
1．問題と目的

我々は，他者に自らの意思を伝達したり，ある情報や

概念を共有するために，コミュニケーションを行う。コ

ミュニケーションは，我々の日常生活の中に深く根ざし

ており，欠かすことのできないライフ・スキルであると

いえるだろう。

松岡は，「色はことば同様に，様々なコミュニケー

ションにおいて，媒体として使われてきており，色も一

種のことばである」と述べている（1995）。つまり，こ

とばや表情，身振りなど数多くあるコミュニケーション

手段の一つとして，色によるコミュニケーションが存在

すると考えることができるのである。

しかしながら，どのコミュニケーションにおいても，

送り手から発せられたメッセージを，受け手も同じ意味

で捉え，その内包する意味が共有されなければ，そのコ

ミュニケーションは成り立たない。したがって，色を媒

体としたコミュニケーションにおいても，その色の持つ

意味を共有していなければ成立しないはずである。

松岡（1995）によると，そもそも色の持つ意味には，

交通信号の色などのように社会的協約の上に成り立って

いる意味を表す『概念（符号）的意味』と，それぞれの

色が喚起する特有の感情内容を表す『感性（イメージ）

的意味』との2種類があるという（注1）。ここで，概念的意

味とは，一般化された「知識」ともいえ，その意味を
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要　約

我々が，自らの意思を伝達したり，ある情報や概念を共有するために行うコミュニケーション手段の

一つとして，色によるコミュニケーションが存在すると考えることができる。そして，この色によるコ

ミュニケーションは，色の持つ概念的意味の共有だけではなく，感性的意味においてもある程度共有化

されていなければ成り立たないと考えられる。

本研究は，色の持つ概念的意味と感性的意味の共有化の過程を明らかにする試みの１つである。Wolff，

Ｗ.の「色・単語マッチング法」を応用した調査により，共有化の進行が加速すると考えられる児童にお

ける変化の様相を，成人データとの比較により検討した。

児童期における色の持つ意味の共有化は，先に概念的意味の共有化が児童前期に確立し，その後，遅れ

て感性的意味の共有化が児童中期以降に確立することが示された。さらに，この共有化の確立時期には男

女差が見られ，概念的意味・感性的意味両者とも，女子の方が男子よりも早い時期に確立するといえよう。

本研究を通して，男女共に概念的意味と感性的意味とが入り混じった，色によるコミュニケーション

を成人と同じ水準で行うことが可能となる時期は，児童期の終盤になってからであると考えられた。
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知ってさえいれば，それは文化的・社会的に共通してい

るのに対して，感性的意味の方は，個々人の感じ方や経

験などが関係してくるため，人によってその意味の解釈

や理解は異なってくるだろう。しかしながら，我々は，

色の概念的意味だけでなく，感性的意味においても，あ

る程度共有化されなければ，概念的意味と感性的意味と

が入り混じった様々なメッセージを正しく受けることは

できず，色によるコミュニケーションは成立しないであ

ろう。

このように，色の持つ概念的意味及び感性的意味の共

有は，色によるコミュニケーションの必要条件である。

特に感性的意味については，個々による違いを含みつつ

も，それを超えて一般に共有化されていくという複雑な

プロセスをたどることが推測され，色によるコミュニ

ケーションにとって重要な課題であるといえよう。

色の持つ意味について調べた先行研究の1つとして，

Wolff，W．が色彩の連想・象徴を調べるために行った

「色・単語マッチング法（色名－単語同定法）」があげら

れる（1943）。Wolffは，アメリカ人学生を対象として，

10種類の色名の書かれた箱と115種類の単語カードを用

意し，それをカードに書かれた単語からイメージする色

の箱に投入していく方法をとった。この研究は，千々岩

が，日本の美術大学生を対象として追試を行っている

（1976）。両者の結果を比較して，千々岩（1983）は「同

義語や類義語が見られることを考慮に入れると，両者の

結果間には一応相関があると考えてよい」と述べている。

本研究は，このWolffの「色・単語マッチング法」を応

用して，色の持つ概念的意味と感性的意味の共有化の過

程を検討するものである。その際，無意識的に進行して

いくこの共有化の過程は，まずは個人特有のものから始

まり，年齢と共にその文化や社会に共通したものが前面

に出てくると考えられる。そこにおいて，最も共有化の

進行が加速すると考えられる発達段階は，学校生活を通

して他者とのかかわりが飛躍的に増大し，様々な経験を

仲間と共有しつつ，それを基に多くの概念を獲得してい

く児童期であると推測される。今回は，この仮説をもと

に，児童期に焦点をあてる。その際，成人の共有率を共

有化の確立水準とみなし，児童のデータを比較していく。

注1）松岡は同書内で，概念的意味を辞書的意味，感性的意味

を語感とも表現している。また，金子（1990）は，前者を外延

的意味，後者を内包的意味と呼んでいる。本論では概念的意味

と感性的意味に統一したい。

2．方法と手続き

（1）成人における色・単語マッチング法の実施

児童を対象とした調査を行う前に，まず成人を対象と

して本調査で用いる単語の選出と検討基準となる成人の

共有率の把握を目的に予備調査を行った。予備調査は，

以下①～④の方法で実施した。

①　材料の作製と用具

i）小学生が理解でき，かつ成人において一定の意味

の共有が見られると予測できる単語を132語選んだ

（表1）。このとき，Wolffらの研究で用いられた単語

を参考にしたが，児童にとって日常触れる機会が少

ない単語が多かったため，その中で使用できそうな

語はわかりやすく言い換えて用いた。

ii）児童と成人との間に読字力の差が出ないように，

単語は全てひらがなで表記し，1枚のカードに1語ず

つ印字し，132枚 1セットのカード束を作成した。

iii）Wolffらは10種類の色名を用いたが，今回は中間色

であるオレンジと灰色を省き，赤，青，緑，白，黒，

紫，茶，黄の8色を選んだ。

iv）投票箱として，同じ大きさの箱を9個（8色に加え

て，どこへも分類できない単語カードを入れる「？」

を設けた）を1セットとし，2セットを用意して，箱

の周囲を各々の色の紙で覆った（「？」の箱には色紙

を貼らず，箱自体の薄茶色を用いた）。この際，文字

から受ける刺激を避けるため色名は記さなかった。

②　調査の時期と場所及び対象者

調査は，2005年9月21，22，30日の3日間，T大学内教

室で教育学科2，3，4年生，計104名に行った。

③　調査の手続き

i）授業単位の5グループで行った。

ii）教室の前後に一箇所ずつ投票場所を設け，それぞ

れに投票箱9個を並べて置いた。

iii）留意点として，周囲と相談しない，直感的に分別

する，いい加減な分別はしない，の3点を事前に伝え

た。

iv）対象者はカードに書かれたそれぞれの単語を見て，

直感的にイメージした色の箱にカードを投入した。

分類が困難な語は「？」と書かれた箱の中に投入し

たが，もし今回用いた8色以外に適当な色があった場

合はカ－ドの隅にその色名を書いてもらった。

④　資料の整理と分析

i）各グループ別に色ごとに単語を仕分けし，枚数を

数えた。

ii）各単語から連想された色が，調査対象者間でどれ

だけ共有されているのかを見るために，『共有率』を
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算出した。ただし，この作業は，児童対象の調査の

際に用いる候補となる上位単語のみに限定した。

iii）その結果を検討し，児童調査に用いる単語を選出

した。

（2）児童における色・単語マッチング法の実施

予備調査の結果をもとに，児童に対して色・単語マッ

チング法を以下①～④の方法で実施した。

①　材料の作製と用具

成人調査の結果をもとに，児童調査で用いる単語を以

下の基準により選んだ。

i ）成人対象の予備調査で，特にはっきりとした傾向

が見られた赤・青・黄・白・黒の5色について，各色

の上位5語を選出した（計25語）。

ii）i）の25語以外で，59枚以上獲得した15語を加えた。

以上の基準で選ばれた，全40語を調査に用いた（表2

に上述した「共有率」を合わせて示す）。

②　調査の時期と場所及び対象者

2005年12月27日，9：50～12：35に，長野県T町立T小

学校集会室内で第2，4，6学年，計168名の児童（内訳は

表3）に実施した。各学年15～20分ほどを要した。

③　調査の手続き

i）調査は，学年ごとに，2クラスずつ一緒に行った。

ii）調査の前に，集会室の前後に投票場所を設け，そ

れぞれに投票箱9個を並べて置いた（色は成人調査と

同じ）。男子は前側，女子は後側の投票場所を使用し

た。

iii）児童に，表2の単語が書かれた40枚1セットのカー

ド束を配った。児童はカードに書いてある単語から

イメージできる（思い浮かぶ）色の箱にそのカード

を投入した。どうしても分類できないものは「？」

と書かれた箱に投入した。
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感情語・動詞等� 擬態語・擬音語� 人物等� 時候・自然等� 形容詞・形容動詞� 名詞・数字等�

嬉しい� ドキドキ� お父さん� 春� 大きい� 元気�
悲しい� ワクワク� お母さん� 夏� 小さい� 注意�
楽しい� ザワザワ� おじいさん� 秋� 浅い� 安全�

つまらない� ガヤガヤ� おばあさん� 冬� 深い� 危険�
面白い� ピカピカ� お兄さん� 朝� 優しい� 涙�
恥かしい� フワフワ� お姉さん� 昼� 厳しい� 病気�
幸せ� サラサラ� 弟� 夜� 綺麗� 心配�
不幸せ� ザラザラ� 妹� 午前� 汚い� 不安�
驚き� ベタベタ� 子ども� 午後� 静か� 学校�
怖い� キラキラ� 男の子� 日曜日� うるさい� 校庭�
泣く� ツルツル� 女の子� 月曜日� 良い� 体育館�
好き� 計�11 語� おとな� 土曜日� 悪い� 国語�
嫌い� 先生� 雨� 近い� 算数�
怒る� 友達� 晴れ� 遠い� 体育�
笑う� 赤ちゃん� 曇り� 丸い� 音楽�
苦しい� 家族� 雪� 四角い� 笑顔�
落ち込む� きょうだい� 雷� 新しい� 派手�
勝つ� 親子� 夕方� 古い� 地味�
負ける� 夫婦� 朝日� 強い� 泣き顔�
計�19 語� 計�19 語� 太陽� 弱い� 不思議�

月� 明るい� 1
自然� 暗い� 2
計�22 語� 重い� 3

軽い� 4
やわらかい� 5
硬い� 0

熱い・暑い� 数字�
暖かい・温かい� 漢字�

寒い� ひらがな�
冷たい� カタカナ�
涼しい� 計�30 語�
計�31 語�

表1 成人対象の予備調査で用いた単語



なお，調査の留意点は，成人への調査の場合と同じで

ある。

④　資料の整理

i）各学年，男女別に，各色の箱に投入されたカード

を，単語ごとに仕分けし，枚数を数えた。ただし，

赤，青，黄，白，黒の5色のみを分析対象とした。

ii）基準とした成人の結果と同じ色に投入されている

カードを共有率の算出に当てた。

iii）5色に該当する単語を，前述した定義をもとに，色

との連想関係が概念的意味からなる語と感性的意味

からなる語の2つのカテゴリーに分類した。その際，

曖昧なものや判断がつかない単語は除外した。

iv）iii）で分類した全ての単語について，学年別，各

学年男女別の共有率を算出した。

3．結果

成人および児童の学年別，各学年男女別の平均共有率

を表4，6と図1，2に示した。

（1）概念的意味における結果

概念的意味カテゴリーにおける傾向を，まず学年平均

で見ると（表4，図1），第2学年では平均共有率72.8％と，

成人の74.5％を下回るものの，第4学年，第6学年では

76％を超え，成人を上回る振れ幅の少ない安定した値を

示した。

また，男女別に見ると（表4），男子においては，第2

学年で68.1％と，6％あまり成人の平均共有率を下回って

いるが，第4学年では73.5％と成人の水準にほぼ達し，第

6学年でもその水準を保っていた。それに対して，女子

の場合は，全学年を通して78％を超えており，成人の平

均共有率以上の値を示し，非常に安定していた。

これを男女で比較してみると（図2），女子の方が男子

よりもすべての学年において平均共有率は高く，特に第

2学年では10％ほどの差が見られた。

色の概念的意味における単語毎の共有率について，ま

ず成人を含め学年を要因とする1要因の分散分析を行い，

次に小学生のみ性別と学年を要因とする2要因の分散分

析を行ったが（注2），いずれにも有意な差は見られなかっ

た（表5）。
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学年� 性別� 人数（人）� 小計（人）�
男子� 33
女子� 27
男子� 27
女子� 26
男子� 26
女子� 29

168

第6学年� 55

合計�

第2学年� 60

第4学年� 53

表3 調査対象者の内訳

赤� 青� 黄� 白�
単語名� 共有率� 単語名� 共有率� 単語名� 共有率� 単語名� 共有率�
あつい� 88.7 あめ� 85.6 きらきら� 86.5 ゆき� 84.6
たいよう� 85.6 つめたい� 82.5 つき� 82.5 ふゆ� 67.3
すき� 71.2 なきがお� 79.8 かみなり� 79.8 かるい� 60.6

おんなのこ� 69.2 なく� 76.9 ぴかぴか� 76.9 ふわふわ� 53.4
あさひ� 69.1 すずしい� 76.3 たのしい� 59.6 0 52.9
かつ� 64.4 なみだ� 76.0 わらう� 56.7

あたたかい� 63.9 さむい� 75.3 あかるい� 56.7
おかあさん� 61.5 おとこのこ� 63.5
おこる� 56.7 かなしい� 59.6

黒� 緑� 茶�
単語名� 共有率� 単語名� 共有率� 単語名� 共有率�
くらい� 79.8 しぜん� 76.9 きたない� 63.5
おもい� 66.3 ふるい� 62.5
よる� 64.4 あき� 59.6
かたい� 61.5
わるい� 58.7
こわい� 56.7

表2 児童を対象とした調査に用いた単語と成人の共有率（％）

注2）成人データを男女別に収集しなかったため，分散分析を

1要因と2要因の2つの方法で行うこととした。研究計画上の大き

な反省点である。



（2）感性的意味における結果

感性的意味カテゴリーでは，学年平均においても，男

女別平均においても，学年が上がるにつれて共有率に上

昇傾向が見られた（表6，図1，2）。第2学年の平均共有

率は全体・男女別共に40％代後半であったが，第6学年

全体の平均共有率は63.3％で，成人の65.0％とほぼ同程度

まで上昇していた。

また男女別に見ると，女子では，第4学年の時点です

でに63.6％と，成人の水準にほぼ達していたのに対して，

男子では，第6学年になって62.5％と成人の平均共有率と

ほぼ同水準まで達した。

また，男女間で比較すると，全学年において女子の方

が男子よりも共有率の平均値は高かった。このとき，第

2学年では2％弱の差であったが，第4学年においてはそ

れが7％ほどに広がり，第6学年になるとまた1％に縮

まっていた。

色の感性的意味についても概念的意味と同様単語毎の

共有率について，まず成人を含め学年を要因とする1要

因の分散分析を行ったところ，F（3,64）＝2.61 p<.10 で

学年間に有意差の傾向が見られた。そのためLSD法によ

る多重比較を行ったところ，第6学年と成人の共有率は

第2学年よりも有意に高いといえる。その他の組み合わ
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表4 概念的意味の学年別・男女別共有率（％）

男子� 女子� 全体� 男子� 女子� 全体� 男子� 女子� 全体�

たいよう� 85.6 81.8 77.8 80.0 88.5 73.1 79.2 84.6 79.3 81.8

あさひ� 69.1 60.6 63.0 61.7 37.0 61.5 49.1 76.9 55.2 67.9

おんなのこ� 69.2 21.2 63.0 40.0 48.1 69.2 58.5 26.9 58.6 45.3

おかあさん� 61.5 18.2 55.6 35.0 51.9 38.5 45.3 38.5 48.3 45.3

あめ� 85.6 72.7 88.9 80.0 88.9 92.3 90.6 92.3 89.7 90.9

なみだ� 76.0 69.7 88.9 78.3 74.1 96.2 84.9 84.6 93.1 89.0

おとこのこ� 63.5 24.2 44.4 33.3 63.0 61.5 62.3 11.5 51.7 32.7

つき� 82.5 87.9 92.6 90.0 70.4 96.2 83.0 73.1 89.7 81.8

かみなり� 79.8 100.0 81.5 91.7 85.2 84.6 84.9 100.0 86.2 92.7

ゆき� 84.6 97.0 96.3 96.7 92.6 88.5 90.6 88.5 96.6 92.7

ふゆ� 67.3 72.7 100.0 85.0 77.8 92.3 84.9 84.6 96.6 90.9

くらい� 79.8 93.9 92.6 93.3 88.9 92.3 90.6 96.2 96.6 96.4

よる� 64.4 84.8 77.8 81.7 88.9 80.8 84.9 96.2 72.4 83.6

74.5 68.1 78.6 72.8 73.5 79.0 76.1 73.4 78.0 76.2

色名� 単語名� 成人�

青�

黄�

白�

黒�

全体平均�

第２学年� 第４学年�

赤�

第６学年�

表5 概念的意味の共有率についての分散分析結果

学年� 性別×学年�

被験者� 平均値� 標準偏差� 平均値� 標準偏差�

成人� 74.53 8.65

第２学年� 72.82 21.83

男子� 68.05 27.87

第４学年� 76.06 15.63

女子� 78.65 16.57

第６学年� 76.23 20.64

男子� 73.48 17.59

女子� 79.00 16.71

男子� 73.38 27.64

女子� 78.00 17.78
第６学年�

F（3,48）＝0.09  n.s.

被験者�

第２学年�

第４学年�

主効果 性別 F（1,72）＝1.90  n.s.�
 学年 F（2,72）＝0.12  n.s.�
交互作用 性別×学年 F（2,72）＝0.13  n.s.



せには差が見られなかった。次に，小学生のみ性別と学

年を要因とする2要因の分散分析を行ったところ，交互

作用には有意差が見られず，主効果では学年にのみ有意

差が見られた（F（2,96）＝3.87 p<.05）。LSD法により学年

による主効果の多重比較を行ったところ，第4学年と第6

学年は第2学年よりも共有率が有意に高かった。第4学年

と第6学年には有意差は見られなかった（表7）。

（3）概念的意味と感性的意味の結果の比較

以上の結果を，概念的意味と感性的意味で比較すると，

概念的意味では，すでに第2学年の時点から高い平均共

有率を示し，成人と同水準にあった。これに対して，感

性的意味における平均共有率は，第2学年ではかなり低

く，第2学年から第4学年で大きく上昇してほぼ成人水準

に達し，その後は学年が上がるにつれて漸増していた。

また，男女別に平均共有率を見ると，概念的意味，感

性的意味共に全学年を通して女子の方が男子よりもやや

高い傾向があった。
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表6 感性的意味の学年別・男女別共有率（％）

男子� 女子� 全体� 男子� 女子� 全体� 男子� 女子� 全体�

あつい� 88.7 93.9 96.3 95.0 96.3 88.5 92.5 92.3 93.1 92.7

あたたかい� 63.9 84.8 88.9 86.7 74.1 92.3 83.0 88.5 79.3 86.8

すき� 71.2 45.5 63.0 53.3 40.7 84.6 62.3 46.2 65.5 56.4

おこる� 56.7 54.5 40.7 48.3 59.3 65.4 62.3 61.5 48.3 56.6

つめたい� 82.5 57.6 55.6 56.7 77.8 96.2 86.8 73.1 69.0 70.9

すずしい� 76.3 45.5 59.3 51.7 74.1 69.2 71.7 92.3 72.4 81.8

さむい� 75.3 36.4 33.3 35.0 40.7 61.5 50.9 61.5 48.3 54.5

かなしい� 59.6 48.5 55.6 51.7 40.7 73.1 56.6 50.0 75.9 63.6

たのしい� 59.6 15.2 29.6 21.7 44.4 42.3 43.4 42.3 62.1 52.7

わらう� 56.7 21.2 11.1 16.7 51.9 42.3 47.2 38.5 55.2 46.9

あかるい� 56.7 39.4 29.6 35.0 63.0 50.0 56.6 50.0 51.7 50.9

かるい� 60.6 27.3 25.9 26.7 29.6 46.3 37.7 57.7 51.7 54.5

ふわふわ� 53.4 60.6 77.8 68.3 66.7 84.6 75.5 65.4 86.2 76.4

おもい� 66.3 24.2 11.1 61.7 18.5 42.3 73.6 46.2 31.0 76.4

かたい� 61.5 27.3 25.9 18.3 14.8 26.9 30.2 38.5 31.0 38.2

わるい� 58.7 63.6 59.3 26.7 88.9 57.7 20.8 80.8 72.4 34.5

こわい� 56.7 69.7 85.2 76.7 77.8 57.7 67.9 76.9 86.2 81.8

65.0 48.0 49.9 48.8 56.4 63.6 59.9 62.5 63.5 63.3

白�

黒�

赤�

青�

全体平均�

黄�

第６学年�第２学年� 　第４学年�
色名� 単語名� 成人�

表7 感性的意味の分散分析結果

学年� 性別×学年�

被験者� 平均値� 標準偏差� 平均値� 標準偏差�

成人� 64.96 9.95

第２学年� 48.84 23.07

男子� 47.95 21.57

第４学年� 59.94 19.41

女子� 49.89 25.96

第６学年� 63.27 16.71

男子� 56.43 23.18

女子� 63.58 19.97

男子� 62.45 18.06

女子� 63.49 17.87
第６学年�

F（3,64）＝2.61  p<.10

被験者�

第２学年�

第４学年�

多重比較�

n.s.

p<.05

n.s.

p<.05

n.s.

n.s.

第２学年・第４学年�

第２学年＜第６学年�

第４学年・第６学年�

第２学年＜成人�

第４学年・成人�

第６学年・成人�

主効果　学年　多重比較�

p<.05

n.s.

p<.05

第２学年＜第４学年�

第２学年＜第６学年�

第４学年・第６学年�

主効果 性別 F（1,96）＝0.60  n.s.�
 学年 F（2,96）＝3.87  p<.05�
交互作用 性別×学年 F（2,96）＝0.19  n.s.



4．考察

これまで見てきた結果から，赤，青，黄，白，黒の5

色について，色の持つ概念的意味と感性的意味の共有化

の過程を検討していきたい。

まず，基本的な5色の持つ概念的意味の共有化につい

ては，分散分析の結果，成人との有意差は見られず，第

2学年ですでに成人の水準に達していた。このことから，

第2学年の時点で，すでにこれらの色の持つ概念的意味

の共有化は確立しているといえるだろう。

さらに，平均共有率により共有化の過程を男女別に見

ると，女子の場合は，第2学年で成人の水準に達し，以

降の値も安定していた。つまり，調査対象者の中で最年

少の第2学年の時点で，すでに色の持つ概念的意味の共

有が確立しているといえるだろう。したがって，その確

立時期は第2学年よりも以前であるとも考えられる。こ

れに対して，男子の場合は，第2学年から第4学年にかけ

て平均共有率がやや上昇していた。したがって，第2学

年においてようやく成人の水準に達したことが推測さ

れ，男子における共有化の確立時期は女子よりやや遅れ

ているのではないかと考えられる。

概念的意味とは前にも述べているように，一般的な知

識のことであり，ある文化・社会ではその意味は共有さ

れていると考えることができるものである。今回の概念

的意味カテゴリーに分類された単語は，赤と太陽，白と

雪というように，視覚で色を認識できるような有形物を

示す単語（見た目の色を持つ語）や，赤と女の子，青と

男の子というように，特定の色での表現が社会一般に浸

透している単語であった。これらは日常生活の中でも頻

繁に目にすることができ，いわば目に見える知識といえ

る。したがって，個人間に多少の差異があったとしても，

児童期よりも以前から，日々の生活の中でごく自然に色

の持つ概念的意味の知識を獲得しており，共有化の進行

は進んでいたと考えられるだろう。

次に，基本的な5色の色の持つ感性的意味についてで

あるが，まず，学年平均を見ると，学年が上がるにつれ

て共有率は上昇しているが，分散分析の結果，第4学年

あたりの時点で成人の平均共有率とほぼ同水準になって

いることが分かった。つまり，児童期はちょうど，感性

的意味の共有化の途上にあり，児童期後半になってよう

やく確立に至ると考えてもいいだろう。

さらに，男女別に詳しく見ると，男子では，学年が上

がるにつれて平均共有率は上昇し，第6学年の時点で成

人とほぼ同水準となっていた。したがって，男子の共有

化の確立時期は第6学年前後であると考えられる。それ

に対して，女子においては，第2学年から第4学年で平均

共有率が急上昇し，第4学年で成人とほぼ同水準に達し

ていた。また，第6学年でもその水準を保っていること

から，第2学年から第4学年の間に共有化の確立時期があ

ると考えられるだろう。

このように，感性的意味の共有化は，概念的意味と同

様に女子の方が早く進み，女子は児童期中期に，男子は

遅れて児童期の後期に確立することが推測される。

今回の感性的意味カテゴリーの単語は，感情に関係し

たものが多かった。目に見える知識の獲得が共有化の要

因となる概念的意味とは異なり，感性的意味の場合は，

単語の指示対象を目で見ることは出来ず，それぞれの単

語にまつわる個々人の経験やイメージをもとにして単語

と色とを結びつけていくことになる。その後，個々人の

経験による差異を超え，一般の共通認識へと近づいてい

くのであろう。ここから，感性的意味の共有化は，感

覚・思考・想像力といった精神諸側面の発達に伴って進

行していくと考えられる。そのため，その確立時期は，

児童中期から後期にずれ込んでいると予測される。

以上より，基本的な色に限って述べるならば，概念的

意味に関する色によるコミュニケーションの場合は，女

子では第2学年の時点で十分可能であり，もしかすると，

さらにそれ以前の時期においても行うことが出来ると推

測される。一方，男子の場合は，やや遅れてそれが可能

になると考えてよいだろう。

また，色の感性的意味を含んだコミュニケーションは，

女子では，第4学年もしくはそれ以前の時期にほぼ可能

になると考えられるが，男子の場合は，第6学年になる

までは難しいのかもしれない。したがって，基本的な色

については，児童期を通して，男女共に概念的意味と感

性的意味とが入り混じった，色によるコミュニケーショ

ンの送り手になることも受け手になることも可能になっ

ていくようである。

今後は，調査対象を児童期以前の幼児期や児童期以降

の思春期にまで広げ，共有化の全過程を検討し，概念的

意味の共有化の成立時期を探るとともに，今回明らかに

なった児童期後期における感性的意味の共有化の確立が

その後も安定した様相を呈するか否かを確認していきた

い。さらに，今回分析した基本的な5色以外の様々な色

の持つより複雑な内包的意味の共有化の過程を検討する

ことにより，人の持つイメージの独自性と共有化の関連

に接近していくことができるのではなかろうか。
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