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要旨：書字技能の習得は，他の多くの道具使用と同様に，手持ち操作の習熟を要するものである．と同時に，書字の技能とそ
の習得の過程においては，他の道具使用とは異なる，固有の事情や制約もまた存在する．たとえばそのひとつとして，書字動
作およびその習熟が，他者による識別を可能にする機会を外部の環境内にもたらすことに向けられているという，書字の機能
がそもそも社会的なものであるという事情が挙げられる．本稿ではこうした書字技能特有の事情を考慮しつつ，字を書く身体
動作において冗長な自由度がどのように組織化されているのか，また字を書くことを学ぶ中で子どもの動作がどのように変化
するのかという点について，周囲の環境とのあいだの関係形成という視点から事例とともに考察する．
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1．凍った身ぶり

字は，しばしば「凍った身ぶり（frozen gesture）」と呼ば
れる．手書きの文字は，筆記具が接続された身体の運動の
記録である．われわれが身体に筆記具を接続して身体を動
かすとき，筆記具の先端は，それが接する外部の表面がも
つ光の反射特性（あるいは凹凸）に変化をもたらす．筆記
具の先端の軌道がある言語システムにおけるシンボルを示
すように身体運動が調整されるとき，身体の動きが終わっ
たあとに，当のシンボルを特定する痕跡が，筆記具の先端
が触れた環境内の表面において持続することになる．持続
する痕跡が刻みこまれた表面は，照明環境において光を反
射する際に，光の配列を独特の仕方で構造化する．結果と
して，環境内において観察点を占める視覚を有する他者に
とっては，シンボルと対応する独特の光の配列構造を識別
する機会がもたらされることになる．

2．字を書く身体運動

2. 1　手書き文字の死

われわれが字を書けるようになっていくとき，いったい
なにが起こっているのだろう．もちろん，手書きの文字が
身体運動の記録であるという事実は，字を書くことの習熟
が，運動の発達という一側面をもつことを含意する．
書字と身体運動の関わりについて，『手書きの死（The 

death of handwriting）』というショッキングなタイトルを
もつ論文が 2011年に公刊された 1)．この論文の著者らは，
Fleishmanの運動能力の分類に依拠した高齢者と若年者の比
較を行うなかで，運動機能の加齢による低下を示唆する多
くの研究報告とは対照的に，課題によっては高齢者の方が
若年者よりも高い運動能力を見せるという奇妙な結果に出
くわした．その課題とは，ペン先をボード上の溝に沿って，
溝の両側の壁に触れずに，開始地点から終了地点までなぞ
るというもので，手の微細運動技能を評価するためのもの
だった．実験に参加した若年者は高齢者よりも課題遂行に
長い時間を要した．それだけではなく，この実験に参加し
た若年者たちには，30年前に計測された同じ年代の当時の
若者たちと比較しても，顕著な成績の低下が見られた．
あるいはひょっとすると，現代の若年者に特有の事情，

すなわちコンピューターの使用による字を書く機会の減少
を，この実験結果は反映しているのではないか．このよう
に考えた彼らは，事後的にコンピューターの使用頻度を参
加者に尋ねてみた．すると，人生の大部分をコンピューター
なしで過ごしてきた高齢者においては，現在のコンピュー
ターの使用頻度による差は見られなかったが，若年者にお
いては，コンピューターを日常的に使っている人の方が，
そうでない人よりも，なぞり課題の成績がはるかに悪かっ
た．さらに，文字入力にコンピューターを用いている若者と，
文字を習慣的に書いている若者を集めて，同様の実験課題
を課したところ，文字を書く利き手においては，コンピュー
ター群が手書き群よりも 36%も課題遂行時間が遅かった．
また，線をなぞる正確さも手書き群の方が正確であり，速
さ－正確さのトレードオフは見られなかった 1)．
技術の進歩にともない，われわれの生活習慣は変化する．

そして，一旦もたらされた生活習慣の変化は，さらに技術
への依存を助長する．このようなサイクルを，おそらく人
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類はこれまで幾度となく繰り返してきただろう．だが，僅
か数十年という時間スケールで，ある地域の世代全体の人々
に基本的な運動能力の変化が見られ，しかもそれがリアル
タイムに進行しつつあるという事実を目の当たりにすると，
あらためて驚きを禁じ得ない． 

2. 2　字を書く身体運動の組織化

身体運動という側面から見ると，われわれが字を書くこ
とには，いったい何が要求されるのだろう．まず，字を書
くことができるようになるためには，描画やある種の道具
使用と共通する課題として，手指に接続した，神経の通っ
ていない筆記具の先端を，環境との特定の関係を生成する
かたちでコントロールする必要がある．このような道具先
端をコントロールする身体の動作協調の方略には，習熟の
度合いによって，さまざまな違いが見られることが知られ
ている．たとえば，われわれが利き手で字を書くとき，手
首と肘，肩の動きはある程度独立していて，その組み合わ
せは，書字の各局面に応じて状況依存的に変化する 2)．しか
し，ためしに非利き手で書こうとすると，われわれはしば
しば，肩から腕全体を一斉に動かすようなかたちで，手首
や腕の関節を固めて動きの自由度を減らして筆記具の先端
をコントロールし，その傾向は何時間か練習したくらいで
は，なかなか変化しない 2)．また，子どもの発達を見ると，
3歳児がペンで紙になにかを描くときには多様なペンの握り
方や紙面とペンがなす角度・位置関係が見られるのに対し
て，5歳児になると，ペン－身体間の関係，ペン－紙面間の
関係の双方ともばらつきは減り，ある程度一定の関係へと
収束していく 3)．こうした事実は，筆記具で書く運動の発達
というプロセスが，手指に接続した筆記具の先端と紙面と
の間の安定した関係形成を可能にするような身体運動シス
テムの組織化を伴うことを示唆している．
通常われわれがペンを握るとき，手指はペンと，（1）母

指の末端，（2）示指の末端，（3）中指の DIP関節の橈側面，
および（4）示指のMP関節周辺部の橈側の 4点で接触する．
より正確に言うと，指の表面はやわらかいので，4つの接触
箇所は点ではなく，それぞれが面として接触している．4箇
所でペンに作用する力とモーメントの組み合わせは拮抗し
あい冗長である．字を書くときには通常，母指，示指，中
指の 3つの接触面がペンを取り囲んで拘束し，これらの指
の指節間関節とMP関節の動きによってペンが動されると
ともに，もうひとつの接触面である示指の基節の橈側では，
動きに伴ってペンはスライドし，接触箇所は変動する．
これら 3つの指の動きにくわえて，ペン先の動きは，環

境に対する手全体の動きによっても生じる．Hollerbachは字
を書く動作を，紙面の右から左への手の並進と，手指によ
るペンの振動運動の組み合わせとしてモデル化していた 4)．
たとえば，曇りガラスに手指で字を書くときは，われわれ
は手全体を動かすが，小さい手帳にペンでメモをとるとき
などは，ペンをもつ手を 1箇所に置いて，ペン先だけを手

指で動かして字を書くこともできる．実際のところ，日常
の多くの場合，ペン先の動きにはこれら 2つの双方の動き
がその割合を変化させつつ寄与するだろう．
さらに，環境に対する手全体の動きについて言えば，手

首，肘，肩という腕の 3つの関節の主な回転軸は 7つあり，
3次元空間内の手先の位置について 7つの変数の組み合わせ
は冗長に存在する．こうした書字動作が直面している問題
のひとつには，あるペン先の動きをもたらす動きが一義的
には定まらない中で，どのように冗長な身体運動システム
を組織化するかという「運動冗長性の問題」がある 5)．

2. 3　四肢麻痺の書家

書字における冗長性の問題は，平たく言えば，「筆記具の
先端の軌道」と「身体の動き方」が 1対 1では対応しない
ということを意味する．たとえまったく同一のペン先の動
きで文字を書いたとしても，同一の字を書くことを達成す
るわれわれの身体運動は，使用する身体部位において，身
体各部が組み合わせられていく過程において，多様性を見
せる 6)．この事実が，われわれが「書く」という機能を状況
の変化に応じて柔軟に遂行する機会をもたらしている．実
際，リハビリの現場などでは，なんらかの事情で利き手に
障害を抱えた人が，利き手を交換したり，口や足で筆記具
を扱うことを訓練したりして，実際に利き手以外で字を書
くことができるようになるケースがある．
希有な事例として，第四頸髄損傷の後遺症で四肢麻痺を

抱えながら，リハビリを経て，口で筆をくわえて書画を 25
年以上に渡って制作しつづけた牧野文幸氏という画家／書
家がいる．筆者は，通常とは異なる部位を用いて習熟した
牧野氏の書字動作を研究する機会に恵まれたことがある 7)．
この研究では，牧野氏が同じ字（草書の「静」）を何度も書
くときの頭部と首の動作を計測した．本来頸椎はきわめて
柔軟に動くことができるが，ここでは頭部が頸部に対して
なす 3つの角度と，頸部が胸郭に対してなす 3つの角度と
いう合計6つの変数によって牧野氏の動きを記述し，さらに，
「静」という字を書くときに筆が通る地点を 23点に分けて
（図 1），23のそれぞれの点を通過する時点において，これ
らの 6つの角度の組みあわせがどのようになっているかを
調べた．さらに，字を書くそれぞれの局面において，コン
トロールされている可能性がある環境との関係として，（1）
筆先を紙面に押しつける力，（2）紙面に対して筆管がなす
角度，（3）前額面において重力方向に対して頭部がなす角
度，という３つの関係を候補として考えた．（1）について
は，そのまま計測できないので，「仮に筆の先端が剛体だっ
たとしたら，それは紙面の下のどのくらいの深さまで沈む
か」という値を筆管の運動データから算出した．
これらの 3つの環境との関係はそれぞれ，頭と首の動き

を表す 6つの角度の様々な組み合わせによって冗長に達成
できる．一般に，タスク変数（ここでは環境との関係）に
影響を及ぼさないような下位変数群（ここでは運動変数群）
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の組み合わせを UCM（uncontrolled manifold）と呼ぶ 8)．筆
者は筆が草書の「静」という文字の 23の地点を通過するそ
れぞれの時点において，牧野氏の運動を 6次元の状態空間
上の 1群の点として表し，複数試行間の 6つの運動変数群
の平均値まわりの変化量とそれに伴う「環境との関係」の
変化量を算出し，両者を近似的に線形の関係で結びつけた
（平均値まわりの線形化を行った）．この線形変換の 1群の
係数からなるヤコビ行列の零空間は，「環境との関係」の変
化量がゼロになるような 6つの運動変数群のあらゆる変動
の仕方（UCM）の線形近似となる．UCMに沿って動きが
ばらついたとしても，「環境との関係」はほぼ変わらずに保
たれる．しかし，UCMと直交する方向に動きがばらつくと，
今度は「環境との関係」が揺るがされることになる．
もし仮に牧野氏が同じ字を何度も書くときの身体の動き

方に「原型」のようなものがある場合，23のそれぞれの局
面における 6つの変数の試行間のばらつきは，6次元の状態
空間上のある「理想の型」を反映する点のまわりに無方向
に分布するノイズのような構造を呈することが予想される．
このとき，仮説として立てた 3つの環境との間の「なされ
るべき関係」を不変に保つようなばらつきの量と，それを
揺るがすようなばらつきの量の間には，差が生じないだろ
う．これとは対照的に，もし仮に牧野氏が調整しているの
が「運動のかたち」そのものではなくて，書字の各局面に
応じた筆圧や筆の角度，頭部の正立といった，環境に対す
る関係である場合，6つの運動変数の試行間の変動は無方向
なノイズのようなかたちではなく，そのときどきに要求さ

れる一群の環境との関係を安定化させるかたちで，互いの
変動を相殺しあうような構造を示すことが予想される．こ
のとき，書字の各局面において，環境との関係を不変に保
つ運動変数群のばらつきの量は，環境との関係を揺るがす
運動変数群のばらつきの量よりも大きくなるはずだ．
実際の検討の結果，同じ字を何度も書く牧野氏の身体の

動きそのものは毎回異なっていた．しかし，試行間のばら
つきには，筆圧，筆の角度，頭部の正立といった環境との
関係に影響を与えない試行間のばらつきの量の方が，これ
らの関係を揺るがす運動変数群のばらつきの量よりも大き
くなるような，独特の構造が見られた（図 2）．このことは，
繰り返して同一の文字を書く牧野氏の頭と首の運動は毎回
変わるけれども，その試行間の変化は，筆圧や筆の角度，
紙面を見る頭部の姿勢といった環境を組み込んだ環境－身
体システムの安定性には影響を与えていないことを示唆す
る．ただし，ここで見ているのは試行間の変動であり，各
試行内では，書字の各局面に応じて筆圧や筆の角度が柔軟
に変化することは言うまでもない．
さらに念のため，このような試行間のばらつきの構造が，

運動変数群が互いの変動を相殺しあう補償的な結びつきに
実際に由来するものかどうか，別の切り口からも確かめる
ことにした．たとえば，あるひとつの「なされるべき関係」
に対して，6つの運動変数群のうちのひとつだけが突出して
大きく貢献していたとする．このような場合，当の「なさ
れるべき関係」を安定させる変動の構造は，6つの運動変数
群の共変関係に由来するのではなく，ひとつの運動変数の
制御に由来するという異なる解釈がなりたつ．この可能性
を検証するために，6つの運動変数群の 10試行分のデータ
をさまざまに組み替えて，可能なすべての組み合わせから
なる 106試行分のサロゲートデータを作った．サロゲート
データにおいては，6つの変数それぞれの試行間の平均値や
分散は元のデータとまったくかわらず，ただ 6つの変数の
あいだの共変関係だけが破壊されている．

6つの運動変数のあいだの共変関係が破壊されたサロゲー
トデータに対して右とまったく同じ解析をおこなうと，運
動変数群の間の共変関係に由来「しない」ばらつきの 2つ

図 1　a．「静」の書字における 23の計測ポイント，b．頭部と頸部
の動き，c．「静」と書く牧野氏．

図 2　「静」の 23地点を筆先が通過する時点における，3つの環境
との関係（a．筆先を紙面に押しつける力，b．紙面に対する筆管の
角度，c．前額面における重力軸に対する頭部の角度）のそれぞれ
を保つ身体の動き（関節角度群）の試行間の変動量（VUCM，黒）と，
これらの関係を揺るがす試行間の変動量（VORT，灰色）．
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の成分を算出できる．これとオリジナルの計測データにつ
いて算出した指標と照らしあわせることで，紙面と筆，あ
るいは頭部と環境とのあいだの関係形成に貢献する動きの
うち，6つの運動変数のあいだの「共変関係」が寄与してい
る分だけを分離して抜き出すことが可能になる 7)．
実際にオリジナルの計測データとサロゲートデータのあ

いだでばらつきの構造を照らしあわせてみたところ，環境
との関係形成に向けて，6つの運動変数群のばらつきのあい
だに，互いのゆらぎを相殺するような補償的な結びつきが
あったことを示すたしかな証拠が得られた．牧野氏の動き
のばらつきは，「一定の型」に添加されたノイズのようなも
のではなかった．それは，書字の各局面において，紙面に
対する筆の接し方，また環境と頭部との間のいくつかの独
特な関係を維持するような，独特の構造をともなうものだっ
た．複数の関節角度群のばらつきのあいだに，このような
補償的な結びつきが見られたという事実は，牧野氏のふる
まいが「運動の処方」におさまるものではなく，環境との
独特な関係の形成プロセスそのものであることをほのめか
している．
ただしこの結果は，紙面に対する筆圧，筆の角度，重力

軸に対する頭部の正立という 3つの関係だけが，牧野氏の
書字においてコントロールされていたということを意味す
るものではない．また，これらの 3つの関係が保たれるよ
うな運動協調が「常に」生じていたわけでもない．たとえ
ば局面 21では，紙面に対して筆管がなす角度を安定化させ
る協調に「破れ」が生じている（図 2）．この直前には，筆
の先端が紙に対してぐっと押しつけられており，同時に筆
の先端の向きが重力と反対方向に急激に変化している．こ
れらの状況に直面して，紙面に対する筆管の角度を安定さ
せる協調は一時的に失われている．あるいはもしかすると，
ここで調べた 3つの関係以外の，なんらかの環境との関係
を安定化させるような別の動きの組織が，代わってこの局
面で形成されていた可能性もある．
それぞれの局面に応じて，やわらかい筆先を紙の表面に

対して独特の仕方で押しつけ，独特の角度をつくることに
向けて，牧野氏の身体各部位の動きの配列自体は柔軟に並
べ換えられていた．牧野氏の身体の動きの配列は，環境内
で「なされるべきこと」と自らの進行中の動作とのあいだ
の関係を，あたかも「知っている」かのように見える．では，
書字において「なされるべきこと」をわれわれが知るよう
になる過程とは，いったいどのようなものなのだろう．

3．ひらがなの書字習得プロセス

日本では，正式な字の教育は，小学校入学とともにはじ
まる．たとえば，文科省の「幼稚園教育要領」を見ると，
小学校入学以前のことばの教育は，人の言葉をよく聞いて，
自分の経験したことを話して伝えることに重点が置かれて
いて，字については，「文字に対する興味や関心をもつよう

にすること」と付記されるにとどまっている．
そのため，小学校ではふつう，こどもが文字を知らない

という一応の前提のもと，入学直後に重点的に一から文字
を教える体制がとられている．そして，ひらがなの教育は，
子どもたちが小学校に入学した後，およそ 10週間前後とい
う短期間で集中的に行われる．ただ実際には，小学校に入
る時点で，たいていの子どもが，絵本や筆記具と接した経
験をもっていて，ひらがなくらいは書けるようになってい
る．また，字を教えている幼稚園や保育園も多い．
子どもたちが，小学校の教室という社会的な環境に身を

置いてひらがなを学ぶとき，その経験は，子どもたちにいっ
たいどのような変化をもたらすのだろうか．そして，その
ような変化の「まわり」にはどのような集団環境があるの
だろうか．これらの問いを抱いた筆者は，神戸大学附属小
学校にて，入学直後の 1年生のひらがなの教育がはじまっ
てから 12週間のあいだ，ひらがな教育の教室の観察と字を
書く子どもの運動の計測をさせてもらった 9)．

3. 1　ひらがなを学ぶ教室環境

私が観察した教室では，最初の数回の授業をのぞいて，
だいたい 1回 45分の授業につき 2字ずつ子ども達は学んで
いた．たいていは授業のはじめに，黒板に貼られた 4つの
マスに区切られた 1辺 30センチ四方のマグネットのシート
の上に，先生がお手本を書いてみせる．このとき，先生は， 
「ここら辺からかな，ゆっくりゆっくり，シュッとはらう」
といった具合に，字を書きながら，その字を書く際に重要
となるいくつかの側面を指摘して，子どもの注意を引き寄
せる．それを見ている子どもは，先生の動きを空中で指を
動かして追いかけている．
そして，先生は子どもたちに向き直って，「この字を書く

ときに注意することはなんですか」と尋ねる．すると子ど
もたちは一斉に手を挙げ，先生にあてられた子どもは前に
でてきて，お手本が書かれたマグネットのシートを指さし
ながら，「ここをとめる」といった具合で，自分が思う「大
事なこと」を発言する．子どものコメントに対して先生は，
「ということは，こういう風にしたらいけないんだね」と言っ
て，子どもの指摘した点を反対に誇張して，たとえば，と
めるところを逆にはらったりする悪い見本を黒板に書いて
見せる．こうしたやりとりの中で，子どもが「見出してい
ること」の意味は，特定の仕方で方向づけされていく．
次に，学んでいる字をふくむ単語やことばを子どもたち

に一通り尋ねたあとで，ふたたび教室の全員が指を挙げて，
「いーち，ぐーっ，はねる」といった先生のかけ声にあわせて，
息をあわせて宙に字を書くことを 2度くりかえす．そして
最後に，子どもたちは各自練習帳にその字を書く練習をす
る．そのあいだ，先生はひとりひとり丸をつけて教室をま
わり，ひとりひとりの字や姿勢，クラスの雰囲気（ざわつ
きなど）に対して注意を導いたり，ほめたり，正したりし
ている．
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あらためて観察させてもらった教室内でのやりとりには，
とても興味深い特徴がいくつかあった．まず気がついたの
は，実際にクラスの子どもたちが先生と一緒になって，手
を動かす場面がとても多いことだった．また，もうひとつ
気づいたことに，先生と子どもたちとのあいだで交わされ
る独特のやりとりがあった．教室の中では，子ども自身が「見
出したこと」や，子ども自身のふるまいに対して，それら
がひらがなを書くという行為においてどのような意味をも
つのか，先生の反応を通して確かめたり，知ったりする機
会が子どもたちに与えられるように，教室内のやりとりが
工夫されていた．
実際に教室での各場面における先生の発言を逐一書き出

して見てみると，教室の活動のそれぞれの場面において，「字
を書くこと」のいくつかの側面が「大事なこと」として特
に強調されている様子が伺えた．たとえば，子どもが「見
出したこと」に対して，先生は「とめ」，「はね」，「はらい」
といった終筆をしばしば強調していて，子どもがノートに
向かう活動に対しては，子どもたちの姿勢や握りに対して
注意を導いていた．また，皆で一斉にあわせて身体を動か
す際には，筆順に重点が置かれるとともに，「ゆっくりー，
シュッ」といったリズムについての言及が見られた 8)．

3. 2　ひらがなを書く動きの変化

さて，こんな教室に身をおいていた子どもたちの字は，
実際にどんなふうに変化したのだろう．このクラスの 6名
の小学 1年生（6歳児，男女 3名ずつ）に，ひらがなを学
習し始めてから 4週目，6週目，8週目，10週目，12週目
の計 5回，放課後に教室に少し残ってもらって，教室の自
分の机で，ペンタブレット（Wacom Intuos 4）の上に貼っ
た紙の上にインクペン（Wacom Intuos Ink Pen)で字を書い
てもらった．インクペンと紙を貼ったタブレットは，紙面
のペン先の位置，ペン先の圧力，紙面に対してペンがなす
角度のそれぞれの変数を 100ヘルツで記録できる．毎回の
計測で，子どもたちはいくつかの単語を書いた．子どもた
ちが書いた単語の組み合わせには，毎回かならず「こ」，「ら」，
「り」，「ほ」という 4つの文字が含まれるようにして，これ
らの文字を構成する 10の筆画を書く子どもたちのペンの動
きの変遷を縦断的に追った．
例として，ひとりの子ども（児童 A）の字を見てみよう．

図 3aがひらがなを教室で学び始めて 4週間目，図 3bが 12
週間目にそれぞれ書かれたものである．ぱっと見たところ，
そこまで劇的に字が変化したように見えない．しかし，字
を書いた手の動きを見ると，わずか数週間のあいだに，身
体の「動き」は変化していた．図 3cは，同じ筆画を児童 A
が何度か書いたときの，ペンを紙から離す直前の 50 msの
間のペン先の平均速度を矢印で表したものである．図 3cを
見ると，ひらがな学習開始後 4週目の時点では，「り」の 1
画目（黒）と 2画目（灰色）はどちらも動きを停止して終わっ
ているような感じで，あまり分化していない．しかし，12

週目になると，それぞれの筆画の終わりのペン先の速度は，
はっきりとした分化を見せ始める（図 3c）．この動きの変化
を見てから，もういちど児童 Aが書いた字を見てみると，4
週間目と 12週間目のあいだで全体的なかたちはそれほど変
わらない中にも，たしかに，筆画の終わりには独特なニュ
アンスのちがいが見て取れる．
さらに，ひとつの筆画を書くペン先の動きのリズムを見

てみよう．図 3dでは，児童 Aが，それぞれの筆画を書いた
ときのペン先の単位時間あたりの平面移動距離（速さ）の
時間変化を示している．児童 Aの場合，ひらがな学習開始
後 4週目の計測では，「はね」の筆画を書くときにペン先の
動きが速くなる大きな山がふたつある（図 3d）．中央の谷
が，「はね」に向けてペン先の方向が転回する瞬間だが，中
央の谷のあとに一旦動きが速くなり 2つ目の山ができるも
のの，その後再びペン先は減速し，2つ目の山のあとの谷で
静止して筆画を終えている．しかし，週を重ねるにつれて，
だんだんと２つ目の山が後ろにずれていき，12週目になる
と，2つ目の山の途中で，つまりペンが動きながら筆画が終
えるように，動きのリズムが質的な転換を見せる．と同時に，
同じ字を書く筆画に，非常に一貫したリズムが，12週目に
は見られるようになる（図 3d）．また，4週目の時点ではグ
ラフに小さな谷が見られ，児童 Aがしばしば減速しながら
ぎこちなくペンを動かしていた様子が伺える．しかし徐々
に小さな谷は消失し，12週目には児童 Aのペン先の動きは
よりスムースなものへと変質している．
もちろん，教室の皆が同じように変化していたわけでは

図 3　児童 Aの変化
a．ひらがな授業開始後 4週目の字　b．同 12週目の字　c．各筆画
の終筆の 50ミリ秒間のペン先の平均速度．矢印の色は左の字の筆
画の色と対応しており，向き，大きさはペン先の速度を表す　d．「は
ね」の筆画（左の黒字の筆画）のペン先の速さの時間変化の変遷（各
週 5試行）．
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なく，ひらがな学習期間を通じた子どもたちのペン先の動
きの変化パターンには，それぞれの児童の個性のようなも
のも見られた．たとえば，児童 Bは，最初は非常に小さく
て弱々しい，ゆっくりとした動きでひらがなを書いていた
（図 4）．ただし児童 Bの場合は，児童 Aとは異なり，小さ
い動きではあっても，最初の計測の時点から，「とめ」，「は
ね」，「はらい」の終筆は書き分けられていた．その後，ひ
らがなの学習期間を通じて，児童 Bがひらがなを書くペン
先の動きは徐々にスピード，大きさともにスケールアップ
していき，そのプロセスの中で，終筆の特徴がさらにはっ
きりと区別されていくという発達的変化が見られた（図
4d）．
児童 Aと児童 Bがひらがな学習期間中に辿った変化の経

路には，他にもいくつかの点について違いが見られた．た
とえば筆圧について見ると，児童 Aはひらがなを学習しは
じめた当初は筆圧が非常に強く，ひらがな学習期間を通じ
て徐々に筆圧が低下していくという変化が観察された．一
方，児童 Bはひらがなを学び始めた当初は筆圧がきわめて
弱かったのが，学習期間を通じてだんだんと筆圧が強くなっ
ていくという，児童 Aとは正反対の変化を見せた（図 5a）．
また児童 Aにおいては，最初ペン先の動きが小さな減速を
多く含むぎこちないものだったのが，だんだんとスムース
な動きへと変化していったのに対して，児童 Bがひらがな
を書くときのペン先の動きは，最初から比較的スムースな
ものだった（図 5b）．
字を書く運動の変化が辿る経路は，万人に共通するもの

ではなく，ひとりひとりにそれぞれ個性があり，さまざま
に異なっていた．しかしその一方で，同じ教室でひらがな
を学んでいた子どもたちの動きが辿った変化の方向には，
全員に共通するいくつかの「不変」もまた見られた．特に
顕著に現れたのは，子どもたちがひらがなの筆画を書くと
きの終筆のペン先の動き方が「とめ」，「はね」，「はらい」
のあいだで，はっきりと分化してくるという事実だった（図
6a）．この変化は，「はね」や「はらい」の終筆時における
ペン先の動きのスピードの上昇をともなっており，ひらが
な学習期間を通じて，ペンの動きの最大速度もまた全体的
に上昇していく傾向が見られた．
もうひとつはっきりと観察することができたのは，子ど

もたちが字を書く動作に一貫した動きの「リズム」ができ
てくるという事実だった．子どもたちが字を書くペン先の
動きの時間構造の一貫性について調べるために，各計測回
において，それぞれの筆画を書くペン先の速さ時系列信号
の個人内の類似性を，試行間のペアについて算出した相互

図 4　児童 Bの変化
a．ひらがな授業開始後 4週目の字　b．同 12週目の字　c．各筆画
の終筆の 50ミリ秒間のペン先の平均速度．矢印の色は左の字の筆
画の色と対応しており，向き，大きさはペン先の速度を表す d．「は
ね」の筆画のペン先の速さの時間変化の変遷（各週 5試行）．

図 5　児童 Aと児童 Bの比較
a．筆圧の変化パターン　b．ペン先速さの局所的極小点の数．

図 6　全参加児童（6名）の変化
a．筆画の種類別に見た終筆時のペン先の速さ　b．字全体を書くの
に要した時間の標準偏差　c．同一の筆画を書くペン先の速さ時系
列信号の個人内のペアについて算出した相互情報量．
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情報量によって特徴づけてみた．相互情報量とは，ある 2
つの事象について，一方を知ることによって他方について
どれくらい情報が得られるかを表す量で，相互情報量の値
が大きいほど 2つの事象が共有する情報量は多い（つまり，
両者が共通性をもつ）ことを示す．分析の結果，それぞれ
の子どもが同一の筆画を書くペン先の動きのダイナミクス
には，わずか 2ヶ月という短い期間にもかかわらず，総
じて一貫性が上昇していくという明白な傾向が現れた（図
6c）．ただし，この分析は異なる子どものあいだの動きの比
較ではなく，各子どもが同一の筆画を書くペン先の動きに
ついて，個人内の時間構造の一貫性について検討するもの
である．つまり，図 6cが示しているのは，それぞれの子ど
もが字を書くときに，ペン先の動きがだんだんと一貫した
時間構造を纏うようになっていったという事実である．
また，複数の筆画が組み合わさった字全体のレベルにつ

いても，それぞれの字を書くのに要した時間のばらつき（標
準偏差）が，ひらがなの学習期間を通じて減少していくと
いうはっきりとした変化が見られた（図 6b）．この結果もま
た，字を書く時間構造が，徐々に一貫したものへと変化し
ていったことを示すものだろう．

3. 3　動作の時間構造の分化としての書字技能の習得

小学校に入学した後約 3カ月という比較的短期間で集中
的に行われる 1年生のひらがなの学習においては，筆画の
終筆，筆順，動きのリズムなど，それぞれの字を書く上で
満たすべきいくつかの不変な特徴に対して繰り返し子ども
たちの注意が向けられていた．子どもたちに対する授業中
の先生のコメントは，その字を書くことについて，なんら
かの側面を選択して際立たせる一方で，字の「かたち」の
すべての側面について等しく言及するようなものではな
かった．教室の中では，それぞれの字を書く上で，いくつ
かの不変な特徴があるという事実に対して，繰り返し子ど
もたちの注意が向けられており，さらにこうした特徴は，
しばしば先生と子どもたちが一緒に身体を動かすことに
よって，動きとともに共有されていた．
こうした独特の教室環境に参加していた子どもたちには，

すでに字をある程度は書ける子どもであっても，わずか数
週間のあいだに，動きの「リズム」のような，自分ではあ
まり自覚していないようなところで，大きな変化が起こっ
ていた．同じ教室の小学 1年生を対象とした字を書く動作
の縦断的検討からは，多様な個人差が見られながらも，（1）
それぞれの筆画のペン先の動きが異なるタイプの終筆（と
め，はね，はらい）の間で明確に分化してくること，（2）
それぞれの筆画を書く運動のリズム（ペン先の動きの時間
構造）が個人内で徐々に一貫してくること，という 2つの
共通した変化の傾向が定量的に示された．これらの結果は，
小学校の教室環境の中で，ひらがなを書くことを学び，ま
たそれぞれの字の不変な特徴を学んでいくプロセスが，そ
れらを書き分けるペン先の「リズム」を身につけていくプ

ロセスと切り離すことができないことをほのめかすもの
だった．
字を獲得していくプロセスの背景に，共同体において意

味をもつその字の特徴と密接に関連した「リズム」の分化
があるという事実は，あるいは日本や漢字文化圏に特有の
ことなのかもしれない．従来，欧米のラテンアルファベッ
ト圏における発達研究では，書字技能の獲得は「微細運動（手
先の巧緻性）の向上」と「視覚的表象の記憶（字のかたち
を覚えること）」という 2つの異なるプロセスを継ぎ足した
ものとしてしばしば説明されてきた 10)．しかしながら，私
が小学校で行ったひらがなの研究を通して浮かび上がって
きた事実は，こうした二分法にはおさまりの悪いものだっ
た．この研究の結果は，ひらがなを書く身体技能の発達プ
ロセスが，特定の共同体において意味をもつ筆跡の特徴を
生む手持ち動作の分化のプロセスという側面をもつことを
強く示唆するものだった．
この結果は字を想い出そうとする際に指を自然と動かす，

「空書」と呼ばれる漢字文化圏特有の現象とも関連している
可能性がある．文字を思い出そうとするとき，ちょうどダ
ンスのステップでも思い出すときのように，（筆記用具を持
たずに）指で文字を書いてみる，という経験は，われわれ
にとってはきわめて日常的なものである．佐々木と渡辺は，
空書が実際にわれわれの漢字の想起を助けること，空書が
禁じられると想起が困難になることなどを明らかにした 11)．
もし，われわれが字を覚えていくことの土台にあるのが，
われわれの共同体において意味のある表面の痕跡の不変な
特徴をもたらす動作の時間構造の区別を身につけていくプ
ロセスであるならば，「空書」研究が示した一連の結果は納
得のいくもののように思われる．

4．まとめ

書字技能の習得は，他の多くの道具使用と同様に，手持
ち操作の習熟を要するものである．と同時に，書字の技能
とその習得の過程においては，本稿で見てきたように，他
の道具使用とは異なる，固有の事情や制約もまた存在する．
バイオロジカルなプロセスと，社会・文化的な規範との間
の結節点とも言うべき書字という手持ち操作の習熟をめ
ぐっては，興味深い学際的な問題がいくつも転がっている．
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