
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

知的パフォーマンスを予測する要
因としての認知スタイル

坂野, 登

坂野, 登. 知的パフォーマンスを予測する要因としての認知スタイル. 京
都大学教育学部紀要 1993, 39: 1-21

1993-03-31

http://hdl.handle.net/2433/266325



知的パフォーマンスを予測する要因としての認知スタイル

坂野 登

Cognitive Style as Predictors of Intellectual Performance 

SAKANO Noboru 

はじめに

1 問題点

学校教育における教授法を学習者の特徴と関連づけようとした一般的な枠組みとして， Cron-

bachとSnow (1977) によって提起された適性処遇交互作用 (Aptitude-Treatment-Interaction; 

以下 ATIと略す）という考えがある。ここでいう適性とは学習成果と正の相関をもつ学習者の

特徴のことであるが，その中に入試成績，学習スタイル，知的能力あるいは動機づけの状態がす

べて含まれることになる。処遇とは学習者の学習成果と関係した，教育あるいは教授へのいかな

るアプローチを含むものであって， AT!研究の目標は学習者の特殊な適性に最適な処遇を同定す

ることである (Klausmeier,1985)。

AT!に関する研究は，クロンバックらにより提起されて以来研究者の注目を集め，数多くの研

究が行われていて，心理学の辞典に必ず登場するという心理学の基本的用語となった割にはその

成果に乏しい。それはJensen(1973, 1987)が述べるように悲観的な見通しのものではなく，ジェ

ンセンのモデルとなった証拠それ自体に問題があったことを忘れてはならない（坂野， 1990a)。

ATI研究が行きづまったもっとも大きな原因は，ジェンセンがいうように知能が，生得的色彩の

強い一般知能 gにもっばら依存するからではなくて（ジェンセンのこの g擁護論に対する批判は，

グールド (1989)及び坂野 (1990a)を参照のこと），このアイディアの理論的究明が不十分であっ

たことにあると言わざるを得ない。クロンバックが用いた適性の概念とは「複数個の教育的処遇

のそれぞれの成績を弁別的に予測できる個人の特性」（大村， 1991) のことであるが，問題とな

るそれぞれの成績が，上下，多少の贔的差異が同一の尺度でもって測定されるような性質のもの

である場合が知能の言語性尺度と空間性尺度の得点の関係を問うような，能力間の質的な差異

が異なった尺度で測定されるものであるかによって， ATIのモデルは異なってくることになるは

ずである。モデルの再構築の基礎として，知能の概念と認知スタイルの概念の違いがどこにある

かについての検討が必要であろう。量的差楳モデルは，人間能力の基底的な存在として一般知能

因子を仮定するような立場と共通点を見いだすことができるようである。これに対して質的差異

-- l -



京都大学教育学部紀要 XXXIX 

モデルは，次に述べるような認知スタイルの考え方と一致する点をもっている。

これまでは適性と目的とする課題の遂行との関係について述べてきたが，処遇の問題について

はほとんど触れてこなかった。しかし処遇とは教育的アプローチであって，適性と目的とする知

的パフォーマンスとの関係が明らかにされるならば，その結びつきの特徴から理論的に教育的処

遇の方法が考えられるはずであり， またその処遇は有効となるはずである。例えば適性を内向性

ー外向性のパーソナリティ特性とし，処遇を受容学習と発見学習とした AT!研究の成果は，ア

イゼンク理論の応用の妥当な結果であったといえる (Wilson, 1978)。

AT!研究で今求められているのは，妥当性のある適性の設定であり，適性にうまく対応した知

的パフォーマンスの条件設定であろう。高次神経活動のタイプと学習のタイプの関係についての

旧ソ連における長年の研究成果は（スミルノフ， 1965)，知能検査や学）J検在のような解答時間

に制限を設け正答の羅を競うような知的パフォーマンスの状況は，強い神経系のタイプに有利に

はたらくものの，学習の贔には劣るが学習内容の質において優れた弱い神経系のタイプには不当

に不利にはたらくものであることを示している。解答時間の制限をもっとゆるやかにしたならば，

結果が逆転することもあり得ることである。欧米の心理学では知られることの少ないこれらの研

究は， 目的とする知的パフォーマンスの測度の選択が，如何に慎重に行われなければならないか

を我々に改めて知らせているものである。

2 認知スタイルとは何か

ここで問題となる認知スタイル (CognitiveStyle) とは，認知機能における個人差の次元を取

り扱う概念であるが，次のような点で知能や学力として測られるような知的能力とは異なってい

る。「認知スタイルとは，世界についての情報をわれわれがどれだけたくさん (Howmuch)，あ

るいはどれだけうまく (How well) 処理するかというよりはむしろ，どのように (How) 処理す

るかという問題と主要に関わっている。それは知覚，思考，問題解決，学習等々について全面的

に適用可能な安定した次元である。ある状況下ではある特定のスタイルがよりよい遂行をもたら

すであろうが，他のスタイルは他の状況下でよりよい遂行をもたらすであろう。従って認知スタ

イルはその性質からして双極性 (Bipolar) であって，知能やたいていの他の能力に関する測度

が単極性 (Unipolar) である点と本質的に異なっている。能力においてはたくさんもっているほ

うが少しもっているよりもベターであることはいうまでもないが，認知スタイルにおいてはそれ

ぞれの極が一定の条件下では適応的価値をもっているといえる。 (Goodenough, 1978)」

Waber (1989) は，認知スタイルとは多様な状況や心的内容の領域を通して，個人の行動を

特徴づけるような問題解決における好まれるアプローチであって，目標が達成されたかどうか

(Whether) ではなくて，どのように (How) 達成されたかがそこでは問題であり，知的コンピ

テンスとは独立したものと考えたが，この定義も同様の範疇にはいるものである。彼女はさらに，

認知スタイルにおける個人差が，前頭葉脳システムと結びついた認知的過程における効率の変動

を反映していると考えた。この点，腕組みの型が示す認知スタイルの元型についての坂野の考え

（坂野， 1982; Sakano, 1982) と一致している。
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3 知能と認知スタイル

ここで Goodenoughのいう [Howmuch] あるいは [Howwell]，また Weberのいう [Whether]

に相当する知的機能が，知能に対応するものであることはいうまでもない。従って適性処遇交互

作用の研究で目的とされる学習者の学習成果が，認知スタイルが問題とするような双極的なもの

であるか，あるいは知能が目的とするような単極的で達成度をみるようなものであるのかによっ

て，そのモデルは界なってくることになる。

それでは知能と認知スタイルの関係づけは，これだけで十分であろうか。 [Howmuch] が単極

的構造を導き，［How] が双極的構造を導くことは理解できても，［Howmuch] と [How] とが

全く無関係であるとはいえない。認知スタイルに合致した課題の遂行は，成績が上達する可能性

をもってはいる。しかしある認知スタイルをもつことと，その認知スタイルによって知的パフォー

マンスが実際に行われたかどうかは別問題であることを考えるならば，両者が匝線的相関関係に

ないことは明らかである。

4 左右の半球機能と認知スタイル

[How] と [Howmuch] の区別と間接的に関係した，双極性と単極性そのものについての考察

にとって，ウェックスラーの知能検査は最適の課題である。この検査はよく知られているように

言語性検査と動作性検査から成っているが，言語性検査は左半球の機能と，そして動作性検査は

右半球の機能と主に関係していることは，脳損傷患者による研究によってはやくからわかってい

たが，現在ではそれぞれの下位検査の神経心理学的意味づけが行われている段階である（坂野，

1985)。このウェックスラー検査の診断的な意味は神経心理学的には，個々の下位検査の意味づ

けにはいる前にまず，どちらの半球機能が低下しているかを見るために，言語性知能と動作性知

能の高さの相対的関係を見ることから始まるが，このような見方は明らかに及極的である。つま

り言語性知能が裔い極と非言語性知能の高い極が想定されることになるが，これは明らかに

[How] の次元を測定しているものである。

脳に損傷のない正常な対象者にあっては，どちらの検査が相対的に得点が高いのかという観点

をとるならば，言語優位型と非言語優位型という認知スタイルと結びつく可能性がありそうであ

るが実際はそううまくはいかない。確かに検査は単極性のものから双極性のものに変化しはした

が，これで十分というわけにはいかない。うまくいかない第一の理由は，認知スタイルはプリファ

レンスとまず関係しているのであって，パフォーマンスは二義的なものであるということである。

第二の理由として，ウェックスラー検査が前頭葉機能とはほとんど関係ないという脳損傷者から

の観察結果 (Milner, 1958) は，認知スタイルが前頭葉機能であるとする Waberの定義からす

ると，ウェックスラー検査と直なり合う部分がないことがあげられるであろう。

5 認知スタイルの元型と現象型と知的パフォーマンス

ところで ATI研究はいうまでもなく，認知機能の個人差を取り扱った研究では，対象者をど
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のように選択するかということは非常に重要な課題である。あるグループの対象者に当てはまっ

た事柄が他の対象者群には当てはまらないことが多く観察されるにもかかわらず，言及されない

ことが多い。個人差についての研究は本来，群差の問題を解決せずにはありえないのである。坂

野（坂野， 1982; Sakano, 1982) は潜在的ラテラリティと認知スタイルの関係を長年研究して

きたが，対象者の選択のこの問題にいつも悩まされてきた。もっとも単純な事態である両者の相

関関係においても，大学差，学部差が常に存在していた。潜在的ラテラリティの指標で前頭葉機

能の左右差と関係深いと考えられる腕組みの型と，質問紙によって測定された認知スタイルの型

との間の理論的に整合性のあると当時考えられた対応は，京都大学理学部や文・教育学部の学生

を対象者に選んだ場合にのみ観察され，京都大学の他の理系・文系の学部の学生を対象にした際

には観察されなかったのである。

他の国立大学学生を対象にした調査でも，一義的な結果を得ることはできず，調究は一見失敗

したかのようにも思えたのであった。しかし他に行われた実験室的実験研究の結果は，潜在的ラ

テラリティによって測定された個人に特有な利き脳と，質問紙を通して得られた認知スタイルは

共に同じ認知スタイルの語でもって呼ぶことができるものであると同時に，そのはたらきにお

いて両者を区別する必要があることを示したのであった。単純な光点の時間順序判断から，前頭

葉における処理の個人差を見ようとした実験的観察から， 2種の認知スタイルの個人内での一

致・不一致によって，これまで多く観察されたような大学間・学部間の変動の原因の多くが生じ

たものであることが示唆されたからである。すなわち腕組みによって測定された個人に特有な利

き脳という認知スタイルと，質問紙による認知スタイルとが個人内で一致した対象者では予測さ

れた個人に特有な利き脳の特徴が実験的に示されたのに対して，不一致な対象者では対象者内で

一貫した利き脳の特徴を見いだすことはできなかったのであった。

この実験結果を，京都大学内あるいは他の国立大学内で行った調査結果を解釈するために用い

てみると次のようになる。まず第一に，京都大学の学生は，常識的な意味での適性に応じた大学

にはいれた可能性が他の多くの大学での学生に比べて相対的に多いということ，そして第二に，

適性と学部の特徴の対応関係という点からすると，理，文，教育学部の学生の方がそれ以外の学

部学生より大きいと考えられることである。潜在的ラテラリティによって測定されるような相対

的に生得的な自分の個性をそのままの形で伸ばすような条件に恵まれていた学生が，腕組みの

型と質問紙による認知スタイルとが一致するような型の学生であり，そのようなタイプの学生が

当該学部に相対的に多かったことが，予測された結果をもたらした原因であると解釈することが

できる。

また以前に行った高等学校での調査では，大学に入学する以前に相対的によい成績をとってい

ることから，スムーズに自分独自の認知スタイルを形成していったであろうと想定される子ども

たちでは，認知スタイル質問紙内での内的整合性は高かったが，相対的に成績の低い子ともたち

では，この内的整合性が低いという結果を得た。内的整合性の高低も，同様な観点から解釈でき

るものである。
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6 本研究の目的

以下に紹介する 3つの研究は，本論文とはそれぞれ違った目的で行われたものであるが，それ

らの研究で選択された知的パフォーマンスの種類によって， 2つの認知スタイル及び性の要因の

かかわり方が違っていて， しかもその変化には一貫した法則が認められるようであるので，適性

と知的パフォーマンスの関係の基本的問題を検討するにふさわしい課題であるように思えた。こ

のようなわけで，以下 3つの研究の成果を本研究の目的に合致した形にまとめ直し，適性と知的

バフォーマンスのかかわりという観点から検討することにしたい。ここでいう適性とはいうまで

もなく，知的パフォーマンスのそれぞれの成績を弁別的に予測できる個人の特性のことであって，

本研究で用いられた 2つの認知スタイルの指標によって測定された個人の特性を指している。 ・

研究 1 順序性記憶の課題を用いた研究

1 課題の選定

本研究では適性を認知スタイルに限定したわけであるが，すでに述べたように，坂野の研究か

らは認知スタイルを生得的な個人に特有な利き脳と，それを基にしながらも環境の中で形成され

てきた利き脳的なものとに区別する必要がでてきたのであった。坂野 (1982) はこれらを，個人

に特有な利き脳の元型と現象型と名づけて区別してきたが，左右の前頭葉機能と直接的に関係す

ることが脳損傷者の研究から明らかになった， Milnerタイプの順序性記憶課題が (Milner,1974), 

研究 1では個人に特有な利き脳と密接に関係した課題として選ばれたのであった。

ミルナーの用いた課題には言語課題と非言語課題とがあって，前者は左前頭葉，後者は右前頭

葉のはたらきを測る目的のものである。前頭葉損傷患者に言語課題として，カードに書かれた 2

つの単語を覚えさせた。患者はカードがめくられるたびに，書かれた 2つの単語を覚えなければ

ならなかった。カードには時折，今まででてきた 2つの単語の間に疑問符が書かれたものがある。

これがでてくると患者は，疑問符といっしょにでてきた 2つの単語のどちらが新しくでてきたも

のか（後でだされたものか）を答えなければならなかった。つまりカードにあったかなかったか

をただ答えるのではなく，その順序性を記憶しなければならないわけである。非言語課題として

は， 2枚の抽象画を 1枚のカードに並べた図版が用いられた。実験の結果は言語課題では左前頭

葉損傷患者の成績が悪く，非言語課題では右前頭葉損傷患者の成績が悪いというものであった。

いまここで，この記憶課題を，テスト時の単語あるいは絵が，記憶時にカードにあったかどうか

を問うという，単純な記憶の再認に変えてみると，今度は左右の前頭葉ではなく，左右の側頭莱

が関係することが明らかになった。

ミルナーのこの研究結果は次のように解釈されている。前頭葉は事象を系列的に配償し，時間

的に処理をする機能を担っているので，そのはたらきは「順序性の記憶」の成績として特徴づけ

ることができるということになる。これに対して単純な記憶実験の結果は，そのような記憶は側

頭葉が担っているからだとされた。研究 lではこのミルナーの研究にヒントを得て，個人に特有

な利き脳の元型を測定するにふさわしい課題を新たに作成し実験を行ったのであった。
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2 対象者の選択

すでに述べたように，順序性の記憶テストが個人に特有な利き脳を測定するのであれば，元型

と現象型の一致不一致はそれほど問題とはならず，どのような対象者を選んでもよいはずである。

従って，京都大学教育学部の学生が実験に参加することを依頼しやすかったという理由から，対

象者の大部分を占めているという以外に，対象者の選択についての特別の制限条件はなかった。

対象者は女子学生17名，男子学生24名であった。幼児にも個人に特有な利き脳があらわれるかを

検討するため，実験は 5, 6歳の幼稚園児それぞれ40名についても行われた。

3 課題

l)順序性記憶課題：安丸・大井・坂野によるこの研究はすでに報告されたものであるが（坂

野， 1982; Sakano, 1982)，私たちはミルナーの行った「順序性の記憶」課題を，誰でも再現可

能なものになるようにと，子ども用と成人用のものとに改変した。すでにその結果が報告されて

いるように，幼稚園児の結果は課題が幼児用に改変されているものの大学生のものと同一傾向の

ものであり， また後に示す他の実験結果との比較という意味から，大学生についての課題のみを

示すことにする。

大学生対象に用いた課題は基本的な考えは園児の場合と同一であるが，言語課題は 2音節の有

意味度の高い語をカタカナで書いたものを左右に縦に並べたもの，非言語課題は Krauthammer

(1968) の無意味図形を同じく左右 2つ並べたものを使用した。言語課題，非言語課題ともに，

スライドが0.4秒間， 2秒の間隔をおいてでてくるが，スライドが連続して 4~ 8回でた後にテ

ストスライドがだされる。テストスライドには中央に疑問符が描かれていて，対象者に対してど

ちらの文字あるいは無意味図形が後にでてきたのか答えるように求めた。

2) 利き手及び潜在的ラテラリティ検査：利き手は(1)字を書く手，（2）絵を描く手，（3）ボールを

投げる手，（4）はさみを使う手，（5）はぶらしをもつ手の 5項目を(1)左，（2)右，（3）どちらでもよい，

の 3件法で問いラテラリティ指数 (LateralityQuotient) を算出。潜在的ラテラリティとして，

指を組む際の上にくる指（指組みテスト）と腕を組む際の上にくる腕（腕組みテスト）を指標と

した。

3)認知様式質問紙：伊田・坂野 (1988) による認知様式質問紙の改訂版の基となった旧版を

大学生に用いた（その詳細は坂野， 1982, 1984にある）。これはパブロフの弟子たちゃロシアの

心理学者によって記述されている思索家型と芸術家型の特徴を，寄せ集め整理される形で作成さ

れたものであって， 6対の質問から成っている。各対の質問は 2つの型の特徴の対比という形を

とり，それぞれの対の中から自分にとって相対的に当てはまる項目を選ぶように求められる。こ

の質問紙は分析性一抽象性尺度と印象性一想像性尺度の独立した 2尺度から成っている改訂版と

異なって，思索家型ー芸術家型を対極とする 1尺度を測定するようになっている。
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4
 

結果

利き手検査からラテラリティ指数 (LateralityQuotient, 以下 LQと略記）を算出して， LQlOO

の対象者とそれ以外の対象者を区別してみたが，利き手の効果は認められなかった。また，認知

様式質問紙の影響も認められなかった。これと対照的に，潜在的ラテラリティの効果は独立して

明瞭にあらわれた。研究 3で述べるように，認知様式質問紙によって測定される認知スタイルの

関与が認められるような知的パフォーマンスの事態でのみ，利き手の影響はあらわれる。

顛序性の記憶テストでは，非言語課題は言語課題よりもむつかしかったが， 2つの課題の比較

を容易にするために，平均がそれぞれ50, 標準偏差が10になるように偏差値に変換した（図 1)。

また後で述べるように，大学生では女性の非言語検査の偏差値が男性より塙かった以外には，性

差は認められなかった。幼稚園児においても性差は認められなかった。性差が認められるような

事態は，先に述べたような利き手の影響が認められるような課題であったが，これらの意味につ

いては，研究 3及びまとめのところでくわしく検討することにしたい。

分析が複雑になるので関連の認められなかった認知様式質問紙の要因を除外し， 2 （潜在的ラ

テラリティ） X2 （性） X2 （課題）の分散分析を行ったところ，交互作用のみが認められ，潜在

的ラテラリティと課題の間の交互作用 (F(1, 37) = 17. 27)，及び性と課題の間の交互作用 (F

(1,37) =8. 79)がそれぞれ 1％水準で有意であった。下位検定の結果腕 Lタイプの対象者は非言

語課題のほうが，腕 Rタイプの対象者は言語課題のほうが他の課題の成績よりもよく， また女

性のほうが非言語課題の成績が男性よりよいことが明らかになった。

この研究で用いた「順序性の記憶」課題はミルナーに準じたものであって，当然言語課題の成

績は左前頭葉と関係し， また非言語課題の成績は右前頭葉と関係することが期待されるわけであ

る。腕糾みで右腕が上にくる型（腕 Rタイプ）は，坂野の先行研究（坂野， 1982: Sakano, 1982) 

からは左前頭葉優位という，個人に特有な利き脳の持ち主であって， また腕組みで左腕が上にく

る型（腕 Lタイプ）は右前頭葉優位の利き脳の持ち主であることになるので，左前頭葉機能と関

係する言語課題は腕 Rタイプの被験者で成績がよく， また右前頭葉機能と関係する非言語課題
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- 7 -



京都大学教育学部紀要 XXXIX 

は腕 Lタイプの対象者で成績がよいことが期待されたわけであった。

すべての対象者での結果は予想通りであって，圏児での結果はここには示さないが， 5歳児で

も6歳児でも大学生同様であって，男児でも女児でも腕 Rタイプの被験者は言語課題の成績が

よく，腕 Lタイプの被験者は非言語課題の成績がよかった。このようにして就学前の子どもです

でに，腕組みと利き脳との関係が認められ， しかもミルナーの患者の例にならうならば，前頭葉

と関係した利き脳をもっているということになる。指組みで対象者を分類してみても，一定の統

ー的な結果を得ることはできなかった。

すでに述べたように，認知様式質問紙との関係はなにも認められなかったが（もちろん幼児で

は行われていない），これはミルナータイプのテストでは，認知スタイルの元型のみが知的パ

フォーマンスと交互作用するという結果であったということになる。この実験で用いられた順序

性の記憶テストは，意味記憶として貯蔵されている知識体系を用いるような結晶性知能とは全く

関係なく，また結晶性知能の利用の流暢さや柔軟性を問うような創造性検壺（後の研究 2で用い

られるもの）とは，流動性知能的なものを問題とするという点では共通点があるものの，結晶性

知能とのかかわり合いで異なっている。従ってこのような知的パフォーマンスが認知スタイルの

元型を的確に示すものであるということになる。このような推論の正しさは，後の研究でも確か

められることになる。

研究 2 創造性検壺を用いた研究

1 目的

これまで述べてきた研究 1からは，ミルナータイプの順序性記憶の課題は，潜在的ラテラリティ

の腕組みの型との交互作用が認められ，それが年齢や性を超えた存在であること，そしてまたそ

れが主観的で現象的な認知スタイルを測定する認知様式質問紙と無関係であることから，認知ス

タイルの元型ともいうべきものを測定している可能性のあることが示唆されたのであった。しか

しその課題は通常われわれが接している知的パフォーマンス課題とは大きく異なっていて，その

結果を既存の知的パフォーマンス研究の枠の中に位置づけることはなかなか困難である。

研究 1で述べたように，研究 1の課題はいわゆる結晶性知能とは関係なく，このことが認知様

式質問紙による認知スタイルとの関連が見いだせなかったことの原因となった可能性は高い。な

ぜならば認知様式質問紙はその内容からして，過去経験の結晶としての認知スタイルを測定して

いる可能性が高いからである。

結晶性知能を流動性知能的な推理に如何に利用するか，このような条件に合致した課題として

研究 2では創造性検査を取り上げる。この検査は，（l)正答が一つしかないような課題ではないと

いう点から，［How] を問題にする認知スタイルの特徴と合致する課題であり，（2）前頭葉が関係

する課題である（坂野， 1985）。このような理由から研究 2では，目的とする知的パフォーマン

スには，時間制限は設けられているものの，解答の質を問うような創造性検査を選択した。
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2 対象者の選択

本研究は蓼原 (1984) が卒業論文作成の際に収集したデータを再整理して得られたものである

が，対象者の選択と調査の実施に当たっては工学部の佐佐木綱教授の協力を得た。調査に当たっ

てのわれわれの関心は，追求する目的に共通点と同時に相違点のある学問領域を専攻する学生の

パーソナリティと創造性の特徴が，学問領域に見られる共通点と相違点にどれだけ対応するか検

討することにあった（坂野・佐佐木・西井， 1986)。

ここで選ばれたのが土木工学と建築学であるが，両者は特に，生産された構造物の有用性につ

いての考えや芸術性の追求という点で相違していると考えられる。それと同時に同じ土木工学の

中でも，芸術性の追求という点では建槃学とは異なるとはしても，そのソフト面が特に強調され

るという点で建築学と共通点をもつ計画系の領域がある。他方，対象となる構造物がいわゆる構

造系であるか水系であるか，あるいは土系であるかという点では異なるにせよ，そのハード面が

強調される計画系とは異なる他の土木工学の領域がある。

土木工学科と建染学科とでは人試成績の水準が多少異なるが，土木工学科にあっては， 4年次

にそれぞれの専攻領域に所属するのは本人の希望に従って行われているという特徴がある。従っ

て建築学科はいうまでもなく，土木工学科においても学生の希望通りの専攻領域の選択が相対的

によく行われているものといえる。以上述べたような点で，土木工学と建築学の 4回生以上の男

子学生及び院生（年齢は21歳から30歳）が対象者にふさわしいと判断されたわけであるが，その

具体的な内訳は次の通りである。

建築学科 32名 (4回生 8名，修士21名，その他 3名）

土木工学科 第 1分野（構造系） 35名 (4回生16名，修士19名）

士木工学科 第 2分野（水系） 32名 (4回生14名，修士18名）

土木工学科 第 3分野（土系） 20名 (4回生 8名，修士以上12名）

土木工学科 第 4分野（計画系） 32名 (4回生14名，修士以上15名，助手 3名）

3 課題及び実施方法

ここでは本研究で利用された課題のみについて述べることにする。

l) 利き手及び潜在的ラテラリティ検究：

利き手は(1)字を書く手，（2）絵を描く手，（3）ボールを投げる手，（4）はさみを使う手，（5）はぶらしを

もつ手の 5項目を(1)左，（2）右，（3）どちらでもよい，の 3件法で問いラテラリティ指数 (Laterality

Quotient) を算出。潜在的ラテラリティとして，指を組む際の上にくる指（指組みテスト）と腕

を組む際の上にくる腕（腕組みテスト）を指標とした。

2)認知様式質問紙：伊田・坂野 (1988) によるものを用いたが，これは分析性一抽象性尺度

(10問）と印象性一想像性尺度 (10問）から成っている。

3)創造性検査：住田 (1966) による TCIS創造性検査より，流暢性尺度である「同音異義連

想テスト」と柔軟性と独創性の尺度である「用途テスト」を抜き出して用いた。同音異義テスト

は「あつい」から「暑い」「熱い」「厚い」といった同音異義語を連想し，そこから例えば「暑い」
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→「夏」，「厚い」→「壁」というように書いていく。採点は正解反応の内容カテゴリー数に非凡な

反応カテゴリー数を加えて偏差値に換算した。「用途テスト」は例えば新聞の用途をできるだけ

考えるものであって，火をつける，丸めて蝿をたた＜，衣服の型紙に利用するなど，様々な用途

を書いていく。採点は内容カテゴリー数に非凡カテゴリー数を加えて偏差値に換算した。

検査は約30名を 1つのグループとして集団的に調査を実施された。

4 結果 1 単純な比較

分析は土木工学科の 4分野と建築学科に対象者を分け，流暢性と柔軟性・独創性の得点をまず

比較した。第 1分野から第 3分野では得点間に差がなかったのでこの 3群をまとめて，第 1ー第

3分野とした。流暢性テストでは第 4分野の得点がもっとも高く，第 1ー第 3分野との間に 5%

水準の有意差が認、められたが，建築との間には有意差はなかった。柔軟性・独創性テストでは建

染が一番高く第 1ー第 3分野との間に 2％水準の有意差が認められたが，第 4分野との間には有

意差は認められなかった。従って創造性検査の得点から，おおむね第 1ー第 3分野と第 4分野一

建築の 2群に大別されることになり，それぞれの群の特徴から前者をハード領域群，後者をソフ

ト領域群として区別することにした。

この 2群は，潜在的ラテラリティと認知様式質問紙という 2つの認知スタイルの間の関係には

違いがあり，ソフト群では腕組みの際に左腕が上にくる腕 L群の認知様式質問紙の尺度 2である

印象性・想像性得点のほうが，腕 R群のそれよりも高く，右半球優位の型という点で一致して

いたが，ハード群には 2つの認知スタイル間の関係は認めることはできなかった。

4 結果 2 潜在的ラテラリティの導入

次の分析は，認知スタイルの 2つの指標と知的パフォーマンスの間の関係を見ることであるが，

そのためには，潜在的ラテラリティの指標である指組みと腕組みの型によってそれぞれの群を分

け，次いでそれぞれの型の中で認知スタイルの 2つの尺度それぞれについて，中央値近傍で対象

者を 2分するという方法を取った。様々な組み合わせについて検討した結果，腕組み及び尺度 2

の印象性得点で分類した場合にはじめて，統計的に有意な結果を得る可能性のあることが分かっ

た。また研究 l同様，利き手は有効な指標とはならなかった。

対象者の人数は上記の分類の場合， ソフト群で印象性高得点で腕組みで左腕が上の人（以下尚

印象腕 Lと略記） 17名，低印象腕 Ll8名，高印象腕 R10名，低印象腕 R19名であった。ハード

群では高印象腕 L群27名，低印象腕 L21名，高印象腕 R17名，低印象腕 R21名であった。この

2つの群を直接比較するのが本研究の目的ではなく，また調査の結果得られた指標によって分け

られた群であるので，両者は分けて別々に検討することにした。

2 （腕組み） X 2 （尺度 2)X 2 （創造性検杏）の 3要囚分散分析の結果，ハード群には何の主

効果も交互作用も認めることはできなかった。これに対してソフト群では， 10％水準で創造性検

査の種類の主効果 (F(1,60) =3.553), 1％水準で腕組みの型と検査の種類の間の交互作用 (F

(1,60) =9.87) が認められたが，認知様式質問紙の印象性尺度の効果は何も認めることはできな
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かった（主効果について， F(1,60) =2.38)。印象性尺度の効果は有意ではなかったが，図 2に

ソフト群についての 3要因の関係を，そして図 3には腕組みの型と創造性検壺の交互作用につい

て， ソフト群とハード群の結果を併せて示しておいた。

まず，ソフト群に見られた腕組みの 2つの型と創造性検査の 2つの下位テストの間の交互作用

について考えてみたい。過去経験の中で獲得された知識体系としての結品性知能を操作し，次か

ら次へと新しい連想を発展させる能力としての語の流暢性テストは，すでに述べた連想反応の順

序性を記憶する能力を基本とした左前頭葉の機能が重要であると考えることができる。これに対

して用途テストは，次から次へと新しい用途を考えていくという点では団じく順序性の記憶を基

本としているが，求められる対象をイメージとして視覚的に思い浮かべることが航要であること

から，それは非言語性のものであって，右前頭葉の機能が重要であるということになる。このよ

うにしてソフト群での交互作用の結果は，うまく解釈できたわけである。

研究 1と研究 2の結果を比較してみると，認知様式質問紙による認知スタイルの効果は認めら
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れなかったのに対して，潜在的ラテラリティによる認知スタイルの交互作用が有意であったとい

う点において両者は共通している。しかし研究 1の結果は，少なくとも実験に参加したすべての

対象者に共通した結果であったのに対して，研究 2ではソフト領域群についてのみ当てはまると

いう相違点がある。

本論文のはじめに坂野 (1982) の先行研究を引用しながら述べたように，認知スタイルの 2つ

の指標間の対応関係が見られるかどうかは，認知スタイルの元型と現象型が一致するかしないか

という問題としてとらえることができる。ソフト群ではすでに述べたように，この 2つの指標間

には対応があったが，ハード群では対応は認められなかったのであった。

それでは研究 1と研究 2の共通点と相違点をもたらした原因は何であって，それはどのように

解釈できるのだろうか。過去経験の中で獲得された知識体系としての結晶性知能を操作するとい

う知的機能が，研究 lの課題とされた知的パフォーマンスにはほとんど参加していなかったのに

対して，研究 2ではそれが大きな役割を演じていた。認知様式質問紙の中で問われる認知スタイ

ルも，結晶性知能の利用の仕方という側面が強い。言い換えるならば研究 lで問題となる順序性

の記憶とは，全く実験者によって操作されたものであったが，研究 2での順序性の記憶とは対象

者の内部に存在する知識体系を，対象者が全く任意に操作するものである。

ここで認知スタイルを，対象の操作の仕方というその機能的側面と，何をどのように操作する

かという操作の対象の内容的側面とを区別し，前者が認知スタイルの元型，後者が現象型に対応

するものとして考えることができるだろう。ソフト系で元型と現象型とが一致していたというこ

とは，操作の仕方にうまく対応した内容の対象が選択されていたことを意味している。このよう

な特徴をもったソフト群では，操作の仕方そのものが創造性という知的パフォーマンスで前面に

でてきた結果となった。研究 2では当初，認知様式質問紙による認知スタイルの特徴（認知スタ

イルの現象型）が，創造性検査の成績に直接影響を与えるだろうことを予測していた。しかし，

認知スタイルの現象型は知的パフォーマンスに直接的に作用するのではなくて，認知スタイルの

元型の 2つの型に対応した現象型の 2つの型の存在という結びつきの中で，間接的に影響を与え

るものであることが明らかになったのである。

それでは認知スタイルの現象型がもっと前面にでてくるような条件はないものだろうか。そう

でなければ AT!の，教育的処遇をどのようにするかという研究と結びつくことができない。認

知スタイルの元型のみが前面にでてくるような研究 1や研究 2からは，この変化しにくい認知ス

タイルの元型というものを考慮に入れるという処遇しかあり得ないからである。しかしこれに対

して認知スタイルの現象型は，教示によって変化するような認知スタイルと密接に関係している

ことので，教示による処遇の違いの研究へと発展できる可能性をもっている。このような可能性

をもった研究を次に紹介することにしよう。

研究 3 ブックレット方式による順序性の記憶

1 はじめに

10年以上前に行った研究 1の「順序性の記憶」実験はすでに述べたように成功的であったが，
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個人の診断テストとして用いるには，言語課題と非言語課題とが分離されているために，どちら

を先に施行するかによって生じる系列効果を避けることはどうしてもできないという問題をかか

えていた。研究 3では言語課題と非言語課題とを同時に呈示することによってこの系列効果を無

くし，またこのような同時呈示によるいわゆる二重課題状況を設定することによって，課題解決

の際の 2つの課題間の相互作用を見ることができるような，集団的に実施することが可能な，紙・

鉛筆式テストを作成することがその本来の目的であった（坂野， 1992)。この研究はまた，認知

的パフォーマンスと認知スタイルとの間の相互関係を見るという本論文の主旨に沿ったものであ

るので，ここではその点に的をしぽって述べることにする。

ところで研究 3が目指すような集団的に実施可能な紙・鉛筆式テストでは，課題の系列を 1枚

のテストペーパーの中に示すという方法をとらざるを得ず，カード式のような時系列性を確保す

ることは不可能な点が多い。対象者は当然，左右に並べられた課題の系列を自由に走壺し，いわ

ば空間的に処理をする可能性をもっているからである。

しかし回答すべき課題（設問課題）が，あらかじめ記憶すべき課題（記憶課題）と同一ページ

にはなく別のページに印刷されているならば，被験者は設問課題をあらかじめ見た後に記憶課題

を走査し，解答を得ようとするような方略をとることは不可能である。さらにまた，あらかじめ

教示することによって眺めるべき記憶課題の系列の場所を次々に指定するならば，記憶課題の系

列的処理は促進されるであろう。このようなことを可能にするような，プックレット形式のテス

トを考案することが本研究の最初の課題であった。

2 課題の選択

小倉・八田 (1983) は，線画の中にひらがなあるいは数字を埋め込んだかくし図形を利き脳テ

ストとして利用したが，それにヒントを得て言語課題と非言語課題とを同時に行うために，かく

し図形という方法を用いることにした。具体的には線画の中にひらがなを埋め込み，この線画と

ひらがなの組み合わせを様々に変化させるという方法をとった。ここで用いた線画は，小林 (1990)

が用いた動物・植物・乗り物・家具・道具などのありふれた対象についての線画を利用し，また

その中に埋め込まれるひらがなはなるべくすべての文字を用いるように工夫した。このようなか

くし図形の系列は 1枚の紙に 3~ 7個並べられていて，次のページには設問課題が描かれている。

なお絵や文字の系列には，系列的に何の意味も付加されていないように工夫した（その具体的な

内容については，坂野 (1992) を参照のこと）。

記憶課題でひらがなの系列を党える際には被験者は当然，内的な調音活動によって文字の系列

を貨えようとするであろう。従ってこのような音声的活動を利用して行われるような文字系列を

つくるために 1文字ひらがなの系列を作成し，有意味語と同様に左半球優位性が保証できるよう

にした。

これに対して線画（絵）の系列の記憶では，地としての他の線画の視覚像によって影響される

ために，文字の場合のような命名による聴貨的記憶は困難であり，絵そのものをイメージとして

記憶しようとする傾向が強くなる。つまり線画の処理の部分はより右半球優位な画像的処理とな

るよう，そして文字の場合はより左半球優位な聴覚的記憶となるように工夫したのである。
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設問課題の線画または文字は，記憶課題の系列にば必ずでてきたものであるが，その組み合わ

せは設問課題とは異なっている。 50の設問課題中，線画が先行するものが25個，文字が先行する

ものが25個と同数ある。被験者は設問課題の線画及び文字が，記憶課題の左から何番目にあった

かを筆答によって答えるよう求められる。設問課題の線画と文字が，記憶課題に描かれた位置の

空間的な隔たりは系列数によって巽なるが，例えば最大の 7系列の場合には 0~ 5個のかくし図

形が， 3系列の場合には必然的に 0~ 1個のかくし図形が間に挿入されているようにI．夫した。

3 教示

このブックレット式検査の教示の要点は次の通りである。

r…「問題用紙」には下の例にあるように，絵と文字（ひらがな）の重ね書きが何個か左右に

亜んで描いてあります。「問題用紙」にある絵と文字とがそれぞれ，「左から右」へどのような顛

序で並んでいたかを覚えて，後で「解答用紙」の質問に答えて下さい…。解答の仕方：この冊子

には，「注意事項」「問題用紙」「解答用紙」の 2枚がセットになって，問題ごとに印刷してあり

ます。まず「注意事項」の説明をよく読み，「開け」の合図があればページをめくって，「問題用

紙」の指定された問題を私のいち，に， さん…というかけ声に合わせて，左から順番に絵と文字

を党えて下さい。指定された以外の絵と文字を見てはいけません。「止め」の合図があれば次の「解

答用紙」のページを開いて，「もじ・え」のでてきた順番をその下に記して下さい。「次を開いて」

の合図があれば解答をすぐ止め，次の「注意事項」のページを開いて下さい。このようにして，

検査は次々に進みます。」

なお，いち，に， さん…というかけ声は 1秒に 1回の割合で行った。従って 7系列の記憶課題

には約 7秒かかることになる。

4 その他の課題

記憶課題のほかには研究 1・研究 2同様，利き手に関する質問（字を書く，絵を描く，ボール

を投げる，はさみをもつ，はぶらしをもつ手に関する質問からラテラリティ指数 LQを算出），

潜在的ラテラリティに関する質問（指組み，腕組み及び家族の利き手の調杏），及び思索・芸術

家型認知様式質問紙を実施した。

5 対象者

研究 3は教育学部の教育心理学関係の講義の時間を利用して， 3度にわたり集団的に実施した。

最初の調査と最後の調査とは約 1年ほど時間があいているが，最後の調査は1992年 4月に行った

ものである。最終的には対象者は，女84名，男107名であった。所属学部は教育学部と文学部が

大部分であった。
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6 結果と解釈

潜在的ラテラリティの 2つの指標である指組みと腕組み，それに認知様式質問紙の 2つの尺度

である分析性・抽象性尺度と印象性・想像性尺度の様々な組み合わせを行い，利き手の指標であ

るLQに従って様々に分類した対象者群について知的パフォーマンスの高さを検討したところ，

男子で文字と絵の順序性記憶双方とも， LQがもっとも低い極端な左利き群（本研究の場合は LQ

=20群）のパフォーマンスが， LQがもっとも高い極端な右利き群 (LQ=100群）のそれよりも

有意に低いことが明らかになった。女子では男子同様の傾向は見られたが有意差をもたらすほど

大きいものではなかった（坂野， 1992参照）。

男子左利き群のパフォーマンスの低さは神経心理学的に意味のあることであるが， しかし本研

究はそのこと自体を検討するのが本来の目的ではないので，ここでは 3つの研究を比較する上で

必要なものに議論を 1卜．めておきたい。よく知られているように，認知スタイルという語を用いる

かどうかは別として，左利きが右利きとは異なった神経心理学的特徴をもっていることは神経心

理学の古くからの中心的話題の一つであった。問題を本研究の話題に引き寄せてみると，ある特

定の認知的パフォーマンスの能力をもつ人たち（例えばアメリカの研究では美術系学生，坂野の

研究では文学部・教育学部の文科系学生）の左利きの頻度が高いという結果や，男＋左利きでは

特に空間的パフォーマンスの低下が問題になることが多いという事実は，利き手が認知スタイル

の第 3のカテゴリーを構成し， しかもそれが認知スタイルの性差とも関係するものであることを

示唆するものといえる（坂野， 1982)。

ではなぜ研究 3のみに利き手の影響がでてきたのだろうか。その可能性として研究 3が，パ

フォーマンス間の葛藤・干渉の影響を見ることを目的とした二重課題であったことがあげられ

る。二凧課題であったからこそ次に示すように認知様式質問紙による認知スタイルの作用が効果

的であったし，また利き手の影響がでてきたのであった。

研究 3では対象者の人数が多く，相関係数を用いた分析が可能となったために，認知様式質問

紙の得点によって上位・下位群を分けるというこれまでの方式を変えて，腕組みのそれぞれの型

ごとに相関係数を算出するという方法を取った。図 4には男子の結果が，図 5には女子の結果が

示されている。ここで右利きという場合には LQが100の極端な右利き群を示し，全員という場

合には程度の差はあるにせよ左利きの傾向を示す他の人たちを加えた全対象者のことである。非

右利きのみを分けて分析しなかった理由は，相関係数を算出するには対象者数が少なかったため

と，これまでの研究 2・研究 3の場合と同様の対象者分類とするためである。男子では LQlOO群

の腕 L群は35名，腕 R群は36名，全貝の腕 L群は55名，腕 R群は52名であった。女子では

LQlOO群の腕 L群は35名，腕 R群も35名，全員の腕 L群は44名，腕 R群は40名であった。

縦軸は相関係数を示しているので，これまでの図とは違って 0点からの隔たり問題にしなけれ

ばならない。男子の場合 LQlOO群腕 L群の絵の順序性記憶での相関係数 r=0.382 (N =35)，腕

R群では文字の順序性記憶で r=0.344 (N =36)であり，いずれも分析性の低さが知的パフォー

マンスの裔さと有意に相関していた。左利き傾向のあるものを加えた全員では，腕 L群の絵の順

序性記憶で r=0.43 (N =55) と有意であったが，腕 R群の文字の順序性記憶の相関係数は

LQlOO群と比べると急激に低下し， r=0.086となってしまった。
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女子の場合有意な相関は，図からは一見有意な交互作用がたくさんあるように見えるがそうで

はなく，全員の絵の処理の腕 R群で観察されただけであった (r=0.331, N =40)。

男子の右利き群の結果は，認知様式質問紙の効果があらわれた初めての結果であり，また腕組

みで左腕が上にくるタイプの腕 Lの右前頭葉優位の人では絵の順序性記憶が関係し，潜在的な右

利きで左前頭葉機能が優位していると考えられる腕 Rのタイプの男性では，文字の成績との相

関に有意にあらわれるといった，予測に一致する性質のものであった。

対象者を全員に広げてみると，腕 L群での絵との結びつきはそのままであったのが，腕 R群

での文字との結びつきでは相関がなぜ消失してしまったのか。全員から右利き群を引いたいわゆ

る非右利き群の中の腕 R群の相関係数は一0.135(N =16) であって，これが全員での相関係数

を急激に低下させた原因であることが分かる。文字と絵の順序性の記憶課題の違いは，文字の順

序性記憶が異なった 1文字の系列的記憶から成っているために，数や文字を意図的機械的にリ

ハーサルして短期的に記憶するといった，いわゆる系列的再生と同様な処理を行いやすいという

特徴をもともともっているのに対して，絵の処理ではそのようなことが行われ難いところにある。
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そのためにもっばら前頭葉に依存する処理ではなく， Dasら (1979) のいう系列的再生のような

前頭ー側頭部が関係する継時総合的な処理が特に非右利き群で行われた可能性が考えられる。

なぜ非右利き群でそうなのか，この問いに直接的に答えるような証拠はない。この問題は多分

に，非右利き群での左右の半球機能の未分化さと直接的あるいは間接的に関係しているのであろ

う。この問題がまた，女子で特徴的に示された， 2つの認知スタイルとの結合の不確定さが，女

子での左右半球機能の未分化度と密接に関係している可能性が考えられる。非右利き群と性差の

中にあらわれる特徴を，先に第 3の認知スタイルと呼んだが，今回の 3研究からだけではこの問

題に答えるだけの資料が十分で無いので以上のことを指摘するに止めておき，性差と関係する坂

野の他の資料を加えて次の機会に検討することにしたい。

それでは男子右利き群における 2つの認知スタイルの相互関係は，どのような意味をもつのだ

ろうか。右前頭葉機能が優位した腕 Lタイプ（認知スタイルの元型の一つ）では，認知スタイル

の元型である右半球機能と対応した絵の処理機構が，認知様式質問紙による認知スタイル（認知

スタイルの現象型）による影響を受け，絵の非分析的・非抽象的な現象型的な処理が，情報処理

を促進させる結果となった。同様に左前頭葉機能が優位した腕 Rタイプでは，認知スタイルの

元型である左半球機能と対応した文字の処理機構が，認知スタイルの現象型による影響を受け，

絵の場合と同様に文字の非分析的・非抽象的な処理が，情報処理を促進させたものと考えられる。

このようにして分析的ー非分析的，抽象的ー非抽象的といった，これまで左右の半球機能差と

関係づけられてくることの多かった認知スタイルの違いは，それぞれの半球内での処理機構の違

いとして作用したという結果であった。この結果は，左半球でも右半球でも，分析性・抽象性の

程度の違いに由来した両極的な処理様式が共に可能であることを示すものである。これまで半ば

常識的なものとして述べられてきたように，左半球は分析的な処理をするのに対して右半球は非

分析的な処理で優れているのではない。左半球＝分析的，右半球＝非分析的という考えは，左半

球での処理では処理の分析的な側面が前面にでてくることが多く，右半球での処理の際には，処

理の非分析的な側面が前面にでてくることが多いことから，左半球で行われる非分析的処理の側

面，そして右半球のもつ分析的な側面を切り捨てた形での二分法に過ぎないといえるであろう。

右半球にも言語機能が存在することが分かってきたとはしても，右利きでは相対的には左半球

が言語機能において，そして右半球が非言語機能において優位していることは多くの認めるとこ

ろである。上記の左半球＝分析的，右半球＝全体的という分類は，言語機能と非言語機能とがそ

れぞれ取りやすい処理様式であることの結果であって，全体的な処理と関係する言語機能や分析

的な処理をする非言語機能は数多く存在するのである（坂野， 1990a)。

従って先の研究 2では，認知スタイルの元型と現象型の一致・不一致の語を使って，知的パ

フォーマンスにあらわれる個人差を説明しようとしたが，研究 3に問題を引き寄せて考えてみる

ならば，両者が一致した人とは，元型となった半球が取りやすい（あるいは前面にでてくること

の多い）認知スタイルが現象型としてあらわれる人であるということになる。これに対して不一

致な人とは，元型となった半球にはあらわれにくい認知スタイルが現象型としてあらわれるよう

な人であるといえよう。

ATI研究への橋渡し的な位置にもっとも近い研究 3では， この研究の匝接的な目的からして当

然，適性一処遇の処遇の要因は取り扱われていない。しかし現象型的な認知スタイルが個人に特
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有な認知スタイルであると同時にまた，教示や練習つまり処遇によって任意にシフトすることが

可能な認知スタイルであることはよく知られている。教示によって認知スタイルを変えることに

よって，知的パフォーマンスと主に関係する半球をシフトさせるというパラダイムは，神経心理

学の中で多く用いられているのである (Sakano, 1982)。

従ってこの事実を考慮に入れ，研究 3のよう結晶性知能の参加の少ない課題という限定をつけ

るならば，処遇によって変更可能な知的パフォーマンスとはまず第一に，認知スタイルの元型と

結びついたものではあるが，取り得る処遇は個人の現象型としての認知スタイルの特徴にはそれ

ほど依存せずに可能であるということである。原理的には，適性に対応した処遇のいずれの極を

も選び得るのであって，それは個人差には依存しない性質のものということになる。

本論文の主旨にとって必要な研究 3のまとめは次の通りである。

l) 二直課題のような複雑な状況では，認知スタイルの元型だけでなく，その現象型も知的パ

フォーマンスに弁別的な影響を与える。

2) 上記の状況では，潜在的ラテラリティだけでなく，顕在的ラテラリティである利き手や，

大脳半球ラテラリティと結びついた性差も関係してくるが，その関与の仕組みは複雑であって今

後の分析に待つところが多い。

総合的考察

1 研究 1と研究 3の比較検討

研究 1の私たちの先行研究では，腕組みの型と順序性の記憶課題の種類との間には明確な対応

関係が，年齢や性とは無関係に見られた反面，誌知様式質問紙との間には何の対応関係も認める

ことはできなかった。もっとも，この当時の認知様式質問紙は 2つの相対立する質問の 6項目か

ら構成されていて，思索家型ー芸術家型という l尺度だけから成り立っていたことが，認知様式

質問紙とは関係しなかったその原因であった可能性は否定できない。

これに対して，順序性の記憶を見たという点で研究 1に対応する研究 3で性差が認められ，ま

た腕組みの型は単独では順序性の記憶とは関係せず，認知様式質問紙による認知スタイルを媒介

にしてはじめて．知的パフォーマンスに対して弁別的な作用をもつことができた。

このような違いを生じさせた原因として．研究 3では文字と絵とを伺時に星示するというかく

し図形を用いたことをあげることができる。かくし図形でまず必要とされることは．知詑的分節

性あるいは知覚的分化と関係した能力であって，それは RFT (Rod and Frame Test) や EFT

(Embedded Figures Test) を用いた，場一独立性，場一依存性の認知様式についての Witkinら

の研究 (Witkin, 1956) で明らかにされている。この知覚的場における分化度という概念は，左

右半球の分化度と関係づけられて神経心理学的な概念としても用いることが可能なものである。

研究 3で示された左利きでのパフォーマンスの低さは，左利きで EFT得点が低いというしば

しば発見されている事実に対応するものと考えることができよう。しかし研究 3のブックレット

方式は．知覚的な分節化の後に（ここまでは EFTと類似しているが，かくし図形の非分節度は

EFTに比べてずっと低い）．それぞれを別の系列として記憶することが要求されているという点
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で EFTとは大きく界なっている。かくし図形を知覚的に分節化するという時点で認知スタイル

が参加してくるという Witkinらの説に従うならば (EFTが認知様式質問紙と関係あるという坂

野 (1984) の研究もある），対象をあるがままに直接受けた印象にしたがって受けとめるという

認知様式が分節化に有効であったということになる。研究 3の結果は，絵の記憶にとっても文字

の記憶にとっても有効な，非分析的で非抽象的な処理を好む認知スタイルを通して，絵は右半球

で，文字は左半球でよりよく処理されることに対応した，個人に特有な利き脳に依拠した課題別

分化が生じたものと考えることができる。

このようにして，かくし図形的な認知的葛藤を含む研究 3のような状況下では，利き手や性差

そして認知様式質問紙によって測定されるようないわゆる認知スタイルの影響がでてくるのに

対して，そうでない研究 1の状況下では認知スタイルの元型のみが弁別的に知的パフォーマンス

に影響を与えるものと結論づけることができる。

2 研究 2の位置づけ

研究 2の中ですでに述べたことであるが，研究 2の創造性検壺は，キャッテルのいういわゆる

流動性知能を測るものではあるが．それは結品性知能を如何に利用するかが重要であるという点

で，結晶性知能の参加が最小限に抑えられている研究 1や研究 3とは大きく巽なっている。

研究 2から得られた結果の特徴は，専攻による違いが見られたというところにあった。研究 1

や研究 3では主に教育学部の学生が対象者であったが，それ以外の学部の学生も含まれていた。

また研究 3の教育学部学生の中には，教育心理学専攻（志望）か臨床心理学専攻（志望）かとい

う認知スタイルにおいても大きく異なった 2群 (Goodenough, 1978) が含まれていた。従って

研究 1と研究 3では専攻による違いはあらわれなかったと結論づけることが可能であろう。それ

では研究 2ではなぜ専攻差が生じてきたかといえば，それは先に述べた結晶性知能の参加による

ものと推定することがもっとも妥当であるように思える。

3 結論

本研究から ATI研究に対して次のような示唆が可能となる。

1) 目的とする知的パフォーマンス (ATIでは多くの場合学習成績）が，実験場面での学習に

よるものではなくて，これまでの生活の中で獲得されてきた知識の利用を問うようなものである

場合には（結晶性知能の利用と関係した事例），元型的な認知スタイルと現象型的な認知スタイ

ルが対象者の中でどのような関係にあるかによって，認知スタイルの役割は異なってくる。両者

が対応的な関係にあるときは，元型的な認知スタイルが主要な役割を果たす（研究 2のソフト群）。

しかし両者が対応的な関係に無いときには，認知スタイルによって知的パフォーマンスが影響さ

れることはない（研究 2のハード群）。いずれの場合にも，認知様式質問紙によって測られるよ

うな現象型的な認知スタイルが，知的パフォーマンスに偵接的に影響を与えることは少ないだろ

つ。

2) 目的とする知的パフォーマンスが，直前に学習した情報の利用を問うようなものである場
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合（流動性知能のはたらきそのものと関係），情報が言語的なものと非言語的なものとに分かれ

た形で呈示されると（両者の干渉が少ない場合），元型的な認知スタイルが主要な役割を演じ，

そのはたらきは発達差や性差を超えて存在するようななものである（研究 1)。

3) しかし言語的情報と非言語的情報とが同時に存在し干渉し合うような状況下では（多くの

学習場面で見られる状況），それぞれの情報の処理は，それぞれの情報の内容に応じた処理が（認

知スタイルの現象型が関係する），処理において1憂位な役割を演じる半球で行われる場合に（認

知スタイルの元型が関係する）はじめて促進されるという関係にある（研究 3)。またこの後者

の場合には，性差や利き手による違いがでてきて，上記のような結果は右利き男子の対象者で典

型的にあらわれる。

4) ATIを対象者の個性を生かすような教育的な処遇として位置づけるならば，対象となる知

的パフォーマンスは 1種類の学力の達成度を見るような単極的なものではなくて，知能や学力の

中の複数の要因間の関係を見るような双極的なものが望ましい。対象者の適性の軸についても知

能の高低と分けるような単極的なものではなくて，言語優位型，非言語優位型のような双極的な

ものとすべきであろう。このような分類は認知スタイルの基本的な考え方に一致するものである。

5) ATI研究は，視聴覚教育の本来の目的であった言語的処理と非言語的処理の共通点と相違

点に着目した研究（坂野， 1990b, 1991) の中に今後の発展していく道を見いだすであろう。そ

れはまた，適性としての認知スタイルを重要視した研究と結びついているのである。
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