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問　題

　子ども向けの文字練習帳や文字指導を目的とした幼児

向けの絵本類には，ほとんど例外なく文字や単語や文に

関連する絵が添えられている。しかしながらこの種の文

字学習における絵の対提示には科学的根拠があるわけで

はない。せいぜい，絵は子どもの興味を高め，文字学習

の動機づけの役割を果たす，という程度の経験的な知識

に基づいて行われてきたと言えるのではないだろうか。

　そこで，読字学習に及ぼす絵の対提示効果についての

心理学的な研究を調べてみると，今日までさまざまな検

討はなされているものの，絵の対提示が読字学習を促進

するのか，あるいは妨害するのか，という点に関しては

必ずしも一致した研究結果が得られていない。

　例えば，Samuels（1967）は，幼児にboy，bed，man，

carの4単語の読みを学習させる際に，（1）単語だけが書

かれたカードを提示する群，（2）単語の上に，そのものの

単純な線画が描かれたカードを提示する群，（3）単語の上

に，そのものと他のものが描かれたカードを提示する群，

に分けて比較した。その結果，（1）群が（2），（3）群より有意

に成績がよかった。このことから彼は，絵が読字学習を

妨害すると結論づけた。

　さらに，杉村（1974）が，漢字と片仮名を用いてSamu－

els（1967）と同様の実験を行ってみたところ，やはり絵
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は読字学習を妨害することがわかった。この実験結果に

ついて杉村は次の3つの観点から考察を加えている。①

絵の提示によって，幼児の興味は高められるだろうが，

そのために読みの学習にとって重要な文字への注意が弱

められる。②対連合学習の見地から，絵がない場合は，

提示された単語に対して幼児自身のイメージを伴った音

が連合され（単語と音＋イメージの連合），そのイメージ

が単語と音の連合を促進する。しかし，絵のある場合は，

単語と絵に対して音が連合され（単語＋絵と音の連合），

絵が単語と音の連合を抑制すると考えられる。③刺激般

化の原理からみて，絵のある群では学習試行とテスト試

行の刺激自体が異なるため成績が悪くなる。

　これに対して今井（1979〉は，絵と文字が同時に提示

されることにより被験者の注意が分散するのではないか，

という観点から提示法の検討を行った。具体的には，漢

字を用いて，先に絵を示し，次に文字を示すという継時

提示法で絵の効果が検討された。その結果，この実験で

は，絵は読字学習を妨害も促進もしないことが明らかに

された。さらに，福原（1982）が，片仮名を用いて，先

に文字を示し，次に絵を付け加え，そのまま両方を同時

提示しておくという方法で絵の効果を検討したところ，

今井（1979）とほぼ同様の結果が得られた。

　一方，松崎・磯崎・上野・古城く1979），丸山・河村・

小俣・姫野・葛城・荒金・秋好（1979）は，Samuels

（1967）や杉村（1974）では，被験者がよく知っている

と思われる単語が学習材料として用いられていたことに

注目し，このような実験では，ことばを具象化して意味
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の理解を助けるという，絵の機能が十分に生かされず，

むしろ妨害効果が生じたのではないかと考え，新たに熟

知度の要因を加えて検討を行った。具体的には，言語材

料を子どもがよく知っていると思われる語（高熟知語）

と子どもがあまり知らないと思われる語（低熟知語）に

分別し，絵の提示要因と共に検討を加えた。その結果，

松崎ら（1979）の研究では，高熟知語を用いた場合には，

絵は読字学習を妨害したが，低熟知語を用いた場合では，

妨害も促進もしなかった。しかし，一方，丸山ら

（1979）の研究では，高熟知語を用いた場合には，絵は

読字学習を促進したが，低熟知語を用いた場合には，妨

害する傾向が見られた。このように，上記の2つの研究

では全く矛盾した結果が得られている。

　なお，これらの研究では，実験に用いる学習材料の統

制が十分に行われていないことから，学習材料自体の属

性が実験結果に影響を及ぼしているのではないかと考え

られた。そこで今井（1983）は，実験に用いる学習材料

を統制したうえで，読字学習に及ぼす熟知度の要因を検

討した。具体的には，まず幼児を対象に予備調査を行っ

て単語の熟知度を測定し，その結果から高熟知語・低熟

知語を選定し，実験を行った。その結果，高熟知語を用

いた場合には，絵は読字学習を妨害したが，低熟知語を

用いた場合には，絵は妨害も促進もしないことがわかっ

た。これは，Samuels（1967），杉村（1974），松崎ら

（1979）の結果と一致しているが，この研究によって，

高熟知語と低熟知語では絵の機能が異なることから，読

字学習においては，言語材料の熟知度の要因を十分に考

慮すべきことが明らかにされた。

　以上，仮名の読字学習に及ぼす絵の対提示効果に関す

る過去の主な研究を紹介したが，これらすべてに一貫し

た結果というものは得られておらず，実験方法などに未

だ検討すべき問題が残されているといえる。

　例えば，従来の読字学習に及ぼす絵の対提示効果の研

究は，絵の有無，線画・色彩画，単純画・複雑画という，

いわば絵の構造的要因の検討が主であって，絵の意味的

要因の効果については，まだ十分な検討がなされていな

いと言える。

　そこで，本研究では，絵のもつ情報の効果を検討する

一つの方法として，ストループ干渉（Stroop－inter－

ferences）に着目した。これは，例えば，「あか」という

単語が青色で印刷されている時，「青」と命名することは，

青色の色片を「青」と命名するよりも反応が遅れるよう

な現象を指し，単語が色の命名に妨害効果を及ぽし，情

報処理過程において反応を遅らせるために生じるのだと

説明されている。

　これとは反対に，色単語を読む時に単語名と一致しな

い色によって単語の読みが妨害されることを，逆スト

ループ干渉と呼んでいる。石王・梅本（1991）は，これ

らの課題を幼児を対象に実験したところ，ストループ干

渉と逆ストループ干渉がともにみられた。このことから，

幼児にとって，単語の読みは，色によって十分妨害され

うるような不安定な処理過程であると解釈された。

　さらに，前述した干渉は，色だけでなく，単語に対応

する絵についても見出されており，これはストループ類

似干渉（Stroop－like　interferences）と呼ばれ，以前から

検討が行われている（例えば，Rosinski，19751石王，

1990）。

　このようなストループ干渉に関する先行研究の結果は，

絵のもつ情報によって，幼児の読字学習が促進されたり

妨害されたりすることを示唆しているものとして興味深

いo

　そこで本研究では，従来の単語の熟知度の要因，提示

絵の有無の要因の他に，学習材料に矛盾する絵を使用す

ることにより，幼児の読字学習に及ぽす要因について，

新たな視点からその効果を検討することを試みる。

方　法

実験計画：2×3の要因計画が用いられた。第1の要因

は，単語の熟知度の高・低であり，第2の要因は，提示

絵の種類（適合・矛盾・なし〉である。両者とも被験者

間要因である。

被験者：公立幼稚園・保育園年長児150名（男子80名，女
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子70名），平均年齢5歳8か月である。彼らを平均年齢，

男女数がほぼ等しくなるように配慮して，次の6群に配

置した。

　（1）高熟知語・絵あり《適合》群

　（2）高熟知語・絵あり《矛盾》群

　（3）高熟知語・絵なし群

　（4）低熟知語・絵あり《適合》群

　（5）低熟知語・絵あり《矛盾》群

　（6）低熟知語・絵なし群。

材料：学習に用いる言語材料は，平均年齢5歳8か月

の幼稚園児55名を対象として行われた予備調査をもとに，

以下のとおり選定された。

　高熟知語：アリ，クツ，イス

　低熟知語：イネ，オノ，ヘラ

　これに対し，文字の物理的・知覚的特性と，文字その

ものについての熟知度を厳密に統制するために，上記の

2音節単語の音節を表記する文字として，野村（1991）に

よる「出雲国書嶋石窟文字」を参考に人工文字を作成し，

これを上記の言語材料に当てはめて，以下の通り本実験

の学習材料とした。

　高熟知語：井※（アリ），X且（クツ），6も越（イス）

　低熟知語：品又（イネ），包＆（オノ），爽舐（ヘラ）

　これらを用いて①文字学習カード，②絵画理解査定

カード，③文字カードを作成した（図1参照）。

手続き：本実験は全て個別に行われた。まず被験者に氏

名を尋ね，「これからお兄ちゃんが，昔々，遠い遠い国で

使われていた字を教えてあげるから，この字を○○（被

験者名）ちゃんも一緒に覚えようね」と教示を与えた。

以下に単語“アリ”を例にとって，各群に対する学習材

料の提示の仕方と教示を示す。

　まず，3枚の文字学習カードのうち1枚を被験者に提

示し，ペンで1つ目の文字を指し「これは“ア”と読み

ます。」，次に，もう1つの文字を指し「これは“リ”と

読みます。」，そして，これら2文字を囲むように指して

「合わせて“アリ”と読みます。○○ちゃんも読んでみ

てください。」のように，1文字4秒ずつの速さで学習さ

せた。残りの2枚についても同様に学習試行を行った後，

「今度は○○ちゃんが先に読んでください。これは何と

読みますか。」と，1枚ずつ再生法によるテスト試行を

行った。誤答・無答の場合には，「では，もう一度覚えて

みましょう。」と言って，その語について再度学習試行を

行った。このような形式で，連続2試行正答を学習完了

として，3語について学習が完了するまで，学習試行と

テスト試行が繰り返された。

　絵あり条件の群については，以下のフォローアップ課

題が行われた。

　①絵の理解度テスト：各群の被験者が絵のもつ情報を

理解できていたか否かを確認するために行った。文字学

習が完了した後，絵画理解査定カードを1枚ずつ提示し，

「これは何の絵ですか。」と質問した。

※
　　　①文字学習カード

図1　本実験で用いられた学習材料

②絵画理解査定カード ③文字カード
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②文字テスト：読字学習のテスト試行において，文字

を学習したうえで回答したものか，絵のもつ情報のみか

ら回答したものかを調べるために行った。学習材料に用

いられた人工文字のみが記されたカードを1枚ずつ提示

し，「これは何と読みますか。」と質問した。

　いずれの試行においても，3種のカードの提示順は順

序効果が出ないよう配慮されている。

結果

　本実験では，読字学習のテスト試行において，被験者

が連続2回正答するまでの所要試行数を成績の尺度とし

た。表1は学習に要した平均試行数及び標準偏差を示し

たものである。また，これを図示したものが図2である。

　表1をもとにして単語の熟知度及び提示絵の種類をそ

れぞれ被験者間要因とする2×3の分散分析を行った。

その結果，単語の熟知度の主効果がF（1，144）＝84．85，

P＜．01で有意であった。また，提示絵の種類の主効果が

F（2，144）＝3．06，P＜．05で有意であった。しかし，単

語の熟知度と提示絵の種類との交互作用は有意ではな

かった。単語の熟知度の要因において主効果が有意に

なったことは，高熟知語群の方が低熟知語群よりも成績

がよいことを示している。提示絵の種類については，さ

らに誤差項（MSe＝3．46）を用いて下位検定を行った結

果，絵あり《適合》・絵あり《矛盾》間が，t＝2．05，df＝

24，P＜．05で，また，絵あり《適合》・絵なし間が，t・

2．27，df・24，P＜．05でそれぞれ有意差があった。これら

はいずれも，絵あり《適合》の方が成績が良いことを表

している。

　次に，読字学習における各群の学習達成試行ごとの人
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表1　各群の平均試行数と標準偏差

絵あり《適合》絵あり《矛盾》絵なし

絵あり《適合》　絵あり《矛盾》　　絵なし

図2　各群の平均学習所要試行数

高熟知語平均

　　　SD

2．09

0．46

2．86

0．97

2．58

0．69

低熟知語平均

　　　SD

4．67

2．22

5．39

2．44

5．86

2．72

数分布を図3に示した。この分布から，高熟知語群につ

いては，全体的に少ない試行数で学習が完了しているこ

とが確かめられる。それに対して，低熟知語群は，試行

数が全体的に均一に分布しており，学習の難度が高熟知

語と異なっていることが伺える。このような分布の違い

は，高熟知語群と低熟知語群の標準偏差の数値にも特徴

がよく現れている（表1参照）。

　フォローアップ課題については，次のような結果が認

めれた。

　①絵の理解度テスト：表2に示したように，高熟知

語・絵あり《適合》群については被験者全員が正答でき

ているほか，高熟知語・絵あり《矛盾》群，低熟知語・

絵あり《矛盾》群についても高い正答率が認められた。

しかし，低熟知語・絵あり《適合》群については，正答
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高熟知語
絵あり《適合》

高熟知語
絵あり《矛盾》

高熟知語
絵なし

低熟知語
絵あり《適合》

低熟知語
絵あり《矛盾》

低熟知語
絵なし

0

（単位名：人）
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図3　各群の学習達成試行の人数分布

表2　絵画理解査定テストにおける各群の正答率（％）

高熟知語・絵あり《適合》　　高熟知語・絵あり《矛盾》

提示絵　あり　　くつ　　いす　　かに　かさ　はこ

正答率　100　100　100　　100　100　　96

低熟知語・絵あり《適合》　　低熟知語・絵あり《矛盾》

提示絵　いね　おの　へら　　はな　はし　くし

正答率　　16　　28　　0　　　96　　100　　84

率が低かった。

　②文字テスト：各群とも，被験者全員が正答できてい

た。

議論

　本研究の目的は，幼児の読字学習において，単語の熟

知度の高低と提示される絵の種類（適合・矛盾・なし）

が，どのように作用するかを実験的に検討することで

あった。

　その結果，①高熟知語を用いるほうが，低熟知語を用

いるよりも，読字学習の成績がよいこと，②読字学習に

おいて，学習する単語と意味が一致する絵は，学習する

単語と意味が矛盾する絵を提示する場合や，絵がない場

合よりも成績がよいこと，が明らかにされた。

　まず，結果①については，今井（1983），今井・今井

（1983），今井（1986），今井・田中（1986）などの熟知

度を要因とした読字学習の研究結果と一致している。こ

れらは，幼児の読字学習において，「言葉の熟知度」の要

因の重要性を実験的に証明したものであった。本実験に

おいても上記の今井らの研究と同様の結果が得られたわ

けである。

　ところで，本実験において高熟知語を用いた場合に，

読字学習が促進されたのは，被験者が提示された単語に

関する既習のイメージを，新たに学習すべき音声と単語

の形態とに結び付け，これを一種の媒介として，文字一

音声の対連合学習に利用することができたからだと考え

る。そのことに加えて，実験材料として用いられた単語

固有の音声は，被験者にとっては，話しことばの段階に

おいて既習のものであったから，それら既習の音声を読
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字学習の際の記銘に利用することもできたし，それが読

字学習の促進要因の一つとなりえたと思われる。

　これに対して，低熟知語を用いた場合には，既習の単

語のイメージが媒介として有効に利用できないため，文

字一音声の連合は，あたかも無意味言語材料の対連合学

習に近似したものとなる。これを有意味材料の対連合学

習と比較すると，低熟知語では学習に際してイメージの

促進機能がはたらかなかったため，学習の難度が高まっ

たのだと考える。

　次に，結果②については，まず，読字学習の際の絵の

提示条件について検討した先行研究と比較しながら考察

する。本実験の結果は，高熟知語群では文字を学習する

ために用いられる単語と意味が一致する絵は読字学習を

妨害する，という本実験の予想や，Samuels（1967），杉

村（1974），松崎（1979），今井（1983）らの結果と異な

るものであった。しかし，一方では，丸山ら（1979）の

高熟知語において促進効果が見られたという結果や，今

井（1986）の再生テスト法においては，絵がある場合の

方が成績がよかった，というような結果も報告されてい

る。

　読字学習において提示される絵は，第一に，子どもの

学習への興味を高め，動機づけの役割を果たすと思われ

るが，それとともに，絵は言葉を具象化することにより，

読みにおける文字や単語の意味理解を補い，その結果，

音声と文字，あるいは単語との連合を促進すると考えら

れる。つまり，絵は読字学習に対する動機づけの効果と

言葉の熟知度を高める熟知化（Familialization）の効果

をもっていると思われるのである。

　それでは，なぜ本実験において上記のような従来の研

究結果とは異なる結果が得られたのであろうか。

　まず第一の理由として，本実験に用いた絵画刺激が彩

色画であったため，絵によるイメージの具象化が容易で

あったことが考えられる。従来の研究において，絵が読

字学習を妨害したという結果は，線画を用いたものが多

かった（例えば，Samuels；1967，杉村；1974）。しかし，

彩色画を用いた場合には，絵は読字学習を必ずしも妨害

しないという結果も得られている（例えば，今井；1986，

今井・田中；1986）。本実験において絵による促進効果が

見られたことの一因に，このような彩色画の効果を考え

ておきたい。第二の理由として，絵の提示回数が影響し

ていることが考えられる。今井・田中（1986）は，その

研究結果について，「絵の対提示は学習の初期（1～2

回）において有効である。」との解釈を行っている。従来

の読字学習の研究の多くは，予め学習試行回数を（例え

ば5回と）設定したうえで，その指定した回での得点を

尺度として学習成績を評価しているが，本研究では，学

習達成までの回数を尺度とした。その結果，表1の平均

試行数や，図3の学習達成者数の分布で示したように，

学習が初期の段階で完了している者が多いことが明らか

にされた。これより，今井・田中（1986）の解釈と同様

に，読字学習における絵の対提示は，初期の段階（1～

2回）で動機づけの役割を果たすときに有効であり，そ

れが読字学習促進の要因になったと考えられる。

　ところで，本実験のテスト試行に対して，絵あり群の

被験者が，読字学習の過程で対提示された絵の情報のみ

に頼って「絵の読み」の学習をしてしまい，文字の学習

を行わなかったことが懸念される。この点を確認するた

めに，絵あり群の被験者に，テスト試行終了後，学習材

料である文字のみを提示して，読みのテスト（フォロー

アップ課題）を行った。その結果，各群とも100％の正

答率が得られた。このことから，絵あり群の被験者の反

応は，絵の情報のみに対する反応ではなく，間違いなく

文字学習を行っていたことが明らかにされた。

　しかし，本実験においては，「単語」という単位で学習

していることから，いわゆる個々の文字学習を行ったの

ではなく，文字の部分的な形態処理を行う程度の単語の

読みの学習に終わっていることも考えられる。この点の

究明については，今後の実験で明らかにする必要があろ

う。

　次に，本実験において絵による矛盾効果が生じた原因

についてはどのように考えるべきだろうか。矛盾絵群の

被験者は，学習試行において，まず，学習する単語と提
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示された絵の意味が異なるものであると理解した段階を

経て，読字学習に取り組んだものと考えられる。すなわ

ち，学習第1試行において提示される絵は既知のもので

あるから，被験者はその段階で，学習する単語と提示さ

れる絵とは異なるものであることを認知する。ところが，

文字（本実験では単語）よりも絵の方が具象的であり，

イメージを形成しやすい。そのため，提示された文字及

び絵を同時に処理する過程においては，抽象的な文字よ

りも絵の方が優勢となる。その結果として文字学習が妨

害されるのだと考える。

　実際の実験場面において，矛盾群の被験者にの中には，

テスト試行で，例えば，「この絵はカニでしょう。でもね，

この字は忘れちゃった。」というような報告が数多く観察

されたが，このような事実からも矛盾効果の存在を推測

することができる。

　ところで，ストループ類似干渉を用いた実験は，提示

する単語と意味の異なる絵とを同時に提示し，被験者に

単語の読みを行わせる際，その反応潜時によって読みに

おける絵画情報の妨害をみるものである。従来の研究に

おいて，Rosinski（1975），石王（1990）らによって，実

験群では統制群よりも有意に干渉が起きることが明らか

にされている。これらの研究と本実験では絵の提示条件

が同じであったことからも，矛盾絵の使用は読字学習に

及ぼす絵の効果を検証しうる一つの新しい方法と考えて

よいのではないだろうか。

　以上，本研究の結果をもとに，読字学習における単語

の熟知度と対提示絵の効果についての考察を行った。今

後の研究課題としては，画像の認知が発達段階によって

異なってくることの究明や，そのメカニズムの分析，そ

の他，学習材料に対する絵の動機づけ機能の解明，社会

的・環境的要因が読字学習に及ぼす影響の検討など，多

くのものが残されている。

要約と結論

　本研究は，幼児の読字学習において，学習する単語と

一致する絵を提示する場合，学習する単語と矛盾する絵

を提示する場合，絵を提示しない場合それぞれについて，

どのような促進・干渉（妨害）などの影響を及ぼすかを，

幼児がよく知っている単語（高熟知語）とあまり知らな

い単語（低熟知語）の両方を用いて検討した。

　被験者は，幼稚園・保育園5歳児150名であった。彼ら

を平均年齢，男女数がほぼ等しくなるように配慮して，

（1）高熟知語・絵あり《適合》群，（2）高熟知語・絵あり

《矛盾》群，（3）高熟知語・絵なし群，（4）低熟知語・絵あ

り《適合》群，（5）低熟知語・絵あり《矛盾》群，（6）低熟

知語・絵なし群の6群に配置した。材料は，予め幼児を

対象にして行った熟知度調査の結果から選定された，高

熟知語・低熟知語，それぞれ3語である。学習試行にお

いては，絵なし群（（3），（6））では文字のみを，絵あり群

（（1），（2），（4），（5）群）では文字と絵の両方を同時提示し

ながら実験者が文字を読んで指導し，被験者に模倣させ

た。テスト試行においては，学習試行と同じ材料を提示

して被験者に読ませた。学習1試行，テスト1試行が交

互に繰り返され，2試行連続正答するまで行われた。さ

らにフォローアップ課題として，絵あり群の被験者には

絵画のみ，あるいは文字のみを提示して理解度テストを

行った。

　その結果，①高熟知語を用いる方が，低熟知語を用い

るより，読字学習の成績がよいこと，②学習する単語と

意味が一致する絵を提示する場合は，学習する単語と意

味が矛盾する絵を提示する場合や，絵がない場合よりも

読字学習の成績がよいこと，が明らかにされた。

　これらの結果より，①読字学習には1熟知度の高い単

語を用いることが有効であること，②本実験においては，

学習する単語と意味が一致する絵を提示する場合は，学

習する単語と意味が矛盾する絵を提示する場合や，絵が

ない場合よりも読字学習を促進することが示唆された。

　結果①について，高熟知語を用いた場合は，文字一音

声の対連合学習にその単語に関する既習のイメージを一

種の媒介として利用できることや，既習の音声を読字学

習の際の記銘に利用できることから，読字学習に有効で

あると考えられた。これに対し，低熟知語を用いた場合
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は，単語に対するイメージが対連合学習における媒介と

して有効に利用できないため，学習の難度が高まると考

えられた。

　結果②について，学習する単語と意味が一致する絵を

提示した場合に読字学習が促進されたのは，彩色画を用

いたことより絵の理解が促進されたこと，絵の提示が読

字学習の初期の段階で動機づけの役割として有効にはた

らいたことなどが理由として考えられた。

　また，本研究で新しく加えられた矛盾要因の効果につ

いては，最初の学習試行において，学習する単語と提示

絵の意味の差異を認知するが，文字よりも絵の方が具象

的でイメージを形成しやすいことから，意味処理過程に

おいて絵が優勢となり，その結果，文字学習が妨害され

ると解釈された。
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SUMMARY
　　　　　The　purpose　of　this　study　was　to　examine　the

effects　of　the　familiarity　of　words　and　the　congm－

ency　of　words　and　pictures　on　leaming　to　read

artificially　produced　letters．

　　　　　A　total　of150kindergartners（mean　age：5

years9months）　was　assigned　to　one　of　six　groups：

（1）a　group　shown　words　with　high　familiarity　and

pictures　congment　with　the　words，（2）a　group　shown

words　with　high　familiarity　and　pictures　incongru－

ent　with　the　words，（3）a　group　shown　words　with

high　familiarity　only，（4）a　group　shown　words

with　low　familiarity　and　pictures　congruent　with　the

words，（5）a　group　shown　words　with　low

familiarity　and　pictures　incongruent　with　the　words，

and　（6）　a　group　shown　words　with　low　familiarity

only．

　　　　　Based　on　a　pretest，three　two－syllable　words

with　high　familiarity　and　three　two－syllable　words

with　low　familiarity　were　selected．Each　child　was

taught　how　to　read　three　words　using　a　study－test

method．During　the　study　trial，the　experimenter

first　read　each　word　and　then　the　child　read　each

word．During　the　test　trial，the　child　read　each

word　until　a　criterion　of　two　successive　correct

trials　was　reached．

　　　　　The　main　results　were　as　follows：（1）The

children　leaming　the　word　with　high　familiarity　did

so　more　easily　than　those　trying　to　leam　words　with

low　familiarity；（2）the　children　leaming　words　with

congment　pictures　did　so　more　easily　than　those

with　incongment　pictures　or　no　pictures．The

implication　of　the　first　finding　is　that　words　with

high　familiarity　are　learned　more　easily　through　the

effective　use　of　familiar　images　and　sounds；the

implication　of　the　second　finding　is　that　words　with

congruent　pictures　are　not　only　leamed　more　easily

by　increasing　the　concreteness　of　word　meanings，

but　the　pictures　also　motivated　the　children　to

leam．

一9一



The　Science　of　Reading，Vol．40，No．1（1996）

視覚障害者の読みの手段が生活の質に与える影響＊

1　はじめに

　読書は学習の根幹をなすだけでなく，生涯にわたって

知識を習得するための重要な情報源のひとつである。ま

た，書物を媒介として読み手に間接的体験を可能にする

等，様々な働きを有している。このようなことから読書

活動は，個人の生活の質，すなわちQOL（＝Quality　of

Life，以下QOLとする）の向上に深く関与していると考

えられる。近年，視覚障害者の福祉施策の中にもこのよ

うな考え方が積極的に導入されるようになり，視覚障害

者の読書権に関する議論も高まっている。

　1．視覚障害者の読みをめぐる現状

　人間は，外界から入力する情報の実に9割以上を視覚

に依存していると言われている。そのため，視覚に障害

を受けることは，個人の社会的，心理的あるいは発達的

側面に多大な影響を及ぽすことが知られている（佐藤，

1988）。なかでも，視覚障害が読みに与える影響は深刻で

あり，そのために2重，3重のハンディキャップを余儀

なくされている現状がある。

　例えば，墨字の新刊書が年間約45，000点発行されてい

る一方で，視覚障害者の主要な読みの手段である点字に

よる出版物は，更生援護施設が発刊したもので年間約

200点であり，タイトル数の圧倒的な少なさと点訳する選

書に偏りがあることが指摘されている。さらに，点訳行

程の多くが手作業によることから，人件費がかかる点字

図書の価格は一般の図書に比べて平均で5．3倍程高い（狩

＊　The　influence　of　reading　method　on　the　quality　of　life

筑波大学　望　月

筑波大学徳田

　of　the　visually　impaired．

串＊MOCHIZUKI，　Tamami
　（University　of　Tukuba）

＆ TOKUDA，　Katsumi

珠美
克己＊＊

野，1991）。また，蔵書のためには広いスペースが必要と

なる。

　このようなことからも，いまだに多くの視覚障害者に

とって読むことは，実生活への利用を主要な目的とした

機能的読書にとどまっており，それが教養的あるいは娯

楽的読書にまで拡大されるためには，さらに解決しなけ

ればならない問題が多く存在している。

　2．視覚障害者の読みの手段

　視覚障害者の読みの媒体としては，点字図書のほかに，

カセットテープやCD，FDを用いた録音図書，あるいは対

面朗読がある。特に録音図書や対面朗読等の代読による

読書は，点字が苦手な視覚障害者が読書を楽しむ手段と

して，利用の機会が広がっている。またこのような手段

は，本格的な高齢化社会を迎え，視覚障害者だけでなく、

視力の低下した高齢者にも有益であると考えられる。し

かし，これらの手段はいずれも作成にかなりの時間と費

用を要する等，多くの問題点があることが指摘されてい

る（島田・塩野，1990：服部，1992：市橋，1994）。一方

最近では，電子機器の普及に伴い，パソコンやワープロ

を用いた手段の普及が著しいことが報告されている（服

部，1992）。特にパソコン通信や様々なソフトの開発と普

及は，これまでの「数が少なく，値段が高く，そのうえ

かさばる」といった点字や録音図書のデメリットを解消

するものとして，期待が寄せられている。しかし，こう

した機能を使いこなせるようになるためには，かなりの

時間と費用を要することから，現段階では使用者が限定

されており，電子機器を使用している視覚障害者とそう

でない者との間に情報格差が生じることが予想されてい

る。
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　3．視覚障害者のQOL

　近年，視覚障害者のリハビリテーションの現場におい

ては，人口の急速な高齢化や慢性疾患患者の増加の影響

を受け，個人の多様化した二一ズに対応する質的な充足，

すなわちQOLの向上をめざしたアプローチが重要な課

題として認識されている。しかし，QOLに関する研究は

多岐にわたるものの，その概念が極めて包括的なもので

あるために，定義および測定尺度の統一は非常に困難で

あることが指摘されている（三重野，1990：Fabian，

1991）。また，視覚障害者のQOLについては，規定要因の

特定の必要性が論じられているものの，そのための具体

的な測定尺度を示した研究は少なく，読みの手段がQOL

に与える影響について論じている研究もほとんどない。

　II　本研究の目的

　本研究では，視覚障害者のQOLの向上をめざしたリハ

ビリテーションアプローチのあり方について考察するた

めの基礎的資料を得るために，視覚障害者のQOL測定尺

度を用いて，その実態の把握を図る。そして，そこで得

られた結果をもとに，読みの手段がQOLを規定するうえ

でどのような影響を及ぼしているのか明らかにしたいと

考えた。

III方法

　（1）調査対象者

　視覚に重度の障害がある成人108名（男性51名，女性

57名）を対象とした。

　（2）調査手続き

　調査には主として電話を用いたが（87名），一部の者に

は直接面接法（5名）あるいは録音テープ（16名）を用

いた調査を行った。電話および直接面接法による調査で

は，調査実施者が読みあげる質問項目に対象者が口答で

回答し，その反応を調査実施者が回答用紙に記入した。

録音テープを用いた調査では，質問項目を録音したカ

セットテープを各自に配布し，点字あるいは音声による

回答を求めた。その際，回答は，後日，回収ボックスを

介して収集した。なお調査は反応のゆがみを避けるため

に，すべて無記名で行われた。

　（3）調査項目

　調査は，QOLの測定および回答者の主な読みの手段を

問う項目のふたつの部分に大別される。なお主な読みの

手段とは，日常的に用いている読みの手段（点字・他者

による代読・パソコンや音声ワープロ等の電子機器・そ

の他の中からひとつを選択）のうち6割以上を占めるも

のとした。QOLの測定尺度には「視覚障害者のQOL測定

尺度」（望月，1995）を用いた。

　この尺度は，視覚障害者のQOLを測定するために1995

年に望月が作成したものである。尺度では，QOLとは個

人の主観的な評価によって得られる生活全般に対する満

足感の総称であると定義されている。また，満足感を数

量化するために，満足感とは日常生活における様々な事

象に対する重要度と充足度の一致の程度であると仮定し，

9領域（健康に関すること・対人関係に関すること・家

族に関すること・生き方に関すること・社会的環境に関

すること・仕事に関すること・社会参加に関すること・

経済に関すること・余暇に関すること），63項目に対する

重要度から充足度をマイナスすることによって得られた

数値を合計して算出された代表値をQOL得点としてい

る。理論的には，値は一252～＋252の範囲になり，値が

大きいほどQOLが高いことを示している。

　なお，各項目に対する重要度および充足度の測定には，

5段階評定尺度が用いられている。

　資料に，具体的な尺度項目を示した。

W　結果および考察

　図1は，対象者の主な読みの手段を示したものである。

それによると最も多かったのは点字の66．0％，64名（以

下，点字使用者）であった。次いで，代読にほぼ依存し

ている者が24．7％，24名（以下，代読使用者），パソコン

や音声ワープロ等の使用者が9．3％，9名（以下、機器使

用者）であった。

　図2は，点字使用者，代読使用者および機器使用者の
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図1　対象者の主な読みの手段
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韓轄艦帯
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代読使用　機器使用

各群におけるQOL得点

3群のQOL得点を示したものである。それによると，点

字使用者の平均得点は194．2点，代読使用者は190．2点，

機器使用者は206．0点となっており，機器使用者のQOL

得点がやや高いことが明らかになった。しかし，読みの

手段を独立変数とし，QOL得点を従属変数とした一要因

の分散分析を行ったところ，各群の平均得点における統
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計的な有意差は認められなかった（F（2，74）＝0．35，

P＞0．1）。

　次に，この結果をさらに詳細に分析するために，QOL

の9つの領域における3群の得点の比較を行った。図3

は，3群の9つの領域におけるQOL得点の平均を換算し

て示したものである。プロットの位置が外円に近いほど

QOLが高いことを表している。

　各領域ごとに一要因の分散分析を行った結果，図4お

よび図5にみられるように，対人関係（F（2，82〉＝

2．59，0．05＜P＜0．1），家族（F（2，81）＝2．41，0．05

＜P＜0．1）に関する2つの領域において，有意な差があ

ることがうかがわれることが確認された。このことから，

機器使用者は対人関係および家族関係に関して，他の2

群よりもよりQOLが高い傾向があることが明らかに

なった。

　晴眼者であれば，活字を視覚からリアルタイムで情報

として入手することがごく普通のこととして機能してい

る。しかし，視覚障害者の場合には，聴覚や触覚を通し
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て情報の入力を可能にするための変換作業が必要となる

ため，ここに晴眼者と大きなタイムギャップが生じるこ

とになる。特に点字の場合はその影響が大きいと言える。

そのため多くの視覚障害者が，代読ボランティアあるい

はヘルパーを利用している。しかし，代読のためのボラ

ンティアあるいはヘルパーが利用できる時間帯や時間数

には制限があるため，読みたいものを，読みたいだけ，

読みたい時にという利用者の二一ズには応えることがで

きない。したがって，代読の大部分は家族の負担となっ

ているのが現状である。それに対して，機器使用者は，

通信網に端末をアクセスするだけで，欲しい情報をリア

ルタイムで入手することが可能なため，情報をより早く

また自分の二一ズにあわせて入手することができるだけ

でなく，「人手をわずらわす」という大きな心理的負担感

からも解放されることになる。このような背景が，機器

使用者における家族を含む対人関係の円滑さに反映され

ていることが推察される。

V　おわりに

　本研究では，視覚障害者の読みの手段がQOLに与える

影響を明らかにすることを目的としたが，機器使用者の

QOLがやや高い傾向にあることが確認されたものの，読

みの手段自体がQOLに及ぼす直接的な影響とその因果

関係について言及することはできなかった。今後は，そ

れぞれの読みの手段をめぐる環境や読書能力についても

細かく分析するとともに，それらがQOLを規定する要因

としてどのように関与しているのかについて明らかにし

たいと考えている。また，これから視覚障害者あるいは

高齢者の読みの手段として電子機器を導入することのメ

リットとデメリットについても，さらに詳しく検討して
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v皿　資料「視覚障害者のQOL測定尺度」

尺度1：健康に関すること

　項目1－1　健康であること

　項目1－2　病気や障害に対する，適切な診療が受け

　　　　　　られること

　項目1－3　イライラやストレスなどの，精神的な緊

　　　　　　張が少ないこと

　項目1－4　自分の病気や障害の状態について，十分

　　　　　　な知識を持っていること

　項目1－5　費用の心配をあまりせずに，診療が受け

　　　　　　られること

　項目1－6　主治医から病気や障害の状態について，

　　　　　　十分な説明を受けること

　項目1－7　病気の予防や健康についての，指導や相

　　　　　　談が受けられること

尺度II：対人関係に関すること

項目II－1

項目II－2

項目II－3

項目II－4

プライベートなことを相談できる人がい

ること

自分の病気や障害について，理解してく

れる人がいること

お互いに理解しあい，助けあえる友人が

いること

思っていることやしてほしいことを，気

がねなく頼める人がいること

尺度m：家族に関すること

項目III－1

項目III－2

項目Ill－3

項目III－4

項目III－5

項目III－6

項目III－7

親子の仲が良いこと

大切なことを相談できる家族がいること

家族のなかに，入院や定期的な通院をし

ているものがいないこと

互いに家族を信頼していること

家庭のなかで果たすべき役割や存在感が

あること

夫婦の仲が良いこと

家庭内の争いごとが少ないこと

尺度IV：生き方に関すること

　項目IV－1　ドキドキしたりワクワクしたり感動する

　　　　　　こと

　項目IV－2　障害を受けたことで，新たに得たものが

　　　　　　あると思えること

項目IV－3

項目IV－4

項目IV－5

項目IV－6

項目IV－7

項目IV－8

項目IV－9

項目IV－10

人から尊敬されること

自分のことをかけがえのない存在である

と思うこと

生きる目的や，生きがいがあること

老後に対する不安がないこと

病気や障害があっても，自分に誇りがも

てること

将来に対する夢や希望があること

人の役に立つこと

自分の判断や考えに基づいた生活を送れ
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視覚障害者の読みの手段が生活の質に与える影響

　　　　　　ること

　項目IV－11いつまでも失ったものにこだわらないこ

　　　　　　と

　項目IV－12悩みごとが少ないこと

　項目IV－13　気軽に旅行に出かけられること

　項目IV－14他の人に遠慮せずに生活すること

　項目IV－15障害を受容しているという自覚があるこ

　　　　　　と

尺度V：社会的環境に関すること

　項目V－1　道路などが視覚障害者が安心して外出で

　　　　　　きるように配慮されている事

　項目V－2　プライバシーが守られていること

　項目V－3　障害者に対する差別や偏見がないこと

　項目V－4　通勤・通学が快適にできること

　項目V－5　ガイドヘルパーの派遣など，障害者を対

　　　　　　象にした公的な福祉サービスが充実して

　　　　　　いること

　項目V－6　障害者の生活を支援するための社会保障

　　　　　　制度が充実していること

　項目V－7　気軽に利用できる社会施設が身近にある

　　　　　　こと

尺度VI：仕事に関すること

　項目VI－1　やりがいのある仕事や，自分に適した仕

　　　　　　事ができること

　項目VI－2　職業紹介や職業訓練のための施設やその

　　　　　　内容が充実していること

　項目VI－3　職場内の人間関係がうまくいっているこ

　　　　　　と

　項目VI－4　失業の不安がなく働けること

　項目VI－5　仕事の内容やその量にみあった収入が得

　　　　　　られること

尺度W：社会参加に関すること

　項目VII－1　行政に要望や意見がとりあげられること

項目VI卜2

項目V皿一3

項目VI卜4

項目VI卜5

町内の清掃など，住んでいる地域の活動

に参加すること

隣近所の人と仲が良いこと

障害者のための催しや会合に参加するこ

と

ボランティアなどの社会活動に参加する

こと

尺度Viil：経済に関すること

項目V皿一1

項目V皿一2

項目VI皿一3

項目V皿一4

目標を達成するために貯金をすること

基本的な暮らしを営むための収入がある

こと

家族で旅行ができるような，経済的なゆ

とりがあること

収入もほどほどにあり，貯金もまあまあ

あり，生活に不安がないこと

尺度IX：余暇に関すること

項目IX－1

項目IX－2

項目IX－3

項目IX－4

項目IX－5

項目IX－6

項目IX－7

項目IX－8

項目IX－9

熱中できる趣味があること

スポーツをすること

日常生活から離れて，気分転換する機会

があること

テレビやラジオを楽しむこと

自分の能力や教養を高めるために，教育

を受けること

読書やテープ図書を楽しむこと

趣味やスポーツ，レジャーなどを楽しむ

こと

新しいことや珍しいこと，未知なことに

取り組んでいて退屈しない事

音楽や彫刻など，優れた芸術にふれて感

動すること
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SUMMARY

　　　　　The　purpose　of　this　study　was　to　investigate

the　influence　of　different　ways　of　reading　on　raising

the　quality　of　life（QOL）of　visually　impaired

peoPle．In　the　past　few　decades，the　study　of　QOL

has　been　one　of　the　main　areas　examined　in　the

rehabilitation　field　but　little　attention　has　been

given　in　this　connection　to　the　visually　impaired．In

this　study，QOL　of108participants　（51men　and57

women）　　　were　examined　by　means　of　a　recently

constmcted“Measure　of　QOL　of　Visually

Impaired．”This　assessment　device　consists　of・63

items　organized　into　nine　scales，namely，health，

personal　relations，family　relations，attitude　toward

life，social　environment，occupation，social

participation，economic　environment，and　leisure．

The　reading　methods　of　the　participants　were

classified　into　three　main　groups：reading　Braille，

listening　to　the　reading　of　an　assistant，and　using　a

computer．There　was　no　significant　difference

among　the　three　groups　on　the　overall　score　of　the

scales．However，the　computer－user　group　showed

a　higher　level　of　satisfaction　than　the　other　groups

on　two　scales：personal　rel4tions，F　（2，82）　＝2．59，

0．05＜P＜0．10and　family　relations，F　（2，81）＝2．41，

0．05＜p＜0．10．One　possible　reason　for　this　was　that

the　computer　users　were　able　to　get　information

independently　and　this　ability　reduced　their　level　of

streSS．
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The　Science　of　Reading，Vo1．40，No．1（1996）

実践報告

俳句の授業をするためには俳句の「命」をつかむことが必要だ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　教育学部での授業研究

千葉大学麻柄啓一＊＊

1．はじめに

　俳句や詩などの文芸作品を授業で扱う場合に，あらか

じめ授業研究を行い，作者や作品について背景となる知

識を仕入れたり，作品に即してさまざまな発問を考える

ことは，通常よく行われることである。しかしそのよう

な作業の以前に，もっと大切なポイントがあると筆者は

考えている。そしてそのことは現在のところ，多くの教

師にとってあまり自覚されていないと感じている。本稿

で報告するのは，近い将来教師となる予定の教育学部

（小学校教員養成課程）の学生に対して，その点を伝え，

ともに考えようとした（大学の）授業記録である。

　ただし筆者は教育心理学教室に属しており国語教育が

専門ではない。以下の授業は「授業研究法演習」という

名前で開講されている授業で行ったものである。この授

業ではさまざまな教科の授業を取り上げて，実際の授業

の批判検討を行ったり，授業プランの作成を行ったりす

ることによって，児童が知的充実感をもって学習に取り

組める教材の条件や，それを教えるふさわしい方法をつ

かむことを目的としている。今回報告するのはその中の

ひとつである。

II．授業の目的と方法

筆者が受講生に伝え，ともに考えようとした内容を要

＊　On　the　necessity　of　a　teacher’s　grasping　the　essence　of

　a　haiku　poem　before　teaching　a　haiku　class．

＊ホMAGARA，Keiichi（Chiba　University）

約して述べると以下のようになる。それは，詩や俳句を

授業で扱うときに，教師はあらかじめ，その文字の連な

り（作品）を「詩」や「俳句」たらしめているものは何

なのかをつかむことが大切であるということである。言

い換えるなら，その作品の「命」をつかむことが必要で

あるということである。これは佐藤学（東京大学教育学

部）との個人的な会話（1992年）から筆者が学び触発さ

れたことである。本稿では，①この内容を学生にどのよ

うに伝えようとしたか，②それはどの程度学生に受け入

れられたか，③どのような問題点が明らかになったかを

報告する。

　①については次のような配慮を行った。伝えたい内容

を言葉のみによって抽象的に学生に述べても，それは納

得を伴った理解とはならない可能性が大きい。そこで具

体的な作品（俳句）を取り上げて，上記の内容を知るこ

とによって作品の見方や授業観がどのように変わったか

を，筆者の経験に基づいて具体的に語ることを試みた。

その内容をあらかじめ小冊子の形式にまとめて作成した。

授業ではこれを受講生に配布して，授業者（筆者）が読

み進み，必要に応じて補足を行った。小冊子形式にまと

めたのは授業をマニュアル化しようという意図によるも

のではなくて，受講生がその内容を必要に応じて吟味で

きるようにという配慮によるものである。また受講生が

一方的な聞き役になることを避けるために，発言を随時

求めたり，関連する問題を出題して解答を求める形式で

授業を行った。

　授業終了時に，この時間に扱った内容について各自の
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意見をまとめるという宿題を課した。これによって②③

の点を考察する。

皿．授業の概要

　授業は1994年6月に1コマ（90分）で行った。受講生

は千葉大学教育学部小学校教員養成課程の3年生28人で

あった。

　授業は以下の（1）～（5）の内容からなる。

（1）ある俳句を提示して感想を求める。

　（2）冊子に従って説明する（分かりにくそうな場合に

　　は説明を加え，個人的な経験を述べた箇所について

　　は若干の背景の補足を加えた）。

　（3）俳人が作った俳句と小学生が作った俳句を提示し

　　て，どれが小学生の俳句かをあてる問題を行う。

　（4〉俳句の授業（小学生）の短い授業記録を読み，そ

　　の授業者が俳句の「命」をどうとらえているかを考

　　える。

　（5）この時間の内容に対する意見をまとめることを宿

　　題として課す。

　具体的な内容を（1）～（5）別にして以下に示す。

　　　　　　　　　　　（1）

　下記の俳句が記されたプリントを配布した（実際は縦

書き）。

　　　　　　　　まさお
跳躍台人なしプール真青なり

みずはら　しゅうおうし

水原秋桜子

　この句がある六年生の教科書に載っていることを説明

して，これをどれくらい「いい俳句だ」と思うか質問し

た。便宜的に以下の6段階で挙手を挙手を求めた。「5．

とてもいいなあと思う」「4．だいぶいいなあと思う」

「3．少しいいなあと思う」「2．どちらでもない」

「1．あまりよいとは思わない」「0．全然よいとは思わ

ない」。

　学生は3，2，1のいずれかに挙手をした。5や4を

選ぶ者は皆無であった。数人にその理由の発表を求めた。

3を選んだ者は「きれいなイメージだから」という理由

を述べた。2や1を選んだ者は「別にどうということが

ないから」という趣旨の理由を述べた。

　以上を踏まえて，小冊子を配布した。

　　　　　　　　　　　（2）

　以下に冊子の全文を示す。冊子の中で，「私は」という

1人称によって，授業者（筆者）の個人的な経験や得手

（不得手）が述べられているが，これは筆者と受講生の

それまでの関係を前提にして成立しているものである

（そのような関係を前提としない本稿の読み手に対して

は，やや唐突に感じられる箇所があるかもしれないこと

を断り了承を求めたい）。

［冊子の全文］

　私は文学オンチです。

　だからこういう俳句（注．上記の句〉に接しても，「そ

れが，どうした」という感想しか持てないことが多い

（なさけない）。

　ところがあるとき，Yさん（小学校の先生）と話をし

ていて感心した。Yさんは次のように言ったのです。

「プールが一一番真っ青なのはやっぱり朝だ。朝の静寂の

中，これからにぎわうであろうプールに，透明な青が朝

日に照り返っている。この句を読むと，なんという気持

のよさと，ボクなんかは思ってしまうのですがね…」

　Yさんの話に感心したのには理由が一つあります。実

はその数カ月前に，Sさん（国語教育にも造詣の深い教

育学者）と話をしていて，その人の次のような言葉が妙

に私の心に残っていたからでした。

　詩や俳句を授業で扱うときには，その作品を詩や

俳句たらしめているものは何なのか，教師はそこを

把握していなくてはならない。

（「解釈」するとか「発問を考える」のはその後の作業なのに，

多くの先生はいきなり発問を考えようとする。困ったことだ）

　私はこの言葉を次のように受け取ったのです。

一詩や俳句というのは言葉をただ平凡に並べたもので

はなくて，そこに込められている詩人や俳人の感性や言
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葉づかいなどに，その作品の命があるはずだ。そのよう

な「すぐれたところ」や「おもしろいところ」を教師は

つかんでいなくてはならない。これはその作品が好きに

なって，その理由も自覚しているということだ。

　作品の「命」がわかっていないと，ある（すぐれた）

作品に接しても，私のように，

「それが，どうした」「だからどうだというのだ」

としか思えなくて，授業で扱うことがとても出来そうに

ない。

　　　　　　　　　　　◇

　Yさんの感想を聞いていて，私にはこの俳句を俳句た

らしめている「命」がわかった（ような気がした）。

い朝のプールに強烈に夏を感じた。真っ青な夏空を

そのまま映しているからだ。もちろんあたりはまだ

静かだ。

　作者の視線はまず上にある。澄み切った青空，青

空をスッと横切る白い跳躍台。次に作者は下を見た。

プールいっぱいの水が見える。青空の色をうっして

真っ青だ。あたりはまだ静かだ。すがすがしい夏の

早朝のひとこまだ。

　作者は人でいっぱいのにぎやかな（本来の）プー

ルではなくて，逆に，誰もいないプールの青さに心

を動かされている。

この感性が（おそらく）この作品の「命」だと思った。

ほら，松尾芭蕉の有名な句，

　つまりこの場合「誰もいないプールの青さに心を動か

されている」その内容は「真夏のすがすがしさ」とでも

言いうるものだ。

　これに対して，その場にいたKさんは別の考えを述べ

た。

　私は夏が過ぎ去ったあとの秋のプールのように感

じる。それまでは賑やかだったのに，今は誰もいな

いプール。作者の心の寂しさが「真青」という色で

表現されている。

　閑さや岩にしみ入る蝉の声　　　　　　　　　　　　　　つまりKさんの場合「誰もいないプールの青さに心を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動かされている」その内容は「寂しさ」だ。

　この句も，うるさいばかりのせみしぐれが，逆に，静　 Kさんの意見を聞いて私は「なるほど，そういうふう

寂を感じさせる。そこをつかんだのが俳人の感性であり，　にも味わえるなあ」と思った。

この句の「命」ではないかと思ったわけです。　　　　　　　解釈は違うものの，私の解釈もKさんの解釈も，

　作品の「命」をつかむと作品の「解釈」が容易になる。

しかも自分の解釈だけではなくて，ほかの人の解釈も楽　　　　作者は人でいっぱいのにぎやかな（本来の）プー

しめる（と私は思う）。　　　　　　　　　　　　　　　ルではなくて，逆に，誰もいないプールの青さに心

　たとえば先の俳句の場合，私はYさんと同じように・　　を動かされている。

「解釈」した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という点では共通なのだ。

　　夏といえばプールだ。夏のプールは人であふれか　　　〈補足1〉

　えっている。芋の子を洗うようだ。そしてにぎやか　　　　この句は，

　で騒がしい。これがいかにも夏らしいプールの光景　　　　　「跳躍台／　人なしプール／　真青なり」

　だ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と，五一七一五で読むと，なにか平凡でけだるい感じが

　　ところが，秋桜子はこれとは逆に，まだ誰もいな　　　する。これを，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一21一
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　　「跳躍台人なし／　プール真青なり」

と読むとどうだ。

　緊迫感というか緊張感が漂う。見慣れたありきたりの

プール風景ではないということが「読み」からも漂う気

がしませんか。

〈補足2〉

　私は先のように考えてはじめて，「なるほどなあ，いい

句だなあ」と自分でも思えてきたのです。授業で子ども

達といっしょに味わってみたいなあという気持になって

きたのです。文学オンチの私がこの程度であるにせよ考

えられたのは上出来と言わなくてはなりません。

　「その作品を詩や俳句たらしめているのは何なのかを

つかむ」という一言は授業をする教師に大きな一歩を開

いてくれるように思われます。

　授業でどんな発問をするかというのは，これから先の

問題になるわけです。

（ただし悲しいかな，いろんな詩や俳句に接して，「ここ

がこの作品の命だ！」と私にもわかるものは少なくて，

あいかわらず「それがどうした」と思ってしまう。

　たとえば，正岡子規の，

いくたびも雪の深さを尋ねけり

（雪の深さを何回も聞いたってP　それがどうした！）

　でもいろんな本を読んだり話を聞いたりして，そのあ

たりの力が少しずつ身についていけばいいなあと思って

いるわけです）

　　　　　　　　　　　　［以上B5判縦書き3枚半］

　　　　　　　　　　　＊

　ここで授業中の学生の反応を若干紹介する。俳句に接

して「それが，どうした」という感想しか持てないこと

が多いという筆者の体験（冒頭部分の記述）に対しては，

「自分も同じである」という主旨の反応が何人かから出

された。文中にあったYさん，Kさんの「解釈」に対し

て，それぞれ異なる学生が「私もそのように思った」と

述べた。複数の「解釈」があることについては肯定的な

意見が大半を占めた。最後の正岡子規の俳句については，

病床で作ったものであるという知識を持っていた学生が

それを披露した。筆者も知ってはいたのだが，それがわ

かってもまだ「これがこの俳句の命だ」という点がつか

めたような気がしないことを述べ，その点への意見を求

めた。しかしこの時点では学生からの意見の発表はな

かった。

　　　　　　　　　　　（3）

　次に以下のプリントを配布して作業を求めた。

［プリント］（実際は縦書きである）

〈問題〉　俳人が作った俳句と小学生が作った俳句が混

ざっています。どれが小学生の俳句かあててみてくださ

い0

　1．ケーブルの右に左に赤とんぼ

　2．雨蛙おのれもペンキぬりたてか
　　　　　　　はずえ
　3．赤とんぼ葉末にすがり前のめり

　4．ススキの穂遠くの景色をなでている

　5．をりとりてはらりとおもきすすきかな

　6．菜の花や月は東に日は西に

　7．おどる輪の切れたところにおどりこむ

　8．へろへろとワンタンすするクリスマス

　9．うまそうな雪がふうわりふわりかな

　　　　　　　　　　　　　［以上B5判縦書き1枚］

　　　　　　　　　　　＊

　その際に次のような説明を補足した。俳人が作った俳

句にはそれを俳句たらしめている「命」があるはずなの

に対して，小学生の俳句にはそれがないはずだ。だから

この問題は，言葉で表現できるか否かはさておいて，わ

れわれがそのような「命」を感じ取ることが出来るかど

うかという問題になる。

　なお，俳人と小学生の句を並べて小学生の作品を探す

という問題は喜岡（1994）が用いたものである（ただし

喜岡は俳句の「命」を感じ取ることができるか否かとい

う文脈で用いているわけではない）。上のプリントでは喜

岡が用いた10句中6句をそのまま用いた。

　小学生の句が3句あることを学生に告げた。ひとり3
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回挙手を求めた結果は1から9の順に以下のようであっ

た。14人，2人，4人，24人，0人，2入，6人，14人，

14人。1番と4番の句に対しては，面白みや新しさが感

じられないという意見が多く出された。正解は1，4，

7であることを告げ，残りの句の作者を紹介した（2芥

川龍之介，3星野立子，5飯田蛇笏，6与謝蕪村，8秋

元不死男　9小林一茶）。俳人の句にはすぐれたところが

どこにあるのか，たとえば5や6の句はどこが「命」な

のだろうと質問してしばらく時間をとった。

　　　　　　　　　　　（4）

　蕪村の6の句と，蛇笏の5の句は6年生のある国語の

教科書で取り上げられていることを紹介して，横田経一

郎氏（千葉県木更津市立鎌足小学校）の授業記録を読み

合った（氏の学級通信『ふおるて』に紹介されいる比較

的短いものである）。横田氏の授業記録の概要を以下（a）に，

それを読んで学生と話し合ったことを（b）に記す（なお横

田氏自身が俳句の「命」という表現を用いているわけで

はないことをお断わりしておく）。

〈菜の花や月は東に日は酉に＞

（a）一読後，大半の子どもたちは「よくわからない」と

　いう感想であった。この句に詠まれた季節は春，時刻

　は夕方，月の形は満月であることをはっきりさせてか

　ら，先生は「この句からどんな色がうかんできます

　か」と質問した。子どもたちは黄色を中心として左右

　（東西）に赤，やオレンジの美しい色彩が映し出され

　ることに驚いた。「初めはわからなかったけれど，きれ

　いな句だと思うようになった」という主旨の子どもの

　感想文が紹介されていた。

（b）この句から受ける「色彩感覚」に横田先生は俳句の

　命を感じ取っているらしいこと，そこをつかむとこの

　句はいいなあと思えてくることを学生と話し合った。

〈をりとりてはらりとおもきすすきかな〉

（a）季語と「かな」の意味を確認してから，先生は「す

　すきは何本か」と質問した。さまざまな本数が挙げら

　れたが，1本派の子どもは「何本も持って重いのはあ

　たりまえ。1本で重いと感じられるから俳句になる」

　「重すぎたらズシリ。ハラリというのは軽い重さだ」

　という意見が出され，これらの意見が説得力を持った。

　その後先生は「折り取りてハラリと重き芒かな」と漢

　字混じりで表記した場合との違いを考えさせた。漢字

　で書いたら1本のすすきが丸みをもってたわんでいる

　様子がでずに，カクカクした感じになってしまうこと

　を説明した。

（b）1本のすすきを持って「ふわりと軽い」と感じるの

　ではなくて「はらりと重い」と受け止めた作者の感性

　がこの俳句の命だと横田先生がとらえているらしいこ

　と，また全部ひらがなで書くことによってそれが視覚

　的に表現されていると考えていることを学生と話し

　合った。そして筆者（麻柄）は，これらの点がわかる

　とこの私でもこの俳句で授業をなんとかやってみよう

　かなという気持になれること，ただし，そこが分かる

　と授業の準備は全ておしまいではなくて，それから具

　体的な発問などを考える作業が始まることを述べた。

　　　　　　　　　　　（5）

　この時間の内容に対する意見をまとめることを宿題と

して課した。提出された意見を，二つに分けて以下に示

す（なお両方の人数を足しても28人にならない。これは

これら以外の観点からの意見を記した者がいるからであ

る。ここでは省略する）。

　筆者の提言に基本的に賛成だという内容を記した者が

15人いた。ただし「命」を探すのは自分にとって難しい

ことであると付記しているものを含む。例を示す。　

（A1）　「詩や俳句を解釈するとき，確かにその『命』

　をつかむことはとても大切なことだと思う。解釈の仕

　方は人それぞれ違っていてもよいが，詩人俳人がその

　作品の中で最も示したかったのは何なのかという部分

　は共通していないと意味がない。その共通する部分が

　作品の『命』ということになると思う。もし教師が作

　品の『命』を理解せず授業を行ったとしたら，きっと

　まとまりのないものになるだろうし，子ども達にとっ

　ても何を勉強したのかわからない授業になってしまう

　と思う。だから教師には作品の『命』をつかむという
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　ことは絶対に必要である。私自身，詩や俳句などでそ

の作品の『命』をつかむことはいまだに苦手である。

　しかしこれができないと作品を楽しむことも“いい

　な”と感じることもできないと自分でも思っている。

だからこそ作品の『命』をつかむことは必要であると

私は思う」

（A2）　「『跳躍台人なしプール真青なり』に小学校の時

　の教科書に載っていたが，当時他の俳句とは異質で何

　のおもしろみもない俳句に感じられた。なぜかという

　と言葉づかいの工夫がなく，単なる情景描写のように

　しか思えなかったからだ。しかし今回の授業を通して

　この俳句の良さがわかった。それは俳句を俳句たらし

　めているもの＝命が何なのかがわかったからである。

　そして俳句は個々の想像でいくらでも解釈できるおも

　しろさが実感できたからである。私が経験した小学校

　の俳句の授業はきっとこのようなおもしろさが感じら

　れない押し付け解釈の授業だったんだろう。俳句を俳

　句たらしめているものを見つけることは，教師が生徒

　に俳句を教えるときにしておかなくてはならないこと

　だと思う」

　筆者の意見に対する疑問点を記した者が6人いた。代

　表的なものを示す。

（B1）私は俳句を読んで勝手に想像したりするのは好

　きだ。さらにその俳句の解釈がついていたりするとな

　るほどと思ったりする。しかし『命』はと言われると

　うまく言葉にできない。漠然としたイメージでしかな

　いからだ。だから作品の『命』をつかむと作品の『解

　釈』が容易になるというより，『命』≒『解釈』とした

　ほうが，子どもにとっては『命』もつかみやすいので

　はないだろうか」

（B2）　「詩や俳句というものはその人の感じ方であり，

　正解というものがあるわけではない。だから授業でも

　正解はひとつとするのではなく，皆でわいわい考えな

　がらいろいろな考えに触れてゆくのが良いと思う。、こ

　の小冊子の主張で思ったのは『命』と『解釈』の違い

　がはっきりしていないという点だ。私自身ある俳句の

『命』を考えているつもりでも，読み返してみると

『解釈』になっている気がする。しかしこのようにし

て俳句を味わうと，近づきにくい俳句も身近に感じら

れていいのではと思う」

IV．全体の考察

　この授業での筆者の提言に対して基本的に賛成とする

意見を書いた学生が約半数いたことは，授業者である私

にある種の“手ごたえ”を感じさせてくれた。しかも

A1，A2に示されるように，自分の言葉でそれを記し

てくれているので，筆者の提言を受け身で受け入れたと

いうのではなくて，自分なりの考えとして持ってくれた

のではないかと推測できる。俳句を俳句たらしめている

ものをつかむことが必要だと一般論だけで説明するので

はなくて，具体的な句を取り上げて筆者の経験に基づい

て説明したこと，（3）で小学生の句を捜す課題を行ったこ

と，（4）で授業記録を検討したことがよかったと考えてい

る。

　さらに貴重なのはB1，B2に示される批判である。

ここでは，①作品の「命」はどこまで言語化できるもの

なのかという問題，②作品の「命」を把握してその後に

「解釈」が生じるのかという順序の問題，③そもそも

「命」と「解釈」の区別をつけうるのか，という問題が

出されていることになる（③の疑問は他にも数名から出

された）。これらの疑問が提出された原因を考えると，や

はり授業自体に問題があったことに気づく。秋桜子の句

に関しては複数の解釈（冊子中のYさん，Kさん）が紹

介されているので，異なる「解釈」の背後にある共通の

「命」が見て取りやすい構造になっている。ところが蕪

村と蛇笏の句の授業記録に関してはこのような構造に

なっていない。このことが作品の「命」と「解釈」の区

別をつけにくいひとつの原因と考えられる。①②の問題

については現在私は次のように考えている。自分一人で

作品を味わっているときには，そこで感じた「味わい

方」が，「解釈」レベルのものなのか「命」レベルのもの

なのか判然としない可能性がある。しかし他の人の「味
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俳句の授業をするためには俳句の「命」をつかむことが必要だ

わい方」と突き合わせてみると，これらの点がはっきり

してくるのではないかと。しかしこの点については筆者

にとって今後の検討すべき問題として残っており，さま

ざまな方から意見をいただきたい点である。

V．おわりに

　国語教育が専門ではないにもかかわらず，私が今回こ

のような報告をしたのには二つの理由がある。ひとつは

大学の授業に関する授業研究が必要だと考えたからであ

る。もう一つは詩や俳句といった文芸作品の授業研究の

あり方を考えてみたかったからである。筆者のこれまで

の経験では，授業に先立って発問や解釈を考えることは

よく行われているが，それらの作業は作品を遠心分離機

にかけているような分析的なイメージであり，そもそも

作品を丸ごと味わい豊かさを楽しむというには程遠いよ

うに感じられた。そのような問題意識を持っていた時に，

IIで述べたように佐藤学氏との会話で触発された。それ

が，将来教師となる学生にこのような授業を行ってみた

いと考えた発端であった。

　今回報告した授業で私と学生が考えたことは，文芸作

品の授業研究の出発点にまだ立ちえていないものなのか

もしれない。また国語教育の専門家から見れば「間違

い」をおかしている可能性もあるだろう。ご意見ご指摘

をいただければ幸いである。

参考文献

喜岡淳治（1994）「俳人の俳句と小学生の俳句」『授業づ

　くりネットワーク』1994年4月号（No．80）92－97。学

　事出版

〈付記〉

　佐藤学氏（東京大学教育学部）との個人的な会話から

学んだことが今回報告した授業のバックボーンになりま

した。記して感謝申し上げます。また横田経一郎氏（木

更津市立鎌足小学校）からいただいた学級通信『ふおる

て』（当時）を授業で使わせていただきました。感謝申し

上げます。なお小冊子中の「Yさん」「Sさん」はそれぞ

れ横田氏，佐藤氏であることを付記します。研究会で横

田氏の発表や発言から学んだことがこの授業を行うに際

して参考になりました（小冊子中の〈補足1〉も氏から

の教示によるものです）。重ねて感謝申し上げます。

一25一
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講演記録

　　　　　　読みの発達における条件づけ・理解・記憶＊

ハワィ大学名誉教授　ドナルド・A・レトン＊＊

　　　　　　松山大学　玉　岡　賀津雄（訳）＊＊＊

1　はじめに

　世界で使われている言語は，書字的，音韻的，統語的

な特徴において異なっている。これらの違いにもかかわ

らず，「読み」（reading）は，言語について人類が成し得

た最大の偉業である。しかし，言語に関する研究は，こ

れまで一言語内に留まる傾向があった。そのため，読み

の発達とその研究の視点についての知識は，国際的に共

有されてきたとは言い難い。

　今日，読みの発達において重要な役割を果たすとされ

ている学習活動は，化学的に見ると，ドーパミンとコリ

ンの作用する二つの異なる脳機構（brain　systems）の働

きよることが明らかになってきた。これら二つの脳機構

が，読み能力の習得を左右している。脳機構は，言語，

文化，国境を越えて常に普遍的に機能する。それでは，

これらの脳機構において，「読み」の処理がいかに正確に

達成されるのであろうか。そしてまた，二つの脳機構の

うちいずれかの機構に損傷を被った際に，読みの発達は

どのような干渉を受けるのであろうか。

2　習慣学習　一ドーパミン作用性の伝達一

Mishkin＆Appenzeller（1987）は，『記憶の解剖学』

（the　anatomy　of　memory）という論文を発表した。そ

して，大脳辺縁系（limbic　system；［訳註］情動をつか

さどる部分）のなかで扁桃核（amygdala）と海馬［状突

＊　Conditioning，comprehension　and　memory　in　reading
　development．
＊＊LETON，Donald　A．（Professor　emeritus，University　of

　Hawaii）

榊TAMAOKA，Katsuo（Translator，Matsuyama　Univer－
　sity）

起］（hippocampus）の機構が，記憶に関して重要な役割

を果たすことを確認した。そして，習慣学習（habit　leam－

ing）の機構が存在するという仮説を提唱した。さらに数

年後，Petri＆Mishkin（1994）は，習慣記憶（habit　mem－

ory）をつかさどる脳機構を見い出した。この種の学習に

関連した脳機構は図1を，またその構造間の伝達経路

（transmissions）については図2を参照していただきた

いo

　今回の私の発表では，日頃あまり耳にしないような専

門用語が飛び出してくる。これらは，神経科学（Neuro・

sciences；［訳註］行動・学習に関する神経組織研究諸分

野の総称）で使われている用語である。これは，皆さん

に挑戦しようとか，皆さんを困らせようとかいうのでは

なく，むしろ，それらを解明した科学者の立場から，彼

らの報告を詳しく述べるに過ぎない。

　条件づけ学習または「習慣機構」（habit　system）は，

求心性（afferent；［訳註］末梢から中枢へ向かうこと）

諸神経と上行性の網結活性化機構（reticular　activating

systems）における感覚処理にはじまる。感覚情報の神経

回路信号は，ドーパミン（dopamine；［訳註］脳内の神

経伝達物質）作用性の伝達によって強められ，さらに大

脳基底核の一部である尾状核（caudate　nucleus）へと伝

えられる。その後，淡蒼球（globus　pallidus）と黒質

（substantianigra）へ，さらに視床下部（10wer

thalamus），そして大脳皮質の前運動・補足運動域

（permotor　and　supPlementary　motor　areas）へと伝達

される。読みの学習機構を解明するうえで，ここで皆さ

んに覚えておいていただきたい用語は，「ドーパミン作用

性の伝達」（dopaminergic　transmission）である。
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ドーパミン作用性伝達および大脳構造

　行動主義者が展開してきた理論と同様に，習慣貯蔵そ

のものは，反応頻度の問題である。つまり，習慣学習は，

刺激と反応（S－R）の連合関係の強さを意味している。こ

の連合関係は，「強化」（reinforcements）によって，適切

な反応が100パーセントの確率で起こるようになるまで

強められる。ソーンダイクの「学習の法則」およびスキ

ナーの「強化の原理」は，これまでの学習に関するさま

ざまな実験によってその信懸性が確認されてきた。

　条件づけあるいは習慣学習は，読みの技能を習得する

ための前段階的な必要条件である。たとえば，音韻的な符

号化処理を媒介としないで，視覚的に語彙を理解する能

力を習得する過程は，読み能力を習得しはじめた初期の

頃の条件づけ学習を考えると，適切に説明できうる。つ

まり，繰り返すことによって，視覚的に提示された語彙

刺激が，音韻的な転換を経ないで，書字的に理解される

ようになる。この条件づけは，すでに20年前から，読み

の発達に関する研究分野で，「自動化（automaticity）」

（LaBerge＆Samuels，1974）とか「迅速で自動化され

た命名（RAN；rapid　automatic　naming）」（Denckla＆

Ruddell，1974）とか呼ばれている。

　反応の条件づけが行われている最中に，大脳皮質の運

動野から運動・発話反応を刺激する特定の神経繊維や小

さな神経繊維群を確認することができる。これらの反応

を生み出す「発火」（firing）は，電気的（EEG；electro－

encephalogram）に記録される。ひとたび反応が条件づ

けられると，特定の大脳皮質の神経繊維は，もうそれ以

降は反応の活性化に関与しなくなる。やがて，その反応

についての制御機能は，大脳皮質下の構造で行われるよ

うになる。

　読み理論の先駆者であるHuey（1908／1968）は，大脳
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読書科学第40巻第1号

一次感覚域

（primarv　sensory　aregS）

　前頭葉前運動
　　・補足運動皮質

（Premotor　and　　supplementarV

mtoraヒeasof　frontaloortex）

高次感覚域

migher－order
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　淡蒼球および黒頃，

　結網状組織部
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図2　感覚処理による習慣機構の活性化，尾状核およぴ基底核への伝達，淡蒼球と結網部へのドーパミン

　　性伝達による強化，腹側視床への伝達，そして前頭葉運動野へ到達するまでの流れ

皮質から大脳皮質下へと移っていくこれら一連の意識的

制御（conscious　contro1）の転換を次のように説明した。

「繰り返すことによって，徐々に詳細な部分に注意を払

う必要がなくなる。すべての行動が潤滑になる。そして，

処理時間が短縮される。さらに，処理過程における意識

集中の限度が縮小される。」

　しかし，音声的な単語が視覚的に提示された単語と適

切に対応するよう条件づけられることの難しさにばかり

気を取られていてはならない。むしろ，就学前児が，読

みの授業に参加するまでに修得している条件づけ学習に

ついて理解する必要がある。就学前児に，「名前は？」と

尋ねると，その子は正確に答えることができる。また，

5・6歳の子供は，母語で書かれた自分の名前をちゃん

と理解できることが多い。あるいは，就学前児に，「いく

つP」と聞くと，やはり口頭で答えるか，歳の数だけ指

を立てて見せることであろう。

　アメリカの小学校低学年の児童は，星条旗に向かって

忠誠の誓約を暗唱するよう「条件づけ」られている。し

かし，児童が，「忠誠」とか「誓約」といった言葉の意味

を理解できるようになるのは，数年後のことである。ま

た，児童は，読み教育を受ける前に，一桁の数字が読め

るよう条件づけられている。これは，幼児期に自動化さ

れた習慣貯蔵の一例である。

　日本のほとんどの子供達が，5・6歳までに音節と対
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応した仮名文字を声に出して読む技能を習得する。アル

ファベットを母語とする西洋諸国では，幼稚園児はアル

ファベット文字を正しく発音するよう条件づけられる。

しかしながら，1年生が終わる頃には，アルファベット

文字の音声化そのものは，読みの達成を構成する全体の

25ないし36パーセントの要素を説明するに過ぎない程度

となる。にもかかわらず，Flesch（1955）は，読み教育

におけるアルファベットの原理の有用性を強く主張した。

もちろん，この見解は，後に（1985）修正されることに

なる。実は，アルファベットには，英語の音声表記にお

いて，規則性がほとんど見られないのである。

　読み学習の初期段階において，書かれた文字を音声化

するとう結合関係を応用して語彙を理解することの難し

さは，次の例から理解できる。子音は，刺激と反応の連

合関係によってコード化しうる。しかし，音声化するこ

とはできない。一方，母音および母音・半母音の連結は，

多様なかたちで音声化される。ところが，刺激と反応の

コード化という点では，一貫性に欠けている。したがっ

て，母音の音声化を刺激と反応の連合関係で条件づける

努力は，結局，生徒や教師を挫折させたり，重度の読字

困難を生み出したりすることにもなりかねない。

　アルファベットは，わずか26の文字から成る。しかし，

これらの単一音字（unigraphs）は，書字素と音素とが常

に一対一で対応しているわけではない。組み合わせに

よって，二重音字（digraphs；［訳註］アルファベット

2字で一つの音を表すもの）となる。たとえば，shipの

‘sh’の［∫］とかteachの‘ch’〃）［tl］のように子音を示す

二重音字やbroadの‘oa’の［Dx］とかheadの‘ea’の［e］の

ような母音・半母音を示す二重音字となる。さらに，

beautifu1の‘eau’のように［y］と発音されたり，con－

sciOUSの‘sci’のように［S］と発音されたり，三つのアル

ファベットが組み合わされて三重音字（trigraphs）とな

る。このように，45種類の音素および非音素の結合関係

には，単純な刺激と複雑な刺激とがある。単語の条件に

応じて，それぞれの音字の単位は，二種類から十種類に

もおよぶ音素反応と条件づけられて結合している

（Leton，1965）。語彙を認知するために，文字と音の結

合関係を自動化することの難しさは，書記素と音素の組

み合わせ（grapheme－phoneme　pairs）を示した複雑な結

合関係のメトリックスを見ると明かである（Leton，

1975）。

　音読技能における遅延（slowness），不正確さ（in－

aCCUraCy）および一貫性の欠如（inCOnSiStenCy）は，読

みの技能に障害を持つ子供の特徴であることが実証され

てきた。言語研究の専門家であるCritchely（1970）や

Jansky＆DeHirsch（1974）は，発達失読（developmen－

tal　dyslexia）は失語症（aphasia）であるとみなしてき

た。しかし，この推論には，様々な理由で疑問が残る。

したがって，読みに問題のある児童については，失読に

関する診断を引き続き受けさせるべきである。失読の診

断や証拠は，音声上の発達の初期段階で観察されるはず

である。就学前期に，口頭での表現が困難であることが

指摘されようとも，それがすぐさま読みにおける書字と

音素の連合学習に干渉するとは限らない。音読における

遅延，不正確さおよび一貫性の欠如は，条件づけの不完

全さが原因であるだけかも知れない。あるいはまた，反

応の可能性が量的に低いレベルに留まっているのみに過

ぎないのかも知れない。

　ここで，聞くこと，話すこと，読むこと，そして書く

ことの4種類の語彙処理について触れておきたい。乳児

は，出産後の数カ月で音声に注意を向けるようになる。

これは，やがて聞く能力として洗練されていく。さらに

幼児は，聴覚的な注意力や音声運動技能の成熟と共に，

口頭表現のために日常的に必要な語彙を学習する。どん

な言語であろうと，読みに必要な語彙の認知は，書記形

態への視覚的な注意力および口頭での語彙反応を生み出

すための連合学習が基本となっている。これは，視覚語

彙（visual　vocabulary）の獲得と呼ばれている。書くた

めの単語処理は，熟知した語彙の選択および言語の書字

的表象を産出する書字的運動能力と関係する。

　ここで大切なことは，これらの4種類の語彙処理能力

がそれぞれお互いに関連しているものの，同時にまた独
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自性を持っていることである。この独自性によって，

様々な語彙処理技能が独立して発達する。言い換えれば，

読んだり書いたりするために必要な語彙処理は，口頭に

よる音声表現技能が極めて限られていても発達しうるの

である。その証拠に，母語よりも第2言語の方が読み・

書き能力において優れた学生を見るのも珍しいことでは

ないことが挙げられる。

　就学前児は，日常的に聞いたり話したりする語彙を数

千知っている。しかし，200語から300語程度の語彙で初

等レベルの読書なら十分である。もちろん，本を読むた

びに5語から10語くらいの新しい語彙を学習しなくては

ならないであろうが，それらは文章中で理解され，認知

処理の機構に組み込まれることであろう。

　視覚語彙は，どんな言語機構（1anguage　systems）に

関与していようとも，類似した過程で獲得されるのであ

ろうか。異言語間研究によると，アルファベット系言語

機構においては，視覚語彙の自動化は，類似した発達の

仕方をすると仮定される。このことは，この発表の後半

に，タガログ語と英語の文章を例に挙げて説明する。

　日本語は，二つの書記形態によって表現される。それ

らは，仮名と漢字である。これらは，二つの脳機構で，

それぞれ独立して学習される。仮名は，音節と一対一の

対応になっている。しかし，アルファベットは，アルファ

ベットの組み合わせと音節との刺激・反応の連合関係で

ある。仮名とアルファベットのこの違いのために，仮名の

ほうが，アルファベットよりも，より簡単で，より早い

時期に自動化に達しうるであろう。Kojima＆Hatano

（1993）は，仮名とは異なった機能で処理される漢字の

意味を引き出す認知およびメタ認知処理を解明した。ま

ず，漢字処理には，一つの漢字を構成する要素がある。

例えば，「木」が二つ組み合わされて「林」になり，さら

に三つ組み合わされて「森」という新たな漢字を作り出

す。また，漢字を単位とすると，例えば，「牛」と「乳」

とを組み合わせることによって，「牛乳」となり，一般的

に外来語で表現されるミルクを意味することになる。し

かし，「牛」が「羊」と入れ替えられると「羊乳」となり

牛の乳ではなく羊の乳となる。さらにまた，「牛乳」の左

右の漢字が入れ替えらえると，「乳牛」となり，ミルクで

はなく，それを生み出す牛を意味することになる。この

ように，適切な漢字の理解には，漢字の要素，組み合わ

せ，さらに既習の知識が加わり，構造的な処理過程が存

在する。

3　認知学習　一コリン作用性の伝達一

　認識に関する認知学習機構を正しく把握するには，

Petri＆Mishkin（1994）を参照していただきたい。条件

づけのためのドーパミン作用性の伝達と対照的に，認知

学習機構における構造間の神経回路的伝達は，コリン作

用性（cholinergic）である。脳構造におけるこの伝達の

違いは，二つの学習機構の違いを形成する上で非常に重

要である。図3および図4に示したように，認知学習に

おける脳機構には，大脳辺縁系の基底前脳（basal

forebrain），扁桃核，海馬，視床，そして前頭葉前部の大

脳皮質が含まれる。ここで，皆さんに覚えておいていだ

だきたい用語は，「コリン作用性の伝達（cholinergic

tranSmiSSiOn）」である。

　認知学習機構におけるコリン作用性の伝達は，アセチ

ルコリン（acetylcholine；［訳註］血管拡張剤，副交感

神経の刺激伝達物質）とアセチルコリンエステラーゼ

（cholinesterase；［訳註］アセチルコリンを不活性化す

る酵素）の代謝作用によって機能する。遺伝と環境に

よって，コリン作用性の伝達と学習が制限されたり，あ

るいは増幅されたりすることが実証されている（Krech

et　a1．，1960＆1962；Rosenzweig　et　a1．，1968）。

　認知（cognition）には，読み進んでいる文章中の情報

を積極的に解釈するというプロセスが含まれている。さ

らにまた，イメージしたり，思考したり，アイディアを

浮かべたりするプロセスも含まれる。認知によって，音

声的に学習した内容を長期的に貯蔵することができる。

しかし認知機能をつかさどる脳機構そのものは，条件づ

け連合学習に含まれるもろもろの活動とは異なっている。

　これらドーパミン作用性とコリン作用性の二つの学習
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図3　認知処理のための記憶貯蔵に関係した基底前脳，

機構に関する知識は，読みの達成とどのように係わって

いるのであろうか。これらの機能は，どのようにして熟

達した知的な読みをわれわれに与えてくれるのであろう

か。この応用過程を，以下に示した英語とタガログ語の

文章を使って説明してみる。

［英語］　　　　The　dog　ran　after　the　cat．

　　　　　　　The　cat　ran　up　a　tree．

［タガログ語］　Ang　aso　hinabol　niya　ang　pusa．

　　　　　　　Ang　Pusa　ay　umakyat　sa　puno．

　仮に，1行目に書かれたすべての語彙が，ドーパミン

作用性機構において条件づけられていたとすれば，すべ

ての語彙が，読みの内的辞書の習慣貯蔵に存在するはず

である。これによって，文章中で，語彙の流れに沿って

読むことができる。鍵になる英語の語彙である「犬

（dog）」，「走った（ran）」および「猫（cat）」が文章中

で鎖のように結びついて，認知学習機構におけるコリン

　　　　　ノ
・1》　　騨．

一ノー　　　　．、．’一【㍗

　羅闘鼻腔皮質
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．纏

鱗鴨1
コリン作用性伝達機構，大脳辺縁系および高次感覚域

作用性の伝達を活性化する。この場合の認知とは，視覚

的に場面を浮かべたり，場面についての考えを展開した

り，その結果として，文章の内容を理解することを意味

する。しかし，同じ内容の文章であっても，タガログ語

で書かれた文字を理解することはできない。これは，こ

れらの書かれた語彙が，ドーパミン作用性機構において

条件づけられていないからである。したがって，コリン

作用性の認知学習機構における理解は成り立たない。

　文章は，考えたり，感じたりするための歯車のような

ものである。その証拠に，英語の‘sentence’の語源は，ラ

テン語の‘sententia’で「考え方」を，また‘sentire’は「感

じること」を意味している。考えたり感じたりするため

には，文章が流暢に読めなくてはならない。これは，読

みを達成するために大切な技能である。しかし，残念な

がら，この目的は，しばしば無視されたり，読みを学習

するためのプログラムで，軽視されがちである。

一31一



読書科学第40巻第1号

蟻

一次感覚域　　　琶　　・　　高次感覚域

（pr謝SenS。四ar品S）、　　（highe「鴫o掘e「

　　　　　　　　　　　　sensorv　areas）
　　　　　　　　　晦　　　　　　　　　　　ρ魔　　　瞥轡ヤ楚　凋

　　　　　　　囑　　　　　　岳｝　　　　　　’領蕊　　　〆
　　　　　ざ忍　　　へ　　　　　　　聴
⇒㌦

　　　　リ　　　ノ
　　　　　鷹　三

　　　　ヤ、i　　　　済　　　　　　　　　　噂

硬麟き継愈灘

・・　海馬？扁桃核？　　　　　前額前頭域

r　（伽’　s’　　（。rbユtaユprefr甑aユar田
l　hi卿卿評覗曲？）
垂

ゾ謬縛蝋
、

　　　　　　　　　　　麟－

ぷ

脳

　～

図4

、

」

’

　ぜヂ　　　　w

恥　）

蕊嵐噸

蟹、

騰　黛　布粛　　晃　｝｛

仙

職　　　＿
誘￥　　　　脾　ぜ

！

ホ』

｛

姦輸瞬

　　　　　　　　　　　　　　　　　帥一1

　　　　　　　　　　　　　　　♪｛　　　　　　（medialtha㎞S）
趣

》　』・趨攣灘癒叢準、蘇撫～、，
認知記憶機構＝高次感覚処理による活性化，側頭葉，海馬およぴ扁桃核の鼻腔皮質への伝達，コりン作

用性伝達による強化，視床中部への伝達，基底前脳およぴ感覚域へのフィードバックとともに眼窩下縁

部の前額前頭域，扁桃核，海馬への流れ

　同様に，2行目に書かれた語彙がすべて「習慣貯蔵」

に記録されているとすれば，その文章は，分脈の流れの

中で読むことができる。この場合，鍵になる語彙は「猫

（cat）」，「走った（ran）」，「木（tree）」であり，これら

がもう一つの場面を描かせる。そして，これら二つの文

章を理解することによって，高次のレベルの認知機能が

働き，二つの文章が因果関係で結ばれる。児童の認知的

な流れはこうである。まず，児童は，猫が犬の天敵であ

るという既習の知識を有している。そして，一行目の文

章から犬が猫を追いかけていると解釈するであろう。さ

らに，二行目の文章から犬の追跡を振り切って逃げるた

めに，猫は「木に駆け登った」と，結論づけるであろう。

もちろん，この認知過程は，タガログ語を知っていれば，

英語の場合と同じようにタガログ語の文章でも達成され

るはずである。

　作業記憶（working　memory）または中期記憶（inter－

mediatetermmemory）と呼ばれる記憶は，条件づけら

れた学習と認知とを結びつける重要な機構である。作業

記憶は，短期記憶と長期記憶の相互転換を機能させるこ

とが確認されている。要するに，作業記憶は，意味を引

き出す心的活動を意味している。作業記憶は，短期記憶

に一時的に貯蔵された鍵となる語彙を保持して，認知処

理へと結びつける。しかしながら，未だに作業記憶が脳

のどの部分で起こるのか，またどのようにして達成され

るのか，明らかにされていない。考えられるのは，短期

記憶と長期記憶の二つの機構の転換で，相互に情報を帰

還および転送しあう再体制化機能に関与すると思われる

こと，また短期記憶と長期記憶のためのタンパク質的代

謝における時間的重複というかたちで観察されると思わ

れることである。

　二つの脳機構に影響する知的要因と読みの達成におけ

るその関与についてここで述べておきたい。Jesnen

（1973）は，心的能力（mental　ability）を二つの主要な

知的レベルに分類した。第1のレベルは，連合能力
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（associative　ability）で，第2のレベルは，認知能力

（cognitive　ability）である。連合能力は，例えば，対連

合学習，自由連想，短期聴覚記憶によって測定評価され

る。連合能力は，ドーパミン作用性機構によって機能し，

読みに必要な視覚語彙の習得を支えている。

　認知能力は，推論，問題解決，概念形成，概念連合，

言語性・形態性分析，因果・時間連続的統合，連続数値

の完成（［訳注］論理的な基準で連続して並んでいる数値

の未記入部分に適切な数値を入れる課題），マトリックス

の完成（［訳注］論理的な基準で描かれているマトリック

スの未記入部分に適切な図を入れる課題）を要求するさ

まざまな課題で測定評価される。読解を評価するような

「閉ざされた」過程は，未完成文章課題の解決で観察さ

れうる。これらの認知能力は，コリン作用性機構によっ

て機能し，読解能力を支えている。

　皆さん方の教育経験から，多様な種類の難読症を見て

きたことであろう。例えば，適切な視覚語彙を習得して

いるのに，読解がうまくできない児童とか，その逆に，

視覚語彙の貯蔵は不確かなのに，語彙の意味を分脈から

汲み取ろうとする児童とかである。視覚語彙が不確かで

あるが故に，情報の意味内容を認知的処理から決定せざ

るおえず，語彙分析のために多大な認知的活動を注ぎ込

まざるえない児童もいることであろう。

4　情緒　一ペプチド作用性の伝達一

　二つ学習機構に加えて，読みには情緒的な側面がある。

このことについては，1993年に東京で行われたアジア読

書学会での発表原稿（Leton，1993）を参照していただき

たい。したがって，この側面については長くは述べない

ことにする。

　さて，仮に，児童が犬から逃げようとする猫の恐れや，

猫が犬から逃げきったことへの安堵感など，猫の気持ち

への感情移入を経験しているなら，これは「体感

（soma）」のレベルにおける感情的な経験である。読みへ

の感情的な影響としては，たとえば，恐れ，賞賛，幸福，

征服感，冒険心，達成感，愛，慈愛，所属意識などが含

まれる。このことは，読書療法（biblioterapy；［訳注］

神経症などに対する読書による治療法）を強く支持して

いる。これは，ニューロペプチドによって，読みの過程

において，感情的な側面が機能しているのである。皆さ

んにこの機構について覚えておいていただきたい用語は，

「ペプチド作用性の伝達（peptidergic　transmission）」

である。

5　おわりに

　Adams（1990）は，読みの初期段階に焦点をあてた膨

大な研究で，「印刷文字は，読みという自動車を走らせる

ガソリンである。」と，明瞭に説明をしている。確かに，、

印刷文字そのものが積極的に働きかけてくることはない。

それは，刺激と反応によって形成される語彙を活性化す

るための刺激値くらいの意味しかない。

　読み活動を起動させるのは，三つのエンジンである。

これらの三つのエンジンは，それぞれドーパミン作用性

伝達，コリン作用性伝達，ペプチド作用性伝達という燃

料によって動いている。まず，技能的な面での読みは，

ドーパミン作用性の伝達を介して発達した視覚語彙の習

慣貯蔵によって達成される。次に，知的な面での読みは，

コリン作用性の伝達を介して発達した認知的理解によっ

て行われる。また，情緒的な面での読みは，ぺ，プチド作

用性の伝達に影響される情緒および感情によって機能す

る。大脳皮質の体制感覚の強化は，教育的な豊かさとか

動物に対する好奇心にも関係するニューロペプチド作用

の一例である（Nilsson，etal．，1993）。

　読みに対する情緒面からの影響は，次の二つの理由で

重要である。第1に，読み行動を継続させるための動機

づけの役割を果たす。この点については，私達自身が楽

しみで読書する場合の書籍についての好みとか書籍の選

択を考えれば分かりやすいであろう。第2に，感情的な

影響は，学習と記憶の相互関係を維持するように働く。

読みの過程で感情が並存すると，それは認知と記憶の保

持を強めるよう機能する。

　ここまで述べてきたこと．ろで，読み教育や補充教育へ
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のこれらの知識の応用については，容易に推測できるで

あろう。っまり，教師は，個々の児童の読みの達成レベ

ルについて，これら三つの側面かられぞれ違った視点で

読み教育の方法を考慮すべきである。これら三つの側面

の存在を無視することは，読みに関する諸問題をいつま

でも継続させることになるであろう。
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読みの発達における条件づけ・理解・記憶

注

（1）本稿は，1994年11月17日から19日の間，フィリピン

　のマニラで開催されたアジア読書学会（Asian　Read・

　ing　Conference）で，ハワイ大学名誉教授であるドナ

　ルド・A・レトン（Donald　A．Leton）博士が発表し

　た論文の全訳である。さらに，レトン教授と電話，書

　簡および直接お会いして，原文で日本語の読者に分か

　りにくいと思われる箇所を補う説明を加えて翻訳した。

（2）本稿に使われている図は，すべてPetri，H．，＆Miεh－

　kin，M．（1994）Behaviorism，cognitivismandthe

　neuropsychology　of　memory．∠4吻67i6αn　S6づ6n！乞s露，

　82，30－37．に記載された図を，レトン博士が引用し

　たものである。図1および図2は，Petri　and　Mish－

　kin（1994）の35頁に，また図3および図4は，33頁に

　記載された図を日本語に翻訳した。翻訳にあたっては，

　同著の著者から図の日本語への翻訳および印刷許可を

　書簡で取得している。
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IRA（国際読書学会）入会のおすすめ

Intemational　Reading　Associationは1955年に設立された国際的な読書科学研究の

機関で，日本読書学会もこれに加盟しています。日本読書学会の会員でIRAにも入会

を希望される．方は，下記の要領で入会のあっせんをいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．あっせんを受けるのは日本読書学会の会員に限ります。

2．IRAの会員には次の4種の雑誌が配布されます。

　　（a）The　Reading　Teacher（小学校の読書教育を中心としたもの）

　　（b）The　Joumal　of　Adolescent＆Adult　Literacy（旧誌名はThe　Joumal

　　　　　　　　　of　Reading，中学生以上成人までの読書を中心としたもの）’

　　（c）Reading　Research　Quarterly（読書科学研究の専門誌）

　　（d）Lectura　y　Vida（スペイン語の雑誌）

3．会費は年額次の通りです

　　会員権のみ

　　雑誌1種類と会員権

　　雑誌2種類と会員権

　　雑誌3種類と会員権

　　雑誌4種類と会員権

U．S．

U．S．

U．S．

U．S．

U．S．

＄30．00

＄38．00

＄55．00

＄75．00

＄90．00

ブッククラブ付き

U．S．

U．S．

U．S．

U．S．

U．S．

＄95．00

＄103．00

＄120．00

＄140．00

＄155．00

　　ブッククラブ付きの会員には，雑誌のほかに，1年間に発行された図書が送

　　られます。

4．入会希望者は，住所・氏名（共にふりがなつき），会員の種別，希望雑誌名を日

　本読書学会へお知らせ下さい。学会は，会費相当のドル小切手を購入してIRAへ

　代理送金し，かかった費用をご請求します。

5．IRAから会員証を受けとったら，会員番号を日本読書学会へお知らせ下さい。

6．継続希望の方は，IRAから届いたRenewal　Noticeを，すぐ日本読書学会へお送

　　り下さい。
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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。

　原稿は，未だ他に公刊されないものに限る。

　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，日本議書学会編集委員会（〒112　東京都文京区大塚3－29－1筑波

　大学学校教育部国語教育研究室内）で受けつける。

「読書科学」執筆要項

　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。

　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。

　叙述は，科学論文にふさわしく，簡潔にし，図・表など最小限にとどめ，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

　　　著書　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　ぺ一ジの指示　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　東京都文京区大塚3－29－1筑波大学学校教育部国語教育研

　　究室内）あてに3部送付し，そのほかにコピーを1部，執筆者の手元に保管すること。
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