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原著

本実験の目的は，幼児を対象に和音の「好き－嫌い」を調べる上で，言語のみの手法と比較し，手がかり

として視覚刺激を用いることが有効であるか検討することである。３５矛,の幼児を対象に，実験第１部では，

視覚刺激における好みの尺度としての有効性を調べるために，赤・青・黄・燈・緑・紫・茶・白に着色さ

れている８枚の正方形の色ボードと同じ色で着色されている８個のたまご模型の好みについて検討した。

続く実験第２部では，視覚刺激として８個のたまご模型を用い，聴覚刺激としてピアノ音による５つの協

和音（完全協和音：完全四度（Ｃ４Ｆ,)，完全五度（Ｃ４Ｇ４)，完全八度（Ｃ４Ｃ５)，不完全協和音：長三度

(Ｃ４Ｅ４)，長六度（Ｃ４Ａ４））と３つの不協和音（短二度(Ｂ３Ｃ４)，長三度（Ｃ４Ｄ４)，長七度（C4B4)）の８

和音を用い，和音の「好き－嫌い」をことばで答えさせることと，和音と一致すると思うたまご模型の選

択をさせた。実験第１部では，たまご模型は，正方形の色ボードに比べるとより色‘の好みの差が認められ，

和音の好みの尺度として色ボードよりも有効‘性の高い視覚刺激であることが確認された。実験第２部では，

言語のみによる反応からは和音の好みの違いを引き出すことは幼児の場合難しく，特に不協和音について

幼児がどのような好みを感じとっているのかを判断することが難しいと思われた。これに対し，視覚刺激

を手がかりにすると，好きだと,思うたまご模型と完全協和音（C4F4,Ｃ４Ｇ４,Ｃ４Ｃ５）・不完全協和音（C4E4，

C4A4）が対応し，好まないと思うたまご模型と不協和音(Ｂ３Ｃ４､Ｃ４Ｄ４,Ｃ４Ｂ４）が対応する傾向が認められ

た。以上の結果より，幼児を対象にした和音の好みの実験を行う時に，視覚刺激を手がかりとすることは

言語のみに比べより有効と考えられる。

【キー・ワード】幼児，和音，色，視覚刺激，好き－嫌い

問題と目的

われわれが日常耳にする音楽は複数の音が同時に鳴り

響いていることが多く，この場合，音の組み合せによっ

ては融合して聞こえたり，あるいは濁って聞こえたりす

る。即ち，協和・不協和の現象が生じている。

複数の音が同時に鳴り響いて形成する音を和音と呼ぶ

が，和音の協和と不協和には２つの側面がある。１つは，

個々の和音を単独で鳴らしたときの音響として調和して

いるかどうかの側面であり，もう１つは，音楽の文脈の

中でふさわしい響きであるかどうかという側而（これは

通常和声とよばれる）である。本論文で取り扱うのは前

者であり，特に，構成音が最少の２音で構成される和音

を取り上げる。西洋の和声音楽の理論では，和音は３つ

以上の音が同時に鳴り響くことを意味し，２音のみの場

合は，３つの音のうちのどれか１音が省略されたものと

考える（たとえば，ミソはドミソのドが省略されたもの

か，あるいはミソシのシが省略されたものと考える）の

で，その見地からは３音以止の和音を問題にすべきかも

しれない。しかし，協和と不協和の門題を検討した先行

研究の多くが２音の和音を用いていることから，本論文

でも２音の和音を使用することにした。

１８，１９世紀の西洋和声音楽の理論にしたがえば，完全

一度，八度，五度，四度が完全協和音であり，長短の二

度と六度が不完全協和音，長短の二度と七度およびそれ

以外の増音程と減音程が不協和音である。しかし，協和

音と不協和音の概念は，音楽理論の上だけでも文化によ

り時代により変動し，その境界は必ずしも明確ではない。

今枇紀西洋の無調音楽にいたっては不協和音が消滅して，

協和と不協和の概念自体があまり意味をもたなくなって

さえいる(Alain,1965)。

音楽理論を離れて，人間がどのように協和度をとらえ

るかという視点からみると，協和には複数の基準が存在

するようである（梅本，1966)。Guernsey（1928）は融合

(fusion）・滑らかさ（smoothness）．快さ（pleasantness）

の各某準で判断を求めた結果，′快さの判断は融合・滑ら

かさと異なり，八度や五度の完全協和音よりも三度，六

度の不完全協和音で評価が高く，音楽的訓練を多く受け

ている被験者ほどこの傾向が強いことを見州している。

境(1989）は，音楽理論上では不協和音とされる長七度の

和音について，反復聴取により協和感の増大が生じると

いう心理的協和の変容を報告している。また，Krumhansl

(1990)は，数学的に協和度を計算した研究と心理学的な実

験によって協和度を求めた研究から計６組のデータを比
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較し，どのデータの協和度の順序も18,19世紀の西洋和

声音楽の理論における協和度の順位とほぼ一致すること

を示している。

それでは，①協和が何歳頃からわかるようになり，②

快さの基準が分化するのは何歳頃なのだろうか。実はこ

の２つの問題を区別して答えることは非常に困難である。

なぜならば，ある被験者が２つの和音を弁別していると

しても，和音を構成する音の高さが異なることを弁別し

ているにすぎないかもしれないから，協和度の弁別（協

和の概念があること）を何ら保証するものではないと考

えられるからである。そのため２つの問題を考えるとき

には，音楽理論上の協和度の異なる和音をいくつか使用

し，各和音に対する被験者の判断が協和音と不協和音で

は異なること，または，協和度にしたがって順序化でき

ることが必要と思われる。その判断の基準として，協和

音と不協和音に対して「好き－嫌い」を問うことは，一

応前者の要件を満たすひとつの方法であると思われる。

valentine(1913)は，６歳から13歳の児童と成人に対し各

和音について「好き」か「好きでない」か尋ねたが，９

歳以前の児童には協和と不協和の好みに差が生じておら

ず，不協和音を好まない傾向がはっきりし始めるのは１１

歳からだと述べている（ただし，音楽教育を受けている

子どもが多いプレパラトリー・スクールの児童では被験

者数は少ないが，６～７歳である程度の分化がみられた)。

これに対し，Dashiell(1917)は幼稚園児に「好きか」また

は「きれいな音だと思うか」とたずね，長三度，完全五

度，完全八度，長七度，短二度の順に好みが分化してい

る結果を得ている。ただし，最下位の短二度でも56％の

幼児が好きだと答えており，不協和音を好まないという

わけではない。その意味ではvalentineの結果と大差がな

いといえるだろう。日本では，城戸(1926）と高野(1929）

が主に小学生を対象に，対呈示した和音のどちらが好き

か問う方法で研究しているが，不協和音が選択されない

ことはvalentineやDashiellに一致するものの，長三度よ

りは完全八度が好まれる結果を得ている（ただし，音楽

の教師では長三度が好まれた)。

その後の放送やレコードをはじめとする音楽媒体の普

及を考えるならば，半世紀以上前のデータが今日にその

ままあてはまるかどうかについても検討するべきであろ

う。星野(1989）によればImbertyは７歳から12歳の児童

に各種の和音を単独に呈示してその「良さ」を判断させ

たところ，７歳では認められなかった完全協和音への好

みが８歳で現れ，１０歳以上では「非常に良い」とされた

ことを示している。Shuter-Dyson,＆Gabriel(1981)によ

るとZenattiは４～10歳児の和音の同一判断の一貫性を検

討した結果，７歳あたりから判断に一貫性が認められた

ことを報告している。また，Sloboda（1985）は，５，７，

９，１１歳児と成人を対象に，対呈示した刺激のどちらが「正

しいか」問う方法で，①カデンツとそれを不協和音が構

成するように変更したもの，②協和音と不協和音，③カ

デンツと構成和音の順序をでたらめにしたもの，④全音

階で構成されるメロディと無調のメロディを比較させた。

５歳児では①でのみチャンス・レベルを上回り，年齢の増

加とともに得点が増し，９歳位から一応ピークに達する

ようであった。ただし，和音感の発達を扱った比較的近

年の研究は２音の協和よりも和声に重点をおいており，

ZenattiとSlobodaの研究は和声の問題を取り上げている9；

彼らの被験者は音楽の文脈の中で良い響きをするかどう

か判断したのであり，音楽への反応としてはそれでよい

と思われるが，協和度そのものに反応しているとはいえ

ないかもしれない。しかし，７～８歳あたりに重要なポ

イントがあるようには,思われる。Hargreaves（1986）は，

和音ないし和声への感覚は５歳から１１歳にかけて徐々に

成長し，イギリスでは主に小学生年代にあたると結論し

ている。これは星野(1989）のまとめとほぼ一致している。

このような報告からvalentine(1913）とDashiell(1917）

の間の年齢差を結果の不一致として，イギリス（valentine）

およびアメリカ（Dashiell）の児童と日本（城戸，高野）

の児童の好みの差を文化の差として，さらに，それら４

つの研究と近年の研究を音楽環境の差として単純に受け

入れる前に，この種の実験につきまとう問題を考えてお

く必要があるのではないだろうか。

問題のひとつとして考えられることは，Dashiellの実験

のように被験者の年齢が低い場合，「好き」か「嫌い」か

という質問により反応を得たとき，どの程度正確に自分

の好みを表出しているかという疑問である。たとえ被験

者がでたらめにでも「好き」あるいは「嫌い」のどちら

かを反応すれば，それなりの数字を得ることになるから

である。梅本(1966）は“｢好き」という時にそれがどう

いう意味で使っているのか，おとなと同じような意味に

考えているかを検討することが必要ではないか，,と述べ

ている。吉川(1973）も“子どもに実験者の意図するとこ

ろを充分理解させるのが非常に困難であり，充分理解さ

せようとすれば，協和の現象を一通り丁寧に説明せねば

ならぬということになりかねない'，とし，“被験者がどう

いう枠組で判断を下すのかというところが問題である,，

と述べている。このように，前述の研究の被験者たちが

どんな意味で「好き」と答えたのかを考える必要がある

のではないだろうか。

Ｒａsch，＆Ｐｌｏｍｐ(1982)は，“被験者に知覚したものを

言語で表現させることも可能であるが，このような反応

は不十分な場合が多い。というのは，われわれの感覚は，

言語では表現できないようなより細かい区分も可能であ

るからである'，と述べている。ここで述べられている細

かい区分は，われわれが感じている事柄について，言語

だけでは表現できないような複雑でかつ繊細な部分が感
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覚の中に潜んでいることを指しているように思われる。

さらに，Ｒａschらは，“言語の使用は，被験者によってま

ちまちであることが多い，’ことを指摘し，言語で表現で

きない細かい感覚の区分を引き出すためには，実験にお

ける創意工夫が重要であると論じている。この指摘は幼

児を対象とする実験においては特に重要視しなければな

らない大切な視点であろう．

言語以外の尺度を用いることで幼児の反応を検討する

ためには，３～１２歳を対象に行ったKastner,＆Crowder

(1990)の実験が参考になろう。この実験では，長調の曲と
短調の曲から受ける感‘情の違いを表‘情の描かれた絵カー

ドと対応させることにより検討している。その結果，３

歳でも長調は楽しい，短調は悲しいという感情的反応が

みられ，長調・短調の曲に対する感情的反応はかなり早

い時期から認められると報告している。しかし，この種

の実験において３歳児に言語により楽しいか，悲しいか

の反応を求めても，回答を得ることは困難であったろう

と推測される。言語以外の尺度を手がかりとすることに

より，言語では表現されない幼児の感情を自然な形で引

き出すことが可能であり，Ｒａschらの指摘する実験におけ

る創意工夫のひとつもそこにあるといえるのではないだ

ろうか。

和音の「好み」に関する実験においても，Kastner,＆

Crowderの実験にみられるような言語以外の尺度を用い

ることで，幼児が感じとっている好みの傾向をより明確

にとらえることができないかと考えた。

そこで，本研究では和音の好みを検討する上で，RasCh

らの指摘する創意工夫のひとつとして，視覚的な対象物

（以下視覚刺激とよぶ）を手がかりに実験を試みることに

した。

和音の好みの傾向を引き出す手がかりとして与える視

覚刺激の条件は，好みの尺度を構成するために，視覚刺

激に「好き一嫌い」という好みの差が生じていなければ

ならないと考える。そこで幼児にとって「好き－嫌い」

を表現しやすい視覚刺激を用いるにあたり，色の好みに

着目した。‘‘色に対する最も基本的な評価感情は好き－嫌

いである，，と柳瀬ら(1987）が述べているように，色によ

る「好き－嫌い」の感情は好みの尺度を構成するための

ひとつの要素になりうるのではないかと考えたからであ

る。しかし，色をどのように用いるかについては考えな

ければならない問題がある。柳瀬ら(1987）は，“色の好

みの研究は色のみを取り上げて好みを調べたものが多い

が，色はほとんどの場合対象物と共存しているのだとい

うことを無視しているため，緑が嫌いといってもそれは

緑色の紙が嫌いなのであって，木の場合はそうではない

かもしれない'，ということがありうることを述べ，色の

好みを問題にする時には色と対象物とのかかわりを考え

なければならないことを指摘している。千々 岩(1983）も

"色と形は不可分の関係にある”と述べている。このよう

に，どのような事物であるかによって色の好みに変化が

生じると考えられる。そのため，幼児にとってなじみが

ありわかりやすく，かつシンプルな形態をもち一般に無

彩色である鶏のたまどの模型を視覚刺激として用いるこ

とにした。しかし，具体的な「もの」と結び付かない色

そのものへの好みが調べられればそれは大変望ましいこ

とだと思われる。なぜならば，幼児から成人まで直接比

較しようとした場合，成人にたまどの模型を使うのには

少なからず抵抗を感じるが，たとえば色のカードであれ

ばあまり問題なく使えるからである。このため，特定の

「もの」に結び付かない正方形のボードも検討することに

した。

実験は，第１部・第２部の２つの部分に分かれる。第

１部の目的はボードに比較し，たまご模型の視覚刺激とし

ての有効性を確認することであり，第２部の目的は，和

音の「好き－嫌い」を調べることにおいて視覚刺激（た

まどの模型）を手がかりとすることの有効性を検討する

ことである。両者は同じ日に同じ場所で連続して実施し

た。

方 法

被験児：埼玉県内私立幼稚園５歳児クラスの健常な園児

(担任教師により，入園時の資料及び日常の保育生活を通

し，聴覚的に問題はないと判断された園児）で，このう

ち第２部まで終了できて処理の対象としたのは，男児１４

名（年齢範囲：５歳８ケ月～6歳５ケ月，内音楽教室通塾

児２名）および女児21名（年齢範囲：５歳7ヶ月～6歳５ヶ

月，内音楽教室通塾児10名）の合計35名である。

実験第１部：視覚刺激における色に対する基本的反応傾

向の予備的検討

①視覚刺激

（１）物質的な意味をもたない形として，正方形（10ｃｍ×

10cm）の色ボード（以下ボードとする）８枚を用いる。

色は赤・青・黄・燈・緑・紫・茶の有彩色に白の無彩色

を加えた８色を使用する。色の選択は，第１に幼児が識

別可能な色として，日頃使用しているクレヨンの中に含

まれている色であること，第２に色彩の好みに関する調

査で用いられる頻度の高い色であること（柳瀬・近江，

1987；千々 岩，1983）の２つの点を考慮した。着色は大

日本インキカラー（第２版）をもとに色指定を行った（赤-

156,青-640,黄-87,燈-82,緑-643,紫-227,茶-301)。

（２）物質的な意味をもつ形として，鶏のたまご模型（以

下たまごとする）８個を用いる。色はボードと同一の色指

定により作成した８色を使用する。

②手続き

幼稚園の各教室より離れたところに位置する遊戯室に

て，以下の個別実験を行った。なお，実験施行前に被験



児の緊張をほぐすために，名前と兄弟姉妹及び好きな食

べ物について口頭で質問した。

（１）８枚のボードについて各ボードを被験児ごとにラン

ダムに呈示し，「好き－嫌い」を言語で問う。教示は，ボー

ドを呈示し「○○ちゃんはこれは好きですか。それとも

嫌いですか。好きだと思ったら好き，嫌いだと思ったら

嫌いといってください｡」と問う。#各ボードごとに同じ教

示を行い，反応後はFigurelに示されているように，ボー

ドを被験児側より１５cm程度離れた机上の位置に置く（第

１ステップとする)。８枚についてすべて終了したところ

で「一番好きなのはどれですか。一番嫌いなのはどれで

すか｡」を問う。被験児が指さした最も好きなボードを被

験児の右側，最も嫌いなボードを左側に置く（第２ステッ

プとする)。最も好きなボード．最も嫌いなボードを除い

た残り６枚について，「好きだと思うものから順番に並べ

てください」と教示し，ボードを好きな順に右側より並

べさせる（第３ステップとする)。

（２）たまごの入っている箱を机上に置き，「ここから何

がでてくるかな」と問いかけながら，白いたまごを呈示

し何であるかを問う。たまごという正答が得られない時

には,E答を示す。白いたまごを呈示した状態で「○○ちや

んは，好きですか，それとも嫌いですか」と問う。「今度

発達心理学研 究第４巻第２号
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は何が出てくるかな」と問いかけながら，残り７個のた

まごについて，被験児ごとにランダムに呈示し，「○○ちや

ん，これはどうですか，好きですか。それとも嫌いです

か」と問う。各たまごごとに同じ教示を行い，ボードと

同様に反応後はたまごを机上に置く（位置はボードの第

１ステップと同様)。８個すべて終了したところで，「一番

好きなたまごはどれですか。一番嫌いなたまごはどれで

すか」を問う（位置はボードの第２ステップと同様)。最

も好きなたまごと最も嫌いなたまごを除いた残り６個に

ついて，「好きだと思う順に並べてください」と教示し，

たまごを好きな順に右側より並べさせる（位置はボート

の第３ステップと同様)。

実験第２部：視覚刺激と和音との対応の検討

①聴覚刺激：音色は，幼稚園で最も多く使用され園児に

親しまれているピアノを用いる。上。アノ（ヤマハーC7,Ａ4＝

441Hz）による８種類の二和音（完全協和音：完全四度

(C4F4)，完全五度（C4G4)，完全八度（C4C5）；不完全協

和音：長三度（Ｃ４Ｅ４)，長六度（C4A4）；不協和音：短二

度（B3Q)，長二度（Ｃ４Ｄ４),長七度（C4B4)，すべて白鍵

を使用しＣ４ともう一つの音で合成される和音）を，録音

スタジオにおいて録音（ミキシングコンソール：ＭＩＣＪＨ

６００，マイク：ＡＫＧ４５１）し，呈示用に編集されたカセッ

[)、

③

②

Ｓ：被験児，Ｔ：実験者

Figurelボード及びたまどの呈示位置

①：第１ステップは，８枚のボード（あるいは８個のたまご）を配列する位置を示す．配列は，被験児の右側より左側へ向
けて順番に呈示していく。□およびＴ内の数字は，呈示する順番を示す。なお，たまどの時はｌの位置には白のたまごが置
かれる。②：第２ステップは，被験児の選択した最も好きなボード(あるいはたまご)をａの位置に．最も嫌いなボード(あるい
はたまご)をｂの位置に置く。③：第３ステップは，②のａｂを除く残り６枚のボード（あるいは６個のたまご）につし､て，
好きな順にａの左隣よりｂに向かって被験児に並ばせる画内の数字は配列の順番を示す。なお．図の矢印は，第１ステッ
プにより配列された８枚のボード(あるいは８個のたまご）の中から，第２ステップで被験児が選択した最も好む２のボード
をａの位置へ，最も好まない６のボードをｂの位置へ移動させた時の例を示す。

１０２

Ｔ
比
上

１
50画

_し
|L三

Ｓ

③：第３ステップ

②：第２ステップ 二｣’

１
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トテープを用い，カセットレコーダー（ソニーCF-W90）

より呈示する。各･音とも呈示時間は３秒，間隔１秒で２

回ずつ呈示する。

なお，呈示順序の効果を相殺するために，８通りの呈

示順序を設け，呈示順序別に被験児を８群に分ける。処

理の対象とした各群の人数は，１群から３群は各５名，

4群から８群は各４名である。

②視覚刺激：赤・青・黄・燈・緑・紫・茶・白のたまど

の模型８個（第１部で使用したものである)。

③手続き

（１）練習試行：机上のカセットレコーダーを指さしな

がら，「これから，ここから何か音が聞こえてきます。ど

んな音だかわからないけれど○○ちゃんのお耳に聞こえ

てきます。よ－くきいて好きな音だったら好き，嫌いな

音だったら嫌いと教えてください。同じ音が２つ聞こえ

てくるのではじめはよ－く聞いていてください。もう１

度聞こえたら，好きな音だったか，嫌いな音だったか教

えてください。では，これから練習してみましょう。ど

んな音が聞こえてくるかな……」

（２）本試行：机上のカセットレコーダを指さしながら，

｢今度もさっきと同じようにここから音が聞こえてきます。

また同じ音が２つずつ聞こえてくるのではじめはよ－く

聞いていてください。もう１度聞こえてきたら好きな音

だったか，嫌いな音だったか教えてください。さて，今

度はどんな音が聞こえてくるかな」

同じ和音が２回呈示され，呈示後，「好き－嫌い」の反

応があれば次の和音の呈示にうつる（対象とした被験児

全員が10秒以内に反応を示している)。次の和音呈示前に

は，「今度はどんな音かな」と問いかけをする。この手順

で８種類の和音について「好き－嫌い」を問う。

（３）机上に並べたたまご（第１部で使用したもの）か

ら，各和音に対応すると思われるたまごを選ばせる。カ

セットレコーダを指さしながら「またここから音が聞こ

えてきます。さっきのようによ－く聞いて，今度は，聞

こえてきた音がこの中のたまごのどれだと,思うか，これ

だと思うたまごを教えてください。さっきのように同じ

音が２つ聞こえてくるので，はじめはよ－く聞いていて，

どれかなと考えていてください。２つ目が聞こえたら，

これだと思うたまごを教えてください｣。各和音呈示後，

対応するたまどの指示反応があれば次の和音の呈示にう

つる。次の和音呈示前には，「今度はどうかな」と問いか

けをする。同様に８和音について反応を問う。

分析方法

①ボードとたまこの「好み」および言語による和音の

｢好み」は，被験児の反応タイプに分類し，「好き」反応

の度数について各々の比較を行った。

②視覚刺激として用いたたまごに対する各被験児の「好

き－嫌い」には個人差があると思われるが，個人内の好

みには一貫’性があると考えられる。そこで，各被験児の

反応にもとづき「好きなたまご」と「嫌いなたまご」に

分類し，「好きなたまご」と対応する和音の傾向を分析し

た。

③各被験児のたまどの好みの順序づけは，個人差があ

ると思われるが，②と同様に個人内の好みの順序には一

貫性があると考えられるので，各被験児によるたまどの

好みの順序づけについてはその順序に従い，最も好むた

まごと対応する和音に８点を与え，以下，７．６．５．４．

３．２．１点を対応する和音に与えるという，８段階の得点

化を行った。この８段階の得点化を一応距離尺度とみな

し分析を行った。

結 果

第１部の結果，′性差は認められなかったので男女の結

果を合わせて処理した。

ボードの「好き一嫌い」の問いに対する反応には，①

｢好き」というかあるいは「いい」とうなづく反応②「嫌

い」というかあるいは「いや」と首をふる反応③少し

首をかしげ「どっちでもいい」あるいは「どっちでもな

い」という反応の３タイプがみられた。８枚のボードに

ついて，すべて同じタイプの反応を示した被験児は，全

体の60％（＝21/35）を占めている。このうちすべて①の

タイプの反応を示したものが20名，すべて③のタイプを

示したものが１名であった。さらに，最も好きなボード

と最も嫌いなボードを選択させると，この21名の被験児

のうち16名は「嫌いはない」あるいは「わからない」と

反応し，残り５名は最も好きなボードと最も嫌いなボー

ドを各１枚ずつ選択した。しかし，好きな順に並べさせ

ると，「全部いいんだよ」といって反応しなかったり，ボー

ドを２枚以上同じ位置に重ねてしまう反応がみられ，配

列は行われなかった。一方，８枚のボードに対して，１

枚でも違うタイプの反応がみられた被験児は14名であっ

た。この14名について，最も好きなボードと最も嫌いな

ボードを選択させると，「嫌いはない」あるいは「全部い

いよ」という反応に変わるものが６名，最も好き，最も

嫌いなボードを選択したものが８名みられた。さらに，

好む順番に１から８までを配列した被験児は８名のうち

２名にすぎなかった。

たまどの「好き－嫌い」の問いに対する反応も，ボー

ドと同じ３タイプがみられた。８個のたまごすべてに同

じ反応を示した被験児は１名であり，その反応は①のタ

イプであった。最も好きなたまごと最も嫌いなたまごを

選択させる課題は，すべてのたまごに同じタイプの反応

を示した１名の被験児も含め，すべてのものが反応を示

した。さらに，好きな順に並べることもすべての被験児

が可能であった。

また，白いたまどの呈示後何であるかの問いに対し，
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Tablelボーバとたまごに対する各色の「好き」反応の度数

注）（）内の数字は％・検定はマクネマー検定(‘"＝l)による視覚刺激間の度数の差，
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たまごであることはすべての被験児が認めており，嫌い

と答えたものはみられなかった。ただし，どちらでもな

いと答えた被験児が１名みられた。さらに，たまごは好

きなのだが，様々な色のたまごが呈示されると，「白いの

つまんない」といって，第１ステップ直後（第２ステッ

プには移っていない）「白いのは嫌いになった」と反応し

た被験児が１名みられた。この結果は，実験に用いられ

た８個のたまどの中では「嫌だ」と感じるこの被験児の

個人的な印象の変化から生じた主張であり，「嫌い」とい

う反応として分析を行うことが本研究の目的にそうもの

と痔え，嫌いの反応として処理した。

８枚のボードと８個のたまごについて，第１ステップに

おける「好き－嫌い」の反応結果（Ｔａｂｌｅｌ上の欄）をみ

ると，ボードの色の違いによる好みの反応にはＱ検定の

結果，有意な差が認められた（Ｑ＝22.02,ｄｆ＝７，Ｐ＜,01)。

マクネマーの検定では，白と青・黄・燈・紫・赤の各色

との間に有意差が認められた。しかし，好きと反応した

度数は白以外のボードは70～90％近い百分率を示し，比

較的に低い白でも60％であり，全体的に高い好みの傾向

が示された。これに対したまどの色の違いによる「好き」

と反応した度数の差については，Ｑ検定結果はさらに大

きな有意差が認められた（Ｑ＝72.72,ｄｆ＝７，Ｐ＜､001)。

視覚刺激
圭
月 黄燈紫 赤緑茶 白

Table２各初音に評する言語反応と規覚選択の度数

ボー ド ３１

(88.6）

３２

(91.4）

３１

(88.6）

２５

(71.4）

３１

(88.6）

２６

(74.3）

３０

(85.7）

１４

(40.0）

２９

(82.9）

２６

(74.3）

２８

(80.0）

２２

(62.9）

２５

(71.4）

６

(１７．１）

２２

(62.9）

３３

(94.3）

たまご

不協和音

Ｘ２
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Ｃ４Ｆ４Ｃ４Ｇ４Ｃ４Ｃ５

完全四度完全流度完全八度

１．４５、１０、００

言語２６２８３３３２２７２２２６２４

（74.3）（80.0）（94.3）（91.4）（77.1）（62.9）（74.3）（68.6）
一一一一一一一－－一一一一－－－－一一---－一一一一一一－－一一一‐-一一一一一－－一一一一一ー‐‐一一一一－－一一一一一一一一一一一一－－－－一一ーー一一ーー一一－－一一一一一一一ーー一一一一－－一一一一一一－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー

視 覚３１３０３２３２２５８１２１１

（88.6）（85.7）（91.4）（91.4）（71.4）（22.9）（34.3）（31.4）

ボードとたまどの各色ごとにマクネマー検定を行った結

果（Ｔａｂｌｅｌ下の欄)，紫・茶・Ｆ１に有意な差が認められ

た。８個のたまごについて好きと反応した度数をみると，

ボードに比べ特に紫と茶が低くなり，白は高くなった。

紫はボードで「好き」だった30名のうち１９名，茶は25名

のうち19名が『嫌い」の反応に変化し，白はボードで「嫌

い」だった12名のすべてが「好き」の反応に変化した。

第２部の結果について，第１部同様に‘性差は認められ

なかったので男女の結果を合わせて処理した。

「好き」か「嫌い」かという言語による和音の好みの

反応は，視覚刺激の好みと同じように，３タイプの反応

がみられた。即ち①「好き」というかあるいは「いい」

とうなづく反応②「嫌い」とし、うかあるいは「いや」

と首をふる反応③少し首をかしげ「どっちでもいい」

あるいは「どっちでもない」という反応である。８種類の

和音についてすべて①のタイプの反応を示した被験児は，

全体の51.4％（＝18/35）であり，半数の被験児が８穐類

の和音すべてを「好き」と反応している。

各和音に対して「好き」という言語反応（以下言語反

応とよぶ）をした被験児の結果（Ｔａｂｌｅ２上の欄）をみる

と，８種類の和音における言語反応の度数は，Ｑ検定の

結果有意な差が認められた（Ｑ＝21.67,ｄｆ＝７，Ｐ＜,01)。

､1７．１０９．３９*＊８．４５*＊６．２６＊

注）（）内の数字は％･検定はマクネマー検定(｡/＝ｌ）による手法問の度数の差。
言語：言語反応(和音に対する｢好き」という言語による反応）

視覚盲視覚選択（｢好き」と反応したたまごと和音との対応）

＊ｐ＜,０５＊*ｐ＜､０１

完全協和音 不完全協和音

X２

手法

＆
度

４
一
一
一

Ｃ
長

Ｃ４Ａ４

長六度

Ｂ３Ｃ４

短二度

Ｃ４Ｄ４

長二度

Ｃ４Ｂ４

長七度



Ｃ４Ｆ ４ Ｃ ４ Ｇ ４ Ｃ ４ Ｃ ５

完 全 四度完全五度完全八度

1０５

Table３８段階スコアの平均得点

３．２

(１．９）

不協和音不完全協和音完全協和音

２．７

(１．９）

Ｃ４Ｄ４

長二度

Ｃ４Ｂ４

長七度

Ｂ３Ｃ４

短二度

＆
度

４
一
一
一

Ｃ
長

Ｃ４Ａ４

長六度

しかし，各和音とも60％以上であり，全体に高い好みの

傾向が示された。特に完全八度（Ｃ４Ｃ５）と長二度（C4E4）

は90％を越えている。

たまごと和音との対応では，８種類の和音すべてにつ

いて「好き」と反応したたまご（ただし，たまどの色は

異なる）と対応させた被験児は，１名だけみられた。全体

的な反応の傾向をみると，好きだと反応したたまごと和

音との対応（以下視覚選択とする）についてＱ検定の結

果，さらに大きな有意差が認められた（Ｑ＝95.77,ｄｆ＝

７，Ｐ＜､001)。マクネマーの検定では，どの不協和汗も完

全協和音・不完全協和音との間に有意差が認められた。

視覚選択の百分率は，完全四度（Ｃ４Ｆ４）・完全五度（Ｃ４

Ｇ４）・完全八度（Ｃ４Ｃ５）の完全協和音と長三度（C4E4）・

長六度(C4A4)の不完全協和音が70%以卜を示しているのに

対し,短二度(B3C4）・長二度（Ｃ４Ｄ４）・長七度（Ｃ４Ｂ４）

の不協和音は35％以下とかなり低くなっている。言語反

応と視覚選択の差についてマクネマー検定を行った結果

(Table２下の欄)，短二度（Ｂ３Ｃ４）・長二度(Ｃ４Ｄ４）・長

七度（Ｃ４Ｂ４）の不協和音に有意な差が認められた。短二

度（Ｂ３Ｃ４）は，言語で「好き」と反応した22名のうち１５

名，長重度（Ｃ４Ｄ４）は26名のうち16名，長七度（C4B4）

は24名のうち１６名が「嫌いなたまご」と対応させるとい

う好まれない方向への反応に変化した。

たまどの好みの順序づけによる８段階の得点化（以下

8段階スコアとよぶ）の結果（Table３）をみると，完全

協和音である完全四度（Ｃ４Ｆ４）・完全五度（Ｃ４Ｇ４）・完

全八度（C4C5）の平均は5.0以上，不完全協和音である長

三度（Ｃ４Ｅｊ・長六度（Ｃ４Ａ４）の平均は4.5以上であるの

に対し，不協和音の短二度（Ｂ３Ｃ４）・長二度（Ｃ４Ｄ４）・長

七度（C4B4）の平均は，3.5以下の得点が示された。

考察

ボードとたまごの２稀類の視覚刺激における色の反応

傾向を検討した実験第１部の結果では，ボードの好みは，

｢好き一嫌い」を問う第１ステップの段階で半数以上の幼

児が８枚のボードすべてに対し「好き」という同じ反応

を示した。さらに最も好き.最も嫌いなボードを選ぶ第

２ステップに移ると，第１ステップで８枚すべてのボード

に「令祁いい」と反応していなかった幼児の中にも，に全
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５．６

(２．２）

２．６

(１．７）

５．２

(1.9）

６．４

(１．７）

４．７

(１．８）

得 点

注)（）内の数字はＳＤ。

５．４

(2.2）

部いい」という反応に変わってしまう幼児がおり，第１

ステップの反応と一致しない結果が示され，ボードに対

する「好き一嫌い」の反応は好みの一貫性を認めること

が難しいと思われる。さらにボードの好みの順序づけを

行うことも難しいという結果であり，抽象的な色への好

みの傾向は調べづらいと考えられる。このように，半数

以上の被験児が全部のボードを好きと反応してしまうこ

とと好みの順序づけが行われないという２つの結果は，

好みの尺度としてボードを考えることが難しいといえる。

なぜならば，「好き一嫌い」という好みの差や好みの順序

づけがボードに生じていなければ，たとえボードと和音

が対応したとしても，和音の好みを検討する実験の尺度

としての条件を満たすことができないからである。これ

に対したまどの場合には，すべて「好き」と同じ反応を

示す幼児は１名であり，ほとんどの幼児がたまどの色に

よって好みの違いを表出し，さらに好みの順序づけを行

うことは全員が可能であった。

このようなボードとたまごに熊じた色の好みの反応の

違いは，“色と形は不可分の関係にある，，と述べる千々料

(1983）や抽象的な色の調査結果は不安定であると指摘す

る柳瀬ら（1978）の論を支持する結果といえよう。“好き－

嫌いという感情は色に限らず個体の生活史や環境によっ

て強く規定され，その「なぜ？」ついての追究は困難な

場合が多い，，（柳瀬・近江，1987）といわれるように，物

質から受ける様々な要因が重なり合って各個人の好みが

生じているといえる。ボードでは好みの基準が明確でな

いために反応が一貫せず，幼児の場合には「どれもみん

な好き」と反応してしまい，でたらめ的な反応が多くな

る可能‘性が強いと考えられる。これに対したまどの場合

には，「この色のたまどからは怪獣が生まれるよ」といっ

た具体的なイメージから好みを述べたり，「こんな色のた

まごは嫌だ」といった違和感が示され，着色されたたま

ごに対する各個人の好みが表現されていると思われる。

このような結果から，たまごという形態をもつ視覚刺激

は，幼児にとってわかりやすくかつ意味をもつ具体物で

あると考えられ，「好き－嫌い」という言語による好みの

表現であっても，ボードに比べ反応しやすい視覚刺激で

あったと,思われる。

以上の結果から，好みの尺度としてたまごは，ボード
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に比べるとより有効性の高い視覚刺激であることが確認

されたと考える。

ただし，視覚刺激の検討では練習試行がなかったため，

ボードの選択や配列が被験児にとっては練習試行となり，

次のたまどの選択や配列を容易にさせたのではないかと

推察される点もある。しかし，たとえボードが練習試行

になったとしても，ボードで満たすことのできなかった

好みの尺度としての条件を，たまごは満たし得たという

結果を否定しえず，ボード以上の有効性が確認された点

において意味があったと考えたい。

次に，実験第２部における言語による和音の好みの結

果では，８種類の和音間に統計的には有意な差はあるが，

すべてについて「好き」という同じ反応を示した幼児も

半数みられた。また，完全八度・長三度・完全五度・長

六度．完全四度・長二度・長七度・短二度の順（完全四

度と長二度は同値）に好まれているが，すべての和音に

ついて60％以上の幼児が「好き」という反応を示してお

り，好む傾向は全体的に高い傾向にあるといえる。この

結果から，言語によってどのくらい正確に「好き一嫌い」

という感情を各和音に対し示していたのかを判断するに

は，十分な結果とは考えにくい。幼児を対象とした本実

験での言語による好みの結果は，完全四度（C4F4）・完全

五度（C4G4）・完全八度（C4C5）の完全協和音と長三度

(C4E4）・長六度（C4A4）の不完全協和音はかなり好まれ

る傾向が高いと考えられるが，短二度（B3C4）．長二度

(C4D4）・長七度（Ｃ４Ｂ４）の不協和音もけっして好まれる

傾向が低いとはいえない。この結果は，同じ方法による

幼児を対象とした和音の好みの先行研究（valentine,1913；

Dashiell,1917）にみられる結果とほぼ一致している。こ

のように言語のみによる幼児の反応からは，「好き－嫌い」

の差が生じている和音を判断することは難しく，特に不

協和とされる和音に対し幼児がどのような好みの傾向を

感じとっているのかを判断することが難しいと思われる。

これに対し，好みの尺度として視覚刺激にたまごを用

いた場合の結果をみると，すべての和音に対し，好きだ

と反応したたまごと対応させた幼児は１名だけであり，

多くの幼児が「好きなたまご」と「嫌いなたまご」別に

各和音と対応させている傾向があると考えられる。対応

の傾向として，完全四度（C4F4）・完全五度（Ｃ４Ｇ４）・完

全八度（Ｃ４Ｃ５）の完全協和音と長三度（Ｃ４Ｅ４）・長六度

(Ｃ４Ａ４）の不完全協和音は，好むたまごと対応し，短二

度（Ｂ３Ｃ４）・長二度（Ｃ４Ｄ４）．長七度(Ｃ４Ｂ４)の不協和音

は,好まないたまごと対応する傾向が強く示された｡この

傾向は,８段階スコアにおいても完全協和音と不完全協和

音の得点が高く，不協和音の得点か低いという得点差とし

て生じている。また,完全四度(C4F4）・完全五度（C4G4）・

完全八度（C4C5）・長三度（C4E4）・長六度（C4A4）の完

全協和音と不完全協和汗は，言語反応の度数と視覚選択

の度数にあまり変化がみられないのに対し，短二度（Ｂ３

Ｃ４）・長二度（C4D4）・長七度（Ｃ４Ｂ４）の不協和音は，言

語反応の度数に比べ視覚選択の度数が非常に減少してい

る。これは，たまごを媒介とすることによって「好き－

嫌い」が表れやすくなったのではないかと推察される点

である。特に，言語のみの場合には「好き」という反応

が50％前後のチャンスレベルの反応率を示すことが多く，

好むのか好まないのか，それともどちらともいえない偶

然から生じる反応であるのかを判断することが難しいと

思われる短二度（Ｂ３Ｃ４）・長二度（C4D4）・長七度（Ｃ４

Ｂ４）の不協和音において，好まないたまごと対応する傾

向が強く示された点で，言語反応にはみられない異なる

傾向が視覚選択に生じているのではないかと考えられる。

この結果は，言語のみでは表出できなかった幼児の好み

の感情が，視覚刺激を媒介とすることによって間接的に

表現されているように思われ，和音の好みを測定する上

で，視覚刺激を用いることは，言語のみでは十分に測定

できない幼児の感情をより明確にとらえるための優位な

手がかりになりうるのではないかと思われる。

音は具体的に目にみえる事物とは異なり抽象的なもの

であり，幼児が本当に感じとっている好みを言語によっ

て正確に表現することは難しいと思われる。「好き」か「嫌

い」かのどちらかを答えることは可能であっても，その

判断が偶然によるものである場合の多いことが，幼児を

対象とした実験においてはしばしば問題とされている（梅

本，１９６６；吉川，1973)。しかし，具体的な事物であり，

比較的幼児にも好みの判断がしやすい視覚刺激を手がか

りに和音との対応をみると，好む視覚刺激と好まない視

覚刺激別に和音の対応に差が生じており，その差は完全

協和音・不完全協和音と不協和音とにみられている。こ

の結果は，言語では「好き－嫌い」を十分に表現させる

ことができないが，好む視覚刺激と好まない視覚刺激を

和音と対応させることによって，幼児の内部で感じてい

る完全協和音・不完全協和音と不協和音の印象の違いを

表出しているのではないかと思われる。

視覚刺激として用いたたまごは，言語による好みの反

応によって尺度化されてはいるが，具体的な事物のもつ

性質により各個人の好みが表出されて尺度化されたと考

えられ，和音に対する好みの傾向を検討する上では，言

語のみによる検討よりも優位な手がかりになりうるので

はないかと思われる。しかし，この有効性を述べるには

さらに徴密な実験を繰り返す必要性を感じている。その

ため，本実験の結果のみで，短二度（B3C4）．長二度（Ｃ４

Ｄ４）・長七度（C4B4）という一般的に不協和音といわれ

る和音が，好まれない和音であると判断することは避け

るが，幼児の内面では完全協和音・不完全協和音と異な

る好みの印象をもっているかもしれないという可能性の

ある点が，本実験から示唆されたと考えている。
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今後，より多くの幼児を対象にさらに検討を深めてい

く必要'性があると考えている。
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乳幼児におけるアタッチメント研究の動向とＱ分類法によるアタッチメントの測定

近 藤 清 美
(大阪大学人間科学部）

本論文は、乳幼児期におけるアタッチメント研究とその測定法に関する現在の動向を明らかにしたもので

ある。ストレンジ・シチュエーション法は，過去20年間使われてきたが，現在では，いくつかの点で問題
があることが分かってきた。すなわち，Ｂタイプが最も適応的であるという前提や，アタッチメント．パ

ターンに差をもたらす原因や，アタッチメント・パターンの後の発達への関わりについて，従来，考えら

れてきた知見を覆す研究結果が出されたり，また，アタッチメントを内的ワーキング・モデルとしてとら

える生涯発達的な観点に立つ新しいアタッチメントの概念が注目されている。さらに，わが国では，スト

レンジ・シチュエーション法はアタッチメントの測定法としては妥当でないことが，様々 な研究者によっ

て証明されている。アタッチメントの測定法として新たに開発されたアタッチメントに関･するＱ分類法は，
現在のアタッチメント研究の動向に一致するものであり，かつ，わが国の乳幼児のアタッチメントを測定
する際にもいくつかの利点を持つ。本論文では，Ｑ分類法によるアタッチメントの測定法が紹介され，今
後のアタッチメント研究に対する有効性が論議された。

【キー・ワード】乳幼児のアタッチメント，ストレンジ・シチュエーション法，Ｑ分類法，乳幼児の測定法

はじめに

子から母へのアタッチメント（attachment）は，乳幼児

期の母子関係の中でも最も重要な側面である。これを測

定する方法として，従来，ストレンジ・シチュエーショ

ン法が使われてきた。ストレンジ・シチュエーション法

はAinsworth，＆Witting（1969）によって開発され，そ

れ以来約20年を経過するが，アタッチメント研究におい

て欠かせない測定法となっている。しかし，ストレンジ・

シチュエーション法がアメリカ合衆国以外の様々な国で

適用されるにしたがい，Anisworth，Blehar，waters，＆

Ｗａｌｌ（1978）の研究結果に合致しない点が多数見いださ

れた。

本論文の目的は，ストレンジ・シチュエーション法を

めぐるこれまでのアタッチメント研究をまとめ，その問

題点を明らかにするとともに，最近のアタッチメント研

究の動向である生涯発達的な見通しに結びつき得るアタッ

チメントの測定法を見いだそうとするものである。とり

わけ，waters,＆Deane（1985）の開発したＱ分類法（Q

-sortmethodology）を用いたアタッチメントの測定法の

こうした研究動向への有効性について検討したい。

１．ストレンジ・シチュエーショーン法をめ

ぐるアタッチメント研究の動向

ストレンジ・シチュエーション法は，実験室という見

知らぬ場面で，見知らぬ大人に対面するというストレス

場面での乳幼児の反応を見ることによって，アタッチメ

ン卜を測定するものである（詳細は，Ainswortheta1.,1978)ｂ

ストレンジ・シチュエーション法について，Ainsworthら

によって得られた主要な知見をまとめると以下の３点に

集約される。

１）ストレンジ・シチュエーション法で測定される乳

幼児のアタッチメントは，Ａ，Ｂ，Ｃの３つのタイプに

分類することができ，このうち，Ｂタイプが最も適応的

である。

２）Ｂタイプの乳幼児の母親は，子どもの出す信号に

敏感で，反応的である。アタッチメントタイプは主に，

母親の行動によって形成される。

３）Ｂタイプの乳幼児は，後の様々の側面において良

好な発達を示す。

以下，この３点をめぐる問題について，最近の研究成

果をもとに吟味し，アタッチメント研究の動向と課題を

明らかにしたい。

１）ＡＢＣ分類の問題点

ストレンジ・シチュエーション法でのアタッチメント

の測定では，主として母子再会場面での行動に基づいた

ＡＢＣ分類を用いるのが普通である。Ainsworthほか（1978）

はＢタイプが最も適応的であるとしたが，これに疑問を

投げかけたのはアメリカ以外の様々な国での研究である。

Ainsworthらのアメリカでの研究では，ＡＢＣの各タイプ

の出現率は，約20％，７０％，１０％であった。ところが，

これと著しく異なる分布を示す研究結果が出現した。と

りわけ，旧西ドイツ北部の研究（Grossmann,Grossmann，

Huber,＆Wartner,1981）では，Ａタイプが約半数を占
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めるという偏りをみせ，Ｂタイプが文化や個人をとりま

く状況に関わりなく最も適応的であるとする見解に疑問

が生じた。すなわち，適応的ということが，生物的レベ

ルか，文化的レベルか，個人的レベルかによって意味が

異なるのである。Ｂタイプのように母親を信頼して安全

基地として利用することが，定常の状況でその個体の生

存価を高めるという意味で生物的レベルで適応的である

といえるだろう。しかし，文化や個人をとりまく状況に

よっては，むしろ，Ａ・Ｃタイプのように母親を安全基

地として利用しない方がほうが適応的であるといったこ

とも考えられるだろう（Hinde,＆Stevenson-Hinde,1990)。

さらに，ストレンジ・シチュエーション法における研

究が進むと，Ａ・Ｃ以外の不安定なアタッチメント・タ

イプが見いだされた。これらは，当初，分類不可能群（un‐

classified）と呼ばれたり，接近傾向と回避，抗議が同時に

出現することからＡ／Ｃ群と呼ばれたが，最近では，こ

れらのものをすべて含め，母親への接近の仕方に葛藤行

動や異常行動を伴うものを不安定なアタッチメントを持

つ３番目のパターンとしてＤ群と呼んでいる（Main，＆

Solomon，1990)。このように，研究対象が広がれば，Ａ

ＢＣタイプ以外のものが出現する可能’性は否定できない。

以上のように，研究の進展にともないＡＢＣ分類にお

ける問題点が明らかになってきた。中でもとりわけ問題

なのは，以下に述べるように，ストレンジ・シチュエー

ション法でのＡＢＣ分類が，アタッチメントに関した差

異を示すものか，あるいは，アタッチメント以外の要因

がからんでいるのか，明らかでないことである。

そもそもＡＢＣ分類はAinsworthのバルチモアでの研

究（Ainsworth,＆Witting,1969）において見いだされた

ものであり，Ainsworthらの当初の研究（Ainsworth，

Bell,＆Stayton,1971）では，家庭における行動の差異と

明確に対応していた。すなわち，ストレンジ・シチュエー

ション法で見出されたアタッチメントタイプは，場面を

越えて，アタッチメントに関する質的な差異を示してい

たのである。しかし，Ａタイプの乳児とＣタイプの乳児

の行動にストレンジ・シチュエーション法では差があっ

たが，それに関わると考えられる母親の養青行動や後の

社会性の発達において，両者の差異はそれほど明らかに

されてこなかった。一方，ＡタイプとＣタイプの区別に

は気質が関わっているとする知見が提出され（たとえば，

Belsky,＆Rovine，1987)，アタッチメントの様々 なタイ

プの出現にアタッチメント以外の要因が関与する可能性

が示唆されたのである。

ここでまず問題とすべきは，アタッチメントの測定法

としてストレンジ・シチュエーション法に依存する余り，

ストレンジ・シチュエーション法に出現する行動がすべ

てアタッチメントに関するものであると考える誤解であ

る。しかも，ストレンジ・シチュエーション法と自然場

面での行動との対応を無視し，特別に設定されたストレ

ス場面における母子再会反応がアタッチメントの評価の

全てになっている。さらに，母子再会反応にみられる行

動タイプに拘泥し過ぎることは，アタッチメントの評価

を非連続的な分類という形にとどめることになり，アタッ

チメントに関する非常に多くの’情報を見過ごしているこ

とになる。アタッチメント理論からみると，アタッチメ

ントの評価に際し最も重要なことは，アタッチメント・

システムがセットゴールを達成するのに適応的に機能し

ているか否かという点にある。この観点からするならば，

アタッチメントの測定に，アタッチメント・システムの

適応的な機能の程度を表す連続的な尺度が考えられても

よいのである（waters,＆Deane,1985)。この考え方は，

従来のアタッチメントをパターンとしてとらえる考え方

から逸脱するものであるが，アタッチメント研究の一つ

の発展方向を示すものと言えるのではないだろうか。

２）アタッチメントの形成に関わる要因

Ainsworth，＆Witting（1969）の研究では，安定した

アタッチメントを持つ乳児の母親は子どもの行動に敏感

で反応的であり，子どものしている事を妨げることが少

なかった。ところが，７０年代に発達心理学が乳児の能力

や自発’性に注目するにしたがい，発達の決定因として母

親だけを霞視する見解に反省がみられた。Miyake,＆Ｃｈｅｎ

(1983-84）は，ストレンジ・シチュエーション法で，ど

のアタッチメント・タイプの行動を示すかは，８ヶ月で

の見知らぬ人への反応，すなわち，恐れやすいといった

乳児の気質に関連することを示した。アタッチメント・

タイプの決定因として気質が関わるとするこの見解は，

アタッチメントの決定因として乳児側の要因に目を向け

させたものとして注目に値する。

しかし，ここで整理すべき問題点は，ストレンジ・シ

チュエーション法で見られるＡＢＣ分類が気質を反映し

たものであるとする見解（Kagan,1982）と，アタッチメ

ントの形成に乳児の気質が関わるとする見解（Goldsmith，＆

Alansky,１９８７；Waters,Vaughn，＆Egeland，1980）を

区別することである。ストレンジ・シチュエーション法

でのＡＢＣ分類が気質を反映するものとする見解は，お

もにわが国の研究結果から出されたものであり，後に述

べるように，わが国でのストレンジ・シチュエーション

法に特有にみられる現象であるのかもしれない。一方，

乳児の気質と母親の養育行動の累積的相互作用によりア

タッチメントが形成されるといった知見から，気質論者

とAinsworthらの論争は一応の決着を見ている。しかし，

アタッチメントの形成過程，並びに長期的な変化につい

て，充分な研究が行なわれているとは言えない。その理

由として，アタッチメントの現象がストレンジ・シチュ

エーション法の範囲の中だけでとらえられ，様々な観察

場面に幅広い年齢で対応する簡便で経済的なアタッチメ
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ン卜の測定方法がなかったことが問題の一端を握ってい

るものと言えよう．

３）アタッチメント・タイプとその後の発達との関連

Ainsworthらの研究によると，ストレンジ・シチュエー

ション法で安定したアタッチメントを見せた乳幼児は後

の社会的関係や課題達成といった様々な側面で良好な発

達を示した（総覧はAinswortheta1.,1978)。しかし，こ

の関連を実証しようとした研究は，方法上，様々な問題

を含み，縦断的研究ではあっても，ほとんどの場合，両

者の因果関係を示したものではなく，とりわけ，アタッ

チメントの形成と後の発達の両方に関わると考えられる

第３の要因について，充分な考察が加えられていないこ

とが指摘されている（Ｌａｍｂ，Thompson，Gardner，＆

Chamov,1985)。また，逆に，後の社会的な諸能力を測定

する時期にアタッチメントについても測定し，長期にわ

たるアタッチメントの安定性について検討した研究は見

あたらない。こうした状況がもたらされたのは，ストレ

ンジ・シチュエーション法が生後10ヶ月から20ヶ月のわ

ずかの期間しかアタッチメントの測定法としての妥当性

を持たず，長期にわたって妥当なアタッチメントの測定

法がなかったことが一因であると言えよう。

４）アタッチメント概念の変遷と内的ワーキング・モデル

発達心理学において，生涯を見通して発達をとらえる

考え方が注目されるようになってきたが，その流れはア

タッチメント研究にも影響を与えた。ところが，ストレ

ンジ・シチュエーション法は，短期間の乳児のアタッチ

メントしか問題にすることができない。しかも，アタッ

チメント研究の多くがストレンジ・シチュエーション法

にあまりにも依存してきたために，アタッチメントの概

念が乳幼児期に限定され，生涯発達を見通したアタッチ

メントの発達を考えることができなくなってきた。そこ

で，アタッチメント概念の見直しが行われ，内的ワーキ

ング・モデルとしてアタッチメントをとらえる考え方が，

最近，注目されるようになってきた。

内的ワーキング・モデルという概念は，そもそもBowlby

自身が提出したものであり（Bowlby,1969)，アタッチメ

ント対象との持続的な相互交渉を通して，人の内部に形

成される自己および他者にかんする心的表象であり，ア

タッチメント・システムが設定するセットゴールを達成

する際の内的な行動の制御機構と考えられた。アタッチ

メントの概念として内的ワーキング・モデルを採用する

ことにより，アタッチメントのとらえ方が変化しつつあ

る。すなわち，ストレンジ・シチュエーション法で，母

親に対するアタッチメント・パターンと父親に対するア

タッチメント・パターンがあまり一致しないこと（Main，＆

Weston，1981）から，当初，アタッチメントは特定の関

係（例えば，母子間）にそれぞれ個別に生じるものと想

定された。しかし，アタッチメントを内的ワーキング．

モデルとしてとらえる考え方では，個人内におけるアタッ

チメント・システムの機能の仕方を問題とするわけで，

乳児は母親に対するアタッチメントを鋳型として，最終

的には様々な対象に同じアタッチメント・パターンを有

するようになると予想される。そこで，様々な対人場面

における乳幼児の行動特性がアタッチメントの測定にお

いて問題となるわけである。しかし，内的ワーキング・

モデルを検討するのに，ストレンジ・シチュエーション

法は，観察場面が限定され，適応年齢の幅が狭いため限

界があると言えよう。

２．アタッチメントの測定法をめぐる問題

１）アタッチメントの測定の要件

以上のアタッチメント研究の動向から要請される乳幼

児期のアタッチメントの測定法の要件として，次のよう

にまとめることができる。

（１）アタッチメント・システムの機能の仕方，あるい

は，内的ワーキング・モデルを重視する立場からアタッ

チメントの測定を考えると，個々の行動の有無や頻度で

はなく，様々な文脈においてアタッチメント・システム

の適応的な機能を行動特性としてとらえ得る測定法であ

ること。

（２）自然場面を始めとする様々な場面における行動を

対象とする測定法であること。ただし，行動観察の方法

が簡便で誰でも行うことができ，経済的負担の少ない方

法であること。

（３）アタッチメントと後の発達との関連，あるいは，

内的ワーキング・モデルとの関連を探るためにも，少な

くとも言語報告が可能となる時期までを広くカバーしう

るものであること。

こうした要件に加えて，アタッチメントの測定法とし

て海外で開発された方法をわが国に導入する際の問題点

を考慮する必要があるだろう。

２）わが国におけるストレンジ・シチュエーション法の

問題点

わが国のストレンジ・シチュエーション法を用いた研

究は，文化を越えたアタッチメントの測定法としての妥

当性に重要な批判を加えるものであった。そのもっとも

中心的な批判は，ストレンジ・シチュエーション法はわ

が国の乳児にとって余りにストレスが高いため，乳児の

アタッチメントを反映していないのではないかという疑

問である。とりわけ，ストレンジ・シチュエーション法

の中でも乳児を一人にして母親が退室するエピソードは，

わが国の乳児が通常経験することの少ない場面と考えら

れる。Takahashi（1986）は，エピソード５までは安定し

たアタッチメントを持つ乳児に典型的な行動を示してい

たものが，エピソード６（乳児を一人に置き去りにする）

以後，不安定なアタッチメントに特徴的な行動を示すこ
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とがあり，本来，安定したアタッチメントを持つ乳児で

もストレンジ・シチュエーション法の手続きによりひど

く混乱した場合には，不安定なアタッチメントをもつと

判断される可能'性があることを明らかにした。また，氏

家（1987）では，ストレンジ・シチュエーション法の始

めからストレスによる混乱を示す乳児は，ストレンジ・

シチュエーション法の全体にわたってその行動が混乱し

たものであり，わが国の乳児がストレンジ・シチュエー

ション法全体からストレスを多く受けていることを指摘

した。さらに，Nakagawa,Ｌａｍｂ,＆Miyake(1992）は，

ストレンジ・シチュエーション法でのＡＢＣ分類が母親

の敏感な関わりと関連がないことを示し，わが国のスト

レンジ・シチュエーション法はアタッチメントの測定法

として妥当性がないと結論づけた。こうしたことから，

ストレンジ・シチュエーション法がわが国の乳児のアタッ

チメントの測定法としてふさわしくないことは研究者問

での共通の認識になっていると言えよう。

さらに，Takahashi（1986）が指摘するように，ストレ

ンジ・シチュエーション法は，運用面ばかりではなく，

評価面においても問題がある。すなわち，ＡＢＣ分類を

行なう際の鍵となる重要な行動が，文化によって同一に

解釈されない可能性があり，わが国の乳児でＡタイプが

たいへん希なのは，わが国の乳児の示す回避行動が余り

にも些細であったり，行動型が異なるため，Ａタイプと

分類されるに至らないと考えられる。

以上のことから，さきに述べたアタッチメントの測定

の３つの要件に加えて，観察場面が生態学的妥当性を持

ち，文化的な行動の解釈に左右されないアタッチメント

の測定法が採用されなければならないのである。こうし

た要件を満たすアタッチメントの測定法として，waters，＆

Deane（1985）が開発したＱ分類法を用いたアタッチメン

トの測定法があげられる。

３．Ｑ分類法によるアタッチメントの測定

１）特徴

Ｑ分類法は，Stephenson（1953）により考案された行

動評定法の一種であり，パーソナリティーの測定を始め

として教育心理学，精神医学，さらには文化人類学など

の様々な分野で用いられてきた。その大きな特徴は，対

象を比較して評価を下す（normativemethod）のではな

く，特定の対象について項目を比較して（ipsativemethod）

対象の特徴を明らかにする点である。具体的には，Ｑ分

類法ではカードを用い，カードの分類によって対象の特

徴を記述する。

アタッチメントのＱ分類法（AttachmentQ-sort）では，

カードにかかれた項目は，行動の出現する文脈を含めた

アタッチメントに関する具体的な行動である。つまり，

Ｑ分類法の項目は，アタッチメント行動の組織化のされ

方を記述する標準化された「言葉」ということができる。

この「言葉」を用いてアタッチメントに関する対象の行

動特性が記述されることになる。タイムサンプリング法

においても具体的行動を扱うが，場面による変動が大き

く，一つの行動が様々な意味を持ち，心理学的概念を直

接測定する行動を特定することはたいへん難しい。しか

し，Ｑ分類法を用いた測定では，具体的な行動は標準化

された「言葉」によってアタッチメントの文脈の中で置

き換えられるため，Bowlbyのアタッチメント理論との整

合性が高いと言える。また，具体的行動に依拠した測定

法であるため，理論が指し示す行動を明らかにしたり，

アタッチメントの評価に介入する文化による評価の偏り

を検討することが可能である。

さらに，アタヅチメントのＱ分類法では，家庭場面を

含めて，比較的操作を加えない場面での行動観察からア

タッチメントが評価されるので，ストレンジ・シチュエー

ション法のように，観察場面の生態学的妥当性が問題と

されることはない。また，アタッチメントが具体的な行

動を通して出現しやすい年齢であれば，1歳から４歳ま

でといった幅広い年齢の対象に適応することができ，し

かも，繰り返しによる影響が全くなく，アタッチメント

の発達を継続して調べることができる。さらに，観察は

家庭を含めた様々な場面で行うことができ，母子問以外

に父子問や，保育園での保母一子ども間と言った様々な

場面・対象で可能である。

以上のように，Ｑ分類法によるアタッチメントの測定

は，先に述べた現在のアタッチメント研究から要請され

るアタッチメントの測定法に応え得るすぐれた測定法で

あると言えるであろう。

２）実施方法

Waters，＆Deane（1985）によって開発されたアタッ

チメントのＱ分類法は１００項目であったが，現在では，１９８６

年以降に改訂された90項目の版がおもに使用されている。

Ｑ分類法によるアタッチメントの評価は，どの様な場面

においても行うことができるが，アタッチメントのＱ分

類法に示された行動ができるだけ多く出現する場面を設

定するか，そうした行動が出現するのに充分な長さの観

察時間を取るのか，いずれかが必要である。そのために

は，観察者がおもちやを持参したり，対象児と遊んだり，

場合によっては，短時間の母子分離場面をもうける等，

観察者が場面に積極的に介入してアタッチメント行動を

引き出すような参加観察を行うことが望ましい。充分考

慮された参加観察が行われるならば，１時間半から２時

間の観察で充分な情報が得られるであろう。しかし，項

目の中には，観察だけでは分からないものがあり，そう

した場合には聴取した内容も参考にする。また，アタッ

チメントのＱ分類法において，資料の信頼性は，観察者

間の結果の相関をもとに，Spearman-Brownの修正公式
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に基づいて計算されるので，観察回数を重ねるほど信頼

性が高くなる。そこで，信頼性の高い資料を得るために

は，観察者の訓練もさることながら，複数の観察者によ

る複数回の観察を行うことが望ましい。

アタッチメントのＱ分類法による行動の記述は，行動

観察後，カードを対象の行動特性にしたがって分類する

ことによって行われる。まず始めに，カードを対象の行

動特性に「合う」，「合わない｣，「どちらとも言えない｣，

あるいは，「観察されなかったので分からない」の３つに

分類する。その後，３つに分類されたカードの山のそれ

ぞれをさらに３つに分類することによって，最終的に９

〕の山に分ける。Ｑ分類法で最も特徴的なのは，その後，

さらに，各山のカードの枚数を一定の分布にそって調整

するところにある。９０項目のアタッチメントのＱ分類法

では，全ての山を10枚ずつに揃える。各項目の得点は，

カードの置かれた位置によって決まり，最も特徴的であ

ることを示す山にあるカードには９点が与えられ，次の

山にあるものは８点と順次得点が与えられる。

このように，各山のカードの枚数が制限されているた

め，通常の評定法でみられる中心化傾向やハロー効果な

どの反応の偏りを避けることができ，暗黙の仮説や社会

的望ましさにしたがって評定することがしにくい。それ

故に，観察者をそれほど訓練しなくても比較的信頼性の

高い資料が得られるのである。

３）分析方法

Ｑ分類法によるアタッチメントに関する得点を算出す

るには次の３つの方法がある（分析方法の詳細は，Ｂlock，

1979；Waters，＆Deane，1985を参照のこと)。

ａ）標準分類（criterionsorting）による分析アタッチ

メントのＱ分類法を用いたこれまでの研究では，標準分

類による方法が最もよく使われている。アタッチメント

に関する標準分類は，最も安定したアタッチメントを示

す子どもを想定して，アタッチメント研究の専門家が作

成したＱ分類法による記述の平均値である。個々の対象

に関して，この標準分類と実際のＱ分類法による記述と

の相関値がアタッチメント得点として算出される。すな

わち，アタッチメントのＱ分類法によるアタッチメント

の評価は，アタッチメント・システムの機能の程度を示

す量的な尺度として表わされることになる。

ｂ）いくつかの項目から構成された尺度による分析Ｑ

分類法における各項目の得点は，実質上，標準的な得点

となんら変わることのない動きをする（Ｂlock,1979)。そ

こで，項目を組み合わせて特定の尺度を作成し，そこか

ら得られる得点をアタッチメント得点とすることができ

る。ただし，項目の因子分析は，項目の作成段階で似た

ような項目を削除しているため，通常よい結果を生まな

い。また，田島・上村（1989）が試みたように，最もア

タッチメントの安定性を示していると考えられる項目を

専門家に選択させ，そうした項目を用いて尺度を構成す

るといったことも考えられる。

ｃ）対象間の類似度（Ｑ技法）による分析この方法は

Ｑ分類法における本来的な分析方法（Stephenson,1953）

である。この方法は，対象間の相関行列を算出し，それ

をもとに因子分析を行い，その結果から共通した対象群

をとらえるものである。その後，各群の共通性を因子負

荷量や項目間の比較を通じて明らかにする。こうした方

法ばかりではなく，対象に関するクラスター分析でも，

共通した対象群をとらえることができる。対象間の類似

度による方法では，アタッチメントの評価は同じ様なア

タッチメント・パターンを持つ群に分類することによっ

て行われる，

４）アタッチメントのＱ分類法を用いたこれまでの研究

成果

アタッチメントのＱ分類法を用いたこれまでの研究の

中心は〆妥当性の検証にあったと言ってよいであろう。

まず，ストレンジ・シチュエーション法との対応につ

いて調べられ（Vaughn,＆waters,1990)，ストレンジ・

シチュエーション法でのアタッチメント・パターンのＡ

ＢＣ分類とＱ分類法のアタッチメント得点との間に有意

な関連があり，また，安定群と不安定群で有意な差異が

あったＱ分類法の項目の多くが，アタッチメントに関す

るものであることが示された。この研究に先立ち，ｖａｎ

Ｄａｍ,＆vanljzendoom（1988）も類似の研究を行ったが，

観察者が母親であったこともあって，よい結果が得られ

なかった。

さらに，アタッチメントのＱ分類法の妥当性の検討は，

これまでのアタッチメント研究が竜視した母親の敏感性

や後の社会性との関連において調べられた。その結果，

Ｑ分類法の訓練された観察者によるアタッチメント得点

は，母親の敏感な関わりと関連し（Pederson,Moran,Sitko，

Campbell､Ghesquire,＆Acton，1990)，母子間の自由遊

びにおいても，母親が調和的な関わりをすること（Teti，

Nakagawa,Das,＆Wirth，1991）が示された。こうした

関連は，ニホンザルを用いた研究（Kondo-Ikemura，＆

waters,1988）においても実証されており，子ザルの行動

に注意深く，子ザルの行動をよく監督する母親は，アタッ

チメントの安定度の高い子ザルを育てることが分かった。

さらに，社会性との関連では，アタッチメント得点の高

い子どもは，同年令の友達に対して協調的な関わりをも

つことが示された（Park，＆waters，1989)。

このように，Ｑ分類法によるアタッチメントの評価は，

これまでのアタッチメント研究で見いだされてきた知見

と一致する結果を示し，アタッチメントの測定法として

妥当であるということができる。

以上のような研究以外に，様々な研究にアタッチメン

トのＱ分類法が用いられている。たとえば，アタッチメ
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ン卜と夫婦関係について調べたもの（Nakagawa,Teti,＆

Lamb,1992)，また，母親をとりまく援助体制とアタッチ

メントの関連を調べたものoacobson,＆Frye,1991）な

どがある。これらの研究は，主として，実施の簡便さと

対象年齢の広さから，ストレンジ・シチュエーション法

に替わるものとしてアタッチメントのＱ分類法を用いた

ものであると言えよう。しかし，そうではない研究もい

くつかあり，今後注目されるべき研究方向である。

その一つ目は，心理学的概念の検討にアタッチメント

のＱ分類法を用いたものである。これまでに，アタッチ

メントと依存性（waters,＆Deane,1985)，アタッチメン

トと気質（Vaughn,Stevenso庁Hinde,waters,Kotesaftis，

Lefer,Souldice,Trudel,＆Belskey,1992）との関連が調

べられている。これは，Ｑ分類法が具体的な行動に依拠

しているため，それぞれの心理学的概念が，具体的にど

のような行動として表現されているかを示すことができ，

その類似性や相違を検討することができるという特徴を

生かしたものである。そこで，この特徴を利用すること

によって，近年のアタッチメント研究の動向から注目さ

れる内的ワーキング・モデルの概念が，従来のアタッチ

メントの概念とどのようにつながるのか明らかにするこ

とが可能である。こうした点での今後の研究が注目され

る。

また，二つ目は，評定者の文化的特性などによる理想

的な子ども像や子どもの行動の認知における燈畏を検討

するものである。たとえば，Vaughn，Stryer，Jacques，

Trudel,＆Seifer（1991）は，モントリオールとシカゴで

比較研究を行い，母親のＱ分類法による子どもの行動の

記述には，文化的価値規準の影響が大きいことを示唆し

た。また，近藤・木原…松田・伊藤（1991）の研究では，

幼児期前期の発達障害児において，障害受容の可能な母

親ではそうではない母親に比べて，子どもの行動を肯定

的に評価していることが分かった。さらに，アタッチメ

ントのＱ分類法による理想的子ども像に関する研究も興

味深い。たとえば〆母親と保育者養成校の学生とでは，

理想的な子ども像に差異があること（斎藤・近藤，1992）

や，母親の理想的子ども像は就労形態や家族からの支援

により異なること（Kondo-Ikemura’1990）が明らかにさ

れている。このように，アタッチメントのＱ分類法は具

体的行動に依拠して評価するので，評価に入り込む文化

による行動の解釈の偏りや社会的望ましさによる影響に

ついて分析することができるのである。

言つ目に興味深い研究方向として，対象間の類似度の

分析を用いて同質の群を取り出す研究があげられる。

Vereijken（1989）はこの方法により，わがIEIの幼児にも

３つの群が存在し，それぞれが，ＡＢＣのアタッチメント・

パターンに対応することを示した。さらに，こうしたパ

ターンは，１歳児にも２歳児にも一致して存在すること

を示した（Vereijken,1992)。こうした群が，対象のどの

様な行動特性を反映しているかは議論の分かれるところ

である。しかし，Ｑ分類法によるアタッチメントの評価

の多くがアタッチメントを量的な尺度としてとらえ，こ

れまで，ストレンジ・シチュエーション法で問題とされ

てきたパターンとしてとらえるアタッチメントの評価と

の整合’性を欠くものとなっているだけに，対象間の類似

度に基づく研究が，こうした議論に応えてくれるものと

期待することができる。

5）わが国におけるアタッチメントのＱ分類法による研究

アタッチメントのＱ分類法は，watersのもとに留学し

ていた野村（1986）や近藤（1986）によってわが国に紹

介され，それ以来，様々な研究者に利用されている。し

かし，これまでの研究では，ストレンジ・シチュエーショ

ン法にかわる簡便な測定法であるというところから，ア

タッチメントの測定法として安易に導入されたのではな

いかと懸念されるのである。

まず，これらの多くの研究では，母親が評定荷である

ために，アタッチメントに関して妥当な評価がなされて

いるかどうかに疑問がある。著者の東京近郊に居住する

母親を対象とした短期的縦断研究において，２８名の母親

から生後４ヶ月時点での理想的子ども像と１歳時点での

現実の子どもとのＱ分類法による記述を得た。その結果，

母親による現実の子どもと理想的子ども像との相関は-0.01

から．7０（平均，0.46）であり，その半数が.40以ｔの高

い相関を示した。つまり，１歳児におけるアタッチメン

トに関する母親の評価は〆母親の持つ理想的了･ども像が

大きく影響しているものと考えられる。また，Vereijken・

近藤（1993）は，４８組の14ケ月児の家庭を訪問し，行動

観察から母親の子どもの行動への敏感性を評定し，観察

者（２名）と母親のＱ分類法による子どもの行動の記述

の一致度との関係を調べた。その結果耐母親の敏感’性と

観察者一母親間のＱ分類法の記述の一致度との間には非

常に高い相関（ｒ＝、63）があることが示され，子どもの

行動に敏感である母親ほど観察者に近い記述を行った。

すなわち，母親のＱ分類法による記述は，社会的単まし

さや母親の持つ理想像に即した評価の偏りが混入すると

言う点で問題であるばかりではなく，子どもの行動への

敏感性と言った母親の特'性によっても歪められているの

である。つまり〆母親によるＱ分類法の記述は，母親の

子どもの行動の認知であると考えた方がよいと言えよう。

海外における研究でも，２歳以下で，母親をＱ分類法の

評定者として用いた研究では，ほとんどよい結果が得ら

れていないようである（VaughnetaL，1992,Vaughn＆

waters，1990)。

さらに，アタッチメントのＱ分類法を用いた研究で問

題とすべきことは，アメリカで作成されたアタッチメン

トの標準分緬が，わが国においても妥当であるかどうか



1１４
発達心理学研究 第 ４ 巻 第 ２ 号

という点である。この点について，Vereijken・近藤（1993）

は，観察者が行ったＱ分類法によるアタッチメントの評

価が，母子間の遊びにおいて観察される母親の敏感な関

わりや適切な教示行動と非常に高い相関があることを示

している。従って，アメリカで作成されたアタッチメン

トの標準分類がわが国においても妥当であると言えるだ

ろう。また，著者が，わが国の22名の若手の乳幼児研究

者に依頼した，安定したアタッチメントを示す典型的な

子どものＱ分類法による記述の平均は，アメリカで作成

されたものと．92の相関を示し，アタッチメント理論に

基づいて作成された標準分類が文化を越えて共通である

ことが示された。しかし，年齢や文化的状況によって典

型的なアタッチメント行動の種類や出現の仕方が異なる

ことは有り得ることであり，アタッチメントの標準分類

に関して，今後も検討が必要であることに異論はないで
あろう。

以上のように，わが国におけるアタッチメント研究に

Ｑ分類法によるアタッチメントの評価を導入するには，

いくつかの考慮すべき課題がある。幸い，アタッチメン

トのＱ分類法は，具体的行動に依拠した方法であり，分

析方法が多様であるがゆえに，わが国に導入する際の問

題に対して答え得るすべを持っている。こうしたアタッ

チメントのＱ分類法が持つ可能性を考慮するなら，わが

国の乳幼児のアタッチメントの測定に，アタッチメント

のＱ分類法は非常に有効であると結論づけることができ
るだろう。
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付記

９０項目のアタッチメントのＱ分類法について，近藤・Vereijken
により，相互翻訳を施した正確な日本語訳があります。

また，分析用のパソコン用ソフトがWatersによって開発さ
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Thispaperdescribedcunrentinfantandearlychildhoodattachmentresearchandassessmentprocedures、

First,thelimitationsofStrangeSituationprocedure,whichhasbeenusedfrequentlyoverthepasttwenty
years，werediscussedinrelationtoseveralissues・Theseissuesincludedtheoptimalassumptionof

theB-typeattachment,causesofvariationinattachmentclassification，predictivevalidityfOrlatersocial

competence，andareconceptualizationofattachmentfromalife-spanperspective・Overallitseemed

verydoubtfulthattheStrangeSituationisavalidmethodforassessingJapaneseinfant-motherattach‐

ment，Asanaltemativeapproach，Q-sortspresentseveraladvantagesforassessmentinaccordance
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算数文章題の解決過程における誤りの研究

坂本美紀
(京都大学大学院教育学研究科）

本研究は，算数の文章題解決における誤りの原因を調査したものである。研究の目的は，１つの文章題の

解決過程を下位過程に分け，誤りが各過程のどの部分で生じるか，またそれに問題の種類による違いがあ

るか，という点を検討することである。課題は，加減乗除のうち２種類を扱う文章題で，過剰情報および

単位変換の要因が操作された。調査対象は小学校４年生であった。実験ｌでは，問題は５つの下位過程に

分けられ，各過程ともパーソナルコンピュータによって，教示・問題文・選択肢の提示および児童の反応

の記録が行われた。その結果，単位変換を含む問題では，単位変換がつまずきの原因になることが多いこ

とがわかった。また，単位変換を含まない問題でのつまずきの原因は，問題の状況を理解する過程にある

と考えられた。実験２では紙筆検査によって，過剰情報が，問題状況を理解する過程での，解決に必要な

数値の選択に与える影響を中心に調べた。実験の結果，通常問題では演算を選択する下位過程で正答数が

減ったが，過剰問題では問題文中の過剰な情報が数値を選択する下位過程を困難にし，誤答の原因となっ

ていた。これより，文章題特有の難しさの原因の多くは問題理解過程にあり，特に問題文から抽出した必

要な数字の関係づけが，つまずきの要因になっていることがわかった。

【キー・ワード】算数文章題，過剰情報，下位過程，問題解決，誤り

問題

一般に，児童にとって文章題は，単なる計算問題より

難しいとされる。例えば藤森(1991)は，算数に関する一般

的学力を測定する尺度の作成のため，３．４．５年生に計

算問題と文章問題からなる学力テストを実施した。算出

されたテスト項目の困難度を比較したところ，各学年と

も文章問題は計算問題よりも平均して困難度が高くなっ

ていた。

Lewis,＆Mayer(1987)によれば，算数文章題の解決過

程は，大きく分けて，与えられた問題文を読んで理解す

る問題理解過程と，理解した内容に基づいて問題を解く

解決実行過程から成る。Kintsch,＆Greeno(1985)も同様

に，文章題解決過程を２つに区分していた。解決過程に

は，①変換（translation)，②統合（integration)，③プラ

ンニング（planning)，④実行（execution）の４つの下位

過程が想定されている（Ｌｅｗｉｓ＆Mayer,１９８７；Mayer，

Tajika,＆Stanley,1991)。問題理解過程は，①変換と②

統合の２つの下位過程を含む。Kintsch＆Greenｏ(1985）

の影響を受けたDellarosa(1986)のモデルでは，①と②は

それぞれ，問題文の１文1文を読んで意味を理解する“①

問題文理解'，と，それらの文の表象（representation）を

関係づけて問題についての表象を作り出す“②問題状況

理解'，の下位過程と説明されている。一方，解決実行過

程は，解決方略のプランニングを行う“③プランニング'，

と，その解決方略を実行する“④実行'，の２つの下位過

程を含む。例えば，「金魚を６ぴき買って1000円さつを出

すと，おつりは430円でした。金魚はｌぴきいくらでしょ

うか｡」という文章題について考えてみよう。文章題解決

のはじめに要請されるのは，①問題文を読んで各文の意

味を理解することである。その次に②問題状況理解の過

程が想定される。この過程では，①問題文理解で得られ

た情報から，その問題で“きかれていること(求答事項)”

と“わかっていること（数値)”とを抜き出し，問題につ

いての心的表象を作り出すのである。この問題では，き

かれていることは「金魚１ぴきのねだん」であり，わかっ

ていることは「買った金魚が６ぴき」で「払ったお金が

1000円｣，そして「おつりが430円」だということである。

こうして問題状況が理解できた上で，解決方略の③プラ

ンニングが行われる。この場合は，「ひき算とわり算でと

く」すなわち「１.払ったお金からおつりを引き，２．求め

られた金額を金魚の数で割る」といったプランが立てら

れる。こうして方略が選ばれれば，後はそれを正確に実

行する必要がある。実際に式を立て，演算を実行するの

が，この④の下位過程である。さらに，DeCorte，Ver・

schaffel,＆ＤｅＷｉｎ（1985）ではこの後に，解法の正確

さをチェックする“⑤見直し”の下位過程を設けていた。

このような文章題解決の下位過程において”児童がど

こでどのように間違うかを解明し，文章題解決の難しさ

が何に起因するのか，という問題に１つの示唆を与える

ことが本論文の目指すところである。具体的には，文章

題の解決過程を複数の下位過程に分け，問題の種類を操
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作して，各過程での正誤がどう変わるか，という点につ

いて明らかにする。

文章題を扱った先行研究では，問題文中の数と数の関

係に注目して問題を分類する試みがなされている。代表

的な研究であるRiley，Greeno，＆Heller（1983）では，

必要な計算が同じ問題の間でも，問題の意味構造と未知

数の位置によって難易に差があることが示されている。

一方，Clement（1980）は，小学校５，６年生が算数の文

章題を解くときにおかす誤りを分類した結果，問題文の

理解や式の選択・計算の実行・答の記入といった問題解

決過程の各部分に誤りが見られることを明らかにしてい

る。従って，反応として得られた誤答が，問題解決過程

のどの下位過程における誤りに起因するものか，という

視点が必要となる。問題解決の各過程を別個に調べた研

究としては，例えばMayeretal．（1991）がある。この研

究では，算数文章題解決の認知過程として，先に述べた

４つの過程それぞれの能力をみる課題を実施した。この方

法は，通常のテスト形式で文章題を解かせるより負荷が

低く，立式に至らず解けなかったと判断されてしまいが

ちな児童が，式には表せなかったが把握していた事柄を

探ることが出来る。しかし，この方法では，それらの能

力を別々に評価することはできても，能力間の連関を見

る，という点では問題があると思われる。従って，これ

らの能力を，１つの問題を解く際の連続した過程として

見ていくことも必要ではないだろうか。

ただし，その際に問題になってくるのは，条件の統制

である。子どもの実際の問題解決過程は，前述のモデル

通りに直線的に進むものばかりとは言いきれない。だが，

子どもたちの思考プロセスから同じものを取り出すため

には，モデル通りの下位過程をたどって問題を解いても

らう必要がある。それには，コンピュータを用いて思考

の流れを統制することが考えられる。詳しくは，各下位

過程での思考の結果を見る小間をディスプレイに１過程

ずつ順に提示し，子どもが反応すれば次の過程に進める

ようにする。また，パソコンを使えば，教示等の提示の

際に各過程を通過する際の所要時間を測定し，分析する

こともできる。従来の研究には，条件の統制や時間の測

定等にコンピュータの特性を生かして，文章題解決の過

程を丁寧にみたものはなかった。本研究では，文章題研

究の１つの視点として，コンピュータを使った方法を試

みる。

また，先行研究の多くは課題として加減算のみを扱っ

ており（e,９．，Cummins，Kintsch，Russer，＆Weimer，

1988；ＤｅＣｏｒｔｅｅｔａ1.,1985；Rileyeta1.,1983)，乗除算

を扱ったものは比較的少数派であった（e､ｇ､,Bell,Fisch．

bein，＆Greer，１９８４；Ekenstam，＆Greger，１９８３；Bell，

Swan，＆Taylor，１９８１；Lewis，＆Mayer，1987)。しか

し，算数教育で児竜のつまずきがより問題になってくる

のは，一般に乗除算導入後である。Vergnaud（1983）に

よれば，加減算と乗除算は異なる概念領域の演算であり，

前者は加法的構造を，後者は乗法的構造を持つ。つまり，

乗除算は２つの測度空間の間の正比例関係からなる構造

を持つ演算である。それ故，プランニングの能力を見て

いく際には，加減算のみでなく，乗除算を含めた四則の

うちから演算を選択させるような課題の設定が望ましい

と思われる。Ｃａｓｅ（1985）はPlaget理論に倣い，認知の

発達を，誕生～１歳半，１歳半～５歳，５歳～１１歳，１１

歳～18歳半の４段階に区分した。各段階はさらに下位の

段階に分けられる。児童期後半に当たる第３段階の下位

過程は，５歳～７歳，７歳～９歳，９歳～11歳の３つで

ある。各下位過程の特徴は，科学的推理・社会的推理・

空間的推理などの領域に共通した構造的変化として，以

下のようにまとめられている。５歳～７歳では１つの次

元しか考えられないが，７歳～９歳では２つの次元を考

慮に入れられるようになる。９歳～11歳ではそれがより

精徴化され，より高度な，また統合されたやり方で２次

元を関連づけるようになる。前述のように，２つの測度

空間の間の正比例関係からなる構造を持つ演算である乗

除算の理解を見るには，９歳～１１歳を対象にするのが適
当であろう。

さらに，Rileyetal．（1983）のように，通常の文章題を

課題とした場合，児童が“数量関係の把握に基づかずに，

問題文の部分的な言葉にとらわれて演算を決定したり，

問題文中の数字を足すか引くかして見かけ上正答する（石

田・子安，1988)”ことが起こり得る。Carpenter,Corbitt，

Kepner，Linquist，＆Ｒｅｙｓ（1980）では，解決に不要な

情報を含む文章題を解く際に，１３歳児の約４分の1が，

問題文中の全ての数値を使って立式していたことが報告

されている。問題文できかれていることを正しく把握し，

それを解くのにわかっていることを過不足なく読み取る

という問題状況理解の力を調べるためには，解決に必要

でない過剰な情報を含む問題を課題に加える必要があろ

う。文章題中の過剰情報を発見する能力と，文章題を解

く能力との間には，高い相関がある（Low,＆Over,1989)。

また，過剰問題を課題とした場合は，誤答が増え解決の

所要時間が長くなることが報告されている（Muth,1991)。

しかし，過剰情報が解決過程のどの部分に影響を与えて，

誤りを引き起こしたり所要時間を長くしたりしているの

か，という点については言及されていない。

以上より”本研究における小学生の文章題解決能力の

調査では，文章題における困難さの原因と，文章題の解

けない児童の特徴の２点に関して，一考察を加えること

を課題とする。第１の目的は，問題解決過程を下位過程

に分け，誤りが生じる下位過程と，課題の種類による違

ﾚ､とを検討することである。課題については次の２点を

考慮する。まず，加減乗除を含む文章題を用い，加減あ
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るいは乗除の二択の形ではなく，問題構造の理解に基づ

いたプランニングの能力を調べる。また，過剰な情報を

含む問題で，問題状況を理解する能力を調べる。これに

関しては，過剰情報が問題理解過程に影響して，正答数

を下げ，さらに解決の所要時間を長くすることが予想さ

れる。第２の目的は，文章題解決の成績が良い者と悪い

者との違いを，所要時間と誤りの位置の２点から探索的

に検討することである。

実験１

目的

実験ｌでは，過剰情報の有無と単位変換の有無という

2要因がどのように課題解決に影響するかを検討する。過

剰問題とは，他の文と関連するが解決には不要な数値を

含む１文が加えられた文章題で，必要な情報を正しく選

択する力を調べることができる。Ｂｅｌｌｅｔａｌ．（1984）は，

乗除算のタイプとして，加算の繰り返し（repeatedaddi‐

tion）・割合（rate）・単位変換（measureconversion）・拡

大（enlargement）の４つを挙げた。今回はそのうち単位

変換タイプを課題に加える。

以上の課題を実施することにより，課題条件ごとのａ・

正答数，ｂ・誤答に至る誤りの位置，の２点について調

べることが実験ｌの目的である。目的に対する仮説とそ

の根拠を示す。

ａ・正答数

これに関する仮説は，過剰問題の正答数が通常問題よ

り下がること（a-l)，単位変換のある問題はない問題よ

り正答数が下がること（a－２）である。

ｂ・誤りの位置

これに関する仮説は，過剰問,題では，通常問題よりも，

問題解決過程の初期の下位過程での誤りが多くなること

(b-l)，単位変換のある問題では，変換での誤りが多くな

ること（b-2）である。

これらの理由は，まず，過剰情報は，問題理解の過程

を困難にするからである。特に，問題構造の理解に基づ

かずに式を立てる傾向のある児童や問題文中の数値は無

条件に全部必要と考える児童に影響を与え，Carpenteret

al．（1980）で報告されたような，問題文中の全ての数値

を使う誤りを誘発すると考えられる。また，単位変換に

関しては，変換のある問題では，単位変換に関する知識

を想起しそれを適用するという過程が加わってくるため，

変換のない問題よりも困難になるからである。

方法

被験者：和歌山市立Ｏ小学校４年生55名（男子29名，女

子26名）を対象として調査を行った。４年生を選択した

のは，四則演算を既に習っていることを前提にしたため

である。

実施時期：1991年９月上旬。

装置：パーソナルコンピュータEPSONPC-286LS，ＮＥＣ

カラーディスプレイPC-KD882，ＥＬＥＣＯＭテンキーボー

ドＮＯＴＥＭＩＮＩ

課題：練習問題１題，３年生～４年生１学期で学習した

程度の加減乗除を扱った文章題８間。内訳は，情報（過

剰・通常）×単位変換（長さ・重さ・時間・なし）の８

タイプである。課題の例を資料１に示す。

各試行は５つの過程で構成され，教示・問題・選択肢

は全て，パーソナルコンピュータによって児童正面の机

上のディスプレイに提示された。各過程は，前述した文

章題解決の５つの下位過程にそれぞれ対応していた。児

童は，演算選択過程までは手元のテンキーボードのキー

を押して反応し，演算実行過程からは解答用紙に記入し

た。

①問題文理解…テンキーボード上の，［はじめ］のシール

が張られたキーを押すと，質問の部分を除いた問題文と，

"ここまで読めたら［つぎ］をおしてください｡”という

教示が提示された。ここでは，問題文を読んで，テンキー

ボード上の，［つぎ］のシールが張られたキーを押すまで

の時間がＴＩＭＥ関数によって秒単位で測定・記録された。

②問題状況理解…質問の部分を含む全問題文と，“きかれ

ていることは何ですか。番号でえらんでください｡”とい

う教示と選択肢が提示され，問題状況を理解し選択した

求答事項の番号に対応するキーを押すまでの時間と，選

んだ選択肢が同様に記録された。問題文は，問題を解き

終わるまでそのまま提示された。

③演算選択…“使う計算のふごうを番号でえらんでくだ

さい｡'，という教示と選択肢が提示され，演算を選択する

時間とキー押しで選んだ選択肢が記録された。

④演算実行と解答…“紙に式と答えを書いてください。

答えが書けたら［つぎ］をおしてください｡'，という教示

が提示され，立式・演算実行および解答に要する時間が

測定された。

⑤自己評価…“ここまでのあなたの考えはあっていると

思いますか？”という教示とともに“①あっていると思

う，②ちがうと思うのでやり直す，③わからない”の３

つの選択肢が提示され，評価と評価に要した時間が記録

された。児童が②を選択した場合のみ，１回だけ②問題

状況理解に戻ってやり直すことができた。

手続き：昼休み・放課後などを利用し，相談室で個別に

問題を解いてもらった。問題８問の提示順は正順と逆順

の２条件を作ってカウンターバランスをとった。１人あ

たりの実施時間は約40分であった。

結果

ａ、正答数

まず，過剰情報の条件ごとの最終正答数を比較した。

4問中の平均正答､数は，過剰0.7門（ＳＤ=0.8)，通常1.6門

(ＳＤ＝1.1）であった。これらをｌ要因分散分析によって
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比較したところ，過剰問題の方が通常問題より正答数が

少ないことが分かった（‘情報の主効果：Ｆ(１，５４)二44.19,

ｐ＜､０１)。

一方，単位変換の条件ごとの平均正答数は，単位変換

なし0.8問（ＳＤ=0.7)，単位変換重さ0.4問（ＳＤ二0.6)，長

さ0.3門（ＳＤ=0.5)，時間0.8問（ＳＤ二0.6）であった。各

問題の正答数を１要因分散分析で比較したところ，単位

変換の主効果が有意であった（Ｆ(3,162)=18.01,ｐ＜,01)。

TukeyのＨＳＤ検定による多重比較の結果，重さと長さの

変換の問題は，変換なし問題と時間の変換の問題よりも

正答数が少ないことが分かった。

ｂ・誤りの位置

通過できなかった最初の下位過程を，誤答の原因となっ

た誤りの位置と見なして誤答者を分類した。立式の際に

過剰情報を取り込んだ誤り方は，数値選択の誤りとした。

ただし，正しい式を立てた者については，それ以前の過

程の正誤は問題にしなかった。その理由は，正しく立式

できた児童は，たとえそれ以前の過程では間違えていた

としても，立式の時点では問題構造を正しく理解してい

たと考えられるからである。誤りの位置のタイプは以下

のように分類された。

Ａ求答事項選択の誤り

Ａ′求答事項選択の誤り（数値選択は正解）

Ｂ数値選択の誤り

Ｂ′数値選択の誤り（演算選択は正解）

Ｃ演算選択の誤り

，立式の誤り

Ｅ演算実行の誤り

Ｆ単位変換の誤り や 脱 落

Ｇ解答のみの誤り

タイプごとの人数を問題別にＴａｂｌｅｌに示す。Ｘ2検定

と残差分析の結果，単位変換なし問題では，過剰通常と

もに数値選択の誤りが，重さ－通常，長さ－過剰，時間一

過剰問題では単位変換の誤りや脱落が，長さ－通常問題

では演算選択の誤りおよび単位変換の誤りや脱落が，そ

れぞれ有意に多かった（なし－過剰：Ｘ２(6)二36.6,なし－

通常：ｘ２(6)二40.8,重さ－通常：Ｘ２(3)匡48.8,長さ－過剰：

ｘ２(6)二22.4,長さ一通常：Ｘ２(5)=38.1,時間一過剰：ｘ２(7)匡

55.8（全てｐ＜､０１))。

ｃ，所要時間

結果の概略のみ述べる。全体として，評価を除く４つ

の下位過程において，過剰問題は通常問題よりも所要時

間が長かった。しかし，正答者と誤答者の比較では，８

問中の７問で，下位過程別の時間配分の仕方も含めて所

要時間に差はみられなかった。

考察

結果ａより，全体として過剰問題は通常問題よりも難

しいことが分かった。これより仮説（a-l）は検証された。

しかし，仮説（a-2）については支持されなかった。これ

は，演算や数値などの単位変換以外の要因が，問題の難

易に影響したためであろう。このような要因を統制した

上で，単位変換の有無や種類による遂行の差を考えるべ

きであった。

結果ｂによれば，分析が可能だった単位変換あり問題

4問の全てで，単位変換の誤り・脱落による誤答が有意に

多かった。すなわち，単位変換を含む問題では，単位変

換がつまずきの原因になることが多いと言える。これは

仮説（b-2）通りである。ところで，本研究では，単位変

換を解決実行過程の下位過程として扱った。だが，一口

に単位変換の誤りといっても，解決実行過程のみの誤り

と考えられるものばかりでなく，プランニングや問題状

況理解での誤りによると考えられるものも少なくない。

つまり，単位変換は解決実行過程のみのものではなくて，

問題理解過程にも関わってくる。単位変換を問題解決過

程のどこに位置づけるかという問題は，今後の課題とし

て残された。

一方，単位変換なし問題では，数値選択の誤りによる

誤答が多く見られた。この誤りは，問題状況理解過程で

のもので，問題解決に必要な情報を正しく選択する過程

での誤りである。従って，変換なし問題でのつまずきの

Tableｌ問題ごとの誤りの位置（人数ノ

Ａ求答事項選択

Ａ′求答事項選択(数値正解）

Ｂ数値選択

Ｂ′数値選択(演算正解）

Ｃ演算選択

Ｄ 立 式

Ｅ演算実行

Ｆ単位変換

Ｇ解答

通常過剰

な し重さ長さなし重さ長さ

３１２２

４１

１５*＊ ３１７*＊９７

１１６４８

２２１５*＊７５３

２ ２１

２４４３９１

２５*＊２０Fk＊ １５*＊２ぴ＊

１ １１１

x２検定および残差分析の結果＊*p＜0.01で多い
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原因は，問題状況理解過程にあると考えられよう。ただ

し，実験１では，数値選択の下位過程の正誤を，児童の

立てた式から類推して判断していたにとどまっていた。

この下位過程は，問題解決過程には不可欠の過程である

ので，この方法では問題理解過程での児童の理解状況を

明らかにするには不十分であると思われる。従って実験

2では，過剰問題と通常問題を用いて，数値選択の過程を

1つの下位過程として独立させて，児童の理解状況を見て

いく。

また，実験ｌでは，単位変換の水準が同じである過剰

問題と通常問題とで，演算等に対応がなかったので，正

答数に差があってもそれが過剰'情報の効果だとは必ずし

も言い切れない。従って実験２では，過剰問題と通常問

題を対応させて課題を作成する。

実験２

目的

実験２では，文章題の解決過程を，問題を解くのに必

要な数値を選択する下位過程に重点を置いて調査する。

一般的な傾向を調べるため，集団調査で人数を多く取っ

た。課題は通常問題と過剰問題の２種類を用いる。その

際，通常問題と同種の演算で解く過剰問題を作成する。

課題解決に要する下位過程は，①求答事項選択，②数値

選択，③演算選択，④立式，⑤演算実行，⑥解答，の６

つを設定する。

以上の点を考慮して作成された課題を実施することに

より，数値選択を含めた６つの下位過程において，課題

条件ごとのａ，正答数，ｂ・誤りの位置，の２点を比較

することが，実験２の目的である。目的に対する仮説と

その根拠を示す。

ａ・正答数

これに対する仮説は，最終的な正答数は，実験１同様，

過剰問題で低くなること（a-l)，過剰問題で正答数が低

下するのは，数値選択過程であること（a-2)，通常問題

で正答数が低下するのは，演算選択以降の過程であるこ

と（a-3）である。

仮説（a-2）の提起は，過剰‘情報が影響する下位過程は，

問題文中から必要な情報を抽出する過程だとする筆者の

見解に基づく。ただし，実験ｌでは，通常問題であって

も，数値選択過程で３数のうち２数しか選択しない誤答

が多い，という結果が得られている。この傾向は実験ｌ

の課題に特有なものかどうかも検証する。仮説（a－３）に

ついては，通常問題は，文中の数字を全て選べば正解に

なるので，数値選択過程では困難が少ない。そのため，

過剰問題と比べると，数値選択より後の過程での誤りが

多くなると,思われる。

ｂ・誤りの位置

これに対する仮説は，過剰問題における誤答は，数値

選択過程の誤りによるものが多いこと（b-l)。通常問題

における誤答は，演算選択以降の過程の誤りによるもの

が多いこと（b-2)，文章題解決の成績が良い者とそうで

ない者では，誤りの位置が異なることが多いこと（b-3）

である。

仮説（b-3）の根拠は次の通り。本調査の課題で好成績

を収めるには，問題構造の理解の力を問う過剰問題に正

答することが必要とされる。従って，本調査における最

終正答数の成績の良い者は，過剰情報に惑わされず問題

を理解する力がある者と考えて良い。それ故，問題理解

過程での誤りは少なくなり，誤っても解決実行過程にお

いてだと考えられる。

方法

被験者：和歌山市立Ｓ小学校４年生145名（男子74名，女

子71名）を対象として調査を行った。

実施時期：1991年11月下旬。

課題冊子：練習問題ｌ問，過剰問題・通常問題各４問の

計８問，および時間調整用問題２問から構成され，全体

のページ数は表紙を含めてＢ５判で22ページであった。

過剰と通常の８問については，試行順を４通り作ってカ

ウンターバランスを取った。

時間調整用以外の各問題は，以下の４つの小間で構成

され，１．から３．までが１ページ目に，４．が２ページ目に

印刷されていた。

１．きかれていることは何ですか。番号で一つ選んでく

ださい。

２.問題を解くのに使う数字を○でかこんでください。

３.問題を解くのに使う計算を○でかこんでください。

４.式と答えを書いてください。

1.から３．は選択式であり，４．は自由記述であった。解決

過程との対応を述べると，１．は求答事項選択過程，２．は

数値選択過程，３．は演算実行過程，４．はIZ式と演算実行

および解答の過程に，それぞれ対応している。

過剰問題は通常問題に過剰情報をつけ加え，演算の難

易に影響を与えない程度に数値および状況を変更して作

成した。４問とも３年生で学習した程度の３数の関係を

見る文章題で，演算は１つが加減算で１つが乗除算，す

なわち，＋と×，－と×，＋と÷，－と÷の４条件が作

られた。課題の例を資料２に示す。

調査手続き：調査は，クラス単位で担任教諭によって実

施された。実施手順は，実験者があらかじめ担任に配布

したマニュアルに沿って行われた。調査に要した時間は

約40分間であった。

結果

ａ、正答数

過剰問題と通常問題間の通過状況の差を調べるために，

課題条件ごとの各下位過程における４間中の正答数につ

いて，‘情報（過剰・通常）×下位過程（求答事項選択．
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下位過程
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Figurel下位過程の推移に伴う条件別平均正答数の変化

数値選択・演算選択・立式・演算実行・解答）の２×６と残差分析の結果，通常問題の１間目・３間目では演算

の被験者内２要因分散分析を行った。課題条件別に下位選択の誤りと数値選択の誤り，２間目では演算実行の誤

過程での平均正答数を示したものがFigurelである。そり，過剰問題の１．３．４間目では数値選択の誤り，２問

の結果，情報と下位過程の主効果および情報×下位過程目では求答事項選択の誤りと演算実行の誤りが，それぞ

の交互作用が有意であった（情報の主効果：Ｆ(1,137)二れ有意に多かった（通常１：Ｘ２(6)=50.19,2：Ｘ２(6)=18.77,

100.80,ｐ＜､01,下位過程の主効果：Ｆ(5,685)=72.75,３：Ｘ２(6)=93.81,過剰１：Ｘ２(6)=135.43,2：Ｘ２(8)=21.79,

p＜､01,情報と下位過程の交互作用：Ｆ(5,685)二26.76,３：Ｘ２(5)二90.75,4：Ｘ２(8)=91.20（全てｐ＜､01))。

p＜､01)。単純主効果の検定の結果，全条件で情報の主効次に，成績の良い者と悪い者との比較を行った。被験

果および下位過程の主効果があった。さらに，ＨＳＤ検定者全体の平均正答数は８問中4.7問（ＳＤ=2.66)，正答数の

により下位過程間の多重比較を行ったところ，通常問題中央値は５であった。ただし，誤答の分析に関しては全

の数値選択一演算選択間と過剰問題の求答事項選択一数問正答者は対象にならないので，正答数７間以下の者で

値選択間に差が見られた。中央値を求め る と ， ４ で あ っ た 。 従 っ て ， 正 答 問 題 数 ４

ｂ・誤答分析間以上の児童を上位群，４間未満を下位群として分類し，

ｂ－１誤りの位 置 誤 答 し た 際 の 誤 り の位置に違いがあるかどうかを調べた。

実験ｌと同様に，通過できなかった最初の下位過程を，各問題において，立式以降の過程で間違った者の人数と，

誤答の原因となった誤りの位置と見なして誤答者を分類それ以前の過程で間違った者の人数とを，成績別にｘ２検

した。ここでも，正しい立式に対しては，それ以前の過定で比較した結果，通常問題２．３間目・過剰問題２．３

程の正誤は問題にしなかった。誤りの位置のタイプは以間目でそれぞれ有意な差があった（通常２：Ｘ２(3)=50.19,

下の通り。 ｐ＜､01,通常３：Ｘ２(3)=12.04,ｐ＜,01,過剰２：Ｘ２(3)二

Ａ求答事項選択の誤り6.26,ｐ＜,05,過剰３：ｐ二.０１７（直接確率計算法による))。

Ａ′求答事項選択の誤り（数値選択は正解）他の問題では有意差はなかった。すなわち，これらの問

Ａ〃求答事項選択の誤り（演算選択は正解）題では，本調査での最終正答数の成績の良い者の誤答は，

Ｂ数値選択の誤り計算間違いや解答 の過程での誤り等の，解決実行過程で

Ｂ′数値選択の誤り（演算選択は正解）の誤りであることが多いのに対し，成績の良くない者の

Ｃ演算選択の 誤 り 誤 答 は ， 正 し い 立式までに至らない，問題理解過程での

，立式の誤 り 誤 り に よ る も のが多い，と言える。

Ｅ 演 算 実行の誤りｂ-2.誤った選択

Ｇ 解答のみの誤り数値選択における選択肢の誤りを分析した。過剰問題

Ｔａｂｌｅ２に，タイプ別の人数を問題別に示す。Ｘ2検定では４問とも全部の数字を選択した者が多く，通常問題
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6
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６

X２検定および残差分析の結果＊ｐ＜､05で多い＊*p＜､01で多い

数を低下させるといえる。つまり，通常問題では，全体

として演算選択過程で正答数が下がるが，過剰情報を含

む問題では，過剰な情報が，それ以前の数値選択過程を

困難にし，誤答の原因となる。しかし，結果b-lから示さ

れたように，通常問題においても数値選択の誤りが原因

となった誤答は比較的多く，かつ，それらの誤りは３つ

のうち２つの数値しか選択しない誤りであった。これよ

り，演算選択以降の過程の誤りによる誤答が多いとする

仮説（b-2）については，支持されなかった。つまり，誤

答する児童の多くは，その問題で何がきかれているかは

分かるのだが，問題文中の必要な数値を選んでそれらを

関係づけることが出来ない，と推測される。このため当

然，正しい式を導くことができず，誤答となるのである。

仮説（b-3）に関しては，結果b-lより，８問中４問で，

成績の良くない者の誤答は問題理解過程の誤りによるも

のが多く，成績の良い者の誤答は解決実行過程の誤りに

よるものが多い，ということが分かった。だが，これだ

けでは-一般的な傾向とは言い切れず，仮説は完全に支持

されたわけではない。

総合考察

本研究では，文章題における誤りが，解決過程のどの

部分でどのように起こるのか，という点について検討し

てきた。実験１．２を通して分かったことは以下の２点

である。

ｌ）下位過程における誤りの位置としては，２数を関

係づけ単位変換を行う文章題では，単位変換での誤りが

多い。つまり，誤った単位変換や単位変換の脱落が誤答

の原因となる。一方，単位変換を含まず３数を関係づけ

る文章題では，数値選択や演算選択の誤りが誤答の原因

となることが多い。

２）問題文中の過剰情報は，問題理解過程の数値選択

を困難にし，正騨数を下げる。誤り方としては，過剰な

数値を含めて全ての数値を選択するものが多い。

では通常４を除く３間で必要な数値３つのうち２つしか

選択しない誤答が有意に多かった（過剰１：Ｘ２(4)二19.60,

2：Ｘ２(2)=6.82,3（４）：Ｘ２=52.93,4（３）：Ｘ２=34.09,

通常ｌ：ｘ２(2)=20.33,2：ｘ２(2)=7.36,3：ｘ２(2)=１０．８９

(全てｐ＜､01))。ここで，数値選択過程の誤答者を，過剰

問題４門中２間以上で全部の数字を選択する誤り方をし

た群と，それ以外の誤り方をした群との２群に分けた。

各群で，通常問題４問のうち，全部の数値を選択した問

題数を調べた。ｘ2検定の結果，全部の数字を選択する誤

り方をした者は，それ以外の誤り方をした者に比べ，通

常問題において全部の数値を選択した問題数が多いこと

が分かった（Ｘ２(5)=12.029,ｐ＜､01)。簡単に言うと，過

剰問題で全ての数字を選ぶ傾向のあった児童は，通常問

題でも全ての数字を選び，過剰問題で全ての数字を選ば

なかった児童は，通常問題でも全て選ばない傾向がある

ことがわかった。要するに，数字を全て選んだり少なく

選んだりする誤答パターンは，課題に特有なパターンで

はなく，個々の児童に特有なものだと考えられる。

考察

下位過程ごとの正答数については，結果ａで，解答の

過程において過剰問題の正答数が通常問題よりも少なかっ

たことより，仮説（a-l）は支持された。次に仮説（a-2）

(a-3）についてであるが，結果ａによれば，過剰問題で

は数値選択過程で，通常問題では演算選択過程で，それ

ぞれ正答数が下がっていることにより支持された。さら

に，全部の数字を選択する反応傾向については，一貫し

てそのパターンを取る児童が多く見いだされ，その他の

児童のパターンとしては，問題文で示された数字を理解

できる範囲で抜き出して問題解決に使用する，という傾

向が観察された。

誤りの位置については，結果b-lで，過剰問題４間中３

問で数値選択過程の誤りによる誤答が多かったことより，

仮説（b-l）は支持された。

以上のような理由で，問題文中の過剰な情報は，正答
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つまり，数量関係の正確な把握に基づかずに，問題文

中の数値は無条件に全部必要と考えたり，あるいは分かっ

た範囲の数値だけを使って問題を解こうとしたりする傾

向がある。このように，文章題におけるつまずきの原因

の多くは，問題理解過程にある。中でも，きかれている

ことの把握よりも，問題文中から抽出した必要な数字の

関係づけが，文章題特有の難しさの大きな要因になって

いることが分かってきた。この関係づけの力は，計算練

習を繰り返すだけではなかなか獲得できず，文章題にお

けるつまずきを引き起こしているものと考えられる。従っ

て，文章題を不得意とする児童の指導に当たっては，数

量関係を正確に把握させること，つまり問題の構造を理

解させることに力を注ぐ必要がある。

ただし，文章題が解ける児童と解けない児童との差に

ついては，所要時間では差異が見いだせなかった（実験

１）。実験２では，本調査での成績が良い者と良くない者

とで誤りの位置が異なる問題があった，という結果が得

られたが，一般的傾向であるかどうかは疑問である。

ところで，実験１で用いた，ディスプレイとキーボー

ドという問題解決状況では，通常のテストとは異なるた

め，児童の動機づけが高まるという利点が考えられる。

一方，このような新奇な状況では，児童が本来の力を十

分に出し切れない可能性があることも否定できない。

また，集団調査の形で行った実験２には，児童が前の

過程に戻ってやり直しても，実験者側では把握できない

という欠点があった。回収した実験２の課題冊子には，

数値選択や演算選択の小間を何度もやり直した形跡があっ

たが，実験ｌでは，選択過程では気がつかず計算や立式

の過程で「おかしい」と感じた児童が存在したことから，

これらのやり直しの多くはその後の過程終了後に戻って

なされたと予想される。だが，実験２では，どこで誤り

に気づいたかが把握できず，この点を個別実験によって

明らかにしていくことは，今後の課題として残された。

さらに，今回の実験では，課題に加えた過剰情報の質

による影響の差は一切考慮されていない。どのような情

報が妨害となるかを明確にすることも，今後の課題であ

る。

また，本研究で想定した下位過程の進行順序は，あく

まで１つのモデルであり，実際の問題解決時には，他の

ストラテジーをとる可能性もある。例えば，下位過程の

|順番が異なっていたり，ある部分が繰り返された後に次

の過程に進んだりすることが考えられる。今後は，問題

解決についての他のストラテジーをも考慮していく必要

があるだろう。この点には，実験ｌで使用したプログラ

ムを，枝分かれ式のもの等Iこに改良することで対処して

いけないだろうか。今後考えてみたい点である。
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資料１実駿Ｉで使用した課題および選択肢の例

単位変換（時間）・過剰問題

ゆたかさんは，毎朝20分間ジョギングをしています。

１日に走るきよりは３kmです。

今日で１２日走りました。全部で何時間走ったことにな
りますか。

＜問題状況理解過程での求答事項の選択肢＞

①走ったきよりの合計②走った時間の合計

③走った回数の合計

く演算選択過程での演算符号の選択肢＞

①＋だけ②－だけ③×だけ④÷だけ

⑤＋と×⑥＋と÷⑦－と×⑧×と÷

資料２実験２で使用した課題および選択肢の例

通常問題１間目

夜店で金魚を６ぴき買って1000円さつをだすと，

りは430円でした。

金魚１ぴきはいくらでしょうか。

＜求答事項選択での選択肢＞

①金魚１ぴきのねだん②金魚ぜんぶのねだん

③おつりの金額

く数値選択での選択肢＞

６．１０００・４３０

＜演算選択での選択肢＞

たし算・ひき算．かけ算・わり算

おつ

Sakamoto,Miki(FacultyofEducation,KyotoUniversity)．ＥｒγoγＡ"αZysZ:ｓＱ/Ｆｏｕ肋Ｇｒａｄｅがso加加ｓ
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Thepurposeofthisstudywastoinvestigatethecausesofchildren'serrorsonarithmeticwordproblems・
Inthefirstexpenment，５５fourthgraderssolvedtwo-stepwordproblemswithandwithoutextraneous
information，ａｎｄｗｉｔｈａｎｄｗｉｔｈｏｕｔｔｈｅｎｅｅｄｓｔｏｃｏｎvertmeasurementunits,Theproblemsolvingprocess
wasdividedintofivesub-processes：１．reading,２．understanding,３．choiceofoperar1ons，４.execution，

and５．checkingApersonalcomputerwasusedtodisplaytheinstructions，problemsanditemchoices
andtorecordchildren'sresponsesandtheirresponsetimes・Inthesecondexpenment，bookletswere

giventol45fburth-graderstoassessindetailtheirsub-processesintheselectionofinformation，The
bookletcontainedproblemsｗｉｔｈandwithoutextraneousinformation．Theresultswereanalyzedmainly
inｔｗｏｗａｙｓ：thenumberofcorTectresponses，andthesub-processeswherethefirsterToroccurred
Themainfindiｎｇｓｗｅｒｅａｓｆｏｌｌｏｗｓ：Measureunitconversiontendedtoincreaseerrorsinthesolution
process，whereasinthoseproblemswithoutmeasureconversionerrorsbrokeoutmostfrequentlyin
thesub-processofinfoImationselectionandchoiceofoperations・Additionally，Extraneousinformation
tendedtoincreaseenForsinthesub-processofinformationselection、Thesedataindicatethattheprocess
ofinformationselectionandcombinationplaycrucialrolesinchildlen'ssolutionstowordproblem．

【KeyWords】ArithmeticWordProblem,ExtraneouslnfOrmatiOn,Sub-Process,ProblemSolving，
ErrorAnalysis
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１３カ月の遊び・言語に及ぼす５カ月の母親の反応の影響

戸田須恵子
伯百合女子大学）

東 洋
(白百合女子大学）

BornsteinMarcH．
(米合衆国立衛生研究所）

遊び及び言語に及ぼす母親の反応行動の影響を研究するために，乳児が生後５カ月と１３カ月に達した時，
母子24組を家庭訪問して観察した。５ヵ月では日常生活場面を観察し，１３ヵ月では母子の遊び場面を観察

した。１３ヵ月では又，母親との面接によって乳児の言語理解及び発語の資料を得た。５ヵ月では，乳児の

注視と発声及び乳児の行動に対する母親の反応を分析し，１３ヵ月時では，乳児の遊びと言語理解及び発語

を分析した．結果は，５ヵ月時における乳児がおもちゃを見た時のおもちやについての反応や養育的反応

と，１３ヵ月の象徴的な遊びとの間に有意な相関が認められた。又，模倣反応と言語理解との間に有意な相

関が認められ，ネガティブな声に対する母親の養育的反応と，発話との間にも有意な関係が認められた。

さらに，遊びと発語との間にも有意な関係が認められた。重回帰分析を行った結果，母親の模倣や養育的
反応が，乳児の遊び及び言語理解・発語の発達における重要な要素であることを示唆した。

【キー・ワード】乳児行動，遊び，言語発達，母親の反応

問 題

前言語期の母子インターラクションにおける母親行動

と後の乳児の発達に関する多くの研究がなされてきた(Clarke-

Stewart，１９７３；Coates，＆Lewis，１９８４；Bell，＆Ains‐

worth,1972)。しかし，前言語期における母親行動と，乳

児の遊びや言語発達に関する組織だった研究は，日本で

はほとんどなされていない。そこで，我々は，特に母親

の乳児に対する様々な反応に着目し，乳児の遊びや言語

発達，あるいは発語のあり方と母親行動の間の関係を分

析する。

母親の反応に関してＳｎｏｗ（1977）は，前言語期におけ

る母子のコミュニケーションを観察したところ，母親は

乳児のあらゆる行動や，状態に反応する傾向があると述

べている。しかし，一般に母親は乳児の注視や発声，あ

るいは顔の表情などを意味のある行動として解釈し，反

応することが多い（Blount，１９７２；Snow，Blauw，＆

Roosmalen,1979)。Bell,＆Ainsworth（1972）は，乳児

の泣きに対する母親の反応を，縦断的に一年間観察し分

析したところ，乳児は母親の反応に影響されて泣きが変

化するが，母親の反応はあまり乳児から影響を受けず，

比較的一貫していることを報告している。また，母親の

反応行動を乳児の認知発達と関係づけた最近の研究で，

Bomstein，＆Tamis-LeMonda（1989）は，５カ月児の

ネガティブでない声に対する母親の反応は，１３ヵ月児の

遊びや言語理解の発達と有意な正の相関があることを報

告している。即ち，５ヵ月時で乳児のネガティブでない

声によく反応する母親の乳児は，１３ヵ月時で象徴的遊び

が多く，言語理解にすぐれていたと報許している。

さらに，母親の反応に関する日米の比較研究で，Bornstein，

Toda，Azuma，Tamis-LeMonda,＆Ogino（1990）は，

生後５ヵ月児への母親の反応を観察し，日米両国の問に

差があることを報告している。彼等は母子行動を連続的

時系列（timesequencies）によって行動パターンを見た

ところ，日本の母親は，アメリカの母親に比べて社会的

な反応が多く，乳児が母親を見ている時だけでなく，お

もちゃを見ている時でさえ，母親の方に注視させる反応

をしているという結果を報告している。さらに，もう一

つの研究では，日本の母親はアメリカの母親と比べて，

乳児の声を模倣する傾向が見られることを報告している

（Bornstein，Tamis-LeMonda，Ludemann，Rahn，Tal，

Toda，Pecheux，Azuma，＆Vardi,(1990)。

以上の研究結果から，５ヵ月児への日本の母親の反応

の特徴として，社会的反応や，乳児の声の模倣が挙げら

れる。では，これらの社会的反応や模倣は，アメリカの

母子間で見られたように，乳児の言語や遊びと何らかの

関係があるのであろうか。日本では，前言語期における

母子遊びに関する研究はあるが，上記に述べたような母

親の反応行動と遊びやことばの発達と関係づけて分析し

ている研究はない。

乳児の遊びにおける母親行動の影響に関する研究の一

つは，母子遊びと一人遊びの比較である。従来の研究は，

母子遊び場面の方が，乳児の遊びを促進することを報告

しており（Dunn，＆Wooding，１９７７；Ｏ'Connell＆

Bretherton,1984;Russell,1984)，母親行動が乳児の遊び

に何らかの影響を与えていることは明らかである。この

ことに関してSlade（1987）は，母親の行動を遊びに参加

しない，ことばだけの消樋的な参加，身体及びことばを
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使った積極的な参加，の三つのカテゴリーに分け，これ

らの行動と乳児の象徴的遊びを観察したところ，母親の

積極的な参加は，子どもの遊びを促進することを報告し

ている。また，Belsky，Goode，＆Most(1980）は，母子

の遊び場面を観察し，母親行動を身体的関わりとことば

の関わりとに分け，それらの変数と乳児の遊びの発達レ

ベルとの関係を見たところ，身体的関わりは，乳児の探

索行動を促進すること，さらに言語的関わりは，乳児の

言語発達に伴って増加することを報告している。しかし，

彼らの研究は，一語発語時期から二語発語時期（９ヵ月－

１８ヵ月）の乳児の遊びにおける母親行動の影響を研究し

たもので，それ以前の母親の身体的関わりやことばかけ

が，乳児の遊びの発達を促進しているか否かについては

明らかにされていない。又，Tamis-LeMonda,Bomstein，

Cyphers,Toda,＆Ogino(1992)は，１３カ月児と母親との

遊びを観察し，母親の遊びと，乳児の遊びや言語との関

係についてＨ米比較を行った。その結果，日米とも，母

親の身体的関わりやことばかけは，乳児の遊びや言語発

達に関与していることを報告している。しかし，この研

究は１３ヵ月児の母子遊びに焦点があてられており，前言

語期における母親行動が，１３ヵ月時の乳児の遊びや言語

発達と関係があるのか明らかでない。

生後１３ヵ月頃は，乳児がことばを話し始める時期であ

り，それと同時に象徴的な遊びも発達し，その内容は自

己から他者へと広がる時期でもある。いくつかの研究は，

１３ヵ月児の言語と遊びには，何らかの関係があることを

述べている（Bretherton,＆Bates,1984;Tamis-Lemonda

eta1.,1992；Ungerer，＆Ｓｉｇｍａｎ，１９８４；Vibbert，＆

Bomstein，1989)。Bretherton，＆Bates(1984）は，生後

１０ヵ月から２８ヵ月までの言語と遊びについて〆母親への

面接と，観察およびテストを行い，その関係を分析した

ところ，１３ヵ月児の言語理解は，象徴的遊びと関係があ

ると報告している。さらに，Ogura（1991）は，象徴的遊

びの自分に向けられたふり遊びと一語発語の増加とが大

体同じ時期に生じていることを報告している。

このように，母親行動と乳児の遊びや言語に関する研

究は多くなされているが，前言語期の母親の反応と，言

語発語時期の乳児の言語や遊びの発達との関係における

組織だった研究（Bomstein，＆Tamis-LeMonda，１９８９；

Clarke-Stewart，１９７３；Coates，＆Ｌｅｗｉｓ；1984）は数少

ない。乳児の言語や遊びに影響する母親行動には，子ど

もの行動に対する応答的な反応と，母親側から働きかけ

ていく積極的な行動の両側面があり，前者に関する視点

は従来あまり問題にされてこなかった。そこで，本研究

では，アメリカにおける研究が「前言語期における母親

反応は，一語発語期における乳児の遊びや，言語発達と

関係がある」と報告していること，さらに，「乳児の言語

理解と象徴的遊びと関係がある」と報告していることか

ら，これらの点に関して，日本でも同じことが言えるか

どうか検討することを目的とする。この研究における母

親の反応とは，乳児の行動に対して応答する身体的，及

び言語行動と定義する。従来の研究結果に基づいて，次

の事柄を予測した。

１）母親の反応と，乳児の遊び及び言語との間に何らか

の関係が見られるだろう。即ち，前言語期の乳児に対し

てよく反応する母親の乳児は，遊びのレベルは高く（象

徴的遊び)，言語理解にすぐれているだろう。予測される

反応としては，日米比較研究から考えて，社会的反応や

ネガティブでない声に‘対する模倣反応が挙げられよう。

２）乳児の遊びと言語の発達に関しても，両者の間に関

係が見られるだろう。即ち，高いレベルの遊びをする乳

児は，言語理解がすぐれていることが期待されよう。

方法

被験者：東京在住の第一子とその母親で24組（男１２名，

女１２名）が集められた。被験者は出産時において，母子

とも何ら問題はなかった。乳児の平均年齢は生後５ヵ月

の観察時点で163.2Ｈ（SＤ9.2)，生後１３カ月の観察時点

で409.2日（SＤ9.0）であった。出生時における体重は平

均3.1kｇ（SＤ0.4)，身長49.1cｍ（SＤ1.7）であった。又，

乳児が生後５ヵ月の時の両親の平均年齢は母親が29.2才

(SＤ3.1)，父親が32.3才（SＤ4.5)，教育平均年齢は母

親が14.8年（SＤ1.9)，父親が15.0年（SＤ２．２）であっ

た。

なお，これは縦断研究の一部で，観察は生後２ヵ月時

から家庭訪問を行っている。５カ月時と１３ヵ月時に焦点

をあてた理由は，アメリカの研究結果で明らかになった

母子関係が，日本の母子関係にもそれが言えるかどうか

を検討することにある。従って被験者は同じ年齢にした。

手続き：乳児が５ヵ月に達した時，十分に訓練された観

察者一人が家庭訪問をし，１時間にわたる母子の日常生

活を観察した。観察者は，母親に平常と変わらないよう，

又観察者がいないと思って行動するように指示をした。

乳児が１３ヵ月に達した時，再び同じ観察者が家庭訪問を

し，15分間の母子遊び場面を観察した。観察場面はすべ

てビデオに撮り，コーディングは，後でビデオから行っ

た。１３ヵ月時での遊び場面では，所定のおもちゃを持ち

込み，それらを使って遊ぶことを母親に指示した。おも

ちゃは，この年齢に適切と思われるおもちゃであった（ボー

ル，汽車，電話舵人形，重ねダル，ポットを各一個ずつ，

スプーン，カップ，受け皿を各二個ずつ，絵本二冊)。さ

らに１３ヵ月時において，母子遊びを観察した後，Batesの

言語理解及び発語に関する資料を母親とのインタビュー

によって得た。

観察内容：１）乳児の行動と母親の反応一生後５ヵ月時で

の乳児の視線行動（母を見る，おもちゃを見る）と発声
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行動（ネガティブでない声，ネガティブな声）をビデオ

を通して観察し，目的の行動が発生した時カウントし頻

度数を算出した。母親の行動としては，乳児の視線（母

を見る，おもちゃを見るという二つの行動）や発声（ネ

ガティブでない声，ネガティブな声，但し，しゃっくり

やゲップのような音は除く）に対する反応を観察し頻度

数を算出した。母親の反応は，乳児の行動から５秒以内

で応答した時にカウントした。５秒と決めた理由は，事

前観察の結果，母親の総反応数の95%以上が，５秒以内に

カウントされることがわかったからである。また母親の

遅れた反応は，果たしてそれが乳児の行動に対する反応

なのか，働きかけなのか判定があいまいになる可能性が

ある。母親の反応カテゴリーは社会的反応，おもちゃに

関する反応，模倣反応，養育的反応の４つである（Table

ｌ)。母親は必ずしも乳児の行動と同じ行動で反応すると

は限らないので（例えば，乳児が発声した時，母親はお

もちゃを与える)，反応を三群に分けて反応の構造を見る

ことにした（ＴａｂｌｅｌＡ，ｌＢ，ｌＣ)。ＴａｂｌｅｌＡは，乳児の

各行動に対する母親の諸反応で，これは，乳児が母を見

た時，乳児を見て微笑んだり（社会的反応)，おもちゃを

.与えたり（おもちやへの反応）といったいろいろな反応

を含む。ＴａｂｌｅｌＢは，乳児の諸行動に対する母親の反応

を４つのカテゴリーに分類した場合である。例えば，模

倣反応について言えば，乳児がネガティブでない声や，

ネガティブな声を出した時の声の模倣である。ＴａｂｌｅｌＣ

では，乳児の母を見る行動に対しては，同じ様式の反応

を（例えば，乳児が母を見た時には，乳児を見て微笑み

かけ，おもちやを見た時にはおもちゃを与えるなど)，乳

児のネガティブでない声に対しては模倣反応を，ネガティ

ブな声に対しては養育的反応を観察している。このよう

に３つの側面から見ることによって，乳児の遊びや言語

発達との関係がより深く理解されると考えたからである。

信頼性のチェックは被験者６人を対象とし十分に訓練さ

れた２人の記録者が別々に記録し，その一致度を算出し

た。乳児の行動の信頼度係数はＫａｐｐａＩで，見ることに

対して．63であり，発声は．72であった。母親反応の信

頼度係数はKappaで．59であった（Hollenbeck，1978)。

２）乳児の遊び一Belsky,＆Ｍｏｓｔ（1981）のカテゴリー

を基にして，遊びを８段階に分けた。遊びはレベルの低

い単純な機能的遊びからレベルの高い見立て遊びまでの

８段階である（Table２)。観察方法もBelsky，＆Ｍｏｓｔ

（1981）を参考にして，15秒間隔で観察し，各行動は１，

０でカウントして総頻度数を算出した。信頼性のチェック

は被験者５人を対象とし，十分に訓練された２人が別々

にカウントし，両者の一致度を算出した。Kappaで．76で
あった。

３）乳児の言語理解及び発語に関しては，Batesの質問形

式を用いた。これは，研究者が乳児の言語理解や発語に

ついて，母親と約一時間の面接をすることによって資料

を得た。質問紙はBate，Bretherton，＆Snyder(1988）に

よって開発されたもので，カテゴリーは言語理解と発語

と大きく二つに分かれ，さらに，サブカテゴリーとして，

文脈依存と文脈自由に分けて記入するようになっている。

文脈依存とは“場面状況が限定された理解または発語で，

例えば，玄関に父が立ってパイパイと言った時のみパイ

パイを理解して手を振る。またはパイパイと言うが，他

の人がパイパイと言った時には理解できないで手を振ら

ない。又は，パイパイと言わない'，場合の乳児の理解及

び発語であり，文脈自由とは，“場面状況を限定しないで

誰がパイパイと言ってもそれを理解して手を振ったり（

脚注１Kappaは，偶然による一致度が取り除かれ，最少評価
をとるので，一般に行われている一致，不一致による信頼性係
数より厳密な算出方式であり，観察における信頼度係数の算出
では広く行われている。
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Table２乳帽の遊びの８のレベル

カテゴリー

単一遊び

不適切な結合遊び

適切な結合遊び

不明確なふり遊び

自己へのふり遊び

他者へのふり遊び

連続的ふり遊び

見立て遊び

説明

単一的な遊び(例：ボールを投げる）

二つのおもちゃを不適切に組み合わせる
(例：乗用車の上にカップを乗せる）

二つ,またはそれ以上のおもちゃを適切に組み合わせる(例：
ポットに蓋をする）

適切なふり遊びをしているように見えるがはっきりと断定で
きない(例：受話器を耳に当てているが何も言わない）

自分に向けられたふり遊び(例：スプーンで食べるふりをす
る）

他者に向けられたふり遊び(例：人形にスプーンで食べさせ
るふりをする）

連続的なふり遊び(電話のダイヤルを同して受話器を取り,も
しもしと言う）

物を見抗てて使う（例：積み木を電話機に見立ててもしもし
と言って電話をしているふりをする）

イバイと言う､，場合である，本研究では，言語理解及び

発語とも，文脈依存，文脈自由，Ｍ〈びその合計，そして

普通名詞の額度数を算出した。各カテゴリーに分類され

たデータは，さらにもう１人の研究者がカテゴリーの分

類に間違いがないかチェックし，不明な場合には話し合っ

て解決した。

結 果

１）乳児の行動と母親の反応について

乳児の行動及び母親の反応における各カテゴリーの平

均頻度数は，Table３Ａ，３Ｂ’３Ｃに示してある。Table

3Ａは，乳児の４行動（母を見る，おもちやを兇る，ネガ

ティブでない声，ネガティブな声）とこれらの行動に対

する母親の反応である。乳児の行動を見ると，４つの行

動の中では，ネガティブでない声の生起頻度が一番高く，

ついでおもちゃを見る行動の順となっている。

母親の反応に関して，乳児が母親を見た時の母親の反

応は１０．２で，Ｔａｂｌｅ３Ｂの社会的反応や，Ｔａｂｌｅ３Ｃの母

を見た時の社会的反応の数値と比べて多い。これは乳児

が母親を見た時，母親がいろいろな反応（例えば，微笑

みかえしたり，おもちやを与えるなど）をしていること

を示している。母親は，乳児のネガティブでない声に対

して反応することが多く，38.7平均頻度数であり，次に

多いのは母を見るに対する反応である（１０．２)。しかし，

乳児の行動に対する反応の割合を見ると，母親は，乳児

が自分の方に向いている時にはよく反応するが（45.9％)，

おもちやなどを見ている時にはあまり反応していない

(6.7％)。又，母子とも生起頻度が高かったネガティブで

ない声に対する反応の割合は，約37％である。Ｔａｂｌｅ３Ｂ

は，乳児の諸行動に対して，母親が，それぞれのカテゴ

リーで反応した平均頻度数であり，Ｔａｂｌｅ３Ｃは，乳児の

見るという行動に対しては，同じ様式の反応（例えば，

乳児がおもちゃを見ると，そのおもちゃについての反応

をする）をした場合であり，乳児のネガティブでない声

に対しては模倣反応，ネガティブな声に対しては養育反

応についての平均頻度数である。母親は反応する時，他

の反応と比較して乳児の声を模倣する事が多い（１５．８)。

又，Ｔａｂｌｅ３Ｂの母親の養育的反応は，Ｔａｂｌｅ３Ｃのネガ

ティブな声への模倣反応と同じ顔度数である（1.8)。こ

れは，養育的反応がネガティブな声を発した時に限られ，

乳児が母を見たり，ネガティブでない声を出した時には，

母親は養育的行動を起こさないことを示している。又Table

3Cを見ると，母親の模倣反応のほとんどは，Ｔａｂｌｅ３Ｂと

比較してネガティブでない声への模倣であることがわか

る（１５．３)。

Ｔａｂｌｅ３Ａ見姫行動とその行動への母鋳の反応『の栗』切靴彦溌

ＵＶ=24）

a、乳児行動(ＳＤ）ｂ・母親の反応(ＳＤ）割合(b/a）

ｌ母を見る

２おもちゃを見る

３ネガティブでない声

４ネガティブな声

２２．２(１２．５）

６４．３(２７．９）

105.0(４７．５）

１６．９(１７．７）

1０．２（６．６）

４．３（５．１）

38.7(40.5）

５．３（６．０）

４５．９％

６．７％

３６．９％

３１．４％

Table3B多カテゴ．jノーにおﾉﾅろ母鋳の友だ､”平〕と錨掘ご数

カテゴリー 反応の頻度数(ＳＤ）

５社会的反応

６おもちゃへの反応

７模倣反応

８養育的反応

３．２（３．３）

５．１（４．８）

１５．８(25.5）

１．８（３．２）

Table3C乳帽のﾉﾗ動に諏・ナろ母溺の反芯の-9E〕&妨鞭F数

カテゴリー 反応の頻度数(ＳＤ）

９母を見た時の社会的反応

１０おもちゃを見た時のおもちやへの反応

１１ネガティブでない声への模倣反応

１２ネガティブな声への養育的反応

２．０（２．０）

３．８（４．５）

１５．３(２５．０）

１．８（３．２）
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Table４母親の反応における各カテゴリー間の招関

Ｗ差24,両側検定）

カテゴリー

１.母を見る

２.おもちゃを見る

３.ネガティブでない声

４.ネガティブな声

５.社会的反応

６.おもちゃへの反応

７.模倣反応

８.養育的反応

９.母を見た時の社会的反応

１０.おもちゃを見た時のおもちゃへの反応

１１.ネガティブでない声への模倣反応

１２.ネガティブな声への養育的反応

１２３４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １ １ １ ２

．４９＊ 、51＊

．94**＊ 、99**＊

－、42＊ 、88**＊ 、88**＊

－．４９＊、41＊ ．72**＊ 、72**＊

、88**＊

、95**＊

、99**＊

1.00**＊

*ｐ＜,０５＊*ｐ＜､０１＊**ｐ＜,001

これらの各カテゴリー間の相関を求めたところ（Table

４），乳児が母を見た時の母親の反応（カテゴリーの番号

１）と社会的反応（５）及び乳児が母を見た時の社会的反

応（９）との間に有意な相関が認められた。乳児のおも

ちゃを見た時の母親の反応（２）と，おもちゃへの反応

（６）及びおもちゃを見た時のおもちゃへの反応（10）と

有意な相関が認められた。母親が示したこれらの行動は，

乳児が母親を見た時には社会的反応を，おもちやを見た

時には，おもちゃへの反応をするという乳児の行動に合

わせた反応をしていることを示している。乳児の発声に

関しては，ネガティブでない声に対する反応（３）と，ネ

ガティブな声に対する反応（４），模倣反応（７）及びネ

ガティブでない声への模倣反応（11）と有意な相関が認

められた。又，ネガティブな声に対する反応（４）と，

社会的反応（５），おもちやへの反応（６），養育的反応

（８）及びネガティブな声への養育的反応（12）と有意な

相関が認められた。即ち，母親は，ネガティブでない声

に対しては，乳児の声を模倣し，ネガティブな声に対し

ては，抱き上げるといった養育的行動だけでなく，他の

行動（社会的反応やおもちゃへの反応）によっても乳児

をなだめていることが分かる。

２）乳児の遊びについて

Ｔａｂｌｅ５は乳児の各遊びにおける平均頻度数である。遊

びは，単一遊びから見立て遊びにかけて頻度数が少なく

なっている。この表から，１３ヵ月児の遊びの特徴は，単

一の機能的遊びであることがわかる（13.2)。又，自己へ

のふり遊びもかなり見られる（5.6)。機能的な遊び（単

一遊び～不明確なふり遊び）は，象徴的遊び（自己への

ふり遊び～見立て遊び）の２倍以上の平均頻度数を示し，

象徴的な遊びにおいては自己から他者へと範囲が拡大し

てきていることを示している。又この年齢で物の見立て

による遊びの出現も見られる（0.7)。

各カテゴリー間の相関を求めたところ，不適切な遊び

と連続的ふり遊びとの間に有意な相関が認められ（r二.57,

p二.01)，又，連続的ふり遊びと見立て遊びとの間にも有

意な相関が認められた（r二.47,ｐ二.05)。しかし，他の変

数については有意な相関は認められず，ここに扱った遊

びのカテゴリーは，互いにあまり関連を持たないことが

明らかとなった。

Table５１３ヵ月時の乳児の遊びの平均頻度数

Ｗ差24）

燕
(ＳＤ）

（7.5）

（3.5）

（6.8）

（３．３）

（４．７）

（3.4）

（３．９）

（1.4）

３）乳児の言語理解と発語

Ｔａｂｌｅ６は言語理解と発語の平均頻度数である。表から

も明らかなように，発語数は少ないが言語理解の数は多

く，発語の約３倍であり（37.5)，この年齢で既に多くの

ことばを理解していることがわかる。これらの言語調沓

は母親への質問によって得たデータである。遊び場面に

おける乳児の発語を調べたところ，平均で2.6語であった。

これは１５分間の実際の遊び場面であるから，Table７より

もずっと少ないのは当然である。各カテゴリー間の棚関

を求めたところ，遊びと違って，逆にほとんどの変数間

に有意な相関が認められた（Table７)。しかし，言語理
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Table６乳帽の言語理解と発語

Ｗ=24）

カテゴリー

言語理解

文脈依存

文脈自由

合計

普通名詞

発語

文脈依存

文脈自由

合計

普通名詞

平均頻度数ＳＤ）

1７．９（６．９）

１９．６(13.1）

37.5(１７．６）

1０．８（９．３）

７．１（４．５）

４．５（５．６）

１１．７（９５）

５．０（４．８）

解における文脈依存と発語の各変数との間には有意な相

関は認められなかった。

４）５カ月時における母親の反応と１３カ月時における乳

児の遊びとの関係

母親の反応と乳児の遊びとの相関を求めたところ，い

くつかの項目に有意な棚関が認められた（Table８)。乳

児が母親を見た時の母親の反応と，不適切な結合遊び及

び連続的ふり遊びとの問に有意な相関が認められた。ま

た，母親の養育的反応と，連続的ふり遊び及び見立て遊

びとの間にも有意な相関が認められた。さらに，乳児が

おもちゃを見た時のおもちゃへの反応と他者へのふり遊

Table７言語理解・発語におけるカテゴリー間の組閣

Ｗ=24．両側検定）

１ ワ ３ ４５６７８

言語理解

１.文脈依存

２.文脈自由

３.合計

４.普通名詞

発語

５.文脈依存

６.文脈自由

７.合計

８.普通名詞

､５１＊．77**＊、59*＊

、94**＊、95**＊．44＊、67**＊

．93**＊ 、49＊

-.42＊．62*＊

.60*＊

､43＊

.56*＊

､62*＊

、50＊

､65**＊

.80**＊、94**＊、78**＊

－．９６**＊、93**＊

－．９１**＊

*ｐ＜、０５＊*ｐ＜，０１＊**ｐ＜,O01

Table8母親の反応と遊びとの相関

カ テ ゴ リ ー

１．母を見る

８.養育的反応

１０.おもちゃを見た時のおもちゃへの反応

１２.ネガティブな声への養育的反応

*ｐ＜､０５＊*ｐ＜、０１

びとの問に有意な相関が認められた。乳児のネガティブ

な声への養育的反応と，遊びの連続的ふり遊び及び見立

て遊びとの間にも同様に，有意な相関が認められた。し

かし，象徴的遊びを合計した場合（自己へのふり遊び～

見立て遊び）には有意な相関は認められなかった。

これらの有意な相関を示した母親の反応が，どの程度

１３ヵ月時の遊びの発達を説明することができるのか，重

回帰分析を行った（Table９)。母親の反応グループ（Ａ，

B，Ｃ）のそれぞれ４つの反応を説明変数とし，有意な相

関が認められた遊びのカテゴリーを基準変数として，ス

テップワイズによって７回（即ち，有意な相関が認めら

不適切な

結合遊び

、４５＊

他者への

ふり遊び

､４３＊

Ｗ=24,両側検定）

連続的ふ見立遊び
り遊び

、４５＊

.５６*＊ 、５２＊

､５６*＊ 、５２＊

れたのは７つ）電回帰分析を行った。説明変数として各

反応グループの４変数を投入したが，Ｔａｂｌｅ９に示してあ

るように，各基準変数に対して１つの説明変数が採択さ

れた（例えば，不適切な結合遊びと母を見るとの間に有

意な相関が認められたので，説明変数は，Ａグループの母

を見る，おもちゃを見る，ネガティブでない声，ネガティ

ブな声の４反応であり，班準変数は不適切な結合遊びと

なる。その結果，母を見るの変数だけが採択されたとい

うことである)。母親を見た時の反応は連続的ふり遊びを

予測することが分かった。しかし，この母親の反応は，

不適切な結合遊びとも関連していた。また，母親の養育
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Table９重回帰分析による母親の反応と遊びとの関係

Ｘ
Ｌｮ

儲明野醤

自切な;結合

０
〃

ＮＯＴＥ：ステップワイズにより有意であった変数のみ示している。

的反応は，連続的ふり遊び及び見立て遊びを予測する結

果を示した。又，乳児がおもちゃを見た時のおもちゃへ

の反応に対しても，他者へのふり遊びを予測することが

分かった。これらの遊びは不適切な結合遊びを除いてす

べて象徴的な遊びのレベルである。

５）５カ月時における母親の応答と１３カ月時における言

語理解及び発語との関係

母親の反応と言語理解及び発語との相関を求めた（Table

lO)。このTableから母親の模倣反応は，言語理解と有意

な相関が認められ，養育的反応は，発語（普通名詞）と

有意な相関が認められた。

では，母親の反応がどの程度１３ヵ月児の言語理解や発

語を説明することができるのであろうか。母親の反応と

遊びとの間で重回帰分析を行ったように，母親の反応グ

ループ（Ａ，Ｂ，Ｃ）のそれぞれ４つの反応を説明変数と

し，有意な相関が認められた言語理解・発語のカテゴリー

を墓準変数として，ステップワイズによって８回（即ち，

有意な相関が認められたのは８つ）重回帰分析を行った

TablelO母溺の反応と言語との相関

Ｗ=24,両側検定）
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Table１１重回帰分析による母親の反応と言語との関係
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説明変数 基準変数

７.模倣反応

７.模倣反応

７.模倣反応

８.養育的反応

１１.ネガティブでない声へ文脈依
存の模倣反応

１１.ネガティブでない声への模倣
反応

１１.ネガティブでない声への模倣
反応

１２.ネガティブな声への養育的反
応

＝､０１３

二.０１６

二.０１３

二.０２２

二.０１８

二.０２１

＝､０１７

=､０２２

ＮＯＴＥ：ステップワイズにより有意であった変数のみ示している：
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１
１
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人
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１
Ａ
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理解一脈依存

理解一合計

理解一普通名詞

発語一普通名詞

理解一文脈依存

理解一合計

理解一普通名詞

発語一普通名詞
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(例えば，模倣反応と言語理解の文脈依存との間に有意な

相関が認められたので，説明変数は，Ｂグループの社会的

反応，おもちゃへの反応，模倣反応，養育的反応の４反

応であり，基準変数は，文脈依存となる。その結果，模

倣反応の変数だけが採択されたということである。Table

ll)。言語理解に関しては，母親の模倣反応や，ネガティ

ブでない声への模倣反応は，１３ヵ月児の言語理解におけ

る文脈依存，合計，及び普通名詞（物の名前）に影響し

ているという結果を示している。一方，乳児の発語に関

しては，母親の養育的反応及びネガティブな声への養育

的反応が，発語（普通名詞）を説明しうる変数のようで

ある。社会的反応は，乳児が母を見ることに対する反応

率が高いにも拘らず（Ｔａｂｌｅ３Ａ参照)，乳児の言語理解

や発語の発達を予測することは出来ないようである。

６）乳児の遊びと言語理解及び発語との関係

遊びと言語との関係については，自己へのふり遊びと

発語の文脈依存との間に有意な相関が認められただけで

（r二・45,ｐ二.05)，他のカテゴリー間には有意な相関は認め

られなかった。

考 察

１）母親の反応と遊び及び言語との関係

我々は，“前言語期の乳児に対して社会的反応や模倣反

応でもってよく応答する母親の乳児は，レベルの高い遊

びをし，言語理解にすぐれているだろう”と予測した。

結果は，予測に反して，社会的反応と，遊び及び言語発

達との間に有意な関係は認められなかった。しかし，模

倣反応については，予測通りの結果を示した。これは又，

アメリカの研究で見られた「乳児のネガティブでない声

への反応は，遊びや言語理解の発達と関係がある」とい

う結果と一致している。

予測していなかった養育反応が，乳児の連続的ふり遊

びや，見立て遊びといったレベルの高い遊びと関連し，

ネガティブな声に対する養育的反応は発語（普通名詞）

と関連していた。養育的反応は，Caudill，＆Weintstein

(1969）が，日米比較研究により，日本の母親の行動特性

として報告している行動である。乳児が泣いたりぐずっ

たりしている時，母親から抱き上げられたり，慰められ

ることにより不'快さを軽減し，情緒的安定を得ることに

よって，遊びやことばを十分に促進させることができる

のではないかと思われる。本研究では，母親の養育的反

応が乳児の象徴的遊びや発語の発達に影響を及ぼしてい

ることが明らかになった。しかし，その因果関係の構造

は，本研究から説明することは出来ない。

又，乳児がおもちやに注視した時，そのおもちやへの

反応は，他者へのふり遊びと関連があった。母親のおも

ちやへの反応は，おもちやについてのフィードバックを

乳児に与えているとも考えられる。さらに，母親の反応

と乳児の言語の関係についても，乳児のネガティブでな

い声に対する模倣反応は，言語理解の発達と関連してい

た。乳児の声の模倣は又，乳児へ声のフィードバックを

与えていると考えられる。

母親の模倣反応についての重回帰分析の結果は，乳児

の声へのフィードバック（模倣）は乳児の言語理解を促

進し，乳児がおもちやに注視した時のおもちやについて

のフィードバック（おもちゃへの反応）は，象徴的遊び

を促進することを示した。Bell,＆Ainsworth(1972)が言っ

ているように，母親の行動が一貫したものであれば，前

言語期において，乳児にしばしばフィードバックを与え

る母親は，乳児がことばを覚え始める頃においても，し

ばしばフィードバックを与え，そのことが乳児の言語理

解及び発語を促進し，さらに遊びを発達させることがで

きるのではないか，フィードバックに関して，東・柏木・

Ｈｅｓｓ（1981）は，コミュニケーション・スタイルにおい

ては，日米共，フィードバックと知的発達との間に正の

相関が認められること，さらに，母親がどのようなフィー

ドバックを与えるかは，状況や子どもの年齢によって異

なることを報告している。これらのことから，母親が乳

幼児に，その状況や年齢に適したフィードバックを与え

ることは，乳幼児の認知発達を促進すると考えてよいの

ではないか。フィードバックのメカニズムを明らかにし

ていくことは，今後の研究課題であろう。

予測に反して社会的反応では，遊びや言語発達と有意

な関係は認められなかった。社会的反応は，遊びや言語

といった認知発達と直接関係するのではなく，別の面，

例えば‘情緒発達や，母子関係といった社会的発達と関係

があるのではないかと考えることもできる。又，乳児が

母親を見た時の母親の反応は，高いレベルの遊び（連続

的ふり遊び）と低いレベルの遊び（不適切な結合遊び）

の両方に関連しており，これを解釈するのは困難である。

しかしながら，現在の分析結果は，母親がどれだけ反応

したかということよりも，乳児の特定の行動に対して，

どのような反応をしたかということが乳児の遊びや言語

発達に重要であることを示唆している。

２）遊びと言語との関係

遊びと言語との関係については，自己へのふり遊びと

発語の文脈依存と有意な相関が認められただけで，他の

カテゴリーでは有意な相関が認められなかった。自己へ

のふり遊びは象徴的遊びの一つである。Bretherton,＆Bates

（1984）やTamis-LeMondaetal.(1992)は，遊びと言語

理解との間に有意な相関が認められたと述べているが，

我々の研究では，象徴的遊びと，言語理解ではなく，発

語との間に一つだけ（文脈依存）有意な相関が認められ

た。Ogura（1991）はケース研究で，自己に向けられた遊
びと，単語の増加とが大体同じ時期に生じていることを

報告しており，我々の研究はそれと大体一致しているよ
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うである．自己へのふり遊びは，象徴的遊びの始まりで

あり，自己へのふり遊びができるようになる頃は，同時

に，乳児が，状況などの手がかりを得ながら，シンボル

としてのことばをしゃべり始める時期（あるいはその逆）

であるかもしれない。我々の言語に関する資料は，実際

の観察からではなく，母親からの面接によって得られた

ものである。従って，母親が子どものことばに無頓着で

あれば，乳児が何か言っても気づいていないということ

もあり，それがテータに影響しているということもあり

うる。しかし，ケース研究ではあるが観察に基づくOgura

(1991）の研究と大体一致しているということは，母親の

面接によって得られたデータも信頼してよいのではない

かと思われる。アメリカの研究結果との違いや，遊びと

言語との関係の解明は，サンプル数を多くするなどして，

さらに検証していくことが望まれる。
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テレビアニメにおけるカット技法の実態
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原著

本研究はテレビアニメにおけるカット技法の実態を調査したものである。調査Ｉでは，アニメにおけるカッ

ト技法の出現頻度を他の番組ジャンルと比較しながら検討した。調査Ⅱでは，アニメのテーマの種類と視

聴率，ならびにカット技法の出現頻度との関連について検討した。調査Ⅲでは，アニメのカット技法を時

間的なつながりの点からカテゴリー分けした。それらの主な結果は以下の通りであった。１）カット技法

の出現頻度は番組ジャンルにより異なるが，アニメにおけるカット技法の出現頻度は１分間に約14回と多

かった。２）アニメのテーマの種類と視聴率の違いがカット技法の出現頻度と関連していた。テーマが「ヒー

ロー・ＳＦもの」で視聴率の高いアニメで出現頻度が特に高かった。３）アニメでは前後のショットの時間

を同時的につなぐカット技法が特に多かった。４）視聴率の高い「ヒーロー・ＳＦもの」のアニメに数多

く含まれるカット技法が男児のテレビ視聴を導いた。以上から，アニメにおけるカット技法の実態が明ら

かになり，幼児期の物語経験において，カット技法が重要な要因となっていることが示された。

【キー・ワード】テレビアニメ，幼児，カット技法，テレビ

問 題

幼児期の物語経験は言語獲得などの発達に重要な影響

を及ぼすとされており（e､９．，福沢，１９８７；高木，1984)，

幼児がどのように物語と接するかは重要な発達課題であ

る。従って，幼児の物語経験について検討することは発

達心理学的に重要な研究課題であると言える。鈴木・村

田・藤崎・石井・坂元（1990）は幼児期の物語経験の一

面を指摘している。この研究では，テレビ視聴とその他

の遊びとで幼児がどちらを選好するかを調査している。「テ

レビを見るのと本を読んでもらうのとではどちらが好き

ですか」との質問に対して，約８割の５歳児が「テレビ」

と回答しており，この結果から，幼児がテレビを通じて

物語を経験することを好んでいることが分かる。また，

鈴木らの調査は幼児がよく視聴しているテレビ番組を男

女別に上位１０位まで示している。この上位10位の中には

テレビアニメ（以下，アニメと略称する）が半数以上を

占めている。この傾向は日本放送協会（1981）が12年前

に実施した調査とほぼ同様であることを考えあわせると，

幼児期においてアニメの視聴率が高いことが分かる。こ

れらの調査結果から，幼児期の物語経験においてアニメ

が主要な情報源になっていると言うことができる。そし

脚注１Figurelの例は別冊宝島（1989）より一部改作して

抜粋したものである。Figure5についても同様である。

脚注２これはモンタージュ（montage）の問題とも呼ばれて

いる。montageは「組み立て」を意味する仏語で，「戦艦ポチョ

ムキン」で名高いセルゲイ・エイゼンシュタインが用いた映

像用語である。

て，ここに，幼児の物語経験をアニメなどのテレビ番組

との関連で検討することの意義を指摘することができる。

さて，アニメなどのテレビ番組は他の媒体とは異なり

独自の特徴を持つことが知られている。Huston,＆Wright

（1983）は，それを形式的特徴（formalfeature）と呼んで

おり，内容とは独立に定義できると言う。彼らに従えば，

形式的特徴は二種類に分けることができ，一つは特殊撮

影などの視覚的特徴であり，もう一つは音響効果などの

聴覚的特徴である。この形式的特徴がどのような効果を

持つかについては，視覚的特徴の中でもカット技法’（Figure

l）に焦点が向けられることが多く，次の二つの研究分野

において検討が重ねられてきた。その一つは映画研究の

分野においてである。この分野においては，カット技法

の問題は映画記号論の中に位置づけられている（Wollen，

1969/1975)。すなわち，この問題は，映像をどのように

人工的に寸断させ，前後の映像をどのように結び付ける

ことが視覚的な効果を持つのかという画面構成の問題2と

して知られている（Monaco,1981/1983)。なお，山田（1964）

によれば，映画「戦艦ポチョムキン」のように，この効

果を取り入れた映画もいくつか製作されていると言う。

もう一つは発達心理学の分野においてであり，カット

技法の問題に関するこれまでの知見を次の二点にまとめ

ることができる。第一点は，カット技法の理解の発達に

ついてである。先行研究に共通する知見は，幼児期から

児童期へと発達するにつれてカット技法の理解が可能に

なるというものである（多田，１９６７；Leifer,Collins,Gross，

Taylor，Ａｎｄｒｅｗｓ＆Blackmer，１９７１；Collins，Wellman，

Kaniston，＆Westby，１９７８；Anderson，＆Smith，１９８４；



Figurelカット技法の例

無藤1987；Anderson,＆Collins,1988)｡例えば,Huston,&Wright(1983)が指摘するように,大人はカツ

Anderson,＆Collins（1988）は，幼児がカット技法を局卜技法を見過ごしてしまい，その存在に全く気づかない。

所的に理解することができたとしても，カット技法に関ここから，研究者はカット技法に着Ｈすることが少なかつ

する概念を十分に理解できるのは後の年齢であるとし，たと推察することができ，そのために，カット技法につ

その平均的な年齢が８歳であると主張している。第二点いての実態調査が行われてこなかったものと考えること

は，ｶｯﾄ技法がﾃﾚビ番組の理解にどのような役割をができる｡

果たすのかについてである。上で述べたように，幼児はただし，このような現状において，Smith,Anderson,＆

カット技法を完全に理解することは難しいとされるが，Fischer（1985）と小笠原（1989）が行った放送技法につ

それでは,この困難が幼児のﾃﾚピ番組の理解にどのよいての調査から,ｶｯﾄ技法についておおよその実態を

うな課題をもたらすのだろうか。この観点から行われた推察することはできる。Smithetal･の調査では，米国の

先行研究からは次のような知見が示されている。Collinsテレビ番組において，カット技法などの放送技法がどれ

(1983)は，幼児のﾃﾚピ番組の理解が乏しい原因として,くらい取り入れられているかについて調査を行っている｡

カット技法の理解の乏しさを指摘している。また，この調査の対象はドラマ仕立ての二つのテレビ番組であっ

Huston,＆Wright（1983）は，幼児がテレビ番組を視聴た。その調査では，カット技法を含む全ての放送技法に
し，そこから物語の展開についての一貫した表象を構成ついて１分間の出現頻度を求めたところ，一方の番組で

するためには，カット技法がもたらす映像上の視覚的なは８．１で，もう一方の番組では16.7であった。また，小

変化を統合する必要があるとしている。これらの研究か笠原（1989）は，日本の二つのテレビ番組，「みんなのせ

ら，幼児がテレビを通じて物語を理解するためには，カツかい」と「自然のアルバム』において，ｌショットの持

卜技法がもたらす認知的な課題を解決することが，テレ続時間の平均値を求めた。この調査では，撮影技法と編

ビ番組の理解のための必要条件になっていると言うこと集技法についての分類カテゴリーをあらかじめ作成し，

ができる。それに該当する映像上の「何らかの変化」に着目した。

それでは，そもそもアニメなどのテレビ番組において，そして，これが次に出現するまでの平均時間（１ショッ

カット技法はどれほどの頻度で取り入れられているので卜の持続時間）を求めたところ，「みんなのせかい」では，

あろうか。また，カット技法はどのように取り入れられ「何らかの変化」が平均して９．４秒ごとに出現し，「自然

ているのであろうか。しかし，カット技法の実態はほとのアルバム」では同じく７．２秒ごとに出現した。ちなみ

んど明らかにされていない。この原因はカット技法そのに，この値から映像上の「何らかの変化」が１分間に出

ものの効果のためであると考えられる。というのも，現する頻度を改めて算H1すると，前者では約６回，後者

１３７テレビアニメにおけるカット技法の実態
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では約８回となった。これらの二つの調査から，テレビ

番組においてはカット技法などの放送技法が高い頻度で

取り入れられており，そのため，映像上に「なんらかの

変化」が頻繁に現れると推察できる。しかし，これらの

調査はそもそも放送技法の全般を調査したものであり，

映像上の「なんらかの変化」を調査したものに過ぎない。

そのため，カット技法による映像上の視覚的変化がどれ

くらいの頻度でテレビ番組に取り入れられているのかに

ついては全く明らかにされていない。

そこで，本研究は，アニメに重点をおいて，テレビ番

組に取り入れられているカット技法の実態を三つの調査

により検討する。まず，調査Ｉでは，アニメにどれくら

いの頻度でカット技法が取り入れられているかについて，

他の番組ジャンルと比較しながら，量的な面からカット

技法の実態を検討する。次に，調査Ⅱでは，アニメの種

類とカット技法との関連を調査する。Ｓｍｉｔｈｅｔａｌ.や小笠

原の調査から，同じジャンルのテレビ番組であっても，

カット技法の出現頻度に違いが認められることから，ア

ニメの種類によりカット技法の出現頻度が異なると考え

ることができる。ここでは，アニメのテーマの種類や視

聴率の違いがカット技法の出現頻度とどのような関係に

あるかについて検討する。さらに，調査Ⅲでは，アニメ

におけるカット技法の種類を調査する。これまでカット

技法の分類はいくつか試みられているが，この中で最も

知られた分類法はＭｅｔｚ（1968）による分類法である。こ

の分類法では，カット技法に先立つショット（先行ショッ

ト）と後続するショット（後続ショット）とがどのよう

に結びついているかを分類するものであり，時間，空間，

物語性の三つを分類の基準としている。調査Ⅲでは，こ

の分類法によりアニメのカット技法を分類し，取り入れ

られているカット技法の特徴を明らかにする。

調査Ｉ

目的

調査Ｉでは，アニメにどれくらいカット技法が取り入

れられているかという量的な面から，カット技法の実態

を調査することを目的とする。なお，他の番組ジャンル

についても比較データとして採取した。

方法

調査対象：アニメ，クイズ，子供教育番組，スポーツ，

時代劇，ニュース，ワイドショーの７つの番組ジャンル

について，それぞれ４番組を収録した（資料１)。収録し

た番組の中からコマーシャル（ＣＭ）を除いた15分間の番

組部分をランダムに取り出し，１サンプルとした。ここ

でｌサンプルを15分としたのは，収録した番組で最短の

脚注３筆者はカット技法の出現について，藤田・三尾（1991）

も同じ規準を用いていることを確かめている。

Tablel番組ジャンルごとのカット技法の平均辻Ｉ現頻度

番組ジャンル

クイズ

ア ニ メ

子供教育番組

スポーツ

時代劇

ニュース

ワイドショー

注）（）内はＳＤ

平均出現頻度

205.0

192.5

104.8

103.8

９３．５

８４．８

６５．０

(49.3）

(23.8）

(１５．５）

(38.8）

(１８．４）

（５．４）

(１０．４）

番組が15分であったためである。取り出されたサンプル

は，それぞれの番組ジャンルについて4サンプルで，合計

２８サンプルであった。なお，収録の期間は平成２年１月

１５日から平成２年１月28日であった。

手続き：評定者がカット技法の出現を見過ごさないよう

にするために，評定者にカット技法の定義を十分に理解

させた。ここでは，映像上の視覚的な変化の中でも人工

的に映像が寸断されている場合にカット技法が出現した

とみなした3。従って，映像上に視覚的な変化が現れたと

しても，映像が連続している場合はカット技法から除外

した。例えば，いわゆるズームやパンは映像上に視覚的

な変化をもたらすが，その映像は連続しているため，カッ

ト技法に含めなかった。また，カット技法の出現頻度を

求めるにあたって，ビデオ再生機でそれぞれのサンプル

をスロー再生し，３名の大学生に提示した。ただ，３名

の求めた出現頻度が一致しなかった場合には，カット技

法の出現を見過ごすことがないように重ねて注意を促し，

該当するサンプルをもう一度全員に提示した。そして，

ジョグシャトルを用いてさらに遅い速度で再生しながら，

３名の出現頻度が一致するまでサンプルの提示を繰り返し，

カット技法の出現頻度を確かめた。ちなみに，３名の求

めた出現頻度が一致しなかったサンプル（２人のみが一

致し１人が不一致の場合も含む）は，２８サンプル中で３

例あった。

結果と考察

Ｔａｂｌｅｌはそれぞれのジャンルにおけるカット技法の出

現頻度の平均値を示したものである。平均値について，

一要因の分散分析を行ったところ，有意差が認められた

(Ｆ(６，２１)二12.04,ｐ＜,01)。ＬＳＤ法により多重比較を行っ

たところ，クイズは，子供教育番組，スポーツ，時代劇，

ニュース，ワイドショーとの間で，アニメは，子供教育

番組，スポーツ，時代劇，ニュース，ワイドショーとの

間で，有意差が認められた（それぞれ，Ｐ＜､05)。これら

の結果から，番組ジャンルによってカット技法の頻度に

差が認められること，および，アニメやクイズではその

他の番組にくらべて，カット技法が多く取り入れられて

いることが示された。また，Ｓｍｉｔｈｅｔａｌ．（1985）は１分



｢ヒーロー・ＳＦもの」

｢学園・生活もの」

テレビアニメにおけるカット技法の実態

Table２テーマと視聴率の異なるアニメにおけるカット

技法の平均出現頻度

；

注）（）内はＳＤ、

されたアニメを取り出した（資料２)。この時間帯を選ん

だのは，白石（1992）がこの時間帯に幼児の視聴率が特

に高く，幼児のテレビ視聴に特徴的な時間帯であること

を示しているためである。取り出されたアニメから，テー

マの種類が違うアニメとして「ヒーロー・ＳＦもの」のア

ニメと「学園・生活もの」のアニメについて，また，視

聴率の違うアニメとして視聴率の上位１位のアニメと下

位１位のアニメについて，該当するアニメをさらに選び

出した。その結果，「ヒーロー・ＳＦもの」から視聴率の

高いアニメとして「ドラゴンボール｣，視聴率の低いアニ

メとして「シテイハンター３」，「学園・生活もの」から

視聴率の高いアニメとして「サザエさん｣，視聴率の低い

番組としては「美味しんぽ」が選び出された。なお，こ

のテーマの分類方法は，鈴木ら（1990）および鈴木・村

田・川上・茂呂田・石井（1986）によっている。これら

のアニメを１２回分にわたって収録した。「サザエさん」は

放映中のものを収録し，「ドラゴンボール」と「美味しん

ぼ」は再放送のものを収録した。それぞれの収録期間は

平成4年11月１日から平成4年12月１４日であった。「シティ．

ハンター３」はビデオで販売されているもの（ＣＩＣビク

タービデオ株式会社）を収録した。収録したそれぞれの

番組から放送１回分につきランダムに５分間の番組部分

を取り出し，それをｌサンプルとした。このようにして，

それぞれのアニメについて12サンプルを収集した。

手続き：調査Ｉと同じ手続きにより行われた。３名全員

の評定が一致しなかったサンプルは，４８サンプル中４例

だった。

結果と考察

Ｔａｂｌｅ２はそれぞれの番組におけるカット技法の出現頻

度の平均値を示したものである。テーマの種類（２）×視

聴率の違い（２）についての分散分析の結果，交互作用が

有意であった（Ｆ(１，４４)=7.28,ｐ＜､05)。そこで，各水

準ごとに単純効果を分析した結果，視聴率の違いは，「ヒー

ロー・ＳＦもの」において有意であったが（p＜､01)，「学

園・生活もの」において有意ではなかった。また，テー

マの違いは，視聴率の高いアニメにおいて有意であった

が（p＜,０１)，視聴率の低いアニメにおいては有意でなかっ

た。

ここから，アニメにおいては，テーマの穂類と視聴率

の違いとカット技法の出現槻度との間に関連があること
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番組ジャンル

Figure2番>組ジャンルごとのカット技法の１分間の出現
頻度

間における出現頻度を求めていることから，これにならっ

たところ，Figure2の通りになった。この結果から，カッ

ト技法が１分間において，アニメやクイズのような多い

場合では約１３回以上の割合で，ワイドショーのような少

ない場合では約４回の割合で，それぞれ出現すること，

および，アニメやクイズとその他の番組ジャンルとでは，

取り入れられているカット技法の額度に大きな差がある

ことが明らかになった。

以上から，まず，アニメにおいてカット技法の１分間

の出現頻度が約13回以上であることが明らかになった。

この値を１０秒に換算すれば約２回である。アニメと同じ

ように物語仕立ての構造を持つ時代劇においては，カッ

ト技法の１０秒あたりの出現頻度が約１回であることから，

アニメと時代劇で出現頻度にほぼ２倍の開きがあると言

えるとともに，アニメにおいてカット技法がいかに頻繁

に取り入れられているかが分かる。また，アニメなどの

テレビ番組に取り入れられているカット技法の出現頻度

は，番組ジャンルによって異なり，出現頻度が多い場合

と少ない場合とでは，かなりの差のあることが分かる。

このように番組ジャンルによって出現頻度が異なる背景

については，小笠原（1989）が制作者の制作意図や制作

方針によって映像の構成が異なるとしており，ここから，

カット技法の出現頻度の違いは，制作者の制作意図や制

作方針によっていると考えることができる。

調査Ⅱ

目的

ｉ淵査Ⅱではアニメのテーマおよび視聴率の違いとカッ

ト技法の出現頻度との関連を調査することを目的とする。

方法

調査対象：鈴木ら（1990）は幼児によるテレビ番組の視

聴率を調査している4°この調査より，夕方７時台に放映

高いアニメ低いアニメ

ワイドシヨー

65.7(７．７）

61.5(８．６）

83.6(８．８）

66.9(５．１）

1３９

脚注４このたび東京大学新聞研究所鈴木裕久先生および筑波
大学社会工学系石井健一先生のご協力を賜り，他のデータに
ついても提供してし､ただいた。

子供教育番組 時代劇
ニュース

Ｉ
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アニメスポーツ

；
グ.●凸『･勺.●
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Table３アニメ，人形劇時代劇におけるカット技法の

平均辻|現頻度
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四
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１
１
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１
１
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52.6(15.9）

24.2（5.8）

25.1（９．１）

アニメ

人形劇

時代劇

番組

ジャンル

カット技法

１５．２(7.1）

４．１(1.6）

８．５(4.1）

140

注）（）内はＳＤ・

間間隔が多少とも含まれている場合（継時カット）とに

分類した。Figurelの例では，ショット２と３の間，３

と４の間，５と６の間には全く時間間隔が含まれていな

いため，このカット技法を同時カットとした。また，ショッ

ト１と２の間や４と５の間には多少なりとも時間間隔が

含まれているため，この技法を継時カットとした。ここ

では，アニメにおけるカット技法を分類し検討するにあ

たって，人形劇と時代劇についてもデータを採取し，比

較検討することにした。人形劇と時代劇を比較データと

したのは，どちらも物語仕立ての番組ジャンルであるた

めである。

方法

調査対象：アニメと時代劇をそれぞれ30何分収録した（資

料３)。また，人形劇として，ＮＨＫの「こども人形劇場」

を10回分収録した。収録の期間は平成２年４月28日から

平成２年５月１８日までの期間であった。収録した番組の

中から，調査Ⅱと同じようにサンプルを取り出したとこ

ろ，アニメと時代劇でそれぞれ30サンプル，人形劇で１０

サンプルが取り出され，合計で70サンプルとなった。

手続き：手続きは基本的に調査Ｉと同じであった。４名

の評定者にサンプルを提示し，同時カットと継時カット

について，それぞれの出現頻度を求めた。４名全員の評

定が一致しなかったサンプルは，７０サンプル中３例だっ

た（不一致は同時カットについてが３例で，継時カット

については０例だった)。

結果と考察

Ｔａｂｌｅ３はそれぞれの番組における出現頻度の平均値を

示したものである。カットの種類（２）×番組ジャンル（３）

についての分散分析の結果，交互作用が有意であった

(Ｆ(2,67)二9.72,ｐ＜､01)。そこで，各水準ごとに単純効果

を分析した。その結果，まず，カットの種類はアニメと

人形劇および時代劇において有意であった（それぞれ，

p＜､01)。次に，番組ジャンルは同時カットおよび継時カッ

トにおいて有意であったので（それぞれ，ｐ＜､01)，ＬＳＤ

法による多重比較を行った。その結果，同時カットでは，

アニメの出現頻度が人形劇や時代劇の出現頻度よりも有

意に高かった。また，継時カットでは，アニメ，人形劇，

時代劇のそれぞれの問に有意差が認められ，出現頻度は，

多い順に，アニメ・人形劇・時代劇となった（それぞれ，

P＜､05)。

が示された。すなわち，第一に，アニメのテーマが「ヒー

ロー・ＳＦもの」である場合，幼児にとって視聴率の高い

アニメは視聴率の低いアニメに比べると，より多くのカッ

ト技法を取り入れていると言える。カット技法の出現頻

度を１分あたりに換算して示したのがFigure3である。

ここから，幼児にとって視聴率の高いアニメで出現頻度

が16.7であるのに対して，視聴率の低いアニメではそれ

が１３．１であることが示され，視聴率の高いアニメがいか

に多くのカット技法を取り入れているかが分かる。第二

に，

幼児にとって視聴率の高いアニメの場合，「ヒーロー・ＳＦ

もの」のアニメは「学園・生活もの」のアニメに比べる

と，より多くのカット技法を取り入れていると言える。

1分あたりの出現頻度にもこの傾向は示されており，「学

園・生活もの」においては出現頻度が13.4であったこと

から，取り入れられているカット技法は比較的少ないと

言える。以上の結果を統合すると，テーマが「ヒーロー．

ＳＦもの」で，視聴率の高いアニメは，他の種類のアニメ

に比べて，より多くのカット技法を取り入れていると言

うことができる。

高いアニメ 低いアニメ

視聴率

Figure3テーマと視聴率の異なるアニメにおけるカット

技法の１分間の出現頻度

調査Ⅲ

目的

調査Ⅲでは，アニメに取り入れられているカット技法

を分類し，その出現頻度を調査することを目的とする。

ここでは，Ｍｅｔｚ（1968）による分類法の第一の規準を用

いた。この規準は，前後のショットが時間的につながっ

ているか否かというものである。ただ，実際に分類を行

うにあたって，この規準は暖昧さを残している。つまり，

ある先行ショットと後続ショットが時間的につながって

いるか否かについては，評定者の解釈に委ねるところが

大きい。そこで，ここでは，調査Ｉと同じように，分類

を定式化し，前後のショットの間に時間間隔が全く含ま

れない場合（同時カット）と，前後のショットの間に時



Figuer4アニメ，人形劇時代劇におけるカット技法の
１分間の出現頻度

ここから，次の点が明らかになった。第一は，番組ジャ

ンルには関係なく，同時カットの出現頻度が継時カット

の出現頻度より高かった点である。また，カット技法全

体の中で同時カットが占める割合は，アニメで約78％で

あり，人形劇では約86％，時代劇では約75％と，いずれ

の番組ジャンルにおいても，同時カットの割合が高かっ

た。従って，テレビ番組では，同時カットの多さを一般

的な特徴とみなすことができる。すなわち，前後のショッ

トに時間間隔を全く含めないようなカット技法がテレビ

番組には多く取り入れられていると言うことができる。

第二は，同時カットの出現頻度について，アニメとその

他の番組ジャンルとの間に有意差が認められた点である。

つまり，アニメは他の番組に比べて同時カットを有意に

多く含んでいた。Ｆｉｇｅｒ４には同時カットの出現頻度を１

分間の出現頻度に換算し示している。この表から，アニ

メにおける1分間の出現頻度は10.5であり，人形劇や時

代劇における出現頻度の２倍であることが分かる。第三

は，継時カットの出現頻度が，アニメ，時代劇，人形劇

の順で有意に多かった点である。継時カットの出現頻度

を１分間の割合で見ても（Figure4)，アニメではそれが

３．０と多く，人形劇と比べて３倍以上であった。なお，時

代劇の出現頻度も人形劇のほぼ２倍であった。

テレビアニメにおけるカット技法の実態

における１分間の出現頻度が13.6回であり，時代劇や人

形劇と比較して約２倍の開きがあった。調査Ⅱでは，種

類の違うアニメにおけるカット技法の出現頻度を調査し，

最も出現頻度の高い場合が16.7回で，最も低い場合が12.3

回であった。これら三つの調査結果から，アニメにおけ

るカット技法の出現頻度は１分間に14回前後であると推

察される。

２）アニメの種類とカット技法

調査Ⅱでは，アニメの種類とカット技法の出現頻度と

の関連性を検討した。ここでは，アニメのテーマと視聴

率の違いに注目して調査を行ったところ，視聴率の高い

アニメにおいて，「‘ヒーロー・ＳＦもの」が「学園・生活

もの」に比べて多くのカット技法を含んでいたこと，ま

た，「ヒーロー・ＳＦもの」のアニメにおいて，視聴率の

高いアニメが視聴率の低いアニメに比べて多くのカット

技法を含んでいたことが明らかになった。そして，これ

ら二つの結果を統合すると，テーマが「ヒーロー．ＳＦも

の」で，視聴率の高いアニメには，カット技法が特に多

く取り入れられていることが導き出された。ちなみに，

視聴率の高い「ヒーロー・ＳＦもの」では，カット技法が

１分間に約17回の割合で出現するが，これはアニメ全体の

平均値と比べても３回ほど多い値であった。以上の結果

から，テーマの種類や視聴率の違いのように，アニメの

種類とカット技法の出現頻度との間の関連性が示された。

３）アニメにおけるカット技法の種類

調査Ⅲではカット技法の分類として，前後のショット

が時間的につながっているかどうかという点から，アニ

メにおけるカット技法の特徴を検討した。この調査では，

テレビ番組において同時カットが多様されるという一般

的な傾向があった。しかし，他の番組ジャンルと比べて，

アニメに取り入れられている同時カットが有意に多かっ

たことから，アニメでは同時カットがかなり多く用いら

れていると言うことができる。従って，まず，このよう

な同時カットの多用をアニメの最も大きな特徴とみなす

ことができる。次に，アニメと他の番組ジャンルとを比

較すると，継時カットの出現頻度も比較的高いと言うこ

とができる。

４）カット技法とアニメの視聴

カット技法は幼児によるアニメの視聴とどのように関

係しているのだろうか。ここでは「ヒーロー・ＳＦもの」

のアニメに焦点を絞って考察を進める。鈴木ら（1990）

や日本放送協会（1981）は，最近１０年間における幼児の

テレビ視聴を明らかにする中で，幼児のアニメの視聴に

性差のあることを一貫して指摘し，視聴率の高い「ヒー

ロー．ＳＦもの」のアニメの場合，その視聴者の大部分を

男児が占めていることを示している。本研究の結果は，

視聴率の高い「ヒーロー・ＳＦもの」のアニメがカット技

法を最も多く含んでいることを示したが，この結果と鈴

；

全体的考察

ここでは，三つの調査の結果を項目ごとに整理し，ア

ニメにおけるカット技法の実態を考察する。

１）カット技法の全体的な出現頻度

調査Ｉでは，アニメにおけるカット技法の出現頻度を

他の番組ジャンルとともに検討した。その結果，アニメ

における１分間の出現頻度が12.8回であり，アニメはク

イズと並んでカット技法を多く取り入れた番組ジャンル

であることが示された。ちなみに，この値はワイドショー

における場合の約３倍であった。物語仕立ての番組ジャ

ンルである時代劇と比較しても，アニメにおけるカット

技法の頻度の高さは顕著であった。調査Ⅲでは，アニメ

０
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、
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Figure5同時カットの例

木らの結果とを併せると，男児はカット技法の多さを特

徴とし，映像が敏速に展開する「ヒーロー・ＳＦもの」の

アニメを選好していると言うことができる。本研究から

はカット技法と視聴行動の因果関係を述べることはでき

ないが，男児は「ヒーロー・ＳＦもの」のアニメを視聴す

ることで，たくさんのカット技法を受容していると言う

ことはできる。また，Huston,＆Wright（1983）は，カッ

ト技法がいつ画面を注視すればよいかについての情報の

提･供機能を持つとしているが，「ヒーロー・ＳＦもの」の

アニメに取り入れられているたくさんのカット技法が男

児によるアニメの視聴を導いていると推察することは可

能であろう。また，このように考えるなら，同時カット

の多用がアニメの選好とどのように関係するかも興味深

いところである。いずれにせよ，「ヒーロー・ＳＦもの」の

アニメに絞れば，カット技法は幼児のテレビ視聴にとっ

て重要な要因となっていることは否定できない。

５）今後の課題

本研究はアニメにおけるカット技法の実態を示し，幼

児期の物語経験においてカット技法が重要な要因となっ

ていることを示した。しかし，そもそも国内ではアニメ

などのﾃﾚピ番組を用いて物語理解を検討した研究は少

ない。この例としては，アニメを題材として幼児の物語

理解を分析した高橋・杉岡（1988）の実験研究や，一人

の女児のテレビ視聴を４年間にわたって追跡した村野井

(1989）の調査研究などをあげうるに過ぎない。このよう

な現状において，今後，カット技法が物語経験に及ぼす

影響についてのメカニズ､ムを解明するためには，ｶｯﾄ

技法そのものについての実態調査を積み重ねていく必要

があろう。例えば，調査Ⅲはカット技法の分類を試みた

が，さらに下位分類を進めることは可能である。アニメ

において多用される同時カットには，Figure5のように，

全景から上半身へ，さらには顔面アップへと静止状態の

対象を時間間隔を含まないで表現するカット技法や，Figure
lのショット⑤からショット⑥へのように話者を交換する

カット技法が多く含まれている。これらを登場人物や対

象の種類などによって分類し，同時カットの特徴をさら

に明確にすることは，同時カットがアニメを特徴づける

カット技法なだけに，今後，重要な課題になるだろう。
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テレビアニメにおけるカット技法の実態
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１０：30-11：３０

２０：００－２０：５４

１６：００－１７：００

１３：００－１４：００

放送時間ＣＨ番組名

０
４
６
２

１

１

〔アニメ〕

ちびまる子ちゃん

サザエさん

私のあしながおじさん

つる姫じゃ－つ！

〔ニュース〕

スーパータイム

徳光のニュースプラス１

テレポート

ニ ュースコープ

〔クイズ〕

百万円クイズハンター

クイズ１００人に聞きました

クイズ!！ひらめきパスワード

クイズヒントでピント

〔時代劇〕

遠山の金さん

八百八町夢日記

大岡越前

松平右近事件帳

〔スポーツ〕

全豪オープンテニス

パームメドウズカップゴルフ

全日本プロレス

バレーボール日本リーグ

〔子供教育番組〕

ひらけ ！ ポ ン キ ッ キ

なんなんなあに

あつまれじゃんけんぼん

しぜんだし､すき

〔ワイドショー〕

トークシャワー

おはよう！ナイスデイ

３時にあいましょう

２時のワイドショー

８
８
８
４

１８：00-18：３０

１８：30-19：００

１９：３０－２０：００

１７：00-17：３０

１８：００－１９：００

１８：00-19：００

１８：００－１８：３０

１８：３０－１９：００

８
４
６
６

１４３

０
６
６
０

１

１

８
３
３
３

７：００－７：４５

８：30-10：００

１５：00-16：００

１４：00-15：００

１５：３０－１７：００

１６：00-17：３０

２２：３０－２３：３０

１６：００－１７：００

４
８
４
８

７：４５－８：３０

９：００－９：１５

９：３０－９：４５

９：４５－１０：００

注）「子供教育番組」は実写による子供向けの教育バラエティ

番組である。

８
８
６
４
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〔アニメ〕

アンパンマン

魔法使いサリー

サザエさん

ドラゴンボールＺ

藤子Ｆファンタジーチンプイ

みなしごはつち

ドラえもん

平成天才バカボン

まんが日本侍ぱなし

ドラゴンクエスト

〔時代劇〕

大岡越前

八百八町夢日記

照姫七変化

続々・三匹が斬る１

暴れん坊将軍

1４４

資料２７：卯－８：００の時間帯におけるアニメの視聴率資料３調査〃で収録したアニメと時代劇の番組名と放送

時間

４
０
８
８
０
４
０
８
６
８

１

１
１

時間 番組名 CＨ視聴率

6５．４

５１．７

９．３

８
０
４
１

｢ヒーロー・ＳＦもの」

７：００－７：３０ドラゴンボール

７：３０－８：００ドラゴンクエスト

７：００－７：３０バットマン

７：３０－８：００ＹＡＷＡＲＡ！

７：００－７：３０少年モーグリ

７：００－７：３０天空戦記シュラト

７：００－７：３０シティーハンター３

｢学園・生活もの」

７：００－７：３０サザエさん

７：３０－８：００おぽっちやまくん

７：３０－８：００美味しんぽ

｢その他」

７：００－７：３０ドラえもん

７：００－７：３０キテレツ大百科

７：３０－８：００私のあしながおじさん

７：００－７：３０悪魔くん

７：００－７：３０魔法使いサリー

７：３０－８：０O青いブリンク

７：３０－８：００チップとデールの大作戦

７：００－７：３０まんが日本昔ぱなし

７：３０－８：００藤子．Ｆファンタジー

番組名 放送時間ＣＨ

０
８
８
０
０
１
２
６
０

１

１
１
１
１

８
８
２
４
２
２
４

１
１
１

6０．２

２２．９

２０．３

１８．４

１４．９

１４．１

４．５
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１７：00-17：３０

１９：００－１９：３０

１９：00-19：３０

１９：00-19：３０

１９：30-20：００

１７：３０－１８：００

１９：00-19：３０

１８：３０－１９：００

１９：００－１９：３０

１９：30-20：００

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

申
む
●
●
●
●
●
●
台
。

Yamamoto,Hiroki(FacultyofHumanSciences,BunkyoUniversity)．ResearcﾉＺｏ７ｚｒｈｅＱｒ伽ｇＴｇｃ加j9z‘e

i7zA7z加atedQz7Zoo7z・THEJAPANEsEJouRNALoFDEvELoPMENTALPsYcHoLoGY1993，Vol､４，No.２，

１３６－１４４．

Inthreestudies,theactualuseofthecuttingtechniqueinanimatedcartoonswasinvestigatedlnStudy

Lthefrequencyoftheuseofcuttingtechniqueswasinvestigatedcompannganimatedcartoonswith

otherTVprogTamgenres・StudyllfOcusedontherelationshipsbetweencuttingfrequency，theme

ofanimatedcartoons，andviewerratinglnStudylll，differentcuttingwerecategorizedaccordingto

temporalrelationships・Themainresultswereasfollows．（１）Thefrequencyofcuttingtechniquesvaried

accordingtoTVgenre・Animatedcartoonsaveragedaboutl4cuttingtechniquesperminutes．（２）

Frequencyofcuttingwasrelatedtothethemeandviewerratings・Foranimatedcartoonswithahero，

asciencefictiontheme,andhighviewerrating,thecuttingfrequencywashighest．(3)Inananimated

cartoonsthecuttingtechniquesbywhichtwosequencialscenesarejuxtaposedsimultaneouslywas

observedwithparticularfrequency．(4)Thefrequentcuttingtechniquesinpopularanimatedcratoons

withaheｒｏａｎｄａｓｃｉｅｎｃｆｉｃｔｉｏｎｔｈｅｍｅｈａｄａｎｉmpactonmalepreschoolers'TVviewing，Thesefindings

clarifytheactualconditionsofthecuttingtechniqueinanimatedcartoons・Theresearchsuggeststhat

thecuttingtechniquemayplayanimoportantroleinpreschoolers，viewingofTVstones．

【ＫｅｙＷＯｒｄｓ】AnimatiOn，PreschoOlers，CuttingTechnique，Television

１９９２．６．１９受稿，１９９３．６．７受理

６
４
８
０
０
１
１

３
６
９
２
９
５
４
７
７

●
●
●
●
●
●
●
●
■

５
８
８
３
０
２
９
７
４

８
６
５
５
５
３
２
２
２

１
１
１
１
１

２
ワ
〕
ワ
ー
２
ワ
一

一
一
一
一
一

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

●
●
●
●
●
●
●
■
●
●

０
０
０
０
０

２
２
２
２
２

注）〔アニメ〕については，週を違えて、それぞれの番組に

つき３回分を収録し，３０サンプルを収集した。〔時代劇〕

についても同じように番組を収録し，それぞれの番組を

３回分収録し，それぞれから２サンプルを収集し，３０サ

ンプルとした，

注）「その他」には．「超能力・ギャグもの｣，「女の子もの｣，

「名作・昔ぱなしもの」が含まれる。



発達心理学研究

1993，第４巻，第２号，145-153
原著

乳児院・養護施設の養育環境改善に伴う発達指標の推移
一ホスピタリズム解消をめざした実践研究一

金子龍太郎
(北陸学院短期大学保育科）

児童福-祉施設の移転に伴う養育体制の改善により，入所児の発達が移転前と移転後でどう変化したかを検

討した。移転に伴う養育改善の要点は家庭的で小グループの落ち着いた雰囲気の中で，養育担当者との深

い継続的な愛着関係を確立して，乳児期初期からの養育者と乳児との非言語的コミュニケーションを保証

することにより，全面的な発達を向上させることにあった。その結果，移転前に入所した児と移転後の入

所児における発達指標は次のように変化した。まず，初語発現は約１か月半早く，移転後では平均10か月

５日となり，２語文発現は約３か月早まり，平均１歳７か月になった。また，人見知りは移転後では約１

か月早くなり，平均６か月１９日となった。そして，事例で示されているように，今日では子どもと担当者

との紳が深まっており，深い人間関係が形成されていた。施設という集団養育の場で，交替制勤務や複数

養育者体制から生じる問題が多く残されているものの，諸発達は明らかに良くなっていた。以上の結果か
ら，施設の養育環境を改葬すれば，平均的家庭児に劣らない発達を示すことが，本実践研究によって明確
に示された。

【キー・ワード】乳児院と養護施設，ホスピタリズム，施設症，乳幼児，児童福祉

問題と目的

乳児期から施設で育った子どもたちには次のような発

達遅滞や人格形成上の歪みが認められると考えられてき

た。すなわち，言語面を筆頭に諸発達が遅れており，乳

幼児期には誰にでも愛情を求め，注目をひこうとする反

面，特定の人との深い情緒的紳を結べないというもので

ある。これらの異常性はその後も修正不能と考えられ，

その原因は乳児期に母親（養育者）と愛着を結べなかっ

たためであると解釈されてきた（Bowlby，１９５１／１９６２；

Spitz，１９６２／1965)。

しかしながら，その後の諸研究はこうした解釈に懐疑

的な見解を出している（Ｒｕtter,1972／1979;Ｒｕtter,1979：

vandenBerg,1972／1977)。これらの研究者は施設の条

件が良くなれば，発達上の問題はなくなっていくという

考えを主張している。こうした養育環境と発達の関連性

を検討するために，イギリスの13の児童福祉施設におい

て，８歳までの追跡研究が行なわれた。まず，２歳児に

おいては，２４か月時点の言語発達月齢が22か月であり，

言語発達この遅れを認めた（Tizard,Cooperman,Joseph,＆

Tizard,1972)。しかしながら，４歳半になると遅滞はなく

なり，養育条件の悪い施設でも標準値以上の発達指数が

得られた（Tizard，＆Rees，1974)。ところが，これらの

施設で育った子どもには対人関係に歪みが見られた。す

なわち，２歳の施設児は家庭児より抱きつきが多く，特

定の人との愛着が十分育っていなかった。４歳でも施設

児にはまだ抱きつきが多く，特定の人との深い愛着が持

てない傾向にあり，見知らぬ人になれなれしく振る舞っ

た。そして，８歳の学童期になると”施設児の半分以下

しか職員に対して強い愛着を抱いていなかった。また，

学校で教師や友だちとうまく関わりを持つことができず，

クラスの中で孤立していた。追跡対象の子どもたちは乳

児期から施設の職員が次々と交替していく中で，結果的

には50-80人の職員によって育てられることによって，

様々 な対人関係の歪みを示したのである（Tizard,＆Hodges，

1978)。

こうした，学童期に見られる社会性の歪みから，成人

後の社会的自立や結婚生活上の困難性が予想され，施設

児の人格上の歪みという大きな問題は残存していると言

わざるを得ない。Tizardetal､ほかの一連の研究が，１９７０

年代当時，世界最高水準といわれたイギリスの児童福祉

施設においてなされたことは，母親代わりの職員が交替

制勤務であったり，数年で退職していく施設での限界を

改めて感じさせる結果といえる。さらに，Ｔｉｚａｒｄｅｔａｌ・

は養育者の一貫性の欠如が知的発達には悪影響を及ぼさ

ないと解釈しているが，実際には２歳児の言語発達に遅

滞が認められており（Tizardeta1.,1972)，職員数が多く

て豊富な環境であっても，養育者が頻繁に代わることに

より，言語発達と情緒・社会性発達の両方に悪影響を与

えていると見なすべきであろう。

ここで日本の乳児院の研究に言及しよう。牛島（1977）

は1952年に乳児院の乳児１１４名と，養護施設の幼児１１６

名について調査した。その結果，遅れが最もひどいのは

2歳児で，発達指数は平均63.6にも落ち込んでいた。しか
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し，５，６歳になるとほぼ平均値近くまで回復することが

明らかとなった。１，２歳児の発達低下が著しいのはこの

時期の集団養育の困難性を物語っている。

池田（1955）は1950年４月以降の一乳児院入所児の実

態を詳しく調査し，発達遅滞の現状とその原因となる養

育環境の問題を論じている。この乳児院で生活する児の

発達状況は，言語開始時期が１歳６か月以後の子どもが

５１％を占めており，６４名の発達指数の平均値は64.7で，

著しい遅滞を示していた。そして，入所時の月齢が低い

ほど，また長期間在院するほど発達遅滞は重度化した。

特に，２歳以上の発達指数は40.7にも低下し，この値は

Spitzの結果とほぼ同様の低い値となった。

池田は遅滞の原因として，「乳児院という環境が家庭と

異なり，言語を語らぬ同年令の乳児の集団で模倣する機

会が乏しいことと，家庭児の如き保育者との緊密な関係

の乏しいことなどが挙げられよう」と考えた。また，生

活空間の狭さ，変化の乏しさ，玩具を初めとして触れら

れる事物の少なさが乳児院の環境上の問題として挙げら

れ，これらの要因が様々な発達遅滞を引き起こしたと結

論づけられた。

その後，1960年代の諸研究においても，言語発達の遅

滞が報告されている（松尾，１９６５；田坂・宮本，1965)。

しかし，これらの施設児の言語の遅れは，言語学的に見

て本質的な遅滞ではなく，言語経験内容の貧弱さを示す

ものであると考えられていた。

網野・荻原・金子（1981）は乳児院を退所した乳幼児

510名の全国調査結果を報告した。それによれば，全体発

達指数の平均は101.3であるが，領域別には運動機能が

109.4と最も高く，言語理解は94.7と依然として低かった。

しかし，在院期間が長期化するにつれて指数は上昇傾向

となり，池田（1955）の報告とは逆の結果が認められた。

すなわち，入所時月齢が低く，かつ在院期間が長いほど

乳児院における養育の効果が上がっていたのである。ま

た，養育担当制と発達指数との関係を検討したところ，

統計的には有意ではなかったが，担当制を採用した乳児

院と中間型の乳児院に較べて非担当制施設の発達指数は

低い傾向がうかがえた。担当制養育の場合は，愛着形成

が在院期間の長いほど進むはずであり，これが乳幼児の

精神発達に効果を持つことが予想される。

ここで，従来の施設児研究の問題点も考慮する必要が

ある。すなわち，以前の諸研究では，乳児院に在籍する

多くの障害児や病弱児を含んでいた可能性がある。そし

て，今日ではそうした児を除いた健康な乳児では発達に

遅れは認められず，むしろ1歳すぎで入所してくる子ど

もに入所前の家庭環境の不良による発達遅滞が見られる

のである（庄司・川井，1989)。

全国的にはいまだ言語発達に遅滞が認められるが，‐一

部の乳児院では言語発達の問題も克服している。和泉乳

児院の藤里（1982）は早い子どもでは１歳４か月からの

２語文の発現を報告している。また，東京都母子保健院の

庄司（1982）は言語発達がほぼ標準と一致しており，語

いも著しく増加していることを確認した。さらに，友田

（1982）によれば，神奈川のドルカス・ベビーホームの在

籍児34名の平均言語発達指数は１０８．１であったという。

しかしながら，全国の施設間には大きな格差が存在し，

このように高い養育水準を満たしている施設が存在する

一方，未だに様々なホスピタリズム症状が残存している

施設もあるようだ。

今日一部の乳児院では，言語発達の遅滞がほぼ解消さ

れたとはいえ，まだ大きな問題が残っている。それは，

乳児院で育つ子どもが特定の養育者との緋を形成するこ

とができず，人見知りをせず，誰にでも近寄っていくな

どの，対人行動に歪みが見られる現象である。この原因

としては，乳幼児期に特定の養育者との愛着が形成され

ず，社会生活に必要な対人関係が育っていないことが挙

げられてきた。

上記の問題を解決するために，我が国の乳児院では養

育担淵制という方法が採用されてきた。まず，1968年に

東京都立母子保健院が分担制保育という名称のもとに取

り組みを始め，続いて1969年に都立八王子乳児院，さら

に1971年から仙台乳児院が行った。その内容は，①１人

の保育者が２，３人の乳児を担当して，その乳児の入所か

ら退所までの間，一貫して養育を行い，観察や記録の責

任を担う。②担当児への関わりを意識的・無意識的に増

やす。③勤務時間外に担当児と外出・外泊をして，一対

一の接触と社会経験の機会を与える。こうして，乳児院

の中で特定の乳児と保育者との深い関係を作ることによっ

て，家庭での乳児と母親との間にみられるような愛着形

成をめざした。その結果，武田（1982）は個別担当制に

よって，早ければ７，８か月で担当者がわかるようになり，

１歳３か月頃にはどの保育者がどの子どもの担当であるか，

個別に認識できるようになったと報告している。また，

河野（1983）は担当制を採用している一乳児院において，

女児１名の観察・記録を行った。その結果，２３週以降に

なると，担当保育者に対してのみ強い情緒的反応を示し，

担当保育者が見えなくなるとぐずつたり不快な表情を示

し，心拍数が急速に増加した。乳児院児でも特定の担当

者への愛着が生後６か月未満でみられ，それが表情・情

緒面だけでなく，生理面でも認められることを確認した

のである。

以上のような発達遅滞を解消する取り組みをまとめる

と，次のような養育体制が挙げられる。すなわち，①小

グループ化一子どもの生活の場である保育単位をより'1、

さくする。②養育の一貫性一担当者と子どもの継続的人

間関係を保つために担当制を行う。③家庭的雰囲気一家

庭での生活が乳児院でも体験できるように，居室を家庭
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的な環境にする（庄司・川井，1989)。

本研究の対象乳児院は，1980年当時では全国平均的な

養育水準であり，標準的乳児院の様相を呈していた。そ

の当時の状態は，ｌクラス約20人という集団養育の中で，

生活体験も限られており，養育担当制をとっていないと

いう現状であった。そのため，一般的に指摘されていた，

乳児院における養育の不備による入所児の発達遅滞や対

人関係の歪みが認められた。岡田（1988）は1981年から

85年に対象乳児院に入所した児の発達指数を調べたとこ

ろ，生後４か月以内に入所した12名では，１歳半と２歳

半の時点では標準より低い値であり，特に基本的習慣と

発語が劣っていたことを報告した。

こうした成績をふまえて，対象乳児院において，養育

担当制の採用を初めとして，併設の養護施設幼児部との

相互乗り入れを行うことにより，養育体制を大幅に改善

し，諸発達の遅滞や情緒・社会面の歪みなどの問題を解

決し，健全な発達をめざそうとした（金子，1988)。移転

に伴う養育改善の要点は，′1,グループの落ち着いた雰囲

気の中で，養育担当者との深い継続的な愛着関係を確立

して，乳児期初期からの乳児との非言語的コミュニケー

ションを保証することにより，情緒・社会性や言語面の

みならず，全面的な発達を向上させることにあった。そ

して，乳児院・養護施設の移転に伴う養育体制の改涛に

より”入所児の発達が移転前と移転後でどう変化したか

を検討した。

方 法

対象児1981年以降に出生して対象乳児院に入所した乳

児のうち，出生時体重が1,5009以上で明らかな障害のな

い１１６名が対象となった。対象施設では永久保存の個人

記録票に，各種発達エピソードを記録している。これは

担当職員が当該発達指標が初めて認められた時点で逐次

記録したものである。これらの記録の中から次の三つの

指標を取り上げた。①人見知り－馴染みのない人に対し

ての泣きや明らかな拒否反応。②初語一「マンマ｣，「ター

タン」などの有意味語。②2語文一「タータン，キタ」「ブー

ブー，イッタ」などの有意味語と有意味語の言葉。これ

らの指標が発現した月日と対象児の生年月日から各指標

の発現月齢を算出した。ところで，これらの３つの指標

は，その平均発現月齢が異なるため，当該指標が記録で

きた児の数が異なっている。すなわち，６，７か月頃に発

現する「人見知り」では記録した数が最も多いのに対し

て，１１か月頃に出現する「初語」や，平均18か月頃に見

られる「２語文」は，それまでに退所したりして記録数

が少なくなった。

また，発達指標として，２歳半前後に行われた児竜相

談所による遠城寺式乳幼児分析的発達検査結果を合わせ

て検討した。以上の測度については，1987年の移転前に

入所した児と，移転後に入所した児との間で比較を行っ

た。さらに，移転後入所した児については，担当者との

人間関係から見た情緒発達を調べた。

移転前の状況1968年に新築された建物において，乳児

院としては平均的な処遇を行っており，職員は，児童福

祉施設の最低基準通り，直接処遇職員：子ども＝１：１．７

に従って配置されていた。建物の２階は０歳から１歳半

までの乳児，１階には１歳半から３歳までの幼児がそれ

ぞれ20名前後生活していた。生活の場は寝室・保育室・

食堂と分けられていて，定時の授乳・食事・おしめ換え・

睡眠介助がなされており，全員の子どもを一斉に保育し

ていた。１，２階共，２つ続いた寝室にはベッドが約２０

台並んでいて，午睡時と夜間睡眠時にだけ使用されてい

た。保育室は冊に囲まれていて，鍵がかかり自由に出入

りできない。子どもの手の届くところには遊具や家具は

なく，遊ぶ時になると職員が倉庫からブロック・人形・

ミニカーなどを持ってくる。このように，当時は危険を

回避するというあり方が優先されていた。

１階の幼児クラスには庭があり，毎日外遊びに興じて

いたが，２階の乳児クラスではベランダがあるものの，

屋外に出ることは少なく，特に冬場はほとんど出なかっ

た。２階にあるため外に連れ出すのもままならず，もっ

ぱら室内での生活であった。子どもの居室には部外者の

入室を制限して，外からの病原菌感染を防ぐことにつと

めていた。また，冷暖房を完備して，服は厚着で病気ア，

防を重視した体制をとっていた。その反面，精神衛生や

積極的保育に対する配慮に欠けていたといえよう。さら

に，別棟の養護施設幼児部においては，３歳から６歳ま

での約30名の幼児が大集団の生活を送っており，個別の

処遇が困難な状況であった。

移転後の状況以上の状態から，1987年の施設総合移転

に際して次の体制改善を図った。①職員加算を２名おい

て，特に乳児クラスの職員数を増やし，職員と子どもの

数が一対一になるようにした。②養護施設の幼児部と相

互乗り入れをして，養護職員６名と３，４歳児l脇と共に，

乳児から４歳の幼児期までの一貫養育を行った。その際，

③入所から退所まで養育担当者を変えない体制を採用し

た。そのため，児の成長に伴うクラス移動に際して，担

当者は持ち上がって同時に移室する。これにより，子ど

もと担当者との個別的緋を保証することをめざした。④

１０人未満の小グループでの養育を行い，居室での家庭的

雰囲気づくりに努めた。⑤異年齢のクラス編成として，

多様な人間関係の中から，言語を初めとする様々な刺激

を豊富にして，社会性の伸長に努めた。⑥部屋内外の環

境整備に留意した。居宅には台所・食堂・居間・寝室・

トイレが備わり，家庭的雰囲気を感じさせる構造にした。

また，柵を廃止し，広い庭を確保して探索活動を保証す

る自由な生活を行える設備を設けた。
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移転前 移転後

人見知り初語２語文

結果

人見知り・初語・２語文発現の年次推移出生後３か月

未満という早期に入所した児について，移転前から10年

間の推移をみたところ，人見知りは移転前（１V=33）が平

均７か月１６日であったが，移転後Ｗ三24）は６か月１９日

となり，２７日早くなった（Z=2.27,Ｐ＜、05）（Figurel)。

次に初語は，移転前（jV=32）の11か月20日から，移転後

(峠17）には10か月５日と45日早く出現した（Z=2.24.ｐ＜､05）

(Figure2)。さらに２語文発現は，移転前ＵＶ=20）の平

均1歳10か月から，移転後ＵＶ=12）になると１歳７か月

となり，９６日も早かった（Z=2.61,Ｐ＜､05）（Figure3)。

初語発現状況を全国標準値（厚生省児童家庭局，１９９１：

ﾉV=12,484）と比較してみると，既に81-86年ＵＶ≧32）で

標準値に達していた。そして，移転後の今日では（昨'7)，

初語発現が50％に達する月齢は全国標準値よりｌか月以

上早いことがFigure4に示されており，生後８か月から

11か月の間では，移転後入所児の方が全国標準値より有
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Figurel人見知り発現までの生後日数の年次推移性後

３か月以内の入所児ノ

意に多く初語が認められていた（８か月：Ｘ２（１）二10.71,

P＜,０１：９か月：Ｘ２（１）二6.78,Ｐ＜､０１：ｌOか月：Ｘ２（１）＝

16.71,ｐ＜､０１：１１か月：Ｘ２（１）=5.57,Ｐ＜､05)。

1981年以降出生し，生後３か月未満で入所した41名に

ついて，人見知り・初語・２語文の３指標がそれぞれ出

現した月齢間の相関関係を調べた。その結果，初語と２

語文間には初語の早い子どもは２語文の出現が早いとい

う，＋､689（P＜､01）の高い正の相関が見られたばかり

でなく，人見知りと初語間（＋､396,Ｐ＜､05)，そして人
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員になかなか慣れず，私への後追いも激しくなり，食事・

排世・着脱・睡眠などのすべての介助を私以外の職員に

はさせなかった。しかし１，２か月たつと担当者以外に

も甘えられるようになった。

本児は甘えることが下手な子どもで，新しい職員に理

解してもらうまでには長い時間がかかった。移室の度に

私への後追いも激しくなり，わざと排便を失敗したり爪

かみが見られた。また，下駄箱の隅に入り込み何時間も

ボーとしたり，チック症状もでてきた。このようにクラ

ス移動に伴って本児の'情緒は不安になったが，私への甘

えや後追いを受け止めることで，両者の緋がより深まっ

た面もある。勤務時間内だけでは本児が満足するだけ甘

えさせてやることができず，私の自宅への外泊も頻繁に

行った。初めての外泊は生後10か月の時で，ほとんど外

出したこともなかった本児は院を一歩出ると非常に緊張

していた。自宅についても私から片時でも離れようとせ

ず，トイレに行って見えなくなると大泣きして，トイレ

内に入ってくる状態であった。

１歳前までは，私が勤務を終えて帰ろうとすると居室

の出入口で泣いていたが，歩行ができるようになると玄

関までついてきて泣くほどになった。また，退勤したあ

とも，私の上靴をみてはめそめそしていることがよくあっ

たと他の保母が語っていた。そのため，私が帰ったあと

では他の職員をいつも困らせていたそうだ。幼児クラス

に移った１歳７か月頃が最も後追いが激しく，私が休憩

に行く時や仕事を終えて帰る時だけでなく，少しでも居

室から出ようとすると大泣きをして手のつけられない状

態になった。勤務を終えて帰る時は，本児が遊びに集中

している時を見計らってそっと抜け出すのだが，しばら

くして私がいないことに気づくと，玄関を開けて門の外

に出ていくこともあった。担当者としてもこんな状態の

子どもを残して帰るのだから，帰宅しても気になって仕

方がなかった。そして，この頃私が出勤すると，必ずと

いってよいほど私の履物は下駄箱にはなかった。担当児

が寂しくなると下駄箱に行き，私の履物を抱いて泣いて

いたのだった。またそれを自分のロッカーの中に入れて

おいて安心していたこともあった。

後追いは1歳後半が最高で，その後はだんだんと少な

くなった。２歳半頃になると，涙をこらえながらでも自

分から『バイバイ』と言えるようになり，３歳を過ぎる

と玄関まで出てきて見送るようになった。私が門を出て

見えなくなるまで玄関からじっと見つめていた姿に帰り

辛くなり，私も玄関から離れることのできない日々が続

いた。４歳をすぎるとだいたい職員の勤務が理解できる

ようになり，『今日は朝からいるから夕方には帰るのか』

とか，『夕方から来たから夜勤だな』というように理解し

ていった。後追いをされていた１，２歳頃では，いつに

なったら泣かずにいてくれるのだろうと思ったものだが，

見知りと２語文間（＋,494,ｐ＜､01）にも有意な正の相

関値が得られ，人見知りが早い子どもは初語や２語文の

出現が早いという傾向が認められた（Tableｌ)。

移転後の情緒発達と担当者との紳移転後，生後３か月

未満で入所して，１歳半まで担当者が変わっていない１４

名について，人見知りと担当者との緋の強さを調べた。

人見知り発現の平均は６か月１５日で，１４人中全員に見ら

れた。次に，クラスの職員の中から担当者を区別して，

担当者が近づくと手足を大きく動かしたり，歓声を上げ

て喜ぶなどの，特別の行為を示すようになり，担当者を

認知したと思われる行為が見られたのは平均８か月５日

で，１４人中13人に認められた。さらに，担当者と関わっ

ている他児にしっとしたり，他児を押し退けようとする，

担当者を独占しようという行為は平均１２か月25日で，１４

人中１１人に見られ，３人には現れなかった（Figure5)。

1４９

０
０
０

０
０
０

４

３
２

生
後
日
数

1歳

６か月

1００

人 見 知 り 担 当 者 浬知担当者独占

（●・▲・■は各指標の平均値）

Figure5情緒指標の発現日数：個人記録

次に，事例報告により緋の形成の一例を提示する。こ

の事例は何度も移室したにもかかわらず，乳児期初期か

ら４歳まで担当者と子どもを分離しなかったために，槻

当者と子どもの粋が継続できたケースである。担当保母

がこの男児について次のようにまとめている。

一貫担当制の－事例入所理由：本児出産後に両親が離

婚し，父子家庭となった。父就労で養育困難の為に生後

58日で入所した。その後の面会は月に一度程度で，父子

の関わりは少ないため，実父に対する本児の愛着はほと

んどなく，母親の面会は一度もない。

記録内容：「本児を生後ｌか月から４歳８か月まで担

当した。その間，移転やクラス移動により生活場所が５

か所変わったが，その度に私は担当児と共にクラス移動

を行い，人間関係を切ることなく過ごした。第１回目の

移動は移転に伴うもので，本児が生後８か月の時であっ

た。２回目は１歳０か月，３回目は1歳７か月，そして

４回目は４歳５か月だった。その中でも，特に３回目の移

動の時は分離不安の高い時期にあたり，新しい部屋の職
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大きくなって後追いをしなくなると，今度は私が寂しい

思いがした。

この体制で４年間，一男児を担当してみて，職員と子

どもの両方でしっかりした愛着ができ，順調な発達が見

られた。－人の職員が一貫した担当制は，複数の職員が

担当した場合とかなりの差があったと感じた。しかし，

移室の度に本児も私も不安定になり，毎日の分離の度に

双方の苦労は多大なものだった。

今までは，乳児院の子どもと２歳で別れるのは宿命で

仕方のないことと考えていた。しかし，不可能と思われ

ていた４歳の幼児期までずっと担当することもできたの

である。乳児院に生活せざるを得ない子どもたちにとっ

て，本当の母親代わりに一緒に生活を送る職員は大切な

存在となった。本児は現在では幼稚園児となって隣の児

童ホームに移り，私と別れて生活しているが，今でも外

出・外泊を行ってその関係は継続している｣。

遠城寺式乳幼児分析的発達検査値の推移1981年から，

２歳半の時点での遠城寺式乳幼児分析的発達検査結果を調

べた。その視点は，発達指数の入所月齢別（６か月以内，

６か月－１歳６か月以内）の年次推移と発達指数の領域別

変化であった。生後６か月未満で入所した児（平均入所

月齢１．６か月）の発達指数は移転前の平均値が98.0Ｗ＝

２５）であったが，移転後は108.1ＵＶ堂14）と有意に増加し

ており（z=2.53,ｐ＜､01)，近年ではlOOを超えている子

どもがほとんどであった（Figure6)。また，生後６か月

から１歳６か月以内で入所した児（平均入所月齢11.9か

月）においても，移転前が平均95.1ＵＶ=１７）なのに対し

て，移転後は108.9（/V=13）という増加が認められた

（r=３．５１，Ｐ＜､０１)。

次に生後６か月未満で入所した児について，項目別に

移転前（１V告25）と移転後ＵＶと14）を比較したところ，「手

の運動」が平均96.3から110.7へ（r=2.28,ｐ＜､05)，そ

して「対人関係」が平均97.3から120.1へと（t二6.24,

Ｐ＜､01）有意な増加が見られた。その他，「移動運動」「基
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Figure7発達指標の項目且脂数：移転前入所帽と移転農
入所児の比鞍

本的習慣」「発語」には有意差はないものの，いずれも10近

くの指数上昇が認められた。しかし，「言語理解」は平均

94.3から96.2とほとんど変わらない値であった(Figure7)。

考察

本研究は，児童福祉施設の総合移転に際して，建物・

設備，及び養育体制を全面的に改善して，これまで施設

入所児で報告されてきた発達遅滞の解消を目的とした実

践的取り組みである。養育改善の要点は，まず担当制養

育を採用し，子どもと養育担当職員との深く継続的な愛

着関係を保証し，乳児期からの非言語的コミュニケーショ

ンを確立することにより，諸発達の向上をめざした。同

時に，生活環境を'1,グループの落ち着いた家庭的雰囲気

とした。そして，乳児期から２歳半の幼児期にかけて，

複数の発達測度を指標として，移転前に入所した児と，

移転後の新しい養育環境のもとで成長した乳幼児との発

達測度を比較することにより，養育体制改善の効果を検
討した。

その結果，移転前と比較して移転後の諸発達は明らか

に向上しており，発達指数もほとんどの幼児で１００を超

えていた。以下，各指標毎に考察していく。

言語発達・粋の形成養育環境改善の目的は，乳児クラ

スの職員配置を高めて，職員と子どもが同数になるよう

に努め，養育担当制のもとに乳児期初期から乳児と担当

職員とのコミュニケーションを保証することであった。

その結果，落ち着いた雰囲気で安定した人間関係の中で，

乳児と特定の職員との粋の形成が確保され，情緒的つな

がりが深まる中で，早い時期から特定の養育者とそれ以

外の人を区別する人見知りが早くなった。また，乳児期
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乳児院・養護施設の養育環境改善に伴う発達指標の推移 1５１

からの密接なコミュニケーションにより，言語発現の促

進が見られたのであった。初語に関しては，既に1980年

代初頭に全国標準値に達していた。そして，今日では乳

児クラスの職員配置を高めたため，全国標準値より早い

時期に初語が出現するようになった。職員が担当児を中

心にクラスの乳児とのコミュニケーションをはかった成

果が出ている。その後も担当者と乳児の会話が情緒的に

安定して継続的になされる中で，２語文の形成がうなが

された。また，部屋内外の生活環境を豊かにしたことや，

年長の３，４歳児からの言語刺激が加わったことも発達

促進の要因として挙げられよう。

情緒発達の一指標としての人見知り発現は，平均して

6か月時に見られ，良好な状態だと言える。自分の担当者

が近づくと，全身で喜びを表したり，不安を感じたとき

に担当者だけに甘えるといった特別の行為を示す子ども

も４，．５か月から認められ，早期からの紳の形成が伺え

る。しかし，担当者認知や他児へのしっとの見られる時

期には個人差が大きかった。担当者との緋が弱い子ども

について個別の理由を検討すると，入院をたびたび繰り

返すことや，家族の面会・外泊が頻繁にある，複数の職

員に可愛がられなついている，担当者との粋が強くない，

などの理由が考えられる。後追いや甘えも子どもによっ

て差が大きい。職員の思い入れの強さや子どもの気質の

違い，また両者の相性などの多くの要因が関与している

ためであろう。

河野（1982）によれば，養育担当制により保育者はそ

の子に特別な愛着を抱くようになり，保育者の心に母親

としての意識が芽生えてくるという。こうした保育者の

心の変化に伴い，他人への関心と微笑みや発声などの非

言語的コミュニケーションが活発になる。その後におい

ても，言葉は乳児と保育者とのコミュニケーションの手

段であり，初語の遅れは乳児のコミュニケーション能力

不足を示している。こうして言語発達上も人格形成上も，

担当制が重要となる。

ところで，Ｒｕtter（1979）は言語や知能の発達には知覚

的・言語的な経験が主要であって，子どもと養育者との

特別の関係は言語発達にはほとんど無関係であると言っ

ている。しかしながら，人見知りと初語・２語文の出現

の間には，正の相関関係が得られたところから，情緒面

と言語面には関連があることが示唆される。この事実か

ら，人見知りや言語発達はいずれも社会的認知やコミュ

ニケーションなどの現れであり，共通の基盤を持ってい

るといえよう。島田・黒川（1988）の主張するように，

言語的刺激と人間的紳を区別せずにとらえることが求め

られる。彼らは「ある不可欠の物的・人的刺激を保証す

るためには，その子の親になりきろうとする気構えと，

親でなくてはもちえないような，その子の成長への持続

的な執着やその子の人生体験への強い関心が必要である。

心のきずなと物的・人的刺激の保証とが切り離しがたく

結びつくことが，子育てにおいてはそう例外的なことで

はない」と述べている。

一方，担当制の悪影響も存在する。交替制勤務のため，

毎日頻繁に分離を体験したり，職員の退職による紳の消

失もある。乳児院ではこうした頻繁な分離体験が原因と

思われる乳児の問題行動が時々認められる。たとえば，

上記の事例のように，保育者に執勧に後追いしたり，分

離不安解消のために指吸いがひどくなったり，あるいは

担当の保育者が退職したために無気力になったりする。

一般にこれらの問題行動は一時的であり，その後消失す

るのだが，過度の分離体験がその後の子どもの人格発達

にどのような影響を与えるかは今後の検討事項である。

この点に対しては，家庭で母親との紳が形成されている

乳児において，保育所通所のため毎日母親と分離してい

る事実がある程度回答を与えてくれよう。乳児保育経験

がその後の人格形成に影響を与えていないことが追跡研

究から明らかになっている現在（網野・望月・加藤・池

田・丸尾・金子・野田・塚原・関口・析尾，1989)，乳児

院でも同様に考えてよいだろう。それよりも，緋を形成

しないことが問題なのである。

発達指数の推移２歳半の時点では今日，ほとんどの

子どもでｌＯＯ以上の発達指数を示している。これは，入

所が生後６か月未満の早期入所児でも，生後６か月から

1歳６か月の間に入所した児でも同様であった。このこと

から，入所時期の違いにかかわらず，研究対象施設では

良好な発達が見られていることが明らかとなった。特に

1981年以降，生後６か月未満で入所した47名において，

出生時体重の平均が2,8369しかなく，１０パーセンタイル

値以下の低出生体重児が１７名，そして90パーセンタイル

値以上の高出生体重児が4名もいて，出生時体重の正常域

外の乳児が21名（44.7％）もいるという不利な条件にも

かかわらず，平均値が標準的発達指数を示しているのは

特筆すべきことである。ちなみに移転後，発達指数が100

以下であった２名の子どもの出生体重は1,8949と２，４１０

９であった。入所児の多くは，親の養育拒否，養育困難，

虐待などの理由で施設に預けられたのだが，そうした生

育環境のハンディ以外にも，入所児自体に未熟児，過熟

児，仮死状態での出産，および様々な障害をかかえて生

まれてくるケースが過半数を超えている。本研究の対象

児においては，出生体重が1,5009以下の極小未熟児と重

度の障害を有する児は除外しているが，それでも半数以

上の子どもは何らかのハンディを持って出生していたの

である。

項目別に見ると，移転後新体制のもとで最も上昇した

のは「対人関係」であった。乳児期から養育担当制の下

で，特定の担当者との人間関係を保証していたことと同

時に，幼児クラスでは１歳から４歳の縦割りクラス編成
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にして豊富な人間関係を持ったことが，様々な社会性を

促進したと考えられる。続いて，「手の運動」も有意な増

加が見られ，はさみ使用やボタン止め等のさまざまな手

の操作の発達が伸びていた。さらに，有意差は認められ

ないが，「移動運動」と「発語」においても平均して１０近

くの指数の上昇が認められ，移転後では平均１００を超え

ていた。このように，発達の全般にわたり，好ましい結

果が得られている。

ここで，「発語」が他の項目より若干数値が低いのは，

この時期の生活体験の乏しさを反映していると思われる。

施設が開放的になったとはいえ，まだまだ散歩や外出の

機会は少ない。生活の場が年齢相応に拡がっていないこ

とが，語い数の増加や形容詞・感嘆詞の出現を十分助長

していなかったと考えられる。また，幼児クラスになる

と，職員一人当たりの養育する子どもの数が，乳児クラ

スに比べて約２倍となっているため，職員との関わりが

少ないこともその要因と思われる。そして，１クラスの

子どもの数も関連がある。異年齢の幼児が落ち着いて生

活できるのは，せいぜい７，８名までで，それ以上にな

るとどうしてもクラスが騒がしくなり，安定した生活を

送れなくなる。施設には絶えず入所があるため，８名以

上になることは度々であった。さらに，「言語理解」の項

目だけはほとんど上昇していない。これは，数・色・大

きさなどの形容詞の概念形成には変化がなかったことを

示している。新体制移行後も特にこの領域には重きをお

いて保育していないことの現れであろう。

今日では，乳児院や養護施設の発達指数に関する研究

の多くは１００を越えている（赤松，１９８３；網野・荻原・

金子，１９８１；友田，1982)。このように入所施設のホスピ

タリズムがほぼ解消された理由としては，施設の人的・

物的環境の改善が挙げられる。その中でも，子どもを養

育する保育者が増員され，人手が確保されたことが主因

であろう。ホスピタリズムが論争になった1950年代当時

の施設では，日中１人の保育者が15名もの乳幼児の世話

をしなければならないような状態であった。このような

劣悪な条件のもとで生じた症状をいつまでもホスピタリ

ズムと固定的に捉えて，施設で生活せざるを得ない子ど

もたちの発達環境の改善を怠ってはいけない。これまで

乳児院や養護施設で発達遅滞や情緒の歪みが見られたの

は，乳児院・養護施設という入所施設の限界でもなく，

入所する子どもの宿命でもなく，ひとえに施設養育の水

準が低く抑えられていたからに他ならない。その水準を

向上させれば，良好な発達が見られることを本実践の結

果から強く主張したいのである。
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同一性地位達成過程における『事象の記憶』の働き

植之原薫’
(お茶の水女子大学生活科学部）

原著

本研究の目的は，青年期の同一性地位各群が示す『事象の記憶』を検討することにより，同一性地位達成

過程における『事象の記憶』の働きを検証することである。研究１（質問紙調査）では，118名の大学生

を対象に，①同一性地位を測定し，②現在の自己に関することと人生におけるいくつかの重要な決定項目

について，③それらの決定項目の具体的なきっかけと考えられる過去の事象についての記憶（『事象の記

憶』）を調査した。この結果，達成群の『事象の記憶』の明瞭さは非達成群より有意に低かった。研究２

(面接法）では，４４名の大学生に，①同一性地位面接と，②同一性地位面接で用いた質問項目の具体的な

きっかけと考えられる記憶についての面接を行った。この結果，『事象の記憶』と現在の命題との関連は，

達成群の方が非達成群より有意に高かった。研究１と研究２の結果より，達成群が示す『事象の記憶』は，

経験に忠実な記憶というより，再構成され，命題との関連が高いものだった。全体的討論で検討したとこ

ろ，同一性達成過程では，関連する『事象の記憶』が繰り返し参照され，現在の命題との関連を深めてい

くのではないかと考えられる。

【キー・ワード】事象の記憶，同一性地位，同一性地位達成群，同一性達成過程

問題

自我同一性達成の過程では，それまでの様々な「同一

化」から全体を包含するような「同一性」獲得へと転換

が生じる（Erikson，1959／1973)。では，同一性達成の

過程で，それまでの過去の経験は，どのように同一性と

関連するのだろうか。

「自我同一性」の概念とは，「自分が他者と異なること

の自覚」と「子どものころからの連続した，一貫性のあ

る自分の感覚があること」と定義される（Erikson，1950／

1980)。青年期になると，それまでの自分，社会から要請

される自己像，自分の理想像などを統合し，新たに定義

する必要が生じる。それらをまとめ，確立する機能を果

たすものとして，「同一性」が獲得されるのである。

「同一性」の実証研究は，現在，以下の２つに大別さ

れる。まず，臨床分野では，同一性拡散に注目して青年

期の病理が検討され（鋪，1984,1988)，発達心理学の青

年期研究では，同一性が達成課題として検討されている

(高橋，１９８４；無藤，1987)。

達成課題としての同一性研究の中心となっているのが，

｢自我同一性地位」である（Marcia,1966)。これは，同一

性達成への対処の方法より，被験者を類型化（達成地位

群，早期完了地位群，モラトリアム地位群，拡散地位群）

し，地位を決定するものである。調査は，３領域（職業・

宗教・政治）について，半構造化された面接により行わ

脚 注 １旧姓：西園

れ，２つの基準（①危機の有無，②傾倒の程度）を用い

て地位が決定される。危機とは，「その人にとって，意味

あるいくつかの可能性について迷い苦闘した（している）

という時期」を指す。また，傾倒とは，「自分自身の信念

を明確に表現したり，それに基づく行動を指向すること」

と定義される。日本でも，無藤（1979）が，宗教の質問

項目を価値観に修正し，検討している。

Erikson理論の質問紙による検討（e､ｇ，Rasmussen，

1964）では，現在，同一性地位や領域についての検討，

他の尺度との関連などが研究の対象となっている。近年

の日本の研究では，青年女子の同一性（福富，1984)，同

一性地位判定尺度の作成（加藤，1983）などがある。こ

れは，いくつかの下位尺度の組み合わせより，Marcia（1966）

の同一性地位とほぼ対応する地位を測定できる同一性尺

度を作成したものである。

しかし，以上のように研究が発展する一方で，「同一性

地位」は，Eriksonの理論と必ずしも一致していないので

はないかとの批判がある（C6tさ,＆Levine,1988)。「同一

性地位」の意義は，文化・社会的要因も含む多義的なErikson

の理論について，要因を整理し明確な定義を行なった点

に意義がある。しかし，そのため，Eriksonが示した，同

一性達成で重視される形成過程が，単純化・図式化され

たという傾向は否めない。

青年期とは，「同一化」から「同一性」への転換期であ

る。それまでに「同一化」して取り入れた様々な役割を，

全体を包含するような「同一性」によって，作りかえる

時期である（Erikson,1959／1973)。すなわち，その過程
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では，自己を吟味し，新たに方向づけるという働きが含

まれるだろう。例えば，岡本（1985,1986,1990）は，

中年期に，自分の人生をふり返り，意味の問い直しが行
われることを実証している。これは，中年期の自我同一

性再体制化の変化過程を，①危機（心身の感覚の変化）

の体験，②自分の問い直しと再方向づけへの模索，③危

機の解決（軌道修正・転換)，④危機の解決後の安定（現

在の生活への積極的関与）の４つの段階より示したもの

である（岡本，1985)。青年期の同一性達成過程でも，同

様の自己の問い直しと，過去の経験の意味づけや統合が

求められる段階が仮定できるのではないだろうか。また，

過去の体験の意識化や新しい意味づけが，その後の人格

に影響を与えるという指摘もある（北村，1989)。以上を

踏まえ，本研究では，過去の経験についての記憶が，同

一'性達成過程で，どのような特徴を示すのか検討するこ

とを目的とする。なお，以下においては，「過去の経験に

ついての記憶」を『事象の記憶』と表す。『事象の記憶』

とは，各人の，経験を形成する個々の事象について，現

在保持している記憶を指すものである。

『事象の記憶』と関連して，例えば，Ｂｒｅｗｅｒ（1986,

1988）は，自己に関連する記憶（自伝的記憶）全体を分

類し，以下のものをあげている。すなわち，①個人の記

憶（特定の経験)，②自伝的事実（心象を伴わない事実の

想起)，③一般的な個人の記憶（一般化される事象)，④

自己スキーマ（②から抽象化された自己についての知識）

である。この分類には，①対象事象が特定のものから一

般化される次元と，②具体的経験が抽象化され，自己の

知識の部分となる次元が見いだせる。

また，自己に関する記憶の機能として，主に，次のよ

うなものが考えられている（Fivush,1988)。まず，スク

リプト研究にみられるような世界に関する知識の組織化

である（Fivush，１９９１；Nelson，1988)。次に，自分につ

いての知識の組織化，すなわち，自己定義的性質である。

この組織化された知識は，将来の自己を規定するという

働きも生じる（Markus,＆Nurius,1986)。また，自己に

関する記憶には「回顧的，または再構成的」な性質もあ

る。例えば，認知的，情緒的に強く関わった経験の記憶

は，経験そのものの忠実な記憶が残るというより，あと

から振り返って当時の記憶が再構成される（Nigro，＆

Neisser，1983)。

先述したように，同一性達成の過程では，新たに自己

を方向づけるため，過去の経験についての記憶，すなわ

ち，『事象の記憶』を改めて意味づけるという段階が仮定

できる。また，その過程で，『事象の記憶』が参照される

こともあるだろう。そこで，同一性達成群は，危機を経

て，現在傾倒しているため，それ以外の群と比較して，

自己に関連する問題に対し，明確に認識された見解を示

すだろう（なお，本研究では，「自己に関連する問題につ

いて，明確に認識された見解」を「命題」と定義する)。

また，そのような命題に至る過程で，『事象の記憶』を参

照した場合，『事象の記憶』と現在の自己との間に関連が

認められるだろう。

以上のように，同一性達成過程で，達成群が『事象の

記憶』を参照し，現在の命題に至ったと考えると，過去

の記憶について，以下２つの異なる予測が可能である。

予測1（直接利用される記憶）：同一性達成群は，達成過

程で，命題に至るときに参照した『事象の記憶』を他群

より明瞭に示す。

①達成群は，非達成群より，『事象の記憶』を“特定化'，

して述べる。

②達成群は，非達成群より，『事象の記憶』を“詳しく”

述べる。

③『事象の記憶』と現在の命題との関連が高い。

④『事象の記憶』に現われる自我関与が高い。

これに対し，同一性達成過程で，『事象の記憶』を参照

した結果，経験そのものの忠実な記憶が残るというより，

『事象の記憶』が再構成される可能性もある。

予測２（命題に統合された記憶）：同一性達成群は，『事

象の記憶』を明瞭に示すというより，現在の命題によく

統合された形で『事象の記憶』を示す。

①直接的な『事象の記憶』でないため，達成群の示す

『事象の記憶』は，“特定化”されない。

②直接的な『事象の記憶』でないため，達成群の示す

『事象の記憶』は，“詳しく”述べられない。

③『事象の記憶』と現在の命題との関連が高い。

④『事象の記憶』に現われる自我関与が高い。

どちらの予測にあてはまるのか，以下の研究を通して

検討する。

研究１

目的

各群が示す『事象の記憶』をカテゴリー化して分析す

ることで，以下，どちらが正しいかについて，予測の検

証を行う。

予測1（直接利用される記憶）：同一性達成群は，達成過

程で，現在の命題に至るとき参照した『事象の記憶』を

他群より明瞭に示す。

予測２（命題に統合された記憶）：同一性達成群は，『事

象の記憶』を明瞭に示すというより，他群より，現在の

命題によく統合された形で『事象の記憶』を示す。

方法

調査対象東京都およびその近郊の私立大学と私立女子

大学，学部２～４年生１１８名（男子34名，女子84名)。専

攻は心理学と社会学。

調査方法1989年１０～11月，授業時間の45分を使用し記

入を依頼した。
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調査内容同一性地位面接（無藤，1979）より以下６項

目を選び（①大学②専攻③将来④尊敬・影響を受けた

人⑤よいと考える基準⑥生きていく上で大切なこと)，

質問紙を作成した。質問紙は次の(1)～(3)からなり，(1)と

(2)は自由記述である。(1)命題：上述の各項目について（例：

「尊敬する人は誰ですか｣)，（２）『事象の記憶』：項目のそ

れぞれについて，具体的な『事象の記憶』の有無，「きっ

かけ」に遡れるかどうかの質問（｢どういうところからそ

う考えるようになりましたか。何か具体的なきっかけが

ありましたら，できるだけ詳しくお答え下さい｡｣)，(3)同

一性地位判定尺度質問項目（加藤，1983)。なお，質問項

目の①から③は従来の面接法のく職業〉の分野に，④

から⑥はく価値観〉の分野に対応する。これは，研究２

の面接調査でく職業〉〈価値観〉の２分野を使用するので，

対応させるためである。

分析と結果

分析方法(1)同一性地位の決定：同一性地位判定尺度（加

藤，1983）より，同一性地位を決定する。

(2)カテゴリーの作成と評定方法：(a)自由記述を分析す

るため，次の5つのカテゴリーを作成した。①特定性（『事

象の記憶』の明瞭さを示す指標）：述べられた『事象の記

憶』が特定化される程度，②精繊性（『事象の記憶』の明

瞭さを示す指標）：述べられた『事象の記憶』の詳しさの

程度，③自我関与（自己の関わりの程度を示す指標）：過

去の出来事をめぐる自己の考え・感情への言及の程度，

④命題性（自己に関連する問題についての認識の明確さ

の程度を示す指標）：自己に関連する命題の明確さの程度，

⑤関連性（現在と過去との結び付きを示す指標）：自己に

関連する命題とその命題の説明に用いた『事象の記憶』

との関連の程度。

（b)質問紙の自由記述をカテゴリーごとに評定した。①

特定性，②精綴性，③自我関与は，質問紙の(2)の部分

(『事象の記憶』)，④命題性は，質問紙の(1)の部分（命題)，

⑤関連性は質問紙の(1)と(2)を評定対象とする。また，

各カテゴリーは４段階で評定した。評定基準はＴａｂｌｅｌ

に示す。

（c)評定者間の一致率（２名による）をコーエンのＫよ

り求めた。なお，一致しない箇所は協議により決定した。

①特定性；Ｋ二0.97（p＜0.0001)，②精級性；尺印.8０（p＜

0.0001)，③自我関与；Ｋ二0.52（p＜0.01)，④命題性；

Ｋ二0.56（p＜0.01)，⑤関連性；Ｋ二0.92（p＜0.0001）

結果(1)同一性地位の決定：達成群１７名（男子４名，女

子13名)，モラトリアム群25名（男子３名，女子22名)，

拡散群13名（男子２名，女子１１名)。早期完了群（権威受

脚注２準拠した加藤（1983）では，同一性成立の過程を重
視して，Foreclosureを「権威受容」と訳しているが，本研究
では，研究２との対応を考えて，訳語を「早期完了群」に統
一した。

Tablel各カテゴリーの得点化の方法

①特定性

得点化；以下の点を判定基準とし，付与得点を合計し得点化
した。

(1)時空間が明確か（あてはまる場合一付与得点；１点)。
(2)(a)一度だけの特定事象か（３点)，（b)何度も繰り返された

も力』（(3)へ)。

(3)(2)(b)の場合，短期的なものか（２点)，長期的なものか
（１点)。

ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 - 一 一 ー 一 一 － 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

②精綴性

得点化；反応を以下の要因にわけ，出現した数より決定した。

（要因数３以上－４点；２要因－３点；ｌ要因－２点；なし

－１点）

（１）状況の説明（時・場所など）

(2)行為者としての説明（行為．考えたこと．感じたことなど）
一一一一一一一一‐一一一一一一ー一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

③自我関与

得点化；反応を以下の要因にわけ，出現した数より決定した。

（要因数３以上－４点；２要因－３点；１要因－２点；なし

－１点）

(1)自己の思考（｢－と考えた」「－と思った」など）

(2)自己の感情（「うれしくて」「感動して」など）
－－－－ーー一一一一一一一一一－一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

④命題性

得点化；反応を以下の点より得点化した，

(1)明瞭に定義づけ述べる（３点）

(2)(1)に加えて，形容詞などで修飾したり，より詳しく述べる

もの（４点）

(3)命題を述べるが，(1)ほど詳しくない（２点）

(4)迷い・あいまいさがみられるもの（１点）
一一一一-－一一一一－－－－一一ーーーー一一一一一一一－ー~ー一一ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

⑤関連性

得点化；反応を以下より判定し，得点化した。

(1)(a）「事象の記憶」を整理し関連づけて用いるか（４点)，

（b)直接的（因果的）に用いるか（(2)へ)。

(2)(1)(b)で述べられた事象の記憶が２項目以上か（３点)，１

項目か（２点)，述べないか（１点)。

容群2）は見いだされなかった。なお，加藤（1983）では，

2つの中間地位を加えた６地位を同一性地位としているが，

群差をより明確にするため，中間群を除外し，達成群・

モラトリアム群・拡散群を分析対象とする。

(2)カテゴリーの関係：カテゴリー間相互の関連を考え

るため，質問項目６項目を合計し，各カテゴリー間の相

関を求めた。特定’性と精繊性（r=0.85,ｐ＜０．０１)，精綴

性と自我関与（r=0.77,ｐ＜0.01)，精徴性と関連性（r＝

0.70,ｐ＜0.01）で，それぞれ有意な相関が認められた。

以上の結果は，精綴性が特定性，自我関-与，関連性と裕

接に関わっていることを示唆している。

(3)カテゴリーによる群差針各カテゴリーごとに，－要

因の分散分析を行った。分析は，（a)すべての項目の合計



①特定性

②精繊性

③自我関与

④命題性

⑤関連性

同一性地位達成過程における『事象の記憶』の働き

Ｔａｂｌｅ２カテゴリ の平均値と標準偏差（合計得点ノ

達成群

Ｍ（ＳＤ）

12.23(3.72）

13.85(3.96）

16.08(3.10）

17.08(１．１４）

11.15(3.08）

モラトリアム群拡散群Ｆｐ多重比較
Ｍ（ＳＤ）Ｍ（ＳＤ）（Duncan）

砂－ｰ－－一一－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－

１４．３３(3.33）15.18(3.41）２．２６０．１２

16.43(3.44）16.64(2.77）２．５６0.09＋Ａ＜Ｍ･，
16.00(2.76）13.82(3.97）１．８６０．１７

16.95(1.70）15.64(1.82）２．８６0.07＋
１２．１４(2.46）12.27(2.00）０．７２０．５０
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注 多重比較より有意差（５％水準）が生じた結果に不等号を示した。
Ａは達成群，Ｍはモラトリアム群，Ｄは拡散群を指す。

ｐ＜・１０十

Table３カテゴリーの平均値と標準偏差（<価値観>ノ

①特定性

②精級性

③自我関与

④命題性

⑤関連性

達成群モラトリアム群拡散群Ｆｐ多重比較
Ｍ（ Ｓ Ｄ ） Ｍ （ Ｓ Ｄ ） Ｍ （ＳＤ）（Duncan）

－一一一一‐ー一一一一ｰ一一一一一一一一一一一一一一一－－一ー－－一一-－一一ーーーー一一一ー一一一一一一一一一一一一ｰーーー一一一一一一一一ーー一一ー－一一－－一一‐一一一一一ー‐‐ーー一一一ーーーーー

5.69(2.05）7.05(1.56）7.27(1.57）３．６７0.03＊Ａ＜Ｍ･，
6.23(2.01）8.38(2.06）7.23(1.95）４．４４0.02＊Ａ＜Ｍ
7.62(2.17）7.86(1.75）6.73(2.09）１．７８０．１８

10.31(0.91）10.38(0.84）9.91(1.38）１．０５０．３６

6.38(1.98）7.48(1.79）6.64(1.75）1.72０．１２

注）多重比較より有意差（５％水準）が生じた結果に不等号を示した。
Ａは達成群，Ｍはモラトリアム群，Ｄは拡散群を指す。

ｐ＜､０５＊

得点，（b)領域ごとの合計得点（<職業〉とく価値観>)，（c）

各項目の得点について，実施した。

（a)項目の合計得点（Table２）：群による主効果の傾向

が精繊性（Ｆ(２，５２)=2.56,ｐ＜､088）で認められた。多

重比較（Duncan法）の結果，達成群が他群より有意に低

かった。

（b)領域ごとの合計得点（Table３）：〈価値観〉で，群

による主効果が特定，性（Ｆ(２，５２)=3.67,ｐ＜､031）と精

微性（Ｆ(２，５２)=4.44,ｐ＜､016）で認められた。多重比

較の結果，特定性で，達成群が他の２群より，精微性で，

達成群がモラトリアム群より，有意に低かった。なお，〈職

業〉では有意な差は認められなかった。

（c)各項目の得点：群による主効果が認められたため，

多重比較を行ったところ，以下のような有意な結果が得

られた。「①大学の選択」では，精繊性で，達成群が拡散

群より低い傾向（Ｆ(２，５２)=2.89,ｐ＜,065）が認められ

た。「③将来について」では，特定性で，達成群が拡散群

より高く（F(２，５２)二3.49,ｐ＜,038)，「③将来について」

の命題性で，達成群が拡散群より高い傾向（Ｆ(２，５２)=2.63,

p＜､082）が生じた。「⑤よいと考える基準」では，特定

性で，達成群が拡散群より低い傾向（Ｆ(２，５２)=2.95,

p＜､062）が認められた。「⑥生きていく上で大切なこと」

では，特定'性で，達成群とモラトリアム群が拡散群より

低く（Ｆ(２，５２)=5.68,ｐ＜､007)，精繊'性で，達成群がモ

ラトリアム群と拡散群より低い傾向（Ｆ(２，５２)＝3.02,

p＜,058）が生じた。

以上の結果より，達成群では，特定性と精繊性が低く，

拡散群とモラトリアム群では，特定性と精綴性が高いと

いう傾向がみられた。この２つのカテゴリーは，『事象の

記憶』の明瞭さの’性質を指す指標である。すなわち，こ

れらの結果は，予測１（直接利用される記憶）の①)(②（達

成群は『事象の記‘億』を特定化し洋しく述べる）を反証

し，むしろ，予測２（命題に統合された記憶）の①②（直

接的な『事象の記憶』でないため，達成群の示す『事象

の記‘億』は，特定化されず，詳しくない）に合致する。

また，「③将来について」の命題性で，達成群が拡散群よ

り有意に高いという傾向が認められた。なお，自我関与

と関連性では，特に有意な差は生じなかった。

考察

結果より，達成群は，現在の自己に関連する命題を明

確に述べ，これは，従来の同一性地位研究での「傾倒」

とも対応する結果であると考えられる。また，参照され

た『事象の記憶』の特定性と精微性が低いため，直接的

『事象の記憶』の明瞭さは低いことが示された。これは，

予測２（命題に統合された記憶）の①②を支持するが，

関連性と自我関与での有意な差は認められなかったため，

予測を部分的にしか支持しない。

この『事象の記憶』の結果には，質問紙の特徴が影響

しているかもしれない。研究1で示された『事象の記'億』

は，現住と関連する「きっかけ」として尋ねているので，

かなり直接的な結びつきでないと記憶を示さない可能性

がある。また，くりかえし考えたとすると，関連する多

くの出来事を想起する中で，「きっかけ」として特定の一

つを上げにくいだろう。例えば，同一’性達成過程で，達
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成群が，いくつかの『事象の記憶』を何度も参照した場

合，くりかえし利用したことで，その『事象の記憶』の

特定′性の得点が低くなることが考えられる。

もし，記憶について，詳しく尋ねることができれば，

様々なつながりのある記憶も取り出せるだろう。これに

は，質問を重ねていける面接形式が適切だろう。このた

め，より自伝的記憶が語られやすいと考えられる面接法

(研究2）を実施する。

研究２

目的

研究２では，面接法を用いて，『事象の記憶』が出現す

るまで質問を重ねていく。このため，『事象の記憶』の特

定性と精綴性では，あまり群差が生じないかもしれない。

しかし，他のカテゴリー（自我関与・命題性・関連性）

での群差を検証することを目的とする。

予測３（予測２を支持するための補足的予測）

①自伝的記憶をできるだけ聞き出すという実験条件の

ため，特定性・精徴性では群差は認められないだろう。

②達成群は他群と比べ自我関与・命題性・関連性で高

い値を示すだろう。

以上の予測を検証する。

方法

調査対象大学生44名（２～４年生：男子24名，女子２０

名）を対象に行った。所属大学と専攻は多岐にわたる。

研究１の被験者とは異なる対象である。

調査方法（１）第１面接：同一性地位面接（無藤，1979）

のうち，〈職業〉とく価値観〉の２分野を実施。

(2)第２面接（『事象の記憶』面接）：第１面接（同一性

地位面接）の一週間後，第１面接の質問項目のうち６項

目（研究１と対応）について，「きっかけ」まで遡れるか

どうか質問した。質問は，まず，「どういうところからそ

う考えるようになりましたか」と尋ね，質問の内容がわ

からない場合は，表現を変えて質問した（｢そのころのこ

とで特に何か思い出せませんか」「そう思うようになった

きっかけは，ありませんか｣)。具体事象に遡れそうなと

きは，さらに質問を重ね，「特に思い出せない」や「なん

となく」といった回答の場合は，その時点で質問をやめ

た。このため，各被験者の面接時間は異なる（７分１秒～

45分31秒)。

実施方法1989年，６～11月にかけて，一対一の面接方

法で行った。なお，面接はすべて録音し，会話をおこし

た上で，分析した。

分析と結果

分析方法(1)同一性地位の決定：無藤（1979）の評定方

法に準拠して，各被験者の危機と傾倒の程度を，職業と

価値観の分野ごとに，４段階評定し，両者の組み合わせ

から同一性地位を決定した。

(2)カテゴリーによる評定：面接での発話を，研究１と

同じ５つのカテゴリーで４段階評定した。すなわち，①

特定性，②精繊性，③自我関与は，第２面接での発話（『事

象の記憶』に相当)，④命題性は，第１面接での発話，⑤

関連性は第１面接と第２面接を対象とする。なお，評価

基準は研究１にほぼ準ずる。

結果(1)同一性地位の決定：評価基準（無藤，1979）よ

り，〈職業〉では，達成群９名（男子４名，女子５約，

早期完了群15名（男子11名，女子４名)，モラトリアム群

19名（男子８名，女子11名)，拡散群１名（男子１名）が，

<価値観〉では，達成群14名（男子８名，女子６名)，早

期完了群26名（男子15名，女子11名)，モラトリアム群３

名（女子３名)，拡散群１名（男子１名）との結果が得ら

れた。なお，評定者間の一致率（２名による）は，〈職業〉

で82％，〈価値観〉で76％で，一致しない点は協議した。

また，サンプル数が'1､さいので，〈職業〉では拡散群を除

き，〈価値観〉ではモラトリアム群と拡散群を除いて分析

した。

(2)カテゴリーにおける群差：各カテゴリーごとに，領

域ごとの合計得点（<職業〉とく価値観>）について，一

要因の分散分析を行った。なお，本研究では，同一性地

位と『事象の記憶』の関連を詳細に検討するため，領域

ごとの同一性地位のみを求め，全体的同一性は考慮して

いない。

（a)職業で地位決定を行った場合の職業領域の合計得点

(Table４）：命題性について，達成群が早期完了群とモラ

トリアム群より有意に高かった（Ｆ(２，４１)二4.97,ｐ＜,02)。

（b)価値観で地位決定を行った場合の価値領域の合計得

Table４カテゴリーの平均値と標準偏差（(職均地位決定.は職業によるノ

達成群早期完了群 モラトリアム群ＦＰ多重比較
Ｍ（ＳＤ）Ｍ（ＳＤ）Ｍ（ＳＤ）（Duncan）

ー一一一一一一一一一一ー‐一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－ーー一一一一－－ー‐一一一一一一－－ーー－－一口＝ー－－‐‐一一一一－－一一一一‐ｰ~ー一一一一－－ー－－ーー‐－一一一一－ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

①特定性9.11(1.66）8.25(2.41）7.32(2.23）２．０１０．１５

②精綴性9.33(1.83）7.81(2.60）7.89(2.36）１．３２０．２８

③自我関与8.67(1.70）8.20(1.94）8.42(2.03）０．１６０．８５

④命題性7.11(0.74）6.06(1.14）5.84(0.93）４．９７0.02＊Ａ＞Ｆ･Ｍ

⑤関連性5.00(1.05）4.44(1.46）4.32(1.30）０．７９０．５３

注）多重比較より有意差（５％水準）が生じた結果に不等号を示した。

Ａは達成群，Ｍはモラトリアム群，Ｆは早期完了群を指す，

Ｐ＜､０５＊
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Ｔａｂｌｅ５ カテゴリーの平均値と標準偏差（価値勘地位決定.は価値観によるノ

く価値観〉

①特定性

②精繊性

③自我関与

④命題性

⑤関連性

達成群早期完了群Ｆｐ ２群問の比較

Ｍ（ＳＤ）Ｍ（ＳＤ） （Duncan）
ーー一一一一一一ーーーー＝一一ｰ－一一一ー一一ーーーー一一一一－－ーーーーーー一一-－一一一一ｰｰ一一ーーー一一一一一ーー－－一一一一一一一一ーｰ一一－－一一一一~

8.57(2.09）

9.14(2.13）

９．２１(1.78）

10.36(1.17）

8.07(1.39）

7.50(2.46）

7.61(2.83）

8.14(2.56）

9.43(1.86）

6.57(2.09）

1．８５

３．０４

１．８８

２．７８

５．６２

0．１８

０．０９

０．１８

０．１０

０．０２＊ Ａ＜Ｆ

％水準）が生じた結果に不等号を示した．注）多重比較より有意差（５％水準）か

Ａは達成群，Ｆは早期完了群を指す。

ｐ＜，０５＊

点（Table５）：関連性（Ｆ(１，３９)=5.62,ｐ＜､02）で，達

成群が早期完了群より有意に高かった。

考察

以上より，職業で地位決定を行った場合の職業領域で

は，命題‘性で，価値観で地位決定を行った場合の価値観

領域では，関連性で，達成群が早期完了群より有意に高

いという結果が得られた。これは，予測３の②（達成群

は，他群と比べて，命題性・自我関与・関連性が高い）

の命題性と関連性の特徴を支持する。なお，自我関与で

は，仮説を支持する結果は得られなかった。以上より，記

憶について必ず聞き出す面接の条件では,達成群が示す『事

象の記憶』と現在との関連は強いものと考えられる。

対して，『事象の記憶』の明瞭さについては，予測３の

①（自伝的記憶をできるだけ聞き出すという条件のため，

特定性・精徴'性では群差は認められないだろう）を支持

する結果となった。しかし，カテゴリーの類似性（研究

1参照）が示唆するように，精徴性は，調査方法により多

義的な結果を含むとも考えられる。このため，今後，カ

テゴリーのさらに厳密な定義が必要とされるだろう。ま

た，質間紙調査と面接法により抽出される記憶の相違に

ついて，さらなる検討が必要だろう。

全体的討論

１）達成群の示す『事象の記憶』について

本研究では，同一性地位が示す『事象の記憶』の特徴，

特に達成群と非達成群の相違を検討した。研究1（質問紙

研究）では，達成群が，明瞭さの低い『事象の記憶』を

示すとの結果が得られた。研究lを踏まえ，研究２では，

面接法を用い，できるだけ『事象の記憶』が出現するま

で質問を重ねた。その結果，達成群の関連性と命題性が

高いという結果が得られ，達成群は非達成群と比べ，『事

象の記憶』を自己と関連させて使用する程度が高いと考

えられる。

以上の結果は，達成群の参照する『事象の記憶』が，

経験に忠実な記憶というより，現在の命題によく統合さ

れた記憶であり，『事象の記憶』と現在の命題との関連が

強いことを示唆する。また，達成群の現在の命題化は，

非達成群と比較して，有意に高いものだった。

では，このような『事象の記憶』の特徴は，同一'性達

成の過程で，どのような意味を持つのだろうか。

２）同一性達成過程と『事象の記憶』との関連

問題で述べたように，青年期とは，様々な自己を「同

一性」によってまとめ統合する時期である（Erikson,1959／

1973)。すなわち，新たに自己を意味づける時期であると

もいえる。この同一性地位達成過程において，「同一性」

を獲得するために，今までの関連する『事象の記憶』を

参照したり，新たに意味づける段階が存在するのではな

いかと仮定できる。岡本（1985,1986,1990）は，中年

期に，自分の人生をふり返り，意味の問い直しがおこな

われることを実証している。その基となる，青年期の同

一性達成過程でも，それまでの『事象の記憶』を参照し

て命題を考慮したり，『事象の記憶』と命題との統合が求

められるような段階が存在するのではないだろうか。

先述したように，Marcia（1966）の示した「同一性地

位」は，本来のEriksonの理論を図式化・単純化しすぎた

との批判がある（C6tさ，＆Levin，1988)。また，「危機」

の有無が単なる「選択」の有無となっているとの批判も

ある（無藤，１９９２；Waterman，1988)。本研究の結果は，

同一性達成過程の「危機」において，将来の「傾倒」に

対し，自己の問い直しと過去の経験の新たな意味づけが

求められているのではないかと示唆するものである。本

研究では，モラトリアム群が出現しなかった領域がある

ので，達成群と対照できないが，今後，その比較が必要

である。

３）同一性達成過程で参照される『事象の記憶』

では，同一性達成の過程では，具体的に，どのような

『事象の記憶』が参照され，捉え直されるのだろうか。本

研究が示唆する，重要な『事象の記憶』には，体験時点

で，認知的，情緒的に強く関わったものがある（Nigro,＆

Neisser,1983)。また，体験後，それについて考え意味づ

けた場合がある。いずれも，自己が強く投企されるもの

である。なお，本研究では，自己の関わりを示す指標と

して「自我関与」を用いた。このカテゴリーは，定義の

あいまいさもあり，明確な群差は得られなかった。そこ



1６０

達 成

モラトリアム

早期完了

1．００

０．７９

０．８０

*ｐ＜､０５＊*ｐ＜,0１

０．００

０．２１

０．２０

発達心理学研究第４巻第２号

Table６心理的反応が生じた割合

０．７８

０．７９

０．６０

０．２２

０．２１

０．４０

１．０００．００

０．８５０．１５

１．００*＊０．００

０．５００．５０

０．９３＊０．０７

０．６２０．３８

Table７意味づけが生じた割合

達成

モラトリアム

早期完了

0.89*＊

0．５８

０．４０

*ｐ＜､０５＊*ｐ＜､０１

０．１１

０．４２

０．６０

０．５６

０．２６

０．４７

0．４４

０．７４

０．５３

で，体験時の自我関与とその後の自我関与を分け，以下

の内容分析を行った（西園，1991)。Table６，７に示すよ

うに，『事象の記憶』を「①対象」「②対象にむけられた

心理的反応」「③意味づけ（その後どのように意味づけさ

れたか)」のカテゴリーで分類，評定したところ，達成群

は，早期完了群より，②（対象にむけられた心理的反応）

と③（意味づけ）が有意に多かった（なお，評定者の一

致率は，②（心理的反応）で尺二0.90,③（意味づけ）で

Ｋ二0.92だった)。これは，達成群が，同一性達成過程に

おいて，体験時あるいはその後の「自我関与」の高い『事

象の記憶』が参照することを示す。つまり，達成群は，

体験時あるいはその後のプロセスで自我関与が高いこと

を示唆する。すなわち，同一性達成過程では，関連する

『事象の記憶』が，くりかえし参照され，現在の命題との

関連を深めていくのではないかと考えられる。なお，本

研究では，達成群を中心に検討したため，他の各群の『事

象の記憶』の特徴について，さらに詳細に検討し，比較

することが必要である。

今後の問題としては，以下の点があげられる。本研究

では，領域別による検討を行わなからたが，『事象の記憶』

が参照される程度やプロセスに相違がみられるかどうか，

領域ごとに検討する必要があるだろう。また，同一性達

成過程において，自己の問いなおし．過去の意味づけと

いう段階が存在するかどうか，青年期だけでなく，その

後の生涯発達の枠組みでも捉える必要があるだろう（岡

本，1986；長田、１９９２；Erikson，１９８６／1990)。さらに，

『事象の記憶』と，抽象度の高い自己概念（Markus，＆

Nurius，1986）との関連を検討することも必要だろう。
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現代の大学生における「内省および友人関係のあり方」と

｢対人恐怖的心性」との関係

岡田努
(新潟大学教育学部）

従来青年期の特質として記述されてきたものとは異なり，現代青年は，内省の乏しさ，友人関係の深まり

の回避といった特徴を示していると考えられる。こうした特徴は，新しい対人恐怖症の型として注目され

る「ふれ合い恐怖」の特徴とも共通すると考えられる。本研究は，「ふれ合い恐怖」の一般健常青年にお

ける現れ方（ふれ合い恐怖的心性）を，内省，友人関係の持ち方，自己評価間の関連から考察した。内省

尺度・友人関係の深さに関する尺度を変量としたケースのクラスタ分析の結果，３つの大きなクラスタが

得られた。第１クラスタは内省に乏しく友人との関係を拒否する傾向が高く，「ふれ合い恐怖的心性」を

持つ群と考えられる。第２クラスタは内省，対人恐怖傾向が高く自己評価が低い，従来の青年期について

記述されてきたものと合致する群であると考えられる。第３クラスタは自分自身について深く考えず友人

関係に対しても操的な態度を示し，第１クラスタとは別に，現代青年の特徴を示す群と考えられる。この

群は自己評価が高く，対人恐怖傾向については，対人関係尺度の「他者との関係における自己意識」下位

尺度得点以外は低かった。これらのことから，現代の青年の特徴として，自分自身への関心からも対人関

係からも退却してしまう「ふれ合い恐怖的心性」を示す青年と，表面的な楽しさを求めながらも他者から

の視線に気を遣っている群が現れている一方，従来の青年像と合致する青年も一定の割合存在することが

見いだされた。

【キー・ワード】現代青年，内省，友人関係，対人恐怖的心性，ふれ合い恐怖的心性

問 題

本研究は，現代青年の対自己対友人関係の特徴，及

び対人恐怖的傾向の関連について，実証的に検討しよう

とするものである。

(1)従来の青年期理解

従来の青年期理解においては，自己への関心の高まり

と，親密な友人関係への希求が，青年期の大きな特徴と

して記述されてきている。すなわち第２次性徴を境とし

た急激な心身発達によって，それまで青年自身が持って

いた自己像は，現実にそぐわないものとなってくる。こ

のため，青年は自己自身に目をむけざるをえなくなり，

これにより新たな自己像が形成されていくというもので

ある。また両親からの心理的離乳に伴って友人との親密

さが増し，個人的な悩みなどを両親よりも友人にうちあ

けるなど，深い友人関係を求めるようになるともされて

きた（詫摩・菅原・菅原，1989)。青年期における友人関

係は情緒の安定や社会的スキルの獲得（松井，1990）な

どとともに，青年自身の理想自己像を形成するモデルと

して機能するともされてきた（岡田，1987)。また，Sullivan

(1953）やＢｌｏｓ（1962）など精神分析的立場からは次のよ

うに述べられている。すなわち，青年期には，両親への

無意識的な同一視が失われ，これによって不安定化した

自己を安定化させるために，親密な友人関係が求められ

るというものである。そしてこれがその後の青年の人格

形成に大きな役割を果たすことが強調されている。この

ように，青年が新たな自己像を形成するにあたって，自

分自身への関心の高さ，友人関係の親密さといった様相

が，大きく関与していると考えられてきた。

(2)現代青年の自己および友人との関わり方

しかしこうした伝統的な青年期理解にはあてはまらな

い青年についての報告が最近見られるようになってきた。

岡田（1988,1989）は大学生の学生相談場面において，

自分自身への関心が浅く内省が困難な例が増加している

ことを指摘している。西平（1988）は現代青年の特色と

して，‘‘自己内省力がほとんど育っておらず，内向化傾向

を示さない（ｐ,37)，,と述べている。これは長期にわた

る受験生活が，青年から内向的になりうる機会を奪って

しまった結果であると西平は解釈している。

千石（1985）や栗原（1989）は，現代青年の対人関係

の特徴として，自分自身や他者を傷つけることを恐れ，

相手とのかかわりを表面的なままにとどめる傾向を指摘

している。平木（1990）は青年が恋愛場面において，互

いが傷つくことを，恐れると同時に「ダサイ」ものとし

て忌避しており，ファッションとして見ばえのよいカッ

プルでいることが関心の中心となっているとしている。

犬田・藤竹（1989）も，現代青年が恋愛などの対人場面

で傷つくのを恐れること，対人関係へのコミットを避け，
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その場の雰囲気がよければよしとしてしまう傾向を指摘

している。すなわち互いの葛藤を避けるために，標準的

な行動様式に固執し，その様式においてしか互いを評価

できなくなるのである。犬田・藤竹は，他者から自分が

良く見られたいというこだわりの反面，他者への関心が

低下していることも指摘している。東京都生活文化局（1985）

が友達関係について中学生，高校生に対して行なった調

査によると，「お互いに心を打ち明けあう」「ウケるよう

なことをよくする」などの項目への肯定率が高い反面，「相

手に甘えすぎないようにする」「お互いの領分にふみこま

ない」などへの反応も多くみられ，円滑で楽しい友人関

係を求めながらも，関係が深まることは拒絶するといっ

た傾向があると考えられている。同様の結果は千石（1991）

においても見いだされている。大平（1990）は，現代人

において，対人関係での葛藤に対する耐性が低下し，相

手を物のように扱うことによって辛うじて安定した対人

関係を保っている者が多く出現していると指摘している。

岸（1987）や岡田（1988）は，現代大学生が身近な集団

に受容されることに対して強迫的な努力と気遣いを行なっ

ているといった面を指摘している。千石（1991）も，青

年が，他者から暗いとか面白くない人間と評価され仲間

はずれにされることを極度に恐れ，そのため，実際以上

に明るく振舞い，深刻な話題を避けるといった傾向を指

摘している。こうした傾向の背景には強迫的な繰的防衛

とも呼べる側面が見られ，岩見（1991）は何をしやくっ

ても空虚でありながら，鏡舌から逃れられない若者の生

態を記述している。このように，自己の内面への関心の

低下と，表面的な友人関係といった特徴が，現代の青年

においては顕著に見られ，青年期の特質として従来から

記述されてきた青年像と，実際の現代青年の間には隔た

りが生じていると考えられる。

(3)現代青年における対人恐怖：「ふれ合い恐怖」につ

いて

山田・安東・宮川・･奥田（1987）は臨床的立場から，

最近の大学生での対人恐怖症の症状として会食恐怖が増

加していることに注目し，その対人関係について考察し

ている。こうした症状の青年は，雑談場面など，単なる

｢知合い」を越え，対人関係が深まるような場面になると

発症し，逆に形式的表面的な対人関係場面では困難を感

じないとされ，「ふれ合い恐怖」と呼ばれている。山田（1989）

は重篤な精神病理を持った青年よりも，むしろ正常圏に

近い青年を中心に「ふれ合い恐怖」症状が増加している

ことを指摘し，こうした症状群を「サブクリニカルな症

状群」と呼んでいる。「ふれ合い恐怖」は対人恐怖症のひ

とつと考えられるが，従来の対人恐怖症に比べ以下の点

で異なると，山田ら（1987）や山田（1989）は述べてい

る。すなわち従来の対人恐怖症が中学生から高校生にか

けての青年期の初期の段階に多く発症したのに対し，「ふ

れ合い恐怖」は大学生を中心とした青年期後期に好発す

るとしている。また従来の対人恐怖症が，人と人が出会

い顔見知りになる場面において発病していたのに対して，

｢ふれ合い恐怖」では顔見知りからより親密な関係に発展

する場面において困難を感じるものである。そのため対

人関係において‘情緒が深まらず機械的形式的関係に留ま

るのである。こうした症状が生まれた背景として山田（1989）

は，青年にとってのあるべきイメージがやさしさ志向へ

と移ったこと，現代青年一般において，浅い付き合いは

上手にこなしても深い付き合いに困難をきたす者が多い

ことなどを挙げている。山田（1989）は「ふれ合い恐怖」

をもつ者の特徴として情緒的な場面を嫌うこと，自発的

な来談が少ないなどをあげているが，これらの特徴から，

｢ふれ合い恐怖」が内省の低さと関連することが示唆され

る。すなわち，自分自身の内面の情緒状態に目を向ける

ことを回避し，自分自身の葛藤から目をそむける傾向が

本症状の背景にあると考えることができる。

(4)本研究における目的

永井（1987）は，対人恐怖症的傾向が健常者において

もかなりの割合で見られることを指摘し，健常者におけ

る対人恐怖症的な傾向を「対人恐怖的心性」と呼んでい

る。特に青年期における対人恐怖的心性は，単に病理的

な状態という意味だけではなく，青年期における自分自

身への関心の高まりの結果であり，健常な発達の一側面

としてみることができると考えられている。一方山田（1989）

が指摘するように，「ふれ合い恐怖症」についても健常に

近い青年を中心に多発していることから，単なる病理を

越えて広く現代青年一般に「ふれ合い恐怖」と共通する

心理的傾向を推定することができる。本研究ではこれを

｢ふれ合い恐怖的心性」と定義する。

すでに述べた病理としての「ふれ合い恐怖症」の特徴

から，「ふれ合い恐怖的心性」は，友人関係の深まりを回

避すること，内省の低さといった現代青年の特徴として

記述されるものと共通するものをもっていると考えられ

る。本研究では，内省に乏しく，友人関係の深まりを回

避する傾向を持つ青年が一定の割合で見られることを検

証し，これを通して「ふれ合い恐怖的心性」の構造を解

明する手がかりとしたい。またこうした青年の特質と，

永井（1987）が述べる健常青年に見られる「対人恐怖的

心性」の特質との関連についての検討をおこなう。なお，

山田（1989）の研究が主に大学での学生相談場面を中心

に検討されてきた点も考慮し，本研究では大学生につい

てのデータを検討対象とする。

方 法

評定尺度法による質問紙調査を以下の尺度によって行

なった。評定はいずれも０（まったくあてはまらない）か

ら６（たいへんあてはまる）までの７件法によっている。
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(1)内省及び友人関係の度合いについて

本研究では内省の乏しさと友人関係の深まりを避ける

傾向とを「ふれ合い恐怖的心性」の特徴と考えている。

これらを測る尺度として以下の２尺度を用いる。

内省傾向に関する尺度

自分自身に対する関心の度合いを測定する目的で岡田

（1991）において作成された尺度で，主に青年期の情緒的

不安定さと関連した自分自身への関心の程度についての

項目から成っている。本尺度は「自分の気持ちが分から

なくなって悩むことがある」など日常生活の中で自分自

身に関心を持つ傾向に関する項目から成る「内省傾向因

子（７項目)」と，「軽く生きていく主義だ」など剰那的

享楽的な生き方の程度を測る項目から成る「軽薄短小因

子（４項目)」の２つの下位尺度から成っている。理論上

とりうる得点の範囲は「内省傾向」が０から42点，「軽薄

短小」が０から24点である。

友人関係の深さに関する尺度

内省傾向尺度同様岡田（1991）において作成された尺

度である。「友達とはあたりさわりのない会話ですませて

いる」など友人との関係が深まることを避けようとする

内容の「深い関わり回避因子」（以下「関係回避」と略称，

７項目）と，「友達と楽しい雰囲気になるよう気を使って

いる」など友人関係場面で互いに傷つけぬようトラブル

を避け，円滑さを維持しようとする傾向を測る「操的防

衛因子」（６項目）から成っている。理論上とりうる得点

の範囲は「関係回避」が０から42点，「操的防衛」が０か

ら36点である。

(2)対人恐怖的心性に関する尺度

「ふれ合い恐怖的心性」と従来の「対人恐怖的心性」

の関連を検討するため，対人恐怖的心性に関する尺度と

して永井．岡田（1987）の作成した「対人関係尺度」４２

項目を用いる。本尺度は一般健常者における対人恐怖的

心性の度合いを測定する目的で作成されたもので，「Ｉ

対人状況における行動・態度の諸特徴｣，「Ⅱ他者との関

係における自己意識｣，「Ⅲ内省的自己意識」の３つの下

位尺度から成っている。「対人状況における行動の諸特徴」

は集団にとけ込めない，集団の中で気恥ずかしい思いを

するなど，行動面での対人恐怖的状態の度合いを測るも

のである。「他者との関係における自己意識」は自分が他

者に悪い印象を与えたり，他者に自分の弱点が知られる

ことを恐れるなど，対人場面での関係のあり方の困難の

程度について測るものである。「内省的自己意識」は気持

ちの不安定さ・劣等感や集中力の低さなど自分自身に向

けられた不安定な意識の程度を測るものである。内的一

貫性，妥当性については永井（1987)，永井・岡田（1987）

において検証されている。３下位尺度それぞれ１４項目ず

つとなっており，理論上とりうる得点の範囲は各下位尺

度ごとに０から84点となる。本尺度はより得点の高い者

ほど対人恐怖的心性が高いものと考えられている。

(3)自己評価尺度

自己評価は個人の精神的健康の指標として考えられて

いる（藤原，1981)。本研究では「ふれ合い恐怖的心性」

を持つ青年と持たない青年での精神的健康の差異につい

て比較検討を行う。

自己評価の尺度としてはRosenberg（1965）の作成し

たSelfesteemscaleの邦訳版（山本・松井・山成，1982）

10項目を用いる。本尺度は個人の全体的な自己評価の高

さを測定するもとのされており，山本・松井・山成（1982）

や岡田（1987）において信頼性，妥当性が検証されてい

る。理論上とりうる得点の範囲は０から60点でより得点

の高い者ほど自己を高く評価していると考えられる。

調査対象

東京近郊の４年制大学２校の学生３４６名（男子１１５名，

女子231名)。いずれも心理学の一般教養授業時間内に一

斉実施。平均年齢は18.9歳。

実施時期は1989年12月から1990年１月である。

結果

各変数についての全回答者及び男女別での平均と標準

偏差をＴａｂｌｅｌに示す。友人関係に関する尺度について

Tablel各尺度の平均と標準/偏差

全体Ｗ=346）男子(jV堂115)女子(jV=231）男女間比較(t）

内省尺度

内省傾向

軽薄短小

友人関係

関係回避

操的防衛

28.74（6.17）

９．１７（5.08）

5.65（3.11）

24.57（4.39）

27.96（6.36）

9.37（5.16）

6.67（3.39）

23.55（4.55）

29.13（6.04）

9.07（5.05）

5.13（2.83）

25.08（4.23）

１．６４

．５２

4.20*＊

3.02*＊

自己評価

対人関係尺度

行動の諸特徴

関係の自己意識

内省的自己意識

31.85（9.59）33.24（9.74）31.17（9.47）1.88＋

35.47(14.97）

40.18(14.37）

39.50(13.95）

注）＊Ｐ＜､05,＊*Ｐ＜､０１，＋Ｐ＜,１

35.25(15.69）

39.10(14.63）

37.24(14.37）

35.57(14.62）

40.72(14.23）

40.62(13.62）

、1９

．９８

２．１４十
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男女間で有意な差が見られた（関係回避：ｔ=4.20(344)，

P＜､０１男＞女，繰的防衛：ｔ=3.02（344)，Ｐ＜､０１男く
女)。各変数間での積率相関係数をＴａｂｌｅ２に示す。ここ

にあるように，全体及び男女ともに，内省尺度の「内省

傾向」得点と自己評価得点との間でr=-.33～-.32の負の

相関が見られた（無相関検定でＰ＜､01)。また同じく「内

省傾向」得点と，対人関係尺度の各下位尺度得点との間

でγ二.23～､53で正の相関が見られた（無相関検定でP＜､01)。

平方和

増分

内省

一.３２*＊

2４

Table２変数間の相関

､２５＊

.０４

．１６

操的

.０４

回避

-．１０

軽薄

､０６

内省

一.３３*＊

(全体）

自己評価尺度

対人関係尺度

行動の諸特徴

関係の自己意識

内省的自己意識

内省尺度

内省傾向

軽薄短小

友人関係尺度

関係回避

1２

、１６*＊

-．０１

．０２

､２５*＊

､３８*＊

､４８*＊

一.０９

．２５*＊

．０９

４
１
２

０
０
０

●
●
●

第１クラスタ第２クラスタ第３クラスタ

Figurel内省､・友人関係に関する尺度を変量としたクラ
スタ分析のデンバログラム

､２８*＊

､１５*＊

-.28*＊－．２７*＊

－．０６

内省尺度（内省傾向，軽薄短小）及び友人関係尺度（関

係回避，燥的防衛）の下位尺度ごとの合成得点を変量と

して，ユークリッド距離の２乗を元にしたクラスタ分析

(ウオード法）を行った。デンドログラムからクラスタ内

平方和増分24を基準としたところ３クラスタを得た（Figure

l)。各クラスタでの男女比は調査対象全体での男女比と

の比較においていずれも有意な差は見られなかった。（第

１クラスタとの比でＸ２＝3.23,第２クラスタでＸ２＝､91,

第３クラスタでＸ２＝１．７９いずれも自由度１）。クラスタ

ごとでの各尺度得点についての平均と標準偏差をTable

3に示す。また尺度得点の平均について，クラスタ間での

分散分析及び多重比較(ダンカン法)を行った結果をTable

3に示す。クラスタ分析に投入した変数についてはすべて

P＜､01で有意な差がみられた。多重比較の結果，内省尺

度では「内省傾向」得点で第１＜第３＜第２クラスタ，「軽

薄短小」得点では第２＜第１＜第３クラスタの関係となっ

た。また友人関係尺度では「関係回避」得点で第３＜第

２＜第１クラスタ，「操的防衛」得点では第１＜第２＜第

３クラスタの関係となった。またその他の変数については

以下のような結果が得られた。自己評価得点においては，

P＜､05で有意な差が見られ，多重比較の結果，第３クラ

スタが第２クラスタよりも高い平均値を示していた。ま

た対人関係尺度については,Ｔ対人状況における行動・態

度の諸特徴」ではＰ＜､１で傾向差が見られ，多重比較の

結果第２クラスタが第３クラスタよりも高い平均を示し

ていた。第１クラスタは第２，第３クラスタのいずれと

も有意な差がなく，中間的な得点を示していた。「他者と

の関係における自己意識」ではＰ＜､05で有意差が見られ，

多重比較の結果，第１クラスタが第２，第３クラスタよ

-.50*＊

燥的

一.０２*＊
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【男子】

自己評価尺度

対人関係尺度

行動の諸特徴

関係の自己意識

内省的自己意識

内省尺度

内省傾向

軽薄短小

友人関係尺度

関係回避

【女子】

自己評価尺度

対人関係尺度

行動の諸特徴

関係の自己意識

内省的自己意識

内省尺度

内省傾向

軽薄短小

友人関係尺度

関係回避

軽薄

､０２

軽薄

､０８

､２３*＊

､３４*＊

.３７*＊

一.０８

．２８*＊

、０８

､０７

．１８

．１４

､１９＊

､１２

－．３１*＊－．２９*＊

、０１

-.52*＊

操的

､０９

回避

一．１２

０
７
４

１
０
０

●
。
●

一
一
一

内省

-.32*＊

.２６*＊

､４０*＊

.５３*＊

－．１０

ワワ＊＊
．‘ご~

、０７

２
２
２

１
０
０

－
一

注）無相関検定の有意水準＊Ｐ＜,05,＊*Ｐ＜､0１

,３１*＊

､１８＊

-.26*＊－．２５*＊

－．１２

-.45*＊



35.70(14.39）

37.60(12.42）

37.90(12.73）

発達心理学研究第４巻第２号

Table３

１

１４１

５９：９２

各クラスターでの各変数の平均と標準/肩差

２ ３

１１６８９群間の分散分析と多重比較
３３：８３２３：６６

尺度／クラスタ

人数全体

男：女

32.70(14.66）

41.10(15.83）

38.70(14.35）

内省傾向 25.90（4.66）

9.20（4.18）

32.00（5.76）

5.60（3.56）

28.90（6.64）

13.90（4.17）

Ｆ=３３．１９*＊

Ｆ=16.74*＊

1＜３＜２

２＜１＜３軽薄短小

注）＊Ｐ＜､05,＊*Ｐ＜､０１，十Ｐ＜､１

関係回避

操的防衛

7.90（2.44）

21.40（3.08）

4.90（2.70）

25.60（3.68）

３．１０（1.87）

28.30（3.39）

Ｆ=54.27*＊

Ｆ=64.54*＊

3＜２＜１

１＜２＜３

､843

自己評価

対人関係尺度

Ｉ対人状況での行動

Ⅱ関係での自己意識

Ⅲ内省的自己意識

32.00（8.76）30.20（9.69）33.70(10.44）Ｆ=3.44＊２＜３

1６６

37.40(15.68）

42.60(15.00）

42.10(14.77）

,７１７

Ｆ=２．４７十

Ｆ=４．１８＊
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考察

(1)性差

友人関係の尺度において男子に比べ女子青年が「関係

回避」得点が小さく，「操的防衛」得点が高いという結果

となった。このことは逆にいうと男子青年の方が，互い

の内面に影響するような深い関わりを回避するだけでな

く，表面的な対人関係の維持からも退却する傾向が強い

といえる。千石（1991）は現代の男子青年が女子青年に

比べ日常生活での生き生きとした感情を喪失する傾向に

あり，個人的な内容を友人に開示する傾向が少ないと述

べている。本結果はこうしたことを支持するものといえ

よう。

(2)内省と自己評価・対人恐怖的心性の関係

被験者全体での尺度間の相関からは，「内省傾向」得点

が高いほど自己評価得点が低かった。これは，自己覚醒

が高まった状態においては自己評価が低下するとされて

いるDuval,＆Wicklund（1972）などによる自己意識研

究とも符合する。すなわち自分自身に対する関心が高い

者ほど自己覚醒が高い状態におかれやすく，そのため自

己の適切さへの基準が強く意識されるために，自己評価

が低下しやすいと考えられる。また「内省傾向」が高い

者ほど対人恐怖的心性の得点も高かった。対人関係尺度

の「他者との関係における自己意識」は対人場面での他

者の目に映る自己の姿を気にし，不安になるといった状

態の程度を測定している。自己への関心が高まることに

より，こうした不安が高まりやすくなる点については，

菅原（1984）が，公的自己意識と対人不安が正の相関関

係を持つと指摘していることとも一致する。また「内省

的自己意識」のような自分自身への不安感も，内面に対

する関心が高い者ほど，強く感じられることが見いださ

れた。永井・岡田（1987）は青年期における自我同一性

凡例：－第１ ク ラ ス タ

：．…･･･・第２クラスタ

：一・一・一・一・第３クラスタ

Figure2各クラスタでの投入変数/こついでのプロフイー

ノレ

リも低かった。「内省的自己意識」におし､てはｐ＜､０５で

有意差が見られ，多重比較の結果第２クラスタが第１，

第３クラスタよりも高かった。

クラスタ分析に投入した変数についての各クラスタの

特徴を見るため，各変数について平均０，標準偏差ｌの

標準得点に変換した上で，クラスタごとでの平均値を求

めた。このプロフィールをFigure2に示す。ここに見ら

れるように第１クラスタは「内省傾向」得点が低く「関

係回避」得点が高く，「操的防衛」得点は他のクラスタに

比べ低い。第２クラスタは「内省傾向」得点が高く「軽

薄短小」得点が低い。また「操的防衛」得点についても

標準得点で?正の値をとり，平均値より高い得点を示して

いる。第３クラスタは「軽薄短小」と「操的防衛」得点

が高く「関係回避」得点が低いという特徴をそれぞれ待つ

標準得点

１＋
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の確立の過程で対人恐怖的傾向が強まる可能性を示唆し

ているが，自分自身の内面へ関心を向けることは，自我

同一性確立の前提となるものであり，永井・岡田の指摘

を支持する結果となっている。

(3)各クラスタについての考察

第１クラスタは「内省傾向」得点が低く「関係回避」

得点が高いといった特徴を持っている。すなわち本研究

において「ふれ合い恐怖的心'性」の側面として考えられ

ていた内容に合致する群と考えられる。この群は「操的

防衛」得点についても３クラスタ中では最も低く，対人

関係を維持しようとする傾向が低いなど，対人関係から

の退却傾向が顕著に現れている。

対人関係尺度得点については「対人状況における行動・

態度の諸特徴」の下位尺度得点は第２，第３クラスタの

中間に位置しており，「他者との関係における自己意識」

及び「内省的自己意識」の得点が他のクラスタに比べ有

意に低くなっている。すなわち，対人状況で円滑に振る

舞えないという意識は低くないが，他者の目に映った自

分の姿への関心が低く，自分自身の内面的不安も余り感

知していない群であると考えられる。臨床的な症候群と

しての「ふれ合い恐怖」についても，これと類似した状

態が指摘されている。山田ら（1987）は，「ふれ合い恐怖」

の患者は，関係が深まる可能性のない場面では対人関係

に支障をきたさず，機械的人間関係を維持できると述べ

ている。いいかえれば「ふれ合い恐怖」においては，従

来からの対人恐怖症のように他者の視線が必然的に気に

なってしまうのではなく，他者の視線からあらかじめ退

却した所で安定していると考えることができる。同様に

本研究における第一クラスタが，対人場面での不適応を

感じながらも，他者からの視線や自己内部の不安感が余

り気にならないといった傾向を示している点でも，「ふれ

合い恐怖」と共通した心‘性をもつと考えられ，健常青年

における「ふれ合い恐怖」的傾向すなわち「ふれ合い恐

怖的心性」をもつ群であると考えることができる。

第２クラスタは「内省」得点が高く，「軽薄短小」得点

が低いことに特徴をもつ。すなわち自己の内面に関心が

高く，自分の生き方などを深刻に考えるというような，

従来青年期について記述されてきたものと共通する特徴

をもつ。この群は自己評価得点が低く対人関係尺度のい

ずれの下位尺度についても高い得点を示している。青年

期は自己に対する関心が高まり，その結果対人恐怖的心

性が高くなるとされている（岡田・永井，1990)。このよ

うな青年期危機的特徴に，本クラスタは合致しており，

伝統的青年観に近い青年群と考えられる。しかし一方こ

の群においても「操的防衛」得点が平均以上の値をとっ

ていることからみて，伝統的な青年観に近い特徴を持つ

青年の問でも，千石（1985）や栗原（1989）などが指摘

するような，互いに傷つけあわぬよう配慮しその場での

楽しい関係を維持しようとする傾向がないとは言えない。

第３クラスタは，「軽薄短小」得点と「操的防衛」得点

が高く，「関係回避」得点が低いという特徴を持つ。すな

わち相手と精神的に深く関わることよりも，表面的に楽

しく関わることを重視する群と考えられる。現代青年の

友人関係の特徴として「群れたがり」と呼ばれる関わり

方がしばしば指摘されている（詫摩・菅原・菅原，１９８９；

栗原，１９８９；広田，1990など)。本群も友人関係の場にお

いて，深刻さを避け表面的に楽しい関わりを求めるといっ

た点で，この「群れたがり」指向を持った群と考えられ

る。自己評価得点は３群中最大であり，自己評価を個人

の精神的健康の指標ととらえる考え方（藤原，1981など）

からすれば，最も健康で適応的な群といえる。しかしこ

のクラスタは，「操的防衛」得点とともに対人関係尺度の

｢他者との関係における自己意識」得点が高く，他者から

の視線や評価に対する敏感さが強い群であるとも見られ

る。先に述べたように，現代青年が周囲に嫌われぬよう

必死に気を遣って明るくふるまうという指摘（岸，１９８７；

岡田，１９８８；千石，1991など）に相当する群であると考

えられ，必ずしも健康的といいきれない特徴を持ってい

る。この群に代表されるような青年においては，精神的

健康よりも周囲に同調することが自己評価に関連してい

ると見ることもできよう。

本研究に見られるように，現代青年の特徴としてこれ

まで記述されてきた青年像は，第１クラスタにみられる

ような，内省に乏しく友人関係からも退却傾向にある「ふ

れ合い恐怖的心性」をもつ群と，第３クラスタのように，

表面的には明るく友人関係をとりながらも，他者からの

評価や視線に気を遣う群とに分けられると考えられる。

また一方で第２クラスタのように従来の青年に関する記

述とほぼ合致する青年も相当数存在しうることが見いだ

された。

本研究は現代青年の特質と「ふれ合い恐怖的心性」に

関する探索的検討であるが，今後はさらに変数を洗練し，

現代青年特有の特徴を示す変I数を限定する必要があると

考える。また症状の発生機序など病理そのものに関する

対人恐怖症との比較検討も必要となろう。また大学生以

外の青年についての発達的変容についても検討されなけ

ればならないだろう。
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資料本研究に用いた質問項目（※は逆転項目）

教示（尺度１～３）

以下の質問について，それがどの程度自分に「あてはまるか」
あるいは「あてはまらないか」を，０～６の段階の一つを選び

○印をつけて下さい。

尚，おおよその段階を以下に例として示します。

０：全くあてはまらないｌ：あてはまらない

２：ややあてはまらない３：どちらともいえない

４：ややあてはまる５：あてはまる

６：非常にあてはまる

あなた自身や，あなたと他の人との関わりについてお尋ねし

ます。以下の質問文について，それぞれあてはまる段階に○印

をつけてください。

１自己評価尺度

自分に自信がある。

少なくとも人並みには価値のある人間である。

いろいろな良い素質をもっている，

※敗北者だと思うことがよくある。

物事を人並みにはうまくやれる。

※自分には自慢できるところがあまりない。

自分に対して肯定的である。

だし､たいにおいて自分に満足している。

※自分が全くだめな人間だと思うことがよくある。

※何かにつけて自分は役に立たない人間だと思う。

２対人関係尺度（実際の呈示においては以下の３下位尺度項

目が交互に呈示された）

Ｉ対人状況における行動・態度の諸特徴

人が大勢いるとうまく会話の中に入っていけない。

人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない。

対人関係がぎこちない，

グループで付き合うのが苦手である。

大勢の中で向かい合って話すのが苦手である。

仲間の中にとけこめない。

人と目が合わせられない。

グループの雰囲気になじめず違和感を感じてしまう。

人との交際が苦手である。

集団の中にとけこめない。

人前に出るとオドオドしてしまう。

多人数の雰囲気になかなか溶けこめない。

人と話をするとき目をどこへ持っていって良いか分からない。

人と自然に付き合えない。

Ⅱ他者との関係における自己意識

自分のことが皆に知られているような感じがして思うように

振る舞えない。

他人に対して申し訳ない気持ちが強い。

人と会うときに自分の顔付きや目付きがその人に悪い影響を

与えるのではないかと不安になることがある，

クラスや近所の人に,自分がどのように,思われているのか気に

なる。

友達が自分を避けているような気がする。

自分のことが他人に知られるのではないかとよく気にする．

人と会うとき自分の顔付きが気になる。

人と話していて自分のせいで座がしらけたように感ずること

がある。

相手にイヤな感じを与えるような気がして相手の顔をうかがっ

てしまう。

自分が人にどう見られているかくよくよ考えてしまう。

自分の弱点や欠点を他人に知られるのがこわい。

人の笑い声を聞くと自分の事が笑われているように思う。

他人が自分をどのように思っているのかとても不安になって

しまう。

自分が相手の人にイヤな感じを与えているように思ってしま

う。

Ⅲ内省的自己意識

気持ちが安定していない。

何をやるにも集中できない。

みじめな思いをすることが多い。

すぐ自分だけが取り残されているような気分になる。

ものごとに熱中できない。

他人のことがよく思えて自分がみじめになる。

不安が強い。

気分が沈んでしまってやりきれなくなるときがある。

根気がなく何事も長続きしない。

いつも何かについてくよくよ考えてしまう。

気持ちの動揺が激しい。

ひとつのことに集中できない。

すぐ気持ちがくじける，

何をするにも自信がない，

３内省尺度

Ｉ内省傾向

ものごとを深く考える傾向がある。

自分がどんな人間なのか関心がある．

自分の気持ちが分からなくなって悩むことがある。

自分が何の為に生きているのか考え二んだことがある。

※自分はものごとに余り悩まない人間だ。

人には言えない悩みがある。

自分にとって確かなものがほしい，

Ⅱ軽薄短'1、

軽く生きていく主義だ。

楽しければなんでもいい。

軽い生きかたをするようにしている。

今さえ楽しければよいと思う，

教示

今度は，あなたとあなたの友達との関係についてお尋ねしま

す。以下の質問文についてどの程度あてはまりますか？あて

はまるものに○印をして下さい。

４友人関係尺度

Ｉ深い関わりの回避

※おたがいに，心を打ち明け合う。

※人間の生き方などについて真剣に話し合うことがある。

※友達と精神的に深い関係をもちたい。

友達と真剣に議論するのは恥ずかしいことだ。

友達には自分の本心は見せない。

友達とはあたりさわりのない会話ですませている。

友達と意見が対立するのが怖い。

Ⅱ操的防衛

友達に，ウケるようなことをよくする。

友達を傷つけないように注意を払っている。

友達と精神的に深い関係をもちたい，

仲間と騒いでいる時が最高だ．

友達と楽しい雰囲気になるよう気を使っている。

友達からどう思われるか気になる。
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手続きに関する知識の柔軟性をもたらす要因

外山紀子
(日本学術振興会）

鈴木高士
(白百合女子大学）

本研究では，食事スクリプトを例として，手続きに関する知識であるスクリプトが，手続きの意味につい

て説明する知識の発達、および手続きに関する知識自体の表現の変化につれて，柔軟に使われるようにな

ることを扱った。小学校２年生・４年生・６年生，そして大学生を対象として，第１実験では，生理的・

社会的目的を達成するためのプランをたててもらった。その結果，発達につれ，より多くの要素が目的達

成との関連において実現されるものとして想定されるようになること，そして，より多様な方向で目的を

達成できるようになることが示された。第２実験では，第１実験で示されたスクリプトの柔軟化が，説明

を与える知識の発達によっているのかをみるために，すでにできあがったプランを示し，「なぜ，それが

目的を達成するのか」を説明させた。その結果，発達につれ，より妥当な説明が可能になることが示され

た。さらに，手続きに関する知識自体の表現の変化の果たす役割を検討するために行った，研究３での結

果は，研究１と研究２での結果のズレを説明するものであった。

【キー・ワード】手続きに関する知識，スクリプト，認知的柔軟性，知識表現の変化，認知発達

問題

本研究では，「手続きに関する知識」の柔軟な使用をも

たらす要因を検討する。「手続きに関する知識」とは，「あ

る目標を達成するために使われる手順を表わす知識」で

あり，「こういうときにはこうする」のようなプロダクショ

ン・ルールとして記述できるような知識や，「目標達成に

向けて組織された出来事の時系列的順序に関する知識」

であるスクリプト（鈴木，1987）が含まれるものとする。

手続きに関する知識の学習は，従来おもに効率化とい

う観点から扱われてきた。たとえば，Anderson（1983）

によるＡＣＴ*の知識コンパイルは，同じ手続きを繰り返

し使うことを前提とし，処理速度の向上を学習とみなし

ている。しかし，人間をとりまく環境は複雑に変化して

いくものであり，そこでむしろ重要なことは，環境の変

化に応じて手続きを柔軟に変更できるようになることで

ある，と我々は考える。

我々は，手続きに関する知識の柔軟な使用をもたらす

要因として，(1)手続きの意味についての説明を与える知

識の発達，(2)手続きに関する知識自体の表現の変化の

2つを仮定する。まず，第１の要因について考えてみよう。

波多野・稲垣（1983）は，手続きの遂行が速くて正確に

なることと，手続きの意味を把握したｔで，それを状況

に応じて柔軟に変更できるようになることという，２種

類の熟達化を区別している。そして，後者のような手続

きの柔軟化は，手続きに関する概念的知識の構成によっ

てもたらされるのだろうと推測している。概念的知識と

は手続きの対象を含む世界に関する一穂のモデルであり，

｢手続きがなぜうまく働くのか」「手続きの構成要素がな

ぜ必要なのか」を説明する基盤となる。ただし本論文で

は，「説明」という用語を，「与えられた事柄の『なぜ』『ど

のように』を理解すること」という意味で用いており，

人間に対する言語的な説明行為を伴う過程のみを含んで

いるわけではない。

波多野らの主張を，理論的・実証的研究によって深め

ていったものは現在までほとんどない。しかし，概念発

達やカテゴリー化など，手続きの学習以外の領域に関す

る研究では，「事物や事象の意味の説明に用いられる知識

の集成｣，つまり「理論」の機能の重要性が，近年注目さ

れてきている（たとえば，Murphy,＆Medin,1985；Carey，

1985)。そこで本論文では，波多野らのいう概念的知識，

ないしその後の心理学研究でいう「理論」のような知識

を「説明を与える知識」と総称し，これが，手続きに関

する知識の柔軟化を実際にもたらすのかを検討すること

を第１の目的とする。

では，我々はいかなる状況において，手続きの意味に

関する説明を求められるのだろうか。第１には，手続き

を実行する際の物理的世界が変化した状況，第２には，

意味的世界が変化した状況においてだろう。

物理的世界の変化というのは，たとえば，食事の手続

きが，「包丁が見あたらない」とか「ブロッコリーがない」

のような，通常は存在しない環境側の物理的制約によっ

て，標準的なやり方で実行できない場合をいう。一方，

意味的枇界の変化とは，手続きが通常とは異なる意味空

間に置き換えられる場合をさす。そのひとつの例として，

手続きが通常とは異なる「目的」のもとで使用される状
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況がある。従来の認知研究において重視されてきた「目

標」は，達成への手続きを決定するものだが，ここでい

う「目的」とは，それ単一では手続きを組織しないが，

手続きの実現方法を緩やかに調整するものである。たと

えば，食事の通常の目標は「食欲の満足」であろうが，

それは「交流を深める」「体力をつける」等様々な目的の

もとで行われる。こうした目的にあわせて，「交流を深め

るために，いつもよりおいしいものを，豪華なものを用

意しよう。食べるときにはいつもより多く楽しい話をし

よう」のような変更が標準的な手続きに加えられる。な

お，食事の場合，様々な目的が，同時に暗黙のうちに前

提とされているのが通常の事態と考えられるので，特定

の目的が優先すべきものとして特に意識されるようにな

ることを，通常とは違うという意味で，目的の変化とみ

なす。

通常とは異なる状況に応じて手続きを柔軟に使用する

ためには，手続きの構成要素が手続き全体に対してもつ

意味や必要性が説明されていなければならない。しかし，

こうした手続きそれ自体に関する説明を与える知識は，

物理的変化に応じた手続きの変更のためにはそれで充分

だが，意味的変化への対処には，更に広範な説明を与え

る知識が必要になる。

たとえば，「包丁がない」のような物理的変化に「スラ

イサーを使う」という対処をするためには，包丁が食事

の調理において果たす意味や必要性が説明されていれば

よい。しかし，「交流を深めるために食事する」という意

味的変化に「おいしいものを用意し，楽しい話をする」

のような対処をするためには，より複雑な説明が必要だ

と考えられる。目的の特定から，個々の手続きの要素の

具体化に至るには，論理的に考えて，少なくとも次の３

つの過程について説明が必要だと考えられる。

第１は，「いかにすれば目的を達成できるか｣，つまり

目的を達成する方向の決定過程においてである。たとえ

ば，「楽しい経験を共有する」という方向でできると決定

するには，「交流を深めるとは，楽しい経験を共有するこ

とだからだ」という説明が必要かもしれない。第２は，「こ

の達成方向にそってどの要素が具体化できるか｣，つまり

変更を加える要素の特定過程においてである。たとえば，

｢食べる」という要素がこの方向で具体化できると特定す

るには，「食事における楽しい経験とは，楽しめるものを

食べたり，食べながら楽しい話をすることだからだ」と

いう説明が必要かもしれない。第３は，「特定された要素

をいかに実現したらよいか｣，つまり要素の実現方法の決

定過程においてである。たとえば，「おいしいものを食べ

る」と決めるには，「それが楽しめる食物だからだ」とい

う説明が必要かもしれない。

こうした説明を導くためには，手続きそれ自体を超え

た，世界についての広範な知識を必要とし，その説明を

経て，「交流を深めるためには，献立をたてるときにおい

しいものを考え，買物のときにおいしいものを買い，調

理をし，配膳をし，楽しい話をしながら食べて，片付け

る」のように手続きが変更される。本研究で扱うのは，

いま述べたような意味的変化に応じた手続きの変更であ

る。

「理論」の発達に関するこれまでの研究結果（たとえ

ば，Carey，１９８５；Wellman，1990）を踏まえると，説明

を与える知識は，発達につれ豊かになっていくと考えら

れる。従って，手続きの柔軟化は，加齢に伴う次の３つ

の変化という形で観察されると考えられる。(1)より多様

なタイプの達成方向が考えられるようになる，(2)より多

くの要素が，目的達成との関連で実現できる要素として

特定されるようになる，(3)要素の実現方法はより強く目

的に関連づけられたものになる。なお，意味的変化に応

じた手続きの変更は，知識を用いた説明を経てなされる

ようになると考えられるから，説明を与える知識の発達

の方が手続きの柔軟な使用に先行する，あるいは少なく

とも並行すると考えられる。

次に，目的に応じた手続きの柔軟な使用をもたらすと

仮定される第２の要因，すなわち，手続きに関する知識

自体の表現の変化について考えてみよう。これについて

は，Karmiloff-Smith（1990,1991）より示唆される。そ

こでは，「絵を描く」という手続きの柔軟化を，４～10歳

児に，架空の家や架空の人間を描かせることによって検

討している。架空の人間は現実の人間を描く手続きに変

更を加えることによって描かれるが，その変更の加え方

が，加齢に伴い，次のように変化していった。４歳児は

手続きを変更できないが，次第に，手続きの最後の部分

を削除できるようになり，さらには，手続きの中途部分

を繰り返すとか，他の手続きの要素と置き換えられるよ

うになる。つまり，手続きに関する知識は，発達につれ，

手続き全体が単一のユニットとして機能し，内部にアク

セスできないように表現された知識から，分節化され，

内部の情報を自在に入れ替えられるように表現された知

識へと変化していくのである。

手続きの内部の情報にアクセスできなければ，たとえ

目的の達成方向や要素の実現方法を説明する知識をもっ

ていたとしても，手続きを柔軟に使用することは不可能

であろう。したがって，説明を与える知識の発達とは区

別される要因として，手続きに関する知識自体が柔軟に

変更可能なように表現され直されることを仮定するのは

不合理でなかろう。

以上のことから，手続きの目的に応じた柔軟な使用に

は，手続きについて説明を与える知識の発達，および，

手続きに関する知識それ自体が，内部の情報に自在にア

クセスできるよう表現し直されることという，２つの要

因が関与すると考えられる。そこで本研究では，「食事」
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の手続きを例として，加齢に伴い手続きが柔軟に使用さ

れるようになること，およびこの変化に対する上記２つ

の要因の働きについて検討する。

食事においては，栄養摂取や体力維持のような生理的

意味と，交流や一家団らんのような社会的意味が重視さ

れている（外山，1990)。そこで，これらの意味が強調さ

れる目的を与えることにする。

研究１では，目的を達成するためのプランをたてさせ，

先に説明を与える知識との関連で述べたような発達的変

化，すなわち達成方向の多様化，目的に関連づけて実現

される要素数の増加，要素の実現方法と目的との関連性

の増大が存在するかどうかを検討する。そしてこの変化

が，説明を与える知識の発達といかに関わっているのか

を研究２で検討し，更に研究３では，手続きに関する知

識自体の表現変化との関連を探る。

ただし，本研究はあくまで探索的な段階のものであり，

いままで述べてきた仮説を検証する第一歩として，仮説

をより具体化し，今後の研究の方向性を決めていくこと

を第１の目的としている。また，我々の研究目的のため

には，研究１と研究２で同一の被験者を対象とし，かつ

研究１では個人面接方式によって，同一の被験者に思い

つく限りの達成方向でプランをたててもらうのが望まし

い。しかし，どのような達成方向が考えられるのかにつ

いてあらかじめ予測することは困難であることもあり，

多くの被験者を対象に実行し易いことを優先して，集団

による質問紙調査を，研究１．３と研究２とで別の被験者

を対象として行った。

研究１

(1)方法

手続きおよび課題生理的目的として，「明日はマラソン

大会です。マラソン大会で頑張れるような食事の計画を

たててください｣，社会的目的として，「友だちが遊びに

きます。友だちと楽しく食事できるような食事の計画を

たててください」と教示する。以下，生理的目的を与え

た群については生理群，社会的目的を与えた群について

は社会群と呼ぶ。小学生に対しても，大学生に対しても，

実験者が課題を読み上げ，課題について理解できない点

がないことを確かめた後に，個人のペースで回答しても

らった。所要時間は，およそ20分であった。

Tablel食事プランにおいて目的と関連した要素数の比率

生理群 社会群

学年摂取 抑 制 楽 しみもてなし協力

２年生

４年生

６年生

大学生

(39）９．１

(30)１２．６

(42)26.9

(33)42.6

０．０

１．０

２．４

１２．６

注)（）内は人数,単位は％

(39)20.1

(26)１４．１

(41)１５．２

(41)１１．９

７．０

３３．７

１２．６

４９．８

０．０

７．６

５．０

９．７

対象東京近郊の公立小学校１校，東京近郊の私立大学

１校で行った。人数については，Ｔａｂｌｅｌに示す。

(2)評定

プランの構成要素記述の細かさにバラツキがあったた

め，次に示す方法でプランの構成要素を同定した。まず，

集められたデータをもとに，なるべく細かな記述レベル

からなる物語をつくり，大学生１０名に「自然な区切れ目

と思われる箇所」に印をつけてもらった。８名以上が印

をつけた箇所を要素の区切れ目とした。その結果，(1)献

立，(2)買物，(3)調理，(4)配膳，(5)食べる（会話も含め

る)，(6)片付け，(7)掃除，(8)出迎え，(9)見送り（(7)～(9）

は社会群のみ）の要素があることが確認された。２人の

評定者が独立に要素を区切り，不一致の点は協議して決

定した。なお，評定者間の一致はＫ＝0.83だった。

目的との関連性各要素が目的と関連づけて実現されて

いるかどうか'を，後に記載する達成方向のタイプを鑑み

た上で２人の評定者が独立に５段階で評定し（関連しな

いを1点，関連していないとはいえないを２点，関連し

ているを３点，よく関連しているを４点，とてもよく関

連しているを５点)，その平均値を目的との関連度得点と

する。この値が１．５点以上である場合には，少なくとも

評定者のどちらか一方によって目的に関連しているとみ

なされたことになる。なお，各要素における評定者間の一

致は相関係数で0.34～0.94であり，いずれも有意だった。

達成方向のタイプ全データを対象として，生理的目的

および社会的目的を食事において達成する場合に考えら

れる，達成方向のタイプを検討した。その結果，生理的

目的には，(1)摂取タイプ（体内に摂取される栄養をより

多くする)，(2)抑制タイプ（消費体力をより抑える）とい

う２つのタイプが，社会的目的には，(1)楽しみタイプ（自

分も含めてみんなが楽しい気持ちを共有できるようにす

る)，(2)もてなしタイプ（やらなければならない仕事は自

分だけで引き受け，友だちにはもっぱら楽しんでもらう)，

(3)協力タイプ（仕事を分担協力して行い，仕事という，

本来楽しみとして位置づけられないことをも楽しいもの

に変えて共有する）という３つのタイプが認められた。

各タイプにおける典型的な食事プランは次のようにな

る。摂取タイプでは，「栄養のある献立を考え，栄養が逃

げないように調理して，消化がよいようによくかんで食

べる｣，抑制タイプでは，「よけいな体力を使わないよう

に買物や調理は簡単に済ませ，片付けも手早くして，早

脚注１研究ｌでの課題は，プランニングといっても，実際に

プランの実行を求めるというのではなく，質問紙にこたえる

形でプランをたててもらうというものである。したがって，

正確には，「各要素の実現方法が目的と関連づけられたものと

して想定されているかどうか」とすべきところではあるが，

表現の冗長性を考慮し，「各要素が目的と関連づけて実現され

ているかどうか」とする。以下，これに準ずるものとする。
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<体を休める｣，楽しみタイプでは，「みんなが好きな献

立を考え，みんなで楽しく話をしながら食べる｣，もてな

しタイプでは，「友だちの好みを優先させて献立を考え，

友だちに気を遣わせないように自分ひとりで買物や調理，

片付けをする｣，協力タイプでは，「献立を考えたり，買

物や調理，片付けをすることも，みんなでやれば楽しく

なるから，協力して仕事をする」となる。

先の評定において，目的との関連度得点が１．５点以上

である要素について，２人の評定者が独立にタイプを分

類し，不一致の点は協議して決定した。なお，評定者間

の一致はＫ＝０．７６であった。

(3)結果

目的の達成方向加齢に伴う達成方向の多様化が生じて

いるかどうかを検討するため，先に示した達成方向のタ

イプごとに，プランのどれか１つ以上の要素を，その方

向に沿って実現している被験者の比率を算出した。結果

を，ＦｉｇｕｒｅｌａとＦｉｇｕｒｅｌｂに示す。

生理群では，全ての年齢群で半数以上の被験者が摂取

タイプでいずれかの要素を実現している。また，抑制タ

イプも，加齢に伴い徐々に増加していく。ただし，抑制

タイプだけでプランをたてた被験者は，大学生１名にと

どまった。社会群では，楽しみタイプは年齢があがるに

つれ減少し，逆にもてなしタイプは６年生で落ち込んで

はいるものの増加していくようにみえる。協力タイプは，

わずかではあるが徐々 に増加していくようである。また，

どのタイプにも属さない被験者，つまり目的達成との関

連で実現できた要素が全くない被験者の数は，生理群に

おいても社会群においても，加齢とともに減っていた。

以上の結果から，どのようなことが推測されるであろ

うか。まず，議論の前提として，年少群で多くの被験者

に認められた達成方向が，年長になると考えられなくな

ることはあまりないと我々は仮定する。そこで，楽しみ

タイプは加齢とともに減少しているものの，それは，一

回かぎりのプランニングであるため，他の方向を選択し

た被験者の増加による影響だと考えられる。このことを

考慮すると，加齢に伴い，すべての達成方向において，

それを考えられる被験者が増加していく，または変わら

ないとみなすことができる。そのことから，ひとりの被

験者においても，加齢に伴い，考えられる達成方向が増

加していくこと，つまり達成方向の多様化が実際に生じ

ていると推測される。また，多様化の過程は，生理群で

は，まず摂取タイプが可能となり，次に抑制タイプが可

能となるという順で進み，社会群では，年少群で多数派

であった楽しみタイプがまず可能となり，次にもてなし

タイプ，その次に協力タイプが可能となるという順で進

むということが推測される。

なお，ここで認められた５つの達成方向をあらかじめ

教示した上で食事のプランを求めた個人実験（外山，1992）

の結果によれば，どの達成方向についてもそれに沿って

プランをたてることのできる被験者数は増加しており，

また達成方向のタイプによる年齢差をみた場合には，生

理的目的については摂取タイプが，社会的目的について

は楽しみタイプが他のタイプに比べてより早期から容易

であることが確かめられている。これは，タイプごとに

別の被験者群を対象とした実験結果ではあるが，上の推

測に沿うものである。

目的達成との関連で実現された要素数目的に関連づけ

て実現される要素の，加齢に伴う増加が生じているかど

うかを検討するために，被験者毎に，目的との関連度得

点が１．５点以上である要素数が全要素数に対して占める

比率を，達成方向のタイプ別に算出した。なお，目的と

関連していないと評定された要素は，その大半が食事ス

クリプトそのものの記述，すなわち「食べる」「買物にい

く」のように修辞的要素ぬきの行動記述であった。

結果を，Ｔａｂｌｅｌに示す。なお，性差についてはあらか

(％）
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Figurelb社会群において，各達成方向のタイプをひと

つ以上の要素で実現した被験者率
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Table２食事プランにおける月

的との関連度
じめ検定し，有意差がないことを確かめた。各群ごとに

年齢（４水準)×達成方向のタイプ（２水準または３水準）

の分散分析を行った結果，生理群については，年齢の主

効果（Ｆ(3,140)＝16.7,ｐ＜0.001；２年＝４年く６年く

大学）と達成方向のタイプの主効果（Ｆ(1,140)＝58.4,

p＜0.001；抑制く摂取）が有意で，年齢×達成方向のタ

イプの交互作用（Ｆ(3,140)＝３．９，ｐ＜０．１０；摂取タイプ

は２年＝４年く６年く大学で，抑制タイプは２年＝４年＝

６年く大学）の傾向が認められた。

社会群についてはｊ年齢の主効果（Ｆ(3,143)＝１４．７，

p＜0.001；２年＝６年く４年く大学）と，達成方向のタ

イプの主効果（Ｆ(2,286)＝27.1,ｐ＜0.001；協力く楽し

み＝もてなし)，年齢×達成方向のタイプの交互作用（Ｆ

(6,286)＝９．２，ｐ＜0.001；楽しみタイプは年齢差なし，

もてなしタイプは２年＝６年く４年く大学，協力タイプ

は年齢差なし）が有意であった。

生理群においても社会群においても，加齢とともに，

より多くの要素が目的達成との関連で実現されるように

なる。また，達成方向のタイプが多様化していくことが

ここでもみることができる。生理群については，２年生

では全体の10％未満の要素しか目的に関連して実現され

ていないのに，加齢に伴い，より多くの要素が目的に関

連して実現されるようになる。そしてタイプについては，

２年生と４年生では目的に関連して実現されている要素の

すべてが摂取タイプであるのに，６年生と大学生になる

と抑制タイプもみられるようになってくる。社会群につ

いても，６年生でいったん落ち込むもののほぼ加齢とと

もに目的に関連して実現される要素数の比率は増加して

いくといえる。タイプについては，２年生では目的に関

連して実現された要素の2/3以上が楽しみタイプで占めら

れているのに，それ以上の学年になるともてなしタイプ

の方が多くなり，また協力タイプも認められるようにな

る。ただし，先の分析と同様，楽しみタイプが一見減少

していくようにみえるのは，楽しみタイプでももてなし

タイプでも要素を実現できるけれども，もてなしタイプ

の方を選択するという場合の増加が影響しているためと

考えられる。

以上の結果から，加齢に伴い，より多くの要素が目的

達成との関連で実現されるようになると推測される。ま

た，達成方向の全タイプにおいて，それに沿って実現さ

れる要素数が，加齢に伴い増加または変わらないことか

ら，先の分析同様，タイプの多様化が生じていると推測

される。また，その多様化の進み方にも，先の分析と同

様なことが推測される。

要素の実現方法と目的達成との関連度要素の実現方

法と目的との関連性の増大が生じているかどうかを検討

するために，被験者ごとに１要素あたりの平均関連度得

点を算出した。２．４年生の抑制タイプと協力タイプの要

２．０

２．９

２．３

３．９

社会群生理群

175

４
９
６
２

●
●
●
●

１
１
２
３

２年生

４年生

６年生

大学生

注）最大値＝５

素が少なかったため，ここではタイプによる差は問題と

しない。

結果を，Ｔａｂｌｅ２に示す。′性差についてはあらかじめ検

定し，有意差がないことを確かめた。各群ごとに年齢（４

水準）の１要因分散分析を行った結果，年齢の主効果が

生理群（Ｆ(3,140)＝20.1,ｐ＜0.001；２年＝４年く６年く

大学）においても，社会群（Ｆ(3,143)＝20.1,ｐ＜0.001；

2年＝６年＝４年く大学）においても有意であった。ここ

から，加齢に伴い，各要素はより目的達成に関連して実

現されるであろうと推測される。

(4)まとめ

以上の結果より，加齢に伴い，目的の達成方向につい

てはより多様なタイプが考えられるようになり，そのも

とで，より多くの要素がより強く目的達成に関連して実

現されるようになると考えられる。つまり，加齢に伴い，

目的に応じて手続きが柔軟に使用されるようになること，

そして達成方向の多様化の進み方についても，具体的な

順序が推測された。

我々は，ここで推測されたような手続きの柔軟化には，

(1)手続きについて説明を与える知識の発達と，(2)手続き

に関する知識それ自体の表現変化という２つの要因が関

与しているのではないかと仮定した。そこで研究２と研

究３では，この２つの要因との関連を検討する。まず，

研究２では説明を与える知識の発達との関連をみる。課

題として，研究１で見いだされた達成方向の各タイプに

沿ったプランを示し，そこでの要素の実現方法と目的達

成との関連性について説明を求める。かりに，手続きに

ついて説明を与える知識の発達が手続きの柔軟化をもた

らす唯一の要因だとするならば，次のように予測される。

(1)加齢に伴い，より多くの被験者が，より多くの要素に

ついて，その実現方法と目的達成との関連’性について説

明できるようになる。(2)研究ｌにおいてより早期から認

められたタイプの達成方向については，他のタイプに比

べてその説明もより早期から可能であろう。すなわち，

生理群では摂取タイプ，抑制タイプの順に，社会群では

楽しみタイプ，もてなしタイプ，協力タイプの順に早く

から可能になるだろう。なお，説明を与える知識の発達

は，手続きの柔軟化の原因とみなされるのだから，前者

の方が後者より先行する，あるいは並行すると考えられ

る。よって，研究２においては，研究１よりも全般的に
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遂行結果がよいかもしれない。 からだ)，(5)無回答。

(3)結果

説明できた被験者数達成方向のタイプごとに，少なく

とも１つの要素において，そのタイプに沿って，要素の

実現方法と目的達成との関連性について説明できた被験

者の比率を年齢群別に示したものが，Ｔａｂｌｅ３である。生

理群では，摂取タイプについても抑制タイプについても

ほとんど全ての被験者が説明できている“社会群では，

もてなしタイプについては全年齢群において，ほとんど

全ての被験者が説明できているが，楽しみタイプについ

ては２年生において，協力タイプについては２年生およ

び４年生において，半数以下の被験者しか説明できてい

ない。

説明できた要素数被験者ごとに説明できた要素数を算

出し，年齢群ごとにまとめたものがＴａｂｌｅ４である。

研究２

(1)方法

手続きおよび課題質問紙による集団実験である。達成

方向の各タイプに沿って，献立・買物・調理の３要素が

実現されているプランを物語として示し，「なぜ物語の主

人公はこのような行動をとったのか」を説明させる。小

学生に対しては，実験者が物語を読み上げ，物語の内容

について理解できない点がないことを確認してから，課

題をl題ずつ読み上げ，全員が回答するのを待って次の課

題に移った。所要時間は，およそ20分であった。大学生

に対しては，個人のペースで回答してもらった。

各タイプにおける要素の実現方法は次のようである。

摂取タイプでは，「たくさん食べたくなるような献立を考

え，肉と野菜をたくさん買い，色々な材料を使って料理

をつくる｣，抑制タイプでは，「早く寝られるように時間

をかけないで献立を考え，遠くまででかけないで，近所

で買物をすませ，簡単にできるものをつくる｣。楽しみタ

イプでは，「食事が楽しくなるような献立を考え，おいし

いものがつくれるような材料を買い，みんなが好きなも

のをつくる｣，もてなしタイプでは，「友だちの好きな献

立を考え，お金がかかってもいい材料を買い，友だちが

来たらすぐに食べられるように，料理を自分ひとりでつ

くっておく」，協力タイプでは「友だちと一緒に献立を考

え，みんなで買物にいき，友だちに手伝ってもらいなが

ら料理をつくる｣。なお，これらの実現方法は，第１実験

において多くの被験者が産出したものである。

対象東京都内にある公立小学校３校と，東京近郊にあ

る私立大学１校で行った。人数は，Ｔａｂｌｅ３に示す。

Table４食事プランの説明におし'て説明できた要素数

Table３食事プランの説明における各達成方向の説明者

率

生理群 社会群

性差についてはあらかじめ検定し，有意差がないことを

確かめた。各群毎に，年齢（４水準)×達成方向のタイプ

(２水準または３水準）の分散分析を行った結果，生理群

では年齢の主効果（Ｆ(3,175)＝１３．２，ｐ＜0.001；２年＝

４年く６年く大学）が，社会群では年齢の主効果（Ｆ(2,

234)＝14.1,ｐ＜0.001；２年＝４年く６年く大学)，達成

方向のタイプの主効果（Ｆ(3,234)＝29.3,ｐ＜0.001；協

力く楽しみくもてなし)，年齢×条件の交互作用（Ｆ(6,

234)＝３．９，ｐ＜0.001；２年では協力く楽しみくもてなし，

４．６年では協力く楽しみ・もてなし，大学ではタイプによ

る差なし）が認められた。

両群について，加齢に伴い，より多くの被験者がより

多くの要素について，実現方法と目的達成との関連を説

明できるようになる。これは予測(1)と一致している。達

成方向のタイプによる差をみると，生理群ではタイプに

よる差はなく，どちらについてもほとんどの被験者が説

明できている。社会群については，研究１で目的と関連

したプランをたてた場合に２年生の多くが利用した楽し

みタイプにおいて，２年生の半数以下の被験者しか説明

できていないのに対し，あまり利用していなかったもて

なしタイプにおいて，２年生のほとんどが説明できてい

る。４年生になると，楽しみタイプともてなしタイプに

ついては，ほとんどの被験者が説明できるようになる。

３６(36）

４１(29）

８６(28）

lOO(１３）

学年摂取抑制楽しみもてなし協力

注）（）内は人数,単位は％

２年生

４年生

６年生

大学生

７
０
９
９

●
●
●
●

１
２
１
２

６
０
４
７

●
●
●
●

１
２
２
２

８
６
９
３

●
●
●
●

０
１
１
２

８
６
０
４

●
●
●
●

１
１
２
２

４
５
４
５

●
●
●
●

０
０
１
２

(2)評定

以下のような説明は，目的達成と要素の実現方法の関

係が達成方向に沿って説明できていないものとする。（１）

目的の反復（肉と野菜を買うのは，マラソン大会で頑張

れるからだ)，(2)達成方向のタイプに沿っていない（肉と

野菜を買うのは，体をよく休ませるためだ)，(3)目的に無

関連（肉と野菜を買うのは，大きくなれるからだ)，(4)実

現方法の反復（肉と野菜を買うのは，肉と野菜を食べる

注）最大値＝３

92(12）

83(18）

92(23）

93(15）

学年摂取抑制楽しみもてなし協力

生理群 社会群

２年生

４年生

６年生

大学生

９７(24）

９７(29）

９８(25）

lOO(12）

４３(15）

lOO(19）

９５(23）

lOO(15）

８７(27）

９３(30）

９５(23）

lOO(13）
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協力タイプについては，２年生・４年生における説明者

率が低い。６年生以上になると，どのタイプについても

説明できるようになる。これらの結果は，社会群で協力

タイプがもっとも遅れて説明できるようになることを除

けば，予測(2)と一致していない。

(4)まとめ

加齢に伴い，より多くの被験者が，より多くの要素に

ついて，その実現方法と目的達成との関連性が説明でき

るようになる。この結果は予測と一致するものであった。

しかし，タイプ間の比較によって見いだされた研究１と

研究２の結果のズレは，手続きについて説明を与える知

識の発達が手続きの柔軟化をもたらす唯一の要因ではな

いことを示唆している。というのは，説明を与える知識

の発達が，手続きの柔軟化をもたらす唯一の要因である

ならば，研究１においてより早期から認められたタイプ

の達成方向については，その説明もより早期から可能で

なければならないはずである。しかし，生理群について

は摂取タイプと抑制タイプの間に差は認められず，社会

群についてはもてなしタイプの方が楽しみタイプよりも

説明が先行するという結果が示されたからである。ただ

し，社会群の協力タイプについては，研究１で最も遅れ

て認められるようになったことに沿うように，研究２で

も説明が可能となるのが最も遅かった。

そこで研究３では，手続きの柔軟化をもたらすもうひ

とつの要因と考えられる，手続きに関する知識自体の表

現の変化が，いかに関与するのかを検討する。手続きに

関する知識が，発達初期において，内部の情報に自在に

アクセスできるような知識となっていないのであれば，

たとえ手続きについて説明を与える知識を保持していて

も，これに沿って手続きを変更することは困難なはずで

ある。

以上の問題を検討するために，研究３では，研究１で

産出されたプランを，それが食事の標準的な.手続きであ

る食事スクリプトをいかに変更することによって生成さ

れたのかという観点から分析することにする。

ここで注目することは次のことである。手続きに関す

る知識自体の表現の変化は，研究１の結果の一部，つま

り研究２での説明を与える知識の発達の要因によって説

明できなかった部分を説明できるだろうか。具体的にい

うと，研究２で，生理群では摂取タイプと抑制タイプが

同時に説明可能となり，社会群ではもてなしタイプー楽

しみタイプの順に説明可能となっているのに，研究ｌで

は，摂取タイプー抑制タイプ，楽しみタイプーもてなし

タイプの順に利用可能となると推測されていた。このこ

とは，抑制タイプ，もてなしタイプが，それぞれ摂取タ

イプ，楽しみタイプよりも，手続きの内部へのアクセス

をより要求する，つまり標準的なスクリプトからより離

れたプランであるならば，手続きに関する知識の表現の

変化という要因によって説明可能だろう。

研究３

(1)評定

食事の標準的な手続きが，目的達成との関連でいかに

変更されたのかを検討する。食事の標準的な手続きは，

外山（1991）において得られたものを使用する。そこで

は，小学校２年生・４年生・６年生・大学生に対し，質

問紙によって「食事をするときには，どんなことをどん

な順番でやりますか」と聞いた。その結果，記述の詳細

さにバラツキがあったものの，ほとんど全ての被験者が，

｢献立一買物一調理一配膳一食べる一片付け」の６要素で

手続きを構成していた。これらの各要素は，「行為者一行

為一対象物」という形で表現することができ，行為者が，

｢食べる物を考える一材料を買う一材料を料理する一食べ

物を配膳する一食べ物を食べる一食べたものを片づける｣，

のようになる。

標準的手続きがこのように表現されているとした上で，

以下４つの変更カテゴリーを設ける。(1)要素の移動・削

除（｢友だちに気を遣わせないように，友だちが帰った後

で片づける」を片付けの移動，「片付けると疲れてしまう

から，片付けない」を片付けの削除)，(2)行為の変更（配

膳を「盛り上げるために，少しずつ料理をだしていく」)，

(3)新行為（｢食べる」に「(食べながら）話をする」を加

える)，(4)行為者・対象物の変更（調理を「みんなで料理

をすると楽しいから，みんなで食べ物をつくる」にする

のを行為者の変更，買物を「栄養をつけるために，肉と

野菜を買う」にするのを対象物の変更）である。（1）は，

要素レベルでの変更，(2)～(4)は要素内レベルでの変更と

いえる。

食事の手続きにおいて，行為者および対象物は，その

時々で変えられるという意味で変数化されていると考え

られる。たとえば，母親が買物にいくかもしれないし，

自分がいくかもしれない。また，すき焼きを食べるかも

しれないし，コロッケを食べるかもしれない。一方，行

為は，いつの食事でも，買物をする，調理する，食べる

という行為自体は変えられないという意味で，定数化さ

れていると考えられる。従って，(4)行為者および対象物

の変更のような，手続きの他の要素については何の影響

も及ぼさず，ただ変数値を置き換えるだけの変更は，（１）

要素の移動・削除，(2)行為の変更のような，手続きの他

の要素との関係を変えたり，定数部分を書き換える変更

に比べ，よりたやすいと考えられる。(3)新行為は，それ

が挿入されたからといって，手続き内にもともとあった

情報を変更する必要はないわけだから，それを必要とす

る(1)(2)に比べれば，よりたやすい変更であると考えられ

る。

研究ｌにおいて，目的との関連度得点が１．５以上であっ
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た要素についてのみ，いま示したカテゴリー化を行う。

カテゴリーが重複した場合には，上記の考えに従って「よ

りたやすくない」変更を優先させる。すなわち，(1)(2)を

(3)(4)に優先させる。本研究のデータの範囲では，(3)(4)の

重複は認められず，(1)(2)の重複もわずか1箇所にとどまっ

た。その場合には，（1)は要素レベルでの変更，（2)は要素

内レベルでの変更であることから，(1)の方がよりグロー

バルな変更であると考えられるため，（１）を優先させた。

2人の評定者が独立に評定し，不一致の点は協議の上決定

した。なお，評定者間の一致はＫ＝0.86であった。

(2)結果

結果を，Figure2に示す。生理群については，摂取タ

イプでは「行為者および対象物の変更」が圧倒的に多く，

抑制タイプでは全体の頻度が少ないものの比率としてみ

れば，「要素の削除または移動」および「行為の変更」が

多くなっている。社会群については，楽しみタイプでは

｢新要素」と「行為者および対象物の変更」が大半を占め

ている。もてなしタイプでは，楽しみタイプ同様に「新

要素」ｒ行為者および対象物の変更」が多くみられるもの

の，「要素の移動または削除」「行為の変更」も楽しみタ

イプに比べるとより多く認められる。協力タイプでは，「行

為者および対象物の変更」がほとんどである。

生理的目的を摂取タイプで達成しようとする場合には，

行為者および対象物のような，変数値の置き換えでプラ

ンがたてられるものの，抑制タイプで達成しようという

場合には，要素の移動や削除，あるいは行為のような定

数化されている部分の変更が必要である。これと同じこ

とが社会的目的を達成するためのプランにもいえて，楽

しみタイプや協力タイプで達成しようとする場合には，

変数値の置き換えですむものの，もてなしタイプでは定

数部分の変更が必要になる。

以上の結果は，研究１と研究２の結果のズレが，手続

きに関する知識自体の表現の変化という要因によって説

明可能であることを示唆する。年少児は，抑制タイプや

もてなしタイプのプランを説明できても，そのようなプ

ランをたてることがほとんどなかった。研究３での分析

の結果，この両タイプのプランをたてるためには，手続

きの構成要素間の関係や定数部分にアクセスし，書き換

えなければならないことが示された。年少児において，

手続きに関する知識がその内部に自在にアクセスできる

ものとなっていないのならば，このようなプランをたて

るのは困難だろう。

なお，社会群の楽しみタイプと協力タイプは，この分

析では，同程度に容易な変更しか求めないプランである

と示唆されている。それにも関わらず，研究１で楽しみ

タイプの方が早期に認められると推測されていたのは，

手続きに関する知識自体の表現の変化ですべてが説明で

きるわけではないことを示唆している。研究２では，協

力タイプを説明することが最も遅れて可能となることが

示されており，手続きの柔軟化の少なくともこの部分は，

説明を与える知識の発達によって説明しなければならな

いことが推測される。また，本分析で，容易な変更しか

求められないプランだと示唆された生理群の摂取タイプ

は，研究１において，関連させて実現された要素数につ

いては，加齢に伴う著しい増加が認められていた。手続

きに関する知識自体の表現の変化が，手続きの柔軟化を

もたらす唯一の要因だとすれば，このような増加はみら

れないはずである。このこともまた，説明を与える知識

の発達によって説明しなければならないことを推測させ

る。

全体的考察

手続きに関する知識が手続きの意味について説明を与

える知識の発達と，手続きに関する知識自体の表現の変

化につれて，柔軟に使われるようになることを示すこと

が，本研究の目的であった。そのために，研究ｌではプ

ランニング課題，研究２では説明課題，そして研究３で

はプランの分析を行い，それらの関連を検討した。その

結果，研究１では達成方向の多様化，目的に関連づけら

れる要素数の増加，目的との関連度の増加が認められた。

また研究２と研究３の結果は，両要因がそれぞれ単独で

は不充分だが，手続きに関する知識の柔軟化をもたらす

要因となっていることを示唆している。

しかし，上述のように本研究は，こうした目的を持つ

研究としては，実証的研究としても，理論的発展をめざ

す研究としても先駆的なものであり，多分に探索的なも

のであったため，今後に残された課題は多い。そこでま

ず，そうした今後の研究課題を考察する。

第１に，本研究の研究１では，加齢に伴う目的の達成

方向のタイプの多様化を検討するために，個人間の多様

化から個人内の多様化を推測するという方法をとった。
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Figure2各土圭成方向のプランにおける変更内容



手続きに関する知識の柔軟性をもたらす要因 １７９

しかし本研究において，生理群・社会群あわせて５種類

の達成方向が明らかになったのだから，そのそれぞれを

採るよう誘導した上でプランニングを行なわせ，研究ｌ

における推測を確認しなければならないだろう。

第２に，研究２では，達成方向間の比較のために，説

明すべき要素を全達成方向のもとで同一にしたが，達成

方向によって関連づけやすい要素は異なるかもしれない。

そのため，ここで示された結果は，各達成方向に関連づ

けた説明が可能になる時期を正当に反映していない可能

性もある。また，研究ｌと研究２の結果のズレはこれに

よっていたのかもしれない。そこで，達成方向ごとに関

連づけやすい要素を選び，プランニング課題での結果と

対応づけるような工夫が必要かもしれない。

第３に，２つの各要因が手続きに関する知識の柔軟化

といかに関わるのかをより詳細に検討するために，手続

きの変更方法を統制できる課題を考える必要があるだろ

う。

ところで，本研究の重要な概念である「説明を与える

知識」は，それがどのように表現されており，どのよう

な過程の中で機能するのかは具体的にはよくわかってい

ない。このことを明らかにすることも今後の課題である。

その際，こうした知識の機能についての研究が蓄積され

ているカテゴリー研究や概念発達研究から，理論的にも

方法論的にも示唆が得られることが期待される。一方，

この課題に取り組む中で，これらの研究領域への成果の

フィードバックができるかもしれない。

最後に，本研究のより広い文脈における意義を述べる。

本研究において扱われた手続きに関する知識は，「目標達

成に向けて組織された出来事の時系列的順序に関する知

識」としてのスクリプトである。このスクリプトは，当

初人工知能研究において提唱され（SChank,＆Abelson，

1977)，その後，心理学における実証的なスキーマ研究の

代表的な研究対象となった（たとえば，Bower,Black,＆

Turner,1979)。しかしながら，人工知能研究においては，

その後スクリプトの理論は大幅に見直しがなされ，新た

にＭＯＰ・ＴＯＰ理論と呼ばれる出来事に関する知識の体

系についての理論（Schank，1982）が生み出された。こ

れら新たな理論は，知識の一般化を説明することをめざ

して提唱されたものである。しかしその一方で，柔軟な

使用を可能にするようなスキーマの体系は，いかに表現

されていなければならないかにアプローチした，認知科

学における殆ど唯一の理論であるという意義も持ってい

る（鈴木，1989)。ところが，ＭＯＰ・ＴＯＰ理論を，特に

その柔軟性のある体系という側面について扱った心理学

研究はこれまで殆どなかった。これを踏まえると，本研

究は，ＭＯＰ・ＴＯＰの瑚論が扱う問題とは相補的な問題，

つまり，柔軟な使用が可能なように表現されたスキーマ

の体系が，実際いかに使用されるのか，あるいはいかに

獲得されるのかという問題に，心理学の側から初めてア

プローチし，説明を与える知識と手続きに関する知識の

表現の変化がその鍵になる，という答えを出そうとした

ものと位置づけることもできよう。
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意見論文

近藤論文への意見一愛着理論による検証を－

数井みゆき
(お茶の水女子大学）

ストレンジシチュエーション法（以下ＳＳ法と略す）は，

測定法としての立場が揺るぐどころか，有効性の方が優

位に立っており，それは，最近のＳＲＣＤのニューズレ

ター（Carlson＆Sroufe，Springissue，1993）に現れた

ＳＳ法の評定に関する記事からも明らかである。近藤のこ

の論文のＳＳ法に関する部分は，その批判的立場から書か

れたものであろう。私自身はアメリカにおいて使われて

いるＳＳ法の妥当性に対して近藤ほど批判的ではないが，

現在のアメリカでの愛着研究は，むしろＳＳ法への依存度

が高すぎることが問題であろう。つまり，ＳＳ法によるデー

タ集めが，効率的（特に時間的に）であるので，安易に

その測定法を含んだ研究があることは事実であろう。そ

れゆえに親子の自然場面観察データをＳＳ法のデータに加

え情報を充実させることで，愛着関係を様々な側面から

引き出し統合的に語ることの重要性は重々認識されてい

る。そういう意味で，WatersのＱソート法が果たす役割

は大きいと考える。以下では，今回の近藤の論点に焦点

をあて，特にＱソート法に関する私の見解を述べていく。

このレビューのなかで，最も説得性に欠けるところは，

近藤とヴァレイケンによる，日本におけるＱソート法を

使った一連の研究をベースに，近藤が論点を主張してい

るところである。日本での研究で，母親の敏感性と観察

者のＱソートの結果とは，有意な相関があったが，母親

のしたＱソートの結果とは相関がなかったということを

報告しているが，Ｑソートの観察者が母親の敏感性も測

定しているのである。だからといって，全く信懸‘性がな

いとはいわないが，疑問を持たれても仕方のないやり方

でのデータ集めによって，この後半部分の論点を築くこ

とはどうかと考える。私もＱソートではないが，母子相

互場面で母親と子どものデータを同一人物が同時に評価

したということで，アメリカでは，そのような信頼性の

ないやり方では論文を拒否されるといわれ，別々の観察

者が母と子をそれぞれ評価し直すという過程を経て論文

が掲載された経験を持つ。母親が子どもと遊んでいる場

面と愛着の評価をした場面を，同一観察者が見ていたら，

いくらそのそれぞれが別々の場面を担当するといっても，

他の場面の影響を受けていない，つまり，そのデータに

独立性がないといわれても仕方がないことである。

さらに，近藤らの評価による敏感性が，母親よりも近

藤らの評価による愛着の安定性とより高い相関を示して

いたことから，すぐに，母親の評定が「認知」であると

は短絡的すぎないか。母親自身を評定者とした場合，ど

のくらいその母親をＱソート法に親しませるのかという

ことが一つの大きな要因となることが知られている。具

体的には，項目にしっかり目を通してもらうことと，意

味の不明瞭な表現や状態をその時点（分類以前に）に明

白にすること，母親が評定をしている時にわからないこ

とを質問できる助手がいること，さらに，その子どもの

ここ１，２週間以内の行動だけを頭に置いてやってもら

うこと（つまり，子の意図的な部分を解釈しないことや

性格的な判断に陥らないようにすること）などの準備が

整ったときに，母親はよき観察者で評定者になれるので

はないか。むしろ，母親以外の評定者と母親との間の不

一致は，その評定者が数時間の訪問では，充分な判断が

得られなかった項目との間でおこる率が高いのである。

ただし，以上のことは，母親のほうが精神的に不健康で

ある場合は，母親を評定者にしないほうがよいと考えら

れている（Teti，Nakagawa，Das，＆Wirth，1991)。

第二に近藤の議論が，ｓｓ法とＱソート法の使用理由に

ついて，明確ではない点である。最初に私は，アメリカ

でのＳＳ法の使用には，近藤ほど否定的ではないと書いた

が，日本に置けるＳＳ法では，２つの具体的な問題点があ

ると考える。１つは近藤も述べているように，様々な理

由からその妥当性が確証できていないことである。２つ

めは，ＳＳ法の測定範囲が，乳児が12ケ月から18ケ月が理

想であるという点である。つまり，日本人の１２ケ月児の

愛着の測定は，ＳＳ法を使うか，他の方法をとるかという

ことを考慮しなければならないが，３歳児前後では，ＳＳ

法は本来もう，測定法としての選択圏外である。近藤が

この２点に対して明確な視点を提示していないことが，「実

施の簡便さと，対象年齢の広さから，ストレンジ・シチュ

エーション法に替わるものとして……」私の研究

(Nakagawa,Teti,＆Ｌａｍｂ,1992）などで使用してあると，

述べられていることから伺われる。私の被験者は，３歳

児前後がほとんで，そのような幼児を対象にする場合，

少なくとも私は，ＳＳ法を使うことを最初から考えないの

である。

さらに，Ｑソート法の実施は，簡便という見解を近藤

は示しているが，アメリカでＳＳ法が広範囲に使用されて

いることは，むしろその実施が簡便である（30分実験室

でビデオをとればよい）というその理由もあることを忘

れて欲しくない。Ｑソート法に関しては，母親へＱソー

ト法の用紙一式を送って，やってもらい，それを受け取

る分には，「簡便」かもしれないが，私のデータ集めの経
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験からでは，観察者が家庭訪問をし，また，信頼性の検

証のため，助手の人を数名トレーニングしたり，その助

手を伴っての家庭訪問も行うということは，被験者の予

定に連動すること（たとえば，乳幼児は病気になりやす

いので）を加えれば，近藤のいうほど「簡便」であろう

かと考えてしまう。母親を評定者とする場合でも，母親

への事前の教育と助手が分類時に同席することなどをふ

まえると，「簡便」とは思えない。少なくとも，ストレン

ジシチュエーション法よりも時間をとることは確かであ

る。その上，愛着の測定以外の観察も加わると，そのよ

うな場合は，正しくデータを収集するために，訪問を目

的にあわせて，数回にわけることが普通である。つまり，

Ｑソート法を「簡便」なレベルで使いこなすには，この

ようなプロセスが必要であることを忘れて欲しくない。

第３に，近藤も述べているとおり，Ｑソート法は，いろ

いろな使い方が可能である。しかし，母子愛着関係の安

定性の測定法として使うことと，それ以外の使用では目

的も違うし，その理論的，概念的フレームワークも違う

のである。つまり，愛着関係の指標として使う限りは，

Ｑソート法の妥当性は，愛着理論によって導かれる要因

との関係を根気よく，検証していかなければならない思

う。その検証を容易にしたということで，近藤の一連の

研究でいちばん評価できることは，日本の専門家に日本

で安定の高い子を想定してもらってしたＱソートの結果

が，アメリカの専門家が同様にしたものと非常に高い相

関があったことを示したことであろう。愛着の安定性と

いう概念が，アメリカのそれと一致していることで，愛

着理論に導かれた実証研究をしやすくしたと思う。

最後に，近藤の試みは，日本でのＱソート法を使った

数井論文への意見

近藤清美
(大阪大学人間科学部）

数井論文は，原著論文で紙幅の関係上，充分書ききれ

なかった点を指摘し，アタッチメントのＱ分類法を用い

る上での留意点をきわだたせてくれた。とりわけ，アタッ

チメントのＱ分類法の妥当性の検証がアタッチメント理

論の枠組みで行なわれるべきであり，わが国独自の問題

を追究する際も，アタッチメント理論が提起する変数を

取り入れることが大切であるとする主張は重要である。

わが国の研究者の場合，ともすれば欧米で開発された新

しい測定法をすでに妥当なものとして導入し，本来の理

論的枠組みを省みず，「独自的」と称する問題を解決する

のに利用しがちである。数井の主張は，そのことに対す

る重要な警告であろう。しかし，アタッチメントのＱ分

類法が，ストレンジ・シチュエーション法を単に補足す

研究を促し，愛着研究の充実を訴えるという点では評価

に値すると思う。これは，私自身の課題でもあるが，Ｑ

ソート法の愛着安定性の測定法としての妥当性の検証は，

Bowlby（1969）の愛着理論に基づいた変数間で，理論に

よって予測されるような結果となるかということの検討

が，いちばんの基礎だと考える。日本での愛着研究を欧

米のコピーとしないためには，そのような変数を取り入

れつつ，さらに，日本文化の影響があると思われる要因

を絡めた研究を推進することであるし，日本におけるＱ

ソート法の妥当性はそのような研究の過程のなかでこそ，

検証されてくると考える。
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るものであるとするなら，その可能性を狭めるように思

われるので説明を加えたい。

その前に，数井論文の中で，いくつかの用語について

気になった。わが国の論文や学会発表でも使われ方が様々

なので，今後の論議を高めるためにここで指摘したい。

まず，「愛着」という言葉であるが，日本語の本来の意味

では結びつきという意味が強く，また，愛着を依存と同

義のものと考える行動主義の立場に立つ研究者も多い。

そのため，Bowlby-Ainsworth理論での意味，つまり，ア

タッチメント対象を探索のための安全基地として利用す

る点を強調し，従来の意味と区別するために，私の論文

では「アタッチメント」という言葉を用いた。次に，「Ｑ

ソート法」という言葉であるが，この方法自体は心理学
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で古くから使われてきたものであり，わが国でも人格研

究に使用されており，「Ｑ分類法」と訳されている。そこ

で，私の論文でもこの言葉を使用した。最後に，ストレ

ンジ・シチュエーション法の言い方であるが，冗漫で，

直訳しても意味不明である。ＳＳＰと略すこともあるが，

数井が示したようにＳＳ法というのが分かりやすく，妙案

のように思える。

さて，アタッチメントのＱ分類法で用いられる安定性

の標準分類について，今後もわが国における妥当性の検

討が必要であることは確かである。論文ではVereijken・

近藤の研究を妥当性を検討したものとして挙げたが，こ

の研究では，母親の敏感'性とアタッチメントの評価が別

の時に行なわれていないことは確かである。しかし，こ

れまでの経験から，家庭訪問を数回に分けて行なうこと

はたいへん難しいことが分かっていたため，両者につい

てできるだけ独立した評価を，一度の訪問で得るような

策を講じたつもりである。すなわち，母親の敏感性とア

タッチメントの評価はそれぞれ別の場面で行ない，しか

も，２名の観察者が独立に評価した。そこで，Vereijken

の母親の敏感性の評価と近藤のアタッチメントの評価と

の関連を調べ，また，その逆も行なった。その結果，い

ずれの結果も同じことであったため，最終的に，Vereijken

と近藤の結果を平均して相関を求めたのである。いずれ

にしろ，Ｑ分類法の妥当性の検証は，アタッチメント理

論が要請する方法論に従って地道になされるべきである

ことは，常に留意したいものである。

次に，母親が行なった評価の問題を取り上げる。具体

的項目に基づいているが故に，項目そのものが観察者に

何を観察すればよいかを教え，観察者を訓練することが

できるということが，アタッチメントのＱ分類法の大き

な特徴である。注意深い教示と援助があるならば，母親

が優れた評定者になりうることは，数井が指摘するとお

りである。翻って，その様な注意がなされない場合〆母

親の評定は，子どもの行動に関する母親の「認知」であ

る可能性が高い。通常の質問紙のように，紙に書かれた

教示を郵送するだけなら，こうした危険性が大きいとい

えるだろう。その際，母親の評定の歪みは，どの母親に

も共通しているのではなく，母親の子どもへの敏感性に

よって程度が異なり，単純な統計的処理では解決できな

いことは，Vereijkenと近藤の研究が明らかにしたことで

ある。

最後に，Ｑ分類法でアタッチメントを測定することは，

年齢や文化背景の違いなどの理由で，ストレンジ．シチュ

エーション法に替わる方法であるということばかりでは

なく，今後のアタッチメント研究の枠組みを広げること

も意味すると考えられるので，この点について論じたい。

すなわち，アタッチメントのＱ分類法での評価は，スト

レンジ・シチュエーション法でのものと以下の点で異な

る。まず，Ｑ分類法では，アタッチメントの安定性が一

次元尺度として得点で表され，アタッチメント・パター

ンについては分からない。また，何点以上であれば，安

定しているといった規準はない。次に，行動特性，すな

わち，個人の属性としてアタッチメントの安定性が評価

され，関係性としてアタッチメントをとらえていない。

さらに，日常場面における乳幼児の行動が問題となる。

この様に，アタッチメントのＱ分類法では，ストレンジ・

シチュエーション法で測られるのとは必ずしも同一では

ないアタッチメントの概念が採用され，日常場面での乳

幼児のアタッチメントを巡る様々な行動が問題とされる

のである。

そもそも，ストレンジ・シチュエーション法がアタッ

チメントの測定法として妥当である前提には，この方法

が日常場面でのアタッチメント・システムを反映してい

るということがある。それが保証されない場合，ストレ

ンジ・シチュエーション法はアタッチメントの測定法と

しては使うわけにはいかず，アタッチメントの評価をし

たり，新たなアタッチメントの測定法を開発するには，

日常場面での行動の記述が第一の課題となる。しかし，

こうした研究は一般的に莫大な労力がかかる。例えば，

ローレンツやティンバーゲンらが行なった比較行動学的

な記述研究では，卓越した観察者の眼が必要とされ，多

くの時間がかかる。また，タイム・サンプリング法では，

観察者の訓練や行動の記録に掛ける手間に比して得られ

る情報が少ない。一方，アタッチメントのＱ分類法では，

個々の行動の有無や頻度ではなく，行動が文脈にそって

記述されるにもかかわらず，記述に用いる言葉を制限す

ることによって観察者間で容易に比較し得る資料が得ら

れ，数量化も可能である。こうした意味で，日常場面で

観察を行なうにもかかわらず，アタッチメントのＱ分類

法では有効な資料が「簡便」に入手できるのである。こ

の様に，アタッチメントのＱ分類法では，日常場面にお

ける乳幼児のアタッチメントに関する行動を記述するこ

とに主眼がある。実験室での母子分離再会反応という特

定の行動からアタッチメントをとらえるストレンジ・シ

チュエーション法では，安定したアタッチメントの規準

は厳密に規定されるのに対し，Ｑ分類法を用いた方法で

は，日常場面での記述がなされるのでアタッチメントを

可変的にとらえる余地が残され，今後のアタッチメント

研究の枠組みを広げる可能'性を持つのである。

数井が指摘するように，アタッチメントのＱ分類法を

用いた研究が，アタッチメントの安定‘性を問題とする限

り，アタッチメント理論の枠組みにそって進められるべ

きであることは，充分肝に命じるべきである。しかし，

従来の枠組みを徐々に広げつつある現在のアタッチメン

ト研究の動向の中で，アタッチメントのＱ分類法をアタッ

チメント研究に導入することは，日常場面での乳幼児の
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行動から学ぶことの重要性とその可能性を示すものであ

り，今後のアタッチメント研究に重要な視点をもたらす

ものと期待できるのである。

1993.9.29受稿，１９９３．１０．１受理




