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聴覚障害児における文章理解の特徴と課題に関する文献的考察：
読書力診断検査の分析と非連続型テキストを中心に
中 田 文 菜＊ 1・澤

隆 史＊ 2

発達障害学分野
（2015 年 9 月 15 日受理）

１．研究の背景と目的

題材として重視されている。インターネット上の情報
や新聞，雑誌，掲示物など日常生活においては非連続

読解とは，文章を読み，その内容を理解するという

型テキストに接する機会が数多く存在する。しかし，

知的作業であり，あらゆる学習に共通に必要とされる

聴覚障害児を対象とした非連続型テキストの研究はほ

基礎的な能力である（中村，2000）
。聴覚障害児に

とんどなされていない状況である。
本研究では，読書力診断検査やその他の読解力テス

とっても読み能力の向上は，これまでの聴覚障害教育
における重要な課題の一つとされている。
長南（2006）

トを対象とした先行研究から聴覚障害児の読みの力

によると，読書力診断検査における聴覚障害児の読書

（読解力）の実態を概観し，特に「非連続型テキスト

学年は，小学部 3 年生頃から聴児より遅れはじめ，5，

の読解」という観点から今後の研究課題について検討

6 年生から中学部にかけて緩やかに向上するものの，

することを目的とする。

高等部段階で再び横ばいになることが示されており，
２．聴覚障害児の文や文章の理解能力における課題

聴覚障害児の読書力の発達は，小学部高学年以降にそ
の課題が顕著になることが指摘されている（長南・

聴覚に障害があるということは，単に音のきこえに

澤，2007）
。
聴覚障害児の読解力についてのこれまでの研究は，

くさだけではなく，音声の受容・表出に困難があるこ

物語文や説明文などの連続型テキスト（文と段落から

とから，日本語能力の発達に影響を及ぼし（我妻，

構成され，物語，解説，記述，議論・説得，指示，文

2000a），特に読みの能力における遅滞が大きいといわ

章または記録などに分類できるテキストの形式を指

れている（井原・草薙・都築，1982）
。

す。）を対象にしたものが中心であった。一方，近年

聴覚障害児の読みにおける主な課題として中屋・川

で は OECD（ 経 済 協 力 開 発 機 構 ） が 実 施 し て い る

合（2013）は，①濁音や促音の誤読等の読字に関する

PISA 型の読解力問題に代表されるように，図，グラ

課題，②助詞の誤った使用，受け身文や使役文，やり

フ，表・マトリックス，ダイアグラム，地図，記入用

もらい文が分からない等の文法に関する課題，③文章

書式などの文章以外の形式を含めた非連続型テキスト

から正しく情報を読み取ることができない，事柄の順

の 読 み 能 力 が 注 目 さ れ て お り（ 岸・ 中 村・ 相 澤，

序や場面の様子，登場人物の心情の理解が難しい等の

2011）
，国語教育の分野でもその指導方法が検討され

読解に関する課題を挙げている。また，文理解の方略

ている（岸・中村・亀井，2013）
。2009 年に改訂され

として，文中の最初に出てくる有生名詞を動作者，次

た教研式全国標準リーディングテストの読解力テスト

に出てくる有生名詞をその動作を受ける者と解釈する

においても，表と提示文を組み合わせた非連続型テキ

「語順方略」や，
「が名詞句」を動作者，
「に名詞句」

ストの問題が含まれるなど，読解力を評価するための

や「を名詞句」を，動作を受ける者と一律に解釈する
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「助詞方略」を用いて文を理解する聴覚障害児が存在

澤，2007），平均的に聴覚障害児の読書力は聴児の小

する。また，聴覚障害児は複文を読む際に，左から順

学 4 ～ 5 年生のレベルに留まっている状況であり（我

に単文のように区切って解釈し（我妻，2000a）
，その

妻，1983），30 ～ 40 年前に実施された研究結果と比

上で文中の単語の意味を手掛かりに「単語読み」的に

較した際，現状においてもこの状況が顕著に改善され

文を理解する傾向や（草薙・都築・板橋，1978）
，自

た と は 言 い 難 い（ 白 石・ 澤，2015）。 ま た 長 南・ 澤

分の経験を手がかりに文を解釈する傾向が強く（清

（2007）は，高等部段階になっても聴覚障害児は聴児

木・菅原・今井，1978）
，自分が経験したことのない

の小学生よりも読書力が劣り，また小学部高学年以

内容やイメージ化が困難な内容の文章を理解すること

降，学年の進行によって読書力の変化が見られないこ

が難しいことを報告している（我妻，2000a）
。

とが指摘している。このような読書力や読解力の発達

聴覚障害児の文脈理解については，岡田らによるク
ローズ法を用いた研究がある（岡田，1980；岡田・高

における困難には種々の認知能力や言語能力が関与す
ることが多くの研究から報告・考察されている。

橋・ 都 築・ 保 坂，1980； 岡 田・ 緒 方，1983； 岡 田，

長南（2003）は，読解力を構成する下位能力とし

1984）
。クローズ法とは，一定の客観的で明確な処理

て，①語彙力，文法力，②作動記憶容量，③既有知

により，文章から単語を削除し，それに適切な語で充

識，④推論の能力，⑤メタ認知能力を挙げ，これらの

足させる方法である。従来から，クローズ法は可読性

各能力が聴覚障害児に及ぼす影響等について考察して

と理解の測度として英語等の読みの研究にも利用され

いる。また，語彙力，文法力については，個人差が極

ている。岡田ら（1980）は，聴覚障害児は学年が進行

めて大きいものの，特に読解テストの得点が，聴覚障

しても，読みにおいて文脈的制約の影響が顕著にみら

害者の中でも平均以下のものは，語彙力，文法力の得

れず，聴覚障害児は，文脈情報を利用する上で語彙，

点も低いことが報告されている（Witsken, 2001）。さ

文型などに関する基礎的言語能力が不足していること

らに，中村（2000）は，リーディングスパンテストに

が指摘している。

よって測定した作動記憶容量が聴者と同様に聴覚障害
児・者にとっても読解力の個人差を表す指標であると

３．読書力診断検査による聴覚障害児の読み能力につ
いての研究

仮定し，日本語を用いたリーディングスパンテストの
成績が聴者と比べて低いことから，聴覚障害児・者の
作動記憶容量が読解力に有意に影響することを報告し

３．１

聴覚障害児の読解力について

ている。また，井坂・我妻・星名（1994）は，聴覚障

聴覚障害児の読み能力を評価する方法として，読書

害児の概念獲得は年齢が進むとともに上位概念の獲得

力診断検査（Reading-Test）がしばしば使用されてい

が困難となり，聴児との違いが大きくなることを指摘

る。読書力診断検査等の標準検査は簡便に使用でき，

している。都築（1981）や田村・都築・上野（1983）

評 価 の 信 頼 性 が 高いため，有効 な評 価手 段 であ る

の研究では，推論能力の一つの枠組みである論理的思

（澤・吉野・今井，1995）
。読書力診断検査の一つであ

考能力が，聴者と比較した場合劣り，論理的操作が複

る教研式全国標準リーディングテストでは，小学 1・

雑になると特にその傾向が顕著になることを報告して

2 年生，小学 3・4 年生，小学 5・6 年生，中学 1 ～ 3 年

いる。メタ認知能力について，長南（2003）は Kelly

生をそれぞれ対象としたテストが構成されており，

et al.（2001）の研究から，読みの得点の高い聴覚障害

「読字力」，「語彙力」
，
「文法力」
，「読解力」の各下位

者は，様々なストラテジーを用いており，また読みの

テストによって，小問別の反応分析等の詳細な評価が

得点の低い聴覚障害者が用いるストラテジーが異なる

可能であり，聴覚障害を主たる対象とする特別支援学

ことを指摘している。

校（以下，聾学校）における，言語指導に際してのア

聴 覚 障 害 児 の 比 喩 文 理 解 の 研 究として澤・吉 野

セスメントとして広く利用されている。特に，読解力

（1995）は，比喩文理解と読みの能力の関連を検討し

テストはその問題の性質上，
「読字力」
，
「語彙力」
，

た。その結果，比喩文の理解は「読書力」と有意な相

「文法力」を総合した力を反映していると考えられ，

関をもち，また，読書力テストにおける下位テストの

読み能力を総合的に評価する指標として活用されてい

中でも「読解」との相関が最も強いことを見出した。

る（中村，1995）。

澤・吉野（1995）は，読書力テストの下位検査におけ

これまでに読書力診断検査を用いて聴覚障害児の読

る読解力テストは，与えられた文章の文脈を読み取り，

書力を評価・分析した研究は数多くあるが（中野・佐

文章中の空欄に適切な単語や表現を埋めていくテスト

藤，1971； 我 妻，1983； 堀 内・ 田 中，1986； 長 南・

であり，その解答のためには，文脈と単語の意味との
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関係を吟味することが要求されることから，単語の内

生活年齢に応じた検査版が用いられるために，判定さ

包的意味の知識を駆使した意味の柔軟な解釈が要求さ

れる読書学年の下限の上昇を達成段階と判定される

れ，比喩の理解と密接な関連を持つと推察している。

等，本来の読み能力の発達と捉えるべきか不明な点も

このように聴覚障害児の各下位能力の実態は聴児に

少なくない。また選択式であることから，憶測により

比べ劣っており（長南，2003）
，また読解力と密接な

正答する可能性や，読みにおける困難さの分析が行い

関連を持つ比喩文の理解についても困難さが指摘され

にくいなどの問題点が，小渕・廣田（2007）により指

ている（澤・吉野，1995）
。

摘されている。澤・吉野・今井（1995）も，検査に用
いられる課題文の不自然さや短さ等，課題材料に作為

３．２

聴覚障害児にみられる読書力診断検査におけ

性が強いこと，また，客観性を高めるために多肢選択

る誤答の傾向

法のテスト形式をとっているため，誤りの質的分析が

我妻（1983）は，聴覚児障害児を対象に行った読書

やりにくいことを指摘している。さらに脇中（2013）

力診断検査における読解力テストの誤答を分析し，①

は，聾学校高等部の生徒を対象に全国標準教研式読書

問題文中の単語を選ぶ，②問題文の前後関係を無視し

力診断検査 A 形式の小学校高学年用と中学校用の両方

た誤反応をする，③全く誤りではないが適切ではない

を実施した結果から，前者と後者で診断される読書学

語句を選ぶ，等の傾向を指摘している。

年に相当のずれがあることを指摘している。

堀内・田中（1986）の経年的観察研究では，通級制

読書力診断検査以外に，聴覚障害児の読解力を評価

難聴学級に在籍する小学 3 年生から中学 3 年生までの

した研究に小渕・廣田（2007）がある。聴覚障害児

児童 22 名を対象に，継続して 3 年以上読書力検査を実

18 名を対象に学年標準的な記述式の読解力課題を実

施した。その結果，上位群（初回の読書力検査の偏差

施したところ，4 年生以上において遅れが顕著となる

値が 50 以上の 6 名）と下位群（偏差値が 39 以下の 7

ことが示された。記述式課題による誤答の内容を分析

名）に共通して読速度，読字力の成績に比べ，語彙

したところ，聴覚障害児が誤答した問題では，記述式

力，文法力，読解力の成績が低いという傾向が見られ

の解答内容について，本文や問の解釈の誤り，助詞や

た。堀内・田中（1986）は，聴覚障害児の読書力の問

助動詞の使用の誤り，内容を要約せず答えを含む全文

題点を，語彙の不足，文法力の不完全さに起因する読

をそのまま抜き出すなどの特徴的な記述が見られた

解力の低下であることを指摘しており，就学後の児童

（小渕・廣田，2007）。また分析の結果，読解力は言語

に対して，これらの点の養成に努力する必要があると

力，構文力，読みの作動記憶要因（大越・澤，2004）

述べている。

と高い相関を示しており，聴覚障害児において複雑な

脇中（2014）は，読書力診断検査の誤答について分
析し，漢字や目に見えるものにとらわれた解釈や内面

構文力の獲得不足が読解力の遅れにつながっているこ
とが示唆された（小渕・廣田，2007）
。

より外面や結果にとらわれた解釈が多い傾向，最初の

澤・吉野・今井（1995）は，より日常的な文章の理

部分や位置的に近い部分から解答を探す傾向が強いこ

解について検討するために，小学生新聞の文章を題材

とを示唆しており，視覚優位型や同時処理型という認

とした読解力テストを作成し，健常児の小学生 4・5・

知特性が聴覚障害児の読みと関連性することを指摘し

6 年生 103 名と，聾学校に在籍する中学部・高等部の

た。この脇中（2014）の指摘は，文字記号がもつ視覚

生徒 184 名を対象に実施した。その結果，聴覚障害児

的特徴の類似性を主な手がかりとして，その一致項目

の読解力は高等部 3 年生でも健常児の 5 年生レベルに

の探索を心理作業の中心とするという，視覚一致方略

とどまるという結果であった。澤ら（1995）は，聴覚

（visual muching test-taking strategy）の使用を示唆する

障害児の誤りとして，設問の要求を的確に理解してい

ものといえる。LASASSO（1985）は視覚一致方略に

ないこと，解答の記述における文法的誤りが多いこ

ついて，対象とした聴覚障害児の 85% が少なくとも 1

と，語句の意味についての理解が不十分なこと，比喩

回以上この方略を用い，誤りの 40% 以上がこの方略

の理解が困難であることを指摘している。
深江（2009）は，ある物語文の一場面における事実

の使用によることを示している。

レベルと推論レベルの理解の発達的傾向と，両レベル
４．読書力診断検査以外の読解力テストによる聴覚障
害児の読み能力に関する研究

の理解の関連性について検討した。その結果，年齢相
応の言語発達を示す聴覚障害児は，学年の上昇に伴う
推論レベルの理解が向上することが示唆された。さら

聴覚障害児を対象に読書力診断検査を実施する際，

に，事実レベルの理解と推論レベルの理解との間に直
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接的な関連はみられず，事実レベルの理解は比較的早

トの理解の可否が大きく影響する説明文において，文

い段階で可能になるものの，それによって推論レベル

章との間で情報を相互に補完する機能を持つグラフ，

の理解が可能になるとは限らないことを示し，推論レ

表，図（イラスト・模式図・概念図）などが重要であ

ベルの理解には言語力だけでなく経験による知識など

るとしている。図解は文章理解を促進する上で様々な

が必要性であることを考察している。

役割を果たすと考えられており（鈴木・粟津，2006）
，
連続型テキストと比べて，相互に関連のある文字情報

５．非連続型テキストに関する研究

が明示的に提示された空間的属性を持つ図表は，情報
を容易に得られる（Larkin & Simon, 1987；鈴木・粟

非連続型テキストとは，データを視覚的に表現した

津，2006）。また，鈴木・粟津（2006）は，文章理解

図・グラフ，表・マトリックス，ダイアグラム，地

を促進する要因として，空間配置によって情報が提示

図，記入用書式など，文章以外の形式で書かれた情報

されること，文字情報と図的要素全体が関連づけられ

のことである（OECD，2003；国立教育政策研究所，

ることの重要性を指摘した。非連続型テキストの読解

2004）
。それに対し連続型テキストとは，文と段落か

について岸ら（2009, 2011, 2013, 2014）は一連の研究

ら構成された，物語，解説，記述，議論，説得，指

から，図表や文の読み特徴や効果などについて検討し

示，文書または記録などを指す（国立教育政策研究

ている。

所，2009）
。2000 年より，OECD によって 3 年ごとに

中村・岸（2009）は，非連続型テキストを含む文章

PISA（生徒の学習到達度調査）が実施されており，

の読み過程として，
「文章中心群」と「全体読み群」

義務教育終了段階において読解力，
数学的リテラシー，

があることを明らかにし，さらに文章中心群に比べ，

科学的リテラシーの 3 分野の調査を行われている。な

全体読み群の理解得点が高いことを見出した。また，

お，ここでの読解力は，
「自らの目標を達成し，自ら

材料を提示した際に，最初に注視した場所によって，

の知識と可能性を発達させ，効果的に社会に参加する

本文を読む前に図表を見た「図表先行型」と，図表を

ために，書かれたテキストを理解し，利用し，熟考す

見ずに本文を読み始めた「本文先行型」とに学習者を

る能力（国立教育政策研究所，2002）
。」と定義されて

分類した。「図表先行型」の学習者の理解度テストの
得点が，
「本文先行型」の学習者より高く，また「本

いる。
読書力診断検査における教研式全国標準リーディン

文先行型」の学習者に対して，まず図表を見るように

グテストの読解力テストのうち非連続型テキストの読

指示したところ，内容の理解が促進されたという結果

解テストを例に，その問題構成を考察する。非連続型

が示された（岸・中村・相澤，2011）。また，非連続

テキストの読解テストは，字義問題と推論問題の 2 つ

型テキストを含む説明的文書の読解における作業記憶

から構成されていると考えられる。字義問題とは，提

容量の影響について検討した岸・中村・亀井（2013）

示文（非連続型テキストまたは，混成型テキスト），

は，歴史の呈示教科書において作業記憶容量が大きい

から答えとなる事実を読み取る問題である。一方推論

学習者はテキストの読み始めから図表を注視するとと

問題とは，提示文から得られる複数の情報を組み合わ

もに，文章部分を読み終えるまでの間も図表をかなり

せて答えを推論する問題である。字義問題と推論問題

注視していたことを明らかにした。

ともに，正しく解答するためには提示文からの情報を

中村・岸（2014）の研究では，小学 3 年生を対象と

参照することが必要となるが，特に，非連続型テキス

した非連続型テキストを含む文書の読解の様相をまと

トにおける推論問題では，提示文と問題文の両方の内

めており，児童の読み方として，主に 2 つのパターン

容理解に加え，さらに必要な情報が書かれている箇所

を見出した。まず，インパクトのある挿絵や大きな図

を参照して，新しい情報を導き出す力が必要とされ

を注視し，その後本文，関連した図の参照を繰り返

る。連続型テキストの読解テストとは情報提示の仕方

し，直接関連しない残りの図表をまとめて参照するパ

が異なるため，非連続型テキストはそれ特有の読解の

ターンと，もう 1 つは，インパクトのある挿絵や大き

方略を持つことが推察される。

な図を注視し，その後本文，関連した図の参照を繰り

OECD による PISA の読解力テストにおいて「非連

返し，サイズの小さな図表は参照しないパターンであ

続型テキスト」が注目される以前に，教育心理学・認

る。両パターンとも，最初にキャラクターの挿絵やサ

知心理学の分野で，文章理解における図表やイラスト

イズの大きな図を参照し，その後本文を読み進めてい

の効果を研究がなされてきた（岩槻，2003；Mayer,

た点が共通しており，小学 3 年生では，その読解が非

2001）。岸・中村・相澤（2011）は，非連続型テキス

連続型テキストのサイズやレイアウトに大きく影響さ
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聴覚障害児における文章理解の特徴と課題に関する文献的考察：
読書力診断検査の分析と非連続型テキストを中心に

Feature and problem of text comprehension of Japanese Children
with Hearing Impairments: A Review
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Abstract
The purpose of this research was to have an overview of reality of reading ability in children with hearing impairments
from the previous studies which administered the Reading-Test and other comprehension tests and to make a study about
much further research from a viewpoint of “reading skill of non-continuous type text”. It can be pointed out that the reading
ability of children with hearing impairments stays at 4-5th grade of hearing children, and the lack of primary language
ability, for example, the lack of the vocabulary and grammatical competence.
In the research of comprehension of expository documents which include non-continuous text, the process of
comprehension was classified into 4 patterns ; “Type of prioritizing text”, “Type of prioritizing diagram”, and “Group of
only text”, “Group of whole reading” . Moreover, the research intended to improve the reading comprehension of noncontinuous text and the mixture type text for hearing children is requested. In a similar way on education for children with
hearing impairments, we needed to study about the comprehension of text and effective methods of teaching to improve their
reading ability.
Keywords: deaf children, reading ability, text comprehension, non-continuous text
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要旨 :

本研究は，読書力診断検査やその他の読解テストを対象とした先行研究から聴覚障害児の読みの力の

実態や課題について概観し，特に「非連続型テキストの読解」という観点から今後の研究課題について検討す
ることを目的とする。聴覚障害児の読み能力は，聴児の小学 4 ～ 5 年生のレベルに留まっており，語彙の不
足，文法力の不完全さ等，聴覚障害児の基礎的言語能力の不足が指摘できる。非連続型テキストを含む説明的
文書の読みの研究においては，
「本文先行型」
，「図表先行型」
，また，
「本文中心群」
，「全体読み群」に分類さ
れる等，非連続型テキストを含む文章の読みのプロセスが明らかにされ始めている。また，聴児を対象とした
研究において，非連続型テキスト及び混成型テキストの読解力の向上が求められており，これは聴覚障害児教
育においても例外ではなく，非連続型テキスト及び混成型テキストの構成や，聴覚障害児の読解の特徴を明ら
かにした上で，その読解力を向上させる効果的な指導法の検討が求められるであろう。
キーワード : 聴覚障害児，読み能力，文章理解，非連続型テキスト
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