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教科書は子どもの社会化にとって重要な役割を担っている．したがって，教科書に描かれた家族の中で

の子どもの位置や，家族内で望ましいとされる行動には，それぞれの文化における実際の子どもの社会化

過程が反映されていると考えられる。そこで日本の小学校１～３年生用の国語の教科書に掲載されている

作品51編と，イギリスの６～９歳児用の国語の教科書に掲載されている作品61編に描かれた「家族」を取

りあげ,|そこに描かれた家族の成員構成と，成員間の情報伝達形態の内容分析を行った。更に実際の両国

の家族関係を参考にしながら，教科書と実際の親子関係，祖父母・孫関係についての考察を行った。

その結果，第１に家族の成員構成について見ると，教科書において老人と同居している子どもの割合は，

日英間で有意差が認められないにも関わらず，日本の教科書の方が祖父母が描かれている割合は有意に高

かった｡|また日本の教科書の方がきょうだいのいない一人っ子が多いこと，父親の出現頻度が少ないなど

の点が指摘された。第２に家族成員間の情報伝達形態について，親から子どもへという一方方向的な情報

伝達形態が日本では見られるのに対し，イギリスでは相互発信的な情報伝達形態が見られた。ところが，

祖父母９孫間では日英間において親子間ほど相違が認められず，同文化内の親子間と比較した結果，日本

ではむしろ相互発信的な情報伝達形態が認められ，イギリスではやや一方方向的な情報伝達形態が見られ

た｡こめことは同じ文化内でも家族内での子どもとの関係性の違いによって情報伝達が異なることを示し
ている。これらの家族内での大人と子どもの関係を，両国の統計や実際の家族像を描いた文献と比較した

結果，教科書は子どもの社会化の規定要因となる実際の家族成員間の関係や価値観，更には親の葛藤まで

をも反映していると結論づけられる。
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Ｉ問題と目的

１．はじめに’

自分の文化・社会の中で望ましいとされる行動や価値

観を獲得する際に，６～９歳の子どもにとって家庭での

生活は大きな影響を及ぼす。一方この年齢の子どもにとっ

て，学校生活の果たす役割も見逃せない。学校生活を通

して子どもの社会化にさまざまな影響を及ぼす文化の総

体は，学校文化と呼ばれる（佐藤郡衛，1993）が，家族

内の文化は学校文化の中でどのように提示されるのだろ

うか。本稿では学校文化の中で極めて重要な役割を担う

教科書をとりあげ，そこに描き出された「家族」に反映

されている日本とイギリス社会の家族関係を，成員構成

及び成員間の情報伝達の側面から分析する。

2．教科書の特性

教科書とは子どもの学力向上を目指して，それぞれの

国の教育関係者により作成され，子どもの学習教材とし

て用いられるものである。大人から子どもへの知識の伝

達は，かつて親や地域で行われていたが，急速に社会が

進化するにつれ，学校へとその場を移した（斎藤・菊池

編，1990)。そして学校において知識を効果的，系統的に

伝達するために教科書が登場し，教科書は学校文化の中

で特別な地位を持つようになった（藤田，１９９１；友田，

1990)。また教科書は同時に，子どもをその時代や社会に

適応させる使命も背負ってきた。これは日本の戦時中の

教科書の内容や登場人物の分析に最も明らかである（唐

津，1990)。このように教科書は時代や社会を映す鏡とし

て興味深い分析対象とされ，多くの研究が重ねられてき

た。これまでの教科書についての研究の視点は次の３点

に集約できる。第１は学習教材の視点から語棄や表記方

法について分析したもの（三上・矢部，1992)，第２は歴

史的視点からその時代の社会状態を分析したもの（唐淫，

1990；杉原・田中・高山，1992)，第３は作品の内容や登

場人物などについて，子どもの価値観との関わりを心理

学的視点から分析したものである。本分析もこの第３の

視点にたって行うが，この視点で分析されたものをいく

つかあげておこう。まず教科書に描かれた性差の研究が

あげられる。教科書の登場人物には男性が多く描かれて

おり，その内容も女性の就労や男性の家事を否定し，従

来の性役割行動を強める記述が多く存在していることが

指摘されている（佐藤，1978；伊東・大脇・紙子・吉岡，

1991)。そしてこのような教科書の使用が，子どもの'性役
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割へのステレオタイプを強化する危険性を示唆している。

またこの他に日本と西欧諸国の教科書の歴史的記述に注

目し，日本人の国際的視野の狭さを分析した研究がある

(安彦，1992)。これは教科書の内容が子どもの異文化に

対する価値観にも影響を及ぼすとして，教科書に掲載さ

れている情報選択を問題にしている。更に，日米の教科

書の作品内容に反映された価値観についての研究もある

(今井，1991)。

なぜこのように教科書に描かれた'性役割，国際的視野，

価値観がことさら教科書の中で問題にされるのだろうか。

それは教科書が子どもの社会化や価値形成に大きな影響

力を持つと認識されているからであろう。かつて個人の

情報源の数が限られていた時代には，教科書の内容は子

どもに大きな影響を及ぼしてきた。唐淫（1990）は，明

治，大正，昭和初期の教科書の題材の特徴と，その時代

の個人の価値観を比較し，教科書が個人の価値観を形成

する重要な要因になりうるとしている。現代では教科書

以外にも多様な情報が存在し，個人の価値観を左右する

教科書の力は相対的に小さくなった。しかしそれでも多

くの子どもが共通して長時間接する教科書が，子どもの

価値観に与える影響は大きいであろう。知識の伝達が親

や地域から学校へと移るとともに，子どもの社会化にお

いても，学校が大きな役割を果たすようになった。これ

にともない，学校において中心的な地位を占める教科書

の重要性が注目され，教科書作成側もその社会で望まし

いとされる規範や価値観を，意識的に教科書の中に注入

し，子どもの価値観を意図的に形成することも可能になっ

た。したがって教科書の内容分析は，子どもの社会化の

背景となっている，教科書作成側の意図やその社会の価

値観を分析する１つの指標としても大きな意味を持って

いる。

このような特徴を持つ教科書と社会の価値観の関係を

分析する際に，他文化の教科書との比較は，それぞれの

社会の特徴を把握するうえで大きな意味を持つ。本論で

は特に日本とイギリスの教科書を比較することで，両文

化の家族関係を考察した。このような教科書の文化比較

を行ったものに前述の今井（1991）の研究がある。今井

は日米の教科書の内容や登場人物の特徴として，アメリ

カの教科書には「創造性と個性にあふれた強い個人」が，

日本では「暖かい人間関係の中のやさしい一員」が描か

れていると結論づけている。本分析は当初，今井と同様

の方法論でイギリスをも比較対象に加えることにより，

欧米の違いを分析する目的で始められた。しかし，研究

を進めていくにつれ，後の分析方法で述べるように今井

の分析方法は本分析では受け入れられなくなった。そこ

で考察ではアメリカの教科書研究を参考にはするものの，

分析結果では日本とイギリスの比較に限定した。

Ⅱ研究素材の範囲と妥当性

１．本分析に使用した教科書の教科

分析には日本とイギリスの教科書が用いられ，その中

でも両国で公用語とされている国語のリーディングの教

科書を取りあげた。つまり日本では日本語，イギリスで

は英語のリーディングの教科書を指す。そして社会科，

道徳，宗教ではなく，特に国語の教科書を取りあげたの

は以下の理由による。社会科，道徳，宗教の教科書は，

ある一定の価値観を子どもに意識的に注入する目的で作

成されている。このためイギリスの道徳や宗教の教科書

には，ある一部の民族や宗教の価値観が色濃く反映され

ており，イギリス全体の価値観を代表しているとは言え

ない。それに対して，国語の教科書は，本来その社会の

価値観を意識的に伝える目的よりも，文法や文字の読み

書き，内容把握について教える目的で作られている。し

たがってそこで取りあげられる読み物の内容は，ほぼ同

一の価値観を持つ文化圏の中で，違和感なく一般的なも

のとして受け入れられるテーマだと考えられる（今井，

1991)。以上のことから，両国の家族成員問の人間関係を

とらえるためには，国語の教科書が最も適当だと判断し

た。

さらに国語の教科書の中でも作品を限定して扱った。

日本では１冊の教科書の中に，詩，説明文，子どもの作

文が含まれており，それが子どもと他の家族成員間の関

係を，より具体的に反映していることもある。しかし，

説明文や子どもの作文の出現頻度，そして詩に対する扱

われ方が日英間で異なるため，これらは分析対象外とし

た。したがって本分析では，教科書の中の小説，物語文

のみが対象となっている。なお，この物語文の中には日

英の昔話も含まれる。確かに昔話は現代の物語とは異な

る側面を持っているため，現代の家族像を正確に反映し

ていないかもしれない。しかし一般の児童書とは異なり，

本論でとりあげた昔話は，国語の教科書に登場する作品

であるという条件を持っている。国語の教科書は前にも

述べたように，家族についての理想的なあり方や異なっ

た形態の紹介を本来目的とはしていない。したがって，

教科書に登場する昔話の家族のありようは，現代にも違

和感なく受け入れられると仮定して，本研究の成員問の

やりとりの分析においては，昔話も基本的に現代の物語

と同様に扱った。

２．本分析に使用した教科書と場面

以上のような基準に基づき，日本の教科書では，小学

校ｌ～３年生までの児童に用いられる文部省検定済みの

現行教科書（平成４年発行）３６冊に掲載されている82編

の作品のうち，家族成員の交流が描かれているものは，

たとえその作品の主題に関係のない場合にもすべて取り

あげた結果，５１編の作品が対象となった。なお使用した
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CD-RomPublishingCompanyLimited．（1993)．ＥａＳｙｍα/"刀ｇα刀ｄｍａ７･ﾙe"刀ｇα”"cα〃o刀s，London．

教科書の出版社名は，東京書籍，大阪書籍，日本書籍，

光村図書，学校図書，教育出版の６社である。

イギリスの教科書では，学年別の表示が日本と一致し

ないため，日本の子どもと同学年の年齢にあたる６～９

歳児相当の教科書88冊に掲載されている97編の作品のう

ち，家族成員の交流が描かれているものをすべて取りあ

げた結果，６１編の作品が対象となった。またイギリスで

は，実際に教室内では年齢相当の教科書の使用が日本ほ

ど厳密ではないため，子どもの習熟度の違いにより使用

する教科書が同年齢でも異なる場合がある。このイギリ

スの事情を考慮に入れ学年別・年齢別の分析はしなかっ

た。同時に日本の教科書でもイギリスの分析に合わせ，

学年別の比較は特に行わなかった。なお本分析で使用し

たイギリスの出版社名は，OxfordUniversityPress,Ginn

andCompanyLtd.，BasilBlackwellLtd.，Scholastic

PublicationLtd.，Heinemannの５社であり，1978年から

1991年に出版されたものを扱っている。これらの教科書

は財団法人教科書研究センター（東京）及びOxfordUni、

versityPress（イギリス）を通して収集された。

3．分析対象となった教科書比較の妥当性

日英の教科書の比較に際して，本分析で用いた教科書

選択の妥当性が問われる。そこで両国の相違点，及びそ

れを踏まえた教科書の比較可能性について述べたい。両

国には教科書制度上の大きな相違が３点ある。第１に教

科書選択の権限の所在場所についての違いである。日本

では，教科書選定やカリキュラムの決定は教育委員会が

大きな力をもち，そこで厳しい取捨選択がなされる。教

育委員会で認められない教科書は公立学校では使用でき

ない。一方イギリスでは，教科書は自由発行制を取って

いる。教科書の選択，カリキュラムの決定，日常的な教

育経営等については，個々の学校の理事会及び校長・教

員に権限が委任されている。

第２の違いは教科書の出版社数の違いである。教科書

検定に合格した小学校課程の国語の教科書を発行してい

る会社は，日本では６社のみである。一方イギリスでは

自由発行制のため，400社ほどの教科書を出版する会社が

存在する。そのうちおよそ１００社が教育出版社業者協議会

(EducationalPublishersCouncil）を組織している。更に，

大手の教科書出版社として25社があり，８０％の占有率を

占めている。

第３の違いは使用学年の記載の違いについてである。

日本では，各教科書を使用する学年がきわめて限定され

ており，一部の例外を除いて該当学年で使用される。一

方イギリスでは，個々の児童・生徒の能力を教師が判断

し，その子どもの学習状況に最もふさわしい難易度の教

科書を選択して与える。

以上３点の中で本分析に最も関与するのは，教科書の

検定制度と自由発行制度の違いである。しかしイギリス

がたとえ自由発行制度を取っていたとしても，出版物の

性質上，その社会の価値観に著しくそぐわないものは排

除される。教科書の企画・編集者は，教科書関係者の意

向を的確に把握するため，教育科学省発行の関係文書，

勅任視学官，地方視学の教育内容・指導方法に関する見

解，学科試験の出題要項，教育課程に関する教育科学省

及び地方のガイドライン，授業クラス編成方式，教師の

指導方法，特定地域における教育内容についての教師の

要望など，幅広い調査と検討の結果作成している（教科

書研究センター，1979)。したがって，イギリスの教育に

適さない会社のものは売り上げ率も低いといえよう。本

分析ではイギリスが自由発行制であることを考慮し，イ

ギリスの小学校で多く使われている会社のものを用いる

ことにした。そこで教科書を多く扱いしかも年間売り上

げ率の高い出版社で発行されている教科書を抜粋して，

97編の作品を取りあげ，更にその中から家族場面を扱っ

ている作品のみをすべて取りあげた結果61編となった。

なお本分析で扱った会社は，いずれもイギリスの出版社

約20万社のうち上位7.95％に入っている。Ｔａｂｌｅｌはイギ

リスの全出版社の年間売り上げ金額を示したものだが，

本分析の５社はいずれもｌ～２億万ポンドという高い年

間売り上げ金額（1991）を持つ大会社である（CD-Rom
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PublishingCompanyLimited,1993)。このようにイギリ

スの教科書を本分析に採択する際に，出版売り上げ金額

に関する条件を設けることにより，発行制度上の違いは

比較の際に大きな問題にならないと判断した。

次に教科書の使用学年の記載の違いについてはどうで

あろうか。この点に関しては，教科書に目安として設け

られている記載年齢を参考に，両国とも６～９歳児が使

用するであろうと思われる教科書を採択することによっ

て解決した。

更に本分析で使用したイギリスの教科書には出版年数

に幅があるが，日本の現行の教科書においても制作・検

定・印刷などに５年の年月を要している。加えて平成元

年に改訂された教科書と現行の教科書は，同じ作品が多

く採択されている。一方イギリスでは予算の関係上，古

い教科書が学校内で使用される場合がある。１年間で新

しく取り替えられる教科書は，全体の1/10～1/１２との報

告もある（教科書研究センター，1979)。これらの事情を

考慮に入れた場合，教科書の出版年数が両国で完全に一

致しなくても，発行年数の差は許容範囲であると考えた。

Ⅲ方法

さきに述べたように，本分析では両国の教科書におい

て家族成員が登場する場面のみを選択して扱った。この

結果，本分析の基準により選び出された国語の教科書の

作品の中で，親族・家族成員が登場する場面は，日本の

教科書において62.20％，イギリスの教科書において62.89％

であり，場面の出現率において両国に有意な差はみられ

なかった。そこで両国の教科書の家族成員について，２

つの分析を行った。第１は教科書に登場する家族内の成

員構成に関する，親族呼称と家族形態の種類・頻度の分

析である。第２は家族成員間の情報伝達形態について，

家族内の大人と子どもの発言と行動の種類・頻度の分析

を行った。以下それぞれについて分析及び考察を行う。

1．家族内の成員構成に関する方法

両国の教科書に描かれた親族呼称と家族構成の種類と

頻度を算出し,カイ自乗検定を用いて両国間で比較を行った。

この場合，親族とは原則として４親等以内の関係を指す。

なお分析の際に使用した規則はＴａｂｌｅ２に示した。

2．家族内の大人と子どもの情報伝達に関する方法

さきにも述べたように，本分析は今井（1991）と比較

する目的で始められたが，今井は対象作品の内容全体ま

たは一部分の意味を取ることによって作品の内容分析を

行っている。しかしこのような内容分析は対象作品が自

分の母国語ではない場合，内容把握の客観性に欠ける危

険性がある。本分析では分析者の母国語が日本語である

ため，今井の分類基準では，英語の教科書において正確

な意味内容を読み誤る危険'性が日本の教科書より大きい。

確かに今井のように，作品全体が意図している内容につ

いて分析することも重要である。語棄の出現頻度などの

客観的な分析ではとらえきれない異文化間の差が明確に

あらわれてくる場合もある。これは一つの語童や行動が

辞書的にはたとえ同じでも，文化間で異なった意味を持

つことからも裏づけられる。例えば，自己主張という語

黄を一つとっても，アメリカでは社会生活の中で非常に

重要な態度とされるが，日本ではあまりにもはっきりと

自分の意見を述べることは，アメリカに比べて良しとさ

れない。つまり作品の中に登場する語糞や行動に対する

思い入れや意味づけが，文化間で異なる場合がある。こ

のため語糞や行動について分析する際に，分析対象語黄

や行動を単に出現頻度の面からだけではなく，重みづけ

を行ったうえで内容分析をすることも必要であろう。し

かしそのためには，両文化をともに母文化としている分

析者が必要である。本研究では分析者に英語を母国語と

する者がいなかったため，重みづけを行って分析するこ

Table２親族呼称・家族構成員の分析に用いた分類規則

①男女及び親族呼称数は，家族場面に登場する名詞全てを対象とする。対象が動植物，無生物でも，擬人化されている場合に
は対象とする。

②親族呼称が登場人物の会話内で使用されている場合も対象とする。
③親族呼称が主語のみならず，修飾語や目的語として使用されていても，助詞を省略し名詞として扱う。
④日本の教科書では，同一の作品が複数の出版社に掲載されているが，それらは別個作品として扱い，その作品の個数分の親

族呼称数及び各人の言動数を加算する。

⑤英語の人称代名詞（he,she,they)は，たとえ作品内の親族呼称を指す場合であっても省略する。親族呼称の各種類の割合
は，各国の親族呼称の総数から算出される。しかし英語の人称代名詞を対象外としても，６～９歳児用の教科書のため１ペー

ジ内の文章が少なく，ページが変わると人称代名詞は普通名詞に置き換わる傾向がある。このため極端に親族呼称数がイギ

リスの教科書において減少する危険性は避けられる。

⑥複数形と単数形は同一のものとして扱う。また同一内容の親族呼称は同一カテゴリーとして扱う。例えばTable6に示した
「おかあさん」のなかには「母」「ママ」“mother'，“Ｍｏｍ'，などが含まれる。

⑦きょうだい内の出生順序(例えば｢姉｣と｢妹｣）は,英語の性質上区別できないこともあるので,同一のカテゴリーとした。
⑧家族の構成人数及び成員構成は，１つの作品に登場する家族を１件として算出した。また１つの作品に複数の家族が登場す

る場合には，登場した家族の件数が加算された。但し「村全部の家族」のように，件数が明確に分からない場合には「その
他」として扱った。

⑨家族成員数及び構成は，登場人物の名前及び親族呼称から判断する。したがって例えば，作者は当然両親と子どもの家族構
成を思い描いていると推測できても，実際に両親のことがまったく描かれていない場合には，「子どものみ」の家族と分類
される。
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Table３行動や発言分類規則

①相手の言動の受け入れ

相手の要求を受け入れたり行動を是認する内容の文章を指す。相手に対する感謝や，相手の説明に自分自身で納得する言

動も含む。

例）“CallmeMrCunningham1”“Iwill.，，（下線部が該当箇所）
「へえ，ぼく，何が何でできているかすっかりわかつちやった｡」

②気づかい・援助

相手の様子を気づかう，励ます，援助・手伝う，世話をする等の内容の文章を指す。

例）おばあさんがつきっきりで，手当てをしてくれました。

「今ごろどうしているかしら｡」

「かたをたたいてあげようかな｡」

③相手への質問

疑問形をとる文章，相手の行動・感情・状況を問う内容の文章を指す。

例）「たまごはなんでできてるの｡」

“What，sthissign，Archie?',

④相手への意見表明

自分の意見ややりたいことを相手に伝える内容の文章を指す。「～したい｣，“Iwantto～'，などが該当する。相手に訴え

る，謝罪，驚きなどの表現も含まれる。

例）「おじいちやんの，しやしんの前におこうかね｡」

“Ｗｅｄｏｎ,ｔｗａｎｔｔｏｓｌｅｅｐ.”

“Ｉcan，ｔｓｌｅｅｐｗｈｅｎｙｏｕｂｏｙｓａｒｅｐｌａｙｉｎｇｉｎｈere.,，

「こんなのいやだ，ほんとのおひな様でなけりや｡」

⑤説明

相手に対して自分の行動や状況を説明したり，新しい情報を提示する内容の文章を指す。

例）「うちには赤ちやんがいるのよ･」

「きょうね，となりむらのおばさんが遊びに来るの｡」

「山のくまさんが，おうちを直しに来てくれたのよ｡」

⑥相手への行動変容の要求

相手の行動の変容を求める内容の文章を指す。例えば，相手の行動の内容を指示，相手に対して命令・注意，依頼，叱責

をする文章を指す。反対意見を表す内容の文章，また相手への同意を求め，肯定的な返事を期待する文章も該当する。

例）「たろや，竹の子をほってきておくれ｡」

“Please，please，quiet，please!”

“CallmeMrCunningham1，，

「きのうもそのまえもそうだね｡」

⑦その他

相手への応答（相手の呼びかけや質問に対して単に返事をする｡）や呼びかけ（相手に対して単に呼びかけたり，誘った

りする｡)，相手に対する接近・接触や分離などを表わす内容の文章を指す。

例）「～なの｡」「そうよ｡」

「ねえ，ウーフ」

ぼうやが来ると，あたたかいむねに抱きしめて……

ＰｅｔｅｒｗｅｎｔｔｏｆｉｎｄＤａｄ・

ウーフは外へにげだしました。

とはかえって結果を読み誤まる危険があると判断した。

そして語貢や行動の出現頻度がより高いことが，その文

化内でより大きな価値を持っているという前提にたって，

登場人物の言動を最小単位に分け，前後の内容や裏に含

まれた意味にとらわれず，その時点での言動による出現

頻度をもとに分析を行った。

この結果，個人の言動を，家族内の成員間の情報伝達

行動という観点から，６種類の言動と「その他」に分類

し，それぞれの言動の出現頻度と割合を算出した。なお，

本研究における「情報伝達」とは，「客観的な事実を相手

に伝えること」であると定義される。この定義をもとに，

Bales（1950）の相互作用過程分析を参考にして，２者間

の，しかも子どもにとって非常に身近な存在の親や祖父

母との相互作用を考慮し，本研究の分類基準が作成され

た。Ｂａlesの分析は集団成員間の相互作用過程に生じる全

ての言動を分類するために開発されたものだが，そこで

は12のカテゴリーを社会的・情緒的領域の正反応と負反

応，そして課題領域の大きく３つに分けている。しかし

本分析では親や祖父母が子どもに負反応を示す場合，単

なる両者間の葛藤や対立というよりも，子どもに対する

教育的示唆を含んでいる場合が多い。そのため，課題領

域に分類されている指示や命令と，社会的・情緒的領域

の負反応をはっきり分けることが難しい。そこで課題領

域の指示・命令を表す言動と負反応の言動を本分析では

区別せず一緒にした。以上の検討を経て本分析に合うよ

う改良し，分類規則を作成した（Table３)。
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なお内容分類のコード化は発達心理学専攻の大学院生

３人で行ったが，分析者ＡとＢのコード化の一致率は，

日本の教科書分析では89.47％，イギリスの教科書分析で

は95.12％であった。分析者ＡとＣのコード化の一致率は

日本の教科書分析では87.50％，イギリスの教科書分析で

は92.86％であった。また，各カテゴリーごとの一致率に

おいては，最も高いものが「気づかい・援助」の93.94％

であり，最も低いものが「説明」の89.37％であった。一

致しない点については２人又は３人で協議し，コード化

の修正を行った上，最終的な決定を行った。以上の手続

きで分類された祖父母，親，子どもの言動は，行動の種

類ごとに出現頻度を算出し，カイ自乗検定により比較し

た。

Table５親族呼称の種類と頻度
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３１．２６

３．７２

１．９２

６．２１

４．９７

１．６９

１．４７

＊＊ｐ＜､０１
注ｌｘ２値はいずれも該当項目とそれ以外の項目を比較している。
注２(1)おかあさんの中には，母，お母さん，かあさん，かあちやん，

ママ，mother，Ｍｏｍが含まれる。
(2)おじいさんの中には，じさま，じいちやんが含まれる。
(3)おばあさんの中には，ばさま，ばあちゃんが含まれる。
(4)おとうさんの中には，父，お父さん，とうさん，父ちゃん，パ

パ，father，Dadが含まれる。
(5)おじさんの中には，uncleが含まれる。
(6)おにいさんの中には，にいさんが含まれる。またおとうとも含

まれる。

(7)おばさんの中には，auntが含まれる。

(8)あかちやんの中には，ｂａｂｙが含まれる
(9)おねえさんの中には，ねえさんが含まれる。またいもうとも含

まれる。

（101その他の中には，ひいひいひいひﾚ､おじいさん，ひし､おじいさ

ん，ひいおばあさん，stepmotherが含まれる。

Ⅳ結果と考察

1．家族内の成員構成に関する結果と考察

（１）結果

まず最初に家族成員の男女比率を分析した（Table4)。

この結果，性別が特に描かれていない「性別不明」を除

き，日本の方がイギリスよりも男性が多く，女性が少な

い傾向が見られた（Ｘ２(１，１V＝1818)＝5.25,Ｐ＜,05)。

次に親族呼称の種類と頻度について分析した（Table

5)。この結果，両国の教科書に登場する子どもからみて，

兄弟関係や叔父叔母関係に当たる親族よりも，親，祖父

母の出現率が高かった。その中でも，母親の出現率は父

親に比べて高く，親族呼称の中で最も高い。また母親と

父親の出現率は，ともに日本の方がイギリスより低く（母

親：ｘ２(１，Ｎ＝1867)＝18.92,ｐ＜,０１；父親：ｘ２(１，Ｎ二

1867)＝109.83,ｐ＜､01)，祖父母の出現率は日本の方が高

い。特に祖父の出現率にその傾向は顕著に見られる。

更に家族成員の構成人数と成員構成について分析した

(Table６，Table７)。構成人数については，２人家族と

３人以上の家族を日英で比較した結果，日本の方が２人

で構成されている家族が多かった（ｘ２(１，Ｎ二118)＝4.43,

P＜,05)。家族構成形態では，子どものいる家族において，

父親が家族成員の一人として作品の中に登場しない家族

の割合（日本：４７件中27件；イギリス59件中20件）が，

日本においてイギリスより多く見られた（Ｘ２(1,1V=106)＝

5.88,ｐ＜､05)。更にきょうだい構成では，「姉・弟」と

Table４家族内の男女比率

Table６家族の構成人数
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Table７家族の成員構成

注（１）「あかちやん｣とのみ書かれており,性別の判断ができないもの

を指す。

隣

イギリスの｢母親と子ども｣の中には義母が１件含まれる。

｢その他｣とは家族が｢その他大勢｣として扱われており,家族
構成を限定できない場合である。

発達心理学研究 第６巻第１号

硯・鮭新

注(1)

注(2)
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いうパターンの２人きょうだいが日本よりイギリスに多

く見られ（日本：４６件中1件；イギリス：６０件中12件；

Ｘ２(１，Ｎ=１０６)＝7.69,Ｐ＜,01)，日本の方がきょうだいを

持たない「一人っ子」が多かった（日本：４６件中33件；

イギリス60件中28件；Ｘ２(１，Ｎ二106)＝6.70,Ｐ＜,01)。

（２）考察

以上の結果から次の３点が指摘できる。第１に，イギ

リスよりも日本の教科書において祖父母の出現率が高い

点である。この理由として，昔話の中での「おじいさん」

｢おばあさん」の日英間での出現率の違いが，ひとつには

あげられる。日本の教科書では昔話が多く（日本の全作

品の15.69％)，その主人公に「おじいさん」「おばあさん」

が多く登場するのに対し，イギリスの教科書ではたとえ

昔話が取りあげられていても，老人が主人公となる作品

はなかった。更に日本語の特質上，英語の"oldmanand

woman''は「年とった男女」という表現よりも「おじいさ

ん」「おばあさん」という親族呼称の形で表現される。ま

た夫婦間で相手に呼びかける際，イギリスでは名前で呼

び合うのに対し，日本では夫婦間でも親族呼称を使用す

る習慣がある。本論では，昔話の中の老人２人の世帯も

１つの家族と見なしたため，イギリスよりも日本の教科

書において「おじいさん」「おばあさん」の出現率が高く

なったと考えられる。

しかし，昔話の中の「おじいさん」130件，「おばあさ

ん」９３件の出現数を，日本の教科書の親族呼称数から除

いてもなお，日英間において，特に「おじいさん」の出

現率に有意な差が認められる（｢おじいさん」日本133件，

イギリス64件：Ｘ２(１，１V＝1737)＝30.50,Ｐ＜,01）のはど

うしてであろうか。ここには日英の実際の祖父母の同居

率と教科書の中の同居率の違い，及び祖父母に対する意

識の違いが関係すると思われる。日本の実際の世帯構成

は，直系の３世帯家族が1980年時点全世帯数の50.1％，

1991年時点38.5％（厚生省人口問題研究所，1993）であ

るのに対し，イギリスでは1981年時点でも1991年時点で

も1％（CentralStatisticalOffice,1993）に過ぎない。し

かし両国の教科書の中で子どもが祖父母と同居している

割合は，日本では20.75％，イギリスでは9.23％であり，

日英間では有意差が見られない。この結果，日本では1991

年度の実社会での同居率よりも教科書の中の老人同居率

が低くなる（ｘ２＝5.44,Ｐ＜,05)。イギリスでは有意差は

見られないものの，教科書に描かれた老人同居率は実際

よりも高い。なぜ教科書の中の老人同居率は特に日本に

おいて，実際のものと食い違うのだろうか。これは一緒

に住んでいる割合の違いというよりも，子どもと祖父母

間の実際の交流度の違いが反映していると考えられる。

イギリスでは老人がたとえ子どもや孫と同居しなくても

近くに住んでいることが多く，ほとんど毎日子どもや孫

に会う老人が日本では14.3％であるのに対し，イギリス

では21.1％，週に１回以上子どもや孫に会う老人は日本

では19.1％であるのに対し，イギリスでは45.1％である

(総務庁長官官房老人対策室編，1992)。社会事情の変化

に伴い，老人が自分の子どもや孫と頻繁に交流する機会

は減少傾向にある（小室編，1989）とはいえ，意識のう

えでイギリスの家族にとって祖父母は身近に感じる存在

だと思われる。そこで教科書においても，実際の同居率

より高い割合で三世帯家族が描かれているのではないだ

ろうか。一方，日本では「自分のことを子ども達が気に

かけてくれない」と不安に思う老人の割合がイギリスよ

りも高く，1981年と1991年の調査を比較すると，イギリ

スでは別居型交流から同居型交流を希望する者が増加し

ているのに対し，日本では同居型交流を希望する者は減

少している（総務庁長官官房老人対策室編，1992)。また

実際に別居している祖父母を含めた親戚づきあいは，無

職の母親でさえ平日１日平均22分，休日でも46分しかな

い（伊藤・天野・森・大竹，1983)。無職の母親なら祖父

母に子どもをあずけることも少なく，母親のみならず子

どもも祖父母と交流することが少ないと思われる。日本

では実際の同居率がより高いにもかかわらず，教科書に

描かれる同居率に日英間で有意差が見られなかった理由

の背景には，たとえ同居していても実際の老人との交流

が意外と少なく，以上のデータから見られるように，実

際の同居率の減少だけではなく，意識的にも核家族化が

進んでいる日本の現状があるからだと考えられる。この

ように教科書の中の同居率が実際より低いにもかかわら

ず，日本の教科書で祖父母の出現率が高いのは，さきに

述べたような昔話の中の日英の親族呼称の取り扱いの違

いも確かにある。しかしそれ以上に，昔話の中に「おじ

いさん」「おばあさん」を登場させることで，祖父母世代

を子どもにより身近に感じさせ，また高齢者の知恵を子

どもに伝達させようとする，教科書作成側の意図も含ま

れているのではないだろうか。

第２の指摘として，日本の方がイギリスよりも「一人っ

子」の家族が教科書の中に多いことがあげられる。両国

の合計特殊出生率の過去10年間の推移（Table８）と比較

しても，日本の方が常に出生率が低い。この両国の現実

の違いが教科書にも反映されていると思われる。また日

本では，家族内の成員間で相互作用が起こりうる最小単

位である２人家族が多く，それ以上の多様な相互作用が

期待される３人家族がイギリスに比べて少ない。つまり

イギリスでは個人が家族内の複数の成員と相互交渉をす

る機会が多いが，日本では１対１の交渉の方が多いとい

えよう。更に教科書の中の日本の子どもはきょうだいと

相互交渉する機会も少ないことから，家族の中で多様な

複数の成員と接触する機会が，イギリスに比べて少ない

と推察できる。

第３の指摘として，日本の教科書における「父親不在」
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日本

イギリス

1．５４

１．８４

毎日新聞社人口問題調査会(編)(1992).記録・日本の人口：少産への軌跡(改

訂版)毎日新聞社,ｐ３３０．

両親と子どもが一緒に家事をする場面が描かれていたが，

日本では１編もなかった。このように日本の教科書の中

にも現在日本社会で指摘されている「父親不在」傾向が

反映されているといえるであろう。、

2．家族内の大人と子どもの情報伝達に関する結果と考察

家族内の成員構成や親族呼称の分析では，きょうだい

や叔父叔母よりも親や祖父母の出現率が多かった。また

日本では「一人っ子」が多く，たとえきょうだいがいる

者でもきょうだい同士の相互交渉がほとんどなく，この

点での日英比較は不可能である。そこで本分析では家族

の成員間の関係の中でも，子どもにとって身近な大人と

子どもの情報伝達に限定し，親と子ども間，祖父母と孫

間の発言と行動の種類と割合をそれぞれ分けて分析した。

そして，両国での家族内の情報伝達形態を比較するとと

もに，それぞれの文化内での親子間と祖父母・孫間の情

報伝達形態の違いについて，前述の方法にしたがい分析

を行った。

（１）結果

まず初めに，親子間の情報伝達形態について，親子間

の行動と発言の種類に関する出現数と割合を求め，親子

間，日英間で比較した（Table９，TablelO)。

この結果，親の方が子どもより「説明」することが有

意に多く，自分の行動や状況を説明したり，新しい情報

を提示する割合は，両国とも共通して親の方が子どもよ

り高いといえる。それでは両国はどのような点で相違が

あるのだろうか。まず子どもについてみてみよう。日本

があげられる。日本の方がイギリスより父親の出現頻度

が少なく，父親の存在も薄い。この理由として２つ考え

られる。まず一つ目の理由として，イギリスの教科書に

は性差別規制が存在し，登場人物の性の割合が偏っては

いけないとされていることがあげられる。よって，イギ

リスの教科書では，父親を多く登場させようとする配慮

があると思われる。もう一つの理由として，イギリスの

教科書には見られなかった戦争中の話が，日本の教科書

の中で9.80％取りあげられ，父親が戦争に行き途中から

不在である作品が5.88％採択されているからだと考えら

れる。しかしこのような特殊な状況下の作品は日本の教

科書の中でもわずかであり，日本ではイギリスより，普

通の日常生活においても父親の登場が少ないと考えるこ

とができる。「いちごつみ」（２年生）の作品のように，

通常父親がすると思われる家庭内の力仕事を，擬人化さ

れた動物（くま）が行っている例も日本の教科書の中に

は見られる。他の教科書研究でも家事や育児における場

面での父親不在傾向が指摘されているが（伊東ほか，１９９１；

塘，1995)，本分析では対象を家事・育児場面と限定しな

かったにもかかわらず，日本の教科書における父親の登

場は母親よりかなり低い。また実生活でも母親が常勤で

ある場合でさえ，末子に小学生の子どもを持つ父親は，

平日の子どもの教育や育児に母親の約５分の１ほどしか

痔間を割いていない。数値にすると母親常勤の家庭で，

この年齢の子どもに父親が接する割合は，平均してわず

か１日17分である（伊藤ほか，1983)。更にイギリスでは

＊Ｐ＜､０５＊＊ｐ＜,０１
注．ｘ２値はいずれも該当項目とそれ以外の項目を比較した。
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受け入れる子ども像が，日本の教科書には描かれており，

の子どもは多くの「質問」を親に対して行っており，親

が子どもの要求や言動を「受け入れ」るよりも，子ども

の方が親の要求を多く「受け入れ」ている。そしてその

割合はイギリスの子どもより多い。一方，イギリスでは
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イギリスでは親に対しても活発に自分の意見を述べる子

ども像が描かれている。一方，親についてはどうであろ

うか。イギリスでは子どもに「意見表明」や「説明」を

する割合が日本の親よりも高い。また日本では子どもに

対する「行動変容の要求」をする親がイギリスよりも多

いが，一方で子どもの要求をイギリスの親よりも「受け

入れ」やすく，かつ子どもを「気づかい・援助」する割

合が高い。つまりイギリスの親子は双方とも自分の意見

を相手によく伝えている。一方日本の親子では相手に対

する要求は双方とも多いが，自分の意見や主張はあまり

伝えておらず，新しい情報は子どもが大人に質問し，大

人が回答を出して子どもがそれを受け入れるといった形

のやりとりが多い。

次に，祖父母と孫の情報伝達形態について，行動と発

言の種類に関する出現数と割合を求め，祖父母・孫間，

日英間で比較した（Tablell，Tablel2)。

親子間の情報伝達とは異なり，祖父母と孫間の情報伝

達形態は，日英間で「相手への意見表明」以外に有意差

が見られない。また，両国内の祖父母と孫の情報伝達形

態においては，両国とも孫が祖父母に多く「質問」し，

祖父母が孫よりもより多くの「説明」を行っている。こ

の点でも祖父母と孫の情報伝達形態は，両国間で親子間

ほどの相違は認められない。

そこでそれぞれの文化における親子関係と祖父母・孫

関係との間の差が大きいと考え，それぞれの文化内での

比較を行った。まず日本の子どもは，親に対してよりも

祖父母に対して「意見表明」をしている割合が多い（ｘ２

(１，Ｎ=234)＝15.06,ｐ＜､01)。しかし，相手の「行動変容

の要求」をする言動は親に対してするほど多くない（ｘ２

(１，Ｎ=234)＝13.70,Ｐ＜､01)。一方で日本の祖父母は，孫

に自分の考えや「意見表明」を親がするよりも多く行い

（ｘ２(1,Ｎ=326)＝8.62,ｐ＜､01)，同時に孫への「説明」も

親より多い（Ｘ２(１，jV二326)＝10.44,Ｐ＜､01)。しかし孫に

対して「行動変容の要求」をする言動は親よりも少ない

（ｘ２(１，Ｎ=326)＝11.64,Ｐ＜､01)。

それではイギリスではどうだろうか。イギリスの子ど

もは，親に対してよりも祖父母の「言動の受け入れ」を

よく行っている一方で（ｘ２(１，Ｎ=424)＝25.62,Ｐ＜､01)，

親に対するよりも状況「説明」をあまり行っていない

（Ｘ２(1,ＪV二424)＝3.97,Ｐ＜､05)。そしてイギリスでは親よ

り祖父母の方が，孫の「言動の受け入れ」を多く行って

いる（Ｘ２(１，１V=599)＝12.32,Ｐ＜､01)。しかし同時に自分

の「意見表明」も親より多く行っているのである（ｘ２(１，

Ｎ＝599)＝23.77,ｐ＜,01)。だが注意や指示という子ども

の「行動変容の要求」は親より少ない（Ｘ２(１，ＪV=599)＝

6.83,ｐ＜,01)。

（２）考察

大人である親・祖父母が子どもより多くの情報を持つ

ているのは，子どもの年齢を考えると当然であり，これ

は日英いずれでも同じであろう。実際に教科書の中で，

子どもが大人に与える以上の新しい情報を，親や祖父母

が子どもに与えているという事実は両国共通の現象であ

る。しかし情報を伝達する方法や内容においては，両国

とも親子問，祖父母・孫間で異なる。まず親子問におい

て，日本では親が子どもに情報を発し，子どもがそれを

受け止めるといった類のやりとりが見られる。言い換え

れば情報の流れが親から子どもへという一方方向的な関

係になっている。それに対して，イギリスでは親も子ど

もに情報提供を行うが，子どもも親に対して情報や意見

を発するという相互発信的な関係であるといえる。これ

は日本に比べて対等な立場でのやりとりと考えることが

できるかもしれない。日英の就学前児童について，イギ

リスの方が日本の子どもに比べ「自己主張」が高い（佐

藤淑子，1993）というのも，本分析の結果を裏づける。

つまりイギリスでは自分の要求を押えて自分自身の中で

問題解決をするというよりも，相手に自分の意志を伝達

することによって，問題解決ができるという価値観が存

在するため，親子ともに自分の意見を活発に述べ合って

いると思われる。

更に情報伝達における自分と相手との関係性の違いも

見られた。イギリスでは親子ともに自分の行動を説明し

たり意見を述べるなど，自分の考えや意見の情報交換を

することにより，「自分」の行動に重点を置くが，日本で

は親子とも相手の行動を指示したり命令することにより，

｢相手」の行動に重点を置く。しかしこれは決して日本の

方がイギリスより命令型の文章が多いという意味ではな

い。母親の子どもに対するしつけの日米比較研究におい

ても，日本ではアメリカの母親に比べて直接的な命令型

を使うことが少なかった（東・柏木・ヘス，1981)。本分

析でも，実際日本の母親は直接的な命令型をあまり使っ

ていない。しかし，表現形態として命令型は用いないも

のの，結果的に「自分が～したい」という要求よりも，

子どもに対して「～してほしい」という要求の言動が多

かった。

一方で日本の親子はイギリスの親子よりも，相手の要

求を容易に受け入れる傾向が見られる。つまり日本では

親が子どもに要求し，更に親子ともに相手の要求を受け

入れる形のやりとりが多く行われていると考えられる。「情

報伝達」における「情報」を，「客観的な事実だけではな

く，自分の感情，要求を相手に伝える」という広い意味

にとらえれば，相手の行動の指示・命令のやりとりを多

くすることで，日本の親子間でも情報伝達が相互発信的

に行われているといえる。しかし，よりせまい意味に限

定して，「情報」を「客観的な事実」ととらえると，日本

の親子関係は一方方向的な情報伝達形態だと結論づけら

れる。
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それでは祖父母・孫間の情報伝達形態ではどうであろ

うか。親と子どもをそれぞれ両国問で比較すると，「その

他」を除く全ての項目に有意差が見られるのに対し，祖

父母と孫では１項目を除いて有意差が見られない。つま

り祖父母・孫間の情報伝達形態は，親子間の情報伝達形

態とは異なっていると考えられる。日本の教科書では，

子どもが親に対して自分の要求を通すことが多いが，祖

父母に対してはそれほどでもない。また祖父母も親ほど

には子どもに対して注意を与えたり指示をすることはな

い。そして祖父母も孫も自分の意見を相手にしっかり伝

えている。つまり日本の祖父母・孫間では，自分の考え

や意見を相手にきちんと伝えるという相互発信的に情報

伝達を，親子間においてよりもより多く行っていると考

えられる。

次にイギリスではどうであろうか。子どもは祖父母の

言うことを親の場合よりも受け入れており，祖父母も孫

の言うことを親の場合よりも受け入れている。更に，子

どもが自分の状況を説明する割合は，親に対してよりも

少ない。一方，祖父母は自分の意見をはっきり孫に述べ

てはいるものの，孫の行動を変えようとする意図はない。

つまりイギリスの祖父母と孫の関係は親子関係に比べて，

孫からの意見表明が少ないという意味で対立関係になる

ことが少なく，同じ文化内の親子間に比べると，祖父母

から孫へというやや一方方向的な情報伝達形態が見られ

るといえるだろう。

Ｖ全体的考察

今まで見てきたように，日英において親子間及び祖父

母・孫問の情報伝達形態は異なっていると思われる。し

かし祖父母・孫間は日英間で親子間ほどには異なってい

ないと推察できる。この違いはどこから生れたのであろ

うか。それぞれの文化での実際の親子の関係や祖父母・

孫関係を参照にしながら，教科書の家族内の情報伝達形

態について以下に考察してみよう。

まず，本分析の結果では，イギリスの親子が双方に自

分の意見を対等に述べ合う傾向が見られたが，これは実

際にイギリスの親が持っている価値観と一致する。すな

わち，イギリスでは子どもが学齢期に達すると，望まし

い子どもの特性として自立心が重要視され，大人に依存

せず自分の立場や状態を表現することが求められる（プ

リングル・ナイドウ，1979)。第２次大戦以前，特にビク

トリア朝時代の子どもは「大人から質問されるものであっ

て，大人に質問するものではない」という考え方が存在

し，子どもは親の権威下にあるというしつけ観が一般的

であった。しかし，第２次大戦後はより民主的なしつけ

観・子ども観へと転換した（Ｎｅｗｓon,＆Ｎｅｗｓon,1974)。

このような親や祖父母の民主的な態度が，分析した教科

書にも反映されているのではないかと考えられる。

しかし，イギリスの親子では対等な相互発信的情報伝

達形態が見られる一方で，親の方が子どもに命令したり

行動を指示する言動が同時に多く見られた。つまりイギ

リスの親は，たとえ子どもであっても自分の意見をはっ

きり述べることを要求しているが，その一方で子どもに

対して権威的な態度をとることも多い。この二種類の態

度はどこからくるのだろうか。Ｎｅｗｓｏｎらが指摘するよう

に，イギリスでは第２次大戦後の養育態度は権威的なも

のから民主的なものに変化し，親子関係がより対等な立

場になってきた。だが親自身は権威的と民主的という異

なった２つの価値観の問で葛藤をおこしている（Newsｏｎ＆

Ｎｅｗｓon,1974)。親はビクトリア朝時代のように子どもが

自己主張できない存在であるとはもはや考えていない。

しかし心の底では「頭が良くてはきはきし，しかも両親

の願いに添い，自分の欲求やいやな気持ちをやんわりと

相手に不快感を与えない形で表現できる」といった「い

い子」像のイメージを持っている（Ｎｅｗｓｏｎ＆Ｎｅｗｓon，

1974)。つまり親と対等に自己主張をする子どもを本当の

｢いい子」だとは考えていない。それゆえ子どもが対等の

立場になるにつれ，いまだ権威主義的な規範下で育てら

れた親は，子どもの養育方法としての判断指標を持てず

に悩み，新旧両方の考え方の間で葛藤をおこしている。

多くの親は，新しい方法が子どもに健全な道徳と社会規

範を獲得するのに効果的か否か，不安，戸惑いを感じて

いる（プリングル・ナイドウ，1979)。民主的な態度をと

りながら，親が子どもに対してより多くの命令や行動の

指示を行うという実際の親子関係の矛盾が，本分析の結

果に反映されているのではないだろうか。

一方，祖父母と孫の関係はどうであろうか。現代のイ

ギリスでは，祖父母は親より子どもに寛大である傾向が

実際に見られ（タウンゼント，1974)，たとえ親のかわり

に孫の育児を引き受けても，子どものしつけに責任を持

つのは親であり，祖父母は孫をかわいがる存在となって

いる。孫の方も祖父母に親密な愛情を抱いている。アメ

リカの教科書分析では，祖父母は孫にとって情緒的な帰

属の対象というより，理性的な会話の相手として描かれ

ていたが（今井，1991)，イギリスの祖父母は孫にとって，

アメリカほど理性的に自分の意見を言い合う相手ではな

く，より情緒的な存在であると思われる。

次に，日本の親子間及び祖父母・孫問における関係を

みてみよう。日本の親は子どもとの対立をなるべく避け

ながらしつけを行うと言われている（東，1994)。親の命

令に子どもが従わなかった場合，日本の母親は自分の命

令を繰り返すより，その行為の理由を述べたり，情感に

訴えて子どもを動かそうとしたり，あるいは少しずつ譲

歩して子どもを説得する。つまり親の権威で強制させる

のではなく，「せっかく作ったのに」「食べないとお母さ

んは悲しいわ｡」などと，「人の気持ち」に訴える同化的
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共生的なしつけを日本では行っている（東，1991)。子ど

もは小さい時から母親と接触する中で，明確な反論は慎

み言外の意味をくみ取るという，いわば黙示的コミュニ

ケーションを学習していく（山村，1983)。本分析におい

て，日本では親子間で明確な意見表明がなされることが

イギリスより少なく，その一方で人の気持ちに訴えたり，

相互に気づかうというイギリスとは異なった形態が，大

人にも子どもにも多かった。これは親子間にしばしば見

られる同化的共生関係，更には日本人一般に広くみられ

る黙示的コミュニケーションが反映していると考えられ

よう。家庭内において，子どもは大人の価値観をくみ取

り，それでもわからないことは親に質問し，親の回答や

価値観を受け入れることによって，親との同化的共生関

係を強める。日本の教科書にもこのような親子関係が反

映されているといえよう。今井（1991）は，日本の教科

書の登場人物の特徴を「あたたかい人間関係の一員」と

結論づけているが，この「あたたかさ」とは，親子間で

対立や緊張を避けることにより，同化的共生関係を築い

たことから生まれる結果ではないだろうか。

一方で相手に命令・指示をする割合が，親子ともイギ

リスより日本の方に多いという本分析の結果は，親子間

の同化的共生関係に一見矛盾すると思われる。この一つ

の理由として，相手に自分の意見を述べる行為が，親子

ともイギリスより低かったため，相対的に指示・命令を

する言動が多くなったとも考えられる。しかし別な理由

として次のようにも考えられる。日本の親子はあらかじ

め親の意図が子どもに内在化されているため，"親子間で

は時間をかけて自分の意見を相手に述べる必要がない。

しかし，親子問といえども相手に伝達したり内在化しき

れない部分が存在するだろう。これに関してのみ相手に

言動で伝えることが必要となり，その結果表面に出てく

る言動は，相手への客観的な説明や意見表明よりも，相

手への要求が相対的に多くなると思われる。

一方，祖父母と孫の関係はどうであろうか。現代の日

本ではイエ制度がなくなり，祖父母と孫が一緒に住むこ

とは少なくなった。また産業構造の変化によって，子ど

もの就職が親世代の住居とは遠く離れた場所で選択され

るようになり，一緒に住みたくても住めないような状況

になってきた。それにともない祖父母と孫の関係も変わ

りつつある（小室編，1989)。戦前のイエ制度のもとでは，

個人の関係よりも家という集団存続が重要視され，祖父

母は孫を溺愛することを慎み厳しいしつけを行った。し

かし，イエ制度が廃止された現代では，子どもの社会化

に，より重い責任があるのは親であり，祖父母と孫の関

係は自由で距離のある関係となっていった。この変化の

結果が，親に比べて相互発信的な情報伝達形態をとる日

本の祖父母と孫の関係に表されているのではないだろう

か。

今井（1991）は日本の教科書の祖父母と孫の関係を，

親子関係同様「やさしいあたたかい人間関係」と特徴づ

けている。確かに祖父母は孫にやさしいし，行動変容の

要求も多く行わない。しかし，日本の祖父母と孫の関係

の「やさしい」関係と，親子間のそれは質的に異なって

いる。つまり，親子関係が同化的共生関係から来る「や

さしさ」であるのに対し，祖父母・孫関係は，孫の社会

化に直接重い責任を持たず，厳しいしつけを行わなくなっ

たことから来る「やさしさ」ではないだろうか。

以上，日英の家庭内での実際のしつけや家族関係と，

教科書の情報伝達形態について考察してきた。その結果

教科書の中には，それぞれの文化の家族内での人間関係

や価値観，そして親の葛藤までも，登場人物の言動の中

に色濃く反映されていると結論づけられよう。

最後に今後の教科書の比較文化的研究の課題として，

以下の３点が特に重要だと思われる。１点目として発達

年齢に伴う変化があげられる。本分析で取りあげた情報

伝達形態は，子どもの年齢が上がるにつれ，教科書の中

でどのように変化していくだろうか。本分析は低学年の

教科書に限定したが，更に上級生用の教科書を対象とし

て，両者の関係の発達的変化の分析が可能だと思われる。

２点目として，本分析では日英の教科書のみを取りあげ

たが，アメリカを初め他の国の教科書を本分析と同じ分

類基準で分析する必要性があげられる。３点目として，

教科書が子どもの社会化の中で占める位相について検討

する必要がある。Ｌｕｋｅ（1988）は，テクスト分析を行う

際に，テクストとその外部に存在する現実との関係につ

いて考える必要があると述べているが，教科書に描かれ

た家族内の子どもの社会化と，両国の家族内における実

際の子どもの社会化を比較する必要があると思われる。

また子どもが教科書をどのように受けとめ，その結果行

われるであろう行動変容についても，具体的な子どもの

行動観察を通して今後実証される必要があるだろう。以

上の分析課題は残ってはいるものの，教科書の内容分析

による比較研究は，そこに描かれた大人と子どもの情報

伝達形態という観点から，子どもの社会化についての考

え方や社会の価値観を，鮮明に描き出す手段として有効

だと考えられる。
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幼児の量化表現の理解について：全称量化表現を中心に

住吉チカ
(お茶の水女子大学文教育学部）

欧米の３～６歳児において全称量化表現の解釈が成人と異なることが，言語学者や心理学者により報告

されている。本研究では，全称量化表現に対する日本語話者の幼児に特有な応答などを，構文と状況を数

種設けて調べた。実験１において，肯定するべき全称量化の疑問文に対し，先行研究で報告されているよ

うな否定的応答は見られなかったが，余剰な事物に関する発話はやはり見られた。また疑問形容詞による

疑問文に対するような応答がしばしば観察された。実験２では，疑問形容詞型の応答の生起傾向が，全称

量化表現の種類．構文また提示文と照合するべき状況により異なるか，３～６歳の幼児を対象に調べた。

その結果，５歳前半以下の幼児においては，質問文の構文と照合するべき状況の構成により，疑問形容詞

型応答傾向に差がみられた。一方５歳後半以降になると，疑問形容詞型の応答はほとんど生じなくなるこ

とが分かった。実験１．２から全称量化表現の疑問文の適切な応答は，全称量化表現を含む文の理解（言

語能力）と，判断すべき状況の認識（認知能力）の両要因に規定されると考えられる。

【キー・ワード】全称量化表現，疑問形容詞型の応答，言語能力，認知能力

問題

量化詞とは「沢山の」・「少しの」といった，量あるい

は助数詞に伴われて，「１人」・「３つ」などのように，修

飾する名詞の数量を表す表現である。その中でも全称量

化詞とは，それが修飾する名詞全てについて，述語で記

述される事柄が成立するということを表すものである。

例えば「すべての保育園児はお昼寝をする」という文は，

｢お昼寝をする」ということが「(個々の）園児」すべて

について成り立つということを表わしている。本論文で

は，「○○はみんな～」や「どの○○も～」など，全称の

意味を持つ日常的な言語表現を取り上げる。またこれら

を全称量化表現と呼ぶことにする。

本研究の概要は，このような全称量化表現を含む文に

対する幼児の応答の観察を通して，幼児の全称量化表現

文の理解・応答形式の様相を探るものである。

全称量化表現の理解には外界の事物の数量の認識など

が不可欠であり，単に構文理解の問題だけでなく，認知

的発達の側面からみて興味深い問題と思われる。しかし，

この表現の習得過程を直接に取り上げた実験研究は少な

いように思われる。その中から文理解課題の実験を通し

て，幼児の全称量化表現の理解を，直接確かめている実

験研究を概観する。

Inhelder，＆Piaget（1964）は，５～7歳の幼児が，ａｌｌ

the,ｓｏｍｅという表現を含む文の真偽を，目の前の状況と

照らし合わせた上でどのように判断するかについて調べ

ている。彼らは，５～7歳の幼児に，色・形の異なるカー

ド系列を提示して「○○はすべて××か？」と質問し，

それに対する応答を観察した。例えば，青い丸いカード．

青い正方形のカード．赤い正方形のカードからなる系列

を用意して，「丸はすべて青い？」（Areallthecirclesblue?）

という質問をする。それに対し幼児は，「いいえ。青い正

方形があるから｣，あるいは「いいえ。青い正方形も（と）

赤い正方形もあるから｡」といった，成人とは異なる解釈

をしていると思われる応答をする。

与えられた質問は「Ｐならばｑか？｣，すなわち「ｐと

いう下位クラスがｑという上位クラスに含まれるか？」

というものである。しかし不適切な応答をする幼児は「(ｐ

ならばｑ）かつ（ｑならばｐ）か？｣，つまり「下位クラ

スのすべてが上位のすべてであるか」という質問だと解

釈してしまう。先ほどの例でいえば，青い丸の下位クラ

スと上位クラスである青いカードのクラスとの包含関係

が把握できないので，成人と同様の応答ができないのだ

とInhelderらは考察している。

またTakahashi（1991）は，３～5歳の英語話者の幼児を

対象とした実験を行い，３～4歳台の幼児全称量化表現の

理解について，次の２種の現象を報告している。ひとつ

は，子どもが全称量化表現を眼前にあるもの全てにかか

るような解釈をしてしまうというものである。例えば，

全てのイヌが骨を食べているが，その他にも食べられて

いない骨があるという状況の絵がある。そして子どもに

"Iseverydogeatingabone?'，と尋ねると，“No.”と答

える。その返答の理由として“Becausethesebonesare

noteaten.'，と食べられていない骨を指す。

もう一つは，例えばブタとワニがリンゴを食べている

ような状況で，“Iseverypigeatinganapple?'，という
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質問をする。するとやはり，３歳位の幼児は否定的な応

答をしてしまうというものである。Takahashiは，全称量

化詞の修飾関係に対する認識が成人と異なるために，子

どもたちはこのような解釈を取るのではないかと言語的

観点から考察している。

これらはすべて欧米の言語話者において観察された現

象であるが，基本的に日本語においても，Takahashiの研

究で報告するような現象が生じることは確かめられてい

る（住吉，1993)。従って，幼児に特有の全称量化表現の

解釈・理解は，特定の言語の構文の‘性質によるものとい

うより，幼児に特有の認知様式などにより生じているの

ではないかと考えられる。

またさらに，これらの先行研究が報告する以外に，言

語・認知様式の発達過程を反映するような幼児特有の応

答も，住吉（1993）の研究で報告されている。しかし，

その研究は，幼児の応答頻度傾向について調べただけで

あり，状況，あるいは全称量化表現の種類に応じた詳し

い分析についてはなされていない。

本研究の目的は，これらの先行研究を踏まえ，全称量

化表現を含む文への応答を分析することにより，３～6歳

の幼児の全称量化表現文理解の様相を明らかにすること

である。実験１では，日本語の全称量化表現の疑問文に

対し，先行研究で設定された各状況において，幼児がど

のような応答をするのか分析する。また実験２では，実

験ｌで観察された先行研究では論じられていない幼児特

有の応答を分析・検討する。

実験１

目的

Takahashiの研究で，成人と異なる解釈が観察された

3歳～４歳の幼児を対象とし，日本語話者の幼児における

全称量化表現文に対する応答について，実験観察を行い

検討する。基本的な方法は絵を提示し，その要素につい

て質問するというものである。提示する絵は，先行研究

に類似した状況を表したものを数種設ける。また全称の

意味を付与する日常的な言語表現を含む構文も複数用意

し，これら状況・構文間で幼児の応答に何か相違がある

か観察する。

方法

提示する絵Takahashiの実験で設定された２つの状況を

用意した。すなわち，質問文で述べられた対象物が余っ

ている「対象物余分」の状況と，提示文で述べられない

動作者が存在するが述語で述べる条件を満たしている「一

対一対応」状況である。さらに，提示系列に赤い正方形

と青い正方形を混ぜていたInhelder,＆Piaget（1964）の

実験と類似した状況も用意した。この状況では，提示文

に述べられない動作者が存在し，そのうち述語の条件を

満たしていている動作者と，満たしていない動作者とが

両方存在する。この状況では提示文で言及されない動作

者が存在するので，言及された事物が余分にある「対象

物余分」状況に対し，「動作者余剰」状況と呼ぶことにす

る（Figurel)。

各状況での動作者は，幼児向けの絵本から選んだもの

と，筆者のオリジナルによるキツネ・ネコ・ゾウなどの

動物である。また目的語で表現される対象は，提示文の

動詞に合わせて首輪・リボン・リンゴ・バッグなどとし

た。

提示文全称的な意味を持つ量化表現として「みんな」

と「どの～も」を選んだ。３人の幼児の語棄発達を縦断

的に調査した岩淵・村石（1976）の研究によれば，副詞

的用法の「みんな」と連体詞の「どの」は，４歳までには

すべての子どもの語棄に入ってきている。動詞は「持っ

ている」・「付けている」の２つを選んだ。この２つの動

詞は，１歳～５歳の間に出現する単語の中で使用度数の

高い上位１００位に入るものであり，早い子の場合で１歳後

半から発話されている（岩淵・村石，1976)。

注．絵の内容については本文参照。

Figurel実験Ｉで提示した絵の一例

発達心理学研究第 ６ 巻 第 １ 号

動作者余剰状況 一対一対応状況 対象物余分状況

＠
の

等
尋

キツネはみんなバッグを持っている？

どのキツネもバッグを持っている？

イヌはみんな首輪を付けている？

どのイヌも首輪を付けている？

ブタはみんなリンゴを持っている？

どのブタもリンゴを持っている？
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米の幼児より低いと想定される。

第二に，“Yes”に相当するような言語表現は，発話者

が肯定の意味を込めていようがいまいが，発話の状況に

おいて望ましいものと一般的には受け取られやすい。し

かし“ＮＣ'，に相当するような言語表現は，聞き手の期待

に沿わないので不適切と見なされやすい(Steffensen,1978)。

特に日本語においては，「はい」や「うん」という肯定表

現に，相手の発話に対する真偽判断の結果に基づく肯定

の用法と，単に相手の発話に相づちを打つという２つの

用法ある。これに対し，先に述べたように「ううん」に

は否定の意味だけが割り振られている。

これら２つの要因から，幼児が実際には（誤って）偽

だと認識していても，特に否定表現が生じにくいという

ことが考えられる。幼児の応答のほとんどが「うん」や

｢うなずき」であったのは，正しく判断したからという理

由と，理解いかんに関わらず相手の発話行動の容認とし

てなされた場合と両方が考えられる。従って以降の分析

では，容認のような目的で幼児が「うん」と応じた可能

性を考慮して，先行研究で報告されたような発話をして

いればそれらを全て分析の対象とした。

全称量化表現の解釈についてまず各状況において，

TakahashiやInhelder,＆Piagetが報告するような，余

分・余剰なものに対し言及した幼児の度数（人数）を構

文別にまとめた（Figure2)。Figure2から分かるように，

対象物余分状況では「どの○○も～？」構文において，

まったく余分な物への言及がみられない。このことは「ど

の○○も～？」構文の指示'性の強さが関連していると思

われるが，この点ついては実験２の考察において，量化

と指示の混同という観点から詳しく述べる。

１枚の絵につき「○○はみんな～？」と「どの○○も～？」

の両方の量化表現の文を対応させる。例えばFigurelの

一対一対応状況の絵に対し，「イヌはみんな首輪をつけて

いる？」と「どのイヌも首輪をつけている？」という文

で２回尋ねた。ただし，２つの構文を続けて尋ねたわけ

ではない。

１枚の絵は，それが表す状況に応じて「持っている．

付けている」のどちらかの動詞と結びついている。従っ

て提示した絵と文の組み合わせの総数は，構文の種類

（２）×絵の種類（６）＝12種類である。これらは全て「は

い」と肯定すれば成人と同様の適切な応答になる。

提示文一絵の組み合わせとして，動作者と対象物を違

えた２バージョン用意した。被験者半数ずつが，各バー

ジョンに当った。

被験者公立の保育園児１１名。すべて年少組の幼児で，

年齢は３歳（平均３：４，レンジ；３：３～３：１１）である。

手続き実験は被験者と実験者が，個室において一対で

一で行った。まず，実験者が尋ねる質問文に対し，提示

されている絵と合っていると思ったら「うん又ははい｣，

違うと思ったら「ううん又はいいえ」で答えるよう，質

問が肯定・否定で応じるべきものであるということを幼

児に知らせた。文の提示，すなわち質問は原則として一

回のみで，ただし被験者が聞き返したときに限り，もう

一度質問を繰り返した。被験者がどんな応答をしても，

実験者は一貫して「そう（だ）ね」とだけ応じた。実験

者は幼児が応答している間に，それらをすべて筆記した。

結果及び考察

全称量化表現の解釈の評定応答の詳細な分析は，後に

疑問形容詞型の応答の分析と併せて述べるが，分析の都

合上「いいえ」という否定表現の生起傾向だけ先に述べ

ておく。

実験を通して「ううん」という否定表現は，２名の幼

児から２回と１名の幼児から１回（12回の質問中）だけ

得られている。しかしながら，本実験において，幼児が

必ずしも全称量化表現を正しく解釈していたとは言えな

い。その主な理由を以下に述べる。

第一に，いいえとＮＣという言語表現の親和度の相違と

いうことがある。日本語・英語における否定表現の機能

を比較すると，英語においては，“ＮＣ,，という表現には，

拒否．排除や禁止（refusal・rejection,prohibition）など

の用法がある。命題の否定（denial）の意味での“ＮＣ，，の

用法が可能になるのは比較的後であるにしても，拒否な

どの用法での“ＮＣ”の使用は，かなり早くから子どもの

言語表現の中に入ってくる（Hummer,Ｗｉｍｍｅｒ,＆Antes，

1993;Steffensen,1978)。一方日本語においては，拒否．

禁止には「いや・だめ」など，「いいえ」などの命題否定

とは異なる言語表現が割り当てられている（Ito,1981）ゆ

えに「いいえ．ううん」などの言語表現への親和度が欧
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Tableｌ余剰なものについて発話内容

次に幼児が余剰・余分なものに対し，どの程度，また

どのような応答を生起させたかについて順に述べる。

余剰・余分なものへの発話を１人当たりどれくらいの

割合で出現したか調べると，提示回数12回中４回が最高

であり，１１人中４人の幼児（36.4％）がこの頻度で出現

させている。続いて，３回が２人（18.2％)，２回が３人

(27.3％)，１回が２人（18.2％）であった。

また，どのような応答を出したのかについては，その

詳細を状況ごとに挙げる（Tablel)。Tablelから分かる

ように，動作者余剰状況において提示文に現れない余剰

なものについての言及が多く，回数に差はあるが11人中

７人（63.6％）に発話が見られた。それに対し対象物余

分状況では４人（36.4％)，一対一対応状況は２人（18.2％）

であった。

応答内容をみると，一対一対応状況では「○○も」と

いう発話が生じ，対象物余分の状況については，すべて

｢○○が余っている」という応答が生じている。動作者余

剰の状況についても両構文ともに，提示文に現れない動

作者について「○○も（～である)」という応答と，「○

○は～ない」という応答が観察された。

発達心理学研究第６巻第１号

状
況

ヴァー

ジョン
提示文 応答例

動
作
者
余
剰

１

２

イヌはみんな首輪を付けている？

キツネはみんなバックを持っている？

どのイヌも首輪を付けている？

どのキツネもバッグを持っている？

ブタはみんなリンゴを持っている？

ウサギはみんなエプロンを付けている？

どのブタもリンゴを持っている？

どのウサギもエプロンを付けている？

ネコもつけている。

つけていない（ネコを指して） ◎

ゾウさん、バッグ持っていない。

バッグ持っている、ゾウさん０

これもつけていない。

ネコも赤い首輪。

ゾウも。

持っていない（ゾウを指して） ◎

持っていないの（ウサギを指す） ０

サルも付けている。

付けていない。

これは持っていない（ウサギを指して）

ウサギも。

。

一
対
一
対
応

１

２

クマはみんなバケツを持っている？

キツネはみんなリボンを付けている？

どのクマもバケツを持っている？

どのキツネもリボンをつけている？

イヌはみんな首輪を付けている？

キツネはみんなバッグを持っている？

どのイヌも首輪を付けている？

どのキツネもバッグを持っている？

ウサギさんと、これとこれ（他のウサギを

指す） 。

これも（ネコを指して） ０

対
象
物
余
分

１

２

ブタはみんなリンゴを持っている？

ウサギはみんなエプロンをつけている？

どのブタもリンゴを持っている？

どのウサギもエプロンを付けている？

クマはみんなバケツを持っている？

キツネはみんなリボンを付けている？

どのクマもバケツを持っている？

どのキツネもリボンを付けている？

(余っているリンゴを指し)ブタがいない。

(余っているリンゴを指し)ここにもある。

余っている。

余っている。

リボンがとれている。
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Takahashiの実験研究で報告されている，対象物余分の

状況での「○○が余っている（から“ＮＣ''）」という発話

と，ほぼ同義の発話（｢ブタがいない」・「余っている」な

ど）が得られた。またTakahashi（1991）の実験では，一

対一対応状況において，余剰なものについての応答が生

じたかは，報告されていないので比較することは出来な

いのだが，本実験においてはこの状況でも，余剰物への

言及が観察された。しかしもっとも頻繁に発話が観察さ

れたのは，動作者余剰状況である。この状況において発

話が多くなるのは，一つには，述語で述べる条件が成り

立っている余剰な動作者と成り立たない動作者の両方が

存在しており，それゆえに「○○もしている」と「○○

がしていない」という両方の発話が起こるためだろう。

条件の成り立たない動作者が存在することにより，一

対一対応状況よりも，動作者の属性について対比の際だ

つ状況となるからではないかと思われる。

また，動作者余剰状況で「○○もしている」という応

答がなされた背景には，Inhelder,＆Piaget（1964）の研

究で観察された「青い正方形もある」などと同様の解釈

が生じている可能性も考えられる。つまり「イヌはみん

な首輪をしている？」と訊かれて，「ネコも｡」と応答す

るのは，「すべてのイヌは首輪をしていて，かつ首輪をし

ているものはすべてイヌか？」というような解釈をして

いるからとも考えられる。しかし先に述べたように，Table

lに挙げたほとんどの子どもが，提示された疑問文に対し

はっきりとした否定をしているわけではない。従って，

たとえ真偽判断の肯定の意で「うん」と応えているので

ないとしても，Inhelderらのいうような特殊な解釈をして

いるかについて，本実験の結果のみから確定的な見解は

述べられない。この点について明らかにするには，より

直接に真偽判断を行わせるような課題設定の工夫が必要

だろう。

だがいずれにしても，日本語の全称量化表現の疑問文

に対し，状況に余分あるいは余剰な動作者や対象物が存

在すると，TakahashiやInhelderらが報告したような発

話が生じてしまうという事は，本実験において確かめら

れた。この結果は，３歳後半～５歳前半の日本の幼児に

おいて，比較的高い頻度でこのような発話が生じている

ことを報告する結果（住吉，1993）と一致するものであ

る。

ところでなぜ余剰・余分なものに言及するような発話

がなされてしまうのか？欧米言語でも類似した発話が観

察されていることからすると，特定の言語の習得過程だ

けにみられる現象ではないといえる。すると，認知機能

の発達の側面からこの現象について考える必要があるだ

ろう。ここで，現象が生じる理由を，集合の量化過程と

いう認知機能の観点から考えてみよう。

認識すべき対象の量化過程にKlahr,＆Wallace（1973）

は，次のような認知機構を考えた。彼らによれば量化に

は，みてすぐ個数がわかる（subitizing）・一つ一つ数える

(counting）・概数を目算する（estimation）といった，数

量に応じた対象の集合の符号化がある。彼らは，これら

量化の符号化のために，量化演算子（quantification

operator）という一種の演算子を想定した。この演算子に

よる符号化過程は，「赤いのだけ」というような対象の属

性の限定とともに，量化するべき対象の視覚刺激を入力

として取り，「２つ」・「多数の」など，数量に応じた符号

を付与した量化記号（quantitativesymbol）を生成する。

そしてそれが対象の数量に関する表象となる。このよう

なモデル的な表象が，抽象的な形で幾種か貯蔵されるて

いるために，成人は瞬時にして対象を量化することが出

来るのだと彼らは考える。

先行研究及び今回の実験において，認識すべき対象の

集合はいずれも4～6つの事物からなる集合であり，成人

の場合，その認識にはsubitizingか，あるいはcountingの

ような量化がなされると,思われる。けれども幼児の場合，

Klahrらも想定しているのだが，数量についてのモデル表

象が未発達なので，瞬時の符号化が出来ない。それゆえ

認識過程において，つねに集合の一つ一つの要素を特定

化するような，認知的負担の大きい作業を行っているの

ではないかと思われる。その結果，ある特定の事物に着

目する傾向が強くなり，余剰・余分な対象を指示する発

話を生じてくるのではないだろうか。つまり，subitizing

やcountingのような視覚'情報による量化過程が不完全で，

それに提示文解釈の過程が引きずられてしまったのでは

ないかと推察される。

｢はい．いいえ」型の応答と疑問形容詞型の応答の生起に

ついて提示された絵の中の事物に対して，「これとこれ

とこれ」というように一つ一つ該当する動作者を指摘，

あるいは指さすという応答が「どの○○も～？」構文で

しばしば観察された。具体的な例を挙げると，実験者の

｢どのイヌも首輪をつけている？」という問いに対し，被

験児が「(首輪をしているイヌを全部指し）これとこれと

これ」と指さしつつ答えたり，あるいは，「どのキツネも

バッグを持っている？」という問いに対し，「(バッグを

持っているキツネを一匹指し）これ」と応答したりする。

日本語の先行研究においても，同様の応答形式が報告さ

れている（住吉，1993)。このような応答は通常，「どの

○○が～？」のような質問に対してなされるものである。

これは，日本語でいえば連体詞，英語でいえば疑問形容

詞としてのwhichによる質問（例Whichdog～？）に対

する応答に相当する。単に連体詞による質問への応答と

するより，疑問形容詞による質問への応答とした方が，

質問とその応答の性質が分かりやすいと思われる。そこ

で上記のような応答を，疑問形容詞型の応答と呼ぶこと

にし，以降で，この形式の応答が生じる頻度と，生じる
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Figure3a「はい．いいえ」に準ずる応答

2２

｢はい.いいえ」に準じる応答として分類した。

Figure3aは，全試行を通して「はい．いいえ」型応答

を生起させた回数に基づいて被験児を区分し，各頻度に

おける被験児度数をプロットしたものである。図から分

かるように，「はい．いいえ」型応答を４回以上生起させ

た被験児数は，「どの○○も～？」構文より「○○はみん

な～？」構文において多い。また「どの○○も～？」構

文では，まったく「はい.いいえ」型の応答を出さなかっ

た被験児も２名いた。Figure3aと逆に，疑問形容詞型の

応答の頻度という観点から，幼児の応答頻度を同じよう

にまとめたのがFigure3bである。１１人中６名が疑問形容

詞型の応答を取っているが，「○○はみんな～？」構文に

おいては，１名が１回生起させただけであり，他の被験

者はすべて「どの○○も～？」構文に対して生起させて

いる。また生起頻度も，多い幼児で６回に昇る。以上か

ら明らかなように，幼児は「どの○○も～？」構文にお

いて，疑問形容詞型の応答を生起させやすいといえるだ

ろう。

「どの○○も～？」による全称量化による疑問文が，

疑問形容詞文のように理解される理由として，全称量化

表現にしても疑問形容詞にしても，眼前にある要素のど

れが該当するか吟味することが要求されるということが

ある。疑問形容詞文の場合は，述語で述べられる条件の

成立例が１つでも見つかれば，それで判断過程は終了出

来るが，全称の量化表現の構文の場合は，「どの○○も」

がかかるすべての動作者について判断しなくてはならな

い。その意味で後者の判断過程は，前者に比べて認知上

の負担が大きいといえる。それゆえに「どの○○も」と

いう全称の量化表現の構文が，「どの○○が～？」という

疑問形容詞の構文に置き換えられてしまうということも

考えられる。

今回の実験で「どの○○も～？」構文で頻繁にこの応

答が観察された。これは単に「どの○○が～？」という

文と，音形上の類似していたからという可能性もあるだ

ろう。しかしもし上記のように，疑問形容詞の文と全称

量化表現の文の認知的な負担が相似しており，かつ前者

の負担が後者より軽いというような理由で，疑問形容詞

の解釈が生じているならば，他の全称量化表現の文でも

疑問形容詞的応答が生じてくるのではないだろうか。そ

こで実験２では，疑問形容詞的応答の生起が，上記のよ

うな認知的理由によるものなのかを確かめる。

実験２

目的

実験ｌで幼児の応答形式として，まるで「どの○○が～？」

と訊ねられているかのような応答がしばしば見られた。

このような応答形式の混同は，幼児が全称量化表現を言

語的にどのように理解しているか，また全称量化表現文
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Figure3b疑問形容詞型の応答

注．提示回数12回中で，応答の生起回数により分類し，各カテゴリの
被験者をプロットしている。
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理由とを考察する。

応答形式の分類として，相手の発話の容認の目的で「は

い」に準ずる応答が生じる可能性を考慮し，「はい」に相

当する応答を出した場合でも，続けて疑問形容詞型の応

答を取った場合，疑問形容詞型の応答の頻度として計数

した。そしてそれ以外で「うん．ううん」や「うなずき・

首を横に振る」応答を「はい．いいえ」に準じる応答と

して計数した。このとき，幼児が余剰なものについて発

話していても，疑問形容詞型の応答を出していなければ
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人（平均；４：８，レンジ；３：２～４：０）・５歳後半～６歳

前半25人（平均；５：７，レンジ；５：９～６：５）である。

最年少児クラスの幼児の大半は実験１にも参加した。実

験１と２の間には約５ケ月の間がある。

手続き絵を提示してそれについて質問をする。本試行

に先立ち，実験状況に慣れさせるために，予備の絵と文

を３種提示をした。その際実験者の質問には「うん」又

は「はい｣，否定の場合は「ううん」か「いいえ」で答え

るよう被験者に求めた。実験１同様応答がどのような場

合でも「そう（だ）ね」とだけ応じた。その他の手続き

は実験lと同様である。

結果及び考察

応答形式の分類「はい．いいえ」型応答と疑問形容詞

型の応答は次のような形式の応答からなる。まず「うん・

ちがう」等のみで応答した場合を「はい．いいえ」型の

応答，「これ」・「これとこれ」など要素を１つあるいは複

数指さしまたは指示した場合の応答を疑問形容詞型応答

と区分した。さらに一度「うん」と言いながら，要素を

指示する発話，あるいは指さした場合も疑問形容詞型の

応答に分類した。この場合，実験ｌの考察で述べたよう

に「うん」というのが質問に対する肯定ではなく，相手

の発話の容認，すなわち質問の意味が分かったというあ

いづち的に用いられていると考えられるからである。こ

れに対して，いったん「ううん」と否定し，「これ（とこ

れが）持っていない」というふうに応答した場合は，要

素を指示する発話はしているが，相手の言っていること

を否定しているので，あいづち的応答とはみなせない。

また肯定の疑問形容詞文として解釈しているのなら，「こ

れが持っていない」というような否定応答は不適切であ

る。従ってこの場合の応答は，相手の質問に対する否定

が，発話の主たる意図であるとして「はい．いいえ」型

の応答に区分した。

を聞いた時の状況の認識がどのようであるかなどを，反

映していると思われ興味深い。

もしこの混同が，全称の量化表現との認知的判断の類

似により生じているのだとすれば，「どの○○も～？」以

外の量化表現の文でも観察されると考えられる。実験２

では数種の全称量化表現を用いて，この点について確か

める。また疑問形容型の応答の生起傾向が，状況の違い

や年齢に応じてどのように変化するかを調べる。

方法

基本的な実験方法は実験１と同様，実験者が１枚ずつ

絵を提示して，被験者に問いかけるインタビュー形式で

実験を行った。被験者・提示した絵一提示文・手続きは，

一部修正・変更を加えている。

提示文・絵全称量化表現の種類として前置の「全部の

○○は～？」・「どの○○も～？」・「○○はみんな～？」・

｢○○はどれも～？」・｢○○は全部～？」を用意した（Figure

4提示文例参照)。

動作者やそれが持つ対象物は違えたが，実験ｌとほぼ

同じ構成の３種類の状況を設定した。ただし「動作者余

剰」状況については，提示文で述べられない動作者は，

述語で述べられる条件を満たしていないようにした。ま

たこれらはすべて「はい」と肯定すれば正答となるので，

fillerとして「いいえ」と否定すれば正答になる偽条件の

状況を５種類用意した（Figure4)。

1つの状況について動作者とそれの持つ対象物などは

変えず，配置だけ変えて５つの構文を対応させた。５種

の否定状況は，それぞれ異なる構文と対応させた。従っ

て絵と文の提示回数は構文の種類（５）×状況（３）＋それ

ぞれ異なる提示文と結びついた偽の条件の状況（５）＝２０

回である。

被験者公立保育園の園児３歳後半～４歳前半20人（平

均；４：２，レンジ；４：５～５：４）・４歳後半～５歳前半2３

幼児の量化表現の理解について：全称量化表現を中心に

へ
〆

鱒

砧

鋤型

注．提示文と絵の詳細は本文参照。否定すれば正答となる状況は５種とも状況が異なる。

Figure4実験２で提示した文と絵の一例

動作者余剰状況 一対一対応状況 対象物余分状況 否定すると正答状況

構
文

ゾウはみんなバッグを持っている？

ゾウは全部バッグを持っている？

ゾウはどれもバッグを持っている？

どのゾウもバッグを持っている？

全部のゾウはバッグを持っている？

ゾウはみんな鯉のぼりを持っている？

ゾウは全部鯉のぼりを持っている？

ゾウはどれも鯉のぼりを持っている？

どのゾウも鯉のぼりを持っている？

全部のゾウは鯉のぼりを持っている？

ブタはみんな風船を持っている？

ブタは全部風船を持っている？

ブタはどれも風船を持っている？

どのブタも風船を持っている？

全部のブタは風船を持っている？

トリはみんな笛を持っている？

キツネは全部りんごを持っている？

ネコはどれもボールを持っている？

どのキツネもお花を持っている？

全部のアヒルは浮き蛤をつけている？

提
示
し
た
絵
の
例

尋

震
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以上述べた形式に当てはまらない応答として，指示す

る行為や応答を行うが，その指示対象が「どの○○が～？」

という質問の応答としてふさわしくない（例：ウサギの

持っている鯉のぼりを指す）場合，全く質問内容から外

れた応答をした場合，絵の要素１つ１つについて「これ

は持っている，これは持っていない」と記述した場合，

以上３つは「はい．いいえ」型応答にも，疑問形容詞型

の応答にも分類していない')。

疑問形容詞型応答の生起について以上の分類に基づい

て年齢ごとに疑問形容詞的解釈の生起頻度傾向を検討す

る。

まず「はい．いいえ」型応答と疑問形容詞型応答の占

める比重が，年齢に応じどのように変化しているか調べ

る。そのために，両応答の生起の組み合わせによる４カ

テゴリを設けた。すなわち，３回以上両方の応答を出し

た（(ＹＮ＋，Ｗ＋）と表記）・「はい．いいえ」型応答を

３回以上出し，疑問形容詞型応答は３回以下(ＹＮ＋,Ｗ一)・

｢はい．いいえ」型応答を３回以下だが，疑問形容詞型応

答は３回以上出した（ＹＮ－，Ｗ＋）・両方とも３回以下

であった（YＮ－，Ｗ一）の４つである。３回以上を分類

の基準としたのは，以下の理由による。例えばＷ＋の付

くカテゴリの合併は，全提示文中，疑問形容詞型の応答

を，最低でも６回以上生起させた度数を表すことになる。

従ってこのカテゴリに入る幼児は，２０回の提示文中，最

低でも1/3以上（たいがいはそれ以上)，fillerを除けば１５

回中６回以上，つまり約１/2以上の高い頻度で，特定の形

式の応答を生じさせているといえる。

各カテゴリの被験者度数を年齢別に示す（Figure5)。

先ほど述べたように（ＹＮ＋，Ｗ＋）と（ＹＮ－，Ｗ＋）

カテゴリの割合の和は，疑問形容詞型の応答を施行中６

回以上生起させた割合を表すことになる。Figure5から明

らかなように，３歳後半～４歳前半グループでは約30％，

４歳後半～５歳前半グループでは約35％がその割合に相

当する。一方，５歳後半～６歳前半では100％が，（ＹＮ＋，

Ｗ一）カテゴリに分類される。つまりすべて「はい．い

いえ」で応答しているということになる。この段階で急

激に，全称量化表現の疑問文に対･して肯定・否定で応じ

るべきだという認識が達成されているように思われる。

構文・状況ごとの応答形式の分析次に，異なる状況・

構文間で「はい。いいえ」型応答と疑問形容詞型応答の

生起頻度傾向に差があるかについて検討する。

各被験者について「はい．いいえ」型と，疑問形容詞

型の応答の頻度を求め，それぞれの頻度をその応答型の

l）このような応答を生起させた被験児数及び生起回数は非常
に少なかったので，それらを分析の対象にはしなかった。
また後の得点化は「はい．いいえ」型の応答と疑問形容詞
型の応答の相対的頻度を得点化しているので，これらの応
答を省略したことによる問題というのはほとんどないと思
われる。
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注．各応答カテゴリを横軸に縦軸の度数（人数）を取って

いる。応答カテゴリはＹＮ＋，Ｗ＋：「はい。いいえ」

型応答・疑問形容詞応答ともに３回以上出した，ＹＮ＋，

Ｗ一：「はい．いいえ」型応答を３回以上出し疑問形

容詞型応答は３回以下，ＹＮ－，Ｗ一：「はい.いいえ」

型応答・疑問形容詞応答ともに３回以下出したことを

それぞれ表している。

Figure5「はい．いいえ」型I応答・疑問形容詞型応答

出現パタン

得点とした。そして，疑問形容詞型応答の得点から「は

い．いいえ」型応答の得点を引いた点を，（｢はい．いい

え」型応答に対する）疑問形容詞型の応答傾向得点とし

て算出した。

特定の状況，あるいは構文間で，疑問形容詞型の応答

が頻繁に見られるかを調べるために，上記の得点化を状

況を要因とした場合と，構文を要因とした場合それぞれ

独立に行った。例えば状況を要因とした場合，fillerの否

定状況を除く３つの水準が設定され，１つの状況におい

て５つの構文で質問しているので，両応答の頻度は０～

５点の得点化がなされる。そして仮に，ある状況におい

て疑問形容詞型応答のみで，「はい．いいえ」型応答が生

じなかった場合，疑問形容詞型の傾向得点は，５－０＝5点

となり，逆に「はい．いいえ」型応答のみで，疑問形容

詞型応答が生じなかった場合，傾向得点は，０－５＝－５点

となる。

これと同様の操作を構文を要因とした場合についても

行った。すなわち1つの構文は，否定状況を除いて３つ

の状況において提示されている。従ってすべて疑問形容

詞型の応答をした最高の場合で3-0＝3点，すべて「はい。

いいえ」型応答をした最低の場合で，０－３＝－３点になる。

状況・構文要因と年齢の要因は，それぞれ独立に分散

分析を行って検討した。つまり年齢の要因を被験者間，

状況の要因を被験者内要因とする分散分析により状況の



Table２３歳後半～４歳前半・４歳後半～５歳前半

グループの各状況における応答傾向得点

2５

効果を，年齢の要因と構文の要因についても同様の分散

分析を行って，構文の効果について調べた。

ところで前項で示したように，５歳後半～６歳前半グ

ループは，ほとんど「はい．いいえ」型応答のみが生じ

ている。この年齢グループは，他のグループに比べ，「は

い．いいえ」型応答に対する疑問形容詞型応答の生起が

低いことが自明である。従って例えば，構文について上

記の得点化を行うと，平均値が－５，分散が０，つまり

一種の床効果が生じていることになる。このことは状況

を要因とした場合も同様である。これらの理由，すなわ

ち他の年齢水準と明らかに分散が等質でなく，しかも傾

向得点が飛び抜けて低いことが自明であることから，分

散分析に基づく年齢間比較からは外し，３歳後半～４歳

前半・４歳後半～５歳前半間だけを分散分析の対象とす

る。

状況の要因について各状況ごとの平均得点と年齢別平

均得点をTable2に示す。両年齢グループとも，動作者余
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注．横軸の３は３歳後半～４歳前半，４は４歳後半～５歳前半を表す。

Figure6年齢別各状況ごとの疑問形容詞型応答得点の

平均点

両者ともに名詞を限定する意味機能を持つことに気付い

ているためではないかと考えられる。従って全称量化表

現で尋ねられたとき，状況に関わらず概して疑問形容詞

と混同した応答をしてしまう。一方３歳後半～４歳前半

グループでは，４歳後半～５歳前半に比べて，全称量化

の表現が名詞に係るものという理解が，全体的にはそれ

ほどなされてないのではないか。従って，全称量化表現

で尋ねられたときの混同，すなわち疑問形容詞型応答の

生起が，むしろ特定の状況に偏るのではないかと思われ

る。

そして本実験において，３歳後半～４歳前半児が，疑

問形容詞型の応答を偏って生じさせる状況は，動作者余

剰の状況であるといえるだろう。実験ｌでは，余剰なも

のについての発話の多さに差は見られたが，疑問形容詞

型の応答を出した被験者数は等しく各々４人であり2),状

況間で特に疑問形容詞型応答の生じやすさに差は見られ

なかった。これに対し，本実験で状況間の差が見られた

のは，主として状況の構成，とりわけ特定の動作者の強

調という面において相違があったからではないかと思わ

れる。実験１の考察で，被験児の発話の多さの相違に，

動作者の属性の対比の強さが関連しているのではないか

と述べた。つまり，条件の成り立たないものがあると，

条件の成り立つものとの比較が生じ，成り立つものへの

指示行為が誘発されやすくなるのではないかということ

である。これが正しいとすると，今回の実験では，２種

幼児の量化表現の理解について：全称量化表現を中心に

2）各状況に割り当てる絵の枚数や，質問回数が異なる等の理
由で，各状況別に疑問形容詞型の応答を生起させた被験者
数を挙げて比較するにとどめる。

注．括弧内は標準偏差。

対象物余分

-2.65（3.27）

-1.65（3.85）

-2.12（3.58）

３
４
｜
帥

剰状況が最も得点が高い。年齢（２）×状況（３）の分散

分析を行った結果，年齢については有意な差は見られず

(Ｆ(1,41)＝0.85,〃.s,)，一方，状況の要因の効果は有意

であった（Ｆ(2,82)＝4.19,ｐ＜0.05)。有意であった状

況の要因について，水準間の得点差の比較をTukeyのＨＳＤ

法を用いて検定した。その結果，動作者余剰の状況と，

一対一対応状況間に有意な差がみられた（Ｐ＜0.05)。つ

まり，動作者余剰の状況において，より疑問形容詞型の

応答が生じやすかったといえるだろう。

状況の要因と年齢の要因の交互作用は有意（Figure6参

照）であり（Ｆ(2,82)＝3.27,ｐ＜0.05)，単純主効果の

検定を行ったところ，３歳後半～４歳前半の要因のみ有

意であった（Ｆ(2,82)＝7.49,ｐ＜0.01)。そこでさらに，

この年齢における状況の多重比較をTukeyのＨＳＤ法を

用いて検定したところ，動作者余剰状況と一対一状況間

に有意な差が見られたいく0.01)｡

以上の下位検定結果から，４歳後半～５歳前半のグルー

プでは，提示文と照合すべき状況いかんにかかわらず，

全称量化の疑問文を疑問形容詞型の質問と解釈してしま

う傾向にあるといえるだろう。このグループにおいて，

状況の相違に関わらず，一定の割合で疑問形容詞型の応

答が生じるのは，全称量化表現・疑問形容詞による表現，
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の動作者のうち提示文で言及された動作者のみに条件が

成り立っており，そのため同じ動作者余剰状況でも，実

験ｌより条件の成立する動作者の存在が，より強調され

ているといえる。このような要因のために，実験２で動

作者余剰状況で，さらに疑問形容詞的な解釈がなされや

すくなったという可能性が考えられる。

構文の要因について各構文ごとの平均得点と年齢別の

平均得点を示す（Table３．Figure7)。「どの○○も～」構

文以外でも疑問形容詞型の応答が生ずることがわかる（平

均点が－３ではない)。このことは疑問形容詞的な解釈が

生じるのが，単に音形の類似によるものではないことを

示していると思われる。それよりも，先ほど述べたよう

に，全称量化表現（疑問形容詞と解釈されるにしても）

が名詞を限定・特定化する意味機能と，それに必要な認

知的な働きを要求する言語表現だからという形式的意味・

認知的理由によるものではないかと思われる。

年齢（２）×構文（５）の分散分析の結果，構文の主効

果は有意であったが（Ｆ(4,164)＝10.36,Ｐ＜0.01)，年

齢の要因の主効果は見られなかった（Ｆ(1,41)＝1.51,,.s)。

有意であった構文の要因について，TukeyのＨＳＤ法に

より水準間の多重比較を行った。「○○はぜんぶ～？」・

｢どの○○も～？」の両構文と他の構文間の得点差が有意

であった（Table４)。

また年齢と構文の交互作用が有意であった（Ｆ(4,164)＝

5.43,ｐ＜0.01）ので，年齢の要因の各水準について単純

主効果の検定を行った。３歳後半～４歳前半及び４歳後

半～５歳前半のともに有意であった（Ｆ(4,164)＝26.93,

P＜0.01,Ｆ(4,164)＝4.28,Ｐ＜0.05）ので，TukeyのＨＳＤ

法を用いて構文の水準間の多重比較を行った。その結果

３歳後半～４歳前半においても，４歳後半～５歳前半に

おいても「○○はぜんぶ～？」と「どの○○も～？」と

いう構文対他の構文間の得点の差が有意であった（Table

5)。とりわけ４歳後半～５歳前半において「○○はぜん

ぶ～？」という構文で疑問形容型の応答の生じる傾向が

高いといえる。

「どの○○も～？」において疑問形容型の応答の生起

頻度傾向が高くなる理由の一つには，先にも述べたが，

音形の類似ということが挙げられるだろう。しかしそれ

以外に，認知的・言語的側面から幾つか理由が考えられ

る。

認知的側面からは「どの○○も～？」という表現の方

が，何らかの理由でより名詞に対し限定的な意味を付与

しやすいという可能性が考えられる。つまりこの表現に

おいては○○にあたる部分の存在が必ず認識されなけれ

ばならなくて，従ってもし量化詞・指示詞の概念がまだ

未分化ならば，より指示詞の解釈が誘発されやすいので

はないかと思われる。○○に相当する部分が特に意識さ

れているということは，実験１の対象余剰状況で余剰物
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注．横軸の３は３歳後半～４歳前半，４は４歳後半～５歳前半を表す。

Figure7年齢別各構文ごとの疑問形容詞型応答得点の

平均点

Table３３歳後半～４歳前半・４歳後半～５歳前半

グループの各構文における応答傾向得点

３

４

全体

み ん な ど れ も ぜ ん ぷ の

1.90（1.帥）-1.75（2.25）-1.40（2.21）

1.35（2.42）－０．８７（2.65）－１．２６（2.65）

１．６１（2.15）－１．２８（2.48）-1.32（3.43）

注．括弧内は標準偏差。
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-1.40（2.14）

-0.65（１．１９）

-0.30（1.97）

どのＯＯも

-0.70（2.23）

－０.州（2.“）

－Ⅱ､5８（2.43）

Table４構文の主効果について多重比較の結果

みんな

ぜんぷの

どれも

どのＯＯも

００ぜんぷ

Table５

みんな

どれも

ぜんぷの

ＯＯはぜんぷ

どのＯＯも

みんなぜんぷの

０．２７

どれも

０．３２

０．０５

どのＯＯも

1.02$●

0.75.

0.7●

ＯＯはぜんぷ

1.27.0

ｋ:;:．

●ｕ＝0.05,●●〔'二0.01

年齢×構文.の単純主効果につし､て。年齢別の多

重比較の結果

みんなどれも

０．１５（0.48）

ぜんぷの

0.5（0.09）

0.05（0.39）

ＯＯはぜんぷ

０．５（2.0..）

0.35（1.匁..）

0.Ｕ（1.91..）

どのＯＯも

1.2･。（0.87.｡）

1.05.。（0.39）

0.70。（0.78..）

0.70｡（1.13..）
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注．括弧外は３歳後半～４歳前半の幼児，括弧内は４歳後半～５歳前
半の幼児についての結果。

への発言がほとんどみられなかったことからもうかがわ

れる（Ｔａｂｌｅｌ・Figure3参照)。

構文的側面から考察すると，全称量化表現と疑問形容

詞はどちらも名詞を限定するという意味機能を持ってい

る。全称量化詞は量化の機能を持ち，疑問形容詞は指示
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の機能を持つ。おそらく限定する機能を持つという認識

は達成されていても，先に指示的な役割が獲得されてい

て，「すべての○○について」というような量化の意味機

能はまだ把握できていないのではないか。そのために全

称量化の疑問文で訊ねたにもかかわらず，疑問形容詞型

応答が生じてしまうのではないかと思われる。

また，係助詞「も」の有する意味機能の多様‘性という

ことも指摘できるだろう。「みんな」は，単独で全称の意

味を持っているが，助詞「も」単独ではそのような意味

を表すことが出来ず，連体詞「どの」と対になってはじ

めて全称的意味を文に付与できる。例えば「あやちゃん

も保育園へ行った」という文中の「も」には，その文が

述べるあやちやんを含む状況に存在する人や事物対し，

全称の意味を付与する働きはない。このように「も」は

用いられる構文により付与する量的意味が異なり（寺村，

1991)，その多様性が「も」の全称的意味用法の理解を比

較的遅いものとしているのかもしれない。

今回の実験で疑問形容詞型の応答は，５歳後半～６歳

後半グループにおいては，どの構文でもほとんど観察さ

れなかったが，先行研究（住吉，1993）では，この年齢

段階でも「どの○○も～？」で疑問形容詞型の応答が生

じることを報告している。このことからも，上記のいず

れの理由によるかは明らかではないが，「どの○○も～？」

構文が，全称量化の意味を持つ疑問文であるという理解

の達成は，「○○はみんな～？」構文に比して遅いといえ

るだろう。

他の構文においても「どの○○も～？」と同じ，ある

いはそれ以上に疑問形容詞型応答の比率が高いという結

果が得られた。

構文としては「○○はみんな～？」と同じ構造の「○

○はぜんぶ～？」という文が，４歳後半～５歳前半の段

階において疑問形容詞型の応答を生じさせやすかった理

由については現段階では明らかではない。今後追試など

で調べて行く必要があるだろう。

総括的討論

実験ｌにおいて，幼児の発話を状況・構文ごとに分析

することにより，目的として挙げた第一の点，すなわち

日本語における幼児の全称理解の様相を探った。全称量

化表現の解釈が，成人と完全に異なるかについては，実

験１では，ほとんどの幼児がはっきりとした否定を採ら

なかったので確定的な結論は出せない。しかし，先行研

究が報告しているような余分・余剰な事物に対しての発

話は，やはり観察された。また全称量化表現を含む文に

よる問いかけに対して，疑問形容詞の疑問文のように解

釈される傾向が見られた。

目的で挙げた第二の点について，すなわち観察された

全称量表現による質問文が，疑問形容詞のそれと解釈さ

れてしまう傾向について，より詳しく検討するために実

験２を行った。その結果全体的傾向として，５歳半～６

歳半では量化表現・構文の種類あるいは状況に関わらず

「はい．いいえ」応答がなされるが，３～5歳では「どの○

○も～？」以外の構文であっても，やはり疑問形容詞型

の応答が生じることが分かった。また３歳半～４歳半で

は状況により，「はい．いいえ」型応答の生じる傾向に差

がみられたが，４歳半～５歳半グループでは状況の相違

による差はみられなかった。量化表現の種類による差は，

両年齢グループともに「○○はぜんぶ～？」・「どの○○

も～？」という量化表現でより疑問形容詞型の応答が生

じる傾向にあるという結果を得た。

実験１．２ともに検討すべき問題点が残されており，こ

こではそれらの問題点について今後の課題も考慮しつつ

考えてゆく。

実験１で考察したように，幼児は余剰なものへ言及し

たときにも，「うん」というような応答を出し，全体的に

高い頻度で「はい．いいえ」とも解釈される応答を出現

させている。しかしすでに述べたように，これは質問の

命題の肯定の意味での「うん」以外に，相手の発話を理

解したという容認の意味での「うん」であるという可能

性もある。逆に言うと「はい」型の高い応答率が，必ず

しも真偽判断を問う疑問文として提示文に答えたからで

はなく，先にも述べたように相手の発言の容認として繰

り返しなされたために達成されているといえるかもしれ

ない。

このように考えると，実験２で疑問形容詞型の応答が，

５歳後半以降になるとほとんど消えてしまうのは，真偽

判断を行う能力が飛躍的に発達したことによるのか，そ

れとも会話能力のような伝達技能が発達したためなのか，

はっきりとは分からない。つまり，どの程度全称量化詞

の疑問文が，真偽判断を求める疑問文であるということ

が理解され，かつ運用できるようになっていたかは，本

研究の結果のみで明確に判別することはできない。もっ

と直接的な方法で幼児の真偽判断の様相を調べてゆく必

要があるだろう。

「イヌは首輪をしている？」と訊かれたように理解し

た場合でも，それに対してあるネコに注目して「ネコも」

という応答は生じ得る。つまり，そもそも全称量化表現

を全く省略して，文を理解しているのではないかという

可能性が指摘されるかもしれない。しかし，もしそうだ

とすると，例えば「○○はみんな～？」構文と，「どの○

○も～？」構文で応答形式に相違が生じてくることが説

明出来ない。もし一様に省いているなら，両構文に対す

る応答の形も同一の傾向をみせる筈である。そのような

傾向は得られていないことから，一様に省略しているの

ではなく，実験２の考察で述べたように，おそらく３歳

後半～４歳前半の段階では，量化表現の存在は意識され
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ているけれども，まだその機能について，確実な理解は

得られていないのではないかと思われる。

疑問形容詞型の応答の生じ易さは，提示文の構文によ

り異なるということが，実験１．２により，また，認識す

べき状況により異なるということは，実験２により示さ

れた。なぜ疑問形容詞型の応答が高くなるのか説明の付

かない構文もあるが，そのようなものについては，今後

さらに追試などで確かめてみる必要があるだろう。

同じ全称量化の意味を持つ文であっても，状況や構文

により子どもの発話内容や応答の形式が異なるという本

研究の結果は，全称量化詞文の理解が，言語能力のみな

らず，認知能力の発達にも大きく依存していることを示

していると思われる。とりわけ，動作者余剰状況におけ

る疑問形容詞型の応答や，余剰な動作者についての言及

の多さから，外界の事物の指示性について，何か動作者

の存在の優位性のようなものがあるのではないかと推測

される。しかしこれが事実か確かめるには，例えば対象

物余分の状況に，提示文に出現しない事物を加えた時の

幼児の応答を見るというような，より綿密な状況の構成

の工夫が必要であろう。

本研究は，先行研究で報告されている現象が，日本語

話者の幼児においてどのように現れてくるかをみるとい

う目的から，先行研究と類似の状況を設定した実験を行っ

た。従って現時点は，幼児の量化表現の理解過程につい

て，先行研究で述べられている現象や，その追試的実験

で得た新たな知見を，探り始めたに過ぎない段階といえ

る。今後，全称量化表現文で尋ねられた時の真偽判断過

程，特にそれが，提示文の構文や認識するべき状況の構

成によって，どのように影響を受けるのかについて，よ

り詳細な実験・考察を行ってゆく必要があると思われる。
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｢曲がる」概念の典型性と文脈効果にみられる発達的変化

渡部雅之吉村里音
(滋賀大学教育学部）（近江八幡市立北里小学校）

本研究は，認知地図と自然概念の両研究分野の境界領域に属するものとして企画された。空間認知にお

ける「進行方向の変更」に関する認識を，「曲がる」という自然概念として捉え直し，この概念にも典型

性と文脈効果とが存在するのかを発達的に検討することを目的とした。このために２つの実験が行われた。

実験Ｉでは，小学１．５年生と大学生を対象に，一対比較課題，描画課題，移動課題の３つの課題が実施

され，「曲がる」概念の典型や典型性の存在が確かめられた。典型は全ての年齢群を通して，９０度に曲が

ることであった。また，典型性の内容には発達差がみられ，年齢の上昇とともに典型性判断の基準が多様

化ならびに安定化することが示された。実験Ⅱでは文脈効果の検討を目的に，４叉路という実験Ｉとは異

なる状況下での「曲がる」概念の典型と典型性とが問題とされた。実験Ｉと同じ年齢構成の被験者群に対

して，新たに選択課題を加えた４課題が実施された。状況の変化に応じて典型と典型性の双方が変化する

ことが示され，文脈効果がみられたと結論された。最後に，以上の諸結果より，空間認知ならびに自然概
念研究に対してもたらされる示唆が述べられた。

【キー・ワード】空間認知，認知発達，概念，「曲がる｣，典型性

問 題

本研究は，認知地図と概念の両研究分野にまたがるも

のとして企画された。

認知地図を外在化させるためによく用いられる手法と

して，Lynch（1960）によって考案された地図描画法があ

る。ここで描かれるスケッチマップには実際の地図と比

較して，ランドマークの有無，道の数や方向，距離の認

識など，多くの点で歪みや欠落が生じることが報告され

ている（中村,1985など)。このうち道の方向の認識が，道

どうしの交差や屈折した道に関して問題とされる場合は，

それを「進行方向の変更」についての認識であると換言

してもよいだろう。加藤（1993）は交差点を意味する結

節に注目して，また大山（1990）や久保田・加藤・窪田

(1991）は，被験者の交差点付近の記憶内容を詳細に検討

することを通して，こうした「進行方向の変更」につい

ての記憶が認知地図の優劣に影響することを指摘してい

る。交差点で，単にそこを曲がる必要があるのか否かの

判断だけではなく，曲がった道がどの方向に向けて延び

ているのか，すなわち，どの程度の「進行方向の変更」

が行われたのかという記憶が，正確な認知地図の形成に

必要であることが示されてきたのである。本研究では，

この「進行方向の変更」を「曲がる」という慣用的に用

いられる言葉に置き換え，「曲がる」角度の認識に焦点を

当てることにする。

Goodchild（1974）が指摘しているように，スケッチマッ

プにおける交差点は，たとえ道が互いに直交していなく

とも曲がりが直角に描かれる傾向がある。この理由をCanter

(1982）は，認知過程におけるゲシュタルト心理学的な構

造化に帰因した。しかしゲシュタルト心理学自体がそう

批判されたように，構造化という説明では，スケッチマッ

プにみられる個人差や，そうした構造化が生じるに到っ

た発達的な過程を十分に説明できない。そこで，「曲がる」

という言葉を能記とする概念が存在するのだと仮定し，

この問題を概念研究の枠組みで捉え直してみることにす

る。それにより，認知地図の歪みに関するより柔軟で詳

細な解釈が得られるのではないかと期待されるからだ。

概念には，人工概念とRosch（1973）にその研究の端を

発する自然概念とがあるが，事例の属性が単純に分離さ

れうるものではなく，またある事例が概念に適合してい

るか否かを一義的に決められない，という２つの点にお

いて，「曲がる」概念は自然概念に含まれるであろう。自

然概念の研究においてこれまでに扱われてきた対象は，

物体（Rosch，l975b）や色（Rosch，l975a，l975c)，形

(Rosch,Mervis,Gray,Johnson,＆Beyes-Bream，1976）

などが主であり，「曲がる」概念というような，純粋に行

為のみに関係したものは極めて少ない。また「曲がる」

ということは，日常生活の中で機能的に経験されること

であり，同時に身体の直進と回転という行為の時系列的

組み合わせからなるという意味において，スクリプトに

類するものであると考えられる。Fivush（1987）の言うよ

うに，スクリプトが概念形成の基盤であり，幼少期より

すでに機能的な分類が行われているのだとすれば，「曲が

る」という概念も学童期にはすでに存在していると予想
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される。そこで本研究ではまず，「曲がる」という自然概

念が学童期より存在するとの仮説を検証する。このため

に，自然概念が持つ代表的な特徴である，典型事例の存

在や事例間の典型度の違いを示すことを第１の目的とし

よう。

また同時に，それらにみられる発達的な変化を明らか

にすることも重要である。Mervis,Catlin,＆Rosch（1975）

は，幼児，児童，大学生という３つの異なる年齢群に対

して色概念を問う研究を行い，典型はどの年齢群でも同

様に確立し安定化していたが，周辺色の選択において発

達差が示されたと報告している。また菅（1987）は，４，

６歳児と大学生の被験者に，動物と乗り物の２つのカテゴ

リーについて，事例の一対比較による典型'性判断を求め

ている。その結果，両カテゴリーにおいて年齢とともに

判断の個人差が減少することが見い出された。すなわち，

事例の典型性が，発達に伴って個人間で次第に類似して

くることが示されたのである。典型性にみられるこうし

た発達的差異は，自然概念の内的構造が発達に伴って変

化している可能‘性を示唆するものであると考えられよう。

本研究で対象とする「曲がる」概念にも，こうした発達

的変化がみられるであろうということは十分に予想され

る。

次いで，同じく自然概念の特徴であると指摘されてい

る（Rosch,1978）文脈効果が，「曲がる」概念においてみ

られるのか否かを明らかにすることも目的の１つとしよ

う。文脈効果とは，典型や基礎カテゴリーがその概念の

扱われる文脈や状況によって変化することを意味してい

る。そもそも「我々の認知活動は本来，自分と環境との

関係性を明らかにするためであることを考えれば，意味

のある状況理解のためには状況依存的であるのは当然」（古

橋，1991,ｐ､148）なのであり，その意味から「曲がる」

概念においても文脈効果が示されるだろうことは想像に

難くない。そこで，「曲がる」概念の典型事例や典型性が

課題文脈の違いによってどのように変化するのか，また

同時にそうした変化に発達差はみられるのかを明らかに

していくことにする。

こうした文脈効果の検討は同時に，空間認知における

表象の問題についても有益な示唆を与えてくれるだろう。

認知地図とは従来，人の頭の中にあると仮定される対象

空間の表象を地図に擬したもので，そうした表象が正確

であること，すなわち正確な認知地図が再生できること

が，優れた空間認知能力の現れであると考えられてきた。

これに対し上野（1991）は，空間移動における表象の役

割を否定的に捉え，Gibson（1985）の生態学的理論にお

けるニッチの概念を援用しながら，認知的な表象の存在

を仮定せずとも空間内の移動能力を説明できるとしてい

る。移動に関する「認知過程は，頭の中の世界の表象の

中にではなく，（中略）生態学的なニッチを含めた相互作

用システム全体の中に存在する」（上野，1991,ｐｐ､93-94）

と主張するのである。生体の活動や認識が環境に大きく

依存しているという点において，文脈効果とはこの相互

作用システムの働きを指すものであるとも言える。文脈

効果の程度やその発達的差異などから，「曲がる」という

空間的表象を仮定することの妥当性を明らかにすること

ができるかもしれない。

なお，事例間の階層性も自然概念特有の特徴であると

指摘されている（Roscheta1.,1976）し，認知地図が階

層的ネットワーク構造を持つとの報告もある

(Okabayashi,＆Glynn,1984）のだが，「曲がる」概念に

おける階層'性の想定は困難であったので，本研究では検

討対象とはしない。

以上の諸目的を達成するために，２つの実験が行われ

た。実験Ｉでは，「曲がる」概念の存在を実証し，そこに

みられる発達差を明らかにすることを目的とした。続い

て実験Ⅱでは〆文脈効果について検討するために，実験

Ｉとは異なる新たな課題文脈として日常頻出する４叉路

という交差点を設定し，実験Ｉで示されるであろう典型

事例や典型’性がどのように変化するのかが検討された。

なお本研究では，実験の簡略化のために，「曲がる」概念

のうち右折のみを取り上げた。身体の左右方向への回転

における，認識の正確さを調べた増井・今田・山本（1988）

の結果より，この種の行為においてみられる左右差はさ

ほど大きいものではないだろうと予想されたからである。

実験Ｉ

目的

「曲がる」という概念に典型事例が存在し事例間に典

型度の違いがみられるのか否か，また同時にそこには発

達的な変化がみられるのか，を明らかにする。

方法

実験Ｉでは，描画課題①，一対比較課題①，移動課題

①の３種の課題が用いられた。

被験者中規模の地方都市に住む，小学校１年生と５年

生並びに大学生に被験者を依頼し，３群を設定した。描

画課題①と一対比較課題①では，１年生群が男児１６名，

女児18名の計34名，５年生群は男児18名，女児16名の計

34名，大学生群は男子17名，女子20名の計37名（平均年

齢２２：３歳）が用いられた。移動課題①は，１年生群が男

児１４名，女児１６名の計30名，５年生群は男児22名，女児

７名の計29名，大学生群は男子７名，女子30名の計37名

(平均年齢２０：１歳）であった。移動課題①と他の２課題

との被験者は，１．５年生の各10名のみが重複していた。

この場合，全ての課題の最後に移動課題①が実施された。

重複のあった者と他の者との間には，移動課題①におい

て有意な結果の違いが見られなかったので，以後全体を

込みにして分析を行った。
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課題描画課題①は，右に「曲がる」道を描画により再

生させる課題であった。一対比較課題①は，異なる角度

で屈折する２つの道を対提示し，どちらがより「曲がる」

道として適当であるかを，一対比較の手法で明らかにし

ようとするものであり，実験Ｉの中心となる課題であっ

た。移動課題①では，身体の回転角度の知覚評価が，用

いられる評価方法の影響を受けるとの増井・今田・山本

(1988）の指摘を考慮し，身体感覚に基づく再生反応を得

て評価方法にバリエーションを持たせるために用いられ

た。各課題の詳しい内容は次の通りである。

eｂ

Figurel描画課題①で用いられた刺激図
（道幅2ｃｍ，長さ6ｃｍ）

描画課題①；Figurelに示した図において，上部の人

の顔の所から右に“曲がる'，道を自由に描画させ，描か

れた曲がり道が元の進行方向の道となす角度を測定した。

最初に提示されていた道は，幅２ｃｍ，長さ６ｃｍであった。

教示は次のような主旨である。「太郎君は今いる場所から

右に曲がらなければなりません。でも道が無いので曲が

ることができません。太郎君が右に曲がれるように，こ

の絵の中に右に「曲がる」道を書き込んで下さい｡」筆記

具の指定はしなかったが，定規等の使用は禁止した。

Figure2一対比較課題①で用いられた刺激図の例
（左は75度,右は105度；道幅1ｃｍ,角までの長さ各5ｃｍ）

一対比較課題①；Figure2に例示したように，「曲がる」

道を１ページに１対ずつ提示した。道幅は全て１ｃｍ，屈

折部分まで及び屈折後の道の長さはそれぞれ５ｃｍであっ

た。出発点からの進行方向の延長線と「曲がる」道とが

なす角度（屈折角度）は，３０，４５，６０，７５，９０，１０５，１２０，

１３５度の計８種類を設定した。屈折角度は，各々の道の中

心線によるものとした。以下，本研究内で用いる道の屈

折もしくは交差角度は，全て同様の部分を指すものとす

る。これら８種の組み合わせから，２８対の提示刺激を作

成した。その際，提示位置の左右関係についてはカウン

ターバランスをとり，各対の提示順はランダムとした。

被験者に対する教示は次のような主旨であり，「曲がる」

という概念を表すのにより適当な方を強制選択させるも

のであった。「これから『曲がる」道を２つずつ見てもら

います。どちらの道の方が「曲がる」道に適当かを考え

て，その道を丸で囲んで下さい。答えに正誤はありませ

ん｡」

移動課題①；被験者は目かくしされて，出発点（"Ｓ'，

とする）に立った。実験者は，被験者の正面から「真っ

直ぐ瀞に進みます」との教示を行った後，被験者を誘導し

て４ｍ直進させた。誘導には長さ60ｃｍ，直径５ｃｍの棒を

用い，被験者に一方の端を持たせ，実験者がもう一方の

端を持って進行方向に導いた。直進後，一旦停止させて

(この地点を“Ｐ',とする）棒から手を離させ，「ここか

ら一人で右に曲がって下さい」という教示を被験者の正

面から与えた。その際，１年生群では右側という理解を

確かにするために，被験者の右手の甲を軽く叩いた。被

験者が約２ｍ進んだ所で背後から両肩を押さえて停止させ

た。その地点（"Ｍ”とする）で，被験者の足元（体軸上）

にマーキングをした。直線ＳＰと線分ＰＭのなす，身体

の回転角度を計測した。

手続き描画課題①と一対比較課題①は，刺激がこの順

に綴じられたＢ５判の調査冊子を作成し，各群ごとに所

属学校の教室内で集団実施した。冊子を配り，例題によ

る必要な教示を与えた後，練習問題に答えるよう求めた。

練習問題の正誤のフィードバックは行わなかった。続い

て，被験者各自のペースで両課題に解答するよう求めた。

実施に要した時間は，各群とも１０～20分程度である。

移動課題①は，実際の身体移動による反応を求めるた

め，被験者の属する小学校もしくは大学の廊下や体育館

で，個別に実施された。一人当たりの実施時間は２分程

度であった。

実施時期描画課題①と一対比較課題①は1993年１月か

ら２月にかけて，移動課題①は，１年生群と５年生群は

1993年２月と同年10月から11月にかけて，大学生群は同

年９月に実施した。

結果

一対比較課題①で対象となった8種の「曲がる」道に対

して，群ごとにThurstone（1927）による選択反応の尺度

化を行った。この際，各対象に対する被験者の判断は独

立であり，かつ対象ごとの判断の分散は等しいと仮定す

る場合の解法を用いた。いずれの群も90度の右折角に対

する尺度値が最大となったので，改めて各群ごとに各々

の90度の尺度値を原点として取り直し，これと他の尺度

値との差をプロットした数直線（Figure3）を描いた。数
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Figure3一対比較課題①での90度の道に対する尺度値との他の道の尺度値との差(括弧内)を年齢群別に示した数直線

Tableｌ描画課題①と移動課題①における反応の年齢群

別平均値

年齢群描画課題①

１年生群

５年生群

大学生群

88.53（4.46,65-90）

88.82（6.76,50-90）

83.61(14.61,35-90）

移動課題①

96.90(11.73,79-124）

90.70（8.23,66-108）

91.38(10.99,67-110）

注．括弧内は標準偏差並びに最小・最大値。（標準偏差，最小
値一最大値）を意味する。単位は度。

値が大きくなるほど，好まれなくなることを示している。

90度に続いてどの角度が選ばれるかは，いずれの群も基

本的には，９０度との角度差が小さいものからという順序

になっている。さらに，９０度以上の角度よりもそれ以下

の角度の方がより選ばれやすい傾向もうかがわれ，これ

は大学生群＞５年生群＞１年生群の順で顕著であった。

描画課題①と移動課題①における群ごとの平均と標準

偏差並びに最小・最大値を，Ｔａｂｌｅｌに示した。描画課題

①において大学生群には50度より小さい反応を示した者

が３名いたため，標準偏差は１．５年生群に較べて有意に

大きくなっている（Ｆ＜10.70,Ｑ【/<36/33,ｐ＜0.01,Ｆ＜

4.66,〃＜36/33,ｐ＜0.01)。ここで得られた平均値が，

一対比較課題①において最大の尺度値を示した90度とい

う値と差が無い，という帰無仮説のもとで検定を行った

ところ，描画課題①における大学生群（z＜2.63,ｐ＜0.01）

と，移動課題①における１年生群（ｚ＜3.71,ｐ＜0.01）

において有意な差がみられた。大学生群は，「曲がる」道

を描く際に屈折角度を90度より少なめに描いており，一

方１年生群は，移動課題①で90度以上に曲がってしまう

ことが示された。

考察

一対比較課題①において，どの群も90度の選択率が最

も高かったこと，また，「曲がる」概念の再生を求めた描

画課題①と移動課題①においても，一部を除いて再生さ

れた角度の平均は90度であるとみなされたことにより，「曲

がる」概念の典型が存在し，それは90度に曲がることで

あろうと結論された。このことは，Goodchild（1974）な

どの先行研究からも十分に予想されていたことではある

が，地図描画における歪みとして扱われてきた現象を，「曲

がる」概念における典型として捉えなおしたところに本

研究の意義があると言えよう。

典型が90度であるという点に関しては全ての群で一貫

していたが，発達的な差異は，周辺部の事例の典型'性に

おいてみられた。一対比較課題①の結果は，典型度を数

値化したものであるとみなすことができるため，Figure

3の数直線上での位置が原点である90度から離れれば離れ

るほど，典型からより遠くの周辺部にあると解釈され，

典型性が低いことを意味していると言える。大学生群で

は，９０度よりも小さい回転角度である７５，６０，４５度が，

90度より大きい105度よりも典型性が高いことが示された。

典型である90度との角度差は，105度＝75度く60度く45度

の順であり，もし典型性が角度差のみに応じて単調減少

関数的に決定されるものであるならば，７５度や45度の典

型性は105度のそれよりも低くなったはずである。しかし

結果は逆であった。これより大学生における典型性判断

の基準は，単に典型からの角度差だけによるものではな

いことが明らかとなる。大学生が，典型より小さい角度

に対してそれ以上の角度よりも高い典型性を感じること

は，描画課題①の結果からも推測できる。この課題にお
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ける平均値が90度より有意に小さい角度となったのは，

典型性が急激に減少する90度以上の「曲がり」を避ける

ために，敢えて90度よりも少し小さめに描いたのだと考

えられる。大学生は，典型である90度との角度差と大小

関係の２つを同時に判断の基準として用いていたのだろ

う。

対して１年生群では，こうした鋭角優位の傾向はさほ

ど強くないようだ。確かに一対比較課題①において，７５

度と１０５度，６０度と120度のように90度からの角度差が同

じ場合には，鋭角である75度や60度の方がより選ばれて

はいるが，角度差の異なるものの間で，大学生群におい

てみられたような典型性の逆転現象を生じる程のことは

なかった。一方５年生群では，そうした逆転現象が一部

みられている（45度と120度，３０度と135度)。これより，

1年生群は，「曲がる」らしさの判断においてもっぱら９０

度との角度差を基準としており，５年生群は，１年生群

から大学生群への移行期として位置づけられる，と結論

できるだろう。

Ｍｅｒｖｉｓｅｔａｌ．（1975）は，色概念における典型である

中心色を選択する反応の確立と安定化が，周辺色選択の

確立と安定化に先行することを示したが，本実験の結果

は，「曲がる」概念においても同様の傾向がみられること

を明らかにした。典型に関しては各群間に差がみられな

かったが，その周辺部の典型性において発達的な違いが

みられ，１年生から５年生を経て周辺部の典型性が徐々

に確立・安定化していく様子が示されたのである。

実験Ⅱ

目的

実験Ｉで示された，「曲がる」概念の典型事例並びに典

型性に関する特徴が，４叉路という新たな課題文脈のもと

で，どのように変化するのかを明らかにする。

方法

実験Ⅱでは，描画課題②，選択課題②')，一対比較課題

②，移動課題②の４種の課題が用いられた。

被験者実験Ｉと同市内の，小学校１年生と５年生並び

に大学生に被験者を依頼し，３群を設定した。描画課題

②，選択課題②，一対比較課題②では，１年生群が男女

各20名の計40名，５年生群は男児19名，女児16名の計３５

名，大学生群は男子７名，女子30名の計37名（平均年齢

２０：１歳）であった。なお描画課題②と一対比較課題②に

おいて，１年生群の２名の回答が無効であったのでこれ

らを削除した。一方移動課題②は，１年生群が男児９名，

女児11名の計20名，５年生群は男児15名，女児４名の計

19名であった。このうち，１．５年生各７名分は他の３課

1）実験Ｉにおいては選択課題は用いられていないが，この課
題が実験Ⅱにおいて用いられたものであることをよりわか

りやすくするために，“②”をつける。

題の被験者と重複している。大学生群では他の３課題の

対象者と同一であったが，女子１名が有効な反応が得ら

れなかったのでこれを削除した。なお移動課題①と移動

課題②の被験者は，１年生群が20名，５年生群が19名，

大学生群が27名重複していた。これらの者に対しては，

移動課題①を移動課題②の反応方法の確認手段として用

いたためであり，重複による影響は大きくないであろう

と判断した。

課題実験Ⅱで用いられた諸課題は，原則的に，典型で

ある90度の道と異なる角度の曲がり道とが交叉するよう

な状況下での反応を求めるものであった。２本の曲がり

道の双方を「曲がる」道として意識させるために，出発

点からの進行方向にそのまま直進していく道もつけ加え

られ，４叉路とされた。描画課題②では，描画課題①と

同様右に「曲がる」道を描画により再生させた。選択課

題②は，９０度の道が「曲がる」道として最も望ましいと

判断される，すなわち「曲がる」概念の典型であり続け

ることを確かめるために，２本の曲がり道のうち好まし

い方を強制選択させた。一対比較課題②では，９０度以外

の曲がり道の存在によって，９０度の道の典型性がどのよ

うに変化するのかをみるために，一対比較の手法が用い

られた。今回も，この一対比較課題②が実験Ⅱの中心課

題となった。移動課題②も移動課題①と同様，身体感覚

に基づく再生反応を得るために用いられた。各課題の詳

しい内容は次の通りである。

’
ｅｂ

Figure4描画課題②で用いられた刺激図の例
(描き込まれている曲がり道は45度；

道幅2ｃｍ,曲がり角までの長さ各6ｃｍ）

描画課題②；刺激図はFigure4に例示したものを使用

した。道幅，長さは描画課題①と同じである。図には直

進する道と，３０，４５，６０，７５，１０５，１２０，１３５度の７種類

のうちのいずれかの角度で右折する道とが描かれており，

描き加えるべき「曲がる」道の起点として，“：（点)”

を示した。教示は描画課題①とほぼ同様であるが，点の

場所から曲がるようにとの教示がつけ加えられた。７種



一対比較課題②；Figure5に例示したような，４叉路

の図を１ページに１対ずつ提示した。道幅・長さ・交差

角度は選択課題②と同様であったが，９０度で曲がる道に

は網掛けをした。７種の図から21対の提示刺激を作成し

た。その際，提示位置の左右については，カウンターバ

ランスをとり，各対の提示順はランダムとした。被験者

に対する教示は一対比較課題①とほぼ同様であるが，「曲

がる」べき道は網掛けをした道である旨をつけ加えた。

移動課題②；被験者が実際に中を歩けるような通路を

作製した。支柱として高さ２ｍの高跳び用スタンド，壁面

には高さ１．８ｍで幅3～5ｍの灰色の綿布を用いた。壁面

色を灰色としたのは，都市の街中を表現する色として適

当であると判断したからである。これには，横浜市都市

計画局計画部都市デザイン室による調査報告（1983）を

参考にした。道幅は，直進する道と右折する２つの道の

いずれも１．２ｍであった。入り口より５ｍの所に最初の曲

がり道があった。また２つの曲がり道は双方とも４ｍ前後

の長さであった。道は，選択課題②や一対比較課題②と

3５

同様，４叉路の形状をしており，交差する道の角度によ

り７種のパターンが設けられた。これらのパターンはラ

ンダムな順序で提示された。実際に必要とされたのは９０

度の道に対する再生反応であったが，毎回同じ曲がりを

経験することによる慣れの影響が考えられたので，９０度

以外の曲がり道に対しても反応を求めることにした。ど

ちらの曲がり道を先に通らせるかもランダムとし，計１４

試行が実施された。右折する２つの道の各々には，被験

者から見えない所に小型無線機がとりつけられており，

実験者の持つ親機からの送信で，任意の一方の子機から

信号音が聞こえてくる仕組みになっていた。被験者は通

路の入り口から直進し，交差点で一旦停止して信号音を

待った。その後，信号音の聞こえてきた方の道へ曲がり，

通路を出た。通路の出口には別の実験者が待機しており，

被験者を反応測定場所へと誘導した。被験者は，移動課

題①とほぼ同様の手続きにより，直前に通路内で曲がっ

てきた角度を再生することが求められた。教示のみ移動

課題①とは異なり，「今通路内で曲がってきたのと同じだ

け曲がって下さい」というものであった。

なお，移動課題②は以上のような内容としたため，描

画課題②や一対比較課題②のように，実験Ｉで用いられ

た手法を４叉路という新たな状況下に敷術するだけのも

のではなかった。移動課題①が環境との相互作用をほと

んど必要としないのに対し，移動課題②では実際の「曲

がる」行為における環境とのやりとりを積極的に求めた

ため，生態学的な意味合いの濃い課題となったと言える。

手続き描画課題②，選択課題②，一対比較課題②は，

刺激がこの順に綴じられたＢ５判の調査冊子を作成し，

実験Ｉと同様の手続きで実施した。実施に要した時間は，

各群とも20～30分程度であった。

移動課題②は，被験者の属する小学校もしくは大学の

体育館で，７名程度のグループに分けて実施された。た

だし，通路内の歩行や反応の再生は個人ごとに行われた。

１つのグループ全体が実験終了までに要した時間は，４０

分程度であった。

実施時期各課題とも，１年生群と５年生群は1993年１０

月から11月にかけて，大学生群は同年９月に実施した。

結果

一対比較課題②は，一対比較課題①と同様に，対象と

なった７種の４叉路パターンに対する選択反応の尺度化

を行った。各パターンに対する尺度値を，年齢群ごとに

数直線にしてFigure6に示す。全ての群において，９０度

以下の曲がり道を含むパターンが，９０度以上の道を含む

パターンよりも好まれている。それに加えて大学生群で

は，９０度との角度差の大きいものから順に選ばれるとい

う規則性もみられた。対して１年生群では，そうした傾

向はみられなかった。５年生群も角度差に基づく規則性

はみられなかったが，１年生の示した選好順序ともまた

類の図の提示順序はランダムとした。なお，すでに図中

に描かれていた曲がり道が鋭角か鈍角かによって，描き

加える道の起点の位置が変わり，そのせいで描かれる範

囲が限定されることになってしまったが，実験Ｉで典型

が90度であることが示されており，今回もこの付近の反

応が得られるであろうと予想されたので，さほど不都合

はないだろうと判断した。

選択課題②；９０度の曲がり道とそれ以外の曲がり道と

を含む，４叉路の図を提示した。双方の曲がり道の出口

には，同じ家の絵を描いておいた。道幅は全て１ｃｍ，屈

折部分まで及び屈折後の道の長さは５ｃｍであった。教示

は以下のような主旨のものであった。「あなたは友達の家

に行かなくてはなりません。友達の家は道をまっすぐ行っ

て曲がったところにあります。友達の家はどちらですか。

１つだけ選んで丸をつけて下さい｡」

蕊篭

』曲がる」概念の典型性と文脈効果にみられる発達的変化

Figure5一対比較課題②で用いられた刺激図の例
(左は90度と135度,右は90度と30度；

道幅1ｃｍ,曲がり角までの長さ各5ｃｍ）
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Figure6一対比較課題②での各角度に対する尺度値を年齢群別に示した数直線

Tab'e2fi繍書こおける凧の年齢群鮒〆ﾀー (％）

８５．６

(12.8）

９０．２

(16.2）

８８．７

(12.1）

８７．９

(18.5）

８６．６

(16.1）

８４．０

(21.2）

９０．５

(18.7）

注．括弧内は標準偏差，単位は度。

異なっていた。

描画課題②では，年齢群並びに４叉路のパターンごと

に，描き加えられた「曲がる」道の回転角度を平均し，

Table2に示した。さらに群ごとに，４叉路のパターンを

要因とする一元配置分散分析を行ったところ，大学生群

(F<9.17,ｑ１Ｋ６/216,ｐ＜0.001）と1年生群（F＜4.07,

‘ZK6/212,ｐ＜0.001）において有意な主効果がみられた。

そこでRyan法による多重比較を行った結果，大学生群で

は75度と30度(z(252)=3.66)，１０５度(z(252)二6.28)，120度

(ｔ(252)=5.04)，135度(ｔ(252)=4.52)との間，並びに'０５

度と45度(Ｚ(252)=3.72)，６０度(Ｚ(252)=4.46)との間

８８．３

(4.7）

９０．７

（7.6）

９２．４

（8.4）

９６．４

(12.9）

８２．５

(11.4）

８５．３

（９．１）

８６．４

(9.1）

０
３０度４５度６０度７５度１０５度120度135度

交叉するまがり道の角度

Figure7選択課題②における90度の道の年齢群別選択率

８１．５

(24.3）

８９．７

(22.1）

９９．０

(19.0）

９３．８

(19.0）

９４．５

(18.9）

８４．４

(17.3）

８２．８

(19.1）

に５％水準で有意差がみられた。一方１年生群では，６０

度と30度(t(259)=3.75),135度(t(259)二3.47)との間に５％

水準で有意差がみられた。

選択課題②も年齢群並びに４叉路のパターンごとに，

被験者が90度で曲がる道を選んだ比率をグラフにしてFigure

7に示した。いずれの群においても，105度の道と交差し

た時に90度の道の選択率が急激に低下することが示され

ている。CochranのＱ検定を用いてパターン間の選択率の

違いをみたところ，５年生群(ｘ２(6,ＪV＜35)=13.21,ｐ＜

0.05)と大学生群（Ｘ２(6,1V＜37)=24.29,Ｐ＜0.01)におい

て有意な差が認められた。

移動課題②での分析は，９０度の道に対してなされた再

生反応値のみを対象とした。年齢群並びに４叉路のパター

ンごとにその平均を算出し，Table3に示した。大学生群

は全ての角度で90度より小さい値となっていたが，１年

…･･大学生
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とのパターンが，同じく１５度の角度差を持つ90度と75度

とのパターンに比べて，遥かに選ばれにくかったことに

端的に示される。９０度の道と組み合わされた時に，105度

の道は75度の道よりもより紛らわしい存在となるのだろ

う。実際，一対比較課題②に回答するにあたって判断に

困った大学生のある被験者は，「人からこの先の道を「曲

がる」ようにと教えられたとき，どちらのパターンなら

迷わないかで正しい道に進めるかと考えた」と，実験後

に報告している。

ここで，一対比較課題①と一対比較課題②の結果の間

にみられた重要な矛盾について指摘しておかねばならな

い。一対比較課題①においては，典型性判断における鋭

角の優位性が示された。そのため，典型である90度の道

に同様に典型性の高い鋭角の道が組み合わされれば，紛

らわしさのために90度の道の典型性は減じるだろうと予

想され，一対比較課題②では鋭角の道が含まれたパター

ンが嫌われるだろうと思われた。ところが結果は全く逆

で，やはり鋭角の道を含んだパターンが好んで選択され

た。そこで，この矛盾に妥当な解釈を与えるために，一

対比較課題①と②で用いられていた大小関係という判断

基準の内容は異なるのだ，と仮定してみよう。「曲がる」

ということを屈折によって表現した一対比較課題①にお

いては，９０度よりも曲がりすぎることに対して，ふさわ

しくないとの判断が働いたと思われる。対して，２本の

｢曲がる」道が含まれた一対比較課題②では，出発点から

見てより手前にあることは，「曲がる」らしさという点で

有利に働いたのではないだろうか。典型性に対する文脈

効果は，まず大小関係という判断基準の内容の変化とし

て示されたと言える。

また，角度差に基づいて判断する傾向は，１年生群と

５年生群では，実験Ⅱで用いられたいずれの課題におい

ても認められなかった。このことは，小学生の２群にお

いて，典型性に対する文脈効果が判断基準の内容ばかり

でなく，基準自体の変化としても示されたことを意味す

る。彼らは，２つの基準を同時に考慮することは困難で

あり，その時々の状況に応じて最も注目されたただ１つ

の基準にのみ基づいて判断を下しがちなのだと思われる。

対して大学生群では，９０度との大小関係に加えて角度差

も判断を下す際に同時に考慮していることが示されてい

る。大学生は，４叉路という新たな状況下でも，実験Ｉ

と同様に90度との大小関係と角度差という２つの基準を

同時に用いていたのである。

以上より，典型事例並びに典型性の判断基準に対して，

発達段階によって異なる文脈効果がみられたと結論され

る。

TabM言霊駕こおける凧の年齢群角度パﾀー
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７７．５
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９１．２

(29.1）

９７．５

(26.8）

101.6

(27.3）

９３．７

(24.3）

９２．５

(27.5）

９４．６

(30.0）

９２．０

(29.6）

生群では反対に全ての角度で90度よりも大きい値を示し

た。群ごとに，４叉路のパターンを要因とする一元配置

分散分析を行ったところ，大学生群でのみ有意な主効果

(侯3.31,Ｑ１/＝6/210,Ｐ＜0.01）がみられたが，続いて行

われたRyan法による多重比較では有意差は示されなかっ

た。

考察

選択課題②において，９０度の「曲がる」道が他の道よ

りも常に高い選択率を示したことから，４叉路という状

況下においても，９０度の道は常に他の曲がり道よりも「曲

がる」道として好まれていることが確かめられた。とこ

ろが描画課題②からは，「曲がる」概念の典型が必ずしも

90度であるとは言い切れない結果が示された。選択課題

②は，９０度と他の角度との２つの曲がり道の典型性を比

較させる課題であったのに対し，描画課題②は，提示さ

れた文脈下で最大の典型4性を示す道を自由に再生させる

課題であったと言える。このため，前者の課題で常に９０

度の道が選ばれたとしても，それは必ずしもあらゆる状

況下で90度の道が典型であるわけではないことを意味し

ている。むしろ後者において示されたように，文脈の変

化に応じて，「曲がる」概念の典型は90度を中心として微

妙に変動すると考えた方がよいであろう。すなわち，「曲

がる」概念の典型事例に対して文脈効果が示されたと言

えるのである。では，典型性に対しても文脈効果はみら

れたのであろうか。

実験Ｉでは，９０度との大小関係と角度差が，「曲がる」

道の典型性判断基準として用いられることがわかった。

同様に，一対比較課題②においても，９０度の道の典型度

を判断する際の基準として，もう１本の道との大小関係

が用いられることが，全ての年齢群において示された。

すなわち，９０度以下の道と交差する場合の方が典型性が

より高く認識されていたのである。これは，９０度と105度

注．括弧内は標準偏差，単位は度。

全体的考察

本研究の目的は，「曲がる」概念の典型事例と典型性の



3８ 発達心理学研究第６巻第１号

存在を実証し，次いで文脈効果の有無を明らかにし，さ

らにそれらにおける発達的変化を検討することであった。

２つの実験より典型事例と典型性の存在が実証され，

当初の仮説通り，「曲がる」という自然概念が学童期より

存在することが確かめられた。また，典型事例と典型性

の判断基準に対して文脈効果がみられること，発達的な

変化は，周辺事例の典型性の確立と典型性判断における

文脈効果の影響の違いとして現れることなども示された。

これらの結果は，冒頭部で指摘した認知地図研究と概念

研究におけるいくつかの問題点に対して，興味深い示唆

を与えてくれる。

まず，スケッチマップに現れる90度方向への曲がり道

の歪みは，「曲がる」概念の典型に由来するものであると

の新たな解釈が可能となった。これにより，歪みにみら

れる個人差と発達差をより詳細に説明できる可能性が生

まれてくる。例えば，歪みの程度にみられる個人差は，

対象となった事例に対する典型度の個人差として，もし

くは課題文脈から受ける影響が人によって異なるせいで

あるとして解釈できるだろう。ただし本研究は，個人差

の解明には焦点づけられていなかったので，これらは推

測の域を出ず今後の検討課題として残される。

発達差については，概念研究とも絡んで次のことが示

唆された。まず，本研究の一対比較課題①と②における

最大尺度値と最小尺度値との差が，大学生群（①では2.50,

②では1.56）では１年生群（①では1.42,②では0.74）

や５年生群（①では1.30,②では0.65）よりもはるかに

大きかったことに注目したい。各群の尺度値の単位は標

準化により１に揃えられているので，最大・最小値差の

違いは選択比率の分散の違いに由来するものであると言

える。すなわち，大学生群の方が小学生群よりも，特定

の対象に対してより明確な選好を示したと解釈できる。

これは，事例の典型性が発達に伴って個人間で次第に類

似してくるとした，菅（1987）の指摘を支持するもので

ある。

また同じく，一対比較課題①と②の結果から，典型性

判断の基準の設定に発達的な変化がみられることが示さ

れた。この変化は，発達段階が上がるにつれて，判断基

準が多様化・安定化するというものである。年少児は判

断基準として，その状況下で最も彼らの関心を引いた唯

一の基準を採用するが，それは安定的なものではなく，

個人間でもしくは状況が少し変化することによって容易

に他の基準に取って代わられる。対して大学生は，状況

に応じて必要とされる複数の基準を同時に用いることが

でき，しかもそれらの基準は個人間でもかなり一致して

いるのである。このことは，「曲がる」概念を支える内的

構造が発達的に変化していることを意味するものと言え

るだろう。初めにMervisetal．（1975）や菅（1987）の

先行研究を引いて，色や動物・乗り物といった自然概念

の内的構造が発達的に変化していくものであるらしいこ

とを述べたが，同様に本研究で対象とした「曲がる」概

念も，そうした対象物に関する諸概念と類似した発達的

特徴を示したのである。

さらに，空間表象を仮定することの是非についても述

べておこう。実験Ｉにおいて「曲がる」概念の典型の存

在が示されたことから考えると，その際の判断の基礎と

なった何らかの概念表象が存在するのではないだろうか。

しかし同時に，実験Ⅱでは明確な文脈効果もみられてお

り，この表象は決して固定化したものではなく，環境と

の関わりの中で絶えず修正され変化するようなものであ

るとみなすべきであろう。移動課題②のように生態学的

な観点を合わせ持つ研究が，大規模空間内での実際の移

動行為と「曲がる」表象との関連性について，今後明ら

かにしていく手がかりを与えてくれるのではないかと期

待される。

最後に，本研究から提起される問題点をもう２つ指摘

しておこう。

まず，用いる評価方法によって典型性判断の異なるこ

とが明らかになったが，そうしたモダリティー間の違い

についても，今後検討していかねばならない。増井・今

田（1992）は，この認知過程の外在化の問題を，単に評

価方法の特性に関するものとしてみるのではなく，環境

内での目的的な行動能力を評価するのだという観点を中

心に据えて，捉え直していく必要があると述べている。

これは，先述した「曲がる」概念の状況依存‘性を詳細に

検討していくという点からも，非常に重要な指摘である。

また本研究では，研究対象とした「進行方向の変更」

を意味する概念を「曲がる」という言葉で表現した。こ

れは「交差点を「曲がる｣｣，「角を「曲がる｣」などの表

現が，日本語においては最も自然であると判断したから

だ。概念研究においては，能記としてしばしば言語が用

いられるが，それ自体が概念内容を規定している可能'性

は十分にある。「曲がる」は，英語では「turn」という表

現がこれに相当するであろうが，この他にも「進行方向

の変更」を意味する単語として，．｢bear」が用いられるこ

とがある。両者の違いは，回転角度が明確であるか否か

という点にある。英語を母国語とする者を被験者として，

両単語に対応する所記としての概念を産出させれば，両

概念に違いがみられるだろうことは想像に難くない。そ

のため本研究で示された概念の諸特性が，あくまでも「曲

がる」という言葉に対してのものであり，「進行方向の変

更」を意味する概念であると断言することには'慎重でな

ければならない。言語による能記の表現を教示に用いな

いなどの工夫をして，追試研究を行ってみる必要がある

だろう。
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青年期における他者との関係のしかたと自己同一性

金子俊 子
(甲南女子大学文学研究科研修員）

EHEriksonが提唱した，自己同一性が他者との関わりを通じて確立されていくという理論を基にして，

青年とそのまわりの友人（一般的他者）との関係のしかたと，自己同一性形成との関連を探求した。(1)１０

項目からなる文章完成法の質問紙を72名の大学生に実施して，(2)それに基づき，自己一他者関係尺度を作

成して，１００名の大学生に実施し，因子分析の結果，「違い意識」「左右されやすさ」「距離をおくこと」

の３因子が得られた。(3)さらに，自己一他者関係尺度と中西・佐方（1982）の同一性拡散感尺度，遠藤ら

(1981）の同一性測定尺度を90名の青年（大学生及び専門学校生）に実施した。その内の63名について，「違

い意識」「左右されやすさ」「距離をおくこと」の下位尺度と自己同一性との関連を検討した結果，「左右

されやすさ」や「距離をおくこと」が強い青年ほど「私は誰？」というような同一性拡散の感覚が強く，

｢違い意識」がある青年ほど「自分への確信」がしっかりしているということが明らかになり，自己一他

者関係の特徴と自己同一性の確立度との関連が見いだされた。

【キー・ワード】自己一他者関係，自己同一性，青年期

青年期に入ると，人は，自分らしさを模索し始め，独

立して生きていくように準備を始める。自分らしさの確

立と親からの心理的離乳，そして，友人関係の新たな展

開は，青年期の最も重要な課題である。

Eriksonの理論において，自己同一性は，人間のライフ・

サイクルの各段階における，重要な他者（significantothers）

との関わりを通じて形成されていく。そして，その対象

は，母性から親，家族，仲間，パートナーへと移行して

いく。

Erikson（1980）によると“自我同一性の感覚とは，自

分の内的同一性と連続‘性を維持する個人の能力が，他者

にとっての自分の意味の，同一性と連続性によって，ふ

さわしいとされて生じた自信（p,94)'，のことである。つ

まり，同一性の形成において，他者との関係のあり方が，

非常に重要となっているのである。

また，Kroger（1989）は，Blosの分離一個体化過程と

Marciaの同一性地位の理論に基づき，自己と内在化され

た親の表象との関わりのしかたについて言及しているが，

そうした青年の自己と内在化された対象の表象との個別

化，つまり，青年の自己像が他者のイメージから分離・

独立していくことが，青年期になされるべき本質的課題

であり，本研究では，そうした青年期における自己像と

他者イメージの分離という観点を背景にしている。

さて，木村（1978）は，“われわれ日本人の体験構造の

中においては，人はつねに人間としての間'性，間柄性に

おいて見られてきた。ここが西洋の個人主義的，独在論

的な自我意識と日本人の自己観との決定的な相違なので

ある。…日本人の対人関係においては，その内面ことに

感'情面における自他の区別が西洋人ほどはっきり確立さ

れていない'，と指摘しているが，自己と他者の関係のし

かたについて論ずるには，日本人らしさという観点が非

常に重要であろう。

さらに，笠原（1977）は日本人特有の対人恐‘怖症の青

年が，「半知り」の人たちを苦手とし，それも同年輩者が

苦手だと指摘している。ここで論じている「半知り」の

他者とは，親とか兄弟とか親友といった親しい人間と見

も知らぬ人たちの中間の，級友，上級生，下級生，先生

たち，近隣の人たち，親戚の人たちである。士川（1988）

によると，「家族と衆人との間のその途中の段階の他者」

すなわち，「少し知っているがよくは知らないという人」

と説明される。この青年期心性に基づき，「半知り」の一

般的他者と青年との関係に着眼し，本研究を進めていき

たい。

これまでの研究では，自我同一性と友人関係との関連

を直接扱ったものは，宮下・渡辺（1992)，高木・張（1992)，

金子（1991）などの研究しかなく，同年輩集団というよ

うな観点からの級友関係の検討はされてこなかったので，

｢半知り」の他者という視点の導入が必要である。

本研究では，自分が，一般的他者とどういう関係にあ

るかということを，青年に記述させ，自己と他者の関係

を測定する尺度を作成するとともに，自己同一性の確立

の度合との関連を探究していくことを目的とする。

研究１

目的

自分とまわりにいる他の人（一般的他者）との間の関
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係の様相について，大学生の記述を収集して分類するこ

とを目的とする。

方法

１５項目からなる文章完成法の質問紙を作成した。これ

は20答法を参考にして，「私」と「他の人」という語句を

繰り返して，文章を作ってもらう方法を用いた。予備調

査の結果，５項目は刺激語から内容が限定されやすいと

いうことが明らかになり，これを削除した。

本調査は下のような10項目に，「あなたの友人や知人な

どまわりの人を思い浮かべて」という教示文を加えて実

施した（1991年１月)。被験者は国立Ｏ大学の男子学生２８

名，女子学生44名の計72名で，平均年齢は19.4歳であっ

た。

結果

７２０の文章の内，記述が十分でないものが３，個人的

な体験などが述べられているパーソナルな反応が250（34.9％）

あった。残りの467（64.9％）の文章を分析したところ，

69カテゴリーの文章に分類され，その内12の文章は，出

現頻度はｌだったが，一般的な反応だった。

１％以上（７回以上）の出現率の文章は22あった。そ

れら22の文章をＫＪ法を用いて分類していき，出現度数

とともにまとめたのがＴａｂｌｅｌである。

記述表現について，「自己」を重要視して「他者」との

関係を保っているのか，「他者」を重要視して「他者」と

の関係を保っているのかという観点から，次の４つの類

型をとりだすことができた。

(質問項 目） ①独自性

ｌ私は他の人を②他の人に よく思われたい意識

２私は他の人に対して ③他の人を重視

３私は他の人と④他の人との隔たり

４私は他の人には

研究２５私は他の人の

６私は他の 人と は目的

７私は他の人に 研究１を基にして，自己一他者関係尺度を作成するこ

８私は他 の 人 か ら と を 目 的とする。

９私と 他の 人は 方法

ｌＯ私と他の人との間に 研究１の文章完成法の記述の中から，先述の４つの類

Tableｌ文章完成法の記述の分類と出現頻度（１％以上の項目ノ

私は他の人との間に壁を感じる

私は他の人とは表面的で，親密な関係は持っていない

私は他の人にあまり深くかかわってほしくない

私は他の人に自分の秘密はいわない

私は他の人に自分の本当の気持ちを知られたくない

私は他の人と衝突せず，仲良くやっている

私は他の人にやさしく接するようにしている

私は他の人と信頼し合いたい

私は他の人とよく一緒に行動する

私は他の人に迷惑はかけたくない

他
の
人
と
の
隔
た

他
の
人
を
重
視

対
人
上
の
心
構
え

独
自
性
一
期
め
れ
る

岨
皿
８
｜
岨
ｎ
８
ｌ
ｕ
ｕ
ｍ
Ⅲ
９
７
｜
凹
Ⅳ
肥
ｎ
７
ｌ
訂
師
羽
皿
９

私は他の人とはどこか違うと感じる

私は他の人とは違っていたい

私と他の人とは別個の存在であると実感している

私は他の人からどう思われているかが気になる

私は他の人からできるだけよ．<思われたい

私は他の人を嫌な気分にさせないように気を使っている

私は他の人と比べて，自分の劣っている点を気にしている

私は他の人からいろいろ学ぶようにしている

私は他の人をできるだけ尊重している

私は他の人をとても尊敬している

私は他の人の欠点がすごく目についてしまう

私は他の人に頼ってしまうところがある
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Table２自己他者関係尺度因子分析表

SＤ

因子２因子３因子１

．７４５

．８１４

．６４７

．５８０

．５７４

私は他の人とどこか違うと感じる。

私は他の人とくらべると少し変わっているかも知れないと思う。

私は他の人と違っていたい。

私は他の人とあまり差がない方がいいと思っている。

私は他の人と全く同じようにしたいとは思わない。

私は他の人からどう思われているかが気になる。

私は他の人から影響を受けやすい。

私は他の人にきらわれたくないと願っている。

私は他の人からいわれることばに心を動かされやすい。

私は他の人に頼ってしまうところがある。

私は他の人にあまり深くかかわってほしくない。

私は他の人に自分の本当の気持ちを知られたくない。

私は他の人を心から信じることはできない。

私は他の人と心の底からうちとけあえていない。

私は他の人に自分の秘密はいわない。

私は他の人と心の奥までわかりあいたいとは思っていない。

私と他の人とは別個の存在であると実感している。

寄与率

３
７
５
９
３
１
５
９
７
０
６
４
８
２
６
０
１

１
１
２
１
２
１
１
２
２
３
３

､７４６

．７６５

．６７２

．７２１

．５８４

､７４５

．６２０

．５５８

．５５３

．６５７

．７５４

．４４９

.168､168、１６２

４．００

３．７６

４．８６

注．項目19は反転項目で，因子負荷量.400以上を表にあげた。

型，①独自性②他の人によく思われたい意識③他の人

を重視④他の人との隔たりのそれぞれに属する文章を

8個ずつ選び，３２項目からなる質問紙を作成した。「よく

あてはまる」「ややあてはまる」「どちらともいえない」「あ

まりあてはまらない」「全くあてはまらない」の５件法で，

｢まわりにいる友人や知人に感じていること」という教示

を加えて，米大日本校１年生男女104名に実施した（1991

年５月)。男子67名と女子33名の計100名を分析の対象と

した。平均年齢は18.79歳であった。

結果

項目得点は，他者への肯定的関心が高いほど高得点と

なるように算出したが，その平均値に偏りが著しいもの

はなかった。そこで，この32項目を主成分分析の後に，

バリマックス回転をして，因子分析を行なった。固有値

や項目の適切さに基づいて７因子を抽出した。それらは，

「他の人の影響性」因子，「他の人との隔絶性」因子，

「他の人との異同」因子，「他の人の尊重」因子，

「他の人の取入れ」因子，「他の人への気遣い」因子

他であった。

尺度を作成するにあたり，第１・第２・第３因子に負

荷する項目を取り上げることにして，１７項目を選定し，

再度，因子分析を行なった結果がTable2である。３因子

が抽出され，第１因子「他の人との違い意識｣，第２因子

｢他の人に左右されやすさ｣，第３因子「他の人と距離を

おくこと」と命名した。

自己一他者関係尺度の項目分析を行なった。３つの因

子について，それぞれの項目に０点～４点を与えて合計

したものを下位尺度得点とすると，それぞれの平均値は

Table3のようになった。

Table３尺度得点の平均値

Table４尺度間の相関係数

青年期における他者との関係のしかたと自己同一性

３つの下位尺度得点とそれぞれに含まれる項目得点の

ピアソン相関係数は.56～､78の１％水準の有意な値をとっ

た。

下位尺度間のピアソン相関係数を示したのがTable4で

ある。これによると「違い意識」下位尺度と「距離をお

くこと」下位尺度との間にのみ.３０の１％水準の有意な

値が得られ，これは，他の人と自分は違うと感じている

者ほど，他の人と打ち解けあっていない傾向があるとい

うことを表わしている。他の下位尺度どうしの相関は有

意な値ではないので，互いに独立したものとみなしうる。

３つの下位尺度について，Cronbachのα係数を求めた

ところ，

① 違 い 意 識 0 . 7 2 8

②左右されやすさ0.751

③距離をおくこと0.763

の値が得られた。以上のような結果から，この17項目で

左右されやすさ

距離をおくこと

違い意識

左右されやすさ

距離をおくこと

1２．４０

１３．６１

１２．８０

－．１１

．３０*＊ 一．０２

遠い意識左右されやすさ

**ｐ＜､０１
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Table５同一性測定尺度因子分析表

項目１

項目２

項目３

項目４

項目５

項目６

項目７

項目８

項目９

項目１０

項目１１

項目１２

項目１３

項目１４

項目１５

項目１６

項目１７

項目１８

項目１９

寄与率

因子１因子２因子 ３因子４因子５因子６因子７

．４７３－．５３０

．４８１、４９３

．７５７

．８２７

．４３４、４１５

．５９６

．７９６

．５１８

．６４２

．７４６

．６６０

．７４９

．７９１

．８４４

－．７５６

－．６５１

．８４０

．６２５－．３９９

．６０７

．１５１、1０９、０７５、０７６、１０９、１０６、０７７

注．因子負荷量.395以上を表にはあげた。項目内容は資料を参照。

自己一他者関係尺度を作成した。

研究３

目的

①自己一他者関係尺度の信頼性を確認する。

②自己同一性の確立の度合と，自己一他者関係の様相

との関連のしかたを確認する。

方法

[調査１］

研究２で用いた自己一他者関係尺度32項目（因子分析

前の項目)，中西・佐方（1982，中西ほか'985参照）の同

一性拡散感尺度１０項目からなる質問紙を米大日本校生３４

名と福祉系専門学校生40名の計74名に実施した（1992年

９月)。

[調査２］

自己一他者関係尺度32項目（因子分析前の項目）と遠

藤ら（1981）による同一性測定尺度82項目からなる質問

紙を米大日本校生39名と福祉系専門学校生40名の計79名

に実施した（1992年10月)。

調査ｌと１ケ月後の調査２の両方の回答が得られた６３

名（男41名・女22名）を分析の対象とした。被験者の平

均年齢は19.48歳であった。

結果

①再テスト信頼性

自己一他者関係尺度は，「違い意識」５項目，「左右さ

れやすさ」５項目，「距離をおくこと」７項目からなって

おり，その３つの下位尺度得点ごとに1ヶ月の間隔をお

いて，ピアソンの相関係数を求めたところ，

違い意識：，７８

左右されやすさ：、８２

距離をおくこと：．７８

の高い相関が得られた。

②同一性との関連

まず，遠藤ら（1981）の同一性測定尺度の内の同一性

の段階19項目を因子分析（主成分分析の後にバリマック

ス回転）したところ，固有値1.00以上の基準では，７因

子が得られた。因子分析表をTable5に示すが，寄与率の

合計は70.3％であった。

この７因子に関しては，第１因子「自分の生き方への

自信｣，第２因子「私は誰かわかっているか｣，第３因子

｢仲間関係｣，第５因子「自分への確信｣，第６因子「まわ

りからの規定」と命名することができた。

第４因子と第７因子は負荷している２項目に関連はみ

られるものの，他の因子にも負荷している項目が含まれ，

寄与率も低いことから除外することにした。

次に，この７因子について，各被験者の因子得点を求

めた。この因子得点と調査２で実施した自己一他者関係

尺度17項目とのピアソン相関係数を求め，Table6に示す。

また，調査ｌで実施した自己一他者関係尺度17項目と，

中西・佐方（1982）の同一性拡散感尺度とのピアソン相

関係数をTable7に示す。

調査ｌにおける結果から，「左右されやすさ」と同一性
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青年期における他者との関係のしかたと自己同一性

Table６同一性測定尺度と自己一他者関係尺度との相関係数

、１４

－．４０*＊

－．３１*＊

因子1因子２因子３因子５因子６

違い意識

左右されやすさ

距離をおくこと

､３３*＊

､０２

．１７

、１１

－．１９

．０７

－．１４

．２３

－．０４

違い意識

左右されやすさ

距離をおくこと

4５

同一性拡散感

一・０３

．３９*＊

、５０*＊

＊*ｐ＜,０１

拡散感との間に.39の１％水準で有意な相関が得られ，「距

離をおくこと」と同一性拡散感との間にも．５０の１％水

準で有意な相関が得られた。

調査２における結果から，因子２「私は誰かわかって

いるか」と「左右されやすさ」との間に1％水準で有意

な負の相関（-.40）が得られ，「距離をおくこと」との

間に５％水準で有意な負の相関（-.31）が得られた。さ

らに，因子５「自分への確信」と「違い意識」との間に

有意な相関（､３３Ｐ＜0.01）が得られた。なお，因子１

｢自分の生き方への自信」と因子３「仲間関係」について

は有意な相関が得られなかった。

つまり，「左右されやすさ」や「距離をおくこと」が強

いほど，「私は誰？」というような同一性拡散の感覚が強

く，「違い意識」があるほど「自分への確信」がしっかり

しているということが明らかになった。

全体的考察

Eriksonが提唱したライフ・サイクルとアイデンティティ

の理論において，人格発達に対人関係が重要な役割を担っ

ていることが論じられているが，本研究では，自己同一

'性の確立度に「他の人との違い意識」が関連し，同一性

拡散感に他の人に「左右されやすさ」と「距離をおくこ

と」が関連するというこの理論に沿った結果が見いださ

れた。

これまでの金子（1991,未発表）の研究で，同一性拡

散感と対人距離の失調という視点で分析していたものを，

本研究では，自己一他者関係尺度を構成することにより

検討した。

研究ｌで，「私」と「他の人」という語句を使った，合

計720の文章が得られたが，その内容は，友人関係におけ

る広範な記載が得られた。

**Ｐ＜,０１

文章完成法の自由記述から尺度項目を作成していくこ

とで，既存の理論をそのまま用いるのではなく，大学生

の意識を反映した尺度作成が行えたと考える。

研究２では，自己一他者関係尺度を作成したが，この

尺度を因子分析して，「違い意識」「左右されやすさ」「距

離をおくこと」の３因子が得られた。

この３因子については，孤独感の研究成果から，解釈

を加えることができる。落合（1988）は，孤独感の構造

を，「理解・共感できる」と「個別性に気づいている」の

２次元から，４類型にわけ，Ａ型：他人との融合，Ｂ型：

個別性に気づかない理想的理解者の追求，Ｃ型：他人か

らの孤絶，Ｄ型：個別性に気づいた上で，理解・共感し

ようとする状態，というように発達していくと見いだし

ている。

この「理解・共感できる」と「個別性に気づいている」

という次元は，本研究の「違い意識」「左右されやすさ」

｢距離をおくこと」の三つの因子と関連のあるものであり，

この三つの因子も，青年期において推移していくことが，

落合（1988）の研究から示唆されるので，この自己一他

者関係尺度を，中学生・高校生・社会人に実施して，発

達的検討を加えていく必要がある。

本研究では，自己同一性の確立の度合と，自己一他者

関係の様相との関連を検討することを目的としている。

研究３では，同一性拡散感尺度と，同一性測定尺度を用

いて，この点に関して検討を加えた。その結果，「同調的」

な他者関係や「隔絶的」な他者関係が，「私は誰？」とい

うような感覚と関連していることが明らかになった。こ

れは，Eriksonが示唆した対人距離の失調には至っていな

い，同一性形成途上の青年の不安の強い他者関係を表現

していると考えられる。

また，「他の人との違い意識」が強い青年ほど，「自分

への確信」が強いことが明らかになった。これらのこと

から，同一性形成の過程において，「他の人との違い意識」

をもった他者関係の出現が重要であるということが示唆

された。

今後，自己一他者関係尺度に，自己イメージと他者か

らの認識とのズレに関する「相互‘性」の下位尺度を加え

て，発展させていくとともに，自己同一性との関連をさ

らに検討していく。

Table７同一性拡散感尺度と自己一他者関

係尺度との相関係数



私は自分が誰であり，どのようになりたいか，他人にどのように見えるかということを本当に知っていると信じ
ている。

私は幼いときから，両親のしつけによって，健康と自分の行動を抑えることを通じて周囲から認められることの
重要さを知っている。

私はどんどん成長しつづけて，魅力的な人格になるだろうという確信をもっている。

私は自分の欲求や衝動をコントロールできるという確信をもっている。

私が異性や友人を求めておしやくりするのは，自分自身をたしかめるためである。

私は一貫して自己選択あるいは自己決定に自信を持ちつづけている。

私は今の社会的現実の中にはっきりと生きがいを見いだすことができるような人となり，発達させているという
確信をもっている。

私の生き方は，心から納得できるものである。

私の生きがいのよりどころは仲間とか，生産的な仕事，社会的活動，科学的探求，芸術的創造の中にある。

私は悪い友たちや悪い行動とは無関係に，いつも正しい決定を下すことができる。

私は，いつも確かな未来に向かって有効な歩みを身につけつつあるのだという確信をもってきた。

私は「他人」とのかかわりあいの場で，いつも「私」であり，また，いつまでも「私」でありつづけるとはっき
り感じとっている。

私は「理想の自分」が沢山あって，どれが本当に「なりたい自分」なのかさっぱりわからなくなっている。

自分のまわりには，あまりにも多くの局面で，あまりにも多くの変化が起こっているので，私はすっかり疲れきっ
てしまい，不安で不安でたまらず，自分がなにものなのか，さっぱりわからなくなっている。

自分たちの団結のために，私は，一時的にせよ，あたかも自分が英雄であるかのようにふるまいすぎたことがあ
る。

子供のしつけや習慣の形成ということは，機械化時代に順応できるように歯車化し，規格化することにほかなら

ないと，私は確信する。

私は現代の機械化時代における人間の諸問題は，人間の歯車化において，解決されるものであり，産業や社会の

組織の人間化によっては解決できないと思う。

国籍や文化的背景の趣味や才能，時にはグループの所属などを区別するために，一定の洋服やしぐさなどをしる

し（サイン）として用い，メンバー以外の者は，これを排除しなければならないと信じている。

青年期までに私が身につけた役割や技術を現代の理想的な行動様式にどう結びつけたらよいか，私は非常な悩み
を感じている。
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Thisstudyconcemedtheconnectionbetweenself-otherrelationsandadolescentidentityformation,from

thepointofviewofErikson，stheory・First，７２universitystudentsansweredatenitemsentence

completionquestionnaire、Basedonanalysisofthesedata，asecondquestionnairefOrmwasdevised，

with32sentencesaboutself-otherrelationships・Onehundreduniversitystudentsfilledoutthisform，

andfactoranalysiswasconductedontheirratings,Seventeenitemsloadedonthreefactors:Individuality，

Confbrmity，andDistancinglnaddition，４７ｕniversitystudentsand43technicalcollegestudents

completedal7itemSelf-OtherRelationshipsScale，atenitemldentityDiffusionScale（Nakanishi＆

Sakata,1982),andan82itemldentityMeasurementScale(Endoetal,1981).Theresultsfor63subjects

(４１malesand22females)showedthatConfbrmityandDistancingwererelatedtoonessenseof“Ｗｈｏ

ａｍｌ?”andfeelingsofidentitydiffusion・Individualityscoresrelatedtoself-confidencemeasures．

【KeyWords】Selfotherrelationships,Identity,Lateadolescence，Erikson，stheory
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情緒の調整にみられる幼児行動のダイナミック・システム

須田治
(東京都立大学人文学部）

システム論の見方では，情緒は，行動を組織して，子どもがより適応的な状態になるように調整してい

るとみる見方がなされている。この観察研究はこの見方にもとづき，マイクロ分析をもちいて，フラスト

レー卜した状態での幼児（４－５歳，７名）の調整の過程を記述した。その目的は，母親にたいしてと，

見知らぬ人物にたいしてなされる行動の相違を調べることであり，母子インタラクションのペア間の相違

を明らかにすることであった。ここで予期されたことは，一部の行動の抑制にもとづく，別の行動へのス

イッチ・オンであり，また母親の行動の微細レベルでのやり方が子どもの行動レパートリーを特徴づける

ことであった。さて双対尺度法による解析からは，母親に向けて子どもがもちいたさまざまな攻撃や不快

の行動から，抑制された状態でのわずか数種の自分に向けられた行動への変化が，構造的なパターンとし

て示された。また母子インタラクションに潜む対立的な構造も見いだすことができた。このような記述的

な知見とともに，この論文では小ケース研究の方法論に関する探求がなされた。

【キー・ワード】情緒調整，母子インタラクション，社会性の発達，ケース研究法，システム論

情緒調整とは，(1)情緒の状態がさまざまな行動を組織

するプロセスをさし，(2)またそこから適度な覚醒へと調

節したり，あるいは快または中性の情緒の質を生みだす

プロセスをさす。この２つの過程は，フィードバックの

環をなしており，子どもの適応変化として観察されると

考えられる。

Ｃａｍpos,＆Barrett（1984）は，前者の過程について概

念化をすすめた。すなわち情緒とは，他者とのあいだで

の対人的インタラクションを組織するもの（Organizer）

であり，また体験過程を組織するものでもあるとみなさ

れた。つまり鎮静化をすすめたかどうかにかかわらず，

情緒による行動の組織化は子どもの文脈への適応に機能

すると考えられ，このために調整とよばれた。本論文の

定義もＣａｍposらの見解にしたがうことにする。

さて発達について研究者の多くがのべてきたことは，

生態のなかで自己調整的なシステムが発達することが，

子どもの生存に不可欠であるということであった（e,9.,

Dodge,1989)。'情緒調整システムは行動系の組織化によっ

て，生態に適応し，苦痛からのダメージを小さくする仕

組みであると考えられるからである。そこで関心は，乳

児期から幼児期のあいだに起こる発達の大きな変化につ

いて向けられ始めている（須田，1991)。しかし幼児期に

おける‘情緒調整がどのようなものであるかを観察し微細

な行動の変化を記述した資料は，今日においてもきわめ

て少ない（seeDodge，＆Garber，1991)。

そこで幼児期において，’情緒の変化が社会的インタラ

クションに関わる行動をどのように組織し，調節してい

るのかという問題をこの研究では扱うことにした。

これまでの研究結果をつぎのようにまとめることがで

きる。

１）発達的には，幼児期の調整が乳児期とはどこが異

なるのかに関心が向けられてきた。これまで乳児期につ

いては，内的な情緒の状態の直接の行動化によって情緒

調整がなされ（Trevarthen,1979)，親子のあいだでは緊

張の状態が緩和するよう調整がなされるといわれてきた

(Gianino,＆Tronick，1988)。

しかし幼児期になると，新たな行動系（つぎの２）の

(｡)や(f)）が幼児の行動レパートリーに加わる。つまり子

ども自身の認知の発達にたすけられて，いつ，だれと，

どのようなインタラクションを成立させるかを監視する

能力が高まっていくと報告は推測している（Kopp,1982：

Vaughn,Kopp,＆Krakow,1984)。幼児はしだいに状況・

文脈に適合した行動を選択するようになっていくのであ

る（須田，1991)。

２）この発達の結果，フラストレーションの場面での

幼児には，性質の異なる複数の行動系が並列して機能す

ることが観察によって示された（須田，1986,1987a，

l987b，1988,1990,1991；Suda，1992)。これには，（a）

からだの喚起，（b)表情や声の音色に示される「情緒表出｣，

(c)攻撃，怒り，恐れ，悲しみを示す動作，あるいは「動

作性向actiontendency」（Barrett,＆Ｃａｍpos,1987)，（｡）

ストレスを回避するため環境に直接働きかける意図的一

道具的行動，または「コーピング動作｣，（e)自己刺激，自

己接触，姿勢調節，身体操作といった「自分に向けられ

た行動｣，（f）「言語メッセージ」などがある。

そもそもこれらの行動は，子どもの生物心理学的シス
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テムが，不快の状態が高まるとそれを軽減するように自

己生成されたものだといわれてきた（Cannon,1929;Hebb，

１９５５；Fogel，１９８２；Derryberry＆Rothbart，１９８４；

Salovey,＆Rodin,1985)。しかし対人的インタラクシヨ

ンでは，鎮静化がそのままに観察されるとはかぎらない。

情緒がさまざまに変化しうるという意味で「開放系」と

みなされるインタラクションでは，ホメオスタティック

な特性を示すとはかぎらないのである（Scott,1980,ｐ､54)。

たとえば母子のような'慣れ親しんだ交流にさえ，あるペ

アでは鎮静化が起こるのに別のペアではときとして激し

い'情緒的対立が起こるといえる。このような個人差に何

が共通するのか明らかにはなっていない。

３）しかしこの現象にも予見されてきたしくみがある。

すなわち攻撃や不快の表現が抑制されたときに，身体接

触，自己刺激あるいは身体操作がスイッチ・オンされる

ということである。これらの行動には，喚起した状態を

鎮静させる機能が推定されてきており（Freedman,1977；

菅原，1989)，ストレスの高まった状態で出現することも

２歳児の報告にみられる（須田，1986)。

いったい文脈の制約はどのような行動を抑制するのか。

どのような行動が抑制されたばあいに「抑制のスイッチ」

は身体接触や自己刺激を出現させるのか。またそのモデ

ルは，広く適用できるのかどうか。たとえば言語のよう

な高次の言語表現が抑制されたときにも原始的な行動へ

のスイッチ・オンを説明することができるのか。これら

の問題は残されている。

これらの点をふまえてこの論文では，つぎの観察・記

述をおこなうことにした。まず(a)ケースの特徴を位置づ

けた。このためケースごとの発話内容と，情緒的な非言

語的行動の特徴とを記述した。また，幼稚園の教師によ

り評価をしてもらい，他の同年齢の子どもたちのなかで

位置づけてもらった。つぎに(b)幼児たちが，相手によっ

てフラストレーションの状況での情緒行動をどのように

変化・調整させたかを解明することにした。ここでは情

緒的な非言語的行動が抑制されたときに，いったいどの

ような行動にスイッチ・オンされるのか，その変化を解

明した。さらに(c)母子の行動レパートリの違いについて

も解析をおこなうことにした。つまり母子のあいだを鎮

静化させたり，強い情緒対立を生じさせる行動内容とは

何かを解明することにした。

データ解析では，ケースの特徴を潰すという従来の解

析法をさけ，ケースの特徴を記述することと行動指標の

特徴を再現することをともにおこなうことにしたｄこれ

は双対尺度法によって可能で，ケース（行）と指標（列）

のそれぞれの関係を同時布置によって示した。このプロッ

トの星雲から，ケース固有の行動の特徴を対比させるこ

ととともに，ケースが全体として何らかの体系的変化を

示すかどうかを調べることにした。文脈や生物的な制約

のはたらきが，体系的変化として見出されるかどうかを

確かめることができるのである。

この方法がめざすのは，生態のなかに生きる子どもの

ダイナミックな組織化のプロセスを記述し，(1)個人の存

在のしかた（その固有な特徴と個人間の共通性）を解明

し，(2)個人の体験過程を分節し構成している内容や，外

界との関わりを読みとるということである。（May,Angel,＆

Ellenberger，１９７７；Valsiner，＆Winegar，1992）

代表値では失われるこのような情報を活かすため，こ

の研究では，個人間の相違を，＜小サンプルのケース分

析＞として扱うことにした。ここでは，７ケースを記述

の対象としたが，この数は，マイクロ分析に要する膨大

な時間と，双対尺度法によって記述しうる適切な大きさ

から判断した値である。

方 法

1．行動の観察とマイクロ分析

１）被験者：４幼稚園（私立３，公立ｌ）に通園する

子どもとその母親47組を，母子１組ずつ観察した。この

なかから，フラストレーションが明瞭に起こったと３人

の観察者が評価した，７組分のヴィデオ画像を分析した。

以下ケース名を，ｌＴＡ（男児；４歳１カ月)，２ＫＹ（女児；

４歳５カ月)，３ＭＹ（男児；４歳８カ月)，４ＫＨ（男児；

５歳１月)，５１Ｋ（男児；５歳４カ月)，６ＴＭ（男児；５歳

８カ月)，７SＴ（男児；５歳１１カ月）とする。母親との面

接から彼らが目黒区の住宅・商業地区の中流の家庭児で

あり，上記の７人に深刻な発達の問題がないことを確か

めた。

２）観察：ヴィデオ観察はプレイルームでなされた。

女性実験者との玩具遊びに十分魅了されたのち，幼児は，

ＣＡＴ図版（幼児向け絵画統覚検査）を見て話を作るよう

教示された。お話作りの相手は，セッション１では母親，

２では女性実験者であった。母親には，ふだんやるやり

方で子どもを助けてほしいこと，女性実験者には，子ど

もの反応に合わせて必要な援助をしてほしいことを伝え

た。観察は２回，そのうちの２度目のものを解析した。

セッション間は，平均357.7秒であった。１セッションの

長さは，そのお話作りに要する時間によって異なり，平

均395.6秒（１０９から574秒の範囲）であった。

３）マイクロ分析：微細な時間水準での多層的で多様

な行動の生起パターンとその時間変化を記述するため，

一連の手続き，マイクロ分析をもちいた。ヴィデオのデー

タは，まず0.01秒の水準で行動指標にもとづき書き落と

され，これを時系列分析ではそのまま，その他の解析で

は１秒を記録単位として扱った。さらに繰り返し分析単

位を検討したのち，「分平均の出現度数（FPM)」をはじ

めとするデータ行列に変換し，双対尺度法などにもちいた。

４）子どもと母親の行動指標：行動は「モード」とそ



5０ 発達心理学研究第６巻第１号

の下位指標「カテゴリー」とで定義され，そのON-TIME，

ＯＦＦ－ＴＩＭＥを0.01秒水準で書き落とした。記録は観察の

経験を十分持ち，カテゴリー活用のトレーニングを受け

た評価者と著者がおこなった。Ｔａｂｌｅｌは，モード，カテ

ゴリーの構成を示す。またぐ＞内は図中の記号，＊は

Figurelbの解析にもちいた13個の非言語行動を示す。な

おこれらの行動指標のヴィデオからの書き落としの信頼

性は，全データの42％について２名の評定者が評定した

結果，一致率は81.3％以上（１秒を記録単位として）で

あった。

2．幼稚園教師による子どもの評価と解釈

ヴイデオに記録された子どもの行動特徴が，より広範

な子ども群のなかにどう位置づくのかを明らかにするた

め，観察から独立した条件のもとで，子どもの観察経験

の豊富なひとびとに評価してもらった。すなわち反応特

徴の明瞭な４ケース（2ＫＹ’４ＫＨ’６ＴＭ，７ST）を解析

結果から選び，そのヴィデオ画像を映した。そして彼ら

と面識のない教育経験５年以上の教師計20名に，一ケー

スごとにカードに自由記述で自分のそのケースへの印象，

解釈を書いてもらった。

3．発話内容分析

発話内容分析もまた，ケースを広範な子どもたちのな

かで位置づける目的でもちいられた。ただし言語と非言

語という２つのサブシステムが，表現をどのように補完

しているかを解明するために，分析では(1)子どもが言語

によってしめす表現スタイルの分析とともに，(2)その発

話スタイルが，各児の非言語的行動（とくに情緒的な行

動）の特徴とどのような関係にあったかを分析した。

さて子どもの言語活動には(1)「お話し作り」の内容と，

(2)その課題に関わることへの調整（母親とのかけひき）

が含まれているが，それぞれに年齢としては普通より幼

い反応のカテゴリーをもうけ，巧みな表現のカテゴリー

と対比して記述した。具体的には，（a)話の描写内容（主

人公の外面を描写したか，内面を描写したか)，（b)話の悲

劇性，（c)拒否やかけひきの表現についてセッションｌの

発話を調べた。Table2は，分類カテゴリーを積み上げた

ものである。このうち「物語の描写レベル」については，

Wolf,Rygh,＆Altshuler(1984)から５段階を引用したが，

レベル４と５は区別しにくかったため，併合して「４」

とした。この分類カテゴリーの出現の有無（１，０）を評

定者に，絵カード２枚を分析単位として評定してもらい，

その合計値（計８枚分）を求めた。その際の評定の信頼

性を確かめるため，全データについて２名の評定者が評

定した結果，一致率は81.8％以上であった。こうして得

られたデータ行列，９分析指標×７ケースを双対尺度法

で分析した。

4．双対尺度法

ケース（行）と行動指標（列）というデータ行列があっ

たとして，その各セルに質的データが与えられたとする。

双対尺度法では，原点を重心とした最適化された重み（最

適化スコアまたはcategoryvalue）を行と列同時にもとめ

る。そして第１，第２主成分（Ｘ，Ｙ軸）空間に，ケース

Tablel母子の行動指標（＜＞は図における記号，＊は，Ｆｉｇｕｒｅｌｂにおいてなされた解析の対象であることを示す｡）

ＭＯＤＥ

1．幼児行動

ｅｙｅｓ（視線対象）

hand（手の接触）

act（動作）

verbal-act（発話）

face（表情）

tone（声の音色）

2．母親行動

ｑeyes（視線対象）

ｑhand（手の接触）

ｑact（動作）

ｑface（表情）

qverbal-act（発話）

ＣＡＴＥＧＯＲＹ

task＜E-TAS＞（課題の図版)，mother＜Ｅ－ＭＯＴ＊＞，experlmenter＜E-EXP＞，self＜E-
SEL＊＞

task＜H-TAS＞（図版)，mother＜Ｈ－ＭＯＴ＊＞，touchingself＜Ｈ－ＴＯＵ＊＞（自己接触)，
stimulation＜H-STI＊＞（自己刺激；刺激を与える手の動き）

threat＜A-THR＊＞（威嚇)，reject＜A-REJ＊＞（拒否動作)，attention＜A-ATT＞（ひとの

注意を引く動作)，body-manipulation＜A-BOD＞（体幹や四肢のある動きの反復)，facedown
＜Ａ－ＤＯＷ＞（うつぶせ）

makingatale＜Ｖ－ＭＡＫ＞（話作り)，flow-control＜V-FLO＞（質問，要請などによる流れの

調節)，feeling＜V-FEE＞（拒否感情の表現)，non-acceptance＜Ｖ－ＮＯＮ＞（課題の拒否)，
rationalization＜Ｖ－ＲＡＴ＞（合理化，自己説得）

joy＜F-JOY＊＞，interest＜F-INT＊＞，sadness＜F-SAD＊＞，anger＜Ｆ－ＡＮＧ＊＞
laugh＜Ｔ－ＬＡＵ＞，fussorunpleasant．＜Ｔ－ＦＵＳ＊＞（ぐずり声)，scream＜T-SCR＊＞
(叫び）

child＜QE-CHI＞

self＜QH-SEL＞，child＜ＱＨ－ＣＨＩ＞

attention＜ＱＡ－ＡＴＴ＞，control＜ＱＡ－ＣＯＮ＞（直接制御）

joy＜QF-JOY＞，interest＜QF-INT＞，anger＜ＱＦ－ＡＮＧ＞

mindreading＜QV-MIN＞(心の読みとり)，Command＜ＱＶ－ＣＭＭ＞(肯定･否定命令)，inducing
＜ＱＶ－ＩＮＤ＞（催促・問いかけ)，confiImation＜QV-CNF＞（確認)，instruction＜QV-INS＞
(教えこみ）
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Table２発話内容分析のための分析カテゴリー

Ｌｌｉ

篭｜
Ｌ４１

定義

(Ll-L5；Wolf，Rygh，＆Altshuler，１９８４を修正）
人物，場面の外的な特徴を描写するにとどまる。

人物に，行為のエピソードが描写される。内面描写はない。

人物に，感覚，知覚，生理状態を想定する。

人物に，情緒的関係を想定する。あるいは人物に考えや，プランや，思いを想定する。

語られた，怒り，暴力，悲しみ，痛み，傷，破局。

内容分析指標

１物語の描写レベル

Level-l

Level-2

Level-3

Level－４

２物語の悲劇性

Tragiccomponent

３言葉による調整

Stereotype

Negotiation

Confirmation

Rationalization

ＳＴＥ

ＮＥＧ

ＣＮＦ

ＲＡＴ

＜ステレオタイプ拒否＞・紋切り型の終了要求，または繰り返しの倦怠・嫌悪。（例「わ

かんない」「つまんない，つまんない」「やだ，やだ｣）

＜かけひき表現＞・事態からのがれるための取引や正当性の主張。（例「じややんないよ」

｢もういいでしよ」「もうこれだけやったからいいじやない｣）

＜残り時間や量の確認＞残り時間，量をたずねる質問。

＜合理化＞やるべきことを受け入れるための自分への自己説得。（例「あとこれだけか？

じやいいか｣）

と行動指標のそれぞれを同時布置し，それらの関係を再

現することができる（大隅，１９８９；井上，1993ａ）。原点

を重心とした行動指標やケースのプロットの何と何が近

いかは，他のデータ要素と比較したばあいのon，offの１，

０パターンの類似，および量によって決まってくる（cf

Benzecri，1992,ｐｐ､245-307)。

さらに，ｘ，ｙ軸空間においてもし行や列のプロットが

ｃ字状に布置されたときには，一次元性があるとみるこ

とができる。これは放物線状の三日月型布置（parabolic

crescent）ともよばれ，重心の原理によって三日月状を示

すものである。これはガットマン効果とみなされ，行和，

列和を大きい順に並び替えをしたときに，データの１，０

分布に「急な勾配のあること」を示している（Benzecrl，

1992,pP400-403,Ｐ､543)。

5．行動のＬａｇ解析

カテゴリカル・データ間の連鎖を解明するため，Sackett

(1979）の時系列分析をもちいた。この方法では，基準行

動（criterion）がonのとき，遅れLag＝iの時点での行動

ｊの出現率を調べ，期待値との差によって連鎖の強さを

示す。

Ｚｓ＝(Pobserved-Pexpected)／SDexpected

SD＝[Ｐｅｘｐ＊（ｌ－Ｐｅｘｐ)／Ntotalcriterion]麺

ただしAllison，＆Licker（1982)の主張にしたがいＺ１

に変換した値をもちいた。Ｚｌ＝Zs／（ｌ－Ｐｃ)題

ＰＣ；基準行動の無条件確率

結果と考察

1．ケースの位置づけ

ａ）子どもの発話スタイルの位置づけ

子どもたちの表現性の特徴を，(1)発話内容分析と，（２）

情緒的性質をもつ非言語的行動の分析によって記述した。

発話内容分析のデータを，双対尺度法によって解析し

最適化スコアを得た結果がFigurelaである。Ｘ，Ｙが１，

２軸で，累積説明率は72.3％，94.8％であった（以下その

算出法は岩坪，1987による)。

この図のＸ軸の負の領域には，年齢の割りに幼い発話

内容がプロットされた。その正の領域には洗練された言

語スタイルのケースがプロットされた。すなわち，ケー

スｌＴＡ，２ＫＹ，３ＭY’４ＫＨは，年齢の割りに幼い，いわ

ば原始的な発話内容を示したケースであり，ステレオタ

イプ(STE)，レベル１の表現(Ｌｌ)，かけひき表現（ＮＥＧ）

を特徴としている。これらとは対比的に，ケース５１Ｋは，

悲劇的成分(ＴＲＡ)やレベル３の表現(L3)の特徴をもち，

ケース7ＳＴは，レベル２，３，４の表現(L２，Ｌ３，Ｌ４)や，

時間や量の確認(CNF)に特徴を示した。またケース6ＴＭ

には，自分を説得するための合理化(ＲＡＴ)が示された。

後者の３人の表現が豊かであったといえる。

つぎに発話スタイルのケースの重みを基準として，彼

らの情緒的な非言語的行動の特徴を算出することにした。

これは追加処理とよばれる方法である。すなわち上述の

解析から，因子の固有値と行のＣＡＴＥＧＯＲＹＶＡＬＵＥ

(ケースの重み）を得て，これを基準として追加した列（１３

個の行動）の重みを計算した。つまり，発話内容の解析

でのケースの重み（Figurelaより）を基準にして，７人

個々の13個の非言語的な行動の出現特徴を記述したので

ある。１３個の行動は，「方法」において＊をつけて示し

た(Tableｌ)。

その結果をFigurelbに示した。前図の子どもの位置（そ

れは発話内容の特徴を示す）に非言語的行動の指標が新

たにプロットされた。この図に示されたことは，原始的

な発話スタイルをもっていた子どもたち（ケースｌＴＡ，

2ＫＹ，３ＭＹ’４ＫＨ)が，攻撃や不‘快の表現を示していたこ

とである。これらのケース近くには，たとえば威嚇，拒
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００ (Y）Ｙ
Ｃ

Ｊ
Ⅵ

1０１０

い子どもの多くが，攻撃や不快を非言語的行動を表出し

ていたことを示している。彼らは言語によって自分の状

態を精密に伝達ができなかっただけでなく，原始的な行

動で不’決を表明するほか何もなしえなかったといえる。

すでに上記の結果と同じ事実が，異なる指標と解析法

をもちいた別の解析（須田，1990）によって示されてき

た。

ｂ）幼稚園教師による子どもの位置づけ

2ＯＥ
Ｆ

2０

3０3０

（X）

Ｆｉｇｕｒｅｌａ幼』目の発話の内容分析

(双対尺度法により子どもと発話指標との重みを同時布置した。

発話指標は，物語描写レベルLl-L4，物語の悲劇的成分ＴＲＡ，

言葉による関係調整STE，ＣＮＥＲＡＴからなる｡）

Figurelb幼児のカテゴノノー・ヴァリューを基準にして
非言語的行動の重みを算出した追加処理

(この解析で13の非言語・情緒的行動，Ｔａｂｌｅｌの＊と発話ス

タイルとの関係が示された｡）

Table３幼稚園教師による４人の子どもの評価のパイルソートの結果（その他をのぞくノ

否動作(A-THR，A-REJ)や怒りの表情，悲しみの表情

(Ｆ－ＡＮＧ,F-SAD),またぐずり声，叫び(T-FUS,T-SCR)，

身体接触(Ｈ－ＴＯＵ)，自己刺激(H-STI)などが布置された

のである。いつぽう，洗練された言語スタイルを示した

子どもたち（ケース５１Ｋ，６ＴＭ，７ＳＴ）は，それらの不

快の行動から離れたところに位置しており，自分を見る

行動(E-SEL）と好奇の表'清(F-INT)を特徴としていた。

この結果は，未熟なステレオタイプ的表現しかもたな

4ＫＨ

(85％）

ケース名

(分類一致率）

２ＫＹ

(95％）

分類カテゴリー

スキンシップが特徴的である。

未熟で自分がコントロールできない子ども。ある状態に固着している子ども。状況の変化についてい

けない子ども。

甘えの見られる母子。甘えを受けとめる母親。信頼のある母子。

むき出しの感情。わがままを言って困らせている。攻撃的，反抗的。

ちょっとした保育スキルを使えば，むしろ扱いやすい。激しい要求はあるがやり方を変えれば素直に

なる。攻撃的だがある時期になれば消えるはず。

正直な感情表出。はっきりと自分を伝達。子どもの正直な姿といえる。

要求を自己コントロールできている。

(生活経験，母子関係，言語的表現の）豊かな子ども。

表裏のあると感じられる子ども。

がまんのできる子ども。優れた自己表現のできる子ども。

母親の出方を知っている子ども。大人の様子を良くみている子ども。大人に合わせている子ども。

母親の話し方は，子ども主導にするべきだ。母親は子どもの感情を引きつけるような姿勢（表現）が

少ない。もっと子どものやる気を誘導するような母親の態度であるべきだ。

もっとプリミテイヴなつき合いの必要な子ども。親の支配が子どもの発散をとどめてしまっている。

親は子どもに抑制を強いている。

6ＴＭ

(90％）

25％

１５％

35％

7ＳＴ

(90％）

5％



情緒の調整にみられる幼児行動のダイナミック・システム 5３

Ｆｉｇｕｒｅｌｂにおいて反応特徴の明瞭であった４ケース

(2ＫＹ’４ＫＨ’６ＴＭ７ＳＴ）を選び，それぞれのヴィデオ

映像を見た印象を，５年以上の経験のある幼稚園教師２０

人にケースごとに記入してもらった。そのカードをパイ

ルソート法によって分類した結果がＴａｂｌｅ３である。表

には，２人の評定者間の分類の一致率（一回再調整なし）

と，分類カテゴリー，そしてその重みを示した。重みは，

分類カテゴリーへのカードの当てはまり度の指標で，２

人の評定者が一致してカウントした数を全回答20で割っ

て求めた。

結果が示すように，４児とも80％から95％の一致率で

分類がなされた。それぞれの子どもで重みの高い分類カ

テゴリーが一般的な評価といえるが，少数反応からは，

ふつうでは見逃しがちな側面に教師たちが関心を向けて

いる様子が示された。たとえば，ケース4ＫＨは否定的に，

6ＴＭや7ＳＴは肯定的に評価されたが，反面，彼らの反抗

を深刻視しすぎないように捉えたり，良い子として過大

評価しないようにしている。いずれにせよこの４ケース

を教育的に受容できると見なしている。

2．子ども個人内におこった行動の再組織化

情緒は，全身のさまざまな器官によって表出される行

動に観察することができる。その調整を，母親を相手に

したセッションｌと，実験者を相手にしたセッション２

とで比較した。まず「分単位の頻度の値（FPM)」をもち

い，２７行動指標（列)×14ケース（セッションｌと２の縦

積み；行）のデータ行列にした。

このばあい，行動指標とケースの最適化スコアは，セッ

ション１，２全体の平均を重心，原点として最適化され

た値になる。行動指標のプロットは，両セッション共通

のものであり，子どものプロットは，セッションlと２

それぞれの重みをひとつの空間上に示される（井上，１９９３

ｂ)。またFigure2の図の７本の矢印はこのセッション間

の移行を示すことになる。セッション間で，もし行動ａ

に近づきかつ行動ｂから遠のいたなら，このケースは行

動ａが出現し，行動ｂが出現しにくい状態に移ったとい

える。

双対尺度法によって解析した結果をFigure2に示した。

x，ｙ軸は，１，２軸であり，累積説明率は71.4％，86.7％

であった。この２軸の空間にＣ字型に行動指標が布置さ

れ，データがガットマン効果をもつ一次元的な構造をもっ

ていることを示した。つまり右上から原点へと自己接触，

自己刺激，身体操作がプロットされ，原点をとおり右下

へと向かってゆくにつれて攻撃性の著しいさまざまな行

動がプロットされた。

この図では，セッション間に起こった子どもの行動の

出現の変化（矢印）が明瞭になった。すなわち，セッショ

ン１では，ケースごとに異なる行動で情緒の直接表現を

示していた。ケースはいずれも，母親への視線，ぐずり

声，怒り，叫び（Ｅ－ＭＯＴ，T-FUS，Ｆ－ＡＮＧ，T-SCR）

に近くプロットされた。ところがセッション２では，子

どもたちはこれらの行動から遠く，第１象限に布置され

た。つまり情緒の直接表現の抑えられた状態に移行した

と解釈できる。そしてこれらにかわって自分に向けられ

た行動（自己への視線E-SEL，身体操作A-BOD，自己刺

激H-STI，自己接触Ｈ－ＴＯＵなど）に特徴づけられたので

ある。これらの行動がもし自己鎮静の機能をもつのであ

れば，この系統だった行動の出現パターンの変化には，

情緒調整がシステムとして働いていると推測することが

できるだろう（Campos，＆Barrett，1984)。

個人差については，セッション２よりもセッション１

(母親を前にしたとき）にバラツキはみられた。たとえば，

威嚇(Ａ皇ＴＨＲ)や怒りの表情(Ｆ－ＡＮＧ)に特徴をもつケー

ス４ＫＨ，合理化・自己説得(Ｖ－ＲＡＴ)に特色のあるケー

ス6ＴＭ，母親への視線(Ｅ－ＭＯＴ)や，うつ伏せ(Ａ－ＤＯＷ）

が多かったケース(2ＫＹ，３ＭＹ)に見られるように，近接

する行動が異なっていた。こうしてセッション１では子

どもたちのプロットがばらついていたが，セッション２

では，ほぼ共通して抑制された状態に変化したのである。

以上の解析結果は，分単位の頻度の値からデータの単

位を換えて，たとえば持続時間をみたときでも確かめら

れた。これらのデータは，同じ子どもが状況によって行

動レパートリの内容を変化させることを示したが，まだ

推測にたよらねばならない領域が残っている。すなわち

抑制の少ない状態で攻撃性を示したり，あるいは抑制の

強い状態で自分に向けられた行動を示したことが，シス

テムの調整のために起こっていたと推測することである。

この推測を支えるような資料がさらに必要といえよう。

（X=1.Y=2）

-30

-20

－１０

０

１０
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3０

ＣＡＳＥ

こ〕MOTHERSESS1C

ｌ５１ＫｌＨ三TＣ

謹言I弄塞獄i：
ａ【】

Ｆ－ＡＮＧ

Ｈ－ＭＯＴ，
Ｔ－ＳＣＲ

、

‘X､凝り

(Ｙ）
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Figure2セッションＩから２への幼児行動の変化

(双対尺度法による。子どもの名前は○と□のフレームで示し，

行動指標はＴａｂｌｅｌの記号で示し，セッション間の子どもの変

化は矢印で示す｡）
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Table４自己接触，自己刺激と拒否行為,威嚇，ぐずり，叫びとの相関係数
（／は合成変数として扱ったことを示す）

]_４
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(７ケース２セッション；ｊＶ＝14,各検定でのｄ,メニ１２，両側検定*ｐ≦､05,＋ｐ≦.lO）

3．個人内の調整についての追加解析

上で示唆されたとおり，もし抑制によって自分に向け

られた行動がスイッチ・オンされるとするなら，その出

現は不'決行動（たとえば威嚇やぐずり声）と負の相関を

示すと考えられる。そこでセッションごとの「総持続時

間（ＴＯＴＡＬＤＵＲＡＴＩＯＮ)」をデータとして相関係数を

算出した。この問いに関係のある相関係数の結果がTable

4である。ケース数はセッション１，２を縦積みにし14ケー

スになっている。同じmodeでありかつ近くに布置された

行動指標を合成した以下のような変数合成にしたが，こ

れらにおいて，興味深い関係が見いだされた。

つぎの合成変数の結果については，いずれも２次曲線

的な相関図プロットを示した。（Ｈ－ＴＯＵまたはH-STI）

と（A-REJまたはA-THR）との関係，（Ｈ－ＴＯＵまたはＨ－

ＳＴＩ）と（T-FUS）との関係，（Ｈ－ＴＯＵまたはH-STI）

と（T-FUSまたはT-SCR）との関係である。

自己接触，自己刺激はいくつかの表出性の高い行動と

はある程度の負の相関関係にあることが示唆された。表

出性の高い行動が抑制された状態において，自己接触，

自己刺激が出現していることが示唆されたものといえよ

う。それは，Freedman(1977)の鎮静機能の説明に合った

事実とみることができる。

4．母と子のあいだでの調整

母親の個人間の特徴を見いだすため追加処理をおこなっ

た。子どもたちの最適化された重みを基準としたときの，

そこからの距離としてそれぞれの母親の行動の出現特徴

を再現することにしたのである。ここでも「分単位の頻

度の値（FPM)」をもちいた。まず双対尺度法によって，

13個の子どもの行動指標（Figurelbで取りあげた非言語

的行動)×７ケースというデータ行列から，ケースの重み

を算出した（１，２軸の累積説明率は，82.3％，94.6％)。

そのケースの重みを基準にして，そのケースそれぞれの

母親の行動指標の重みを算出した。つまり13個の母親行

動×７ケースを追加処理した。

Figure3はその結果である。ここではx,ｙの１，２軸空

間に，母子のペア（子どものケース名）が布置され，ま

た子どもの行動と母親の行動のそれぞれが同時布置され

ている。この解析では観察条件から考えて，データが母

親と子どものそれぞれの行動の共生起を多く含んでいる

と仮定されているが，共生起を再現する方法（e,9.,企画

分類法）によって再検討することも必要といえる。

図にはケースごとの母子の行動レパートリの特徴が示

されている。ケース4ＫＨはもつとも対立的な情緒行動に

近くプロットされていたのに対し，ケース7ＳＴは，母親の

動作による制御（ＱＡ－ＣＯＮ）とともに，子どもの自分を

見る行動（E-SEL)，好奇の表情（F-SELINT）を特徴と

している。さらにケース６ＴＭ，ｌＴＡ，３ＭＹ，５１Ｋなどで

は，親の命令（ＱＶ－ＣＭＭ）や気持ちの読みとり，あるい

は微笑（ＱＶ－ＭＩＮ，QF-JOY）がプロットされているが，

子どもの側に攻撃や不快の行動は見られない。またケー

ス2ＫＹでは自己刺激，自己接触（H-STI，Ｈ－ＴＯＵ）に

よって母子のあいだの行動は特徴づけられていた。

そこで母親のつぎの行動を結んで，矢印のような構造

(動き）を解釈してみた。この矢印は，母親の気持ちの読

みとり（ＱＶ－ＭＩＮ)，または喜びの表情(QF-JOY)から，

肯定・否定命令(ＱＶ－ＣＭＭ)へとゆき直接制御の動作(ＱＡ－

ＣＯＮ)へとつづき注意を引く動作(ＱＡ－ＡＴＴ)，怒りの表

情(ＱＦ－ＡＮＧ)へすすむ。

この矢印の動きの近くにプロットされた子どもの行動

を見ると，そこにはまた子どもが拒否的・攻撃的になる

動きが推測される。たとえば，矢印の最後には，F-SAD，

A-REJ，Ｆ－ＡＮＧ，T-SCR，Ａ－ＡＴＴといったネガティヴ

な情緒行動のゾーンが広がっている。矢印の動きが，親

子の変化を予測するものであるならば，母親と子どもは

ここに示されたような行動の出現をたどって「対立した

関係」を生み出すと考えられる。また子どもの身体接触，

自己刺激(Ｈ－ＴＯＵ，H-STI)がこの対立への動きから離れ

て布置されたことから，これらが対立を表出していない

状態で現れることを示している。

この矢印は，母子間の対立をしめすような隠された構

造を示したものであるかもしれないが，その推測を確か

めるためにはインタラクションのリアルタイムの過程を

解明することが必要であろう。

上記の結果を，Sackett(1979)のLag解析によって確か

めた。子どもの行動に母親のどんな行動が連鎖するのか

を，セッション１のデータから解明したのである。まず，

不‘決を表す４つの行動を基準行動とした。T-SCRE，Ｔ－

ＦＵＳ，A-REJ，Ａ－ＴＨＲである。その行動がonの状態を
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Figure3母子のケースそれぞ:れの行動特徴

(幼児の非言語的行動のカテゴリーヴァリューを基準として母

親行動を追加処理した。矢印は母親と子どもが対立していく方
向を解釈した｡）

終えたときから，Lag=i遅れた時点の母親の表情（qface

の行動）との連鎖を調べた。分析単位（time-unit）を1

秒とし，Lag二lから１２までの時点における（timelag）Ｚ

値を求めた。そののち，類似した変化の範囲として最初

の４秒間をとり，その平均を連鎖の指標としてしらべた。

この結果について，Ｚｌ＞2.58のときには，有意水準1％

(両側検定）で期待値より高い連鎖があるといえるが，連

鎖のある組み合わせからつぎの事実を見いだした。すな

わちケース4ＫＨでは，子どもの拒否動作，威嚇，ぐずり

声のいずれにも，母親の怒りの表情が連鎖していること

がわかった（Zl＝31.8:58.13：121.6)。これはほかの母

親たちは見せなかった連鎖である。またこの子どもの叫

び声の後では母親の怒りの表情はなくなり，微笑が連鎖

していた（Ｚ１＝5.95)。

すなわちFigure3に示されたとおり，ケース４ＫＨの

母親は，子どもとのあいだで情緒的な対立状態をもって

いたことが推測できた。これに対して他のケースでは，

母親は対立的な表情はなく，微笑や好奇心に連鎖してい

て，子どもだけが不快を示していたことが特徴であった。

理論的まとめ

この論文では，ケースの記述によって，個人が生態の

文脈のなかでそれぞれどのように異なる行動を組織して

いるかを検討してきた。たとえばケースの相違を双対尺

度法の図にプロットし，その個人特有の行動レパートリ

を明らかにした。さらに複数の子どもに共通して見いだ

される行動の変化の特徴を捜しだした。これは推測され

た変化のモデルが，データのなかで検証できるかどうか

を調べたのである。これらの分析では，情緒の調整ｶﾐも

たらす変化が，無秩序なのではなくて，制約によってあ

るパターンを示しているのではないかという点に関心を

よせた。つまりく調整＞がシステムとしての変化の一部

としてなされるため，ある行動が抑制されたときには別

の行動へと入れ替えることによって，喚起によって変化

した内的状態の処理がなされるとみることができるかど

うかを検討した。

この研究では，双対尺度法のケースと行動とのプロッ

トを調べたが，母親の前で攻撃や不'決をさまざまな行動

で示していた子どもたちが，見知らぬ人物を前にすると

表現抑制を強め，どの子どもにおいても自己刺激や自己

接触を始めていたことが確かめられた（Figure2)。この

抑制のスイッチは，行動のレパートリの異なるいずれの

子どもにおいても，不快な情緒の克服のためのしくみと

して推測できるのである。

同様の，行動要素のあいだでの入れ替わりを起こして

いるという現象は，たとえば２歳児のリアルタイムの分

析(須田，1986)からも示されてきた。すなわち欲求を実現

できない状態がつづくと，より効果的な行動を探して，

刻々と行動を入れ替えながら障害に対処したのである。

Fogel（1993）の説明は，これらのような行動の生成は

いずれも予めのプランなしにおこる自己組織的なもので

あるということであった。そのばあい文脈となった状況

は自己組織化を制約するにしても，変化を決定づけるこ

とはないということであった。情緒システムとはこのよ

うな行動要素のあいだでの入れ替わり（あるいは異なる

形態の行動のスイッチ・オン）を組織し，文脈に適した

子どもの表現を生成させるものであると考えられる。

この論文では，さまざまな行動の生成は記述したもの

の，そのなかに行動の組織化のリアル・タイムの過程や

ホメオスタシスそのものを証拠立てたわけではなかった。

それらの点についての資料は今後の研究に期待したい。

以上ではコミュニケーションの相手が母親か実験者か

によって行動に変化が起こることを示したが，幼児はま

た母親がいつどう行動するかによっても行動に制約を受

けていると推測できる。そこで母親の行動レパートリが

子どもの行動の組織化をどう水路づけているかを検討し

てみた（Figure3)。

この解析では，母子のインタラクションが鎮静ではなく

く対立的な状態を＞を生むにいたったかどうか，それぞ

れの母子の行動レパートリの相違を調べた。身体的接触

と自己刺激はそうしたペアの関係'性からはずれた位置に

プロットされており，個人内の調節のために機能してい

る可能性がある。これらの結果では，いったい何が抑制

されることによって子どもは攻撃性を高めていくのかが

注目され，これを検討することが今後重要と考えられた。

結果の資料は，そのプロセスを研究することに役立つと

思われる。
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ここで示された資料では，子どもの個人的特徴を幼稚

園の教師の評価などによって位置づけたことによって，

われわれの理解を広げたつもりではあるが，教育，臨床

的な現場に具体像を提供するためには，さらに多くの資

料が必要に思われる。たとえば，攻撃的な行動の示した

ケース4ＫＨの子どもが発達的にどのような社会性を示す

のかを縦断資料で確かめることなどが必要であろう。

文献

ＡⅡison,Ｐ.，.,＆Licker,ＪＫ(1982).Analyzingsequential

categoricaldataondyadicinteraction・EsycMQgicaj

Bzイル伽，91,393-403．

Barrett，ＫＣ.，＆Ｃａｍpos,』.』.(1987)．Perspectiveson

emotionaldevelopｍｅｎｔⅡ．ＩｎＪ､DOsofsky（Ed.)，

肋"d6ooルＱ/Ｗｚ/Zz"Mezﾉe/Qpm"et・Seco"ｄＥ伽/o〃

（pp､555-578)．NewYork：Wiley、

Benzecri，』.-P．（1992)．ＣＯ'弓rESPo7zde7zcea刀aZysな

加"肋COA・NewYork；MarcelDekker・

Campos,』.』.，＆Barrett,ＫＣ(1984)．Towardanew

understandingofemotionsandtheirdevelopment・

ＩｎＣＥ､Izard，Ｊ,Kagan，＆RBZajonc，（Eds.)，

Ｅ加o"o"ｓｃＱｇ"/"o〃α"ｄ６ｅﾉzazﾉﾉｏｒ(pp、229-263)．

Cambridge：CambridgeUniversityPress・

Cannon,Ｗ､Ｂ､(1929)．Bod/Ｚｙｃﾙα"geSi刀Ｐα/",加"g“

たαｒα"ｄｍｇを．Boston：Branford

Derryberry，，.，＆Rothbart，Ｍ､Ｋ・(1984)．Emotion，

attention，andtemperament，ＩｎＣＥＩｚａｒｄ，Ｊ、

Kagan,＆Ｒ､BZajonc,(Eds.),Ｅ'"o"o刀scQg城jo〃α"．

６ｇｈａＵｉｏｒ(pp・’32-166)．Cambridge：Cambridge

UniversityPress・

Dodge,ＫＡ.(1989)．Coordinatingresponsestoaversive

stimuli：Introductiontospecialsectiononthe

developmentofemotionregulation・DeUeZQPme"Ｚａｊ

掘sycMQg3＆25,339-342．

Dodge,ＫＡ.,＆Garber,』.(1991)．Domainsofemotion

regulation・ＩｎＪ､Garber,＆Ｋ､Ａ､Dodge,(Eds.)，Ｔ７ｚｇ

ｄｅＭＱｐｍｅ"ｒｑｆｅｍｏ"o〃γ召g型Zα"o〃α"ｄ

ｄｙｓγegWZα"o〃(pp､3-11)．Cambridge：Cambridge

UniversityPress・

Foge１，Ａ．（1982)．Affectdynamicsinearlyinfancy：

Affectivetolerance、ＩｎＴ,Field，＆AFogel(Eds.)，

Ｅ"o"o刀α刀ｄｅａｒＩｙｉ刀remc"o"(pp､25-56)．Hillesdale，

Ｎ､』.：LawrenceErlbaumAssociates・

Fogel，Ａ(1993)．DezﾉeZOPi"ｇｔｈｒｏｚｲgﾉｚ剛α"o"sﾉｶやs：

Ｏｒｊｇｉ"Ｓｑ/、ＣＯ加加""ZcarZo"，Ｓｅ〃α"ｄｃ迦加'で、

Chicago：UniversityofChicagoPress・

Freedman，Ｎ,(1977)．Hands,words,andｍｉｎｄ：Ｏｎｔｈｅ

structuralizationofbodymovementsduringdiscourse

andcapacityforverbalrepresentation、ＩｎＮ・

Freedman，＆Ｓ、Grand（Eds.)，Ｃｂ加加”zcarzz,ｅ

ｓｔγ"ct邸γ9ｓα"dpsycﾉｚｉｃｓｔγzJc”だs：ＡＰｓｙｃﾉzoa7zajy此

/"teゆ極αがo〃Ｑ/､com加哩"/cα"o"(pp､109-132)．New

York：PlenumPress・

Gianino，Ａ､，＆Tronick，Ｅ､Ｚ.（1988)．Themutual

regulationmodel：Theinfant,sselfandinteractive

regulationandcopinganddefensivecapacities、Ｉｎ

Ｔ.Ｍ，Field，Ｐ.Ｍ，McCabe，＆Ｎ・Schneiderｍａｎ

（Eds.),Ｓｔ７Ｅｓｓａ刀dcQPi7zgacrossdg℃eZOPme"t､(pp､47

-70)．Hillsdale,ＮＪ.：LawrenceErlbaumAssociates、

Hebb,，.Ｏ､(1955)．ＤｒｉｖｅｓａｎｄＣＮＳ.(CentralNervous

System)．ｐＳﾂc肋ZQgjcaZ此Zﾉﾉｅｍ,62,243-255・

井上裕光．（l993a)．集計データの記述(1)：データ記述法

としての双対尺度法．東京都立大学心理学研究，３,東

京都立大学，東京，13-30．

井上裕光．（1993b)．集計データの比較第１報：モデル

構成と変化の記述．千葉県立衛生短期大学紀要，12-1，

千葉県立衛生短期大学，千葉，71-78

岩坪秀一．（1987)．数量化法の基礎東京：朝倉書店．

Kopp，Ｃ,Ｂ,(1982)．Antecedentsofself-regulation：A

developmentalperspective・DeUeZQPme7ztaZRSycﾉzo‐

ZQgﾂ，18,199-214．

May，Ｒ，Angel，Ｅ､，＆Ellenberger，ＨＦ.(1977)．実存

（伊東博・浅野満・古屋健治，訳)．東京：岩崎学術出

版社．

(May，Ｒ､，Angel，Ｅ，＆Ellenberger，ＨＦ.（1958)．

Ｅ尤加”ｃｅｆＡ刀ezfノｄ”e7zがo刀／刀Psycﾉziatryα"d

Psyc肋ZOgyNewYork：BasicBook.）

大隅昇．（1989)．統計的データ解析とソフトウエア．東

京：放送大学教育振興会．

Sackett，Ｇ,Ｐ.（1979)．Thelagsequentialanalysisof

contingencyandcyclicityinbehavioralinteraction

rseach・ＩｎＪ.Ｄ､Osofsky(Ed.)，HZz"d6ooルＱ/､ﾉﾉZ/Zz"r

deUejOPme7zt(pp､623-652)．ＮｅｗＹｏｒｋ：JohnWiley・

Salovey,Ｐ.,＆Rodin,』.(1985)．Cognitionabouttheself：

Connectingfeelingstatesandsocialbehavior・ＩｎＰ・

Shaver(Ed.),Sel1（ｓｉ”α"o",α"dSoc〃ｂｅ〃αz,/oγ(pp、

143-166)．BeverlyHills：SagePublication

Scott,Ｊ､Ｐ.(1980).Thefunctionofemotionsinbehavioral

systems：Asystemtheoryanalysis・InPPlutchik，＆

HKellerman(Eds.)，Ｅｍｏ"o"：Theo7､y,γFsear℃h,α刀。

ｅ”eγ/e"Ｃｅ(pp､35-56)．ＮｅｗＹｏｒｋ：AcademicPress、

須田治．（1986)．２歳児のフラストレーション行動．人文

学報，183，東京都立大学，東京，51-64．

須田治．（l987a)．２歳児のフラストレーシヨン・マネジ

メントの研究．日本心j理学会第５１回大会発表論文集，



情緒の調整にみられる幼児行動のダイナミック・システム 5７

458．

須田治．（l987b)．３－６歳のフラストレーション・マネジ

メントの研究．日本教淳心理学会第29回総会発表論文

集，216-217．

須田治．（1990)．発話内容の分析による４，５歳児のフラ

ストレーシヨン過程の研究．人文学報，214,東京都立

大学，東京，45-60．

須田治．（1991)．不'快の情緒調整システムの発達：現象に

ついての理論的接近．人文学報，223，東京都立大学，

東京，77-96．

Suda,Ｏ・(1992)．Emotionattuningsystems：Itsmicro-

analysisininfancyandearlychildhood.．Ａ刀皿ａＺ

ＲｅＰｏｒｔｚ９９Ｇｚ９９１Ｑｆ伽此sea'てｈα"ｄＣ""ｉｃａｊ

Ｑ"ｒｅｒ／ｂｒＣＭｄＤｅＭＱＰｍｅ"r，１４，Hokkaido

University，Hokkaido，53-61．

菅原和孝．（1989)．会話における自己接触．糸魚川直祐・

日高敏隆（編)，応用心理学講座：１１とユーマン・エ

ソロジー(pp､252-264)．東京：福村出版．

Trevarthen，Ｃ(1979)．Communicationandcooperation

inearlyinfancy：Adescriptionofprimaryintersub、

jectivity.ＩｎＭ．Bullowa(Ed.)，Ｂ小γeSPeecA(pp､321-

347)．Cambridge：CambridgeUniversityPress．

Valsiner,』.，＆Winegar,ＬＴ.(1992)．Introduction：A

cultural-historicalcontextforsocial“context,，、ＩｎＬ

Ｔ・Winegar,＆Ｊ､Valsiner(Eds.)，Ｃ方〃dezﾉeZQP77ze刀Ｚ

”r版刀ｓｏｃｊａＺｃｏ〃ze二℃t：VbZ・１Ｍどtatheorya刀ｄｚ/Zeory

（ppl-l4)．Hillsdale，Ｎ・』.：LaurenceErlbaum

Associates，

Vaughn,ＢＥ,Kopp,ＣＢ.,＆Krakow,』.Ｂ,(1984)．The

emergenceandconsolidationofself-controlfrom

eighteentothiｒｔｙｍｏｎｔｈｓｏｆａｇｅ：Normativetrends

andindividualdifferences・Ｃｈ〃dDezjeZOPme“55,

990-1004．

Wolf，Ｄ､Ｐ.，ＲｙｇｈＪ.，＆Altshuler,』.(1984)．Agency

andexpenence：Actionsandstatesinplaynarratives・

Ｉｎｌ･Bretherton(Ed.)，Sym6o"cPZay(pp､195-218)．

ＮｅｗＹｏｒｋ：AcademicPress．

付記

双対尺度法とその電算プログラムPattem3の活用について，

千葉県立衛生短期大学の井上裕光氏の力添えをえたことを記し

て，感謝を表したい。また，マイクロ分析では電算プログラム

Ｍａｄａｐ２（KimKienapple，1986）の利用をAlanFogel氏を

介して許された。記して感謝を表したい。

Suda,Ｏｓａｍｕ(TokyoMetropolitanUniversity,DepartmentofPsychology)．Ｄｙ"α”cSyste77zsQ/､Ｙｂ""g

CMdre油Ｂｅ加伽応○呼城ｅｄ/〃伽ProcessＱ/Ｅｍｏ伽"-reg"Zα"o"．THEJAPANEsEJouRNALoF

DEvELoPMENTALPsYcHoLoGY，1995,Vol６，No.1,48-57．

Asystemsapproachproposestheviewthatemotionsorganizebehaviortogenerateanewphaseof

child-otherinteractionBasedonthisview，observationandmicro-analyseswereconductedtodescribe

theregulationprocessesofsevenchildren（ａｇｅｓ４ａｎｄ５）inthefrustlation-arousingcondition・The

studyanalyzedthedifferencesbetweenchildbehaviorstowardmothersvs・theunfamiliarexpenmenter・

Dual-scalinganalysisrevealedstructuralpattemswhereawidevanetyofchildren，saggressiveor

unpleasantbehaviorsdirectedattheirmothers,shiftedtowardinhibition,whileafewkindsofself-directed

behaviorsincreasedinthepresenceoftheunfamiliarperson・Thisstudyalsoanalyzedthemicro-level

structureofmother-childconfrontation・Inadditiontothesedescriptivefindings,thispaperalsoexplored

issuesconcerningsmallsamplemethodology．

【KeyWords】Emotionregulation，Mother-childinteracti0n，Socialdevelopment，Casestudy

Method0logy，Systemsapproach

1994.5.13受稿，1995.4.24受理



発達心理学研究

1995，第６巻，第１号，58-68 原 著

幼児はいかに本を読むか？：かな文字の習得と読み方の関連性の縦断的検討

秋田喜代美無藤隆藤岡真 貴子
(立教大学文学部’’お茶の水女子大学（お茶の水女子大学大学院羅士燕園Ｉ生活科学部）人間文化研究科）

本研究は幼稚園年長，年中，年少児計129名に絵本を読んでもらう課題と内容の理解を問う質問を実施

し，課題の遂行を横断的比較と１年間の３期の縦断的比較によって検討したものである。その結果，絵を

見て話すことから文字を読むことへの変化は，かなもじ清音を約半数習得した頃から起こり，文字を読む

反応の初期には文字を指さすなどの補助的方略を用いる者が一部みられるが，これは読みの熟達と共に消

失すること，拾い読みから文節読みへと移行するにつれ話の筋の理解がよりできるようになること，ただ

し文字を読むようになっても挿し絵からも情報を得ていることが明かとなった。また文字は読めても縦書

きの本を左から読む者がおり，この誤りは必ずしも読字数の少ない者に発現するわけではないことから，

本を読めるためには文字に関する知識のみではなく，読書に関する慣習的な手続き的知識の習得が必要で

あり，文字知識と'慣習的知識は独立に習得されることが示唆された。

【キー・ワード】読み書き，本，読書，読解技能，幼児

問題

わが国では，子どもたちの多くは乳幼児期に養育者か

ら絵本を読み聞かせてもらう。そして本を大人と共に見

聞きするだけではなく，一人で眺めたり，本を見て友達

や親に話をしたり読んで聞かせるようになり，次第に読

書ができるようになっていく。幼児期の萌芽的な読書行

動（emergentreading）の発達過程を絵本の自発的読み

行動に注目し縦断的に検討することが本研究のねらいで

ある。

読書を文化的活動の習得という観点（秋田・無藤，1993）

から考えると，読書は本という文化的道具を用いて，そ

の中に書かれた意味内容を理解していく活動であり，文

字が読めるだけではなく，本自体の使い方がわかり，ま

た絵や文字という記号が表す意味世界を一貫した形で表

象できることが必要である（Mason,＆Sinha,1993)。し

たがって，読書には次の４種類の知識とそれらを用いて

処理する能力が要求されると考えられる。第１にかかれ

た絵や文字を読み理解するための記号符号化の知識や能

力，第２に絵や文字から得られた情報を系列的に統合し

理解するための推論能力や文章構造に関する知識，第３

に文章の題材となった事象に関する知識や物語世界に関

する知識，第４には本の構成や読み方の手続きに関する

知識である。上記第１から第３までの能力に関しては，

読み書き能力の研究（例えば天野，１９８６；柴崎，１９８７；

高橋，1993)，物語作りにおける推論能力の研究（秋田・

大村，１９８７；内田，1985)，読み聞かせによる物語理解能

力の研究（高木，１９７８；内田，1982）といった形でそれ

ぞれ多くの研究が行われてきている。だが，この４種の

知識の発達問の関連性や，どのように統合利用され読書

活動が発現し発達的に変化するかという観点からの研究

はまだ本邦にはない。しかし，１つの文化的な行動がど

のようにして獲得され－人でできるようになっていくの

かという視点から，子どもの日常生活に即した発達研究

を行うためには，個々の知識だけではなく，本を読むと

いう行動自体を対象としてその発達と成立過程を検討す

る必要もあると考えられる。したがってその研究方法と

しても読字や推論能力，物語に関する知識各々を単独に

調べるだけではなく，本を読むという行動の中でそれら

の知識がいかに統合利用されるかを調べるアプローチが

考えられる。

このような「読み」活動自体が幼児の生活にどのよう

に埋め込まれ行われているかという社会文化的観点から

の研究は近年欧米で多くの関心が集められてきており，

主に次の２種類の方法により研究が進められてきている。

第１は，主に文字の読みに関してどのような道具，物理

的環境の中で文字と出会っているか（Ｎｅｗman,＆Roscos，

1992)，母親や保育者はどのようにして読みへと子どもを

導いているか（Snow,＆Ninio,1986;Sorsby,＆Martlew，

1991)，日常生活や遊びの中での読みの発達過程（Christie，

1991；Kantor，Miller，＆Femie，1992；McLane，＆

McNamee,1990）を観察し記述する事例研究である。第

２は，読みの活動に関わる課題を研究者側で与え，その

遂行水準により能力や知識の発達を調べる研究である。

Sulzby（1985）は，２歳児から５歳児に「お人形さんに好

きな本を読んであげる」課題を実施し，読み方の発達変

化を７つの発達段階に大別し整理している。①絵を見な

がら話すが物語の筋がまだ形成できていない段階，②話
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し言葉体で物語の筋を語る段階，③書き言葉体で語る段

階，④文字を読もうとし「(字が）読めない」という意識

が芽生える段階，⑤知っている字だけを飛ばし読みする

段階，⑥読めない所は推論により読める言葉に置き換え

て読む段階，⑦一人読みの段階の７段階であり，絵を見

ることから文字を読むことへと読書が変化していく発達

的移行を記述している。さらにSulzby,＆Zecker（1991）

は英語でなくスペイン語話者でも同じ段階の存在を示し

ている。またPappas（1991）も，読むふりをする行動

(pretendreading）に注目し，図鑑型の説明絵本は事物を

分類し事物の属性を記述する形で書かれ，過去型より現

在型で，一人称より三人称で書かれることが多いという

叙述特徴を５歳児が理解しているとしている。これらは，

本の語り口に関する知識を幼児が文字習得以前から有し

ていることを示している。

SulzbyやPappasの研究は，読書を１つの行動単位とし

てとらえ，行動の成立に注目した数少ない研究として評

価できるが，次の５点で検討の余地が残されていると考

えられる。第１に，話し言葉での語りから書き言葉での

語りへ，絵から文字へという発達段階や移行時期は記さ

れているが，その基礎，すなわち移行原因となる能力の

発達と本の読み方との関連性を検討していない点である。

幼児期後半の読み方の変化には特に文字習得の状況が影

響を与えると考えられる。したがって，読字能力と読み

方との関連に注目し，発達的移行を検討することが必要

と考えられる。

第２に，Sulzbyの研究では文字を読めるまでの本の読

み方の移行を詳細に記述しているが，文字読み反応に至っ

てからの，拾い読みから単語読み（文節読み)，文読みへ

の移行の検討は行っていない点である。音節文字である

かな文字は単音文字であるアルファベットに比べ，一文

字ずつ文字が読めれば，単語や文の読みへの移行が容易

である特性を有している。したがって日本語の場合には

一人読みにおいていかに読むかが幼児期の問題として検

討される必要がある。

第３に，読み方と内容の理解との関連が検討されてい

ない点である。国立国語研究所（1972）の調査によれば，

かな文字習得初期には，文中の各文字は読めても内容は

理解できていない場合がある。また読字速度が単語や文

の理解に影響を与えることは，Perfetti(1985)らが明らかに

している。ここから読み方と理解との関連の検討が必要

と考えられる。

第４に，研究方法に関し，Sulzbyの研究では５歳児は

半年縦断で24名，２歳から４歳は12名と被験者数が少な

い点である。また各自がお気に入りの本を読んでいるの

で，読んだ本が異なっている。したがって，本の種類の

違いが読み方の違いに影響している可能性を否定できな

い。同一の本で調査対象数を増やしての検討が必要と考

えられる。

第５に，文の読解過程は複雑な処理過程であるので，

その複雑さを低減するために何らかの補助手段や方略を

使用する可能性が推測される。一人での読書への移行途

上で幼児が利用する方略の種類やその発現と消失という

観点は全く検討されていない。だが例えば字が読めるよ

うになっても挿し絵を補助的に利用するのは一方略と考

えられるだろう（秋田，1993)。また作文における外言の

利用（内田，1989）や数計算時における指の利用（吉田，

1991）のように自分の身体の一部を使用することが，読

みでも考えられよう。例えば，字を指さしながら読む事

が考えられる。またわからない語や字がある時には人に

尋ねるなど他者の利用という補助手段も考えられよう。

このように読書の最初期過程で使用される補助手段や方

略の利用を詳細に検討する視点も必要と考えられる。

以上の問題意識に立ち，本研究ではSulzby（1985）の

研究に，研究方法や内容に関し次の７点の改良を新たに

加え，幼児が本を読む行動の発達過程を検討することを

目的とする。①読む本を同一の本とし，条件を統制する

こと，②横断研究だけではなく，縦断研究も行うこと，

③本を読む課題と併せてかな文字の読みの習得水準を調

べ，移行内容と時期を検討すること，④文字を読む際の

読み方の分析も行うこと，⑤本を読む際に使用する補助

手段の内容や使用時期を検討すること，⑥本の読み方の

慣習的な知識や書き言葉に関わる記号の習得という観点

からも分析すること，⑦読み方と話の内容の理解の関連

を検討することの７点である。

以上の工夫により，具体的には次の５予想を検討する。

第１に，日本でもSulzbyの結果同様に絵から文字へとい

う移行過程を示すであろう。だが，単音文字のアルファ

ベット使用圏よりも音節文字のひらがなを使用する日本

の方が，文字習得後は語，文の読みへの移行が容易とさ

れている（天野，1988;Hatano,1986)。したがって本研

究の方が移行時期が早いと予想される。第２に，Sulzby

は発達を年齢によって説明しているが，絵反応から文字

反応への移行は，年齢によるのではなく読字能力の発達

によるものであろう。また読める字だけを拾って読む飛

ばし読み行動をSulzbyは報告しているが，本が意味伝達

の機能を担っていることを認識していれば，ある程度の

文字数が読め意味が取れるようにならなければ，文を読

む行動を子どもはとらないであろうと予想される。第３

に，文字反応を始める時期には，なんらかの補助方略を

用いる場合もあり，それは読みの熟達と共に消失するで

あろう。第４に，問題部分で読書に必要な知識として４

種類の知識を想定したが，文字知識と本の読み方に関す

る'慣習的知識は独立に習得されるであろう。読み聞かせ

は乳児期や幼児期早期から行われており物語構造や文章

内容に関する知識はこの経験により習得されるが，文字
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Iま必ずしも読み聞かせを通して習得するだけではなく，

文字にふれるより幅広く様々な経験により獲得されると

考えられる。また本の取扱いや書き言葉に付随する知識

は文字を習得し自分で読む経験を積む中で発達すると予

想される。したがって文字は読めても本としては正しく

読めない子どもが存在する可能性が予想される。第５に，

読字初期には，字を読むのに処理負荷がかかるため，意

味内容の理解は十分ではないであろう。以上の５予想を，

まず分析１で予想１から４を，分析２で予想５を検討す

る。

分析１

方法：(1)絵本読み課題，(2)ひらがな読字課題の２課題を，

同一幼児に計３回，第１期は6～７月，第Ⅱ期は1～２月，

第Ⅲ期は翌年度の6～７月に実施した。年中児群と年少児

群は全３回，年長児群は卒園のため第１期と第Ⅱ期の計

２回調査を行った。すべて個人面接調査であり，1991年

夏から1992年夏に行った。

被験児：東京都内の１私立幼稚園児。第１期は年長群

(レンジ５歳２カ月～６歳２カ月，平均５歳８カ月）５６名，

年中群（レンジ４歳３カ月～５歳２カ月，平均４歳８カ

月）５４名，年少群（レンジ３歳２カ月～４歳２カ月，平

均３歳９カ月）１９名，計129名，第Ⅱ期は年長群56名，

年中群59名，年少群19名，計134名，第Ⅲ期は年中群５９

名，年少群17名，計76名である。途中入園や退園，調査

時欠席のため，３期間に年中群で５名，年少群で２名の

人数の移動がある。いずれも１期とⅡ期，或いはⅡ期と

Ⅲ期の少なくとも２回参加した者を対象とし，１度のみ

の参加やＩ期．Ⅲ期の２回参加しⅡ期を欠席した者は除

外してある。

手続き：(1)絵本読み課題各クラス保育室の本棚にある

本の中から好きな本を１冊，子どもに自分で選んでもら

い，調査者と一緒に面接室に入る。好きな本を選ぶ際に

は，「この中で好きな本を１冊選んでくれる？」と言って

選んでもらい，ジャンルなどは指定しなかった。名前や

誕生日などの会話を行った後，好きな本に関して「先生

の知らないお話だから読んでお話ししてくれるかしら？」

といって読んでもらう。次に，「もう１冊，今度はこの本

をどんなお話か読んでお話ししてもらうからよく見てて

ね」と述べ，実験者の用意した本を示し，題や登場人物

の名前を教示し，終わりまで絵本の絵をゆっくり提示す

る。その後「読んでお話してくれる？」と質問し，自発

的読み反応を記録する。課題とした絵本は「ちいちゃん

のさんぽ」（1983,しみずみちを作・絵，ほるぷ出版）で

ある。選定理由は，①繰り返し構造を持ち短いこと，②

内容が易しく絵からも筋が理解でき文字も多くないこと，

③半濁音や勧音等も含まれ，難しい文字や新奇な記号に

遭遇した時の対処の仕方の検討も可能なこと，④既読者

が少ないことの４点である。原作14場面を筋が通じる形

で一部削除し８場面に縮約して使用した。第１期は好き

な本と実験者の用意した本の計２冊を読んでもらったが，

結果１に記すように，両本の反応に違いはないため，Ⅱ

期以後は実験者が用意した本１冊を読んでもらった。

尚，「読めない」と答えた時や沈黙時には，その旨を記

録した上で「お話してくれればいいのよ・これどうした

のかな」と言って促した。読み方は記録用紙を準備し調

査時に記載すると同時にテープに録音した。

(2)ひらがな読字課題国立国語研究所（1972）の調査文

字カード清音部分を利用した。「何て言う字かな？わかる

字だけでいいから教えてね｡」と教示し読んでもらった。

全く読めない子には，その子の名前の文字を示しそれも

読めない時には途中で打ち切った。

分析方法：読み方に関してはSulzbyの段階に沿って絵を

見て語るか，字を見て語るか，絵を見て語る際には書き

言葉体か話し言葉体か，文字を読む時には拾い読みか文

節読みかを分類した。話し言葉体か，書き言葉体かは「で

す，ます」体で主に過去形を使用し，主語が省略されて

おらず実験者との対話でなく独白体で話すものを書き言

葉体，この基準に該当せず，「～でね，～なの」などの終

助詞を使用したものを話し言葉体とした。また文字の読

み方が一字ずつの拾い読みか，文節読みかは区切り方と

読みの速度，イントネーションに注目し判断した。判定

は，評定練習を積んだ面接者がその場で行い，不明な場

合は改めてテープを聞き，３人で相談の上判定を行った。

３人独立に評定を行った際の平均一致率は，Cohenのに

で0.81である。確信を持てない事例は複数の判定者によ

りテープを基に改めて判定協議することとした。国立国

語研究所（1972）では読み方を「完全な拾い読み｣，「拾

い読みだが単語をまとめて読む｣，「単語（文節）単位の

読みと拾い読みの混在｣，「単語読み・文読み」の４種類

に分類しているが，オッシログラムを使用せず４種の判

定を行うのは現実には困難であり，評定の信頼性低下の

可能性から，本研究では，拾い読みと文節読みの２種類

とした。

結 果

１加齢に伴う反応の変化

年齢別時期別に各反応をした人数を示したのが，Table

lである。まず各自が選んだ本と実験者が用意した本での

反応の違いを文節読み，拾い読み，絵反応，無答に分け

調べたが，両本での読み方人数の比の差に違いはなかっ

た（Ｘ２(3,1V＝258)＝3.85,,.s.)。ここから実験者が用意

した本と子どもが選択した本で，反応に違いはないと考

えられる。よって，以下では実験者が用意した本に関す

る分析結果を示すことにする。

Ｉ期とⅡ期における年齢群による絵反応と文字反応の
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Tablel年齢別時期別読み方パターン人数

１
１
１

４
９
９

５
５
５

Ｎ
Ｎ
Ｎ

く
く
く

夏
冬
夏

中
中
長

年
年
年

絵反応無答その他

筋有りラベリング

文字反応

文節読み拾い読み

反応

群・時期

年
中
群

①「各自が選んだ本（第１期)」の場合
＝＝＝一一－－－－－－－－－－一一－－一一－－一一一一－－一一一つ一一－－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－－－－－－ー一－－－－一一一一－－－－一一＝

年少群（jV＝19）０（０）ｌ（５）０（０）１４(74）４(21）

年中群（Ｎ＝54）９(17）２１(39）５（９）１２(22）７(13）

年長群（１V＝56）２４(43）１８(32）５（９）７(13）２（４）

が多い（z＝3.43,Ｐ＜,01)。逆方向への移行をみると，

主に文字や絵反応から無答へ，文節読みから拾い読みへ

という２種類のゆらぎがみられる。

また読み反応の変化と読字数の変化の関連をみると，

絵反応から文字反応へと移行した者の読字の平均増加数

は，Ｉ期からⅡ期22.7字（SＤ16.3)，Ⅱ期からⅢ期で29.2

字（15.8)，拾い読みから文節読みへが各々の時期で2.9

字（3.8)，1.5字（1.3)，文字反応で変化がなかった者は

2.6字（4.0)，2.2字（4.6)，逆方向の移行がみられた者

は8.9字（13.2)，4.6字（7.4）であった。ここから20文

字以上の読字数の大幅な増加が絵反応から文字反応への

移行と共に起こっていることが明かとなった。

以上，横断的比較と縦断的比較から日本語圏でも英語

圏でのSulzbyの研究結果と同様に，絵反応から文字反応

へという発達的変化を示すこと，だが文字反応への移行

時期は日本の方が早いとの予想１が支持された。ただし，

本研究では絵反応の中で命名のみのラベリングから筋の

ある反応へという移行過程は１名しかみられなかった。

これは，Sulzbyの研究では２，３歳児も対象とされているの

に対し，本研究では幼児のみを取り上げ月齢が高いこと

が影響していると考えられる。

また絵を見て話す反応の際に，書き言葉体で語った者

はいなかった。これは取り上げた絵本が話し言葉体で書

かれ日常生活場面を描いた作品である事が影響している

と考えられる。かつ，話し言葉で語る際にも，皆が独白

的でなく，対話的な話し言葉で話した（実験者からのあ

いづちや促しを必要とせず，一人で淡々と話すことを独

白的，会話スタイルでやりとりによって話が進む場合に

②「ちいちゃんのさんぽ」の場合
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＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一

年Ｉ期年少夏（jV＝19）０（０）３(16）２(11）１１(58）３(16）
少Ⅱ期年少冬（１V＝19）０（０）４(21）２(11）６(32）７(37）

群Ⅲ期年中夏（jV＝17）３(18）６(35）０（０）１（６）５(29）

人数の違いを横断比較したところ，いずれの時期でも違

いがみられた（Ｉ期ｘ2(2,Ｎ＝129)＝20.1,ｐ＜､001；Ⅱ

期Ｘ２(2,ZV＝134)＝39.0,Ｐ＜､01)。年少児群では絵反応の

割合の方が多いが，年中児，年長児群では文字反応の方

が多い。またＩ期では文節読み，拾い読み人数を年中児

群と年長児群で比べると違いがあり（ｘ２＝7.50,./＝１，

p＜､01)，年中で拾い読み，年長で文節読みが多い。ここ

から年齢により反応に変化があることが示された。Sulzby

は，年長児後半（平均５歳８カ月）に文字反応は全体の

42％，年中児で25％と報告している。本結果では年中児

群Ｉ期に文字反応者は56％，年少児群Ⅲ期に53％であり，

年中の夏の時期（平均４歳８カ月）には約半数が文字反

応をしている。したがって，本対象児の方が文字反応を

始める時期は早い。

次に，Ｉ期からⅡ期，Ⅱ期からⅢ期への縦断的変化を

示したのが，Table2である。年長群では２期間で変化が

あった者は22名（39％）であり，文字反応を安定して行っ

た者の方が多い。一方，年中・年少群では３期間を通じ

て変化がなかった者は16名（22.5％）であり，Ｉ期から

Ⅱ期，Ⅱ期からⅢ期のいずれか一方に変化があった者，

38名（54％)，３期ともに変化した者１７名（24％）と変化

した者の方が多く，その主な変化は絵反応から拾い読み

へ，拾い読みから文節読みへの変化である。

１期とⅡ期を比べSulzbyが示した発達方向と同方向に

反応が変化した（順方向）者が50名，逆方向に変化した

者が12名であり，符号検定の結果，同方向への変化の方

が有意に多い（z＝6.38,ｐ＜,001)。Ⅱ期からⅢ期におい

ても，同方向24名，逆方向８名であり，同方向への移行

l（２）

4（７）

2（３）

22(41）

22(37）

22(37）

１１(20）

1（２）

２（３）

6１

８(１５）

27(46）

33(56）

l（２）

0（０）

Ｉ期

Ⅱ期

Ⅲ期

注．（）内は各時期各年齢群における反応人数の比率を示している。

１９(34）

17(30）

年
長
群

5（９）

１（２）

I期年長夏（１V＝56）

Ⅱ期年長冬（Ｎ＝56）

4（７）

0（０）

27(48）

38(68）
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Table２時期別読み方パターンの推移人数

０
０
０

＜変化無し＞ く変化有り＞

､頂ｦ荊一司一歴芳丙１
I期からⅡ期へ

Ⅱ
期
↓
Ⅲ
期

文
節
読
み
↓
文
節
読
み

拾
い
読
み
↓
拾
い
読
み

絵
反
応
↓
絵
反
応

無
答
↓
無
答

拾
い
読
み
↓
文
節
読
み

絵
反
応
↓
拾
い
読
み

絵
反
応
↓
文
節
読
み

無
答
↓
絵
・
文
字
反
応

文
節
読
み
↓
拾
い
読
み

拾
い
読
み
↓
絵
反
応

絵
・
文
字
反
応
↓
無
答

計
Ⅱ期からⅢ期へ

〔年中・年少群〕

文節読み→文節読み

く変化無し＞

拾い読み→拾い読み

絵反応→絵反応

無答→無答

く変化有り＞

拾い読み→文節読み

（順方向）

絵反応→拾い読み

絵反応→文節読み

無答→絵・文字反応

（逆方向）

文節読み→拾い読み

絵・文字反応→無答

年中・年少群計

年長群

Ｉ期→Ⅱ期計

８０００ ９０２０ 19(27）０００

０
０
０

６
０
０

０
１
０

０
０
１

０
０
０

７
０
０

13(18）

１（１）

６（８）

０
０
０

０
０
０

０
０
０

０
０
０

０
０
５

０６００ ０ ６ ０ ０

6２

０００

２
０

０
０
０

２
３
０

０
０
１

０
０
０

5（７）

3（４）

4（６）

０
０
０

０
０
０

２
０
０

０
０
０

１
０
０

０
０
３

０
０

０
０

０
３

０
０

２
０

赫
０
０

13(18）

４（７）

17(13）

１

０

０
０

０
０

０
０

８(11）

24(43）

32(25）

１２(17）

１０(18）

22(17）

9(13）

0（０）

9（７）

2（３）

0（０）

2（２）

11(15）

９(16）

20(16）

注.本表では年中・年少群は３期ともすべて面接に参加した者71名を対象にしている。

注.（）内は各小計欄を100とした時の各パターン人数の比率を示している。

4（６）

5（９）

9（７）

3（４）

1（２）

4（３）

O（０）

3（５）

3（２）

1（１）

0（０）

1（１）

対話的と操作的に定義した｡）これは，本課題では面接者

との会話の形式で調査が進められており，被調査者が沈

黙した時に「それで」等の促しを与えたことの影響が考

えられる。

２読み方の変化と読字数との関連

ｌの分析では，加齢により反応が変化することが主に

明かとなった。そして反応の変化に，読字数の増加が伴っ

ていることが示唆された。ただし，この変化が年齢に伴

う全般的な認知的変化によるのか，文字知識の獲得とい

う特定の知識変化によるのかはこの分析だけでは明かで

はない。この点をさらに検討するため，絵反応から文字

反応へ，文字反応の中でも拾い読みから文節読みへの読

み方の変化を，絵反応１点，拾い読み反応２点，文節読

み３点と得点化し，月齢の影響を除いた清音読字数と読

み方との偏相関，読字数の影響を除いた月齢と読み方と

の偏相関を算出し比較を行った。

Ｉ期で読字数と読み方との偏相関は．５９であり，月齢

と読み方の偏相関.15であり，相関係数の差の検定の結果

が有意であった（t＝5.16,‘Z/＝124,Ｐ＜､001)。またⅡ期

においても読字数との偏相関は.48,月齢との偏相関は.２１

であり，有意な差がみられた（Z=3.60ｂ‘<ノーｌ２Ｚｐ＜､001)。

さらに読み方を月齢と清音読字数で予測する重回帰分析

を行ったところ，Ｉ期では標準偏回帰係数が読字数.６４

(P＜､0001)，月齢.11(n.s､)，重相関係数Ｒ２＝0.50,Ⅱ期

には読字数.46(p＜､0001)，月齢.26(p＜､01)，Ｒ２＝､42,

Ⅲ期には読字数.82(P＜､0001)，月齢.06(n.s､)，Ｒ２＝､７２

であり，いずれの時期にも読字数が有意な予測変数であ

ることが明かとなった。したがって，文字反応への移行

は月齢よりも読字能力によるとの予想２が支持された。

そこで，文字反応開始時の習得文字数を検討するため，

読字数に基づき対象児を３水準に分類し，反応パターン

との関連を見たのがTable3である')。水準１では文字反

応者はおらず，６～39字の水準２から文字反応，中でも

拾い読み反応をしている。水準２で文字反応者と絵その

l）本研究対象児の結果は，国立国語研究所（1972）の全国調
査結果と類似の読字数分布であり，正規分布ではなく，Ｊ
型分布をしていた。そこで，この分布の山に従い，４０字以
上を水準３，６～39字を水準２，５字以下を水準ｌとした。



０
４
９３

6３

Table３溝音読字数と読み方パターン

１４

１０

１１０

無答その他人数計文字反応 絵反応反応

水準1

２

３

文 節 読 み 拾 い 読 み 筋 有りラベリング時期・読字水準

（０）

（０）

(56）

14）

０）

１）

５字以下

１６～3９

４０字以上

水準１

２

３

（０）

（０）

(45）

(０）

(54）

(40）

６（21）

６（25）

５（６）

1８（64）

５（21）

５（６）

く
く
く

４
０
１

８
４
７

２
２
７

０
０
５３

０
３
１
１
３

０
２
６２

５字以下

Ⅱ６～3９

４０字以上

水準１

２

３

（０）

（０）

(59）

（０）

(40）

(35）

２（14）

１（１０）

０（０）

７（50）

３（30）

２（２）

１
１
１

６
０
４

３
２

く
く
く

５
２
４

０
０
５６

幼児はいかに本を読むか？：かな文字の習得と読み方の関連性の縦断的検討

Table４文字を読む際に指で指示しながら読んだ者の人数

の１程度の者に見られた。Ｉ期に指を使用する者の平均

読字数は42.3字（SＤ4.5)，指を使用しない者の読字数は

43.7字（4.6）で差はない。また拾い読み，文節読みいず

れの読み方の時に発現するかを調べると，いずれの読み

方でも指さしをする者が見られたが，発現比率としては

拾い読みの者の方が発現比率が高かった。

またこの指さし発現の変化を縦断的にみると，Ｉ期使

用者23名のうちⅡ期にも使用したのは３名で，残り20名

は消失していた。反対にＩ期の文字読みの際に発現せず

Ⅱ期に発現した者は５名であった。Ⅱ期からⅢ期では，

15名中６名で消失し，Ⅲ期で発現した者は１名であった。

以上から文字読み反応初期において一部の者に発現し，

半年程度で消失することの多い現象として指さしという

方略がとられると考えられる。

そこで次に，指さしの仕方をⅢ期指さし発現者に関し

て検討した2)。指さし発現者25名中，読んでいる間全て指

さしをした者が14名，一部のみ行った者が１１名であり，

後者には読み始めのみ発現し途中から消失する者もあれ

ば，読みの途中から発現する者もいた。また指す時期を

みると，行をなぞるようにしながら次に読むべき文字を

指す者が17名，行をなぞりながら読み終わった部分を指

５字以下

Ⅲ６～3９

４０字以上

2）本分析では，縦断研究の対象児で指さしを行った者１９名だ
けではなく，Ⅲ期にのみ調査に参加し指さしを行った者６
名も加え，指さし者25名を対象にした。

年齢別内訳(％)2） 読み方別内訳(％)3）
時期人数(％)'）

年 長 群 年 中 群 年 少群文節読み拾い読み

(０）

(29）

(41）

０
０
６３

１
１
１

０
０
３

く
く
く

０
０
２

０（０）

１（１５）

０（０）

５（lOO）

４（５７）

０（０）

12(26）

４（７）

０（０）

５
７
４６

Ｉ
Ⅱ
Ⅲ

注．（）内は各読字水準人数における各反応人数の比率を示している。

11(37）

15(31）

１７(31）

0（０）

0（０）

2(22）

他反応者の平均読字数を比べると，文字反応者の平均読

字数は１期34.4字（SＤ3.1)，Ⅱ期26.0字（3.0)，Ⅲ期３６

字（1.0）に対し，他反応者の平均読字数は20.6字（9.1)，

22.1字（9.9)，19.7字（8.9）であった。Ⅱ期，Ⅲ期では

水準２の該当人数が少ないため１期に関してのみ平均値

の差の検定を行ったところ有意な差がみられた（t＝3.6,

./＝21,ｐ＜､01)。ここから，個人差はあるが，本課題の

ような場面では25字を過ぎた頃から字を読もうとし始め

ると推察される。また，絵反応，無答その他反応に分類

された者の中で，「読んでお話してくれる？」と間かれ最

初に「私（僕)，読めない」と答えた者が，Ｉ期に６（う

ち読字数５字以下が５）人，Ⅱ期に１３（７）人，Ⅲ期に

７（２）人いた。文字知識未習得の段階でも，「本を読む

こと」は「文字を読むこと」との意識は既に持っている

ことを示していると考えられる。以上から，「本を読むと

は文字を読むこと」との意識は文字獲得以前に習得され

ており，その後に各文字の習得が開始され，文字獲得が

一定以上の段階に達してから実際に文字読み行動が発現

することが示唆された。

３文字反応における補助方略の使用

文字を順調に読んでいる時の方略と，誤ったり発話停

滞が見られた時の方略に分け整理した。

１）文字が読めている時の方略：Table4のように文字を

指さしながら読む者が，いずれの時期にも全体の約４分

23(29）

１９(18）

19(30）

１８(41）

11(26）

１０(36）

注．ｌ）は文字反応者の中での比率,２）は各年齢内での比率,３）は各読み方の中での比率を示している。

5(14）

8(１３）

9(25）
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す者が２名，一文字ずつポインテイングしていく者が６

名いた。指し方自体は人により多様であり，共通した一

定の指し方を見いだすことはできなかった。

２）不確かな字や読めない時の方略：３種類の方略が使

用された。第１は面接者に尋ねるという方略（Ｉ期１７人，

Ⅱ期１１人，Ⅲ期５人)，第２は促音や勘音を意味をとら

ずにそのまま大きい字の発音で読んだり，「さ」が活字体

のため「ち」と形から推量し読んだりするというように，

字の形から推量し意味はとれないままに読み進む方略，

あるいは読めない字は飛ばして，意味はとれないままに

読み進む方略（Ｉ期17人，Ⅱ期３７人，Ⅲ期２１人)，第

３は「おさんぽよ」と書かれている「おさん」までが読

めた時に「おさんぽなの」といった形で読める所までの

意味，文脈から次の文字の読み方を推量して読み進む方

略（Ｉ期３人，Ⅱ期２人，Ⅲ期３人）である3)。不確かな

字の多くが勧音や半濁音だったため，第２の方略が多く

行われていた。第２の方略が多いことから本対象児は文

字反応をしており文の意味をとろうとしながらも，個別

文字にも焦点をあてた読み方をしている者が多いこと，

文字習得初期の段階には文字読みが困難になると意味の

理解よりも個別文字の読みが優先される傾向があること

が推察される。

４書き言葉の慣習と読字数との関連

１）行の誤り：本課題は縦書き絵本なので，各頁の右端

行から左へ読み進まねばならない。しかし横書き絵本の

ように左端行から読み始めた者がＩ期13名（文字反応の

16％，文節読み1名，拾い読み12名)，Ⅱ期９名（９％，

５名，４名)，Ⅲ期８名（13％，３名，５名）いた。読み

誤った時には，実験者が指摘し右端行から改めて読み始

めさせた。誤った者の読字数レンジは32字から46字まで

おり，６割が44文字以上読める者であった。読字数が少

ない者ほど読み誤りが多いわけではなく，文字はよく読

める者でも行を読み誤る者がいることから，本の行方向

ルールの習得はかな文字の読みの習得とは独立に，それ

よりも後で習得されるのではないかと予想される。

２）書き言葉記号への配慮：かな文字以外の書き言葉記

号として，本課題では，主人公が歌う場面で音符記号い」

が記されていた。これを意識して口調を替えたり，この

記号に言及した者をⅢ期において検討した結果，文字反

応者の25％，１６名であり，文節読みが12名（文節読み者

の33％)，拾い読みが４名（14％）であった。ここでは，

この部分だけを特に指示して読んでもらったわけではな

いので，音符記号の意味は理解しても口調を替えなかっ

た者もいる可能性は考えられる。ただしこの結果からは，

３）文脈から意味を推測して読み進む方略は実際にはここで挙
げられた数よりも多くの者が使用していると考えられるが，
ここでは，意味は合っているが文字どおりに読んではおら
ず，かつ単純な読み誤りではなく文節の途中で発話が停滞
してから話した事例のみを該当事例として取り上げた。

かな文字が文節単位で読めても，他の表記記号の意味を

理解し，場面に即した形で自分の読み方を統制し読める

者はまだ多くはないことを示している。

以上１），２）の両分析は，かな文字が読めるだけでは

なく，行方向ルールや書き言葉記号の理解が本を読むに

は必要であること，かな文字が習得された段階でも本を

読むためのこれらの慣習的知識は未習得の者がいること

を示している。これらの結果は予想４を支持するもので

ある。

分析２

読み方による内容理解の差異を検討することが，分析

２の目的である。

方法：研究１の時期Ⅲにおいて，自発的読み課題を行っ

た後に，調査者が内容の理解に関する質問を行った。質

問は，ａ最初の教示のみで答えられる導入質問２問（例

｢このお話に出てきた女の子の名前は？｣)，ｂ筋の展開に

関する質問３問（例「お散歩して最初に会ったのは何？｣)，

ｃ文からのみ得られる情報だが筋に直接関連しない質問

２問（例「これこの名前は何だった？｣)，ｄ挿し絵のみ

から得られる情報だが筋に関連しない質問２問（例「ち

いちやんはお散歩に行くのに，手に何をもってたかな？｣）

の計９問である。正確な解答に２点，誤りではないが不

十分な解答は１点，無答誤答は０点として採点を行った。

２名の評定者間での評定一致率は82.3％であった。不一

致の場合は協議により評点を決定した。

被験児：自発的読み課題において，文字あるいは絵反応

を行い，かつ内容理解質問に対し回答をした年長児61名，

年中児30名，年少児１１名，計102名（研究ｌの縦断研究

対象者以外に，年長４名，年中20名，年少11名が新たに

加わった)。

結 果

１反応タイプ別理解テスト結果

絵反応者は人数が少ないため，筋有り，筋無しを合わ

せ，絵反応，拾い読み，文節読み別に理解得点を算出し

たのが，Table5上段である。分散分析の結果，導入質問

と筋質問，総得点で反応タイプの主効果があり（Ｆ(2,99リー

7.50,Ｐ＜､001；Ｆ(2,99）＝5.33,ｐ＜､０１；Ｆ(2,99)＝11.4ａ

Ｐ＜､０００１)，Scheffeの対間検定の結果，文節読みが他２群
よりも得点が高かった。ここから，文節読みは拾い読み

より筋展開に関する理解ができていること，だが文節読

みの者も文の詳細内容に関する得点は低いことから，本

文に書かれた内容すべての理解・記憶はできていないこ

と，また絵詳細情報には反応による差がないことから字

を読んだ者も字だけを見ていたのではなく挿し絵の絵も

見ていたことが示唆された。

ただし，読み方とは直接関係のない導入質問でも読み
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Table５読み方パターン別内容理解テスト平均得点（SDノ

内容 総点(max＝18点）導入(４点）筋の展開（６点）文詳細（４点）絵詳細（４点）

1.6(1.8）

1.6(1.4）

2.8(1.5）

2.0(1.6）

2.8(1.3）

2.8(1.7）

2.9(1.6）

4.3(1.5）

3.0(1.6）

4.5(1.4）

0.1(0.5）

0.2(0.5）

0.4(1.1）

0.4(1.0）

0.5(1.2）

2.0(1.3）

2.2(1.4）

2.2(1.3）

2.2(1.3）

2.4(1.2）

１反応別分析

絵反応（Ⅳ＝19）６．５(3.0）

拾い読み（Ⅳ＝41）６．９(3.0）

文節読み（Ⅳ＝42）９．７(3.2）

２年齢別下位分析

年長

拾い読みＷ＝24）７．４(3.9）

文節読みＷ＝34）９．９(3.4）

年中

絵反応（jV＝8）７．１(2.6）

拾い読み（jV＝14）６．８(3.3）

文節読みＷ＝8）８．０(3.0）

３指使用の有無による下位分析

拾い読み

指使用無Ｗ＝26）６．９(3.3）

指使用有（Ⅳ＝１５）６．８(2.5）

文節読み

指使用無（Ⅳ＝30）９．８(2.6）

指使用有（Ⅳ＝12）９．４(4.4）

2.0(1.9）

１．４(0.9）

2.4(1.6）

2.7(1.9）

2.8(1.7）

4.0(1.8）

0.3(0.7）

0.3(0.7）

０（0）

2.1(1.4）

１．９(1.4）

2.1(1.0）

１．８(1.5）

１．３(1.2）

2.6(1.6）

3.3(1.6）

0.3(0.7）

０（0）

2.2(1.4）

2.2(1.4）

3.0(1.2）

2.3(1.8）

4.4(1.3）

4.2(1.9）

0.4(1.0）

0.3(1.2）

2.1(1.3）

2.7(1.2）

方による差がみられることから，筋理解に差が出たのは

読み方の差ではなく，文節読みは年長者に多く，拾い読

みと絵反応は年中，年少に多いという年齢の影響を反映

しているという解釈の可能性を本分析だけでは否めない。

そこで，年齢別反応別にさらに得点を求め分析を行った

のが，Table５中段である。各年齢で拾い読みと文節読み

の得点のr検定を行った結果，年中では人数が少なく有意

差はなかったが，年長では総点，導入，筋の展開いずれ

の平均値も文節読み群の方が高かった（r(23,33)＝3.5,

P＜､001；ｔ(23,33)＝2.23,ｐ＜､０５；オ（23,33)＝4.00,

p＜､001)。ここから読み方が筋の理解に影響を与えてい

ることが示された。導入質問で差があったのは，文字の

獲得が早い子どもは一般に他の認知的能力にも優れてい

る場合が多いため，導入質問に対する得点も高くなった

のではないかと考えられる。

またこの文節読みの者の中には，Ｉ期から文節読みが

できた者と，Ｉ期，Ⅱ期では絵反応，拾い読みをしてお

りⅢ期になって初めて文節読みができるようになった者

が含まれている。そこで１年前から文節読みができてい

た年中児８名とＩ期には絵反応でありⅡ期に絵反応か拾

い読みをしておりⅢ期になって文節読みを行った者８名

の理解テストを比較した。その結果，総点は１年前から

読めた者9.9（SＤ3.5)，Ⅲになって読めた者9.1（4.5）

であり，両群には差はなく（Z(7,7)＝0.37,,.s.)，また

各質問間にも差はみられなかった。これは対象とした人

数が少なかったこと及び両群ともに18点満点中９点と必

ずしもよく理解されていなかったためと考えられる。文

字を文節単位で読めるようになっても，意味をくみ取り

十分に理解するには期間がかかることがこの結果からも

推察される。

２指さし方略の利用と内容の理解

拾い読みで指さし方略を用いた15名と使用しなかった

26名，文節読みで使用した１２名と使用しなかった30名そ

れぞれについて導入，筋，文詳細，絵詳細各内容別に平

均値の差の検定を行ったがいずれも，両者に差はなかっ

た。ここから，指さしが理解を高めるという機能は本結

果からは示唆されなかった（Table５下段参照)。

考 察

以上，本研究では幼児期の萌芽的な読書行動の発達過

程を統合的に検討するため，幼児に本を読んでお話して

もらうというアプローチをとり，読み方のパターンの縦

断的比較，横断的比較を行った。その結果として，次の

５点が明かとなった。第１に，年中前半頃から本の文字

を読める者が増え，絵を見て話すことから文字を読むこ

とへと変化していくこと，第２に，本の文字を読もうと

する変化は，各文字知識の習得によるものであり，４６文

字中約半数以上の文字を習得した頃から文字を読んでみ
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ようとすること，第３に，文字反応を始めた最初期には，

読む文字を指さしながら読むという身体的な補助を用い

る者が一部見られるが，この方略は持続的なものではな

く，読みの熟達とともに消失していくことである。また

第４に，文字は読めても，縦書きの本を左から読むとい

うように本の読み方の慣習的知識は習得できていない者

がおり，行を誤る者は必ずしも読字数が少ないわけでは

ないことから，各文字に関する知識とは独立に本の慣習

的な手続き的知識が習得されること，第５に，拾い読み

から文節読みへと移行することにより，話の筋の理解が

よりよくできるようになっていくこと，しかし文字を読

むようになると挿し絵を見なくなるわけではなく，挿し

絵からも情報を得ていることである。第１点での絵反応

から文字反応への移行はSulzbyの研究を支持する結果で

あり，第２から第５点は，詳細な縦断的観察と読字課題

や理解課題を並行して行うことにより，本研究によって

新たに明かにされた点である。

本研究の結果は，読書行動の成立に関して，次のよう

な発達過程を示唆すると考えられる。幼児は本を読み聞

かせてもらったり，大人や年上の者が本を読む姿を観察

することを通して，「本を読むとは文字を読むこと」との

意識はかなり早期から持っている。しかし，各文字知識

を習得するまでは，一人で読む際には絵情報にもっぱら

依存しているが，文字を一定以上習得すると，絵だけで

はなく本の中の文字を読みそこから情報を得ようとする

ようになる。そして文字系列を順序よく読んでいくため

の方略として，指さしを行ったり，知らない文字は人に

たずねるなど何らかの補助手段を用いることがある。し

かし，最初期の段階では各文字を読むことに処理負荷が

かかり，意味を理解するには至っていない。次第に文字

を文節という意味のまとまりで読むことができるように

なると，本に書かれた話の内容や展開に注意が配分でき

るようになっていく。だが文字知識の習得だけではなく，

本という文化的道具の慣習的な知識を習得することによっ

て，初めて本という単位で情報を理解できるようになっ

ていくという過程である。

文化的行動である読書は，大人の行っている読書行動

や大人が子どもに対して行っている読み間かせ行動を観

察模倣することによって，獲得されていく。筆者の実子

での観察では，２歳後半頃から，字は読めなくても「本

を読んであげる」といってそれらしく読む行動が発生し

ていた。古屋（1991）もこの点を示し，語り方が洗練さ

れていく様子を記述している。しかし，読書は本という

文化的道具を用い，文字を読み内容を理解するという複

雑な認知過程であるために，行動観察に伴う模倣だけで

内化されるわけではないことを本研究は示している。例

えば文字を読む際に指を指す行動は，大人の模倣ではな

く，子どもから自発的に生じた方略である。Ehri,＆Sweet

(1991）は文字に合わせた指さしが可能となるには，音韻

分解能力が必要であることを明かにしている。音節文字

のひらがなでは，音と文字が一対一応しているので，ア

ルファベットに比べて指さしが容易であることや，また

指さしを行うことが読みを流暢に促すのにより有効に働

く可能性が考えられる。文字読みに伴う指さしの発現時

期と機能に関しては，今後より詳細な検討が必要だろう。

本研究の今後の課題としては，次の４点が考えられる。

第１に，研究対象年齢の拡大である。本研究では幼稚園

で調査を行ったこともあり，３歳から６歳頃までを対象

としたが，読書の成立を考える上では，より初期の段階

からの研究が必要である。子どもの自発的な本読み行動

がいつ頃からどのように生じるかの体系的な観察が必要

である。また一方，拾い読みから文節読みへ，音読から

黙読へという移行を小学校低学年まで範囲をひろげ見て

いくことが，読み方の研究に関して必要であろう。

第２に，研究場面の問題である。本研究では課題を設

定し，本読みのあり方を検討した。だが，本課題で文字

読み反応をした対象児たちも，園での自発的な読書場面

では絵を楽しんでおり，字は読んでいない子が多い。ま

た反対に日頃は字を見ていても，面接場面では答えない

子もいる。したがって本課題場面では，日常の子どもの

能力を過大，過小評価している可能'性はありえる。この

点に関しては，日常的な自然観察と本課題のような実験

事態を組み合わせた研究が必要であると考えられる。

第３に，読書に関わる諸変数の指標をより多くとるこ

とである。本研究では，子どもの読字数を読書に関わる

変数の1つとして取り上げた。しかし読書行動の成立と

発達過程を捉えていくには，語黄能力や推論能力など様々

な変数をとりあげ，どの時期にどの変数が読み方や理解

のどの側面にいかに働くのかをみていくことが必要であ

る。

最後に，理論的課題として，幼児期の読み聞かせや読

書に関しては，母親に対して実態を質問紙で問うたり，

特定の基礎能力を調べる実験研究が，従来行われている

(秋田，１９９２；秋田・無藤，1992)。だがこれらの研究と

併せて，日常生活の中で行われている読み行動のあり方

の発達的変化を詳細に調べ，この変化が子どもの生活の

中でどのように機能し意味をもっているのかを理論化す

る研究が残されていると考えられる。
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｢発達心理学研究」の未来にむけて

仲真紀 子
(千葉大学）

質の高い論文，面白い論文がたくさん載っている雑誌

は，多くの人に読まれる。多くの人が読む雑誌には，よ

り多くの論文が投稿される。投稿者は，より多くの人に

読まれる雑誌に自分の研究を公表したいからだ。投稿数

が増えると，すべての論文を載せる余裕がなくなり，よ

いものを選んで載せるという審査が生じる。よいものが

選ばれて載るので，その雑誌はさらに質の高いものとな

り，さらに多くの人をひきつける。

昨年の暮れ，「発達心理学研究」の常任編集委員の任期

を終えた。任期を終えたその時点では，「発達心理学研究」

はまだ十分人をひきつける雑誌にはなっていないように

思う。まず，雑誌を購入している会員は1551人，購入校

は94校である（発達心理学研究，５(1)，会務報告)。全国

には約lOOOの大学があり，発達に関わっている人は，保

育専門なども含めてかなり多いと考えると，「発達心理学

研究」はそれほど読まれていないように思える。また投

稿数もそれほど多くはない。「発達心理学研究」は１号出

すのに６本程度の原著論文が必要であるが，毎号，かな

りぎりぎりのところで論文が集まっている。さらに，審

査には修正採択，修正再審査などはかなりあるものの，「不

採択はできるだけ出さないようにしているが，やむを得

ない場合もある現状だ」（同上）という程度の不採択率で

ある。実際のところ10％より低いのではないだろうか。

人をひきつける雑誌にするにはどうすればよいか。筆

者なりに考えたことを述べたい。まずは，投稿規定や編

集委員の選出方法の一部を変えることだと思う。

(1)誰でもが投稿できるようにする：現在，「発達心理学

研究」に投稿できるのは会員のみである。日本の研究誌

は，投稿を会員のみに限っているものが多く，「発達心理

学研究」も同様である。だが海外の研究雑誌で，投稿資

格をかぎっているものは少ない。米国心理学会にしても，

英国心理学会にしても，研究雑誌には誰でもが投稿でき

る。

会費を払っていない人の論文を載せると赤字になるか

もしれないと心配される方があるかもしれない。だが人

をひきつける雑誌になれば，購入してくれる人は必ず増

える。また，会員の研究発表の場は保証されなければな

らないという方もあるかもしれない。だが質の高い雑誌

をたかだか1500人の会員で維持していくのは大変なこと

だと思われる。米国数理心理学会は誰でもが投稿できる

Ｍｅｍｏｒｙ＆CognitionやPerception＆Psychophysicsな

どの雑誌の他，会員だけが投稿できる雑誌，Buuetinof

意見論文

PsychonomicSocietyを出版していた。だが1993年をも

ってこの雑誌は廃刊となった。投稿を会員に限っており，

しかも無審査だったので，質が低下してしまったという

のが主な理由である（Roediger，1992)。

「発達心理学研究」の編集規定は，この雑誌が「発達

心理学およびその周辺領域における質の高い，多様な研

究を掲載し，発達研究の向上と活発化に資するもの」で

あることをうたっている。この基準にあってさえいれば，

誰が書いた論文であっても審査の対象としてよいのでは

ないか。そうすることがよい論文を集め，ひいては「発

達心理学研究」を多くの人に読まれる雑誌にしていくの

だと思う。

(2)英語の論文も掲載する：上記との関連で，英語の論

文も投稿できるよう検討してほしい。最近は国際誌に投

稿する人も増えてきているとは思う。だがそれでも東洋

の発達研究はまだまだunder-representedである。欧米の

発達研究を掲載する雑誌はたくさんあっても，東洋の発

達研究を積極的に掲載する国際誌は少ない。1992年，シ

ンガポールで行われた第１回心理学アジア会議に参加し

た際に感じたことであるが，東洋の発達研究を公表する

場の設立はオーストラリア，東南アジア，中国，韓国な

どでも強く望まれている。日本語も英語も混在する，し

かし国際的に通用する発達研究雑誌は，研究層にも経済

的にも恵まれた日本発達心理学会において作ってほしい

と思う。

(3)編集委員の選出について：よい論文を選ぶためには

よい編集委員会が必要である。だが現在のシステムでは，

次期の編集委員は，現編集委員が会員の中から候補をあ

げ，それが承認されることによって決定される。過去の，

そして現在の編集委員は優れた方ばかりだが，このよう

な方法一編集委員個々人の知恵と限られた会員資源に頼

る方法一では，遅かれ早かれ，十分な数の編集委員を集

めることができなくなってしまうのではないか。英語論

文も受理するようになったら，編集委員不足はさらに深

刻になるだろう。またこの問題とは別に，編集委員会の

知恵だけで次期委員を選ぶという方法では，公平なビア・

レビュウの精神も守りにくいかもしれない。

提案であるが，会員でなくても，国内外で活躍してい

る人には編集委員になってもらったらよいのではないか。

また一定の基準を定めた上，立候補も受けいれるように

すればよいと,思う。なお会員でない人に編集委員をお願

いする場合には，学会が会費を負担して会員になってい
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ただくようなこともあってもよいと思う（実際，編集そ

の他の委員の重労働を考えると，会費は学会が負担する

ぐらいでよいと思う)。

以上は制度の問題である。個人の意見であるから，実

現は難しいかもしれない。現実的なのは，むしろ，より

多くの研究がより速く公表されるよう，会員各人（もち

ろん私も含めて）の努力に訴えることかもしれない。と

ころで個々の研究の公表を遅らせている最大の問題は「修

正」である。１度の修正ならばともかく，２度，３度と

もなると（そのような研究も少なくない）公表は半年や

１年，遅れることになるし，著者の気持ちも萎えてしま

うかもしれない。「修正」について，以下の２点を提案す

る。

(4)「修正」を減らすために：どのような点に修正がも

とめられるのか統計をとってみたら面白いと思うが，今，

それはないので私個人の印象だけで述べる。論文を構成

する要素は多々あると思うが，私が一読者の目で審査し

ていて困ったのは，手続きやデータの記述が不十分な論

文，問題とその後の実験で用いられる測度や尺度の関連

性が不明瞭な論文，そして考察や解釈がどの事実にもと

づいているのかが不明瞭な論文であった。

これらは内容の問題（仲，1995）というよりも，表層

的な，プレゼンテーションの問題かもしれない。だがプ

レゼンテーションが明解でないと，内容の判断もできな

いことが多い。「発達心理学研究」を読む人の背景的知識

は様々である。できるだけ分かりやすい，読みやすい論

文になるよう，工夫していただければと思う。たとえば，

当該の研究に詳しくない方に読んでもらい，上の3点をチェッ

クしてもらうだけでも，「修正」はかなり少なくなるので

はないかという印象をもった。

(5)「修正」を乗り越えること：「発達心理学研究」の

意義のひとつは，従来の方法論にとらわれない多様な研

究を広く採用していくことである。実際，事例研究や記

述的研究など，内容的にも方法論的にもオリジナリティ

の高い研究がたくさん寄せられる。これは望ましいこと

である。だがオリジナリティの高い研究は，既存のスキー

マが確立していない研究でもあり得る。審査にはより多

くの情報や説明が必要であるかもしれず，そのため，細

かい「修正」や，数度にわたる「修正」をもとめられる

かもしれない。

厳しいコメントにがっかりされる方も多いだろう。公

表を急ぐ場合など，やりきれない気持ちになる方もある

かもしれない。だが「発達心理学研究」に限らず，どの

雑誌でもほとんどの論文が修正をもとめられる。時間が

許すかぎり，つきあっていただければと思う。私はかつ

てある雑誌の編集委員長から「この手紙をみてがっかり

されたことでしょう。しかし，投稿される論文は，どの

論文もほとんどすべて，一度では通らないものなのです。

云々」という手紙をもらったことがある。詳細なコメン

トが書いてあったにも拘わらず，私はがっかりして，そ

の論文を取りさげてしまった。だが今ではそれを後悔し

ている。その時にがんばらなかったから，関心が次のこ

とに移ってしまい，その研究は机の奥深く眠る以外なく

なってしまった。そういうこともあるから，厳しいコメ

ントがきても，元気を出して再度チャレンジしていただ

きたい。審査者もどこがどう悪いか，また書きかえるべ

きなのか（修正要求)，書きかえた方がよいのか（意見）

しっかり書くべきであるが，投稿者もまた，論文をよく

することに，とことんこだわってほしいと思う。

学会誌は会員のためのものである。会員がより面白く，

質の高い雑誌を手にすることができるよう，また会員が

投稿する論文が，より多くの人に読んでもらえるよう，

まずは会員自らが努力すべきであろう。そして学会は互

助会ではないのだから，外にもっと広く開かれて，資本

主義的原則にのっとって発展してほしいというのが願い

である。
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恐れず書こう，恐れず採択しよう，そして恐れず批判しよう

氏家達夫
(福島大学生涯学習教育研究センター）

発達心理学会が活発かどうかわからない。まだ一度もしかし，少なくとも機関誌の編集という視点から見れば，

発達心理学会で発表したことがない。機関誌の編集の手活発だとはとてもいえないというのが実情だろう。

伝いをしていた以外に，学会の仕事をしたこともない。そこで，あまりえらそうなことをいえた義理ではない
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が，編集委員としての経験と自分自身が投稿したときの

経験にもとづいて，機関誌の利用を活発にする方策につ

いて少しだけ意見を述べたいと思う。

モットーは，表題にあるように「恐れず書こう，恐れ

ず採択しよう，そして恐れず批判しよう」である。

まず投稿者としての経験から，査読者および編集委員

会に一言（ほんの少し前まで自分がその立場だったのだ

から，これは徒やぶりだけれども)。投稿が少ないのは，

おそらく関門がきついせい。編集委員の先生たちは決し

てそんなことはないと思っていることだろう。私も，本

当はそんなことはないと思っている。しかし，なにせコ

メントが多すぎる。

私の考えでは，審査は基本的に○か×。×は，論理性

が欠けていたり，事実誤認がある場合に限られるべき。

何の意味があるのかよくわからない論文が掲載されたっ

ていいじゃないですか。

これは，決して無責任を決め込もうというのではない。

論文の善し悪しは，読者に決めてもらおうというのであ

る。その論文が，ネガティブにしるポジティブにしる何

らかの意味をもつとしたら，それは追試研究を生むだろ

うし，その後の研究の流れをわずかでも変えていくはず。

あるいは，批判がまさにこの意見欄に掲載されるはずだ。

投稿に対する一般的なパターンは，大量のコメントが

ついた編集委員会からの返事が届くことだろう。内容が

よければ（必ずしもおもしろければ，ではない）修正採

択。内容が悪ければ修正再審査。修正採択でも，安心し

てはいけない。到底一つの研究論文では弁明できない（あ

るいは明らかにできない）ような要求がつけられている

ことがあるのだから。一部とはいえ，研究の基礎になっ

ている考え方の修正を求められることもある。これはど

うしようもない矛盾だろう。修正意見を入れて修正すれ

ば，そもそもその研究自体が成り立たなくなってしまう

のだから。加えて，修正意見に対する査読が必要と思え

るような難解なコメントの山。

私が何とか掲載させてもらった論文へのコメントは，

少々オーバーではあるが，そのようなものだった。

考え方やアプローチは多様にあり得る。私の意見では，

査読者は査読の作業で自分の立場から論文を批判しては

いけない。そのような批判は，例えば意見欄で，あるい

は問題の論文に対する批判的な研究論文ですべきだろう。

投稿論文の価値づけもする必要がない。それは，査読者

を含めた読者の仕事であり，それこそ機関誌上で闘わさ

れるべき性質のものだろう。

玉石混交でよいではないか。下手な鉄砲も数打てばあ

たるかもしれない。そんな発想で次々と論文が生産され

てもよいではないか。編集委員会の仕事は，よいものを

求めすぎるあまり角を矯めてしまうことではないはずだ。

編集委員会の見識を疑われるようなつまらない論文が含

まれてしまうかもしれない危険性を避けることより，数

少ない玉をはじき出してしまわないことに意を十分に使

うべきだろう。

もしある論文に新しい視点が含まれているとしたら，

多くの場合未消化で不完全な部分も含まれているものだ。

未消化で不完全な部分を全部なくせといえば，窮屈で論

文は書けなくなってしまうだろう。

わが国の発達心理学会では，まだまだデータの蓄積が

十分ではない。その意味で追試研究も必要かもしれない。

オリジナリティを求めすぎると，論文が書けなくなって

しまうかもしれない。したがって，データがいつまでも

蓄積されないことになる。何はうまくいきそうで，何は

うまくいきそうもないのかを判断するためにも，つまら

ないかもしれないがデータの蓄積を目的にした研究論文

があってもよいのではないだろうか。

「投稿論文をもっとよくしたい」という美名のもとに，

論文の書き手の意欲をそく需ようなことはできるだけ避け

るべきだと思う。

とはいえ，査読者の立場からいえば，辛口のコメント

はやむを得ない。自分のことは棚に上げていうが，それ

ほど投稿される論文には問題が多いのだ。私は，査読者

としてなるべく価値判断を避けたつもりである（初めの

頃は，私も「こんな論文には意味がない」といって厳し

いコメントをつけたものだが)。投稿者が価値を認めてい

る限り，それなりの価値があると判断せざるを得ないと

思ったからだ。しかし，である。それはあくまでも，投

稿者がそれを明示してくれていればの話である。投稿者

の価値の基準や，なぜこの論文に価値があるのかを投稿

者が明示してくれない例が非常に多かったのである。そ

のため，何がおもしろいのか，どんな意味があるのかを

はっきりと書いてほしいという要求がつくことになる。

これは，書き手にはかなりきついコメントになるだろう。

私は，自分の考えが違うとか，こんな見方もあるはず

だというコメントも避けるように心がけてきたつもりだ

(これも，最初の頃はやっていたように思うが)。見解の

相違は，それぞれの見解が部分的にせよ事実と整合して

いるのだとすれば，それはむしろとてもおもしろいこと

だ。それは，当然次の研究を誘発すると期待できる。し

かし，実はそんなことはほとんどなかったのである。実

際には，データとの突合せをほとんどしていないのでは

ないかと思える（つまり，データと対応しない考察をし

たり，結論をだしていると思えるような論文が少なくな

かったのである)，あるいはそもそもデータ（その論文で

示したデータや他の研究で示されたデータ）にもとづい

て考察している論文さえ，決して多くはなかったのであ

る。そのため，いったい何がわかったのかはっきり書い

てほしいという要求がついてしまう。これも非常に厳し

いコメントである。特に，自分ではちやんと書いている
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つもりになっている場合には。

方法については，人にはいろいろな事情があるものだ。

研究の目的といろいろな事情の妥協の産物として，実際

の方法が選択される。だから，目的が明示され，主体的

に研究者がその方法を選択したということがはっきりわ

かる限りで，それがたとえベストとはいえなくともそれ

を問題にしないでおこうと考えていた。しかし，ここで

も残念ながらコメントが必要になってしまう。なぜなら，

投稿者がなぜその方法を選んだのか（あるいは，その方

法でなければならなかったのか）がわからないことが多

かったからである。いい加減に用いられた方法から得ら

れたデータは，それがいくら蓄積されてもさきに述べた

データの蓄積には役に立たないのである。こうなると，

ほとんど救いはない。

しかし，論文を書くのに気兼ねはいらない。自分のし

理論研究をまとめるために

やまだようこ
(愛知淑徳大学）

「発達心理学研究」では，数量的データに基づく実証

的研究や文献による概観のほかに，定性的データに基づ

く事例分析や理論論文など多様な研究を奨励している。

後者のタイプの研究は，今まで発表の場も討論の場も

少なかっただけに期待も大きい。独創的で斬新な発想を

大きく育てたいものである。事例研究のあり方について

は意見欄で貴重な議論が積み重ねられてきたが，理論論

文については参考にできるモデルもほとんどないのが現

状である。

従来の心理学研究の型に入りにくい多様なタイプの研

究については，投稿者が先駆者として自身で工夫しなけ

ればならない面も大きいが，同時に，研究のすすめ方や

論文のまとめ方について，複数のモデルや論文フォーマッ

トをつくり，型を整備していく作業も不可欠であろう。

その１ステップとして，理論研究をまとめるための私見

を述べてみたい｡

私に提供できるのは何か？

私に提供できるのは，ものの見方（Awayoflooking

atthings）以外に何もないのである（Erikson，1963)。

このEriksonの有名なことばは，問題の本質を見通し多

重的に織り合わせる芸術的センスをもつ彼の資質と方法

の真髄をよく表している。同じように理論家という名で

呼ばれても，多数の実証的データに基づいて建築物をつ

くるように理論構築をしたPiagetの方法とは違っている。

また，新しい研究の先端をいち早く指さし魅力的にデッ

サンしてみせるBrunerの方法とも違っている。

たかつたことと実際にしたことをしっかり関係づけて書

きさえすれば。実際にわかったことにもとづいている限

り，思いきった仮説を掲げても構わないのだ。

このように書かれた論文に対して編集委員会が面倒な

コメントをたくさんつけてくるようであれば，投稿者は

憤ればよい。学会でワークショップでも開いて，査読者

と一戦を交えてもよいではないか。

最後に，読者に一言。恐れず批判しよう。編集委員会

にどしどし意見や批判を寄せよう。投稿者にも，意見や

批判を送りつけよう。そして，もしある論文に少しでも

影響されたら，ぜひそれを批判する研究やそれを発展さ

せる研究をしてみよう。そして，それをもって恐れず書

いてほしい。そうすれば，編集委員会も恐れず採択する

ことができるだろう。

1995.4.3受稿，1995.6.5受理

Eriksonのことばのように，研究者はまず「私に提供で

きるものは何か？」という問いに対して相当に自覚的で

なければならないだろう。自分にできる範囲の仕事は限

られている。それで心理学のどのような部分にどのよう

な貢献をするのかを明確にするのである。

それには自分の研究でめざすものを定めなければなら

ない。同じようなフィールドで，同じような現象を扱い，

同じような事例を基にしていても，研究の目的が理論構

成なのか，実証的データを得たいのか，現実に困ってい

る問題を実践的に解決したり制御したいのかによって，

アプローチ方法も記述様式もまったく違ってくる。

理論研究をめざす場合にも，問題提起や新しい視点を

提示したいのか，探索的な試作研究なのか，現象をより

良く記述する理論的枠組みを提供したいのか，現象を検

証するための仮説をつくりたいのか，現象を意味づける

解釈モデルをつくりたいのか，方法論のモデルを提示し

たいのか，多くの研究成果や歴史的な概念を整理し展望

したいのかなど，研究のタイプを区別して研究対象も研

究方法もしぼりこみ，それに応じて論文の表現様式も変

えていかねばならない。

どのように生産的か？

理論は生産的でなければならない。生産性とは単に実

証性が高いということではないだろう。

例えば，Piagetは生涯通してきわめて多産な心理学者

であり，多くの共同研究者と実証研究をした。対照的に，

Heiderはきわめて少産で，自分の考えを煮つめ深める思
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索に専念した。Heider（1958）の主要な著書は『対人関

係の心理学』一冊である。だがその一冊が，バランス理

論，帰属理論，素朴心理学を生みだす宝庫になった。今

後さらに，同じ本から独自のSpinoza理解をベースにした

情動理論など新しい理論ができるかもしれない。このよ

うに，新しい発想を生んだり，別の研究を刺激するとい

う意味での生産性も考慮すべきである。

なお，理論の生産'性が高まるには，Heiderの独創的な

思想を読み取り，心理学理論に整備し実証研究へ発展さ

せたKeuyなど他の理論家との連係が不可欠であったこと

にも特に注目したい。新しい発想を考え出す「思想家」

と，そこから理論構築する「理論家｣，さらに実証的研究

につながる仮説をたてる「仮説発想家」など，各自が自

己の役割分担を自覚し意識的に連係プレーをする姿勢が

必要であろう。このように他者が生みだした思想を，ど

のように継承し巧みに理論化し発展させるかという面で

の生産性もおおいに考えるべきである。

日本の研究には独創性がないとよく言われるが，必ず

しもそうではないだろう。個々には独創的な発想があっ

たり，個々の興味深い観察や事例の発見はあっても，よ

く似た発想に違った名前がつけられて仲良く共存したり，

論争も積み重ねもなく競合的に棲み分けることが多い。

互いに単発的で散発的で，世代的にも継承性が乏しいの

で，大きく育たないのである。日本の研究者のあいだで

｢おもしろい」と互いに認め合い，相互に支持し補完し批

判し厳密な理論にまで練り上げていく強靭なコミュニケー

ションの姿勢を育てていくことが必要である。他者の成

果をどのように批判的に継承して創造的に発展させるか，

真の意味での生産‘性の追求にもっと貧欲になってもよい

のではないだろうか。

理論化の妥当性は？

「発達心理学研究」においては，事例データやパーソ

ナル・ドキュメントを用いて理論論文にまとめられる場

合が多い。理論とかかわる事例の要件としては，鯨岡（1991）

が，（１）エピソード記述の深さと生き生きと訴える力，（２）

エピソードが研究者の拠って立つ理論との関連で十分に

選び抜かれ，周到に配置されていること，（３）問題提起，

既存理論の批判，新理論の構築などで発達研究にインパ

クトを与えることをあげている。

ここで問題になるのは，このような要件の判断は誰が

どのような基準で行うのかということであろう。この問

題は，事例の概念化が研究者の主観によって窓意的に行

われてよいのかという批判につながる。

Allport（1942）に基づいて整理すると，事例研究やパー

ソナル・ドキュメントに対する批判は，おもに３つのグ

ループに分けられる（やまだ，1995)。第１のグループは

｢客観的でない」「科学的でない」などの批判，第２のグ

ループは「サンプルの非代表'性」「過度の単純化」「記憶

の誤り」などの批判である。第３のグループは「概念化

の窓意'性や歪み」にかかわるものである。

もっとも本質的な批判と考えられるのは，第３の「概

念化の恋意性や歪み」である。事例データの解釈は，別

の研究者が行っても，不可避的に同じ唯一の結論に達す

るという保証はえられない。多くの可能な解釈のうちの

一つを示すことができるだけである。しかし，妥当な概

念化は，必然的な概念化とは区別されなければならない。

事実の選択や記述や解釈や概念化には，複数の可能性

があり，必ずしも唯一の解釈や理論に収数する必要はな

いだろう。違う方向から，違う個性によって，違う現実

が発見されたり，違う解釈がなされるほうが，世界の見

方は豊かになるからである。

しかし，それはどのようにも窓意的な解釈や概念化が

許されるということではない。他者によっても確かだと

認められる間主観的な解釈や概念化が必要であり，個人

の偏りは是正されなければならない。その場合に，妥当

’性を求める方向が二種類あることに注目すべきだろう（山

田，1986)。今まで多く行われてきたのは他者と一致する

共通部分のみを採用するという方向であった。しかし，

個人が気づかなかった新しい側面を他者が気づくことで

互いの視点や解釈の偏りを補うこともできる。他者の視

点や解釈を取り入れることによって新しい共通領域がつ

くられ世界の見方が拡大され多様性を増すという方向も

重視すべきである。

そのためには，南（1991）がいうように，さまざまな

代替的な（alternative）解釈や批判に対して開かれている

こと，資料やデータを共同的な認識作業の場に提出する

ことなど，厳密なコミュニケーションを可能にする論文

をつくる努力が要求されるであろう。

斬新なものは多くの研究者にすぐに受け入れられると

は限らないし，独創性なものは欠点の少ない完成度の高

い論文にはなりにくい。できるだけ他者に理解してもら

う論文にするためには，理論化の前提となる論拠や概念

定義を明確にし，他者との討論や補完や共同作業を啓発

するような書き方を工夫し，さらに少々の不理解にあっ

ても簡単にあきらめないで粘り強く論陣をはる姿勢が必

要であろう。
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