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【要旨】

GO／NO―GO課題による大脳活動の実験と生活調査を１９８４年中国の子ども４８０名と１９９８年日本

の子ども４４６名について比較した。その結果，１９９８年の日本の子どもは，小学校低学年の興奮型

が１９８４年の中国よりも有意に低く，大人に多く見られる活発型は，中学では少ない傾向を示し，

日本の子どもの大脳活動の発達の遅れが予想された。また，生活調査での日本は，中国の子ども

に比べ，室内遊びで全ての学年において有意に多く，遊ぶ人数は少なく，テレビ視聴時間は有意

に多く視聴していた。遊びの種類では，中国はスポーツで８割の子どもが体を動かす動的な遊び

をしていたのに対して，日本はテレビゲームなど，体を動かさない静的遊びであり，１９７９年の日

本と１９８４年の中国との生活調査の比較と符合していた。１９９８年の日本の子どもの�１テレビ・ビデ
オ，�２テレビゲーム，�３音楽，CD，読書の３つの時間をあわせると小学校低学年，高学年でい
ずれも平均時間は４時間３分と長く，このことが前頭前野の機能発達に影響を与え，大脳活動の

型に変化を生じさせたことが予想された。

Ⅰ はじめに

我々は，日本の子どものからだの変化に関す

る調査を始め，その一環として１９６９年に日本で

GO／NO―GO課題による子どもの大脳活動の型

の調査を行った（１）。このGO／NO―GO課題は脳
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生理学，神経科学，認知脳科学，心理学の世界

で広く使用され，比較的良く知られている実験

であり，次の３段階から成り立っている。まず

第１段階は「赤いランプがついたらゴム球を

握って下さい」という指示を与える（２），（３）。第２

段階は「赤・黄色の二種類のランプのうち，赤

はゴム球を握り，黄色は握らない」という指示

を，そして最後の第３段階は「今度は反対に，

黄色で握り，赤で握らない」という指示を与え，

その指示が守られているかを調べる実験であ

る。すなわち，「行くか，行かないか」或いは

「やるか，やらないか」ということになるであ

ろう。このGO／NO―GO課題をサルやヒトに行

い，脳電図（electroencephalogram），陽電子

断層撮像法（PET：positron emission tomogra-

phy），機能的磁気共鳴画像法（fMRI：func-

tional magnetic resonace imaging），脳磁図

（MEG：magnetoencephalogram）や我々の予

備実験で行った近赤外分光法（NIRS：near―in-

fra red spectroscopy）を用いた実験では，前

頭葉の活動亢進が見られ，課題習得が進むと運

動野の活動が亢進し，握ってはいけないNO―

GO課題時には，前頭前野の４６野の活動亢進が

認められている（２），（３），（４），（５）。大脳の構成は，大脳

新皮質と大脳辺縁系（旧皮質と古皮質）に分け

られ，大脳新皮質は前頭葉，側頭葉，頭頂葉，

後頭葉からなるが，その前頭葉は一般に意思・

感情の他に感覚・運動・注意・集中を統合して

いる所と言われている（６）。そして前頭葉の４６野

は一般的な情報を取り入れ，そこで最終的な判

断を行なうワーキングメモリーという大変重要

な働きをしていることが現在明らかになってき

ている（７）。

我々が行ってきたこれまでのGO／NO―GO課

題による子どもの大脳活動の型の研究では，

１９７９年に行われた結果は１９６９年に比べ，幼児っ

ぽい子どもが加齢と共に減少していかず，興奮

型の子どもの出現率のピークが小学２年から小

学６年に遅延し，大人に多く見られる活発型の

出現率が小学４年から，加齢と共に増加してい

かないという傾向が見られ始めた（８）。この違い

の原因を探るため，子どもたちを取りまく生活

環境の変化に着目するが，１９６９年の生活調査の

基礎的データが整理されていなかった。日本の

子どもたちに大脳活動の型の違いが現れてきた

原因を追求するため，我々は１９８４年，日本の経

済状態を追随していた中国で，大脳活動の実験

と生活調査を行なったところ，１９６９年の日本の

結果と酷似していた（９）。これより，１９８４年の中

国と，１９７９年の日本の子どもたちの生活調査の

違いを調べると，テレビの視聴時間と遊びの内

容の変化という大きな違いが２点出てきた。中

国の子どものテレビ視聴時間は，一日平均５０分

に対して，日本の子どもは１５２分。そして，遊

びの内容は，中国の子どもの８割が，スポーツ

などからだ全体を使った動的な遊びに対し，日

本の子どもはテレビ，ステレオ，ラジオなど静

的な遊びが中心となっていた（１０）。さらに，過去

の大脳活動のデータをまとめたところ，日本の

子どもは１９６９年から１９７９年の１０年間で大きな変

化を遂げ，その後１９９８年まで変わっていないこ

とが統計学的に示唆された（１１）。これより，テレ

ビの視聴時間と遊びの内容の変化が１９６９年と

１９７９年の日本の子どもたちの大脳活動の型の変

化を生じさせた要因の一つと考えられたが，こ

れは一つの傾向に過ぎない。そこで本研究の目

的は，１９６９年の日本と類似性が見られる１９８４年

の中国と，１９７９年の日本と類似性がみられる

１９９８年の日本の生活調査を統計学的に比較し，

これを解析することによって，さらに日本の子

どもが変わった要因について検討して行くこと

とした。

Ⅱ 方 法

１ 被 験 者

調査は，１９８４年中国の北京で行われ，被験者
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は幼稚園児１２０名，小学生２４０名，中学生１２０名

の計４８０名であった。一方日本では，１９９８年の

長野で行われ，被験者は幼稚園児１３０名，小学

生２１１名，中学生１０５名の計４４６名であった。な

お，中国と日本で行われた調査のGO／NO―GO

課題による実験，およびその生活調査は同一被

験者によって行われた。学年別による被験者数

の詳細は表１に示した。

２ GO／NO―GO課題による大脳活動の型

GO／NO―GO課題による大脳活動の型の調査

は形成実験，分化実験，逆転分化実験の３つの

実験からなり，被験者は予め指示された規則に

従って，光刺激を弁別し，ゴム球を握る時を

GOとし，ゴム球を握らない時をNO―GOとし

た。形成実験では，「ランプがついた時，ゴム

球を握ってください」という指示を与え，光刺

激を３～６秒間隔で，０．５～１．５秒間ずつ５回呈

示した。形成実験終了後，直ちに分化実験に移

行し，「今度は赤いランプと黄色いランプをつ

けます。赤いランプがついた時だけ，ゴム球を

握ってください。黄色いランプの時は，ゴム球

を握らないでください」という指示を与え，

赤・黄色の光刺激を３～６秒間隔，０．５～１．５秒

間ずつランダムに，それぞれ１０回呈示した。分

化実験終了後，直ちに逆転分化実験に移行し，

「今度は，先ほどと反対です。黄色いランプの

ついた時だけ，ゴム球を握ってください。赤い

ランプの時は，ゴム球を握らないでください」

という指示を与えた。刺激の間隔，順序，呈示

時間，回数は分化実験の場合と同様とし，実験

回数は一人，形成，分化，逆転分化の３実験を

１回とした。なお，光刺激は幼児・小学生を対

象とした時は赤色と黄色，中学生では明暗（１７０

nitと３０nit）とした。またゴム球による反応は，

圧センサーを介してアナログ信号として，記録

紙上に２種類のランプをいつ何秒間提示したか

を示すイベントマークと共に記録した。被験者

の光刺激に対する反応の有無や潜時という，刺

激から反応までの時間を調べ，間違いの形式か

ら，神経過程の基本特質を理解していく意味

で，Pavlov及び正木らの基準に従い被験者の

大脳活動の型を以下に分けた（１２），（１）。

１）不活発型は，分化実験でNO―GO課題の

間違いが３回以上，かつGO課題に間違いがあ

る場合。２）興奮型は，分化実験でNO―GO課

題の間違いが３回以上，かつGO課題は間違わ

ない場合。３）抑制型は，分化実験でNO―GO

課題の間違いが２回以下で，GO課題に間違いが

ある場合。４）おっとり型は，分化実験でNO―

GO課題の間違いは２回以下，かつGO課題は間

違わないが，逆転分化実験でNO―GO課題の間

違いが３回以上，またはGO課題に間違いがあ

る場合。５）活発型は，分化・逆転分化実験と

も，NO―GO課題の間違いが２回以下，かつGO

課題は間違わない場合。なお，１９８４年の中国と

１９９８年の日本の大脳活動における型の分布につ

いての統計学的処理は，χ２検定のピアソン法

により解析を行った。

３ 生活調査

生活調査については，１９８４年中国の北京で

GO／NO―GO課題による実験を行った被験者

４８０名であり，アンケート回収率は９８．６％で

あった。また１９９８年日本の長野でGO／NO―GO

課題による実験を行った被験者４４６名であり，

表１ 調査別被験者数

年／項目 地 域 幼 児 小低学年 小高学年 中 学 総 人 数

１９８４年 中国（北京） １２０ １２０ １２０ １２０ ４８０

１９９８年 日本（長野） １３０ １０８ １０５ １０５ ４４６
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アンケート回収率は９７．８％であった。回収率が

いずれも１００％にならなかったのは調査当日に

欠席した被験者がいたためである。また，アン

ケートについては，１９８４年の中国で行ったアン

ケート項目にならい作成し，その内容を比較し

た。なお統計処理においては，起床，就寝，睡

眠，勉強，テレビ，遊び時間及び，遊ぶ人数と

兄弟数は分散分析によって，また室内遊びと核

家族の割合はイェーツの連続性修正を用い検定

を行った。

Ⅲ 結 果

１ 大脳活動の型の分布

表２は，GO／NO―GO課題による実験の加齢

にともなう大脳活動の型の分布を示したもので

ある。ここでは統計学的な特徴をつかむこと

と，大脳活動の調査が行われた傾向をとらえる

意味で，３学年ごとに表示した。不活発型の加

齢に伴う出現率の推移は，幼児について１９９８年

の日本は，１９８４年の中国よりも統計学的に有意

差はないものの，低い出現率であった。また，

日本も中国も幼児に比べ小学生以降の出現率は

急激に減少してく傾向が見られた。興奮型の加

齢に伴う出現率の推移は，小学校低学年で１９９８

年の日本の子どもの方が１９８４年の中国よりも有

意に低く，ここでは日本の中学で興奮型のピー

クを迎えていた。抑制型の加齢に伴う出現率の

推移は，１９８４年の中国の幼児で出現率が多く，

１９９８年の日本では幼児，小学校低学年で多い出

現率を示していた。おっとり型の加齢に伴う出

現率の推移は，いずれも幼児，中学に出現率が

多く見られるが，１９９８年の日本は中学で最も多

い出現率を示した。活発型の１９８４年の中国は幼

児，小学低学年，高学年，中学と加齢とともに

出現率が多くなっていたが，１９９８年の日本で

は，幼児の出現率が多く，逆に中学では少ない

傾向を示していた。

２ 生活調査

表３は，中国と日本の生活調査を行い統計処

理したものである。大脳活動の型で３学年ごと

に分けたように，生活調査においても同じよう

に示した。起床時刻について中国は，中学を除

いて日本より早く起きており，幼児，小学高学

年では中国の方が有意に早く起きていた。就寝

時刻については，幼児を除いて中国の方が日本

よりも有意に早く就寝していた。勉強時間につ

いては，中国の方が日本よりも勉強時間が長

表２ １９８４年中国と１９９年日本の大脳活動の型の出現率

型 調査年代 幼 児 小学低学年 小学高学年 中 学

不 活 発 型
１９８４年中国 ３５．３％ ５．８％ ０％ １．７％

１９９８年日本 ２４．６％ ４．６％ ４．９％ ０％

興 奮 型
１９８４年中国 ２５．８％ ４１．７％ ３４．２％ ２０．８％

１９９８年日本 ２３．８％ ２７．８％＊ ３２．０％ ３２．４％

抑 制 型
１９８４年中国 ９．２％ ０．８％ ０％ ０．８％

１９９８年日本 ７．７％ ９．３％ １．０％ ０％

おっとり型
１９８４年中国 １３．３％ ７．５％ ５．８％ １０．８％

１９９８年日本 １２．３％ １０．２％ ６．８％ １４．３％

活 発 型
１９８４年中国 １５．８％ ４４．２％ ６０．０％ ６５．８％

１９９８年日本 ３１．５％ ４８．１％ ５５．３％ ５３．３％

＊：P＜０．０５
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く，特に小学高学年については有意な差が見ら

れた。遊び時間は，中学を除いて日本の方が長

く遊んでおり，特に小学低学年，高学年，中学

については有意な差が見られた。テレビ視聴時

間については，全ての学年で，中国よりも日本

の方が有意に長い時間テレビを視聴していた。

室内遊びの割り合いも，全ての学年で中国より

も日本の方が有意に多く室内で遊んでいた。ま

た，遊ぶ人数も全ての学年で，日本よりも中国

の方が多く，小学低学年を除いた全てに有意な

差が見られた。兄弟の人数については，中国の

方が日本よりも小学高学年，中学で有意に多

かった。核家族の割合は，幼児で日本の方が中

国に比べて有意に多かった以外は全て有意な差

は見られなかった。図１，２は中国と日本の子

どもの遊びの種類の多いもの上位３位を棒グラ

フ上に記したものである。中国の子どもは，

小・中学生ともに第１位がスポーツで，８０％以

上の子どもが遊んでいたのに対し，日本の子ど

図１ １９８４年，中国の子どもの遊び

表３ １９８４年の中国と１９９８年の日本の生活調査の比較

国 幼児 ｐ値 小低学年 ｐ値 小高学年 ｐ値 中学 ｐ値

就 寝 時 刻
８４中国 ９時２６分 ＊＊＊ ８時５０分 ＊＊ ９時００分 ＊＊＊ ９時３１分 ＊＊＊

９８日本 ９時７分 ９時６分 ９時５９分 １１時２３分

起 床 時 刻
８４中国 ６時１１分 ＊＊＊ ６時１６分 NS ６時１２分 ＊＊＊ ５時５４分 ＊

９８日本 ６時３４分 ６時２２分 ６時２３分 ５時４７分

勉 強 時 間

８４中国 ３８分 ８０分 １３４分 １６０分

９８日本 ６８分 NS ８９分 ＊＊＊ １４９分 NS

遊 び 時 間
８４中国 １４４分 ８４分 ６１分 ７７分

９８日本 ２１６分 NS １０１分 ＊ ８４分 ＊＊ ４１分 ＊＊＊

テレビ時間

８４中国

６８分 ＊＊

５２分

＊＊＊

５４分

＊＊＊

５２分

＊＊＊

９８日本 ９１分 １２３分 １２１分 ９４分

室 内 遊 び
８４中国 ５５％ ＊＊ ２３％ ＊＊＊ ２４％ ＊＊＊ ２９％ ＊＊＊

９８日本 ７６％ ５６％ ７７％ ８７％

遊 ぶ 人 数
８４中国 ２．３人 ＊＊ ３．０人 NS ３．４人 ＊＊ ３．４人 ＊

９８日本 １．８人 ２．８人 ２．５人 ２．８人

兄 弟 数
８４中国 １．２人 NS １．６人 NS １．７人 ＊ ２．１人 ＊＊＊

９８日本 １．４人 １．７人 １．６人 １．５人

核 家 族
８４中国 ７８％ ７３％ ７８％ ７６％

９８日本 ９１％ ＊＊ ８０％ NS ７２％ NS ７５％ NS

＊：P＜０．０５，＊＊：P＜０．０１，＊＊＊：P＜０．００１

寺沢・西條・柳沢・篠原・根本・正木：子どものGO／NO―GO課題と生活調査 ３９



幼　児�

60

50

40

30

20

10

0

（％）�

小学生� 中学生�（学年）�
�

ご
っ
こ
遊
び
�

自
転
車
�

お
絵
書
き
�

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
�

ス
ポ
ー
ツ
�

自
転
車
� テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
�

読
　
書
�

テ
レ
ビ
�

もの第１位は小・中学生共に，テレビゲームで

あった。さらに中学生は第２位が読書，第３位

がテレビといずれも静的な遊びであった。

Ⅳ 考 察

１ 大脳活動のGO／NO―GO実験

ルリアらの先行研究により，GO／NO―GO課

題による大脳活動の研究は，前頭葉の働きに深

く関わっていることが明らかになってきた（１３）。

さらに，脳生理の研究では，GO／NO―GO課題

による実験をサルやヒトなどに行い，脳波計，

脳磁計で調べてみると，GO／NO―GO課題の習

得前に小脳及び大脳基底核の活動亢進が見ら

れ，握ってはいけないというNO―GO課題時に

前頭連合野の４６野でno―go potentialという特異

な活動亢進が確認されている（２）。さらに，陽電

子断層撮像法（PET：positron emission to-

mography）や機能的核磁気共鳴画像法（fMRI：

functional magnetic resonace imaging）を用い

た研究では，GO／NO―GO課題時，前頭葉下部

後方の４６野，８野近辺の活動亢進が確認されて

いる（４），（５）。また，サルに一時的な空間位置記憶

が必要な遅延課題を学習させ，前頭葉の４６野に

D１レセプターのアンタゴニストを局所注入す

ると学習が阻害されることから，この４６野が計

画とか推理といった認知機能を一時的に貯え操

作するシステム，すなわち人間が生きて行く上

で非常に重要な作業記憶（working memory）

の機能を担っていることが推測された（３），（７）。

２ 大脳活動の型

大脳活動の型によるこれまでの研究では，不

活発型は幼児に多く見られ，興奮型，抑制型を

経て次第に大人に近い活発型へと移行していく

傾向にあることが分かっている（１２），（１３）。しかし，

１９９８年の幼児についての日本は，１９８４年の中国

よりも統計学的には有意差がないものの，低い

出現率であった。これは，その後の追跡調査に

より，幼児から中学まで約８割以上の子どもが

何らかのおけいこごとに通っており，このこと

が不活発型の出現率の減少にも関与しているこ

とが予想された（１４）。興奮型は，小学校低学年で

１９９８年の日本の子どもの方が１９８４年の中国より

も有意に低かった。過去の各学年ごとにまとめ

たものでは，１９８４年の中国は１９６９年の日本と同

じ小学２年生がピークであったが，１９９８年の日

本は１９７９年の日本と同じ小学６年生がピークで

あり，近年の日本の子どもの興奮過程の遅れが

考えられた（１），（８）。小学６年という高学年期は思

春期と重なり，精神的にも不安定になりやすく

なることが予想され，この時期に興奮のピーク

を迎えていることが現在の子どもの変化につな

がっていることも予想される。また抑制過程で

は，１９８４年の中国の幼児で出現率が多く，１９９８

年の日本では幼児，小学校低学年で多い出現率

を示していた。この傾向は１９７９年の日本のから

見られ，近年日本において抑制過程を強くする

何らかの要素が介入していることが予想され

た（８）。おっとり型は，日本，中国ともに幼児，

中学に出現率が多く見られるが，１９９８年の日本

は中学で最も多い出現率を示した。この傾向は

１９７９年の日本にも見られた特徴的傾向であり，

興味深い。活発型の１９８４年の中国は幼児，小学

低学年，高学年，中学と，加齢とともに出現率

が多くなっていたが，１９９８年の日本では，幼児

図２ １９９８年，日本の子どもの遊び

４０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，創刊号，２００１年



の出現率が多く，逆に中学では少ない傾向を示

していた。１９８４年の中国は加齢と共に出現率が

増加するという１９６９年の日本と同じ傾向を示し

たのに対し，１９９８年の日本は小学４年から減少

するという１９７９年の日本と同じ傾向が見られ，

ここでも日本の子どもの大脳活動の遅れが予想

された（１），（８）。

３ 子どもをとりまく環境

生存の全期間を通して養育，教育にたえず関

係している環境的な関与から神経系の基本特質

をつかんでいこうというパヴロフ（１２）の考えと，

これらの大脳活動の型を形成させうる要素とし

て，被験者を取り巻く環境が影響していること

が予想されていることから，生活調査を実施し

た（９）。その結果，日本は中国の子どもに比べ，

夜遅く寝，朝遅く起き，睡眠時間も短く，勉強

時間は短い傾向にあった。家族構成について

は，幼児について日本の方が中国に比べ，核家

族化が進んでいることがうかがえたが，その他

は有意な差は見られなかった。兄弟数に関し

て，中国は１９７９年から一人っ子政策をとったこ

とから１９８４年の幼児は，他の学年と比較しても

有意に低い１．２人であった。

遊び時間に関しては，中学を除き，日本は中

国の子どもに比べ，長く遊んでいたが，室内遊

びが全ての学年において中国より有意に多く，

遊ぶ人数は全ての学年において少なかった。一

方，テレビ視聴時間も全ての学年について中国

よりも有意に多く視聴していた。また，小・中

学生の遊びの種類では，中国は第１位がスポー

ツで，８割の子どもが体を動かす動的な遊びを

していたのに対して，日本の第１位は，テレビ

ゲームであり，体を動かさない静的遊びであっ

た。これより，日本の子どもの遊びは戸外に出

て子ども同士で群を作り，からだ全体を使って

遊んでいた時代から，テレビ・テレビゲームな

ど，逆にからだを動かさない静的な遊びに移行

していったことが考えられた。そしてこの結果

は，１９７９年の日本と１９８４年の中国における生活

調査と一致するものであった（１０）。また，１９６９年

から１９７９年代に日本の子どもの大脳活動のパ

ターンは大きく変わり，その後１９９８年まで大き

く変化していないことは，子どもの生活調査に

おいても符合してくる（１１），（１５）。

４ 人と人とのふれ合いの欠如がもたらす弊害

日本の子どもの遊びの変化は，この期間の子

どもを取り巻く環境変化に順応していったこと

が予想される。すなわち，車の保有台数が急増

し，それにともない，交通事故件数が急増し，

戸外で遊ぶことの危険度が増す。時を同じにし

て，テレビ視聴台数が急増し，１９７５年のテレビ

普及率は９０％台となる。このことと漫画の急速

な普及が重なり，室内での遊びが充実したと考

えられる（１０）。アンケートの追跡調査で再度，�１

テレビ・ビデオ，�２テレビゲーム，�３音楽，

CD，読書の３つの時間をあわせると１９９８年の

日本は，小学校低学年，高学年でいずれも平均

時間は４時間３分であった（１６）。２０００年日本学校

保健会が約６５００人を対象に行った，この３項目

の合計時間は，小学生が４時間分，中学生が５

時間５３分，高校生が５時間５５分と報告されてい

る。このことは１日に５～６時間，運動せず，

人と人とのふれ合いがない時間が存在すると考

えられる（１７）。我々が過去に行ったGO／NO―GO

課題による大脳活動の実験で，幼稚園の先生と

園児がスキンシップをはかり取っ組み合いなが

らふれ合うという「じゃれつき遊び」を１年間

追跡したところ，その園児のGO／NO―GO実験

の成績が良くなり，前頭葉機能が向上している

ことが考えられた（１８）。また，乳癌患者の放射線

療法と投薬という現代医学の治療法のグループ

と，それにグループセラピーといった人とのふ

れ合いを加えたグループでは，後者の方が２倍

以上長生きしたという報告もある（１９）。さらに，
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ラット，ウサギなどの動物実験によっても動物

同士のふれ合いが免疫機能や脳に良い影響を及

ぼすことが報告されている（２０），（２１）。逆に，様々

な要因の混在が考えられるものの，不幸にして

人間とふれ合う機会なく，動物に育てられたと

いう野生児は，人間らしく生活することが困難

であったことが報告されている（２２）。Harlowの

サルの子どもを一ぴきだけ隔離する実験では，

３か月で社会的な適応能力を失い，６か月では

自分を防御する行動が取れず，１２か月では探求

心や好奇心もなく，自分の手足を食いきるほど

の激しい自分への攻撃を行うという報告もあ

り，人間や動物同士でのふれ合いの大切さがう

かがえ興味深い（２３），（２４）。さらに，動物同士での

ふれ合いの減少は，体を動かさなくなるという

要因を引き起こしているという報告もある（２５）。

体を動かす重要性についても，豊かな環境下で

自発的に運動することが，脳の発達を促すとい

う報告や，有酸素運動が脳細胞のアポトーシス

を減らすという報告がなされている（２０），（２６）。こ

れらのことを考慮すると，日本の子どもの遊び

の変化が，前頭前野の機能発達に何らかの影響

を与え，子どもの大脳活動の型に変化を生じさ

せたことが予想された。

５ 本研究の今後の課題

我々の行ったGO／NO―GO課題による大脳活

動の型の調査は，１９６９年，１９７９年，１９９８年の日

本と１９８４年の中国と同じ調査方法により３０年間

にわたり行なわれ，その変化を追った貴重な

データである。しかし，一方で調査を受け入れ

てくれる学校が非常に少なく，任意の調査校を

対象にしたため，調査場所が限定され，日本あ

るいは中国の当該年代を代表するサンプルとは

いえない。今後さらに調査対象を増やし，慎重

にデータを解析していきたいと考えているが，

これらの調査に見られた日本と中国の子どもの

大脳活動の変化は，日本の子どもの変化の原因

を探る一つの方法となりうると考え，本研究を

日本の子どもの変化に関する一考察的な研究と

して検討してきた。その結果，日本の子ども

は，遊びが動的なものから静的なものに移行し

たことにより，運動しなくなり，人と人とのふ

れ合いが減少したことが予想された。この予想

を裏付けるため，我々は子どもと大人について

GO／NO―GO課題による実験時，前頭葉の４６野

に見られる握ってはいけないという特異な波形

no―go potentialを脳波計と脳磁計によって採取

し，大脳活動の型とどのような整合性があるの

かを現在共同で検討中である。また，野外教育

の専門家との共同研究では，運動と人と人との

ふれ合いを取り入れた４泊５日のキャンプを実

施したところ，GO／NO―GO課題による実験の

間違いが有意に減少し，さらに３０泊３１日のキャ

ンプは，４泊５日のキャンプよりも間違いが有

意に減少したことが示唆され，興味深い知見が

得られた（２７）。しかし，日本の子どもの変化は，

遺伝的な問題や家庭環境，さらに環境汚染や食

事の問題など，子どもを取りまくそれぞれの因

子を考慮に入れなくてはならず，今後さらに広

い視野に立ち，様々な角度から慎重にこの問題

を捉えていきたいと考えている（２８）。
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