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論文要旨：ブロック型知育玩具におけるユーザ評価項目の検討  

-研究内容の要約	

	

	 本研究はブロック玩具における知育玩具としての評価項目についての研究であ

る。世間では知育玩具という言葉がありふれているが、どういった物が知育玩具と

呼ばれるのかはっきりとした区別は無い。だがもし知育玩具を知育玩具としている

要素がどのようなものであるか明らかにできれば、よりよい教育玩具の開発や評価

の指標にもなるはずである。	

	今回は知育玩具の中でも歴史が古く、一般的であるブロック玩具に集中し、知育

面でのユーザ評価とはどのようなものか論じていく。	

	 本研究の目的は知育玩具としてのブロック玩具にはどのような評価項目がある

のかを明らかにする。	

	 今回の研究対象となるのは積み木や組み立て式のブロック型玩具である。これら

を本研究では「知育ブロック」と置く。（※詳しい「知育ブロック」の定義は本文

の序論を参照。）	

	 ブロック玩具は も代表的な知育玩具である。知育玩具とは知育を目的とされた

玩具である。よって知育玩具はそれによって学習や発達の補助をするという役割と

同時に玩具としての楽しさが求められる。	

	知育玩具を決定づける重要な要素はユーザがそれを通して学習的な機会と楽しさ

を得られる可能性があるかどうかである。また、正確にいえば知育玩具の教育性は

玩具そのものに内在しているものではない。教育性は玩具を用いるときに玩具と人、

人と人との関係性の中に生じるのである。知育玩具のユーザ評価をするためには、

玩具の重要な特性を理解しなければならない。すなわち玩具の教育性には形式的教

育性と具体的教育性があるということと、玩具の主要な機能は行動を誘発すること

だということである。	

	ブロック玩具の具体的教育性とは主に創造性を養うことである。	

	 今回到達した評価項目によると創造性を発揮できるブロック型玩具は抽象性が

高いものであり、遊びの自由度が高いことが必要である。創造性の高いブロックと

は積み木の場合フレーベルの恩物のようなシンプルな形状のものである。組み合わ
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せ型ブロックの場合、組み合わせの選択肢が多いほど自由度が高いと言える。	

	 良い知育ブロックの評価項目として、基尺が揃っていることと、指定の安全基準

を満たしていることが挙げられる。その他の項目は与えたい教育性によって異なっ

てくるが、ブロック玩具の特徴とその教育性は関係性が強く、大まかな分類が可能

である。また、環境や発達段階によって良い知育玩具というものの定義は異なって

くる。そのため、子どもの教育性を期待するなら大人は子どもの発達段階を理解し、

適切な形で遊びに関わる等、玩具を与える上での工夫が必要になる。
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Research Main Title  

-Subtitle 
Summary	  

This is a thesis about the evaluation item about the intellecutual block toys. There are a lot of 

intellectual toys in the world. But what are intellectual toys? If I can be understood what that is, 

a better intellectual toys can be developed. and I be able to make the evaluation item of the 

intellectual training toy. I concentrate in a block toy in this thesis. because block toys have a 

history and general in the intellectual toy. One of the big roles of the block toy is to bring up the 

invention of children. I realized block toys that can bring up the invention of children are 

abstract and they can play in various ways. It's the evaluation item of the good intellectual 

block that has a standard size and that a safety standard of designation is satisfied. Adults 

should understand development stage of their child individually and play with them 

appropriately.
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１．序論	

 

１．１背景	

	

１．１．１研究の動機	

本研究はブロック玩具のユーザ評価項目についての研究である。	
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	 本研究の目的は知育玩具という観点において優れたブロック玩具とはどのよう

なものであるかを論じる。また、もし知育におけるブロック玩具を評価する基準が

あるとするなら、その評価項目にはどのようなものがあるのか導きだすことを目的

とする。	

	 筆者がブロック玩具の制作をして行く中で、ブロック玩具は親が子どもに与える

も代表的な玩具であり、発達の補助を目的として幼児や発達障がい児に遊ばせる

ことも多いということを知った。そしてブロック玩具の中にも知育に向いているも

の、向いていない物があるとすれば、その差異はいったいどのような点によって生

じてくるのだろうかと考えるようになり、本研究が始まった。	

	

１．１．２知育玩具のとらえられ方	

	 フレーベルの教育論に端を発し、日本でも明治時代より玩具によって幼児の成長

をはかる試みが行われてきた。現在それは保育施設にとどまらず、家庭や学校、ま

た 近では通信教育の教材として使われる事もある。	

	 知育玩具や学習玩具と呼ばれる物は多いが、これらは玩具という名はつくものの、

他の玩具とはどこか区別されている。例えば知育玩具、ベビー玩具という名称で売

られている物は揃って「発達」や「安全」という文字を強調していたり、一歳毎の

区切りのかなり限定的な対象年齢を明示していたりする。また、単なる娯楽として

ではなく、学習効果が期待されているというのは玩具としてはかなり際立った点で

ある。	

	 しかし、知育玩具という言葉がある程度定着していても、どういった物が知育玩

具と呼ばれるのかはっきりとした区別は無い。だがもし知育玩具を知育玩具として

いる要素がどのようなものであるか明らかにできれば、よりよい教育玩具の開発や

評価の指標にもなるはずである。	

	 今回は知育玩具の中でも歴史が古く、一般的であるブロック玩具に集中し、知育

面でのユーザ評価とはどのようなものか論じていく。	

	

１．１．３.本研究におけるブロック玩具の定義について	

	 本研究におけるブロック玩具とは小型の部品を組み合わせ、いろいろな造形がで
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きる玩具を指す。積み木のほか、©LEGO ブロックのようなブロック同士を接続でき

る機能を持ったものも含まれる。また、部品を自由に組み合わせて遊ぶ目的の物を

指す。（したがって、本研究ではプラモデルやパズルのように部品同士をユーザ自

身で組み合わせられても、完成形が予め定まってしまっている物はブロック玩具に

は含まない。）	

	 なお、ブロック玩具の中には特定の完成形が提示された上で、それを作るための

ブロックがセット販売されていることがある。そのような場合であっても完成形を

構成するブロック同士がほぼ全て互換し、自由に組み替えられる場合はブロック玩

具として扱う。（これらの例は©LEGO ブロックシリーズ、©ナノブロックシリーズ等

である。）また、組み合わせた場合に立体的な広がりを持つもののみを今回はブロ

ック型玩具と定義する。そのため、モザイク用の玩具やチェーン型の玩具のように、

組み合わせ方向が平面方向のみである場合は遊び方の本質が異なってくるため、ブ

ロック型玩具とはみなさない。	

	 本論文内で積み木とそれ以外のブロック玩具を区別する場合には、積み木以外の

ブロック玩具のことを「ブロック」と表記する。	

	 本研究では知育玩具としての意味合いでのブロック玩具全般の総称を知育ブロ

ックということがある。	
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２．本論	

	

	知育ブロックの評価項目を具体的に検討する前に、まず一般的に知育玩具の評価

項目つまり知育玩具に求められる機能や性質について明らかにしなければならな

い。	

	

２．１知育玩具とは	

	

２．１．１知育玩具の誕生背景	

 

	 知育玩具の評価項目とその誕生目的は深い関わりがあるはずである。そこでまず、

誕生の背景に触れていく。	

	 そもそもこの知育玩具という言葉は造語であって、国語辞典にも登場しない。知

育玩具という言葉の歴史はフリードリッヒ・フレーベル(1782-1852)の幼児教育の

ために開発した教育遊具(Erziehungsspielzeug)やハーバード・スペンサーの『教

育論』に代表される「知育論・徳育論・体育論」(1820-1903)から始まる。教育玩

具や学習玩具などと呼ばれることもある。中でもあらゆるブロック玩具の元になっ

た積み木(Bauklotz)は も古い教育玩具の一つである。	

言葉や数式においてではなく、実物を用いた教授法はハインリッヒ・ペスタロッチ

（1746-1827）の実物教授（Methode）ですでに実践されていた。その影響を受け、

フレーベルも教育の中で実物を用いている。フレーベルの教育法は実物を使ってい

るという点は既存の実物教授に似通っている。だが、その目的は当時のどの教育者

の間で行われていた教育とも異なっていた。それは何かを教え込ませるためではな

く、児童の中に潜む潜在的な（または神的な）能力や可能性を開くことに重きをお

き、幼児の人間性や情操の教育を目的としているという点からである。ペスタロッ

チの実物教授は人々が自然や世界について知ることで「自らを助けるよう導く」(今

井 2009)1ものであり、子どもを正解に導くことを目的としていた。	

	 	 知育の辞書的な定義によると、知育とは「知的能力、さらには知的探求の意欲

の発達を目指す教育。」（藤田 1982）2と定義されている。また、辞書を調べると知
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育の項の中で知的能力のことを推理力、記憶力、判断力等と定義している。	

以上から知育玩具の評価基準について関わりがありそうないくつかの点がまとめ

られた。	

辞書によると、知育における知的能力とは推理し、記憶し、判断する力のことであ

る。そうすると、知育で目指している能力の発達とは、能力面と精神面に分けられ

ることになる。ここから、知育玩具とは知識を植え込むための学習補助の道具とは

やや毛色が異なっていることがわかる。	

	

２．１．２実物教授	

	 実物教授とは、言葉で理解させるのではなく、実物を見たり体験したりといった

五感を刺激するような方法が本来であった。しかし、実際の教育の現場ではそれが

正しく理解されず、実物性との脈絡の無い、単なる教え込み授業と化していってし

まったのが実際のようである。	

そこから考えると、フレーベル自身は実物教授に対して、完全に肯定的だった訳で

はないようである。この教育に疑問を持ったフレーベルは教育の目的から正さねば

ならないと考え、以後、人間教育を始める。	

	 フレーベル自身は「教育の方法は教育の目的から導きださねばならず、さらにそ

の目的自体は、人間の使命と本質の実現についての理論によって普遍妥当な物とし

て根拠づけられなければならない。」3という考えを持っていた。フレーベルがいう

「人間の使命と本質の実現」とは人間の中にある神的な性質を活動、実現すること

が人に課せられた使命であり、本質であるということである。	

（今井 2009）はフレーベルの基本理念とは・・・[略]したがって人間も含めてこ

の世のあらゆる諸事物には、自己の内なる神的な本質を表現し、顕現することが使

命として課せられている。」という考え方であると述べている。	

つまり恩物とは神から賜った子供たちが持つ神的な可能性を表現するための「真理

へと導く手だて」（今井 2009）であると説明している。	

しかし、フレーベルは、人間が神的なものを自由に表現できるようになるためには

「それを自覚し、その実現に向けて自由な決断に基づいて努力しなければならない」

4という考えを持っていた。また、人間は生まれついて無垢であるため、人間の中
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の神的性質を正しく表現できるように導くことこそが教育のあるべき姿であると

いう考えが根底にあった。	

	フレーベルは『人間の教育』の冒頭で人間が神的な性質を実現するという目的か

ら導きだされた教育の方法とはどのようなものか述べている。その方法とは「受動

的、追随的」な教育をすることである。「命令的、規定的、干渉的な教育」は人間

の善なる純粋さを欠いてしまうものであるため、子どもに知識を教え込むことに関

して強く批判している。実物教授を間違って理解した教師たちの教え方はまさに

「命令的、規定的、干渉的な教育」であったであろう。この逆にあたる「受動的、

追随的」なフレーベルの「教育の方法」が知育玩具の元となる「教育遊具」を誕生

させたのである。	

	 知育玩具の元になった教育遊具の目的は、子どもの潜在的な創造的能力とその欲

求を引き出すことにある。そのためには受動的、追従的な方法が必要であり、それ

が玩具による教育に代表される。	

	

２．２評価において区別すべき事柄①	

	

	 知育玩具の評価項目について論じるうえで、注意が必要な点がある。	

まず、玩具の効果は玩具の用い方によって変わってくるという点である。また、玩

具のユーザ評価項目は玩具全般に共通する項目とそれぞれの玩具で異なる項目が

あるという点である。	

	

２．２．１使い方	

	 玩具の語源は「もちあそぶもの」である。玩具の主要な役割はこどもが遊ぶのを

誘うことである。そのことから遊びとおもちゃは切っても切れない関係にあり、遊

び方が玩具の教育性を決定づけるのである。児童文化研究者の永田桂子は『乳幼児

玩具の機能についての評価に関するー考察』（１９８８.５）で、そのことについて

述べている。「遊び方、いいかえれば玩具の用いられ方（用途）によって教育性が

生み出されるのである。この点から玩具の用途と機能は不可分のものとなってく

る。」5	
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「玩具の用いられ方」とは、まずその玩具を使ってどのような趣向の遊びをするか

が挙げられる。例えば紙一枚をとっても紙を破いて遊ぶのと折り紙をして何かを作

り上げるのでは、遊びの種類が全く異なる。というのも、遊びというのは玩具の中

に内在しているものではないからである。おもちゃそのものはあそびを誘発するも

のであり、遊び方自体は模倣や自身の経験に基づいてするものである。	

	

２．２．２関係性と人数	

	 また、「玩具の用いられ方」とはただ単純に紙を破るか折り紙をするかといった

ような動作の違いだけではない。玩具を用いるときにユーザが何と、または誰と関

わるかということも重要である。	

	 仲谷(2011)の論文の『２．あそび材とおもちゃの意味するところ』の中で子ども

とおもちゃ、人との関係性について次のような例を挙げている。	

	

「幼い子どもがいつおもちゃを手にするようになるかと言えば、次のよう	な経過

をたどるに違いない。	◦まずは母親自身と遊ぶ。親の愛情と工夫された楽しい愛情

表現が、子どもにとっての 高の遊びである。	◦母親の腕のなかに抱かれながら、

関心は母親ではなく他の子どもへと移っていく。母親の手から離れて、友達のもと

へ走りだすとき、子どもの手に渡されたものは、おもちゃである。おもちゃを持っ

て自由に仲間と遊ぶようになる。」	

	

これらの例から考えると玩具は人に関係性を持たせるためのきっかけとなり、子ど

もを外の世界とつなぐ媒体となるのだ。	

	 ここで注目したいのは玩具によって子どもが教育されるのではなく、玩具と子ど

もとの関係性、また玩具を介して得られる他者との関係性によって子どもが学習の

機会を得るということである。もちろん、遊ぶときに子どもが何との関係性をもっ

ているかによって与えられる影響も違う。	

一人で遊ぶのか、複数で遊ぶのかによって得られる物は大きく違うのである。	

	 複数人で遊ぶ場合もいくつかに分けられる。幼児を例にとった場合に考えられる

のは１.他の幼児と遊ぶ２.保護者等の大人と遊ぶ	 等の他、子どもの年齢、一緒に
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遊ぶ子どもの年齢や人数など、様々な状況が考えられる。	

	 特に大人が介入する場合としない場合では大きく違ってくる。	

とりわけ学習玩具の場合、子どもの発達段階よりも複雑な大人による指導が必要と

される。	

	

２．２．３全般の評価と個別の評価	

	 明治時代を代表する児童心理学者である倉橋惣三（1882	–	1955）は玩具の教育

性を考える上での重要なアプローチについて述べている。それは「玩具の教育性に

就いては、分けて考へなければならぬ二つの方面がある。一つは、その個々の玩具

の持つ教育的價値であり、もう一つは、玩具全體に通じての教育性である。」6とい

うことについてである。	

	 特定の玩具の持つ教育性については全ての玩具に共通するわけではない。という

のも、玩具によって様々な教育性があるからである。よって、知育玩具の評価項目

については全体に通じる項目とその玩具にのみ当てはまる項目、つまり本研究では

ブロック玩具の評価価値であるが、それらを分けて論じなければならないのである。	

倉橋は玩具全般の教育性を「形式的教育性」個々の玩具の持つ教育性を「具體(体)

的教育性」と呼んでいる。	

	 ブロック玩具特有の「具体的教育性」については後述するとして、まず、玩具の

「形式的教育性」について考えていく。そのために、まずはそもそも玩具とはどの

ような特性を持っている物なのか論じなければならない。	

	

２．３玩具の基本的な要素	

	

２．３．１玩具の形式的教育性①—楽しいこと	

	 知育玩具とは知育を目的とした玩具のことであり、知育とは「知的能力、さらに

は知的探求の意欲の発達を目指す教育。」（藤田 1982）7と定義されている。知育と

は H.スペンサーの教育論に代表されるとおり、徳育、体育に並んで重要視される

教育思想である。では知育を目的としてつくられた知育玩具の主要な目的は教育に

あるのだろうか。であるとすれば、知育玩具と教材の違いはどこにあるのであろう
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か。	

倉橋の考える玩具の定義は一般の玩具のみならず、知育玩具の定義についても重要

な見解を示している。	

	 倉橋は「玩具とは何ぞや。」という問いに対して「子どもから見れば、天下一切

のものが抑々始めから玩具なのであるらしい。」8と答えている。その理由として、

倉橋は遊びの定義に関して「如何に教育的であつても、子どもに樂しくなければ、

それは全然、遊びでなく、遊びとしての何らの價値をもたないのである。その興味

性と教育性との一致融合のところに、子どもの遊びの本義がある。・・・[中略]・・・

同様に、玩具においても亦然りである。玩具の教育性といふことゝ、決して對立的

のことでないのみならず、離れては存立しない問題である。子どもにとつて樂しく

ない玩具は玩具でないからである。」と述べている。	

	 玩具とはなんなのかという問いに関して言えば、子ども（ユーザ）にとって楽し

いものであればなんでも玩具なのである。つまり本来的な意味での玩具とは玩具と

して作られたものであるかないかに関わらない。それが玩具であるかどうかはユー

ザ自身が決めることなのである。倉橋が述べるように楽しいと思える要素は玩具の

教育性とは不可分のものである。	

	

２．３．２玩具の形式的教育性②—触れて関わること	

	 また、玩具を定義するうえでの他の重要な要素について倉橋(1961，永田(1988)

の引用による)は次のように述べている。	

	

「	そこで、お伽噺、童謡、絵画悉く子供に取って、本質的におもちやに似たもの

ですが、其等とおもちやを比較して見て、何処にハッキリした区別があるか、共通

点は今申し上げたところですが、何処に相違があるか。之れに対して私は斯う思ふ。

お伽噺、童謡、絵画という類のものは、子供の全我没頭の対象として、又子供の要

求を満足さして行くところの材料として、いづれも抽象的の性質を有って居ります。

事件の経過、思想、感情という様なものが主になつて居る。これに対して玩具は何

処までも具体的な性質を持つて居るものであります。恰も我々大人の生活に於い

て・・・[中略]・・・日常の器具とか道具とかいふ類のものが生活の具体の対象で
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あるのと同じであります。」9	

	

ここで述べられているのは同項で永田も指摘しているとおり玩具の具体的性質や

物的性質についてである。ここで述べられている物質性とは思考よりも動作を通し

て物質と関わることが主体になってくるということではないだろうか。前述した玩

具の語源にあるとおり、玩具が「もちあそぶ」ものであるなら、文字どおり持って

遊ぶといったように積極的に物と関わるということが玩具の本質であると考えら

れる。	

	

２．４知育玩具の場合	

	

２．４．１知育玩具における楽しさと物質性	

	 	 前述したとおり、玩具が玩具たりうるためには、楽しいことが不可欠であり、

それによって玩具の「本義的価値」がはかられる。それは玩具と教材の違いについ

ても同様である。	

では、知育玩具においての価値は楽しいかどうかにのみかかっているのであろうか。	

そうではない。楽しいことはユーザにとってそれ玩具であるかどうかを決定づける

重要な要素であるが、それは一般的に玩具にいえることであり、知育玩具の条件と

しては不十分である。また、楽しいかどうかという判断方法は主観的であり、普遍

的とはいいがたい。例えば同じ玩具を使っても楽しいかどうかはユーザによって異

なるし、その状況や一緒に遊ぶ相手等の環境によっても違ってくる。	

	 多くある玩具の中で、知育玩具を特徴付けている要素として、「おとなの願望」

というものがある。	

	

２．４．２「おとなの願望」という期待	

	 知育玩具には子どもにある種の教育を与えようというおとなの期待が込められ

ているのである。	

	 永田は乳幼児玩具の機能についての論文で玩具の役割について論じており、その

後にこう続けている。「この「役割」という表現の裏には、そうした役割をこの玩
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具に発揮させたいとするおとなの願望がうかがわれる。玩具の教育性は「子どもと

玩具のかかわりあい」に「おとなの願望」が加算されて生まれるといえよう。」10	

つまり知育玩具は教育性を求めている以上、その性質上に「おとなの願望」が加わ

っているはずである。たとえば、大人が子どもに玩具を与えるときに、その玩具に

よって「感受性が育ってほしい」とか「成績が良くなってほしい」などといった期

待がそこにあるのである。そこが知育玩具と他の玩具をわける部分ではないだろう

か。	

	

２．４．３「楽しい」という期待	

	 また、前述した知育玩具における「楽しい」という要素にも同じことが言える。

つまりユーザが楽しむという前提も「おとなの願望」にほかならないのである。	

	 そして知育玩具も当然物質性を持つ。知育玩具の物質性とは玩具がユーザの学習

的活動のきっかけになる可能性を秘めた物体であるという点である知育玩具その

ものがユーザを教育することが無くても、ユーザがそれと能動的、動的関わりをも

つことによって結果的に成長の助けを受ける機会を得るかもしれないのである。	

以上のことから知育玩具とはまず、教育性を期待されたものであり、玩具としての

楽しさも期待されている。また知育活動を誘発し、ユーザの成長の補助に役立つ可

能性を秘めているものである。	

	

２．４．４玩具全般に期待されていること	

	 知育玩具には「おとなの望み」が込められているということを前述した。ではい

ったいどのような望みや期待があるのだろうか。	

	 日本玩具文化財団はスローガンの中で、「おもちゃの力」についてこのように述

べている。	

	

「五感、身体能力、巧緻性など身体の発育を促す。	

創造性、情緒性、そして忍耐力などの精神的な発達を促す。	

家族、友人間などの愛情・信頼の絆を深める。	

社会の仕組み、世の中の常識を感じ理解する。」11	
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	 これらはフレーベルの恩物が遊びのために目指すものと重なる部分が多い。	

「１、自発性を引き出す２、創造性を育てる３、社会性の基礎を養う	

４、身体諸器官およびその機能の発達を促す５、知能の発達を促す６、科学性の基

礎を養う７、集中力を養う８、情緒を安定させる９、美的感覚を養う 10、自分で

片づける習慣を身につける12」	

	

	 以上二つの論から、玩具が子どもの成長に関して期待されている教育性は限られ

たものではなく、多岐にわたっている事がわかる。これらには前述した「形式的教

育性」、「具体的教育性」の両方が含まれているのは明らかである。上記二つの論に

共通する内容として「創造性」がある。ここからは具体的教育性の中でも、全ての

ブロック型玩具に関わる創造性に特に集中していく。	

また、それらのどちらにも含まれないような特性でも大切にするべき項目もある。	

しかしながら、本研究のテーマである、ブロック型知育玩具における評価項目を検

討するには玩具の教育性を明らかにするだけでは不十分である。理由は後述するが、

評価項目を決めるためには、ユーザの発達段階について明らかにしなければならな

い。	

	

２．５評価において区別すべき事柄②	

	

２．５．１発達段階による違い	

「楽しい」という感情は主観的であり、普遍的とはいいがたいと前述した。しかし、

楽しいことにも理由はあるはずである。例えば、どのようなものが好まれやすいの

かを過去の研究における統計から探ることは可能である。	

好みはユーザの年齢や発達段階に深く関係している。玩具の種類によって具体的な

教育性が変化することと同様である。	

発達段階とは幼児期等、他の年齢時期とは異なる特徴を持った年齢時期のことをい

う。各発達段階によって、身体、精神、感情面での特徴が異なってくる。そのため、

子どもに玩具を与えるうえでも、子どもの発達段階をよく理解しておくことが必要
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である。	

	

２．５．２	 ０か月児と２４か月児の例	

	 例えば、０歳児初期は物の形状よりも色のコントラストに敏感に反応する。手の

動きの精密性は低く、握る、引っ張る等が基本動作になってくる。物語や世界観を

創造する能力が発達していないため、一人では長く遊べない。大人に遊んでもらう

ことを求める。物をよく口に入れる。	

このような特徴から、遊べるおもちゃや楽しめるおもちゃを選別することができる。

そこから考えられる０歳児初期の子どもにとって楽しみやすい玩具の特徴とは、色

のコントラストの強く、興味を引きやすいこと、握ったり引いたりしやすい形状と

重さであること、短時間で遊べること、親子で遊べること等が考えられる。具体的

にそれに該当するおもちゃとして色鮮やかなモビールやクーゲルゲッテ（触れられ

る距離に吊るすタイプのおもちゃ）等が挙げられる。	

逆に避けるべきおもちゃは誤飲の恐れがある小型玩具である。	

以上のような０歳児の発達段階の身体的、情緒的特徴から、０歳児が楽しみやすい

おもちゃや、与えるべきおもちゃ、避けるべきおもちゃを判断することができる。	

しかし発達段階が進むと、評価する項目も変化してくる。	

例えば１歳児（１２か月）の発達段階に注目してみる。	

１２か月の子どもになると歩けるようにもなり、手がより自由に使えるようになる。

より重たい物を運べるようになる。指で物をつまんだり、狙いを定めて物を投げる

等の動作ができるようになる。また、楽しむものもそれと同様で、物を投げたりと

りだしたりを好むようになる。身体機能の発達に伴い、子どもの興味も変化してく

るため、当然与えるおもちゃも０歳児とは違ってくる。	

岩城(2012)によるとこの時期に与えると良いのは単音の手押し車や打楽器、柔らか

いボール等である。13	

また、同じ玩具であってもユーザの発達段階によって遊び方が変わってくる。	

「プラステン©」という玩具を例に挙げる。プラステンは棒に木製のリングをさし

て遊ぶ、いわゆる棒さし遊びのおもちゃである。	

「あかちゃんのおもちゃ」（岩城 2012）には発達段階に応じた遊び方が記されてい
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る。多少長くはなるが、発達段階と遊び方の変化がよくわかる。以下がその遊び方

マニュアルである。	

	

「①0 か月からの赤ちゃんには、リングをひもで通してベッドにつるし、見たり、

ひっぱったりする遊びに使えます。	

②四か月ぐらいからはガラガラにしたり、歯がためにしたり。	

③八か月頃にはつまむ遊び。	

④つかまり立ちをしたら、机のうえからリングを手で払い落とす遊び。	

⑤入れものから出す遊び。	

・・・[中略]・・・	

⑧十四か月頃から棒にさす遊び。	

・・・[中略]・・・	

⑬三六か月から色をきれいに並べる遊び。	

・・・[中略]・・・	

⑯積む遊び」14	

以上のようにこどもと一口にいっても、発達段階ごとに遊べる玩具や興味を持つ玩

具が変わってくる。また、同じ玩具でも遊び方が違う。遊び方が変われば当然、楽

しみ方も変わってくる。そうすると、発達段階とその遊び方の特徴によってそれぞ

れ違った評価項目をもうけることが必要である。	

	

２．５．３評価項目と評価基準	

先の項で述べたとおり、玩具の評価項目は全てのユーザに同じ項目が当てはまるわ

けではない。発達段階によって当てはまる評価項目は異なってくるのである。	

そこで、発達段階から見る知育ブロックの評価項目を定める。	

	 評価項目についてより明確な物となるように、ここからは発達段階ごとの評価項

目とそれに対応する評価基準をわけて考えていく。	

評価項目とはそれぞれの玩具の評価すべき要素のことである。それに対し、評価基

準とはそれらの要素をどのように評価するべきかという概念である。	

また玩具ごとに具体的教育性（特徴）が違っているため、玩具ごとの評価項目	
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例えば先に述べた 0 歳児初期の発達段階における良い玩具の評価項目は以下のよ

うになる。（以下の項目は評価項目の紹介のための例であるため、仮に定めた項目

であり、評価項目として有益であるかの裏付けはない）	

	

■	乳児向け知育玩具の評価（例）	

・対象	

玩具の種類：棒さし	

年齢：０歳児初期	

予想される反応：色のコントラストに興味を持つ、吊るした状態の物を手で引

く、くわえる	

評価項目：色、形状、素材	

評価基準：簡単に持ち上げられる重さであるか、コントラストのある色を使っ

ているか、口に入れても安全な大きさ、素材であるか、怪我を起こし得る角が

ないか。	

・実際の評価	

項目１.	“プラステン“	

色：白木、赤、青、緑、黄の塗装		

形状：尖った部分はない。無害な塗料を使用。（安全さについては CE 基準によ

る）	

	

項目２.	“●●●“	

色：塗りは無く、木の素材の色がでている		

形状：直径 1.5CM の小さな部品がある。	

	

評価項目として絶対的なものとは言えないが、以上のように場合分けすることは評

価を比較する上で有益であるということがわかる。年齢や発達段階ごとの評価項目

については後述する。	

	

２．６ブロック型玩具における具体的評価項目の検討	
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２．６．１玩具全般についての評価項目	

	 いままで玩具全般に求められる知育的特性（形式的教育性）や玩具の機能、どの

ような要素を区別して評価するべきかについて論じてきた。ここからブロック玩具

の具体的教育性や対象ユーザを具体的に定めて評価項目を設定していく。そこで一

旦今までに挙げた玩具の特性と評価項目について整理していく。 
まず、全ての玩具に共通する機能は運動機能を誘発することである。 
また、玩具の評価項目は条件によって変わってくるため、評価するうえでそれぞれ

の条件を区別する必要がある。区別するべき条件とはすなわち、ユーザの発達段階、

遊ぶ方法、玩具の種類ごとの特徴（具体的教育性等）である。 
しかし、玩具の種類や子どもの状況、遊び方についてはあまりに多岐にわたりすぎ

ており、あらゆる状況を想定して評価することはできない。また、それがゆえに、

全ての状況において知育的に優れた玩具を評価することは困難である。 
	 そのため、本研究ではいくらかの評価項目群を設定し、各評価項目群を評価検証

していく。	

	 まず、ここからは、対象ユーザを「ブロック玩具で遊べる幼児」と限定的に仮定

し、それに対応するブロック型知育玩具の評価項目群を検証していく。（その詳細

と設定方法については[２．６．２〜２．６．６]で後述する。）	

評価項目を決定する条件は大きく、対象ユーザとその発達段階、ブロック型玩具に

求められる特性である。 
	

２．６．２対象ユーザの設定方法①ユーザの年齢層	

まず、対象ユーザについてである。対象ユーザとして考えられるのは０〜５歳の保

育施設に通う年齢の子供たちが含まれるべきである。	

	 対象ユーザについて考慮するべきことは、ユーザの年齢、発達段階、遊び方であ

る。	

まず、ブロック型知育玩具において対象とするべきユーザの年齢に触れていく。知

育玩具の誕生の歴史については本論文の２．１．１と２．１．２で触れたが、フレ

ーベルが教育遊具による授業で重視していたのは就学前の児童の学習であった。本

研究も玩具による知育を研究対象にしていることから、知育の対象とすべきは就学
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前の児童である可能性が高い。	

実際にブロック玩具を使用している子どもは保育施設に入っている年齢層が多い。

例えば２０１０年に実施された保育施設団体 89 団体および保育施設に通う子を持

った保護者 281 人を対象にしたアンケートでは家に積み木がある家庭は全体の８

０％であることがわかった。（図１）	

また、保育施設においては９０％がつみきを購入したことがわかった。	

	 	

図１	 ■所有している木のつみき	子どものいる

家庭（合同会社 teco	LLC	2010 の調査による）15	

図２	 ■所有している木のつみき	 施設（合同

会社 teco	LLC	2010 の調査による）16	

これらのことから、保育施設に入っている子供たちの多くがつみきに触れようとす

れば触れられる環境があることがわかる。	

また、同社が行ったアンケートでは、積み木が保育年齢にある子どもたちにとって

も非常に人気がある玩具であることがわかる。（図３、図４）17	
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図３	 ■子供たちが気に入っているおもちゃ（上位３つ）	子どものいる家庭（合同会社 teco	LLC	

2010 の調査による） 

 

図４	 ■子供たちが気に入っているおもちゃ（上位３つ）施設（合同会社 teco	LLC	2010 の調査

による） 
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いる年齢の子供たちに人気があることを考慮して、本研究の対象のユーザ年齢も彼

らを含めるべきである。保育園の対象になる年齢は０〜５歳、幼稚園の対象は３〜

５歳である。 
 

２．６．２対象ユーザの設定方法②ユーザの発達段階	

	 では、ユーザの発達段階から対象ユーザを見ていくとどうなるだろうか。２．６．

１で、対象年齢を０〜５歳で仮定したが、ブロックを積み上げて遊べることを条件

として考えると、いくつかの条件が挙げられる。一つは両手が自由に使えることで

ある。また、まだ座ることのできない子どもでは自分の手で体重を支えなければな

らないため、ブロック遊びは困難であると言える。また、積み木は組み合わせるこ

とによって遊ぶ玩具なので、手で持った物を狙った場所においたり、はめ込んだり

することができなければ遊べない。個人差はある物の、１１か月ほどになると、こ

れらの発達段階に到達することができる子どもが多い。18 
そこで、 初の評価項目群では、積み木で遊べる幼児（１１か月〜６０か月（５歳））

を中心のユーザとして考える。 
 

２．６．３ブロック玩具の特徴①	

ブロック型玩具の評価項目を検討していくうえで、ブロック型玩具の具体的教育性

を挙げることの重要性について前述した。しかし、厳密にいうと、ブロック型知育

玩具の評価項目は教育性だけにはとどまらない。そこでここからは具体的教育性を

含め、評価項目の決定に必要なブロック型知育玩具の特徴について挙げていく。	

	

２．６．４ブロック玩具の特徴②：対象年齢層の広さからみる創造性の高さ	

ブロック型玩具の特徴として、創造的な遊びができるということが挙げられる。対

象年齢の広さからそれを読み解くことができる。本論２．５．２において、ブロッ

ク型玩具が０〜５歳の子どもに人気があることは明らかになった。しかし、他の年

齢層には触れてこなかった。実はそこからブロック玩具に求められる機能がわかる
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のである。一般に販売しているブロック型玩具には通常、対象年齢が明記されてい

る。	

	 一口にブロック玩具と言っても、積み木とそれ以外の「ブロック」玩具では対象

年齢がやや異なるという仮定から、一旦それぞれをわけて考える。 
	 まず、積み木についてである。ほとんどの積み木は１歳から使うことができるが、

子どもが口に入れることも考慮されており、無害なインクや素材を使うことが多い。

そのため、積み上げることはできなくても、０歳児に与えることができる物も多い。

上限の年齢はといえば、大人向けという触れ込みの非常に難易度の高い積み木もあ

り、扱い的にはインテリアとされるようなものもある。日本では子ども向けの玩具

という印象の積み木だが、海外では建築物を積み木で精巧に再現するという趣味も

少なくない。 
	 「ブロック」は種類によって対象年齢が異なることが多い。例えば、低年齢向け

の「©LEGO duplo」の対象年齢は１歳半〜５歳となっている。対して同社の
「©LEGO	 CLEATOR」シリーズは対象年齢が１６歳以上に設定されている。 
ブロック玩具全体でいうと対象年齢は１歳半以上から、かなり広くの年齢層が遊ぶ

ことを想定されて作られている。 

	 対象年齢が広い理由としては遊び方の自由度の高さが挙げられる。遊びの自由度

が高いため、あらゆる発達段階に対応した遊び方ができるのである。それによって

ユーザをいつまでも飽きさせないのである。 

	 この現象について、和久はブロック型玩具の持つ特性から説明している。和久は

彼の著書「おもちゃから童具へ」(和久 1978）のなかで、古くからある玩具には二

つの種類があると主張している。その一つは具象童具であり、もう一つは抽象童具

である。（注：「童具」とは和久の作った言葉であり、「おもちゃ、玩具、遊具、教

具」19などの子どもの用品の総称である。） 

	 具象童具とは「人間、動物、家、自動車、汽車、食器等を象りミニチュア化した

もの。身近な生活の中の子どもに関心のある具象物である。」（和久 1978）20。つ

まり、なにかしらの具象物の形を模したおもちゃである。 

対して、抽象童具とは「ボール、フープ（輪）、ケン玉、おはじき、コマ、あやと
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り、ヨーヨー、積木など」である。21 

ブロック型玩具は具体的なモデルが無いことから、こちらの抽象童具の分類に含ま

れる。 

また和久は続けて、抽象童具の遊びの発展の仕方について板を例に説明している。 

 

「一枚の板切れが、ある子は舟に、ある子は橋に、ある子はシャベルになったりす

る⇒①「イメージの多様化」。遊びはそのモノからは想像もつかぬかたちでどこへ

どう発展するか予想もつかない⇒②「予期されぬ遊びの展開」 

	 この遊びの中で、子どもは空想の世界を拡げながら、③「試行錯誤」を繰り返し、

そのモノが持っている内容や性格を多面的に発見していく。対象を理解するに従っ

て、そこから生まれてくる遊びは、もちろんさらに広がる⇒④「知らなかった真理

を見つけ出し、新しい世界を生みだす。」22 

抽象的な形態は子どもの想像力を拡げ、遊びをどんどんと発展させていくのである。

抽象童具のもつこの特性は一通りの遊び方だけではなく、ユーザの発想力の分だけ

何通りにも広げられる。具象童具にこの特性は無い。なぜなら具象童具は子ども自

身の経験の模倣であるからである。簡単に言ってしまえば「子どもの経験したこと

の追体験」というストーリーが既に決まっているのである。例えば和久が例に挙げ

た具象童具である食器のミニチュアを例に挙げ、こどもがままごと遊びを始めたと

する。一旦ままごと遊びを始めてしまえば、子どもは自分が決めた世界の中で、自

分の役を模倣によって再現しようとするのである。したがって、具象童具による遊

びは模倣という性質上、集中力が切れない限り新しい遊びには変化していかない。

間違っても、「ボール遊び」にはならないのである。	

抽象童具の法則はブロック型玩具にも当然当てはまる。ブロック玩具の極めてシン

プルな幾何学的形状、立方体や直方体等は、それそのものとしては自然界には存在

しない、イメージを縛り付けない形である。同時にそれらの形態は身の回りにある、

あらゆる物が持つ特徴と同じなのである。フレーベルは球体を「自然界における完
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全な理想型」といった。幾何学的法則性を持った形態はあらゆる物体の象徴となり

うる形態なのである。そのような形態を持つブロック型玩具は「イメージを多様化」

させ、並べる、積み上げて城をつくる、等「予期されぬ遊び」を自由に展開させ、

部品の配置やバランス等を「試行錯誤」させていくことで、「知らなかった真理を

見つけ出し、新しい世界を生み出」していく可能性を十分に秘めている。このよう

な創造性を発揮させる要素こそブロック玩具の特性であり、評価の上では外せない

項目である。	

	

２．６．５ブロック玩具の特徴③：数量的法則	

	 しかし、抽象性を持ったものが全て、遊びを発展させるわけではない。和久が同

著で指摘しているように、単純すぎる童具では集中力が続かず、発展的な遊びには

ならないのである。	

しかし、そこに集中力を持続させる要素があれば、遊びは発展していくと和久は言

う。その要素は数量的法則であるということを続けて和久は説明している。その点

でいうと、ブロック玩具は集中力を持続させるにはうってつけである。	

数量的法則とは、ブロックの形状、大きさに法則性があることである。例えば、大

小全てのブロックが基本形のブロックの倍数の長さで構成されており、ブロックを

積み上げていった場合に、必ずどこかで同じ高さになるようなことを言う。	

	 大きさの規格、基尺がそろっていることの利点は集中力の持続性と、作れる構造

の自由度の高さにある。	

２．６．６ブロック玩具の特徴④：安全性	

	 形式的教育性と同様、玩具全般に当てはまる評価基準がある。それは安全性につ

いてである。	

	 おもちゃは子ども自身が使うという点において、子どもに与える 初の道具であ

るといえる。しかし、子どもは判断能力が未熟であるという点や、玩具は親の目の

届かない場所でも使用ができるという点など、一歩間違えば事故につながるような
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可能性も多い。実際、怪我や誤飲等の事故は乳幼児の間には絶えない。	

	 そのようなリスクを避けるために、玩具には国や民間によって特別な安全基準が

定められている。	

例えばヨーロッパの CE 基準や日本の ST 基準が定められている。これらの基準を満

たした玩具にはそれぞれ一般に CE マーク、ST マークとよばれる印がつけられる。	

	 永田は「乳幼児玩具の機能に関するー考察」の結びで玩具について次のように述

べている。「身体（とくに手）で扱う物体であるから、当然身体に危害が及ぶもの

であってはならない。この必然的条件から玩具安全基準も成立している。」と指摘

している。23	

玩具の本義が手でもちあそぶものであることから、玩具で遊ぶことと、玩具に接触

することは切れない関係である。そのため、接触するときに生じる危険性を排除し

なければならない。もし、玩具で遊んでいて怪我をしたら保護者がもうその玩具を

与えない可能性もある。安全性の高い物が、玩具としての教育性が高いとはいえな

いものの、子どもが安全に使えるかどうかは無視できない問題である。	

	 その関係性があるデータとして、施設における安全性の考え方が２．６．２の（図

３、４）からうかがえる。では家庭と比べると施設ではより積み木の人気がより高

いことがわかる。これは買い与える玩具が家庭と保育施設では異なっているからで

あると考えられる。家庭ではブロック玩具以外にも様々な玩具があることが一つの

理由として考えられるのだが、他の理由にも着目していきたい。同社の他のアンケ

ート結果によると、おもちゃを購入する際に参考にすることに関するアンケートで

は、おもちゃの対象年齢を参考にする人の割合が家庭では48.6％であるのに対し、

施設では 81.6％もいることがわかった。前述したとおり、対象年齢は安全性に基

づいて設定されている。他人の子どもを預かるという責任上、保育施設ではとくに

おもちゃの対象年齢を重視していると思われる。	

 

２．６．７安全か本物か	

しかし、安全すぎることについて反論もある。それは、安全性を重視しすぎるあま

り、子どもが本来学ぶべき法則が学べないのではないかという指摘である。	
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例えば和久のつくる積み木はどれも角がとがっている。それについて和久は著書の

中で良い積み木の条件について、このように述べている。	

	

「角がとがっていて小さな子には危険なのでは、と心配する人もいます。しかし、

遊びの中で、角は痛い、平らな部分は痛くない、ということを少しずつ、身をもっ

て知って、それに対応していく知恵を身につけることの方が大切だと私は思ってい

るのです。」24	

	

また、素材に関しては白木を使っているという点についてこのように述べている。	

	

「また、軽くて安全ということでプラスチックやコルクの積み木もあるようですが、

軽いものは安定感がなく、高く積み上げようとしても崩れてしまうので、遊びが制

限されてしまいます。そして、同じものであれば、大きいものは重い、小さいもの

は軽いという自然界の偽りのない事実を示すことも大切です。」	

	

安全性と知育の面はいつも問題視されてきた。これらの問題に関しては人それぞれ

の見解があり、一般的に何が良いとは言い切れない。	

	 知育という観点から見ると、やはりある程度角度がついている方が良いと考える。

というのも、ある程度経験を通して危険な形状や安全な形状を学んでおいた方が、

もっと大きな事故を回避する知恵が備わるからである。もちろん、手で触れること

がおもちゃの基本的な要素であるなら、手で触れる上では安全であることを想定す

べきである。なので、手で触れて怪我をするほどのつくりは認められないが、機能

上、角が必要な玩具であれば角を削る必要は無い。もちろん角があることによる安

全性を重視することが悪いということではない。しかし、無意味に角が削られてい

る物を選ぶべきではない。	

この「自然界の事実」を学ぶことについては、玩具の教育性において も多く指摘

されることの一つでもある。	

この「自然界の事実」についてはあまりに多くの研究者がそれぞれの呼び方をして

いるため、自然界の法則について教えてくれる要素をここでは「本物感」とおくこ

とにする。	
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	 この本物間についての意義について「おもちゃの選び方、与え方（げ・ん・き編

集部 1993）の中でげ・ん・き編集部の新開は「よいおもちゃ	 本物のおもちゃ」

というものの条件について話している。	

①	動力を使っていないおもちゃ	

②	単純なもの	

③	本物（子どもに媚びない）のおもちゃ	

④	子どもが試行錯誤できるもの	

⑤	おもちゃに合った素材のもの	

⑥	説明ぬきで遊べるおもちゃ25	

	 端的に定義されてはいるが、これらのよいおもちゃの要素がまさに本物感である

といえる。本物感のあるおもちゃには、物事の正しい性質を教えることと、感覚的

に扱えるシンプルさが必要である。①、②、⑤については、自然的な素材とわかり

やすい機構を組み込むことで、子どもが世の中にあるモノの性質を正しく理解でき

るように助けるという意図があると考えられる。基本的には子どもの学習のために

は電子のおもちゃではなく、できるだけ自然的なものであるべきだという主張であ

る。また③については子ども向けに質の悪い道具、たとえばでたらめな音階のト

イ・ピアノ等を与えることが子どもの五感にとって悪影響であるという意図の主張

である。そのため、これも、①、②、⑤と同様、物事の性質を正しく理解するべき

であるということである。④、⑥についてはおもちゃの機構の簡素さに関する内容

である。これはボタンを押すだけで動く、というようなシステム上の簡素さではな

く、作り自体が非常にシンプルで工夫の仕様で、いくらでも遊び方が広がっていく

ようなものを指す。	

以上のことから、本物感を持ったおもちゃには簡素さと自然的な要素が不可欠であ

るとわかる	

 
２．６．９	 １１〜６０か月児のためのブロック型知育玩具の評価項目の設定	

	 今まで、ユーザの特性とブロック型知育玩具の特徴、発達段階毎の遊び方等につ

いて述べてきた。	

本研究で主な対象になるユーザはブロック玩具で遊べる子供たちであり、具体的に
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は生後１１〜６０か月の子どもが中心になる。彼ら発達段階では、ブロックを複数

積み上げたり、組み合わせたりして遊ぶことができる。	

	 また、彼らの発達段階においてブロック型知育玩具に求められる特徴とは 
遊べる年齢層の広さ（２．６．４）、数量的法則、安全性（２．６．６）本物感（２．

６．７）である。 
 
■評価基準の設定方法： 
今まで例に挙げてきた各研究者の主張を元に評価項目を決定し、ヒューリスティッ

ク評価で評価していく。 
 
■評価項目の名称の定義 
対象年齢層の広さは、安全性だけではなく、あらゆる発達段階に対応できる遊び方

の自由度の高さを表す。 
また、数量的法則はブロックの配置の自由度の高さと安定性を生み出す。 
そこでこれらを「自由度の高さ」という評価項目として設定する。 
そこで１１〜６０か月児のためのブロック型知育玩具の評価項目とそれぞれの評

価基準を次の項目とした。すなわち評価基準は 
①	自由度の高さ 
②	本物感 
である。そして、教育性とは別に 

③	安全性 
が求められる。上記の①〜③項目は発達段階ごとの安全基準を満たさなければ

ならない。また、 
①	のために必要な要素はブロック同士の互換性（大きさ、形、色、材質）がある

こと、数が十分に多いことである。 
それらの評価基準は 
大きさ：数量的法則があり、同じ形状がたくさんあること 

形：形状に互換性があり、どの部品とも組み合わせられること。形の互換性と

は例えば、ある部品の上や隣にはある特定の部品しか配置できないという状況
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がないこと。 
色と材質：色や材質が数種で統一されており、部品同士の見た目に統一感があ

ること。 
数：多い方が良い（１００ピースが基準）26 

②	のために必要な要素はわかりやすいこと（使い道、材質感）簡素で機能的な形

状と機構であることである。 
それらの評価基準は 
使い道：説明無しで遊び方を発想できるか 
材質感：材質感を反映した重さや感触があるか 
形状：機能性に特化していて、無駄な装飾はないか 
機構：見たり触ったりすることによって仕組みがわかったり、自然的な反応が

あるか 
これらの評価項目をまとめて[評価項目群２．６．９]と置く。	

	

２．７[評価項目群２．６．９]による既成のブロック型玩具の評価	

	 実際、知育において役立つブロック型玩具にはどのようなものがあるのだろうか。

[2.6.9]で評価項目を設定したので、ここから具体的に知育に向いているブロック

玩具にはなにがあるのか、またこの評価項目群の有用性を確を検証するために、い

くらかのブロック玩具を評価していく。どのような分類のブロック玩具ごとの特徴

を探っていくために、今回とくに差異が大きく出そうな分類の積み木と「ブロック」、

磁石内蔵型のブロックを比較していく。	

	

２．７．１「©レゴ	基本セット	赤いバケツ」の評価	

	 評価の例として[表２．７．１、２．７．２]をおく。「ブロック」玩具として今

回選んだのは代表的なレゴブロックである。またその中でも、幼児向けに販売され

ている「©レゴ	基本セット	赤いバケツ」を評価対象にする。	

	 そして積み木の代表として挙げるのは積み木の中でも簡素な©KAPLA の 200 ピー

スのセットである。	
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以下が実際の評価の表である。	

	

	

[表２．７．１]レゴ基本セット赤いバケツの

評価結果	

[表２．７．２]KAPLA ブロック 200 の評価結果	

補足として、どちらもおもちゃのヨーロッパの玩具安全基準を満たしている。	

どちらも創造性が高く、教育的によい玩具であるといえる。全体的な評価の考察に

ついてはまとめて後述する。	

２．８プロトタイプの評価	

 

２．８．１永久磁石を用いたブロック型玩具のプロトタイプ	

本研究に先行して行われていた研究の「永久磁石を用いたブロック型玩具の提案」

でブロック型玩具のプロトタイプがつくられた。	

本研究で挙げられた評価項目は既製品をどのように評価するべきかという想定で

作られている。なので、既製品ではないブロック玩具であれば、また違う結果がで

る可能性が高い。既製品との違いを探るため、“JOY-NUS”と名付けたこのブロッ

ク型玩具の評価をしていく。	

	

２．８．２JOY-NUS とは	

	 JOY-NUS は永久磁石を利用したブロック型玩具である。各辺が 30mm の立
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方体型のピースを基本形とし、それに対応する形の三角中や半球形などを組

み合わせて遊ぶことを目的にしている。[写真 1,2]	

JOY-NUS の材質、材料等が評価に関係するため、一旦 JOY-NUS が作られた研

究背景を述べておく。ここで「本研究」という言葉を述べているが、それは

「永久磁石を用いたブロック型玩具の提案」の研究のことを指す。以下は前

研究の要旨の一部の引用である。	

	

	 	

[写真１]JOY-NUS の遊び方例。様々な

形状の部品を連結させて遊ぶ。	

[写真２]分解した JOY-NUS 内部。各

面内側にネオジウム磁石が配置され

ている。	

	

	 「本研究は永久磁石を用いたブロック型の玩具の制作とそれに関連した永

久磁石を用いた玩具の研究である。	

	 積み木を含むブロック玩具は子どもの知育玩具としてや、大人の趣味とし

て根強い人気を持っている。しかし、積み木や大型のブロック玩具に関して

は子ども向けという印象が強く、実際に売り場で目にするのも幼児の知育玩

具としての位置づけの物が多い。大人に大型ブロック玩具が人気ではない理

由として考えられるのは、表現できる幅の狭さである。部品が大きくなれば

なるほど細やかな表現は難しくなる。近年大人の間で人気を集めているのも、

小型のブロック玩具が多い。ブロック玩具を好む大人たちは単純な表現しか

できないブロック玩具では満足できず、より精密な物を求めるようである。	

	 そこで、大人が面白さを再確認できるような、積み木をコンセプトにした
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大型ブロック玩具の提案を考えた。	

	 今回提案する玩具の特徴は積み木の各面内側に磁石が仕込んである事で

ある[写真２]。これによって積み木同士の吸着、反発を可能にする。この性

質を活かす事で従来の積み木やブロック玩具には不可能なバランスでの積

み上げが可能となっている。	

磁石を組み込んだ積み上げ式の玩具という物は従来にも存在するが、この作

品のように積み上げの際に鉄製の壁面と天井を利用できるものはほとんど

無い。	

積み木の平面同士が何の引っかかりもなしに吸着する様子はそれを使用す

る人の好奇心にも訴えかけるはずである。	

	 本研究の目的は磁石の特性によって、従来の積み木やブロック玩具にはな

い表現と、面白みを持ったブロック玩具を作る事である。	

それらの表現とは大きく１.磁石の吸着力によってブロック同士またはブロ

ックと壁が吸い付き、固定される事。2.磁石の反発力によってブロックが浮

き上がったような状態で固定できる事である。それに加えて、今回の研究で

は、できるだけ多くの種類のブロックを作っていき、さらに表現の幅を広げ

る事も目標とする。	

	 試作品の作り方は以下のとおりである。CAD ソフトを使ってブロックを作

成し、３D プリンターで出力する。このとき、出力したブロックは中空にな

っており、各側面の内側に磁石が固定される。今回使用した磁石はサマリウ

ムコバルト磁石Φ9mm×2mm で吸着力は垂直方向に 0.743	kgf である。	

	 試作品を組み合わせて、気づいたのは以下のことである。	

まず、複数のブロックを水平に繫げていくときに、支えが無い部分は２つ連

続が限界であり、それ以上は安定性が落ちることに気がついた。次に、磁石

の配置の関係で、ブロック同士は中央が揃った状態でしか接続できず、ブロ

ック同士はずらして配置することができないことがわかった。また、意図と

は違う形で吸着と反発がおこることが多いため、積み上げていた形が変形し

てしまうことが多かった。	

	 上記の問題の解決策としていくつかのことが挙げられる。まず、ブロック

の吸着力の問題については、より強力な磁石を使用することで多少の改善が
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できるが、磁石の性質上、繫げられる数には限界がある。ブロックが中央に

揃うことと、意図しない回転については磁石の配置を検討することで解決で

きる部分もある。	

	 考察として以下のことが挙げられた。まず、従来の磁石積み木と比較する

と、軽量である点と、ブロックの形状の種類が豊富である点、鉄製の壁面を

使って組める点が評価できる。	

また、噛み合わせ型ブロックに比べて固定する力が弱いという不便な点もあ

ると気づいた。	

	 結果として、従来のブロック玩具にはできない表現ができる物が作れた反

面、従来の積み木にできることが一部制限される物になった。今後は従来の

積み木が持つ利点をもっと取り入れる方向で改善させていく必要がある。」 
	

以上が JOY-NUS の概要である。ここから、その評価に移っていく。
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２．８．３[評価項目群２．６．９]による JOY-NUS の評価結果	

JOY-NUS を本研究の評価項目に当てはめたのが以下のとおりである。[表１]	

	

[表１]JOY-NUS の評価	

	

２．８．４評価結果とその考察	

[表１]の結果からいくつかの発見があった。	

２．８．４．１評価結果とその考察-JOY-NUS の評価の考察	

■評価結果全体の考察	

・形状に関してはシンプルを貫いていて、非常に応用の効く組み方ができる。	
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・ブロック数が少ない。	

・	磁石の機構がわかりづらい。どの面から見ても同じに見えるため、接続しよう

と近づけたら反発してしまう、といったストレス要因を生む可能性がある。	

・	全体的に見て自然的な感覚（本物感）が足りていないので、幼児の知育にはや

や不向きである。	

■	以上の評価から発見した改善できる要素	

・磁石が表面に見えている方が、知育の面では良い。磁石が見えていれば子どもが

磁石と吸着、反発作用の関連性を学びやすい。また、感覚的に扱いやすくなる。	

この評価項目を使うことによって、いくつかの改善点を見つけることができたとい

う点から、この評価項目はブロック玩具の知育的な性能の評価をする上で有効であ

るといえる。	

２．８．４．２[評価項目群２．６．９の考察]	

	 しかし、この評価項目で明らかにされなかった問題もある。	

	 例えば、本論２．８．２の後半部分で紹介したが、JOY-NUS は磁石の配置の関係

で、ブロック同士を組み合わせるときにはブロックが中央によること、またその状

態でしか固定できないという点が前の研究段階から、明らかにされていた。この特

徴は、ブロックがずれないように安定させるという利点にもなれば、逆に、ブロッ

クをずらしておくことができない。という表現の幅を狭める問題点にもなりうる。

そのような、無視できない際立った特徴なのだが、[表１]の評価項目ではその問題

に対応できなかった。	

	 その理由として、この評価項目がそもそも広すぎる対象のために作られていると

いう点が考えられる。	

	 例えば一口にブロック玩具とはいっても、積み木もあれば、組み立て式のブロッ

ク型玩具や磁石などを用いた特殊なブロックもある。それぞれは特徴も個性も異な

っているため、これらの評価項目では対応仕切れなかった部分も大いにあると考え
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られる。	

	 本研究で評価項目の設定の際に重要視したのはユーザの発達段階とブロック玩

具の教育性などの特徴であった。そのアプローチによって、ブロック型知育玩具全

般に対応できる評価項目を設定できたものの、やや漠然としすぎて抜け目の多い評

価項目になってしまったのではないかと考える。	

例えば、レゴブロックと KAPLA の評価を比較すると実は色以外のことについてほぼ

違いが見受けられない。たしかに、どちらも創造性を発揮させる自由度が高く、本

物感を伝えてくれる製品ではあるのだが、そもそもブロックの形状も組み方もかな

り違った玩具同士である。ものままでは、例えばレゴの色を統一するだけで、同じ

評価になってしまう。だが、この評価に現れないほどの特徴の違いもあるはずであ

り、その違いの中にそれぞれのブロック型玩具の持つそれぞれの「自由度」または

「本物感」が存在するはずである。またそれぞれのブロック型玩具で遊び方が違う

なら評価する項目も自ずと違ってくるはずである。なので、やはりブロック玩具の

特徴ごとに評価項目を少しずつ変えてみるべきである。このことについてはまた詳

しく後述するが、ブロック玩具の評価項目にも教育性と同様、全てに共通する部分

と玩具ごとに違う部分が存在するといえる。よって、より詳しい評価の設定にはそ

れらを区別して評価項目を設定する必要がある。	

	 また、この問題のもう一つの問題はユーザの年齢の設定方法にある。この評価項

目群のユーザの年齢の設定方法はアンケートによる部分もあったが、 終的には

「積み木（ブロック玩具）を積み上げてあそべるかどうか」によって決定された。

そして、その結果上記のように１１か月〜６０か月を対象にした。	

しかし、１１か月頃は機能的には一応積み木を積み木として扱えるものの、まだ大

掛かりなものは作ることができない。理由としては、以下の岩城（1994）の主張
が参考になる。 
 
「積み木はもちろん赤ちゃんから遊んでも良いのですが、本格的に遊びはじめるの
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は、およそ４歳ぐらいからなのです。それは、左右・上下などの空間に興味を持ち

出し、「もの」と「もの」との間にある見えない関係性に興味を持ち出す頃から面

白くなるのです。」27 
 
まず、岩城の主張によると、構造的な積み木遊びをできるようになるのは４歳頃か

らだとわかる。また、もう一つ重要なこととして、積み木は赤ちゃんでも遊べるが、

やはり適している年齢というのが確かにあるということである。というよりも、空

間に興味を持ち始めるような発達段階が一番積み木遊びに適していると言えるの

ではないだろうか。つまり、評価対象のユーザを検討するにはやはり積み木で遊べ

るかどうかという身体機能に関しての問題だけを考慮するだけでは不十分である。 

	 では、この評価項目群はどのように活用できるのだろうか。	

評価項目群１の利点は保育年齢にある子ども全般に当てはまることである。よって、

この評価項目群は保育施設等で子どもの年齢を問わず包括的にブロック玩具を与

えたい時等に活用できる。	

	

２．８．５評価項目の分類	

	 [２．８．４]から、ブロック玩具を扱える幼児全体に当てはまる評価項目はその

対象のだれにでもあてはまるという利点があるが、その反面詳しい評価には向かな

いとわかる。つまり、あくまで一般的な基準になる。	

しかし、評価対象を限定しすぎてしまうとあまりに用途のせまい評価項目になって

しまい、本研究の目的である「ブロック型知育玩具の評価項目」の設定にはならな

い。また、年齢以外にも、ブロック型玩具のなかの細かい分類によっても必要な評

価項目は変わってくる。	

そこで、ここからは用途別の評価項目群を設定していく。より限定的な条件を想定

し、それぞれの条件によって異なる評価項目を対応させていく。主に焦点を当てて

いく条件は、ユーザ自身のより詳細な発達段階とそれぞれに対応するブロック型玩

具の詳細な分類である。	
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■ユーザ自身の詳細な発達段階	

ユーザ自身の詳細な発達段階については今までと同じく、能力的に何ができるのか

という機能的な面に集中していく。発達段階毎のブロック型玩具の遊び方について

は岩城の論を元に設定した。28	

	

[表２]発達段階ごとの与える玩具の特徴の例	

[表２]では年齢と発達段階、そしてそれに対応するブロック型玩具の特徴を記した。	

ここでいう本物感とは素材感や機能の自然さ等を指す。用い方が変われば教育性が

変わってくるという点について前述したが、基本的にはブロックを複数組み合わせ

て遊べるか、単体でしか遊べないかと言う大きな二つの用い方に分けられる。ブロ

ックを使って積み上げ遊びができないうちは、ブロックそのものから学べるように

すべきである。この頃、ブロック型玩具によって与えられる教育性とは、興味をか

き立てられることや、ブロック自体との関係性を通して、素材や形状の特徴等の自

然界の法則を学ぶことである。	

	 またここで言う創造性とは遊びの自由度が高く、様々な遊び方ができることであ

る。創造的な遊びができる段階になったら、創造性を発揮しやすいブロック玩具を

与えた方が創造力の成長が期待できる。また創造性に付随して、空間把握や器用さ

等の能力の成長も期待できる。	

■	ブロック型玩具に期待する条件	

ブロック型玩具に期待する条件とは、どのような教育性や特徴を持った玩具を期待
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するのかということである。よって、この条件はユーザではなく、主に知育ブロッ

クの購入者や開発者に焦点があたる項目になる。	

例えば、ブロック型玩具に期待されている教育性として代表的なものは創造性や集

中力、器用さの向上、空間的、数学的法則の理解などがある。	

これらのうち、または他のどのような能力を育てたいのかによって、与える玩具の

特徴も変わってくる。また、安全面や丈夫さ等を考慮する場合もあるだろう。その

ため、どのような玩具を求めているのかはっきりしていることは、評価項目を選択

する上でも不可欠である。	

	

■ブロック型玩具の分類	

	 ブロック型玩具にはいくつかの分類分けができる。そして、それぞれの玩	

によって期待される効果も変わってくる。	

ブロック型玩具の大きな分類は二つである。	

一つはブロックの自重と摩擦のみで各ピースを支えるという形のものである。	

この形に代表されるブロック型玩具は積み木である。特徴として、ピースを面で支

えるため、面全体にかかる力が均一で、「ずれる」「傾く」などの状態がおこる。こ

れらの特徴を持ったブロック型玩具を、分類分けする上で積み上げ型ブロックと呼

ぶことにする。	

	 もう一つの分類は特殊な機構によってブロックの各ピース同士を接続するもの

である。レゴブロックの様に凹凸を噛み合わせるものや、磁石でピースを固定する

ブロック型玩具がこの分類にあたる。これらはブロック同士を組み合わせられる部

分が決まっているため、曖昧な配置が許されない。だがその分、安定性がよく、簡

単にはくずれない。また、上方向だけではなく、ブロック間の接続機構のみで、水

平方向にも組み合わせられる様なものが多い。分類分けする上で組み合わせ型ブロ

ックと置くことにする。	
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■固定性と柔軟性 
分類の上で固定性と柔軟性という言葉を便宜上用いる。これらの言葉は性質上、積

み上げ型と組み合わせ型にわけて考える必要がある。 
柔軟性というのはピースの組み合わせ方に制限が少なく、配置の方向や角度の選択

肢が多いことである。 
積み上げ型ブロックの場合、角のないブロックは斜めに傾けて重ねることが可能に

なり、柔軟性が高くなる。また、一つのピースあたりの面の数が多い形状のブロッ

クの場合も同様の理由で柔軟性が高くなる。通常は柔軟性の高いブロック玩具は安

定性が失われやすいものが多い。また、角がない分怪我をする可能性が低い。 
組み合わせ型ブロックの場合は上方向以外にもピースを組み合わせて安定させら

れるブロックであれば柔軟性が高いといえる。各ピースの組み合わせられる方向が

多ければ多いだけ、柔軟であるといえる。 
	 固定性は逆の要素になる。固定性とは経常的に組み合わせ方の選択肢狭いことを

いう。積み上げ型のブロックの場合、直線的で角がある形は固定性が高くなる。ま

ず、面取りがない角張った形状は面同士を重ねる積み上げ方のみを可能にし、点で

支えるような配置はできない。また、角があることは外見的にもブロックのずれを

確認しやすく、曖昧な置き方をした場合に統一感が失われやすい。それらの特徴の

ため、固定性が高いとする。	

また、組み合わせ型ブロックの場合、組み合わせられる方向が少ない場合に固定性

が高いとする。固定性が高いとき、安定性が高いことが多い。	

	 積み上げ型ブロックは柔軟性が高い場合と同様、固定性が高い場合にも利点があ

る。例えば積み上げ型ブロックの場合は崩れるという特徴があり、崩せることは子

どもの破壊的欲求を満たす大切な要素である。安定性のあるブロックの場合高く積

み上げられるので、特に崩す楽しみは大きくなる。角があると安定性が高くなるこ

とが多い。また、角があるブロックの場合、見たり触れるたりすることで、辺や角

がはっきり形状的な感覚を体験しやすいという点も挙げられる。	

	 柔軟性と固定性についてはどちらにも利点があり、どちらの方が良いかはユーザ

の興味やブロック玩具に求める条件によって変わってくる。	
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■具象性と抽象性	

２．６．４の中で具象童具と抽象童具について前述した。ブロック型玩具は抽象童

具に含まれるとしたが、実はブロック型玩具の中でもそれぞれの玩具によって抽象

性や具象性が異なる。	

創造力を要するブロック玩具には抽象性が高いことが求められる。抽象性が高い条

件は、簡素さである。例えば余分な色や模様がないことである。代表的なものはや

フレーベルの第３〜６恩物等であり、無色の積み木などにその特徴が反映されてい

る。形状は具象的な形状を表現したものではなく、幾何学的なものであることが求

められる。抽象性が高いことは発想において、広がりを持ちやすい。というのも、

あまり視覚的な特徴を持っていないため、イメージが限定されにくいのである。そ

の分注意をそらされにくいため、ブロック型玩具においては組み立てる、作り上げ

るといった創造的な遊びに発展しやすい。また、創造的な遊びは、構造物を完成さ

せるまで続けないと完結しないため、集中力が持続しやすい。創造力や計画性、器

用さが要される分、それらの能力の成長が見込まれる。外見的な特徴が少ない物が

多いため、ユーザの興味を引くための工夫が必要になることも多い。	

	 対して具象性が高いブロック型玩具の場合、遊び方は発想しやすい。色や形状な

ど、発想のヒントになる要素が多いからである。だが、その場合発想自体はその特

徴を反映したものになり、広がりにくい。（例えば、赤くて丸い部品はリンゴには

みえるが、パトカーには見えない。）	

遊び方も創造的なものよりも、ごっこ遊び等、模倣遊びのようなものになりやすい。

具象的なブロック型玩具には動植物をかたどったものや、キャラクターものの玩具

等が代表される。	

具象的な玩具の教育性として、「認識を深化させ社会的な広がりを持つ概念や心情

を把握する」29ことができる。また年長者が関わることによって色や物の名称を覚

えるのに役立つ物が多い。完成形の決まっているブロック型玩具も具象的特徴を持

ったブロック型玩具に含まれるが、その場合は創造性よりも再現性を要する遊びに
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なりやすい。 

具象性を持ったブロック型玩具の場合、創造的な遊びの集中力が続きにくい場合も

多く、模倣的な遊びに入れ替わりやすい。ユーザの興味と関連するような具象的な

要素を含んでいると、興味を引きやすく、遊びを誘発しやすくなる。	

	

２．８．５の以上のブロック型玩具内の分類をするために、評価項目を定め、表に

した。各項目は今までに紹介した各研究者の理論からとっている。[表３]	

また、[表３]のチェック項目からブロック型玩具をいくつかの分類に分けたものが

たのが[表４]である。	

	

	

[表３]ブロック型玩具のチェック項目	

評価項目として、まず全てのブロック型玩具は[表３]の[基本]の項目を満たしてい

る必要がある。	
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[表４]ブロック型玩具の特徴ごとの分類	

[表４]ではブロック型玩具を積み上げ型、組み合わせ型のそれぞれで４種類に分類

した。積 ABCD タイプは積み上げ型の分類を、組 ABCD タイプは組み合わせ型の分類

を表す。各分類の下にその分類の玩具の特徴を記した。特徴として、抽象性の高い

ブロックは創造的な遊びに向いている。積み上げ型の場合は積 A タイプに恩物や

WAKU-BLOCK などが含まれ、特に創造的な遊びに向いていると考えられる。積 B タ

イプも創造性の発揮には向いているのだが、バランスがとりにくく、大型の構造物

を作るのには向かないため、作れる形状の自由度はやや狭い。組み合わせ型の場合

は組 Bタイプが一番経常的な自由度が高く、創造的な遊びに向いていると言える。	

他の分類に含まれるものは、それぞれに異なった教育性を有してはいるが、ブロッ

ク型玩具の特徴をうまく引き出しているとは言えない。しかし、創造性の他に指定

された形に物を作る再現力や、具象的な遊びをする能力を育てたいなら、それらの

教育性を持った分類の玩具（C,D タイプ等）を選ぶこともできる。	

２．８．６玩具の与え方	

௩᠂ࣱࣱܭ

ਁᝋࣱ

φᝋࣱ

●積 Aタイプ
大型のものを作り上げ
る創造的な遊びができ
る。
発想と構成両方におい
て自由度が高い。

●積 Cタイプ
安定性があっても、具
象的な絵や模様が入っ
ているものはこの分類
に含まれる。

■組 Aタイプ
シンプルな構造のブ
ロックが多く遊び方が
わかりやすい。
組み立て方の選択肢は
狭い。

■組 Cタイプ
再現的な遊びが多い。
全体を組み立てて完結
する場合と、
具象的な遊びに発展す
る場合がある。
再現性や器用さの発達
に集中したものが多
い。

●積 Bタイプ
傾けて配置できる分、
ブロック自体の配置の
自由度は一番高い。だ
が、安定性に欠けるも
のが多く、大きな構造
物を作るには向かない
場合も多い。六面体以
上の多面型の積み木や
丸みのあるデザインの
積み木が多い。

■組 Bタイプ
ブロックの組み方の選
択肢が多い。曖昧な表
現ができない代わりに
安定する。接続部が表
面に見えていることが
多く、外見的な制限は
多いことがある。機構
自体が複雑な場合も多
く、手の込んだ形状を
作るには訓練が必要に
なる場合がある。

●積Dタイプ
大きな構造物積み上げ
られる木製のミニチュ
アなども含まれる。
安定性の悪い形状の物
は、バランス感覚を学
ぶゲームや人形遊び
の様な遊び方が想定さ
れていることが多い。

■組Dタイプ
組B、組 Cタイプ両方
の性質がある。
再現的な遊びが多い。
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２．８．５の中でブロック型知育玩具全体の評価項目については分類することがで

きた。しかし、いくつか前述していたとおり、安全面や与えたい教育性等、それぞ

れの環境や望みによって優れた玩具は異なってくるというのも事実である。そこで

２．８．６の中では一般的なブロック型玩具の評価項目とは別に玩具の与え方につ

いて論じていく。	

■大人がかかわること	

本論文では、優れたブロック型教育玩具とは何かというテーマに集中してきたが、

ここで一つ注意すべき点を述べる。それは知育において優れた玩具を子どもに与え

ることと、子どもが賢くなるということは直結していないという点である。	

確かに、世の中にはそれらしい教育性を謳った教育玩具とかいうものも存在するの

だが、全て期待通りにはいかないものである。この理由については前述したとおり

で教育性とは玩具に内在されているものでは無いためであり、おもちゃには楽しい

ことが必要なためである。つまり、玩具があるだけでは何も効果がなく、主体的に

玩具とか代わり、楽しむことがなければ学ぶことはできないということである。	

	 また、玩具によって学ぶための絶対的な条件として、玩具で遊ぶことが必要であ

る。ブロック型玩具は遊び方が多様である。そのため、成長と経験によって遊びを

発展させていける可能性があるのだが、いつでも自動的に新しい遊びを思いつくと

いうわけではなく、新しい遊びの発想には新しい経験が必要である。	

では、どのようにして子どもが玩具に関わり、新しい遊びを発想するのだろうか。	

具象的な玩具の場合、その玩具の外見的な特徴が子どもの経験と結びつきやすいた

め、これらの要素を満たしやすいが、発展性は狭い（本論文 2.6.4 を参照）。	

	 これらのための効果的な方法は年長者が関わることである。遊ぶきっかけを得る

こと、楽しむこと、遊びのヒント（経験を得る）ことの全てにおいて他者、特に年

長者が関わることは有益である。岩城は著書の中でそのことについて強調している。

「つまり。子どもはインプットされた情報しか基本的にアウトプットしませんから

大人は子供にとって興味深く表現してみたいことを、みせてやったりする必要があ

ります。」30子どもが創造力を広げるためにはただ玩具を与えるのではなく、経験を

得る機会が必要なのである。	

もちろん、年長者が関わることによって、子どもが「楽しむ」ことが困難になるこ
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とが無いように配慮が必要である。なぜなら「「子どもがもっとやってみたい」と

思って繰り返し学ぶことによって「意欲」が育ち「思考」や「手先の器用さや体力」

が結果として身に付く」からである。31	

子どもの意欲を損なわないためにも大人に「やらされた」という形にならないよう、

大人は 低限の関わり方をするべきである。	

■知識と知恵の違いを理解する	

子どもにとって有益な玩具を与えたいと思う場合、それによってもたらされる教育

性が子供にとって良いものであるか判断しなければならない。	

ブロック型知育玩具の評価のために、期待する条件が必要ではあるとは述べたが、

その期待する教育性がそもそも子どもにとって適当なものであるかの判断が必要

である。知育玩具の中でも本当の意味で子どもが学べる物と学べない物がある。注

意が必要な玩具の一つは単純に知識をつけさせる物である。	

和久は次の危険性について述べている「この頃、“教育玩具”と銘うち、文字や数

や計算や知識を簡単な装置を製品に取り入れて、憶え込ます童具が出まわってい

る。」32知育玩具または教育玩具という名前で売られている製品は多数あり、中には

文字や言葉を教え込む上で有益なものも確かにあるが、それは単に知識を与えてい

るだけである。なぜ、知育にブロック型玩具を用いるかと言えば、ブロック玩具に

しかない教育性があるからである。	

文字や数字より先に身につけるべきことがあるはずである。それが知識ではなく、

知恵である。知識とは記憶したもののことである。対して知恵とは「毎日の遊びや

生活の中で、取り組んだことをいろいろ工夫して、より豊かに広げていく」33能力

のことである。モンテッソーリとフレーベル、教材と教育遊具を分けたのは単純に

言えばそれらの道具の遊び方に正解があるか無いかという点である。ブロック型玩

具が持つ特徴の一つに遊びの抽象性がある。抽象的であるが故に、遊び方も自由で

発展性があり、教え込み型の教授法では身につけられないような創造性という能力

を成長させるのに役立つ。正解を覚えることではなく、応用力と知恵を身につける

上ではブロック型玩具ほど優れた物もない。
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３．結論	

	

ブロック型玩具において、どのような特徴を持ったものが知育的に優れているかと

いう問いに対しては、一般的には創造的な活動に向いている物が知育の面では優れ

ていると言える。創造的な遊びができる物ほど、ブロック型玩具の特徴をよく引き

出していると言えるからである。基本的なブロック玩具の評価は基尺が揃っている

ことと、安全基準を満たしていること、自由度と本物感の高さによってできる。	

しかし、子どもに玩具を与えることを考える場合、一般的な評価基準だけでは不十

分である。そのため、より詳細な条件を定める必要がある。そのためにはまず与え

たい教育性を明らかにする必要がある。また、安全性等、教育性の他にも重用視し

たい特徴があるのであれば、考慮しても良い。そして、教育玩具に高い効果を求め

るのであれば、ユーザの発達段階をよく理解しておく必要がある。そして、ユーザ

の発達段階と興味にあった物を与えなければならない。	

しかし、子どもの成長を望むなら、子どもが玩具で遊べるように年長者が工夫する

必要がある。いくら優れた教育玩具を与えたとしても、与えるだけで主体的に遊ぶ

ことがなければ何も学べないからである。まず、楽しくなければ子どもにとって無

意味な物になる。そのため、楽しめるように年長者が関わることが必要になること

が多い。遊び方や楽しみ方を知るためである。抽象的なブロック型玩具は遊び方の

選択肢こそ多いが、その分遊び方を自ら発想することが困難になることも多い。な

ので自分で遊び方を拡げることが困難な時期では特に発想を広めるためのヒント

になる経験が普段からあるように普段から配慮が必要になる。	
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