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【要旨】

人の前頭葉の主たる機能の一つとして，変化する環境に適応するために，ある反応を続けよう

とする傾向に歯止めをかける機能がある。go／no―go課題実験は，この抑制機能を調べる代表的

な方法のひとつである。本研究は，３０泊３１日の長期キャンプ前後に，go／no―go課題実験を参加

者に対して実施し，その反応を調べた。このキャンプは，小・中学生が対象で，十分な身体活動

と相互コミュニケーションが保証されたプログラムで構成されている。本調査でのgo／no―go課

題実験は，３つの実験からなる。それは，１）第１実験：赤色光のみが点灯し，点灯時にゴム球

を握る形成実験，２）第２実験：赤・黄色光がランダムに点灯し，赤色点灯時のみゴム球を握る

分化実験，３）第３実験：赤・黄色光がランダムに点灯し，黄色点灯時のみゴム球を握る逆転分

化実験である。その結果，第２・３実験時のno―go課題の間違い回数が，キャンプ後に有意に減

少した。また，この減少は，既に実施した４泊５日キャンプでの減少より大きかった。このこと

は，キャンプ体験によって，前頭葉の抑制機能が改善する可能性を示唆し，長期のキャンプがよ

り効果的であることを示唆するものと考えられる。

【キーワード】

長期キャンプ，子ども，大脳活動，go／no―go課題実験

Ⅰ はじめに

「赤いランプがついたらゴム球を握ってくだ

さい。黄色いランプでは握らないでください。」

という課題のように，被験者が刺激弁別を行な

い，握る反応（go response）と握らない反応
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（no―go response）の選択を行なう実験は，認

知脳科学ではgo／no―go課題実験として知られ

ている。

Sasakiら９）１０）１１）１２）１３）は，サルとヒトを対象とし

て，go／no―go課題実験を行い，針電極・脳波

計・脳磁計等を用いて脳の活動部位を調

べ，１）go課題時（握るべき課題時）の課題

習得以前に，小脳及び大脳基底核等の活動亢進

が見られ，課題習得が進むにつれ運動野の活動

が亢進し，２）no―go課題時（握ってはいけな

いという課題時）には，これらの活動に加え前

頭連合野（特に４６野）の活動が亢進することを

確かめている。

Konishiら２）３）は，ヒトを対象としたf―MRI

（functional magnetic resonance imaging）を

用いた研究で，go課題時に比較してno―go課題

時に前頭葉下部後方（４６野，８野近辺）の活動

が高まることを確かめ，抑制機能を調べるもう

ひとつの代表的方法であるウィスコンシン・

カード・ソート・テスト（WCST）でも，被験

者がカード分類の枠組みを変える時に同様の領

域の活動亢進があることを確かめた。

go／no―go課題に対する反応は，単に小脳や

運動野の機能を反映するだけではなく，前頭連

合野の統合機能を反映し，特にno―go課題に対

する反応は，前頭葉の主たる機能のひとつであ

る，変化する環境に適応するため，ある反応を

続けようとする傾向に歯止めをかける機能，す

なわち抑制機能を反映し，その中枢は４６野近傍

であろうと考えられる２）。

また，Sawaguchiらは，サルに遅延課題（一

時的な空間位置記憶が必要な課題）を学習さ

せ，４６野にドーパミンのアンタゴニストを局所

的に注入すると学習が阻害されることを確か

め，go／no―go課題でも主要な役割を果たす４６

野が，ルールなどを一時的に保持し，それを参

照しながら諸判断を行なう，いわゆる作業記憶

（ワーキングメモリー）機能の中枢と推測し

た１４）１５）。さらに，澤口１６）１７）は，ワーキングメモ

リー機能と自己制御機能こそ，言語的知性・絵

画的知性・空間的知性・論理数学的知性・音楽

的知性・身体運動的知性・社会的知性・感情的

知性を統括する超知性としての「自我」機能そ

のものであると考え，この機能を担う前頭連合

野の発達を意識した教育の重要性を指摘した。

ところで，go／no―go課題は，体育学の領域

では，正木らによって健常児の発達指標として

用いられ，１９６９年から幼児～中学生を対象に横

断的な調査５）８）１９）が行われてきた。寺沢らは，日

本及び中国における一連のgo／no―go課題実験

の調査結果をまとめ，１）日本の子どもの前頭

葉機能が１９８０年ころから幼児化傾向を示し始め

ていたのではないか，また，２）その一要因と

して，外遊び・群れ遊びの減少による身体運動

量不足・コミュニケーション不足があるのでは

ないか，という推測を示した１９）２０）。この推測は，

外遊び・群れ遊びの持つ豊富な運動性と相互コ

ミュニケーション体験を子どもの生活に組み込

むことによって，前頭葉機能の発達が促される

可能性を示唆している。

しかし，キャンプなどの体験が，子どもの前

頭葉機能に及ぼす効果を認知脳科学の知見を背

景に実験的に調べた研究はこれまでなかった。

そこで本研究では，身体運動や相互コミュニ

ケーションの体験が準備されたキャンプを実施

し，その前後で子どもたちのgo／no―go課題に

対する反応を調べた。まず１９９８年夏に，小学

３・４年生を対象にした４泊５日のキャンプを

実施し，その前後でgo／no―go課題実験を行

なった。その結果，キャンプ体験が前頭葉の抑

制機能に好影響を与えることが示唆された１）。

さらに１９９９年夏には，３１泊３１日の長期キャン

プに参加した小学４年生～中学２年生を対象

に，その前後でgo／no―go課題実験を行なった。

もし，このキャンプ体験によっても，go／no―

go課題の遂行が改善されるなら，キャンプ活
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動が前頭葉機能に及ぼす肯定的な影響が推測さ

れ，野外教育活動の成果として興味深い知見が

得られると我々は考えた。また，４泊５日の

キャンプに比較して３０泊３１日のキャンプが，参

加者の前頭葉機能に対して好影響を与えるなら

ば，キャンプの長期化を推奨できることになろ

うと考えた。

Ⅱ 研究方法

１ キャンプ内容及び被験者

キャンプは，国際自然大学校の主催で，１９９９

年７～８月に山梨県長坂町の国際自然大学校日

野春校キャンプ場をベースに実施された。キャ

ンプ期間は３０泊３１日である。キャンプ参加者

は，小学４年生～中学２年生２０名（男子１０名，

女子１０名）であった。キャンプは６日～１０日間

の４つのステージからなり，第１ステージは，

コミュニケーション作りを重視し，アイスブレ

イキング，ツリーハウス作り，クラフト，川遊

び，冒険体験などを行った。第２ステージは，

身体を使った挑戦体験を重視し，マウンテンバ

イク乗り，ビバーク体験などを行った。第３ス

テージは，人間関係の中での挑戦と協調をテー

マとし，近隣の民家での宿泊，グループごとの

自主企画によるキャンプ運営などを行った。第

４ステージは，挑戦できる自己の確認を目指

し，冒険体験，八ヶ岳縦走などを行った。

go／no―go課題実験は，キャンプ初日とキャ

ンプ最終日に実施した。参加者および保護者に

は，本実験の目的と方法を事前に知らせ，実験

協力の同意を得た。実際の被験者は，キャンプ

前後の実験に参加できた１９名（男子１０名，女子

９名）である。

２ go／no―go課題実験

本研究におけるgo／no―go課題実験は，光の

刺激を弁別しゴム球を握る実験とし，３種類の

実験を行った。最初の実験では，「赤いランプ

がついた時，ゴム球を握って下さい。」という

指示を与え，約３回の試行を行ない，被験者が

指示及び反応の仕方を理解したことを確かめた

後，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）。形成実験終了後，

「今度は赤いランプと黄色のランプをつけま

す。赤いランプがついた時，ゴム球を握って下

さい。黄色いランプの時は，ゴム球を握らない

で下さい。」という指示を与え，約３回の試行

を行ない，被験者が指示及び反応の仕方を理解

したことを確かめた後，刺激を３～６秒間隔

で，赤い光と黄色い光ともランダムに０．５～１．５

秒間ずつそれぞれ１０回呈示した（分化実験）。

分化実験終了後，「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下

さい。赤いランプの時は，ゴム球を握らないで

下さい。」という指示を与えた。指示理解の確

認，刺激の間隔・順序・呈示時間，及び試行回

数は分化実験と同様とした（逆転分化実験）。

なお，ゴム球の反応は，圧センサーを介して

アナログ信号化し，ランプ点灯を示すイベント

マークと共に，記録紙上に記録した。

３ go／no―go課題実験の分析

被験者の光刺激に対する反応は，まず，１）

反応の有無，２）潜時（刺激から反応までの時

間），３）反応の形，から刺激に対する反応と

して正しいか否かを判定した。次に，各被験者

の分化実験時及び逆転分化実験時の間違いの回

数を，go課題時，no―go課題時に分けて集計し

た。キャンプ前後で間違い回数に差があったか

どうかの統計学的検定は，ペアT検定を用い

た。

ところで，正木らの一連の研究５）８）１９）における

go／no―go課題実験の分析は，間違い回数を直

接分析するのではなく，間違いのパターンから

被験者を「型」に分類した上で行なっていた。

そこで，本実験の結果と正木らの研究との関連
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を見るために，正木らの基準５）に従って被験者

の間違いパターンを，１）不活発型（分化実験

で，no―go課題の間違い３回以上，かつgo課題

の間違いがある），２）興奮型（分化実験で，

no―go課題の間違い３回以上，かつgo課題は間

違わない），３）抑制型（分化実験で，go課題

の間違いがある，かつno―go課題の間違いは２

回以下），４）おっとり型（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go課題の間違いが

あるか，no―go課題の間違いが３回以上），５）

活発型（分化・逆転分化実験とも，no―go課題

の間違いは２回以下，かつgo課題は間違わな

い）に分けた。なお，キャンプ前後で型の分布

に差があったかどうかの統計学的検定は，χ２

検定及びマクネマー検定を用いた。

Ⅲ 結 果

１ 間違い回数の変化

表１，２に，キャンプ前後の分化・逆転分化

各実験におけるgo課題時の間違い回数，及び

no―go課題時の間違い回数を示した。go課題時

の間違い回数は，キャンプ前後で有意な差が認

められなかった。しかし，no―go課題時の間違

い回数，すなわち握るべきでないときに握って

しまう間違いの回数は，分化実験・逆転分化実

験時ともキャンプ前に比較してキャンプ後で有

意に減少していた。

両キャンプを比較すると，キャンプ前で

は，４泊のキャンプの被験者に比べて３０泊の

キャンプの被験者で，分化実験のno―go課題時

の間違い回数が多い傾向にあった。さらに，逆

転分化実験のno―go課題時の間違い回数が有意

に多かった（p＜．０５）。キャンプ後では，有意

ではないが，３０泊のキャンプの被験者の方が，

no―go課題時の間違い回数が少ない傾向にあっ

た。

２ 型の変化

表３は，３０泊のキャンプ前の型と，キャンプ

後の型のクロス表を示している。キャンプ前

は，不活発型２人，興奮型８人，おっとり型４

人，活発型５人であったが，キャンプ後では，

不活発型０人，興奮型３人，おっとり型４人，

表１．３０泊３１日キャンプ前後の平均間違い回数

（回数の平均値±標準誤差）

３０泊３１日キャンプ（N＝１９） キャンプ前 キャンプ後 検 定 結 果

分化実験go課題（１０回） ０．１１±０．０７ ０．０５±０．０５ NS

分化実験no―go課題（１０回） ２．９０±０．５２ １．３７±０．３１ p＜．０１

逆転分化実験go課題（１０回） ０．２１±０．１２ ０．２１±０．１２ NS

逆転分化実験no―go課題（１０回） ３．７４±０．６０ １．４７±０．３８ p＜．００１

表２．４泊５日キャンプ前後の平均間違い回数

（回数の平均値±標準誤差）

４泊５日キャンプ（N＝３９） キャンプ前 キャンプ後 検 定 結 果

分化実験go課題（１０回） ０．０±０．０ ０．０３±０．０３ NS

分化実験no―go課題（１０回） ２．５０±０．２１ １．７５±０．３０ p＜．０５

逆転分化実験go課題（１０回） ０．０３±０．０３ ０．１１±０．０７ NS

逆転分化実験no―go課題（１０回） ２．２８±０．２６ １．５０±０．２８ p＜．０１
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活発型１２人となった。５×５のクロス表では有

意な差は認められなかった。しかし，活発型か

否かで有意な差が認められた（p＜．０５）。すな

わち，キャンプ前後で活発型が有意に増え，興

奮型が減る傾向にあった。キャンプ前後で，

「不活発型」→「興奮型」→「おっとり型」→

「活発型」という発達パターン６）１８）２１）４）が見られ

た。

表４に比較のため，４泊５日のキャンプ前の

型とキャンプ後の型のクロス表を付した。キャ

ンプ前後で，「不活発型」→「興奮型」→「おっ

とり型」→「活発型」という発達パターンに反

した者が４名いた。そのうち３名は「おっとり

型」である。４泊５日キャンプの「おっとり型」

９名は，３名が発達パターンに逆行し，３名は

変わらず，３名が「活発型」化した。３０泊３１日

キャンプの「おっとり型」に，発達パターンの

逆行は見られなかった。

３ キャンプ前の型別に見たno―go課題の間違

い回数の変化

表５及び表６は，３０泊キャンプ及び４泊キャ

ンプにおける，キャンプ前の型別に見た時の分

化実験・逆転分化実験をあわせたno―go課題の

間違い回数の変化を示した。

３０泊３１日のキャンプでは，興奮型，おっとり

型に有意なno―go課題の間違い回数の減少があ

り，不活発型，活発型にも減少傾向があった。

また，４泊５日のキャンプでは，活発型，興奮

型に有意なno―go課題の間違い回数の減少があ

り，おっとり型にも減少傾向があった。なお，

両キャンプを比較すると，３０泊３１日のキャンプ

表３．３０泊３１日キャンプ前後の型の変化（人，N＝１９）

前＼後 興 奮 型 おっとり型 活 発 型 合 計

不 活 発 型
１ １ ０ ２

（１０．５％）

興 奮 型
２ １ ５ ８

（４２．１％）

おっとり型
０ ２ ２ ４

（２１．１％）

活 発 型
０ ０ ５ ５

（２６．３％）

合 計
３

（１５．８％）

４

（２１．１％）

１２

（６３．２％）

１９

（１００％）

表４．４泊５日キャンプ前後の型の変化（人，N＝３６）

前＼後 不 活 発 型 興 奮 型 おっとり型 活 発 型 合 計

興 奮 型
０ ４ ３ ９ １６

４４．４％

おっとり型
１ ２ ３ ３ ９

２５．０％

活 発 型
０ １ ０ １０ １１

３０．６％

合 計
１

２．８％

７

１９．４％

６

１６．７％

２２

６１．１％

３６

１００％
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の方が，キャンプ前にno―go課題の間違い回数

が有意に多く（p＜．０５），キャンプ後では，有

意な差は見られないものの３０泊３１日のキャンプ

の方が，no―go課題の間違い回数が少ない傾向

にあった。

Ⅳ 考 察

本実験の結果を見ると，キャンプ前後でgo

課題時の間違い回数に変化は見られなかった

が，no―go課題時の間違い回数が有意に減少し

た。このことから，十分な身体活動とコミュニ

ケーション体験を含むキャンプ活動は，参加者

の注意機能，ワーキングメモリー機能，抑制機

能を向上させたと推測できる。

しかし，no―go課題の間違い数の減少は，

キャンプ前の一連の実験をキャンプ後に再び繰

り返したことによる単なる学習効果である可能

性もある。このことについては，４泊のキャン

プでは，実験の繰り返しによる効果の排除をね

らい，preテストをキャンプ２週間前に設定し，

pre―postテスト間に１８日の期間を置いた。また

３０泊のキャンプでは，pre―postテスト間に３０日

の期間があった。さらに，両キャンプとも一種

の練習課題として形成実験を行ない，分化実

験・逆転分化実験前にそれぞれの課題の練習を

行なうことで，被験者本来のパフォーマンスが

得られるよう配慮した。もし，実験の繰り返し

の効果がキャンプの効果を上回るとすれば，

pre―postテスト間が短い４泊キャンプの間違い

数の減少が大きくなるはずである。しかし実際

は，pre―postテストの間が長い３０泊キャンプの

方が，no―go課題の間違い数の減少が大きかっ

た。したがって，一連のキャンプ実験でのno―

go課題の間違い数の減少は，単なる学習効果

であるとは言えない結果となっている。

また，４泊キャンプでは，「不活発型」→「興

奮型」→「おっとり型」→「活発型」という発

達パターン６）１８）２１）４）に反した者が４名いたが，３０

表５．３０泊３１日キャンプのno―go課題における間違い回数の平均値と

標準偏差（２０試行中）

３０泊３１日キャンプ前

の型（人数）
キャンプ前 キャンプ後

キャンプ前後の

ペアT検定結果

不活発型（２人） ９．５±０．７ ５．５±０．７ NS

活発型（５人） ２．０±１．２ ０．８±０．８ NS

興奮型（８人） ９．８±３．３ ３．８±３．０ p＜．００１

おっとり型（４人） ４．７５±２．１ ２．３±１．７ p＜．０５

全員（１９人） ６．６±４．２ ２．８±２．６ p＜．００１

表６．４泊５日キャンプのno―go課題における間違い回数の平均値と

標準偏差（２０試行中）

４泊５日キャンプ前

の型（人数）
キャンプ前 キャンプ後

キャンプ前後の

ペアT検定結果

活発型（１１人） ２．２±１．３ １．４±１．６ p＜．０５

興奮型（１６人） ６．２±１．６ ３．８±３．７ p＜．０５

おっとり型（９人） ５．４±１．１ ４．６±２．３ NS

全員（３６人） ４．８±２．２ ３．３±３．１ p＜．００１

９２ 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



泊キャンプではいなかった。３０泊キャンプの方

がno―go課題の間違い数の減少が大きかったこ

とをあわせて考えると，３０泊キャンプの方が前

頭葉機能の向上により寄与するものと考えられ

る。特に「おっとり型」では，４泊キャンプの

「おっとり型」９名中，３名が発達パターンに

逆行し，３名は変わらず，３名が「活発型」化

した。しかし，３０泊キャンプの「おっとり型」

には発達パターンの逆行が見られず，「おっと

り型」には３０泊キャンプの効果が大きいと考え

られた。

キャンプ前の「興奮型」の出現率を見ると，４

泊のキャンプで４４．４％，３０泊のキャンプで

４２．１％であった。寺沢らの調査１９）によると，

「興奮型」の出現率は，小学３年生で３０％，４

年生で１７％，５年生で２７％，６年生で５５％，中

学生で３２％であった。この値と比較すると，４

泊のキャンプは，小学３・４年生が対象である

ことから，「興奮型」が比較的多かったと考え

られる。また，３０泊のキャンプでの被験者は，

小学４年生６名，５年生３名，６年生１名，中

学１年生７名，中学２年２名であり，やはり

「興奮型」が比較的多かったと考えられた。寺

沢らの調査が，日本の当該年代を代表するもの

とは言えないが，本研究の「興奮型」の出現率

を他の一連の調査５）８）１９）における同学年及び他の

学年と比較しても，高率であることを考慮する

と，本研究の被験者集団は「興奮型」を多く含

む集団と考えられる。

このような被験者に，十分な身体活動とコ

ミュニケーション体験が準備されたキャンプ活

動を実施したところ，「興奮型」が減り，３０泊

キャンプでは１５．８％，４泊キャンプでは１９．４％

となった。これに伴い，「活発型」の比率が，３０

泊キャンプでは２６．３％から６３．２％，４泊キャン

プでは３０．６％から６１．６％へと増加した。寺沢

ら２０）は，主に１９８４年の中国での調査と１９９８年の

日本での調査（go／no―go課題実験と生活調査）

を比較し，日本では，少子化・核家族化・外遊

び環境の危険度増大・内遊びの充実によって，

外遊び・群れ遊びが減少し，運動量不足と相

俟って他者とのコミュニケーション体験の不足

が生じ，「不活発型」→「興奮型」→「おっと

り型」→「活発型」という発達過程６）１８）２１）４）の成

立に時間的な遅れが生じたと考えた。十分な身

体活動とコミュニケーション体験を含むキャン

プ活動によって，「興奮型」が減り「活発型」

が増えたことは，現在教育の課題となっている

「心の教育」のあり方を検討する上でも意義深

いことと思われる。

自発的な運動が脳の発達を促すという報告７）

や，運動量不足及びコミュニケーション体験の

不足が，前頭葉機能の遅れを生じさせたという

寺沢の仮説２２）をあわせて考えると，行動制御の

障害の素因を持つ者に限らず，いわゆる健常児

の場合でも，チャレンジ体験を重ね，他者と出

会い共同で課題解決を行ない，何かに挑戦でき

る自己を見い出していくことが，社会的知性や

自我機能の発達にとって重要であると思われ

る。本研究で，「興奮型」「おっとり型」に限ら

ず，４泊キャンプの「活発型」でもno―go課題

の間違いが有意に減少し，３０泊キャンプでも間

違いの減少傾向が見られたことは，キャンプ活

動の新たな効果を示唆するものと言えよう。

キャンプ活動は，子どもたちに自然の中での

活発な身体活動の機会，人間同士の密接なふれ

合いの機会，さらには未来に挑戦できる自己を

発見する機会を提供する。こうした機会が，脳

機能，特に前頭連合野の抑制機能の発達に寄与

し，さらに前頭連合野に何らかの構造的な望ま

しい変化を生み出す可能性を示している。また

その効果は，長期的なキャンプの方がより高い

ことを示唆するものと考える。
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