．OO1

5　　　　　1

8　　　　1

6　　　　1

9　　　　9

6　　　　1
5　　　　　2

4　　　　　3

4　　　　　5

6　　　　　3

7　　　　　1

　r　　Significant

十．304　　　　Not

十．095　　Not

十．452　　　　Not

のそれぞれに正しく反応される場合，すなわち，完全学

習の場合，得点15点が与えられた。被験児の学習過程は，

実験に興味を示さずにむら気のあった被験者6と7を除

くと，極めて規則的である。3セットすべてが完全に学

習された時期の尺度として，各セット（a，b，c）にお

いて15点が得られた日が測定された。例えば，被験者1

では第7実験日である。この情報については，Table6

のFirst　Perfect　Dayの項に示されている。

　単語学習と目標項目学習の関係　　単語の学習と目標

項目の学習との関係を明らかにするために，両者の比較

がなされた。結果は，Table7に示す通りである。P（単

語が初めて完全に学習された日）とQ（目標項目の学習

が完了した日）の関係については，サイン検定（Siege1，

1956）の結果，PがQに有意に先行しており，一方，両

者の相関（Pearson）は有意ではなかった。R（目標項目

学習の最終日）とPとの比較およびS一（目標項目学習の

，第1日目）とPとの比較においては，RとSともにPに

先行しておゲこれは有意であった。PとRおよびPと

Sとの間には有意な相関は認められなかった。

　帰納法による仮名文字の学習　　本研究結果は，日本

人の子どもが単語の学習過程の中で，その単語を構成す

る個々の仮名文字の音価を学習できることを決定的に示

した。子どもは，教えられることなく全く独自の分析に

より，このような帰納学習を行なったのである。さらに，

学習された仮名文字から成る新しい単語を，独力で理解

することも学習した。これらは，子どもが構成要素の記

号の音価を帰納的に学習できることを見出した，Gates

（1928）などの結果を支持するものである。

　予測されるように，学習目標項目の学習過程におい

て，被験児は，その項目の新たな複合体すなわち未習語

を学習する前に，個々の仮名文字のほとんどあるいはす

べてを学習した。このことは，まず，既習の単語から仮

名文字の音価を抽象し，次に，獲得した仮名文字の音価

に関する知識をその仮名文字から成る未習語を理解する

ことに応用したことを示している。しかも，この仮名文

字の知識の応用は極めて短期間に且つ効果的になされ，

ある実験日の第1試行で，その仮名文字を新たに組み合

わせてできる未習語の90％以上が正しく同定されてい

る。他方，個々の仮名文字の学習は，それほど急にはな

されていない。7名の被験児が1日で，3個の仮名文字

（学習目標項目）のうち2文字ないし3文字を学習した

のに対し，3名の被験児は徐々にそれらを学習してお

り，学習速度に個人差が見られた。

　目標項目の完全学習は，単語の完全学習がなされた後

に初めて達成されている（すなわち，P＜Qであり，ど

のような場合にも単語の完全学習の前に9目標項目の同

定試行を完了するこはなかった）。しかしながら，『単語

の完全学習の前に，目標項目の学習において大きな進歩

が見られた。それは，目標項目の大部分が単語の完全学

習終了の前に少なくとも1回は同定されていたことから

わかる（P＞R）。ただし，9目標項目すべてが単語の完

全学習終了日以前のある時点でほとんどの被験児に正し

く同定されてはいたが，1日の内に9項目すべてを正し

一66一・
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帰納法による仮名の読字学習

く同定するためには，さらに日数を要した（したがって，

P＜Qという結果になる）。これは，被験児がそれまで

の学習を整理・強化するために時間を要することを示す

ものである。

　子どもたちが単語しか教えられなかったにもかかわら

ず，個々の有意味度の低い書字形態（仮名文字）の音価

を学習した事実は，教授されるものと学習されるものと

を区別する必要があることを意味する。すなわち，子ど

もは，教授されたもの以上のものを学習したのである。

明らかに，子どもは，自分の言語知識（linguistic　know一。

ledge）を基に，規則と対応を求めながら，書かれた単語

全体を自然に分析するのである。子どもは，単語がその

構成要素の音節号（仮名文字）に分解されることを独力

で発見する。このような分析は子どもにとってさほど困

難なものではない。何故ならば，子どもは音声言語を理

解するという学習において，さらに複雑な分析を行なっ

てしまっているからである。両親が音素や音節のような

抽象的な言語要素を直接に教えることは，ほとんどある

いは全くない。両親は子どもに少なくとも単語単位で話

しかけるが，孤立した音素や音節単位で話しかけること

はないからである。また，両親が日本語の音韻規則や統

語規則を子どもに教えることもない。例えば，両親は子

どもにrソノ子が蹴ッタ犬ハ吠エタ」というような埋め

込み構文をいかに生成するかを生成変形文法理論に基づ

いて説明するわけではないが，子どもはそのような極め

て複雑な構文を，教わることなしに，理解し作り出すこ

とを学習する。子どもは，明らかにそのような高度に抽

象的な分析を行なうのに必要な知的能力を備えている。

子どもが個々の仮名文字の音価を引き出すために単語に

適用させるのはまさにこの分析能力なのである。

　教授法　　実験研究により，実際に子どもは単語学習

を通して書字記号の音価を帰納し得ること，さらに，子

どもにとって語を学習する方が易しいことが示されたの

で，全語法（whole　word　method）に基づく教授法を発

展させ，検討する価値はあるであろう。過去，全語法に

よって読みの指導を始めることを唱導する学者は，全語

法のみで十分か否かという問題でその見解を分かつこと

になった。

　Gray（1948）は相等数の語が学習された後，音と文字

の対応関係に関する指導が施されるべきであると考え

た。他方，Gates（1928）は，全語法のみで十分で，各文

字の読み方の指導は不必要であると唱えた。しかし，両

者のどちらが優れているかは，これらのアプローチの長

期比較実験研究によってのみ，エムピリカルに示される

であろう。
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SUMMARY
　　This　study　investigates　whether　children　can　leam

the　syllable　sound　values　of　individual　kana　symbols

through　leaming　whole　meaningful　words　written　in

kana．Typically，present　methods　of　teaching　kana　to

Children　involve　the　pτesentation　of　the　kana　symbol

along　with　its　pronunciation．Often，in　addition，the

teacher　will　also　write　and　say　a　meaningful　word

which　contains　the　target　kana．Thus，a　teacher　might

present：ネ（targetkana）十“ne”（syllablesound），and，

optionally，ネコ　（meaningful　kana　word）十“neko”

（meaningful　kana　word　spoken．・　meaning‘α診）．In

the　present　study，however，subjects　are　given　a　num・

ber　of　whole　meaningful　kana　words　to　leam　but　are

not　told　the　sound　values　of　the　particular　component

kana．The　subj㏄ts　are　required　to　discover　the　sound

values　of　particular　target　kana　entirely　on　their　own．

　　The　subj㏄ts　were　ten4year　old　Japanese　girls　and

boys　from　a　nursery　school　in　Hiroshima　City．They

were　pretested　on　their　knowledge　of　kana．Only

children　who　knew　no　katakana　symbols　and5　0r

fewer　hiragana　symbols　were　selected　as　subjects．The

　　　　　ノ
subjects　were　each　taught　to　identify9different　whole

words　writton　in　katakana．The　subjects　were　then

tested　for　whether　they　could　identify　particular　ta』rget

kana　included　in　the9words，and　for　whether　they

could　read　novel　words　composed　of　those　individual

kana．For　example，Subject　l　was　taught　the　following

9words：マド（規α40　　window），マリ（規αr∫

ball），ウマ（麗規α　horse），スミ（5π規∫　ink），ス

イカ（5漉加　　　watermelon），リス（r∫5π　　squirrel），

イシ（∫5h∫　　stone），イヌ（iη麗一一一do9），and　トケイ

（診o舵∫一cl㏄k）．That　subj㏄t　was　required　to　identify

マ（規α），ス（5π）andイ（∫）andtoreadnovelword

forms（some　nonsense）composed　of　those　syllable

forms，i．e．，マス（？πα鍬），マイ　（規α∫），スマ（5π規α），

スイ（5漉），イマ（伽α），andイス（i5π）。

　　The　results　conclusively　show　that　children，in　the

course　of　leaming　whole　kana　words，can　leam　the

syHable　values　of　particular　kana　which　comprise　those

words．They　do　this　entirely　through　their　own　ana．

lysis　without　being　taught．Further，they　also　Ieam

on　their　own　to　identify　new　words　which　are　com．

posed　of　those　kana．

　　In　their　leaming　of　target　items，as　might　be　expec．

ted，the　subjects　leamed　most　or　all　of正he　individual

kana　before　they　leamed　the亡ombination　items．This

would　indicate　that　they　first　abstracted　the　syllable

values　of　the　kana　from　the　whole　words（which　they

had　been　taught）and　then　applied　that　knowledge　in

the　identification　of　new　words　composed　of　combina一
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tions　of　those　individual　kana．The　apphcation　of　the

individual　kana　knowledge　was　quick　and　efficient，

for，over90％of　the　combination　kana　words　were

identified　correctly　at　the　first　try　on　a　single　test　day．

The　leaming　of　the　individual　k査na　was　less　sudden．

While7subjects　did　leam20r30f　the3individual

target　kana　on　a　single　test　day，　3　0f　the　subjects

Ieamed　them　gradually．Clearly，there　are　subject

differences　in　the　rate　of　learning　the　individual　kana．

　　The　findings　of　this　study　shows　that　when　pre．

sented　meaningful　written　words　children　can，thro旦gh

induction，Ieam　the　sound　values　of　component　written

symbols．　　　　　　　　　　　　　　，
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日本語文章の形式的表示（1）

　　　　命題翻訳を中心に　　＊

筑波大学

　茂呂雄二＊＊

問題

　読み（reading）の定義は意味の問題と切り離して論じ

ることはできない。Flesch（1955）によれば，読みとは

r文字の組み合わせから意味を得ることである」。他の

研究者の定義も，強調する点は異なるが，一般的に意味

に到達することを条件としている。すなわち，読みを規

定する場合，意味への到達を含めることが必要になる。

　心理学における読みの研究においては，文章を材料と

して，その理解・記憶により，読みの過程を明らかにす

る方法がある。文章の理解・記憶の研究を読みに適用す

る場合，上の定義より，意味に関する視点から分析され

なければならない。しかし，文章の理解・記憶研究の際

に必要とされる対象の材料テクストならびに被験者の再

生プ・トコルの分析はこのような視点から行わなれてき

たとはいい難い。

　これまで利用されてきたものは，文数・語数・アイデ

アユニット・ク・一ズ得点といったものであるが，これ

らは共通して文章の意味的単位というよりは，表面形式

に関する単位であり，文章の規定的特性である結合性

（comectedness），統括性（coherence），文章中の情報間

の重要度の違い，文章の全体的意味（global　meaning）

といった構造的特性を担うことはできない。

　そこで本論では，テクストの意味ならびにテクストよ

＊Formal　representation　of　Japanese　text（1）：Pro・

　positional　translation臥

＊＊MORO，Yuji（University　of　Tsukuba）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一70一

り読み手が得るであろう知識を表現する方法について検

討する。　　　　　　’

　この際，読みの心理学的研究としてのテクスト理解・

記憶研究に必要となる2種の前提をあげておく。第1は

理解・記憶を評価する方法の必要という前提，第2は，・

テクストより得る知識を心理学的に実在的な形で表現す

る方法の必要である。第1はテクスト研究の方法論的問

題，第2はテクストの意味表示に関する理論的問題であ

る。

　まず，第1の評価問題であるが，テクストの記憶一再

生を方法として読みを研究する場合，例えば，材料テク

ストの構造的特性（最も単純には結合的テクスト対スク

ランブルテクスト）を操作し，テクスト全体の再生量・

目標パラグラフの再生率の変動を検討するといった場

合，理解・記憶の対象となる材料テクストの構造記述，

被験者の再生プ・トコルの構造記述ならびにこれら相互

の比較ができなければならない。つまり，原テクストを

参照し再生プロトコルを評価する際には，原テクスト・

再生プロトコル（派生された2次テクストともいえる）

の双方を同一の方法で一定の基底へ翻訳しておくことが

必要である。この基底への翻訳により，単なる原テクス

トに基づく評価ではなく，被験者による言い換え，推論

なども取り扱える。また，原テクストの構造的特性を変

動させる場合，この特性の変動を認定そして表現する方

法が必要である。前者の原テクスト・再生プロトコルの

基底への翻訳については，アイデアユニット（Cofer，19

41）も可能と考えられるが，アイデアユニットによる方
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法では，原テクストからの言い換え，推論について系統

立った取り扱いができない。また，テクスト内の情報の

重要度の違い，トピックといった巨視構造的特性（van

Dijk，1977）に関する比較ができない。後者の原テクス

トの特性のうち，統括性に関して，読み易さの研究にお

いて用いられるクローズ得点が表現可能（山田，・1979〉

とされるが，ク・一ズ得点は抜き取りの手続き，得点の

与え方が機械的であるため，効果的に統括性を反映でき

ない。また所与のテクスト全体が他に比較してもつとこ

ろの難易度を表現するものであり，テクスト自身の内的

構造は表現しないといえる。いずれにしても，テクスト

の特性を表現するには単純すぎる。

　第2の理論問題に関しては，提出される表現方法が，

単なる再生プ・トコルのスコアリングの方法であるだけ

でなく，テクスト理解の過程，テクストより得る知識の

形成プ・セスといった心理的に実在の過程を反映するよ

うに構成する必要である。

　第1の基準は弱い基準であり，第2の基準は強い基準

である。第1の前提を満足することは，もちろんだが，

第2の前提の満足に向って実証的検討が必要となる。

　本論では，日本語文章を材料とするテクスト理解・記

憶研究において前提とされるテクストの記述方法を，試

論的ながら提出する。本論で扱う範囲は，文章を一定の

単位を立て，それに分解するまでである。この単位認定

の背景となる考え方と，認定の手続き，認定上の諸問題

を論じる。

命題表現

れらの成果を踏襲して，記述方法を提出する。しかし，

上記の諸表現システムは細部において違いがある。そこ

で上記諸システムの長所を取り，日本語テキストヘの応

用可能な手続きを提出する。

　ところが上の諸理論においては，命題といった形式的

な意味単位を導入する根拠について峠積極的考察はみら

れない。まずその点から論じる。

　形式意味論に基づく自然言語の記述理論では，カテゴ

リー文法の形式を利用する。このカテゴリー文法の基本

的発想は以下の如きである。この文法では言語的伝達に

2種の基本的要素を認める。第1は指示の担い手である

名前であり，第2は真理値の担い手である文である。言

語における他のカテゴリーは，この2種から構成される

1
関 数として表現される（Allwood，Ahderson，Dまhl，197

7）。本論もこのような発想を受け，テクストを真偽判断

可能な最小の単位である命題の集合へと翻訳する。

　つまり基本的方針は，日本語テキスト中の節・句を個

体を表現する部分（基項）と，個体と個体の関係を表現

する部分（述語）へ分げ，〔関係，個体〕ニ〔述語，基項〕

のn組順序対に書き改める。この順序対が命題であり，

特定の場面において真偽が決定可能であり，またそのよ

うな場面に関する我々の概念的知識に対応すると考え

る。基項となるのは名詞，名詞句・節，他の命題であ

り，・述語となるのは動詞，形容詞，コプラ，文副詞など

である。

Figure　l　Rewriting　rules　for　propositional

　　　　Irepre5entation．

　心理学においてテクス．トの意味，意味記憶中の知識の

表現方法に命題に基づくものがある（Kintsch，19741

Kintsch　and　van　Dijk，19781Fredriksen，1975；Meyer，

19751Crother，1979）。本論においても，テクストの意

味を命題の集合へと翻訳する。これは上記の諸研究者と

基本的には同・一の方向を取るが，これらは英語テクスト

に関するもので，日本語に直接応用は不可能である。こ

Rewriting　Rules．

1．　T－P＊

ZP（㎞d鴫｛糟γ）
Notation

　　＊　Repitition

　　P　：Proposition

　　T：Text

　　（　）：Boundary　of　a　single　Proposition

　　｛　｝：Selection

　　￥　　＝Emputy　Argument
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衰1　命題表現の例

読書科学

文

花子は美しい。

太郎が走る。

花子は女だ。

太郎が速く走る。

命題 述語　　基項

（美しい，花子）　形容詞

（走る，太郎）　動　詞

（女だ，花子）　　コプラ

（速く，（α））　　副　詞

　α＝（走る，太郎）

個有名

個有名

個有名

他の命題

　この方針は既述の前提の評価を満足する。すなわち材

料テクスト・再生プロトコルに対し，独立にたてられた

物指しを適用することが可能となり，しかもこの方針は

前記の形式的な単位と異なり，意味論的な単位としての

意味づけをされている。

　命題翻訳の基本規則，例をFigure1・表1に示す。

命題翻訳の第1段階では，テクストの意味を命題の集合’

と等しいものとする。この第1段階を表現するため2種

の書き換え規則をたてる。第1の書き換え規則により，

テクストは命題の列へと書き換えられる（アステリスク

は反復を示す）。第2の書き換え規則で命題は述語，基

項（又は他の命題）のn組対に翻訳される。括弧は命題

の境界を示す。こうしてテクストはn個の命題集合に書

き換えられる。

　命題翻訳の心理学的意味合いは以下の通りである。我

々は何らかのテクストを読み，聞いた場合，表層の形式

をそのまま記憶しているのではない。テクストの表層形

式は入力直後の早い段階に失なわれる（Sacks，1965）。

我々はテクストを理解した場合，テクストが指示する一

連の可能的世界での個体と個体間の関係から成る真なる

命題を形成しているともいえる。命題表現が表わしてい

るのはこのことに他ならない。

基項と述語の関係

第25巻第2号

のどの記述システムも同様にFillmore（1968）の格枠の概

念によって述語一基項間の関係を与えている。Fillmore

（1971）によれば，基底における述語一基項の関係は表

2の如くである（厳密にはMeyerはタダメミクス理論の

Grimes（1975）の命題的意味文法の・一ルによりこの関

係を規定している）。格に類似の概念としては，役割

（role），動詞価（valence〉などがあるがほぼ同様のもの

と考えられる。

　　　　表2Fmmore（1971）の格枠

動作主格（Agentive）

経験者格（Experiencer）

道具格（lnstrument）

対象格（Objective）

源泉格（Souvce）

目標格（Goa1）

場所格（Locative）

時間格（Time）

動作をひきおこす者の役割

心理事象を体験する者の役割

出起事の直接原因，心理現象
と関係して反応を起させる刺
激

移動する対象物，変化の対象

対象物の移動における起点

対象物移動の終点

出起事の起る場所，位置

出起事の起る時間

表3　格枠による述語一・基項の関係づけの例

文

（1）太郎は花子を

　なぐった。

（2）太郎は芝居を

　楽しんだ。

（3）太郎は学校か

　ら公園へ行っ

　た。

（4）太郎は花子を

　棒でなぐった。

（5〉太郎は昨日公

　園で花子と会

　った。

命題表現
（なぐった，太　郎，花子）

　　　　動作主格対象格
（楽しんだ，太　郎，芝居）

　　　　経験者格
（行った，太郎，学校，公園）

　　　　　　源泉格目標格

（なぐる，太郎，花子，　棒　）

　　　　　　　　　道具格
（会った，太郎，花子，公　園，昨　日）

　　　　　　　場所格時間格

　単純な動詞文に関しては，述語の基項に対する関係の

クラスを少数用意することができる。このような関係ク

ラスを用意し，命題表現中に加えることでテクストを記

述する能力を増すことができるだろう。

　この点に関して，Kintsch，Fredriksen，Meyer，Crother

　基項と述語の関係の認定に関して，実際のテクストの

命題翻訳の際，問題となると思われる点が2点存在する。

　第1はこの格関係を何種類用意しておけば十分である

かという問題である。この問題はそもそも格文法の内部

でも結論をみていない問題である。なるべく少数の格に

よる，より多くの文の記述というのが言論としてより効

力のあるものであろうが，本論は前提1の評価問題を満
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足するだけにとどめ，表3の8種類の格を立てておく。

（これは言語理解者の持つ実在の知識の反映という前提

2の理論問題に関しては十分満足のいくものとはいえな

い。）

　第2の問題は，実在性の問題に関連するが，命題を単

位として翻訳するわけだが，これが単に原テクストと派

生テクストを比較し評価するにとどまらず言語理解の際

の単位となるように翻訳の規則を立てることり問題であ

る。言語理解の際の処理ユニットに十分なものを立てよ

うということである。この問題は実証的研究の必要とさ

れるところであるが，アプリオリな前提を立てて，一部

の制限を加えることにする。アプリオリな前提としては

テクストの命題表現への翻訳の際に無制限に長い述語一

基項の組を作ることは，制限のある情報処理機構として

の人間（Noman＆Bobrow，1975）という特性に違反す

るものとなる。つまり，我々人間は無制限に多くの情報

を，一度に処理することはできない。そこで命題という

単位を保持しながら，基項となる可能性を持つ文内成分

のうち比較的少数のものを基項とするような制約を設け

ることでこの間題を解決する。

　例えば，

　　太郎は今日庭で棒で……花子をなぐった。

というように述語と関係する部分が多数出現する場合，

これら成分のうちで，直接に述語である動詞“なぐる”

の基項となるものと，そうでないものとに分けることが

必要となる。直接に基項にならぬものについては，別の

命題を立てるなどを構じることにする。

　この問題について，Meyer（1975）は無頓着である。

彼女の翻訳手続きの目的はテクストあるいは再生プロト

コル中の内容語を如何に相互に関係づけ，ヒエラルキー

様のネットワークを構成するかにあり，テクストの理解

の際の処理単位の設定といった問題は，対象としていな

い。そこで，述語に語彙的（lexical）に関係する成分はす

べて述語に対し役割関係（role　relation）で結合される。

再生プロトコルのスコアリングは，内容語と関係の双方

によってなされる。

　一方，Kintsch（1974）では，基項の述語への関係づけ

を行う際，Fillmore（1968）の格関係を利用するが格文

法に対するコメγトにおいて，義務，任意の別を論じて

いるが，系統的取り扱いはみられない。Kintschは既述

の格関係以外の要素については命題を基項とする述語と

し，命題内部に命題を埋め込んだ形式として表現する。

このようにして述語成分に翻訳されるものとして，定・

不定表現の区別，限量詞，否定詞，テクスト中の顕在的

時制，副詞などがある。

　これらの手続きでは，述語に結合される基項成分は述

語の特性により変動することになる。述語の取る基項の

数は述語の特性により変動する。これとは逆に，述語の

取る基項の数を一律に決めてしまう方向も考えられる。

　Fredriksen（1975）では述語（relation）は全て2項的

（binary）であり，概念一関係一概念の3項連結を基本

単位としてネットワーク構造をつくる。

　心理学の理論ではないが論理学的に日本語を記述しよ

うとする坂井（1979）は述語論理を基礎とする形式言語に

翻訳する際，形式言語の述語は全て5つの変項を取るよ

うに規定している。

　　1　　述語〔a，b，c，d，e〕

変項の第1は主格（nominative），順に，対格（accusative），

与格（dative），時間の於格，空間の於格となる。坂井

（1979）はrこの規定は実のところかなり便宜的なもの

であり……問題はいかなる条件が満たされたときいかな

る文を閉鎖文とみなすかである」とする。坂井はこれら

の格のみを用意し，他の具格，目標，出発点などはダミ

ーの形容詞・副詞としての文から文を形成する成分とす

る。

　この2者は共通して少数の基項を用意し1個の述語に

直接連結され命題内に含まれる基項の数を制限してい

る。

　　　我々は基項成分に対応する日本語文章中の表現を与え

　　られた場合，その基項成分が述語に対し義務的か任意的
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かの直観を持つことが可能である。

　（1）太郎は手紙を書いた。

　（2）』太郎は花子に書いた。

　〈3）太郎は机で手紙を書いた。

　（4）太郎は花子に手紙を書いた。

これらの例からわかるように，（2）はこの文単独で読むと

座りが悪い。直観的には，先行する文脈への照応なり，

何らかの欠損情報があるように思われる。（3）（4）を比較す

ると，（4）はこれだけで，ある文脈において真偽判断可能

であるが，（3）はこれになお“その行為が机の上”だった

ことを付加している。つまり，行為・事態とは常に何ら

かの時・空間上の1つにおいて生起するが，（3）の場合，

場所一空間の情報をことさらに取り立てている。そこで

文章の表層上で顕在的に時，場所を示す場合一時・場所

の副詞を立てる場合一この時・場所を述語として，第2

の命題を立てることが必要になる。

　本論の翻訳手続きでは，先の格枠のうち，時格，処格

を除いて，1命題中の基項成分とする。この時格と処格

は命題を他の基項とする述語成分として，命題を埋め込

んだ基項成分として翻訳する。

日本語文章翻訳の際の問題点

　本章では少々羅列的になるが日本語文章の翻訳の際に

問題あるいは処理に困難のあるような点を取りあげ，そ

の翻訳手続きを検討する。

　連体格助詞’“の”

　他の格助詞については，先にあげた格関係により述語

との関係を規定するが，格助詞“の”が格関係では規定

できない。連体格，助詞“の”は「被修飾語となる語に

ついて，その所属，位置，範囲，順序，状態，性質，数

量，基準などを表わす」（田中，1977）。そこで，助詞

一“の”については，これが結合する2種の概念間の抽象

的関係を取りあげ，これを述語とし，

　　私の本→（私の所有する本）

　　　、「　　＝（所有する，私，本）

との翻訳をする。しかし“の”の表わす抽象的関係が常

第25巻第2号

に明確に定まるとはいえない。何種類かの関係が同時に

あてはまることが可能な場合もある。また上記田中（19

77）のあげる関係が全てを尽しているともいえない。そ

こで本論では，

　　私の本→（私の，本）

との翻訳を行い，助詞“の”が関係を示し，2項を取る

述語であることのみを形式化する。それは，助詞“の”

に抽象的関係を付与することが語彙的分解（後述）の問

題にも関連し，抽象的関係の付与が我々のテクストから

得る知識の実在的表示に対応する実証的裏づけが現在の

ところないからである。我々の基本的方針の1つは述語

一基項の組から成る命題を単位として，テクストの意味

を表現することで，助詞“の”の上記のような処理は，

この方針を満足する。

　語彙的分解

　自然言語の意味を命題によって表現しようとするのは

既述のシステム以外にも，文の表示を目的にClark（19

76），Anderson＆Bower（1973），Norman＆Rumel－

hart（1977）などがある。これらの知識表示論では，述語

を予じめ設定した原始語（primitives）により表現するこ

とである。

　Clarkらは一連の有標語一無標語の対と，絵との検証

課題において，符号化時における有標クラスの処理の付

加を説明する際に，有標クラスを無標クラスに否定の加

ったものとして表現し，処理の負荷をこれに帰因するも

のとしている。

　　Plus　is　absent．

　　　一一→（not　（present　（Plus））

　一・方，Normanらの知識モデルにおいても，同様の意

味的原始語への分解が行なわれる。LNRのモデルの1

つ，Active　Stmctural　Networkにおいては，授与動詞

giveについて，

　　Agive　B　C．
　　　　↓
　　AcauseBgetC．
　　　　↓
　　Acausechange（ApossessC）to（BpossessC）

といった翻訳をする。実際にはネットワーク構造でかか
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昌

日本語文章の形式的表示（1）

れるが，本論では便宜的に文の形で表わした。）このよ

うな分解理論の利点をあげれば，表層の動詞・述語を少

数のより良く定義された基礎的述語により解釈されるこ

とである。また述語の含む状態か変化か，結果の変化か

過程の進行かなどの特性が示されることもあげられる。

問題はこのような動詞の語彙的分解を述語に対して，

適応すべきであるかであるが，本論ではこのような方向

は取らない。理由は，分解することが心理的に実在のプ

・セスであるかについての実証的な裏付がないからであ

る。そこで，我々は前提1のみを満足するまでにし，分

解はおこなわない。

ハとガ

ここで検討することは，ハとガの問題についてではな

く，我々の命題翻訳の方針上，何が処理され，何が処理

されないのかについての限定である。

ハ・ガの使い分けについての議論は，主語・述語，テ

ーマ・レーマ，既知・未知など様々な説明がおこなわれ

た。我々の翻訳ではハの持つ主題・対比といった機能は

翻訳されない。このようなハの機能は談話・テクストの

・レベルにおいて存在するもので，本論の範囲一テクストF

の命題集合への分解一からは，これらの機能について，

形式化することは差し控える。

同様に，ガの総記・叙述（久野，1973），新・旧情報

の区別も翻訳されない。これらの機能屯ま，一文内という

よりも，文脈上規定されるものと考え，第2報において

考察する。

文核以外の要素　『

井上（1977）は日本語の典型的構造を文核とそれ以外

に分け論じている。それ以外の部分とは，相，時制，法

助辞，終助詞などである。我々が主に翻訳の対象とし，

また我々の手続きが比較的うまく動くのは文核の部分で

ある。井上も述べるように文核以外の部分は話者の関与

を表わす部分である。この種の関与は，会話部分につい

てはもちろん，説明的文章でも書き手の論理的展開，文

章全体の関係，局在的な文と文との関係づけなどに機能

する。

文核以外の要素の処理の1つとして，遂行動詞による

分析をあげることができる。文核以外の要素を基項と

し，抽象的な遂行動詞を設定し命題を構成する。

　　太郎は翻訳をしているだろう。

　　一→（推量1だろう（太郎は翻訳する））

　　一→（推量；だろう（翻訳す，太郎））

このような分析の問題点は，述語とする抽象的動詞をど

のような種類用意しておけば良いのかという点である。

分析の実践

本章では，ここまでに用意された分析の方針，手続に

沿って実際の資料を分析し，不足する諸点を明確にして

みよう。

材料テクストは，金子不二夫「またとない天敵」（光

村6年）を取りあげる。材料は表4に示し，命題単位へ

表4　命題分析の材料テクスト
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表5　「またとない天敵」の命題集合表現

文番号鱒 命題
1．

2．

3．

4．

5．

①（体の，色や形）

②　（気味悪い，①）

③（②，ヒキガエル）

④（気持ちのいい，動物）

⑤（否定，④）

⑥　（⑤，ヒキガエル）

⑦（きらう，人，ヒキガエル）

⑧　（多い，⑦）

⑨（⑦，存在）

⑩（役に立つ，ヒキガエル）

⑪（人間にとって，⑩）

⑫（⑪，動物）

⑬（害をあたえる，青虫，ガ，農作物や家ちく）

⑭（食べる，ヒキガエル，⑬）

⑮（かたっばしから，⑭）

⑯（にぶい，動作）

⑰（⑯，ヒキガエル）

⑱　（退治する，⑰，小動物）

⑲（どのように，⑱）

⑳（とる，ヒキガエル，えもの）

⑳　（収める，科学者，カメラ，⑳）

⑳　（ある時，⑳）

⑳　（置く，￥，ミミズ）

⑳　（その前，⑳）

文番号鱒 命題
6．

7．

8．

9．

10．

⑳　（のぞく，￥，カメラ）

⑳（なかった，ミミズ）

⑳（もう，⑳）

⑳　（ふれる，だれ，ミミズ）

⑳（いない，⑳）

⑳

⑳

⑫

⑳

⑭

⑳

⑯

⑰

⑱

⑲

（動く，ヒキガエル）

（⑳，様子）

（ない，⑳）

（ミミズの，かげと形）

（ない，⑳）

（蒸発する，￥）

（ようだ，⑳）

（置く，￥，ミミズ）

（再度，⑰）

（のぞ，く，革，カメラ）

⑳（いそいで，⑲）

⑪　（なくなる，ミミズ）

⑫　（今度も，⑪）

⑬　（やはり，⑫）

⑭（こしを下す，ヒキガエル）

⑮　（同じところ，⑭）

⑯　（平然と，⑯）

⑰　（飲み込む，ヒキガエル，何か）

の分析結果は表5に示す。分析においての基本的方針を

もう一度確認すると，分析の範囲は，原テクストを命題

を単位として，要素的意味の集合へと分解するまで，ま

た，材料テクストの語彙をそのままに使用し，原テクス

トの語彙項目を形式的表示から脱落させるようにするこ

とを併せて分針とした。

命題分析の問題点

　最後に，本章では命題分析の適用範囲と，限界につい

てのべる◎

　第1には，問題のところで述べた文核以外の要素の処

理である。この点については，分析の実践では前もって

遂行動詞の辞書をつくることはせず，原テクスト中の語

彙項目を使用する方法で処理した。この方法によれば，

再生プロトコルの評価は可能になる。

　第2は命題分析が原テクストを単位命題に分析するの

みで，テクストの規定的特性を形式化しないという点で

ある。テクストは単なる孤立した文の集合ではなく，r思

想のからみ合いと持続性」（渡辺，1977）を持つもので

ある（cf．HallidayandHasan，1976，vanDijk，1977）。

テクストのこの特性を形式的分析に取り入れることは，

単に言語学的考察のみならず，心理学的にも重要である

（茂呂，1979）。

　第3には，文章が全体として持つ，大まかな構造の表

現の必要である。文章には，個別ジャンルに特有の慣習

的上位構造が存在する。（van　Dijk，1980）。またテクス

トは，題目・談話のトピックの範囲内で展開される。こ

れらの大まかな構造を表現すること，ならびに，命題リ

ストからこの構造を派生する形式的・認知的手続き，規

則が必要となろう。

』
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2および3の問題は本論の目的からはその範囲外にあ

る。これらの問題は本論に続く第2報において詳しく論

じられる。

要約

本論では，読みの研究を日本語文章の理解課題・記憶

再生課題によって行なうための前提的な問題を論じた。

テクストの理解・再生を評価するためには，テクストの

持つ内的構造とテクストの規定的特性を明示的方法で形

式化することが必要である。これまで用いられた方法は

語数・文数・アイデアユニット，ク・一ズ得点などであ

り，デクストの意味的・構造的特性を表現することはで

きない。本論では，命題という意味的単位をたて，原テ

クスト・派生テクストの双方をこの単位へと分解する手

続きについて論じた。
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SUMMARY
　　The　purpose　of　this　paper　is　to　formulate　pr㏄ed皿es

for　translating　Japanese　texts　into　a　propositional　base．

In　recent　years，many　investigators　have　studied　read－

ing　based　on　text　compr璽hension　and　recall．Free　recall

prot（〕畔ols　and　procedures　to　characterize　the　text　reflect

only　the　surface　characteristics．These　translation　pro一

　と

cedures　do　not　adequately　reflect　the　nature　of　human

information　pr㏄essing　and　the　defining　properties　of

a　text，such　as　coherence，cohesion，and　topic　of　dis－

course．

　　In　translating　a　Japanese　text　into　a　propositional

base　many　problems　arise　that　cannot　be　solved　solely

by　the　application　of　English　propositional　translation

procedures　e．g．Kintsch，Meyer，Fredriksen　and　Cro・

ther．One　of　the　problems　is　in　setting　the　scope　of

the　proposition．A　Japanese　sentence　contains　many

pragmatic　components。　If　all　the　components　were

translated　as　argument，the　proposition　would　be

unduly　long．

　　A　second　problem　is　the　need　for　a　general　princi－

ple　concerning　the　extent　of　propositional　translation．

In　translating　the　surface　text　into　a　propositional　base

only　ideational　information　is　translated．Textual　com－

ponents　including　coherence，cohesion，and　hierarchicaI

organization　are　not　treated　as　subjects　for　propositio－

nal　translation．Representations　for　these　components

wiU　be　proposed　in　a　s㏄ond　report．

ン
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苦難に耐え生きるために

魂の支えとしての「真の信仰」
＊

新潟県立高田高等学校

　早津秀雄＊＊

，

1．　読書クラブ活動の意義

　高校教育にゆとりと多様化をもたらそうとするr新学

習指導要領」の移行措置が始まり，57年度の実施に向け

動き出した。ところが，大学入試がどう変わるか，見き

わめがつくまで動けないという考え方が支配的だ。r先

走って何かをやり生徒の学力を落したら大変だ。」という

のが本音なのである。

　一方ではrゆとり学習」への親しみということでスパ

ークを始めた。56年度の中学教科書には「サザエさん」

のマンガ（英語）や，．ほとんどの教科には息抜きのため

のコラムが新設されたということだ。それではr活字離

れ」の著しい今日の世相に，さらに拍車をかけることに

なるのではなかろうか。

　かようなとき，r課題図書方式入試の拡大を」という

ことで，国文学専攻の56年度入試には，前もって受験生

に課題図書を指定しその中から出題するというニュース

があった。（富山県の洗足学園魚津短大　朝日新聞　55

年7月24日）このユニークな試みは，池田弥三郎氏の発

案によるものだが，それは現在の入試制度の弊害を緩和

するだけでなく，若者一読書の絶対量・表現力が不足

している一が，愛読書を熟読し表現力を養う習慣を身

につけるということにもなるので，生涯にわたってかけ

＊Living　in　the　face　of　adversity：On　religious

　reading　guidance．

＊＊HAYATSU，Hideo（Takada　Senior　High　School，

　Niigata）

がえもない大きな意義をもつものといえよう。

　池田氏によれば，56年度は森鴎外訳のアンデルセンの

『即興詩人』（岩波文庫　上下）で，入学後の講義でも

『即興詩人』を採用し，さらに文学を立体的に学んでも

らうつもりだそうだ。そして，結果がよければ他の大学

でも見習ってもらいたいということだが，成果を期待し

ているものである。，

　r五無主義」が大学入試による弊害であるとしたなら

ば，rファウスト的人間」一理想や好奇心に満ち，現状

に満足せず，無限を求める　　そういう意欲にあふれた

若者を育成するには，やはり安易なrマンガ」によるの

ではなくて，r心の糧」となる読書によらねばならない

であろう。

　本校も進学校の1つであり生徒の学力のダウンは許さ

れない。しかしながら遠藤周作の『侍』は，生徒を魅了

するものをもっている。それは苦難に耐え生きていく人

間にとって何が大切なのか。魂の支え　　謙虚な心・敬

度な祈り　　が，不可欠であることを知ることができる

からだ。

　高校における読書クラブ（現行の学習指導要領による

必修クラブの1つ）で，週1時間読書会を行っているの

も，そこに生きがいを見出そうとしている生徒がいるか

らである。

2．　指導の意図

　慶長遣欧使節などというと，なにかロマンチックで通

俗的・教科書的なイメージさえ覚えるであろう。たしか
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に伊達政宗の命をうけ，スペイン国王や・一マ法王への

親書をたずさえて渡欧した，支倉常長については広く知

られている。しかし，歴史の非情な波に翻ろうされ，犠

牲にされた痛ましい運命，失意と挫折の果てに，魂の支

えとして神への信仰を深めていったことを，高校生は本

当に理解しているのであろうか。

　先の5月の連休に，仙台市博物館の「キリシタン美術

展」が開雌され，そこにはローマに派遣された支倉常長

の関係資料をはじめ，徳川時代のキリシタン禁圧の関係

資料などに直接触れることができた。東北地方は政宗の

政策もあって，当初キリシタン迫害が比較的ゆるやかだ

った。遠く九州・関西や江戸からもこの地方に逃れき

て，「隠れキリシタン」となって信仰をっづけたものは

少なくなかった。だがやがて幕府の弾圧によって迫害が

組織的になっていく。

　またr隠れキリシタン」については，上越市近郷の松

之山温泉などでも，マリア観音（子安観音）・マリア地

蔵を見ることができる。松陰寺にあるあの福よかなマリ

ア観音・マリア地蔵は1600年代のものといわれている

が，胸に抱く幼児や十字の金冠，十字錫杖が簡単に取り

はずせるようになっているのも，r隠れキリシタン」が

目明役人の目を逃れて信仰するカモフラージュであった

のか。なにはともあれ，信仰心の深さを強く感ずること

ができる。

　1549年に聖フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸

し，キリスト教の布教を始めて以来，鎖国寸前の日本の

政治状況，キリスト教宣教師たちの内部抗争，さらに17

世紀初頭の西洋各国の勢力関係が激動していた。

　支倉常長が藩命を奉じて渡欧したのは1613年，7月間

の異国での過酷な旅を続けたのである。しかも帰国して

みれば日本の情勢は変化し，幕府のキリシタン禁止令に

より，r便宜のために」キリシタンに改宗したのにもか

かわらず，「邪宗門に帰依したる故」罪に問われ，処刑

されたと伝えられている。

　遠藤周作の『侍』（新潮社　昭和55年4月）は，この

歴史上の人物支倉七右衛門常長やスペインの神父ルイ

第25巻第2号

ス・ソロテをモデルにした「私小説」であって，「歴史

小説」ではない。

　この主人公長谷倉六右衛　　作中もっばらr侍」とだ

け言及されている一は，忍耐力だけが取り得のなんの

才もない，粘液質の東北の貧しい下級の田舎侍であっ

た。このどう見てもrヒー・一」としての資格を欠く侍

が，ある日青天の群震のごとく，メキシコを経てスペイ

ンや・一マヘの訪欧使節に選ばれた。この使節の案内役

になったのがベラスコである。ベラスコは日本とメキシ

コやスペインとのかけ橋になりたい一これは表面上の

美名であって　　，ポー・会の司教になろうという権力

志向に燃えていた。なお，このr遣欧使節」の真の目的

は，政宗にとってr貿易」以外に，r天下とりの策謀」

注（1）がひそんでいたと考えられる。

　かような訪欧使節である侍たちを，各地で歓迎はして

くれても，r切支丹禁制」が強まるにつれて，四面楚歌

の立場にたたされていった。裏切られ挫折した時，rみ

じめな男」（イエス・キリスト）注（2）に近づいていく侍の

姿には，r沈黙』の主題一神とはそれを信ずるその人

の心の中にある　　注（3）を発展させたものであり，キリ

シタンのr陰画」的肖像を見ることができる。

　一方，日本人の貧欲さをキリシタン布教のために利用

しようとする野心家ベラスコにとって，日本人への侮蔑

から発して謙虚さをとりもどし殉教する。それはr陽画」

的肖像ともいえるのである。

　『侍』は世界史的視野にたって，当時の日本と西洋と

の相互批判　　・ベラスコのいう，超自然の神を受容せぬ

日本の風土，黒蟻のような知恵をもつ日本人。プロテス

タンティズムとカトリシズムの争い，カトリック諸国の

凋落，西欧諸国の外交上の駆引ぎと闘い一を試みては

いるが，苦難に耐えて生きる人間の魂の支え一信仰の

問題を中心にし，主人公の生き方死に方に，作者の考え

方が強く投影された　　「私小説」であるが故に，r歴

史小説」のように十分に相互批判がなされているとはい

えない。しかしながら，周到な構成，沈痛な文体によっ

て，高校生といえども魅了せずにはおかないものをもっ
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3．指導計画

苦難に耐え生きるために

　　　　　ムの争いが起こり，カトリック諸国の凋落がはっきりと

　　　　　してきた。（16世紀の終りにはスペィンの無敵艦隊がイ

　　　　　ギリスに敗北している。）かような時にソ・テのような

1　単元名　苦難に耐え生きるために一一魂の支えと

しての「真の信仰」一

2　指導目標　（1）導入一日本での布教　（2）展開一一①過

酷な運命　②野望と栄光　③裏切られた者と見棄てら

れた者④失意と挫折（3）結び一一①神への帰依②殉

教

3　対象学年・時間・教材一高校1年読書クラブ11人

（男5　女6）10時間（導入1・展開7・まとめ1・

結び1）『侍』

4　指導方法　（1）導入一布教の意図　（2）展開一輪読会

形成　（3）まとめ一レポート　（4）結び一レポートを中心

としたデスカッション

5　実施時期　昭和55年6月～9月

4．　導入一日本での布教

　仙台藩で支倉常長のことを語るのはタブーだといわれ

ていた。つまり支倉はキリシタンであるが故に，殺され

た殉教者であるとされているが，諸説があって本当のと

ころはわからない。しかし幕府や仙台藩，宣教師や教団

などの術策の中で，哀れな生涯を遂げた人であることは

事実であるからである。

　支倉の旅に同行するルイス・ソロテという宣教師（r侍』

ではベラスコ）の話をもとに，アマチという男がノベス

パニヤ（メキシコ）における支倉等の行動を記録した，

r伊達政宗遣使録』（大日本史料）の中に，メキシコ・シ

ティ・フランシスコ教会で100人近くが洗礼を受けたと

されているが，教会の受洗者名簿には日本人名は載って

いないということだ。たとえ同行者100人（商人・舟乗

り）もが，キリスト教など何も知らずに洗礼を受けたと

しても，r役目を果たす商売上の便利から」だったから

だ。つまり自分の意志で洗礼を受けたのではなかったの

である。

　当時の西洋では，プロテスタンティズムとカトリシズ

野心家が出てきて，衰えた日本でのカトリック布教一

ポーロ教団所属一を，盛んにしようとしたことは，衰

えたスペインの勢力をもう1度盛んにしようということ

であった。ところが，ヴァチカンーローマ法王庁一一

では，スペインの運命とは別だということで，突ぎ放し

て加担しなかった。

　日本では，秀吉とか家康はキリシタンをそれぞれ邪宗

門として取り締った。だが伊達政宗は天下取りに遅れた

ため，ソロテと同じようになんとかして野望を達成しよ

うとした。その意味で両者は意気投合し利用し合ったの

だ。

　かようにして，日本のキリシタン布教をめぐる軋礫の

中で，ソ・テのような出世欲・権力志向の宣教師と，支

倉みたいな寡黙な侍が登場し，r切支丹禁制」によって，

ともに裏切られた見棄てられて，時代の犠牲となってい

くのである。

5．展　　開

　1　過酷な運命に耐えて一侍

　山に囲まれた谷戸の村，そこには押しつぶされたよう

に並ぶ藁ぶきの家，家畜小屋のように臭くて暗い。戦争

がはじまれば供をつれて寄親の石田さまの館まで駆けつ

けねばならぬ。数年前，知行割を行われた殿（政宗）に

よって，黒川の肥えた所領地よりも貧しい谷戸の荒地に

移された。そこで給地改の嘆願書を提出していた。主人

公r侍」（長谷倉六右衛門）は，このような貧しい下級

の田舎侍であった。

　侍の取柄は，父や叔父に従順で何事にも逆らわず，百

姓たちのように忍耐強いが，眼がくぽみ頬骨が少し出て，

すべてを諦めて受け入れる顔をしており，いかにも風采

のあがらない頭の切れもよくない中年男であった。

　この召出衆にすぎぬ侍に，ノベスパニヤから・一マヘ

の使者としていくよう藩命が下った。御書状には次のよ
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うに書かれている。

　「全世界の聖主，羅馬法王パウルス5世陛下に呈す。

そもそもポー・会の僧ベラスコの我国に来て耶蘇教を講

述するや，弊州を過訪せられ，余に説くに耶蘇教に関す

る秘訣を以てせり。是に由て，余は初めて該教の旨を了

知，断然之を奉ずることに決意したり。蓋し，余はこの

教会の僧を愛敬せるを以て，寺院を設立し，力を極めて

仁徳を附与せんとす。陛下もしなお聖務拡大のため必要

と断定せる事あらば，幸に之を我国に設置施行せられよ。

その費用と寺領とに至りては，余，優に之を寄附供合す

べきに因り，陛下の憂慮を煩わさざるなり。余はまたノ

ベスパニヤは我国より隔ること遠くにありと錐も交際を

通ぜん事を切望する由に，此に併て陛下の威によって其

志を遂げし菊られん事を懇願す。」

　旅に出た侍は，世界がかくも広いとは知らなかった。

小さな谷戸に住みそこで育ったそこだけが，生きる運命

の場所だったのだ。それだけに侍の心の中で少しずつ微

妙な変化一漠とした不安・かすかな恐怖一が始まっ

た。

　使者衆の1人松木は，r自分たち召出衆が使者衆とし

て選ばれたのは，ひとつには召出衆たちの知行替えの不

満に終止符をうつためと，もうひとつは御重臣の争いの

ためだ。」という。すなわち，この苦しい旅に召出衆の

何人かを出し，途中で海の藻屑と消えればそれでよく，

また至難な役目が失敗した時は，不忠勤の名目で処罰す

るというのである。また，江戸幕府が大きな勢力をもっ

ている仙台藩を取りつぶすための罠である。r江戸を追

われたベラスコを登用することは……論議の末，せめて

重臣を使者衆とすることをやめ，身分の低い召出衆が選

ばれた」のだと。さらに松木は，r御評所は召出衆など

守りも庇いもせぬ。使者衆となったあの時から，我らは

その政の渦のなかに巻きこまれたのだ。渦のなかでは，

おのれのほか頼るものはないぞ」という。侍はそんな小

利口な口振りに反擾を感じたが，どうしようもなく悲し

かった。

　　r松木殿と商人たちはノベスパニヤに残り，年の暮に

第25巻第2号

日本に戻ることになった。……だが我らと2人の使者衆

は，旅を続けてエスパニヤに向うのだ」と，侍は供の与

蔵にいう。与蔵もまた侍と同じように，いかなる過酷な

運命にも抗ったことがなかったのだ。

　2　野望と栄光のために一ベラスコ

　宣教師ベラスコは自分の能力に自信をもっていた。r貧

欲な日本人たちが，今後マニラや太平洋の彼方のノベス

パニアと有利な貿易を続けたいならば，そり交渉の橋わ

たしのできる自分を棄てる筈はない。」と思った。ポー

ロ会の江戸管区長でもあるベラスコは，今日までの布教

の失敗はペテ・会の過失であったとし，布教拡大のため

日本での布教のすべてをローマ法王庁から委任される司

教になりたいと，世俗的な野心，権力志向に燃えていた。

だが口惜しいのはペテロ会の圧迫によって，ベラスコの

持っている才能を十分に発揮する大きな舞台がまだ与え

られなかったことだ。

　東北は江戸とちがって，r切支丹はお替めがないそう

だ」幕府の直轄地では切支丹を禁じていたが，東北は黙

認されていたのである。江戸を去り東北へいこう。そし

て，r日本人にはノベスパニヤとの貿易の利を与え，我々

は布教の自由を得よう。」とベラスコは考えた。日本人

は「智慧を持った黒蟻の群れだ。彼等は船を作り自力で

太平洋を渡り，ノベスパニヤに赴うとしている。この日

本人の負欲さを布教に利用すべきだ。この取引きをたく

みに行うことができるのは，ペテ・会・ドミニコ会・ア

ウグスチヌス会の会士たちではない。自分だけだ。」と，

かくて仙台藩の使者衆の通辞として案内することになっ

た。そして司教の地位が欲しい。ベラスニは1瞬この野

心を恥じたが，自分だけがこの狡猜な異端の日本人たち，

と戦って，栄光を手にすることができるのだと考えた。

　　「私は日本人が宗教のなかにさえ現世の利益を求める

のを見てきた。つまり利益のために信心があるほどだ。

病気や災害から逃れるため神仏を拝む。領主は戦いの勝

利を得たいために，神社や仏閣に寄進を約束する。……

あの国には基督教の言うような永遠とか魂の救いとかを

求める本当の宗教は生れない……彼らの信心と我々基督
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教徒が信仰と呼ぶものとの間に，大きな隔たりがある。」

そこで，日本人の現世の欲望を，どのように神の教えに

導いたらいいのか。

　ベラスコのあまりの烈しさに松木は，rおのれの烈し

さをかくすため，ベラスコは穏やかに見せているのだ。

俺にはあの男が切支丹を信ずるのも，おのれの欲望を抑

えるためのような気がしてならぬ。なにやら怖しい」と

警戒するのである。

　侍も言いようのない嫌’悪感を感じた。rベラスコ殿を

恭のうは思うが，しかし切支丹の教えには耳を傾けるで

はないぞ」と供の与蔵にいう。そして，r長谷倉の供で

ある限り，切支丹の教えに馴染んではならぬ」と。侍に

はこのrみすぼらしい男」を拝むだけでも切支丹が奇怪

きわまる邪宗のように思われた。

　布教は外交と同じで，異郷の征服とも似ているのだ。

外交のように布教も，術策を弄し駆引きを行い，時には

威嚇し時には妥協すること一それが神の教えを拡げる

ためには一これは，いまわしい汚れた行為だとは必ず

しも思わないと，ベラスコは自分にいいきかせた。

　マドリッド到着後，ベラスコを司教会議で日本在住30

年の有名なヴァレンテ神父と対決させるよう，日本ペテ

・会からノベスパニヤ国王宛の要請書がとどけられた。

すなわち，r日本の使節のノベスパニヤヘの訪問につき，

既に陛下に報告書を提出いたしましたが……その希望す

る通商については慎重な態度が望ましい。使節に同行す

る筈のポー・会のベラスコ神父は，……思慮にかけ行動

も必要以上に出すぎた人物に思われます。日本では皇帝

が基督教の迫害を続行しており，この宣教師が言うよう

な布教の自由が認められる可能性は薄い。尚日本人は布

教よりも貿易の利益を求め……ベラスコは単独で日本の

1領主を説いて船を造らせ，修道士派遣を請願し，誇張

され扮飾された彼の画案は，すべて虚偽にみちておりま

すので，充分，慎重に対応されるよう希望いたします。」

とあった。

　ベラスコは脆いて祈った。r私の肉欲，ペテ・会に対

する怒り，日本の布教にたいする傲岸なまでの自信・征

服欲に，主は決して耳を傾けないだろうか。主は私の祈

り，理想とするものの背後には，最も醜悪な野心がかく

されていることを指摘されているような気がしてならな

いのだ。」と。

　ベラスコの耳もとでひとつの声が聞えた。一お前が

今やろうとしているのは，主を信じぬ者を，おのれの利

のために受洗させる冒漬と漬聖ではないのか。洗礼の秘

蹟によって，信じぬ者の罪まで背負わせる傲岸な行為で

はないのか一と。

　3　裏切られた者と見棄てられた者

　使者衆にrたとえ勝ち目なき戦でも，侍である皆さま

がたは御出陣になりましよう。私も同じでございます。」

とベラスコはいった。マドリッド司教会議で，r15年前，

法王クレメンテ8世が勅書『オネ・一サ・パストラリス』

を公布され，それまでペテ・会のみに許されていた東洋

の日本の布教を他の修道会にも許可された。ポー・会は

ただちに11名の宣教師を日本に送ったが，このベラスコ

神父もその1人である。彼は1549年にフランシスコ・サ

ビェルが渡日して以来の日本での衰退をペテ・会の失敗

と考え，その改善を望み希望は充分にある」と報告した。

さらにベラスコはr私は親書々たずさえた日本の使節を

ここまで連れてきました。……日本人は利のために如何

なることでも時には心までも，許すでしよう。」という。

　侍は，ノベスパニヤでの取引きと商いを円滑にするた

めに，教会で脆づいて洗礼を受けた商人のあの光景を見

て，蔑と羨望とのまじった複離な気持ちをいだいた。

　一方，ペテ・会のヴアレンテ神父は絶望的にいった。

r日本人には本質的に，人間を超えた絶対的なもの自然

を超えた存在，我々が超自然と呼んでいるものに対する

感覚がない。彼らは人間と神とを区分する明確な境界が

嫌いです。もし人間以上のものがあってもいつかはなれ

るもの……彼らの仏とは人間が迷いを棄てた時になれる

存在です。……日本人は決して1人では生きません。彼

らとは1人の人間ではありません。村や父母や祖先のす

べてを背負った総体なのです。r切支丹の教えは善いも

のだ。だが自分は自分の祖先がいない天国に行くのは，
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祖先を裏切ることになる。死んだ父母と自分たちとは強

く結びついている』これはたんなる祖先崇拝ではなく強

い信仰です。この信仰を消すには60年では足りませんで

した。」

　「俺は切支丹は嫌いだ。だが今となっては仕方あるま

い。戦の折，あざむく敵の前に手をつき頭をさげること

もあるとな。だが心まで許すのではない。」と｝使者衆

の1人田中はつぶやいた。r俺とて祖先の信心した宗旨

を棄てたくない。だが心を棄てるのではない。それに祖

先より受けた土地をとり戻さねば，更に大きな不孝にな

るのではないか。」と侍は，切支丹に帰依するのは方便

とはいえ，心が崩れそうになるのをこらえた。

　「……俺はなあ，お前を拝む気になれぬ」と，侍は祭

壇の背後の大きな十字架を正視しながらすまなさそうに

いった。rなぜ南蛮人たちがお前を崇めるのかわからぬ。

お前は人間の罪業を背負うて死んだというが，そのため

に我らの暮しが楽になったとも思えぬ。俺は谷戸で百姓

たちがみじめな暮しをおくっているのをよく知ってい

る。」ベラスコのいう「おのれの力の至らなさを悟って

イエスの慈悲にすがるか」いずれが賢い道か，愚かな道

か。

　「汝は」と司祭はたずねた。

　「主イエス・キリストを信じるか……復活と終りなき

命とを信じるか」使者衆は，口を揃えてr信じ奉る」と

繰り返した。洗礼を受けたのだ。．

　愛する神なるイエス

　御心の愛を我に刻みたまえ

　願わくは愛の炎を燃やし

　「ホトケとよぶ迷信と邪宗の神から離れ，我々の主を

信じた日本人たちの来訪を悦びたい」と，聖職者たちが

見くだしたような態度でそういった時，侍は貧者に恩恵

を施す富者の傲りを感じた。r西洋を知るためには切支

丹をぬきにはできぬ」という使者衆の1人西に対して，

侍は自分のような違和感をおぼえぬ西の若さと好奇心と

をうらやましく感じた。

　マカオのペテ・会のデ・ビベ・神父からの緊急書簡が，

第25巻第2号

マドリッドのペテロ会本部にもたらされた。「日本にお

ける新しい情勢の変化が2つ起りました。ひとつは，我

々の敵であるイギリス人はしばしば日本の王に，我が国

にたいする中傷を繰り返えして参りましたが，国王はそ

の中傷を聞き入れられ，さしあたってルソン・マカオと

の貿易を断絶する準備として，イギリスとの通商を認め

ることを布告し，日本の西南平戸にその商館を作ること

を許可したことです。今ひとつの変化は，これまで比較

的布教にたいして寛大だった東北の貴族で，先にノベス

パニヤにその個人的な通商使節を送った有力な領主が迫

害をはじめたことです。我々が当地から受けた報告によ

れば，既に少数の殉教者が出ておりますが，それはその

貴族が我が国と組んで日本国王に反逆する意志があると

いう，一般の噂をうち消すためと言われております。」

　ベラスコは怯えたように使者衆を見て，r望みは，消

え失せました。日本に戻るほか仕方がありませね。……

いかなる神父といえども偽りの知らせを送って参りませ

ぬ。」と畏っていった。

　殿と評定所とに裏切られたという悲しみを抱いた使者

衆。同じようにベラスコも夢みたものを主から見棄てら

　　　　　　　　れ，苦痛を噛みしめている。裏切られた者と見棄てられ

た者との間に，互いを労りあい，互いの傷口を舐めあう

ような友情が，今やっと生れてきた。

　4　失意と挫折

　・一マでの使者衆のようすについては，r日本人使節

の1行はつつましやかで温和しかった。いずれも背がひ

くく，陽やけした顔だちをしている。タナカやハセクラ

やニシは，鼻も短く扁平で髪の先を白布で結んでいた。

彼等はそれが日本の騎士の徴だと言った。3人は外出の

時は濃紫色の日本服を着たが，平生は小さなカラーを首

にはめた修道服をまとい，エスパニヤ風の帽子をかぶっ

ていた。彼等の帯びた大小2本の刀はきわめて鋭利にで

きていて，少しばかり反りかえっていた。食事の時は，

彼等は2本の細い棒を巧みに使い，ネギをまぜたキャベ

ツのスープを好んだ。」（ゼノア・コスト未亡人の見聞記）

と記されている。
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　・一マ法王庁のボルゲーゼ枢機卿は，法王庁はキリス

ト教国とその国民のための組織である以上，臆病で不純

に見られようとも組織の方針に従わざるを得ない。r1匹

の仔羊を探すために，一他の多くの羊が危険にさらされれ

ば，牧者はその仔羊を見棄てざるをえない。」という。

「では，主イエスはなんのために十字架で死なれたので

す。……私は今日まで法王庁という組織は国家のような

組織ではないと信じておりました。それは国を超え，人

種を超えた愛の組織だと考えていました。」というベラ

スコに対して，r我が子よ，お前は愛だけで，この現実

をきりぬけられると思うか。」rだが，イエスは愛のお方

でした」r愛のお方は，そのために政治で殺された。我々

の組織は政治から逃れぬ以上，法王庁はカトリックの国

々の力を弱めるような手段をとるわけにはいかぬ」と，

ボルゲーゼ枢機卿はいわれる。

　復活祭の朝，ヴァチカーノのサン・ピエト・広場には，

人々が群れをなして集まった。

　　たたえよ　主を　たたえよ　主を

　　汝等　主をたたえよ

　「あなたがたにはこの日本人たちの悲しみはわから

ぬ。あなたがたはあの日本で戦った私の悲しみはわから

ぬ」と，復讐にも似た感情が，ベラスコの口をかたく閉

じさせた。

　1614年11月の日附の公式の文書が，フィリジピン総督

から法王庁にとどけられた。やはりr切支丹禁止令」が

記されていたのである。r諦めねばならぬ」法王庁はこ

れ以上の危険は冒したくないという。せめて使者衆の面

目をたもつためにも「法王の御謁見を」，だが日本人た

ちの望みに応えることはできぬといわれたが，それでも

ローマ法王は日本の使者衆たちを引見した。使者衆は殿

の御書状を読み上げた。聞き終るとパウルス5世は，r余

は神が日本を決して見棄て給わぬことを信じている」と，

悲しげにいわれた。

　r希望は絶たれた」ただ役目のために受洗したので，

帰りの船の中での毎日のミサには，使者衆は出席しなか

った。ただ，そっとミサにくるのは侍の供与蔵だけであ

った。いまはフィリッピン行きの船を手配してもらい，

日本人たちを帰国させ，ベラスコはマニラに赴き，上司

の命令通り生涯その修道院で働くだけだと考えていた。

　苦しみは，使者衆の1人田中を死に追いやった。自殺

は教会の絶対に許さぬ大罪を犯したことではあったが，

r死者に安らかな憩いを与えられんことを」と，ベラス

コは祈った。r私の傲慢な企みが田中を死に追いやった

のだ。……主よ，彼の魂をお見棄てにならないで，この

私にその罪の罰をお与えください。」，「主」は「多くの

人に仕えんがため」に死を引き受け給うた。だが田中の

死は，一使命が果しえなかったからであり，裏切られたか

らであった。r力を尽しても及ばぬことがあるなあ。」と，

侍は心の中でさびしく思った。

　ノベスパニヤで先に往く時会った，日本人の元修道士

一日本を棄てた一と再会した。

　「私は私のイエスを信じています。……主の御名を借

りてインデオの祭壇を焼き払った，教会や神父たちの説

くイエスではありません」と，元修道士はいう。「なぜ

あのやせた醜い，みじめなみすぼらしい男を拝むことが

できるのか」と侍は真剣になってたづねた。

　「あの方は，生涯みじめでおられた故，みじめな者の

心を承知され……みすぼらしく死なれた故，みすぽらし

く死ぬ者の哀れさも存じておられます。あの方は決して

強くも美しくもなかった。」という。西は反駁して，rだ

が，教会を見るがいい。ローマの都を見るがいい。あの

はなやかさは……」という。「あの方は，そんな飾りた

てた教会をお好みか……あの方は，1度も心傲れる者充

ち足りた者の家にはいかれなかった。みじめな者醜い者

あわれな者みすぽらしい者だけを求めておられた。だが

今，司教も司祭も富み充ち足りている。あの方が求めら

れた人間の姿ではなくなっている。」と，元修道士はい

う◎

　侍は，r俺はお前のように，あの男を思うことはでぎ

ぬ」という。すると元修道士は「あなたさまがあの方を

心にかけられずとも，あの方はあなたをいつも心にかけ

ておられます。」と答えるのであった。
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　幸なるかな　心貧しき人　天国は彼等のものなれば

　　なり

　幸なるかな　泣く人　彼等は慰められるべければな

　　り　　　　　　　　　　　　　　（マルコ福音書）

　主もまたゴルゴダの丘で十字架にかけられて敗北され

たが，主が勝利を得られたのは人々の魂の世界において

であった。キリスト教徒が戦いで勝つのは政治の世界で

はなく魂の世界である。「たしかに私も今度の旅で，政

治の世界では敗れたのだ」と，ベラスコはマニラヘ向う

船の中で考えた。

　　主よ　主が一体　この私に何を望んでおられるかを

　　お示しくださいまし。

　　主よ　すべて思召しのごとくあれかし。

　　主よ　私の心に今　芽ばえたものが　主の御意志で

　　あるならば……。

6．結　　び

　1　神への帰依一一侍

　　その人　我等のかたはらにまします。

　　その人　我等が苦患の歎きに耳かたむけ，

　　その人　我等と共に泪ぐまれ，

　　その人　我等に申さるには，

　現世に泣く者こそ倖なれ　その者　天の国にて微笑

　　まん。

　4年ぶりの帰国であった。訪欧以来日本での大きな戦

いは，豊臣家を滅した家康。しかし仙台藩は大阪の戦陣

には加わらず，後詰めとして京に出兵しただけであっ

た。

　その後はr切支丹禁制」となり，仙台藩でも御公儀の

指示によって，異国から戻る者を取り調べることになっ

た。r時勢は変ったのだ。お前たちの南蛮への長旅はさ

ぞ辛苦であったであろう。が，評定所は今はノベスパニ

ヤには用はない。海を渡る大船もいらぬ。……お役目な

ど，もうないのだ」と役人はいう。

　r愚かでございました，我らは」，rお前たちの餐では

あるまい……，切支丹禁制の御公儀をすべてを変えたの

第25巻第2号

だ。」と役人がいった時，「その切支丹に帰依しました。」

と西が絶叫した。r本心からではございません……お役

目を果すために……」と，侍は必死で西を抑えていっ

た。そこで御評定所へいき旅の経過を報告し，宗門改役

に切支丹を棄てる誓詞を出さねばならなかった。

　「俺たちは，見てはならぬものを見てしまったのだ。

……我らは生きている限りこの暗さから逃れぬ。この暗

さの中で御重臣は御重臣，我らのような召出衆は，生涯

召出衆として生ぎるのでございましょう。」西は深い溜

息をもらしていった。rかりそめにも，一度切支丹に帰

依した者は，互に交わらぬよう」と役人にいわれ，r納

得できぬ。御評定所のこのたびのお仕打ちは，口惜し

い。」と西はいきどおった。

　侍は「そう，自分たち2人は，何も知らず気づかず，

広い世界を歩かせられたのだ。江戸は藩を使おりとし，

藩はベラスコを利用しようとし，ベラスコもまた藩を欺

こうとし，ペテ・会はポー・会と醜く争う，そういう購

着，争いの中で，自分たちはあの長い過酷な旅を続けさ

せられたのだ。」と，やっと気づいた。石田さまは「召

出衆の身でありながら使者衆として選ばれたが……今は

目だたぬように生きねばならぬ。人と人との間はそのよ

うに冷たく，むごいものである」という。

　谷戸にもどってから，r人間の心にはどこかに，生涯

共にいてくれるもの，裏切らぬもの離れぬものを，求め

る願いがあるんだ。」と侍は思った。

　侍は与蔵をみて，r信心しているのか，切支丹を」と

たずねた。与蔵はrはい」と答えた。r人には申すなよ」

与蔵はうなづいた。一我等，悲しみの谷に泪して御身

にすがり奉る一

　rお前はな，政の変り目に運わるく巻きこまれた。

……口惜しかろう。」と，やさしげな石田さまの顔に，

侍は嘘を感じとった。

　r御沙汰」，r邪宗門に帰依したる故，再吟味致すに付

……出頭致すべく……。」とあった。

　「これからは，あの方がお供なされます。」と，突然

侍の背後で与蔵の引きしぼるような悲痛な声が聞えた。
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苦難に耐え生きるために

侍はたちどまりゆっくりとふり．かえって，大きくうなづ

いた。侍は自分の旅の終りに向って進んでいったのであ

る。

　2　殉教一ベラスコ

　日本，迫害の嵐が吹き神に敵意しか持たぬ日本。それ

なのになぜ心がひかれるのか。ベラスコはマニラの修道

院長の席にあって1年。ルソンを出発してキリシタン弾

圧を行っている日本にまた戻ってきた。もしベラスコの

行為が暴挙であるならば，主イエスのエルサレム行きも

暴挙であったのではないか。主は大祭司カヤバたちに殺

されることを知りながら，ユダの荒野から弟子たちの先

頭にたたれてエルサレムにこられた。その時主は，御自

分の流される血が，人間のために役立つと思われたから

だ。一人，その友のために命を棄つるほど，大いなる

愛はなし一

　　この民のもとに行ぎて　告げよ。

　　あなたがたは　たしかに耳で聞きはするが決して語

　　らないのだ。

　　たしかに眼で見てはいるが　決してわからないの

　　だ。

　　その耳は遠く　その眼はつぶっているからである。

　　その耳で聞き　その心で悟り　立ちかえって私に癒

　　されることのないためである。

　　　　　　　　　　　　（使徒行伝　イザヤ書）

　「我，地上に火を放たんと来れり」これも主のことば

である。r日本よ，私も火を放つために日本に来たのだ。

今日まで現世の利や至福しか望まなかった日本よ。お前

ほどそれ以外のものに無関心で無感動な国はこの世界に

はない。その狡猜さとその智慧をいつも現世の利だけに

向けていた日本よ。……主よ，どうか日本をお見棄てく

ださいますな。その代り，この国を利用したわが罪の償

いのためにも，この国のまことの救いのためにも，私の

生命をお召しくださいまし。」と，ベラスコは長崎奉行

所に連行され，大村の獄舎の中で祈った。

　挫折。私の自惚れ・自尊心・傲岸・征服欲が，いつの

まにか美化していたものを粉砕して，地上の本当の姿を

直視させるためにあったのだ。だが主の死がその現実を

光で貫いたように，私の死がやがて日本を貫くために。

処刑執行の日がきた。同じく死刑になるペテ・会の神父

一あの旅の間ベラスコを陥れ，あらゆるざんそを行い，

計画を妨げたペテ・会，いまは憎しみはなく，懐しささ

え感じる一に，ベラスコは罪を告白した。

　「私の傲慢さと虚栄心とは今日まで多くの人を歪め，

傷つけて参りました。私は神の御名をかりておのれの虚

栄心をみたそうとしたのです。……私は神の御意志を自

分の意志と混同いたしました。……私は神を僧んだこと

もあります。神の御意志が私の意の通りでなかったため

に。……私は神を否んだことさえあるのです。神が私の

意志を無視されたために。私はおのれの征服欲と虚栄心

とに気づかず，それを神のためだと自惚れていたので

す。」と，告悔を終えたのにもかかわらず，ベラスコの

心は平和ではなかった。

　ベラスコを杭にしっかりと縛りつけた役人は，r往生

ばせえよ」と叫んだ。そして，松明で足もとに火をつけ

た。

　　救えかし　われを

　　終りなき　死から

烈しい炎の中からひとつの声がひびいた。一生きた，

私は一

7．　生徒の反応・考察

　1　生徒のレポート（一・部抜粋）

　　（1）生きていくうえで宗教は必要だ

　「この小説を読んで，侍というものの悲哀を痛切に感

じた。……『上司の命令は絶対だ。それにそむくことは

死につながる。』そんな世の中に生きた侍たち。侍はは

じめ職務のために，偽りの心のままで洗礼を受けたの

だ。十字架上の『みじめな男』（イエス・キリスト）を

みて，『なぜおまえをあがめるのか。おまえが死んだか

らといって，おれたちは楽にならないのだ。』と侍がい

った◎
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　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

　……しかし，自分を犠牲にして旅にでて，苦しみあえ

ぎみじめに捨てられたとき，侍には救いが必要であった。

死の直前『あの方（イエス・キリスト）がついておられ

ます』といわれ大きくうなずいた。……私は亭はり生き

ていくうえで，宗教は必要だと思った。」　（K・丁男）

　　（2）真の信仰とは

　「ベラスコ神父にとって神とはなんだったのか。最も

敬愛し信頼すべき存在であると同時に，自分の傲慢な野

心をかなえてくれる支えでもあったと思う。……

　しかしベラスコは，最後に処刑されるとぎ『生きた…

…私は……』といって息をひぎとる。おそらく野心を捨

てすなおな気持ちになったのちに，はじめてr真の信仰』

にかえり，神の御意志を悟りそしてそれに従ったことに，

満足したのではなかろうかと思う。人間の心に宿る神の

力の強さを改めて感じた……。」　　　　　（A・A女）

　　（3）神は利益のためではない

　r……貿易のために，形ばかりのキリシタンとなった

商人たち。神は商人たちにとって商業を有利にするため

の道具であった。利益を与えるもののみが神であったの

カい一…。

　石田さまの与えられた殿の御命令を，なんとしてもは

たさねばならない使者衆。やむをえずキリシタンに帰依

しても，使者衆の使命は達成されない。……生きるだけ

で精いっばいの侍にとって，神などはなんのたしにもな

らはかったのだろうか。だが黙々と運命に逆らわずに生

きた一つらい旅にでてもむくわれなかった　　侍の心

の中に，やがて神の姿がよみがえってくるのであった…

…
。

」　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K・A男）

　2　要約
　魂の支えとして信仰を深めていくには，さまざまな経

緯があるにちがいない。

　遠藤周作の私小説r侍』において，r真の信仰」とは

第25巻第2号

どういうものであるかを知ることができた。

　侍は1613年，慶長遣欧使節の1人として仙台藩から任

命され，4年に渡って過酷な旅に耐えてきた。そして

r貿易拡大のための親善」という使命をはたすために，

キリスト教の洗礼を受けたのである。しかし帰国するや

rキリシタン禁制」によって，すべてが水泡に帰してし

まった。政治の変り目に運悪く巻きこまれ，r邪宗門に

帰依した」ということで処刑されたのでは，どうして侍

は救われよう。r愛する神なるイエス　御心の愛を我に

刻みたまえ」と，侍はおのれの魂の支えを神に求めて，

はじめて救われたのである。

　一方ベラスコ神父は，日本人の貧欲さを「キリシタン

布教の自由」に利用し，司教になりたいという世俗的な

野心に燃えていた。そこで仙台藩に取り入り使節の通辞

として旅に同行した。しかし仙台藩の策謀・宣教師間の

抗争・日本と西洋との政治的な駆け引きによってベラス

コは挫折し，傲慢さゆえに神からも見棄てられてしまっ

た。そこではじめてベラスコは謙虚な気持ちになって，

神に対して「主よ　主が一体この私に何を望んでおられ

るのかお示しくださいまし」と，敬慶な祈りをささげる

のである。そして「主への道」　　殉教一一におもむく

のであった。

　人間として生きることの厳しさ，それだけに敬慶な心

が大切なのである。そこに救いもあり生きがいもあると

いうことを，高校生といえども理解を示してくれたので

ある。さらに深めていくことが大切である。

注

（1）紫桃正隆r仙台領キリシタン秘話・興隆篇』宝文

　　堂昭和43年10月

（2）遠藤周作『イエスの生涯』新潮社　昭和48年10月

（3）遠藤周作『沈黙』新潮社　昭和41年3月
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