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養育者との相互交渉にみられる乳児の応答性の発達的変化

原著

二項から三項への移行プロセスに着目して

塚田みちる
(東京都立大学人文科学研究科）

イ

ニ項的相互交渉に対象物がｶﾛわって，三項的相互交渉が成立していくプロセスを，月齢９カ月頃の乳

児の応答性の変化に着目して記述した。特に，母親が対象物を提示したときの乳児の応答として，母親

と対象物とに注視を切り替える交互注視と，情緒の表出を検討した。７組の母子を対象に，７カ月から

１２カ月までを縦断的に観察した｡得られたデｰﾀを,二項的相互交渉,乳児が交互注視を行わない三項

的相互交渉と，交互注視を行う三項的相互交渉に分類し，その生起時間と，母子間の行動の連鎖とを分

析した。その結果，７，８カ月では，二項的相互交渉か，乳児の交互注視を伴わない三項的相互交渉が見

られた。９カ月頃より，乳児が交互注視をして応答する三項的相互交渉が出現した。一方，９～１１カ月

頃は，二項的相互交渉で母親が対象物を提示すると，乳児が応答する傾向にあった。さらに，１２カ月に

なると，乳児の交互注視と，対象物の提示などの行為が関連し，このとき肯定的情緒や声を表出する傾

向にあることが明らかとなった。これらより，二項的な相互交渉が主に展開する７，８カ月から，９カ月

頃の乳児の応答性の変化を軸に，三項的な相互交渉へと移行することが推測された。さらに，二項から

三項へと移行する際の二項的相互交渉，および，肯定的情緒のもつ機能的意味や，乳児が母親の誘いに

あえて応じないことの持つ意味について指摘した。
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問題

この20年ほどの間に，乳児は受け身的で他者に依存し

た存在というばかりでなく，自分の周りのものや人と，

積極的に関わっていこうとする存在でもあると認識され

るようになった。その結果，最近の乳児期における親子

関係研究では，乳児は何を考え，何を感じ，何を体験し

ているのかといったその対人世界が中心的課題となって

きている⑱eebe,＆Lachmann,1994;Kaye,1982／1993；

鯨岡1997;Stern,1985／1989a,1989b,1995;Zeanah,＆

Osofsky,1994)。そのような動向の中で，Tomasello

(1993）が「the9-monthsmiracle」と表現した９カ月

頃の変化は，新たな乳児像を示すこととなった。「the9-

monthsmiracle」とは，９カ月頃になると，たとえば，

他者の見ているところに視線を向けたり（jointattention)，

他者が新奇なものに対応するしかたを参照したりするこ

と（socialreferencing）などの現象を指す。これらの現

象が生じる背景として，乳児が，他者を意図的行為者と

して理解することが指摘されている。この理解により，

乳児の反応が，他者の意図を理解した応答的な反応にな

っていくと考えられてボろ（Tomasello，1995／1999)。
本研究では，この乳児の応答的な反応に着目し，それが，

母子間の相互交渉の変化とどのように関連しているかを

検討する。

日常生活での親と乳児との間には様々な相互交渉が見

られる。特に，９カ月頃をはさんだ時期は，親と乳児の二

項的な相互交渉（dyadicinteraction）から，１つの対象

物にともに関心を向けた三項配置の相互交渉（triadicin‐

teraction）へと移行する重要な時期といわれる。６カ月

頃，二項的な相互交渉のなかに対象物が入ってくること

で三項配置が始まり（Ｎｅｗｓon,＆Ｎｅｗｓon,1975)，その

後，１３カ月頃に，目の前にある対象物について親ととも

に関心を向ける三項的な関わりが成り立つようになるBates，

Camaioni，＆Volterra，1975；Harding,＆Golinkoff，

1979)。この二項から三項への移行プロセスにおいては，

多くの研究が，養育者の関わり方や感受性といった側面

に焦点を当ててきた（Adamson,1995／1999;Adamson,＆

Bakeman,1985;Bakeman，＆Adamson，１９８４など)。

そこでは，親と乳児とを非対称的関係ととらえて，関わ

りをリードする側である大人が，乳児に合わせて，どの

ようにやり取りを調整しているか，また，その発達はど

のようなものｶﾕが検討されている。一方で，親子の関わ

りの構造的な変化には，乳児が，親の誘いかけに自ら応

じるようになることも関連すると指摘されている鯨岡,1999°

にもかかわらず，二項から三項への移行を，乳児の応答

性の変化から取り上げた研究は少ない。そのため，９カ月

頃の乳児の応答性に着目してこの期間の相互交渉につい

て詳細に検討することは，二項から三項への移行プロセ

スに関する知見を深めることになるだろう。そこで，本

研究では，対象月齢を７カ月から１２カ月とし，９カ月頃

の二項から三項へという相互交渉の変化をとらえること

を目的とする。
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三項的な関わりとは，ほかの人とコミュニケートする

ために，乳児一対象物一他者という三つの項の関係づけ

が成立することを指す。これは，誰かに何かを伝える関

係であり，たとえば，一方がものを相手に提示して，も

う一方がそれを受け取るといったやり貰いを中心とした

関わりである（Adamson，1995／1999；Adamson，＆

Bakeman,1985;Bakeman,＆Adamson,1984;やまだ，

1987など)。

対象物を介さない二項的関わりから三項的関わりへの

移行については，親の働きかけの重要性が指摘されてい

る。中でも，乳児の注意の方向性に応じた親の働きかけ

が検討されている（Adamson,1995／1999;Adamson,＆

Bakeman,1985;Bakeman,＆Adamson,1984)。なぜ

ならば，６カ月頃から乳児は対象物に関心を持ち始めるが，

この時期，母子が二項的相互交渉でうまく関わり合える

のとは対照的に，二項的相互交渉に対象物が入ると，乳

児は対象物にのみ注意を向けて，周りの他者が誘っても

応じにくいことが一部の研究で示唆されているからであ

る（Kaye,1982／1993;Kaye,＆Fogel,1980;久保田,1993；

Stern,1985／1989a;Tronick,＆Cohn,1989)。たとえ

ば，乳児は母親がおもちやのトラックに積み木を積んで

いるときに，母親が誘っても，そのトラックを抱えるこ

とに夢中になっているといった具合である。したがって，

この時期では，乳児は比較的対象物にのみ注意を向けや

すいので，その対象物を親が操作するなどして，ようや

く対象物を介して関わり合えるという。この親が乳児の

注意の方向性に合わせて，１つの対象物に関わる形式は「支

えられた共同の関わり」といわれる（Adamson,1995／

1999;Adamson,＆Bakeman,1985;Bakeman,＆Ａｄａｍ‐

ｓｏ､,1984)。「支えられた」とは，三項的な関わりへの移

行を生み出す足場として親の働きかけが機能することを

示している。その一方で，親子の関わりの構造的な変化

には，９カ月頃における親の誘いかけへの乳児の応答性も

関連することが示唆されている（鯨岡，1999)。そこで，

乳児の９カ月頃における変化の説明に目を転じよう。

９カ月頃は，乳児の生活全般にわたる大きな変化が起き

る時期といわれる。その変化は，一つ一つの行動につい

て何かができるようになったというものではなく，乳児

の外界への興味の持ち方そのものが変わるといわれる（鯨

岡，1999;Stern,1985／1989a;Tomasello,1993,1995／

1999;やまだ，１９８７など)。そして，その変化の背景には，

乳児が，他者を意図的行為者として理解するようになる

ことが指摘される。他者を意図的行為者として理解する

とは，ある事象を誰が起こしたのかを乳児が理解するこ

とであり，事象間の因果関係の理解ともいえる（Tomasel．

’o,1993,1995／1999)。それは，乳児が交互注視をすると
ころに如実に現れているという。交互注視とは，人と対

象物との間で注意が往来することであり，たとえば，他

者の指さしに追随注視し，他者と対象物の間で視線を交

互に切り替えることなどを指す（Adamson,1995／1999；

Ｂａｔｅｓｅｔａ1.,1975;Corkum,＆Moore，1995／1999)。

この交互注視によって，乳児は他者が何に注意を向けて

いるかに気づくようになる。つまり，９カ月以前の乳児は，

人か対象物かのどちらかと関わる傾向にあり，両方に注

意を向けることは難しい。それが，９カ月頃になると，乳

児は，ある対象物を見ている他者に気づくようになる。

他者が意図をもって対象物を見ていることに気づくので

ある。９カ月頃を越えることで最も異なることは，他者と

対象物との間で交互注視を行い，他者が何に視線を送っ

ているかを確認し，その対象物に乳児も意図的に，もし

くは選択的に注意を向けるということである（Tomasel‐

lo,1993,1995／1999)。二項から三項への移行には，まず

もって１つの対象物を共有することが必要で，そのため

に，二者が共有されている対象物を見ていることに，お

互いが気づくことが重要と考えられている（Corkum,＆

Moore,1998;Tomasello,1993,1995／1999)。したがっ

て，三項的な関わりへの移行には，乳児の交互注視が重

要な役割を果たすと考えられる。

そこで，相互交渉の中で乳児がどのように交互注視を

用いているかを扱った研究を概観すると，乳児の交互注

視は，親と対象物とが同じ視野内であれば６カ月頃から

見られるが（Ｎｅｗｓon,＆Ｎｅｗｓon,1975)，母親が何を見

ているかを確認するために交互注視を用いたりqlarding,＆

Golinkoff,1979)，日常頻繁に用いられるようになるのは

１２カ月ともいわれており（Adamson,＆Bakeman,1985；

Bakeman，＆Adamson，1984)，９カ月頃に，乳児が，

どのように交互注視を発達させるのかは明らかになって

いない。しかし，乳児の視線を扱った一部の研究から，

９カ月頃では，自発的に交互注視を用いることは難しいが，

大人の視線の変化に応じて出現しやすいことが示唆され

ている。ある方向に向いた大人の視線を，乳児が追うか

どうかの追随注視の研究によれば（Corkum,＆Moore，

1998)，大人がある方向を向いたときに，乳児がそれと同

じ方向を自発的に向くことができるのは１０カ月以降であ

ることが分かっている。さらに興味深いことに，８，９カ

月でのみ，大人の視線の方向を見れば面白いもの（この

場合はおもちやが動く）があることを学習すると，大人

の視線の変化に応じて乳児の追随注視は出現しやすいと

いう。このことは，９カ月頃の交互注視は，自発的に用い

るよりも，親が乳児の興味をうまく引きだすような誘い

かけへの応答として生じやすいことを示唆する。また，

生後１年に向かう時期においては，乳児の交互注視の発

達を検討する指標として「相互交渉を展開する時間の長

さ｣が挙げられている(Adamson，＆Bakeman，1985；

Bakeman,＆Adamson,1984)。なぜならば，乳児があ

るものや人に興味をもって注意を向けているかどうかは，
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興味ある方向に視線を向け続けるところに現れていると

考えられているからである。この指標を用いて６カ月か

ら１８カ月までを追跡した研究によれば（Bakeman，＆

Adamson,1984)，乳児の交互注視を伴った相互交渉が展

開する時間は，６カ月から１２カ月は非常に短いと示され

ている。しかしながら，この研究で取り上げられたのは，

乳児が自発的に起こす交互注視であり，親の誘いかけに

応じた交互注視は検討されていない。これらのことから，

９カ月頃の交互注視は，親が乳児の興味を引きだすように

誘いかけたときに生じやすく，このとき，交互注視を伴

った相互交渉を展開させやすいことが推測される。

ところで，９カ月頃において二項から三項へと移行する

ことは，乳児がいつ情緒を表出するかを扱った研究から

も示唆されている。他者との関わりの中で，情緒表出を

調整することは，乳児期を通して重要なコミュニケーシ

ョンスキルであることは広く認められている（Beebe,＆

Lachmann,1994;Saami,Ｍｕｍｍｅ,＆Ｃａｍpos,1998；

Stem,1985／1989a,l989b,1995;須田，1999)。６カ月か

ら１２カ月を扱った研究を概観すると（Adamson,1995／

1999;Adamson,&Bakeman,1985;Millar,198aSul-

livan,＆Lewis,1989;Tarabulsy,Tessier,＆Kappas，

1996)，二項的相互交渉において，親に注意を向けて，乳

児が発声，顔の表情，運動，肯定的情緒を表出した割合

は減少する傾向にある一方で，本読みや電話ごっこのよ

うな対象物を介した遊びの間に，乳児はしばしば肯定的

情緒を表出するようになることが示されている。しかし

ながら，乳児が自発的に起こす交互注視を伴った場合，

６カ月から１２カ月にかけては肯定的情緒の表出が少ない

という（Adamson,＆Bakeman,1985)。親の誘いかけに，

乳児が交互注視をして応じた場合での乳児の情緒表出に

ついては検討されていない。

以上のことから，９カ月頃の乳児の応答性の変化に着目

し，以下の２点を検討することにした。まず第１に，対

象物を用いて親が誘いかけたときに，交互注視を伴って

乳児が応答することを予想し，相互交渉の生起時間の変

化を各月齢ごとに検討することにした。相互交渉は次の

3つに分類した。対象物を介さずに２者が関わり合う「二

項的相互交渉」（Tronick,＆Cohn,1989)，乳児が対象

物にのみ注意を向け，母親がそれに関わることで，２者が

同じ対象物に関わり合う「三項的相互交渉（交互注視な

し)」（Adamson,＆Bakeman,1985)，さらに，母親が

対象物を提示して誘いかけた直後に，乳児が注意を往来

させて，２者が同じ対象物に関わり合う「三項的相互交渉
、

(交互注視あり)」である。乳児の交互注視を伴った三項

的相互交渉は，９カ月頃から出現すると予想される。そし

て第２に，どのような相互交渉が展開しているときに，

母子が声や情緒を表出するかの変化を検討することにし

た。そのために，乳児の発声と情緒の表出に着目し，そ

れらが母親の働きかけに応じる連鎖を比較することにし

た。それぞれの相互交渉を比較すると，９カ月以降は，乳

児の交互注視を伴った三項的相互交渉での連鎖率が高く

なると予想される。

ただし，８，９カ月頃における二項から三項への移行形

態には個人差が見られることが推測される。なぜならば，

親が乳児の興味をうまく引きだすような誘いかけへの応

答として，乳児が交互注視を用いていく様態は，各々の

親子によって異なることが予想されるからである。実際，

生後１年に向かうにつれて，応答時の行動の違いが顕著

になることや（Suda＆Kawakami,1980)，二項的，も

しくは三項的な相互交渉を展開する時間は，乳児の性別

によって異なることも顕著に示されている（Lester,Hof

fman,＆Brazelton，1985;Tronick,＆Cohn，1989)。

したがって，各々の親子がかなり異なった様態を示すこ

とが予想されるため各事例ごとに検討することにした。

先に述べた２点を数量的に検討し，さらに質的な変化も

検討することで，よりつぶさに記述することにした。

方法

観察対象

東京近郊に住む７組の母子の協力を得た。第１子であ

った（男児５人，女児２人)。協力を得た期間は，６，７カ

月から１２カ月である。なお，どの乳児も出生時に健康な

状態であり，月齢７，９，１０カ月時の健診より，その後の

発達において深刻な問題がないことが確認された。

手続き

筆者が，月にｌ～２回，協力者の家庭を訪問し，乳児

と母親の自然な遊び場面をピデオカメラで撮影した')。母

親には，できるだけいつものように振る舞うよう教示し

た。撮影場面は，母親が乳児に語りかけたり，おもちゃ

(各家庭にある乳児が使い慣れたもの）を用いて遊んでい

る場面を設定した。各母子の撮影回数と撮影時間の平均

は，母子Ａを１０回で平均53.2分，母子Ｂを９回で平均

55.5分，母子Ｃを８回で平均５８．２分，母子Ｄを８回で

平均52.1分，母子Ｅを９回で平均38.5分，母子Ｆを７回

で平均40.2分，母子Ｇを１０回で平均45.3分，その期間

は1996年１２月から1999年１月であった。

資料の整理・分析

得られた資料は，次のように整理し分析された。

(1)分析場面の選択６カ月時に観察可能であったのが５

ケースであったため，分析の対象は全ケース観察可能で

あった７カ月からとした。観察された７カ月から１２カ月

の資料の中から，その月齢における資料の代表性を考慮

するために，乳児の誕生日の日にちに最も近い日にちの

資料１回分を選んだ。その中から，母親が場面からやむ

1）１組は，中京大学大学院の久雅子氏の収集した資料である。
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を得ず抜けるような中断箇所や，養育場面（おしめ替え

や着替えなど）を除外し，母子がものを使わない遊びか，

《〕のを使っての遊び場面を抽出した。その結果，抽出時

間の平均は，母子Ａで４２．４分，母子Ｂで４５．２分，母子

Ｃで44.1分，母子Ｄで４５．５分，母子Ｅで30.0分，母子

Ｆで28.2分，母子Ｇで22.1分であった。生後１年以下の

母子の相互交渉を扱ったほかの研究では，分析時間が５～

10分であることを確認したため，各月齢の分析時間を10.0

分と定めた（Adamson,＆Bakeman,1985;Bakeman,＆

Adamson,1984;Bigelow,1998;Jasnow,＆Feldstein，

1986;Messinger,＆Fogel,1998;Vedeler,1994)。なお，

分析対象となった10.0分間は，連続した10.0分間である。

原則として撮影開始直後を対象としたが，子どもの視線

や顔の表情がはっきり撮影できなかった場面は除外した。

(2)コーディング先行研究旧omstein,Azuma,Tamis-

LeMonda,＆Ogino，1990;Bridges，＆Connell，1991；

Stern,1985／1989a;Suda,＆Kawakami,1980;Vedeler，

1994）を参照し，Ｔａｂｌｅｌに示したコーディング項目（計

１３項目）を用意した。

微細な時間水準での多様な行動の生起と，その時間的

変化を記述するため，録画されたビデオについてマイク

ロ分析を用いた。抽出された分析対象場面のコーディン

グは１秒単位で行った。このとき，乳児の情緒に関する

評定は，乳児の行動項目と母親の働きかけのすべてのコ

ード化が終了した後に行い，乳児行動と情緒表出の評定

とが独立のデータとなるよう扱った。

これらのコーディングが終了した後，さらに，３種類の

相互交渉の生起時間を検討するために，以下の処理を行

った（Adamson,＆Bakeman,1985;Bakeman,＆Ａｄａｍ‐

so､,1984)。①二項的相互交渉；乳児が母親のみに注意

を向けて関わる（e､9.,母親が乳児の身体をくすぐるなど)。

コーディングシート上では，乳児の「母親への注意」も

しくは「母親への接触」と，母親の「母親への注意の喚

起」もしくは「動作的な働きかけ」が同時生起した場合，

乳児の注意が母親からそれて，母親の働きかけが終了す

るまでとした。②三項的相互交渉（交互注視なし）；乳児

が母親に注意を向けることなく，乳児と母親が同じ対象

物に関わる（e､9.,ボタンを押すと音の鳴る電話の操作に

夢中になる乳児のそばで母親がボタンを押すのを手伝う

など)。コーディングシート上では，乳児の「環境内の事

物への注意」「環境内の事物への探索」と，母親の「指示

的な働きかけ」が同時生起した場合，母親の働きかけが

終了するまでとした。③三項的相互交渉（交互注視あり）；

乳児が母親と対象物との間で視線を往来させて，乳児と

母親が同じ対象物に関わる（e､9.,母親が本を見せると，

乳児がまず本を見てそれから母親を見上げまた本を見る

という動作を示し，母親が本を読み聞かせている間，何

度か母親を見上げながら本に触るなど)。まず，母親の「指

示的な働きかけ」と，乳児の「母親への注意」「母親の示

す事物への注意」のみに着目した。そして，母親の「指

示的働きかけ」がコード化されている場面の映像を再度

ビデオで見て，乳児がその時注意を向けていないおもち

やを，母親が見せて誘っている場面を選択した。そして，

この誘いの後，５秒以内に乳児が「母親への注意」と「母

Table１マイクロ分析で用いた項目とその定義

乳児の行動項目

①注意の方向性・環境内の事物への注意

・母親の示す事物への注意

・母親への注意

②触覚的探索・環境内の事物への探索

・母親の示す事物への探索

③接触行動・母親への接触

④声だし・不快でない声だし

乳児の表現した情緒の評定項目

①肯定的な（定義)乳児の顔の表情や発声などから明

らかに肯定的な情緒が表出している（例えば,笑いなが

らリズムに合わせてからだを動かすなど)。

②否定的な（定義)乳児の顔の表情や発声などから明

らかに不快な情緒が表出している（例えば,顔をしかめ

て不快な声を出す，泣くなど)。

母親の働きかけの項目

①指示的な働きかけ（定義)母親が言葉と身体を使っ

て,乳児の注意を環境の中の事物に積極的に向けさせる

よう働きかける(例えば，「ボール投げしよう」「～して

みたら」「これはこうやって使うんだよ」など)。

②解釈的な反応（定義)母親が乳児の意図や情緒に対

し解釈を行って，それに対応して働きかける（｢～を見

ているの」「～してほしいの」と言っておもちやを取っ

て渡す，「うれしいね」「楽しいね」ｒ怒ってるの」と言

うなど)。

③母親への注意の喚起（定義)母親が言葉と身体を使っ

て，乳児の注意を母親に向けさせるよう働きかける。

④動作的な働きかけ（定義)母親が乳児の声や動作を

模倣をしながら働きかける。もしくは,母親が子どもの

身体に積極的に接触し働きかける(例えば，「そうね」「よ

くできたね」などと言って子どもの頭をなでる，母親が

歌を歌いながら子どもの身体を動かすなど)。
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30

60*＊

５

系列分析を用いた。ここでは，母親行動へ連鎖する乳児

の微細な視線の動きをとらえるために，両者間の連鎖を

1秒単位で求める手法（realtimesequentialanalysis）

を用いた。すなわち，母親の行動にかかわりなく起きる，

乳児のある行動Ａの生起率と，母親のある行動Ｂの１秒

遅れの時点で乳児行動Ａが観察された確率（連鎖率；P

obs）とを求め，その両者を比較し，その差によって連鎖

の強さを示すという手法である（連鎖率=母親行動Ｂの1

秒後に生起した乳児行動Ａの数／乳児行動Ａの生起した

数)。なお，Allison,＆Licker（1982）の主張に従いＺ１

に変換した値も用いた（須田，1995)。

Ｚ１＝Zs/(l-Pc)'/２ＰＣ：基準行動の無条件確率

Ｚｓ＝(Pobserved-Pexpected)/SDexpected

SDexpected＝{Pexp*(l-Pexp)/Ntotalcriterion}'/２

結果・考察

(1)乳児の交互注視の出現時期

まず，乳児の注意の方向’性に着目して，それぞれの相

互交渉の生起時間の変化を検討する。すなわち，二項的

相互交渉，三項的相互交渉のうち，乳児の交互注視が見

られない場合と，母親の誘いかけに乳児が交互注視を伴

って応答する場合とが生起した総時間量を，各月齢ごと

にコーディングシート上でカウントした。その結果を

Table2に示す。どの事例においても，二項的相互交渉と，

親の示す事物への注意」との両方を生起させている，も

しくは，交互に生起させている場合を交互注視とみなし

た（Adamson,＆Bakeman,1985;Tomasello,＆Far‐

rar,1986)。なお，交互注視の後も引き続き同じ対象物と

母親との間で視線が往来している場合は連続した関わり

とみなした。したがって，コーディングシート上では，

母親の「指示的な働きかけ」が生起した後５秒以内に，

乳児の「母親の示した事物への注意｣，「母親への注意｣，

｢母親の示した事物への探索」とが生起した場合，乳児の

注意がその対象物からそれて，母親の働きかけが終了す

るまでとした。なお，このとき乳児が対象物から目を離

して母親の顔を見たこと，この場面において同じ対象物

で遊んでいることはビデオ上で確認している。

(3)コーディングの一致率分析の信頼性を評定するた

めに，筆者と，分析の経験を持つ２人（研究の目的を知

らない大学院学生)，計３人で独立に，分析対象以外の場

面と分析対象場面を計720秒間をコード化した。そして，

コーエンのＫ係数によって一致率を算出した。その結果，

13項目での３人の一致率の平均はＫ＝.913（､776から１．０００

の範囲）であった。

(4)分析方法それぞれの場面内において，乳児と母親

の各行動の生起率（期待値；Pexp）を算出した（生起率＝

ある行動Ａの生起した数／分析対象時間（秒単位))。次

に，乳児行動の母親行動への連鎖にSackett（1979）の時

Table２各祖互交渉の総生起時間

５
６
９

２
９

７カ月８カ月９カ月１０カ月１１カ月１２カ月

1１２

３４

７**＊

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

８
９
７

３
４
６

30

49

60＊

９
４
０
９

59

44

73**＊

６
０
０

４
９

３３

１１７

４９**＊

Ａ

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

64

87

47*＊

５９

１２２

４６

６９

１０２

６２**＊

８
２
０

７
４

３
７
３

６
７

36

88

53**＊

Ｂ

０
２
０

６
４

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

０
２
０

３
８

46

48

39**＊

０

４７

１８０**＊

２
９
０

３
６

5４

７０

１１

２５

70

151**＊

Ｃ

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）
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４
６
０

２
４

0

145

132**＊

４
８
７

２
８

８
９
０

８
６
８

81

51

66*＊

，

９
５
５

１
１

注．数値は分析場面(600秒)で生起した時間(秒)である。アルファベットは母子名である。

＊ｐ＜､05,＊*ｐ＜,01,＊**ｐ＜､001

51

30

50**＊

22

50

95**＊

６１

１２５

４５

101

117

０

４０

１２６

０

３
０
５

３
５Ｅ

５

３５

１２１**＊

Ｆ

Ｇ

102

92

131*＊

０

１６８

９９**＊

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

1１

６８

０

126

137

５１

124

157

０

169

132

０

1１７

１４８

８０
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乳児の交互注視が伴わない三項的相互交渉では一貫した

結果は得られなかったが，乳児の交互注視を伴った三項

的相互交渉は，８カ月（母子Ｂ,Ｄ）もしくは９カ月より

出現した。そこで，母子Ｂ,Ｄを対象に，母親の「指示的

働きかけ」の５秒以内に，乳児の「母親への注意」「母親

の示す事物への注意」とが連鎖する確率を，８カ月と９カ

月で求めたところ，両ペアとも９カ月においてのみ期待

値よりも高い連鎖が確認された（Ｚ１＝母子Ｂ,8.09:73.94,

,＜､００１，母子Ｄ,6.98:15.86,ｐ＜､001)。また，ほかの母

子においても，９カ月以降の月齢において，母親の「指

示的働きかけ」の５秒以内に，乳児の「母親への注意」「母

親の示す事物への注意」とが連鎖する確率は，期待値よ

りも高いことが確認された（Table2)。したがって，９カ

月に，母親がおもちやを提示して誘いかけると，その直

後に，乳児は，母親と対象物とを交互に注視して応答す

るといえる。これは，９カ月頃から，母親の見ている対象

物に乳児も注意を向けて，同一の対象物に関わり合える

ことを示唆する。しかし，乳児の交互注視を伴った三項

的相互交渉が９カ月頃に出現した当初，その生起時間は

非常に短い（Table２)。個人差はあるものの，それが，

どの母子も１２カ月頃になると，長く生起させる傾向がみ

られた。Bakeman,＆Adamson（1984）が示唆するよ

うに，乳児の交互注視を伴った相互交渉は，徐々に成立

することが推測される。

(2)乳児の交互注視を伴った相互交渉の成立プロセス

では，この乳児の交互注視を伴った三項的相互交渉は，

どのように出現し成立していくのだろうか。その出現の

プロセスを事例ごとに記述する。なお，これらはコーデ

ィングシートをもとにし，必要に応じてビデオ映像でも

確認した。

<母子Ａ〉７，８カ月では，母親がおもちやを提示すると，

そのおもちゃを見て手を伸ばすことはあっても，母親を

見ることはなかった。ところが，９カ月時，二項的相互交

渉（母親が乳児の名前を呼んで乳児の注意を母親に向け

させ一瞬見つめ合う）で母親がおもちゃを提示すると，

乳児がそのおもちゃと母親とに交互に視線を移し，それ

を受け取って遊ぶ様子が示された。

<母子Ｂ〉８カ月に，乳児が注意を向けているおもちや

を，二人で操作しているときに，母親が別のおもちやを

提示すると，乳児は１度だけそのおもちゃと母親とを交

互に注視し少しの間（3秒）触った。ところが，９，１０カ

月に，母親が二項的相互交渉（乳児の身体動作を模倣す

る）でおもちやを提示すると，乳児が交互注視をして，

そのおもちやを手に持って遊び始めるようになった。

<母子Ｃ〉７，８カ月では，母親がおもちやを提示すると，

そのおもちゃと別のおもちやの間では何度も視線を走ら

せるが，母親を見ることはなかった。９カ月に，母親が，

二項的相互交渉（乳児の発声に母親が声を返し二人で一

瞬見つめ合う）でおもちゃを提示すると，乳児は，その

おもちゃと母親とに交互に視線を移し，それを持って遊

ぶようになった。

<母子Ｄ〉すでに８，９カ月において，母親がおもちゃ

を提示すると，乳児は，そのおもちやと母親とを交互に

注視し，それを短い時間触る様子が見られた（9秒と７秒)。

１０カ月に，母親が，二項的相互交渉（乳児と母親が顔を

近づけて一瞬見つめ合う）でおもちゃを提示すると，乳

児は，そのおもちやと母親とに交互に視線を移し手に持

って遊ぶ時間を急激に増加させた。

<母子Ｅ〉９カ月に，乳児はおもちやと母親とを交互に

注視し，５秒間だけそれを触っていたが，１０カ月に，母

親が二項的相互交渉（乳児と母親が一瞬見つめ合う）で

おもちやを提示すると，乳児がそのおもちやと母親とに

交互に視線を移し手に持って遊んだ。

<母子Ｆ〉８カ月では，母親がものを提示すると，それ

に視線を走らせることはあったが，母親の提示したおも

ちやと母親とに交互注視が見られたのは９カ月であった。

１０カ月になると，交互注視をして遊ぶ時間を急激に増加

させたので，コーディングシートとビデオ映像を見たと

ころ，乳児力§ものを提示する行為が４回確認された。こ

のとき，乳児が提示したおもちやを母親がもらい，今度

は母親が別のおもちやを提示すると，乳児はそれを交互

に注視してから受け取る様子が観察された。

<母子Ｇ〉７，８カ月に，母親が二項的相互交渉でおもち

やを提示したが，乳児はもののみに注意を向け，母親を

見ることはなかった。９カ月に，二項的相互交渉（乳児と

母親が一瞬見つめ合う）で母親がおもちゃを提示すると，

乳児がそのおもちやと母親とに交互に視線を移し，それ

を受け取って遊ぶ様子が見られた。

以上の内容を整理すると，９カ月頃では，乳児が交互注

視を行って対象物で遊ぶ場面は，母親が，二項的相互交

渉の中でおもちやを提示したときに出現する傾向を窺う

ことができる。このことは，たとえば見つめ合いのよう

な二項的相互交渉が成立し，そのとき母親が，乳児の視

線を対象物に誘うことで，母親一対象物一乳児の関わりが

展開しやすいことを示唆する。そこで，各母子ごとに，

すべての月齢を対象に，二項的相互交渉の後，１秒以内に

乳児の交互注視を伴った三項的相互交渉が連鎖する確率

を求めた。その結果をＴａｂｌｅ３に示す。個人差はあるも

のの，９，１０，１１カ月で，二項的相互交渉と，乳児の交互

注視を伴った三項的相互交渉との連鎖が確認された。７，

８カ月と１２カ月では連鎖は見られなかった。９カ月から

１１カ月の期間のみ，二項的な状況から引き続いて，乳児

が母親と対象物との両方に注意を向けた遊びが展開する

ことが明らかとなった。つまり，７，８カ月頃の母子の関

わりは，二項的な遊びが主流であるが，９カ月頃から，母

親が提示した対象物と母親とを交互に注視できるように
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Table３二項的祖互交渉と三項的祖互交渉（交互注源ありノとか連鎖した母子数

７カ月 ８カ月 ９カ月 10カ月 １１カ月 １２カ月

０ ３ ６ ２ ０

注．９カ月に連鎖した母子名：Ａ,Ｃ,Ｇ１0カ月：Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ,Ｇ

１１カ月：Ｄ,Ｇ連鎖の確率は期待値よりもｐ<､００１の水準で高いことを確認した。

なり，これが，１つの対象物に共に注意を向けた母親一対

象物一乳児の相互交渉を可能にする。だたし，９カ月から

１１カ月では，二項的な中で母親がおもちやを提示したと

きに，乳児は，交互注視を出現させる傾向にあることが

分かった。したがって，この移行期間を経て，１２カ月で

は，二項的な関わり合いを十分に行わなくても，乳児は

対象物を用いた母親の誘いかけに自発的に応じることが

できると考えられる。すなわち，乳児の交互注視を伴っ

た相互交渉は１２カ月頃に成立すると推測されるので，以

下で検討することにした。なお，母子Ｆは，二項的相互

交渉と，乳児の交互注視を伴った三項的相互交渉での連

鎖は見られなかった。これは，８カ月以降の二項的相互交

渉の生起時間がほかの母子よりも著しく短く（Table２)，

二項的相互交渉自体があまり展開しなかったためと思わ

れる。

(3)母子の情緒表出場面の変化

もし，９カ月から１１カ月頃に乳児の交互注視を伴った

三項的相互交渉へと移行し，１２カ月頃に成立するのであ

れば，１２カ月に近づくにつれて，乳児の交互注視を伴っ

た三項的相互交渉のなかで，母子は情緒や声を表出する

と推測される。なぜならば，生後１年に近づくにつれて，

二項的相互交渉より，対象物を介した相互交渉でのほう

が，乳児の情緒や声が表出しやすいことが示されており，

情緒表出の場面が変化することは，相互交渉そのものの

質の変化を物語る１つの指標と考えられるからである

(Adamson,＆Bakeman,1985;Bakeman,＆Adamson，

1984)。

乳児の情緒表出のうち，肯定的情緒は全ケースで表出

が見られた。そのため，分析の対象は肯定的情緒のみを

取り上げ，母親の働きかけの４項目すべてを対象にして，

その内のどれか１つの働きかけの1秒後に，乳児の「不

快でない声だし」もしくは「肯定的情緒」が連鎖する確

率を求め，さらに，Ｚ１値に変換して期待値よりも高い項

目を確認した。その上で，それらの項目が，各々の相互

交渉の中で表出した秒数をカウントした｡その結果をＴａｂｌｅ４

に示す。数値は，各月齢での表出総秒数における割合（％）

である。なお，肯定的情緒と発声の両方において有意な

連鎖が確認された場合は，各々の表出秒数の合計値の割

合を提示した。

全体として，１１，１２カ月になるにつれて，乳児の交互

注視を伴った三項的相互交渉での表出が顕著となった。

非常に興味深い点は，二項的相互交渉で母親が声をかけ

ると，乳児が声を出したり微笑したりする傾向は，月齢

が低いときのみならず（たとえば，７，８カ月），１１カ月

頃になっても連鎖が高いことである。先のＴａｂｌｅ３にお

いて，二項的相互交渉と乳児の交互注視を伴った三項的

相互交渉との連鎖が確認された月齢では，Ｔａｂｌｅ４の二項

的相互交渉での母子間の連鎖も高いことが示された。た

とえば，母子Ｃでは，二項的相互交渉と乳児の交互注視

を伴った三項的相互交渉の連鎖は，９，１０カ月でのみ示さ

れた（Table３)。そして，発声や情緒の連鎖は，７カ月で

は二項的相互交渉の中でのみ示されるが，９，１０カ月では，

二項的相互交渉と乳児の交互注視を伴った三項的相互交

渉で示され，その後の月齢では，乳児の交互注視を伴っ

た三項的相互交渉でのみ連鎖が示されるということであ

る（Table４)。９，１０，１１カ月頃は，二項的相互交渉が，

1つの対象物に共に注意を向けた相互交渉にとって重要な

役割を果たしていることが，この結果からも窺えた。

さらに，１２カ月頃になると，母子間の声や肯定的情緒

の連鎖は，主に，乳児の交互注視を伴った三項的相互交

渉で示された。このことは，１２カ月頃には，乳児の交互

注視を伴った三項的相互交渉への移行が完了することを

示唆する。そこで，三項的関わりの成立を示す子どもの

行動として，指さし（pointing)，提示（showing)，手

渡し（giving）などが指摘されていることから（やまだ，

1987)，ビデオ映像に戻り，これらの行動が１１，１２カ月

の乳児の交互注視を伴った三項的相互交渉の分析場面中

に出現しているかを確認した。その結果，母子Ａでは，

積み木の手渡しが始めて観察され，このとき，乳児は歓

声を上げながらやり取りに参加する様子が観察された。

母子Ｃでは，乳児は交互注視の後，母親に自分の持って

いたおもちゃを提示しながら肯定的情緒を表出する様子

が観察された。母子ＥとＦでは，ボールのやり取りが観

察され，ボールを投げるときに乳児は満面の笑みを見せ

た。したがって，９カ月頃に，母親の誘いかけに応じて乳

児の交互注視が出現することで，母親が注意を向けた対

象物に乳児も注意を向けることが可能となり，その後，

移行期を経て，１２カ月頃を交互注視を伴った三項的相互

交渉の成立時期と考えることができよう。

なお，否定的情緒を表出したのは３ケースであった（母

子Ｂ,Ｃ,Ｆ)。表出の状況についてビデオ映像にて確認し

たところ，母子Ｂは７カ月時37秒，８カ月時32秒のみ表
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Table４各相互交渉で母親の働きかけに子が声および肯定的信籍を表出して

応響した時間の割合

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

総秒数

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

総秒数

７カ月８カ月９カ月10カ月１１カ月１２カ月

0.0

16.7

13.9**＊

８．３

3０３６

24.0**＊

０．０

5０

18.2**＊

３．６

０．０

５５

13.9**＊

5.6**＊

８．３

３６

11.2**＊８．２

6.7**＊16.4**＊

７．９16.4*＊

8９１２２

１．１30.5**＊6.2

12.6**＊３．８2.7**＊

10.3**＊2.9**＊1.8**＊

8７１０５２２６

１６．３

0.0

62.5**＊

8０

0.0

15.4**＊

23.1**＊

9１

二項的19.4**＊５．３10.9＊

三項的(交互注視なし）８．３22.8**＊0.0

三項的(交互注視あり）－１８＊

総秒数１０８５７１１０

2.9＊

２．９

19.0＊

105

８．３０．０

０．０0.0

54.2**＊８４．１**＊

2４１５１

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

総秒数

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

総秒数

二項的

三項的(交互注視なし）

三項的(交互注視あり）

総秒数

0.0

0.0

６

0.0

0.0

５．５73.1**＊46.7**＊7.2

40.7**＊３．７５．７２２．４

0.00.9３１．１＊24.8**＊

9１１０８１２２１２５

5.3

9.8

9８１３２

9.2**＊45.9**＊１０．９

0.0２．６０．０

0.035.7**＊４．９

７６１９６１８４

88.4**＊２．４３．４

２．９5.5**＊8.8**＊

0.7

69１２７１４７

0.0

38.2*＊

14.7

34

５．８

１．７

５．０

１２０

0.0

3.7

17.1**＊

8２

11.9

0.0

77.4**＊

8４

０．０

0.0

69.7**＊

7６

二項的50.0**＊44.4**＊54.3**＊40.3**＊30.0**＊０．０

三項的(交互注視なし）1.0５．１８．６２５．２8.6**＊28.5**＊

三項的(交互注視あり）－１８．１**＊5.0**＊35.9**＊22.8**＊

総秒数100９９ １ １ ６ １ １ ９ ２ ２ ０ １ ２ ３

注．総秒数とは，各月齢の中で，乳児の不快でない声だし，肯定的情緒，もしくはその両者が表出した合計

値である。それ以外の数値は，合計値の割合（％）である。なお，－は生起していないことを指す。ア

ルファベットは母子名である。

＊ｐ＜,05,＊*ｐ＜,01,＊**p＜､001

出が見られ，このとき母親は観察者への人見知りと解釈

していた。また，母子Ｃは８カ月時38秒のみ表出が見ら

れ，これは乳児がうまく身体の向きを変えられないこと

への不満の現れと母親が解釈し，実際，母親が抱き上げ

て乳児を立たせたところ泣き止んだ。母子Ｆは７カ月時

42秒，８カ月時30秒，９カ月時４１秒，１０カ月時47秒，

１１カ月時40秒，否定的情緒の表出が見られた。特に，１１

カ月は母親が乳児の注意を向けたおもちやに関わろうと

する，もしくは，乳児が持っているおもちやとは別のも

のを提示して誘うと，乳児が不快な声を出すか，視線を

母親からそらす行為を頻繁に示していた。対象物に関連

して否定的情緒の表出が見られたのは，この母子の１１カ

月のみであった。

全体的討論

本研究では，二項から三項への関わりの移行に，９カ月

頃の乳児の応答の変化がどのように関連するかを検討し

た。その結果，９カ月頃になると，乳児が対象物と母親と

の間で注意を切り替える交互注視は，母親の誘いかけの

直後に出現することが明らかとなった。しかし，この交

互注視は，９，１０，１１カ月頃では，二項的な中で母親が提

示したおもちやへの応答として現れた。ところが，１２カ

月になると，二項的相互交渉が展開していなくても，母

親の誘いかけに，乳児は即座に応答し，おもちやと母親

とを交互に注視しながら遊ぶことも明らかとなった。ま

た，母親に応じて乳児が声や情緒を表出することも，１２

カ月頃に近づくにつれて，乳児の交互注視を伴って応答



養育者との相互交渉にみられる乳児の応答性の発達的変化 ９

する三項的相互交渉での表出へと変化していく様子が示

された。これらの結果から，７カ月から１２カ月では，二

項的相互交渉が主に展開される７，８カ月頃から，９，１０，

１１カ月頃，母親の誘いかけに応じて対象物と人との両方

に注意を向けたり，情緒を表出したりできるようになる

という乳児の応答性に変化が生じることで，１２カ月頃に

乳児の交互注視を伴った相互交渉が成立することが示唆

された。

従来より，６カ月頃から生後１年までの間での二項から

三項への移行には，奇妙な発達的なギャップがあるとい

われてきた（Adamson，1995/1999；Adamson，＆

Bakeman,1985;Bakeman,＆Adamson,1984)。つま

り，二項的相互交渉で過ごす時間が６カ月以降，徐々に

減少する一方で，乳児が対象物と母親の両方に注意を向

けながら関わることができるのは，生後ｌ年頃と示され

てきたからである。そして，この間は，乳児が注意を向

けている方向に母親が合わせることで，ようやく三項的

な相互交渉が展開するとみなされてきた。ところが，本

研究の結果から明らかとなったことは，母親が対象物を

使って誘いかけると，その対象物に乳児も注意を向けて

三項的な相互交渉を展開することであった。したがって，

本研究では，７カ月から１２カ月において，乳児の応答性

の変化を軸に，二項から三項への移行プロセスを示した

ところに意義があったと思われる。

また，本研究での結果で興味深かった点として，三項

的な関わりへの移行における二項的相互交渉の役割につ

いて言及したい。特に，９，１０，１１カ月頃においては，乳

児の応答的な交互注視を引きだすためには，まず二項的

相互交渉の中で母子が関わった後，母親がおもちやを提

示することが重要であった。このことは，二項的相互交

渉は母子が一体感を体験するための関わりであるばかり

でなく，三項的関わりの出現において機能的な役割を果

たしたと考えられる。ただし，ｌケース（母子Ｆ）のみで

あったが，二項的相互交渉と乳児の交互注視を伴った三

項的相互交渉での連鎖が見られず，乳児が注意を向けて

いるおもちやに合わせて母親が関わる中で，別のおもち

やを提示すると，乳児は交互注視をして応答する様子が

見られた。また，二項的相互交渉も，母子問での見つめ

合い，声のかけ合い，身体的な模倣と様々であった。こ

のような移行形態における個人差が見られたものの，い

ずれの形態においても，母親が，乳児自身，もしくは乳

児の関心事へ十分に関わっていることに，乳児が気づけ

るように働きかけていることの現れと考えられる。した

がって，今後は，この移行形態における個人差を説明す

る要因や基準などをより考慮に入れた上で，二項的相互

交渉の機能的役割についての検討が課題となるであろう。

さらに，本研究で得られた結果から２つの問題点を指

摘したい。１つめは，情緒と後の象徴的コミュニケーショ

ンとの関連である。本研究から，乳児の肯定的情緒の表

出が，交互注視を伴った三項的相互交渉の生起時間の長

さと関連することが示唆された。三項的な関わりが後に

発達する象徴的コミュニケーションの基盤となることは

多くの研究者によって指摘されている（Tomasello,1995／

1999;Corkum,＆Moore,1995／1999,1998；長崎，1993)。

一部の母子ではあったが，母親に向かって乳児がものを

提示したときに微笑を伴うことがあった。対象物に関係

して，特に肯定的情緒が表出しやすいことをとらえて，

Adamson,＆Bakeｍａｎ（1985）は情緒の機能化を指摘

している。つまり，二項的相互交渉の中での母子の微笑

み合いは，母子が一体感を体験するために，それ自体が

重要なテーマであったが，対象物に関係した微笑は，共

有している対象物へのコメントの役割を持つと考えられ

ている。象徴的コミュニケーションへの移行において'情

緒がどのように働くかは，今後，より知見を積み重ねた

うえで議論していきたい。２つめは，対象物を介して母子

が声をかけ合ったり，乳児がおもちやを提示しながら肯

定的情緒を表出したりするような関わり合いの様態に着

目することが，逆に，母親の誘いかけに応えない状況を

際だたせていたことである。たとえば，一部のビデオ映

像では（e,9.,母子Ｂの１１カ月，母子Ｇの１１，１２カ月)，

乳児が母親と対象物との間で交互注視をした後に，その

対象物に手を伸ばさず，自分が手に持っていた対象物で

遊ぶことも示された。その後，母親が何度か誘うと，母

親を見ることはあっても，今自分のしていることを止め

ることはなかった。この間，乳児は不快な情緒を出すわ

けでもなく，ただ応じなかったのである。本研究では，

母子が関わり合う様態をとらえることを目的としたため，

このようなエピソードについての詳細は定かではない。

しかし，９カ月において，乳児が他者を意図的行為者とし

て理解する能力を獲得していることを前提とすれば，母

親の誘いかけている意図を了解しながら，乳児があえて

応じないと考えられる。母子間の相互交渉のギクシャク

したように見える瞬間が持つ肯定的機能を重視すること

は，いくつかの研究からも示唆されており（Tronick,＆

Cohn,1989;鯨岡，1999)，三項的な関わりにおける子ど

もの応じない姿の意味についても検討が必要であろう。

今後とも，長期的に議論を展開していく予定である。
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母親が子どもをイヤになること：育児における不快感情とそれに対する説明づけ

菅野幸 恵
(白百合女子大学文学部）

母親が子どもに対してもつ否定的感情は，子どもの成長や母親としての適応に悪影響を及ぼすだけな

のだろうか。本研究では，母親が育児の中で当たり前に経験する感情として子どもに対する不'決感情を

取り上げ，不快感情が母子関係の中でポジティヴな役割を果たしている可能性について，不快感情の内

容とそれに対する説明づけ（accounting）から記述的に検討した。まず，母親の不'快感情は育児場面の

どのような状況での，子どものどのような行動に対して生じているのかについて検討した。不快感情は

就寝時や食事中など日常的課題場面での子どもの不従順な行動や，課題がない場面での以前と変化した

行動に対して生じていた。次に受け止め方を不快感情と説明づけとの関連から検討した。母親は不快感

情を契機に子どもの育ちや自らの関わり方を振り返っており，その振り返り方は課題の有無によって異

なることが明らかとなった。日常的課題場面での行動に対して母親は自分のやり方を確認した上で，そ

のやり方を貫こうとしているが，課題なし場面での行動には譲歩的であることが明らかになった。二つ

の振り返り方により子どもの見方や自分の関わり方の安定や修正が図られていることが考えられた。

【キー・ワード】子どもに対する不快感情，母子関係，説明づけ（accounting)，母親としての適応

問題

母親が子どもに対してもつ否定的感情は，子どもの成

長や母親としての適応に悪影響を及ぼすだけなのだろう

か。本研究では，母親が育児の中で当たり前に経験する

感情として子どもに対する不快感情を取り上げ，親子関

係における不快感情の意義について再検討する。

母親が子どもに対して感じる否定的な感情は，マタニ

テイブルー（池本・飯田・菊地・高橋・高橋，1986)，産

後の抑鯵（Cutrona,１９８４；Ｏ，Hara,Neunaber,＆Zekos・

ki，1984;Atkinson，＆Rickel，1984;Hisata,Miguchi，

Senda,＆Ｎｉｗａ,1990)，育児不安（牧野，1982)，育児

ストレス（佐藤，１９８８；佐藤・菅原・戸田・島・北村，

1994）といった，母親の精神衛生の面で注目されてきた。

しかし，そのような育児や子どもに対する否定的な感情

やストレスは必ずしも常に異常心理と結び付くものでは

なく，多くの母親に経験されることである（佐藤，1988)。

特に母親は日常生活の中で父親と比べ子どもや育児に対

してアンビバレントな感情をもち（柏木・若松，1994)，

中でも専業主婦は有職主婦に比べるとそのような感情を

強く持っている（永久，1995)。親は子どもに対していつ

も「よい」関わりばかりができるものではない（園田・

数井・無藤・宇佐美，1995)。本来親子関係はダイナミッ

クなものであり，その関係は親和的なだけでなく時には

反発的な関係にもなる（根ヶ山，1995)。親にとって子は

かわいいものであると同時に，親の生活を脅かす存在で

もある（柏木，1995）のである。精神分析においては早

くから親子関係の両極性を注目してきた。特にMahler,＆

LaPemere（1965）の分離個体化仮説では，母子間に対

立関係が生じることは正常なかつ重要なプロセスである

とされている（根ヶ山，1995)。

にもかかわらず，日本では親は常に子どもに対してい

つも良い関わりをする存在としてあるべきだという面ば

かりが強調され，「子どもをかわいいと思わない親」「子

どもよりも自分のことを優先に考える親」はあってはな

らない存在として非難されてきた（山田，1997)。子ども

の発育が悪ければそれはすぐに親（たいていの場合母親）

の責任となり，子どもや育児に対する否定的感情は持っ

てはならぬものとされてきた。そうしたなか，大日向（1988）

や牧野（1982）は育児不安や育児ストレスの研究を通し

て，母親の子育てに対する否定的態度が母親個人の責任

にあるのではなく，伝統的性役割観とそれをよしとする

社会構造によってもたらされたことを明らかにした。大

日向や牧野の研究によって母親の否定的感情の存在が明

らかとなったが，否定的感情が母子関係において積極的

な役割を果たすことについて具体的な検討を行った研究

はまだ少ないのではないだろうか。

近年，子育てを今まであまり触れられてこなかった側

面から理解しようとする動きが出てきている（Trivers，

１９７２；根ヶ山，1995)。根ヶ山（1997）は，子育てを子別

れの過程としてとらえ，親子の対立や分離に注目し，子

の身体刺激に対する親の不'快感』清の増大が親子の分離を

促進していることを明らかにした。また，子の退行とそ

れに続く親子の対立が子に新たな行動様式をもたらす仮ijt-
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Plooij,＆Plooij，1993）ことや，子どもと離れてやりた

いことができていると感じている母親ほど，育児不安を

感じていないことも報告されている（牧野，1982)。いず

れの研究でも今まで親子関係の中ではよしとされていな

かった現象が，実は子育てによい結果をもたらすことを

示している。本研究では，育児のなかで当たり前に知覚

される感情として，母親の我が子に対する不快感情を取

り上げ，不'快感情が育児の遂行にポジティヴな役割を果

たしている可能性について，母子関係が比較的密である

段階の乳幼児期の母子を対象に検討していく。ここで本

研究で取り上げる不快感情は，母子関係の中で当たり前

に生起し，育児のある状況における子どものある行動に

対して経験されるものであるとする。それは育児不安の

ように持続する状態ではなく，また必ずしも母親にとっ

てストレスであると感じられるものでもない。さらにそ

の感情は子どもがどの年齢になっても，その内容に変化

があるとはいえ同じように経験されるものであると考え

る。

また本研究では不快感情のポジティヴな役割を検討す

るため，母親の受け止め方として説明づけ（accounting）

に注目する。我々は，普段何かにつけ自分の行為や他人

の行為を説明づける（南，1992)。説明づけとは目の前の

事態の原因と結果についての推論や言い訳であり，人々

は説明行為によって自分のしていることに合理性や正当

性・一貫性を作り上げ（南，1996)，その説明が次の場面

の行為の土台となる（山田・好井，1991)。毎日の子ども

との生活は決して楽なものではない。子どもがどうして

泣いているのか分からなかったり，うまくいかないこと

のほうが多いかもしれない。母親は目の前のどうしよう

もない現実に対して，自分の気を楽にしてくれる「もの

の見方」を身につける（南・津田・鹿島，1993)。それら

は，論理的に一貫しているというよりは，その場しのぎ

であるかもしれないが，母親の生活の中では子どもとの

につちもさつちもいかない現実を切り抜ける有効な手段

である。

本研究では，母親が育児の中で子どもに対して持つ当

たり前の感情として不快感情を取り上げ，不快感情が育

児の遂行や母子関係にポジティヴな影響を与えている可

能性について，不快感情の内容とそれに対する説明づけ

から検討する。本研究では萌芽的段階として，母子関係

における不快感情のあり方，具体的にはその構造や母親

の受け止め方，について明らかにしていくが，その記述

を重ねることにより育児における不快感情の果たす機能

を示すことができ，その上で虐待のような極端な行動に

結びつくような感情との違いについても言及できると考

えている。

本研究では母親の子どもに対する不快感情の母子関係

におけるポジティヴな影響について検討するが，それは

以下の３点で重要だと思われる。第一に，親子関係を母

親の視点で捉える点である。従来の親子関係に関する心

理学的研究の大半は子どもの視点から親子関係について

考察したものであり，“親'’はもっぱら子どもの発達に影

響を与えるものとして注目されてきた（柏木・若松，１９９４；

大日向，1991)。だが，子どもが生まれると自動的に親と

して適切な行動が備わるのではない。近年親の発達のemick，

Bursik,＆DiBiase,1993;柏木・若松，1994)，親への移

行（Deutsch,Ruble,Fleming,Brooks-Gunn,＆Stan‐

gor,1988;Levy-Shiff,1994;Fledman,＆Aschenbren‐

ner,1983)，適応（Fleming,Ruble,Flet,＆Wagner，

１９９０；氏家・高漬，１９９４；氏家，1996）など親に注目し

た研究が多くなされ，それらの研究の結果，親もまた新

しい役割をとるなかで成長し（柏木・若松，1994)，子ど

もとの相互作用を通じて自己概念を変革し母親として適

応していく（Ｄｕｅｔｓｃｈｅｔａ1.,1988）ことなどが明らかに

なっている。さらに，父親よりも母親の方が親となるこ

とのインパクトを強く感じている（柏木・若松，１９９４；

牧野・中原，1991）にもかかわらず，母親達の声は研究

レベルに引き上げられることは少なかった（中山，1992)。

そこで本研究では不快感’情を切り口に母親たちの声を引

き上げてみたい')。

第二に，親子関係・子育てを反発的側面から捉える点

を挙げる。従来親子関係においては，快感情をもつこと

が親和的で不快感情を持つことが反発的であると考えら

れてきた。本研究では，親和的側面だけなく反発的側面

を検討し，親子関係における反発的側面の積極的意義を

示す。

第三に挙げるのは，母子の生活を記述する点である。

佐藤（1988）は，母親の精神衛生の視点からだけではな

く，母親の生活の一般的な記述の視点から育児における

母親のネガティヴな経験について研究することも重要で

あるとしている。また尾見・川野（1994）は現状の心理

学の枠組みではあてはめにくかった人々の「生活」を丹

念に記述していくことの意義を述べている。本研究では，

母子の生活を不快感情という毎日の生活の中で経験され

ていることから検討していきたい。

以上のことから本研究では，育児における不快感情に

ついて以下の２点から検討する。

１）不快感情の内容の検討（分析１）不快感情が生起す

る育児場面の構造について，不快感情が生起した状

況およびその時の子どもの行動から検討する。

l）母親としての適応を考える際，父親（夫）との関係が重要である

ことは最近の研究で明らかになっている。本研究であえて対象を

母子関係に限定したのは，まず母子関係において母親の否定的感

情がどのような意義をもっているのかを明らかにし，その上で夫

との関係性などの考慮をしていったほうがよいのではないかと考

えたからである。
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２）説明づけの検討（分析２）分析ｌの結果明らかにな

った不快感情を母親がどのように受け止めているの

かについて，説明づけから検討する。

方 法

調査対象Ｓ市のコミュニティ保育「Ｎ」に参加しており，

かつ２，３歳児のいる母親に面接調査の依頼をし，７０名中

34名から調査協力の承諾を得た。今回はそのうち24名と

筆者と知り合いの母親の計25名が調査対象となった。２，

３歳児の母親を対象としたのは，いわゆる反抗期にあたる

子どもに直面している母親の方が，子への否定的感情を

語りやすいのではないかということと，育児不安や育児

ストレスの研究においても概してその年齢の母親を対象

にしていること（例えば牧野，１９８２；佐藤，１９８８；田中，

1994,1997など）から判断した。調査対象者の主な属性

は以下の通りである。母親の年齢（調査時）は，平均で

33.3歳（25-43歳)，ほとんどが専業主婦であり（25名

中２０名)，フルタイムの就業者はいない。子どもの年齢

は，平均で3.85歳（1歳５カ月－１２歳１１カ月)，分布は，

０－１歳：７（9.3％)2)，２－３歳：３７（49.3％)，４－６歳：

2３（30.7％)，７歳一：８（10.7％）となっており，対象と

なった子どものほとんど（87.7％）は育児不安や育児スト

レス研究の対象となっている０－６歳にあてはまる。２，

３歳児のきょうだいに対する語りも分析の対象としたため，

子どもの年齢に幅ができることとなったが，今回はこの

まま分析することとした。その理由は，前述の通り不快

感情は子どもの年齢に関係なくどの母親でも経験するも

のであり，今回は全体として不快感情とはどのようなも

のであり，母親はそれをどのように受け止めているのか

について検討することを目的としていること，親子の関

係性というものは単に一対一で出来上がるものではなく，

きょうだいがいる場合にはその関係を無視することはで

きないのではないかと考えたからである。

調査時期と場所1996年６月から８月の間に大学内の実

験室で実施した。２５名中５名については筆者が家庭に訪

問して面接を行った。

手続き著者が個別に育児や子どもに関する内容の半構

造化面接を行った。津田（1995）は面接の場を作るため

の要件の一つとして「自分とは異なる世界が存在してい

ることを意識する」ということを挙げている。筆者は未

婚で育児の経験はない。そこで今回の面接で筆者は，育

児の先輩である母親たちから教えてもらうという心つも

りで面接に臨んだ。自分の知らない経験したことのない

世界を見聞きする機会として捉えたのである。そのこと

は面接のはじめに，「育児の先輩から後輩に教えるつもり

でお話ししてください｡」という言葉で伝えた。そのため

相手に対する評価的言動やアドバイスは極力避けた。面

接は十分にラポールをとった上で開始し，終始リラック

スした雰囲気で行われた。「イヤになること」に関する話

しも，母親には「どんな母親でも育児をしていく上では

子どもをかわいいと思うときとイヤだと思うときの両方

がある」ということを確認した上で，はじめに前者の話

しをその後で後者の話しをしてもらうようにした。

面接内容はすべて調査対象承諾の上，カセットレコー

ダーに録音した。面接時間は対象者一人あたり３０分から

80分であった。面接内容はすべてテープに記録した上で

逐語録にし，分析の対象となる言語化資料とした。

分析の枠組み作り分析の対象となるのは，「子どものこ

とをイヤになるのはどんな時ですか」という質問に対す

る母親の語りである。今回は母親が不快感情をもった出

来事を１エピソードとして計107のエピソード3)を得た。

本研究では各エピソードを不快感情が起こった状況．そ

の時の子どもの行動.それに対する母親の説明づけの３点

から分析する。そのため面接で得られた全てのエピソー

ド（107）を対象に，以下の作業を行った。①カテゴリの

作成：まず，各エピソードにおいて不快感情をもたらし

た行動と状況それぞれに注目し分類を行い，まとまった

グループに名前をつけそれを状況および行動カテゴリと

した。次に同じ１０７のエピソードを最終的にどう結論づ

けたかに注目し，同じく分類を行い説明づけカテゴリを

作成した。分類作業はパイルソート法のボトムアップソ

ート（Weller,＆Romey，1988）に準拠した方法で行っ

た。具体的にははじめに小さなグループをつくり，さら

に可能なものは上位のグループにまとめグループの名前

をつけた。上位グループをつくるのは，母親の語りを活

かせるよう最小限にとどめた。カテゴリ名は，先行研究

(前田・上田，１９８７；佐藤，１９８８など）も参考にした。ま

た作成したカテゴリは子どもの年齢や個人の偏りがない

ように配慮したが，カテゴリ全体の内容は，今回対象と

なった年齢の母子関係において特徴的な子どもの行動や

それに対する母親の反応を示したものであることを確認

しておく。②双対尺度法の実施：作成したカテゴリ間の

関係を見るために，１０７（エピソード）×６１（行動カテゴ

リ２８，状況カテゴリ１３，説明づけカテゴリ２０）のｌ／Ｏ

データマトリックスを双対尺度法により整理した。双対

尺度法の計算には，井上（1993）の解析プログラムＰＡＴ‐

ＴＥＲＮ３（1991版）を使用した。双対尺度法とは数量化

Ⅲ類に類似した方法で，行と列に同時に最適尺度化を行

うものである。従って，双対尺度法では行変数（ここで

はエピソード）と列変数（カテゴリ）を同一空間上で解

釈することができる。この分析により，各カテゴリの関

2）数字はエピソードの数，（）内は子どもの総数に対する割合。

3）この質問に対する答えの中には，我が子に対する不快感情とよそ

の子どもに対する不快感情の双方が含まれている。従って分析の

枠組み作りのために使用した107のエピソードには，我が子とよ

その子双方に対する不快感情が含まれていることになる。
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Tablelカテゴダの名称および定義と頻度

母親が子どもをイヤになること

項目カテゴリ 定義 頻度％

行動

状況 自分はその輪の中に入っていない，我が子同士のやりとり

日常的課題がない状況

母親自身の状態だけが問題になっている状況ｅｘ)疲れている
自分とは交渉がない子ども（母子）をたまたま見かけている状況

公園など他の母子との相互交渉場面

よその子がうちに遊びに来ている状況

母親もしくは子どもに達成すべき明確な課題がある状況

ex)就寝時，忙しい

子ども同士

日常的課題がない場面

母親の状態

交渉なし

他の母子

うちに遊びに来て

日常的課題場面

％
％
％
％
％
％
％

９
５
５
０
６
０
５

２

５

開き直り．いいわけ

反省・後‘海

ほっておく

確認

子どもの気持ち

気にしない

見通し

迷い

自分自身に原因を帰属

どうして

注．斜体は，母親の語りの例。（）の数字は，エピソード番号を示している。

暴力．意地悪他児の我が子や他児に対する暴力や意地悪

泣く泣く

同胞や他児とのトラブル我が子の同胞や他児への自己主張や意地悪

裏表のある行動親のいないところで悪いことをする

非社交的行動引きこもりや逆に過度に愛情を示す

常識のないこと常識のないことをする

生活習慣に関する不従順生活習'慣を守れない，できない

無理な要求ぐず る ・ 駄 々 を こ れ る な ど 母 親 に 無理な要求をする

口答え母親に対して口答えする

行動free 行動は関係ない

似ている自分や我が子のイヤなところに似ている行動

好みの主張好き嫌いの主張

接し方他の母親のその子どもへの接し方

くたくたベタベタ 甘 え て く る ， 後 追 い

ぐずぐずぐずぐずのろのろした行動

い たずらいたずら

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

０
３
２
３
０
０
Ⅳ
乳
５
５
３
２
０
９
３
５

１

０
２
８
２
０
０
１
２
３
３
２
１
０
６
２
３

１
２

説明づけ子どもに原因を帰属

我慢・遠慮

批判

補完

子 ど も の 能 力 や性格に帰属１２１８％
注意力教漫なんですよね“ノ

相互作用の相手に対 す る 遠 慮 の 語 り １ ２ ％

あんまり余計なことも＜中略＞近所同士だ〉ｳ』らお互ﾚ､角が立ちますよね(51ノ

相互作用の相手に対 す る 批 判 的 語 り ０ ０ ％
親はどういうしつけをしてるんだ②

子 ど も の 不 快 で は な い他の部分についての語り３５％
その子もすごくいいところがやっぱしあるんで（98ノ

真ん中は一番怒られないかもしれないかな（8りノ

事態をこれ以上どうしようもないとする語り１１１７％
そうし'うのいけないなと思うんだけど,毎日のことだとそう耐えてし'られなし､α〃

自分の対応について反省するような語り４６％
私が変わらなし'と子どもも変わらないのに〃

子どもを突き放す語り ３５％

，勝手/こしなさいみたし､な（〃

我が子の行動について確認するような語り００％
自分の子はやってし'ないかしら“刀

子どもの気持ちに つ い て の 語 り １ ４ ２ ２ ％
寂しし'のかなとか思いますけどねα6ノ

その出来事にあま り こ だ わ ら な い 語 り ０ ０ ％
泣いてないからま－いいや－伽ノ

事 態 収 拾 に つ い て 先を見越すような語り４６％
結局怒られて寝るんじゃないから，眠たくなって寝るから例ノ

事態に対してどの様に対 応するのか悩んでいる語り７１１％
自分を見つけてくれるにはどうしたらいいかな（4L4ノ

自分に原因があるとする語り２３％
私が叱りすぎたせいかな（2丘ノ

事態が起こってしまったことに対する訴えの語り４６％
なんでこんなになっちゃったんだろう（35リ
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係を全体的に捉えることができる。双対尺度法の結果か

ら，カテゴリの内容を検討し同じカテゴリとして統合し

てもよいと判断したカテゴリをまとめ4)，状況，行動，説

明づけの３項目計３７カテゴリを得た。各カテゴリの名称

と定義はＴａｂｌｅｌに示した5)。

分析対象今回は面接で得られた１０７のエピソードのう

ち母親が我が子に対して不快感情をもった66のエピソー

ドを分析の対象とする。以下の分析ではエピソードが分

析の単位となる。またエピソードの内容が３項目で分析

するのに不十分であった一つのエピソード6)を分析の対象

から外し，以下の分析では計６５のエピソードについて３

項目３７カテゴリにより整理する。

結果と考察

予備的分析現象の基礎的把握

分析の枠組作りで得た各カテゴリの頻度を算出し，本

研究で扱う現象の基礎的把握を行った。各カテゴリの頻

度はＴａｂｌｅｌの通りである（以下文中で使用する具体的

なカテゴリ名は「」で示す)。状況に関してみると，母

親が不快感情をもつ状況としては「日常的課題場面」や

｢課題がない場面」での頻度が高く，それと「他の母子」

や「交渉なし」での頻度を比べると，母親は我が子に対

する不快感情を他児やその母親がいる場面ではあまり経

験しないことが分かる。行動に関してみると，「非社交的

行動」や「暴力．意地悪」といった行動に対して不快感

情を持っていない。佐藤（1988）は母親に育児ストレス

を与える行動として我が子の反社会性，非社会性を挙げ

ていたが，不快感情をもたらす行動としては我が子の反

社会性，非社会性に関するものは見られない。このこと

は育児ストレスと不快感情の違いを示しているのかもし

れない。

分析１不快感情の内容

分析１－１不快感情が起こる状況と子どもの行動こ

こではまず，不快感情とはどのような内容のものである

のかを検討するために行動および状況の関連を分析する。

予備的分析で得た行動および状況カテゴリについて，各

エピソードに該当するものを符号化し7)，６５（エピソード）×

2３（行動カテゴリ１６，状況カテゴリ７）のｌ／０データマ

トリックスを得た。このデータマトリックスから頻度が

全体の5％に満たないカテゴリを除き，６５（エピソード）×

1２（行動カテゴリ７，状況カテゴリ５）の１／Ｏデータマ

トリックスを双対尺度法により整理した。その結果，状

況のうち「母親の状態」と行動の「行動free｣，状況「子

ども同士」「他の母子」と行動「同胞や他児とのトラブル」

がそれぞれ対応して’軸負方向に偏って布置された8)。こ

のような偏りがあらわれたのは，それぞれのカテゴリの

結びつきが強いためであると考えられる。つまり，この

結果は母親の状態が悪いときは行動に関係なく不快感情

が起こり，他の母子がいる場面や同胞同士の場面では子

ども同士のトラブルにのみ不快感情が起っていることを

示している。残りのカテゴリについて検討する前に，ま

ずこれら５つのカテゴリについて以下で検討する。母親

が不快感情を持つ子どもとして，母親自身の状態が悪い

時の子ども，きょうだい間でのトラブルや，友達とのト

ラブルを起こす子どもの三つが考えられる。典型的エピ

ソードを示しながら議論を進める。

エと。ソー灯（母溺の状態刀漂いル自分が夕方で疲れ

ているのに，私の後をちょこちょこついてきたりすると

『も－うるさい』と思う。同じことしても朝は笑っていら

れたのに，夕方同じことされると無性に腹が立ったりす

る。

エピソード１の母親のように，母親自身の肉体的・精

神的疲労が強い状況では母親は子どものどんな行動に対

しても不快感情をもつ。また母親は，エピソード49のよ

うなきょうだい間でのトラブルやエピソード１５に見られ

るような友達とのトラブルに対して不快感情をもつ。

エと｡ソーノＭ９（きょうだし'けんかルきょうだいけん

かしてるとき。年も近いしけんかはしょっちゅう。何〉が、

原因なのかもよく分からないけａけんかをしているの

を見ると悲しくなる。

エと｡ソー灯５（友達とのトラブルノ；お友達と衝突し

たときに，もうちょっとちゃんと謝れればいいと思う。

次に他のカテゴリ間の関係を見るために，その偏りを

考慮し，上記の５つのカテゴリ及び該当するエピソード

を除き，５２（エピソード）×７（行動カテゴリ５，状況カ

テゴリ２）について，再度双対尺度法により整理した。第

Ⅱ軸までの寄与率は54.47％であった。結果はエピソード

とカテゴリを２次元空間上に同時布置した（Figurel)9)。

4）統合したカテゴリは，双対尺度法を行った際に近くに布置された

ものである。双対尺度法では近くに布置されるということは，同

じ内容を表しているか，補完的なものであるかのどちらかである

と考えられる。その点を考慮した上で，本研究では同じ内容であ

ると判断したカテゴリを統合してまとめた。

5）最終的なカテゴリは妥当性の確認のため母子関係を研究している

別の研究者に内容を検討してもらった上で決定した。具体的には

生成したカテゴリと定義の内容が今回対象となっている年齢の子

どもの行動および母親の反応として妥当であるかどうかについて

検討してもらった。

6）分析の対象から外したエピソードは，今回使用したカテゴリを当

てはめるには面接時の母親の語りが不十分であった。その母親の

他の語りについて問題はなく，重要な情報が逃れている可能性は

低いと考えている。

7）分析の対象となったエピソード（65）の約半数（28）について筆

者と心理学専攻の大学院生との間で各カテゴリの一致率を検討し

た。最終的な一致率は状況：96.4％，行動：89.2％，説明づけ：

85.7％となった。

8）この状態をFigurelに当てはめると，ここにあげた５つのカテゴ

リが左側に偏って布置されている状態であると考えられる。

９）年齢により布置に方向性がみられるかについて検討したが，特定

の方向性はみられなかった。
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1７

ほっておくと勝手に開けてるときもある。

エと｡ソーノk､､48；一回注意したことを宗れない原玄関

の戸を閉めなかったとか，テレどの電源をつけたままと

か。

エと｡ソー灯〃；夜なかなか寝ない暁９時ならもう寝

る時間がきても昼寝とかしちゃうとなかなか寝ない。

エピソード２７では“具合が悪いのに水遊びをすると言

う子ども"，エピソード９９では“お店の中でこれ買って

とぐずる子ども，'，エピソード48では“朝から友達の家

に遊びに行きたいという無理な要求をする子ども''’１０１

では“夜寝て欲しいのに寝てくれない子ども”に母親は

不快感情を持っている。Ｉ軸正方向に布置された行動は

いずれも母親の要求への不従順であると考えられる。

ここで，母親が不快感情を持つ子どもをまとめると，

次の５つになる。①母親の状態が悪い（たとえば疲れて

いるなど）時の子ども，②きょうだいげんかをしている

子ども，③友達とうまく遊べない子ども，④日常的な課

題はないがある特定の行動（例えば，べたべたしてくる

など）をする子ども，⑤日常的課題があるのに不従順な

子どもの５つである。①②③は母親と子どもの直接のや

りとりというより，どちらか一方の状態だけが問題にな

っているといえる。母親自身の問題や子ども（きょうだ

い，友達）同士の関係が問題になっており，母親と子ど

もの関係は直接的ではない。一方④⑤では，母子双方の

直接のやりとりが見受けられる。これらの感情はいずれ

も母子の関係性の中で経験されるものであると考えられ

る。本研究では中でも母子双方の直接のやりとりがある

④⑤に注目し，以下の分析ではこれに該当する５２のエピ

ソードについて検討していく。④⑤に注目するのは，育

児における不快感情の構造について検討するためには母

子の直接的な関係の中で経験される不快感情について検

討することが重要であると考えたからである。

母親の受け止め方について検討する前に，日常的課題

の有無は何を示すのかについて検討する。ここではその

手がかりとして，発達的展望に関する語りに注目する。

ここで発達的展望とは，母親の語りのうち過去から未来

にわたる時間軸で子どもをとらえているものをさす。

分析１－２発達的展望との関連母親の語りに現れ

た発達的展望'０)と，課題の有無について考察する。各エ

ピソードに現れた発達的展望を抽出・分類し，未熟，成

長，過熟，現在，過去，未来の計６つの発達的展望カテ

ゴリを作成した。カテゴリの名称と定義をＴａｂｌｅ２に示

す。本研究で分析の対象となっている５２のエピソードの

うち発達的展望が含まれていたものは２７であった。

まず，日常的課題があるエピソードと課題がないエヒ。

(Ⅱ軸）

０

Ｍ】

０ (Ｉ軸）◇Ｒ常的諜頴場面

-１

同

-２

母親が子どもをイヤになること

－１

10）今回分析の対象とする発達的展望はすべて自発的に語られたもの

である。

Figurel不快感情をもたらす状況・行動

およびエと｡ソート余の布値

注．図中には典型的エピソードの番号のみ示した。

図中に示さなかったエピソードも同様に布置されている。

Figurelでは第１軸（Ｘ軸）負方向に状況「日常的課

題がない場面」が，行動では「口答え」「べたべた」「い

たずら」が布置している。エピソードでは，６３，５６，３４

がそれぞれ布置している。

エと｡ソーバ〃；痛いとこをついてきたり理屈を言った

りする

エと｡ソーバ〃；いたずらがすごくてなんでも持ってき

ちゃう。掃除しててもちょっと目を離すと掃除機を持っ

ていってしまう。

ェと｡ソーバ封；近づいてべたべたしてくる時にイヤだ

と,患う。まとわりついてくると限やめてよ－』って想う。

エピソード６３では“理屈を言ってくる子ども''，エピ

ソード５６では“何でも持ってきちやう子ども，，，エピソ

ード34では“ぺたぺたしてくる子ども”にそれぞれ不快

感情を持っている。日常的課題がない場面で母親は，口

答えやべたべた，いたずらをする子どもに対して不快感

情を持っていることがうかがえる。一方，Figurelの第

１軸正方向には，状況「日常的課題場面｣，行動では第Ⅱ

軸（Ｙ軸）正方向に「無理な要求｣，負方向に「生活習'慣

に関する不従順」が布置している。エピソードでは，２７，

９９，４８，１０１が布置している。

エと。ソーバ27,f棉息がひどし､のに岬〈遊びをする』と

言う。頃合刀j悪くなるからやめなさい』と言っても具合

悪くならないと意地を張る。

エと。ソーバ卯；お店のゆで『これ買ってＪとぐずる・

’
●生活習慣の不従Ｍ

~冒亙wｌ
一◇日常的課題場面

８
１
１
０１

●くたくた
9３

3 ４５２

一◇課題なし場面

5６６３

●いたずら

●口答え

●：行動カテゴリ

◇：状況カテゴリ

数字：エピソード勝号



注．アリ／ナシは，発達的展望の有無である。

１８

Table２発達的展望カテゴリの名称および定義

ソードで発達的展望の出現率に差があるのかについて，

カイニ乗検定を行った（ｐ〈､Ool)。日常的課題がない場

面において発達的展望がなされていることが読み取れる。

次にそれぞれのエピソードにおいて，どのような内容

の発達的展望がなされているのかについて検討する。以

下の分析では発達的位置づけが含まれている２７のエピソ

ードを対象に進めていく。発達的展望と状況の関係を見

るため，２７（エピソード）×８（状況カテゴリ２，発達カ

テゴリ６）の１／０データマトリックスを作成し，そのデ

ータマトリックスから企画分類法（西里，1980）により

発達×状況カテゴリの頻度型データマトリックスを得た。

企画分類法とは解析するデータをある仮説をもって作る

方法である。例えば，特定の一属性と表のデータの関連

を見たいときに，表のデータと属性をクロス集計してそ

のデータについて解析をするような方法である。発達的

展望と状況カテゴリのクロス表をＴａｂｌｅ３に示す。

日常的課題場面で母親の要求に不従順な子どもに対し

ては，子どもの未熟さや成長について言及している。例

えば，エピソード48ではだんだん分かるようになっては

いるもののまだ約束が守れない我が子について言及して

いる。

エと｡ソーバ４８；一回注意したことをfj目れなし､とき。部

屋のバアやトイレを開けっ放しにして出てくる。だX/だ

ん言わなくても分かるようになってきているんだけど

やっぱりめんどくさし}というか，したいこと〃洗なので，

ついついでしょうね。

一方課題がない場面で母親がイヤだと思うことをする

定義カテゴリ

子どもに対しては，過去の行動や育ちと比較したり，も

う大きく育ちきってしまったとしている。例えばエピソ

ード34では今まで子どもがおかれていた状況を“甘えら

れなかった'，とし，エピソード６３では子どもを“対等な

感じ，，‘‘もう六年生，，というように受け止めている。エピ

ソード１６では兄の入園という生活の変化に伴い，今まで

見られなかった行動が見られるようになってきたことが

わかる。

エと｡ソーバ34；今まで甘えられない状態だった。下の

子がいたから，甘える暇がなかった。（手脚空いたころ

には，もう６歳になっていてかえる状況じゃなくなって

いた。

エと｡ソーバ〃；一蚕_との子はもう反抗期みたいな感じ。

Iもうほとんど対等な感じ。結構傭いとこつし､てくるし，

理屈を言うし。

エと｡ソー灯６；お兄ちゃん刀吻稚園に入って急にべた

べたし始めた。それまでは平気で独りで遊びにいってた

のに，急に離れられなくなって。

以上のことを母子の関係性をふまえ考察すると，日常

的課題場面でのエピソードにおいて，母親は子どもを未

熟なもの成長途上のものとして受け止めており子どもと

母親の関係に変化はない。一方課題がない場面において

は，子どもを過去・以前とは異なるものとして受け止め，

子どもと母親の関係は変化している。日常的課題場面に

おいても過去についての言及があるが，それは子ども自

身の変化で，母親との関係の変化ではない（例えばエピ

ソード48)。以上のことから考えると，課題の有無は関係

子どもの未熟さを示すｅｘ)まだ～だから

子どもが成長しつつある様子を示すｅｘ)だんだん～するようになってきた

子どもがもう十分大きくなったことを示すｅｘ)もうお兄ちやんだから

問題となっている子どもの行動を現在．今に限定するｅｘ)～するのは今だけ

過去の子どもの行動と今問題になっている行動を比較したり，過去の育ちについて

言及するｅｘ)以前は～だったのに，今までは～

子どもの将来の行動について予測するｅｘ)大きくなったら

熟
長
熟
在
去

未
成
過
現
過

未来

杓
一
路
２

Table３発達的展望と状況カテゴダのクロス表

発 達心 理学 研究 第１２巻第１号

雛
－
３
３

雌
－
３
６

耕
一
０
１

鯛
－
０
２

糊
－
３
０

旅
－
４
２

状況カテゴリ／発達的展望

日常的課題場面

日常的課題がない場面

刑
一
過
Ⅲ
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『「：課題なし場面

ｗ：日常的課題場面

▼斜体：説明づけカテゴリ

数字および［･］：エピソード

●

(Ⅱ軸）

▼子どもに原因を帰属

く日常的課題なし＞

－３７７－ｰ

● ●
●

●

．.i;§くたくた ▼迷い

●いたずら▼反首

●
杵鰯練鱒糾Ｉ

。'『卿漁期

-１ 0

Figure2不快感情とそれに対する説明づけ
およびエと｡ソ一戸の布値

'性の変化の有無によるといえるのかもしれない。つまり

課題がない場面においては関係性の変化によって不‘快感

情が経験されていることが考えられるのである。今回の

データでは十分に検討する事が出来ないが，課題がない

場面で発達的展望が多くなされていることも上記のこと

を支持する。今後検討するのに値する問題であると考え

られる。

分析２不快感情と説明づけ

ここでは分析ｌの結果明らかになった不‘決感'情をもた

らす子どもを，母親がどのように受け止めているのかを

説明づけから検討する。不快感情と説明づけの関係を明

かにするため５２（エピソード）×１４（行動カテゴリ５，

状況カテゴリ２，説明づけカテゴリ７）のデータマトリッ

クスを双対尺度法を用いて整理した。第Ⅱ軸までの寄与

率は32.57％であった。分析１同様，結果を２次元空間上

に同時布置した（Figure2)。

まず，Figure2の第Ⅱ軸正方向に行動「口答え」と説

明づけ「ほっておく」が布置している。これは子どもの

口答えにはほっておくという説明づけをすることを示し

ている。「口答え」が課題なし場面の他のカテゴリと離れ

ここに布置しているのは，母親の受け止め方が他のカテ

ゴリと異なることを示している'１)。

次にFigure2の第１軸負方向には課題がない場面で不

１１）ここに布置したエピソードの子どもの年齢は比較的年長であった

が，今回はその数も少ないことやこの他には年齢による布置の偏

りが見られなかったことから，子どもの年齢との関係については

ここではとくに扱わないこととする。

快感情をもたらす行動が布置し，正方向には日常的課題

場面で要求に不従順な行動が布置している。この軸は“日

常的課題のある，なし”に関連するものであると言える。

説明づけの布置ではＩ軸負方向に「反省」「迷い」が布置

し，正方向には「子どもの気持ち」「どうして」「開き直

り」「子どもに原因」が布置している。この軸は“自分の

関わりを反省し，改めようとするか，自分の関わり方を

貫こうとするか'，に関するものであるといえる。そう見

ると，母親は課題がない場面での子どもの特定の行動に

対しては，自分の関わりややり方を反省したり，どうし

I軸)たらいいか迷っていることがうかがえる。例えば，エピ

ソード４３では急にべたべたし始めた我が子に対する母親

の戸惑いを見ることができる。

エピソード４３；べた－つと甘えてくるのと，じ－つと

我慢している差が激しいのでどう対応していいのか分か

らない。

一方，課題場面で不従順な子どもには子どもの気持ち

を察したり，不従順さを子どもの属性に帰属したり，自

分のやり方を貫こうとしている。

エと｡ソーバ妬；父親が早く帰ってきたときノエ父親が

好きなんでなかなか寝ない。

ェと｡ソーバ〃；こ断食べるのにすごく時間がかかる。

食べてても/”』が気になって注意力散漫なんですも

エと｡ソーバ〃；トイレットトレーニング9bが一番イラ

イラする。とにかくイヤ急

エピソード９６では，父親好きな子どもの気持ちを察し，

エピソード36では子どもの属性（注意力散漫）に原因を

帰属している。エピソード６２を見ると，トイレや食べな

いといった子どもの行動には自分の要求を押し通したい

母親の姿が見て取れる。この軸は子どもの行動に対して

譲歩的かそうでないかであるともいえる。課題がない場

面での特定の行動に対しては譲歩的あるいは迷いが見ら

れるが，課題がある場面での不従順に対しては自分の要

求を押し通したいという姿勢が見られる。

以上のことから不快感情を持つことが母親にとってど

のような意味があるといえるのだろうか。母親は，不快

感情を契機に自分の育児や子どもの育ちについて振り返

っていることが考えられる。育児というのは必ずしも報

酬的なものではない（氏家，1995)。時には自分の育児の

やり方に不安を覚えることもあるだろう。自分の要求に

不従順な子どもや，特定の行動する子どもに出会った時

に母親は，自分の今までの育児のあり方や子どもの育ち

について振り返るのではないだろうか。エピソード４３の

母親は，子どもがべたべたしてきたことで今までの育児

のやり方を振り返っている。エピソード３６の母親は性格

特性を確認し，エピソード９６の母親は子どもの内的状態

を察している。エピソード６２の母親は，子どもの不従順

に直面しながらも自分のやり方を再確認している。この



2０ 発達心理学研究第１２巻第１号

の発達

日々の生活

Figure3母親に不快感債をもたらす
育姐生活の構造

ように母親は，子どもに対する不快感情を契機に，子ど

もの状態や自らの関わり方について振り返り，子どもの

状態の確認や自分の行動の安定，場合によっては修正を

図っているのではないだろうか。さらに今回の結果では，

課題の有無によって母親の振り返り方が異なることが示

されている。課題がある場面で母親は自分の要求を押し

通そうとする一方，課題がない場面では譲歩的になるの

である。

全体的考察

母親の子どもに対する不快感情と受け止め方について

検討した結果，母親の不快感情は日常的課題場面での不

従順な行動，課題がない場面での特定の行動に対して生

じ，母親は課題なし場面では子どもを過去とは異なった

ものとして受け止めていることが明らかになった。また

受け止め方の分析からは，母親は不快感情を契機に子ど

もの育ちを展望したり，自らの育児について振り返って

おり，その振り返り方は課題の有無によって異なること

が明らかになった。ここでは以上の結果から，母子関係

における不快感情について，まず１）母親が不快感情を

持つ育児生活の構造について検討し，次いで２）母子関

係における不快感情の意義について検討する。

１）母親がイヤになる子ども

分析１，２の結果をふまえ，母親に不快感情をもたらす

育児生活の構造をFigure3に図示した。

まず，「日常的課題場面で母親の要求に不従順な子ども」

と「課題がない場面で特定の行動をする子ども」の２つ

のタイプがある。ここでは前者から検討する。「要求に不

従順な子ども」は，「思い通りにならない子ども」と，「無

理な要求をする子ども」の二つに分けられる。「思い通り

にならない子ども」では，子どもの要求に比べ課題を達

成させようとする母親の要求が強い。例えば，母親が忙

しいときにぐずぐずしているなどがそうである。逆に「無

理な要求をする子ども」では母親の要求よりも課題達成

を阻む子どもの要求の方が強いことが推測される。例え

ば，子どもが体の具合が悪いのに遊びに行きたいという

エピソードは典型であろう。課題場面では課題を達成さ

せようとする母親の要求とそれに対する子どもの要求と

のせめぎ合いによって不快感情が引き起こされているの

である。

一方，「課題がない場面で特定の行動をする子ども」は

分析１－２の結果を考慮すると，発達的展望と関連してい

ることが考えられる。子どもを過去とは異なったものと

して受け止めることによって，母子の関係も変化し不'快

感情が生じている。例えば，べたべたしてくる子どもに

不快感情をもっている場合，母親はもう大きくなったか

ら抱っこしたりする必要はないと考えているが，子ども

はべたべたしたいと思っているのかもしれない。「課題が

ない場面で特定の行動をする子ども」では，子どもの成

長や生活上の変化に伴い母子の関係性が変化し不'快感情

が引き起こされているのである。

では「課題がない場面で特定の行動をする子ども」お

よび「日常的課題場面で母親の要求に不従順な子ども」

という二つのエピソードはまったく独立したものなのだ

ろうか。今回の結果ではいくつかの子どもの行動が双方

のエピソードにまたがって生じていた。例えば，「べたべ

た」してくる行動に対して母親は課題場面となし場面の

双方で不快感情をもっていた。子どもの成長や生活上の

変化に伴い，はじめは課題場面で不快感情をもっていた

行動が，課題がない場面でも不快感情をもつようになる

というように，母子の関係性の変化に応じて変わってい

くのかもしれない。中でも子どもが母親に「べたべた」

するような接近行動と反発性の関係の重要性については，

Mahler,＆LaPelTiere(1965)やRijt-Plooij,＆Plooij

（1993）で述べられている。その関係性の変化は，単純に

子どもの年齢が上がるのと並行して起こるのではなく，

その時々の状況や生活に応じて起こるものであろう。今

回は乳幼児期の母子を中心に検討したが，今後は子ども

の年齢を含め母子の関係性の変化について詳細に検討し

ていきたい。

以上のことから考えると，不快感情は母子の間のズレ

によって引き起こされているといえるだろう。日常的課

題場面では課題達成によって，日常的課題がない場面で

は関係性の変化によってズレが引き起こされているので

ある。母親は子どもに対してこうなってほしいという発

達期待やよいこ像を持って育児を行っている（清水・前

中・松永・依田，1994)。実際の生活の中はそんなにうま
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くはいかない。思い通りにならない我が子や無理な要求

をする我が子に直面し，また関係の変化によって特定の

行動に対して，不快感情を持つのである。

２）母子関係における不快感情の意義

１）において不快感情は母子のズレによって引き起こ

されていることが考えられた。母親はズレによって引き

起こされた不快感情を契機に母親は子どもの育ちを展望

したり，自らの育児のやり方を振り返る。例えば，べた

べたしてくる子どもに不‘快感情を持った母親は，子ども

と自分との過去の関係（下の子がすぐに生まれてあまり

かまえなかった）を思う。自分が忙しいときにぐずぐず

している子どもに不快感情を持つ母親は，子どもがそう

いう性格特性であることを再認識する。すぐに原因の所

在や対処の仕方が分からないこともある。例えば，具合

が悪いのに遊びたいという子どもに対しては，どうして

そんなに無理な要求をするのかわからないと嘆く。そう

した不快感情を契機とした振り返りにより，その後の育

児の方向性が定まるのではないだろうか。子どもの育ち

や状態を確認することで明日の育児への情報が増え，自

分の関わりについて内省し関わり方が安定することもあ

るだろうし，場合によっては改善する必要も出てくるか

もしれない。母子の生活は実際には一致することよりも

ズレていることのほうが多いのかもしれない。そのよう

なズレが，子どもの育ちや自らの子育てを振り返るきっ

かけを作り，育児を方向づけるのである。

不’快感情を経験することが契機となり育児が方向づけ

られるということは，子どもの発達や親自身の発達にも

つながるかもしれない。例えば親は思い通りにならない

我が子に直面し，子どもの内的状態を察することで子ど

もの他者性を認識する。関係の変化は子どもの自立を促

しているかもしれない。また，育児が方向づけられるこ

とで親自身の発達も可能になる。親の行動は一旦身に付

ければよいものではなく，親への適応はもっと持続的で

積極的な発達的意味をもつ（氏家・高涜，1994)。そのよ

うに考えると，親としての適応にも不'快感情は役に立っ

ているのかもしれない。

本研究の目的は不快感情が育児にポジティヴな役割を

果たしている可能性を示すことであった。結果から今後

検討可能ないくつかの事柄を導き出すことができた。今

後検討すべきこととして四点を挙げる。第一に母親とし

ての適応のプロセスとして，不快感情の内容とその受け

止め方がどのようなプロセスをたどるのかについて記述

していくことを挙げる。例えば初めて子どもを産む女性

がイヤな子どもをどのように受け止め，育児を行ってい

くのかについて，子どもの発達などとの関連性をふまえ

て検討することが可能であろう。第二に快感情との関連

を挙げる。本研究では不快感情の役割について検討した

が，不'快感情が反発的関係を示すだけではないとしたら，

快感情についても同様に親和的関係だけを示すことでは

ないかもしれない。不快感情と快感情の関連を検討する

ことで新たな知見が得られるだろう。第三に本研究では

母親の側から母子関係における不快感情を検討したが，

子どもにとって不快感情はどのような意味があるのか検

討することを挙げる。子どもの側からの検討を加えるこ

とで母子のダイナミックな関係性がより明らかになると

考える。最後に臨床的観点からの検討を挙げる。今回は

育児を続けている母親に焦点を当てて検討したが，育児

を続けていくことのできなくなった母親に焦点を当て，

研究することも重要な課題であるといえる。
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3,4歳男児の友だち集団の特徴：個人行動及び二者関係と優勢順位との関連
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(広島大学教育学研究科）（広島大学教育学部）

本研究では，特定の３，４歳男児の友だち集団について，遊びの共有化過程に影響するといわれている

各成員個人の行動特徴と成員間の二者関係が集団内の優勢順位とどのような関連があるのかを明らかに

することを目的とする。３歳男児９名による１つの友だち集団は２月から３月まで自由遊び場面を通し

て観察された。集団全体の構造的特徴として優勢順位を用いて，それに基づき個人の行動特徴と集団成

員間の関係について検討を行った。結果として，集団全体の活動は優勢順位の上位者を中心に行われて

おり，成員間の優勢順位の開きが大きいほど自己開示が生じにくく，優勢順位は集団全体の活動とも集

団成員間の行動とも関連していた。観察集団の中で，集団の中心的存在を示す子がおり，彼が多くの成

員と親密的，調和的な相互作用を行っていた。それと同時に，彼が優勢順位の最上位でもあり，成員を

統制する行動も多かったことが示された。集団成員が優勢順位での自分の位置づけに基づいて，相手に

よって相互作用を行った。優勢順位が集団内の社会的行動を制御する働きは３，４歳ごろにすでに現れて

いることが示された。成員個人の行動特徴や成員間の二者関係が集団全体の優勢順位から影響を受ける

と同時に，親密度の高い二者関係が優勢順位の変遷を促す可能性や，また，その二者関係が個人の行動

特徴によって決められている可能性も示された。

【キー・ワード】幼児，集団，個人の行動特徴，二者関係，優勢順位

問題

子ども同士で対人関係を築くことは，その過程におい

て，社会的相互作用を有効に行うための基本的スキルの

発達，社会的支持や安心感の確保，自己概念の発達が達

成されるという点で，重要な発達課題であるBukowski,＆

Hoza,1989)。これまでの研究では，この子どもの仲間関

係をそれぞれ個人レベル，二者レベル，あるいは集団レ

ベルで取り扱ってきた。仲間関係を個人レベルで捉えた

研究の中には，グループ遊びに必要とされる統合性のス

キルを獲得していく（e､9.,Parten,1932）様子を追跡し

たものや，仲間への社会的影響から個人の行動を検討し

たものがある（e､9.,Vaughn,＆Waters,1981)。二者レ

ベルから検討した研究では，相互に選択し合う友だちを

持つ子はそのような友だちを持たない子と比較して，よ

りポジティブな社会的感情を持ち，より望ましい社会的

適応を示したという結果が得られている（e､9.,Parker,＆

Asher,1993)。集団レベルで検討した研究においては，

ターゲット児が他児からどの程度選択されるかという一

方向的選択による仲間受容度に基づいたものがほとんど

であり，受容度の低い子よりも高い子のほうが，より社会

性のある行動特徴を示し，また，より多くの友だち関係を

持っていることが示されている（e､9.,Ｌadd,Kochender‐

fer,＆Coleman，1997)。

このように，個人レベルから二者レベルへ，二者レベ

ルから集団レベルへと，着目する関係性の規模が大きく

なるにつれて，分析基準となるユニットは前のレベルを

包含する形となり，より多くの視点から検討できる。す

なわち，集団レベルのアプローチは，個人レベルと二者

レベルのどちらか，あるいは両方を分析のユニットとし

て扱うことができるため，多層性を持つ仲間関係を把握

するのに最も適切であると言えよう。また，日常生活で

の幼児の社会的行動は，３人以上の成員を含むことが多い

という現実や，各個人の行動は参加集団内での社会的関

係によって大きく影響される（Kenny,＆LaVoie,1984）

という研究結果からも集団レベルでの分析の必要性が指

摘できる。ところが，先に述べたように，集団レベルで

検討を試みた従来の研究は，仲間受容度に基づくものが

多く，且つ，成員間の相互的関係に基づいた集団を特定

したうえでの検討があまりなされてこなかった。Strayer

（1980）は社会的行動を個人，二者間，集団内といった

様々な構造レベルから概括的に検討することの必要性を

強調している。以上から，仲間関係に関する今後の研究

は，集団全体の特徴や，集団内での個人行動，または他

児との二者関係に着目しながら，全貌を捉える必要があ

ると考えられる。

集団成員各個人の行動特徴という個人レベルと集団成

員間の二者関係という二者レベルが集団全体の構造的特

徴という集団レベルに含まれる。その包含関係を明らか

にするために，個人的行動と二者関係を集団レベルに基
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づいて検討することが必要であろう。そこで本研究では，

第１に幼児が所属している集団の構造的特徴を明らかに

し，第２に集団の構造的特徴に基づいてそれぞれの集団

成員の個人行動を検討し，第３に集団の構造的特徴に基

づいて集団成員間の二者関係を分析することによって，

集団成員の個人行動及び二者関係と集団の構造的特徴と

どのような関連があるのかを明らかにする。

また，幼児が友だちと一緒にいる時間の長さによって

親密度に相違がみられる（Hinde,Titmus，Easton，＆

Tamplin,1985）ため，本研究では，共通のテーマを持っ

て遊びを展開している一時的な遊び集団ではなく，成員

同士が普段から頻繁に遊んでいて関係が安定している友

だち集団を取り上げる。なお，対象児は入園後１０ヶ月経

ち，友だち集団が形成されていると判断される３歳児ク

ラスの幼児とする。以下，焦点化する３つの側面につい

て詳細に説明する。

(1)幼児が所属している集団の構造的特徴

安定した友だち関係を持った３人以上の集団を友だち

集団とし，成員間の相互作用によってできあがる集団全

体の関係を集団の構造的特徴と定義する。Strayer（1980）

は，ＭｃＧｒｅｗ（1972）の研究の流れに沿って，幼児集団

の社会的構造を，凝集性，分散性の２つの機能から検討

することを提案した。つまり，オリエンテーション，ア

プローチ，接触といった集団成員間の凝集'性を高める親

密行動と，攻撃，脅迫，争いといった集団成員間の分離

を強める桔抗行動（agonisticbehavior）とを査定して，

集団内構造の質的差異を捉えるのである。Strayer（1992）

は，自然場面を観察して，１歳から５歳までの幼児集団の

構造的特徴を上記の２つの機能から横断的に検討した。

その結果，桔抗行動によって形成される社会的優勢関係

は，１，２歳児の集団においてすでに観察され，親密行動に

よって形成される親密関係は２，３歳になってから現れる

ことが示された。この結果から，本研究で取り上げた３歳

児集団においては，集団の社会的構造を説明する親密関

係と優勢関係とがすでに形成されていると推測できる。

しかし，本研究は園生活でよく一緒に遊んでいた幼児

たちによって形成された１つの集団を取り上げており，

集団成員間の関係は集団外の子に比べて親密であること

が前提となっている。従って，集団の構造的特徴として

親密関係を検討することができないであろう。しかし，

集団成員問では親密度に相違があると考えられるため，

親密関係については，二者関係レベルでの検討材料とす

る。

一方，集団成員間の桔抗的状況に偏りが生じると，優

勢関係や優勢順位が形成される。優勢関係は仲間集団内

の個々の成員問にみられる不均衡な社会的関係であり，

優勢順位は仲間集団を構成するすべての成員間の不均衡

な社会的関係を統合したものである。優勢順位は，仲間

集団を構成する安定した社会的次元の中で最も早く発達

するものとされており，７０年代から多くの研究者が，幼

児の集団の構造的特徴を示すものとして社会的優勢順位

を重視してきた（Strayer,＆Strayer,1976:Vaughn,＆

Waters，1981：Strayer,＆Trudel，1984)。安定した対

人関係が形成された集団の中で，共同遊びを展開してい

くためには，共通のテーマを巡って成員同士で合意した

り交渉したりすることを通して遊びを共有化していく過

程が不可欠であろう。この共有化の過程においては，調

和性に満ちた話し合いのような向社会的行動によってス

ムーズに遊びを展開していく場面もあれば，意見の対立

や物の所有を巡る葛藤場面も考えられる。前者の向社会

的場面のみならず，後者の葛藤場面においても，早い時

期から形成される優勢順位が集団単位で展開する遊びの

共有化過程に影響を及ぼすことは十分考えられる。そこ

で，本研究では，子どもが所属している集団の構造的特

徴を検討するために，集団内の優勢順位に注目すること

とする。

(2)優勢順位に基づく個人の行動特徴

個人のネガティブな行動に注目した社会的優勢関係に

関する研究では，攻撃的行動や競争的行動の頻度と子ど

もの優勢順位との間に正の相関を見出している（Strayer，

1992)。一方で，注目度や人気度のようなポジテイブな社

会的行動に関しては，優勢順位との間には相関はみられ

なかった（Vaughn,＆Waters,1981)。その理由の１つ

として，前述したように，集団単位で展開する遊びの共

有化過程においては，調和と対立といった対極的な交渉

が含まれると考えられるが，優勢関係に関する研究のほ

とんどは，対立が生じた葛藤場面にのみ注目し，主張が

どの程度実現できたのかを問題にしてきたためと考えら

れる。遊びの共有化過程にみられる調和的交渉の側面が

抜け落ちてしまうため，従来のように，桔抗関係の不均

衡のみから優勢関係を算出する方法は不十分といえよう。

そこで，本研究では，個人が所属している集団の優勢順

位と個人の行動特徴との関連を検討する際に，優勢順位

に関しても個人行動に関してもネガティブな指標だけで

はなく，ポジティブな行動指標をも取り入れてより網羅

的に分析することとする。

安定した対人関係に基づいて，共通のテーマを持って

遊びを展開している集団成員の間では，遊びの進行方向

を決める役は誰か，葛藤が生じる同士の中に入って仲裁

する役は誰か，自分は物・場所の所有を巡る争いの中で

自己主張をどこまで押し通せるかなどについて暗黙のル

ールが存在しているであろう。つまり，遊び集団を維持

するためには，各成員が集団内の相互の位置関係を適切

に認知する必要がある。

Strayer（1984）によると，幼児期の優勢順位は，児童

期以降に比べて，より単純で，おおざっぱに分化してい



2６ 発達心理学研究第 １２ 巻第 １号

るものの，幼児はその優勢順位での自分の位置づけをよ

く理解しており，集団内地位の構造に対する認知も高い

一致率を示している。さらに，凝集性の高い集団内の優

勢順位に関する子どもの評定は安定していて（Weisfeld，

Muczenski,Weisfeld,＆Omark,1987)，優勢順位の確

立が集団内の争いを減らす機能を果たすことも示されて

いる（LaFreniere,＆Charlesworth，1983)。これらの

研究から，凝集性の高い集団内の優勢順位は個々の成員

によって明確に認知されており，この優勢順位での位置

づけによって個々の行動が大きく影響されることが考え

られる。本研究では，幼児の社会的関係が最も現れると

考えられる自由遊び場面に着目し，集団成員間の相互作

用を観察することによって，集団の優勢順位と関連づけ

ながら個人の行動特徴や集団成員間の関係を捉えること

とする。

(3)優勢順位に基づく二者関係

特定の二者間の相互作用に基づいて形成される関係を

二者関係と定義し，友だち集団内の関係はこうした二者

関係の組み合わせにより形成されると考えられる。この

二者関係に基づく社会的関係に関する従来の研究には，

特定の相手との関係という特定性の視点からのアプロー

チがある。なぜなら，ある相手との相互作用パターンに

基づいて別の相手との相互作用パターンを予測すること

は不可能（Kenny,＆ＬａＶｏｉｅ,1984）だからである。ま

た，関係が形成されてからの時間が経てば経つほど，相

互作用を行う二者が持つそれぞれの個人要因の影響が弱

くなり，それに対して，二者間の関係要因の影響が強く

なる（ROSS,＆Lollis,1989)。社会的関係を厳密な手法

で検討した研究としては，実験室場面における２人から

４人までの集団に適用する関係性モデルを考案したKenny,＆

ＬａＶｏｉｅ（1984）の研究が挙げられる。その関係性モデル

によると，関係性に関わるのは，個人要因，二者間要因，

集団要因，そして場面要因の４つの要因であり，加えて，

この関係性は，二者関係が２人の個人要因を加算しただ

けでは導けないような非加算的特徴を持っていることが

示されている。本研究は，遊び集団の成員数が４人以上

の場合もあり，集団の成員が入れ替わる場合もある自由

遊び場面を取り上げるため，Kenny,＆ＬａＶｏｉｅ（1984）

の関係性モデルを直接適用することはできないが，関係

性の非加算的特徴に注目したいと考える。

この二者関係に着目する先行研究のほとんどが，誰が

誰にといった行動の方向性から，アクター効果とパート

ナー効果を検討している（Kenny，＆ＬａＶｏｉｅ，1984：

Strayer,1992)。しかし，「お互いがどのくらい親密であ

るか」といった関係の状況について，両者が仲良く一緒

に遊んでいるという方向性のない行動も含まれていると

考えられるので，方向性の明らかな行動のみでは説明で

きない部分もあろう。加えて，世評や関係が成立した後

の集団を扱う場合では，たとえ誰かが誰かを遊びに誘い

込むという方向性のある行動であっても，それは二者間

の関係性効果を踏まえた上でのものでなければならない

と考えられる。これまで，自然場面での二者関係につい

ては，この関係性効果の視点からほとんど検討されてこ

なかった。そのような中で，Park,＆Waters（1989）は

自由遊び場面での二者間行動を評定する尺度を考案して

いる。この二者関係Q-setは関係が形成された後の二者

について，行動のポジティブ性，ネガティブ性および関

係の状況といった３つの側面から二者間関係を測定する

尺度である。また，この尺度は，本研究が集団の構造特

徴として用いていない親密行動を評定できる凝集性項目

も含んでいるため，集団成員が親密度によって異なる対

処行動を行うかどうかも検討できよう。そこで本研究で

は，現実の友だち集団での優勢順位とそれぞれの成員問

の二者関係との関連を検討するために，Park,＆Waterｓ

（1989）をもとにYoungblade,Park,＆Belsky（1993）

が作成した二者関係Q-setを参考に検討することとする。

また従来，就学前児では同性の遊び仲間が好まれ（Mac‐

coby,1990)，そのうえ，親密度の高い友だち関係の発生

は同性であるかどうかによって左右される（Hindeeta1.,

1985）ことが示されている。以上のことは，日常生活の

中で頻繁に相互作用を行う集団は同性によるものが多い

ことを示している。さらに，女児よりも男児のほうが桔

抗行動を多く示し，また，仲間のいざこざ行動に近づき，

傍観することが多いとされている（Farver,1996)。その

ため，友だち集団の構造的特徴を優勢順位から測定する

本研究においては，男児集団に絞って縦断的観察を行う

こととする。

以上の問題意識から，本研究では，特定の3,4歳男児

の友だち集団について，遊びの共有化過程に影響すると

いわれている個々の成員の個人行動特徴と二者関係とが

どのように友だち集団の中で構成され，調整されている

のか，優勢順位とはどのような関連があるのかを明らか

にすることを目的とする。

方 法

観察対象とセッティング観察対象としたのは，東広島

市のＦ幼稚園３年保育の１年目に入園した年少男児基本

成員７名と，この７名と交渉を行った同クラスの男児３名

であった。観察時の平均月齢は50.8ケ月（レンジ:４７－

５５ヶ月)。観察を始める前に予備調査として保育者及び観

察クラスの子どもたちに「よく一緒に遊んでいる友だち」

を指名してもらったところ，男児同士がお互いを指名し

合い，普段から集団単位で遊びを展開する場合が多いこ

とが分かった。基本成員は，観察当初３歳児クラス１０名

の男児の中で，観察日数の９０％以上の出席があった８人

からさらに１人遊びを好んでいた１名を除く７名とした。
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観察期間は友だち関係が安定していると考えられる進級

直前の２月から３月までの２ヶ月とし，観察時間帯は朝

の９時30分から１０時40分までの自由遊び時間とした。

観察期間中，基本成員７人についてそれぞれ１５分間の観

察を４回行い，計28の事例の収集にあたった。観察順は

ランダムであり，観察対象児を含む友だち集団を構成す

る成員間の相互作用はＶＴＲで記録した。なお，それぞれ

の事例に含まれる成員数が異なるので，成員ペアの観察

回数はペアごとに異なる。

二者関係の測定方法二者関係は二者間の相互作用パター

ンの繰り返しから想定されるものと考えられる。二者関

係Q-setは，幼児の友だちペアの自由遊びデータをソー

トする尺度である。しかし，日常保育場面で繰り広げら

れる友だち集団は３人以上の場合が多く，集団の規模を

2人に限定することは集団レベルでの関係を把握し切れな

い。日常保育の中の自由遊び場面における２人以上の友

だち集団成員問の二者関係をこの二者関係Q-setで評定

する信頼性については，事例からランダムに抽出した２０

ペアの関係を２名でソートし，スピアマン・ブラウン公

式（Block,1978）によって平均信頼値を算出した結果，．８２

（レンジ：､４５～､94）であった。本来であれば，毎回の

観察でみられた各成員ペアの相互作用を二者関係Q-set

の５５アイテムからソートしなければならない。しかし，

本研究で収集された２８の事例から得られたペアの総数は

295と多く，各ペアの相互作用について１５分間の事例を

通してアイテムごとにソートすることは困難である。さ

らに，１つの事例において集団成員数が多ければ成員ペア

ごとの相互作用の量も異なるがゆえに，“どちらとも言え

ない”と評定する項目数が規定よりも多い場合も考えら

れる。従って，自由遊び場面での友だち集団の二者関係

を評定するにあたって，規定数に合わせるために評定項

目に重みをつけるようなソート法には限界があるのでは

ないかと考えられる。そこで，本研究は，集団成員問の

二者関係を測定するために，Youngbladeetal．（1993）

をもとに作成した二者間行動評定尺度を用いて，各事例

にみられた各成員ペアの相互作用について，評定内容に

当てはまる．どちらとも言えない．逆転内容に当てはま

るの３段階評定を行った。また，自由遊びを行う友だち

集団の成員が毎回異なることも予測されるので，安定し

た成員間関係を測定するために数回の観察を行い，平均

評定値を求めることとする。次に，計２８の事例において，

各成員ペアの二者関係得点を加算し，それを各成員ペア

の観察回数で除して平均二者関係得点を求めた。この二

者問行動評定尺度は，以下の７クラスタ－項目から構成

されるものである：「ポジティブな社会的態度」－分与

やいたわりのような向社会的行動か非難などの拒否的行

動か，「凝集性」－二者の興味が相手個人と遊び内容と

のどちらにあるか，「調和性」－問題を有効に解決した

り提案や請求をして遊びを展開したりするか，問題を返

報したりエスカレートしたりするか，「統制」－相手に

対して身体的攻撃や脅かしを用いるか許可を求めたり提

案したりするか，「応答性」－相手の要求に積極的に応

ずるか無視するか，「自己開示」－個人の情報や遊び内

容に関連する既有知識を相手に呈示するかどうか，「統合

遊び」－独り遊びよりも，二者で遊ぶ時のほうが遊び

の内容がより複雑で，構造化されているかどうか，によ

って，１点か－１点とする。各項目において，以上のような

行動がみられない場合は０点とする。データの48％にあ

たるランダムに選んだ142ペアについて２名で評定した

ところ，評定者問の一致率はＫ＝､８７であった。残りのデ

ータについては観察者個別に評定を行った。

優勢関係の算出方法物の所有をめぐる争いのような競

争は親密関係とも桔抗関係とも相関を持つ（Strayer,1992）

ため，本研究では，集団を構成する成員ペアごとの優勢

関係の強弱を判定するにあたって，葛藤場面の勝ち．負

けにだけ焦点を当てるのではなく，遊び場面でのリード

・追従に基づく基準も採用した。従って，毎回の優勢関

係の順位を決めるのに，葛藤がある場合は勝った側を上

のランク，負けた側を下のランクに，葛藤がない場合は

遊びをリードする側を上のランク，それに従う側を下の

ランクに配属した。また，ペア間の社会的関係が均衡な

場合はその両者を同ランクに配属した。

優勢順位の得点化Strayer,＆Strayer（1976）の線形

相対規則（lineartransitivityrule:ＡがＢより優勢であ

り，また，ＢがＣより優勢であれば，ＡがＣよりも優勢

である）に基づき，優勢順位について以下のような定義

を行った。１つの事例にみられた成員がＡ，Ｂ，…Ｘであ

るとき，各成員の優勢関係得点をＤＡ，ＤＢ,…Ｄｘとし，

二者（e､9.,ＡとＢ）が同ランクに属する場合には優勢関

係得点が等しく（i､e､,ＤＡ＝ＤＢ)，二者が異ランクに属す

る場合には，ランク差分の優勢関係得点の差があると仮

定した（e､9.,ＡがＢより１つ上のランクにいれば，ＤＡ＝

DB+1)。また，毎回の事例における集団成員間の優勢関係

得点を標準化するために，ＤＡ+ＤＢ,…+Dk=Oと仮定した（e･９．，

Ａ,Ｂが同ランクにいて，ＣがＡ,Ｂより１つ上のランク

にいれば，ＤＡ=ＤＢ,ＤＣ=ＤＡ+l＝ＤＢ+１，，A+ＤＢ+ＤＣ=0)。

これらの仮定から，まず毎回の事例において成員各自の

優勢関係得点を評定者２名の平均得点で算出した。次に，

計２８の事例中で個人が得た優勢関係得点を加算し，それ

を個人が観察された回数で除して平均優勢関係得点を求

めた。さらに，ペアを組んだ二者の優勢順位における差

異と，ペアの平均的な順位位置を検討するために，ペア

ごとに優勢関係の差とその平均を算出した。

なお，本研究では，観察対象１０人中３人以上の集団単

位での相互作用が観察されなかった男児１人を分析から

除外したため，集団の成員数は９人となり，成員ペア数
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活動が優勢順位での上位者を中心とした成員問で多く行

われたと考えられる。さらに，自己開示は親密的相互作

用の３項目，優勢関係の平均と正の相関を示し，優勢関

係の差と負の相関を示していた。自己開示は，優勢順位

での上位者を中心とした成員間の親密的相互作用の中で

生じやすいが，優勢順位間の開きが大きいほど，生じに

くいこともうかがえる。幼児が所属している集団の構造

的特徴をまとめてみると，調和的相互作用の多さや親密

的相互作用の多さは，両者の優勢順位での平均的位置に

関係しており，集団内の相互作用が優勢順位の上位者を

中心に行われていた。一方，優勢順位における二者の順

位の開きが大きいほど自己開示がみられなかった。以上

のように，優勢順位は集団全体の活動とも，また，集団

成員間の行動とも関連していると考えられる。

優勢順位における個人の行動特徴

優勢順位における個人の行動特徴を検討するために，

個人の平均優勢関係得点を高い順で並べたところ，出席

番号が18,16,8,15,10,6,4,5,9の線形的優勢順位が得

られた。この９人集団の平均優勢関係得点の平均値は-.11,

標準偏差は.6９（レンジ：-.99～1.31）であった。集団

の構造的特徴の分析と同様に，ポジティブな社会的態度

と調和性との平均得点を求めて，調和的相互作用の得点

とし，凝集性と応答性と統合遊びとの平均得点を求めて，

親密的相互作用の得点とした。二者問行動評定尺度の４測

定項目得点の平均値（Ｍ）と標準得点（SD）を以下に示

す：調和的相互作用一Ｍ=､01,ｓD＝､16:親密的相互作用一

Ｍ＝､26,sＤ＝､37:統制一Ｍ＝・'４，ＳＤ＝､24:自己開示一Ｍ

＝､04,ＳＤ＝､07．優勢順位の違いと二者間行動評定尺度の

４測定項目との関連を究明するために，各測定項目の値が

平均値より標準偏差の２分の１以上大きい値を示してい

たペア（●で表示）及び，平均値よりも大きい値を示し

ていたペア（●で表示）を選出し，集団成員間の優勢順

位に当てはめてネットワークを作成した（Figurel-a～

1-.)。各優勢順位ネットワークの交差値は，個人とほか

の集団成員との相互作用の程度を示しており，その程度

Iま３６となった。

結果と考察

分析対象となった３６ペアの組み合わせ（幼児の出席番

号で表示）と観察された回数（"（）'，の中で表示）を以

下に示す:4-5(3),4-6(5),4-8(1),4-9(3),4-10(2),４－１５

(2),4-16(3),4-18(5)，5-6(4),5-8(1),5-9(1),５－１０(1)，

5-15(1),５－１６(3),5-18(4),6-8(9),6-9(14),6-10(13),６

－１５(10),6-16(１６),6-18(17),8-9(9),8-10(１２),8-15(10)，

8-16(１０),8-18(9),9-10(１０),9-15(8),9-16(12),9-18(12)，

10-15(18),10-16(13),10-18(15),15-16(12),15-18(11)，

16-18(16)。

幼児が所属している集団の構造的特徴

幼児が所属している集団の構造的特徴を検討するため

に，３６成員ペアの二者間行動評定尺度の各クラスター項

目の評定平均値と，優勢関係の差の評定値と，優勢関係

の平均の評定値との間のスピアマンの順位相関係数を

Ｔａｂｌｅｌに示した。ポジティブな社会的態度と調和性と

の間に高い正の相関がみられ，相手を配慮した親和的な

行動と調和的な関係とが相互に影響していることがうか

がえる。よって，以下ではこの２つの項目を併せて調和

的相互作用（interactionwithharmony）と称する。ま

た，凝集性と応答性と統合遊びとの間にも高い相関が示

され，相手と密接に交渉することが，統合遊びを持続す

ることと関連していると考えられるため，以下ではこの

３つの項目を併せて親密的相互作用（interactionwithaf

filiation）と称する。さらに，調和的相互作用の２項目と，

親密的相互作用３項目の，それぞれの間で正の相関がみ

られた。この結果から，調和的相互作用と親密的相互作

用とは関連があり，相互に影響し合うことが推測される。

また，優勢順位におけるペアの平均位置を表す優勢関係

の平均は，ポジティブな社会的態度と優勢順位の差以外

の全てのクラスター項目と正に相関していた。ペアの平

均的な順位位置が高いということは，優勢順位の上位者

とペアを組むことを意味している。従って，集団全体の

Ｔａｂｌｅｌ肋花〃0γ〃〃加邦ｓＡ"0"ｇＶＺｚ〃α6〃ｓ
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が評定項目の平均より大きい場合は丸で表示している。

また，丸の数が多いほど相互作用を行う相手が多いこと

を示している。その結果，１８，８，１５，１０，６，９の間には調

和的相互作用が示されたのに対して，１６，５との間にはほ

とんどみられなかった（Figurel-a)。親密的相互作用に

ついては，１８は５以外の７人の集団成員と親密的相互作

用を行ったのに対して，ほかの成員の場合では相手の人

数がそれほど多くなかった（Figurel-b)。また，18,16,

6の３人を中心にほかの成員との間に統制関係がみられた

（Figurel-c)。自己開示は，18,16,8,15,10,6の６人

の間で多く行われ，特に１６，８，１５の３人を中心にほかの

成員と個人情報を分与し合うことが多かった（Figurel-d)。

次に，優勢順位での位置と個人の行動特徴との関連を

検討するために，この９人の集団を平均優勢関係得点に

基づいて群分けしたところ，優勢得点が平均値より標準

偏差の２分の１以上の優勢順位上位群２名（18,16)，優

勢得点が平均値より標準偏差の２分の１以下の優勢順位

下位群２名（5,9)，それ以外の優勢順位中位群５名（8,

15,10,6,4）が設定された。各群の優勢順位ネットワー

クについて検討したところ，上位群，特に最上位者の１８

はどの評定項目においても多くの集団成員と相互作用を

1８

Figurel-aT〃ｅｄｙａ伽加〃αc伽〃
〃ノルルαγ"0"ｙｚ《ﾉ肋加／ｈｅ伽”"α"Ｃｅ
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９

９

行い，集団の中心的存在であることが示された。最上位

者の１８は多くの成員と調和的，親密的相互作用を行った

のに対して，２位の１６はほかの成員との間に調和的相互

作用がほとんどみられず，親密的相互作用を行った相手

も１８より少なかった。同じ上位群に属していても１８と

１６では行動特徴が異なることがうかがえるが，２人とも

中，下位群を統制していたという点は共通していた。中

位群に関しては，上位群に統制されていたが，中位群の

中では，また，６を除く下位群との間では統制がほとんど

見られなかった。この中位群同士の調和的相互作用が目

立っており，特に8,15,10の３人の間で親密的相互作用

と自己開示もみられた。中位群は集団の中で桔抗関係の

ほとんどない成員である一方，上位群と統制関係にある

ということは上位群との桔抗行動の多さを再度示唆する

ものである。中位群の中で唯一下位群と統制がみられた

６は，下位群の９との間に調和的，親密的相互作用および

自己開示もみられた。１８,６のように，自分より下位の者

に対して統制を行いながらも調和的，親密的相互作用を

行うことは，集団がまとまっていく一因であると考えら

れる。優勢順位と深く関係している統制と優勢順位間の

開きとの関連を検討すると，ほかの成員と統制関係にあ

１８
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関わっていなかった上位者が，一方に加担し，他方の成

員を攻撃するようにほかの集団成員に呼びかけた場面で

ある。

事例１（観察日：1997.3.1）：18,16,15,10,6,4,5がス

コップを使って水たまりから砂を掘り出す作業をしてい

た。４が不意に１６に泥水をかけてしまったことに対して，

１６が靴や服を拭きながらブツブツ怒っていた。

った18,16,6に関しては，順位間の開きが小さい１８と１６

との間で親密的相互作用はみられたが，調和的相互作用

はみられなかったのに対して，順位間の開きが大きい１８

と６との間では親密的，調和的相互作用の両方がみられ

た。優勢順位の上位にいる１６と下位にいる６とでは，最

上位者の１８との相互作用の質が異なっていた。つまり，

１８に対して，１６が異議を唱えたり桔抗行動をしたりする

ことと対照的に，６はポジティブな，調和的行動を示した。

以上のことから，個人の行動が優勢順位の形成に影響を

及ぼす一方で，個人が優勢順位に基づいて行動するとい

った，個人の行動と優勢順位との相互的関連性が推測で

きる。しかしながら，個人の行動と，二者間の優勢関係

が関連しているとも考えられる。以下，二者関係におけ

る成員個人の行動特徴と優勢順位との関連を検討する。

優勢順位における二者関係

事例で得られた各々の二者関係と優勢順位との関連を

検討するために，優勢順位に深く関わる始発的桔抗行動

（以下“I”で示す）及びそれに対する応答（以下“Ｒ，,

で示す）について，行動内容が応答側にとってポジティ

ブかネガティブか（以下各々“P”と“Ｎ”で示す)，行

動始発者が応答者に比べて優勢相互順位の上位者か下位

者か（以下各々“上'’と“下”で示す)，行動始発者の主

張が通ったかどうか，の３つの視点から分析を試みた（Ｔａ‐

ble2)。結果として，始発的桔抗行動の生起率は優勢相互

順位の上位者のほうが下位者の２倍も多く，ポジティブ

な始発的桔抗行動の成功率は，優勢相互順位の上位者に

おいても下位者においても高かったが，ネガティブな始

発的桔抗行動の成功率は，上位者には83％もあったのに

対して，下位者には32％しかなかった。優勢相互順位の

上位者が下位者よりも桔抗行動を多く示し，また，桔抗

状況において，上位者のほうが自分の主張どおりの終結

を導きやすいことが示唆される。

１．優勢順位が遊び全体の進行方向にいかに影響を及

ぼすか

優勢順位の上位者は物事に対する決定権がほかの成員

たちよりも強いと考えられる。従って，集団成員間で葛

藤が生じた場合，上位者が味方する側が有利になる場合

が多いであろう。次の事例は，成員間のいざこざに直接

218(196）

117（８２）

１０（６）

・１８は４に「もう，なんてことをするの，人の足を汚す

なんて」と責める。

・１０「汚すなんて失礼だよ」と４を注意。１５と６も「う

ん，失礼だ」とコメントをした。

｡／Ｉ／しばらくして，１８は「よし，まだ間に合うぞ」と

遊びの再開を皆に呼びかけたが（上→下，Ｐ)，４を指し

て「お前はだめだ」と４の参加を拒絶。（上→下，Ｎ）

．／Ｒ／４「もう，おれ，…，Ｔちやん，ごめんね」と１６

に謝った。

．／Ｉ／１８「もう許さないよ」と依然拒絶。（上→下，Ｎ）

｡／Ｉ／１０「もう許さないもん」と１８を真似し４を拒絶し

た。（上→下，Ｎ）

．／Ｒ／４は黙り込んでいた。

．／Ｉ／１５「もうごめんねと言ったんだから，許してあげ

たら」と提案した。（下→上，Ｐ;１５→18,16）（上→下，

Ｐ;１５→10,6,5:４）

．／Ｒ／１８「でもね，だめだよ，もう遅いけん」と１５の

提案があっても依然と拒否。

｡／Ｉ/それでも遊びを続けようとする４を，１８「あっち行

けよ」と押した。（上→下，Ｎ）

．／Ｉ／６「あっちへ行けよ」と１８のまねをして，４を拒絶。

（上→下，Ｎ）

．／Ｒ／４「もう僕にもさせてよ」と頼んでいた。

｡／Ｉ／１８「意地悪じやけん，だめ」と４の要求を断った。

（上→下，Ｎ）

．／Ｒ／４「友だちがいないのに，僕，もう」と離れてい

こうとした。

．／Ｉ／ｌ５ｒ先生に言ってき，先生に言ってき」と４に向

かって提案した。（上→下，Ｐ）

｡／Ｒ／４「先生，先生…」と保育室の方へ走っていった。

Table２Ｓ"加加α〃Ｑ/加加加Ago"ｉｓ伽

％
％
％

５
６
０

９
８
６

PositiveSocialSuccessRateNegativeSocialSuccessRate Sum
Orientation Orientation

lnitiator

HigherRanker

LowerRanker

MiddleRanker
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83％

32％

Sum

87(72）

34(11）

０

345

Frequenciesofbehaviorswhoseresultcorrespondedwithinitiator，swishareglveninparentheses．
●

Middleranker＝initiatorwhosebehaviortowardbothhigherandlowerrankers．
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．／Ｉ／１５「やつが出てきたら，かわいそうだから許して

あげよう」と再度提案。（下→上，Ｐ;１５→18,16）（上

→下，Ｐ;１５→10,6,5,4）

．／Ｒ／皆が１８のほうをみた。１８は何も言わなかった。

.しばらくして戻ってきた４「みんなお友だちなんでしょ

う」と先生の言葉を借りて皆に言った後，少しずつ砂

を掘り始めた。そのとき，

．／Ｉ／１６「あ，仲間になっちやってる」と一緒に遊んで

いる４，５，１５のことを１８に言いつけた。（下→上，Ｐ;１６

→18）（上→下，Ｎ;１６→４，５，１５）

．／Ｉ／１８「もうなんてことをするの，うちのコンクリー

ターですか」と４を注意。（上→下，Ｎ）

．／Ｉ／10「うちのコンクリーターなんですか」と１８を真

似して４を注意。（上→下，Ｎ）

．／Ｒ／４は砂場を離れた。…（しばらくして）…

｡／Ｉ／１８は砂を水にほうり込んだ５に「砂を入れたらだ

め，もう，あっち行ってよ」と怒った。（上→下，Ｎ）

．／Ｉ／６が５を指して「お前は仲間に入れない」と拒絶し

た。（上→下，Ｎ）

．／Ｉ／１８「そうよ。２人で遊び」と先ほど仲間はずれされ

た４のことを指した。そして，５を砂場の外まで追い出

した。（上→下，Ｎ）

｡／Ｉ／しばらくして，５が戻ってきたところで１８は「こ

いつを仲間に入れてあげないでねえ」と皆に言った。（上

→下，Ｐ;１８→１６，１５，１０，６）（上→下，Ｎ;１８→５）

．／Ｉ/それを聞き，５は近くにいる６を叩きながら「ばい

菌」と怒った。（下→上，Ｎ）

．／Ｒ／６も５を叩き返しながら「ばいばい菌。もう許さ

ない，入ったりしたらだめ」と喧嘩。

．／Ｉ／そこに１８がやってきて「(６が）許さないと言った

んだよ」と５を押した。（上→下，Ｎ）

．／Ｉ／１８が自分の位置に戻った途端，５が再び６を叩い

た。（下→上，Ｎ）

．／Ｉ／１８がそれをみて「よし，皆でやつに水をかけよう」

とほかの成員に指示をした。（上→下，Ｐ;１８→16,6,15,

10）（上→下，Ｎ;１８→４，５）

．／Ｒ/皆も加わって，５対２で４，５を攻撃した。結局４，

５が逃げていった。

最上位者の１８が，争っている１６，４及び６，５に対して，

それぞれ１６と６に加担していた。１８が４，５を拒絶してい

た際，１０と６は１８について４，５を責めていた。また，１５

が４の加担をしたが，最終的に１８が同意しなかったため，

４は仲間に入れてもらえなかった。

この事例では，優勢最上位者が成員への強い統制を示

しており，その上，いざこざに直接関わっていなかった

ほかの成員（10,15,6）も最上位者に従って行動した。ま

た，上位者からの桔抗行動に対する下位者の反撃は，順

位間の開きが大きい相手（5-18）よりも，より小さい相

手（5-6)に向けられていた。以上のことは，優勢順位の

上位者が遊び全体の進行方向に影響を与え，成員が優勢

順位に従ったかたちで行動することを示している。

２．優勢順位での相互順位によって二者関係が影響さ

れるのか

以上から，集団の中で最上位者に追従した行動が多い

ことがうかがえた。以下，ほかの成員の始発行動と優勢

相互順位との関連を検討する。次の事例は，ある成員が

遊びを展開するうえで，集団成員によって異なる対処行

動をとった場面である。

事例２（観察日：1997.3.5）：18,16,8,6,9は砂場で“海”

を広くする作業をしていた。水を海に注ぐために，１８が

ホースを使っていたが，途中からホースを揺らしながら

ふざけていた。ほかの成員たちがそれをみて喜んでいた。

・１８がホースを自分のお腹に近付けて，「おしっこ」と

ふざけた。

．／Ｉ／８が１８に「Ｋちやんもやろうか」と自分の行動を

提案した。（下→上，Ｐ）

．／Ｒ／しかし，１８は何の応答もせず，ホースを譲らなか

った。

．／Ｉ／１８を眺めていた６，９に対して，１６が「早く仕事

しろ」と命令した。（上→下，Ｎ）

．／Ｒ/命令された６，９は１６のほうをみたが，特に動き

出さなかった。

．／Ｉ／１６はホースを持っている１８と，１８をみている８の

問を通り抜けて，６と９の耳を掴んで「早く仕事しろ，

お前ら」と再び催促した。（上→下，Ｎ）

．／Ｒ／６，９はただ耐えていて，何もしなかった。

．／Ｉ／１６が砂を水の中に入れて「あ，これを入れたら，

泡が出る」と１８に言った。

．／Ｒ//Ｉ／１８がそれをみて，「よし，皆でしょう」と泡

を出しはじめた。（上→下，Ｐ）

．／Ｒ//Ｉ／８もスコップで水に砂を入れたが，跳ねた泥

水が１６のズボンを汚した。

．／Ｒ//Ｉ／１６がすぐに「駄目よ’お前」と怒り出して，

８を攻撃した。（上→下，Ｎ）

．／Ｉ／しばらく経っても怒りが収まらない１６に対して，

１８が「この人は悪い人じやないよ」と８のことを擁護

した。（上→下，Ｐ）

．／Ｒ／１６はそれ以上怒らなかった。

．その間このいざこざを６，９はただみていた。

優勢順位２位の１６が，停止している遊びを展開するた

めに，６，９に命令や攻撃をしたが，順位１位の１８と３位

の８には何の行動もしなかった。また，８を怒っている１６

に対して，１８はしばらくしてから介入した。それに対し
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て，６，９は１６に直接命令されても，１６が他者に対して怒

るのをみてもただ黙っていた。

この事例からは，同一の対象児が，優勢順位において

自分よりも上位にいる者（18-16）に対してと，下位にい

る者（16-6,16-9）に対してとでは，異なる行動をとるこ

とが示された。上位者へは強制しない，従うといった行

動を示したのに対して，下位者へは命令や身体的攻撃を

行っていた。また，優勢順位の開きが小さい場合（16-8)，

両者の優勢関係は比較的あいまいで，不安定なものであ

るため，二者間の関係は場面に影響されやすいと考えら

れる。以上のことから，最上位者以外の成員の始発行動

においても，優勢順位による影響が示唆される。

３．優勢順位に沿わない行動はどういった状況でみら

れるのか

優勢順位が確立された集団の中では，成員が自分と相

手との優勢関係に基づいて行動することが多いと考えら

れる。しかし，Ｔａｂｌｅ２で示したように，優勢順位の上

位者の主張が通らなかったり（上位者始発行動全体の１０％

を占める)，下位者が順位に逆らった行動をとったり（観

察された始発行動全体の１０％を占める）する場面も観察

された。そこで，こういった優勢順位に沿わない行動が

どのような状況で生じるのかを紹介する。

事例３（観察日：1997.3.4）：１０，８，５は濡れた砂場で通

路を作ることにした。１５が歩いて渡るためのパイプを保

育者に求めている問，８はスコップを持って濡れた靴と靴

下を脱ぎ，１０は跳び箱の上に座っていた。そこに１６がや

ってきた。

.／Ｉ／１０が８に近づき「これ，僕のだったけど」と８が

傍においてあるスコップを指した。

.／Ｒ//Ｉ／８は「エイ，ちょっと貸してよ｣。

．／Ｒ／１０は「いいよ｣。その後，８と１０が笑いながら砂

場へ向かった。

・１０「Ｔ（１５の名前)，道路の橋になるんだ」と１５に話

し掛けた。

・１５「あ，Ｒ（１０の名前）も橋を渡るか，これ，どうす

るんだ」とパイプを持って１０に聞いた。

．／Ｉ/そこに１６がやってきて，「はい，よし，皆，はめよ

う，ここに」と指示した。（上→下，Ｐ）

｡／Ｒ／１５はパイプを水で濡れていた砂の上に並べていた。

・１０は１５の作業をみていて喜んでいた。そして'５が並

べていたパイプを渡ろうとしたとき，

｡／Ｉ／１６「通らないで，このばか者」と１０を怒り，そし

てそのパイプを並べ替えようとした。（上→下，Ｎ）

｡／Ｒ／１０「(これを）通るんだ。Ｔがね，通るために作

ってるんだよ」と説明。

．／Ｉ／１６「通れるわけがないじやないか」と否定。（上→

下，Ｎ）

．／Ｒ／１０「通れるんだよおっだ」と小さな声で口答えを

した。その後，パイプを渡ることをやめて，１５と泥水

の中を裸足で歩きまわっていた。

．／Ｉ／１６は８に「ね－，Ｋ（８の名前)」と通れないこと

について８に同調を求めた。（上→下，Ｐ）

．／Ｒ／８は「ううん，通れるんだ」と頭を振って，１６に

は同意しなかった。

．／Ｒ//Ｉ／それを聞き，１０「通れるんだよ。Ｔが作った

んだから」と先より大きな声で主張。（下→上，Ｎ）

｡／Ｒ//Ｉ／１６「落ちるんだよお」と言い返した。（上→下，

Ｎ）

．／Ｒ//Ｉ／８「Ｋ（自分の名前）だって落ちんもん。やっ

てみようか，ここならやってみようか」と提案。（下→

上，Ｐ:８→16）（上→下，Ｐ:８→15,10）

．／Ｒ／１５「いいよ」と８に応答。その後，８と１５がそれ

ぞれそのパイプを無事に通った。

・１６がそれをみて「裸足はいいけどさあ…｣。結局，１６

も靴や靴下を脱いで泥水に入った。

優勢順位上位の１６は，開始していた遊びに途中から参

加し，指示を出した。８，１０，１５は最初１６に従っていたが，

１０が１５のアイディアに従ったことに対して１６が異議を

唱えてから，８，１０，１５の３人がお互いに助けあいながら

自分たちの考えを１６に主張した。結局，１６は３人の主張

を受け入れて，遊びを継続していた。

この事例では，優勢順位の上位者の異議に対して（16-

10,16-15)，下位者は親密度の高い子の味方（10-15）に

なって上位者に主張を訴えたり，中位者（8）は両者の意

見の食い違い（10,15vs,16）を収めるような言動をとっ

た。以上のことから，親密度の高い成員同士や下位者同

士が団結することによって優勢順位に逆らう行動を起こ

しうることが示唆される。加えて，この場面には優勢順

位の最上位者の１８が参加していないため，優勢順位間の

開きが小さい成員同士間でこのような優勢順位に沿わな

い行動が起こりやすいのではないかとも考えられる。

総合考察

幼児の友だち関係を概括的に捉えるために，本研究で

は，個人の行動特徴と集団成員問の関係を所属集団の構

造的特徴に基づいて検討した。本研究で扱った集団は，

園生活でよく一緒に遊んでいた３，４歳男児によって形成

されたものであった。まず，二者間行動評定尺度を用い

て集団成員間の関係を捉え，その成員間関係と集団の優

勢順位との関連を検討した。その結果，本集団は成員間

の優勢順位が線形的であり，また，集団全体の活動は優

勢順位の上位者を中心に行われているという，集団の活

動と優勢順位との関連性が得られた。また，クラスの男

児が１０人と少なかったことにも一因がある可能性があ
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るが，対象とした集団は凝集'性が高いという特'性を持っ

ていた。以上の結果は，凝集性が高く（Pettit,Bakshi，

Dodge,＆Coie,1990)，優勢順位が成立した（Strayer，

1984）集団では，成員は優勢上位者に従うことが多いと

いう見解を支持するものであった。

優勢順位に基づいて個人の行動特徴と集団成員間の二

者関係を検討したところ，優勢順位最上位の１８は，ほか

の成員と比較してより多くの相手と親密的相互作用を行

い，集団の中心的存在であることが示された。これは，

所属集団において成員との凝集性が特に高い子どもが，

年齢に関係なくどの集団にも存在する（Strayer,＆Trudel，

1984）という見解と一致するものであった。また，１８は

ほかの多くの集団成員と親密的，調和的相互作用を行い

ながらも，強い統制を持って集団全体の活動を左右して

いた。このことから，１８が成員と親密的な関係を結びな

がら集団内での優勢地位を高めた（Strayer,1992）と推

測され，優勢関係が単なる桔抗行動から決定されるもの

ではなく，成員といかに調和的に交渉するかも重要な影

響要因であることを示唆している。一方，集団の中心的

存在である１８と同様に優勢順位の上位群である１６に関

しては，ほかの成員との間に統制はみられたが，調和的

相互作用はほとんどみられず，１８と対照的な行動パター

ンを示した。この結果から，優勢関係は桔抗行動とリー

ダーシップ的行動という対極的な社会的行動によって決

定されるという規則が導かれる。このように，優勢順位

が高い成員間に２つの行動パターンが存在していること

が示されたが，集団形成後の時間の経過につれて，この

二者の集団内の優勢順位がどのように変遷するのかにつ

いては，更なる縦断的研究が必要である。

また，事例１，２で示したように，優勢順位最上位であ

る１８の存在や介入が，集団遊びの方向性やルールを決定

する場面が多かったことから，優勢関係が集団内の社会

的行動を制御するという働きは4,5歳ごろ（LaFreniere,＆

Charlesworth,1983;Strayer,＆Trudel,1984）以前の

3,4歳ごろに既に現れることが示された。なお，優勢順位

の上位者とほかの成員との間に統制がみられたことから，

優勢順位の上位者は多くの場合，葛藤場面において自分

に有利な終結を導くよう働きかけるとも考えられる。し

かし，この９人という人数の多い集団での優勢順位がど

のくらい安定的に持続するのかについては，より長期的

な比較研究が必要とされる。

６は，優勢順位の上位群に統制されながら下位群を統制

する一方で，両方の優勢関係の相手とも親密的関係を持

っており，相手によって異なる相互作用を行っていたと

推測できる。優勢順位での自分の位置づけに基づいて相

手に柔軟に対応することは，集団成員との関係を持続す

る有効な方法の１つと考えられる。これに関連して，事

例２での１６は，自分より上位にいる者へと，自分より下

位にいる者へと異なる行動を示しており，優勢順位が二

者関係に影響を及ぼすことが示唆される。つまり，６と１６

が自分の優勢順位を正確に認識し，それを活用している

ことを示していると考えられる。Strayer（1984）が指摘

したように，３，４歳の子どもも優勢順位での自分の位置づ

けをよく理解していることがうかがえる。

以上のように，成員個人の行動や成員間の二者関係が

集団全体の優勢順位に影響を受けると考えられる。その

一方で，事例３のように，親密関係にある下位者同士が

優勢順位に逆らう行動をとる場面もみられたことから，

優勢順位が絶対的に集団の社会的行動を決定するのでは

なく，二者関係が優勢順位の変遷を促す可能性や，また

その二者関係が個人の行動特徴によって決められている

可能性も考えられる。本研究は，既に友だち関係が形成

されている男児集団をターゲットとし，各優勢順位に属

する子がどういう行動を行うかという視点から研究に取

り組んだのであるが，その一方で，各児の個人行動や二

者関係が優勢順位の形成に及ぼす影響もあり得るという

方向性も考慮する必要があるであろう。

また，観察した幼稚園では自由保育を主要な保育形態

としている。従って，幼児自身が望む遊びを遊びたい友

だちと一緒に長時間取り組むことを重視しており，遊び

の中で葛藤場面が生じても即時に直接介入せず幼児自身

による解決へのやりとりを見守る姿勢をとっている。そ

ういった保育方針のもとに観察された事例であることを

認識しておく必要があるであろう。

最後に本研究の問題点を挙げる。本研究では，３，４歳男

児９人による１つの集団のみを取り上げて，２ヶ月間の自

由遊び場面での観察を通して，集団内のあらゆる成員同

士の二者関係を検討することによって集団全体の関係を

捉えようと試みた。しかし，集団内の関係が集団外の仲

間との関係から影響を受けることが考えられ，また，タ

ーゲット集団が進級するとともに対人的ネットワーク上

にクラスメートやほかの男児集団も加わるであろう。そ

のため，幼児の友だち集団の特徴をより一般化するため

に，集団サンプル数の増加や観察期間の延長が必要であ

ると考えられる。また，Kenny,＆ＬａＶｏｉｅ（1984）が

指摘した関係性の非加算的特徴を考えると，集団の規模

が大きければ大きいほど，集団内関係に影響を及ぼす三

者間関係，もしくは四者間関係のような関係性要因が増

えることが推測できる。つまり，集団全体のダイナミッ

クな関係を論じるに当たって，最も基本的なユニットで

ある二者間関係のみを分析の焦点とした本研究の方法に

限界があるのではないかと考えられる。しかし，現段階

における幼児の自由遊び場面での関係性評定法は三者間

関係までを対象としており，それ以上の成員を含む集団

内関係を網羅的に検討できるような尺度の開発が望まれ

る。
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2～4歳児における情動語の理解力と表情認知能力の発達的比較

棲庭京子今泉敏
(名古屋大学大学院人間情報学研究科）（東京大学大学院医学系研究科）

本研究では２～４歳の幼児（jV=134）を対象に，「喜び｣，「悲しみ｣，「怒り」，「驚き」の基本４情動

について，情動語を呈示してそれにあう表情図を選択させる課題（言語呈示課題）と，赤ちやんの写真

を提示して赤ちやんが示す情動と共通の情動を示す表情図を選択させる課題（表情呈示課題）を実施し

た。その結果，両課題とも正答率は加齢とともに有意に上昇したものの，年齢によらず一貫して言語呈

示課題の方が高かった。表情呈示課題では口など顔面構成要素の形状が共通である表情図を選択する傾

向があり，それが成績を下げる要因であった。これらの結果は，情動語とそれに対応する表情の結びつ

きが２歳までには発達し始めていることを示唆する。

【キー・ワード】幼児，情動認知，表情認知，情動語，情動発達

問題

情動は有機体にとって重要な心理的事象に対する「喜

怒哀楽」などの反応であり(Dodge,＆Garber,1991;Frij‐

da,1986),表情，言語，プロソディ，身振り等によって表

出される。ある状況下で生じた他者の情動を認知するに

は，表情，言語，プロソディ，身振り等の背後にある情

動を認知するか，状況から当然生じると思われる情動を

推測する方略が考えられる。中でも表情は情動認知のた

めの重要な要因であると考えられ，今までにも数多くの

表情の認知能力を測定する実験が行われてきた（e､9.,星

野,1969;Izard，1971)。

表情の認知能力は新生児にも観察されるという報告が

ある（Field,Woodson,Cohen,Greenberg,Garcia,＆

Collins，１９８３；Field,Woodson,Greenberg,＆Cohen，

1982)。乳児を対象に表情の認知能力を測る場合，主とし

てPreference法（呈示された２つの異なる表情に対する

注視時間の差を表情認知の指針とする）か，Habituation

法（表情を反復呈示した時に生じる馴化，脱馴化の反応

を表情認知の指針とする）が使用されてきた。そのため

Preference法では乳児の表'情選好が一定していないなど

注視時間の妥当性を疑問視する見解（Walker-Andrews，

1997)，Habituation法では表情の弁別能力が計測されて

いるのであって認知能力は測れないとする見解Proffitt,＆

Bertenthal,1990）など，乳児の表情認知能力を疑問視す

る見解もある。

しかしながらSorce,Ｅｍｄｅ,Ｃａｍpos,＆Klinnert(1985）

のVisualCliff実験（1歳児は母親の表情を認識して，人

工的に作られた断崖を渡るか渡らないか決定した）から，

１歳になれば少なくとも母親の表情から「勧誘」や「禁止」

を感知することが可能であると考えられている。ただし，

この実験は母親の動きのある表‘情の認知に関する知見で

あり，しかも「断崖を渡る」という状況が付加されてい

る。従って，写真や絵のような静止画から感情を読み取

るという表情認知実験と必ずしも同じというわけではな

い。

１歳以降になり，徐々に言語や認知能力が発達してくる

と，表情の認知能力を測る実験では，課題に言語が用い

られるようになってくる。多くの研究では，情動語の理

解・表出能力と表情認知能力を測定する複数の課題を実

施しており，課題間の成績を比較することによって情動

語の理解・表出能力と表情認知能力の発達を検討してい

る。

例えばHarrigan（1984）は３，６，９，１２歳児を対象に

EmotionRecognition（情動語を呈示して，複数の表情

から情動語に対応する表'情を選択させる）課題とEmotion

Labeling（表情を呈示して，情動語を自由に産出させる）

課題を施行し，どの年齢においても表情を選択する課題

の成績の方が情動語を産出する課題より良好であること

を示した。

Markham,＆Ａｄａｍｓ（1992)は４，６，８歳児を対象に

（１）SituationDiscrimination（情動を喚起する短い物

語と情動語を与えて，表情を選択させる課題)，（２）Mat‐

chingDiscrimination（表情を呈示して，異なる複数の

人物が示す様々な表情から同一情動の表情を選択させる

課題)，（３）ForcedChoiceLabeling（表情に対して情

動語を数個呈示し，その中からふさわしい情動語を選択

・復唱させる課題)，（４）FreeLabeling（表情を呈示し

て，情動語を自由に命名させる課題）を施行した。その

結果，Harrigan（1984）同様にどの年齢でも情動語を自
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由に産出させる課題が一番難しいという結果を報告して

いる。Izard（1971）も，FreeLabeling，すなわち基本

情動に関する情動語の産出は，８歳以降に成熟していく能

力であることを示している。

それでは情動語の理解と表情認知に関しては，どちら

が先に獲得されるのであろうか。Markham,＆Ａｄａｍｓ

(1992)の研究では全ての課題の成績は加齢とともに上昇し

たものの，FreeLabeling以外の３課題の成績はどの年

齢においても有意差がなかった。

しかしながらＣａｍras,＆Allison（1985）のように，

保育園児から小学校２年生を対象にfacialexpressionre‐

sponse（情動を喚起する短い物語と合致する情動語を呈

示して，表情を選択させる課題）とverballabelresponse

（情動を喚起する短い物語と’情動に合致する表情を呈示

した後，数個の情動語を呼称して，合致する情動語を選

択，復唱させる課題）を施行した場合には，情動語を選

択する課題の成績の方が表情を選択する課題よりも良好

という結果もある。

Walden，＆Field（1982）は３，４，５歳児を対象に，

GeneralizedMatching（表情を呈示して，異なる複数の

人物の示す様々な表情から同一情動の表情を選択させる

課題）の３条件（①表情図のみ呈示，②表情図と情動語

を呈示，③表情図の顔面構成部位を指差す）と情動語の

み呈示して表情を選択させる課題を施行した。その結果，

②表情図と情動語を呈示する条件及び情動語のみ呈示す

る課題が，①表情のみを呈示する条件よりも成績が良好

であった。

以上の先行研究から，情動語の理解と表情認知の関係

を分析すると，比較的高年齢群を対象にしたMarkham,＆

Ａｄａｍｓ（1992）の結果は別にして，３～５歳という低年

齢群では，課題の呈示形式においては表情のみより情動

語が与えられる課題が容易であり（Walden,＆Field,1982)，

回答においては表情より情動語を選択する方が容易であ

る（Ｃａｍras,＆Allison,1985）と言える。このことから，

少なくとも３歳では，表情認知能力より情動語の理解力

の方が勝っているということが示唆される。

Ｃａｍras,＆Allison（1985）は，保育園児～小学２年

生において，情動語選択の課題の方が表情選択の成績よ

り良好であるという自分の研究の結果と，乳児は表情の

背後にある情動を認知可能であるという先行研究（Caron，

Caron,＆Meyers,1982;Field,Woodson,Greenberg,＆

Cohen,1982,etc.）の結果を考慮して，，清動語の理解力

と表‘情認知能力の関係に関する３つの仮説をたてた。そ

れは初語の産出が始まる年齢を１歳前後とし，生後から

初語開始時期までを前言語期と定義すると，（i-a）前言語

期から表情の認知能力は発達を開始するが，１歳以降から

遅れて始まる情動語を理解する能力とほぼ同じ頃に成熟

する，（i-b）前言語期から表情の認知能力は発達を開始す

るが，１歳以降から遅れて始まる情動語を理解する能力の

方が早く成熟する，（ii）前言語期から情動語を理解する

能力の方が表情認知能力に先行して発達を開始している，

というものである。

またMacDonald，Kirkpatrick,＆Sullivan（1996）

は３，４，５歳児を対象にLabel-based-condition（情動語

を呈示して表伽情を選択させる）課題とContext-based王on、

dition（情動を喚起する短い物語と’情動語を呈示して表情

を選択させる）課題を施行した。その結果，統計的な有

意差は生じなかったものの，情動語だけを呈示する課題

の成績の方が短い物語と情動語を呈示する課題より良好

であった。そこでMacDonaldetal．（1996）は，Ｃａｍ‐

ras,＆Allison（1985）や自らの実験結果を考察して，低

年齢の幼児の場合，課題の呈示形式や回答形式として「簡

潔なものを好む」という結論を出した。つまり物語や表

情より情動語の方が簡潔だからである。しかしながら，

情動語を理解できない前言語期の乳児にとっては表情が

他者の情動を認知するための手段として使われていると

考えられる。そこで前言語期の乳児は表情によって情動

を判断することになるものの，‘情動語が理解可能になる

と情動語の方を優先利用するようになる。つまり様々な

認知能力の発達や成熟に従い，他者の情動認知の方略を

変更していくという発達過程を提案している。

しかしながら，以上の仮説はすべてが前言語期では表

情認知が可能であること（e,9.,Serran，Iglesias，＆

Loeches,1992,etc.）及び３歳以上では情動語の理解力が

高まることから推測されたもので，同一実験によって表

情認知と情動語の理解力の獲得時期や，それらの相互関

係を検討したものではない。言語や認知の能力がめざま

しく発達を開始する時期は２歳であり，２歳であれば簡単

な課題は理解可能で，年長の子どもと同一の課題を実施

可能な最小年齢と考えられる。そこで２歳から数年年長

の幼児を対象に表情認知能力と1情動語理解力の発達過程

を検討することは有意義であると考えた。

本研究の第１の目的は情動認知課題を２種類の刺激提

示方法で２～４歳の幼児に実施し，表'情認知能力と‘情動

語理解力の発達的比較を行うことである。具体的には，

情動語を呈示しその‘情動語が表す'情動に最も相応しい表

，清図を選択肢の中から選ばせる言語呈示一表情選択課題

（以下言語呈示課題とする）と，表情図を呈示し，その

表情図が表す情動に最も相応しい表'情図を選択肢の中か

ら選ばせる表情呈示一表情選択課題（以下表情呈示課題

とする）を行い，情動の呈示形式（情動語か表情図か）

に応じて反応に有意差があるかどうか，それが発達的に

変化するかどうかを検討した。本研究では違った方法で

呈示された目標刺激の情動が理解できるかどうかを検討

するため，回答を得る方法は両課題で共通にした。つま

り，両課題とも４枚の表情図を呈示して目標刺激の情動
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自然に子どもに語りかけるようにした。

表情図MacDonaldetal．（1996）は，例えば幼児虐待

を受けた子ども達は成人の表情写真を見ると不安を掻き

立てられるとして，子どもが被験者の場合，写真より抽

象的な線画を用いる利点を述べている。これは，虐待経

験は別にしても，幼児が被験者の場合，表情を示す人物

の噌好が結果を左右する可能性があるということを示唆

するものである。また，針塚（1977）は「象徴としての

表情を認知するということは，表情の強度など認知の正

確さを意味するのではなく，表情を他の人と共通の象徴

として認知しうるかという問題であり，象徴的な絵を用

いた方が妥当」と述べている。本研究でも問題とするの

は，幼児が表情を共通の象徴として認知可能かというこ

とであり，表情図を用いることが妥当と考えた。また，

幼児の注意や興味をよりひきつけるため，抽象画ではな

く，幼児に人気のあるアニメのキャラクターを用いた。

選択肢表情図に用いられたキャラクターの選定には，

幼児向け雑誌や玩具で使用されているキャラクターで使

用頻度の高いものから，２～３歳児のいる母親への電話ア

ンケート調査を行い，幼児に好まれるもので，なおかつ

性差による好みがでないものとして，ミッキーとコニー

を選択した。

パイロットスタディにおいて，アニメのキャラクター

の表情どうしをマッチングさせたところ，表情自体より

も一部の線や図形の同一性に基づき「同じ」と判断する

ケースが見受けられた。そこで表情自体に注意を向けさ

せる工夫として，子ども向け知育絵本（藤永，1991）か

らオノマトペと共に掲載してある赤ちやんの写真を採用

した。Figurelは本実験で用いられた刺激材料である。

表情認知において，どの顔面構成部位が主要な手がか

りとして判断されるかについて，研究者によって目，眉

などと諸説有り一致しておらず，被験者がその部位のみ

を情動認知に使用しているという明確な実証もない（今

井，1978)。しかしながら，本研究のパイロットスタディ

では目標刺激の表'清図が口を開けている場合，選択肢表

情図の中で口を開けているもの全てを選択する例が見受

けられた。このことから幼児は口に対して比較的注意を

向けやすいことが示唆される。

そこで，本研究では２つの選択肢のうちコニーにおい

て「驚き」以外，口の開閉を刺激の赤ちやんとは逆にし，

ミッキーにおいては赤ちゃんと同じにした。「驚き」だけ

を三者とも口を開けた理由は，「驚き」は「目を見開いて

口を開ける」という表情が一般的であり，キャラクター

の口を閉じた場合，成人対象の判別実験でも他の情動に

混同されることがあったためである。選択肢表情図に対

して何らかの交互作用が生じた場合には，課題で使用さ

れる選択肢表情図が表情認知能力の測定に影響を及ぼす

ことが示唆される。

に対応する情動の表情図を指差してもらった。これは，

本研究の被験者の最小年齢が２歳であり，言語表出や文

字単語の選択が困難であると考えたためである。

本研究の第２の目的は個々の情動の認知の発達過程を

みるものである。情動は階層的で多様であると考えられ

る。つまり，快対不快のような基本的情動，不快の中で

も怒りや悲しみなど細分化された情動，激しい怒りや秘

めた怒りなどさらに細分化された情動があり，このよう

に多様な情動の認知が精徴化されていく発達過程は全て

の‘情動で共通というよりそれぞれに異なっていると考え

る方が自然である。そこで，それぞれの情動認知の発達

過程が情動の種類に応じて違うかどうかを検証するもの

である。

方 法

被験者被験者は首都圏在住の個人，及び保育園，幼稚

園に通う２～４歳（24～５９カ月）の幼児，計134名（男

児68名・女児66名，平均月齢＝４２カ月（SＤ7.60)）で，

各年齢の内訳はＴａｂｌｅｌに示した。

対象情動「怒り」「喜び」「悲しみ」「驚き」の４情動を

使用した。

情動語目標刺激に使用した情動語は表情を外的表出活

動の面でとらえた活動表出的語黄（例；笑っている)，表

情の背後にある情緒質そのものを表す情緒表出的語糞（例；

嬉しい）及びオノマトペ（例；ニコニコ）などであった。

星野（1969）は活動表出語棄，情緒表出語棄共に，感情

や気分などの心的状態を表すという意味で両者は共通の

ものとみなしている。オノマトペは，幼児向けの絵本に

おいて，登場人物の情動を表現する場合に比較的頻繁に

使用される語業である（藤永，1991,他)。本研究では，

これらの語棄は全て心内の情動を表現しているものとみ

なした。

パイロットスタディにおいて，実験者が「嬉しくて笑

っている子はどおれ？」と被験者に質問した際，同席し

た母親や保育者が「ニコニコしてる子」など，他の語葉

に言い換えることがあった。本研究の最小年齢は２歳で

あり，この年齢の幼児では，母親や保育者が頻繁に使用

する語葉をよく理解しているなど，環境による偏りがあ

ると考えられる。そこで「嬉しくて笑ってる○○どおれ？」

「ニコニコしてる○○どおれ？」など，複数を順不同に

与えた。また，実験者の語りかけの調子は特に統制せず，

Tablel綾験者の月齢の内訳

歳
歳
歳

２
３
４

人数平均月数標準偏差

発達心理学研究第１ ２巻 第１ 号

31.48

41.49

51.04

3.374

3.560

2.778

40(16）

68(40）

26(１０）

内は女児の数
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赤ちやんの表情図＊ ｿキーの表'情図 コニーの表情図

蟻
篭鯵

蟻
、嬢

＊（講談社テ､イズニーベビー絵本『にこにこあはは』より引用）

Figurel赤ちゃん，ミッキー，コニーの表情図

これらの表'情を，言語呈示課題では全て１０ｃｍ×１５ｃｍ

のカード形式にして呈示した。一方，表情呈示課題では

目標刺激となる「赤ちやん」の写真は言語呈示課題のカ

ードをそのまま使用したが，選択肢のミッキーとコニー

は各キャラクターごとに４つの情動を１枚の紙（Ａ4サイ

ズ）に２×２列で並べ，ラミネート加工したものを４枚

ずつ用意した。１枚ごとに表情図の並びが異なるように配

置した。

なお，表情図は成人ＵＶ=10）による言語呈示課題で全

て100％の正答をえたものである。

実験場所保育園幼稚園では個室あるいは事務所の一

角を使用した。実験は被験者ごとに個別に行われたが，

被験者の状態により保育者に同席してもらった。個人宅

でも，被験者の状態により母親に同席してもらった。

手続き最初に言語呈示課題，次に表情呈示課題を行う

群と，最初に表情呈示課題，続いて言語呈示課題を行う

群をランダムに振り分け，表情呈示課題８試行｛２キャラ

クター（ミッキー，コニー）×４情動（喜怒悲驚）}，言

語呈示課題12試行｛３キャラクター（赤ちゃん，ミッキ

ー，コニー）×４情動（喜怒悲驚)｝の計20試行を行っ

た。「赤ちやん」を選択肢とした言語呈示課題は本研究の

分析の対象からは除外したが，表情呈示課題で目標刺激

に使用したため，幼児が「赤ちやん」の表‘情をどのくら

い認識しているかの参考にするため実施したものである。

言語呈示課題では赤ちやん，ミッキー，コニーの表'情

を各情動毎のカードにして呈示した。キャラクターごと

に４つの情動のカードを呈示した後，「ミッキーちゃんだ

ね。いろんなお顔してるね。いろんなこと思ってるんだ

よ。どんなこと思ってるのかな？」と導入し，ｒこの中で

嬉しくて笑ってる子どれ？」「ニコニコしてる子どおれ？」

と質問した。指差しの反応を確認後，テーブル上の４枚

のカードを全て回収し，あらためてテーブルの上の異な

る場所に並べ，同様の質問を情動ごとに繰り返した。キ

ャラクター及び情動の呈示の順番は被験者間でランダム

に割り当てた。

表情呈示課題ではキャラクターの４情動の表情図を載

せたＡ４サイズのボードを呈示し，「ミッキーちゃんだね。

いろんなお顔してるね。いろんなこと思ってるんだよ。

どんなこと思ってるのかな？」と導入した。その後で，

赤ちやんの写真を１枚取り出し，「この赤ちやんと同じ気

持ちのミッキーちやん，同じこと思ってるミッキーちや

んはどれかな？」と質問し，反応がない場合には「同じ

お顔どおれ？』という短い質問に変え，表情図を指差し

させた。幼児の反応を確認後，キャラクターの情動の配

列が異なるボードと赤ちゃんの写真を取り出し同様の質

問をした。また，どの課題でも正答をフィードバックす

ることは一切行わなかった。こちらの質問に何らかの反

応を示せば全て誉め，課題への興味や集中力を失わせな

いよう，終始努めた。

結果の分析誤りを含めたすべての反応の生起確率がど

のような要因の効果として表されるかを，ｘ２検定法の一

般化された方法である対数線型法で解析した。対数線型

法はＳＡＳのＣＡＴＭＯＤによった（ＳＡＳInstitute,1999)。

本論文と類似の手法を用いている先行研究（Walden,＆

Feild,1982）では，反応データとして正解に１，不正解に

0を割り当てた２値数列を，複数要因の一般線型モデル（ＳＡＳ

Institute,1999）で予測する形式の分散分析で解析してい

る。この場合，２値数列に分散分析を適応する妥当性が問

題になる。一方，本論文では，ある刺激情動に対してあ

る情動を選択した被験児数を課題，年齢，表情図を要因

とする多次元の表としてまとめ，対数線型モデルで解析

した。この場合，課題，刺激'清動，表情図は本来繰り返
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むモデルで尤度比が最大になるモデルを探索した。

結果

Ｔａｂｌｅ２には，幼児の反応を年齢・課題・刺激情動．

選択情動別にまとめた。後に示すように対数線型モデル

（Table3）で主効果・交互作用ともに有意でなかった課

題呈示順序を除いて表を理解しやすくしてある。表内の

数値は反応数を刺激総数（2歳40名，３歳68名，４歳２６

名）に対する百分率で表したものである。対角線上にあ

る太字の数値は正答率である。行は刺激情動であり，列

は選択情動を表す。

対数線型モデルによる分析の結果，Ｔａｂｌｅ３に示すよ

うに，年齢（x2(2)=142.33,ｐ<0.0001）及び選択情動（ｘ２

(4)=36.39,ｐ<0.0001）の主効果，刺激情動と選択情動の

交互作用（ｘ２(１２)＝1082.07,ｐ<0.0001)，さらに，年齢

・刺激情動・選択情動（ｘ２(24)＝173.74,ｐ<0.0001)，課

題・刺激情動・選択情動（Ｘ２(１２)=73.03,Ｐ<0.0001)，選

択肢表情図・刺激情動・選択情動（X2(１２)=33.141=0.0009)，

課題・刺激情動・選択情動・選択肢表情図（x2(12)=21.93,

p=0.038）の交互作用を含むモデルが選択された。尤度比

は391.49で，有意ではなかった（ｐ＝0.61)。課題呈示順

序とそれが関与する交互作用はすべて有意にならなかっ

た。

年齢の主効果が有意になったのは，課題を通過できた

被験者数に２歳児で40名，３歳児で68名，４歳児で26名

と，被験者数に年齢間差異があったためである。また，

選択情動の主効果が有意になったのは，「その他」の回答

が平均で９％と他の回答に比べて少ないためである。

し要因となり，対数線型モデルでの分析が最適とはいえ

ないものの，現在のところより優れた方法が見あたらな

いので対数線型モデルを使用した。

そのため，まず初めに，ある刺激’情動に対してある情

動を選択した被験児数を課題，年齢，表情図を要因とす

る多次元の表としてまとめた。この場合，表の最大値は，

年齢によって異なるものの，２歳児で４０，３歳児で68,

4歳児で２６となり，３次以上の交互作用を求めるのに十

分な観測数と判断した。

解析に用いた要因は，年齢（2,3,4歳の３水準)，課題

（言語呈示課題と表情呈示課題の２水準)，課題呈示順序

（１番目と２番目の２水準)，目標刺激として提示した情

動（刺激情動；喜び，悲しみ，怒り，驚きの４水準)，選

択された情動（選択情動:刺激情動に「無反応・その他」

を加えた５水準)，選択肢として用いた選択肢表情図（ミ

ッキーとコニーの２水準）である。

対数線型モデルではより少ないパラメーターで，尤度

比が有意でないモデルを選択した。まず，少なくとも年

長の被験児は刺激情動に対応した情動を選択できること

を前提としたので，刺激情動・選択情動の交互作用が有

意になると仮定した。さらに，この刺激情動と選択情動

との関係が，加齢，課題，表情図に応じて有意に変化す

ると仮定した。これらの仮定にしたがって，刺激情動・

選択情動，刺激情動・選択情動・年齢，刺激情動・選択

'情動・課題，刺激情動・選択情動・表情図を要因とする

不飽和モデルを規準として選定した。ただし，これら以

外の要因が有意にならないと言う保証を得るために，上

記の不飽和モデルを出発点として有意な要因をすべて含

Table２年齢・課題・選択股表情毎の幼姐の反応
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Table３分析に使用した対数線型/モデル Table４赤ちゃんの言語呈示課題の反応

他
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追
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肥
－
７
１
Ｂ
肥
－
４
０
２
８
１

コニー50％)，「驚き」（ミッキー54％，コニー57％）と

なり，「悲しみ」と「怒り」で差が大きく，「驚き」では

差がなかった。

さらに課題・選択肢表情・刺激，情動・選択情動の交互

作用も有意になり，選択肢表情・刺激情動・選択情動の

関係が課題によって異なることが示された。つまり，言

語呈示課題では，ミッキーで73％，コニーで７１％と差が

無く，表情呈示課題ではミッキーの６０％に対し，コニー

は46％と低くなった。これは，表Ｉ情呈示課題において刺

激情動の赤ちやんの表情と口形を含む表情を似せたミッ

キーの方が，そうでないコニーよりも成績が良好であっ

たことによる。

なお，赤ちゃんとミッキー，コニーの３選択肢表情図

を使用して言語呈示課題を行い，対数線型法によって分

析した。Ｔａｂｌｅ４は選択肢表‘情が赤ちやんの時の言語呈

示課題における幼児の反応を示している。これは，表‘情

呈示課題の目標刺激に用いた赤ちやんと両課題で選択肢

表情図として使用したミッキーやコニーを比較し，選択

肢表情図の違いによって言語呈示課題の成績に差がない

ことを確認するためである。その結果，選択肢表情図の

主効果と他の要因との交互作用はどれも有意にはならな

かった。この結果は，言語呈示課題では選択肢表情図の

違いが成績に影響しないこと，赤ちやんの表情の背後に

ある情動も他の選択肢表情図と同程度に理解されたこと

を示す。

考 察

情動認知の課題間差異

正答率は加齢とともに上昇したものの，表情呈示課題

の正答率は言語呈示課題のそれよりもどの年齢群におい

ても低かった。今回の実験では表情呈示課題（表情呈示一

(単位；％）
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０
Ⅲ
０
四
一
田

2～4歳児における情動語の理解力と表情認知能力の発達的比較

驚
巧
５
過
あ
－
１
１
阻
卿
－
８
０
４
陀
一
妬

刺激情動と選択情動の交互作用は高度に有意となり，

両者の間に有意な相関関係があることがわかった。Ｔａｂｌｅ２

に示されるように刺激情動と選択情動との対応関係を正

答率でみると全体の平均値が６３％となり，チャンスレベ

ルの20％に比べて高く，対応は規則的であると言える。

誤答反応には一定の傾向がみられなかった。情動別の全

体平均正答率では，成績の良好なものから順に「悲しみ」

（71％)，「喜び」（68％)，「怒り」（56％)，「驚き」（55％）

の順になった。

年齢・刺激情動・選択情動の交互作用が有意となり，

選択情動つまり反応が年齢と刺激情動によって有意に異

なることが検証された。Ｔａｂｌｅ２から分かるように，全

課題を総合した平均正答率は２歳児では40％と低いのに

対して，３歳児69％，４歳児で７９％と上昇し，加齢とと

もに刺激情動と選択情動の対応に一貫性が増した。情動

ごとに成績を比べると，「悲しみ」（２歳53％，３歳75％，

４歳84％）と「喜び」（2歳44％，３歳73％，４歳87％）

が「怒り」（2歳36％，３歳64％，４歳70％）や「驚き」

（２歳28％，３歳64％，４歳74％）より高くなった。

また，課題・刺激情動・選択情動の交互作用が有意な

ことは，課題と刺激情動によって成績が変化することを

示す。対象とした４情動に関して平均すると，言語呈示

課題の正答率は72％，表情呈示課題のそれは53％となり，

いずれの年代においても言語呈示課題の方が表情呈示課

題よりも成績が良好であった。しかし，’情動ごとに細か

く比較すると，「喜び」（言語呈示課題80％，表情呈示課

題56％)，「悲しみ」（言語呈示課題78％，表情呈示課題

64％)，「怒り」（言語呈示課題76％，表情呈示課題37％)，

「驚き」（言語呈示課題55％，表情呈示課題56％）とな

り，「喜び」と「怒り」では課題間差異が大きく，「驚き」

では差が無かった。

選択肢表情・刺激情動・選択情動の交互作用が有意に

なったのは，選択肢表情と刺激情動によっても成績が変

化することを示す。平均正答率を選択肢表情図ごとに比

較すると，「喜び」（ミッキー70％，コニー66％)，「悲し

み」（ミッキー79％，コニー62％)，「怒り」（ミッキー63％，

年齢

選択情動

刺激情動*選択情動

課題*刺激情動*選択情動

選択肢表情*刺激情動*選択情動

年齢*刺激情動*選択情動

選択肢表情*課題*刺激情動*選択情動

尤度比(LIKELIHOODRATIO）
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表情選択)，言語呈示課題（言語呈示一表情選択）とも反

応の方法は共通で，４種の表情図からどれか１つを選ぶ方

式で統一した。反応選択の段階では両課題とも表情認知

が必要であるものの，課題間における正答率の差異は呈

示方法の違いを反映する。

２歳においても表情を呈示するより情動語を呈示した方

が良いという結果は，情動の発達過程において言語が重

要な役割を果たすことを示唆するものである。北山（1998）

は「腹立たしい」などの内的な感覚が，感情として成立

するためには，周囲からの働きかけなどによって感情と

して意味づけられる必要があると述べている。これは，

例えば幼児が泣いた時，「何故悲しいか？」などのように

周囲のものが幼児の心的状態を「悲しい」とラベル付け

してあげることで，内的な感覚が各情動のカテゴリーに

分類され，情動として成立していくことを示唆するもの

である。

また，どの年齢でも言語呈示課題の成績が表情呈示課

題より良好だったことは，課題による処理過程の違いが

影響したと考えられる。

言語呈示課題では情動語（ラベル）が抽出されると，

記憶の中にある辞書と照合され，ラベルの意味が理解さ

れる。その後，選択肢の中からラベルによりふさわしい

表'情を選択するものと考えられる。星野（1969）は表情

には多義性があり，言語呈示課題における選択肢表情図

の選択は情動語と表情の１対１対応を示す絶対的なもの

でなく，他の選択肢表情図と比較して情動語に一番ふさ

わしいものを選択する相対的な評価であると述べている。

一方，表情呈示課題では処理過程に３つのルートが考

えられる。第１のルートはWalden,＆Field（1982）が

示唆するように，ラベルの利用を介するルートである。

つまり表情を認知した際，それにふさわしいラベルを想

起し，その後，言語呈示課題と同じ処理過程を辿るとい

うルートである。

第２のルートは目標刺激の表，情を認知し，記憶の中に

ある表象と照合後，その表象を用いて選択肢の表情と１

つ１つと照合し，一致するものを選択するというもので

ある。Ｈｅｂｂ（1972）は乳児の人見知りを記憶の中にある

既知の顔の表象と照合し，既知か未知かを判断するとい

う「不一致仮説」で説明した。表情の認知に関しても同

様のルートが使われる可能性がある。

第３のルートは表情の目や口といった顔面構成部位な

どの物理的な形状に注目し，選択肢表情図の顔面構成部

位の形状とマッチングする，というものである。故に第

３のルートを使用する場合，表'情には目が向けられず，顔

面構成部位の形状にとらわれてマッチングする可能性も

考えられる。Patterson,＆Baddeley（1977）は顔面構

成部位に着目してマッチングを行った場合，成人でも表

情呈示課題が難しくなると指摘している。個々の顔面構

成部位の変化が表情を構成するものの，個々の部位に拘

った場合には逆に表情が認知しにくくなることが示唆さ

れる。

総括すると，表情呈示課題においては，第１ルートで

は情動語の想起というFreeLabel課題と同様の困難さが

ある。第２ルートでは刺激の表情の意味は把握できたと

しても，表情の情動別カテゴリーが獲得されていない場

合，選択肢から他の同じ情動を示す表情を適正に選択す

ることには困難が伴うと思われる。つまり個々の表情の

意味は理解していても，それを同じ情動カテゴリーに分

類することが難しいのである。第３ルートでは顔面構成

部位の形状が異なると，マッチングが難しくなると考え

られる。

本実験では，課題・刺激情動・選択情動と課題・選択

肢表情・刺激情動・選択情動の交互作用が有意であり，

言語呈示課題より表情呈示課題の成績が悪く，表情呈示

課題で刺激情動の赤ちやんの口形を似せたミッキーの方

が，そうでないコニーよりも成績が良好であった。これ

らのことから，表情呈示課題は第２，３のルートに頼って

遂行されているものと考えられる。つまり表情の意味は

わかっていても，カテゴリー分類が難しかったり，表情

の一部の形状の違いに注意が奪われるためにマッチング

が難しかったのである。

情動認知の発達過程

両課題の得点を総合した情動認知の成績は良好なもの

から順に「悲｣，「喜｣，「怒｣，「驚」となった。多くの先

行研究では施行された課題や刺激や年齢幅に若干の違い

はあるものの，どの課題も情動語の表出，あるいは理解

する能力の測定を含むものである。それらの先行研究の

結果では，「喜び」が最も正確に認知され，次に「悲しみ」

で，「怒り」や「驚き」は比較的認知能力の獲得が遅れる

情動になっている（Broke,1973;Glitter,Mostofsky,＆

Quincy,1971;LaBarbera,Izard,Vietze,＆Parisil976；

Nelson,Morse,＆Leavitt,1979)。

「喜び」と「悲しみ」が表情による情動認知の容易さ

の１，２番目に位置する研究結果は圧倒的に多い(e､9.,Wal‐

den,＆Field，1982)。これは幼児の表情認知が，表情を

まず２つのカテゴリーに分類することから始まるという

ことを予測させるものである。本研究では実験中の観察

から幼児が自発的に表情にラベリングする際，「泣いてる，

泣いてない，泣いてない…」と１つの‘情動を軸にして，

残りの情動をその否定形で表現する例がしばしば見受け

られた。これは表'情の認知の発達が１つのキーになるPos‐

itiveあるいはNegativeな情動の獲得とそれ以外の情動

という，二項のカテゴリーに分割される形で始まること

を示唆するものではないだろうか。

情動認知において，情動による発達差が生じる理由と

して，情動の共感性もあると考えられる。「悲しみ」「喜
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び」の情動を示す発信者に対して，その情動を受信する

側も発信者と同様の情動で共感することができる。とこ

ろが「怒り」は，発信者と受信者で情動を共有しにくい。

発信者・受信者ともに「怒り」の，情動を共有する場合も

あるが，発信者が「怒り」を表す場合，受信者はそれに

対して「恐怖」「嫌悪」などの否定的な情動を喚起する場

合も，特に乳幼児では多いと考えられる。発信者と受信

者の情動のズレが認知能力の習得の遅れに関係するので

はないだろうか。

情動による認知成績の課題間差異

情動認知の発達過程には課題や刺激によらない共通し

た傾向も存在するものの，Markham,＆Ａｄａｍｓ（1992）

が指摘するように，実施する課題によっては認知しやす

い情動や難しい情動が存在する（Camras,＆Allison,1985；

Harrigan,1984;Michalson,＆Lewis,1985)。本研究で

は，「驚き」の成績が表情呈示・言語呈示の両課題でほぼ

同じになり，「怒り」の成績は両課題間において大きく解

離した。そこで，「驚き」と「怒り」において何故そのよ

うな課題間格差の違いが生じたかを検討する。

まず，「驚き」の表情呈示課題では開いた口を手がかり

にマッチング可能であるものの，言語呈示課題では情動

語を獲得していないと正答できない。つまり「驚き」で

は情動語の獲得が他の情動に比較して遅れていることが

示唆される。この理由として，情動の持続時間の差が考

えられる。「悲しみ」「喜び」「怒り」はその持続時間が「驚

き」の情動に比べて長い。ということは他者が「悲しみ」

や「喜び」の情動でいる状態を観察することも多くなる

し，周囲の大人が「笑ってる」「泣いてる」という命名す

る機会も多くなる。一方「驚き」は，それに比べて情動

の持続時間が短く，命名の機会も少ないと考えられる。「驚

き」は一瞬の情動であり，すぐに他の情動へ移行してい

くものである。Tomkins（1962）は「驚き」を表出中の

情動から他の情動へ移るための情動として捉え，“chan‐

nelclearingemotion''と命名している。

MacDonaldetal．（1996）は「驚き」が瞬時の情動で

あり，他の情動へすぐに移行することから，幼児は"ahap‐

pysurprisedface，，のように情動を混ぜこぜにして使用

したり，次に移行する情動と合わせて１つの情動（例；

驚いた後，その結果に失望したら，驚きもdisappointment

に含める）のように認知している可能性を示唆している。

本研究でも，言語呈示課題で４歳女児が「びっくりする？

地震の時使うよね。地震の時泣いちやうから，これ」と

悲しみの表情を指差した例があった。「驚き」の情動語は

４歳においても獲得途中であることを示す例といえる。

感情音声を研究しているScherer（1986）は「怒り」

を質の違いによってhotanger（激怒）とcoldanger（イ

ライラ）という異なるカテゴリーに分類している。音声

に質の違いがあるように表情にも質の違いがあることが

予測される。表情呈示課題で「怒り」の成績が言語呈示

課題に比べて良好でなかったのは，言語では「怒り」と

して分類される表情も，表情呈示課題のように表情どう

しを対応させる場合，表情による感情の質の違いが影響

した可能'性も考えられる。

今回の結果は，ある情動を示す表情を選択する場合，

2歳児でも情動語を与えられた場合の方が，表情図を与え

られた場合より成績が良いこと，表情図を与えられた場

合必ずしも情動判断の決め手になっていない口形などの

共通性に左右されて成績が悪くなること，両課題の成績

は交差することなく接近しながら上昇していくこと，を

示している。このことは，表情呈示，言語呈示，いずれ

の課題でも情動のカテゴリー化が重要な要素過程となっ

ており，‘情動語を呈示された場合の方が表情図を呈示さ

れた場合より，より安定したカテゴリー化ができること，

表情から情動をカテゴリー化することが２歳児では3,4歳

児より難しいこと，その困難さには‘情動に応じた違いが

あること，を示唆している。情動語理解と表情認知のど

ちらが先に始まるかというＣａｍras,＆Allison（1985）

の問題設定に関して言えば，本研究の結果は，表情から

口形など余分な情報に惑わされずに情動をカテゴリー化

できるようになるためには情動語理解の並行的な発達が

前提となることを示唆するものだと考えることが可能で

ある。

結 論

ある情動を表す表情あるいは単語を呈示して，その’情

動に対応する表情を選択させる２つの課題を２～４歳児

に行い，対数線型モデルによって解析した。その結果，

正答率は両課題とも加齢とともに有意に上昇したものの，

年齢によらず一貫して言語呈示課題の方が高かった。表

情呈示課題では口など特定部分の形状が刺激と選択肢間

で共通かどうかに影響された。年齢や課題，選択肢表情

図による正答率の変化は情動に依存して違っていた。こ

れらの結果は，２～４歳の問に情動認知が急速に発達する

こと，情動語の理解が早期から始まること，それぞれの

情動に固有の発達過程があることを示唆する。この発達

段階においては，口形の共通性など必ずしも情動に直結

しない特徴に左右されるために，情動をカテゴリー的に

処理することが言語呈示課題より表情呈示課題でより未

熟であることが明らかになった。
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成人の娘の心理的適応と母娘関係：娘の結婚・出産というライフイベントに着目して

北村琴 美無藤隆
(お茶の水女子大学人問文化研究科）（お茶の水女子大学生活科学部）

本研究では，母娘関係が成人の娘の適応状態を規定する度合いを検証するとともに，娘の結婚や出産

といったライフイベントによって母娘関係がどのような発達的移行を経るのかを探索的に調べるため

に，成人女性４１５名を対象とした横断的データに基づいて，独身女性，既婚で子どもがいない女性，既

婚で子どもがいる女性間での比較検討を行った。その結果，母親との親密性は独身の娘の心理的適応と

関連していると同時に，既婚で無職の娘の心理的適応に対してもある程度の効果を持つという結果が得

られた。一方，母親への過剰な依存・接触は，職業の有無に関わらず，既婚で子どもがいない女性の心

理的適応と負の関連を示していた。また，ライフイベントによる成人期の母娘関係の発達的移行に関し

ては，独身あるいは有職の娘と比較して，既婚で無職の娘は，母親との親密性が高く，サポートを求め

る気持ちが強いことが見出された。

【キー・ワード】母娘関係，成人期，心理的適応，ライフイベント

問題

ライフサイクル全体を展望した心の発達は，近年，様々

な領域から注目されるようになっている。しかしながら，

女性の発達に関する研究は驚くほど少ない。発達心理学

の中で，女性の発達は理論的にも実証的にも見過ごされ

てきた歴史がある（岡本，1999)。例えば，エリクソンの

アイデンティティ概念は，男性のライフサイクルを念頭

において理論化されたものであるし，コールバーグの道

徳性の発達もまた同様である。このような状況の中で，

男性とは異なる女性の発達的特質が指摘され，従来の理

論や研究に対する見直しが行われてきた（高橋・柏木,1995；

岡本,1999)。女性の視点からの研究(e､9.,Josselson,1996）

は，女性の発達においては他者との関係性が重要である

ことを研究者たちに強く認識させた。特に，女性の場合

は，親との結びつきが幼少期はもちろんのこと青年期以

降においても維持され，アイデンティティ発達や自立過

程において，その関係のあり方が様々に影響を及ぼすこ

とが分かっている。例えば，福島(1992)は，思春期から

成人に至るまでの心理的自立の研究を行っているが，そ

れによると，特に女子は，親との信頼関係を軸として自

己の確立に至る傾向があるという。また，親との信頼関

係の確立が大学生以降に急激に高まることが見出され，

青年期にとどまらず，成人期においても依然として親子

関係の質が重要な意味を持ち続ける可能性が示唆されて

いる。青年期以降のアイデンティティ・ステイタスの変

化プロセスを検討しているJosselson(1996)によれば，

女性の場合は，青年期以降も，母親との強い結びつきを

維持しており，常に母親の視点との対比で自己の視点を

捉え，相互調整を続けるという。

ところで，一般に，成人期は結婚や親になることなど

の大きなライフイベントに出会い，自ずと自己概念や重

要な他者との関係の再編を迫られる重要な移行期である

と言われている(Brooks-Gunn,＆Zahaykevich,1989；

Ｃｏｗan,1991;Deutsch,Brooks-Gunn,Fleming,Ruble，

＆Stangor,1988)。親との関係もその例外ではなかろう。

成人は，多くの場合，それまでの親との関係（子の親に対

する一方向的依存）を見直し，より互恵的な関係性を構築

していかなくてはならない（落合・佐藤，1996)。殊に女

性は成人期から中・高年期までに結婚・妊娠・育児・子

離れといった出来事によって，様々な意味での自己の再

構築を求められることになるが，この女‘性の自己形成に

おいて特に重要となってくるのが「関係性」の再体制化

であるという（福島，1993)。

少数の研究によってではあるが，実際，成人の娘とそ

の母親との関係が，年齢を重ねるにつれ，いくつかの重

要な発達的移行を経ることが確認されている。例えば，

Fischer(1981)は，娘の結婚や出産に着目し，母娘関係の

移行について検討している。具体的には，母娘関係の特

徴を２つの領域（妻役割，母役割という点での母娘のお互

いの評価，接触や援助パターン）から捉え，娘の結婚や

出産により両領域において母娘関係の再調整が生じるこ

と，すなわち，お互いに対する評価が高まり，接触や相

互の援助が増し，より親密な関係になることを見出して

いる（特に出産の重要性が高いという）。このように成人

期におけるライフイベント，特に親になることによって，
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自身の親との関係に相応の変化が生じることを認めた研

究は他にも存在する(e､9.,Ｃｏｗan,Ｃｏｗan,Heming,＆

Miller,1991)。

しかしながら，これらの知見に異議を唱える研究者も

ある。例えば，Bamett,Kibria,Baruch,＆Pleck(1991）

は，先のFischer(1981)の研究に反して，娘の婚姻の有

無，子どもの有無により母娘関係の質に相違は見られな

いという結果を得ている。もっとも，Bamettetal.(1991）

は，自分たちの研究結果をFischer(1981)の結果に反す

るものとして議論を進めているが，両者の結果を単純に

比較して考えることには疑問が持たれる。Bamettetal．

(1991)は，母娘関係の報酬に関する側面と損失に関する側

面を取り上げ，母親との関係において報酬があると感じ

るか，あるいは損失があると感じるかといった心理的状

態によって母娘関係の質を測定している。一方，先述し

た通り，Fischer(1981)は，妻役割，母役割という点での

母娘のお互いの評価と接触や援助パターンを問題として

おり，明らかに２つの研究問で焦点を当てている関係性

の側面に相違が見られる。また，調査対象者の年齢にも

かなりの違いがある。Fischer(1981)の研究では，２１歳～

31歳の女性が対象となっているのに対し，Bamettetal．

(1991)の研究対象者は，下は25歳から上は55歳にまで及

んでいる。このように２つの研究の間には無視できない

方法論上の食い違いがあるため，娘の結婚や出産によっ

て，母親と娘の関係性に変化が生じるのかどうか，生じ

るとすればどのような側面にいかなる形で変化が起きる

のかといったことについては，現時点において明確な結

論を下すことができない。変化が想定される関係‘性の複

数の側面について同時にデータをとるなど，新たな研究

計画の下，さらなる検討が必要であると考えられる。

上で見たように，成人期の母娘関係の発達的移行その

ものの性質を問題にした研究がある一方で，そうした母

娘関係の質が，娘あるいは母親の適応状態にどのような

影響をもたらすのかについて検討した研究も少なからず

存在する。それらによれば，多くの場合，母親と娘のポ

ジティブな関係（親密性）が母娘双方の適応状態の良さと

関連しており，母娘関係がお互いの適応状態にとって重

要であることが示唆されている(e､9.,Umberson,1989,1992)。

これに関連して挙げておくならば，娘の婚姻の有無や子

どもの有無を考慮し，母娘関係の質と娘の適応状態との

関連を検討したＢａｍｅｔｔｅｔａｌ.（1991)は，母親との関係

の質によって適応状態が最も影響されやすいのは独身女

性または既婚で子どものいない女性であるのに対し，最

も影響を受けにくいのは有職の既婚女性であることを見

出し，娘が従事する（就業者，妻，母親などの）役割の数

が多いほど，母親との関係の質が娘の全体的な心理的健

康に及ぼす影響が減少するという先行研究の知見(Baruch，

＆Barnett,1983)を支持している。しかし，その一方で，

母親との関係性が，既婚女性，特に自身が母親となった

成人の娘に及ぼす影響が少なくないことを示唆する証拠

もいくつか見られる。例えば，Abemethy(1973)は，自

分自身の母親との接触頻度が，初めて母親となった女性

の有能感と関連していることを報告している。

これに関連づけて日本の状況を振り返ると，妊娠中の

不安についての相談，育児に対する協力，育児に関する

相談において，実の母親は夫と同等かそれ以上に頼りに

され，産後の退院先も実家であることが頻繁に見られる

(佐藤，1994）ことなどから，欧米の研究で確認されてい

る以上に，既婚女性，特に自らが母親である女性におい

て，実の母親との関係性が際だって重要であることが推

測される。実際，伊藤・北島(1980)は，子どもがいる既

婚女性にとって，母親は夫に次いで心の支えとしての機

能を果たすことを見出している。このようなことから，

日本において，母親との関係の質が成人の娘の適応状態

にいかなる影響を及ぼすのか，その影響のあり方が娘の

結婚や出産により変化するのかどうかといったことにつ

いて精細な検討を試みることはきわめて興味深いことと

言えるのではないだろうか。また，母親との関係以外の

成人女性を取り巻く重要な他者との関係や環境（夫や子

どもとの関係，友人との関係，仕事など）から得られる

サポートや満足感，あるいは，そこから生じるストレス

が女性の適応状態に少なからず影響を与えていること(青

木・松井・岩男，1986;野村・吉森，1994;尾形・宮下，

1998;佐藤・菅原・戸田・島・北村，1994;詫摩・菅原・

小泉・菅原・八木下，1998）を考えるならば，当然，そ

れらの要因と比較して，母親との関係性が娘の適応状態

にどの程度の影響力を有するのかという点についても検

討する必要があると言えよう。

以上概観してきたように，成人期以降の母娘関係がど

のような発達的移行を経るのか，あるいはまた，その質

が個人の適応状態にどれだけどのような形で影響を及ぼ

すのかについては，未だ必ずしも十分に見解の一致が認

められていないというのが現状である。また，文化によ

って，女性の社会的立場，家族間の関係のあり方が大き

く食い違うことも想定され，その意味で，欧米で報告さ

れた見解をそのまま日本の文化的土壌に一般化して考え

ることはできないだろう。そこで，本研究では，先述し

たFisher(1981)やＢａｍｅｔｔｅｔａｌ.（1983,1991)等の研究

の枠組みを意識しながら，日本の母娘関係を対象に調査

研究を行っていく。

本研究における課題を検証するため，以下の要因・変

数を設定した。母娘関係については，３つの領域から測定

し，その内容は，アタッチメントと自立プロセスに関連

する母親との親密的・依存的関係，娘から認識する母親

との間での情緒的・道具的サポートの期待度と現状，母

親との接触頻度により検証される具体的相互作用の内容
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とその頻度，である。また，娘の心理的な幸福感と不安

や抑うつ的な傾向とでは，母娘関係との関連の仕方が異

なるという先行研究の結果(Bametteta1.,1991)を踏ま

え，娘の適応状態は抑うつ傾向と生活満足度の程度から

検討する。さらに，娘の生活実態から心理状態に関係す

ると想定される変数として，職業満足感，夫婦関係満足

感，育児への肯定感，家族以外からのサポートを設定し

た。

この研究の第１の目的は，母娘関係が娘の適応状態を

規定する度合いを検証することである。具体的には，母

親との間での情緒的関係が良好である場合，母親から十

分なサポートを受け取っている場合は，娘の適応状態が

良好であることが予測される。その際，娘の婚姻状態と

生活実態に関する要因については，探索的な検討を試み

る。第２の目的は，娘の結婚や出産といったライフイベ

ントによって成人期以降の母娘関係がどのような発達的

移行を経るのかを，独身女性，既婚で子どもがいない女

性，既婚で子どもがいる女性間での比較を通して，探索

的に調べることである。

方 法

調査対象・実施方法調査対象者は，東京にある２つの

４年制女子大学の卒業生415名とその母親231名。同窓会

名簿により，昭和62年度から平成３年度までの卒業生の

中からランダムにサンプリングし，郵送法による調査を

実施した。まず，往復はがきにより本人及びその母親に

調査協力を依頼した')（娘のみ有効回収率26.1％)。その後，

返送されたはがきに基づき，質問紙を郵送した（娘のみ有

効回収率96.3％)。調査対象者は，あらかじめ調査内容を

了解して調査に応じていることから，相対的に母娘の関

係が良好である可能性が高いことが推測される。調査は，

1996年９月から１１月にかけて実施された。なお，今回の

報告では，娘から得られた回答のみを用い，分析を行う

ことにする。

調査対象者の属性娘の年齢は27歳から３４歳までに分

布しており，平均年齢は29.8歳であった。またその内訳

は，独身者116名（平均年齢29.2歳)，既婚で子どもがい

ない者121名（平均年齢29.6歳)，既婚で子どもがいる者

178名（平均年齢30.4歳：末子の平均年齢１歳４ケ月）で

あった。就業状態に関しては，独身者では，６名を除いた

全ての者が職業を有していた。既婚で子どもがいない者

の33.9％，既婚で子どもがいる者の71.8％は「専業主婦」

であり，残りは何らかの形で職業を持っていた。独身者

では，66.1％が親と同居していた。既婚者に関して，母

親と娘の居住距離は，子どもの有無に関わらず，「車や電

1）娘本人と母親が同居していない場合には,娘を通して母親の調査協

力の意思を確認した。本人の住所・氏名，可能であるならば,母親

の住所・氏名が記入されたはがきを回収した。

車でｌ～２時間のところ」「車や電車で日帰りするには困

難なところ」という回答が，ほぼ同様の割合で，あわせ

て70％以上を占めていた。実の母親と同居している既婚

の娘は４名のみであった。母親の現在の健康状態は，「非

常に健康」「健康だが無理はきかない」があわせて90％以

上を占め，大半のケースで母親の身体状態に問題のない

ことがうかがえた。

質問紙の内容娘に対する質問は，母親との関係に関す

るもの，適応状態に関するもの，娘の生活実態に関する

もの，フェイスシート等からなる。今回の分析で用いた

質問項目を以下に示す。①母親との関係に関するもの。

(a)現在の母親との親密的・依存的関係：アダルト・アタ

ッチメント及び青年期から成人期にかけての自立に関す

る先行研究(West,＆Sheldon-Keller,1995;久保田，1993；

福島，1992;落合・佐藤，1996)の尺度項目を基に，選択

または修正を加え，３３項目からなる質問項目を作成した。

なお，その際，West,＆Sheldon-Keller(1995)の記述

を参考に，“情緒的支援',“親密さ・接触に対する過剰な

願望''“親密さの回避”の各領域を測定する３つの下位尺

度を想定し，それぞれの項目がその３つのいずれかに対

応するよう配慮した。（b)母親に対するサポート期待度・

現状:母親からのサポートを期待する程度及び娘から認識

する母親との間でのサポートの現状を測定するために，

ソーシャルサポートに関する先行研究(嶋1991;和田，

1989,1992)の尺度項目を基に質問項目を作成した(各１０

項目)。サポート内容には，心理的なサポート，道具的・

手段的なサポートの両方が含まれている。（c)母親との接

触頻度:母親と同居の場合には，母親と一緒に夕飯を食べ

る頻度，一緒にテレビを見たり話をしたりする頻度，一

緒に外出をする頻度について，別居の場合には，電話の

回数，お互いの家を訪ねる頻度，一緒に外出する頻度に

ついて評定を求めた。②適応状態に関するもの。（a)抑う

つ傾向：Ｚｕｎｇの尺度に準じ，南・稲葉・浦（1988)が使

用した抑うつ傾向を測定する尺度項目を基に１３項目から

なる質問項目を作成した。（b)生活満足感：内田(1990)が

作成した生活感情尺度の下位尺度のうち，現実目標の領

域に関する質問項目から７項目を選択し，さらに５項目

を新たに作成し，計１２項目を生活満足感を測定する項目

とした。③娘の生活実態に関するもの。（a)妻役割に対す

る感情や態度:夫との関係における満足感を測定すること

を目的とし，Bamett,＆Baruchの尺度を土肥・広沢・

田中(1990)が邦訳し，かつ新たな項目を加えて作成した

妻役割達成感の尺度項目を基に７項目からなる質問項目

を作成した。（b)母役割に対する感情や態度：育児につい

ての意識や母親であることに対する気持ちを測定するた

めに，小野(1994)，柏木(1995)，Ruble,Brooks-Gunn，

FlemingFitzmaurice,Stangor,＆Deutsch(1990)，中

西(1991)の尺度項目を基に１９項目からなる質問項目を作
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Tableｌ現在の母親との親密的・依存的関係に関する項目につし'ての因子分析結果

項 目 因子 Ｉ因 子Ⅱ 共通 性

１９．自然に母親と温かい関係を保つことができる。 、8５、1０、７３

＊１０.母親との間には崩しがたい壁がある。－．７４、0３、５５

＊33．母親をうっとうしく感じる。－．７４、０４、５５

＊28.母親は私の期待を裏切ることが多い。－．７２－．０４、５２

＊３．母親に対して，穏やかな感情を持って接することができずに，ついイライラしてしまう。－．７０、０９．5０

１．母親は私の感情を理解しようとしてくれていると思う。、6７、１５、４７

＊ 3 1．理由もなく，母親に対して怒りを感じることがある。－．６６．１０４５

４. 非常に困ったときには，母親が話を聞いてくれると思う。、6５．2０、4６

５．母親は私のことを信頼してくれてい ると思う。、6２、0４．3９

７.母 親は干渉しないが，いつも私のことを気にかけてくれる。、5８．0６、３４

＊20．母親は私に関心を示さない。－．４６－．１１、２２

＊２４．母親に頼られたくない。－．４３－．２２、２３

＊27.母親がもっと自分のために時間を割いてくれても良いはずだと，母親に対して怒りを感じる。－．３９、１６、1８
－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－

２３．母親がし､ ない と， 私は 何も でき ないだろう。．００、6６、4４

１７．母親に相談しないと自分のすべきことに自信を持てない。、0６．6０、4０

１３．自分の思い通りに，母親が自分のそばにいてくれないとイライラする。－．１２、5７．3４

２２．母親に反 対されると自信がなく なる。、0７．5３、２９

＊１８． 母 親 の こ とをあれこれ心配しすぎることはない。、０１－．５３．2８

９.母親 に守られていた子どもの頃に，もう一度戻ることができたらと思う。、１３、5２、2９

１５．あれ これ と母親の世話をせずにはいられない。、0１、5２．2７

１１．母親が問題を抱えていることを知ると，自分の仕事に手がつかなくなる。、１４、5１、2８

２．母親にあまりにも頼りすぎていると思う。、１８．5０、2８

８.私は自分のことよりも母親のことを優先する。．１９、4４、2３

３２．母 親のために何かしてあげることが，私にとって非常 に 重 要 な こ と で あ る 。 、 2 ６ 、 4 ３ 、 2 ７

２１．母親から慰めを得られないと(母親が相談相手として頼りにならないと)腹を立てることがある。－．３１、3９、２５

＊26．母親のために 自分のことを犠牲にするこ とはない。－．２２－．３８、１９

二乗和

寄与率（％）

注．項目No.は原質問紙のもの。

＊逆転項目

成した。（c)就業者役割に対する感'情や態度：仕事に対す

る意欲や満足感を測定するために，三隅・篠原・杉万(1976）

による勤労意欲の測定のための尺度項目を基に９項目か

らなる質問項目を作成した。（d)家族以外のサポートネッ

トワークサイズ:家族以外の人々からのサポートを測定す

るために，Cohenetal.の尺度を稲葉・高橋・小林・浦

・高根・南(1986)が修正，変更した尺度項目から６項目

を選択した。この尺度は，実際に得られたものとしての

サポートではなく，認知されたところの入手可能性を測

定するものである。独身者には，そのうちの４項目につ

いて，既婚者には６項目全てについて回答を求めた。さ

らに，子どもの世話に関するサポートを測定するために，

2）「ほとんどない｣から「ほぼ毎日」の５件法(①(c))，「ぜんぜんない」

から「いつでもそうだ｣の５件法(②(a))，「まったくいない」から

「何人もいる」の４件法(③(d))，残りの質問に対しては，「ほとん

ど当てはまらない」から「よく当てはまる｣の５件法を用いた。

５．７５3.57

22.1013.74

新たに２項目を加え，子どもがいる対象者には，計８項

目について回答を求めた。④フェイスシート。娘及び母

親の年齢，職業，家族構成などを尋ねた。

なお，回答の仕方は，全て５ないし４件法である2)。

結果

１．基礎的統計

まず，本研究で作成した各尺度に関する基礎的データ

を報告する。母親との関係に関する尺度では，「現在の母

親との親密的・依存的関係」項目について，娘から得ら

れた全データに基づいて，主因子法による因子分析の後

バリマックス回転を行い，固有値と解釈可能性を考慮し

て２因子を抽出した。その結果として共通性が極端に低

い１項目を除き，再び因子分析を行った。バリマックス

回転後，因子負荷量が.３５に達しない項目と.35以上の因

子負荷量が両因子に現れる項目６項目を削除して，最終
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Table3母娘関係に関する尺度間の相互栢関Table２各尺度の信頼性係数（QwZ6ac肱α）

１
１

７
７
●
●

①親密性

②過剰な依存・接触

③サポート期待

④サポート現状

⑤接触頻度（同居）

⑥接触頻度（別居）

①②③④⑤⑥母娘関係に関する尺度

母親との親密性（１３項目）

母親への過剰な依存・接触（１３項目）

サポート期待（１０項目）

サポート現状（１０項目）

母親と娘の接触頻度

同居（３項目）

別居（４項目）

適応状態に関する尺度

抑うつ傾向（１３項目）

生活満足感（１２項目）

生活実態に関する尺度

職務満足感（９項目）

夫婦関係満足感（７項目）

育児への肯定感（１６項目）

家族以外からのサポート（4項目）

（６項目）

（８項目）

3）１因子構造をなしていると判断された母娘関係に関する尺度のｌ因

子での説明率は，〈サポート期待>が47.80％，〈サポート現状>が

44.49％，同居の場合のく接触頻度〉が45.02％，別居の場合のく接

触頻度〉が37.22％である。

4）適応状態に関する尺度と娘の生活実態に関する尺度の１因子での説

明率は，〈生活満足感>が43.96％，〈抑うつ傾向>が30.09％，〈夫

婦関係満足感〉が58.69％，〈育児への肯定感〉が30.34％，〈職務

満足感>が46.25％，〈家族以外からのサポート>が49.09％,45.66％，

43.06％(対象者の属性にあわせて３種類の尺度が構成された）であ

る。

本
文
‐
＊
＊

＊
土
，
土
．
＊

＊
＊
＊
＊

型
弱
調
別

､17**＊、56**＊、64…

、54…．45**＊

．78**＊

０
０
９
８

９
８
８
８

●
●
●
●
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的に２６項目を採用した。各因子における項目ごとの因子

負荷量は，Tableｌのようになっている。第１因子は，

母親と安定した，親密な関係にあるかどうかに関連する

因子であると解釈し，〈母親との親密性〉因子とした。第

１因子に見られる項目は，最初に想定した“情緒的支援'，

“親密さの回避”の各領域の項目にほぼ該当している。

第Ⅱ因子に見られる項目は，最初に想定した“親密さ・

接触に対する過剰な願望，'の項目にほぼ該当しており，〈母

親への過剰な依存・接触〉因子とした。母娘関係に関す

るそのほかの尺度，すなわち，〈サポート期待〉〈サポー

ト現状〉〈接触頻度〉については，固有値の減衰状況（ス

クリープロット・テスト）から１因子構造をなしていると

判断した3)。

各因子に負荷量の高い項目を選択し，それらの評定値

を加算することによって，各因子の内容を反映する合成

得点を作り上げた。〈母親との親密性〉得点の高さは母親

との関係が親密的であることを，〈母親への過剰な依存・

接触〉得点の高さは母親との関係が依存的であることを，

〈サポート期待〉得点の高さは母親へのサポート期待度

が高いことを，〈サポート現状〉得点の高さは母親からの

サポートが高いことを，〈接触頻度〉得点の高さは母親と

の接触頻度が高いことを表す。

次に，適応状態に関する尺度と生活実態に関する尺度

についてのデータを報告する。「生活満足感」「抑うつ傾

向」「妻役割に対する感情や態度」「母役割に対する感情

や態度」「就業者役割に対する感情や態度」「家族以外の

サポートネットワークサイズ」項目の各々について，娘

から得られた全データに基づいて因子分析を行い，固有

値の減衰状況（スクリープロット・テスト）から１因子構

造をなしていると判断した4)。各々 の変数名は，〈生活満

足感〉〈抑うつ傾向〉〈夫婦関係満足感〉〈育児への肯定感〉

〈職務満足感〉〈家族以外からのサポート〉とした。

各因子に負荷量の高い項目を選択し，それらの評定値

を加算することによって，各因子の内容を反映する合成

得点を作り上げた。〈生活満足感〉得点の高さは生活満足

感が高いことを，〈抑うつ傾向〉得点の高さは抑うつ傾向

が高いことを，〈夫婦関係満足感〉得点の高さは夫との関

係における満足感が高いことを，〈育児への肯定感〉得点

の高さは育児に対する感情や態度が肯定的であることを，

〈職務満足感〉得点の高さは仕事に対する意欲や満足感

が高いことを，〈家族以外からのサポート〉得点の高さは

家族以外のサポートの入手可能性が高いことを示す。

各尺度の信頼性係数(standardizedCronbach'ｓα）は

Ｔａｂｌｅ２に示す通りである。全体的に高いα係数が得ら

れており，内的整合性は高いと考えられる。

母娘関係に関する各尺度間の相関をTable3に示す。〈母

親との親密性〉とく母親への過剰な依存・接触〉との間

の相関は有意ではあったが，非常に弱い関連であった。〈サ

ポート期待〉とくサポート現状〉との間には強い正の相

関が見られた。また，〈サポート期待〉〈サポート現状〉

はく母親との親密'性〉〈母親への過剰な依存・接触〉のど

ちらとも比較的強い正の相関を持っていた。ただし，〈母

親との親密性〉はくサポート現状〉と，〈母親への過剰な

依存・接触〉はくサポート期待〉とより強い相関を示し

た。〈接触頻度〉に関しては，同居の場合のく接触頻度〉

とく母親との親密性〉との間に関連が見られなかった他

は全て有意な正の相関が認められた。なお，娘の婚姻状

態，子どもの有無により分類した群別（独身/既婚・子無／

注．ｊＶ＝415。接触頻度（同居）は』V＝８１，（別居）はjV＝334。

＊p＜､05,＊**p＜､００１､83
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既婚・子有）の分析によっても，ほぼ同様の結果が得られ

た。

2．娘の適応状態と母娘関係

（１）適応状態に関する尺度と母娘関係に関する尺度との

関連娘の適応状態と母娘関係との関連を調べるため，

ピアソンの単相関係数を求めた(Table4)。娘の婚姻状態

に関する要因について検討する目的から，娘の結婚，出

産というライフイベントに着目し，対象者を３群（独身／

既婚・子無/既婚・子有）に分け，それぞれの群ごとに分

析を行った5)。以下，各群について，独身群，結婚群，出

産群と呼ぶことにする。独身群においては，〈母親との親

密性〉〈サポート現状〉がく抑うつ傾向〉とは負の，〈生

活満足感〉とは正の有意な相関関係にあり，母親との関

係が親密であったり，母親からサポートを多く受け取っ

ていると感じていると，抑うつ傾向が低く，生活満足感

が高いことが示唆された。一方，結婚群においては，こ

れらの間には何ら有意な相関関係は認められず，〈母親へ

の過剰な依存・接触〉がく抑うつ傾向〉とは正に，〈生活

満足感〉とは負に有意に関連していた。すなわち，母親

に対して依存しすぎたり，母親のことを気にかけすぎた

りする方が，抑うつ傾向が高く，生活満足感が低いとい

うことである。出産群においては，〈母親との親密性〉が

く抑うつ傾向〉とは負に，〈生活満足感〉とは正に，弱い

が有意な関連を示した。娘の適応状態と母娘関係との関

連を調べる上で，娘の婚姻状態と同様に娘の職業の有無

が無視できない要因であることが先行研究から分かって

いる(Bametteta1.,1991)。そこで，次に，結婚群，出

産群において，有職者と無職者ごとに相関を見ると，結

婚群においては，無職群においてのみく母親との親密性〉

とく抑うつ傾向〉との間に有意な負の相関が見出された。

出産群においては，有職者と無職者との間にそれほど大

きく異なった結果は見られなかった。ところで，母娘関

係に関する尺度のうち，〈接触頻度〉は独身，既婚いずれ

の女性の適応状態にも関連を示さず，Mancini,＆Blieszner

(1989)の，単なる接触頻度と主観的幸福感との間に連関を

見出している研究はほとんど見られないという報告を支

持している。

(2)適応状態を規定する要因の探索母娘関係以外の要

因，すなわち，夫婦関係，母親役割等に関わる諸要因を

コントロールした上で，母娘関係6)が娘の適応状態に有意

な説明力を有しているかどうかを検討するために，〈抑う

つ傾向〉〈生活満足感〉を基準変数とする階層的重回帰分

析を行った。基準変数及び説明変数の各変数間の相互相

関はTable5の通りである。説明変数間の相互相関は比

較的弱いものであると言える7)。２つの基準変数，〈抑うつ

傾向〉とく生活満足感〉は有意な負の相関関係にある。

分析は，婚姻の有無，子どもの有無，職業の有無の組

み合わせによって分類された５群（独身群有職,結婚群

有職，結婚群無職，出産群有職，出産群無職）ごとに別々

親密性

5）各群において,母親の平均年齢,母親の就業割合,娘の出生順位に

関して大きな違いは見られなかった。

6）母娘関係に関する尺度間で比較的強い関連が見られたため(Table

３),適応状態との関連がより多く見出されたく母親との親密性〉〈母

親への過剰な依存・接触>の２つの変数を母娘関係に関する要因の

代表として用いることにした。

7）説明変数どうしで重回帰分析を行ったところ，その決定係数の値

が.01～、３４と比較的低かったこと，また,許容度が著しく小さい

説明変数がないことから，多重共線性の問題はないと判断した。

Table４適応＃f態に関する尺度得点と母娘関係に関する尺度得点との間の栢関係数

過剰な

依存・接触

接触頻度

（同居）

接触頻度

（別居）

成人の娘の心理的適応と母娘関係

サポート

現状

１
０
０
－
０
０
０
０

８
５
６
－
４
８
７
６

●
●
●
一
●
●
●
■

３０

・
ノ
ノ
ー
ノ
ノ
ノ
／

＊＊ ＊

“
皿
皿
一
例
的
加
皿

＊ ・
率

９
２
１
－
３
２
５
２

２
０
０
－
０
０
０
０

●
●
●
一
●
●
●
●

’
’
一
一
一
一

＊ ＊＊

｜
粋
＊

“
妬
皿
一
駈
皿
四
“

’
’
一
一
一
一
一
一

本 ＊ ＊

＊
一
＊

＊
一

狸
帖
躯
一
帖
ｕ
朋
加

●
●
●
一
●
●
●
●

一
職
職
職
職

一
有
無
有
無

群
群
群
一
群
群

身
婚
産
一
婚
産

独
結
出
一
結
出

生
活
満
足
感

独身群一.４４＊*＊．1２一.１５－． ３ ７ ＊ * ＊ － ． １ ０ － ． ０ ８

結婚群一.1７４３＊*＊、 ０３－．０３／，０４

／卸出産群 一.27**＊、1２－． ０ ６ － ． ０ ７ － ． ０ ５
フー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

つ結婚群有職一.0３．４８＊*＊、１７－．０８／，０４
傾 無職一.４０＊．３７＊－．０７－．１４／、０９向

出産群有職一.2１、2０－．０７－０８／，１０

／無職一.２７＊＊、0５－．０７－．０８－．０９

注．ｊＶは次の通り。独身群１１６，結婚群121（有職78,無職43)，出産群176（有職47,無職129)。

＊p＜,05,＊やく.01,＊**p＜､001
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Table５重回帰分析に用いた変数間の祖互相関

発達心理学研究第１２巻第１号

⑦⑧⑥⑤④③②①

結婚群

有職無職

ＵＶ＝７０）（ｊＶ＝３９）

．42袴

－．03

.57帯

一.44帯

、1２

－．43帯

､24＊

､04

.23＊

．1４、15

.17＊一.15

.07-.35祥－．05

.18￥－．1２-.10.01、16

.21神－．０２－．０５

－．０１－．27鉢、02.10、0３

－．27群．43群．１２－．45群－．2７

．２２－．35帯－．11.54鍔、36＊

①母親との親密性

②母親への過剰な依存･接触

③職務満足感

④夫婦関係満足感

⑤育児への肯定感

⑥家族以外からのサポート

⑦抑うつ傾向

⑧生活満足感

、21＊

－．03

.10

－．１１

．２３＊、1３

－．36審－．42帯

，49審．42帯

帯
帯

ｎ
Ｕ
０
０

４
笹
Ｒ
Ｕ

、27群一.45群

－．55群一・29-.28群

、53群．32群．35椿－．75審－．70帯

．1２

－．1７

．０６

一.1４－．０４、0４

－．３３*＊－－．１５

－．２４＊－．４３稗一・５５…

－－．４３*＊

－．０６－．３９稗 、０９

．３１＊＊、２８＊、0４

注．表の右上部は独身群ＵＶ=116)，左下部の左側は結婚群（jV=121;有職』V=78)，右側は出産群（』V=176;有職』V=47)。結婚群，出産群におい
て有職者，無職者別に相関を見たところ，出産群の有職者において，〈夫婦関係満足感〉とく母親への過剰な依存・接触〉〈家族以外から
のサポート〉との間の相関が有意（戸.30程度）であったほかは，ほぼ同様の結果が得られた。

やく.０５，＊*p＜､01,＊*やく.001

に行われた8)。その結果(Table6)，独身群では，〈抑うつ力を有し，〈夫婦関係満足感〉がそれに次ぐ説明力を持つ

傾向〉に対してはく母親との親密性〉が，〈生活満足感〉という結果が得られた。有職者と異なる点としては，〈家

に対してはく職務満足感〉が最も大きい説明力を有して族以外からのサポート〉がく生活満足感〉〈抑うつ傾向〉

いた。結婚群では，有職者の場合，〈抑うつ傾向〉〈生活の両方に対して，〈母親との親密性〉がく抑うつ傾向〉に

満足感〉いずれに対してもく職務満足感〉が最も大きな対して相対的に弱い説明力ではあるが有意な効果を持つ

説明力を有していた。無職者の場合は，〈抑うつ傾向〉〈生ていた・

活満足感〉のどちらにとってもく夫婦関係満足感〉の説ここでの結果をまとめる。独身女性においては母親と

明力が最も大きかった。有職者と異なる点として，〈母親の関係や家族以外の者との関係が，既婚で子どもがいな

との親密性〉がく抑うつ傾向〉に対して有意な効果を持い女性においては夫との関係が，既婚で子どもがいる女

つという結果が得られた。出産群では，有職者の場合，〈抑性においては夫との関係及び子どもとの関係が適応状態

うつ傾向〉〈生活満足感〉のいずれに対しても最も大きなを規定する重要な要因となることがうかがえた。それに

説明力を有していたのはく夫婦関係満足感〉であった。加えて，有職者では，仕事に対する満足感も適応状態を

一方，無職者に関しては，〈育児への肯定感〉がく抑うつ規定する重要な要因となり得ることが示された。すなわ

傾向〉〈生活満足感〉のいずれに対しても最も大きな説明ち，成人女性の適応状態を規定する要因は，各々の女性

を取り巻く重要な対人関係や環境を反映する形で，それ

､１９

．４８判牛

､３７審

8）娘の年齢と各種変数(母娘関係に関するもの,適応状態に関するもぞれ(独身者一既婚者，子どもがいる者一いない者，有職

の)との間に有意な相関が見られないこと,また,年齢を独立変数者一無職者）で異なっていると言えるだろう。
に加えた重回帰分析や年齢を統制したグループ間の比較(共分散分

母親との関係の質が娘の適応状態にいかなる関連を持
析）によっても結果が変わらないことが確認されている。

Table６重回I帰分析のﾉ結果
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つのかといった点から結果を検討してみると，〈母親との

親密性〉は，独身の娘の適応状態と比較的強い関連があ

ると同時に，既婚で無職の娘の適応状態に対してもある

程度の関連を持っていること，〈母親への過剰な依存・接

触〉は，既婚で子どもがいない女性の適応状態と負の関

連があることが分かった。

3.母娘関係と娘の婚姻の有無・子どもの有無・職業の有

無との関連

（１）娘の婚姻の有無・子どもの有無との関連独身群，

結婚群，出産群の各群において，母娘関係に関する尺度

得点の平均値に違いが見られるかどうかを検討した(Table7)。

一要因の分散分析の結果，〈母親との親密性〉〈サポート

期待〉において群の主効果が有意であった（親密性Ｆ(2,

399)＝4.50,ｐ〈.０５；サポート期待Ｆ(2,407)＝9.46,力

〈､001)。多重比較(Tukey法）によると，〈母親との親密

性〉〈サポート期待〉のいずれにおいても出産群の平均が

独身群の平均よりも有意に大きかった。すなわち，出産

群の方が独身群よりも母親との親密性が高く，母親へサ

ポートを求める気持ちが強いことが示された9)。また，〈接

9）独身女性においては,親との同居の有無により，母親との関係のあ

り方が異なることも考えられる｡本研究の結果に関連して挙げてお

くならば，〈サポート期待>において同居者の平均が別居者の平均

よりも有意に大きかった(Ｆ(1,111)＝6.26,ｐ＜､25)。〈母親との

親密性>においては有意差は見られなかった｡したがって，〈サポー

ト期待〉〈母親との親密性>に関する独身者と既婚者との間の相違

は,単なる母親との同居の有無による相違であるとは言えないだろ

う。

触頻度〉について，結婚群と出産群の２群により比較を

行ったところ，出産群の平均が結婚群の平均よりも有意

に大きく（Ｆ(1,292)＝6.82,ｐ〈.01)，出産群の方が結婚

群よりも母親と頻繁に電話をしたり，お互いの家を行き

来したりしていることが示唆された。これらの結果は，

Fischer(1981)の，結婚や出産を機に母親とより親密な関

係になるという知見の方向性にある程度沿うとともに日

本での子育て状況を反映したものだと考えられる。

(2)娘の職業の有無との関連娘が既婚である場合，娘

の職業の有無によって母親との関係のあり方が異なるこ

とも予想される。そこで，対象者を５群（独身・有職/既

婚・無職・子無/既婚・有職・子無/既婚・無職・子有/既

婚・有職・子有）に分類し，同様に分析を行ったところ，

〈母親との親密性〉〈サポート期待〉において，群の主効

果が有意であり（親密性Ｆ(4,384)＝3.83,ｐ＜,０１；サ

ポート期待Ｆ(4,392)＝6.03,Ｐ＜､001)，多重比較(Tukey

法）の結果，出産群無職及び結婚群無職の娘の方が独身群

有職の娘よりも，有意に母親との親密性が高く，母親に

サポートを求める気持ちが強いという結果が得られた(Ｔａ・

ble7)。既婚女性の職業の有無が母親との関係のあり方に

及ぼす効果をさらに検討するために，結婚群，出産群の

各群において有職者と無職者による比較を行った。その

結果，結婚群でく母親との親密性〉〈サポート現状〉にお

いて無職者の平均が有職者の平均よりも有意に大きく（親

密性Ｆ(１，１１５)＝4.37,ｐ＜､０５；サポート現状Ｆ(１，１１６）

＝5.51,ｐ＜､05)，無職の娘の方が有職の娘よりも，母親と

の親密性が高く，母親から受け取っているサポートが多

いことが示された。出産群では，〈母親との親密性〉にお

Table７群別にみた母娘関係に関する尺度の平均値（SDノと分散分析の結果

独身群（jV＝１１５）

結婚群Ｗ＝120）

出産群ＵＶ＝177）

Ｆ値

多重比較

親密性

52.06(9.57）

54.24(8.58）

55.18(7.84）

４．５０＊

出産>独身＊

独身群有職ＵＶ＝110）51.96(9.45）

結婚群有職Ｗ＝７８）53.42(9.08）

無職（jV＝４１）56.73(6.23）

出産群有職（jV＝４７）53.39(8.22）

無職（jV＝124）55.61(7.65）

Ｆ値３．８３＊＊

多重比較結婚無職＞独身有職＊

出産無職＞独身有職＊

過剰な

依存・接触

29.52(7.25）

30.88(7.94）

30.28(6.86）

１．０３

29.28(７．１０）

30.82(8.08）

31.02(7.57）

28.87(5.96）

30.83(6.86）

１．３４

サポート

期待

34.38(8.47）

36.43(8.00）

38.50(7.47）

９．４６＊*＊

出産>独身**＊

34.08(8.37）

35.71(7.97）

38.27(7.33）

37.66(7.62）

38.78(7.43）

６．０３＊*＊

結婚無職＞独身有職＊

出産無職＞独身有職**＊

サポート

現状

36.13(7.87）

37.18(7.93）

38.29(7.31）

２．７８

35.85(7.93）

36.21(8.14）

39.42(6.79）

38.11(7.40）

38.32(7.27）

２．８３

接触頻度

（別居）

／

9.48(5.28）

１０．１９(5.39）

６．８２不不

出産＞結婚*＊

／

9.38(2.38）

9.66(2.40）

10.18(2.17）

10.23(2.32）

２．５１

注．本研究の対象者のうち，実の母親と同居している既婚の娘はごく少数であるため，同居の場合の接触頻度については，分析を行わなかっ

た。また，別居の場合の接触頻度については，対象者の独身女性の７割近くが親と同居しているため，独身群は分析から除き，結婚群と
出産群のみで検定を行った。

表中のｊＶは欠損値がない場合の人数。それぞれの変数ごとに欠損値データは除いてあるので，各変数によりｊＶは多少異なる。

＊ｐ＜,05,＊*ｐ＜､01,＊**ｐ＜､001
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いて無職者の平均が有職者の平均よりも有意に大きい傾

向が見出され(Ｆ(1,166)＝3.40,.05＜，＜・10)，結婚群と

同様に，無職の娘の方で母親との親密性が高いことが示

唆された。しかし，結婚群とは異なり，〈サポート現状〉

においては，有職者と無職者との間に有意な差は見られ

なかった。

考 察

１．娘の適応状態と母娘関係

母娘関係，夫婦関係，母親役割等といった，娘の生活

実態から心理状態に関係すると想定される諸要因の中で，

母娘関係が娘の適応状態を規定する度合いを検討した階

層的重回帰分析の結果から，その度合いには娘の婚姻状

態や子どもの有無によって違いが見られることが明らか

になった。まず，〈母親への過剰な依存・接触〉は，既婚

で子どもがいない女性の適応状態との関連が強いことが

見出された。配偶者との新たな関係を築いていく時期に，

母親に対して依存しすぎたり，母親のことを気にかけす

ぎたりすると，新しい家庭での安定した生活習慣等を確

立していくことが難しくなる可能性が考えられる。その

結果，生活に不満を抱いたり，抑うつ的になったりする

のかもしれない。次に，〈母親との親密性〉は，独身女性

の適応状態との間に強い関連が見出された。親や友人・

恋人などから並置的に構成されていたサポートシステム

が，結婚を機に自分の新しい家族を核としたシステムへ

と再構成される（川浦・池田・伊藤・本田，1996)ことに

より，既婚女性では母親との関係性が適応状態に及ぼす

影響が相対的に小さくなるのだろう。子どもがいる娘に

おいてよりも独身の娘や既婚で子どもがいない娘におい

て，母親との関係の質と適応状態との関連が強いという

結果の傾向は，Baruch,＆Bamett(1983)の，母親役割

に従事する娘において，特に母親との関係の質が及ぼす

影響が少ないという指摘にある程度沿うものだと考えら

れる。しかしながら，母親との関係の質と適応状態との

関連には，既婚女性の職業の有無により大きく異なる点

もあることが示唆された。すなわち，既婚で無職の娘の

適応状態とく母親との親密性〉との間には有意な関連が

認められたが，既婚で有職の娘の適応状態との間にはそ

のような関連は見出されなかったのである。Baruch,＆

Bamett(1983)は，母親役割に従事する娘において，特に

母親との関係の質が及ぼす影響が少ないことを報告し，

母親であることが自分自身の母親の重要性を“減じる要

因，，（reducer)であるという指摘をしているが，本研究で

得た結果からすると，既婚で職業を有することも自分自

身の母親の重要性を減じる主要な要因であるのではない

かと考えられる。本研究と先行研究(Baruch,＆Bamett，

1983)との結果の相違は，対象者の年齢の違い（本研究の

対象者が27歳から３４歳であるのに対し，Baruch,＆Bar‐

nett(1983)では２５歳から５５歳にわたる女性が対象）や

女性の就業を取り巻く社会・文化的状況の違いに因ると

ころがあるのかもしれない。例えば，結婚や出産を機に

退職したり，出産により一時職を離れる女性が少なくな

い日本の現状においては，職業の継続を選択する際に，

特に女性の自立意識というものが大きく関与するのでは

ないかと考えられる。結婚，出産後も仕事を続ける女性，

すなわち，自分で生活を確立していくという意識が強い

であろう女‘性にとっては，母親からのサポートが必ずし

も重要な役割を果たさないとうことがあるのではないだ

ろうか。

出産を終えた母親が実家に一定期間戻ることが少なく

ない（佐藤，1994)という日本の現状を考えると，自らが

母親である女性において，特に子どもが乳幼児である場

合には，実の母親との関係性が重要である可能性が推測

されたが，本研究ではそれを支持するような明確な結果

は見出されなかった。しかし，本論文での分析は，母親

との関係性が娘の全体的な心理的適応を予測するかどう

かといった点に的を絞ったものであるため，母親からの

具体的な育児援助や情緒的サポートが娘の育児ストレス

を和らげる方向に働くのか，その結果，娘の適応状態に

肯定的な影響がもたらされるということがあるのか等に

ついては，まだ検討の余地が残されていると言えるだろ

う。特に仕事を有する既婚女性の場合，仕事役割，家庭

役割の各々におけるストレスや仕事一家庭役割間で生じ

る葛藤及びそれを緩和するサポートとの間の複雑な関係

が報告されており（Parasuraman,Greenhaus,＆Gran‐

rose,1992)，他の諸要因と母親との関係という要因とが

絡み合い，有職の既婚女性の適応状態に関与していると

いう可能性が考えられ，今後の検討事項として残されて

いる。

ところで，本研究では，適応状態を測定するものとし

てく抑うつ傾向〉とく生活満足感〉という２つの指標を

用い，それを基準変数として個別に分析を行ったが，現

実にはそれぞれが無関連ということはないだろう。実際，

この２変数間の相関係数を求めたところ，かなりの相関

(γ＝-.70)が認められた。しかしながら，〈抑うつ傾向〉

とく生活満足感〉の各々を規定する要因は全く同様とい

う訳ではなかった。母親との関係の質が娘の適応状態に

及ぼす影響という点に注目すると，特にく母親との親密

'性〉の関与の仕方に差異が見られた。すなわち，独身女

性では，〈母親との親密性〉はく抑うつ傾向〉とく生活満

足感〉のいずれにも関連していたが，既婚女性（無職）で

はく抑うつ傾向〉のみにその有意な関与が見出された。

成人の愛着について言及しているCicirelli(1991)は，成

人になって親と離れても愛着対象の心的表象が心理的な

安心感を得るために利用されることを強調している。ま

た，伊藤・北島(1980)は，既婚女性にとって母親が心の
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支えとしての機能を果たすことを報告している。これら

の知見を踏まえるならば，母親との親密性が心理的安定

の基盤を与えるという意味で，娘のポジティヴな感情を

高めるという方向でというよりもネガティヴな感情を緩

和するという方向で働くということはあり得そうなこと

である。

２．成人期における母娘関係の発達的移行

娘の結婚及び出産といったライフイベントに着目し，

成人期以降の母娘関係がどのような発達的移行を経るの

かを探索的に検討するために，独身女性，既婚で子ども

がいない女性，既婚で子どもがいる女性間での比較を行

った。その結果，既婚で無職の娘は独身の娘よりも母親

との親密性が高く，母親に対してサポートを求める気持

ちが強いことが示された。結婚や出産を機に母親とより

親密な関係になるというFischer(1981)の知見を踏まえ

るならば，結婚や出産を機に退職し専業主婦となる娘は

母親とより親しさが増すと解することができるかもしれ

ない。無職の女性の場合，職場でのネットワークがない

分，有職女性に比べソーシャルネットワークの広がりが

狭いと考えられる。そのため，より親しい親族や友人に

依存する割合が高くなるのかもしれない。ただ，今回の

データは，結婚前と結婚後，あるいは，出産前と出産後

との被験者内比較ではないため，結果の解釈にあたって

は'慎重にならざるを得ない。近代社会において，女性の

就業が初めは独身女性中心であり，結婚すれば退職する

というのが長らく一般的であったことを考えると，本研

究の対象者となった女'性の母親たちの多くは，結婚や出

産を機に退職というコースを辿ったであろうことが推測

される。そのような母親のライフコースを考慮すれば，

1つの可能性として，独身時代から相対的に母親とより親

しい関係にあった者が，母親世代と類似したライフコー

スを辿りやすいという意味で，結婚や出産により職を辞

める傾向があるのではないかという可能性も否定できな

いのである。ただし，データの性質上，安易な結論はで

きないが，既婚で子どもがいない場合には無職の娘の方

が有職の娘よりも母親から受け取っているサポートが多

いのに対し，子どもがいる場合には有職者と無職者との

間にそのような違いは見出されないという結果からする

と，娘の出産により，少なくとも具体的なサポートとい

う面では，娘が有職であるか無職であるかに関わらず，

母親との関係が変化する可能性が考えられるのではない

だろうか。子どもが生まれることで，有職の娘，無職の

娘ともに育児援助（その程度は様々であると思われるが）

という形での母親からのサポートが新たに加わることが

推測されるが，そのような変化により，育児援助以外の

母親からのサポートに関しても何らかの変化が生じるの

かもしれない。

今後の課題として次のようなことが考えられる。第１に，

本研究では，独身女性，既婚で子どもがいない女’性，既

婚で子どもがいる女性間での比較を通して，娘の結婚や

出産といったライフイベントによる母娘関係の発達的移

行を探索的に調べた訳だが，ライフイベントによる関係

性の変容を確認するには，継時的変化そのものを捉える

縦断的研究が望まれるだろう。第２に，本研究の実施方

法上，対象となった母娘のペアは，母集団と比べてその

関係が相対的に良好であろうこと，また，東京の４年制

の女子大学の卒業生とその母親という社会経済的な地位

が高く，全体的に「恵まれた」サンプルであることに留

意する必要があるだろう。Ｃｏｗan,Ｃｏｗan,Heming,＆

Miller(1991)は，子が親になったときに親子関係の変化

を経験することを主張しているが，ある者にとっては，

それは自身の親との再接近，和解の時期であるが，別の

者にとっては，昔の緊張状態や家族闘争の復活に直面す

る時期でもあるという。本研究では，変化の肯定的な側

面を示したに過ぎない。成人の子とその親との関係は，

愛着研究の領域では，その個人差が顕著であることが分

かっている(e､9.,Pearson,Ｃｏｗan,Ｃｏｗan,＆Cohn,1993)。

より幅広いサンプルからデータを収集し，発達過程の個

別性を検討することが必要であると考えている。最後に，

本研究では，娘から見た母娘関係に主眼を置いている先

行研究の知見(e､9.,Bametteta1.,1983,1991;Fisher,1981）

との比較を試みようとする意図もあり，娘に対する質問

紙調査のデータの分析のみを行った。母親のデータの分

析も加えて，母娘の特性が，相互の心理的適応，あるい

は，ライフイベントによる母娘関係の発達的移行にどの

ように影響しているかは，今後検討したい問題である。
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質問紙研究が観察研究を補う条件：水野・本城論文に対するコメント

荘厳 舜哉
(大阪学院大学）

水野・本城（1998）論文は，幼児の自己制御機能の発

達について，非常に多角的な視点から分析がなされた労

作であるが，同時に幾つかの手続き的な問題と，そこか

ら派生する幾つかの疑問を含んでいる。

【論文の特色】本研究の最大の特徴は，質問紙調査

と観察研究を組み合わせた点にある。周知の如く，質問

紙調査の最大の利点は多くの被験者を対象とすることを

可能にすることにある。逆にその弱点は，回答された内

容が本当に各被験者の行動傾向や心的内容を反映してい

るのかの保証がないことにある。一方，観察研究の最大

の利点は，被験者の実際の行動を研究者の目で見ること

ができ，ある行動が出現する文脈を分析することによっ

て，行為者の心的プロセスに対する理解に迫ることがで

きることにある。逆にその弱点は，特にマイクロなビデ

オ映像分析において膨大な時間を要することから，デー

タを大量に収集することの難しさにある。

【２重の仮説】水野・本城論文はこの相反する２つ

の方法を統合し，研究に適用したことが評価に値する。

しかしながら同時に，課題の性質上やむを得ない面があ

るにしても，質問紙の結果が事実であるという仮説の上

に，更に仮説を積み重ねていることが問題である。

水野・本城論文では，「行動的抑制傾向」と「気質的扱

いにくさ」という，いわゆる遺伝的に規定された気質の

影響が，自己制御機能発達の基礎に認められるという仮

説が基本となっている。この仮説は，さまざまな先行研

究に照らし合わせても正しい。ただ，このような仮説検

証型の実験で注意しなければならないのは，仮説の下に

なっているデータが，信頼できる手続きの下に集められ

たか否かということである。

【被験者選定】本論文では全部で３回，被験者が選

ばれている。まず第１回は，825名の調査対象者から464

名の有効回答を得た。この時点の子どもの平均年齢は

１１．５カ月齢，質問紙はＲＩＴＱ日本語版で，郵送回収方

式でおこなわれた。この手続きは多数の被験者を対象と

するときに有効な方法である。しかしながら気質のよう

な，遺伝的基盤を持つ行動傾向を調査する場合，果たし

てこのような方法が妥当か否かに問題が残る。

実は筆者も，被験者が１歳の誕生日を迎える前後１週

間に，子どもの感情発達の聞き取り調査を，136名の母

親に実施したことがある。その時強く印象に残ったのは，

直近のエピソード記'億に関してはほぼ間違いがないが，

６カ月以前の子どもの状態に対する記憶となると非常に

暖昧で，思い出せないとか，大体こうだったと思うとい

う，母親の主観が非常に強いと感じた経験がある。その

意味で，ＮＢＡＳのように，研究者の手によって誕生直

後に測定された気質を別として，果たして質問紙でどこ

まで正確な気質的内容が拾えているか，しかも対象者の

全てが第１子であり，主観が働きやすいことから，果た

して母親にどれだけ客観的な評価が可能であったか，こ

こに最初の疑問が発生する。

第２回の調査はそれから更に３年から３年半後に，前

回の調査後，追跡が可能であった352名の対象者に対し

てＢＳＱが実施され，有効回答254名が得られている。

この時点で平均年齢が3.7カ月となっているが，第１回

調査は１０～１２カ月齢になる子どもたちを対象に，1990年

１０月から1991年４月におこなわれているのであるから，

仮に1991年４月に１０カ月齢であった子どもたちでも，

1994年４月の第２回調査が実施された時点では46カ月齢

に達しているはずである。この年齢は論文に記載されて

いる第２回調査時点の子どもの平均年齢よりも大きい。

ここに，些末な問題ではあろうが，収集手続きに関する

第２の疑問が発生する。

第３回調査では254名の対象者に質問紙を発送し，最

終的に150名の有効回答を得，その中から更に，研究室

に来訪可能と答えた64名中47組の母子を対象に，観察研

究がおこなわれた。実際には予備実験の被験者母子５組

と条件統制から外れた２組を分析対象から除いているの

で，初回の有効回答被験者総数の8.6％を対象として観

察研究がおこなわれた。

観察研究の結果として，母親をも巻き込んで効果的な

自己主張をおこなった群の，乳児期における気質的扱い

にくさが，他の２群に比較して有意に低いことが導かれ

ている。この結論自体は非常に妥当であると考える。し

かしながらここに本研究の問題が凝縮される。つまり，

母親自身のパーソナリティや感情制御要素，家庭環境の

要素など，子どもを取り巻く周辺環境の要因が一切排除

され，子どもの気質的側面が完全に独立変数として取り

扱われていることである。

【遺伝と気質】確かに気質は，欧米の先行研究を見

ても個体の行動傾向に安定的に結びついている。しかし，
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例えばThomas,＆Chess（1977）の先行研究にしても，

ColoradoAdoptionProject(ＣＡＰ)を実施したPlomin，

＆DeFries（1985）やＮＢＡＳを尺度とした幾つかの先行

研究（e､９．，Woodson，＆daCosta，1989；Muret-

Wagstaff,＆Moore,1989）にしても，新生児期に研究

者自身の手によって被験者の気質検査がおこなわれてい

る。ところが本研究でその後の分析の基礎になっている

のは，母親の主観的な評価に過ぎない。この時，確かに

総合的考察の第二項目でその点の必要性が指摘されては

いるものの，母親側に存在する要因を軽視して，自己制

御能力の発達が気質に関連しているという著者たちの主

張が裏づけられたと断定することは難しい。なぜならば

筆者は，新生児期及び乳児期の自己制御，例えば自己沈

静能力のあり方は遺伝決定であることに同意するが，３

歳を過ぎて子どもが社会との接点を急増させるとき，自

己制御のあり方は家族環境を含む外部要因の影響が大き

くなると考えるからである。

著者たちも，子どもの葛藤体験と母親の説明方略の関

係調査をおこなってはいる。しかしこの時期の子どもに

とって，より重要な要素は母子の共感であろう。最近の

子どもの言語発達は早い。従って親は説明的しつけを採

用しがちであるが，前操作期にある３歳前後の子どもに

とって，これが有効であるとは思えない。むしろここで

は母親の共感的態度を測定し，両者の関係を押さえてお

くべきである。共感こそが良好な感情の社会化を保証す

るものであり，自己制御の発達に重要な影響を及ぼすか

らである。

【気質と感情】もう一つ問題が積み残されている。

つまり，気質と感‘情表出の制御傾向は密接に結びついて

いるが，子どもたちの感情的側面の検討が一切なされて

いないことである。例えばＴａｂｌｅ２に，第３回調査に使

用した１８項目が掲載されている。１８項目の内８項目が自

己主張的自己制御機能，６項目が自己抑制的自己制御機

能を表していると分析されているが，これらの項目には

感情的行動が多く含まれている。従って，気質との関連

を分析しようとする場合，感情を伴う行動に関して，日

常，子どもたちがどのように振る舞っているのかを調査

しておく必要があろう。母親のしつけ方略は，まさに子

どもたちの感情表出傾向に沿って立案されている可能性

が高いのである。

これに関する具体的な証拠が，荘厳・益谷・今川・中

道（1989）の観察研究から得られている。すなわち，母

親が自分の感情を包み隠さず子どもに表出するとき，同

様に子どもたちの感情表現は豊かである。逆に母親が自

分の感情表出を抑制するとき，同様に子どもたちの感情

表出は抑制される。母子相互作用は子どもの社会化の基

礎である。確かに多くの先行研究に示されているように，

特に６カ月以後の相互作用のイニシアティブは子どもに

移る。しかしながら，３歳以後の両者は必ずしも同期し

た関係ではなくなる。それは子どもの世界の広がりを意

味しているのであるが，同時に母親側からも子離れの過

程が開始されることを意味する（e､９．，Buss,＆Plomin，

1984)。つまり，著者たちが観察対象とした年齢の子ど

もたちは，遺伝的な気質傾向を根底に持ちながらも，自

分の環境を構造化し，変形し，働きかけていく，まさに

その渦中にある。そのダイナミクスを押さえることなし

に，相互作用研究は無意味である。

そこで自己制御の発達を，母親の説明方略と関連づけ

た著者たちの方法論が正しいのかどうか，疑問が残った

ままとなる。このような研究をおこなう場合，著者はむ

しろ，第１回の調査時に観察に応じる被験者集団を募集

し，最初から幾つかの課題場面に導入した観察研究をお

こなうべきではないかと考えるのである。

実験的観察研究には，確かに場所的な制約が加わる。

しかし少数であっても，家庭訪問で幾つかの行動カテゴ

リーの生起頻度をサンプリングしていく方法もあるし，

何人かの子どもたちを遊び場面に導入し，それぞれの自

己制御のあり方を相互作用から検討する方法もある。自

己制御の発達研究においては，行動の背後環境を調査す

るために何らかの質問紙，あるいは聞き取り調査を同時

並行的におこなう必要があるが，観察研究を中心に結果

を導き出す工夫が必要とされるであろう。いずれにして

も気質と行動の関連を分析するとき，遺伝的要素をどの

ように測定するか，また発達環境を含む周辺環境の要因

をいかに整理するか，なかなか問題は複雑である。今回

の指摘に対する著者たちの反論を待つ。
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保育の場における仲間関係を規定する要因：刑部論文によって刺激されるもの

本郷一夫
(東北大学教育学研究科）

論文を評価するポイントは複数存在する。たとえば，

１．新たな問題の発見，２．ある現象（従属変数）を説

明する新たな要因（独立変数）の提示，３．独立変数間

の関連性についての発見，４．よく知られている現象に

ついての実証的データの提示，５．データの分析方法の

提案，などの点である。刑部論文は，このうち主として

上記の２と５に関連して評価されるだろう。すなわち，

研究の目的にかかわらず常に一定の研究方法と分析方法

を用いるいわゆる「定食型研究」（afixedmenustudy）

ではなく，仲間関係の成立と展開に及ぼす要因の多様性

を示すと共に子ども間の仲間関係に対する新たなアプ

ローチの可能性を追求したということである。以下では，

刑部論文に対する単なる賞賛や批判ではなく，新たな研

究の可能性を探るという点から，刑部論文によって刺激

されたことがらに言及しながら，保育の場における仲間

関係を捉える視点についての考えを述べることにする。

１．仲間関係に影響を及ぼす他者の存在

一保育者という要因一

保育の場における子どもの仲間関係の成立と展開を捉

えようとする場合，いくつかの要因を想定することがで

きる。１つは，個人の認知，言語・コミュニケーション

の発達水準，情動理解や表出の特性など広く「個体能力」

に属する要因群である。もう１つは，現在及び過去から

の他児との関係，ある時点での子ども間の相互作用にか

かわらない第３者の存在と役割などの「関係性」に属す

る要因群である。このうち，刑部論文で描かれている

｢ストーリー｣の１つは，保育者とＫ児との相互作用が他

児とＫ児との相互作用において再生産されたり協働的に

構築される過程である。すなわち，従来の研究では重要

であるにもかかわらず積極的に取り上げられることが少

なかった保育者に焦点を当て，子ども間の相互作用に直

接かかわらない第３者としての保育者の役割について述

べられている。

一般に，子ども間の相互作用に対する保育者の役割と

して２つのものが考えられる。１つは子ども間の相互作

用に介入し，子ども間の相互作用の展開と終結に直接的

に影響を与える役割である（本郷・杉山・玉井，1991)。

もう１つは子ども間の相互作用に間接的な影響を与える

保育者の存在（保育者がその場にいるだけで子ども間の

相互作用が変化する）と役割である。このうち，刑部論

文の事例２（保育者の働きかけを再現する子ども）に示

される焦点児Ｋと他児とのやりとりは後者の役割の例と

して位置づけることができる。しかし，保育者の間接的

影響は，保育者と特定の子どもとの相互作用を他児が再

現する場合にとどまらない。子どもに対する日常的な保

育者の働きかけ方略（特定の子どもに対する働きかけに

限らない）を子どもが自ら変形し，子ども間の相互作用

の中で用いるという現象も観察される(結城，1998)。し

たがって，保育の場における子どもの仲間関係を捉えよ

うとする場合，第１に，子ども間の相互作用にのみ焦点

を当てるのではなく，子ども間の相互作用に直接的，間

接的に影響を与える保育者の役割について捉えることが

重要となる。第２に，保育者の影響の方向と大きさを明

らかにするためには，保育者の行動を記述するだけでな

く，保育者が果たしうる役割のいくつかの側面を事前に

想定しておく必要があると考えられる。さらに，保育者

の行動が変化したような場合には，保育者存在のあり方，

あるいは保育者自身が自分をどう位置づけているかを捉

えることも必要となってくるだろう。この最後にあげた

第３の点は，刑部論文で描かれている保育者のＫ児に対

する働きかけの変容を捉えようとする場合などに関わっ

てくる問題である。刑部論文で描かれている保育者は，

10月のケース検討会の結果，今までの働きかけによって

行動の変化が起きないＫ児を「ほっておく」ことにして

いる。そして，Ｋ児と他児とのやりとり（事例６）が観

察されるようになった12月の段階でもＫ児の変化を「変

化」として意識おらず，むしろもっと気になる他児の存

在を指摘するようになったと述べられている。また，こ

のような経過は「共同体全体の営みの中にＫの存在が自

然に溶け込む関係‘性へと変容したからである」と解釈さ

れている。しかし，このような解釈に至る前に，保育者

が自分の位置づけをどのように変化させた結果に基づく

働きかけの変容なのかということを明らかにしておくス
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テップが必要であろう。

子どもにとっての保育者は大きく２つの存在として位

置づけることができる。第１に「個の発達を促す存在と

しての他者」としての保育者である。刑部論文の事例１

におけるＦ保育者の働きかけ（全員がおやつを食べ終

わったのに，一人で食べているＫ児に対する働きかけ）

にみられるように，通常保育者は自分自身をこのような

存在として位置づけていることが多いと推測される。そ

れは，単に集団からの逸脱を減少させることによって

｢ちょっと気になる」（刑部論文ではdifficultと表記され

ているが）状況を解決することだけを目的としているわ

けではなく，個の発達を促すことによってその状況の改

善を目指していると考えられる。このような存在として

の保育者は，「積極的に働きかける｣だけではなく，子ど

もの発達を促すために時には「ほっておく」という行動

もとることになる。一方，この「ほっておく」という行

動自体は別の存在の保育者がとりうる行動でもある。す

なわち，個の発達の促進を直接の目的としないで子ども

と関わろうとする保育者の行動でもある。これは，これ

までの発達経過や現在の発達水準，行動の逸脱を「問題

にしない」保育者の存在であり，どのような発達水準の

子どもとも可能な相互作用を展開するという意味で「個

の発達を『無効にする』存在としての他者」（このような

存在によって子どもの発達が促されることもある）とし

て位置づけられる。それでは刑部論文で描かれている保

育者はどのように位置づけられるのであろうか。Ｋ児に

対して「ほっておく」ことにした保育者は，むしろ気に

なる他児を「発見」している点からすれば，少なくとも

後者の存在としての保育者に変化しているわけではない。

一方で，前者の「個の発達を促す存在」としての位置づ

けを変更することなく，働きかけだけを変容していると

も論文からは読み取れない。保育者の存在がどのような

ものであれ，子どもは保育者からの直接的働きかけを受

けないという点では同じであるため，保育者の位置づけ

は一見大きな問題ではないように思われるかもしれない。

しかし，保育者が自分の存在についての認識や子どもに

対する働きかけの原則を変更した上で子どもに対する働

きかけを変容させているのか否かということは，その後

子ども同士の仲間関係に異なる影響を及ぼすと考えられ

る。したがって，子ども間の相互作用の変化を縦断的に

捉えようとする場合，保育者の存在のあり方を記述して

おくことは重要となってくるのではないだろうか。

２．個体能力の変化に伴う仲間関係の成立と展開

刑部論文では，Ｋ児の「参加」の広がりは，個人の能

力の獲得やスキルの獲得ではなく，周囲との関係づくり

による変化であるとされる。しかし，ここで取り上げら

れている個人の能力とはどのようなものであろうか。論

文中に直接言及されているものとしては「着替えの最中

に遊ばなくなる」という能力である。いわば，対人関係

に直接関係しない能力についての言及であり，子ども間

の仲間関係の変化に直接かかわると考えられる対人関係

能力については触れられていない。この点については刑

部論文の結果の言及や考察が不十分だという批判も成り

立つ。しかし，このように対人関係に直接関連しない能

力が仲間関係の変化と大きくかかわることも保育場面で

は観察される。そこで，刑部論文で取り上げられている

のとは違う方法で個体能力に焦点を当ててみることも可

能であろう。たとえば，三輪車に乗れるようになったこ

とをきっかけとして子ども間の相互作用が変化すること

がある。通常「三輪車に乗れる」ということは対人関係

能力とは考えられない。しかし，三輪車に乗れるように

なったことによって，他児との接触の機会が増加したり，

三輪車に乗って行う焦点児の活動に対する他児の評価

(｢個の発達を評価する存在としての他者｣)が変化する結

果，子ども間の相互作用が変化することが観察されてい

る(本郷，1998)。したがって，仲間関係を捉えようとす

る場合，古典的な社会的スキル・トレーニングで取り上

げられるような狭い意味での「対人関係能力」だけでな

く，「対人関係に直接かかわらない能力｣の変化にも着目

する必要がでてくる。それと関連して，保育の場におけ

る仲間関係を捉えようとする場合，何を目的としてどの

ような個体能力に焦点を当てようとしているのかを研究

者自身が自覚しておく必要があると考えられる。すなわ

ち，「１対１の関係の中で求められる能力なのか，集団

の中でのふるまいを規定する能力なのか｣｢状況への依存

性が高い能力なのか，複数の状況における行動に共通す

る能力なのか｣｢年齢と共に増加することが期待される能

力なのか，年齢には必ずしも依存しない能力（特性）な

のか」などといった点である。

しかし，個体能力の次元と関係性の次元をいくら細か

く分類した要因空間を想定したとしても，個体能力の変

化と関係性の変化のどちらか一方の要因群を取り上げ，

その関数として仲間関係の変化の過程を描こうとするに

は無理がある。なぜならば，ある時点の仲間関係は個体

能力の発達によって説明しうるかもしれないが，別の時

点の仲間関係は関係性の変化として描きうるからである。

たとえば，三輪車に乗れるようになったことが対人関係

を変化させ，対人関係の変化が新たな能力の発達を促し，

それがまた対人関係の変化をもたらすといった場合のよ

うに，［個体能力の変化一関係性の変化一個体能力の変

化一関係性の変化］といったように個体能力と関係性の

各々の層がしばしば変化の各々原因と結果を成しながら

時系列的に変化していく過程が考えられる。このような

時系列的な因果関係の変化を分析し，記述する方法及び

方法論についての追求は，発達心理学研究において急務
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だと感じる。

以上,刑部論文に言及しながら,保育の場における仲間

関係を規定する要因について述べてきた。最後に，刑部

論文の目的から少し離れて簡単に２点について述べるこ

とにする。１つは，先に触れたように，刑部論文の中で

は上記の要因すべてが取り上げられているわけではない。

その点では不十分だという批判が成り立つ。しかし，一

般に，１つの研究においては，観察記録の中から何が抽

出されたかよりも何が捨てられたかという点の方がしば

しば重要となる。捨てられた要因を列挙して，その要因

が考慮されていないという批判を展開するのは比較的容

易な作業だろう。捨てられた要因が重要な場合は当然そ

れは妥当な批判ということになろうが，寄与率が比較的

低い要因の場合，すべての要因を取り上げることはかえっ

て研究の価値を失わせてしまうことにもなりかねない。

もう１つは，保育の場における発達援助にかかわる問題

である。刑部論文は，発達援助を直接目的としたもので

はない。しかし，描かれている子どもの変化と保育者の

変化を考えた場合，発達心理学の視点から，対象となっ

ている子どもと子ども集団，そして保育者に対するどの

ような援助が必要なのか，あるいは必要でないのかといつ

コミュニケーションとしての査読

尾見康博
(山梨大学教育人間科学部）

１．はじめに

一般に，心理学の各学会が発行する機関誌に掲載され

ている論文は，学会が設置した編集委員会の査読を経て

いる。また，投稿する側に立てば，査読を経た論文の有

無，あるいはその数が，採用・昇任人事の際の（唯一で

はないが）重要な基準となっていることが一般的なので，

査読のあり方は，（わが国の現状ではとくに若い)研究者

にとって本来重大な問題である。

佐藤（1997）は，わが国の心理学における論文査読の

あり方が混乱しているとし，査読する立場をコメンテイ

ター，レフリー，ジャッジ，エディターの４つに分類す

ることによって，査読のあり方を整理している。またそ

こでは，レフリー，とくにピアレフリーという立場で査

読することが推奨されている。その他にも，『発達心理

学研究』の意見論文では，査読に関する論考が数多く見

られ，ピアレフリー型，あるいはそれに準じた査読を支

持する意見がいくつも表明されている。

では，『発達心理学研究』の査読の現状はどうであろう

か。私には本誌の常任編集委員の経験があるわけではな

いので，多数の事例を通じた一般的見解を論じることは

た発達援助のあり方についての議論を展開することの重

要さに気づかされる。それは，ある時点での仲間関係を

形成するための発達援助だけでなく，新たな子ども集団

が形成された場合の仲間関係の形成をも視野に入れた発

達援助のあり方についての議論である必要があるだろう。

文献

刑部育子．（1998)．「ちょっと気になる子ども｣の集団へ

の参加過程に関する関係論的分析．発達心理学研篭
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本郷一夫．（1998)．子どもの対人世界をみつめる－

「個｣がつくる「関係」・「関係｣が育てる｢個｣．長崎

勤・本郷一夫(編)，能力という謎（pp,198-220)，京

都：ミネルヴァ書房．

本郷一夫・杉山弘子・玉井真理子．（1991)．子ども間の

働きかけに対する保母の働きかけの効果一保育所に

おけるｌ～2歳児の物をめぐるトラブルについて．発

達心理学研究1,107-115．

結城恵．（1998)．幼稚園で子どもはどう育つか－

集団教育のエスノグラフィ．東京：有信堂．

2000.10.23受稿，2000.12.27受理

できない。しかし，１１巻１号に掲載された私の意見論文

(尾見，2000）の査読のプロセスで，査読者あるいは（常

任）編集委員会に対して不信感を抱かざるを得なかった

という苦い経験がある。そこで以下では，その具体的事

例を紹介しながら，査読の問題について述べたいと思う。

２．円滑な査読コミュニケーションを１

査読のあり方については，渡辺・加藤（1999）が「査

読の姿勢」「査読のルール」「迅速な査読」の３点にまと

めて論じている。これから紹介する例は，これらのいず

れにも該当するとも言えるが，とりわけ，査読のルール

に関するものと考えられる。

まず，私の手元にある郵便物の消印等から，私の論文

が投稿されてから掲載されるまでをまとめておく(Table

ｌ）。なお，本節の以下の部分に限り，「査読」ではなく

｢審査」という用語を用いる（用語の使い分けについては

佐藤〔1997〕を参照)。

この審査プロセスで私は，審査一般の問題と意見論文

独自の問題のそれぞれについて疑問を抱いた。

はじめに審査一般の問題について述べる。
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Tablel尾見（2Ｗのが掲載にl/､たるまで

1998.5.初旬投稿

1998.8.10．審査結果：「修正再審査①」投稿後約90日

1998.12.18．再投稿一編集委員会受稿

1999.5.7．審査結果：「修正再審査②」投稿後約150日

1999.8.23．再投稿一編集委員会受稿

1999.10.21．審査結果：「修正採択」投稿後約60日

1999.11.11．再投稿一編集委員会受稿

1999.12.16．審査結果：「採択」投稿後約30日

まず，「修正再審査①｣で概ね好意的なコメント（具体

性を増すようにとの要求はあったが）であった審査者Ａ

が，「修正再審査②」では「趣旨が分かりにくい」とまっ

たく内容の異なるコメントに変わったことが挙げられる。

これにはほんとうに驚いた。論文の中身が大幅に変更に

なったというならしかたがないが，審査者Ｃが奇しくも

指摘したように，中身としては「ほとんど前回と同様」

だったのである。迷ったあげく再投稿し，編集委員会宛

てに，審査者Ａの審査内容に関する質問文を送った。

しばらくして返送されてきた審査結果には，「修正採

択」の結果とともに，質問状に対する返事も書き添えて

あった。「前回のＡ委員のコメントに関しましては，不

手際があり，深くお詫び申し上げます｡」というものであ

る。どういう不手際なのかは不明である。その上，今度

は前回「意見は意見として採択し，討論の機会を増やす

方が会誌のためにもなる｡」としていた審査者Ｂが一転，

厳しいコメントをしてきた。ふたたび，編集委員会に質

問文を添えて返送した。その結果，『修正意見』と『参考

意見』との区別が明確に著者に伝わらなかったこと」が，

私の不信感の主原因ではないか，といった返答を編集委

員長名でいただくこととなった。そしてその件について

お詫びまでいただいた。誠実に回答していただいたこと

にはいまでも感謝しているが，私の不信感がこれで収

まったわけではない。

まず，「参考意見｣は気にしなくてもいいということで

あるが，そうはいっても気になるし，「参考意見｣にも応

じないと，その審査者からプラスの評価を得られない，

ひいては全体としての審査結果にも影響するのではない

かと感じてもさほど不自然ではないと思う。しかしそれ

よりも，同じ審査者Ａのコメントがなぜ，あたかも別人

格であるかのような内容になるのか，という点の方が不

思議でしかたなかった。これについては，先の返答の中

で，「審査者が交代することがある」と書かれていた。そ

れに加えて，審査者の交代があった場合に，「審査内容

が継続することを基本方針としている」とも書かれてい

た。だからこそ，不手際があったということなのかもし

れないが，同じ時に返ってきた審査者Ｂの審査内容が，

前回と継続しているとはとても思えない内容だったので

ある。常任編集委員会はそこまでチェックすることはで

きないのだろうか。もしもできないというならば，審査

者が交代したら，審査者Ａでなく，Ｄにすべきではなか

ろうか。しかし，審査内容の継続性が保証されない場合，

審査者が代わるたびに，新たなコメントに応じる必要が

でてくるという問題が生じる。

その他にも，「修正再審査①｣のときの｢発達心理学独

自の研究対象に対する記述を可能な限り取り入れて…」

というコメントに対して，「これまでの意見論文にも発

達心理学独自の研究対象に対する記述がほとんどないも

のもある」と具体的な論文名（複数）も添えて返答し，

私の答えに対する意見を求めたのだが，それに対する回

答はなかった。審査者が代わっていたら回答がないのも

当然なのかもしれない。

以上の経過には，同一審査者による審査に継続性がな

かったこと，審査者への問いかけに対する回答がなかっ

たことの２つの問題が複雑に絡み合っており，それに直

接間接に関わる編集委員会の対応の問題が加わっている。

その意味で，査読者に対しても，編集委員会に対しても

コミュニケーション不全を感じざるをえなかった。

３．意見論文の査読のあり方

つぎに，意見論文という『発達心理学研究』独自のカ

テゴリーの論文査読に限定した問題について述べたい。

私が，先回意見論文を投稿したのは，意見論文のファン

であったことが大きい。また，意見論文は実質的な依頼

論文が多そうに思えたし，ある意見論文を受けた形で書

かれた意見論文も，純粋な投稿によるものとは思えな

かった。そういうこともあって，当時の私には，一般会

員から投稿して意見論文欄を盛り上げようという，きわ

めて僧越な発想があったのである。非常に甘い考えで

あったことは上記の通りである。

投稿した論文の中身も，さして目新しいことを述べて

いるわけでもないし，厳しい結果が返ってきても本来不

思議ではないかもしれない。しかし，私が甘い考えを持

つにいたったのは，それなりの理由がある。そして，そ

のことは意見論文，ひいては『発達心理学研究』の査読

の持つ根本的問題にも関連する。

甘い考えを持つにいたった第一の理由は，意見論文の

場合，受稿から受理までの期間（査読期間）が極端に短

いことである。第１１回大会のラウンドテーブル「発達心

理学会のこれまでの歩みと将来展望」での話題提供のた

め，査読期間等について調べる機会を得たときのデータ

をここに紹介する。第10巻３号までに全部で60編の意見

論文が掲載されているが，受稿および受理の年月日が記

載されている論文で，査読期間の中央値を求めたところ

47日であった。最大値は402日，最小値はなんと２日で

ある（いずれも誤植の可能性あり）。ほとんどの論文は
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100日以内である。私が甘い考えを持った理由もご理解

いただけるのではないだろうか。これらの数値を

Ｔａｂｌｅｌと比べてみると，私の論文の査読期間（608日）

が他論文に比べて極端に長いことがわかる。しかも発行

までさらに半年以上かかっており，投稿してから日の目

を見るまで実に２年以上かかっている（原著論文なら異

例の長さというわけではない。しかし，８巻から10巻の

原著論文の巻ごとの平均査読期間がいずれも500日弱だ

から，原著論文も含めた論文一般の査読期間としてもか

なり長かったといえる)。とはいえ，そもそも今まで掲

載された論文と私が投稿した論文を比べること自体おこ

がましいことであり，論文内容の出来具合に歴然とした

差があるために，査読期間が長くなったという可能性も

ある。

しかし，私が甘い考えを持つにいたったもう一つの理

由，つまり，論文中に執筆者が常任編集委員であること

や，直近まで常任編集委員であったことが記載されてい

ることが多く見られるという事実は，論文内容の出来具

合という問題ではないことを明確にする。いわば「私は

常任編集委員です」と書かれた（実質的な）記名論文に

対して通常の（他論文と同様な）査読ができようか。編

集規定には明記されていないものの，意見論文に対する

査読のありようが，原著論文のそれとはずいぶん異なる

だろうと判断することは間違っているだろうか。

４．提案

今回の個人的経験から，査読に関する私の提案，とい

うよりお願いは，ピアレフリーの立場で，というような

大所高所からの話ではなく，きわめて具体的，直接的な

ものである。

１つは，意見論文に限定したものであるが，常任編集

委員の論文と他の一般会員の間の論文の扱いに差を設け

ないでほしいというものである。私の知り合いが６年ほ

ど前に意見論文を投稿したときも，半年ほど音沙汰なし

であったために，「私のような若僧は相手にしてくれな

いのかな」と思って取り下げたという事例もある。査読

を公平にしてほしい,というごくごくあたりまえのお願

いである。意見論文のファンとして一言付け加えるなら，

常任編集委員クラスの論文が今まで通り掲載され続ける

ためにも，全体として基準を甘くしてほしい。たとえば，

意見論文については，「てにをは」レベルの修正のみに

とどめ，あまりに非人道的な内容である場合や，日本語

の文章としての体裁が整っていない場合などを除き，原

則として掲載することにしてはどうだろうか。もしも現

状のようにダブルスタンダードでの査読を続けるのなら，

そのことを編集規定にきちんと明記すべきである。それ

が一般会員に対する最低限の誠意ではないか。

もう１つは，意見論文に限定しないものである。それ

は，「修正再審査｣を原則１回とし，次回の査読時に採択

方針か不採択かを決定する，というものである。編集サ

イドにたつと難しいことなのかもしれないが，「修正再

審査」のくり返しでは，実質的に生殺し状態である。投

稿者の立場に立てば，さっさとリジェクトされて，他の

学会機関誌や紀要などに投稿した方が生産的だとも考え

られる。

論文の査読は投稿者だけでなく，査読者にとってもコ

ストのかかる作業であることは理解しているつもりでは

ある。しかし，だからといって，（常任)編集委員会，そ

して査読者の方々には，査読のあり方に無反省であって

ほしくない。迅速で透明な査読をお願いしたい。
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