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Ｐ－Ｆスタディ型の図版に対する幼児・児童の反応の比較文化的研究
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(京都大学人間・環境学研究科）

在日外国人幼児・児童はフラストレーション状況の場面を見ると，様々 な言語反応を示す。本研究の目

的は，特に発達と在日期間の観点から，在日外国人幼児・児童と日本人幼児・児童のフラネトレーション

場面に対する言語反応の特徴を見つけ出すことである。被験者は，国際学校の幼児22名と小学生24名，朝

鮮学校の幼児30名と小学生27名，日本の幼児29名と小学生30名であった。調査にはフラストレーション状
況を描いたＰ－Ｆスタディ型の課題が12枚用いられた。言語反応のカテゴリーは因子分析にかけられ，「自

己主張」「注意・不服」「自己抑制」「謝罪・感謝」の４因子が得られた。結果を以下に示す。友達との間

で生じるフラストレーション状況場面で，日本及び朝鮮学校の幼児は自己抑制反応を多く示し，国際学校

の幼児は自己主張反応を多く示すことがわかった。小学生の場合，在日外国人と日本人の反応にはほとん

ど違いが見られなかった。国際学校の小学生の在日年数に基づいて反応を比較した結果，友達との場面で

違いが見られた。また，在日朝鮮人幼児・児童の反応は，日本人幼児・児童の反応とほとんど変わらない
ことがわかった。
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問題

本研究は，対人関係で生じるフラストレーション状況

を描いた図版の反応を通じて，在日外国人幼児・児童と

日本人幼児・児童の特徴を，比較文化的見地から明らか

にすることを目的とした。

平成７年末において，外国人登録人員が１３０万人以上

に達している日本では，在日外国人が日本の文化からど

の程度影響を受け，自文化（自分の国の文化）とどのよ

うに折り合わせているのかに関心が寄せられている。そ

の在日外国人の中で，在日年数が長期化した外国籍系列

の永住的在留者（吉岡・山本・金，1984）や，日本に生

活の基盤を置く在日朝鮮人の幼児・児童の中には，外国

人学校に就学している者たちが少なからずいる。彼らは

母語による教育を受け，日本社会の影響を受けつつも，

日本では外国人として扱われている。在日外国人の子ど

もたちは，母国にいる子どもたちよりもバイカルチュラ

ルで，日本人の子どもにより近い特徴を獲得していると

考えられる。彼らに関する言語認知の発達を調査するこ

とは，在日外国人との共存を目指す日本にとって，重要

な課題である。

一口に在日外国人学校と言っても，様々なタイプの学

校が存在する。例えば国際学校と朝鮮学校は，通学して

いる子どもの特性が異なる。国際学校の場合は，主に英

語圏で育っていく多国籍の子どもが中心である。朝鮮学

校の子どもたちの多くは北朝鮮国籍であって，生まれも

育ちも日本である。そして日本に永住する可能性が高い。

また日本における在日朝鮮人の民族教育とは，中島（1985）

が指摘するように，在日朝鮮人のアイデンティティを覚

醒し，それを支える役割を持つものである。

比較文化的研究が早くから行われていたアメリカにお

いては，アメリカ合衆国と日本の成人を対象として，

Bamlund（1979）がフラストレーション状況の反応に関

する調査を行っている。その結果，日本人は消極的な防

御法（消極型反応や自己抑制型の反応）を取る傾向があ

り，アメリカ人は積極的あるいは自己主張的な反応が多

かったことが報告されている。

ところで，日本における比較文化的研究と言えば，日

本と外国の比較を行い，両者の文化的特徴を抽出するこ

とが中心的課題であり，日本国内にいる在日外国人と日

本人を比較した研究はほとんどない。在日外国人のみを

対象にした研究では，在日外国人（主に留学生）の日本

へのイメージや適応過程を見るものがほとんどである（例

えば山崎，1993)。また，調査の対象は主に成人で，幼児・

児童を対象にした調査はほとんど行われていない。子ど

もを対象とした比較文化的研究としては，日本の総理府

青少年対策本部（1981）が，アメリカ，日本，フランス，

イギリス，タイ，韓国，以上６ヶ国の10歳と15歳の子ど

もを対象とし，フラストレーション状況を描いた図版を

用いて，その反応の比較を行った研究がある。調査の結

果，対人場面のフラストレーション状況が対教師の場合

と対親の場合では，国ごとに異なる反応が見られた。ま

ず教師との場面で，教師に謝罪したりあるいは教師のこ

とばを受け入れる従順型の反応が多かったのは，韓国，
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日本であった。それに対し，自分の行動を合理化・正当

化する理由付け型の反応が多かったのは，タイ及びアメ

リカ，イギリス，フランスの西洋諸国であった。一方，

フラストレーション状況が親との間で引き起こされた場

合，従順型の反応が多かったのは，韓国を含め主に西洋

諸国で，日本は最も少なかった。それに対し，親への理

由付け型の反応が多かったのは，日本であった。日本の

子どもが親の場合と教師の場合で相対する反応を示した

ことについて，総理府青少年対策本部（1981）は，ウチ

とソトに伴う日本社会の二重構造の特徴を内面化してい

る結果であると考察している。東（1991,1994）は，

White,＆Levine（1986）やLewis（1984）の指摘をもと

に，日本の子どもの自己抑制的傾向を，しつけの段階で

｢自分はいい子なんだ」と思い込ませることに起因してい

るのではないかと論じているが，この論点は，日本の子

どもが教師場面に対して従順型反応を多く示した総理府

の結果を考察する上での手がかりとなる。また，友達と

の間で引き起こされたフラストレーション状況場面では，

日本の子どもは，話せば分かるなどといった親和型の反

応が少なく，絶交だなどといった非親和型の反応が多かっ

たことが報告されている。

総理府青少年対策本部（1981）の研究から，外国人の

子どもの反応と比較した場合，日本の子どもは教師や親

そして友達に対応するとき，その接し方に大きな違いが

あることが明らかになった。所属集団の地位や年齢によっ

て上下関係ができあがっている日本のタテ社会（中根，

1967）では，場面の相手によって反応が変わることが予

想される。

しかし，総理府青少年対策本部（1981）においては，

調査に使用した図版は，それぞれの場面につき１枚ずつ

である。このような調査の結果から，文化的特徴を一般

化することには無理があると考えられた。そこで，日本

人の幼児・児童だけでなく，在日外国人幼児・児童にも

十分理解でき，かつ日常生活で幼児・児童が比較的遭遇

しやすい場面で調査を行うことが必要と思われた。

さらに，個人の発達に影響を及ぼす要因を考えるとき，

その個人が何歳のときに日本で生活したのかということ，

またその在日年数がどれくらいであるかといった点は無

視できない。在日外国人の問題を検討する上において，

これらの要因は重要である。箕浦（1984）は，異文化同

化の位相を次のように論じている。例えば，行動面では

異文化的であると見なされる人でも，情動面までは異文

化に支配されていない者がいる。大人の場合，異文化の

中にどれほど長くいても認知・行動・情動のすべての側

面で異文化に同化してしまうことはない。また，幼い頃

に異文化と接触すれば，異文化と自文化のどちらが優先

するかは年齢とともに次第に変化する。発達と異文化の

関わり合いが大きく変化する年齢を，箕浦（1984）は９－

14,15歳頃と位置づけている。

そこで本研究では，対人関係のフラストレーション状

況における反応を，フラストレーション状況を描いた図

版を見せる方法を用いて収集し，日本人幼児・児童と在

日外国人幼児・児童の間でどのような反応の相違が見ら

れるのかを比較検討した。対人関係のフラストレーショ

ン状況は，対人関係の中でも特に日本人の文化的特徴が

明確に捉えられるとともに，より身近に外国人と接触す

る機会が増える日本人にとって，具体的なレベルで在日

外国人幼児・児童の特徴を捉えていくことが必要だと思

われたからである。また，在日年数の違いによって反応

は異なるのかを明らかにした。なお，幼児の在日年数に

よる比較は，在日年数の正確なデータが得られなかった

ので，小学生のデータについてのみ行うことにした。

方 法

被験者

京都市１校と神戸市２校の国際学校に所属する５．６

歳児クラスの幼児22名（男児15名，女児７名)，小学校５．

６年生24名（男子15名，女子９名）を調査対象とした。

年齢の構成は，幼児は５歳４カ月－６歳３カ月（平均年

齢５歳７カ月)，児童は10歳２カ月-12歳１カ月（平均年

齢11歳５カ月）だった。国際学校では，英語しか話せな

い者のみを調査対象とした。幼児の国籍別の内訳は，ア

メリカ５名，インド６名，イギリス２名，またドイツ，

スペイン，シンガポール，フランス，マレーシア，トル

コ，カナダ，ドイツ・イギリス，オーストラリアがそれ

ぞれ１名ずつであった。小学生は，アメリカ５名，イギ

リス２名，インド11名，また韓国，日本・アメリカ，日

本・フランス，オーストリア，タイ，スイスがそれぞれ

１名ずつであった。

また，京都市と神戸市各１校の朝鮮初級学校に所属す

る５．６歳児クラスの幼児30名（男児11名，女児19名)，

小学校５．６年生27名（男子14名，女子１３名）を調査対

象とした。年齢の構成は，幼児は５歳２カ月－６歳３カ

月（平均年齢５歳８カ月)，児童は10歳３カ月-12歳３カ

月（平均年齢11歳８カ月）であった。朝鮮初級学校の子

どもたちは全員日本生まれだが，北朝鮮国籍を有する。

さらに，京都市内の私立保育園・幼稚園に所属する５．

６歳児クラスの日本人幼児29名（男児14名，女児15名）

を対象とした。京都市立２小学校に所属する日本人児童

は，小学校５．６年生クラスの30名（男子12名，女子１８

名）を調査対象とした。年齢の構成は，幼児は５歳５カ

月－６歳５カ月（平均年齢５歳10カ月)，児童は10歳５カ

月-12歳４カ月（平均年齢11歳９カ月）であった。

材料

調査にあたり，対人場面におけるフラストレーション

状況を線画で描いた図版を作成した。作成した図版は，
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Figurel調査で使用した第一図版

Ｐ－Ｆスタディ型の図版である。児童だけでなく，幼児

にも十分理解できる場面であることを考慮し，林（1987)，

および総理府青少年対策本部（1981）を参考にして，教

師および親，友達との間で引き起こされるフラストレー

ション状況場面を１２枚作成した。Figurelは，調査に用い

た第１図版である（調査に使用した日本語による各場面

の説明文と質問文は，資料を参照のこと)。

このうち，友達との間で引き起こされるフラストレー

ション状況場面は，「友達」関係の場面とする。「友達」

場面は，場面（１），（２），（５），（７），（９），（11）で

ある。

教師との間で引き起こされるフラストレーション状況

場面は，「教師」関係の場面とする。「教師」場面は，場

面（６），（12）である。

また，親との間で引き起こされるフラストレーション

状況場面を，「親」関係の場面とする。「親」場面は，場

面（３），（４），（８），（10）である。

図版は日本語版と英語版を作成した。英語版の作成に

あたっては，日本語を英語に訳し，それを日本語に訳し

直して英語と合わせながら修正していくBack-transla、

tion法を行った。

手続き

幼児の調査では，各図版をＢ５判の用紙に添付し，紙

芝居のように１枚１枚繰りながら提示する方法を採用し

た。幼児の調査はそれぞれの学校の教室において，筆者

が個別に行った。被験者は筆者の前方に座った。筆者は

図版の第１場面（Figurel）を見せながら，次のような教

示を被験者に与えた。「今から絵を見てお話を作るのを手

伝ってね。○○ちやん（当該の幼児の名前を言う）は，

この男の子（といって絵の対象人物を指さす）の役をやっ

てください。女の子（といって絵の対象人物を指さす）

が何か言うので，そうしたら男の子が何と答えるか，好

きなように言ってちょうだい。では今からお話の様子を

説明するからよく聞いててね｡」そして場面の説明文を読

んだ後，発話文を織りまぜながら，「そう言われたら，男

の子は女の子に何と言うかな｡」と問いかけた。２枚目以

降同様の手順で調査を行った。

反応語及び調査時の様子は，ビデオカメラを用いて収

録した。調査は，1人あたりおよそ10分程度で終了した。

国際学校での調査では訓英語しか話せない者，あるい

は日本語よりも英語のほうがわかりやすいと答えた者を

調査対象とし，調査はすべて英語で行った。朝鮮学校の

幼児と日本人の幼児に対しては，日本語で調査を行った。

小学生の調査では，図版12枚を一緒に綴じて冊子にし

たものを各人に配布する形で行った。それぞれの図の下

余白には，場面の説明文と発話文それに鍵括弧が印刷さ

れてあり，小学生各自がその鍵括弧内に言語反応を記入

するようにした。小学生の調査は調査用紙を各学校に依

頼して，集団で行った。所要時間はおよそ30分程度であっ

た。

調査を集団で実施した場合と個別に実施した場合とで

は，後者の場合のほうがわずかに敵意を表現する反応語

が減少することが報告されているが，調査の価値を失う

ほどではないと言われている（林，1987)。

幼児の調査は，平成５年５月-10月に行い，小学生の

調査は，平成５年９月-10月にかけて行った。

なお，以下では特に説明を要しない限り，日本の幼稚

園・保育園および小学校の場合を「日本の学校」と記す

ことにする。

結 果

データの分類

無作為に抽出した幼児のデータ20人分の反応を，１場

面ごとにＫＪ法を用いて，筆者以外の２名の判定者がカ

テゴリー化した。そしてカテゴリー化したものに，反応

の内容を踏まえてそれぞれのカテゴリーに，先の判定者

２名が命名した。カテゴリーについてはＴａｂｌｅｌに示して

ある。反応の分類の信頼性を見るために，先ほどの判定

者とは別の者２名が，無作為に抽出した25人分のデータ

を分類し，筆者の分類結果と一致率を調べた。その結果，

筆者とその２名との一致率はそれぞれ87.5％と85.8％で

あった。また，英語の反応は日本語に訳し，その訳に基

づいて分類した。英語の反応における筆者と他１名の一

致率は，83.0％であった。不一致点に関しては，協議に

より決定した。

規準データの採用

Ｔａｂｌｅｌに示した質的に異なるそれぞれのカテゴリーか

ら因子を抽出する目的で，お茶の水女子大学生１００名に，

それぞれのカテゴリーを評定するよう依頼した。カテゴ

リー13項目について，「とても自己主張的である」「かな

り自己主張的である」「やや自己主張的である」「どちら
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を決定した。第１因子は積極的に自分の意見を述べる「自

己主張｣，第２因子は相手に注意を与えたり不服を申し立

てる「注意・不服｣，第３因子は自分を抑えて相手の意見

を受け入れる「自己抑制｣，第４因子は相手に対する謝罪

やお礼を述べる「謝罪・感謝」と命名した。

幼児の反応

幼児の「友達｣，「教師｣，「親」場面のそれぞれのデー

タを０－１変換し，各因子の平均反応数を，日本の学校，

朝鮮学校，国際学校ごとに算出した（Table２)。

まず，「友達」場面における３校の幼児の値を比較した

結果，「自己主張」と「自己抑制」に有意差が見られた

(Kruskal-Wallis：自己主張：Ｈ（２）＝7.125,Ｐ〈､05,自

己抑制：Ｈ（２）＝11.292,ｐ〈.001)。そこで下位検定をお

こなったところ，「自己主張」では日本の学校及び朝鮮学

校に比べ，国際学校の反応数が有意に多かった（Mann-

Whitney：日本：Ｕ＝203.0,Ｐ〈.05，朝鮮：Ｕ＝203.0,

Ｐ〈､05)。また，「自己抑制」では国際学校の反応数に比

べ，日本の学校および朝鮮学校の反応数が有意に多かっ

た（日本：Ｕ=147.0,ｐ〈.01，朝鮮：Ｕ=210.0,ｐ〈.05)。

「教師」場面については，「注意・不服」で，国際学校

に比べ，朝鮮学校の反応数が有意に多かった（Ｈ（２）＝

6.267,Ｐ＜,05,Ｕ＝235.0,Ｐ＜､05)。

「親」場面については，「自己抑制」で，国際学校に比

べ，日本の学校の反応数が有意に多かった（Ｈ(2)＝6.012,

ｐ〈､05,Ｕ＝196.5,Ｐ＜,05)。

以上のことから，友達関係で引き起こされるフラスト

レーション状況場面において，日本の学校および朝鮮学

校の幼児は自己抑制的で，国際学校の幼児は自己主張的

であるということが示唆された。また，日本の学校の幼

児は，親との場面に対しても自己抑制的な反応が多く見

られ，親に対しては自己主張や言い訳的な反応が多くな

る傾向は見られなかった。

小学生の反応

幼児の場合と同様にして，小学生の「友達｣，「教師｣，

「親」場面における各因子の平均反応数を，日本の学校，

朝鮮学校，国際学校ごとに算出した（Table2)。これに基

づいて，「友達]，「教師」場面における３校の小学生の値

Tablel反応の分類

自己
主張

説明とその例カテゴリー

１
９
０

●
●
●

３
２
３

相手の発言を素直に受け入れる。

「わかった」

相手の要求を拒否する。

「いや」

相手に不満の解決を要求する。

「貸して」

相手を叱責。

「だめじゃない」

聞き返す。

「何で？」

相手に謝る。

「ごめんなさい」

自分で解決する。

「自分で作る」

相手に反発する。

「いいじやん」

相手に対して礼を言う。

「ありがとう」‘

相手に忠告する。

「そんなに食べたら虫歯になるよ」

悪態をつく。

「お母さんのばか」

自分の判断や意見を述べる。

「僕のだ」

相手に不平や不満を述べる。

「エー」「せっかく作ったのに」

受け入れ

拒否

要求

叱責

問い返し

謝罪

自己解決

反発

お礼

忠告

悪態

自分の言い分

不平や不満

３
４
３

●
●
●

０
０
０

注．言い訳（相手に言い訳する。例：「お花がきれいだったから取り
たかったの｣）のカテゴリーは、因子分析を行った際因子負荷量が0.5
に満たなかったので削除した。

でもない」「やや自己抑制的である」「かなり自己抑制的

である」「とても自己抑制的である」の７段階評定を行っ

た。この評定結果を基にして，因子分析（主成分解，バ

リマックス回転）を行った。その結果，主成分分析によ

る因子抽出における固有値の推移（3.20→1.58→1.45→

1.18→0.98）及び回転後の因子パターンの解釈可能性を

考慮して，４因子解が妥当であると判断した。それぞれ

の因子について高い因子付加量（0.50以上）を持つこと

を第１条件とし，これに心理学的意味を考慮して４因子

Table２幼児および小学生の平均反応数

４
７
６

●
●
●

０
０
０

｢親」｢教師」｢友達」

1.7

1.8

1.9

０
０
０

●
●
●

０
０
０

１．９

２．２

２．０

謝罪・
感謝

自己
主張

注意・
不服

自己
抑制

注意・
不服

自己
抑制

謝罪・
感謝

謝罪・
感謝

自己
主張

注意・
不服

発達心理学研究第８巻第２号

６
６
３

●
●
●

０
０
０

２．９

３．０

２．４

3.1

２．７

１．７

1.6

1.1

0.9

1.8

1.7

2.7

２
０
３

●
●
●

１
１
１

３
５
３

●
●
●

０
０
０

２
３
０

●
●
●

０
０
０

３
２
３

●
●
●

０
０
０

０．９

１．１

１．１

1.4

1.3

１．３

幼児 日本

朝鮮

国際

７
６
５

●
●
■

０
０
０

０．２

０．１

０．３

２
５
１

●
●
、

１
１
１

８
９
５

●
●
●

０
０
０

０．２

０．３

０．１

７
５
４

巳
●
●

０
０
０

２．５

２．０

２．９

小学生日本

朝鮮

国際
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を比較した結果，有意差は見られなかったが，「親」場面

では，「自己主張」で，朝鮮学校に比べ，国際学校の反応

数が有意に多かった（Ｈ（２）＝7.463,Ｐ〈､05,Ｕ＝187.0,

ｐ〈.01)。このように，小学生では「親」場面で，朝鮮学

校と国際学校の間にのみ有意差が見られたが，日本の学

校と朝鮮学校及び国際学校の間には違いは見られなかっ

た。このことから，小学生の場合，日本人と在日外国人

の反応の間には違いが見られないことが示唆された。

学校別の発達的変化

日本の学校，朝鮮学校，国際学校のそれぞれについて，

｢友達｣，「教師｣，「親」場面における幼児と小学生の各因

子の平均反応数を比較した。まず「友達」場面では，日

本の学校及び朝鮮学校の小学生の「自己主張｣が，幼児の

反応数に比べて有意に多かった（日本：Ｕ=219.5,ｐ〈､01，

朝鮮：Ｕ＝221.0,Ｐ〈､01)。国際学校については有意差は

見られなかった。

また，「教師」場面では，日本の学校及び朝鮮学校の小

学生の「自己主張」および「自己抑制」が，幼児の反応

数に比べて有意に多かった（自己主張：日本：Ｕ=287.5,

ｐ〈､05，朝鮮：Ｕ＝184.5,ｐ〈.01,自己抑制：日本：Ｕ

＝305.0,ｐ〈.０５，朝鮮：Ｕ＝282.5,ｐ〈､05)。国際学校

については，小学生の「自己主張」が，幼児の反応数に

比べて有意に多かった（Ｕ＝125.5,Ｐ〈､01)。

「親」場面では，日本の学校の小学生の「自己主張｣，

｢注意・不服」及び「謝罪・感謝」が，幼児の反応数に比

べて有意に多かった（自己主張：Ｕ＝297.5,Ｐ〈､05,注

意・不服：Ｕ＝312.0,Ｐ〈､05,謝罪・感謝：Ｕ＝291.0,

Ｐ〈､05)。また，国際学校の小学生の「自己主張」が，幼

児の反応数に比べて有意に多かった（Ｕ=125.5,Ｐ〈､05)。

朝鮮学校については，「親」場面では，小学生と幼児の間

に有意差は見られなかった。

以上のことから，友達および教師関係で引き起こされ

るフラストレーション状況場面において，朝鮮学校の発

達的変化は日本の学校のそれとほぼ類似したものである

ことが示唆された。

在日年数による比較

国際学校の小学生を，箕浦（1984）の区分を参考にし

て在日年数が４年以上と４年に満たない者の２群に分け

た。そしてそれぞれの群の「友達｣，「教師｣，「親」場面

のデータを０－１変換し，各因子の平均反応数を比較した

(Table３)。その結果，「友達」場面で，在日年数４年未満

の者の「自己主張」が，在日年数４年以上の者の反応数

Table3r友達ノ場面における在日年数４年以上と４年

未満の小学生の平均反応数

４年以上

４年未満

自己
主張

２．６

３．９

注意・
不服

０．４

０．２

自己
抑制

２．６

２．４

謝罪・
感謝

1.4

0.8

に比べて有意に多かった（Ｕ＝35.0,ｐ〈､05)。

「教師」および「親」場面では，すべて有意差は見ら

れなかった。

考 察

国際学校と朝鮮学校の特徴

一口に在日外国人と言っても，朝鮮学校と国際学校の

反応は明らかに異なっていた。特に幼児の結果に限って

言うと，日本の学校との差は対国際学校にのみ見られ，

対朝鮮学校との間には見られなかった。しかも，日本の

学校と朝鮮学校の子どもの反応のパターンは，極めて類

似したものとなっていた。発達的変化についても，友達

との場面と教師との場面では，日本の学校の子どもと朝

鮮学校の子どもの反応は，ほぼ類似したものであった。

では，この点をどのように解釈すればよいであろうか。

被験者となった北朝鮮国籍の子どもたちの通う朝鮮学

校内では，日本の学校とは異なる教育が行われている。

学校では朝鮮語で授業が行われ，教師及び友達との会話

も朝鮮語である。しかし学校長の説明によれば，彼らは

学校外では日本語を話し，日本語能力においては何ら日

本人と変わらないという。彼らは学校から家庭に戻ると，

日本語で会話をする。その上，彼らは在日朝鮮人３世あ

るいは４世たちであって，誕生以来日本で生活している。

その親あるいは教師たちも在日３，４世として成長し，

子どもたちと同様，日本で生活し，日本の文化的影響を

大きく受けていると考えられる。中島（1985）が指摘し

たように，日本国内の朝鮮学校で行われている民族教育

は，必ずしも祖国北朝鮮の教育をモデルにしたものでは

ない。ともすれば国籍の違いがパーソナリティの違いに

まで及んでいることを我々は想像するが，今回の結果に

限って言えば，朝鮮学校の子どもたちの反応パターンは

日本人的であった。

一方，国際学校の幼児は，日本人幼児と異なる反応を

示した。このことから，国際学校の幼児は日本人幼児と

異なる反応パターンとしての文化文法を獲得していると

考えられる。ここで，国際学校の幼児の調査は英語で行っ

たということが問題となる。日本人と異なる反応を示し

た要因として，彼らが用いた反応が英語独特の表現なの

ではないかということが考えられる。しかし，英語をど

のように使いこなすかといった具体的レベルで考えれば，

英語だから日本人と反応が異なるというのであれば，小

学生が日本人とほぼ同じ反応を示したことが説明できな

くなる。ならば，在日外国人幼児の場合，身近にいる教

師，友達あるいは親の影響が大きいと考えるのが妥当で

あろう。

幼児の結果は，それぞれの国籍によって反応の違いが

見られた総理府青少年対策本部（1981）の結果を全面的

に支持するものではなかった。しかし，このような国籍
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に基づく反応の違いというものは，これまで文化人類学

者らが唱えてきた各国での文化的特徴を参考にしたもの

であったため，今回のような在日外国人という日本で生

活している外国籍者の場合，これらの説にそぐわない結

果が出てきたと考えられる。在日外国人は母国の文化と

それを取り巻く日本社会の相互作用の中で暮らしている。

日本文化の中で形成される反応様式は，母国で暮らす者

が形成する様式とは異なっていることが，今回の結果で

は示唆された。

一方小学生の場合，在日外国人と日本人の反応にはほ

とんど差がなかった。これは，在日外国人が日本の反応

パターンを身に付けていることを表していると考えられ

る。

Lenneberg（1974）は母語獲得の臨界期として，１１，１２

歳という年齢を提示している。在日外国人が母語を基盤

にした文化文法を確立するためには，この時期が重要で

あると思われる。生物学的な言語習得に関する年齢要因

を考慮に入れるならば，11,12歳の在日外国人は母語獲

得期に日本の文化の影響を受けることになる。また，文

化文法体得の臨界期として９歳から14,15歳頃という仮

説を提唱している箕浦（1984）に照らし合わせると，今

回調査の対象となった小学生（9-12歳）は，異なる文化

文法を認識し，行動や認知面では日本の文化的反応を取

り入れることが可能な年齢であると言える。彼らは日本

的な反応パターンを認知し，それを英語で表現している

ということが示唆される。このことから，在日外国人小

学生と日本人小学生の反応がほとんど同じだったことは

十分納得できる結果であると言える。

ただし，言語反応上は日本人の対処パターンを示した

在日外国人小学生が，果たして認知・行動・情動のすべ

てにおいて日本的なのかという点については疑問が残る。

国際学校小学生の回答の中で，次のような記述が観察さ

れた。

例：場面４（チョコレートを全部食べてしまったと言

う父親に対して女の子が何と言うか尋ねた場面で）

“Ｏｈ,it，ｓＯＫ．

（Butinherheartthinkswhatabadfather.)，，

（原文のまま。男子，１２歳，在日年数11年）

これは国際学校の小学生が，認知・行動レベルと情動

レベルにズレを感じていることを示唆するものである。

認知・行動レベルだけでなく情動面まで含めて問題にす

ると，在日外国人がどの程度日本的かは個人レベルで差

があると思われる。

日本人幼児の特徴

日本人幼児について見ると，全体的に自己抑制するタ

イプの反応が多かった。対人関係におけるウチとソトの

場面で，日本人の特徴が表れるのではないかと予想した

が，本研究の結果では友達や親といったウチ・ソトに関

わらず，自分を抑えた反応が多かった。このような日本

人幼児の自己抑制的な反応傾向について，次のようなこ

とが考えられる。「出る杭は打たれる」の諺があるように，

日本では自己主張することは否定的に評価され，時には

未熟な人格とさえ判断される。このため自己主張せず素

直な態度を取ることが肯定的に評価される場合がある。

自己主張して人より抜きんでるよりも，素直な態度で他

人に上手に甘える者のほうが周りから受け入れられやす

く，また他人に甘える状態にうまく適応できる者のほう

が暮らしやすいという日本の文化文法を，日本人の幼児

の反応は表していると考えられる。今回の結果は，東

(1991,1994）の指摘した幼児の｢いい子アイデンティティ」

の概念を支持するものであり，大人が期待する「良い子」

的な反応を示そうとした結果であると考えられる。

在日年数

在日年数の違いによって，国際学校の小学生において

友達場面で反応に差が見られた。在日外国人が日本での

友人関係で不適応を起こす場合，対人的反応の仕方に違

和感を持つことが引き金となりやすい。箕浦（1984）は，

日本の帰国子女が日本風の対人関係行動を取ることに抵

抗を感じているケースを報告している。こうしたことか

ら，在日年数の短い在日外国人にとって，日本人的な反

応パターンを持つ友人との対人関係を円滑に築くことは，

ストレスとなり得ることが予想される。在日して間もな

い彼らにとって，慣れない友人関係の対応にいかに対処

するかは，その後の日本での適応に大きく影響する。今

後在日外国人が，外国人学校だけでなく，日本の学校に

も数多く進学してくるであろう。今回の結果は，日本人

および在日外国人が，互いの対人関係の特徴を理解し合

うことが必要であることを示唆している。

まとめと今後の課題

本研究では，対人関係のフラストレーション状況場面

を見せたときの反応に基づいて，日本人幼児・児童と在

日外国人幼児・児童の問でどのような反応の相違が見ら

れるのかを比較した。その結果，友達との間で生じるフ

ラストレーション状況場面で，日本の学校の幼児は自己

抑制反応を多く示し，国際学校の幼児は自己主張反応を

多く示すことがわかった。また，日本における国際学校

および朝鮮学校の幼児の反応の結果をまとめると，フラ

ストレーション状況における幼児の反応には，親や友人

あるいは教師といった身近な人の影響が大きいことが示

唆された。

小学生の結果からは，在日外国人と日本人の反応には

ほとんど違いが見られないことがわかった。このことか

ら，９－１２歳の在日外国人におけるフラストレーション

場面に対する反応の仕方には，日本人小学生と同じ反応

パターンが存在することが明らかとなった。また，国際

学校の小学生においては，在日年数の違いに基づき反応
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を比較したが，その結果，友達との場面において反応の

違いが見られた。このことから，在日外国人が直面する

友人関係は，日本文化に適応するための重要な鍵である

ことが示唆された。

また，一口に在日外国人と言っても，国際学校と朝鮮

学校の場合では，フラストレーション場面に対する反応

の仕方は異なっていることが明らかとなった。特に朝鮮

学校の子どもの反応パターンは，日本の学校の子どもの

パターンとほぼ同じであることがわかった。

しかし，今回の調査においては，いくつかの課題が残

された。その大きな原因は，在日外国人の被験者の確保

が極めて困難であったということである。被験者のプラ

イバシーや学校のカリキュラム上の点からγ調査に対し

て数多くの制約があり，被験者数が必ずしも十分と言え

る人数には至らなかった。そのため，年齢あるいは在日

・年数による個々人の認識の細かな違いまでも抽出すると

いうことはできなかった。これらの分析は，今後の課題

である。その他の課題としては，次のようなことがあげ

られる。まず，それぞれの文化に見られる性差を調べる

必要がある。今回の研究では被験者の数が少なかったた

め，‘性差については検討できなかった。しかし異文化間

で対人認識を比較した研究では，性による反応の違いが

報告されている（守屋，１９９０；総理府青少年対策本部，

1981)。在日外国人の性差について今後検討していく必要

があるだろう。

また，今回の調査の被験者は５，６歳と９－１２歳であっ

たが，この間の年齢における反応の変化はどのようになっ

ているのか，在日外国人の反応の縦断的な発達的変化を

さらに詳しく検討する必要があろう。在日外国人が，母

国で生活している者とどのような反応の違いを示すかに

ついても検討する必要がある。
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資料幼児期の調査に使用した各場面の説明文と質問文．（日本語ノ

場面ｌこのボールは（と言ってボールを指さす）女の子のものです。この男の子は女の子のいない間にボールで遊んでいました。

そこへ女の子が帰ってきて言いました。「ボールを返して｡」

質問１－今女の子は何と言いましたか。

質問２－「ボールを返して｡」と言われて，男の子は女の子に何と言うのかな。

場面２男の子は砂でお城を作っていました。そこへ男の子が倒れてきてお城を壊してしまいました。男の子は「あっ，君の砂の

お城を壊してしまった｡」と言いました。

質問１－今男の子は何と言いましたか。

質問２－「あつ’君の砂のお城を壊してしまった｡」と言われて，この男の子はお友達に何と言うのかな。

場面３女の子は木に咲いている花を取ろうとして，木の枝を折りました。するとお母さんが出てきて，「あなたは悪い子ね｡」と

言いました。

質問１－今お母さんは何と言いましたか。

質問２一「あなたは悪い子ね｡」と言われて，この女の子はお母さんに何と言うのかな。

場面４女の子はチョコレートを探しています。ところがチョコレートはありません。そこへお父さんがやってきて，こう言いま

した。「チョコレートはお父さんが食べたからひとつもないよ｡」

質問１－今お父さんは何と言いましたか。

質問２－「チョコレートはお父さんが食べたからひとつもないよ｡」と言われて，この女の子はお父さんに何と言うのかな。

場面５この男の子は（と言って指を指す）は，お友達の遊びの仲間に入れてもらおうと思っています。でもお友達は「仲間に入

れてやらないよ｡」と言いました。

質問１－今お友達は何と言いましたか。

質問２－「仲間に入れてやらないよ｡」と言われて，この男の子はお友達に何と言うのかな。

場面６男の子は自分で作った紙飛行機を探しています。そこへ先生がやってきてこう言いました。「あら’しまった。先生が捨

ててしまったわ｡」

質問１－今先生は何と言いましたか。

質問２－「あら’しまった。先生が捨ててしまったわ｡」と言われて，この男の子は先生に何と言うのかな。

場面７この女の子（右側の女の子を指さす）はお友達の絵本を破ってしまいました。そこへそのお友達がやってきて，「あなた

は私の絵本を破ったのね｡」と言いました。

質問１－今お友達は何と言いましたか。

質問２－「あなたは私の絵本を破ったのね｡」と言われて，この女の子はお友達に何と言うのかな。

場面８女の子は遠足に行こうとしているところです。女の子はお母さんにお弁当を作ってもらいたいと思っていました。でもお・

母さんは「お弁当を作る時間がなかったわ｡」と言いました。

質問１－今お母さんは何と言いましたか。

質問２－「お弁当を作る時間がなかったわ｡」と言われて，この女の子はお母さんに何と言うのかな。

場面９この女の子が作った紙の人形を，男の子が壊してしまいました。男の子は「こんなところに置いているほうが悪いんだ｡」

と言いました。

質問１－今男の子は何と言いましたか。

質問２－「こんなところに置いているほうが悪いんだ｡」と言われて，この女の子は男の子に何と言うのかな。

場面１０お母さんは他の人とずっとお話をしていました。この女の子は早く帰りたかったのでお母さんの服を引っ張りました。す

るとお母さんは「止めなさい。今お話をしているのよ･」と言いました。

質問１－今お母さんは何と言いましたか。

質問２－「止めなさい。今お話をしているのよ･」と言われて，この女の子はお母さんに何と言うのかな。

場面１１この男の子たちはケームをしてキャンディを取ろうとしています。ゲームをしてお友達（左側の男の子を指さす）のほう

が勝ちました。そしてこう言いました。「勝ったからキャンディは全部僕のものだ｡」

質問１－今男の子は何と言いましたか。

質問２－「勝ったからキャンディは全部僕のものだ｡」と言われて，この男の子（右側の男の子を指さす）はお友達に何と言う

のかな。

場面１２この男の子は先生に花の名前を尋ねました。でも先生は「さっき教えたでしょう。」と言いました。

質問１－今先生は何と言いましたか。

質問２－「さっき教えたでしょう｡」と言われて，この男の子は先生に何と言うのかな。
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Whenchildrenarefrustrated，theyrespondverballyinvanousways・Thisstudyfocusedonthefeatures
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residenceinJapanwereconsideredasfactorswhichinfluencereactionstofrustration、Participants
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年齢アイデンティティのコホート差，’性差，およびその規定要因：
生涯発達の視点から

佐藤員一下仲順子中里克治河合千恵子
(明治学院大学）（東京都老人総合研究所）（東京都老人総合研究所）（東京都老人総合研究所）

年齢アイデンティティのコホート差，性差，およびその規定要因を生涯発達の視点からとらえるために，
8-92歳の一般住民女性1,026名，男性816名の合計1,842名を対象に調査を実施した。年齢アイデンティティ
の指標として，感覚年齢（実感年齢，外見年齢，希望年齢の３種類）および理想年齢の４種類の主観年齢
を測定した。主観年齢の暦年齢からの偏差を年齢コホートの変化過程に沿って検討すると，主観年齢が自
己高年視から自己若年視へと転じる現象のあることが明らかとなった。男性ではその転換が青年期（18-
24歳）前後でみられたのに対して，女性では思春期（13-17歳）前後に生じていた。また，感覚年齢では，
男性が成人前期（25-34歳）から成人中期（35-44歳）で変化が少なく，女性では青年期から成人前期（25-

34歳）にかけての変化が少なかった。理想年齢では，男女とも青年期以降変化が少なくなる傾向にあった

が，男性の場合には成人後期（45-54歳）から，女性では初老期（55-64歳）から再び変化が大きくなった。

年齢アイデンティティの規定要因を検討したところ，教育年数，健康度，自尊感情，タイプＡ，女性性に
何らかの有意な効果がみられたが，いずれの主観年齢においても暦年齢の効果が最大であった。このこと

から，年齢アイデンティティあるいは主観年齢に対しては，社会的な要因ばかりでなく加齢に伴う心理学
的時間感覚ないし時間評価も同時に影響していると思われた。

【キー・ワード】年齢アイデンティティ，主観年齢，年齢コホート，生涯発達

問題

人は行為や態度や言葉遣い，さらには衣服，頭髪など

の外見や金銭の使い方とその金額などに至るまで，それ

ぞれが年齢相応であることを周囲から期待されている。

しかしながら，自分自身に対する主観的な年齢感覚と実

際の年齢は，必ずしも一致しない印象がある。また，時

として自分が選択した行為や物品が，周囲の期待に反し

て年齢相応でないという評価を受けることもある。主観

的な年齢感覚で選択した行為や物品が，他者の自分に対

する評価基準である実際の年齢（または，その推定値）

と一致していない場合に，こうした評価が下されるもの

と思われる。

暦年齢（ChronologicalAge,ＣＡ）に対して，個人がさ

まざまな条件のもとで感じる主観年齢（SubjectiveAge，
ＳＡ）ないしはその主観年齢に自分を同一視する年齢アイ

デンティティ（Ageldentity)，およびその獲得過程を年

齢同一化（Ageldentification）と呼ぶ。Hendrics（1987）

によれば，年齢同一化とは，自己概念を確立しようとす

る個人に一時的とはいえ一定の手掛かりとなる準拠点を

提供し，かつ自己概念を規定する諸要因の優先順位の変

化を反映するものである。年齢同一化に反映される要因

としては，役割への関与，年齢規範の認知，年齢相応の

行動，社会的に予期されるタイムテーブル，健康と身体

的限界，フォーマルな関係とインフォーマルな関係の相

互作用パターン等が挙げられている。主観年齢の変化に

伴うこれら諸要因の変化過程を捉えることによって，「自

己」の基礎となるような安定した自己，あるいは，「核」

となるような自己というものが存在する（存在するよう

になる）のか否かを検証することが，年齢同一化を研究

する者にとっての重要な課題とされている。しかしなが

ら，これらのいずれに関しても，十分な知見が得られる

ほど研究が蓄積されているとはいい難いというのが現状

であろう。

ところで,暦年齢に比べて主観年齢が若いという事実は，

社会老年学の分野では以前から話題になっていた(Cutler，

1982)。例えば,７０代の人が実際には60代そこそこにしか

感じていないというように，高齢者の主観的に感じてい

る年齢が実際の年齢よりもかなり若かったり，あるいは

自分が属していると考えている世代が他者からの評価と

食い違っていたために，自分ではまだ中年あるいは壮年

世代だと感じているのに老人扱いされて憤慨したなどの

話題にはことかかない。

高齢者にみられる若い年齢（世代）への同一視の傾向，

すなわち自己若年視（youngeridentification）がなぜ起き

るのかについては，一般に次のように考えられている。

老いに対する拒否感や恐'怖感が個人内にもまた社会的に

も存在するので，「老化」や「老人」に対する否定的な概
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念がステレオタイプ化しており，自分をそれに同一視す

ることは自己否定につながる。逆に若い年齢への同一視

を維持しているということは，社会から否定的にみなさ

れる年齢を自分とは切り離して考えることを可能にする

防衛である（Markides,＆Boldt,1983;Terpstra,Terpstra，

Plawecki,＆Streeter，１９８９；Ward，1977)。したがって，

「老人」という否定的な刻印（Ward,1977）を自分自身に

刻みつけることを拒否するのは当然であろう，という解

釈である。

そこで，このことを実証するために老年期に遭遇する

種々の出来事など諸要因の自己若年視への影響性を検討

する研究がさまざまになされてきた（例えば，Ｂａｕｍ,＆

Boxley,1983のreviewを参照)。そこでは，老年期に遭遇

する出来事（ライフイベント）と考えられている心身の

老化の自覚と健康の喪失，社会経済的地位の喪失（退職)，

､人間関係の喪失（子の独立，友人の死，配偶者の死)，目

標の喪失（仕事，空の巣などの社会的役割）のいわゆる

４つの喪失（長谷川，1975）に関連する諸要因の影響が検

討されることが多かった。しかしながら，これらの諸要

因を高齢者の自己若年視の説明変数とした場合，研究ご

とにその結果が異なっていたり，否定的な結果を示すも

のがあったりと多様で，老年期に体験する否定的な要因

がすべて関連しているというわけではなかったのである。

例えば，健康度の低下や配偶者との死別の影響は多くの

研究が認めているが，健康（Staatseta1.,1993）や配偶

者との死別（Markides,＆Boldt,1983）といった要因も暦

年齢をコントロールして検討するとその効果が消えてし

まうという研究もみられる。

こうした不安定な結論が導かれる理由のひとつとして，

測定方法上の問題があるように思われる。主観年齢また

は年齢アイデンティティの測定方法としては多くのもの

が考えられるであろう。しかし，主観年齢や年齢アイデ

ンテイテイの定義それ自体に暖昧な点があり，また測定

の妥当性を査定できるような明確な外的基準もないため

に（Culter,1982)，さまざまな測定方法が用いられている

というのが現状である。このような測定方法の違いが研

究の結果の相違に影響しているものと考えられる。

例えば，Barak,＆Stern（1986）は，主観年齢の測定法

として操作的に定義された以下の５種類を示しており，

それらは主観年齢の測定法としては代表的なものとされ

ている。

①同一化年齢（IdentityAge）：自分の主観的な年齢を

「世代（発達段階)」のどれかに位置づける。例えば，「あ

なたは，自分がいくつ（何歳）くらいだと感じています

か」という質問に対して，青年（young）・中年（middle

aged）・老年（old）・かなり老年（veryold）のどれかを

選択して回答する。

②比較年齢（ComparativeAge）：暦年齢と比べて，自

分は若いと感じるか，歳を取っていると感じるか，それ

とも同じと感じるかを問う。

③感覚年齢（FeelAge）：自分の感じている年齢を「数

値」で答える。世代で答える同一化年齢とはこの点が異

なる。

④認知年齢（CognitiveAge）：実感年齢，外見年齢，

行動年齢，興味年齢の４次元の回答の平均値を用いる。

ただし，「年代」（40代，５０代というように）で答える。

・実感年齢「私は，○○歳代であるように感じる」

・外見年齢「私は，○○歳代であるように見える」

・行動年齢「私は，たいていのことを○○歳代だっ

たときのようにする」

・興味年齢「私の興味は，たいてい○○歳代の人の

もつ興味と同じだ」

各回答は，その年代の中間点（30歳代なら35）を得点

とし，４つの得点の平均値を認知年齢とする')。

⑤イメージ年齢（StereotypeAge）：ＳＤ法を用いて「中

年｣，「老人｣，「自分自身」の３つのコンセプトを評定さ

せる。例えば，George,Mutran,＆Pennybacker（1980）

は，15の形容詞対を用いたＳＤ法によって「中年」と「老

人」のそれぞれの評定を行わせた。「中年」と「老人」の

判別分析において有意であった12の形容詞対のウェイト

から判別関数を作成し，「自分自身」の評定結果を関数に

代入して年齢アイデンティティを求めた。

以上が代表的な測定方法と考えられるが，例えば感覚

年齢のように数値で回答する場合と同一化年齢のように

‘‘中年”か“老年､'かを選択させるような場合とでは，後

者の回答方法に社会的な価値観や身体的な老化の自覚が

前者よりも強く反映されることは明らかであろう。特に，

高齢者のみを対象にして“中年'’か“老年”か“かなり

老年”かを選ばせても，回答に偏りが大きくなった場合

に,性や暦年齢や教育歴などの属性要因との相関は高くな

らないことが多いし，逆に老'性自覚の高まるきっかけと

して考えられるライフイベントに関連する要因との相関

は高くなる（Baum,＆Boxley,1983）ことは十分に予想可

能であろう。“老年''や“老人”というイメージの社会的

ステレオタイプを高齢者個人がどの程度内在化している

かを測定することが目的であるならば（Georgeeta1.,1980)，

このように世代のカテゴリーに自分を位置付ける方法は

有効であろう。しかし，特定の年齢層ではなく，さまざ

まな世代を対象に“若く感じる'，ということの規定要因

を検討するような研究の場合には，世代カテゴリーで回

１ 認知年齢の４次元は，Kastenbaum,Derbin,＆Ａｒｔｔ（1972）
が示した個別年齢（PersonalAge）と同一である。ただし，
Kastenbaumらは「数値」で測定し，その平均値を個別年齢
と定義した。そして，面接者の印象による外見年齢および
総合年齢（GeneralAge,その人を全体的にみれば何歳くら
いと思うか）の２次元からなる対人年齢（InterpersonalAge）
とこの個別年齢との一致の程度を一致年齢（ConsensualAge）
と表現した。
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▽

婦のみの世帯（31.3％）も多かった。老年前・後期（６５

歳以上）では家族構成に性差がみられ，男性では夫婦の

みの世帯（39.0-41.2％）が最も多く，女性では三世代家

族（34.2-54.0％）が最多であった。

職業に関して，男性の場合，青年期（18-24歳）では学

生（64.6％）が大半を占め，成人前・中期（25-44歳）で

は事務・専門技術職（54.3-39.6％）と技能・労務職（33.0-

28.8％）が多く，成人後期～初老期（45-64歳）では事務・

専門技術職（25.6-24.5％）と管理職（25.6-21.6％）が

多かった。老年前・後期（65歳以降）では定年退職者

(49.6-76.8％）が多くを占めていた。女性では，青年期

(18-24歳）では学生（50.6％）と事務・専門技術職（27.3％）

が多く，成人前期～初老期（25-64歳）の年齢層では主婦

(46.1-56.9％）が最も多く，その他としては事務職（6.5-

20.7％）やパート（11.2-23.5％）が多い傾向にあった。

老年期（65歳以降）ではほとんどが主婦か無職（82.4-

93.1％）となっていた。なお，児童期～思春期（8-17歳）

の対象者については親の職業をたずねたが，事務・専門

技術職（35.3％）が最も多かった。

主観年齢（ＳＡ）の測定

予備調査で種々の測定法を意味の明確さや回答の容易

さ等の観点から吟味し，さらに主観年齢の多元性を検討

するために，本研究では以下に示す３種類の感覚年齢（実

感年齢，外見年齢，希望年齢)，およびそれらとは異なる

次元にあると考えられる理想年齢の計４種類の主観年齢

を測定し，対象者には何歳という数値による回答を求め

ることにした。

①実感年齢「あなたは，自分で自分を何歳くらいに

感じていますか」

②外見年齢「他人は，あなたを何歳くらいに思って

いると感じますか」

③希望年齢「他人には，何歳くらいに見てもらいた

いと‘思いますか」

答を得る方法は適当ではないと思われる。

ところで，主観年齢または年齢アイデンティティは加

齢に伴って変化するものの，必ずしも暦年齢とは並行し

ないので，生涯発達のテンポとの密接な関連性が予想さ

れる。しかしながら，横断法を含めて，生涯にわたる研

究例は極めて限られているのが現状である。例えば，

Montepare,＆Lachman（1989）は，14-83歳の男女を対

象として主観年齢（実感年齢ほか３種類を数値で回答）

を測定した。その結果，横断法ではあるものの，米国人

では20代までは暦年齢よりも主観年齢の方が高いが，そ

の年代を過ぎると暦年齢と主観年齢が逆転し（暦年齢と

主観年齢の交差)，さらに加齢とともにその差が広がる，

というような発達的な特徴の存在することを見出した。

同時に，暦年齢と主観年齢の差が加齢とともに大きくな

る傾向は，女性に特に顕著であることも示したが，この

点に関しては性差は存在しないという研究も多く，必ず

しも明らかではない（Barak,＆Ｓｔｅｍ，1986)。

本研究では，年齢アイデンティティのコホート差，性

差，およびその規定要因を生涯発達の視点から検討する

こと，そして，複数の主観年齢を測定することによって

年齢アイデンティティの多元性が確認された場合に，こ

の多元性とそれらがどのような関係にあるかを明らかに

することを目的に次の４点について検討することにした。

すなわち，コホート差に関しては，①暦年齢と主観年齢

の交差は見られるか，②暦年齢上のどの時点において主

観年齢は大きく変動するのか，そして，それは測定する

主観年齢の内容によって異なるのかを検討し，さらに③

主観年齢を規定する要因は何か，④以上に関して性差は

あるか，を検討することにした。

方法 2 ）

対象者

神奈川県Ｙ市の住民票から無作為抽出した8-92歳の住

民，男性816名，女性1,026名の合計1,842名を調査対象と

し，Ｔａｂｌｅｌに示す９つの年齢コホート（世代）を設定し

て検討した。調査は，調査員が戸別訪問し面接法と留置

法を併用して行った。

対象者の家族構成は，児童期～成人後期（8-54歳）ま

では核家族世帯が過半数（61.4-84.0％）を占めていたが，

初老期（55-64歳）では核家族世帯（49.3％）に加えて夫

Tablel対象者の年齢区分，人数，平均年齢

児童期

思春期

青年期

成人前期

成人中期

成人後期

初老期

老年前期

老年後期

人数
年齢区分年齢ｺホート 平均年齢(ＳＤ）

１
６
９
４
１
２
２
９
２

０
４
７
９
１
８
０
１
８

１

１

１
１

合計８１６１０２６１８４２４３．０（21.5）
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歳２
７
４
４
４
４
４
４

１
１
２
３
４
５
６
７

－
一
一
一
一
一
一
一
十

８
３
８
５
５
５
５
５
５

１
１
２
３
４
５
６
７

1０．０（1.4）

15.4（1.5）

20.6（2.0）

29.7（3.0）

39.7（2.8）

49.2（2.8）

59.1（3.2）

69.0（3.0）

78.7（3.7）

１
８
６
０
９
７
９
３
９

０
８
５
１
７
９
０
３
６

２
１
２
３
１
２
２
１

０
２
７
６
８
５
７
４
７

０
４
７
１
６
１
０
１
８

１

１
２
１
１
１

2）本研究は，生涯発達に伴う社会的適応過程を日米で検討す
るために企画された共同研究プロジェクトの成果の一部で
ある。本プロジェクトは，人の生涯にわたる社会的適応過
程を①社会的関係性（社会的支援ネットワーク，対人的親
密性)，②自己認知と社会（年齢アイデンティティ，自己効
力感（成田ら，1995)，自己評価一自尊感情)，③人格特徴
と社会（性役割，タイプＡ行動，不安，ライフイベント)，
④社会的認知（知性の判断と認知，社会的出来事の認知過
程）の４つの観点から検討することを目的に行われた。こ
こに示した以外の基礎的データについては，報告書（東ら，
1994）を参照していただきたい。



０
０
３
１

１
１
２
２

年齢アイデンティティのコホート差，性差，およびその規定要因

各尺度の項目数，得点可能範囲，平均得点（SD)，α係数，

出典をTable2に示した。α係数は，一般用タイプＡ尺度

の0.565と子ども用自尊感情尺度の0.701が相対的にはや

や低かったが，他は0.802-0.923と高く十分な内的整合性

を示した。α係数の相対的に低かった２尺度についても，

尺度の測定する内容の重要度を知るためには今後の分析

にも用いる必要があると判断した。

④理想年齢「年齢を選べるとしたら，何歳くらいを

選びますか」

感覚年齢のひとつである実感年齢は，Montepare,＆

Lachman（1989）が米国の14-83歳の男女を対象に測定し

て発達曲線を描いている。本研究でも実感年齢を含む感

覚年齢を測定することによって，米国のデータと比較す

ることにした。また，理想年齢は他の感覚年齢とは内容

的に明らかに異なるが，自分の現在の年齢の受容という

観点からみれば，暦年齢の偏差の大きさと年齢の受容性

に関連性のあることが予想されるので同時に測定し，感

覚年齢と比較することとした。

説明変数の測定

主観年齢を規定する要因を検討するために，暦年齢，

性別，教育年数の基本属性変数，健康度（主観的健康感

を「とても良い｣～｢とても悪い」の５段階自己評定)，病

気の有無，経済状態（｢非常にゆとりがある｣～｢まったく

ゆとりがない」の５段階自己評定）の身体・経済状況，

および６種類の心理尺度を対象者に実施した。心理尺度

は，肯定的状況を測定する尺度（ポジティヴ尺度）とし

て自尊感情尺度（Rosenberg，1965）と自己効力感尺度

(Sherereta1.,1982)，否定的な状況を測定する尺度（ネ

ガテイヴ尺度）として抑うつ性尺度（Radloff，1977）とタ

イプＡ尺度（Bortner,1969)，社会的な役割行動を測定す

る尺度（社会的役割尺度）として男性性尺度と女性性尺

度（いずれもＢｅｍ，1981）を用いた。ただし，児童期

(8-12歳）の対象者には，ポジティヴ尺度（成人用を改変

して使用）とネガテイヴ尺度(抑うつ性尺度(Kovacs，1982）

とタイプＡ尺度（Matthews,＆Angulo,1980)）について

は子ども用を実施し，社会的役割尺度は実施しなかった。

結果

主観年齢のコホート差

主観年齢の年齢コホートによる違いをみるために，暦

年齢の変化と比較できる形式で主観年齢を男女別に示し

たのがFigurelである。主観年齢の暦年齢からの偏差を

年齢アイデンティティの指標と考えれば，４種類の主観

年齢のうち実感年齢，外見年齢，希望年齢は類似した年

齢アイデンティティの過程を示したのに対して，理想年

齢は男女ともに他の主観年齢に比べて暦年齢からの偏差

が大きく，年代が高くなるにしたがってその差が大きく

‘なる傾向にあった。

また，女性の外見年齢以外の主観年齢において，男女

ともに自己高年視から自己若年視に転じる現象のあるこ

とがわかった。男’性では，実感年齢と外見年齢と理想年

齢はいずれも青年期（18-24歳）から成人前期（25-34歳）

の移行期に自己高年視から自己若年視に転じていたが，

希望年齢のみ思春期（13-17歳）から青年期のところでこ

の転換が生じていた。女性では，実感年齢が児童期（8-

12歳）から思春期の移行期に，希望年齢と理想年齢が思

春期から青年期の移行期にそれぞれ自己高年視から自己

若年視への転換がみられ，外見年齢では，児童期ですで

Table２心理尺度

32.1（8.4）

26.8（4.9）

42.9（6.4）

51.3(12.1）

出典尺度項 目数得点範囲平均（ＳＤ）ａ

０
９
４
７

２
１
１
１

ポジティヴ尺度

０
７
０
５

８
５
７
８

Rosenberg（1965）

同上を改変

Shereretal.（1982）

同上を改変

29.4（5.1）

29.3（4.8）

76.5(13.7）

67.1(13.7）

.802

.701

.878

.861

1０－４０

１０－４０

２３－１１５

２１－１０５

自尊感情ａ

（子ども用b）

自己効力感ａ

（子ども用b）

ネガティヴ尺度

注．ａ１３歳以上の対象者には一般用の尺度を実施
ｂ８－１２歳の対象者には子ども用を実施
ｃ性役割尺度は,3歳以上の対象者のみに実施

9１

Radloff（1977）

Kovacs（1982）

Bortner（1969）

Matthews,＆Angulo（1980）

Bem（1981）

Bem（1981）

.855

.830

.565

.841

20-140８４．１(20.6）

20-140９５．６(15.1）

､９２３

．８５９

抑うつ性ａ

（子ども用b）

タ イ プ Ａａ

（子ども用b）

社会的役割尺度

０
９
４
７

２
１
１
１

性
性

2０

２０

ｃ
ｃ

性
性

男
女



男性
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に自己若年視がみられ，男性に比べて女性の方が若い年

齢で自己を若年視することが示された。

年齢アイデンティティの変化過程を世代から世代への

移行期ごとに吟味するために，各年齢コホートにおける

主観年齢（ＳＡ）の暦年齢（ＣＡ）からの偏差（ＳＡ－ＣＡ)3）

の年齢コホート間の差を指標として男女別，主観年齢の

種類別に年齢コホートを要因とする分散分析を行ったと

ころいずれも0.1％水準で有意だったので，隣り合う年齢

コホート間の対比検定を行い，その結果をTable3に示し

た。各年齢コホートにおける主観年齢の暦年齢からの偏

差（SA-CA）のコホート群間の差とは，その値が大きい

ほど暦年齢の増加ほどには主観年齢が増加しないことを

示している。すなわち，その年齢コホート間で物理的な

時間経過としての歳は取っているにもかかわらず，主観

的にはそれほど年齢が高くなったと感じていない程度を
示すものである。

この指標に関して，感覚年齢である実感年齢と外見年

齢と希望年齢においては類似の傾向を示し，男性では成

人前期（25-34歳）と成人中期（35-44歳）の２群の差が

この３種の主観年齢ではいずれも有意だったのに対して，

女性では青年期（18-24歳）と成人前期（25-34歳）のコ

ホート間の差が共通して有意であった。一方，理想年齢

と暦年齢の偏差の年齢コホート間の差は，男女ともに青

年期から有意となり，男性では成人後期（45-54歳）まで，

女性ではさらに初老期（55-64歳）まで有意であった。

理想年齢が他の感覚年齢と異なる傾向を示しているこ

とは，主観年齢のコホート差（Figurel）を見れば明らか

である。また，Table4に暦年齢および各主観年齢の相関

係数を示したが，そこでは男女ともすべての相関係数は

非常に高い値を示しているものの，やはり理想年齢との

8０

７０

年齢区分

０
０
０
０
０

６
５
４
３
２

主
観
年
齢
（
Ｓ
Ａ
）

０
０

１

1 ０ ２ ０ ３０４０５０６０７０８０

暦年齢（CA）

０
０
０
０
０
０
０
０
０

８
７
６
５
４
３
２
１

9２

主
観
年
齢
（
Ｓ
Ａ
）

三sＡ

感年齢

見年齢

望年酎

想年齢

1０２０３０ ４ ０ ５ ０ ６ ０ ７ ０ ８ ０

暦年齢（CA）

Figurel主観年齢のコホート差（横断データだが，
暦年齢と主観年齢を比較可能な形式で示した）

Table３主観年齢と暦年齢の差（ＳＡ－ＣＡノの年齢コホート差：対比横定．（ｔノ

－０．２２

－０．５７

－２．１４*＊

－１．１４

－１．３４＊

－０．１７

－０．３２

－０．１２

主観年齢

－０．０２

－０．２０

－２．０４*＊

－０．７９

－１．６４*＊

-０．００

－０．２１

－０．６０

－１．２４

－１．５２

－５．２２*＊

-5.15*＊

-5.18*＊

-０．７８

－２．６０

－１．４５

女 性

－０．０５

－２．２８

－６．０６**＊

-3.98*＊

－３．９４*＊

－５．４１**＊

-２．９５

－３．１３

注．表中の数値は，各年齢コホートの（ＳＡ－ＣＡ）値の年齢群間の差，すなわちこの値の絶対値が大きいほど主観年齢の変化の小さいことを
示す。

それぞれ欠損値は除いてあるのでｊｖは異なる。
＊ｐ＜、０５＊*ｐ＜，０１＊**ｐ＜、001 ３）自己高年視が正，自己若年視が負になるようにした。

実感年齢外見年齢希望年齢理想年齢実感年齢外見年齢希望年齢理想年齢

－０．３１

－０．５２

－２．８５**＊

－０．６０

－０．５５

－０．３９

－０．２２

－０.３７

歳２
７
４
４
４
４
４
４

１
１
２
３
４
５
６
７

－
一
一
一
一
一
一
一
十

８
３
８
５
５
５
５
５
５

１
１
２
３
４
５
６
７

－０．５３

－０．３５

－１．９１＊

－２．８２**＊

－１．２６

－１．０７

－０．８５

－０．０７

－０．４５

－０．５８

－１．５９＊

-2.12*＊

－１．０７

－０．０３

－０．６７

－２．５１*＊

－０．３１

－０．８１

－０．９３

－１．８７*＊

-１．３０

－０．７２

－０．６２

－０．９６
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Table４暦年齢および主観年齢の相関

暦年齢実感年齢外見年齢希望年齢理想年齢

暦年齢

実感年齢

外見年齢

希望年齢

理想年齢

､９７６

．９７９

．９８３

．８１０

.９７３、９８２、９７４

．９７９、９６３

．９７９．９７２

．９７９、９７９

．８３３．８１６、８３５

注．対角線の上は女性，下は男性。

相関係数はすべてＰ〈､001。

’８０３

．７９９

．８２７

．８２１

Table５主観年齢と暦年齢の差（ＳＡ－ＣＡノを従属変

数とする１３－９２歳データの重回帰分析

主観年齢

独立変数（謝i(筒雪(筒綿輔
属性変数

暦年齢一.363**＊-.419**＊-.370**＊-.507**＊

性別ａ一 一. 10 7**＊

教育年数一.079＊

身体・経済状況

健康度ｂ

病気の有無ｃ-.081＊

経済状態ｄ

心 理尺度

-.092*＊

自尊感情一.094*＊-.132**＊－

自己効力感一

抑うつ性一

タイプＡ-.098*＊

男性性一

女性性一・074＊--.118**＊

重相関係数一.374**＊-.471**＊-.407**＊-.507**＊

注．変数追加ではＦ値の変動が.05,変数削除では.１０の確率で起き

た場合に変数の追加と削除を行うステップワイズ法による重回

帰分析を行った。

トレランス値は．０１

独立変数の表中の数値は標準偏回帰係数β

ａ性別は男性→１，女性→２

ｂ健康度が高いほど高得点

ｃ病気はあり→１，なし→０

．経済状態が良いほど高得点

＊ｐ＜，０５＊*ｐ＜、０１＊**ｐ＜、００１

相関のみがその中では相対的に低いことが示された。

年齢アイデンティティの規定要因

各主観年齢の暦年齢からの偏差（SA-CA）を従属変数

とする重回帰分析によって，年齢アイデンティティの規

定要因を検討した。独立変数として投入した変数は，基

本属性変数として暦年齢，‘性別，教育年数の３変数，身

体および経済的状況の変数として健康度，病気の有無，

経済状態の３変数，６種類の心理変数であった。

児童期（8-12歳）の対象者は，それ以降の世代の対象

者とは異なる子ども用を実施した心理尺度および実施し

なかった尺度があったので，この群だけ別に重回帰分析

を行った。子ども用データの分析で重相関係数が有意だっ

たのは従属変数が実感年齢の場合だけだった（Ｍ"〃妙ｊｅ

Ｒ＝0.344,Ｐ〈0.001)。その際，有意な標準偏回帰係数

(β）を示したのは，子ども用タイプＡ尺度得点（β＝0.253,

ｐ〈0.01)，子ども用自尊感情尺度得点（β＝0.221,ｐ〈

0.05)，および健康度（｢他の子に比べて自分は元気かど

うか」：元気なほど高得点）（β＝-0.181,ｐ0.05）であっ

た。すなわち，タイプＡ得点および自尊感情得点が高く，

他の子に比べて元気ではないと感じている子ほど自己を

高年視していた。

13-92歳の対象者のデータの分析結果をTable5に示し

た。どの従属変数（ＳＡ－ＣＡ）に対しても暦年齢に最大の

効果がみられた。つまり，このことは，歳を取るにつれ

て暦年齢と主観年齢のズレが大きくなり，暦年齢の増え

方に比べて主観年齢の増加量が少ないこと（歳を取って

もその割にはいずれの主観的な年齢も若いこと）を示し

ている。したがって，暦年齢が高くなるにつれて自己若

年視の程度は拡大することを示すものである。その他の

独立変数はいずれも暦年齢に比べればかなり小さなもの

であったが，その中でも実感年齢に関して有意な効果を

示す独立変数が最も多かった。すなわち，教育年数が多

く，病気がなく，自尊感情が高く，タイプＡの傾向が強

く，女性性が高いほど実感年齢において有意に自己若年

視の傾向が認められた。外見年齢では，女性で健康度が

高く，自尊感情が高いほど有意に自己若年視の傾向が見

られた。希望年齢において暦年齢以外に有意な効果を示

したのは女'性性得点のみで，女’性性が高いほど自己を若

年視することがわかった。理想年齢では，暦年齢以外に

有意な効果を示す独立変数はなかった。

考 察

暦年齢と主観年齢の交差について

自己高年視から自己若年視に転じる現象は，女性の外

見年齢以外の主観年齢において認められた。こうした交

差は，男性では実感年齢と外見年齢と理想年齢が18-24歳

の青年期から25-34歳の成人前期の移行期に生じているの

に対して，希望年齢のみ13-17歳の思春期から18-24歳の

青年期の移行期にみられた。一方，女性では実感年齢が

児童期（8-12歳）から思春期（13-17歳）の移行期に，希

望年齢と理想年齢は思春期（13-17歳）から青年期（18-

24歳）の移行期にそれぞれ交差を示していた。ところが，

外見年齢は8-12歳の児童期にすでに自己若年視となり，

自己高年視を示すことはなかった。

以上より，希望年齢のみ男女とも10代の中頃から後半

にかけて暦年齢と主観年齢が交差を示したが，他はいず

れも男性よりも女性の方が早い年代で自己高年視から自
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己若年視に転じていることが明らかになった。暦年齢と

主観年齢が交差する年齢の性差に関しては，Montepare,＆

Lachman（1989）の研究でも示されている。彼女らは，

本研究で採用した４種類の主観年齢に類似した感覚年齢

ほか３種類の主観年齢を14-83歳の男女を対象に測定した。

４種類の主観年齢の平均値をその代表値として年齢変化

をみると，暦年齢に対してほぼ直線的な変化を示したの

で，暦年齢を予測変数（Ｘ)，主観年齢の平均値を目的変

数（Ｙ）として回帰式を求めたところ，男性ではＹ＝９．２４

＋0.62Ｘ，女性ではＹ＝12.26＋0.46Ｘという式が得られ

た。この式でＹ＝Ｘすなわち主観年齢＝暦年齢となる年

齢を求めると，男性は24.2歳，女性が22.7歳となり，女

性の方がやや若い年齢で暦年齢と主観年齢の交差がみら

れた。男性の場合はアメリカのデータと本研究の希望年

齢以外の場合とはほぼ同じ年代で交差が認められたと考

えられるが，女性の場合，アメリカのデータが20代前半

で暦年齢と主観年齢が交差しているのに対して，本研究

では明らかに10代で交差していた。この点に関しては，

従来，高齢者の自己若年視に関して社会的なステレオタ

イプが高齢者自身に内面化されていることが反映されて

いるといわれているが（Markides,＆Boldt,1983;Terpstra

eta1.,1989;Ward,1977)，同様に，女性の魅力が年齢が

若いということに帰属される我が国の若い女'性に対する

社会的な期待が，１０代の女性たち自身に内面化されてい

ると推定できるのではなかろうか。そして，おそらくこ

うした傾向は，自己若年視が20代になってからみられる

アメリカの女性には認められないものと思われる。

主観年齢のコホート差と多元性について

４種類の主観年齢の中でも，理想年齢のみが異なる変

化過程を示しており（Figurel)，また，理想年齢のみが

他の主観年齢との相関も相対的に低い傾向にあった

(Table4)。したがって，理想年齢は，質問の内容も含め

て他の３種類の主観年齢とは明らかに質的に異なってい

ると思われる。Goldsmith,＆Heiens（1992）は，興味や

関心に関連する主観年齢（興味年齢）の若い方向へのバ

イアスは最も大きくなると考えているが，理想年齢もそ

れと同じ傾向を示しているといえよう。しかしながら，

暦年齢との偏差が大きいということは，それだけ実際の

年齢を否定的に捉えているとも考えられるので，この点

をさらに検討する必要があろう。

理想年齢以外の主観年齢の年齢コホート差において，

その差の少ない年代，すなわち暦年齢の変化に比べて主

観年齢が増加しない世代は（Table３)，男性の場合，成人

前期（25-34歳）から成人中期（35-44歳）であることが

いずれの主観年齢にも共通しており，また，女性の場合

は男性よりも若い世代の青年期（18-24歳）から成人前期

(25-34歳）にかけて主観年齢の増加が少なかった。この

点に関しては，身体的な老化の自覚と関係があると考え

られている。例えば，Montepare,＆Lachman（1989）は，
主観年齢と老いへの恐怖の関連性を検討したが，予想に

反して高齢者においては両者の関係は認められなかった。

ところが，それよりも若い世代において主観年齢と老い

への恐'怖に有意な関係の認められたことを報告している。

また，Goldsmith,＆Heiens（1992）は，４０代までは身体

的な特徴など生物次元の主観年齢（感覚年齢）が若い方

向への最大のバイアスを示すが，５０代になると役割行動

など社会的次元の主観年齢（行動年齢）のバイアスが大

きくなることを示している。青年期の若さを失い始める

年代の人々が，自らの身体的な変化に気づき始める頃，

若さへのとらわれ，ないしは若さへの幻想を依然として

抱いていることを示しているのかもしれない。

男性の成人期の発達を詳細に検討したLevinson（1978）

は，40-45歳を“中年への過渡期，，と呼び，４０歳近くにな

ると禿げ，雛，腹が出るなど身体的衰えを感じさせるこ

とが生じる。こうした変化を，若さを失い“中年”が間

近に迫っている兆しと思ってしまい，さらに40歳を過ぎ

ると，「まだ死を目前にしているわけでもなく，肉体的な

衰えが激しいわけでもないのに，こうした変化を何より

も大変な脅威として捉えるのが普通である。それはあた

かも老衰や死の淵に立っているかのようだ」（Levinson，

1978/1992,ｐ,59）と述べている。人々 は，このような中

年期に向かう際の過渡的な身体的変化に自ら気づくこと

で，老いゆくことに不安や脅威を感じるようである。本

研究の結果は，そのような不安や脅威に対する抵抗とし

て，主観的には歳を取らないという心理的なメカニズム

が働くことを示唆している。そして，女性には，この過

渡的な時期が男性よりも早く来るらしい。しかし，男女

ともにこの世代の後は主観年齢が再び増加する傾向にあ

るので，自覚された老いの兆候を受け入れるようになる

ものと推測される。

一方，理想年齢は，男性では成人後期（45-54歳）以降，

女性では初老期（55-64歳）以降，再び暦年齢に近くなる

傾向にあった。このことは，この年代以降に老いの脅威

など暦年齢に伴うさまざまな要因を受容できるようにな

り始めることを意味するのかもしれない｡

主観年齢を規定する要因について

主観年齢を規定する要因としては，同時に分析できな

かった児童期を除くいずれの主観年齢にも共通して有意

な効果を示したのは暦年齢だけであり，他の要因は測定

する主観年齢によって異なっていた。このことは，主観

年齢の個人差が反映する意味，つまり年齢アイデンティ

ティの示す内容の違いを示していると思われる。すなわ

ち，今回取り上げた４種類の主観年齢のうち，実感年齢

には自尊感情得点やタイプＡ得点といった心理的適応度

や女性性という社会的役割意識の違いなど異なる心理的

側面が同時に反映されていることが示唆されたのに対し
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て，同じ感覚年齢でも外見年齢では自尊感情得点だけが，

希望年齢では女性性得点だけが有意に影響しており，前

者が心理的適応度を反映する主観年齢であるのに対して，

後者は社会的役割を反映する主観年齢であり，それぞれ

が意味する年齢アイデンティティに違いのあることが示

唆された。また，性差は外見年齢にのみ有意で，女性の

方が若く見られていると感じる傾向が高く，他者との関

係において実年齢よりも若い行動期待に応えようとする

傾向が示唆された。このことは，女性性の高さが実感年

齢と希望年齢において有意に若く感じることと無関係で

はないと思われるが，女性性の効果が外見年齢では有意

ではないので，この関係は複雑になる。実感年齢と希望

年齢はその評価の基準が自分にあるが，外見年齢は他者

の視点から自分を評価するという点で違いがあるので，

この点が影響しているのかもしれない。この観点は，ア

イデンティティの規定因を考える場合に重要になると思

われるので今後の課題としたい。教育歴は実感年齢にの

み有意な効果を示した。成人において教育歴はさまざま

な側面を意味していると思われる。教育歴の高さが，社

会経済的な地位を意味するし，知的水準を意味すること

も考えられる。さらにそれらが生活スタイルなど他の側

面にも反映するであろう。その意味では，今回測定した

４種類の主観年齢のうち実感年齢がそれら広範囲の要素

を最も反映する主観年齢であると考えられる。

さて，本研究においては，暦年齢の変化に伴う主観年

齢の変化に停滞のみられる世代のあることが示唆された

ものの，理想年齢を除く他の３種類の主観年齢はほぼ直

線的な移行を示していた。このことは，暦年齢との相関

がいずれも0.9を超えていたことからも明らかである。し

たがって，思春期（13-17歳）以降の主観年齢を規定する

要因を検討するために行った重回帰分析の結果において

も（Table５)，やはりいずれの主観年齢に対しても暦年齢

の効果が最大であった。これは，測定方法がカテゴリー

ではなく数値で回答を得たことの影響も大きいと思われ

る。児童期（8-12歳）だけを対象にした重回帰分析の場

合には，年齢幅が狭いために暦年齢の有意な効果がみら

れなかったものと思われるが，他の世代を含めて検討し

た場合には依然として主観年齢との相関は極めて高く

（Table4)，また，発達曲線上も矛盾はみられないFigurel）

ので，この傾向に関しては児童期を含めて生涯発達的な

傾向とみなすことができるであろう4)。

確かに性や教育歴の基本的属性変数，健康度などの身

体状態，自尊感情やタイプＡ行動などの適応変数や女性

4）本研究では，児童期の対象者には他の世代の対象者とは異
なる尺度を用いているが，そのために児童期のみ別に重回
帰分析をせざるを得なかった。生涯発達的観点から尺度を
用いて研究しようとする場合，このことが大きな問題とな
る。どの世代にも共通して使用できる尺度を作成すること
が可能かどうかということは今後の課題でもあろう。

性といった社会的役割に関連した変数が有意に主観年齢

を規定することは重回帰分析の結果から明らかになった

し，さらには若い女性に対する社会的ステレオタイプの

内面化や青年期以降の世代の身体的老いへの恐怖に対す

る抵抗などが主観年齢に反映されることも示唆された。

しかしながら，暦年齢の効果が最大であったということ

から，そうした暦年齢の変化過程に伴う自己の内面の諸

要因に基づく評価や判断（すなわち同一世代における個

人差）の介在しない要因が主観年齢に影響することも同

時に考えておく必要があると思われる。

加齢に伴う時間経過を内面化する知覚過程や認知過程，

すなわち心理的時間感覚や時間評価の加齢に伴う変化に

ついては，すでに1892年にWilliamJamesが，「同じ長さ

の時間であっても年をとるに従って次第に短く感じられ

る一日も月も年もそうである」（James,1892/1993,ｐ,78）

と述べており，１日，１ヶ月，１年という比較的長い経

過時間は，加齢とともに短く感ぜられるようになるとい

うことを指摘している。また，それ以前（1877年）にＰａｕｌ

Janetは，時間経過の感覚が生活時間の経過に相対的であ

るとして，「20歳での１年は1/20であり，６０歳での１年は

1/60」（Fraisse,1957/1960,ｐ､257;Fraisse,1984）であっ

て，この比率を１年という経過時間の評価に年齢差のあ

る理由と考えていた。

時間評価の研究は主に実験室内で行われ，秒単位，分

単位あるいは時間単位程度の比較的短い時間の評価に関

する研究が中心で，年単位のような長い時間の評価に関

する研究は極めて稀である。しかし，Janetの指摘を実験

的に検討した比較的最近の研究では，類似した公式化が

可能とする研究（Lemlich,1975）と加齢に伴って１年間

の経過を速く感じるようになる人の方が多いものの，そ

うでない人も少なからずいるのでそうした公式化はでき

ない（Walker,1977）とする研究があり，時間評価また

は時間感覚という観点からの研究においても，主観年齢

を規定する要因についての明確な結論は出ていない。お

そらく，Fraisseが述べるように，時間の「心理学的規整

（ママ）は，対比現象，自動修正，習慣，その他の全体が

作用するからはなはだ複雑」（Fraisse,1957/1960,ｐ､259）

であり，主観年齢あるいは年齢アイデンティティも時間

感覚の加齢変化や社会的諸要因および性別を含む個人的

諸要因が複合して規定されるものと思われる。今後は，

それぞれの要因の規定性についての知見を蓄積し，現存

在する自己に対する年齢アイデンティティの役割に迫る

ことが必要であろう。
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幼児のインフォーマル算数について

丸山良平無藤隆
(上越教育大学学校教育学部）（お茶の水女子大学生活科学部）

インフォーマル算数は乳幼児期に生活の中で獲得される数知識で，就学後の算数学習の重要な基礎力で

あるという。本論の目的はこの数知識の実態を文献により明らかにすることである。ここでは分離量に限

定し，数知識を１数，２数，３数関係に分類して検討した．この分類は思考の情報処理モデルに対応する

ものである。１数関係は集合の個数を数詞で表現するように，ある媒体の示す１つの数を他の媒体で表す

ことで，筆者のいう数転換である。２数関係は２つの数に関する数の保存と多少等判断であり，３数関係

は２数から第３の数を生む演算である。検討の結果，次のような実態が主に明らかとなった。乳児期初期

から集合の弁別が行われ，数量を表す言葉とその感覚が結びつき，数理解の基礎が形成される。１数関係

では数詞は集合の名称として獲得され，数の媒体と媒体とを結ぶ軸となり，数知識の発達を促す。２数関

係の多少等判断では10進法の初歩的知識が４歳児期に使用される。また数の保存に関する知識は論理的に

洗練されておらず，日常生活を反映して具体的経験的である。３数関係の理解は数を示す媒体によって異

なり，事物集合，数詞，数字の順で困難さが高まる。初歩の演算は心内での集合イメージを操作して行わ

れることが示唆された。本論ではインフォーマル算数の知識を３カテゴリーに分けることの有効性が示さ

れ，さらにいずれのカテゴリーにおいても数詞の役割の重要性が示された。

【キー・ワード】インフォーマル算数，数概念，数転換，湧知発達，幼児

はじめに

インフォーマル算数乳幼児が生活行動や遊びの日常経

験を通して獲得する数量に関する知識をインフォーマル

算数の知識（informalmathematicalknowledge）と呼ぶ。

インフォーマル算数は分離量，連続量，平面・立体図形，

空間，時間などの観念と操作に関する広範囲な知識を含

む（EＭＥプロジェクト，1982/1989；幼児教育方法研究

会，1994)。幼児はふだんの生活の中で日常的に数量を処

理している。しかし，小さな数の課題を処理できても，

数が大きくなると処理できなくなる（Ginsburg,1989）な

ど，この知識での数量の処理は必ずしも役立つとは限ら

ない。インフォーマル算数では常に測定や計数という数

量化を伴うのではない（Baroody,1993）し，その数操作

に一貫性もないので，この知識は論理的でも完全でもな

い（Baroody,＆Ginsburg,1986)。そこで日本では数量の

知識は大人が教えなければ理解されないとして，幼児期

での積極的な数教育の必要'性が一部の心理学者や教育関

係者によって強調されてきた（例えば，栗原，１９９０；松

原・岡田，１９７３；横地，1976)。

小学校では数記号を使う正式な算数(fbrmalmathematics）

を学ぶが，その理解に児童はインフォーマル算数を使う

(Baroody,1993;Clemson,＆Clemson,1994;吉田，1991)。

例えば，加減算では実在の事物集合での合成と分解の経

験から，数詞と数字という記号を使う伝統的な計算法へ

と発展する（Braddon，Hall,＆Taylor，１９９３；Levine，

Jordan,＆Huttenlocher,1992；Starkey,1992)。一方，就

学前に幼児は加算方略として２集合のうちの大きい集合

数を基数として小さい集合数を数え足す方略を獲得する

が，就学後に学ぶ方略は２集合の要素を全て数える最も

基本的なもので，これは３，４歳児の方略であるという。

インフォーマルに獲得される加減算の方略は，学校で学

ぶ方略より高度の場合もある（吉田，1991)。インフォー

マル算数が常に学校算数より劣るとはいえない。そこで

近年では学校算数とインフォーマル算数の知識との連結

が検討されている（Baroody,1993;Fuson,l992b;銀林，

1991；Sowder，１９９２；吉田，1991)。

インフォーマル算数の中でも幼児は分離量に関わる数

知識を最も早期に形成する（丸山，1991；中沢，198ｌｂ；

吉田，1991)。分離量の知識の獲得は学校算数の入門期で

も最も重要である（銀林，1975,1991)。そこで本論では

インフォーマル算数の分離量の知識に焦点を絞る。具体

的には数量感覚とそれに関する言葉，集合要素の対応と

分類，集合の数量化，数詞と数字の使用，数の保存，多

少判断，合成・分解・加減算を検討する。

さて分離量に関する幼児の数能力の発達について，藤

永（1985）は具体から抽象へという発達の順序を想定し，

事物集合レベル，半記号（数図などの半具体物）レベル，

記号的レベルの３段階とした。ここでは数詞を数の呼称，

集合や半記号の名称とし，数の記号に位置づけていない。

藤永の想定のように幼児が数詞を集合の名称として最初

に獲得し，数能力を発達させるならば，彼らが記号しべ
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ルを最も遅く理解するとはいえないだろう。

情報処理モデルによる数操作のカテゴリー分類Ｃａｓｅ（1985）

はある種の認知的進歩は作業記憶容量が新しく獲得され

る能力に十分である場合に起こると想定する。しかし，

作業記憶の絶対容量は加齢と共に増加しない（Case，

Kurland,＆Goldberg,1982)。そこでＣａｓｅはより多くの

情報を作業記'億に貯蔵する機構として，生物的な成熟と

自動化を仮定する。成熟は加齢に伴う脳組織の髄鞘化の

進行のことで，これが脳の操作効率を上昇させ，新しい

操作を可能にすると説明する。自動化は練習で認知的操

作がより効率的になって作業記憶容量に余裕を生じ，こ

れが記憶容量の増加と同じ効果を生み，より高度な操作

を可能にすると説明する。

丸山（1991）は幼児の数操作をそこで処理する数の個

数により１数，２数，３数関係の３カテゴリーに分類し

た。例えば，集合や数字を数詞で命名することは１つの

数を扱うので１数関係という。集合，数詞や数字などは

数を示す媒体であり，ある媒体が示す数を他の媒体で表

すことを数転換という（丸山，1993)。ｌ数関係は1つの

数をめぐる媒体間の対応づけで，数転換といえる。２集

合の多少等判断や数の保存課題は，２つの数の関係を扱

うので２数関係という。数の合成，分解，演算は，２数

を操作し第３の数を生み出す。これは３つの数の関係を

扱うので３数関係という。この数関係の理解はｌ数関係

の理解が最も早く，次に２数，３数へと進む順序性があ

り，かつ相互に関連して進行する（丸山・中沢，1986)。

数操作で扱う数が多ければ，作業記憶負荷が大きくなる

し，その操作も高度になると考える。このように数関係

の理解が１数関係から始まり２数，３数関係へと進むこ

とは，Caseの情報処理モデルでも解釈できる。丸山の分

類は数操作を情報処理モデルで整理するものであり，こ

れにより同じ数関係内の様々な数操作の獲得の順序とそ

の特徴を示し，さらに数操作の獲得と数の媒体の関係を

検討できると予想する。例えば，加算と減算は３数関係

の数操作であり作業記憶の負荷は同じと想定できる。も

しその理解水準に差があれば，それは２つの数操作の質

的な違いを示すし，さらに同じ加算でも集合と数字とで

結果に差があれば，それは数の媒体としての機能の差を

示すといえよう。この分類はインフォーマル算数の知識

の発達過程とその特徴の検討に有効と考え，本論ではこ

の枠組みを使用して検討を進める。

本論の目的と方法本論の目的はインフォーマル算数の

知識の実態の検討である。具体的には幼児期の数操作の

特徴とその獲得の順序，そして数操作の獲得と数の媒体

との関係を明らかにする。これにより幼児期の数指導に

ついても考察する。本論では乳幼児を対象にした分離量

に関する数概念の発達及び数教育に関する研究を中心に

検討する。その順序は数量に関する行動が外化する前で

Iま数量感覚の形成とそれを表現する言葉の獲得をみる。

その行動の外化後では作業記憶負荷の軽重に従い１数，

２数，３数関係の順序でその理解の実態をみていく。と

ころで幼稚園等で集団生活している幼児の数能力は，集

団の年齢区分（学年）により差がある（丸山，1991)。そ

こで本論では就園年齢以上の場合には，例えば３歳児ク

ラスに相当する年齢層を３歳児期，その幼児を３歳児と

して表現する。

数量の感覚とその表現

母親は誕生直後から乳児の授乳時に「たくさん飲んで

ね」と話しかけ，離乳期では「たくさん食べてね……も

う一口ね」と話しながら食べさせるなど，食事の場面で

は数量に関する言葉が多用される（中沢，198lb)。２歳

前後に幼児はいっぱい，ちょっと，もっとなどの数量を

限定する副詞を使い始める（岩淵・村石，1968)。そうし

た言葉を使って幼児は現在自分の感じている数量と自分

の気持ちとを比べた結果を表現する（中沢，198lb)。例

えば，「もっと」では，おやつを食べる時でも，「高い高

い」をしてもらう時でも，自分が現在感じている数量に

満足しないと，「もっと」といってさらに要求する。幼児

は自分の感覚を基準として数量の多少の比較を始め，養

育者からの働きかけと自分の感覚とを比較する経験を積

むことで，自分の感覚から独立した２つの数量の多少を

比較できるようになる。数量を感じとる力とその感覚は

大人の働きかけにより獲得される。それは大人が幼児に

数量を教えようとする遥か以前から行われる（中沢，l981

b)。この獲得があまりに早期なため，数能力は文化的な

経験に依存せずに人類に固有で先天的という見解がある

(Starkey,Spelke,＆Gelman，1990,1991）し，さらにそ

れに対する反論もある（Ｇａｍｈａｍ，1991)。

乳幼児の数量の感覚とそれを示す言葉は，どの経験と

結び付いて獲得されるのか一般的にはわからないが，誕

生直後から大人と共に様々な生活経験を積むことを通し

て獲得される。インフォーマル算数の基礎となる知識は，

大人が乳幼児に豊かな経験の場を与え，その状況と彼ら

の心の動きを適切に表現する言葉を使用することで獲得

されていくといえる。

１数関係

ｌ数関係は１つの数をめぐる媒体間の対応づけである。

数は外界に存在するものではなく，事物の在り方から抽

象されて心内で構成される概念である。数の把握は事物

集合から数を抽象することから始まる。その基本的な方

法は計数である。計数ができるということは，対象の集

合を見て，数詞の系列を思い起こし，その順番に数詞名

を呼び出し，それと同時に集合要素を指差して数詞名を

確実に１対１対応させ，その終了時に最後の数詞の名称
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が集合の個数とわかることである。これは幼児にとって

簡単なことではなく，それ以前に獲得した様々な知識と

能力が統合された技能である（Gallistel,＆Gelman,1992)。

計数を獲得する以前に，事物集合を知覚的に区別する弁

別とその存在様式の名称として数詞を覚える過程がある

（vonGlasersfeld,1982;Wynn,l992b)。ここでは数能力

の発達の順序に従って検討する。集合に関わる計数以前

の数行動を「集合数の弁別」でみる。「集合数の把握」で

は，まず計数に至るまでの過程を「数唱，数詞そして計

数」で述べ，計数の原理と意味を「計数の原理」でみる。

計数せずに小集合の数を把握するサビタイズの機構とそ

の能力の発達を「サビタイズ」でみる。数詞・数字に関

わることを「数詞と数字の使用と10進法」で述べるが，

まず「数詞の命名原則」で，数詞の命名原則と数能力と

の関係をみる。次いで「数字使用における数詞の役割」

において，数字使用では数詞が重要な役割を持つこと，

そして数字の10進法構造と位取りの理解，それと数詞の

命名原則との関係，及び数詞の獲得と数能力の発達との

関係をみる。最後に幼児の持つ数構造を「数５に基づく

数知識」で述べる。

集合数の弁別

乳幼児は集合数を把握する以前に事物集合の要素数の

違いを弁別する。４カ月児が要素数３以下の個数の異な

る集合を区別できることから，この弁別は乳児期初期

で可能になるといえる（Anteu,＆Keating，１９８３；van

Loosbroek,＆Smitsman，１９９０；Siegler，1987/１９９２；

Starkey,＆Cooper,1980；Strauss,＆Curtis,1981)。これ

は４カ月児が心内に集合のイメージを持つことを示唆す

る。集合を弁別することをサビタイズ（subitizing：一目

で判断すること）での判断という（Siegler,1987/1992)。

これは集合の知覚的な区別であり，集合数の把握ではな

いが，特定の集合の存在様式を特定の数詞で表現する前

提であり，基数的理解の芽生え，集合数把握の基礎とい

える。これらの研究は馴化の実験方式を使用し，２集合

を直接比較していないので２数の多少等判断ではないと

考える。

集合数の把握

数唱，数詞そして計数数詞を順序通りに唱えることが

数唱である。数唱はお風呂の歌といわれるほど，乳幼児

は頻繁にお風呂の中で数唱を聞かされることが多い（中

沢，l981a)。子どもは言葉がいえるようになると数唱，

数詞を口にするが，それは1歳台では数の媒体となって

いない（波多野，1968)。中沢は生態的観察により，幼児

の殆どが１歳半前後から直線状に並ぶ同じ物を指差すな

ど強い関心を示し，２歳前後では同じ物を直線状に自分

で並べることを明らかにした。この頃に数唱を聞き慣れ

ている者は直線状に並ぶ物をみて数唱するが，数詞は系

列の順序通りでないことが多いという。３歳前後では数

唱を集合要素と確実に１対1対応づけて計数を終え，「い

くつあった？」と聞くと，その集合数をいわずに，計数

行為を繰り返すことがある。これには２つの場合が推測

される。第１は計数行為が大人の模倣段階で，集合数の

把握の手続きという了解がない場合である。第２はその

了解はあるが，最後の数詞で集合を命名することがわか

らない場合である。こうした段階を経て計数技能が確実

になり，状況に応じて計数することを真の計数という

（Cowan，Foster,＆Al-Zubaidi，１９９３；Wynn，1992b)。

計数は加減算能力の基礎であり，さらに保存の獲得にも

必要な認知的技能である(Fuson,1982;Fuson,Secada,＆

Hall，１９８３；Gallistel,＆Gelman，１９９２；Geary，Ｂｏｗ－

Ｔｈｏｍａｓ,＆Yao，1992)。

計数の原理Gelman,＆Gallistel（1978/1988）は，計数

では1対１対応の原理，安定順序の原理，基数の原理，

抽象の原理そして順序無関係の原理の５つが働くとした。

１対１対応の原理は数える物と数の標識の１対１対応で

ある。彼らは計数に使用される標識が社会の慣習的な数

詞でなくとも，創造された標識でもよいという。安定順

序の原理は標識の順序の一定した使用である。基数の原

理は計数の最後の標識が集合数を示すことで，そこから

最終語反応（last-wordresponses）ともいう。この３原

理は数える手続きの原則（how-to-countprinciples）で

ある。抽象の原理はどんな集合でも計数手続きの原理が

適用され，集合要素の大きさや性質に関係なく，分離し

た１つの物は１つと数えることである。これは計数の原

理が適用できる範囲を示すものである。順序無関係の原

理は集合要素に付けられる標識の順序が計数結果に無関

係ということである。これは他の４つの原理を合成した

もので,計数能力そのものではなく，数の特性の理解の問

題とされている。この原理は５歳未満では理解されてい

ないことが示されている(Frye,Braisby,Lowe,Maroudas，

＆Nicholls，1989)。

Gelman,＆Gallistelは計数の標識が慣習的な数詞である

必要はないとした。これは心理学の原理として，規則性

のみに注目するならばその通りであろう。しかし慣習的

な数詞で集合を命名しなければ，計数で集合数を把握し

たとはいえない。教育の立場では，計数できるとは慣習

的な数詞と数系列を使用し，計数の原理に従うことであ

ると考える。また彼らは基数の原理が１対１対応の原理

と安定順序の原理の後に発達すると推論した。これに反

して幼児の多くが大きい集合ではその２原理に従えず，

誤った計数手続きをしても最終語反応をする。そこで幼

児期の最終語反応は基数の原理の理解に基づく反応とい

うより，「いくつあるか」との問いに，計数行為と同時に

数唱した最後の数詞を答える回答方略と推測されている

(Fuson，Pergament，Lyons,＆Hall，１９８５；Ｆｒｙｅｅｔａ1.,
1989)。
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サビタイズ小さな集合では，５歳児も大人も計数せず

に集合数を把握する。この方略も一目で判断するのでサ

ビタイズという。サビタイズ可能な数範囲は５歳児で３

まで，大人で５までという（Chi,＆Klahr，1975；Klahr，

1973)。中沢（1982）は数４をサビタイズするのが４歳児

で約50％，５歳児で80％であることを示した。サビタイ

ズカは幼児期でも加齢と共に発達するのである。サビタ

イズは計数と独立した数の抽象方略ではなく，サビタイ

ズできる以前には計数したと仮定され，乳児の知覚的弁

別という低次の知覚機制にとどまらないとされる（Gelman，

＆Gallistel，1978/1988)。

サビタイズの心的機能としてPylyshyn（1989）はＦＩＮＳＴ

という機能を想定するciFINSTは心内の集合イメージで，

人は対象の集合をＦＩＮＳＴと対応させてその数を判断する。

サビタイズは集合の数が心内で想起できるＦＩＮＳＴの範囲

’内の時に起こるという（Trick,＆Pylyshyn,1994)。サビ

タイズには２つの段階がある。第１の変数結合段階では，

集合を１つのＦＩＮＳＴと照合するにとどまり，数詞とは結

び付けない。これは数量の認識以前であり，集合の知覚

的な区別の段階に対応する。第２段階では集合をＦＩＮＳＴ

と照合した後，それと数詞を結び付け，集合数を把握す

る。集合イメージであるＦＩＮＳＴは事物集合の計数の経験

を通してより鮮明に，そして想起できる数範囲を拡大し

ていくと考える。これでサビタイズの可能範囲の拡大を

説明できるのである。

中沢（1982,1983,1986）は，幼児の生態的観察から

集合数の理解過程を明らかにした。満２歳から３歳頃に

集合数２と３を抽象し始めるが，４を抽象できない。４

は分かる数と多数を区切る壁で，この４の壁を越えるの

がほぼ満４歳とした。４歳半から満５歳の間に数４をサ

ビタイズするようになると，２と２で４，４から１をと

ると３のような合成・分解が可能になり，この間に数唱

の隣り合う数が１ずつ違うことを理解し，５とそれ以上

の数も導き出せるようになるという。整数構造の理解は

幼児期を通してゆっくり進行するとした。集合数４をサ

ビタイズできることは，計数が確実になったと同時に整

数構造を理解し始めたことを示すのである。すなわちサ

ビタイズカは幼児期の数能力の一指標になるといえる。

数詞と数字の使用と10進法

数詞の命名原則日本語の数詞は10進法の命名原則に整

然と従うから，１０までの数詞を覚える必要はあるが，１１

以上の数詞では命名原則を理解すれば，既に覚えたｌか

ら９までの数詞名と位の名前でつくることができる（吉

田，1991)。例えば21から29までの数詞は十の位の数詞名

の「に」と位の名前の「じゆう」を加え，それに１から

９までの数詞を順番につけ加えてつくりだせる。３歳児

期に計数可能範囲が10を超えるのは，この時期に１～９

の数詞名と命名原則も覚えることを示す。中国語の数詞

も例外のない10進法の命名原則に従う。英語では１０～１９

の命名は原則の例外で，２０以上は命名原則に従うものの，

数字の表記と命名は完全には一致しない。例えば20はtwo

tenではなく，twentyと十の位を示すのに数詞自身が変わ

る。英語圏の幼児の数詞の獲得は，日本・中国などの東

アジア圏のそれより遅れる（Fuson,l992a;Fuson,＆Ｋｗｏｎ，

1992；Geary,Bow-Thomas,Fan,＆Siegler，１９９３；Miura，

1987；吉田，1991)。さらに数詞系列の記憶や計数の理解

でも，英語圏の幼児は遅れる（Miura，1987)。この遅れ

は英語の数詞に１０進法の命名原則の例外的な命名がある

ことによると考えられている。

数字使用における数詞の役割数字は社会のあらゆる場

面で使用され，常に子どもの目にふれる。しかも単数字

(digit）は０を含めても１０種類しかない。幼児の数字使用

は数字の命名（数詞への転換）から始まる。数字の命名

が単に文字の読みならば，１０個の数字のどれからでも命

名が可能になるはずである。しかし殆どの場合５以下の

サビタイズ可能な数を示す数字から命名が始まる。数字

の命名でさえ数知識と関連づけて獲得される（丸山，1991)。

また同じ数を示す数字と集合の対応づけは４歳児期に確

実になるが，そこに数詞を介在させている（丸山，1993)。

数詞は数の媒体と媒体とを結ぶ軸の役割を果たしている。

複数桁の数字の命名は数詞の命名原則に従うので，日

本語での数字の命名は容易である。数字を数詞に転換し

て数字全体の示す数の大きさがわかっても，数字の各桁

が示す意味を知るには，１０進法の表記システムと位取り

の原理の理解が必要である。この理解は幼児期では困難

である（丸山，1992；三浦・西谷，1976)。位取りの原理

は小学校で学習される。その理解を促すためにタイルな

どの形象的教具が使用される。それでもその理解は簡単

ではないようである（Baroody,1990;Becker,＆Varelas，

1993；Fuson，1986,1988,1992ｂ；Fuson,＆Briars，１９９０；

銀林，1975)。これは位取りの原理及びそれを反映した数

字表記システムが生活の中で獲得される数知識ではない

ことを示す。英語圏の児童の10進法構造と位取りの理解

は，東アジアの言語圏のそれより低い（Fuson,1990;Miura，

1987)。この理由も英語の数詞が１０進法の命名原則に従わ

ないことによるといえる。位取りの理解が遅れれば，筆

算での演算の達成も遅れると予想される。事実，中国と

合衆国の就学前児の筆算での加算の比較では，中国の子

どもの方の正答率が高い（Gearyeta1.,1993)。数詞の獲

得が困難なことは，その後に発達する数能力に大きく影

響するといえよう。

数５に基づく数知識

１０進法の命名原則に例外なく従う数詞を使う方が初期

の数能力の発達に有利であるが，幼児は初めから数を１０

進法的に処理しているのではない（吉田，1991)。５歳児

は計算では５を一まとまりとして処理するし，数指導で
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Ⅷ0進法に基づく方法よりも数５を基準とした方法の方

が受容されやすいことが示された（Yoshida,＆Kuriyama，

1986)。これらは手指が５本であるからとも考えられるが，

指に依存しない数唱の途中停止の実験でも５を他の数と

は区別して表象していることが示され，内的に５を基礎

とした数構造を持つと解釈された（栗山・吉田，1988)。

幼児の数知識は５進法という程洗練されてはいないが，

数５を基礎とした構造を持つといえる。

２数関係

２数関係は保存概念と２数の多少等判断である。Piaget

によれば保存概念の成立は数概念の形成を示すもので，

それ以前の数処理は数知識によるものではないとされた

(DeVries,＆Kohlberg,1987/1992)。しかし今日，標準保

存課題の手続きにむしろ問題があるとの議論もある。そ

こで，まず「数の知覚と数の保存」において保存の意味

とその課題の手続きの問題を検討し，非保存者が数知識

を持たないとは必ずしも断定できないことを述べる。保

存反応の促進条件の検討は現在も行われており，保存反

応を促進する課題手続きとそれに対する批判を「保存反

応を促進する課題手続きの検討」でみる。そしてそこで

批判された内容を含まない保存反応を促す集合の命名法

や集合間の機能的関係について検討し，初期の保存概念

に日常経験の性質が残存することを「生活場面での保存

知識」でみる。保存概念は２集合の多少等判断を下位操

作として含む。そこで次に「２集合の多少判断の方略」

の中で，幼児は小集合では知覚的弁別で行うが，大きい

集合では計数で集合数を把握し数詞の系列で判断するな

ど，計数が有効な下位技能であること，１０未満の数をそ

の大小で４群に分けて記憶してそれを多少判断に使うこ

と，さらにこの方略は幼児の数知識が５を基礎とする構

造を持つ傍証となることを論ずる。そして「数詞，数字

での２数の多少判断」では，数字での２数の多少判断を

転換した数詞の系列で行うこと，系列化の範囲を超えた

数詞と数字での多少判断では１０進法の命名原則と記数法

の初歩的な知識が使用されることを述べる。

数の知覚と数の保存

より多い，より少ないという概念は最も基本的な序数

的性質で，その理解は乳児期に始まる（Siegler,1987/1992)。

１歳半頃には集合数４以下でより多いという関係を理解

する（Strauss,＆Curtis,1984)。幼児は物の多少等判断を

日常的に行っている（Baroody,1993)。しかしPiagetは

数の保存の実験により，幼児がこの判断を見た目の変化

で誤ることを示した。保存課題は変換による認知的撹乱

を補償し，認知システムの均衡回復の操作の獲得を知る

ための知的操作課題で，保存概念とは数がこの知的操作

における不変量との認識である（中垣，1990)。非保存者

の基準は数概念ではなく知覚であり，彼らは数知識を持

たないとされていた。その一方でSiegal（1991/1993）は

標準的な保存課題の手続きが非保存反応を引き出すと主

張する。実験者は答が明らかな質問をしたり，答が既に

出ているのに質問を繰り返す。これは会話のルールから

逸脱しており，被験児は実験者の目的や言語の使い方を

誤って解釈して，自分の答が違うと思い，答を変更する

と説明する。非保存反応は必ずしも正解を知らないため

ではないという。非保存者は数知識を持たないと断定す

るには，さらなる検討が必要のようである。

保存反応を促進する課題手続きの検討

標準保存課題での集合の配列変換は何の必然性もない

が，そこでの変換を誰が何かの目的のために行うかとい

う状況を明らかにした文脈を与えると，課題解決は容易

になり，４歳児でも数の等値性を確認し保存反応をする

(McGarrigle，＆Donaldson，１９７５；上野・塚野・横山，

1986)。こうした効果を有意味文脈効果と呼ぶ。これに対

して中垣（1990）は文脈の導入で課題の意味が変わり，

そこでの保存反応は標準課題とは全く異質であるとして

次のように批判する。保存課題より発達的に先行する１

対１対応で同数の集合をつくる対応課題の失敗者が，有

意味文脈の保存課題では保存反応をした．保存概念は１

対1対応の概念を含意し，１対１対応できずに有意味文

脈で保存反応をしても，それで保存概念を認められない。

さらに集合要素を加減する加減課題での誤答者の半数以

上は，数が加減されても保存反応をした。彼らは数の変

化の変換と不変の変換の区別を知らないのであり，彼ら

に保存概念を認められないという。中垣は有意味文脈で

の保存反応はみかけの文脈効果といい，起因を課題の変

質とし，その要因を認知的撹乱要因の弱体化及び認知的・

撹乱要因からの回避としている。

生活場面での保存知識

日常生活での事物集合は何らかの実用的な目的や慣習

により構成されることが多く，集合内の各要素は何らか

の関係を持つ（鈴木，1989)。例えば家族の集合では要素

は夫婦，親子の関係で結ばれ，主観的なまとまりを持つ。

標準保存課題でのおはじきは数を示す数学的集合で要素

間に関係はなく，主観的なまとまりは低い。Markｍａｎ

（1979）は主観的にまとまりのある集合をコレクション，

数学的集合をクラスとした。彼女はコレクションの名詞

の方が保存反応を促進すると予測し，例えば同じ人形の

集合にコレクション名詞（armyやfootballteam）とクラ

ス名詞（soldiersやfOotballplayers）とで課題を構成し，

標準課題と同様の手続きで実施した。結果は予測通りコ

レクション名詞での正答率がクラス名詞でのそれより高

かった。同じ集合でも主観的にまとまりの強い命名の方

が保存反応を高めるのである。主観的なまとまりのある

事物集合を扱う生活場面では，数学的集合を扱う課題場

面より，幼児の保存反応は促進されるといえる。
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生活場面で１対１対応させる２つの集合では，例えば

家族と彼らが使う食器のように要素間に普通は関連があ

る。鈴木（1986）は要素間に意味的関係を持つ２集合（例

えばいちごとそれをのせる皿）を使い，数値群，機能群

と対照群の３群で保存実験を行った。数値群には集合数

に注目させ多少等を問い，機能群には「いちごは全部皿

にのせられるか」と集合の意味的関係を強調して問い，

対照群には標準的手続きで質問した。結果は機能群が数

値群より優れ，数値群は対照群より劣った。そこで集合

間の機能的関係だけでは問題解決能力を促進せず，課題

の文脈，状況により要素間の機能的関係が明確な場合の

み促進すると解釈された。鈴木は幼児が機能的な関係を

表現する知識（「１つずつ～できる」という知識）を持ち，

それが抽象的な１対１対応の知識に先行して利用可能に

なるとした。

Markｍａｎと鈴木の実験には中垣のいう認知的撹乱の回

避の文脈を含まないので，その批判はあたらない。この

２研究は保存概念が日常的知識から獲得が始まりそれが

洗練されて一般化されること，初期の保存概念に日常経

験の性質が残存していることを示唆する。次に保存の下

位操作である２数の多少判断について検討する。

２集合の多少判断の方略

知覚的な弁別での判断は，小集合では有効であるが，

大きい集合では確実な結果は望めず，要素の１対１対応

づけや計数での比較が必要となる。１対１対応では数詞

を使わずに２集合を比較できる。しかし幼児は１対1対

応よりも計数を頻繁に行うという（Fusoneta1.,1983)。

これは計数で把握した数詞での判断に慣れていることを

示す。幼児は集合数を数詞に転換し，その系列で多少判

断するのである。

Siegler,＆Robinson（1982）は１０未満の２数の多少判断

で４歳児期では，最も容易なのが小さな数同士の比較（例

えば２対１）か差の大きい２数の比較（例えば９対３）

であるという。彼らは幼児が数を直線的な配列ではなく，

次の４群に分類していると推測した。１群は大きい数で

６，７，８，９を含み，２群は中位の数で４と５を含む。

３群は小さい数で２と３，４群は最小数でｌだけを含む。

この群化で１群の数を大きいと答えて90％の課題で成功

する（Siegler,1987/1992)。この方法は記'億負荷を軽減し，

その有効性は高いといえる。また１群が６～９の４つの

数が含み，小さな数に比べ未分化なことは，大きい数の

経験が少ないことの反映である（Siegler,1987/1992)。こ

れは子どもの数知識が５を基礎とする構造を持つ傍証に

なると考える。

数詞，数字での２数の多少判断

数詞での多少判断は藤永・斎賀・細谷（1963）によれ

ば５歳児の場合，４０未満の数詞の比較及び70と60,94と

102の比較では正答率が70％以上でチヤンスレベル（CＬ

と略す）を超えた。３７と42,199と214の比較のそれは40％

程でＣＬであり，153と147,520と468の正答率は20％程度

でＣＬ未満である。ここでの非正答は誤答と無答を含み，

ＣＬ未満が小さい数詞の意識的選択を示すものではない。

40未満の比較判断が確実なことは，４０までの数詞が系列

化していることを示す。３桁の数詞同士ではその比較は

不能だが，２桁と３桁では可能である。これは百の位の

有無での判断であり，数詞の10進法による命名原則の初

歩的な知識に基づく判断といえる。、

数字での多少判断は丸山（1992）によれば３と４，９

と５，１４と16,25と18,1000と500の正答率は，３歳児で

は全てでＣＬであり，４歳児では３と４，lOOOと500だけ

がＣＬを超え，５歳児では全てでＣＬを超えた。数字から

数詞への数転換は３歳児では５以下の数で確実であり，

４歳児では１０以下の数でほぼ確実，５歳児では１０以下の

数では完全という（丸山，1993)。これと藤永ら（1963）

の報告に基づき丸山（1992）の報告を解釈する。数字は

数詞に転換され，数詞の系列でその多少が判断される。

５歳児で数字での多少判断が容易なのは，４０までの数詞

が系列化しているからである。４桁と３桁の数字の比較

は４歳児期に可能となるが，これは桁数の多い数字が大

きいという10進法の記数法の知識に基づく判断といえる。

３数関係

３数関係は演算である。幼児は事物集合を扱い，それ

に要素を加えれば多くなり，要素を取れば少なくなるこ

とを知る（Baroody,1993)。こうした経験により加算が要

素を増やし減算が要素を減らす過程という概念的基礎を

獲得する（Baroody,1993;Sophian,＆McCorgray,1994)。

事物集合との関わりで獲得したこの知識を数詞，数字で

の処理に適用し，一般化していくと予想される。また，

幼児期にかけ算やわり算，分数の前数量的な基礎知識が

獲得される（Baroody,1993)。例えば，１２枚のクッキーを

３体の人形に公平に配る課題では，幼児の多くはクッキー

がなくなるまで各人形に配分し続ける方法をとる（Hiebert,＆

Tonnessen，１９７８；Hunting,＆Sharpley，１９８８；Miller，

1984)。しかし，各人形に分配される枚数を予想できない

(Davis,＆Pitkethly,1990)。かけ算とわり算は幼児の数概

念の研究では殆ど扱われず，主に数の合成，分解，加減

算が対象となった。そこで本論でも合成，分解，加減算

の数操作を検討する。

幼児の加減算の方略としてSiegler,＆Shrager（1984）

は，指を折り数える，指を出し声だけで数える，指を出

すが数えずに答える，記憶から結果を引き出す，の４種

があること，さらに難しい問題ほど指による「目に見え

る方略」を多用することを示した。この他にも演算の実

行方略の認知モデルが提案されている（Ashcraft,1992)。

さて，同じ数操作課題でも数の媒体により正答率に差が
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あるという（丸山，1991)。本論では数操作の理解と媒体

との関係を検討するので，この丸山の報告を「数の媒体

別の数操作の理解程度」でみるが，そこでは理解の高い

媒体の順に「事物集合による合成と分解｣，「数詞による

合成と減算｣，「数字による合成と減算」で論じる。そこ

での検討の結果として，媒体と数操作の獲得との関係を

「数の媒体と合成」および「数の媒体と分解，減算」で述
べる。

数の媒体別の数操作の理解程度

丸山の研究対象は就園している３歳児（〃＝43)，４歳

児（〃＝110)，５歳児（"＝98）である。数の媒体は事物

集合（おはじき)，数詞（口頭での音声)，算用数字（数

字カード）の３種類で，課題の数範囲は10以下で，数操

作は合成，分解（事物)，減算（数詞・数字）である。実
験は個別面接で行われた。

事物集合による合成と分解課題は永野・丸山（1985）

のボタンテストの手続きで実施された。例えば４＝１＋

工の４の分解では，４個の個物を実験者の手にのせて被験

児に確認させた後，手を合わせて１と３に分け１個の手

を開いて見せ，３個を握ったまま示し「こっちはいくつ」

と問う。合成と分解の正答率に差はなく，３歳児は約１０％，

４歳児は約50％，５歳児は約80％である。年齢層間の正

答率に有意差がある。３歳児期で事物集合の合成と分解

を正答し始め，５歳児期では大半を正答するようになる。

数詞による合成と減算課題は例えば５－２＝では「ゴ

から二を取る（引く）といくつか」と問う。合成と減算

の正答率は３歳児では共に約10％，４歳児では共に約30％，

５歳児では約70％と50％である。合成と減算の正答率は

３，４歳児では等しく，５歳児では合成の方が減算より

高い。合成・減算の正答率は共に年齢層間で有意差があ

る。３歳児期に数詞の合成と減算を正答し始める。４歳

児期では数詞の正答率は事物集合に比べ低く，数詞での

数操作は遅れて獲得される。数詞の合成の正答率が５歳

児では約70％に達することは，４歳児期後半から５歳児

期に急速に正答できるようになることを示す。減算の正

答率は５歳児でも50％程度であり，数詞の減算操作は幼

児期を通してゆっくりと獲得されるといえよう。

数字による合成と減算課題は例えば５－３＝では「こ

れ（５）からこれ（３）を取るといくつか」と数字を示

して問う。合成と減算の正答率は３歳児では４～０％，

４歳児では約30％と15％，５歳児では約65％と30％であ

る。合成と減算の正答率は３歳児ではどちらも殆ど不能

で差はないが，４，５歳児では合成の方が減算より高い。

２つの正答率は共に年齢層間で有意差がある。合成は３

歳児期では不能で，４歳児期である程度可能になり，５

歳児期で半数を超える程度を正答する。数字での合成操

作は３歳児期後半から４歳児期にかけて可能になるが，

その後もゆっくりと獲得されるといえる。減算は４歳児

期で可能になり始めるが，５歳児期でも正答率は高くな

らない。数字の減算は幼児にとって難しい操作といえる。

数の媒体と合成

３歳児及び５歳児では事物集合，数詞，数字による合

成の正答率はほぼ等しい。４歳児では数詞と数字による

合成の正答率は等しいが，それらは事物集合の正答率よ

り低い。３歳児で３つの正答率に差がないのは，合成が

できるようになったばかりで，どの媒体でも難しいから

である。合成は４歳児期に事物集合で可能になり，５歳

児期にどの媒体でも可能になる。これは初期の合成では

事物集合から心内に想起される集合のイメージを操作し

ていることを推測させる（Dehaene,１９９２；丸山，1991)。

例えば（・・・）と（．．）を合わせて（・・・・・）

とし，その数を答えるようにである。加算は集合では合

成と同一の表現であるから，加算の心内の操作は合成と

して獲得される。それでは心内での２つの集合イメージ

の操作はいつ頃からできるのであろうか。Ｗｙｎｎ（1992a，

1993）は４，５カ月児が集合によるｌ＋１＝，２－１＝

の加減算で正答の集合を予想し誤答の集合と区別するこ

とを示し，この月齢で加減算の結果を計算できるとした。

ここでいう減算は課題の内容から分解という方が妥当で

あるが，この事実は生後４カ月で集合イメージを表象し

操作する能力を持つことを示す。乳児はこの能力を様々

な事物集合での合成，分解を通して発達させ，こうした

操作にある程度慣れてくる幼児期では，２つの数を足す

時にまず大きい方の数を記憶し，それに小さな数を数え

足すやり方である，高度な「最小アプローチ」方略を獲

得する（Groen,＆Parkman，１９７２；吉田，1991)。これ

は幼児が計算でも数詞を数の媒体として有効に使用する

ことを示す。

数の媒体と分解，減算

簡単な減算では加算の最小アプローチ方略に似た方法

で，数の大きさに応じて２つの手続きを選択する（Woods，

Resnick,＆Groen，1975)。１つは差の小さな課題，例え

ば「８－６」では小さい数６から数え上げ，大きい数８

に達するまで数えた回数を答えとするもので，もう１つ

は差の大きい課題，例えば「８－２」では大きい数８か

ら小さい方の数２の回数だけ数え下げた数６を答えとす

る，という方略モデルである。これが合衆国の小学校低

学年児童の課題解決時間を予測できた（Woodseta1.,1975）

ことから，幼児期にこの方略が獲得され，使用されると

考えられる（吉田，1991)。

３歳児では分解も減算もその正答率は低く，有意差は

ない。４，５歳児では正答率は事物集合の分解が最も高

く，数詞，数字の順で低くなる。２年齢層共に各正答率

に有意差がある。数字は減算では５歳児でも数の媒体と

して機能し難い。分解では合成の場合と同様に，初期の

頃は心内の集合イメージによって，例えば５＝２＋工では
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（・・・・・）を（．．）と（・・・）に分けて，（・・・）

の集合数を答えていると推測する。分解は合成・加算と

全く逆の操作である。しかし減算では例えば５－２＝は

（・・・・・）と（．．）の集合を想起しても，分解のよう

にイメージ操作だけで解となる集合を得られない。減算

では（・・・・・）の集合から（．．）の集合を消し去

る操作，（・・・・・）→（・・・××)→（・・・）としな

ければならない。減算が分解と異なるのは「消去」とい

う実在の集合では行えない論理的な操作が必要であると

推測された（丸山，1991)。この推測はWoodsetal．（1975）

のモデルと矛盾するものではない。それでは５歳児にお

いて数詞と数字による減算の差はどうして生まれるのだ

ろうか。これは消去という数操作に心的な負担がかかり，

数字から数詞への数転換を行った後，被減数と減数の両

方，もしくはいずれか一方の記憶が困難になるからと椎

･測される。この解明を今後の研究に期待する。

おわりに

本論は数操作を１，２，３数関係に分類して，乳幼児

の分離量の数知識の獲得過程を検討した。検討の対象と

した諸研究での方法は多様で，例えば資料収集の方法で

は実験室での面接法から生態観察法まであった。これら

は研究目的と対象児の年齢により実行可能で，かつ資料

の信頼性の保持のための違いであり，どの方法が優れ価

値が高いとはいえない。また資料の分析では集団全体の

傾向をみるもの，対象児を反応により群類するものなど

があるが，いずれも数知識を考察するのに意味があり，

本論では研究方法の違いを特に区別せずに検討した。こ

こでは本論で明らかにしたインフォーマル算数の実態と

して数知識の特徴とその発達の様子をまとめ，そして幼

児期の数指導への示唆を論じる。

インフォーマル算数という数知識の特徴

１数，２数，３数関係の数操作の特徴とその獲得の順

序，そして数操作の獲得と数の媒体との関係をまとめる。

１数関係サビタイズは一見してわかるという意味を持

つ言葉で，乳児の集合弁別の方略と幼児の小さな集合数

の直観的把握の方略を共にこの用語で表現する。しかし，

乳児は計数できないから，幼児のサビタイズとは明らか

に異なる。乳児のサビタイズは集合数の把握ではなく，

集合の知覚的区別である。その区別ができるから，数詞

の獲得後には特定の集合を特定の数詞で命名できるので

ある。幼児のサビタイズ可能な数範囲は計数の経験を積

むことで拡大する。４歳児期に数４をサビタイズできる

頃には，数系列の隣り合う数は１つずつ違うという整数

構造を理解し，次第に５以上の数も構造化する。幼児期

の数知識は数５を基礎とした構造を持つ。幼児は数詞を

軸として様々な数の媒体と媒体とを結び付けてｌ数関係

を理解し，初期の数能力を発達させている。

２数関係序数的'性質の理解は１歳から１歳半頃に始ま

り，基数的性質の理解より遅れる。これは２集合の比較

では弁別での区別でも集合数での比較でも２つの集合を

扱うから，１つの集合を扱う集合弁別や集合数把握より

作業記憶の負荷が大きくなるためである。幼児は保存課

題で等値性の判断の際に１対１対応より計数を頻繁に使

う。それは彼らの周囲の大人が２集合を比較する時に１

対１対応することは殆どなく，大半が計数するからであ

る。１対１対応は数を知らなくても多少等判断できる論

理的な方法であるが，幼児が自発的に考えつくような簡

単な方略ではない。すなわち１対１対応はインフォーマ

ル算数として獲得される知識でない。

保存反応は集合要素間の主観的なまとまりや具体的な

機能的関係が明確に示されると促進される。２集合の多

さの比較を１回聞く多少等判断では，集合数への着目は

有効である。それを２回聞く保存課題では集合数への注

目は効果がない。数値で同数と判断した集合の多少等を

再度大人が聞くので，幼児は自分の答に不安を持つか，

別の答の要求と考えて，答を変更すると推測される。こ

れはSiegal（1991/1993）の主張を支持するものである。

集合要素間の機能的関係への着目が保存反応を促進する

ことは，その着目が要素間の１対１対応の関係の認知を

意識的に強固にして，等値性を崩し難くすることを示す。

幼児の保存の知識は数学的論理的というよりも具体的経

験的であるが，それは日常生活の反映といえる。

保存概念の下位操作である多少等判断は数詞の系列で

行われる。その系列化した数詞の範囲は４歳児では10以

下，５歳児でも40までで，系列化はゆっくり進む。５歳

児では40を超える同桁の数詞の多少判断はできないが，

２桁と３桁のそれは可能である。これは１０進法の命名原

則による百の位の有無による判断である。数字での多少

判断は転換された数詞の系列で行われる。その系列化の

範囲を遥かに超える３桁と４桁の数字での多少判断は４

歳児期に可能になる。これは数字の並びの多少の知覚に

よるもので，その頃に初歩的な１０進法の記数法の原則を

理解することを示す。

３数関係合成，分解の操作は事物集合を扱うことで表

現される。この集合の扱いが心内のイメージの操作を生

み，それにより合成，分解を行うことが示唆された。心

内操作では加算は合成と同一であり，加算は合成として

獲得される。一方，減算は被減数から減数と同じ数を消

去する操作が必要である。この消去の操作を実在の集合

で表現することは難しい。そのために減算の理解が遅れ

ると考える。

乳児は２までの合成，分解を分かることが示された一

方，３歳児ではその理解が始まったばかりとされた。こ

の３歳児の課題は３以上の数範囲を扱うものであった。

この一見，矛盾する２つの事実は，３歳児の合成，分解
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できる数が３以下であることを示すと解釈する。乳児期

から３歳児期までに合成・分解で扱える数範囲は殆ど拡

大しないようである。

幼児がサビタイズできる数範囲は４程度であり，演算

ではそれ以上の数範囲を扱う。そこでは計数を使って演

算の解を得るので，計数は演算に必要な技能である。そ

して得た解を数詞で表現するには，数詞への数転換が必

要である。さらに最小アプローチ方略では瞬時に２数の

多少等判断を行うので，２数関係の獲得も必要である。

簡単な演算でさえ広い数知識を必要とする。３数関係の

理解は１数関係，２数関係を獲得してはじめて可能とな

る。こうした数操作のパフォーマンスが可能になるのは

４歳児期であり，３歳児期はその準備期といえる。また

幼児期に処理できる数範囲は加齢に伴い拡大するが，そ

れでも１０以内の範囲にとどまるといえよう。

各数関係の理解の順序３数関係はｌ数関係，２数関係

の獲得によりはじめて理解される。そのため３つの数関

係の中で３数関係の理解が最も遅くなる。また，２数関

係の理解は１数関係のそれより遅れる傾向がある。しか

し，ある数関係の理解が終了してから次の数関係の理解

に進むのではない。３つの数関係はそれぞれ相互に関連

して理解される。これは作業記憶容量使用の効率化と数

処理の自動化によって，処理する数範囲を拡大するのと

並行して数操作を確実に理解していくプロセスといえる。

数操作の理解における数詞の役割英語圏の幼児は日本

や中国など東アジア圏の幼児より数詞の獲得が遅れるが，

それは英語での数詞の命名法が不規則だからである。さ

らに数詞の系列化も計数と数字の理解も英語圏の幼児の

方が遅れる。この事実は次のことを示唆する。乳幼児期

に事物集合の知覚と類似した集合イメージを心内に蓄え，

それと事物集合を数詞によって結び付ける。数の媒体を

数詞で命名して集合イメージを想起し，数量化するので

ある。この集合イメージを心内で操作することで，数を

操作して初期の演算を獲得する。それで数詞の獲得の遅

れは，数詞を使う数能力の発達の遅れを生むのである。

数詞はインフォーマル算数では重要な役割を果たしてい

る。

幼児期の数指導への示唆

１数関係日本では幼い頃から数唱する機会は多く，さ

らに数詞の命名は１０進法の規則に完全に従うために幼児

は早くに数詞を獲得して数操作を行い，数能力を発達さ

せる。しかし，数詞を単に記憶すればそれが可能になる

のではない。事物集合を計数する経験を通して，数詞と

心内の集合イメージの連結が生じ，数詞によって心内に

集合のイメージを想起できるようになる過程が必要であ

る。この過程があるから数詞により数字を数量化できて，

数の媒体として機能させることができるのである。イン

フォーマル算数では数詞の役割が重要であるが，この意

味で藤永（1985）が数詞を集合や数字の名称として指導

するとしたことは卓見といえる。

また幼児は集合数５までの処理を通して整数構造の理

解を確実にし，次第にその範囲を拡大する。それは幼児

期を通してゆっくりと進み，そのため数知識は数５を基

礎とする構造をもつ。事物集合の計数では５までの数の

整数構造を理解しないうちに，むやみに数範囲を広げて

も効果は少ないといえる．

２数関係保存反応は２集合の要素間の機能的関係を意

識することで促進する。また幼児は多少等判断を１対１

対応で殆ど行わない。要素間に機能的関係がある２集合

の１対1対応する経験は集団生活の中に多くある。例え

ばグループの仲間への物の配布などはこれを指導する機

会であるといえる。

確実な２数の多少判断は数詞の系列による。しかし幼

児は系列化した数詞の範囲を遥かに超える数詞や数字の

多少判断をする。例えば「１０００と100」の比較は数詞では

千の位のある方，数字では0の個数の多い方が大きい数を

示すと判断する。これは桁数の異なる２つ数を示す数詞

や数字を比べることで，容易に２つの数詞や数字の表現

上の違い，すなわち10進法の命名法や記数法に気付くこ

とを示す。大きな数を示す数詞，数字の多少判断は知覚

的であるが，それを扱う経験は無意味ではない。しかし，

それは自発的に十百千万という位の名前を覚えたり，数

字の桁数が多ければ，その示す数は大きいという理解の

程度に留めるべきであろう。

３数関係乳幼児は初期の演算を心内の集合イメージの

操作で行う。これを基盤にして数詞による数え足し，数

え引きの方略を獲得する。演算の獲得は集合が最も早く，

次いで数詞，数字が最も遅い。数字での演算が遅れるの

は，演算操作の心的負担が強すぎて数字から数詞へ数転

換しても集合イメージをうまく想起できないことによる

と考える。従って数字による演算は事物集合や数詞での

演算の経験を積み，その操作がある程度自動化するのを

待つべきであると考える。また１０進法の位取りの原理は

インフォーマル算数の知識ではなく，就学後にはじめて

学習される知識である。就学後でもその理解が様々な学

習材を使用しても困難なのは，幼児の生活行動の中にそ

の知識を必要とする事物の取り扱いがなく，そうした数

的処理の必然性がないからであろう。従って幼児期の演

算は10以下の数範囲とし，その中で様々な事物の集合を

使って様々な数の合成，分解を経験し，それを数詞で表

現する経験が意味を持つと考える。その際に５を一まと

まりに扱うような経験をすることも必要である。
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幼児の向社会的行動における他者の感情解釈の役割

伊藤順子
(広島大学教育学研究科）

本研究では，幼児の向社会的行動に他者の感'情解釈がどのような影響を及ぼしているかを検討した。実

験１では，向社会的場面として，他者の状況と表情が一致した場面（悲しい状況での悲しい顔）と矛盾し

た場面を設定した。さらに，矛盾した場面としては，悲しい状況でほほえんでいる主人公（表情の偽り）

と，嬉しい状況で悲しい顔をしている主人公（個人特性）を設定した。４９名の４歳児と46名の５歳児を３

つのグループに分け，それぞれの物語を提示し，役割取得能力（感情の推測）と向社会的判断・行動につ

いての評価を行った。その結果，手がかりを統合し，適切な感情（悲しい感情）の推測がなされたとき，

向社会的判断がなされることが多かった。さらに，向社会的判断を行わなかった被験者でも，感情解釈情

報を提示後に向社会的判断への変化が見られた。実験２では，５３名の４歳児と51名の５歳児をあらかじめ

感情解釈情報提示あり・なしの２つのグループに分け，「個人的好み」に関する矛盾した物語を提示し，

向社会的判断・行動の機会を与えた。その結果，感情解釈情報の提示を受けた被験者は，提示を受けない

被験者より向社会的判断・行動を多く行った。これらの結果から，他者の困窮を示す手がかりが矛盾した

場面においては，表情の偽りや個人的好みを考慮に入れた感情統合によって，適切な感情を推測すること

が向社会的判断・行動につながることが示唆された。

【キー・ワード】幼児，向社会的判断，向社会的行動，感情解釈

問題

どのようなときに人は他者に対して思いやり行動を取

るのか。社会的，教育的に重要なこのテーマに関して，

心理学の中では，向社会的行動の問題として，多くの研

究がなされてきた。特に，向社会的行動の先行要因とし

て，役割取得の能力が注目されている(Eisenberg,1986)。

役割取得は，「他者の感情や情動反応，思考,観点，動機，

意図を推測し,それを理解する能力｣(Eisenberg,＆Mussen，

1989）であると定義されるが，他者に対する思いやり行動

が，その相手が悲しんでいるといった感'情の推測に基づ

いて行われているということは，当然のことのように思

われる。ところが，これまで，幼児の向社会的行動と役

割取得の関連性を検討した研究では，両者の緊密な関連

性が必ずしも示されてきたわけではなかった（Eisenberg，

1986)。その理由として，役割取得の能力が他者の感情の

推測や他者の視点の推測など多次元的な要素から構成さ

れているにもかかわらず，従来の研究では役割取得の能

力を表すものとして単一の指標（例えば，Flavell,Botkin，

Fry,Wright,＆Jarvis（1968）による７枚の絵課題など）

が用いられ，しかも，それが向社会的行動を支えている

能力の次元を必ずしも反映したものではなかったという

問題が指摘されている（Iannotti,1985；Denhan,1986)。

そのような問題に対して，Iannotti（1985）は，幼児の

向社会的行動と役割取得を多次元的にとらえた実験を行っ

ている。向社会的行動の指標として，第一に，自然な場

面で分与，協力，援助，慰めの向社会的行動を観察し，

それに先行する出来事を，当事者からの要求，他の子ど

もや教師からの指示，自発的な実行のいずれかにコード

化した。第二に，実験的場面での援助と分与行動を評定

した。第三に，教師に各子どもの向社会的行動を評定さ

せた。役割取得の指標としては，第一に，ペニー隠しゲー

ムとニッケル－ダイムゲーム（いずれもゲームに勝つた

めに相手の方略・視点を推測する必要がある)，第二に，

贈り物選択課題（異性の友人や両親など相手に合った贈

り物を選択する)，第三に，状況と主人公の表情が一致し

ている（誕生日にうれしい顔）物語と一致していない（誕

生日に悲しい顔）物語の絵から主人公の感情を推測する

課題を行い，役割取得を多次元的に評価した。その結果，

ペニー隠しゲーム，ニッケル－ダイムゲーム，贈り物選

択課題いずれによる役割取得の指標は，向社会的行動の

指標と相関が見られなかったか，または負の相関が見ら

れたにすぎなかった。それに対して，状況と主人公の表

情が一致しない物語で，状況情報から感情を推測するこ

とは，教師の指示によってなされた援助，実験場面での

援助と関連があり，表情から感情を推測することは，向

社会的行動の指標全般と関連が見られた。

Iannotti（1985）の結果は，役割取得能力の中でも，他
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者の感情に関する推測が向社会的行動に関連しているこ

とを示している。しかも，状況と表情が一致していない

場面で，状況をもとにした感情推測が教師の指示による

援助・実験場面での援助行動と関連し，表情をもとにし

た感情推測が向社会的行動全般と関連しているという結

果から，状況情報と表情からどのように他者の感情を推

測するかによって，向社会的行動に異なる影響が見られ

ることが示唆される。確かに，誕生日に誰もが嬉しい気

持ちでいるとは限らず，期待していたプレゼントがもら

えず，悲しんでいる子どももいるかもしれない。また，

日常的場面では，我々は，困っていたり，悲しんでいて

も，それを表情や態度に表わさない場合もある。したがっ

て，向社会的行動に最も影響を与えているのは，役割取

得能力一般ではなく，他者の感情推測能力であると考え

られる。さらに，感情推測に関しては，状況情報と表情

が矛盾した向社会的場面で，幼児が状況情報と表情をい

かに統合し感情解釈を行うかを検討する必要があろう。

そこで，本研究では，感情推測能力を「他者の内的状態

である感情を推測する能力」であると定義したうえで，

役割取得能力（他者の視点を認知的に理解し推測する一

般的能力）の下位要素としてとらえ，その感情推測能力

に焦点を当てることにする。まず，それに関連する先行

研究を概観してみよう。

Reichenbach,＆Masters（1983）は，表情と状況が一致

した絵，表情と状況が矛盾した絵，表情あるいは状況の

どちらか一方を示した絵を幼児や児童に提示し，感情を

推測させた。その結果，幼児は，状況情報と表情の両者

を認知でき，状況情報と他者の表情または特性情報を統

合する能力に発達的変化があることが示唆されている。

例えば，他者の表情と状況が矛盾している場合，幼児は

どちらか一方を無視しているのではなく，表情が本当の

感情を示す最も信頼できる手がかりであるという視点か

ら感情判断を行う。しかし，抑制や偽りによって，表情

(情動表出）と感情が必ずしも一致しないという情動の表

出ルールを次第に理解できるようになる（Camras,1986；

Saarni,1979)。また，同じ状況でも人によって異なった

感情を持つこと（他者の特性情報）が理解できるように

なる（朝生,1987)。それとともに，矛盾したあるいは暖

昧な情報を統合し，他者の感情を正確に推測できるよう

になる（Gneep，McKee,＆Domanic，1987)。

以上のように，他者の表情と状況が一致した場面と矛

盾した場面では，幼児にとって感情推測の発達的意味が

異なることが示唆される。したがって，両場面を区別し

て向社会的行動と感情推測との関連性を検討する必要が

ある。そのような視点から検討したのが，Carlo,Knight，

Eisenberg,＆Rotenberg（1991）である。彼らは，他者の

表情と状況が一致した場面と矛盾した場面で，幼児が他

者の感情を推測する能力を検討した。彼らは，矛盾した

場面で，幼児が状況・表情のどちらか一方を考慮に入れ

て感情推測を行った場合，「感情統合（affectivereconcil・

iation)」として評価した。向社会的行動として，「悲しい

状況での笑顔」・「悲しい状況での悲しい顔」をしている

子どものビデオを見た時の援助行動を観察した。その結

果，表情と状況が一致した場面で悲しい感情の推測を行

うことと，同様の設定での援助行動との間に有意な関連

が見られた。また，表情と状況が矛盾した場面での感情

統合は，やはり同様の設定での援助行動との間に有意な

関連が見られた。

Carloetal．（1991）の研究は，他者の表情と状況が一致

した場面と矛盾した場面を区別したうえで，向社会的行

動と感情推測との関連性を検討した点で意義がある。し

かし，感情推測の評定に関して以下のような問題点があ

げられる。第一に，彼らの感情統合に関する分類が厳密

でない点である。彼らは，困窮している状況で主人公が

ほほえんでいる場面を提示し，ほほえみから嬉しいと推

測したものも感情統合ができていると評価している。し

かし，ほほえみのみから喜んでいると推測すれば，向社

会的行動は生じない。向社会的行動に結びつくのは，表

情と状況情報の矛盾を統合し，他者が悲しんでいると推

測した場合である。したがって，さらに感情統合の内容

を問題にする必要がある。第二に，彼らの感情統合能力

の評価では，同じ矛盾した場面でも，「悲しい状況でのほ

ほえみ」と「嬉しい状況での悲しい顔」が幼児にとって

認知的に異なる意味を持ち得ることが考慮されていない

点である。仲間の遊びに入れてもらえないけれどほほえ

んでいる場面で，「悲しいけれど我慢してほほえんでいる」

と推測するには，表情は本当の感情を常に表わすもので

はないという情動の表出ルールを理解する必要がある。

それに対して，プレゼントをもらったが悲しい顔をして

いる場面で，「期待していたプレゼントがもらえず悲しい」

と推測するためには，同じ状況であっても個人特性によっ

て持つ感情は異なるということを理解する必要がある。

このように，同じ矛盾した場面であっても，異なった認

知処理が介在しているため，幼児にとって感情推測の発

達的な意味が異なっていることが十分考えられる。それ

らの場面をさらに区別することで，向社会的行動と役割

取得の関連性をより正確に検討することができるであろ

う。第三に，CarloetaLの研究は，感情推測と向社会的

行動を独立に測定し，認知的に感情統合を適切な形でな

し得る子どもは，一般状況で向社会的行動を行いやすい

ということを明らかにした点に意義がある。しかし，他

方，向社会的行動に至る内的プロセスを明らかにするこ

とからすると，感情推測と向社会的行動を独立に評価す

るのではなく，感情推測と向社会的判断を向社会的行動

出現過程の一部に位置するものとしてとらえ，同一の向

社会的場面で検討することも必要だろう。
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そこで，実験ｌでは，他者の表‘情と状況が一致した場

面（悲しい状況での悲しい顔）と矛盾した場面を被験者

に提示し，役割取得能力（感‘情の推測）及び向社会的判

断・行動についての評価を同一の場面で行い，感情解釈

と向社会的行動との関連‘性を直接的に検証する。矛盾し

た場面として，悲しい状況でほほえんでいる主人公（表

情の偽り）と，嬉しい状況で悲しい顔をしている主人公

(個人特性）を設定する。また，感情統合が適切になされ

ていない被験者に対しては，感情解釈情報を提示する。

感情解釈情報を提示する意義は，感情解釈と向社会的判

断・行動との単なる相関関係ではなく，両者の因果関係

を直接的に検証できる点である。

本研究の仮説は次の通りである。他者の困窮を示す手

がかりが矛盾した場面においては，’情動の表出ルールや

個人特性を考慮に入れた感'情統合によって，適切な感情

(悲しい感情）を推測することが向社会的判断・行動に関

連している。この仮説が正しければ，適切な感情の推測

がなされたとき，向社会的判断・行動が見られることが

予想される。また，感‘情統合が適切になされていない場

合，正しい感情解釈情報を提示することで向社会的判断・

行動が促進されることが予想される。

実験 １

方法

被験者と実験計画幼稚園の４歳児クラスの男児29名，

女児20名，合計49名（平均年齢４歳９ケ月)，５歳児クラ

スの男児24名，女児22名，合計46名（平均年齢５歳８ケ

月）を被験者とした。実験計画は，３×２の要因計画で

あった。第一の要因は，物語（物語１．物語２．物語３)，

第二の要因は，年齢（４歳児・５歳児）であり，いずれ

の要因も被験者間要因であった。

実験材料および実験器材物語提示用のＴＶおよびＶＴＲ，

物語のビデオテープ６本（男子用３本・女子用３本)，録

音機，感情選択カード，くじ引き，くじ引き用の賞品シー

ル，寄付箱である。

物語物語はビデオによって提示された。登場人物は被

験者の性と一致した幼児２人（主人公とお友達）とくじ

引きをさせてくれるお兄さんであった。物語は１３または

'4場面から成り，各場面はそれぞれ５秒から20秒続く登

場人物の静止映像（写真）とナレーションで構成された。

Tablelに男児用の物語の内容を示した。前半の場面は各

物語で共通であるが，後半の場面での主人公の状況と表

情が物語によって異なっていた。物語１は，悲しい状況

での悲しい顔（シールをもらえず悲しい顔：表情と状況

が一致)，物語２は，悲しい状況でのほほえみ（シールを

もらえず悲しいが我慢してほほえんでいる：「表情の偽り」

によって表情と状況が矛盾)，物語３は，嬉しい状況での

悲しい顔（シールをもらえたが欲しいシールではなかっ

たので悲しい顔：「個人的特性」で表情と状況が矛盾）で

あった。物語での賞品シールには，男子には動物と花（物

語３)，女子には動物と乗物（物語３）の３種類を用いた。

手続き被験者は物語ｌ～３のいずれかにランダムに割

り当てられた。実験は，幼稚園の遊戯室において個別に

進められ，やりとりはテープに録音された。手順は以下

の通りである。

(1)シールの選択男子に動物と花，女子に動物と乗物の

Tablel物語の内容（男子用ノ

物語共通部分

まさと君とじゆんぺい君は，同じ年の仲のいいお友達です。今日は，幼稚園にお兄さんがやってきてくじ引きをさせてくれます。

くじが当たるとシールがもらえます。

「これからくじ引きをしようね。かごの中からくじを１枚引いてごらん｡」

「まさと君はどうだったかな｡」

「丸だから当たりだね｡」

「じゃあ動物のシールを５枚あげよう。」

「はい，動物のシールだよ｡」

まさと君は，くじが当たって動物のシールを５枚もらいました。

物語１

(一致した場面）

｢じゆんぺい君はどうだったかな｡」

｢ばつだから外れちやった｡」

｢じゆんぺい君は，外れだから残念だけ

どシールはなしだね｡」

じゆんぺい君は，くじが外れてシール

がもらえませんでした。

〔悲しい顔〕

物語２

(矛盾した場面）

表情の偽り

｢じゆんぺい君はどうだったかな｡」

｢ばつだから外れちやった｡」

｢じゆんぺい君は，外れだから残念だけ

どシールはなしだね｡」

じゆんぺい君は，くじが外れてシール

がもらえませんでした。

〔ほほえみ〕

物語３

(矛盾した場面）

個人的好み

｢じゆんぺい君はどうだったかな｡」

｢じゅんぺい君も丸だから当たりだね｡」

｢じゆんぺい君も当たったから，花の

シールを５枚あげよう。」

｢はい，花のシールだよ｡」

じゅんぺい君もくじが当たって花の

シールを５枚もらいました。

〔悲しい顔〕
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シールを提示し，どちらが好きか選択させた。

(2)くじ引き被験者にくじを引かせ，好きなシール５枚

を賞品として与えた。この時，花のシールを選択した男

子，乗物のシールを選択した女子は，物語３の内容にそ

ぐわないため；物語ｌあるいは物語２を提示するように

した。

(3)感情選択カードのラベリング渡辺・瀧口（1986）を

参考にして作成した感情選択カード（｢嬉しい｣・｢悲しい｣・

｢怖い」・「怒っている｣）を１枚ずつ提示し，ラベリング

を行った。その後，カードは感情を表すもので表情を表

すものではないという認識を促すため〆例えば，「嬉しい

気持ちの絵だよ」とそれぞれのカードについて説明した。

正確に感情が識別できない場合には，本実験に関係のな

い具体的な事例をいくつか挙げて，その時の気持ちを想

起させた。さらに，もう一度どんな気持ちの絵かを確認

し，各カードの感情が明確になるまでラベリングを行っ

た。

(4)物語の提示「これからみんなと同じようにくじ引きを

したお友達のビデオを見せるね。△△ちゃん（被験者）

と同じ年のお友達が出てくるよ」と教示し，被験者に物

語１～３のいずれかを提示した。物語の最終場面は，全

ての質問が終了するまで，静止画として画面に提示して

おいた。

(5)主人公の感情の推測最終場面の主人公を指さしなが

ら，物語の登場人物を把握しているかの確認を行い，明

確でない場合には各登場人物の名前を教えた。物語のス

トーリーについて充分把握できていないと思われる被験

者には，「××（お友達)/○○（主人公）のくじはどうだっ

たかな」と質問を行うことで，ストーリーを思い出させ

た。次に，「○○は今どんな気持ちだと思う」と最終場面

における主人公の感情を質問し，被験者に感情選択カー

ドの１つを指さすように求めた。その後，「どうして○○

は，そんな気持ちなのかな」と質問し，自由に報告させ

た。

(6)第一回目の向社会的判断の機会最終場面の主人公を

指し，「もし△△ちやん（被験者）が，○○のお友達だっ

たら，○○にどうしてあげる」と質問を行った。さらに，

「どうしてそうしようと思うのかな」と向社会的判断の理

由づけを質問した。

(7)主人公の感情解釈情報の提示（向社会的判断を行わな

かった被験者のみ）感情推測の正答・不正答にかかわら

ず，第一回目の判断で向社会的判断を行わなかった被験

者に以下のような感情解釈‘情報の提示を行った。物語１：

「○○はくじが外れてシールがもらえなかったから悲しい

んだよ｣。物語２：「○○はくじが外れてシールがもらえ

なかったから悲しいんだよ。だけど，○○は我慢してに

こにこしているんだよ｣。物語３：「○○はくじが当たっ

て花（男子)/乗物（女子）のシールをもらったね。でも，

○○は動物のシールが欲しかったんだよ。だから，○○

はシールがもらえたけど，欲しい動物のシールではなかっ

たから悲しいんだよ｣。

(8)第二回目の向社会的判断の機会（感情解釈情報を提示

した被験者のみ）感情解釈情報を提示した被験者に，一

回目と同様の質問を行った。

(9)実際の分与・交換の機会物語の最終場面の主人公（写

真）を指し，「これから○○に会いに行くんだよ。もし，

○○にシールをあげても（交換しても）いいなと思った

ら帰りにあの箱（寄付箱）の中に入れて帰ってね」と実

際の分与・交換の機会を与えた。寄付箱は，実験者が直

接見えない場所に設置され，物語３を提示した場合は，

寄付箱の横に交換用シール（男子は花，女子は乗物）５

枚が置かれた。被験者が遊戯室を退出後，寄付箱・交換

用シールの枚数が記録された。

結果

(1)主人公の感情推測一物語と年齢の効果

「感情の推測」に対する回答は，感情選択カードの「悲

しい」を選択し，かつ以下のような理由づけを与えた被

験者を正答とした。物語１：くじに外れたから/シールが

もらえなかったから。物語２：笑っているけれど/泣いて

いないけれど，シールがもらえなかったから。シールが

もらえなかったから悲しいけれど我慢している。物語３：

欲しいシールではなかったから/動物のシールではなかっ

たから。主人公の感情を悲しいと推測したが，理由が明

確でないもの，状況と表情のどちらか一方からの判断は，

適切な推測（感情統合）ができていないと判定した。ま

た，物語２．３で怒りの推測を行った被験者は，主人公の

表情に対しての言及が見られず，くじに外れたという状

況に自己を投影した結果だと思われる。物語別による感

情の推測の正答率をTable2に示す。

感‘情推測の正答率について逆正弦変換値に基づく２要

因（物語・年齢）の分散分析を行った。その結果，物語

（ｘ２（2,Ｎ＝95)＝60.08,Ｐ〈.01）の主効果，年齢（Ｘ２

（１，Ｎ＝95)＝51.77,ｐ〈､01）の主効果，交互作用（Ｘ２

（2,Ｎ＝95)＝8.44,Ｐ〈.01）が見られた。交互作用の下

位検定の結果ぅ４歳児・５歳児とも物語の単純主効果が

見られ（４歳児：ｘ２（２，１Ｖ＝49)＝45.27,ｐ〈.０１，５歳

児：ｘ２(2,Ⅳ=､46)＝30.68,ｐ〈．01)，物語１は物語２よ

りも（４歳児：Ｘ２（１，１Ｖ＝33)＝7.96,Ｐ〈.０５，５歳児：

ｘ２（１，Ｎ＝３１)＝11.91,ｐ＜､01)，物語２は物語３よりも

Table２感情推測の正響率

4歳児

物語綱)隅欄）

５歳児

物語１物語２物語３

(ﾉＶ＝16)（Ｎ＝１５)（１Ｖ＝15）

正答率
７６．５４３．８６．３１００．０７３．３２０．０

（％）
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生じる代理的情動反応を含む〕：がっかりしているから（全

物語)/悲しいから（全物語)/かわいそうだから（全物語)／

いやな気持ちがするから，③紋切り型・承認志向〔善い

人のイメージや自己の役割についての紋切り型を含む〕：

友達だから（全物語)/お母さん・先生がやさしくしてあ

げなさいと言うから（全物語)/やさしいから（全物語)。

｢他者の要求への関心」と「共感・同情志向」には，困窮

者の物質的要求や心理的要求に対する推論が含まれ，他

者中心型の理由づけである。こうした他者中心型の理由

づけが，向社会的判断の理由づけ全体の82.9％（４歳児，

84.6％；５歳児，82.41％）を占めていることから，向社

会的判断がなされる時には，相対的に困窮者の心情に注

目した推論が行われていることが多いと考えられる。

(4)向社会的判断率-感情推測と年齢の効果

(2)．(3)の結果より，物語の種類や年齢による向社会的

判断率の差は，困窮原因についての感‘情推測に影響され

ていると考えられる。そこで，感情推測の適切さと向社

会的判断の関連をさらに分析するために，Table4に感情

推測の正答・不正答別に向社会的判断人数を示した。Table４

に基づいて，感情推測と向社会的判断の連関係数を算出

した。その結果，４歳児では，の＝.6９（Ｘ２(１，１Ｖ＝49)＝

23.6,ｐ〈.05)，５歳児では，の＝､8２（Ｘ２(１，Ｎ＝46)＝

30.7,ｐ〈､05）であった。さらに，Table5に物語別の向

社会的判断率を示した。Table5の向社会的判断率につい

て，逆正弦変換値に基づく２要因（感‘情推測・物語）の

分散分析を行った。その結果，感情推測の主効果が見ら

(４歳児：ｘ２（１，Ｎ＝32)＝15.05,ｐ〈､０１，５歳児：Ｘ２

(１，１Ｖ＝30)＝21.72,ｐ〈.01）正答率が高かった。さら

に，物語１（ｘ２（１，Ｎ＝33)＝9.90,ｐ〈､01)，物語２

(ｘ２（1,Ｎ＝３１）＝6.33,Ｐ〈､05）では有意な年齢差が見

られ，５歳児の方が４歳児より正答率が高かったが，物

語３では，年齢差は見られなかった。以上の結果から，「一

致した場面」の感情推測より「矛盾した場面」の感情推

測が難しいこと，さらに，「矛盾した場面」では，「個人

特性」を考慮した感情の推測（物語３）は，「表情の偽り」

を考慮した感情の推測（物語２）より難しいことが示さ

れた。情動の表出ルールを用いた感情統合は，４歳児か

ら５歳児にかけて発達するが，個人特性に関する感情統

合は，５歳児以降に発達すると考えられる。

(2)向社会的判断の機会（第一回目)－物語と年齢の効果

向社会的判断の機会に対して，以下の回答を向社会的

判断とした。分与判断：シールをあげる，交換判断：シー

ルを替えっこしてあげる（物語３のみ)，慰め：元気づけ

てあげる，遊んで楽しくしてあげる，シール以外の物の

提供：玩具を持ってきてあげる。向社会的判断を行った

子どもの比率はＴａｂｌｅ３に示した。

向社会的判断率について，逆正弦変換値に基づく２要

因（物語・年齢）の分散分析をおこなった結果，物語の

主効果（ｘ２（2,Ｎ＝95)＝97.23,Ｐ〈､01)，年齢の主効

果（ｘ２（１，１Ｖ＝95)＝48.21,ｐ〈､01)，交互作用（ｘ２

(２，Ｎ＝95)＝27.10,ｐ〈．01）が見られた。交互作用の

下位検定の結果，年齢における物語の単純効果が見られ

た（４歳児：ｘ２（２，Ｎ＝49)＝21.65,Ｐ〈.０１，５歳児：

ｘ２(2,Ｎ＝46)＝102.65,ｐ〈､01)。４歳児では，向社会

的判断率が，物語ｌと物語２は物語３よりも高い（物語

１と２：ｘ２(１，Ｎ＝３３)＝30.54,Ｐ〈、01,物語２と３：

ｘ２(１，Ｎ＝32)＝17.15,ｐ〈､01)。５歳児では，向社会

的判断率が，物語１は物語２よりも（ｘ２(１，Ｎ＝31)＝40.79,

ｐ＜，01)，物語２は物語３よりも（Ｘ２(1,1Ｖ＝30)＝13.1,

Ｐ〈､01）高い。物語における年齢の単純効果も見られ，

物語１と物語２では，５歳児の向社会的判断率が４歳児

よりも高い（物語１：ｘ２(１，Ｎ＝３３)＝9.90,Ｐ〈､01,

物語２：ｘ２(１，Ｎ＝３１)＝6.33,Ｐ〈､05)。物語３では，

向社会的判断における年齢の効果は見られなかった。以

上の結果より，物語の種類や年齢によって向社会的判断

率が異なることが示された。

(3)向社会的判断と理由づけ

浜崎（1992）と石橋（1992）が用いた幼児の向社会的

判断の動機のカテゴリーを参考に，向社会的判断の理由

づけを以下のように分類した。①他者の要求への関心〔他

者の物質的・心理的要求への推論を含む〕：動物のシール

が欲しいから（全物語)/シールがないから（物語１．２)／

花・乗物のシールは嫌いだから（物語３)，②共感・同情

志向〔他者の物質的要求と心理的要求への推論によって

Table３向社会的判断率（第一回目ノ

０

２８

5歳児４歳児

３
８

１

物語ｌ物語２物語３

(Ⅳ＝16)（ﾉＶ＝15)Ｗ＝15）物語綱綱,樹

向社会的判断あり

向社会的判断なし

向社会的
３５．５３７．５６．３１００．０６０．０２０．０

判断率(%）

2７

３

Table４向社会的判断（第一回目ノ

４歳児

注．５歳児：ノＶ＝４６

判断感情推測 正答者
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5歳児

１

１５

判断感情推測 正答者

向社会的判断あり

向社会的判断なし

注．４歳児：１Ｖ＝４９

不正答者
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れたが（ｘ２(１，Ｎ＝95)＝57.3,ｐ〈､01)，物語の主効果，

交互作用は見られなかった。感情推測の正確さは物語に

よって異なっていたが（Table２)，感情推測正答者の向社

会的判断率は，どの物語を提示した場合でも高くなって

いる。これらの結果より，適切な感情推測を行うことと

向社会的判断との密接な関連性が示唆された。

(5)向社会的判断（第二回目）－感情解釈情報の提示と

年齢の効果

感情の推測が不適切で向社会的判断を行わなかった被

験者（４歳児：物語ｌ；Ⅳ＝４，物語２；jV＝９，物語３；

ｊＶ＝１５，５歳児：物語１；Ⅳ＝０，物語２；１Ｖ＝４，物語

３；ｊＶ＝12)，感情の推測は適切であったが向社会的判断

を行わなかった被験者（４歳児：物語ｌ；Ｎ＝７，物語２；

１Ｖ＝１，５歳児：物語２；ｊＶ＝ｌ）に対して，感‘情解釈情

報を提示した。Table6に感情推測不正答者の二回目（感

情解釈情報提示後）の向社会的判断率を示したα感情の

推測が不適切で一回目に向社会的判断を行わなかった被

験者も，感情解釈情報が与えられた後の二回目の判断で

は，過半数の被験者が向社会的判断を行うようになった。

また，数は少ないながら，適切な感情の推測を行った者

も，感情解釈情報を再度与えられることで向社会的判断

に変化が見られた（４歳児：Ⅳ＝４，５歳児：ｊＶ＝1)。

(6)実際の分与・交換'）

実際の分与・交換の機会に対して，向社会的行動（分

与・交換）を示した被験者の比率をTable7に示した。分

与・交換の比率について，逆正弦変換値に基づく２要因

(物語・年齢）の分散分析を行ったが，いかなる主効果も

交互作用も有意ではなかった（物語：Ｘ２(2,jV＝95)＝3.39,

,.s.，年齢：Ｘ２（１，Ｎ＝95)＝11.34,,.s.)。

考察

(1)「矛盾した場面」における感情解釈

「矛盾した場面」では，「一致した場面」より，適切な

感情の推測をする子どもの比率が低かった。シールをも

らえないがほほえんでいる場面で（物語２)，特に４歳児

は，悲しい感情を推測しても矛盾する手がかりを統合で

きず，なぜ悲しいのかわからない，または，顔の表情か

ら嬉しい感情を推測するという反応が見られた。また，

シールをもらったが悲しい顔をしている場面では（物語

３），５歳児であっても，嬉しい状況に焦点を当て嬉しい

感情の推測を行う者が大半を占め，矛盾した手がかりの

の統合ができていなかった。このことから，同じ矛盾し

た状況でも，「表情の偽り」という情動の表出ルールを用

いての感情統合より，「個人の好み」を考慮した感情統合

の方が難しく，前者による手がかりの統合は，４歳から

l）本来，分与・交換の機会を設定したのは，感情の推測が実
際の向社会的行動に与える影響を検討するためであった。
しかし，考察の箇所で論じるが，実験デザインの不備によ
り，感情推測と実際の分与・交換との関係を検討しても意
味がないため，そのような分析は行わなかった。

Table５向社会的判断率（第一回目ノ

物語1 物語２ 物語３

感情推測(蔦１滴I闘問満職
職ｉ７鼠９ｑＯ７７８７”ｍＯｑＯ

Table６向祉会的判断率憾情推測不正菩者･第二回目ノ

|熊櫛''１
，柾瀦Ｉ

4歳児 ５歳児

物語１物語２物語３物語ｌ物語２物語３

(Ｎ＝4）（Ｎ＝9）（ﾉＶ＝15）（ｊＶ＝0）（ﾉＶ＝4）（ｊＶ＝12）

:織５qｏ３３３７ａ３ 100.0５８．３

Table７向社会的行動率

４歳児

物語隅繍瞬，

5歳児

物語ｌ物語２物語３

Ｗ＝16)Ｗ＝15)（ﾉＶ＝15）

分与･交換
２９．４２５．０３７．５５６．３２０．０４０．０

者率(％）

５歳にかけて発達するのに対して，後者による手がかり

の統合は，５歳以降に発達することが明らかになった。

(2)「矛盾した場面」における向社会的判断

「矛盾した場面」では，「一致した場面」よりも向社会

的判断の比率が低く，しかも，感情の推測の難しさに応

じて，向社会的判断の比率が変化した。また，感情の推

測と向社会的判断との関連性を直接検討した結果，適切

な感情（悲しい）の推測が行われたとき，向社会的判断

がなされることが圧倒的に多かった。さらに，第一回目

に向社会的判断を行わなかった被験者でも”感情解釈情

報を提示後に向社会的判断への変化が見られた。これら

の結果はいずれも，本研究の仮説を支持するものであり，

｢矛盾した場面」においては，「表情の偽り」・「個人特性」

を考慮に入れた適切な感‘情の統合がなされたとき，向社

会的判断が多く行われていることが示唆された。

しかし，実験ｌでは手続き上，以下の問題点があるた

め，感情解釈情報の提示が感情統合に失敗した者の向社

会的判断・行動を促進したか否かについては，再検討す

る必要がある。第一に，感情推測が不適切であった被験

者全てに感情解釈情報の提示を行った点である。たしか

に，感情解釈情報提示後，それらの被験者の過半数が向

社会的判断を行うようになった。しかし，感‘情解釈情報

の提示を要因（提示あり．提示なし）として設定してい

なかったため，感情解釈情報の提示が向社会的判断を促

進したかについての検証が不充分であった。第二に，不

適切な感情の推測を行った被験者に，感情解釈情報提示

前・後に２度，向社会的判断に関する質問を行った点で

ある。そのために，感情解釈情報提示後の判断の変化が，
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感‘情解釈'情報を与えたためではなく，二度目の判断とい

うことで，単に一度目の判断の内容を多少変えて答えた

ためであるという解釈も成り立つ。実際，適切な感情の

推測を行った者も，感情解釈情報を再度与えられること

で向社会的判断に変化が見られている。第三に，実際の

分与・交換の前に，適切な感情の推測ができなかった被

験者を対象として，感情解釈‘情報の提示を行った。した

がって，実際の向社会的行動の評価時点では，全被験者

が適切な感情を認知していた可能性があり，実際の分与・

交換の行動が感情の推測にどのような影響を受けるのか

を検討することができなかった。

以上の３つの問題点を考慮し実験２が計画された。実

験２では，被験者をあらかじめ感'情解釈情報提示あり・

なしの２つの群に分け，感情推測の適切・不適切にかか

わらず，一方の群に感情解釈情報を提示し，他方の群に

’は提示しなかった。その後，両群に向社会的判断・行動

の機会を与え，感情解釈情報の提示が向社会的判断・行

動に及ぼす効果を検討した。また，物語は，実験ｌで感

情解釈情報提示後に向社会的判断の変化が最も顕著であっ

た「個人的好み」に関する矛盾した場面（物語３）を用

いた。「個人的好み」を考慮に入れた感‘情統合が適切に行

われていない場合，「シールはもらったが欲しいシールで

はなかった」という感情解釈情報の提示がなされた被験

者は，提示されない被験者より向社会的判断・行動を多

くとると予想される。

実 験２

方法

被験者と実験計画幼稚園の４歳児クラスの男児30名，

女児23名，合計53名（平均年齢４歳２ケ月)，５歳児クラ

スの男児24名，女児27名，合計51名（平均年齢５歳２ケ

月）を被験者とした。実験計画は，２×２の要因計画で

あった。第一の要因は，感情解釈情報の提示（あり・な

し)，第二の要因は，年齢（４歳児・５歳児）であり，い

ずれの要因も被験者間要因であった。

実験材料・実験器材及び物語物語は実験１の物語３（主

人公はシールはもらったが欲しいシールではなかった）

のみを使用した。その他の実験材料・実験器材は，実験

ｌと同様である。

手続き各クラスを２つのグループに分け，感情解釈‘情

報提示あり群となし群にわりあてた。(1)～(5)の手順は実

験ｌと同様に行われた。

(6)主人公の感情解釈情報の提示

感情解釈情報の提示を行う群に対してのみ，感′情解釈

情報を提示した。

(7)向社会的判断に関する質問

全ての被験者に対して，実験ｌと同様に質問した。

(8)実際の分与・交換の機会

実験１と同様に，交換用のシール（男子：花，女子：

乗物）が寄付箱の横に常に５枚になるように置かれた。

結果と考察

(1)向社会的判断一感情解釈と年齢の効果2）

手続き(5)で自発的に適切な感'情推測を行った被験者は，

５歳児で３名（感情解釈提示あり群：１Ｖ＝２，なし群：Ⅳ

＝ｌ)，４歳児で１名（感情解釈情報提示なし群：Ⅳ＝1）

であった。これらの被験者全てが向社会的判断を，さら

に，５歳児３名が実際の分与・交換を行った。数は少な

いながら，自分自身のコンピテンスとして適切に感'情推

測をなし得た子どもは，向社会的判断・行動を行う傾向

があることが示唆される。

適切な感情推測に失敗した被験者が大半であったので

(４歳児感情解釈情報提示あり群：Ⅳ＝24,なし群：ｊＶ

＝２２；５歳児感情解釈情報提示あり群：Ｎ＝24,なし群：

Ⅳ＝20)，これらの被験者について感情解釈情報提示の効

果を検討した。Table8に，適切な感‘情推測に失敗した被

験者のうち，向社会的判断を行った者の比率，その中で

他者中心型の理由づけに基づいて向社会的判断を行った

者の比率，分与・交換を行った者の比率を示した。向社

会的判断，理由づけの分類は実験ｌと同様であった。

向社会的判断の比率について,逆正弦変換値に基づく２

要因(感情解釈情報提示・年齢)の分散分析を行った。そ

の結果，感情解釈情報提示の主効果（ｘ２（１，Ｎ＝90)＝

11.65,ｐ〈､01）が見られたが,年齢の主効果は見られな

かった。さらに，交互作用が見られ，下位検定の結果，５

歳児において感情解釈情報提示の単純効果（ｘ２（１，Ｎ＝

44)＝15.23,Ｐ〈.01）が見られた。さらに，他者中心型

理由づけからの向社会的判断の比率についても同様の分

析を行った。その結果汎感情解釈情報提示の主効果（ｘ２

（１，Ｎ＝９０)＝44.04,Ｐ〈、01）が見られたが，年齢の主

効果と交互作用は見られなかった。すなわち，感情解釈

Table８向社会的判断率・向社会的行動率

４歳児 5歳児

なしありなし

感情解綱の撮示(紬I州,州ｗ_加
向社会的判断率(％）５０．０３６．４７５．０２０．０

:誕駕協霧３７息凱５６６？｡｡
分与・交換者率(％）１６．７９．０２９．２０．０

2）被験者に提示した物語は，「花/乗物のシールをもらったが，
欲しい動物のシールではなかった」という内容のものであっ
た。手続き(1)のシールの選択で「花/乗物」を選択した被
験者と，「動物」を選択した被験者とでは，この物語の内容
に関して主人公の感情推測の難易度が異なっていることが
考えられる。物語の主人公の「個人的好み」と一致した選
択（動物のシール選択）が大半であったので，これらの被
験者についてのみ以下の感情推測，向社会的判断・行動の
分析を行った。
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情報の提示を受けた被験者は，提示を受けない被験者よ

りも，他者の困窮原因を考慮した向社会的判断を有意に

多く行った。この結果から，正しい感情解釈情報の提示

が感情統合に失敗した者の向社会的判断を促進すること

が示された。

(2)実際の分与・交換一感情解釈．年齢の効果

実際の分与．交換行動を行った者の比率（Table8）に

ついて，逆正弦変換値に基づく２要因（感情解釈情報提

示・年齢）の分散分析を行った。その結果，感情解釈情

報提示の主効果（ｘ２(１，Ｎ＝90)＝7.42,ｐ＝､01）が見

られたが，年齢の効果との交互作用は見られなかった。

すなわち〆感情解釈情報の提示を受けた被験者は，提示

を受けない被験者よりも，向社会的行動を有意に多く行っ

た。この結果から，正しい感情解釈情報の提示が感情統

合に失敗した者の向社会的行動を促進することが示され

た。

(3)向社会的判断と実際の分与・交換行動

向社会的判断（分与・交換の判断）と実際の分与・交

換の行動との差異について検討を行った。Table9に感情

解釈,情報提示あり．なし群別に，分与・交換判断と行動

の有無に関するそれぞれの人数を示した。

この表に基づいて分与・交換判断と行動の差異につい

て，マクニマーの検定を行った。感情解釈情報の提示を

行った群では，判断と行動に有意な差異が見られ，分与．

交換判断よりも分与・交換行動の比率が低くなっている

(ｚ＝2.43,ｐ〈.05)。感情解釈情報の提示を行わなかっ

た群は，判断と行動に有意な比率の差はなかった。この

ことから，適切な感情を推測し，分与・交換判断を行っ

ても，行動として分与・交換をするとは限らないことが

明らかにされた。また，適切な感情を推測することがで

きない場合，分与・交換の判断を行う者はほとんどなく，

また，実際にそうする者もほとんどいなかった。

Table９分与・交換判断と分与・交換行動の関連

感情解釈情報提示ありグループ

判断分与･交換判断あり分与･交換判断なし行動

分与･交換行動あり

分与･交換行動なし

８

(１６．７％）

１５

(29.2％）

３

（６．３％）

２２

(45.9％）

注．（）は感情解釈情報を提示した被験者（48名）に対する割合を示す。

感情解釈情報提示なしグループ

判断分与･交換判断あり分与･交換判断なし行動

分与･交換行動あり

分与･交換行動なし

０

（0.0％）

０

（0.0％）

２

（4.8％）

４０

(95.2％）

注．（）は感情解釈情報の提示を行わなかった被験者（42名）に対する割合

を示す。

全体的考察

本研究では，他者の表情と状況が一致した場面と矛盾

した場面を取り上げて，その場面での他者の感情解釈（役

割取得）と向社会的判断・行動との関連性を検討した。

その結果，他者の適切な感情（悲しい感情）の推測と向

社会的行動が密接に関連していること，また表情と状況

が矛盾した場面で，適切な感情統合に失敗しても，感情

解釈’情報の提示によって向社会的判断・行動が促進され

ることが示された。他者の困窮を示す手がかりが矛盾し

た場面においては，情動の表出ルールや個人特性を考慮

に入れた感情統合によって，悲しい感情を推測すること

が向社会的判断・行動につながることが示唆された。

本研究の結果の意義は次の３点を示したことにある。

第一に，他者の感情の推測が向社会的判断と密接に関連

していること，第二に，他者の表情と状況が一致してい

る場面と矛盾している場面では，向社会的判断・行動に

必要な感情推測の発達に時間的ずれが存在すること，第

三に，感情解釈情報を子どもに提示することが向社会的

判断・行動を促進すること，である。以下，それぞれの

点について考察を行う。

(1)他者の感情の推測と向社会的判断との関連性

向社会的行動が求められているかの判断は，他者が困

窮に至った原因に関する推測によって左右される。Hoffman

(1977）の理論では，困窮原因に関する推測が幼児の役割

取得に含まれているかどうか明らかにされていなかった。

しかし最近の研究では，幼児でも他者の感情を推測する

ことができ（Denhan,1986)，直接的な情動的手がかりの

みならず，困窮に至った原因を含めて総合的に判断し，

向社会的行動の意思決定を行っていることが示唆されて

いる（浜崎，1992)。他者の困窮を示す手がかりが矛盾し

た場合でも，幼児の向社会的行動が他者の困窮原因に関

する推測に規定されているのは同様であろう。ところが，

他者の表情や状況などの手がかりが矛盾した場合，困窮

原因の推測には，矛盾する手がかりの統合といった新た

な認知的処理が必要となり，そのような認知的処理が幼

児にとって必ずしも容易でないことは，本研究の結果の

示す通りである。

日常的場面では，悲しみや困惑などの感’情が表情や態

度に直接表現されるとは限らない。従来の研究で測定さ

れた単純な役割取得の能力が必ずしも向社会的行動に結

びつかず，両者の関連'性が十分に実証されなかった所以

である。それに対して，本研究では，「個人的好み」や「表

情の偽り」によって表'情と状況が矛盾した場面の感情推

測（役割取得）と向社会的判断との関連を検討し，適切

な感情の推測が向社会的判断の前提になっていることを

明らかにした。他者の感情の推測が向社会的判断と関連

していること自体当然の結果であるが，本研究の重要な
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帰結として，他者の感情推測には，一致した情報の認知

処理ばかりでなく，矛盾した情報の統合のような認知処

理が必要な場合もあり，感'情推測と向社会的判断との関

連性を検討するには，本研究で設定したような個々の場

面でどのような認知処理が必要であるかを明らかにする

必要があると言える。

(2)矛盾した情報の統合の発達と向社会的判断・行動

他者の感情推測に関する従来の研究では,状況情報と他

者の表情または特性情報を統合する能力に発達的な変化

があることが示唆されている(例えば,Hoffner,＆Babzinski，

1989；Reichenbach,＆Masters,1983；朝生,1987；Ｃａｍras，

1986)。しかし，これまでの向社会的行動と役割取得との

関連に関する研究では，役割取得における感情推測能力

の発達について検討がなされていない。そのため，幼児

の役割取得と向社会的行動との厳密な関連‘性が示されな

かったと思われる。そこで，本研究では，悲しんでいる

他者の気持ちを理解し，向社会的行動を行う可能性のあ

る場面として，表情と状況が一致した場面と矛盾した場

面が比較された。表情と状況が一致した場面では，４歳

児でも容易に適切な感情を推測できたが，矛盾した場面

で適切な感情を推測することは年齢に大きく左右された。

すなわち，「表情の偽り」という情動の表出ルールによっ

て感情を推測できる子どもが４歳から５歳にかけて増加

したのに対して，「個人の好み」（特'性‘情報）を考慮して，

矛盾した情報を統合し，感情を推測することは，４歳児，

５歳児とも困難であった。

一方，適切な感情の推測に応じて，「一致した場面」や

｢矛盾した場面」で，向社会的判断・行動を行う子どもの

比率が変化した。このことは，それぞれの場面で情報を

統合し，他者の感'情を適切に推測する能力が，それぞれ

の場面での向社会的行動と関連することを示唆し，Carlo

etal．（1991）の結果を裏づけている。しかし，本研究で

は，同じ矛盾した場面でも，「悲しい状況でのほほえみ」

と「嬉しい状況での悲しい顔」を考慮に入れた感情統合

が幼児にとって発達的に異なる意味を持ち，それが向社

会的行動に影響を与えていることが明らかになった。役

割取得の能力として，各場面での感情推測の能力を区別

すべきことが示唆される。

(3)感情解釈情報の提示による向社会的判断・行動の促進

感情解釈情報の提示が向社会的判断・行動を促進した

ことは，子どもの向社会的判断・行動の発達と教育にとっ

て大きな示唆を含んでいる。すなわち，他者の感情を適

切に推測できず，向社会的判断・行動を示さない子ども

に対して，感情解釈情報を与えることで，向社会的判断・

行動の発達を促すことができるかもしれない。もちろん，

他者の困窮原因が正しく推測できても，向社会的行動に

必ずしも結びつくとは限らない。なぜなら，援助判断と

行動の間に役割取得や感‘情統合以外の認知過程，例えば，

動機づけ段階でのコストに関する損得計算などが介在す

るからである。しかし，表情と状況が矛盾している場面

では「他者の困窮の気づき」の段階でつまずいている子

どもが，特に年少児で多く存在する。このような適切な

感情推測が困難であるような場面で，他者の本当の感情

についての解釈を大人や仲間から受け取ることで，表情

(情動表出）と感情が必ずしも一致しないことや，同じ状

況でも人によって異なった感情を持つことを子どもが理

解するようになるのではないだろうか。さらに，援助が

必要であると思われなかった友達が，なぜ悲しいのかを

感情解釈情報としてフィードバックすることは，子ども

の困窮に対する概念を広くし，共感的な援助介入の可能

性を高められると思われる。しかし，本研究では，感情

解釈に焦点を当て，向社会的行動がなされるときの内的

プロセスを検討したため，継続的に感情解釈情報を与え

ることで，幼児の向社会的行動の発達にどのような変化

が見られるかまで検討することはできなかった。今後，

長期にわたる感‘情解釈情報の付与が，いかに現実場面で

の子どもの感情推測能力を高め，向社会的行動の発動を

準備するかについて検討を加えていきたいと思う。
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幼児による因果推論の制約：生物に関する人為不介入の原理の理解

湯沢正 通
(広島大学教育学部）

本研究では幼児を対象に３つの実験を行い，生物領域における因果推論の発達を検討した。実験の焦点

は，幼児がどのように人為不介入の原理を認識するようになるかであった。人為不介入の原理とは，生物

の特性の生成において人間が何ら役割を果たしていないという原則である。３歳から６歳の幼児に様々な

事例に関してその特性の生成の原因を尋ねた。例えば，“ゾウの鼻はどうして長いのか'，と質問した。幼

児には“人間がゾウの鼻を長くした”などのいくつかの説明を提示し，その中から正しいものを選択する

ように求めた。その結果，幼児は５歳までに人為不介入の原理を理解するようになるが，その認識に関し

て，生物の飼育経験，特性の機能的役割の認識，生物の既知性は明確な促進効果を持たなかった。さらに，

人間との類似‘性が生物に関する推論に影響を及ぼすこともなかった。このような結果は，人為不介入の原

理が経験から学習されるという説明よりも，人為不介入の原理，あるいはそれを作り出す他の原理が生得

的にもたれているという説明に有利な証拠であると解釈された。

【キー・ワード】認知発達，幼児，推論，因果性，概念発達

問題

“なぜゾウの鼻は長いのか｡”動物学者でなければ，こ

のことを正確に説明することは難しいだろうが，動物学

者でなくても，‘‘アフリカの人がゾウの鼻を長くした”と

いった説明が間違いであることは容易にわかる。あり得

ない解釈をあらかじめ排除することができれば，正しい

解釈の範囲が制限され，正しい解釈の効率的な学習を進

めることができる。このような“制約（constraint)”の問

題は，子どもの知識獲得のメカニズムとして，近年，注

目されているテーマの一つである（RGelman,1990,1993；

Markman，１９９０；Spelke，1990)。

では，“アフリカの人がゾウの鼻を長くした'，といった

説明が間違いであることがどうしてわかるのだろうか。

おそらく，我々は“生物は人が作ったのではない'，とい

う原理を信じているからである。そのような原理の認識

は，生物（自然物）と人工物の根本的な区別に関わるも

のであり，“鼻がある”などの個々の属性についての理解

と区別すべきである。ある生物に“鼻がある”かどうか

はその生物を実際に調べないとわからないが，“人がその

生物の鼻を作ったのではない”ことはアプリオリに判断

できる。そのような基本的な原理に従った判断をきわめ

て早期の年齢から行っているというのが“制約”の実証

的根拠とされている。

その中で因果推論の制約を裏付けるデータは，物理的

因果に関する領域普遍な原理および生物または無生物に

関する領域固有な原理に関するものである。まず，前者

に関するデータは，年少の子どもがある事象の原因を解

釈するとき，物理的因果に関する基本的な原理に従って

いることを示唆している（Bullock,Gelman,＆Baillargeon，

1982;Shultz,1982)。Bullocketal．（1982）によると，幼

児でも，物理的出来事には必ず原因があるという決定論，

原因は結果に時間的に先行するか，同時に生じるという

優先論，原因は何らかの力の伝達によって結果をもたら

す（離れている物体間で力は作用しない）という機械論

の原理を認識している。例えば，幼児に一つの箱の中を

ボールまたは光が通過するのを観察させた。そこでは，

ボールまたは光の通過後，右の箱からジャックの人形が

飛び出すようになっていた。すると，２つの箱が接触し

ているとき，４，５歳児はジャックの出現した原因とし

てボールを選択した。それに対して，２つの箱が離れて

いるときは，光を原因として選択した。

さらに，年少の子どもが生物領域固有の因果的メカニ

ズムを認識していることを示唆するデータが出されてい

る（Backsheider，Shatz,＆Gelman，１９９３；Gelman,＆

Kremmer，１９９１；Hatano,＆Inagaki，１９９４；Inagaki,＆

Hatano,１９９３；Massey,＆Ｇｅｌｍａｎ，１９８８；Springer，１９９２；

Springer，＆Keil'1989,1991；Rosengren，Ｇｅｌｍａｎ，

Kalish，＆McCormick，1991)。例えば，Gelman，＆

Ｋｒｅｍｍｅｒ（1991）は，４歳と７歳の子どもおよび大学生

が自然物と人工物の起源をどのように認識しているかを

調べた。実験１で，太陽などのスケールの大きい自然物，

イヌなどの身近な自然物，カップなどの人工物を人間が

作ったのかどうか直接尋ねたとき，４歳児でも，カップ

などの人工物は人間が作り，太陽やイヌなどの自然物は

人間が作ったのではないと答えることができた。ただし，
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４歳児は，イヌなどの身近な自然物より，太陽などのス

ケールの大きい自然物に関して人間の関与を否定する傾

向が強かったが，起源の説明を求められると，それらの

自然物の生成のプロセスを説明できず，しばしば人間の

作為に帰属させた。さらに，実験２で，ウサギの耳が長

いなどの自然物の特性と自動車に車輪があるなどの人工

物の特性についてその原因を被験者に尋ねた。すると，

４歳児でも，特性の原因を人為に帰属させる割合が自然

物よりも人工物で圧倒的に高かった。ただし，４歳児と

７歳児が特性の原因を内的なメカニズムに帰属させる（ウ

サギの耳が長いのは，長い耳を作る何かがウサギの中に

ある）割合は，自然物と人工物で変わりがなかった。

また，Springer,＆Ｋｅｉｌ（1991)は，４～７歳の子どもが，

花，イヌ，缶の色の生成の原因をどのように認識してい

るかを調べた。あり得ない説明を順次取り除かせたとこ

ろ，イヌの色の生成には母親の役割を重視した説明が最

後まで残り，花の色の生成には母親または太陽・雨の役

麓裟騨鰯麓三豊謹毛鰯潟重
り得るものとされた。

このように，子どもが早期の段階から生物と無生物を

区別し，それぞれに異なった因果的メカニズムを認識し

ていることの説明として，基礎的な原理の生得性がしば

しば想定される（RGelman,1990,1993;Keil,1992,1994)。

例えば，RGelmanは，子どもが領域固有な骨格的原理を

生得的に持っていると主張する。この骨格的原理は，あ

る領域の概念学習にとって適切な刺激の集合に制約を加

え，子どもがそれらの刺激についての経験から外界のモ

デルを構成することを援助すると仮定される。しかし，

年少の子どもが基礎的な原理を認識していることが必ず

しもその原理の生得性の証拠にはならないうえに，他方

で，一つの原理が複合的な要素（別の原理）から構成さ

れ，ある年齢段階で“学習”された原理が別の生得的な

原理に依存していることも考えられる（Markman,1992)。

したがって，制約の獲得のメカニズムを明らかにするに

は，単に年少の子どもがある原理を認識しているか否か

ではなく，学習初期の原理の一般‘性がどのように認識さ

れるのかを検討すべきである。すなわち，原理の一般'性

の認識は，学習の連合理論の立場からすれば，事例に対

する反応の学習と般化として説明されるが，生得的な原

理を提唱する立場からすれば（例えば，RGelman,1990,

1993)，それは事例に依存しないはずである。このように，

事例による因果推論の相違を調べることで，幼児におい

て早期に見られる因果推論の制約は，経験による知識の

連合の結果か，生得的な原理またはそれの作り出す他の

原理（以下，基礎的な原理とする）によるものかという

問題を検討することが可能であり，本研究の目的はそこ

にある。この点をさらに具体例をあげて説明しよう。

例えば，「ゾウの鼻が長い（ポチの耳が大きい)」の原

因として，次のような２つの説明の可能性を子どもが判

断するとする。

Ｃｌ“アフリカの人がゾウの鼻を長くした，，

Ｃ２“太郎君がポチの耳を大きくした,，

低年齢の子どもは，課題の意味が理解できず,いずれの

説明も受け入れてしまうかもしれない(Ｃｌ＝Ｃ２)。しかし，

課題の意味を理解し始めた子どもは,ＣｌとＣ２のどちらを

先に“おかしい，,と判断するだろうか。もしイヌを飼っ

たことがあるかないか，すなわちイヌに関する経験から

適切な因果推論を学習するとすれば，ＣｌよりＣ２を先に

あり得ないと判断できるようになるはずである（C2〈Ｃｌ)。

動物の飼育に関する経験が動物に関する子どもの学習に

影響を与えることは十分予想される（Inagaki,1990)。そ

れに対して，ポチの耳が大きい原因を認識することが生

物に関する基礎的な原理によって制約を受けているとす

れば，課題の意味を理解し始めた子どもは，ＣｌとＣ２を等

しく“おかしい”と判断できるはずである（Ｃｌ＝Ｃ２)。

また，先のＣ２と次のＣ３の説明の可能性を子どもが判

断するとする。

Ｃ３“太郎君がカブトムシの角を大きくした，，

先と同様に，低年齢の子どもは，課題の意味が理解で

きず，いずれの説明も受け入れてしまうかもしれない

(C2＝Ｃ３)。しかし，課題の意味を理解し始めた子どもは，

Ｃ２とＣ３のどちらを“おかしい'，と判断するだろうか。

もし自分の鼻の高さを変えることができないことから，

適切な因果推論を学習するとすれば，人間との類似性が

高いイヌに関してカブトムシより適切に判断できるはず

である（Ｃ２〈Ｃ３)。年少の子どもは，人間について知っ

ていることを動物に当てはめて考えること，さらに自分

の身体の特性を自分の意志で変えることができないと理

解していることが見いだされている（Inagaki,＆Hatano，

1987,1993)。一方，自分の鼻が大きい原因を認識するこ

とが生物に関する基礎的な原理によって制約を受けてい

るとすれば，課題の意味を理解し始めた子どもは，Ｃ２と

C3を等しく“おかしい'，と判断できるはずである（Ｃ２＝

C3)。

以上のように，本研究では，事例による因果推論の発

達的差違を調べることで，因果推論の制約は，経験によ

る知識の連合・般化の結果か，基礎的な原理によるもの

かという問題を検討する。まず，実験ｌで，何歳の子ど

もが課題の意味を理解し，因果推論に制約を加えるのか

を確認する。その上で，因果推論の制約の獲得に関して，

実験２では主に，飼育経験のある事例とそうでない事例

を比較し（上記のＣｌとＣ２の関係)，飼育経験の役割を検

討する。さらに，実験３では，人間との類似性の高い事

例とそうでない事例（上記のＣ２とＣ３の関係)，既知の事

例とそうでない事例を比較し，人間などの身近な事例の
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Tableｌ 生物と人工物に関する課題と回響（実験ｌノ

形態：

生物

形態：

人工物

質問

賢治君のイヌは，普通のイヌより長い耳を

持っています。賢治君のイヌの耳は，どう

して長いのでしょうか？

賢治君の自動車は普通の自動車より大きな

タイヤを付けています。賢治君の自動車の

タイヤはどうして普通の自動車よりも大き

いのでしょうか？

回答

遺伝：お母さんイヌの耳が長かったから

人為：賢治君が短い耳を長い耳と取り替えたから

成長：もともと短かった耳がだんだん長くなったから

遺伝：前に持っていた自動車のタイヤが大きかったから

人為：賢治君が小さいタイヤを大きいタイヤと取り替えたから

成長：もともと小さかったタイヤが大きくなったから

障害：

生物

ある日，急に，賢治君がエサをあげても，

イヌはエサを食べなくなりました。賢治君

のイヌは，なぜエサを食べなくなったので

しょうか？

内的：体の中にあるスイシンが悪くなって壊れたから

外的一接触：体の毛についているピリチオンが悪くなって壊れたか

ら

外的一非接触：イヌ小屋の屋根が悪くなって壊れたから

障害：

人工物

ある日，急に，賢治君がリモコンのスイッ

チを押しても，自動車が動かなくなりまし

た。賢治君の自動車は，なぜ動かなくなっ

たのでしょうか？

内的：自動車の中のベアリングが悪くなって壊れたから

外的一接触：自動車の前のガラスのシェルが悪くなって壊れたから

外的一非接触：自動車の車庫が悪くなって壊れたから

役割を検討する。

本研究で問題にするのは，“生物（の特性）は人間が作っ

たものではない'，という人為不介入の原理による推論の

制約である')。Ｋｅｉｌ（1992)は，生物に固有な特性を７点指

摘しているが，人為不介入の原理はその中の“生物に内

在する何かが現象的な特性を生み出す，，という特性に相

当する。しかし，例えば，生物の形態や行動の原因とし

て人為の介入を排除することは，裏を返せば，その原因

として遺伝や成長の役割を認識することであるため，“生

物は種の重要な特徴を維持し，再生し，遺伝させる''“生

物は成長し，正統的，不可逆的にパターン化された変化

を受ける'，という特'性の認識とも関連する。これらの特

性の認識に関して，Ｋｅｉｌ（1992）は，年少の子どもが目的

論的（teleologicaDな解釈のモードを生得的に備えている

と主張する。本研究の立場は，人為不介入の原理が基礎

的な原理として生得的に与えられている，またはある年

齢段階で他の原理（抽象的な解釈のモード）から導出さ

れるというものである。

実験１

実験１では，何歳くらいの子どもが課題の意味を理解

し，特定の原理を認識し始めるのかを検討する。生物と

l）ここでは，生物の生成の原因として人間の関与を否定する
ことを便宜的に“人為不介入の原理'，と呼ぶが，そのよう
な制約を単一の原理として必ずしも仮定しているわけでは
なく，目的論的な解釈のモード（Keil,1992）や生気論的
な因果律（Inagaki,＆Hatano,1993）などの他の原理の下
位規則としてそのような制約が存在していることも考えら
れる。

人工物の事例が持つ形態に関して，４～６歳の幼児にそ

の原因を推論させるが，先行研究（例えば，Springer,＆

Keil,1991）にならい，生物や人工物に固有な原理に基づ

いた説明を提示し，その中から適切な回答を選択させる。

人為不介入の原理の認識に関して，Springer,＆Ｋｅｉｌ（1991）

は，４歳の子どもが花やイヌの色の生成に関して人為の

介在をあり得ないものと認識していることを見いだして

いる。しかし，Gelman,＆Ｋｒｅｍｍｅｒ（1991）では，４歳

の子どもは，イヌなどの身近な自然物（生物）に関して

人為の介在を必ずしも強く否定するわけではなかった。

したがって，生物の形態に関して，人為不介入の原理を

認識し始めるのは４歳前後であることが予想される。

さらに，生物固有の原理と対比するために，“変化（障

害）の原因は外在しない'，といった機械論（Bullocketa1.,

1982）の原理を取り上げる。機械論の原理は，生物も含

んだ物理現象一般に当てはまるという点で，領域普遍な

原理であると考えられる。３歳児でも，機械論の原理を

理解していることが見いだされているので（Bullocketa1.,

1982)，機械論の原理に関する課題は，年少の子どもが課

題の意味を理解しているかどうかの指標と見なすことが

できる。

方法

被験者保育園の年長，年中，年少クラスの幼児，各３０

名を被験者とした。各クラスの幼児の平均年齢はそれぞ

れ６歳４ケ月，５歳４ケ月，４歳５ケ月であった。

課題生物としてイヌ，人工物としておもちゃの自動車

を取り上げた。それぞれの形態と障害の原因に関する質

問，および回答をＴａｂｌｅｌに示した。形態に関する回答と
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しては，遺伝，人為，成長を設定した。「遺伝」は，カテ

ゴリーの他のメンバー（家族）と同じ形態であるという

説明であり，生物だけでなく，人工物にも当てはまる。「人

為」は，人間が作ったという説明であり，人工物のみに

当てはまる。「成長」は，時間経過に伴い特定の形態に変

化したというものであり，自然物のみに当てはまる。一

方，障害に関する回答としては，内部，外部一接触外

部一非接触を設定した。自然物または人工物の障害の原

因を，「内部」は事物の内部のモノに帰属した説明を行い，

｢外部一接触」は事物の表面のモノに帰属した説明を行い，

｢外部一非接触」は事物に接触しない外部のモノに帰属し

た説明を行った。

手続実験は保育園の個室で一対一の面接法で行われた。

被験者にイヌまたは自動車の絵を提示しながら，それぞ

れ形態と障害についての質問を行った。その後，３つの

回答を説明し，それに対応する絵の中から正しいと思う

ものを選択させた。４つの質問の順序および回答の提示

の順序はランダムとした。

結果と考察

各年齢の幼児が４つの質問に対してそれぞれの回答を

選択した比率を示したのが，Table2である。ここでの焦

点は，それぞれの質問に対して原理と一致しない回答を

選択しない傾向が何歳頃に現れるかである。生物の形態

については人為，人工物の形態については成長，生物と

人工物の障害については非接が原理と一致しない回答で

ある。それぞれの質問に対して原理と一致しない回答を

選択した被験者の人数が偶然の確率より低いかどうかを

検定した結果をTable2に示した。

生物と人工物の形態に関していずれも，４歳児では，

原理と一致しない回答を選択する者が３分の１程度いた

が，５歳，６歳になると，そのような回答を選択した者

の比率は偶然の確率より低くなった（３つの回答をラン

ダムに選択したと仮定したとき，それぞれ，ｚ＝3.68,

p＝.01,ｚ＝2.13,ｐ＝､05)。一方，人工物の障害に関し

ては，原理と一致しない回答を選択した被験者の比率は，

４歳児でも，偶然の確率より低いが（ｚ＝2.13,ｐ＝､05)，

生物の障害に関しては６歳児でも原理と一致しない回答

を選択した被験者が３分の１程度いた。

このように，４歳児でも人工物に外在する事象を人工

物の障害の原因として考えないことは，Bullock,etal．（1982）

の結果に一致する。４歳児は，単に自動車と関連する事

象を選択したのではないことから（車庫も自動車と意味

的に関連する)，可能な原因を選択するという課題の意味

を十分理解していると考えられる。ただし，６歳になっ

ても，生物に関しては外在する事象を生物の障害の原因

として選択した子どもが多かった。このことの理由とし

て，外在する事象と生物の障害とを媒介するものとして

幼児が心的事象を想定したと考えられるが（｢犬小屋が壊

Table２年齢別に示した各回答の選択比率（実裳〃

形態：遺伝

人為

成長

障害：内的

接触

非接

､５０

．２３

．２７

.４０

．１３＊

.４７雲零Ｊ
､５０

．００*＊

､５０

､４７

．１０

．４３

､５０

．１０

．４０

､６０

．１７

．２３

注．いずれの年齢の被験者も〃＝３０

＊*p〈.０１＊p〈､05は，偶然の確率（、33）より有為に低い比率
（２項検定）

れて，イヌの食欲がなくなった」などの理由付けを自発

的に行う子どもが多かった)，幼児が物理領域と生物領域

で機械論の原理を異なったものとして解釈しているかど

うかは，更なる検討を要する。

一方，生物（イヌ）の形態に関して人為不介入の原理

が明確に認識されるのは，５歳以降であることが示唆さ

れる。４歳では，生物の形態に関して人為を選択した子

どもがかなりいるが，人工物の障害に関する結果から，

課題の意味を理解していなかったというわけではない。

このような結果は，Springer,＆Ｋｅｉｌ（1991）の結果とや

や異なるが，生物の色の生成と形態の生成に関する知識

の相違を反映しているのかもしれない。また，生物の形

態（耳の形）の原因は，正しくは「遺伝」であり，この

ような正当な原因を認識したのは，５，６歳児でも半数

程度であった。したがって，人為不介入の原理の認識は，

単に適切な理由（遺伝）の認識の裏返しではなく，生物

にとって可能なメカニズム（遺伝または成長）とそうで

ないメカニズムとの区別を反映していると考えられる。

実験２

実験ｌでは，イヌの形態に関しては，３歳から５歳の

間に人為不介入の原理が認識されるようになることが示

唆された。しかし，イヌは幼児にとって見慣れた事例で

あるため，人為不介入の原理の認識に関してイヌについ

ての経験的知識の役割が明確でない。そこで，実験２で

は，４歳の子どもが異なる経験的知識を持つと考えられ

る生物の事例に関して，４歳の幼児にその形態と行動の

原因を推論させる。ベースとなる事例は，ゾウであり，

鼻が長いことを取り上げる。ゾウの鼻が長いことは，幼

児にとってよく知られた形態であるが，ゾウを身近で飼

育したことはないため，ゾウの経験的知識は限られる。

ゾウに対比されるのは，第１に，ウサギである。ウサギ

は，実験を実施した幼稚園で飼育され，子どもが日常的

に親しんでいるため，豊富な経験的知識を構成している

ことが考えられる。ウサギの耳が長いという形態を取り
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Table３生物と人工物に関する課題と回答（実験２および実,験３ノ

お母さん（お父さん）ゾウの鼻が長いから

短かった鼻がだんだん長くなったから

ゾウのいるアフリカの人が短い鼻と長い鼻を取り替えたから（実験２）

人が工場で長い鼻のゾウを作ったから（実験３）

ゾウのいるアフリカの人がゾウの鼻が長くなって欲しいと思ったから（実験２）

ゾウが長い鼻が欲しいと思ったから（実験３）

ゾウはこのように長い鼻をしています。ゾウの鼻はどうして長いのでしょうか？

このサルの仲間はしっぽを使って木にぶらさがることができるように，長いしっぽを持ってい

ます。このサルはどうして長いしっぽを持っているのでしょうか？

ウサギはこのように長い耳をしています。ウサギの耳はどうして長いのでしょうか？

このサルの仲間はしっぽを使って，木から木を動きまわります。このサルはどうして，しっぽ

を使って木から木を動き回るのでしょうか？

質問形態

形態ａ

上げるが，動物についての日常的な経験が人為不介入の

原理の理解に影響を与えるなら，ゾウの場合よりも，原

理と一致しない回答の選択が制約を受けるはずである。

第２に，クモザルの尻尾が長いという形態と尻尾を使っ

て木にぶら下がるという行動を取り上げる。サルもゾウ

と同じく身近で飼育されることはないため，経験的知識

は統制される。木にぶら下がるために尻尾が長いといっ

た形態の機能的な役割が説明されるが，機能的な意味を

持つ生物の特徴が遺伝するという信念を幼児が持ってい

ることが示唆されているからである（Springer,＆Keil，

1989)。機能的な意味の理解が人為不介入の原理の理解に

影響を与えるなら，ゾウの場合よりも，原理と一致しな

い回答の選択が制約を受けるはずである。

被験者幼稚園の年少クラスの幼児28名（平均年齢４歳

３ケ月）および比較のため年長クラスの幼児28名（平均

年齢６歳３ケ月）を被験者とした。

課題課題は，ゾウの長い鼻，ウサギの長い耳，サルの

長い尻尾，サルの移動の原因に関する４つの質問から成

り，回答として，遺伝，人為，成長，意図の４つの選択

肢が設定された。遺伝，人為，成長は実験１と同様であ

るが，意図は，人間の願望を原因として説明するもので

ある。意図は，人為と同様，人為不介入の原理に反する

回答であるが，生物の特定の形態を生成した方法（行為）

を具体的に述べない点で，人為と異なっている。人間が

ある形態を別の形態に変えたという「人為」の説明を排

除しても，その子どもは別の方法による介入を想定して

いるかもしれない（例えば，特定の部分を取り替えるこ

とはできないが，薬を使って変えることができるなど)。

そのため，いずれの方法にせよ，人為の介入を意味する

意図は，人為不介入の原理に基づいた制約をより反映す

るかもしれない。４つの質問，および回答をTable3に示

した。

手続実験は保育園の個室で一対一の面接法で行われた。

被験者に各動物の絵を提示しながら，質問を行った。そ

幼児による因果推論の制約

回答遺伝

成長

人為

図
志

幸
忌
幸
忌

して，４つの回答を説明し，それに対応する絵の中から

正しいと思うものを選択させ，その理由を尋ねた。４つ

の質問の順序および回答の提示の順序はランダムとした。

結果と考察

各年齢の幼児が４つの質問に対してそれぞれの回答を

選択した比率を示したのが，Table4である。実験２の焦

点は，４歳児において原理と一致しない回答を選択しな

い傾向が質問によって異なっているかである。Ｔａｂｌｅ４を

見る限り，質問によって各回答の選択比率に大きな違い

はないが，形態ａの質問に対して４歳児が「意図」と「人

為」を選択する比率がやや低くなっている。人為不介入

の原理に反する「意図」と「人為」に関して，両者を併

せた選択の比率が偶然の確率より低いのは，形態ａに関

する質問だけであった（４つの回答をランダムに選択し

たと仮定したとき，ｚ＝3.21,ｐ〈､01)。しかし，人為不

介入の原理に基づいた制約をより反映すると考えられる

｢意図」について，選択の比率が偶然の確率より低いかど

うかを検定すると，形態ａに関する質問は有意とならな

かった（ｚ＝1.53,,.s.)。また，形態，形態ａ，形態ｂ，

機能の質問に対して「意図」または「人為」の選択を行っ

た４歳児の比率に差があるかどうかを検定したところ（コ

クランのＱ検定)，有意差が見られなかった（Ｑ＝4.55,

〃=３，，．s.)。

さらに，４つの質問に対する４歳児の回答パターンを

分類し，各パターンの人数を示したのが，Table5である。

すべての質問に対して「意図」と「人為」を選択しなかっ

た子どもが９人（32％）おり，少なくとも３つの質問に

対して「意図」と「人為」を選択しなかった子どもを含

めると，全体の60％に達する。このことから，４歳児が

人為不介入の原理を認識し始めていると言える。形態ａ，

形態ｂ，機能のそれぞれを形態と比較してみると，形態

で意図または人為と回答し，それぞれで遺伝または成長

と回答するパターンとその逆のパターンとの間で人数に

大差なく，形態ａ，形態ｂ，機能のいずれかで一貫して



注．形態ａ：機能的説明を伴う生物の形態，形態ｂ：日常的経験を伴
う生物の形態。

いずれの年齢の被験者も刀＝2８
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Table４課題別に示した各回響の選択比率（実裳２ノTable６各タイプの理由づけを挙吻Eた子どもの数(実駿2ノ

機能

遺伝：誕生

模倣

成長：対比

学習

教示

その他

､3９

．２５

．２９

．０７

分類 理由づけの例 6歳４歳

諾
６歳児

形態ａ形態ｂ

、５０、3６

．５０、6４

．０、０

．０、０

注．○：遺伝または成長，×：意図または人為。

形態

遺伝：誕生

類推

成長：対比

類推

事実の言及

その他

雛
一
鋤
皿
０
０

生まれたときから長かった

人間もお母さんに似ている

お母さんは長いけど,赤ちやんは短い

人間も赤ちゃんのときから大きくなる

テレビで見たことがある

３
１
５

５
１
３
１
２
ｕ

伝
長
図
為

遺
成
意
人

.３６

．２５

．１８

．２１

､３６

．４６

．１１

．０７

×
×
×
×
×
○
○
×
○
○

､３６

．２９

．１４

．２１
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なお，実験２では，回答の選択に際して理由を被験者

に尋ねた。全般に何らかの理由づけをした子どもは少な

いが，理由づけを分類し，各タイプの理由づけを４つの

質問に対する回答の中で少なくも１回以上行った者の人

数をTable6に示した。「形態」に関する３つの回答の理

由づけはいずれも類似したものであったが，「機能」の質

問に対しては，生得的な特性という説明よりも，学習に

言及した説明が比較的多く見られた。「形態」に関しては，

生まれたときから長かったという理由づけが４歳児でも

見られたことは興味深い。この理由づけを挙げた４歳児

は，ウサギだけでなく，ゾウやサルに対しても同様の理

由づけをしており，赤ちやんウサギを見た経験が仮にあ

るとしても形態に関する知識はゾウやサルにも当てはま

る一般的なものであると言える。

実験３

実験２では，ウサギを身近で飼育することが，ウサギ

の形態に関して人為不介入の原理の認識に有利に働く証

拠は得られなかった。しかし，幼稚園でウサギを飼って

いるとしても，そこから個々の子どもがどの程度，誕生

や成長などの生物現象を観察し，ウサギに関する知識を

学習しているか不明確であった。そこで，実験３では，

事例に関する知識の差異を明確にするため，既知の生物

と未知の生物を対比することにする。事例に関する知識

が人為不介入の原理の理解に影響を与えているなら，後

者より前者で，原理と一致しない回答の選択が制約を受

けるはずである。さらに，人間，ロ甫乳動物，昆虫，植物

といった系統発生的に異なる事例を対比することで，人

間に関する知識の役割を検討する。また人間からの類似

性が植物と同程度であることが知られている（Carey,1994）

人工物も対比の対象とする。人間からの類推が因果推論

早期に人為不介入の原理を認識するとは言えない。

以上の結果から，ウサギを身近で飼育することや形態

の機能的な役割を理解することが，形態の原因に関して

人為不介入の原理を認識することに明確な役割を果たし

ているとは言えない。特に，形態ｂに関して，明確な促

進効果が見られなかったことは，人為不介入の原理を認

識し始めた子どもが，事例に関する飼育経験に関わらず，

原理の一般性を認識していることを示唆している。ただ

し，形態ａに関して，「意図」と「人為」の選択比率が偶

然の確率より低かったことは，年少の子どもが目的論的

な解釈のモードを持ち，そこから人為不介入の原理を導

出するという解釈（Keil,1992）の余地を残すものである。

一方，４歳児に対して６歳児では，ほとんどの質問に

対して「遺伝」または「成長」を選択している。しかも，

４つの質問に対して一貫して「遺伝」を選択した者は４

人，「成長」を選択した者は９人であり，その他（15人）

は，４つの質問に対して「遺伝」と「成長」を取り混ぜ

た選択を行っている。このことから，実験１の結果と同

様に，「意図」と「人為」を選択しないのは，形態（機能）

の原因として「遺伝」の役割を理解しているからではな

く，生物にとって可能なメカニズム（遺伝または成長）

とそうでないものの区別を反映していることが示唆され

る。

最初からできた

お母さんのまねをする

小さいときはできない

練習した

お母さんが教えてくれる

１
１
３
４
２
６

Table５４歳児の回答パターンの分類（実験２ノ
２

６

形態形態ａ形態ｂ機能人数

×
×
○
×
○
‐
×
×
○
○
○

２
１
１
３
２
２
２
２
４
９

×
×
×
○
○
×
○
○
×
○

×
○
×
○
×
○
○
○
○
○
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の制約に何らかの役割を果たしているなら，人間により

類似した生物で，原理と一致しない回答の選択が制約を

受けるはずである。

なお，実験３では，実験１，２の手続に以下の点で変

更を加えた。第１に，実験１，２では，被験者に提示し

た回答の中から正しいものを１つ選択させたが，実験３

では，正しいものを１つ選択させた後，間違っているも

のをすべて選択させた。これは，正しいものとして選択

した回答以外にも，正しいと見なしている回答があるか

もしれず，正答として選択しなかったことが，不適切な

推論の制約を必ずしも反映しない可能性があるためであ

る。間違っているものを指摘させる方法は，Springer,＆

Ｋｅｉｌ（1991）に従った。第２に，「人為」の説明を一般的

な記述に変更した（｢ゾウのいるアフリカの人が短い鼻と

長い鼻を取り替えた」から「人が工場で長い鼻のゾウを

作った」へ)。先に指摘したように，人間がある形態を別

の形態に変えたという説明を排除しても，その子どもは

別の方法による人為の介入を想定しているかもしれない

からである。第３に，「意図」に代わって，「意志」の回

答を新たに加えた。これは，該当する生物自身が特定の

形態を欲したという説明であるが，現象的な特性を生み

出す原因が生物に内在するという点で，「人為」と異なっ

ている。人間の場合，「意志」は人為不介入の原理によっ

て制約を受けるが，人間以外の生物の場合，人間からの

類推によって制約を受けるか，人間以外の生物に意志を

帰属するアニミズムとして排除されるだろう。第３の変

更点は，第１の変更点とともに，制約のプロセスを確認

するために重要である。すなわち，実験１と２で，幼児

が生物の形態の原因として「遺伝」や「成長」を選択し

たことは「人為」を不適切なものとして認識するプロセ

スが働いていることの積極的な証明にはならなかったか

らである。ここで，「人為」と「意志」が区別されること

なく，同時に排除されるなら，「人為」の制約は，「遺伝」

や「成長」を適切なものとして選択したことの反映にす

ぎない可能性が残る。しかし，「人為」と「意志」が独立

に排除されるなら，それぞれを不適切なものとして認識

するプロセスが働いている証拠となる。

方法

被験者幼稚園の年少，年中クラスから３，４歳児22名

（３歳９ケ月～４歳１１ケ月，平均年齢４歳４ケ月)，年中，

年長クラスから５，６歳児30名（５歳１ケ月～６歳３ヶ

月，平均年齢５歳８ケ月）を被験者とした。

課題課題の対象事例として，幼児にとって既知'性の高

いものと低いものがﾛ甫乳動物（ゾウ，アリクイ)，昆虫（カ

ブトムシ，ゾウムシ)，果物（バナナ，ババコ)，人工物

（エンピツ，ヤスリ）の中から選択された。課題は，それ

らの８事例に人間（被験者と同性）を加えた９事例の「長

い」という形態（ゾウ，アリクイの場合は鼻，カブトム

シ，ゾウムシの場合は角，その他の事例は全体的形態）

に関する質問からなっていた（Table3の形態と同様)。

回答として，遺伝，人為，成長，意志の４つの選択肢が

設定された（Table3)。なお，ここで人工物に対しては実

験ｌと同様「同一のカテゴリーメンバー間で形態が類似

している」（例えば「エンピツが長いから｣）という種類

の回答を「遺伝」とすることにする。

手続実験は一対一の面接法により，５枚の絵を順次提

示しながら実施された。それぞれの絵には，噛乳動物，

昆虫，果物，人工物，人間が６事例ずつ描かれ，その中

に２つの対象事例が含まれていた。４種類の対象事例と

人間に関する質問順序は，ランダムであったが，同じ種

類の対象事例は，続けて質問を行い，その際，既知性の

高い事例を先に行う被験者と後に行う被験者を半数ずつ

にした。各対象事例に関する質問は，以下の手順でなさ

れた。

１）事例の既知性の確認：「ここにたくさんの動物がい

ます。これは何でしょうか？」と尋ね，名前を確認した。

２）質問と正しいと考える回答の選択：対象事例の形態

の原因について質問し，４つの回答に対応する絵の中か

ら適切なものを選択させた。ただし，回答の提示順序は

ランダムであり，選択の理由は尋ねなかった。

３）間違いと考える回答の選択：４つの回答の中から間

違ったものをあるだけ選択させた。被験者が間違いと指

摘したカードを順次取り除き，最後に１枚残った場合は，

それが正しいか，間違いかを判断させた。

結果と考察

結果の分析の前に，事例の既知性の結果を報告する。

名前を言えるか，機能を説明できる（ヤスリに対してモ

ノを削るものと説明する）場合，「既知である」とした。

ゾウ，カブトムシ，バナナ，エンピツに関して既知であっ

た３，４歳児は，100％，100％，９７％，100％，５，６歳

児は，100％，100％，９５％，１００％であった。それに対し

て，アリクイ，ゾウムシ，ババコ，ヤスリに関して既知

であった３，４歳児は，５％，０％，０％，５％，５，

６歳児は，３％，０％，０％，５％であった。以上より，

既知’性に関する対象事例の分類が妥当であると言える。

第１の分析として，正しいと考える回答の選択結果を

分析した。Table7に対象事例に対する各回答の選択比率

を示した。ここでの焦点は，「人為」や「意志」の制約が

見られるかどうかであるため，両者の選択の比率が偶然

の確率より低いかどうかも検定した（Table7)。３，４歳

児では，ゾウ，カブトムシ，バナナに対する「意志」の

選択比率が有意に低いだけであったが（ｚ＝1.97,1.97,

2.46)，５，６歳児では，ババコ，エンピツ，ヤスリ以外で

は「人為」の選択比率が（人間から順にz＝2.95,2.53,

2.53,1.69,1.69,1.69)，人間とババコ以外では「意志」

の選択比率が有意に低かった（ゾウから順に之＝2.95,1.69,
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Table７対象事例に対する各厄I答の選択比率（実駿３ノ

１２８

人間ゾウアリクイカブトムシゾウムシバナナババコエンピツヤスリ

意志の制約の２つの効果が含まれている。そこで，第２

の分析として，間違いと考える回答の選択を分析した。

対象事例に対して各回答を間違ったものとした（制約し

た）被験者の比率をTable8に示した。「人為」の選択の

比率が偶然の確率より高かったのは，３，４歳では，人

間のみであったが（ｚ＝1.92)，５，６歳では，エンピツ

とヤスリ以外のすべての事例であった（人間からカブト

ムシまで之＝4.56,以下順に之＝4.20,3.47,2.37)。また

｢意志」に関して，３，４歳でもゾウムシとエンピツ以外

の事例の選択比率が（人間から順に之＝1.92,2.35,2.35,

3.20,2.77,2.77,2.35)，５，６歳児では，すべての事

例の選択比率が偶然の確率より高かった（人間から順に

之＝３．４７，４．５６，４．５６，４．５６，４．２０，４．２０，4.20,4.93,

4.56)。

まず，各回答が間違ったものとされた比率の差異に関

して，既知の事例と未知の事例を年齢別に検定したとこ

ろ（マクニマーの検定)，いずれの種類についても有意差

が見られなかった。そこで，既知の事例と未知の事例を

３，４歳〃＝２２

遺伝

成長

人為

意志

５，６歳〃＝３０

遺伝

成長

人為

意志

.４５

．１８

．１４

．２３

､４１

．２７
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､３２

．２７
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､４５
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．３６
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､１８

．１８
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．２７

.３２

．２７

．４１
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．１８
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．１４

､１４

．２７
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､１８

．０９

．５５

．１８

､３７

．４３

．００*＊

､２０

､５７

．４０

．０３*＊

､００*＊

､５３

．３３

．０３*＊

､１０＊

､５０

．４０

．１０＊

､００*＊

､４３

．３７

．１０＊

.１０＊
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､０３*＊

７
０
０
３

２
４
２
１

●
■
、
、

､２３

．１３

．６３

．００*＊

､１３

．０３

．７７

．０７＊

､59

.55

.50

.82*＊

注．＊*p＜､０１＊P〈､05は，偶然の確率（、25）より有為に低い比率（２項検定)。

2.95,1.69,2.53,2.95,2.11)。

生物に関しては「遺伝」「成長」を正答，人工物に関し

ては「遺伝」「人為」を正答とし，既知の事例の正答の比

率が未知の事例のそれより高いかどうかを年齢別に検定

したところ（マクニマーの検定)，有意差が見られたのは，

５，６歳児の果物だけであった（ｚ＝2.41,Ｐ〈､01)。そこ

で，既知の事例と未知の事例を合併し，事例の種類ごと

に正答数を算出した（２点満点)。その正答数に関して，

人間に関して正答した被験者と誤答した被験者別に分類

し（Table9)，３要因の分散分析を行った（２年齢×人間

に対する正誤×４事例種類：事例種類のみ被験者内要因)。

その結果，年齢および事例種類の主効果が見られた

(Ｆ(1,48)＝17.04,ｐ＜､01,Ｆ(3,144)＝2.70,Ｐ＜､05)。

後者の主効果について，ライアン法による下位検定（以

下，下位検定はライアン法により行い，有意水準は，ｐ〈､０５

とした）を行ったが，いずれの事例間でも有意差は見ら

れなかった。

以上の正しいと考える回答の選択には，人為の制約と

､７７

．６８

．４１

．７７*＊

人間ゾウアリクイカブトムシゾウムシバナナババコエンピツヤスリ
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．５９
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．６８

.６３

．６０

．８３*＊

､90*＊

､４３

．６０

．９３*＊

､９３*＊
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．９０
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注．＊*p〈､０１＊p〈､05は，偶然の確率（､50）より有為に高い比率（２項検定）
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人間への反応を基準とした対象事例への反応の分析（実察３ノTable９

人為制約ｃ

５，６歳（〃＝30)ｄ

昆虫果物

(刀＝２２)ｅ

果物

１．００

（、88）

、８８

（、83）

１．０６

（、77）

、３３

（、52）

１．６３

（、60）

１．６７

（、47）

３，４歳

昆虫

１．００

．７８）

、８８

．８３）

１．０６

．８５）

、５０

．８４）

１．５６

．７０）

１．５０

．５０）

人工物

１．５０

（、65）

１．１３

（．83）

、８１

（．83）

．６７

（．82）

１．５６

（、79）

１．１７

（９０）

動物 人工物 動物

１．２９

（、83）

１．２５

（、89）

１．４４

（．81）

、３３

（．52）

１．６３

（、60）

１．３３

（、75）

順
一
畔 1.83

.38）

１．８３

．４１）

１．７９

．５１）

1.33

.82）

１．５４

（、72）

１．５０

（．84）

因果推論の制約

誤答ｂ

１．８４

（．37）

２．００

（．00）

１
１

％
⑲
別
、

●
●

●

１

１
１

１．８９

（、42）

１．００

(１．４１）

１．６１

（、69）

１．００

(1.41）

ｊ

ｊ

訂
田
帥
伽

●非制約

意志制約ｃ １．８０

（、40）

２．００

（．00）

1.80

.49）

１．８０

．４０）

１．８８

（．33）

２．００

（、00）

非制約

注．（）内は標準偏差を示す。

ａ人間に正答した（｢遺伝」・「成長」を選択）者が各２事例

ｂ人間に誤答した（｢人為」・「意志」を選択）者が各２事例

ｃ人間に対して「人為（意志)」を制約した者が２事例に対

．正答：〃＝24,人為制約：〃＝28,意志制約：〃＝２５

ｅ正答：刀＝１４，人為制約：〃＝16,意志制約：〃＝１６

合併し，事例の種類ごとに選択回数を算出した（制約得

点：２点満点)。その得点に関して，３要因の分散分析を

行った（２年齢×４事例種類×４回答：事例種類と回答

種類が被験者内要因)。ここでの焦点は，人為の制約と意

志の制約を区別できるかであり，また事例種類間で差異

が見られるかであるが，その点に関して以下の結果が得

られた。第１に，回答の主効果が見られ（Ｆ(3.150)＝13.30,

p〈､01)，下位検定から，「人為」と「意志」の間に有意

差が見られた(ｒ（150）＝5.84)。また，３次の交互作用

(Ｆ(9,459)＝4.32,Ｐ〈､01）に関して，単純・単純主効

果の検定および下位検定から，３，４歳の昆虫，果物，人

工物，５，６歳の人工物で有意差が見られ，「意志」が「人

為」より制約された（ｔ(600)＝2.96,3.60,3.60,7.43)。

第２に，事例種類の単純・単純主効果が見られたのは，

３，４歳児の「遺伝」（Ｆ(3,600)＝3.76,Ｐ〈､05)，５，６

歳児の「遺伝｣，「成長｣，「人為ｊであった（それぞれＦ(3,

600)＝9.66,6.84,28.62,いずれもｐ〈､01)。下位検定

から，３，４歳児の場合，「遺伝」に関して人工物の制約

得点がﾛ甫乳動物・昆虫のそれより高かった（ｒ(600)＝2.56,

2.81)。また，５，６歳児の場合，「遺伝」と「成長」に関

して人工物の制約得点がﾛ甫乳動物，昆虫，果物のそれよ

り高かったが（遺伝：ｔ(600)＝5.48,4.38,2.63,成長：

ｔ(600)＝4.16,3.94,3.94)，逆に，「人為」に関してﾛ甫

乳動物，昆虫，果物の制約得点が人工物のそれより高かっ

た（ｒ(600)＝8.76,8.54,6.79)。その他，５，６歳児で

は，「遺伝」に関する果物の制約得点が哨乳動物のそれよ

り高かったい(600)＝2.85)。

長」を選択）者が各２事例に対して正答した平均回数

志」を選択）者が各２事例に対して誤答した平均回数

を制約した者が２事例に対して同様に制約を行った平均回数

次に，人間に関して「人為」を制約した被験者と制約

しなかった被験者別に分類した（Table9)。子どもが人間

からの類推を行っているとすれば，人間に関して適切な

推論を行うことが前提条件になるからである。「人為」の

制約得点について，５，６歳児で制約しなかった被験者が

少ないため，３，４歳児のみを対象にして２要因の分散分

析を行った（人間に対する制約・非制約×４事例種類：

事例種類のみ被験者内要因)。その結果，人間に対する制

約・非制約の主効果のみ見られた（Ｆ(1,20＝6.34,ｐ〈.05)。

さらに，人間に関して「人為」を制約した全年齢の被験

者に関して，ロ甫乳動物，昆虫，果物に対する制約得点の

パターンを分類した。するとそれらの事例種類の得点が

同じ者（222/111/000）２２名，人間により類似した生物で

｢人為」をより制約した者（221/220/210/211/200）１４名，

その他（212/202/201/122/122/011）８名であった。後の

２パターンに分類された者の人数の間に有意差は見られ

なかった。

最後に，人間に関して「意志」を制約した被験者と制

約しなかった被験者別に分類し（Table９)，「意志」の制

約得点に関して，３要因の分散分析を行った（２年齢×人

間に対する制約・非制約×４事例種類：事例種類のみ被

験者内要因)。その結果，年齢の主効果のみ見られた（Ｆ(1,

48)＝7.74,Ｐ〈、01)。

以上の結果より，未知の生物より既知の生物で「人為」

がより制約を受けることはなく，また人間により類似し

た生物で「人為」がより制約を受けるという明確な傾向

もなかった。もちろん，人間により類似した生物で「人
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為」を制約した者がその他の者より６人多く，また，Table8

を見る限り，人間から動物，昆虫，植物にかけて，人為

を制約した被験者の比率が次第に減少することから，人

間からの類推が生じている可能性も否定できない。しか

し，そこでの比率の減少はわずかであり，人間からの類

推が生じているとされる生物的属‘性に関して，４歳児によ

る帰属の比率が動物，昆虫，植物にかけて急激に減少す

る（例えば，「食べる」に関して，人間１００％，イヌ90％，

チョウ40％，花20％，Carey,1985）ことと対照をなして

いる。このことから，「食べる」などの生物的属性と同様

に，３，４歳児が全般に人間などの既知の事例に関して人

為不介入の原理を最初に認識し，それを人間との類似性

に応じて他の事例に当てはめているとは言い難い。

ただし，人間に関して「人為」を制約した被験者は，

他の生物に対しても「人為」をより制約した。これには，

２つの解釈が可能である。第１に，生物の形態の生成に関

する人為不介入の原理は，まず人間について認識され，

その後すぐに他の生物に一般化されるという解釈である。

第２に，生物の形態の生成に関する人為不介入の原理は，

人間以外の何らかの生物を通して認識され，その後すぐ

に人間を含めた生物全体に一般化されるという解釈であ

る。本研究の相関データのみでは，両解釈のいずれが正

しいかを断定できないが，３，４歳児が人間に対してのみ

｢人為」を偶然の確率より有意に高い比率で制約している

ことを考慮すると（Table8)，第１の解釈の方が妥当であ

るように思われる。

一方，人為不介入の原理の認識は，「意志」（アニミズ

ム）の制約と明確に区別された。後者は，３，４歳でも多

くの事例に対して見られたが，前者はそうでなかった。

このことから，生物の形態に関する因果推論の制約は，「遺

伝」や「成長」を適切なものとして選択したことの単な

る反映にすぎないという可能性は否定できよう。生物の

形態に関する因果推論の制約には，「人為」や「意図」を

不適切なものとして認識するプロセスが働いていると言

える。

全体的考察

本研究では，因果推論の制約は，経験による知識の連

合・般化の結果か，基礎的な原理によるものかという問

題に関して，人為不介入の原理を取り上げて検討した。

まず，実験ｌで，生物の形態に関する人為不介入の原理

が３歳から５歳の問に認識されることを示した。そのう

えで，実験２では，４歳児が飼育経験のある生物に対して

人為不介入の原理を一貫して早期に認識するわけではな

いこと，さらに，実験３では，３，４歳児が人間とより類

似した事例や既知の事例に関して人為不介入の原理を一

貫して早期に認識するわけではないことを示した。この

ような結果は，幼児が生物の飼育経験を通して人為不介

入の原理を学習し，それを徐々に般化するといった経験

論的な説明や，人間を含めた既知の事例から人為不介入

の原理を学習し，他の事例に対して類推するといった同

じく経験論的な説明とは相容れない。また，実験１の結

果より，事例間に発達的差違が見られなかったのは，単

に３，４歳児がいずれの課題の意味も理解できなかったか

らだという解釈も否定されよう。むしろ，このような結

果は，人為不介入の原理あるいはそれを作り出す他の原

理が生得的にもたれているという説明に有利な証拠であ

ると解釈できる。

以下の考察では，まず，このような“生得的'’な制約

理論を支持する結果が，経験からの生物的知識の獲得を

示唆する研究とどのように整合するかを論じる。その後

で，“生得的”な制約理論を提唱する代表的な研究者とし

て，KeilとRGelmanの理論から結果を解釈し，最後に，

Keilと同様の一般的な因果律を想定するが，生得説の立

場をとらないHatano,＆Inagaki（1994）の理論から結果

の考察を行う。

まず，生物の飼育経験や事例の既知性が人為不介入の

原理の認識を促進しなかったことは，先行研究の結果と

必ずしも矛盾しない。金魚の飼育経験の影響を検討した

Inagaki（1990）では，金魚の飼育経験を通して子どもが

金魚に関する事実的知識を獲得するだけでなく，金魚の

成長を止めることができないなど生物の原理に一致した

推論を行うことを示している。しかし，金魚とカエルの

事例間で比較した場合（このような比較は直接行ってい

ないが)，金魚の飼育経験のある子どもが前者の事例でよ

り適切に推論を行うという傾向は見られていない。また，

Massey,＆Ｇｅｌｍａｎ（1988）では，３，４歳児が初めて見る

ﾛ甫乳動物，非ﾛ甫乳動物，動物の形態をした置物，車輪の

付いた乗り物などに関して，坂道を自力で登り降りする

かどうかを正確に予測することを示している。

もちろん，Inagaki（1990）の結果が示すように，人為

不介入の原理の認識にも経験が何ら役割を果たしていな

いはずはない。制約が普遍的で，経験から帰納された一

般化ではないという主張は，経験から独立して働くあら

かじめ組み込まれた（hard-wired）領域固有のメカニズ

ムを想定しているわけではない（Markman，1992)。

Markｍａｎ（1992）は，制約が生得か学習かという議論は，

遺伝か環境かという議論と同様に事態を単純化しすぎて

いると指摘している。言語などの遺伝的素質が正常に発

現するためには，適切な環境が必要なように，人為不介

入の原理の認識にも，何らかの経験が必要不可欠である

と考えられる。この点に関して，実験３で，人間に関し

て「人為」を制約した被験者が，他の生物に対しても「人

為」をより制約したことは，人間に関する知識が人為不

介入の原理の認識の発端になっている可能性を示唆する。

幼児は，生物として最も典型的な人間に関して豊富な知
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識を持っているため（e､9.,Carey，1994)，生物（人間）

の形態の形成に人間が関与できないことをまず自分自身

について理解するということは十分考えられる。しかし，

そこで理解したことは，「呼吸する」や「心臓がある」な

どの人間の属‘性とは異なり，他の動物に類推的に当ては

めるものではなかった。むしろ，人間を通して生物一般

の原理を認識している（または生物一般の原理であるこ

とを直感的に理解できる）と考えられる。

このような“制約''理論の立場として，Ｋｅｉｌ（1992,1994）

は，年少の子どもが目的論的な解釈のモードを生得的に

備えていると主張する。Keilの主張に沿って人為不介入

の原理の認識を説明すると，生物はそれ自体の目的を持

つと解釈されるため，生物に外在する原因は排除される

ことになる。この解釈によれば，生物の形態の機能を説

明することは，人為不介入の原理の認識を促進するはず

であり，実験２では，明確な促進効果は見られなかった

ものの，そのような説明を与えたときのみ，４歳児に関し

て人為不介入の原理に反する説明の選択比率が偶然の確

率より低くなるという結果を得ている。

同じく生得的な制約を主張するＲＧｅｌｍａｎ（1990,1993）

は，生物に関する骨格的原理として，内部構造の原理を

想定する。内部構造の原理は，自力で運動する対象につ

いて，その運動が対象の内部構造に起因すると仮定する

ものである。このような内部構造の原理から，年少の子

どもは生物の内部構造に注目し，その後，生物の形態の

原因に関しても，その外部に存在する人為の介入を排除

するようになるのかもしれない。ただし，実験３で，生

物の形態の原因を生物に内在する要因に帰属する「意志」

が，「人為」よりも早期の年齢で制約されたことは，「意

志」の制約に関して別の発達のルートを想定しないと説

明できない。

一方，素朴生物学が素朴心理学から分化すると見なす

立場では，人間に関する知識から生物に関する原理が派

生するとされる。例えば，Hatano,＆Inagaki（1994）に

よると，子どもは自分の意図ではコントロールできない

事象が身体の内部で生じていることに気づき，それを擬

人化することで，意図的な因果律から分化した生気論的

な因果律（vitalisticcausality）を獲得するとしている。意

図的な因果律とは異なった生気論的な因果律を構成した

子どもは，生物の形態にそれ自体の「生気」を想定し，

外在する原因（人為または生物本体の意志）を排除して

いるのかもしれない。

以上のいずれの説明も，本研究のデータだけでは，そ

の正否を判断することはできないが，今後，生物領域の

他の原理（例えば，病気など）について，本研究と同様

の方法によって，学習初期にその一般'性がどのように認

識されるのかを検討することで，制約のメカニズムについ

てより精級な理論を構成することができると期待される。
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幼児の空間探索における眺めの高さのずれと水平面上のずれの補償

大泉郷 子
(慶雁義塾大学社会学研究科教育学専攻）

空間探索においては，水平面上でのずれと同時に眺めの高さのずれ，すなわち垂直方向のずれを補償す

ることが必要とされる。本実験は上から見た眺めを真横から見た眺めに重ね合わせる心的操作がいつ頃か

ら可能になるのかを吟味し，それにより幼児の空間認知の発達過程を明らかにすることを目的とした。実

験ｌでは２，３歳児を対象に４つの筒を台上においた実験的な環境を上から眺めさせ伽その後装置の周り

を０度または'80度移動して装置の上から，あるいは真横から４カ所の隠し場所を探索させた。その結果，

２歳児は眺めに変化のない，空間記'億の条件でのみ有意に正答したのに対し，３歳児は水平面上および垂

直方向のずれを補償して探索することができた。実験２では実験ｌで空間記憶に基づく探索が完全にでき

た子どもを対象に，眺めの高さがある時，ない時の90度と180度移動の効果の差を吟味した。水平面上の

ずれ，眺めの高さのずれともそれぞれ補償は困難であったが，垂直方向，水平面上のずれがともに存在す

る場合は，ずれが一方だけの時よりもさらに補償が困難であることが明らかになった。また90度移動の方

が180度移動の補償よりも困難であったことから，視覚的イメージを操作する方略よりも空間を次元的に

捉える方略が用いられたと考えられる。

【キー・ワード】空間認知，空間探索，幼児，眺めの高さ，心的操作

問題と目的

自己の位置が変化することによって，以前と今の眺め

の方位が異なる時，そのずれを幼児が補うことができる

かについての研究は，今まで多くなされてきた（Acredolo，

1978；Acredolo,＆Evans，1980；Acredolo，Adams,＆

Goodwyn，１９８４；Ｋeating，McKenzie，＆Day，１９８６；

Lasky,Romano,＆Wenters,1980)。それらの研究の多く

は水平面上のずれの補償だけに焦点を当てているが，現

実の空間探索においては，水平面上のずれと同時に眺め

の高さのずれ，すなわち垂直方向のずれを補償すること

も重要である。

現在までに垂直方向のずれの補償能力については

次のようなことが明らかになっている。Rieser，Doxsey，

McCarrel,＆Brooks（1982）は，左右の一方に障壁のある

迷路を設定し，幼児のいるスタート地点から母親のいる

目的地まで移動させる課題をおこなった。その結果，２５

カ月児はスタート地点から目的地に対して90度移動した

地点の上からの眺めを実際の移動に利用できた。

さらにGarino,＆McKenzie（1988）の実験では１８，２４

カ月児を対象にRieseretal．（1982）に似た迷路をスター

ト地点から０度，９０度または180度移動した地点であらか

じめ眺めさせ，その後左右の選択をさせた。この時迷路

を上から見る群と地上で見る群の２群を設定した。その

結果，眺めの高さが変わらない方が成績は良く，水平面

上の移動角度が大きいほど補償が困難であった。

Rieseretal．（1982）とGarino,＆McKenzie（1988）の

いずれの実験も左右の選択のみであり，遠近関係は考慮

に入れていない。しかし，左右関係と比べても遠近関係

は上から眺めるのと真横から眺めるのでは大きく見えが

異なる。よって垂直方向のずれの補償を考える上では，

左右関係とともに遠近関係を取り入れた選択課題を用意

することが必要であろう。

以上に示した先行研究は，ずれの補償が大体何歳くら

いで可能になるのかを示したが，次に問題となるのは，

どのような空間認知能力を基礎として，このようなずれ

が補償されるのかということである。

Piagetの研究をふまえた今までの空間認知能力の研究は，

自己の眺めと他者の眺めの協応，具体的には自己の眺め

からの他者の眺めの予想能力について扱ってきた（例え

ばHuttenlocher,＆Presson，1973,1979；Presson，1980)。

しかしPiagetは，三つの山問題のような他者視点獲得課題

では今の眺めに固着してしまう子どもが，移動前の自分

からの見えを想起する課題では正答することを指摘して

おり（Piaget,＆Inhelder,1956)，今の眺めと移動前の地

点からの眺めのずれの補償の課題と，三つの山問題にお

けるずれの補償の難易度の差は明らかである。つまり，

三つの山問題に正答するには経験していない眺めをまえ

もって想像し，推論する必要がある。それに対して今の

眺めと移動前の眺めの協応の課題は，単に今の地点から

の眺めを自分の経験した過去の地点からの眺めの記'億と

協応させればよいだけであり，あまり推論の過程がない

(Piaget,＆Inhelder,1956)。ここで問題となるのは，三つ

の山問題において必要とされる操作的協応よりもむしろ，
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形の‘恒常性に関わる知覚的，感覚運動的協応である。

それでは，ずれの補償に使われる方略の性質も，操作

的協応と感覚運動的協応とでは異なるのだろうか。両課

題で子どもが用いる方略は基本的に同じかもしれないと

考えられる根拠がある｡すなわちPiagetの考え方によれば，

操作的協応は感覚運動的協応の発達の後に同じような発

達段階，すなわち自己中心的なリアリズムから相対的な

協応への移行を経て発達する（Piaget,＆Inhelder,1956)。

近隣空間内に限られ，実際の移動といった経験的なかた

ちでの体制化に限られるという点を除いては，感覚運動

的協応も操作的協応も空間に対して同じはたらきをする

(Piaget,＆Inhelder，１９５６；Piaget，1960,1962,1971,

1974)。よって感覚運動的協応においても自分と対象との

関係を前後軸左右軸といった次元的に捉える方向で発達

すると考えられる。ただし形式的操作以前の段階におけ

る前後左右は，過去に経験した行為に伴ったものであり，

自分自身の前後左右と切り離して命題的に操作されるも

のではない。

一方Rieser,Garing,＆Young（1994）は，対象が視覚

的に見えるかどうかに関わらず，自己と対象との位置的

関係を移動に伴って連続的に更新する空間探索方略を示

唆している。Rieseretal．（1994）は平均51カ月児を対象

にして新奇な部屋をある地点から眺めさせた後に，暗く

して配置が見えない状態で新しい地点からの眺めを答え

させた。その際に眺めた位置から新しい地点の眺めを予

想させる条件と，実際に新しい地点まで移動して答える

条件を設定した。その結果，予想する条件では全くでき

なかったのに対し，実際に移動する条件では完全にでき

た。このような結果は大人においても見られ（Rieser，

Guth,＆Hill，1986)，これらの結果から，Ｒｉｅｓｅｒｅｔａｌ

(1994）は子どもも大人と同様に，見えない状態の時でも

イメージ上の環境に呼応して変化する眺めを更新し続け

るような「動的な心像」を作り，予期すべき変化が身体

の動きに対応づけられているときに物体の変化をイメー

ジできるようになると結論づけている。この考えは，自

己の行為がずれの補償を容易にすると考えている点でPiaget

と同様であるが，移動に伴う心像の連続的な更新による

遠近左右のずれの補償を想定している点でPiagetとは異

なる。

Huttenlocher,＆Pressoｎ（1973）も他者視点獲得課題の

変形として，通常の他者視点獲得課題のように眺めた位

置から新しい地点の眺めを予想させるのではなく，実際

に新しい地点まで移動して新しい地点の眺めを答えさせ

る実験をおこない，その結果，通常の課題より良くでき，

自己中心的反応が少なくなったことから，自己中心的反

応は自己の眺める位置を移動させるのが困難であるから

生じるとした。

Bremner,Ｋｎｏｗles,＆Andreasen（1994）は水平面上の

ずれの補償がPiagetの示唆するような，遠近左右という

次元的な方略でおこなわれるのか，それともRieserの示

唆した方略でおこなわれるのかを調べるために，４つの

容器のうちの１つに物を隠し，机の周りを180度移動した

上で隠された場所を指摘させる実験をおこなった。結果

は，18カ月児でさえもチヤンスレベルを超えて正しい容

器を当てることができた。そして方位のずれの補償方略

については，Rieserの示唆した方略で方位のずれの補償

がなされているとした。

本実験では２，３歳児を対象に，実験的な環境を烏撤

させ，さらにその環境を様々な角度から探索させた。眺

めのずれの補償は，操作的協応による場合と感覚運動的

協応による場合とでは発達段階的に異なるものであるの

にも関わらず，今までの研究は両者を明確に区別せずに

論じてきた。そのため実験１では，実際に自分が動くこ

とによって生じた水平面上および垂直方向の眺めのずれ

を補償する能力の発達過程を明らかにし，これを感覚運

動的協応という観点から吟味する。本実験と同様に感覚

運動的協応による垂直方向のずれの補償能力を扱ったも

のとしてはGarino,＆McKenzie（1988）やRieseretal．

(1982）の実験があるが，いずれも左右の選択のみであっ

たので，９０度移動すると左または右の壁が手前になり，

視覚的にも配置が全く異なっていた。それに対して本実

験では探索の対象として，正方形になるように台上に配

置した特徴のない４つの筒を設定した。それによって形

式的操作期における遠近左右関係の操作に対応するよう

な，感覚運動的協応における遠近左右関係の取り扱い方

について吟味することができる。実験２ではこのように

視覚的に配置が全く変わらない場合における90度移動と

180度移動の効果の差を吟味することにより，眺めのずれ

の補償の方略がPiagetあるいはRieserの考え方に当ては

まるかを吟味する。

、実験１

方法

被験児私立保育園と公立保育園の園児で，男児12名，

女児16名，計28名が実験に参加した。しかしこのうちの

25カ月の女児１名は横から見る条件において実験者の制

止にも関わらず常に立ち上がって反応したので，分析か

らはずした。残りの被験児は２歳群と３歳群に分けられ

た。２歳群（19カ月～29カ月，平均月齢23.7カ月）は男

児３名，女児６名，計９名であった。３歳群（31カ月～

39カ月，平均月齢34.1カ月）は男児９名，女児９名，計

１８名であった。

装置本実験で用いた探索空間は４つの筒が置かれた40×

40ｃｍのテーブル状の台である（Figurel参照)。４０×40ｃｍ

の段ボール製の白い板を台の上面とし，それを56×56ｃｍ

の正方形の枠組みに乗せて台にした。台の高さは自由に
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Figurel横から眺めた時の装置の全体図

４

麓 56cｍ

↓

Figure2上から眺めた時の筒の配置図

変えられるようにし，実験では被験児の座っている状態

の肩の位置より約３ｃｍ下にテーブルの上面がくるように

調整された。これにより被験児の目の高さは大体筒の上

面から３分の１下がったくらいのところになった。

被験児が立った状態の腰の高さにあわせて69×57ｃｍの

白い布を装置の各側面にさげた。これは他の角度から布

置を見ることと台越しに向こう側の背景を見ることを防

止するためである。この布は，座って容器を取るときに

は被験児の座っている面だけはずされた。

高さ15ｃｍ，直径７ｃｍ，全体が銀色の４つの筒が隠し場

所として用いられた（Figure2参照)。この筒には深さ５

ｃｍの蓋が付属しており，倒れても開かないようになって

いた。４つの筒は20×20ｃｍの正方形となるように台上に

配置された。座った状態の時には，被験児から見て手前

の筒は被験児の前額平行面から約18ｃｍ，被験児から見て

遠い方の筒は前額平行面から約38ｃｍとなった。４つの筒

は座った状態の被験児から見て重なり合わず，４つとも

完全に全体が見えた。

実,験室には，被験児が通園している保育園内で被験児

のよく知っている部屋が用いられた。そして実験室内に

置かれたものが探索の手がかりにならないよう，さらに

この部屋の内部に高さ120ｃｍの桃色の布で囲まれた床面積

250×250ｃｍの小部屋を作った。この小部屋は４本のポー

ルに全く切れていないひとつづきの布を張って作った。

その布の切れている片隅を出入り口としたが，中に入っ

たときに入り口を隠し，他の隅と均一にした。この小部

屋の床には同じ桃色の布が敷かれた。

手続き

実験は宝探しゲームの形態をとった。子どもたちには

｢これから宝探しをしよう｡」といって１人ずつ実験室に

呼んだ。１人で実験が受けられない子は保母に付き添わ

れたが，その際には保母に対して子どもに答えを教えな

いよう，また反応を励ますのにとどめるよう頼んでおい

た。

練習フェイズまず筒の中に何も入れず，被験児が座っ

た状態で「この４つの筒の中で好きなのを1つ取ってい

いよ｡」と教示し，被験児に１つの筒を取ってもらった。

もし子どもが自分で筒の蓋を開けたがったらそのまま開

けさせた。もし実験者の方に手渡したり，筒を指さした

りするだけで開けようとしなかったら，実験者が筒を取っ

て開けて見せ「何も入っていないね｡」といって筒の中に

何も入っていないことを確認した。

取った筒は元通り蓋をして台上に戻した。そして「も

う１つ取っていいよ｡」といってもうひとつ違う筒を取っ

てもらった。もしこの時に２回とも手前の筒を取ったと

きには，「この筒はとれる？」と，奥の方の筒を取っても

らい，座った状態でも取れるかを確かめ，取れない場合

はこの時点で台の高さを調節した。つぎに同じ手順で立っ

た状態で筒を取る練習フェイズをおこなった。同様にす

べての筒を取ることができるかを確かめ，必要に応じて

布の高さを調節した。

練習フェイズを通して子どもがまだ選んでいない筒が

ある場合は，実験者が蓋を開けてみせて，すべての筒の

中に何も入っていないことを確かめさせた。

テストフェイズ以上の練習フェイズの後，テストフェ

イズに入った。実験者は子どもの注意を引きそうな色で

折った折り鶴（あるいは折り紙で作った蛙，手裏剣）を

見せて，子どもの注意を引いた。そして「ここに隠しま

す｡」といいながら，台の上の４つの筒のうちの１つに折

り鶴を隠した。この時子どもは立って，４つの筒を上か
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ら眺めている。子どもが見ていないときには「○○ちや

ん，ここに隠れているね。見えた？」と確認した。そし

て被験児が筒を見続けることを避けるため，実験者は４

つの筒全体を装置ごと布で１０秒間隠した。この間に，①

実験者が台の周りを180度移動し「○○ちやん，こっちに

来て｡」と子どもを呼び寄せる180度移動条件と，②全く

その場を動かない０度条件の２条件が設定された。保母

がいる場合には180度移動する時，保母も子どもと一緒に

移動した。

１０秒後に布を取り去り「鶴はどこにいるだろう。筒を

取ってくれる？」といい，どこに折り鶴があるか当てて

もらった。この時①立ったままで上から見て折り鶴がど

こにあるか当てる上条件（眺めの高さにずれがない条件）

と，②筒を隠している10秒の間に座らせ，筒が横からし

か見えない状態で当てる横条件（眺めの高さにずれがあ

る条件）の２条件を設定した。

つまり，折り鶴が隠される時に上から眺めるのは全条

件共通であり，探索時の移動角度の条件と眺めの高さの

条件の組み合わせで４つの条件が設定された。すなわち，

折り鶴を隠すのを眺めた時と全く同じ状態で折り鶴の位

置を当てる０度上条件，同じ位置に座って折り鶴の位置

を当てる０度横条件，眺めた位置から180度移動して立っ

たままで当てる180度上条件，眺めた位置から180度移動

した位置に座ってから当てる180度横条件の４条件である。

１試行の中で２回，当てる機会が与えられた。子ども

が筒を選んだら筒の蓋を子どもに開けてもらい，開けら

れない場合には実験者が被験児の代わりに開けて筒の中

を確認した。筒の中に折り鶴が入っていたときには，「こ

こにいたね｡」などといい，言葉によってほめた。もし筒

の中に何も入っていなかった場合には「おかしいね。こ

こにはいないね｡」といい，「もう１度探してみて｡」とも

う1つ筒を選ぶように指示した。２回筒を選んでもまだ

当たらなかった場合，折り鶴の入っている筒を示し，子

どもが正しい筒を当てられるようにした。実験者はｌ試

行が終わるごとに被験児がどの筒を取ったか記録用紙に

記入した。

１試行が終わる度に水平面上の移動をする条件では元

の地点に戻った。条件は０度上条件，０度横条件，180度

上条件，180度横条件の順におこなった。特に小さい子ど

もの場合，実験に慣れないと，立ったり座ったり移動し

たりする条件で，実験者の指示に従えないため，動きの

少ない条件から順におこなった。

１つの条件は２試行繰り返され，各被験者につき計８

試行おこなった。

結果

被験児の反応はすべて以下の通り得点化した。最初の

１回で折り鶴が入っている筒を当てた場合は２点，最初

の選択で間違えても２回目の選択で正しい筒を当てた場

合は１点の得点が与えられた。１つの条件につき２試行

おこなったので１条件の最高得点は４点となる。

年齢別に算出した各条件ごとの得点の平均値をＴａｂｌｅｌ

に示す。

年齢（２歳・３歳)×眺めの高さ(上・横)×移動角度

（０度・’80度）の３要因の分散分析をおこなった結果，

年齢の主効果が見られ［Ｆ(1,25)＝5.48,ｐ〈､05]’３歳

児は２歳児より有意に多く折り鶴の位置を当てることが

出来た。また，移動角度の主効果が見られ［Ｆ(1,25)＝

19.84,ｐ〈､01]，折り鶴を隠してから台の周りを180度移

動する条件は全く移動しない０度条件より有意に成績が

悪かった。

さらに眺めの高さと移動角度に交互作用がみられた

[Ｆ(１，２５)＝4.25,ｐ〈､05]・単純主効果の検定の結果，

眺めの位置が上の時の移動角度の効果が有意であり，１８０

度移動条件の方が全く移動しない０度条件よりも有意に

成績が悪かった［Ｆ(１，５０)＝7.20,ｐ〈.01]・移動角度が

０度の時の眺めの高さに有意差があり，眺めの高さが横

の時の方が上の時よりも有意に成績が悪かった［Ｆ(1,50）

＝21.17,ｐ〈､01]。180度条件については眺めの高さによ

る差はなかった。

次に各試行の１回目の選択の正答率をTable2に示す。

正答率がチヤンスレベルの確率0.25を有意に超えている

か２項検定で分析した。その結果２歳児では０度上条件

においてのみチヤンスレベルと有意な差があった［z＝4.35,

p〈.01]。それとは対照的に３歳児はすべての条件におい

てチャンスレベルより有意に多く正答していた［０度上

条件：ｚ＝８．６６，０度横条件：ｚ＝5.58,180度上条件：ｚ＝

4.43,180度横条件：ｚ＝4.04,すべてｐ〈､01]・

本実験では条件間のカウンターバランスを取らず，簡

単であると思われる条件から順に提示した。よって条件

Tablel年齢眺めの位置，移動角度の各条件について
の平均得点

2歳児

3歳児

上

3．１１

３．６１

０度

横

２．００

３．００

上

１．６７

２．６１

180度

横

1．６７

２．４４

注．最高得点（ターゲットの筒を１回で当てた時の得点）は４点であ
る。

Table２年齢眺めの位置，移動角度の各条件について
の１回目の選択における正響率

2歳児

3歳児

上

0.72*＊

0.89*＊

0度

横

０．３３

０．６７*＊

180度

上

０．３３

０．５８*＊

横

0.33

0.56*＊

注．１回目の選択の正答率がチャンスレベルを有意に超えているか２
項検定で分析した。

**ｐ＜、０１
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Table３それぞれの眺めの高さについて１回目の選択に

おける自己中心的反応の割合

２歳児

３歳児

訓全被験児

上

0．５０

０．３３

０．４１

横

0.58

0.56

0.57＊

注．自己中心的反応の率がチャンスレベルを有意に超えているか２項

検定で分析した。

a全被験児とは２歳児と３歳児の結果を合わせたものである。

*ｐ＜、０５

の平均値は，後でおこなう条件になるにつれ徐々に値が

下がっている。180度移動する条件が０度条件より有意に

成績が悪かったり，上条件が横条件より成績が悪かった

りしたのは，疲労効果によるものである恐れがある。こ

の恐れを排除するために，同じ条件の２回の試行間で成

績に有意差があり，２試行目の方が疲労効果のために成

,績が悪くなっているかをｔ検定で調べた。その結果，２

歳の０度上条件でｌ試行目と２試行目の得点に有意差が

あり，１試行目（平均1.89）の方が２試行目（平均1.22）

よりも平均得点が高かった［/（８）＝2.31,ｐ〈.05]。その

ためそれぞれの被験児のデータを個々に検討した。その

結果，０度上条件でｌ試行目は２点であったが２試行目

は０点だった３人のうち，２人はｌ試行目に折り鶴の入っ

ていた筒を２試行目にも探索する誤りをしていた。しか

し彼らはその後の試行ではそのような固着の反応をせず，

それ以外の条件では１回目の試行と２回目の試行の間に

有意差が見られなかったことから，疲労効果は考慮から

除外することが出来る。

最後に，エラーパターンにおける自己中心性を調べる

ために，エラー分析をおこなった。エラーのうち，移動

後も全く移動しなかったように反応したもの（例えば，

右の手前に隠された場合，移動後には左向こうの筒をと

らなければいけないのに，移動に関わらず右手前の筒を

とってしまう反応）を自己の身体に準拠した自己中心的

な反応として，年齢別および全被験児について生起率を

求めた結果がＴａｂｌｅ３である。

間違った筒のうち自己中心的反応となる筒を１回目に

ランダムに当てる確率は0.33であった。自己中心的反応

となる筒を選んだのがチャンスレベルよりも多いかどう

かを２項検定によって調べた結果，全被験児を対象に分

析した180度横条件においてのみ自己中心的反応の率がチヤ

ンスレベルよりも有意に高かった［之＝2.47,ｐ〈.05]・

考察

本実験の２歳児は，隠した時と眺めが同じ０度上条件

でしかチャンスレベルより多く正答できなかった。０度

上条件と０度横条件の正答率の間に差が生じたのは，２

歳児の空間探索方略を考える上で興味深い。なぜなら本

実験では眺めが変わった後でも空間の配置全体が見えて

いるので，もし子どもが自分から見た前後左右の関係で

位置を記憶していたのであれば，その記億通りに４つの

筒を見て探索すれば容易な課題だからである。すなわち，

たとえ空間の眺めが垂直方向に変わったとしても，水平

方向の移動がなければ，前後の逆転や左右の逆転はない。

よって「手前の右にある」という記‘億をもとに，今見え

る筒の中で「手前の右」にある筒を取ればよい。このよ

うに考えると，本実験の２歳児は空間探索において自分

から見た前後左右の関係で位置を記憶するという方略は

取れなかった，もしくは取らなかったと結論づけられる。

一方３歳児は０度と180度のいずれの条件でもチヤンス

レベルを超えて正答した。このことは３歳になるといく

らかの困難さを伴うにせよ，眺めのずれを補う心的操作

が可能になることを示している。

２歳の０度上条件のｌ試行目と２試行目の成績の平均

値に有意差が見られ，エラーパターンの吟味の結果，２

人の子どもが以前成功した筒を再び取ろうとする固着反

応をしたことがわかった。これはPiaget（1971）のＡｎｏｔ

Ｂエラーに関連づけられる。ＡｎｏｔＢエラーの生じる状

況は，眺めも変わらない０度上条件で同じ条件が２試行

続けておこなわれる状況と同じである。

180度条件のエラーパターンの分析は，自己中心的反応

の割合が横条件でチャンスレベルよりも有意に多いこと

を示した。これは眺めの高さのずれによって水平面のず

れを補うのが難しくなると，自己中心的な反応で代替さ

れることを示す。180度条件はそれ自体が難しいために，

分散分析では眺めの高さの有意差はなかったが，このよ

うな横条件における自己中心的反応の頻繁さによって，

眺めの高さが変わると水平面でのずれの補償が難しくな

ることが明らかになったといえよう。

実験２

実験ｌでは，２歳児が空間を遠近左右として記憶する

方略を取ることが出来なかったことを明らかにした。し

かし180度条件が全体的に困難であったため，180度上条

件と180度横条件に有意差が見られず，水平面上でのずれ

の補償の方略についてははっきりとしなかった。そこで

実験２では実験１において０度上条件が完全にできた児

童を対象に90度移動と180度移動の効果を吟味し，移動に

伴う自己の位置の変化を補う時の眺めの高さの効果およ

び水平面上のずれを補う方略を検証する。

180度のみでなく90度移動の効果も探るのは，以下に述

べることから，布置の周りを回る時に生じる自分の位置

の変化を補う時の方略を知る上でより有効だと考えられ

るからである。すなわち，子どもが水平面上のずれを補

う方略としてRieseretal．（1994）によって示唆された視

覚的イメージを操作する方略を用いているのであれば，

移動角度が小さく心像の処理労力が少なくてすむ90度条

件の方が簡単であることが予想される。しかし，もし遠
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近左右関係で空間を把握する次元的な方略を用いている

のなら，180度移動よりも90度移動の方が難しいと思われ

る。なぜなら移動前の自分の視点を思い出して反応する

際に，180度移動なら軸内で遠近や左右を反転させればよ

いだけであるのに対して，９０度移動では遠近軸と左右軸

自体を入れ替えなければならないからである。

方法

被験児実験ｌに参加した子どものうち，実験ｌの０度

上条件で２試行とも１回で正しい筒を探し当てた子ども

を対象にした。実験２に参加した子どもは男児５名，女

児８名，計13名であった（24カ月～38カ月，平均月齢31.1

カ月)。このうち31カ月の女児と32カ月の男児は最後まで

実験をおこなうことができなかったため，分析から除外

した。よって分析された子どもは男児４名，女児７名，

計11名（24カ月～38カ月，平均月齢31.0カ月）となった。

これらの被験児の，実験ｌの０度横条件を１回で当てた

確率は64％であった。また180度条件は同じ被験児の実験

１の結果を用いた。

手続き装置は実験１と同じであった。手続きも実験l

二戸重態忌熊y;鶏喜劇覇態
９０度移動して探索時に隠した時と同様に上から眺める条

件（90度上条件）と，探索時に隠した時とは異なり横か

ら眺める条件（90度横条件）である。

実験１で０度上条件が完全にできた子どものうち，実

験１が終わった後もまだ集中力が持続している場合には，

180度に続けて90度上条件，９０度横条件の順に２試行ずつ

おこなった。月齢が小さい子どもやこれ以上実験を続け

ると集中力に欠けると思われた子どもに対しては，翌日

に90度上条件，９０度横条件をおこなった。

実験２においては，保母とともに実験をした子どもは

おらず，実験者と被験児の２人が実験室内の小部屋に入っ

て実験をおこなった。

実験者は台全体を布で覆ってから被験児とともに90度

地点まで移動した。回り方はｌ条件内の２試行間で変え

た。９０度上条件，９０度横条件とも１試行目は反時計回り

の90度地点であり，２試行目は時計回りの90度地点とし
た。

結果

実験ｌと同様に得点化された。各条件ごとの得点の平

均値をTable4に示す。同じ被験児の実験ｌの180度上，

180度横条件の結果を加えて，眺めの高さ（上・横）×移

動角度（90度・180度）の２要因の分散分析をおこなった。

その結果，眺めの高さに有意差が見られ，隠した時と探

索時の眺めの高さが変わらない条件の方が，変わる条件

よりも有意に成績が良いことがわかった［Ｆ(1,10)＝7.90,

ｐ〈.05]。また，移動角度にも有意な差が見られ，９０度移

動は180度移動より有意に成績が悪いことがわかった［Ｆ

Table４眺めの位置，移動角度の各条件についての平均

得点

９０度 180度

上 横 上 横

得点平均２．９１１．１８３．００２．６４

注．最高得点（ターゲットの筒を１回で当てた時の得点）は４点であ
る。

Table５眺めの位置，移動角度の各条件についての１回

目の選択における正答率

９０度 180度

上 横 上 横

正答率0.64*＊ ０．２７０．６８*＊ ０．５９*＊

注．１回目の選択の正答率がチヤンスレベルを有意に超えているか２
項検定で分析した。

＊*ｐ＜、０１

（１，１０)＝5.62,ｐ〈､05]。

また，条件ごとの各試行の１回目の選択の正答率をTable5

に示す。この正答率がチャンスレベルを有意に超えてい

るかどうかを２項検定で分析した。その結果，９０度横条

件［z＝０，Ｐ〉．１０］を除き，すべての条件でチャンスレ

ベルより有意に多く正答していた。

実験２においても条件間のカウンターバランスを取ら

ず，９０度上，９０度横条件という順に条件を提示した。よっ

て，９０度上条件より90度横条件の得点平均の方が低かっ

たのは，条件に関係なく，単に90度横条件を常に後でお

こなったからかもしれない。

上条件と横条件の有意差は疲労効果によるものである

という可能性を排除するために，同じ条件の２回の試行

問で成績に差があり，２回目の試行の方が疲労効果のた

めに成績が悪くなっているかどうかをｒ検定で調べた。

その結果，９０度上［r(１０)＝1.08]，９０度横［ｒ(１０)＝１．１０]，

180度上［/(10)＝0.90]，180度横［t(10)＝0.27］のいず

れの条件でも２回の試行間に有意差がなかった（P〉､１０)。

さらにエラーパターンにおける自己中心性を調べるた

めに，全被験児のエラー分析をおこなった。自己中心的

反応がチャンスレベルを超えているかを２項検定によっ

て調べた結果，どの条件においても有意ではなかった（９０

度上条件：ｚ＝０．１３，９０度横条件：之＝0.97,180度上条件：

ｚ＝0.13,180度横条件：之＝0.35,すべてｐ〉、１０）

９０度と180度ではどちらが自己中心的エラーが多いかを

検討するため，１回目の選択における90度と180度の自己

中心的反応の割合を,眺めの高さが同じ条件の間でそれ

ぞれ比較した。その結果，上条件では，９０度条件の自己

中心的反応の割合が25％，180度条件の自己中心的反応の

割合が43％であった。横条件では90度条件の自己中心的

反応の割合が19％，180度条件の自己中心的反応の割合が

44％であった。上条件，横条件いずれの条件においても，

90度条件の方が180度条件より，自己中心的反応の割合は
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低かった。

考察

実験２の結果から眺めの高さが異なる時に水平面のず

れを補うことの難しさが明らかになり，先行研究の結果

と一致した（Garinoeta1.,1988；Riesereta1.,1982)。

さらに，180度よりも90度の移動を補う方が難しいという

結果を得た。このことは実験２の被験児の角度のずれを

補う方略が，Rieseretal．（1994）によって示唆された視

覚的なイメージを操作する方略ではなく，次元的な方略

であったことを示す。

しかし180度よりも90度の移動を補う方が難しいという

結果は，Rieseretal．（1982）の結果と異なる。他者視点

取得における他者の方位の要因について調べた実験の場

合は，他者の方位を90度刻みで変化させると対面が側面

よりも難しいという研究がある一方で，対面が側面より

も易しいという実験結果もあり，結果が一貫していない

(子安，1990)。このことは，180度と90度のどちらが難し

いかという問題においては，移動角度のみが効いている

のではなく，他の要因も関与していることを示している。

Rieseretal．（1982）の実験と本実験を比較すると，前者

は90度移動すると空間上の配置が異なるので眺めが完全

に異なるのに対し，後者は90度移動しても空間上の配置

は異ならず，見かけ上の眺めは変わらない。そのような

配置の条件の違いによって，水平面上のずれを補う方略

が変わることは大いにあり得るだろう。そしてその方略

の違いが，９０度移動条件の困難度の差につながったのか

もしれない。エラー分析において90度の方が180度よりも

自己中心的反応をすることが少なかったのは，Ｐｕfall（1975）

の結果と一致する。Ｐｕfall（1975）は眺めの補償の際に自

己中心的反応が生じるのは，対称的な空間配置のために

他の物体との相対的な関係で捉える必要がある場合であ

るとし，９０度の方が180度よりも自己中心的反応が少ない

という結果を，９０度移動では対称的な関係が保たれない

ことに帰している。本実験の90度移動と180度移動では視

覚的には全く変化のない対称的な関係が保たれていた。

Ｐｕfall（1975）の説明から考えると，本実験の90度移動と

180度移動は同等の自己中心的反応が生じると予想される。

しかし，本実験では90度移動の方が180度移動より自己中

心的反応が少なかった。自己中心的反応は視覚的な対称

関係だけでなく，その上でさらに身体的な対称関係，す

なわち自己から見た遠近軸，左右軸の対称関係が関係す

るのではないかと考えられる。子どもが空間を遠近左右

の次元で捉えているとすると180度移動では軸内の関係が

入れ替わるだけで，２つの軸全体の関係は対称関係を保っ

ている。しかし90度移動では２つの軸自体の関係が入れ

替わり，２つの軸の関係は対称関係を保たない。

ただし実験２の結果において，９０度横条件の正答率が

他の条件に比べて非常に低かったことは解釈に注意を要

するかもしれない。９０度横条件と90度上条件のそれぞれ

のｌ試行目と２試行目に有意差があるかどうかを検定し

た結果，有意差は見られなかった。しかしこの検定は同

条件内でおこなわれたものであり，この検定結果のみで

は異なる条件間の疲労効果を全くありえないとはいえな

い。よって子どもの90度横条件の能力を過度に低く評価

している可能性は完全に否定できないが，それでも他の

条件との差の大きさから考えて，９０度横条件がこの月齢

の幼児にとって難しいという傾向は結果から明らかであ

る。

総合考察

本研究は空間探索能力の発達過程を明らかにした。ま

ず，本実験の２歳児は，隠した時と眺めに全く変化のな

い０度上条件ではチヤンスレベルを超えて正答した。こ

のことから，２歳児に空間記憶の能力はあることが明ら

かになった。しかし眺めの高さや水平面上のずれの補償

に関しては，チャンスレベルを超えた正答が得られず，

２歳児にずれを補う心的操作能力があるとはいえなかっ

た。

それに対して３歳児は，三つの山問題などの論理的操

作の次元では的確な空間操作ができないにも関わらず，

実際の行動の次元では遠近左右で空間を認識し，垂直方

向のずれ，水平面上のずれの双方とも補償し，適切な空

間探索ができた。ただし，どちらのずれの補償にも困難

が伴うことは，結果から明らかである。

では，具体的に眺めのずれは子どもの空間探索にどの

ような影響を与え，またどのように補償されるのだろう

か。

本実験の結果は水平面上のずれと垂直方向のずれはそ

れぞれ空間探索に影響を与えることを示した。この結果

は先行研究と一致するが，水平面上のずれの補償が可能

になる年齢は先行研究と異なる。すなわち，Bremneretal．

(1994）の実験では18カ月児が180度の水平面上のずれを

補償できたにも関わらず，本実験の２歳児は180度の水平

面上の移動を適切に補償できなかった。Piagetの発達段

階から考えても，本実験の年少児群は感覚運動期の第６

段階または前操作期の初期にあたり，この段階の子ども

は自己を周りにある対象と客観的に関連づけて捉え，望

む対象に向け自分の位置を変えることができるので（Piaget，

1971)，２歳児でも水平面上のずれの補償は可能であると

予想された。本実験とBremneretal．（1994）の実験で用

いた空間配置は基本的に同じであり，両実験の成績の差

は空間配置の難易度によるものではないだろう。従って，

考えられる両実験間の違いはBremneretal．（1994）の実

験において装置の周りを移動したすぐ後に探索すること

が許されたのに対して，本実験では隠してから探索する

までの時間を統一するために，１０秒間の遅延時間をもう
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けた点である。よって本実験では180度移動してから探索

が許可されるまでしばらく待つことが多かった。単純な

空間記憶課題である０度上条件では10秒の空間記憶保持

ができても，ずれの補償も必要とされる180度上条件では

10秒間の遅延時間が正答率に影響を与えたかもしれない。

さらに，本研究では垂直方向のずれ，水平面上のずれ

がともに存在する場合，ずれの補償に対してどのような

影響があるか吟味された。その結果，垂直方向のずれと

水平方向のずれは互いに干渉し合い，ずれが一方だけの

時よりも補償は困難であることが明らかになった。Rieser

etal．（1982）においては，垂直方向のずれのみの条件，

水平面と垂直方向の双方にずれがある条件の両条件で２１

カ月児は補償ができなかったのに対し，２５カ月児は両条

件でチヤンスレベルを有意に超えて正答した。このRieser

etal．（1982）の結果と，本実験の２歳児が垂直方向のず

れと水平面上のずれの双方を同程度に補償できなかった

ことをあわせて考えると，垂直方向と水平面上のずれの

補償は発達段階的に差がないのではないかと思われる。

ただし，垂直方向のずれの補償の際には，まず上から見

た眺めと横から見た眺めの同定，次に２つの眺めの遠近

軸左右軸の同定が問題となり，それに対して水平面上の

ずれの補償の際には，遠近左右の次元間あるいは次元内

の操作が問題となる。このように垂直方向のずれと水平

面上のずれの補償では求められる能力の種類が異なる。

よってどちらのずれが補償されやすいかは，それぞれの

ずれの程度に左右され，単純に比較することはできない

だろう。

実験２では移動角度の少ない90度移動条件の方が180度

移動条件よりも成績が悪かった。このことから，実験２

において自己とターゲットの間の位置的関係を移動に伴っ

て連続的に更新する方略が用いられなかったことは明ら

かであり，遠近軸左右軸で捉える次元的な方略で水平面

のずれの補償がおこなわれたと考えられる。ただし，こ

の年齢の被験児が次元を現在の自己の位置に結びつけて

捉えやすいことは，９０度移動条件の方が180度移動条件よ

りも難しかったこと，および実験１において０度移動よ

りも180度移動の方が難しかったことから明らかである。

この結論はRieseretal．（1994）の実験から結論づけら

れた方略とどのように関連づけられるのだろうか。Piaget

は前操作的段階の心像は静的な再生的心像であり，予期

的心像と運動や変形そしてその結果の再生は具体的操作

期（７，８歳）で可能になるとしている。しかし心像が

７，８歳以前において静止的であるのは自分自身の身体

と無関係な運動および変形を対象にした場合であると指

摘している（Piaget,＆Inhelder,1975)。よってこの考え

からすると，Rieseretal．（1994）の実験において自己の

身体を実際に動かすことによって運動の再生がなされた

のは，Piagetの理論に合わないことではない。さらにRieser

etal．（1994）の実験の3.5歳から６歳児は自己の身体を実

際に動かすことによって空間の布置の再生をすることは

できたが，動作なしでは直ちに自己中心的な誤答をした。

このことは，自己の運動を「行為による表象」として用

いること，すなわち模倣を思考に用いることはできるが，

自己の身体を実際に動かさない｢内在化された模倣」とし

ての心像を用いてずれの補償はできないことを示してお

り，これは前操作期の児童の傾向に合致する(Piaget,1978；

Piaget,＆Inhelder，1969)。

０度条件は水平面上の移動がなく，単純に垂直方向の

みの移動である。よって垂直方向のずれを補償する方略

に関しては，０度上条件と０度横条件の結果の差をもと

に考察するのが有効であろう。

垂直方向のずれの補償に関しては年齢間に差が見られ

た。実験１の３歳児は全条件においてチャンスレベルを

有意に超えたのに比べ，２歳児は眺めの高さが変化して

も自己と配置の次元的な関係が全く変わらない０度横条

件においてさえチャンスレベルより多く正答できなかっ

た。２、歳児は実験２の被験児と違って，次元的な方略で

ずれの補償をしていないのだろうか。

２歳児の０度上と０度横条件間に差が生じた理由とし

ては，以下の２つの説明が考えられる。１つは２歳児は

空間を前後や左右で捉えず，過去の心像と今の眺めが視

覚的に同じ眺めでなければ同じ空間であると理解ができ

ないという説明，もう１つは実験１の被験児も空間を遠

近軸，左右軸で次元的に捉えていたのだが，上から見た

遠近軸，左右軸を真横から見たときに重ね合わせること

ができなかったという説明である。上から見たものを真

横から見ると左右軸の見えはあまり変化がないが，遠近

軸の見えはかなり変化する。同じ空間の異なる眺めであ

ることはわかっているが次元の重ね合わせができないた

めに０度上と０度横条件に差がついたのであって，質的

には３歳児と同じ方略を取ったという説明である。しか

し本実験の２歳児が180度上条件，すなわち眺めの高さを

変えずにただ180度移動した条件においてもチャンスレベ

ルを有意に超えて正答しなかったことから，この年齢の

子どもが次元の操作をすることはできないということは

確かである。たとえ空間配置が次元的に捉えられていた

としてもそれは静的なものであり，空間探索における役

割から見れば静的な視覚的心像と変わらないといえよう。
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保育現場から見た倫理問題

平山許江
(文京女子短期大学）

はじめに

昨今，幼稚園や保育所などの実践の場を対象にした研

究が急速に増え，大学人や様々な職種の人との共同研究

に保育者が名を連ねている報告も数多く目にするように

なった。私はこのことを保育が開かれてきた表れである

と喜んでいる。それは，保育の質の向上と「開かれた保

育」は比例するという実感をもっているからである。し

かし幼稚園現場に身を置いた者からみると，今のような

やり方で現場研究が進行したならば，保育現場は再び閉

鎖的になってしまうのではないかと心配される。倫理問

題が感じられるからである。

私は今までもラウンドテーブルなど機会がある度に，

この視点からの発言を重ねてきた。例えば「研究者」や

｢専門家」と自称する大学人は，保育者を侮っている表れ

だと「大学人よおごるな」と述べた（日本発達心理学会

ニューズレター第15号)。しかしそう言えば全員がとんで

もないと否定するだろうし，確かに私自身も幼稚園勤務

の間にあからさまに軽蔑されたことはない。ではどうし

てそうした実感をもつのか。ざっくばらんに述べたいと

思う。

1．保育者はフィールド提供者でしかないのか

観察対象とされた保育の実践者が検討の場に加わらな

い場で，ＶＴＲや指導計画などが分析される場合が目につ

く。保育者は幼児と共に保育の当事者である。当事者を

脇に置いておいて何が「保育分析か」と思う。保育のね

らいや環境の構成など保育者の意図をも対象に分析する

場合に，保育者抜きでことを進めるのはアンフェアだと

思う。むろんこう言うと「同意を得ている」と言うに違

いない。しかし「保育をとらせてください」の折に，「保

育者行動を分析します」を告げてあるだろうか。あるい

は保育参観のために渡した指導案や保育記録を別の機会

に使うことの了承を得ているだろうか。ごまかさないで

初めから明らかにしておけば済む問題である。自分の承

知していない使われた方を後から知ったときの受けとめ

は，「今回はＯＫを出しちゃったから黙っているけど，２

度と協力したくないわ」の思いになる。

しかしこう述べる一方で私は現実には検討会の参加を

求められたとき，断ったケースの方が圧倒的に多い。実

践で手一杯なので，保育を提供した人すべてに研究会の

参加を求められたなら観察自体を断るほかない。が，そ

意見論文

のことと保育者抜きの分析を認めることは同じではない。

また保育者抜きの分析を了承した場合でも結果や発表の

報告くらいはあってもよいだろう。それとも保育者はフィー

ルド提供者であり研究対象者でしかないのだろうか。

2．共同研究では何を共に同じくするつもりか

現場の保育実態に寄り添ってほしい。今を肯定するこ

とからかかわってほしいと思う。むろん現場にはたくさ

んの問題がある。改善すべきことがある。だからこそ繰

り返しになるが，保育の質の向上のためには現場研究が

盛んになり，新しい人が出入りし，新しい風が吹き込ま

れ，保育が開かれていく必要があると思う。しかし保育

現場に足を運んでいるものの「傍観者の域を出ない人」

や「自分たちはスーパーバイザーであり保育者とは別格

だ」という姿勢を感じさせる人とは共同研究はできない。

具体例をあげてみる。保育を観察した後で保育者とと

もに，ほうきを手にしたことがあるだろうか。講師とし

て園を訪問しているときと同じように，園長室でお茶を

飲んでいやしないだろうか。もしも，こういう指摘に対

し，たかが掃除などの蹟末なことを問題にされるなんて，

と思うとしたら，まさにそれが現場とのずれなのである。

｢たかが掃除」は，掃除と掃除をする保育者を軽んじる気

持ちに他ならないからである。保育所では午睡の時間に

しか話し合いがもてないという認識に対して，幼稚園で

は子どもが帰ると保育者は手が空くと理解しているらし

く，よく「保育終了後すぐに話し合いの時間を取りたい」

と申し入れられる。そのスケジュールは訪問者には好都

合でも，保育者にとって酷な要求である。食事以外腰を

下ろすことなく動いていた保育者が休息もとらずに会に

駆けつけ，なおかつそれが終わるともう一度保育室に戻

り掃除をしたり，あるいはそのために教材準備の時間が

とれず翌日の出勤を早めていることを知っているだろう

か。「掃除をする」申し出があっても悪くないだろう。「一

緒に」という姿勢が読み取れたとき初めて保育を開いて

いこうと感じる。

また「保育者の話は要領が悪くて疲れる」と批判する

一方でカンファレンスやカウンセリング・マインドなど

というカタカナ語を持ち込むなども，保育者へのこけお

どしのようで不愉‘快である。保育者を尊重していたなら

ば，あるいは真のスーパーバイザーなら相手が通常用い

る言葉で，つまり現状に寄り添うかたちで援助を努力す
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るはずである。本当に「共に」と思っているのだろうか。

3．授業展開に保育者は従うしかないのか

学生や大学院生などを連れての保育観察や行動観察の

授業は，現場にとっても保育者養成の期待があるので，

積極的に応じてきたのだが，あまりに日常と異なる状況

がおきて「とても疲れる」場合が少なくなかった。しか

し，中には多数の学生が観察に来ても「子どもがまった

くいつもの姿」で過ごしているために，保育者が特別の

気配りをする必要もない授業もあったのも事実であるか

ら，問題点を具体的に述べておきたいと思う。

例えば，指導教官が学生に保育の解説を子どもの遊ん

でいるすぐ近くで声高にすることがある。授業として保

育を解説する場合でも，日常の保育が保てるようにする

のが礼儀ではないか。保育者の目前で「この環境は」と

講義されてはたまらない。

別の例では，学生に幼児とのかかわりを「遊びに入り

なさい」か「壁の花になりなさい」と一律に指示するた

めに，授業によって学生は「遊ぶ」か「遊ばない」かの

両極端になることである。どちらも不自然な状況を生む。

幼児は慣れた自分のペースで遊んでいる限り怪我はしな

い。しかし，有り余る体力でプロレスをしてくれるお兄

さんや，「ケーキどうぞ」などと騒々しく砂場でご馳走を

振舞うお姉さんは困った存在である。「遊んでもらう」の

は日頃の幼児の姿ではなし､・かといって，何を働きかけ

ても「遊ばない」と決めた無表情の大人がじっと見つめ

ている中では，いつも通りには遊べない。幼児の日頃の

姿との違いを見ながら保育をするのは，いくら保育者養

成のためと言い聞かせても正直言って辛かった。

おわりに

知人の園長が「大学の先生から依頼されたアンケート

に『ご父兄』とあって困ったよ。内容は事前にチェック

したけど依頼状まではしなかったからね。母親たちから

苦情いわれるのはこっちだし，結局こっそり印刷し直し

たよ」と言う。私がそのことを相手に伝えた方がいいと

言うと，「まさか，そんなこと言えないよ」と答えた。

もしも現場から何の苦情も届いてないとしたら，それ

は現場研究や共同研究が円滑に進んでいるのではなく，

本音がまだ語られていない状態，つまり倫理問題を含ん

でいる姿なのだと思う。本音で共同研究がしたい。

1997.4.24受稿，1997.5.19受理

アメリカでの研究活動を振り返っての研究者倫理問題

数井みゆき
(茨城大学）

発達心理学研究第８巻の「発達心理学と研究者倫理」

という特集の中で，研究者倫理という視点から研究者個々

人への自覚の促しが３者３様に展開されている（本郷，

１９９７；鯨岡，１９９７；南，1997)。その中で共通に強調され

ている部分は，研究者自身による倫理観の確立である。

私がこの意見論文の依頼を受けた理由は，アメリカで

はどのように倫理問題がとりあげられ，そのことが研究

活動や研究者意識とどう関連しているのかを紹介してほ

しいという理由からだと考える。しかし，一院生として

大学に所属していた私は，倫理問題やそれにかかわるな

んらかの委員会などの経験はないので，自分が研究活動

をしてきた際に経験した「倫理規定」に関するエピソー

ドを伝えつつ，アメリカと対比させることで日本の研究

者倫理を考えるきっかけを提供できればと思う。ただ，

今発達心理学会では，研究者と研究協力者（直接的間接

的立場とも）との関係における倫理問題に議論が集まっ

ているようだが，アメリカにおいての倫理問題は，特に

臨床現場関連のもの（例えば，EthicsCommiteeofthe

APA，1992）が多いと感じている。

lnstitutionaIReviewBoard機関内倫理委員会

まず，各大学には，InstitutionalReviewBoard（IRB）

とよばれる機関内倫理委員会が設置されている。そして，

その大学や研究機関に属する人間が，人間を対象とした

研究を行うときは，研究を開始する前に，研究の内容，

方法，どのような問題が起こりうるか，心身に害がある

のかどうかの予測，などを細かく書き込んでＩＲＢへ提出

することが義務づけられている。例えば，博士課程で在

籍したメリーランド大でも，私の博士論文のための研究

活動は，当時のIRB委員会のMetzger委員長からの文書

より，「国の規定をもとに設定されている倫理規定要綱'）

により，厳密に検討されて，1991年６月までの期間に被

験者からデータ収集が行える」（Ｍ,AMetzger,personal

communication,June26,1990,訳：数井）という許可が

でている。その期限までにデータ収集が終わらなければ，

1）Ｅ”ｃａｊＰｒｉ"cやjesα"ｄＧｕｊｄど"刀es/bγめどProtec"o〃ｑ/、
Ｈｉ‘加α刀Ｓ哩勿ecZsq/､Research,Title45,Part46oftheCode
ofFederalRegulationsandtheMultiplePrOjectAssurance
numberMl265-XMapprovedbytheNationallnstitutes
ofHealth．
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再度ＩＲＢへ書類をそろえて提出し，継続の許可を受けな

ければならない。もちろん，このＩＲＢは心理学系だけの

ものではなく，ヒトにかかわる内容の研究であれば，そ

の研究者は必ず書類を提出しなければならず，また，そ

の委員会のメンバーは心理学者だけではなく，各学部か

ら委員として選ばれた者から構成されている。

提出する「最重要書類」の1つは，研究者が作成し被

験者に配る「インフォームド・コンセント」である。つ

まり，自分の研究内容を被験者にわかりやすく説明した

文書である。その中に必ず含めなければならないのは，「い

つでも，そして，どのような都合によっても，被験者は

参加している研究から，辞める理由を問われることなく，

自由に研究への協力を辞めることができる」という一文

である。被験者はあくまで自分の意志で研究に協力し，

どのような理由であれ辞めたくなったらいつでも辞める

ことが随時にできることを保障されているわけである。

研究者側の都合を考えて，研究に協力し続ける必要は全

くない。そして，研究者の側も，被験者が辞めることを

告げたら，何故辞めるのかという質問をすることや引き

留めることをやってはいけない，と自覚している。つま

り，被験者が研究へ参加することの決定権を持っており，

それは十分に説明され納得した段階で被験者が決めるこ

とであり，そのためには研究者は被験者が理解できるよ

うに説明をする義務がある。

機関内倫理委員会で研究活動を開始する許可がでてい

れば，被験者の研究への協力は「契約」であり，しかも

理由や時期にかかわらず協力者側が「無効」にできるの

である。乳幼児や何らかの障害をもつ人の研究参加は，

親権者などがその「契約者」となる。途中で辞めるよう

な事態が起こったとしても，1つの自然な流れとして受

け止められている。もちろん，研究者にとっては途中で

随時に協力者が辞めていくということは，研究を遂行す

る上ではたしかに不便であるが，それはあらかじめ了解

済みのことであり，被験者が足りないようなことになれ

ば，また，協力者を募集するのである。

APAの役割

また，各機関の機関内倫理委員会だけではなく，アメ

リカ心理学会（ＡＰＡ）も倫理規定をもっているが（Reports

oftheAssociation,1992)，それは研究に関する倫理だけ

ではなく，心理学者がかかわるさまざまな状態（臨床現

場でのクライエントとの関係，企業などでのコンサルテー

ション，教育現場でのアセスメントや相談，大学教員と

しての学生との関係など）にも適用されるものである。

また，ＡＰＡのメンバーやそれ以外の関係者などから，心

理学者の活動に対する調査依頼があるときには，調査委

員会が発足してそれにあたる。それは，ＡＰＡの会員の立

場の剥奪という結果になることもありうるし（Ethics

CommiteeoftheAPA,1992)，本格的な訴訟問題へと発

展することもある。このようなケースは，主に臨床的な

現場で発生する確率が高いので，特にClinicalPsychologists，

CounselingPsychologists，SchoolPsychologistsの３つの

有資格の心理学者（"LicensedPsychologists"）は，基本

的にMalpracticelnsurance（訴訟を起された時の保険）

への加入が要請されている。

発達心理学会が今問題としている研究者と被験者との

関係を，このＡＰＡの倫理規定や活動から，直接的に比較

することはむずかしいかもしれないが，ＡＰＡによる倫理

原則（ReportsoftheAssociation,1992）は，８号の特集．

で執筆者らが喚起している研究者としての姿勢と極めて

類似の内容である（本郷，１９９７；鯨岡，１９９７；南，1997)。

課題として

日本でも，アメリカ式にインフォームド．コンセント

を用意し，許可を得てから研究を始めるにしても，研究

を開始する段階で，研究計画そのものが倫理的に問題が

ないかどうかの査定を受けていないという点が一番の違

いだろう。だからこそ，どうしても自分の研究に関する

かかわりを研究者自身に倫理的に判断させることが重要

であるという議論にならざるをえないであろう。

しかし，事前の査定を受けていても，例えば「子ども

の主体'性」の問題（本郷，1997）や間接的に及ぶ負の問

題（鯨岡，1997）などがなくなるわけではなく，その部

分は依然として研究者の「倫理」課題として問われ続け

ていくだろうし，またそうでなければならないだろう。

また，アメリカのような「契約社会」ではない日本で

は，インフォームド・コンセントがあっても，「よく知っ

ている大学の先生だから」という関係から断れないこと

や，逆に「このような説明をわざわざするような大変な

研究をうちの子にやるのか」と不安になる親も出て来る

かもしれない。それぞれの社会に暮らす人々の生活実感

に即した方法で，研究協力者側の権利を遵守できる手続

きが必要であろう。

ただ，現実的には何らかの規定が，確かに，倫理的に

逸脱することへのブレーキ的役割を果たす可能性も高い。

つまり課題は，研究内容が倫理的に逸脱していないかを

検討する第３機構の設置ではないか。現在発達心理学会

の編集委員会でも，倫理的な問題が指摘された場合には，

論文の審査というプロセスとは別に，倫理に関する作業

委員会を設けていくときいた。まさに，そのような機構

の存在が，一番必要なのではないだろうか。
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