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集団決定場面での「個人領域」の判断からみた権利意識の発達

木下芳子
(横浜市立大学国際文化学部）

集団決定状況での「個人領域」についての認識の発達と個人領域について集団決定を是認する状況の

要因をみるために３つの研究が行われた。研究１では，９歳，１１歳，１３歳，および大学生，計１１９名

が被験者として参加した。参加者はある学級で子どもたちが集団決定しようとしている８つの仮説的場

面が示された。各場面について，集団決定することの是非の判断，判断理由の記述，決定の拘束性につ

いての判断，決定に違反したときの悪さの評定が求められた。低学年では個人領域の事柄でも集団決定

してよいとする反応が多かったが，好み・噌好に関するする事は最もはやくから，集団決定すべきでな

いとする反応が出てきた。個人にとって利点がある行為は大学生でも多くの者が集団決定を是認した。

研究２には，８歳，１１歳，１３歳，大学生，計120名が参加した。決定が拘束力があることが強調され

た場面で，研究１と同様のことが行われた。拘束力がある場合でも，全般的に結果は研究ｌと同様で

あった。研究３では同じ個人領域のことが集団の目標の有無，文脈のちがいなどの状況によって，集団

決定が是認されるようになるかどうかが検討された。半分の場面で，状況によって判断が異なることが

示された。個人領域の判断と権利意識の発達について考察された。
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問 題

自分が自分の主人公であるという感覚，すなわちagency

の感覚をもつことの重要性は，自己の発達，動機づけ，

など種々の分野で重視されてきている。このagencyの

感覚には個人的領域のことがらを自分の裁量で統制する

経験が必要といわれている（Nucci,1996)。自分のこと

がらについての自己決定，自己統制は人間の基本的要求

のひとつであり，現代社会では法的にもその権利が規定

されている。社会の中で生じる種々の出来事のなかで，

社会的に決定し調整する必要のあることがら，親や教師

といった社会の権威者に決定を委ねるべきことがら，各

社会の構成員がそれぞれに決めるべきことがらなどの領

域の境界は必ずしも明確ではないが，人々はなんらかの

基準を用いてこれらの領域を区別している。

個人領域をほかの社会的領域から区別することについ

ては，近年，領域理論のほうから多数の研究がなされて

いる。Turielほかの社会的知識に関する一連の研究では，

面接や観察による多様な方法と領域を区別する判断基

準を設定し，それへの判断から，子どもは道徳，社会的

慣習，個人の領域を就学前という早い時期から区別して

いることを明らかにしている（Nucci，1981；Smetana，

Schlagman,＆Adams,1993;Turiel,1983)。このよう

に個人領域をほかの社会的領域と区別することはかなり

早くからできるようだ。しかし，彼らの結論は典型的事

例を用いて行われた結果であり，典型的事例でない場合，

領域 の判断は必ずしも容易ではない。境界事例を

用いた研究では，比較的区別がつきやすい道徳的領

域と個人領域の区別さえ，価値観等により判断はさまざ

まに異なることが示されている（Turiel,Hildebrandt，

＆Wainryb,1991)。なにを個人領域とするか，‘慣習の領

域との境界は道徳との境界以上に明瞭ではなく，社会に

よっても文脈によっても判断は異なってくると考えられ

る。

一方，子どもが個人の領域を他者や社会も犯すことが

できないものと認識するのはいつごろだろうか。Adelson，

＆Ｏ'Neil（1966）の研究は，はじめてこの問題を発達的
〃

に扱った研究とし､えるであろう。彼らは児童・青年のコ

ミュニティの概念の発達を調べる中で，行政当局が住民

に健康診断を受けさせることについての是非を自由に述

べさせている。個人，社会にとって益となることがらと

して１１歳から１８歳の青年の過半数が是認しているが，個

人の領域を犯すという理由から反対するものが１３歳頃か

らみられ，年齢とともに増えた。彼らのその後の研究で

も，宗教的立場に対する個人の自由を認めるのは１３歳以

降に徐々に増えることなどから，個人の権利については

青年期以後に理解されると結論された（Adelson,Green,＆

Ｏ，Neil，1969；Gallatin,＆Adelson，1970)。

より直接的に権利概念の理解を調べたのは，Melton

(1980）の研究である。この研究では，１年生，３年生，

５年生，７年生の参加者に「権利ってなんですか」とたず

ねた肌学校当局との葛藤（内申書を見る自由など)，そ
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のほかの権威との葛藤（就業の年齢制限など)，親や兄弟

との葛藤（日記の秘密など）などを含む１２の場面を示し

て，参加者が主人公の権利を主張するかどうかなどが調

べられている。３年生ではなんらかの権利の理解を示した

が，1年生では正しい定義も例も示せなかった。権利の概

念化の結果は３つのレベルに分類されたが，レベル３の

抽象的，倫理的に「権利」を概念化したものは７年生で

も少なかった。

その後，個人の権利の理解についてはあまり研究者の

関心を惹かなかったが，ここ１０年ほどの間に再び研究が

盛んになってきている。その多くの研究では，言論や宗

教の自由の問題が，コミュニティや親の権威との葛藤状

況などのなかでとり扱われ，比較的年長の参加者を対象

にして行われている。一般的に自由を認めることは比較

的早くからみられるが，既存の価値に反する具体的事柄

に関しても自由のほうを優先して認めるのは青年期以降

ということが示されている（Wainryb,＆Turiel,1994；

Helwig,1995)。

子どもが自分の生活のなかのいろいろのことのなかで

いつごろから「自己決定の権利」を理解しだすかという

ことについては，日記を見せないというようなプライバ

シーの権利は１０歳ごろから，学校新聞の記事の内容など

に関しては１２歳ごろから子ども（例話の主人公）が自由

に決められるものと判断することなどが示されている（Ruck，

Abramovitch,＆Keating,1998)。

これまでの個人領域の理解や個人の権利の理解につい

ての研究の多くは，国や市などの行政府や親，教師など

の権威との関係で，どのようなことを国や親や教師の決

定にまかせるか，個人で決める権限はどのくらいかなど

を評定させる方法がとられた。しかし，日本の実状を考

えてみると，権威との関係のほかに，ある集団内で多数

決で個人的問題が決められ，それが強要されることも多

い。これは，多数者の意見は少数者の個人領域までも統

制できるかという問題である。_各自がその成員のひとり

として決定に参加する場合は，一見，民主的なかたちを

とるため，権威による統制に比べ，個人領域が犯されて

いることに気づきにくい点があるのではないだろうか。

Kinoshita(1989）は集団決定における多数決の適用の

限界を子どもが理解するかどうかを調べたなかで，２年生

は過半数のものが朝食になにを食べるかといった個人的

なことまで多数決で決めてもいいと判断した。また，日

本の子どもはイギリスの子どもに比べて，多数決で決め

てよいという反応が多かった（Kinoshita,1994)。この際，

食べ物を決めることは道徳的行為などとは異なる個人の

ことなのだという領域の違いは多分区別できているので

あろう。しかし，個人的なことを集団で決めてもよいか

どうかの判断には領域の違いの理解に加えて，「個人のこ

とは他人が決めることでない」という認識が必要である

う。すなわち，「個人の権利」の認識である。たとえ多数

決であっても，個人の問題は集団決定の外のことである

ということはいつごろから理解されるのだろうか。

本研究では集団決定の文脈での個人領域の理解につい

て扱う。すなわち，個人領域の事柄が集団の多数決で決

めうるかどうかの判断から，「個人の権利」のような意識

がいつごろから形成されるのかを探るのを目的にする。

Kinoshita（1989）では，同じ個人の問題でも，食べ物に

ついてと選挙で投票する人についてでは多数決を是認す

る割合が異なっていた。また，Rucketal.の研究(1998）

でも，子どもが自己決定の権利として主張しはじめるこ

とが，事柄によって異なっていた。個人的領域のなかで

も，集団決定が是認されやすい事柄と，早くから個人の

こととして認識されやすい事柄があるであろう。子ども

がどのような事柄から，個人領域を区別していくのかと

いうことから，個人領域をほかの領域と区別する基準に

ついても検討する。

ここでは，学級集団での決定という文脈で，学級が集

団として行動するべき集団領域と個人が責任を負うべき

個人領域の区別を取り上げる。以下では，このような目

的のもとに行った３つの研究を報告する。研究ｌでは，

集団決定事項と個人領域の事項についてたずね，集団領

域と個人領域の区別について調べる。さらに，個人領域

のなかの行為を３つの下位グループに分け（ここでは行

動カテゴリーとよぶ)，個人領域のカテゴリーによって，

集団決定を是認するかどうか，決まったときの拘束力な

どの判断が異なるのかを調べる。個人領域の行動カテゴ

リーの設定に関しては，確立された分類原理があるわけ

ではない。Nucci(1996）は個人領域の基本的要素として，

身体，表現，伝達，連合を挙げている。ある法律学の研

究では，自己決定権は生命，身体，精神，生活等に関す

る利益などの人格権（立山，1998）とされている。また，

個人決定領域を便宜的に大きく，ライフスタイル，危険

行為，生死というくくり方でみている判例研究もある（山

田，1987)。個人領域の切り方は，さまざまである。ここ

では，これまでの関連文献などで示された場面や，経験

的に子どもの学校生活にありそうなことがらから，探索

的に，「衣食」「衛生」「自由時間（余暇)」の３つの行動

カテゴリーを設定した。「衣食」は個人的好みに関するこ

と，「衛生」は個人の身体の維持に関すること，「自由時

間」は余暇行動で，私的な時間の裁量の問題と考えた。

これらのカテゴリーは必ずしも行動の質的分類とはなっ

ていない。

研究２では，決定に拘束力があることを強調しても，

また，場面の違いにもかかわらず研究１の結果が再現され

るかをみる。研究３では，同じ個人領域の事柄でも，状

況，文脈によって集団決定の是非の判断が異なってくる

だろうという予想から，決定条件と集団決定の是認との
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関係について検討する。

先行研究から，欧米では，８，９歳ごろから個人の権利

が理解されはじめることから，その年齢以上の児童，青

年を調査の対象とした。

研究１

集団決定場面をとおして，子どもが「集団のこと」と

｢個人のこと」を区別し，個人のことは集団決定によって

決められないと考えるようになるのはいつごろだろうか，

また，個人領域のなかでも行為によって個人のこととい

う認識が異なるのかどうかについて検討する。

予想されることとしては，

１先行研究（木而1988;Kinoshita,1989）では，集団

事項に関しては１年生でも多数決で決められると判断し

ている。個人領域と集団領域の区別は，この調査の参加

者の年齢ではすでに出来ているであろう。従って，集団

領域では，集団決定を是認する反応はいずれの個人領域

の行動よりも多いだろう。

２個人領域に関しては，全般的に年少児では集団決定

を是認することが多いだうろ（2-1)。また，年長の参加

者では，「個人のことか集団のことか」という枠組みで考

えるため，個人的領域のカテゴリー間には是認の割合に

差がみられないが，年少児は決定内容などに左右されや

すいため，集団決定の是非の判断がカテゴリー間で異な

るだろう（2-2)。

方法

調査参加者：小学生，中学生，大学生合計119名。小学

生，中学生は東京都の２３区内の公立学校の児童，生徒，

大学生は首都圏の国立大学学生である。

小学３年（８：８－９：７，平均９：３）２９名，

小学５年（１０：８－１１：７，平均１１：３）３０名，

中学１年（１２：８－１３：７，平均１３：３）３０名，

大学生（１８：１０－２４：５，平均２０：５）３０名

性別は，男６０名，女59名で各学年ほぼ同数である。

手続き：調査参加者はある学級での学級会の場面として，

８つの仮説的場面を示された。各場面は，クラスの決定と

して，あることがらを決めようとしていると設定され，

参加者はそれぞれのことがらを集団決定することに関し

て以下の判断を求められた。

１）このようなことをクラスとして集団決定する事の是

非についての判断（｢クラスとしてきめる必要がある｣，

「決める必要はないが，決めてもかまわない｣，「クラ

スとして決めるべきではない」から選択)。

２）判断の理由の自由記述。

３）もし，このことが多数決で決まった場合，いやでも

決定に従わなくてはならないかどうかの判断（｢いや

でも従わなければならない｣，「いやなら従わなくて

よい」から選択)。（以下，決定の拘束性とよぶ）

４）多数決で決まったのに，従わなかったらどれだけわ

るいかの評定（｢とても悪い｣，「少し悪い｣，「ぜんぜ

ん悪くない」から選択)。

調査は学年ごとに集団的に実施された。

８場面は印刷され冊子になっているが，クラス担任また

は著者が読み上げ，ｌ場面ずつ進められた。大学生には各

自のペースで行わせた。

提示場面：８つの場面は，本来は個人の決定領域にあると

想定される６場面と集団決定が必要と想定される２場面か

らなる。個人領域の６場面は，主に各自の好みにかかわる

ことがら「衣食｣，学校での自由時間の過ごし方に関する

こと「自由時間｣，衛生に関する行為「衛生」の３つのカ

テゴリーについて，各２場面ずつである。具体的には以下

のとおりである。

好み（お弁当はこぼしても掃除がらくなのでパンを持

ってくる，クラスではクラスのまとまりをよくするため

黄色のシャツを着る)，自由時間（落ちるといけないので

鉄棒はしない，天気の日はからだによいので外で遊ぶ)，

衛生（給食後は虫歯にならぬように歯みがきをする，食

事前には手を洗う)，集団（学級文集の原稿の締め切り日

を決める，クラスの係を決める)。

なお，３年生は１校時内に調査を終えるという実施上の

制約があったため，集団領域は「締め切り」の場面のみ

で，計７場面について行った。この措置は先行研究で，集

団事項については１年生でも集団決定を認めることが明ら

かにされていることから，集団領域についてはｌ場面で確

認できると考えたためである。

結果

１集団決定の是非の判断

調査用紙では，判断は，「クラスとして決める必要があ

る」「必要ではないが，クラスとして決めてかまわない」

｢クラスとして決めるべきでない」の３選択肢からの選択

であったが，低学年では前者２つの選択肢の区別がつきに

くいという指摘もあり，また，調査のねらいは個人領域

に関して集団決定を是認するかしないかを調べることで

あるので，「必要がある」と「必要ではないが決めてよい」

を選択したものを是認，「クラスとして決めるべきでない」

Tablel集亙秩定を是認した反応の

カテゴリーごとの割合

学年場面衣食衛生自由時間集団の事'）
小３

小５

中ｌ

大学生

43％

3６

２５

１３

91％

9０

９３

９２

67％

6８

６７

５７

８６％

９３

９７

１００

全体３０９１６５９４

l）ｌ場面のみ。
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ことに言及している。（例「多数決してもいいが，好きな

ようにできる」その他，判断は是認だが，個人差や自由

であるべきという理由の付けられた反応）

どちらでも可一集団決定を認めているが，どちらで

もよいとする。（例「決めても，決めなくてもよい｣）

その他一上記以外の理由。

＜否認の理由＞

個人のこと－個人の決定領域であることに言及。（例

｢(その人の）かってだ」「自分で決めること」「個人のこ

と」「お母さんが決めること」〔個人の家の問題なのでこ

こに入れた〕）

個人差一一人一人の事情について言及している。（例

｢風邪をひいている人はでられない」「パンが嫌いな人も

いる｣）

効果への疑問一決定の効果についての疑問，反論。（例

｢同じ服でまとまりができるとは‘思えない」「パンの方が

いいとはいえない｣）

自分の感情，意見一決定事項に関する自分の感情や

意見（例「黄色はきらいだ」「パンだとあきる」「ごはん

の方がすき｣）

その他一上記以外の理由。

理由カテゴリーの分類に関しては，全理由数の約２０％

について，２人の評定者が独立に評定した。評定者間の一

致度は，是認のカテゴリーでCohenのKappa係数は，

商＝､79,否認のカテゴリーでルー､８１であった。不一致の

場合は，もう一人の評定者の意見をきいた上で最終的に

は著者が判定した。

是認および否認の各カテゴリーの割合と総反応数をTable２

を否認として集計した。

Ｔａｂｌｅｌに集団決定を是認した反応の各カテゴリー別

平均割合を示す。性差に関しては特に分析の目的として

いないので，以下の分析ではとりあげない。

まず，集団領域に関しては全年齢群が実施した「締め

切り」の１場面のみの結果を示し，全学年とも’場面のみ

を分析の対象とした。これは，両方を実施した３年以外の

学年では，２つの集団領域の場面での相関が高く（γ＝.52,

P＜､００１，Pearson)，集団領域での場面の違いによる反応

の違いは小さいと考えたことによる。決定の拘束性の判

断（γ=､60,ｐ＜,００１)，違反の悪さの評定（γ=､68,ｐ＜,001）

に関しても相関が高かったので，同様に処理する。

集団領域（締め切り）について，是認の年齢群ごとの

頻度をカイニ乗検定した。結果は，ほとんどの者が集団

決定を是認していて年齢差はなかった。次に，個人領域

では行動カテゴリーによって判断が異なるかどうか，そ

の発達的傾向をみるために，集団決定を是認する反応に

１点，否認する反応に０点を割り当てた。学年(4)×カテ

ゴリー(3)の繰り返しのある分散分析を行った。学年は被

験者間要因，カテゴリーは被験者内要因である。カテゴ

リーの主効果(Ｆ(2,230)＝179.37,,＜､001)およびカテゴ

リーと学年の交互作用(Ｆ(6,230)＝2.34,,＜､05）が有意

であった。下位検定の結果（集団間の分散が等しいとき

はTukeyのＨＳＤ，等しくないときはＴａｍｈｎｅによっ

た。有意水準は５％･以下同様｡）衣食のカテゴリーでは，

３年生，５年生と大学生のあいだの差が有意であった。休

み時間については，３年生，５年生と大学生間，および３

年生と中学生の間の差が有意であった。衛生では大学生

でも集団決定を是認する反応が多く，学年差はみられな

かった。カテゴリー間の差については，衛生，自由時間，

衣食の順に集団決定が是認され，いずれのカテゴリー間

の差も有意であった。

集団領域と個人領域の区別は１場面あたりの是認のスコ

アをカテゴリーごとに対比較した（対応のあるＴ)。衛生

はどの年齢群でも集団領域と差がなかった。そのほかの

カテゴリーについては，どの学年でも集団領域の方が有

意に高かった。

２判断の理由

判断の理由はつぎの理由カテゴリーに分類された。

＜是認の理由＞

行為の利点一決定の利点，行為のプラスの評価につ

いて言及している。（例「虫歯にならない」「元気な体に

なれる」「よいことである｣）

集団事項一決定の集団にとっての利点，集団決定の

必要性，多数決の利点などに言及している。（例「みんな

で決める方が公平」「みんなで話し合った方がよい」「(負

担を）みんなで分け合える｣）

強制不可一集団決定を認めているが，強制できない

Table２－１集団決定を是認する理由

（１箇人領域６場面についてノ

Table２－２集団決定.を否認する理由

個人領域６場面についてノ

学年小３小５中１大学生全体

5６６０６９８１２６６

43(X）

５

１８

１１

２３

例８
５
１
８
８

４
２
１

44Ⅶ’

１６

２５

１２

９

37％

３

３３

２１

６

43(jX，

５

２４

１３

１４

行為の利点

集団事項

強制不可

どちらでも可

その他

学 年 小 ３ 小 ５ 中 １ 大 学 生 全 体

～

114１０３１１１９０４１８

25％

4１

５

１３

１６

合計理由数

個人のこと

個人差

効果への疑問

個人的感情，意見

その他

59％

９

１６

２

１４

35％

1６

２３

１４

１２

23％

3５

８

１２

２２

38(X）

2３

１４

１０

１５
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に示す。

集団決定を認める理由としては，どの学年でも決定の

個人にとっての利点がもっとも多く挙げられている。ま

た，集団で決めてよいとしながらも，強制はできないと

する反応も次に多い。集団の門題である，文集の締め切

り日の設定については，ほとんどが集団の目標に照らし

た利点（｢(発行が）遅れない」など）をあげているが，

大学生では集団決定事項であることの指摘（｢これはみん

なで一致すべき事」など）や，多数決の利点があげられ

ている。

個人領域の是認の理由については各被験者ごとに６つの

個人領域場面で，それぞれの理由をあげた数を被験者ご

とに算出し，各理由カテゴリー得点とした。理由カテゴ

リー得点×学年の分散分析の結果，「行為の利点」「集団

事項」「強制不可」のいずれについても，学年差はみられ

なかった。

否認の理由についても同様の処理を行った結果，「個人

のこと」（Ｆ(3,118)＝10.88,ｐ＜､001)，「個人差」（Ｆ(3,

118)＝3.05,ｐ＜,05)，「効果への疑問」（Ｆ(3,118)＝2.78,

p＜,０５）に学年差がみられた。「個人のこと」は年齢にと

もない増え，大学生と各学年の間に有意差がみられた。「効

果への疑問」も年長の方が多い。一方「個人差」は年齢

にともない減っている。

３決 定 の拘束性

もし，多数決で決まったらいやでも従うべきかどうか

についての判断をＴａｂｌｅ３に示す。集団領域は「従うべ

き」とする反応がどの学年でも多く，カイニ乗の結果，

学年差はなかった。個人的領域に関しては，「いやでも従

う」という反応は，ここでも衛生において最も多いが，

集団決定の是認より全般に低くなっている。「従うべき」

とする反応を１点とし，従わなくてよいとする反応に０点

を割り当て，是認の場合と同様の処理をおこなった。カ

テゴリー(3)×学年(4)の分散分析の結果，カテゴリーの

主効果（Ｆ(2,230）＝44.76,ｐ＜,001)，学年の主効果

(Ｆ(3,115)＝3.21,ｐ＜,05）が有意であった。カテゴリー

についての下位検定では，衛生，自由時間，飲食の順に

拘束力ありと判断し，どのカテゴリー間の差も有意であ

った。学年差は３年生と大学生の間の差が有意であった。

Table４違反の悪さの平均評定値（０－少

Table３決定に従うべきとした反応の
カテゴリーごとの割合

学年場面衣食衛生自由時間集団の事'）

４違反の悪さの評定

それぞれのことがらが多数決で決められた場合，決定に

従わなかったらどのくらい悪いと考えるかの評定をＴａｂｌｅ４

に示す。「とても悪い」に２点，「少し悪い」に１点，「ぜ

んぜん悪くない」に０点を割り当てた。集団領域について

は，学年差はない。個人領域についてカテゴリー(3)×学

年(4)の分散分析を行ったところ，カテゴリーの主効果

(Ｆ(2,226)＝67.50,ｐ＜､001）と学年の主効果（Ｆ(3,113）

＝3.20,ｐ＜､０５）が有意であった。評定値は衛生，自由時

間，衣食の順に高く，カテゴリー間の差はいずれも有意

であった。また，学年の効果については大学生と他の学

年との差が有意であった。

最後に各指標間の関係をみると集団決定の是認と拘束

性の認知と違反の悪さの評定にはそれぞれ関連がみられ

た（学年で統制した偏相関は，集団決定の是認と拘束性

γ＝､26,是認と違反の悪さγ＝､43,拘束性と違反の悪さ

γ＝､63,いずれもｐ＜､01)。

討論

以上の結果を先ず，予想に照らして考察する。予想１に

対して，集団領域については予想されたとおり，３年生（９

歳児）でも集団決定が必要と考えていて，決定は拘束性

があり，違反は悪いと考えられた。個人領域のことがら

については，年齢が低いほど集団決定を認める傾向があ

ることが明らかにされた（予想2-1)。個人領域のカテゴ

リー間の違いに関しては，成人では集団領域か個人領域

かの判断が内容に左右されないため，カテゴリー間に違

いはないと予想されたが（予想2-2)，そうではなかった。

むしろ，低学年ではどんな場面でも集団決定を認める傾

向があるが，カテゴリー間の差は学年があがると大きく

なる傾向がみられた。

同じ個人領域のなかでも，「個人のこと」として，集団

決定すべきでないとされることがらと，集団決定が容易

に認められることがらがあった。衛生のように決定され

ることが各自にとってよい効果をもつことは大学生でも

集団決定を認め，決定を守るべきものと考え，違反は他

の場合より悪いこととされた。一方，衣食のような好み

に関する事柄で，特によい効果や害があるとはいえない

ことは，３年生でも個人領域として集団決定を認めたもの

７
３
３
０

３
７
３
２

●
■
■
●

３
２
３
３

小３

小５

１-'’１

大学生

1.07

.89

1.00

.50

０
６
３
７

２
１
３
６

２
２
ワ
ー
Ｌ

【
Ｉ
〔
Ｉ
〈
Ｕ
【
ｊ

Ｏ
８
０
ワ
］

ワ
ー
勺
Ｌ
ソ
一
勺
Ｌ

学年場面衣食衛生自由時間集団の事'１

全体．8６２．１０１．８０３．１６

小３

小５

中ｌ

大学生

集団決定場面での「個人領域」の判断からみた権利意識の発達

全体２９６３４８８８

l）ｌ場面のみ。

59％

4７

５５

３２

43％

2４

３２

１８

93％

7６

９３

９０

66％

5８

７３

５３
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Iま少なかった。「個人の自由」といった概念がこのような

利点のない中性的なことがら，好みのような領域からで

きてくることが示唆された。また，判断理由から，小学

生では「これは個人のこと」というように抽象的にとら

えることは多くないが，「…が嫌いな人もいる」「…でき

ない人もいる」というように，人びとの多様‘性をとらえ

て，そこから判断している。このような個人差に気づく

ことが「個人の権利」という社会的概念が形成される基

礎になっているのであろう。

衛生について大学生は「個人のこと」として，集団の

問題と区別すると予想したが，集団決定を是認したもの

の数が９歳児と変わらなかった。彼らは「虫歯になる，な

らない」ということは社会的なこととは考えていないで

あろう。判断の理由から被験者らは，集団決定を認める

か否かの判断において，当該のことがらが個人のことか，

社会（集団）に関わることかという基準のほかに，「人々

にとってよいことかどうか」という有効性の基準も使っ

ていることが示された。

一方，集団決定を是認する割合と，拘束性を認める割

合には違いがみられ，全体的に後者のほうが低かった。

このことは，集団で決定することが，単に話し合うこと

くらいにしか捉えられていず，「従わなくてもかまわない

こと」と捉えられていたため，是認が高かった可能‘性を

示唆するものでもある。決定がなんらかの強制力をもつ

ものとした場合，集団決定は是認されないだろうか。こ

の点について検討する目的で，研究２を実施した。

研究２

ここでは，決定に従わない場合何らかの罰則があるも

のとして，決定が拘束力のあるという条件で，研究１と同

様の結果が得られるかどうかを検討する。

方法

調査参加者：小学生，中学生，大学生合計120名

３年生（8:２－９:１，平均８:10)，６年生（11:２－１２:１，

平均11:９)，中学２年生（13:２－１４:１，平均１３:９)，大

学生（１８:４－２２:４平均20:5）各30名，男女はほぼ半々 で

ある。参加者の社会的背景は研究ｌと同様である。

手続き許手続きは研究ｌと同様であるが，各場面は「もし

多数決できまったら，守らないと軽い罰があります」と

して，拘束性があることを強調した。参加者は，ｌ）集団

決定の是非の判断，２）その理由，３）従わなかったとき

の悪さの評定を求められた。集団決定の是非の判断は「決

めてもかまわない」と「決めるべきでない」の２選択肢と

した。違反の悪さの評定は研究１と同様であった。行動カ

テゴリーは研究ｌと同じだが，具体的場面は同じカテゴリ

ーの１つは研究ｌと同じもの，もう１つは新たな場面とし

た。また，服装は自己表現でもあるので，好みに関する

場面は飲食のみとした。

Table５集団決定を是認した反応の割合（研発２ノ

％５
５
２
８
０

５
１
２

場 面 飲 食 衛 生 自 由 時 間 集 団 の 事学年

41％

10

14

11

24

62％

2５

１８

１５

83％

6２

６８

６５

83％

5７

５８

５３

87％

8８

９５

９８

小３

小６

中２

大学生

50％

８

１１

１１

２０

全体３０ 7０ 6３ 9２

133８６８３７９３８１

提示場面：飲食（お弁当はパン，コーラは歯によくない

ので飲まない)，自由時間（天気のよい日は外で遊ぶ，や

すみ時間にマンガは読まない)，衛生（給食後は歯をみが

く，かぜの予防にマスクをする)，集団領域（文集の原稿

の締め切りを決める，お楽しみ会の係を決める）である。

3年生は面接し，それ以外は集団的に実施した。面接は一

人１５－２０分を要した。

結果

１集団決定の是非の判断

Ｔａｂｌｅ５に行動カテゴリーごとの平均是認率を示す。

全体的には衛生がやや低くなったものの，研究ｌと同様の

結果が示された。

集団決定是認を１点とし，カテゴリーごとの合計を求め

た。ここでは集団領域も２場面が分析の対象になるので，

１つの行動カテゴリーとして，カテゴリー(4)×学年(4)

の分散分析を行った。学年は被験者間要因，カテゴリー

は被験者内要因である。結果はカテゴリーの主効果

(Ｆ(3,348)＝109.24,ｐ＜､001)，学年の主効果（Ｆ(3,116）

＝5.68,ｐ＜,００１）ともに有意であった。カテゴリーと学

Table６－１集団決定を是認した理由

（個人領域６場面についてノ（研秀２ノ

合計理由数

学年小３小６中２大学生全体

％１
１
５
９
５

５
１
２

発達心理学研究第１２巻第３号

％４
１
５
９
２

５
１
２

Table６－２集団決定を否認する理由

（個人領域６場面につし'てノ（研発２ノ

合計理由数

44％

８

１８

１８

１４

4２９０９５１００３２７

％１
７
４
２
５

６
２

％９
４
０
３
４

５
１
１
１

％９
７
０
９
５

４
１
２

％２
９
２
９
７

１
１

１
４

学年小３小６中２大学生全体

個人のこと

個人差

効果への疑問

個人的感情，意見

その他



3.20

2.87

3.47

3.77
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領域と集団領域の違いが考慮されていないようであった。

中学生では全般的に違反の悪さの評定は高いものの，３年

生の反応とは異なり，カテゴリー間の区別はほかの学年

と同じであった。

討論

決定の拘束性を強調した場合も，全般的に結果は研究

ｌと同様であった。しかし，ここでは衛生は，研究ｌほど

是認されていない。それは，その１つの場面が「かぜの予

防にマスクをする」であったことによる。「歯みがき」場

面では研究lと同様に是認が多かったが，マスクの効用は

歯みがきほどではなく，また，日常的でないためにそれ

ほど高くはなかった。マスクはかぜをうつされないよう

にと他者にうつさないようにとの両方の側面があり，あ

る意味で社会的である。しかし，あまり効果も高くない

ことから，集団決定の是認は多くなかったのであろう。

一方，自由時間の行動については，研究１と同様に過半

数のものに是認されている。自由時間の行動が各自にも

たらす利点は必ずしも高くない（特にマンガを読まない

こと）のに，集団決定が認められるということは，学校

という状況のためとも考えられる。教育という目的をも

つ集団であるため，教育的によりよいことが奨励され，

それの妨げになりうるものは排除されやすいということ

が大いにありうるであろう。余暇を「どこで過ごすか」

ということや「なにをするか」かということは他人に迷

惑をかけない限り，本来個人領域である。この場面で，

大学生でも集団決定で規制してよいと判断するのは，マ

ンガを持参することを禁止したり，外で遊ばせるという

指導がなされている学校もあることによるかもしれない。

集団決定是認の理由として「マンガを見るのはよくない

こと」というものがいくつかあり，大学生の理由にも見

られた。このことは参加者たちが，学校で行われている

種々の規制をそのまま認め，「個人のことか否か」という

基準で考えていないということの現れではないだろうか。

一般に年齢が低いほど，集団決定を是認し，違反はよ

り悪いとされるが，中学生（１３歳）では集団決定の是認

は６年生と変わらないのに，違反に対してより厳しくなっ

ている。日常，中学では制服をはじめとした学則があり，

それに対する指導が厳しいことを反映しているかもしれ

ない。

学校のような公的場面では個人領域の集団による規制

が許されやすいということがあると考えられる。また，

集団としてある目的をもったり，集団にとって何らかの

利をもたらすことは同じことがらでも集団決定が是認さ

れることも考えられる。個人的領域と集団領域の境界は，

状況や文脈によって変わりうるものであろう。どのよう

な状況で本来個人の領域の事柄について集団決定が是認

されやすくなるのか，この点について検討する目的でつ

ぎの研究が行われた。

年の交互作用（Ｆ(9,348)＝5.04,ｐ＜､００１）も有意であっ

た。下位検定の結果，飲食と自由時間で３年生と他の学年

との差が有意であった。衛生と集団事項では有意な年齢

差はなかった。

２判断の理由

判断の理由は研究ｌと同様のカテゴリーに分類された。

２人の評定者の一致度は是認がルー,81,否認はた＝.７９で

あった（CohenのKappa)。不一致項目については，研

究ｌと同様にした。Ｔａｂｌｅ６は集団決定の是認，否認そ

れぞれの理由の割合である。研究１と同様に，各被験者の

各理由の得点を算出し，学年差につき分散分析をおこな

った。行為の利点については学年差が有意であった

(Ｆ(3,116)＝8.95,ｐ＜､００１)。下位検定の結果，行為の利

点による集団決定の是認は，学年が低いほうが多く，３年

生，６年生と中学生，大学生間の差が有意であった。しか

し，この理由は大学生でもかなりの割合を占めていた。

他の是認理由には有意差はなかった。

集団決定を否認する理由は「個人のこと」の指摘が最

も多かった。学年差が有意で（Ｆ(3,116)＝14.16,

,＜,001)，学年が上がるほどその割合が多くなるが，３年

生と他の学年との差が有意であった。３年生，６年生では

自分の感情，意見から反対することも他より多く見られ

た（Ｆ(3,116)＝4.43,ｐ＜､01)。

３違反の悪さ

決定違反に対して，とても悪いに２点，少し悪いに１点，

全然悪くないに0点を割り当てた。各カテゴリーごとの合

計をＴａｂｌｅ７に示す。

カテゴリー(4)×年齢(4)の分散分析を行った。カテゴ

リーの主効果（Ｆ(3,336)＝114.99,ｐ＜､001)，学年の主

効果（Ｆ(3,112)＝6.82,ｐ＜,001)，および，カテゴリー

と学年の交互作用（Ｆ(9,336)＝6.10,’＜､001）が有意で

あった。カテゴリーについては集団領域と衛生，自由時

間，および飲食の差が有意であった。衛生，自由時間と

飲食の差も有意であった。衛生と自由時間の差はなかっ

た。交互作用は，３年生の評定が高かったことによる。飲

食でどの学年との間の差も有意であった。衛生，自由時

間でも３年生と６年生の間，３年生と大学生の差が有意で

あった。

学年ごとにみると，３年生ではカテゴリー間の差は飲食

と他のカテゴリー間以外は有意ではなく，その他の個人

Table７違反の悪さの平均評定値（研発２ノ

2.90

1.63

2.20

1.93

学年場面飲食衛生自由時間集団の事
3.10

1.63

2.30

1.87
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銘
記
Ⅳ
鵠

●
●
●
●

２
０
１
０

小３

小６

中２

大学生

全体１．２７２．１７２．２３３．３３
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Table８条件ごとの比較

条件

場面

集団決定是認'）

年齢差

条件差

従うべき2）

年齢差

条件差

違反の悪さ3）

年齢差

条件差

l),２）loglinearによる。＊’＜,05,＊*Ｐ＜､０１，＊**Ｐ＜､００１
３）年齢(4)×条件(2)のANOVAによる。〃=3,228
（交互作用はいずれについてもなかった）（数値０－２）

研究３

同じ個人領域と思われることがらでも，状況に応じて

集団決定が許されやすくなるということがあろう。具体

的には，ここでは次の２つの条件について確かめる。

ｌ同じことでも，集団にとってなんらかの利点・目標

が考えられる時はその他のときよりも集団決定がより是

認されるだろう。【集団の目標】

２公的場面（学校）では私的場面（家にいるとき）よ

りも，個人領域のことがらについての集団決定はより是

認されるだろう。【文脈】

以上の２点に加え，自由時間の行動でも他者の迷惑にな

る場合は道徳的違反となるため，集団決定が是認される

ことを確認する。これまでの多くの研究から，道徳的違

反は，教師や親の規制を是認することが確かめられてい

る。集団決定においても，他者の幸せに影響する行為は

集団領域とされることを他者に影響しない遊びとの対比

で確認する。道徳領域への反応はすでに多くの研究があ

ることから，ここでは確認にとどめるためｌ場面のみとし

た。

方法

調査参加者：各年齢群とも２群ずつで，１群は研究ｌの参

加者である。もう１群は同じ学校の同学年の他のクラスの

児童，生徒で，３年生２７名，５年生３０名，中１年生３０

名，大学生３０名，計１１７名である。年齢のレンジ，性

別の割合，平均年齢は研究ｌと同じである。

手続きおよび場面：被験者は研究ｌと同じ事柄を集団決定

することの是非について回答し，その理由を述べるよう

に求められた。各場面は，上記の条件に従って，決定す

る理由が以下のように変えられている。

仮説１の集団の目標に対しては，歯みがきをする（よい

歯のコンクールにクラスで勝つため：虫歯を防ぐため)，

学校では黄色の服を着る（クラスのまとまりをよくする

影響

遊び

他人自分

集団のこと

文集パーティ

94％９４％

ｎｓ

ｎｓ

８８呪）８８％
＊＊

ｎｓ

1.58１．６８

＊＊

ｎｓ

ため：よい色なので）の２場面。

仮説２の文脈に対しては，天気のよい日は外で遊ぶ（日

曜日：学校の昼休み)，食事の前には手を洗う（家で：学

校の給食前）の２場面。

他者への影響に対しては，昼休みに鉄棒はしない（落

ちる可能性）：野球はしない（ほかの人にボールがあたる

可能性）の１場面。各群が目標，文脈の両条件（各２場面）

で，それぞれ１つの場面が条件群となるようにした。

結果と考察

各場面ごとの結果をＴａｂｌｅ８に示す。ここでは発達的

変化をみることは目的でないので，学年ごとの反応を省

き，全体の結果のみを示す。また，同じ事柄についての

条件による比較であるので，場面ごとに考察する。

１）集団の目標：２場面のうち１場面で，予想どおりの結

果となった。是認する割合は低かったが，同じ色の服を

着ることはクラスのまとまりをよくするという目的のた

めには他の理由よりも集団決定がより認められ，守るべ

きと考えられ，守らないとより悪いと判断された。一方，

歯みがきは個人的目的であっても，よいこと，当然のこ

ととしてほとんどのものに是認されたため差はなかった。

しかし，決定に違反した場合については集団の目標があ

るときのほうが悪いとされた。

２）文脈：どこでの行為かということに関しては，天気

の日には外で遊ぶという場面だけに違いがみられ，学校

場面のほうに集団決定を是認する反応が多かった。また，

決まったら守るべきという反応も多く，違反はより悪い

と判断された。しかし，食事前の手洗いについては文脈

による差はなかった。これも，歯みがきと同じく，どこ

でもやるべきことのため是認反応が天井に達してしまっ

たためである。

他者への影響に関しては，昼休みの遊びでも他者への

影響がある方が規制を許す反応が多く，より守るべきと

され，守らないと悪いとされた。他者にとって危険をも
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たらす可能性のある行為は道徳的問題になり得るので，

どの学年でも集団で話し合うべき問題であると考えられ

た。

以上では，全ての場面ではなかったが，半分の場面で

予想された方向での違いが見られた。このように，集団

に目的がある場合や学校のなかでの行動は個人的なこと

も集団の規制を受けやすいというよう。

補充調査

目的：研究ｌおよび２の判断の理由などから，決定が成員

にとってどのくらい有益かということが，ひとつの判断

の基準になっていることが示唆された。そこで，各場面

の行為の有益性と集団決定是認の関係を見ることにより，

この点を確認する目的で，以下の補充調査を行った。有

益性についての評価は相対的には，年齢によって大きな

違いがないと思われることから大学生の評定を基準にし

た。

調査参加者：研究１，２，３に参加していない首都圏の大学

生（１年次生）４０名。

手続き：調査参加者は，研究１および２で用いられた，個

人領域の場面の行為について，それを行うこと（または

しないこと）が，どのくらいその人のためなると思うか

を，「非常にためになる」４点から「全然ためにならない」

１点の４件法で評定した。

結果：各場面の有益性の平均評定値および標準偏差（括

弧内）を，研究１と２の場面を合わせて，平均値の高い順

に示すと以下のとおりであった。

食後の歯みがき３．６９（.61)，食前の手洗い３．４９(､64)，

外で遊ぶ３．３６(.71)，かぜの予防にマスクをする２．９２

(.87)，コーラは飲まない２．２６(､75)，昼食にはパン１．７７

(.78)，休み時間にマンガは読まない１．６７(.66)，鉄棒を

しない1.41(.55)，黄色の服を着る１．３１（.66）

集団決定是認の全体の平均値は，研究１では，洋服

0.19(.40)，昼食０．４０(､49)，歯みがき０．８９(.31)，手洗い

0.94(､24)，外遊び０．７９(､41)，鉄棒０．５０(､50）であった。

研究２では，昼食０．２４(､43)，コーラ０．３６(､48)，歯み

がき0.76（､43)，マスク０．６３（､48)，外遊び０．６７（､47)，

マンガ０．５９（.49）であった。

これらの評定値と各場面での集団決定是認の平均値と

の相関係数（Pearson）を算出したところ，研究１では

γ＝９４(ｐ＜,01)，研究２ではγ＝､７５(ｐ＜､05）であった。

全体的討論

以上では集団決定の文脈での自己領域についての認識

の発達について３つの研究を行った。これらの結果から，

個人の権利意識の発達について考察してみる。

１判断に使われた基準

本研究の結果では，好みに関することでは３年生以上に

なると集団決定を否認するのに，自由時間の過ごし方に

関しては中学生まで，衛生に関しては大学生でも大多数

が集団決定を認めた。では集団決定を認める基準は何で

あろうか。

ここでは集団領域として，集団の調整にかかわること

をとりあげた。集団領域では３年生の参加者でも８０％以

上が集団決定を是認した。文集の原稿の締め切りを設定

することやパーティの係などの集団事項については，「み

んなのこと」「そろわないと（文集が）できない」など，

集団で一致して行うことであるというが指摘された。ま

た，他者に影響する行為の制限については，３年生でも大

多数が集団決定を是認し，他者への影響を理由としてあ

げている。「他人にとって迷惑なこと」は個人のこと（遊

び）であれ集団決定事項とされる。このように「みんな

が一致して行動する必要性」や「他者への影響」は集団

領域と個人領域を分ける明確な基準といえよう。

一方，集団の行為とは基本的には関係がない個人領域

については，決定事項の種類によって「個人のこと」と

認識され，集団決定が否認されるようになる時期は異な

った。個人領域はここでは３つのカテゴリーの行動が示さ

れた。衣食に関することは８歳では過半数が，９歳では半

数近くが集団決定を是認しているものの他のカテゴリー

よりも集団決定の是認が有意に少なかった。否認の理由

は低学年の参加者では，個人的感情や「(黄色の洋服を）

持っていない人は買わなくてはならない」などの個人差

なども挙げられたが，「個人のこと」という理由は他のカ

テゴリーよりも多かった。５年生以上では好みに関しては

集団決定を是認するものは３分の１以下になり，「個人の

こと」という理由も多くなった。自由時間と衛生につい

ては，その個人にしか影響しないことであるのにも関わ

らず集団決定が認められ，「個人のこと」として集団決定

を「すべきでない」と判断するものは大学生でも半数以

下であった。是認の理由では研究１，２とも，「行為の利

点」がもっとも多く挙げられている。好みに関する行動

が早くから「個人領域」と見られたのも，これという利

点がないためであろう。

そこで，各行為の有益性についての評定と集団決定の

是認との関係をみるため補充調査を行った。その結果，

研究１でも，研究２でも有益性評定と集団決定の是認のあ

いだに有意な相関関係がみられた。また，有益性評定値

の高い行動（歯みがき，手洗い，外遊び）と高くない中

性的行動（昼食，服，遊び）に二分し，集団決定是認の

平均値を比較してみた。中性的なこと（是認の平均１．１０，

ＳＤ,89）では学年差が大きく，有益な行動（2.62,ＳＤ､69）

では学年差がなかった。研究２についても同様であった。

このことから，判断の基準となっているのは，行動カテ

ゴリーの違いというよりも，その行動の（奨励や禁止の）

有益性のほうが大きいようである。有益′性の低いことが



182 発達心理学研究第 １ ２ 巻 第 ３ 号

らについては，年齢にともない，個人領域としての認識

が増えていくが，有益性が高いことは個人の問題である

ことが認められにくいことを示しているといえよう。

ところで，年齢が高い参加者のなかの多くの者は，歯

みがきや余暇の過ごし方は「集団事項」とは考えていな

いであろう。問われれば，「個人のこと」と答えるであろ

う。それなのに集団決定を認めた（拘束力がある場合で

も）ということは，個人領域を区別していてもそれに対

する集団の規制は許すということである。このことは，「個

人の権利」ということにたいして敏感でないということ

を示すのではないだろうか。この点は，日本人はパター

ナリズムの傾向がつよいと指摘されていること（山田１９８７

など）とも一致する。しかし，パターナリズムについて

はさらに検討の必要があるのでここでは議論しない。

２個人領域の認識と権利意識の発達

個人の権利にする意識はいつごろから現れるか。先行

研究では個人領域と社会領域は就学前から区別されてい

るといわれるが，単に識別するだけでなく，「個人のこと

は他者が決めることでない」と意識されるという基準で

考えるとそれほど早くないだろう。本研究の結果から判

断すると，１０歳前後であろうと思われる。それは，各自

の好みに関するような領域から気づいていくのであろう。

この結果はプライバシーの自由の主張が１０歳ころからと

いう先行研究と一致する。それに比べて，衛生的行為は

家庭でもやるようにしつけられ，習'慣化していることで

もあるため，当然のこととして個人の問題であることが

気づかれにくいのであろう。

はじめに，発達の図式として，“内容に依拠した判断か

ら，内容によらない判断へ”ということを仮定したが，

この研究の結果は，“どんな時でも集団決定を認める判断

から，決定事項の内容による判断へ'，という過程であっ

た。しかし，日本の大学生の判断が個人の権利に関して，

成熟した判断かどうかは疑問である。アメリカで行われ

た言論の自由に関する研究では，年少児や教育経験の少

ない者は，一般的に自由を認めても，具体的場面で，反

体制を唱える人々にも言論の自由を認めることなどは年

齢の高い者や，高学歴者に比して低かった（McLosky，

＆Brill;1983;Zellman,＆Sears,1971)。具体的，現実

的葛藤を超えて，誰にでも自由を認めるには，より成熟

した認知能力とより高い視点に立った公正観が必要とさ

れるのであろうと考察されている。

そのようなことを考えると，大学生の示した反応より

も，より成熟した内容に依拠しない判断のレベルがある

ことが仮定できるのではないだろうか。そもそも，「個人

の権利」の問題は，誰か不利をこうむる人がいる場面で

は気づかれやすい。また，誰かが一方的に押しつけてく

る場合にも気づかれやすい。個人の権利意識に重要なの

は，誰にとってもよいことのようにみえることがらの中

にも，個人の意思の違いがあること，多くの人にとって

はいいことであっても，ある人には耐え難いことであり

えることに気づくことにあるのではないだろうか。ここ

では，個人領域のことは「多数決では決められないこと｣，

｢集団で決めるべきことではない」と判断するようになる

こと，すなわち少数者の存在を考え，多数者の意思でも

しばれない領域の存在を意識することに権利意識が反映

されると考えた。このような観点で捉えると，大学生で

もまだ強固なものでないといえるのではないか。

では子どもはどのようにして，個人の権利の意識をも

つようになるのだろうか。子どもは早くから，道徳や他

の'慣習的領域の違いは区別できるが，まだ，個人領域を

権利としては意識していない。個人領域のことは各自の

責任の問題で，みんなで決めるべきことではないという

かたちでの権利の意識は１０歳ごろからできてくる。他者

と関係がない，また，なんの積極的利点もない中性的な

こと，すなわち，食べ物や着るものなどのそれぞれの好

み関することから意識されてくる。はじめは，食事や服

を統制されることに対しては，「自分はいやだ」という思

いから出発する。でも，歯みがきなどの行為については，

虫歯を防ぐためであり，よいことであるから，みんなで

決めることに対して特に異議は感じない。つぎに「それ

を嫌いな人もいる」「病気の人は外に出られない」など，

人々の事情や多様'性を考慮できるようになる。すると「よ

いことだから，決めてもいいけど強制できない」という

ように考えるようになる。このようなに他者の立場や事

情を考慮することが他者の権利を考える土台になるのだ

ろう。そして，「誰にとってもよいことのようだけど，そ

れぞれの人が決めることだ」という意識ができてくるの

であろう。

日本の大学生の反応の上に，より成熟した内容に依拠

しないレベルがあるかどうかは，文化交叉的研究が有効

であろう。今後の課題としたい。

本研究では，人々が，個人領域と集団領域を区別する

基準についてもうひとつの面が明らかにされた。集団の

目標に沿うようなことや学校のような公的場面では集団

決定が是認されやすいということである。目標に向かっ

てみんなで個人的行動を統制することは，社会生活のな

かで必要なこともあり，そのこと自体は否定されるべき

でない。しかし，あくまで目標がみんなの合意で決めら

れているということが前提になるべきで，学校だから，

集団行動だからというだけで，容易に統制されることは

あるべきではないだろう。このような状況などの要因に

ついては，本研究では十分に明らかにできなかった。こ

の点も，検討していく必要があるだろう。

ここで，個人領域を他の領域と区別して認識すること

と「権利」として意識することは同じことではないだろ

う。本研究では，個人領域の識別と権利意識を区別する
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方法をとっていない。「集団で決めるべきではない」と考

えることが権利意識の現れと考えたが，権利意識はまた

別の観点からも捉え得る。別の観点から捉えたときは，

ここでの方法では捉えられなかった日本の子どもたちの

権利意識の別の側面が捉えられるかもしれない。

今後の課題としては判断と権利意識を分けて捉え，両

者の発達がどう関わるかの検討が必要であろう。また，

本研究では場面を子どもたちの日常的問題として提示す

るため，学級集団という文脈での決定に限った。このよ

うな教育という方向性がある，いわゆる目標集団内では，

集団の規制が許されされやすいことは研究３からも予想さ

れる。以上のことが発達的な特徴として普遍的なことな

のであるか，状況，文化などがどのように影響するのか

も今後の検討課題である。
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遅延提示された自己映像に関する幼児の理解：

自己認知・時間的視点・「心の理論」の関連

木下孝司
(神戸大学発達科学部）

本研究は，時間的視点の理解を必要とする幼児の自己認知を検討したものである。５６名の３，４，５歳

児を対象に，被験児がゲームをしている最中，実験者はひそかに彼らの頭部にシールを装着し，その様

子をビデオ撮影した。約３分後に，そのビデオ映像を提示してシールを発見して取るかどうかを調べ

た。以上のマークテスト実施後さらに，被験児自身ならびに実験者がシールに気づいた時点についての

質問も行った。その結果，マークテストは４歳以降で可能となったが，マークテストに合格してもシー

ルに気づいた時点を報告できない被験児が存在した。それに対して，シールに気づいた時点を自覚して

いる被験児は，そうでない者に比べ，「心の理論」課題成績が良く，また他者に自己映像を見られるこ

とを忌避する者が多いことが明らかになった。以上の結果より，時間的視点を自覚的に理解すること

が，遅延提示ビデオ映像による自己認知ならびに「心の理論」の発達に関連することが示唆された。

【キー・ワード】自己認知，幼児期，時間的視点，心の理論

問題

従来，自己認知の成立は「マークテスト」（Gallup,1970；

Amsterdam,1972）と呼ばれる自己鏡像認知課題が指標

とされてきた。ただし自己鏡像認知は，自己意識の発達

における一つのステップであり，最終地点ではない。そ

れは，生後１８－２４カ月ごろ，自他の区別に気づき，視覚

レベルで自己を客観的に見ることの出発点にすぎない。

私たちは，過去・現在・未来という時間とともに生き，

変化すると同時に同一不変の存在として自己を表象し認

知している。幼児期において，こうした時間的視点を考

慮した自己認知がどのように発達してくるのか，このこ

とが本研究の検討課題である。

さて，自己鏡像認知の鍵を握る要因は，鏡の前にいる

人自身の動きと鏡像の随伴性ないしは同時性である。実

像と鏡像が時間的に同時に随伴して動くことに気づくこ

とが，マークテストの合否を分けている（板倉，1999)。

一方，過去に撮られたビデオを遅延提示した場合，そう

した随伴性はない。Lewis,＆Brooks-Gunn（1979）は，

被験児自身の過去のビデオ映像とライブ映像，ならびに

他児のビデオ映像に対する反応を比較している。その結

果，生後９カ月ごろには映像の随伴性の有無に気づき，そ

の後これが手がかりとなって自他の区別が可能になって

いくと結論づけた。そして，２歳までには随伴性の手がか

りがなくても，つまり過去のビデオ映像（または写真）

でも，顔の形態的特徴に基づいて自己認知が可能になる

とした。

ただし，Lewis,＆Brooks-Gunnが行動指標としたの

は，自己映像の命名，映像の注視時間などでマークテス

卜は用いられていない。山口（1994）は，自己像認知研究

を広くレビューして，それまでのビデオ映像による研究

においてマークテストが実施されていないことを指摘し

ている')。それに対して，Povinelli,Landau,＆Perilloux

(1996）は，遅延提示ビデオ映像ならびに写真を用いてマ

ークテストを実施している。被験児が実験者とゲームを

して遊んでいる最中に，ひそかに被験児の頭部にシール

が装着され，その様子がビデオ撮影された。それから３分

経過後にビデオ映像を見せたところ，４歳児の７５％がシ

ールに気づき，自分の頭部に手をのばすのだが，３歳児で

は２５％しかそうする者がおらず，２歳児に関しては皆無

であった。ところが，このマークテストに合格しない被

験児でも，自己映像を命名することはできており，映像

を見て自己同定できるにも関わらず，頭部のシールを取

ろうとしない子どもが存在していたのである。

PovinellietaLによると，このマークテストを通過す

るためには，過去に起こった出来事が現在の自分の状態

に関係していることを理解する必要があるという。その

ことで，過去・現在・未来の自己状態を相互に結びつけ，

時間的に一つの連続体をなすものとして，自己は表象さ

れると考えられている（Povinelli,1995)。それは同時に，

自伝的記憶の発生の時期（Nelson,1993）であり，「時間

的に拡張された」（Neisser,1988）自己知識の始まりでも

ある。またその自己表象の構成には，「心の理論」課題達

成に必要とされるメタ表象能力の発達（Pemer,1991）が

l）考察でも触れるが，Zazzo(1999)はビデオ映像を遅延提示させる

方法を用いた研究を行い，そのなかで子どもの頬にマークをつける

ことも実施している。ただし，実際に子どもがマークを拭おうとす

るかどうかという点で系統的に検討していない。
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不可欠だとされている。

このテストのねらいを言い換えるならば，遅延提示さ

れたビデオ映像を，「ある特定の過去時点において自分に

起こったこと」として子どもは認識しているかというこ

とになろう。そこで，ビデオ映像を過去の出来事として

認知し，それと現在の状態との因果関係を看取するため

の時間的枠組みをもつ必要があると考えられる。ところ

が，実際の研究データを見ると，時間的視点を欠いたま

ま課題達成している被験児がいる可能性がある。たとえ

ばPovinelli,＆Ｓｉｍｏｎ（1998）において，被験児の頭部

にシールが装着された映像を１週間後に見せたところ，１

週間も経過して頭部にシールはないにも関わらず，手を

頭部にのばす被験児が３～５歳の各年齢群で３，４割程度

存在していた。この場合，１週間という時間スパンを考慮

せず，映像と実像の形態的一致に基づいて両者をマッチ

ングして反応している可能性が高い。また他にも，映像

上でシールを発見してそれを実験者に伝えようと，自分

の頭部に手を持っていくが，実際にシールを取ろうとは

しない被験児も観察されている（木下，1999)。いずれに

せよ，時間的視点を欠いたまま，映像と実像の形態的マ

ッチングによって課題達成している可能性は否定できな

い。

本研究の目的の一つは，こうした方略によって遅延ビ

デオ映像によるマークテストを通過している被験児を弁

別し，時間的視点を自覚した自己認知について検討する

ことである。そこで本研究では，頭部にシールがついて

いることに被験児自身いつ気づいたのかについて質問す

ることにした。その際，マークテストの出来事系列のう

ち３つの出来事（ビデオ視聴前の出来事，ビデオ視聴，ビ

デオ視聴後の出来事）を示す写真を与えて，選択させる

方法をとった。この質問に正答するためには，“ビデオ視

聴前，自分はシールについて知らなかったが，ビデオを

見てそのことを今は知っている'，といったように，認識

状態の時間的変化を理解している必要があると考えられ

る。以上の方法によって，遅延ビデオ映像における時間

的関係を理解していない被験児を弁別でき，自己認知達

成レベルをさらに区分できることが期待される。また，

目の前にいる実験者はシールのことをいつから知ってい

たのかについてもたずねた。この質問は，時間経過によ

る自他の視点の相違についても理解する必要があり，複

雑な処理を要することが予想される。

二つ目の研究目的は，他者に自己映像を見られること

にどういう態度を示すのかを検討することである。私た

ちは自分自身の映ったビデオ映像を見て，ある独特な恥

ずかしさを覚え，自己像を他者に見られることに抵抗を

感じたりする。それに加えて，本研究の場合，被験児は

頭部にシールを貼られており，そうした通常とは異なる

自己映像を他者に見られることを忌避する傾向は高まる

だろう。いずれにせよ，こうした態度が生じるためには，

過去の映像と現在の自己は連続した同一のものであると

認知されている必要がある。そこで本研究では，遅延ビ

デオ映像を「ある特定の過去時点において自分に起こっ

たこと」として認知するようになると，自己映像を他者

に見られることを忌避する傾向が強まると仮定し，自己

認知達成状況との対応を検討する。

そして三つ目の目的は，「心の理論」の発達と遅延ビデ

オによる自己認知の関連を検討することである。上述の

ように，Povinelliらは両者の関連を仮定しているが，Sud、

dendorf(1998）およびZelazo,Sommerville,＆Nichols

(1999）では，それらの相関を見出せていない。時間的視

点の理解という点も含めて，自己認知達成状況を整理し

直して見たとき，「心の理論」課題との関連性が見出せる

かどうか検討する。

方 法

被験児

Ｓ市内の公立保育園に通う３歳児１９名（男児12名，女

児７名，平均年齢：３歳４カ月)，４歳児17名（男児８名，

女児９名，平均年齢：４歳６カ月)，５歳児20名（男児１０

名，女児１０名，平均年齢：５歳６カ月）が本実験に参加

した。各年齢群の被験児を着帽条件と脱帽条件の２条件に

振り分けて（この措置の意図については後述)，下記の遅

延ビデオ映像認知課題は実施された。その条件ごとの人

数は次の通りである。３歳児群：脱帽条件10名（男児７

名，女児３名，平均年齢：３歳４カ月)，着帽条件９名（男

児５名，女児４名，平均年齢：３歳４カ月)。４歳児群：

脱帽条件９名（男児５名，女児４名，平均年齢４歳５カ月)，

着帽条件８名（男児３名，女児５名，平均年齢：４歳６カ

月)。５歳児群：脱帽条件１０名（男児４名，女児６名，平

均年齢：５歳６カ月)，着帽条件１０名（男児６名，女児４

名，平均年齢：５歳６カ月)。

手続き

実験者ならびに実験補助者は事前に保育に参加してラ

ポールの形成に努めた。また実験者は，保育中の場面を

ビデオ撮影し，実験に参加する子ども全員にデジタルビ

デオカメラ内蔵の液晶画面でそれを再生して見せておい

た。これは，ピデオカメラの機能を実演するためのもの

である2)。

実験は，保育園の休憩室に被験児を一人ずつ連れて来

2）Troseth,＆DeLoache(1998)は，２歳後半以降，子どもはビデ
オ映像と現実の対応関係を理解していることを明らかにしている。

本研究の全被験児がピデオカメラを知っており，この実演によって

現実を映し出す働きについて確認できたものと考えられる。また，

Suddendorf(1998）によって，ビデオやピデオカメラに関する知

識・経験は，遅延ビデオ提示によるマークテストの成績に影響を及

ぼさないことが明らかにされている。
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て，幅約60センチの座卓をはさんで実験者と対面する形

で実施された。被験児の前方左寄り約１．５メートル離れた

位置に，遅延ビデオ映像認知課題で使う映像を撮影する

ためのデジタルビデオカメラが設置され，被験児が対面

している実験者の後方には映像提示用の１４インチカラー

テレビ（映像提示に使用するまで，モニター上に被験児

が反射して映らないよう布で覆われている）が置かれた。

また被験児の前方右寄りには，実験場面記録用のデジタ

ルビデオカメラが設置された。

以下述べる（１）～(3)の課題の実施順序は，(1)→(2)

→(3)，または(3)→(1)→(2)のいずれかで，被験児ご

とにカウンターバランスした。なお，全課題の所要時間

は，一人約20分であった。

(1)遅延ビデオ映像認知課題：この課題は，ゲームを行う

場面を設定して実施された。ゲームは，見本を見てそれ

と同じようにシールを台紙に貼っていくものである。見

本は，Ｂ４判の台紙に５種類の動物と花が描かれており，

動物の絵には対応する動物のシール計５枚が，花の箇所に

は丸い赤色シール（直径２センチ）が貼ってある。被験児

にこのゲームについて説明し，ゲーム時の様子を実験補

助者がビデオカメラで撮影することを伝えた。また，ゲ

ームのルールという想定で，片面が白色でもう一面が黄

色の帽子を白色面を表にしてかぶらせた。

ゲーム用の台紙と封筒に入れた動物シールを渡して，

ゲームを開始させるが，被験児に与えたシールは５種類の

動物シールだけで，赤色シールは含まれていなかった。

この赤色シールがゲーム途中で実験者によって被験児の

頭部に装着されることになる。実験補助者は被験児の上

半身が入るようにカメラを設定して，ゲーム開始時点か

ら，被験児の頭部に赤色シールが装着されて１分40秒後

まで撮影した。被験児が１枚目のシールを貼った後，実験

者は誉めるのを装って被験児の頭をなでた。次いで２枚目

を貼り終えたところで，同様に誉めるのを装って，隠し

持った赤色シールを被験児の帽子前面中央に装着した。

以下，動物シール計５枚を貼り終えるまでゲームを続ける

が，実験者は被験児の頭に触らないようにした。ゲーム

終了時に，被験児の台紙と見本を比べて，赤色シールが

ないことを指摘して，シールの入っていた封筒や座卓の

まわりにないことを確認させた。そして，赤色シールが

見つかったら，すぐに台紙に貼ることを教示して，台紙

は座卓上に残しておいた。こうした教示によって，赤色

シールを探す動機づけを高めることをねらった。

続いてビデオ映像を提示する前に，脱帽条件の場合，

帽子を脱がせて裏返して座卓に置いた。一方の着帽条件

では，そのまま帽子をかぶらせておいた。なお，この条

件設定のねらいは次の通りである。すでに指摘したよう

に，顔の外見上の類似性にだけ着目して，遅延ビデオ映

像をなかば鏡像のように利用している被験児が存在する

可能性がある。もしそうであれば，脱帽条件において，

シールは帽子とともに頭部から移動しているにも関わら

ず，頭部に手をのばそうとする反応が見られると予想さ

れ，両条件の比較によってその可能性を検証しようとす

るものである。

それぞれ用意ができたら，ゲーム開始場面からビデオ

映像を視聴させ，以下の質問および観察を行った。ａ・自

己同定質問：ビデオ再生から５秒後に静止画像にして（こ

の時点では赤色シールは頭部に装着されていない)，映像

を指さして「これは誰ですか？」と質問した（回答のな

い場合は再質問)。ｂ・マークテスト：再生を再開し，頭部

にシールが貼られた場面から１分30秒間，ビデオ映像を

提示した（頭部にシールが貼られたシーンは，実際にそ

れが行われてから約３分経過して遅延提示されたことにな

った)。この１分３０秒間は，被験児自身が自発的にシー

ルを発見して取るのを観察するため，実験者から被験児

に働きかけないようにした。この間，被験児がシールを

発見して帽子から取れば，静止画像にして次のｃ､他者提

示に対する態度質問に進んだ（なお，この最初の観察時

間において，映像上の赤色シールに気づき，実験者にそ

れを伝えてくる場合，「ほんとだね。どうする？」とだけ

応じた。そして10秒ほど様子を見て，実際に頭部のシー

ルを取ろうとしない場合，次の②の教示に移った)。１分

30秒経過後も赤色シールを取らない場合，静止画像にし

て次のような順序で促しのための教示をした。①映像の

赤色シールを指さして，「あつ’これ何？」と質問。回答

のない場合は再質問。②(①の再質問でも回答がない場

合，「これはさっきなかったお花の赤いシールじやあない

かな」と確認した上で）「(映像を指して）この赤いシー

ルを取って，ここに（台紙の花の絵を指して）貼って下

さい」と教示。無反応の場合は再教示。③(②の再教示

でも反応がない場合）「この赤いシールは，今，どこにあ

るの？」と質問。ｃ・他者提示に対する態度質問：静止画

像を指さして，「[被験児名］ちやんがこのゲームをがん

ばってやってるところを，［被験児の所属クラス名］組の

みんなに見せてあげたいと思います。［被験児名］ちやん

が映っているこのビデオを，［被験児の所属クラス名］組

の友だちに見せてもいいですか？それとも友だちに見ら

れるのはいやですか？」（選択肢の順序は被験児ごとにカ

ウンターバランス）と質問した。またさらに，この質問

への回答がポジティブないしはネガティブな感情に裏づ

けられたものであるかを確認するために，「もし，この［被

験児名］ちゃんのビデオを友だちに見てもらったら，う

れしいですか？それとも恥ずかしいですか？」（選択肢の

順序は被験児ごとにカウンターバランス）と質問した。

(2)シール発見時点確認課題：ビデオ映像提示を終了させ

て，帽子を袋に片づけさせた。その際，まだ赤色シール

を取っていない被験児に，シールを発見させるようにし
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た。すなわち，着帽条件においては，帽子を脱がせ赤色

シールが見えるように被験児の前に置き，脱帽条件では

帽子を表向きにして赤色シール側を見せるようにした。

その結果，該当する被験児すべてが赤色シールに気づき，

ゲーム台紙の所定の箇所にそれを貼り終えることができ

た。帽子を袋に片づけた後で，①ゲーム台紙の写真，②

テレビの写真，③帽子が袋に半分入っている写真（いず

れの写真も対象物のみが写っている）をランダムに提示

して，これまで行ったことをそれぞれ説明した。その上

で，「一番最初にやったこと」「その次にやったこと」を

順次たずねて，３枚の写真をその実施順序に被験児の左手

から配列させた。配列順序に誤りがある場合は，確認し

て実験者が修正した。そして，ゲーム台紙の赤色シール

を指さして，「この赤いシールはどこにあったのですか？」

と確認したところ，すべての被験児が「頭」ないしは「帽

子」についていたと回答した。それを受けて以下の質問

をした。ａ・被験児自身の気づき時点に関する質問：「頭（ま

たは帽子）に赤いシールがついていることを，［被験児名］

ちゃんはいつわかったの？ゲームをしている時ですか？

テレビでビデオを見ているときですか？それとも帽子を

袋にしまう時ですか？」と，それぞれの写真を指さしな

がら質問した（選択肢の順序は，①→②→③または③

→②→①の二通りで被験児ごとにカウンターバランス)。

b・他者の気づき時点に関する質問：「頭（または帽子）に

赤いシールがついていることを，おじちやん［実験者］

はいつから知っていたと思いますか？［被験児名］ちや

んがゲームをしている時ですか？テレビでビデオを見て

いるときですか？それとも帽子を袋にしまう時ですか？」

と，それぞれの写真を指さしながら質問した（選択肢の

順序は被験児自身の気づき時点に関する質問と同様にカ

ウンターバランス)。

(3)「心の理論」課題：「心の理論」課題として２種類の

信念変化課題と，その際使用する「最初（～したとき)」

という教示の理解を確かめる統制課題を実施した。ａ・統

制課題：コップの入った箱を提示し，蓋を開けて中身を

回答させ，自動車（ミニカー）と中身を入れ替えて蓋を

してから，「今，この中には何が入っていますか？」と確

かめた。その後，「最初，箱の中を見たとき，何が入って

いましたか？」と質問した。ｂ・信念変化課題（位置変化）：

子安（1997）に準じて設定した課題である。おもちやの洗

濯機と冷蔵庫を用意して，おもちやのアイスクリームを

洗濯機に隠して提示した。それぞれ洗濯機と冷蔵庫であ

ることを確認してから，「洗濯機と冷蔵庫のどちらかにア

イスクリームが入っています。［被験児名］ちやんはどち

らにアイスクリームが入っていると思いますか？」と質

問。回答後，洗濯機に入っていることを確認して，以下

の質問をした。①他者信念質問（位置変化）：「[他の園児

名］ちやんは，この中を見ていません。［他の園児名］ち

やんはこれを見て，どこにアイスクリームが入っている

と言うでしょうか？」（回答がない場合，「冷蔵庫」と「洗

濯機」の選択肢を与えた)。②過去の自己信念質問（位置

変化）：「[被験児名］ちやんは，最初，どこにアイスクリ

ームが入っていると言いましたか？｣。③現実質問：「本

当は今，アイスクリームはどこに入っていますか？｣。ｃ・

信念変化課題（アイデンティティ変化～以下ＩＤ変化と略)：

この課題は，「スマーティーズ課題」（Perner,Leekam,＆

Ｗｉｍｍｅｒ,1987）と呼ばれているものである。１本の鉛筆

が入った「ポッキー」（スティック型のチョコレート菓子）

の外箱を示して，「この箱の中には何が入っていると思い

ますか？」と質問した。無答，誤答の場合は，「この箱，

何の箱？」と再質問して「ポッキー（または，お菓子，

チョコレート)」などの回答を得るようにした。箱の中に

は鉛筆が入っていることを示して蓋をした後，以下の質

問をした。①他者信念質問（ＩＤ変化）：「[他の園児名］

ちやんは，この中を見ていません。［他の園児名］ちやん

はこれを見て，何が入っていると言うでしょうか？」（回

答がない場合，「ポッキー」と「鉛筆」の選択肢を与える)。

②過去の自己信念質問（ＩＤ変化）：「[被験児名］ちやん

は，最初この箱を見たとき，何が入っていると言いまし

たか？｣。③現実質問：「本当は今，箱の中には何が入っ

ていますか？｣。以上３つの課題のうち，統制課題は全被

験児ともに最初に実施し，残り２課題の実施順序はカウン

ターバランスした。

結 果

マークテスト

遅延ビデオ映像提示までに，偶然，頭部のシールを取

ったり触ったりする被験児はいなかったので，参加した

全被験児を分析対象とした。

当初１分30秒間における被験児の反応は，①シールを

頭部または帽子から取る，②頭部に触るだけでシールを

取らない，③映像について何らかのコメントをする，④

無反応に分けることができた。この分類基準について，

各年齢・各条件５名ずつランダムに選んだ被験児30名に

Tablelマークテズトでの反応別人数

（どデオ提示後１分〃秒間での自発的反応ノ

ｊａ

勺
１
ワ
臼
ワ
］
、
〉
令
１
ハ
Ｕ

年齢条件壷三ﾙを頭部に誉壁諌無反応触る

a）この２名は，映像に関するコメントを発しながら頭部に触った者
で重複している。

２
２
３
４
６
７

ｊａ

ワ
今
ワ
］
ハ
Ｕ
ハ
Ｕ
ｎ
〕
利
１

４
６
３
５
３
２

帽
帽
帽
帽
帽
帽

着
脱
着
脱
着
脱

児
児
児

歳
歳
歳

３
４
５
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合が高かった（３歳児群36.8％，４歳児群88.2％，５歳

児群95.2％･多重比較はＲｙａｎ法による)。これは，４

歳以降で遅延ビデオ提示によるマークテストを通過する

とする先行研究（Povinellieta1.,1996）の結果と合致す

るものである。

なお，最終的にシールを取らなかった，３歳児１２名，

４歳児２名のうち，映像上の赤色シールについて「これ，

何？」と質問した際，無回答だったのは３歳児２名と４歳

児１名のみで，残り全員が「お花」「シール」と特定する

ことができていた。また，自己同定質問に対して，固有

名詞や一人称代名詞など表現の仕方に違いはあるものの，

３歳児２名以外の全員が自己映像を同定できていた。以上

より，遅延ビデオ映像を視聴してシールを取らなかった

のは，映像上の赤色シールや自己像を特定・同定できな

かったためではないと考えることができる。

シール発見時点の理解を加味した自己認知達成状況

マークテストにおいてシールを見つけて取った被験児

(以下，「マークテスト合格者｣）は，一連のこうした事態

をどのように理解しているのであろうか。このことを検

討するために，まずマークテスト，被験児自身の気づき

時点に関する質問，他者の気づき時点に関する質問の通

過率に差があるかどうか調べた。CochranのＱ検定によ

ると，この三つの課題には有意な差があり（Ｑ(2)＝36.47,

P〈､001)，Ｒｙａｎ法による多重比較の結果，正答率はマー

クテスト〉被験児自身の気づき時点に関する質問＞他者

の気づき時点に関する質問（有意水準５％）となることが

わかった。Guttmanの尺度解析の結果（Table３参照)，

再現性係数は0.94となり，この３つの課題は１次元的な

順序尺度と見なせるものとする。

そこでTable３にあるように，マークテストおよびシ

ール発見時点確認課題である二つの質問の正誤パターン

から，遅延ビデオ提示による自己認知達成状況を次の４つ

のレベルに分けた。レベルＯ：マークテスト不合格。レベ

ル１：シールを発見するが，それに自分が気づいた時点を

特定できない。レベル２：自分自身がシールに気づいた時

対して，独立した２人の評定者によって評定したところ，

一致率は１００％であった。Ｔａｂｌｅｌに年齢群・条件別に，

各反応をした人数を示した。

③の反応は，自分の服と映像上の服が同じであること

を指摘したり，映像上の赤色シールに言及するものであ

る。後者の例として，「映像上の赤色シールを見つけて，

"あつ’赤いの，こんなところにつけている。だめだね'，

と自分の側頭部を触りながら言及する」（３歳脱帽条件）

などが該当する。３歳児でこの反応をした者は計４名いた

が，その後の一連の質問を受けてもシールを実際に取る

ことはなかった（５歳児１名についてはシールを取った)。

映像上の赤色シールに気づきながら，遅延ビデオ映像を

現在の自己と無関係のもの，いわば“他人事'’であるか

のように認知している反応と言える。

②の「頭部に触るがシールを取らない」反応をした４，

５歳児（ともに着帽条件）計３名は，頭部に触るものの，

シールを探し当てられず篇曙する様子が観察された。彼

らは赤色シールを台紙に貼るようにという教示後，すぐ

にシールを取った。映像から自分の頭部にシールがつい

ていると理解しているが，直接見て確認できないためシ

ールにうまく手を伸ばせなかったものと考えられる。一

方，３歳児でこの反応を示した３名の被験児（着帽条件１

名，脱帽条件２名）は，一連の教示を受けてもシールを取

ることはなかった。その具体的な反応例は，上述のよう

に，映像上の赤色シールに言及する過程で頭部に触るか

(脱帽条件１名)，映像を見てしばらくしてはっとした表情

で頭部に一瞬触れるが，教示後もシールを探そうとしな

い（両条件１名ずつ）かであった。当初，脱帽条件におい

て後者のようなエラー反応がより多く見られると予想し

ていたが，両条件ともに出現頻度は少なかった。また，

促しの教示後，この種の反応をする者はなく，すべての

反応はシールを取るか否かで分類でき，その出現頻度は

両条件ともに同等であったので，以下両条件をまとめて

分析することにする。

１分30秒経過後一連の質問を受けて，シールを発見し，

取った被験児も含めて，最終的にシールを自分の頭ない

しは帽子から取った被験児の割合をみると（Table2）有

意な年齢差があり（X2(2)＝23.01,Ｐ〈､００１)，３歳児群よ

り４歳児群と５歳児群のほうがシールを取った被験児の割

Table３各課題合否パターンごとの披駒目数

十

マーク自己気づき他者気づき

テスト時点質問時点質問

合計レベル

２
５
６
３

０
２
８
０１

昭
週
賜
旧
一
脚
Ⅶ

１
６
１
０

１０
１
２
３
｜
川
川

Table2マークテズトにおける課題合否別人数

徴示後も含むノ

遅延提示されたF|己映像に関する幼児の理解

＋
＋

児
児
児

歳
歳
歳

３
４
５

７
５
０
１
２

シールを取らない年齢シールを取る

＋

＋
＋

＋は課題合格，一は課題不合格を示す。

マークテスト不合格であるため，レベル０に分類。

マークテスト合格だが,自分はゲーム時点で気づいたという誤答
のため，レベルｌに分類。

２
２
０

１

●

注
、
和
訓
｝
肋注．ビデオ提示後１分30秒間で自発的に取った者に，その後の一連

の教示質問を受けて取った者を加えた人数。



１（７．１）

５（35.7）

11（73.3）

９（69.2）
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点を特定できるが，実験者はいつから知っていたのかに

ついて推測できない。レベル３：自己と実験者それぞれの

気づき時点について理解できる。

レベルｌの被験児１４名（３歳児６名，４歳児６名，５

歳児２名）中９名は，被験児自身の気づき時点に関する質

問において，実験者があげる三つの選択肢すべてにうな

づいて同意し，回答を確定できなかった。残り５名は，「き

ょう（シールの場所がわかった)｣，「にちようび（わかっ

た)」などのように，時間を表す言葉を使用するものの了

解不可能な回答であった3)。

レベル１，レベル２ともにマークテストに合格している

のであるが，両者の違いを考える手がかりとして，シー

ル発見時前後の発話に着目してみる。レベル２の被験児で

シール発見時に何らかの発話をした者は７名いたが，６名

はあらかじめ帽子または頭部にシールがついていること

をコメントして（例；「帽子だ，帽子についてる｣）から，

シールを取っていた。また残り１名も，帽子を脱いでみて

｢あら’ほんとだ」と発言しており，あらかじめ映像から

赤色シールの場所を特定していたことがわかる。一方，

レベルｌの被験児でシール発見時前後に発話の観察された

１１名中，レベル２と同様にコメントを事前にした者は１

名しかいなかった。６名は特に試行錯誤なくシールを取っ

たものの，その後で「あれ，こんなところについている

よ」などと言って，シールの発見を意外なこととして受

けとめていた。また，ビデオ映像が自分の動きと連動し

ないことへの驚きの発話（１名）や，「自分で頭にシール

を貼っておいた」という事実に反する発話（１名）もあっ

た（残り２名の発話は促しの教示への回答としてのもの)。

これらの発話内容から，彼らは，遅延ビデオ映像に基づ

いてあらかじめ，自分の頭部や帽子にシールがついてい

ることを了解していなかった可能性が高いと言えよう。

さて，実験者は当然のことながら，被験児がゲームを

している最中から被験児の頭部にシールがついているこ

とを知っていた。この点まで含めて理解しているかどう

かでレベル２と３を分けたわけだが，レベル２の誤答の内

容としては，実験者も「テレビ」を見て気づいたとする

者９名，「わからない」とする者６名であった。映像には，

実験者の手によってシールが装着される場面が映し出さ

れ，実験者がシールをつけた張本人でありシールのこと

Table４自己映像を他者に見られることに対する
各態度の人数

８（57.2）

８（57.2）

４（26.7）

４（30.8）

了承自己認知達成レベル拒否不明

５（35.7）

１（7.1）

０（0.0）

０（0.0）

１
１
１
１

４
４
５
３

１
１
１
１

２
１
２
２

Ｊ
Ｊ
１
ｊ

く
Ｉ
く
く
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レベル０

レベル１

レベル２

レベル３

を最初から知り得たことを了解する手がかりとなってい

る。このような手がかりがあっても，過去時点における

他者の認識状態を状況情報から推測することは困難な課

題となっていた。

自己映像を他者に見られることに対する態度

Ｔａｂｌｅ４に，他児に自己映像を見られることに対する

態度を，「了承」・「拒否」・「不明（"わからない，,，または

了承・拒否の二つの選択肢ともにうなづく場合)」に分け，

それぞれの出現頻度を自己認知達成レベルごとに示した。

自己映像を“自分のこと'，として受けとめると，それを

他者に提示することを拒否する割合が増えるとの仮定か

ら，回答を「拒否」とそれ以外（｢了承」と「不明」を合

併）に分けてx2検定を行ったところ，自己認知達成レベ

ル間で「拒否」態度者の割合に有意な差があった（x2(3)

＝16.42,ｐ＜,001)。Ｒｙａｎ法による多重比較の結果，「拒

否」態度者の割合は，レベル０＝レベルｌ＜レベル２＝

レベル３（有意水準５％）となり，レベル２以上の被験児

は「拒否」態度の者が多いことがわかった。

また，他者に自己映像を見られた際の感情を確認した

ところ，「了承」態度者24名中２２名（91.7％）は「うれ

しい」とポジティブな感情を選び（残り２名は「恥ずかし

い」を選択)，「拒否」回答者26名中22名（88.5％）が「恥

ずかしい」というネガティブな感情を選択した（残り４名

はどちらか一方に決められず)。

以上より，自己映像を他者に見られることに対して，

自己認知達成レベル１以下の被験児は抵抗を感じることは

少ないが，レベル２以上の被験児はそれを忌避する傾向が

あると言える。

｢心の理論」課題との関連性

統制課題に失敗した３歳児２名は，以下の「心の理論」

課題の分析から除外した。また，信念変化課題（ＩＤ変化）

において，最初に箱の中身を特定できなかった３歳児４名

も，分析から除いた（うち１名は統制課題も失敗しており，

合計５名の３歳児が分析の対象外となった)。残りの全被

験児（３歳児１４名，４歳児１７名，５歳児20名）は，信

念変化課題（位置変化）の冒頭でアイスクリームは冷蔵

庫にあると予想し，また二つの信念変化課題における現

実質問にも正答していた。

注．（）内は％。

3）３枚の写真を誤って配列した者は，レベルｌで４名，レベル２で

１名存在した。その内訳は，「ゲーム→帽子→テレビ」（脱帽条

件３名)，「帽子→ゲーム→テレビ」（両条件とも１名ずつ）であっ

た。前者の場合，脱帽条件に関してはテレビを見る前に帽子を脱い

でおり，写真の帽子だけを見てそれと誤解している可能性がある。

また後者の場合，ゲームを始める前に帽子をかぶったことと混同し

ている可能性がある。さらに，シール発見時点確認課題においてポ

イントとなる，ゲーム実施とテレビ視聴の先後関係はどちらの場合

も理解されており，出来事の生起順序に関する理解はある程度可能

になっていると考えられる。
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Table5r心の理論課題の各質簡に対する正夢者数

自己認知
達成レベル

レベル０（〃＝１１）

レベル１（〃＝１３）

レベル２（〃＝１４）

レベル３（〃＝１３）

自己自己
(位置）（ＩＤ）

２（18.2）

５（38.5）

1２（85.7）

１３(100.0）

ｌ（９．１）

２(15.4）

11(78.6）

９(69.2）

他者
(位漬）

２(18.2）

０（0.0）

９(64.3）

10(76.9）

注．自己（位置）：過去の自己信念質問（位置変化)，

自己（ＩＤ）：過去の自己信念質問（ＩＤ変化)，

他者（位置）：他者信念質問（位置変化)，

他者（ＩＤ）：他者信念質問（ＩＤ変化)。

（）内は)。

他者
（ＩＤ）

２(18.2）

２(15.4）

１１(78.6）

10(76.9）

Ｔａｂｌｅ５に，自己認知達成レベルごとの「心の理論」

課題の正答率を示した。各質問ごとにｘ２検定を行ったと

ころ，すべての質問で自己認知達成レベルによって正答

率に有意な差が認められた（他者信念質問（位置変化）；

x2(3)＝20.75,ｐ〈.01,他者信念質問(ＩＤ変化）；ｘ２(3)

＝20.70,ｐ〈.01,過去の自己信念質問(位置変化）；ｘ２(3)

＝22.79,’〈､01,過去の自己信念質問(ＩＤ変化）；ｘ２(3)

＝21.48,Ｐ〈.０１)。さらにＲｙａｎ法による多重比較を行

った結果，４つすべての質問において正答率は，自己認知

達成レベル０＝レベル１＜レベル２＝レベル３（有意水準

5％）となることが明らかになった。参考のために，年齢

要因を除外して，上記４つの質問の正答数（０～４）と，

自己認知達成レベル数との偏順位相関を求めたところ，

有意な相関が認められた（γ＝.33,〃=48,ｐ〈､05)4)。

考察

本研究により，４歳ごろ，幼児は遅延ビデオ映像による

マークテストを通過することが確認された。これは，

Povinelliらの結果を基本的に確認するものであるが，さ

らに先行研究とは異なる観点から新たな結果が得られた。

時間的視点の有無による自己認知達成レベルの違い

本研究では，遅延ビデオ映像を「ある特定の過去時点

において自分に起こったこと」として認識されているか

どうか確かめるために，被験児自身がマークに気づいた

時点をたずねた。その結果，マークテストを通過しても，

自分自身がシールに気づいた時点を特定できない者（レ

ベル１）の存在が明らかになった。マークテスト遂行過程

における反応から，彼らは遅延ビデオ映像を見て事前に

シールの所在を自覚して，シールを取ったのではないこ

とが示唆された。

では，どのような方略を用いて，彼らはシールを発見

したのであろうか。Zazzo（1999）は，ビデオ映像を遅延

してプレイバックする条件を設定し，執勧と言えるほど

にその非随伴性（非同起性）を指摘したが，年少児（２歳

８カ月～３歳すぎ）は一貫して映像を自己同定したという。

一方彼のまとめによると（Zazzo,1999,ｐ,256)，５歳頃，

非随伴性の指摘によって自己同定することに動揺が見ら

れ，６歳以後で再び自分であることを主張するようになる5)。

この結果からも，ある一定の時期において，時間的視点

は考慮されないまま非随伴性は度外視されて，形態・外

見上の一致にもっとも注意が向きやすいことがわかる。

そのように考えると，レベルｌの被験児は，単にビデオ映

像に対応させて，映像上赤色シールのある部位を触った

り見てみた結果，半ば意図せずにシールを発見した可能

性が高く，それは時間的視点を欠いた自己認知と言えよ

う。なお，本実験では，シールを帽子とともに頭部から

取り除く脱帽条件を設定したが，ビデオ映像に対応させ

て頭部を触ってしまう反応はあまり見られなかった。脱

いだ帽子を裏返して子どもの目の前に置いたために，映

像の帽子と目の前の帽子を対応づけて，結果的にシール

を発見した被験児がいる可能性があるように考えられる。

このレベル１に対して，被験児自身のマークへの気づき

時点に関する質問に正答した者をレベル２以上として本研

究では区別した。この質問において，「ゲーム」の時点で

は‘‘(シールについて）知らなかった'，が，「テレビ」で

ビデオを見た時点で“(シールに）気づいた，，というよう

に，出来事を分節化して捉えた上で，その時間経過に伴

う認識状態の変化に関する理解が問われていると言える。

つまり，ある一つの物事や出来事の捉え方は，時間的視

点の取り方によって異なるということを理解する必要が

ある。McCormack,＆Hoerl（1999）は，同一の出来事

に対して複数の時間的視点が存在することを認め，その

相対的関係を理解することを時間的視点取得としている。

そして，その時間的な視点取得を通して，ある出来事を

特定時点に起こったこととして承認できるようになると

考えている。もちろん，４～５歳という年齢で，時刻や「何

分前」などを特定することはできない。ただ，さまざま

な出来事を過去・現在・未来という時間軸に位置づけ，

4）Zelazoetal．（1999)によるマークテスト得点化方法に準じて，各

被験児の成績を算出し（４点；自発的にシールに取る，３点；「こ

れ何？」質問を受けて取る，２点；貼るようにという教示を受け

て取る，１点；「これどこ？」教示を受けて取る，０点；シールを

取らない)，「心の理論」課題得点との，年齢要因を除外した偏相関

を求めたところ，Zelazoetal.と同じく有意な相関は認められなかっ

た（γ＝-.23,ｐ〉.10)。

5）Zazzoは，年少児でも遅延ビデオ映像を見て，頬のマークに気づ

くとしている。だが，彼のあげているゾフィー（３歳２カ月）の例

を(Zazzo,1999,ｐ,51)みると，映像上のマークに気づいてそのこ

とを指摘しているが実際にそれを拭おうとした事実は記述されてい

ない。本研究のレベルＯの被験児で見られた，映像上の赤色シー

ルに気づくが“他人事，，のように受けとめているケースに相当する

と思われる。また，非随伴性の指摘を受けて自己同定に鴎膳する時，

期について，彼の記述から正確に特定しづらいが，本研究で言うレ

ベル２，すなわち時間的視点をある程度考慮した自己認知が可能

になるのと同じ時期ではないかと推測される。つまり，出来事を捉

える時間的枠組みを持ち始めたが故に，時間のずれに対する指摘が

判断に影響を及ぼしやすくなった可能性があると考えられる。
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どの出来事にもそれが起こった独自の時間というものが

あると認識することは，この時期より開始されていると

考えられる。

自己映像を他者に見られることを拒否する前提条件

本研究で二つ目に明らかになったのは，自己認知達成

レベル２以上で自己映像を他者に見られることを拒否する

被験児が多くなったことである。一般に，ビデオで自分

の姿を視聴することは，一つの対象として自己に注意を

向け，知覚像と内的な自己イメージのずれを自覚化させ

ることが知られている（Buss,1980)。その結果，ある種

の当惑ないしは差恥を感じ，他者に見られることを拒否

した可能性が一つにはある。あるいは，シールをつけた

まま気づかないでいる自分の姿を他者に見られたくない，

という本実験場面固有の理由も考えられる。いずれの場

合であれ，問題となるのは，そうした態度を示す者が何

故レベル２以上で多くなるのかという点である。上述のよ

うに，レベル２以上では，遅延ビデオ映像をある特定の過

去に起こったこととして認知し，それと現在の自己状態

との因果関係を自覚的に理解していることがわかった。

そのことは，時間的に連続したものとして自己を認知す

ることでもあり，過去の映像は他ではない「自分のこと」

と見なされていることが，他者に見られたくないという

態度が生じる前提条件になっていると考えられる。

時間的連続性を有する自己認知について，日常生活に

おけるさまざまな感情との関連性が見出せるだろう。た

とえば，過去の自分の失敗に対して差恥や後悔などを感

じる上で，そうした自己認知は不可欠だと思われる。差

恥（embarrassment）に関しては，Lewis，Sullivan，

Stanger,＆Weiss（1989）が，鏡を用いたマークテスト

を指標にした自己認知と関連があることを明らかにして

いる。ただ，彼らが問題にしている差恥は，他者の前で

ある行為をさせられるなど現在進行形の事態でのもので

あり，現前にいない他者からの視線を想定したり，過去

や未来の事態を念頭において生じる感情とは異なるもので

ある。Ｌｅｗｉｓｅｔａ1.は，さらに自己評価的認知能力が発達

することで，プライドや恥の意識が芽生えると仮定して

いるが，それに加えて時間的視点を考慮することは，自

己意識に基づく感'情を検討する上で重要な観点となろう。

また，その種の感情生起には個人差があることが予想さ

れ，そうした個人差の背後にある個々の対人関係の特質

も視野に入れた検討が求められている。

｢心の理論」と自己認知達成レベルとの関連について

これまでの研究（Suddendorf,1998;Zelazoeta1.,1999）

では，遅延ビデオ映像によるマークテストと「心の理論」

課題の関連を見出せていない。それに対して，本研究に

おいて，レベル２以上の被験児はレベル１以下の被験児よ

りも，「心の理論」課題の成績が良いことが明らかになっ

た。その理由として，従来の研究ではマークテストの合

否のみで自己認知達成を判定しており，上述のようなレ

ベル１の被験児も混在していた可能性をあげることができ

る。本研究では，時間的視点からテスト場面を理解して

マークテストを通過した被験児を厳密に区分した結果，「心

の理論」課題との関連を明確に取り出せたものと考えら

れる。

そもそも「心の理論」課題では，今現在の自己視点を

離れて，他者視点または過去の自己視点から現実を捉え

直すことが求められており，その点で関連性が見出せた

ものと思われる。今回の結果をまとめると，レベル２以上

の被験児において，“いま・ここ”の自己視点から認識で

きない他者の心的状態を推測すること，および“いま・

ここ”の自己視点に留まっては了解できない過去の自己

視点に立ち戻ることが，ともに可能になった。つまり，

自他間での視点取得と時間的な視点取得は，ほぼ同時期

に発達し始めると言える。

一方で，他者（実験者）の気づき時点に関する質問は，

被験児自身の気づき時点に関する質問より難しい内容で

あることがわかった。この実験状況において，実験者は

被験児の頭部にシールをつけた張本人でありながら，ビ

デオ視聴時に行った促しの教示内容は，実験者もこの時

点でシールについて知ったかのように偽ったものになっ

ている。他方，ビデオ映像には実験者の手がシールを装

着する場面も映し出されており，当初より実験者は事実

を知っていたことを推測する状況証拠は整っていたこと

になる。その結果，レベル２の被験児のなかには，これら

二つの矛盾する情報に混乱したり，あるいは実験者の振

る舞いに誘導された者がいる可能性はある。こうした不

確かさの含まれる状況に抗して，他者の気づき時点に関

する質問に正答するには，視点を過去に移し，かつ他者

視点に立ってその認識内容を推測するという，二重の視

点取得が少なくとも必要であり，その点での難しさがあ

ったものと思われる。

自伝的記憶ならびに「時間的に拡張された」自己の発達

との関連

２歳すぎ頃より，過去のエピソードが報告され始めるが，

それは「"自分自身が体験し”（Pemer,＆Ruffman,1995）

かつ“ある特定の過去になされた”という認識を伴った」

(上原，1998）ものとは言えない。この厳密な意味での，

そして自伝的記‘億として長期間保持されうるエピソード

記憶は，「特定の過去時点」を意識できることに依拠して

おり，自己認知達成レベル２にあたる時期に転換期がある

と考えられる。

ところで，本研究のマークテストは，過去の時点で自

分の知らなかったことを，後でビデオ映像を見て認めな

くてはならない。この点に関してSuddendorf(1998）は，

自伝的記憶（あるいはエピソード記憶）の内容になり得

ない出来事を理解する必要があるとして，この課題は「時
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間的に拡張された」自己の認知を測定するテストとして

は適当ではないと批判している。

それに対して，むしろこういった事態を了解できるこ

とに，「過去」という特定の時間が心的に発生し，自伝的

記憶や自己意識が発達していく前提条件が隠されている

と考えられる。中島（1996）は，哲学的に時間論を考察す

るなかで，直接的な体験や間接的な体験を積み重ねても

客観的な時間了解は成立しないと言う。むしろ，間接的

にさえ自分が経験しなかったあらゆる事象に対しても，

それが過去に実在したということをいつでも承認しよう

とする態度，「不在への態度」が開かれている必要がある

とする。そして，自分の直接的過去体験を想起できる能

力のもと，その想起された直接的体験を「"不在への態度”

にもとづいて広大な可能的過去の中に位置づけることが

できること，これこそが客観的時間として過去を構成す

る」（中島，1996,ｐ,122）ことだと中島は主張している。

｢客観的時間」の成立を発達的にいかにとらえるかは今後

の検討を待たねばならないが，この主張は示唆的である。

自伝的記憶は他者との相互交渉を通じて共同構成される

もの（Nelson，1993）であり，本人が経験していないの

に，後に家族などから伝え聞いた事柄が入り込む場合が

ある。こうした現象が起こるのも，本人の主観的経験と

は関わりなくさまざまな出来事が起こり得た「過去」と

いう時間を，われわれが承認し他者とともに共有してい

るからなのである。

他者の視点から見た世界，過去の視点から見た世界の

いずれもが，今現在の自己視点からでは見えない「不在」

のものである。４歳ごろ，そうした不在のものとの連関で

現実が認識され始める。その後，そのことで時間軸を自

在に移動しつつ，自他双方の視点からさまざまな出来事

が物語られていくことになっていくのであろう。そうし

た広がりをもつコミュニケーションを通して，自己意識

がいかに新たな質と構造をそなえていくのか。本研究を

この新たな課題に向かう出発点としたい。
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幼児の仲間との相互作用のきっかけ：幼稚園における自由遊び場面の検討

松井愛奈無藤隆門山睦
(お茶の水女子大学大学院人間文化研究科）（お茶の水女子大学生活科学部）（目白幼稚園）

幼児が自由に活動している状態で，どのようにして仲間との相互作用が生じるのかを検討した。幼稚

園において，３歳児から４歳児の２年間，ビデオによる自由遊び場面の自然観察を行った。相互作用の

開始場面について，特定の場面に限定することなく，また遊び集団の有無に関わらず，明示的，暗黙的

双方の側面から詳細に捉えた。さらに，方略の種類だけではなく，仲間への働きかけに対する相手の反

応，その結果の状態に至るまで流れレベルで分析をおこない，３歳児と４歳児の年齢差を比較検討し

た。その結果，幼児は相手の活動へ仲間入りするだけではなく，自分の活動へ相手をひき込んだり，新

たな活動を一緒に開始したりしていること，また，直接的，明示的な方略により仲間と相互作用を求め

るだけではなく，様々な暗黙的な方略により仲間との相互作用のきっかけをつかんでいることが見出さ

れた。年齢差については，３歳児は４歳児と比較して仲間の行動の模倣が多く，また相手の反応がな

く，その後仲間との相互作用はないが一緒にそばにいるという状態が多いが，次第にそれは減少し，相

手の活動への参加や，暗黙的な方略使用が増加した。しかし，４歳児後半になると，仲間を自分の活動

へ誘い入れたり，自分に注意をひきつけたりすることが増加し，お互いに知り合ってきたことの影響が

考えられる。また，幼稚園で慣例の「いれて」という明示的な仲間入り方略使用が増加した。

【キー・ワード】相互作用のきっかけ，方略，３歳児，４歳児

問題と目的

幼児はどのようにして仲間と相互作用を開始するのだ

ろうか。この点に関しては，仲間との遊び開始の分析と

して「仲間入り」場面に焦点を当てた研究がおこなわれ

てきた。仲間入り方略の種類の検討（Corsaro,1979；

Forbes，Katz，Paul，＆Ｌｕｂｉｎ，1982；Holmberg，1980；

Shugar,＆Bokus,1986）や”人気のある子より人気の

ない子の方が，仲間入りにより多くの試みと時間が必要

であること，人気のある子はより受け入れられ，無視さ

れにくいなど社会的地位の観点からの検討(Putallaz,＆

Gottman,1981a,198lb）がある。仲間入りの成功率に関

しては，仲間入りしようとする最初の試みの約半分が拒

否される（Corsaro，1981,1985;Garvey,1984）という

結果や，すでに遊んでいる子どもの周りでうろうろした

り，観察したりすることによって，彼らの活動の準拠枠

を知り，それを共有しようとすることから始めると仲間

入りしやすい（Putallaz,＆Wasserman,1989）という

結果もある。欧米ではそのような間接的な方略の成功率

が高いのに対して，日本には直接的に「いれて」「いいよ」

という決まり切った言い回しがあり，その成功率が高い

ことが示されている（植田・無藤,1990;倉持・無藤,1991)。

また，仲間入りが遊び集団への参加で終了するのではな

く，参加後の統合過程が遊び集団側と仲間入り側の各々

の立場に応じた方法で展開している（倉持,1994）ことも

示されている。

しかし，幼児が仲間と一緒に遊び始めるのは仲間入り

を通してだけではない。進行中の自分の活動へ誘うこと，

仲間を誘って新たな活動を開始することもある。そして

さらに，幼児の遊びというのは偶発的に起こった出来事

に触発されて突然に始まったり，あっけなく終わったり

するなどきわめて気まぐれな性質を持っており，何か目

をひくようなことや面白そうなできごとが起こればすぐ

に行動を変えてしまう（Corsaro,1985;氏家,1996)。幼

児はある遊びを始めても終始それに没頭しているわけで

はなく，周囲の人の行動，声，音，物理的環境などから

も影響を受け，その時進行している遊びとは全く関係の

ないことをおこなうこともある。その際，一緒に遊んで

いる幼児とは別の幼児と一時的であれ相互作用が生じた

り，そこから新たな遊びが開始されたりすることもある。

したがって，まだ遊び集団が出来上がっていない状態，

あるいは遊び集団から一歩出た状態における，仲間との

相互作用が多くあると言えよう。しかしそれらは，遊び

集団が存在し，そこに参加しようとする場面のみを対象

とした従来の仲間入り研究では捉えることができない。

そこで本研究では，新たに仲間との相互作用を生みうる

働きかけがおこなわれることを「仲間との相互作用のき

っかけ」と定義する。そしてある特定の場面に限定する

ことなく，幼児が自由に活動している状態全てを考慮に

いれて検討する。そのことにより，遊び集団の有無に関
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わらず，園生活の中で仲間との相互作用が開始され，成

立していく様子を詳細に捉えることができる。さらに，

仲間との相互作用の開始や成立に困難が見出される幼児

に対して，仲間への働きかけの促進や修正をおこなうな

ど，仲間との相互作用を援助する上で有効な視点となる

だろう。

また，これまでの研究では明らかに仲間と相互作用を

求めていると分かる明示的な場面に焦点が当てられてい

るが，間接的，椀曲的に相互作用を求めているような暗

黙的な働きかけが見落とされている（Sawyer,1997)。Ｓａｗ‐

yer（1997）は，「明示性；明示的，暗黙的」という概念

と，幼児が遊びの中で演ずる役割と関連し，幼児が進行

中の遊びについて発話する「枠組み；枠組み外，枠組み

内」という概念を用いて，ごっこ遊び場面への仲間入り

を分析している。その結果，枠組み内の仲間入りはたい

てい，遊び集団から退出した後，また同じ遊び集団に戻

ってくるという「再開（continuation)」であり，遊び集

団退出時と同じテーマに沿った役を，仲間入り側・受け

入れ側双方が演じていた。暗黙的な方略は明示的なもの

と比べて成功率が高いわけではないが，年齢とともに増

加した。また，友達同士は仲間入りの成功率が高く，よ

り暗黙的な返答をおこなうなど，より葛藤が少なく，よ

り成功すると予測される状況で暗黙'性が使用される傾向

にあった。ただし，「枠組み」という概念は，幼児が演じ

る「役」と密接に関連しているため，この研究をそのま

まごっこ遊び場面以外で適用することは難しい。

その他の遊び場面における仲間入りについても，進行

中の遊びに関連した働きかけとして間接的な方略（Cor‐

saro，1979;倉持・無藤,1991;Putallaz,＆Wasserman，

1989）は取りあげられている。しかしこの場合，ある遊

びのテーマに沿って活動している遊び集団があり，そこ

へ仲間入りしようとしていることが前提である。そのた

め，進行中の遊びに関連しない暗黙的な働きかけについ

ては検討されていない。

幼児が仲間と相互作用を開始する時の働きかけは，直

接的，明示的に仲間と一緒に活動をすることを求めるも

のばかりではない。間接的な言い回しを用いる，進行中

の自分の活動を仲間に示す，呼びかけや身体接触など自

分に注意をひきつけることによって仲間との相互作用が

生じることもある。仲間の活動へ参加する際にも進行中

の活動に関連した暗黙的な働きかけや，仲間の行動の模

倣によって入り込むこともあるだろう。このような暗黙

的な方略を幅広く検討することが不可欠であろう。

また，３歳児は「何をしているの？」「いれて」という

働きかけをおこなうことは指摘されている（倉持・無藤，

1991）が，実際の活動場面において，ただ何となくそば

に寄り，かたまりができる状態や，数人が同一の行動を

とる同化現象（久保田，1973)，ただ皆と一緒に走り回る

ことを楽しむような状況（津守，1980）も多い。０，１，２

歳代の乳幼児期に，仲間との相互作用がどのように生ま

れているのかといった研究は比較的多いが，その次は４，

５歳以上の子どもの検討になっている。３歳児について

は，他児と関わることが少なかった子がどのようにして

遊び仲間を得ていったかを検討したもの（山口・高橋,1996）

はあるがその数は少ない。しかし，仲間の近くにいるこ

と，同じようなことをすることが親しさを表し，同じ動

きをすることが同じような感情を共有すること（無藤,1997）

を考えると，とりたてて仲間との相互作用はなくとも，

仲間と一緒にいること自体を楽しんでいるような３歳児

の段階を見逃すことはできない。また，３歳児保育が広ま

っている（平山，1998）ことをふまえると，３歳児が集団

生活に入り，どのようにして仲間との相互作用を開始し

ているのかを解明することは，保育実践における一助と

なりうるだろう。

本研究では，「仲間との相互作用の開始場面」を以下の

ように定義する。(1)ある幼児が１人以上の幼児と新たに

関わりを持とうとし，言語的，非言語的を問わず，仲間

に向けられた働きかけがおこなわれる場面である。働き

かけには活動している幼児の集団に加わろうとする，１人

の幼児によってなされる試み（いわゆる仲間入り）に限

らず，他の幼児を自分の活動へ誘い入れようとする試み，

および一時的な相互作用に終わる可能性もある，あいさ

つ，呼びかけ等も含む。(2)仲間への働きかけをした際，

仲間から拒否される，または反応が得られず，再び働き

かけを試みる場合，同じ方略を繰り返してもその試みは

新たな別の試みと捉える。なお，仲間への働きかけにお

ける個人差は検討の余地があるが，個人差以上に年齢差

の影響が大きいと考えられ，本研究では仲間との相互作

用の開始場面について３歳児と４歳児の発達的変化を捉

えることを目指した。

分析の視点は以下の２点である。(1)幼児が自由に活動

している場面全体を対象とし，仲間との相互作用のきっ

かけを明示的，暗黙的双方の側面から詳細に描き出す。

なお，「明示的」とは「相手と関わりたいことが直接的に

言葉で言い表されているため，それが字義通りに解釈で

き明確である｣，「暗黙的」とは「直接的ではなく，間接

的，椀曲的に表現されている。非言語的に身振りで表さ

れているものも含む」とする。(2)仲間への働きかけ方略

にとどまることなく，方略に対する相手の反応，その結

果どのような状態に至ったのか（相互作用の結果）まで，

一連の流れとして相互作用の開始場面を捉える。この２

点について，「方略」の発達的変化，および，「方略，相

手の反応，相互作用の結果の流れ」における発達的変化

を検討する。

予測としては以下の４点である。(1)幼児が仲間との相

互作用を開始する方略については，すでに論じてきたこ



幼児の仲問との相互作用のきっかけ 197

とから,３歳,４歳代を通じて，1-1）相手の活動へ参加す

るだけではなく，新たな活動や自分の活動へ誘うことも

あるだろう。１－２）明示的方略だけではなく，暗黙的方略

も多く見出されるだろう。(2)仲間との相互作用成立にお

いて,２，３歳期までは模倣(Eckerman,Davis,＆Didow，

1989;Eckerman,＆Stein,1990;Uzgiris,1991）が，そ

の後次第に意味のある言葉（Holmberg,1980）が重要な

役割を果たすようになる。したがって，３歳，４歳代にお

いて仲間の模倣は次第に減少するだろう。(3)言語発達と

ともに，様々 な表現ができるようになり（Bruner,1983)，

直接的要求より間接的要求表現形式は増加する（Garvey，

1984)。ごっこ遊びへの仲間入りについては，年齢ととも

に暗黙的方略が増加した（Sawyer,1997)。したがって，

年齢とともに，明示的な方略より，暗黙的な方略をより

多く使用するようになるだろう。(4)年齢とともに，幼児

の仲間との相互作用の量や持続時間（Reuter,＆Yunik，

1973；Rubin，Bukowski，＆Parker，1998)，協同遊び

(Smith,1978）は増加する。また，４歳児になると，発話

の８５％は聞き手の返答を得るか，少なくとも聞き手の注

意をひきつけており，仲間との言葉による相互作用の維

持はかなりの程度で成功している（Mueller,1972)。した

がって，相互作用の開始場面の流れとしては，３歳，４歳

代において，３歳のはじめは相手の反応がなく，相互作用

のない状態が多いが，それは減少し，次第に相互作用の

ある状態が増加するだろう。

方 法

対象児都内私立幼稚園，３歳児ｌクラス（男４，女４；

観察開始時平均月齢45.7カ月；レンジ40-51カ月)。４歳

児クラス進級時は，１４名（男７，女７；観察開始時平均月

齢53.7カ月；レンジ４８－５９カ月)。なお，進級児は６名

(男４，女２：途中女児２名が転出，女児１名が転入・転

出)，新入園児は８名（男３，女５）であった。この幼稚

園はクラスの枠にとらわれない，遊びを中心とした保育

を実施しており，3,4,5歳児クラスが各１クラスで，全園

児数は各年度とも約４５名であった。

観察時期1996年７月～1998年３月。観察頻度は1週間

に１～２回，１カ月に４～６回程度。３歳１期：1996.7～

1996.12（観察開始時平均月齢45.7カ月；レンジ４０－５１

カ月)，３歳２期：1997.1～1997.4（新入園児が入る前まで。

観察開始時平均月齢51.7カ月；レンジ46-57カ月)，４歳

１期：1997.4～1997.7（観察開始時平均月齢53.7カ月；レ

ンジ４８－５９カ月)，４歳２期：1997.9～1998.3（観察開始

時平均月齢58.7カ月；レンジ53-64カ月）とする。時期

分けについては保育者との話から，３歳児では３学期（ｌ～

３月）に皆が集まってよく遊ぶようになってきたこと，

４歳児では２学期１０月におこなわれる運動会前後で様子

が変わることを参考にした。

手続き保育に参加しない「観察者」の立場を取り，ＶＴＲ

撮影による自由遊び場面の自然観察をおこなった。分析

はＶＴＲに撮影された，仲間との相互作用の開始場面を

持った全ての幼児の行動を対象としているが，方法とし

ては以下のように観察児を選出した。３歳児は月齢の最も

高い子，低い子を男女各１名，合計４名，４歳児は８名（３

歳における観察児男女各１名含む）を選出した。４歳進級

時に新入園児を迎えてクラスの人数が増加したため，４歳

時における観察児は園長と協議の上選出した。ランダム

に選ぶよりも，異なるタイプの幼児を選ぶ方がそのクラ

スの特徴をよりよく代表すると考え，(1)仲間とよく遊べ

る子２名，(2)保育者に依存的な子1名，(3)保育者，観

察者ともに気になる子２名（仲間の活動をこわしてしま

い，仲間と一緒に遊べない子，感情の起伏がはげしく，

気分の良し悪しで行動が異なる子)，(4)(1)～(3)のどれ

にも該当しない子３名とした。このように異なるタイプ

の観察児を選出していること，また小規模クラスである

ことから，観察児を追えばクラス全体の様子を把握でき，

最終的にクラス全員がＶＴＲに撮影されている。Tableの

数値は観察児だけではなくクラス全員の行動について分

析したものである。３歳児では遊びの切れ目が明瞭ではな

いため，１日１人を登園からお弁当前まで追跡して撮影し

た。４歳児では，遊びが構造化して３０分でも把握しやす

くなり，逆に１日ｌ人の子のみであると，クラス全体が

把握できないため，遊びの切れ目で中断する形で，１日１

人30分×４人＝120分撮影した。総観察時間は，３歳児：

42時間20分（レンジ：430-660分)，４歳児：７１時間４０

分（レンジ；490-560分)，合計１１４時間，相互作用の開

始場面総生起数は2667であり，それに対する，観察児だ

けではなくクラス全員それぞれの相互作用の開始場面生

起の割合を算出した年齢別レンジは，３歳児；11.8-25.8％，

４歳児；1.5％-14.8％であり，特定の個人の影響は少ない

と考えられる（4歳児において14.8％を占める幼児を除外

して分析しても結果が変わらないことを確認済みである)。

分析方法仲間との相互作用の開始場面が生起する部分

の言語的音声と動作を詳しく記録した後，「方略」「相手

の反応」「相互作用の結果」について，以下「仲間との相

互作用の開始場面の種類」に示すカテゴリーに分類し，

時期×方略によるクロス集計で分析した。それぞれの分

類項目において，複数のカテゴリーに重複するものはな

かった。なお，「相互作用」とは，２人の子どもの，相互

に向けられた社会志向行動（SDB:sociallydirectedbe‐

havior;他者を見ることに伴う，または見る直前，または

直後に起こる諸行動;Mueller,＆Brenner,1977）の随伴

性が１ターン以上ある状態とする（例；「一緒に遊ぼう｡」

｢いいよ｡」という働きかけと応答が相互作用であるが，「相

互作用の結果」の分類としては，最初の仲間への働きか

けとそれに対する反応以後の状態からカウントする。し
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たがって，「一緒に遊ぼう｡」「いいよ｡」の後，何をして

遊ぶか話し合えば「集団・２者関係の成立」だが，その相

互作用のみで終われば「集団・２者関係の不成立」とする｡)。

仲間との相互作用の開始場面の種類

相互作用の開始場面の「方略」「反応」「結果」それぞ

れの各分類項目における信頼'性は，全データの20％（534）

を用い，非常に多数であるため３分割し，各々について

筆者と３名の評定者間で確認した。３分割ごとに筆者を含

めた２名における一致率は「方略」Ｋ＝.89,.85,.84,「反

応」Ｋ＝.90,.88,.87,「結果」Ｋ＝､90,.89,.87で，不一致

部分は協議の上で調整をした。

方略

新しい活動へ

自分，相手ともに，現在進行中の活動とは別の新たな

活動へ誘って，自分と一緒に活動しようとする。

（１）明示的：明示的に相手を新しい活動へ誘う。例）「お

いかけっこしよう｡｣，「一緒に遊ぼう｡」

(2)暗黙的：暗黙的に相手を新しい活動へ誘う。例）明

示的に「ブランコしよう。」と言うのではなく，「ブラン

コあいてるよ｡」という間接的な言い回しで，遊びの事柄

に触れる。

自分の活動へ

自分の活動へ相手を誘う。進行中の自分の活動を相手

に示す。

(3)明示的：明示的に相手を自分の活動へ誘う。例）積

み木を組み立てている子が，「(積み木）一緒にやろう｡」

(4)暗黙的：暗黙的に相手を進行中の自分の活動へ誘う。

自分の活動を示したり，自分に注意をひきつけたりする

ことによって相手に働きかける。例）お店屋さんごっこ

をしている子が，「いらっしやいませ｡」と店員の役で声

をかけることにより，暗黙的に自分の活動内容を提示す

る。作っている土だんごを見せる。「昨日，○○へ行った｡」

と話しかける。相手が近くに来ただけで，「入つちやだめ｡」

と言う。歩いている仲間の背後から抱きつく。

(5)呼びかけ・あいさつ：呼びかけや，あいさつをする

がそれ以上のことは何も言わない。（呼びかけやあいさつ

は，明示的方略と暗黙的方略の中間的な位置にあると考

えられるが，本研究では暗黙的な方略により近いものと

して，別にカテゴリーを設定した｡）例）「おはよう｡」「○

○ちゃん｡」

相手の活動へ

相手の活動へ働きかける。

(6)明示的：明示的に相手の活動への仲間入りを求める，

自分が相手の活動に仲間入りしたい意志を伝える。例）「い

れて｡」

(7)暗黙的：明示的に相手の活動に入る手続きを踏まず

に，相手の活動に関連した行動で，暗黙的に相手の活動

へ参加する。例）お店屋さんごっこをしている所へ，「く

ださい｡」と客になって参加する。

(8)質問：相手のしていることを質問する。（この種の質

問は，何をしているのか説明を求めるものであり，しか

も相互作用はルーティン的な側面を持つが，相手とその

後も相互作用をしたいのかどうかは明確に表れていない。

そこで，本研究では明示的方略と暗黙的方略の中間に位

置するものとして定義付ける｡）例）「何してるの？」

(9)模倣・ついて行く：相手の動きを模倣したり，相手

について行ったりする。例）とびはねている仲間のまね

をしてついて行く。

相手の反応

(1)承認：働きかけを承認する反応をする。例）「いれて｡」

と言って仲間入りを求める→「いいよ｡」と承認。

(2)見るだけ：目を向けて相手を見るが，何も言わない。

例）士だんごを見せるが，相手は見るだけで何も言わな

い。

(3)拒否：働きかけを拒否する反応をする。身振りや表

情で嫌がるそぶりを見せる場合も含む。例）「いれて｡」

→「だめ｡」と言って拒否。

(4)反応なし：働きかけに気付かない，あるいは無視す

るなど，何の反応もしない。例）名前で呼びかけても気

付かず，返事が返ってこない。

相互作用の結果

(1)集団・２者関係の成立

１－１相互作用あり：相互作用のある活動が成立する。

例）「いれて｣→｢いいよ｣→役決め後ままごと。

１－２同調行動：同じ物を持つ，同じ動作をする，同じ言

葉を発するなどして，一緒の活動をしているが，相互作

用のない状態。例）「お－！」というかけ声を出しながら

走っている子の後ろを，同じように声を出しながらつい

て行く→気付かれない→同じ動作をし，同じ言葉を発し

ているが，相互作用なし。

(2)集団・２者関係の不成立

相手に拒否される，または反応がない，あるいは承認

されても働きかけた本人が結局その活動に参加しないこ

とによって，集団・２者関係が不成立となる。例）「いれ

て｣→｢だめ｣→去る

結果と考察

仲間との相互作用を開始する方略を検討したところ，

様々なものが見出され，９方略に分類可能であった。各時

期における９方略の生起数はTable3に示す。このことは

予測(1)を支持する。以下，仲間との相互作用の開始場面

について３歳児と４歳児の発達的変化を検討する。

分析１：方略の発達的変化

以下の３点について，４時期の比較をおこなった。
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erman,＆Stein,1990;Uzgiris,1991）が，その後次第に

言葉(Holmberg,1980)が重要な役割を果たすようになる

と指摘されることから，その発達的変化を捉えるため「模

倣方略」は「明示的方略」「暗黙的方略」に含めず，別個

に取り出して検討した。各時期における「明示的方略」「暗

黙的方略」「模倣方略」の生起数と各セルの調整された残

差はTable2に示す。

４時期×３方略によるｘ２検定の結果，生起数の偏りは

有意であった（ｘ２(6)＝204.659,ｐ〈､01)。全時期を通じ，

各時期内で３方略を比較すると最も多いのは暗黙的方略

であった。残差分析の結果，他の時期と比べて，３歳１期

で暗黙的方略が少なく，模倣方略が多かった。３歳２期で

明示的方略が少なく，暗黙的方略が多かった。４歳１期で

暗黙的方略が多く，模倣方略が少なかった。４歳２期で明

示的方略が多く，暗黙的方略，模倣方略が少なかった。

したがって，模倣について予測(2)は支持されるが，明示

的方略，暗黙的方略については予測(3)を支持しなかった。

予測(3)については，次の(3)９方略における比較において

さらに検討する。

(3)９方略における比較

９方略（新しい活動へ．明示的/新しい活動へ．暗黙的／

自分の活動へ．明示的/自分の活動へ．暗黙的/呼びかけ

･あいさつ/相手の活動へ．明示的/相手の活動へ．暗黙的／

質問/模倣・ついて行く）について，４時期の比較をおこ

なった。なお，「相手の活動へ．明示的方略」のうち，「い

れて」という明示的仲間入り方略の占める割合は，３歳１

期93％，３歳２期82.4％，４歳１期92.7％，４歳２期99.1％

であった。全方略に対する「いれて」の使用率は，３歳１

期8.0％，３歳２期5.2％，４歳１期10.9％，４歳２期19.8％

であった。「いれて」は幼稚園における明示的な仲間入り

ルールであり，その使用は増加すると考えられる。その

ため以下，相手の活動へ．明示的方略の中でも定型的な

(1)新しい活動へ，自分の活動へ，相手の活動へ，の３

つの開始場面における比較

各時期における，３つの開始場面（新しい活動へ/自分

の活動へ/相手の活動へ）について，４時期×３つの開始

場面によるｘ2検定の結果，生起数の偏りは有意であり（ｘ２

(6)＝55.493,ｐ〈､01)，残差分析の結果，以下のことが見

出された。各時期における，「新しい活動へ」「自分の活

動へ」「相手の活動へ」における生起数と各セルの調整さ

れた残差はTablelに示す。

他の時期と比べて，３歳1期で相手を新しい活動へ誘う

ことが多く，３歳２期で相手の活動へ働きかけることが多

く，自分の活動へ相手をひき込むことが少なかった。３

歳１期から３歳２期にかけて，次第に仲間の行動への関

心が高まってきたことが示唆される。また，３歳１期，３

歳２期，４歳１期の各時期内において３場面を比較すると

最も多いのは相手の活動へ働きかけることであったが，

4歳２期で他の時期と比べてその働きかけは少なく，自分

の活動へ相手をひき込むことが多かった。仲間との相互

作用が増加し，お互いに知り合ってきた結果，一緒に活

動したい仲間が生まれ(Ladd,Prince,＆Hart,1990;高

橋,1984;才賀・渡辺,1994)，自分がやりたいこともはっ

きりしてきたことがその一因であろう。つまり，自分が

やりたい活動を，一緒にやりたい相手を自分にひきつけ

ておこなうことが増加したと考えられる。

(2)明示的方略，暗黙的方略，模倣方略における比較

各時期における，「明示的方略」（新しい活動へ．明示

的/自分の活動へ．明示的/相手の活動へ．明示的)，「暗

黙的方略」（新しい活動へ．暗黙的/自分の活動へ．暗黙

的/呼びかけ・あいさつ/相手の活動へ．暗黙的)，「模倣

方略」（模倣・ついて行く）について，４時期の比較をお

こなった。なお，仲間との相互作用成立において，２，３

歳期までは模倣(Eckerman,Davis,＆Didow,1989;Eck‐

Table２各時期における，朔示的方略ノノ暗黙的方略ノ

ノ模倣方略ﾉの生起数と各セルの調整された残
差

各時期における，噺しい活動ヘノ「自分の活動

ヘノ術手の活動ヘノにおける生起数と各セル
の調整された残差

Ｔａｂｌｅｌ

378(61.5）

-6.907*＊

390(79.4）

3.970*＊

659(79.2）

5.509*＊

344(67.1）

-2.958*＊

107(17.4）615(１００．０）

１１．１１７*＊

４４（9.0）491(１００．０）

1.579

１６（1.9）832(100.0）

-7.339*＊

１２（2.3）513(100.0）

-4.860*＊

模倣
方略

暗黙的
方略

明示的
方略

相手の
活動へ

新しい
活動へ

自分の
活動へ
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3歳１期７０(10.7）
4.455*＊

3歳２期３５（6.5）
-0.398

4歳１期５０（5.4）
-2.158*＊

４歳２期２９（5.2）
－１．７９１

330(50.6）

-1.525

330(61.3）

4.232*＊

507(55.1）

1.431

253(45.3）

-4.234*＊

注．上段：生起数，（）内の数字は％・下段：残差。＊やく.０１

暗黙的方略に「相手の活動へ．質問」は含まれない。

注．上段：生起数，（）内の数字は％･下段；残差。翻＜０１

３歳１期130(21.1）

0.496

３歳２期５７(１１．６）

-5.427*＊

４歳１期157(18.9）

－１．３８２

４歳２期157(30.6）

6.420*＊

652（100.0）

559（１００．０）

252(38.7）

-0.751

173(32.2）

－４．１０６*＊

363(39.5）

-0.341

277(49.5）

5.240*＊

538（100.0）

920（100.0）
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ものとして別に議論していく。各時期における，「方略」

の生起数と各セルの調整された残差はTable3に示す。

４時期×９方略によるＸ2検定の結果，生起数の偏りは

有意であった（ｘ２(24)＝352.941,ｐ〈､01)。全時期を通じ，

各時期内で９方略の生起数を比較すると「自分の活動へ．

暗黙的」「相手の活動へ．暗黙的」方略が多かった。残差

分析の結果，他の時期と比べて，３歳１期で明示的に仲間

を新しい活動へ誘うことや，仲間の模倣が多かった。

３歳２期で自分の活動へ暗黙的方略を用いて働きかけ

ることは少なく，相手の活動へ暗黙的方略を用いて参加

することが多かった。次第に仲間の行動に対する関心が

高まり，仲間と同じ活動をしようとすることの増加が示

唆される。また，相手の活動へ明示的方略を用いて働き

かけることは少なく，「いれて」という決まり切った明示

的な仲間入りルールはまだそれほど定着していないと考

えられる。

４歳１期で相手の活動へ暗黙的方略を用いて働きかけ

ることが多く，仲間の模倣は少なかった。

４歳２期で自分の活動へ暗黙的方略を用いて働きかけ

ることが多かった。これは，お互いに知り合ってきた結

果，一緒に遊びたい仲間を自分の活動へ誘い入れる，自

分に注意をひきつけることが増加するためであると考え

られる。また，相手の活動へ明示的な方略を用いて参加

することも多かった。「相手の活動へ．明示的」方略に対

する「相手の反応」について，時期による比較をおこな

った結果（４時期×３反応によるｘ2検定)，３歳１期で拒

否が多く，３歳２期で承認が少ないが，４歳１期で拒否が

少なく，４歳２期で承認が多かった（3歳１期；承認56.1％，

拒否24.6％，見るだけ＋反応なし19.3％，３歳２期；承認

45.7％，拒否17.1％，見るだけ＋反応なし37.1％，４歳１

期；承認67.6％，拒否6.3％，見るだけ＋反応なし26.1％，

４歳２期；承認72.5％，拒否11.9％，見るだけ＋反応なし

15.6％，ｘ２(6)＝20.704,ｐ〈､01)。したがって，４歳1期

から２期にかけて次第に「いれて」「いいよ」という仲間

入りの決まり切った言い回しを多く使用するようになる

ことが示唆される。それに伴い，「いれてって言った？」

と確認することも見られるようになり，相手の活動に関

連した暗黙的な働きかけをすることは減少したと言える。

以上より，明示的方略には，「いれて」という決まり切

った言い回しである定型的な仲間入りルールと，非定型

的な方略とが含まれ，特に定型的な「いれて」は４歳１

期から２期にかけて増加することが見出された。非定型

的なものは減少，または明瞭な増減を示さなかった。暗

黙的方略については，自分の活動に関するものは増加し，

予測(3)を支持した。しかし，相手の活動に関するものは

｢いれて」という定型的な仲間入りルールの定着とともに

減少し，予測(3)を支持しなかった。

分析２：方略，相手の反応，相互作用の結果の流れ

仲間への働きかけに対する相手の反応，そしてその結

果どのような状態に至っているのかについて，(1)相手の

反応，相互作用の結果の時期的変化，(2)方略別，相手の

反応，相互作用の結果の流れにおける年齢による変化を

検討した。

(1)仲間への働きかけに対する「相手の反応」及び「相

互作用の結果」

各時期における，「相手の反応｣，「相互作用の結果」の

生起数と各セルの調整された残差はＴａｂｌｅ４に示す。

1-1相手の反応

４時期×４反応によるｘ2検定の結果，生起数の偏りは

有意であり（Ｘ２(9)＝51.121,Ｐ〈､01)，残差分析の結果，

他の時期と比べて３歳１期で承認，拒否が少なく，反応

なしが多かった。３歳２期で見るだけが少なく，反応なし

が多かった。４歳１期で拒否が多く，反応なしが少なかっ

た。４歳２期で承認，見るだけが多く，反応なしが少なか

った。

1-2相互作用の結果

４時期×３結果によるｘ2検定の結果，生起数の偏りは

有意であり（X2(6)＝118.779,ｐ〈.01)，残差分析の結果，

Table３各時斯における，／方.脇の生起数と各セルの調整された残差

新しい活動へ 自分の活動へ 相手の活動へ

明示的暗黙的明示的暗黙的顎碧考明示的暗黙的質問っ僻〈計
3歳１期６２（9.5）

5.152*＊

3歳２期２２（4.1）

1.614

4歳１期３９（4.2）

-2.084＊

4歳２期２４（4.3）

－１．４１５

８（1.2）

－０．４００

１３（2.4）

2.287＊

１１（1.2）

-0.611

５（0.9）

－１．１１９

１１（1.7）

0.177

１（0.2）

-2.938*＊

９（1.0）

－１．８８３

２２（3.9）

4.909*＊

198(30.4）

-0.745

140(26.0）

-3.086*＊

286(31.1）

－０．３７１

218(39.0）

4.263*＊

４３（6.6）

－０．１７５

３２（5.9）

－０．８２４

６８（7.4）

0.967

３７（6.6）

－０．１３３

注．上段：生起数，（）内の数字は％・下段：残差。＊ｐ〈､０５＊*ｐ〈.0１

５７（8.7）

-2.664*＊

３４（6.3）

－４．３１４*＊

１０９(１１．８）

0.228

111(19.9）

6.800*＊

129(19.8）

-4.577*＊

205(38.1）

6.707*＊

294(32.0）

4.473*＊

８４(15.0）

-7.004*＊

３７（5.7）

-2.674*＊

４７（8.7）

0.539

８８（9.6）

1.912

４６（8.2）

0.059

１０７(16.4）652(100.0）

11.396*＊

４４（8.2）538(１００．０）

1.527

１６（1.7）920(100.0）

-7.441*＊

１２（2.2）559(100.0）

-4.848*＊
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Table４各時期における，術手の反応ﾉ，「祖互作爾の結果」の生起数と各セルの調整された残差

他の時期と比べて３歳1期で相互作用ありが少なく，同

調行動が多かった。３歳２期で有意差はなかった。４歳1

期で相互作用ありが多く，同調行動が少なかった。４歳

２期で相互作用ありが多く，同調行動が少なかった。

したがって，３歳児から４歳児にかけて，次第に相手の

反応がない状態は減少し，相手から承認される，あるい

は見られることが増加する。相手の反応を受けたその後

の結果の状態として，３歳児で相互作用はないが一緒にそ

ばにいるという同調行動が多いがそれは次第に減少し，

相互作用のある状態が増加すると言える。このことは予

測(4)を支持する。

(2)方略別，「相手の反応｣，「相互作用の結果」の流れ

「明示的方略」「暗黙的方略」「模倣方略」（分類は分析

ｌの(2)に準ずる）について，方略別に「相手の反応｣，「相

互作用の結果」の流れを比較検討した。上記(1)より，相

手の反応と相互作用の結果の流れは，大きく３歳児と４

歳児の変化で捉えられることが見出されたため，時期別

ではなく，３歳児と４歳児において比較検討した。各年齢

における，「明示的方略」「暗黙的方略」「模倣方略」に対

する「相手の反応」「相互作用の結果」の生起数と各セル

の調整された残差はＴａｂｌｅ５に示す。

2-1明示的方略

「相手の反応」については,２年齢×４反応によるｘ2検

定の結果，生起数の偏りは有意傾向であり（x2(3)＝7.488,

.05〈ｐ〈.10)，「相互作用の結果」については，２年齢×３

相互作用の結果によるｘ2検定の結果，生起数の偏りは有

意であり（x2(2)＝36.569,ｐ〈､01)，残差分析の結果，以

下のことが見出された。３歳児，４歳児ともに各年齢内で

４反応を比較すると承認が最も多かったが，４歳児は３歳

児と比較して承認されることが多かった。その結果，４歳

相互作用の結果相手の反応

児では相互作用のある活動が成立することが多いが，３歳

児では相互作用のある活動が成立することは少なく，不

成立，もしくは同調行動が多かった。したがって，年齢

とともに明示的方略に対して相手から承認され，その結

果，相互作用のある活動が成立することが増加すると言

える。

2-2暗黙的方略

「相手の反応」については，２年齢×４反応によるＸ2検

定の結果，生起数の偏りは有意であり（x2(3)＝21.322,

p〈.０１)，３歳児，４歳児ともに，各年齢内で４反応を比較

すると承認が最も多かった。残差分析の結果，３歳児は４

歳児と比較して相手の反応がないことが多く，４歳児は見

る，拒否という反応が多かった。「相互作用の結果」につ

いては，２年齢×３相互作用の結果によるＸ２検定の結果，

有意差は見出されなかった（x2(2)＝4.519,〃.s､）

また，明示的方略と暗黙的方略をそれぞれの年齢にお

いて比較すると，「相手の反応」については，暗黙的方略

は明示的方略と比較して３歳児で見るだけ，反応なしが

多く，拒否が少なく（X2(3)＝13.894,Ｐ〈.０１)，４歳児で

承認が少なく，見るだけ，反応なしが多かった（x2(3)

＝31.035,ｐ〈.01)。同様に「相互作用の結果」について

は，暗黙的方略は３歳児で相互作用ありが多く，不成立

が少なく（x2(2)＝7.496,ｐ〈.05),４歳児で相互作用ありが

少なく，同調行動が多かった(X2(2)＝20.901,Ｐ〈.０１)。

これらの結果はまず，暗黙的方略の性質を反映してい

ると言える。つまり，３歳児，４歳児において，相手と相

互作用を求めていることが直接的に表されていない暗黙

的な働きかけに対して即答が難しく，見るだけ，あるい

は反応を返さないことも多いと考えられる。

また，「いれて」「いいよ」という定型的な仲間入りル

注．上段：生起数，（）内の数字は％・下段：残差。＊β〈､０５＊*p〈.０１

集団／２者関係の

不成立

集団／２者関係の

成立

４歳２期

４歳１期

相互作用同調行動計あり
応
し

反
な

見る

だけ
計拒否承認

相手の反応は，複数反応の場合あり。

３歳２期

216(33.1）

－５．１０７*＊

230(42.8）

0.553

413(44.9）

2.424＊

254(45.4）

２．０１６＊

268(41.1）652(100.0）

－１．８６０

226(42.0）538(100.0）

-1.171

420(45.6）920(100.0）

1.903

267(47.8）559(１００．０）

1.882

168(25.8）

9.903*＊

８２(15.2）

０．８９

８７（9.5）

-4.953*＊

３８（6.8）

-5.550*＊

３歳１期 273(41.8）653(100.0）

5.085*＊

202(37.5）539(100.0）

２．１１４＊

275(29.7）926(100.0）

-3.133*＊

151(26.9）561(100.0）

-3.787*＊

６０（9.2）

-2.344＊

６５(12.1）

0.243

128(13.8）

2.411＊

６２(１１．１）

－０．５８４

６５(10.0）

－０．８２４

４５（8.3）

-2.070＊

９９(１０．７）

－０．１６２

８１(14.4）

3.098*＊

255(39.0）

-2.804*＊

227(42.1）

－０．８７４

424(45.8）

1.519

267(47.6）

2.045＊
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Table５各年齢における，朔示的方略ノ／暗黙的方略ノ／模倣方略ノに対する，
術手の反応ﾉ，′相互/f朔の結果ノの生起数と各セルの調整された残差

方略 相手の反応 相互作用の結果

集団／２者関係の

成立

集団／２者関係の

不成立

ホＷ同調行動承認見るだけ拒否反応なし 計 計

３歳児９２(48.9）

明示的-2.436＊

方略４歳児191(60.1）

2.436＊

３歳児333(43.3）

暗黙的－０．０１６

方略４歳児436(43.3）

0.016

１０（5.3）

-0.447

２０（6.3）

0.447

７６（9.9）

-2.634*＊

141(14.0）

2.634*＊

３２(17.0）

1.706

３７(11.6）

-1.706

７７(10.0）

-2.604*＊

142(14.1）

2.604*＊

５４(28.7）

1.696

７０(22.0）

-1.696

283(36.8）

3.699*＊

287(28.5）

-3.699*＊

188(100.0）

318(100.0）

769(100.0）

1006(100.0）

６１(32.6）

-4.741*＊

171(54.5）

4.741*＊

２７(14.4）

4.851*＊

９（2.9）

-4.851*＊

９９(52.9）

2.228＊

134(42.7）

-2.228＊

187(100.0）

314(100.0）

768(１００‘O）

1003(100.0）

模倣３歳児１９(12.6）１７(11.3）９（6.0）106(70.2）151(１００．０）

方略４歳児６(21.4）４(14.3）ｌ（3.6）１７(60.7）２８(100.0）

335(43.6）

、.ｓ、

431(43.0）

ｎ.ｓ、

２３(15.2）

８(28.6）

９３(12.1）

、.ｓ、

９３（9.3）

、.ｓ・

'１８(78.1）

15(53.6）

340(44.3）

、.ｓ、

479(47.7）

ｎ.ｓ･

１０（6.6）

５(17.9）

151(100.0）

２８(100.0）

注．上段：生起数，（）内の数字は％・下段：残差。空白セルは統計不可。＊ｐ＜､０５＊*ｐ＜,０１
暗黙的方略に「相手の活動へ．質問」は含まれない。相手の反応は，複数反応の場合あり。

－ルとの関連も考えられる。つまり，まだそれが定着し

ていない３歳児においては，「いれて」と言っても承認さ

れるとは限らず，相互作用のある状態に至ることが少な

い。したがって，明示的方略と比較して暗黙的方略の方

が，相互作用のある状態に至ることが多いと考えられる。

一方，定型的仲間入りルールを多く使用するようになる

４歳児においては，「いれて」と言うと，「いいよ」と承

認され，その結果，相互作用のある活動が成立すること

が多かった（分析ｌ(3)，分析２(2)2-1参照)。そのため

逆に，明示的方略を使用しない場合には相手から拒否さ

れたり，同調行動という状態に至ったりすることも多い

と考えられる。

2-3模倣方略

模倣方略が４歳児で減少し，期待値が５以下のセルが

20％以上になるため，ｘ2検定が不可能であった。ただし，

傾向としては，３歳児は４歳児と比較して，相手の反応が

ないことが多く，同調行動という状態に至ることが多か

った。３歳児において，仲間と同じ行動をすることを楽し

んでいるという特徴（久保田，1973;津守,1980）が強く

表れた結果であると考えられる。

総合的考察

仲間との相互作用のきっかけ（予測(1)）

予測(1)を支持し，仲間との相互作用を開始する様々な

方略が見出された。本研究の枠組みは，遊び集団の有無

に関わらず，また仲間入り場面，ごっこ遊び場面（Sawyer，

1997）などある特定の場面に限定することなく，幼児が

自由に活動している場面全体を幅広く扱うことができる。

幼児が仲間との相互作用を開始する様子を捉える上で有

効な視点となるだろう。

仲間との相互作用の開始場面の流れ

仲間入り場面において，方略だけではなく，その後の

遊び集団への統合過程を含めて検討した研究（倉持，1994）

はあるが，仲の良い集団を対象として，仲間入り側の子

どもを後から連れて行くという設定場面である。状況が

制限されてしまう設定場面がそのまま自然場面に適用で

きるとは限らない。本研究は，幼児の自由遊び場面にお

ける相互作用の開始場面について，方略，相手の反応，

そしてその結果に至るまでを考慮し，相互作用の開始場

面を流れとして捉えることができた。保育において幼児

の仲間との相互作用を援助する上で重要な手がかりとな

るだろう。

３歳児と４歳児の発達的変化（予測(2)，(3)，(4)）

仲間との相互作用の開始場面について，３歳児から４歳

児まで同一クラス（転入，転出，新入園あり）２年間にお

ける発達的変化を検討した。

３歳１期で，仲間の模倣が多く，その結果仲間との相

互作用というより，仲間と同じようなことをしながら一

緒にいる状態が多かった。これは久保田（1973）や津守

(1980）の指摘と一致する。そのような状態は次第に減少

し，相互作用のある活動の成立が増加した。これらは予

測(2)，(4)を支持した。

３歳２期になると，相手の活動へ暗黙的方略を用いて

働きかけることが増加した。仲間の行動に対する関心の
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高まり，仲間との活動の増加（Garvey,1990;斉藤・木下

・朝生,1986;高橋,1984）により，仲間の活動内容を見

極め，それに合う働きかけができるようになったことが

考えられる。さらに，言語発達とともに言葉による相互

作用が増え（Garvey，1984;Mueller,Bleier,Krakow，

Hegedus,＆Coumoyer,1977)，様々 な表現を用いて仲

間に働きかけることが可能になることも挙げられる。

４歳1期は，３歳２期と同様に，相手の活動へ暗黙的な

方略を用いて働きかけることが４歳２期より多かった。

模倣は４歳２期と同様に，３歳２期より少なかった。相互

作用の開始方略の変化において，ちょうど３歳２期から

４歳２期への移行の時期と言える。

４歳２期になると，「いれて」「いいよ」という定型的

な仲間入りルールを多く使用し，その結果，相互作用の

ある活動が成立するという流れが増加した。それに伴っ

て相手の活動に関連した暗黙的な方略を用いて働きかけ

ることは減少した。一方，一緒に活動したい仲間（Ladd，

Prince,＆Hart,1990;高橋,1984;才賀・渡辺,1994）に

対し，自分の活動へ暗黙的な方略を用いて働きかけるこ

とが増加した。これらのことから，３歳児から４歳１期に

かけて増加してきた暗黙的方略は４歳２期で減少し，明

示的方略の割合は再び増加し，予測(3)を支持しなかった

と考えられる。

明示的方略と比較すると，暗黙的方略に対しては，４歳

児においても相手の反応は見るだけで，相互作用のある

活動が成立しない場合も多かった。「いれて」「一緒に遊

ぼう」などの明示的方略に対しては，ルーティン的に「い

いよ」「だめ」という反応が返される。ルーティン的な相

互作用の成立は比較的容易である（無藤，1997）が，暗

黙的方略に対しては多様な反応が可能であり，即答が難

しいことも多いと考えられる。

本研究では，３歳児と４歳児の年齢差を検討したが，仲

間への働きかけにおける個人差の検討が残されている。

また，友達同士であると仲間入りの成功率が高い（Saw‐

yer,1997;Shibasaka,1988)ことも指摘されており，今

後５歳児まで継続して追跡し，友達関係の影響を考慮す

ることが必要である。さらに，遊びの種類によって仲間

への働きかけが異なることも考えられる。暗黙的方略に

ついては，全ての時期において最も多く使用されており，

多様なものを含んでいるため，細分化してその内容を詳

しく吟味することが必要である。幼児の仲間との相互作

用において保育者の役割も欠かせず，今後の課題として

残される。
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Howdochildreninitiateinteractiｏｎｓｗｉｔｈｐｅｅｒｓ？Preschoolers’freeplaybehaviorwasobservedusinga
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becamemorefamiliarwiththerulesofentryintopreschoolplay．
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幼児の描画行動に関する発達的研究：

描画対象に関する知識は視覚的リアリズムを妨げるか？

田口雅徳
(広島大学教育学研究科）

本研究では，幼児の描画特性である知的リアリズム反応の原因として，知っている'情報を伝えようと

する子どもの積極的意図があると仮定し，その検討をおこなった。被験児は４歳から６歳までの幼児

169名であった。被験児の描画対象に関する知識量を操作するため，描画前に描画対象である人形につ

いて描く部分（背面）しか見せない条件（部分条件）と，人形の全体を見せる条件（全体条件）の２条

件を設定した。描画時にはどの被験児にも人形の背面側を呈示し，それを見えているとおりに描くよう

教示した。結果から，５歳児においては全体条件より部分条件の方が見えどおりの描画が多いことが示

された。また，見えどおりの描画は，部分条件では加齢にともない増加する傾向が見られ，一方，全体

条件では４歳から５歳にかけて減少し，５歳から６歳にかけて増加した。さらに，見えどおりではない

描画反応を，対象固有の情報が反映されているかどうかという観点から２カテゴリに分類し，その発達

的変化を検討した。その結果，４歳児では対象の標準型を描く反応が多く，加齢に伴い対象固有の情報

を伝達するようなコミュニケーション型の描画反応が多くなった。これらの結果から，５歳児以降で

は，描画対象固有の情報を考慮し，それを描こうとするために，知的リアリズムによる描画が生じてい

るのではないかと考察された。

【キー・ワード】幼児，描画行動，知識量，視覚的リアリズム，知的リアリズム

問題

幼児期・児童期の子どもは，大人とは異なる独特な描

画をおこなう。たとえば，子どもに把手のついたカップ

を把手が見えないように呈示し，それを描くよう教示す

ると，５歳から７歳頃までの子どもの多くは，カップに見

えないはずの把手をつけて描く（Freeman,＆Janikoun，

1972)。このように，子どもは対象について知っているこ

とを描き，実際には見えていない要素まで絵に描き込む

のである。このような子どもの描画特性を，Luquet

(1927/1979）は，見えどおりに描く大人の視覚的リアリ

ズム（visualrealism）に対し，子どもの知的リアリズ

ム（intellectualrealism）ととらえている。

Piaget,＆Inhelder(1966/1969）は，知的リアリズム

による描画の時期を，それ以前の総合能力の欠如の段階

から，その後にあらわれる視覚的リアリズムの段階へと

移行するまでの中間段階として位置づけている。つまり，

知的リアリズムは，前操作期の思考特性である事物のあ

る一面に注意を集中してしまい他の面を無視するという

中心化傾向のために生じ，視点の分化・協応が可能とな

ってはじめて視覚的リアリズムが出現するというのであ

る（DiLeo,1977/1999)。この見解に従えば，知的リア

リズムは，子どもの自己中心性や論理的操作の未熟さに

起因すると考えられる。

これに対して，Freeｍａｎ（1980）は，幼児期から児童

期の子どもは，描画対象の見えよりも，その対象の特徴

を最もよく表していると考えられる「標準型（canonicality)」

を優先して描こうとするために，知的リアリズムによる

描画があらわれると述べている。そして，こうした子ど

もの描画反応を，「標準型志向の産出上の誤り

(productionerrorinfavorofcanonicality)」とした。

たとえば，人物の標準型は正面からの見えを描いた場合

であり，また，車の標準型は横からの見えを描いた場合

である（Thomas,＆Silk,1990/1996)。Ｉｖｅｓ（1980）は，

おもちやの車を描画対象として，その向きをさまざまに

変えて子どもに呈示し，見えどおり描画するよう教示し

ている。その結果，車の向きにかかわらず，子どもが標

準的な向き（横向き）で描く傾向は持続したという。こ

のように，年少の子どもは，自分の今の見えとは関係な

く，対象が何であるかが分かるように，対象についてす

でに獲得している知識に基づき，そのステレオタイプを

描くようである（Ingram,1985)。

一方，幼児期や児童期の子どもでも，場面や教示によ

っては，見えるとおりに描画できることが明らかになっ

てきている。たとえば，Davis（1983）は，把手が見えて

いないコップと横に見えているコップを２個同時に呈示し，

見えどおりに描くよう教示した。その結果，対比効果に

よって５～６歳の子どもでも，コップを見えどおりに描く

ことができたという。また，Ｃｏｘ（1981）によれば，６歳

児に２個のボールを部分隠れの状態で呈示し，それを描か
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せると２個のボールを離して描く知的リアリズムによる描

画が見られるが，「警官に追われた泥棒が頭をちょっと出

して壁に隠れている」という文脈で，子どもに部分隠れ

を描かせると，正しく部分隠れの描画をおこなうことが

できたとしている。ただし，その後の研究で，描画場面

を文脈化しなくても，壁と人間のように，隠すものと隠

されるものが異なる物であれば，年少児でも部分隠れを

描けることが明らかになっている（Cox,1985;Light,＆

Foot，1986)。

Barrett,＆Bridson（1983）は，言語教示を，「これを

描いて｣，「正確に描いて｣，「描画中もよく見て正確に描

いて」とさまざまに変え，教示の明確さが描画に与える

影響を検討した。その結果，教示を明確にするほど，見

えどおりの描画が増加することが示唆された。また，Light，

＆Ｓｉｍｍｏｎｓ（1983）は，「どこから描いたか，後から絵

を見たほかの子が当てられるように描いてください」と

教示したところ，その効果が５歳児以降で見られたとして

いる。田中（1978）も，同様に教示の効果について検討し

ている。彼は，年中児と年長児を対象に，呈示されてい

るカップについてどういうふうに見えているかを描くよ

うに教示した。その結果，いずれの年齢群でも半数が，

見えない把手は描かなかったという。これについて田中

(1978）は，子どもが「カップを描く課題」として受けと

めるか，それとも「どう見えるかを描く課題」として受

けとめるかによって，結果が異なるのではないかと述べ

ている。このように，幼児期・児童期においても，場面

や教示によっては見えどおりに描画できることが示され

ており，こうした子どもの状況依存性は，Piaget,＆

Inhelder(1966/1969）が述べた移行期としての知的リア

リズムの特徴を示しているといえる。

さて，先に田中(1978）が示した「カップを描く課題か｣，

それとも，「どう見えるかを描く課題か」とは，課題の受

けとめ方，Flavell（1985）のいう課題の上位認知の問題

と見なすことができる。Lewis，Russell,＆Berridge

(1993）は，課題内容の理解が，描画課題の遂行に影響を

与えていることを示唆している。松村(1989）も，子ども

の描画は，何のために描くかという課題意識によって影

響されており，見えどおりに描こうとする意識は，６歳頃

から形成されるとしている。さらに，松村(1989）は，描

画によって子どもが他者に何を伝えようとしたかという

点について分析をすすめていく必要があると指摘してい

る。

これに関連して，八木・中窪(1986）は，子どもの写実

的描画能力の出現を抑えているものに，自分の知ってい

る情報を伝えようとする積極的意図があることを示唆し

ている。彼らは，まず，把手を見えないようにして置い

たカップを描画させ，次にその状態にもう１個のカップを

把手が見えるように併置して描画させ，最後に，再び把

手が見えないカップ１個のみの状態にして，それを描画さ

せた。また，この課題において見えないはずの把手を描

いた子どもに対し，その描画理由を尋ねた。その結果，

３つの課題のいずれにおいても，一貫して見えないはずの

把手を描いた子どもがおり，その中には，自分の知って

いる情報を伝えるため，意図的に把手を描いている子ど

もがいたと指摘している。

八木・中津(1986）が指摘するように，幼児期には知っ

ている情報を積極的に伝えるために，意図的に知的リア

リズムによる描画をおこなっているのだとすれば，描画

対象の呈示方法を変えることで，描画対象固有の知識量

を操作した場合には，その影響が描画結果にもあらわれ

ると考えられる。これまでのところ，このように子ども

の描画行動に，対象固有の知識量がどんな影響を与える

かについては，実証的に検討されてきていない。そこで，

本研究では，幼児の描画行動に描画対象に関する知識量

が及ぼす影響について発達的に検討する。すなわち，一

方の被験児には描画前に描画対象について描く部分だけ

しか見せないでおき，もう一方の被験児には，描画前に

描画対象全体をよく見せておく。このようにして描画前

の呈示方法を変えることで，提示されている描画対象固

有の知識量を操作すれば，幼児期では条件間で異なる結

果が見られると考えられる。描く部分しか見せていない

条件では，視覚的リアリズムによる描画が多く，他方，

描画対象の全体をよく見せている条件では，知っている

情報を示そうとして，知的リアリズムによる描画が多く

なると考えられる。さらに，松村(1989）が述べているよ

うに，６歳頃から見えどおりに描こうとする意識ができて

くるとすれば，６歳児では条件間の差は小さくなると予想

される。

また，八木・中濯(1986）の指摘する知っている情報を

伝えようとして生じた知的リアリズム反応と，Freeｍａｎ

(1980）の指摘する標準型志向による知的リアリズム反応

とでは，同じ知的リアリズムによる描画でも，その性質

は異なると考えられる。このことは，子どもの描画特性

(とくに，知的リアリズム）を，従来の見方ではなく，よ

り詳細にとらえていく必要があることを示している。本

研究では，この点についても検討する。すなわち，知的

リアリズムによる描画には，２つのタイプがあると考えら

れる。１つは，Freeｍａｎ(1980）のいう標準型志向の知的

リアリズム反応である。子どもは，たとえば，「カップと

いえば，こういうものだ」というように，ある対象につ

いて，それまでに得た知識から規範的な内的モデルを形

成しており，その内的モデルがほとんど自動的に絵にあ

らわされる場合，このような標準型の描画反応になると

思われる。一方，八木・中津(1986）のいう知的リアリズ

ムによる描画は，対象固有の情報を伝えようと意図した

コミュニケーション型の描画反応だと考えられる。これ
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らの反応は年齢によってその出現傾向が異なり，年少の

子どもでは標準型の描画反応が多く，加齢に伴いコミュ

ニケーション型が多くなると予想される。この点を，知

的リアリズムによる描画を発達的に分析することにより

明らかにする。

以上より，知的リアリズムによる描画があらわれる原

因の1つとして，知っていることを示そうとする意図があ

ると仮定した場合，描画対象について描く部分しか見せ

ない条件では，視覚的リアリズムによる描画が多くあら

われ，さらにそれは加齢に伴い増加していくことが予想

される。一方，描画対象の全体を見せる条件では，知的

リアリズムによる描画が多くあらわれると考えらる。そ

して，６歳頃から見えどおりに描こうとする意識ができる

とされていることから，６歳児では他の年齢群に比べて条

件間で反応の差が小さくなると予想される。そこで，本

研究では以下の２つの予想を立てた。

(1)課題意識ができる６歳児では，４歳児および５歳児に

比べて，見えどおりの描画反応の条件差が有意に小

さくなるだろう。

(2)描画対象について描く部分しか見せない条件では，

加齢にともない見えどおりの描画が増加し，対象全

体を見せる条件では，課題意識ができるとされる６歳

頃から課題条件の影響を受けなくなり，４．５歳児に

比べ見えどおりの描画が増加するだろう。

また，知的リアリズムによる描画にも２つのタイプ

があり，加齢に伴って変化していくと考えられるこ

とから次のような予想も立てた。

(3)呈示された対象ではなく自分の持つ規範的な内的モ

デルに基づいて描画をおこなった場合，その反応を

標準型，対象の情報を伝えようとして描画をおこな

った場合，その反応をコミュニケーション型と定義

すると，加齢にともない後者が多くなるだろう。

方法

1．実験計画

描画対象の呈示条件と年齢の２要因配置計画で，呈示条

件は対象の全体を見せる条件（以下，全体条件）と，描

く部分しか見せない条件（以下，部分条件）の２水準，年

齢は４歳，５歳，６歳の３水準であった。呈示条件，年齢

とも個人間変数であった。

2．被験児

被験児は幼稚園および保育園の園児，合計169名。被験

児を年齢別に３群に分けた。さらに，各年齢群を呈示条件

別に２群に分けた。被験児の抽出および条件への分け方は，

無作為であった。各条件の被験児の詳細は，つぎのとお

りであった。

①４歳児群

４歳児部分条件：４歳０カ月から４歳１１カ月までの園児，

前面図背面図

Figurel呈示物（人形ノ

２８名（男児１５名，女児１３名，平均年齢４歳５カ月）

４歳児全体条件：４歳０カ月から４歳１１カ月までの園児，

２７名（男児１２名，女児１５名，平均年齢４歳６カ月）

②５歳児群

５歳児部分条件：５歳０カ月から５歳１１カ月までの園児，

２８名（男児１５名，女児１３名，平均年齢５歳５カ月）

５歳児全体条件：５歳０カ月から５歳１１カ月までの園児，

２８名（男児１３名，女児１５名，平均年齢５歳４カ月）

③６歳児群

６歳児部分条件：６歳０カ月から６歳５カ月までの園児，

２９名（男児１４名，女児１５名，平均年齢６歳２カ月）

６歳児全体条件：６歳0カ月から６歳５カ月までの園児，

２９名（男児１４名，女児１５名，平均年齢６歳１カ月）

3．実験場所

各幼稚園，保育園の教室内。

4．実験材料

描画対象木製で，こけし形の人形（Figurel参照)。

高さは，150ｍｍ（胴体９５ｍｍ，顔55ｍｍ）で，胴体の

直径は３５ｍｍ，顔の直径は50ｍｍであった。髪は黒色

の刺繍糸でできており，横からうしろにかけて，髪の長

さが６０～８０ｍｍとなるようにそろえた。前髪は，眉か

ら８ｍｍの高さでそろえた。また，目，口，鼻，眉は，

黒色のシールでできており，目は直径５ｍｍの円形，口，

鼻，眉は幅が２ｍｍの棒状で，長さはそれぞれ７ｍｍ，

8ｍｍ，１４ｍｍであった。顔は表’情のないものにした。

これは，実験条件を統制するためであった。

描画材料Ａ４判画用紙，鉛筆，消しゴム。

5．手続き

実験は個別法でおこなわれ，実験時間は一人１０～１５分

程度であった。課題をおこなう際，実験者と被験児は，

机をはさんで向かい合ってすわり，机の上には描画対象

が，子どもの目線に合うように配置された。描画対象の

呈示方法が条件により異なるので，条件別にその手続き
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定をおこなった結果，交互作用が見られた（x2＝8.21,〃

＝２，ｐ＜､05)。

各年齢における条件差交互作用が見られたことから，

各年齢における条件の単純主効果について検討した。そ

の結果，５歳児において条件間に有意差が見られた（x2＝

13.35,〃=１，ｐ＜０１)。５歳児の反応を見ると，背面画

の出現率は，部分条件では68％であり，一方，全体条件

では２１％であった。５歳児では，描画対象の全体を見て

いる被験児よりも，描く部分しか見ていない被験児の方

が，背面画を多く描いていた。一方，４歳児と６歳児にお

いては，条件間に有意差は見られなかった。４歳児の場合，

条件間で背面画の出現率に差はほとんどなく（部分条件：

43％，全体条件：４９％)，４歳児では，条件に関わらず背

面画を描く被験児と，前面画を描く被験児とがほぼ半数

ずついることが示された。６歳児においては，背面画の出

現率は部分条件で７２％，全体条件で５２％となり，各条件

とも半数以上の被験児が背面画を描いていた。６歳児にな

ると，描画対象の呈示条件によって結果が左右されるこ

を述べる。

5-1）部分条件部分条件の被験児には，課題において人

形の顔や前面が見えないように実験条件を統制した。そ

の後，「ここにこんなものがあります」といって被験児に

人形の背側だけを呈示し，その呈示状態のまま「それで

は，これを，○○ちゃんから見えるとおりに描いてくだ

さい」と教示した。

5-2）全体条件全体条件の被験児には，描画前に人形の

顔や前面を見せるようにした。すなわち，まず，部分条

件と同様に「ここにこんなものがあります」といって，

被験児に人形の背側を呈示する。そして，「これからこれ

を回すからよく見ていてください」と教示し，人形をゆ

っくり２回転させ，顔を含め人形全体を被験児に見せる。

その後，再び人形の背側を向けて呈示し，「それでは，こ

れを，○○ちやんから見えるとおりに描いてください」

と教示した。

どちらの条件でも，被験児が人形に触れようとしたり，

席をたって人形の顔を見ようとした場合には，「これには

さわらないで描こうね｣，あるいは「席から動かないで描

いてね」といった教示を与えた。また，被験児に「わか

らない｣，「描けない」といった反応が見られた場合には，

｢間違いはないのだから，○○ちやんの思うとおりに描け

ばいいのだよ」といって，反応を促した。

さらに，描画課題終了後，補助質問として各被験児に，

描いた絵についてどうしてこのように描いたかという理

由を尋ねた。

結 果

1．描画反応の分類

Luquet（1927/1979）の発達理論に基づいて分類基準を

設定し，得られたすべての描画反応を，まず，前面画か

背面画かのいずれかに分類した。分類基準をＴａｂｌｅｌに

示した。反応の分類は，実験者も含めて心理学専攻の大

学院生３名により独立におこなわれた。３名による分類の

一致率は96.4％であった。不一致だった６例については，

３名の合議により分類を決定した。それぞれの描画の反応

例をFigure2に示した。

2．描画に知識量が与える影響

各条件における背面画の出現率を，年齢別にFigure3

に示した。要因計画に基づき背面画の出現率について，

呈示条件(２水準）×年齢(３水準)の角変換法によるｘ２検

Figure2各描画反応の例
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とはなく，描画対象についての知識量は描画反応に影響

を与えなかった。

各条件における発達的変化つぎに，各条件における年

齢の単純主効果について検定をおこなった。その結果，

各条件とも年齢の単純主効果が見られた（部分条件：ｘ２＝

5.99,ｆ"=2,Ｐ＜,０５；全体条件：Ｘ２＝6.99,./=2,Ｐ＜､05)。

そこで，ライアン法を用いて多重比較をおこなった結果，

部分条件では４歳児よりも５歳児と６歳児の方が背面画の

出現率が高い傾向が見られ（4-5歳間：ｘ２＝3.64,./=１，

P＜､１０；4-6歳間：Ｘ２＝5.21,〔I【/三１，ｐ＜,10)，加齢に伴

い背面画が増加する傾向があることが示された。

これに対し，全体条件の場合，４歳から５歳にかけて背

面画の出現率は有意に低下し（X2＝4.60,〃=１，β＜,０５)，

５歳から６歳にかけては，逆に，有意に高くなった（ｘ２

＝5.82,〃＝１，ｐ＜,05)。全体条件において，４歳児は半

数近くが背面画を描いており，その反応の出現率は５歳児

よりも高かった。一方，５歳児では背面画は減少し，５歳

から６歳にかけて再び背面画が増加していくことが示され

た。

3．前面画の分析

前面画の分類前面画について，対象固有の情報が反映

されていない描画（特徴把握のない描画）と，対象固有

の情報が反映されている描画（特徴把握のある描画）の

２つのカテゴリを設定し，さらに，描画技能が十分に獲得

されていない描画（未熟画）を加え，Ｔａｂｌｅ２に示すよ

うな３つのカテゴリに分類した。

前面画を描いた被験児は，部分条件で33名（４歳：１６

名，５歳：９名，６歳：８名)，全体条件で50名（４歳児：

１４名，５歳児：２２名，６歳児：１４名）であった。これら

の反応のすべてを分類した。反応の分類は，実験者も含

めて心理学専攻の大学院生２名により独立におこなわれ，

分類の一致率は84.3％であった。不一致だった反応につ

いては，２名の合議により分類を決定した。各反応例を

Figure4に示した。

分類の結果，部分条件における反応はすべて未熟画（４

名）か，あるいは特徴把握のない描画（29名）に分類さ

Table２各反応カテゴリの基準

反応カテゴリ

特徴把握の
ある描画

特徴把握の
ない描画

未熟画

分 類 基 準

人形の目，口，鼻が呈示されている人

形のものと同様に円と直線のみで描

かれ，全体的形態も呈示された人形に

類似している描画反応

描かれた人形の目，口，鼻，あるいは
人形の全体的形態が呈示されている

人形のものと全く異なる描画反応

頭足人画など，描画技能が十分に獲得
されていない描画反応

特徴把握の

ある描画

特徴把握の

ない描画

未熟画 瀞
Figure4各カテゴダの反応例

れた。

全体条件においては，未熟画が４歳児と６歳児でそれぞ

れ１名ずつ見られた。また，特徴把握のない描画は４歳児

で９名，５歳児で１０名，６歳児で２名であり，特徴把握

のある描画は４歳児で４名，５歳児で１２名，６歳児で１１

名であった。全体条件におけるこれらの描画反応が，そ

れぞれどのような根拠によって生じたのかを分析するた

め，各反応カテゴリについて，描画理由とあわせてさら

に検討をおこなった。

描画理由の分類まず，前面画を描いた被験児の描画理

由を，八木・中窪(1986）の研究に基づき分類した。八木

・中津(1986）は，コップに把手をつけて描いた子どもの

言語報告から描画理由の分類をおこない，同じように把

手を描いた反応にも，いくつかの異なる根拠があること

を見出している。八木・中津(1986）によれば，描画理由

には「把手がないと困る｣，「把手がないと不自然」など

把手を描かないとコップの絵として成立しないと子ども

が考えていることを示す項目があると同時に，「把手があ

ることが分かるように」など自分の知っている情報を伝

えようと意図したことを示す項目も見られたとしている。

本研究では，前者に対応する描画理由として，「人形に顔

がないとおかしいから」という項目を設定し，後者に対

応する描画理由として，「こんな顔だったから」という項

目を設定した。さらに，八木・中津(1986）の描画理由に

は，「分からない．不明瞭」や，「描きたかったから」な

どの項目が含まれており，本研究でもこれらの項目を含
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めた。また，本研究独自の描画理由として，「かわいいか

ら（顔を描いた)」などが見られ，これらの項目も含めて

５項目を描画理由として設定し，これに基づき分類をおこ

なった。

どの年齢においても最も多かったのは，わからないや

不明瞭な理由付けであり，４歳児では部分条件１１名，全

体条件９名，５歳児では部分条件７名〆全体条件１３名，

６歳児でも各条件でそれぞれ７名ずつ見られた。４歳から

６歳かけては，自分の描いた絵に対し理由付けができない

者が多かった。

４歳児において多かった描画理由は，「人形に顔がない

とおかしいから」であり（部分条件：４名，全体条件：２

名)，また，「かわいいから」という理由も各条件で１名ず

つ見られた。４歳児の全体条件で，「こんな顔だったから」

という理由を挙げた者は２名にすぎなかった。

これに対し，５歳児および６歳児では，「人形に顔がな

いとおかしいから」という理由を挙げた者は各条件をあ

わせても，５歳児で２名（全体条件)，６歳児で１名（部

分条件）であった。５歳児の全体条件で多い描画理由は，

｢こんな顔だったから」であり（５名)，６歳児でも同様に

｢こんな顔だったから」であった（４名)ず他の理由として，

｢かわいいから」を挙げた者が５歳児の全体条件で1名，

６歳児の全体条件で１名おり，また，「顔を描きたかった」

を挙げた者が５歳児の部分条件で２名，全体条件で１名，

６歳児の全体条件で２名いた。

前面画における反応カテゴリの発達的変化全体条件に

おける前面画の各反応カテゴリと，描画理由との関係を

示したのがＴａｂｌｅ３である。

「わからない．不明瞭」を除くと，人形の特徴把握の

ある描画を示した被験児は，「こんな顔だったから」とい

う描画理由を挙げる者が多く，特徴把握のない描画をお

こなった被験児は，「人形に顔がないとおかしいから」と

いう描画理由を挙げている者が多かった。ただし，５歳児

の１名が特徴把握のない描画を示しているのにも関わらず，

「こんな顔だったから」という描画理由を挙げており，描

画反応と描画理由とが一致しなかった。そこで，この反

応についてはその後の分析から削除し，また，未熟画に

ついても分析から削除した。その結果，特徴把握のない

描画が，４歳児で９名，５歳児９名，６歳児２名，特徴把

握のある描画が４歳児４名，５歳児１２名，６歳児１１名

になった。これをもとに，各反応カテゴリの発達的変化

を見るため，年齢（３水準)×反応カテゴリ（２カテゴリ）

のx2検定をおこなった。その結果，有意なｘ２値が得ら

れた（x2＝7.71,〃=2,ｐ＜､０５)。そこで，残差分析をお

こなった結果，４歳児と６歳児で有意な結果が得られ，４

歳児では特徴把握のない描画が多く（p＜､05)，６歳児で

は特徴把握のある描画が多かった（ｐ＜､０５)。

考察

４歳から６歳の子どもを被験児に，描画対象の呈示条件

を変えることで被験児の対象に関する知識量を操作し，

対象固有の知識量の差が描画にどのような影響を与える

かについて検討した。

前面画は，人形の顔など，今の自己の視点からは見え

ていない要素が描かれている反応である。こうした前面

画のうち，部分条件の反応は，人形の前面を見ていない

にもかかわらず，前面を描いており，自分の内的モデル

に基づいて描かれた標準型の描画反応だと解釈できる。

分類結果でも，部分条件の前面画はほとんどが特徴把握

のない描画に分類され，対象固有の情報は反映されてい

なかった。これに対し，全体条件の前面画には，特徴把

握のない描画と同時に，特徴把握のある描画も見られた。

特徴把握のある描画は対象固有の情報が反映されており，

コミュニケーション型の描画反応であると解釈される。

この反応の描画理由を見ても，「こんな顔だったから」を

挙げている被験児が各年齢ともおり，知っている情報を

伝えようとして生じたものであることが推察される。特

徴把握のない描画は，部分条件のものと同様に，対象の

情報が反映されていない反応であり，対象の標準型を描

いた反応であると解釈される。描画理由を見ても，「こん

な顔だったから」を挙げているものは５歳児の１名のみで，

「人形に顔がないとおかしいから」という理由の方が多か

Table３全/敵条件における前面画の描画理由と反応カテゴリ

顔がないと変こんな顔かわいい顔をかきたいわからない 合計

特 徴把握あり０２００２４

４歳児特 徴把握なし ２０１０６９

未 熟画ＯＯＯＯｌｌ
－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－一一－－←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一－－－－一一一一一一－－一一一一一一一一－－一一－一一一－－－－一一一一一一－－-－-－一一一

特 徴把握ilbり０４００８１２

５歳児特徴把握なし２１１１５１０

未熟画００００００
…~一~~~一一一一一~一一一一一一一一一一一~一一一一~~~一一一一一~~一一五一一特徴把握あり０ ４０１６

６ 歳児特徴把握なし０００１１２
未熟画００１００１
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った°この結果からも，特徴把握のない描画が対象の標

準型を描いた反応であることが推察される。

次に，背面画について見てみると，背面画のうち全体

条件における反応は呈示されている人形の顔を知ってい

るにも関わらず，今の人形の見えを優先して描いている

ことから，見え特定描画として分類できよう。これに対

し，部分条件における背面画は，見え特定描画と，知っ

ていることを伝えようとするコミュニケーション型の描

画反応の両方が考えられる。すなわち，部分条件では描

く部分しか呈示していない。被験児の人形に関する知識

が呈示した人形の背面だけであれば，描画結果としては

見えどおりの背面画であっても，方略としては知ってい

ることを伝えようとした可能性，すなわち，コミュニケ

ーション型である可能性が存在する。だが，部分条件で

背面画を描いた被験児の描画理由を検討してみると，「人

形が後ろを向いているから」が４歳児７名，５歳児１２名，

６歳児９名，「(人形の）後ろが見えているから」が５歳児

４名，６歳児４名，「わからない」が４歳児３名，５歳児

３名，６歳児８名となっており，コミュニケーション型を

描いたことを示すような理由は見られなかった。したが

って，部分条件の背面画も見え特定描画と解釈できると

思われる。

知識量が描画に与える影響

本研究の予想（１）では，課題意識ができる６歳児では，

４歳児および５歳児に比べて，見えどおりの描画反応の条

件差が有意に小さくなるだろうとしたが，結果に見られ

るように，５歳児においてのみ条件間に有意差が見られた。

また，予想(2)において，描画対象について描く部分し

か見せない条件では，加齢にともない見えどおりの描画

が増加し，対象全体を見せる条件では，課題意識ができ

るとされる６歳頃から，課題条件の影響を受けなくなり，

４．５歳児に比べ見えどおりの描画が増加するだろうと予

想した。結果から，見え特定描画である背面画は，部分

条件においては４歳から５，６歳にかけて増加する傾向が

見られ，一方，全体条件では４歳から５歳にかけて減少し，

５歳から６歳にかけては増加することが示された。したが

って，本研究の予想（１）および予想(2）は，部分的にのみ

支持されたといえる。

５歳児では条件間に差が見られ，描画対象について多く

の知識を与えた条件で前面画が多く，また，その描画理

由として「こんな顔だったから」を挙げる者が22名中５

名いた。５歳児の中には，八木・中程（1986）が示唆する

ように，描画によって他者に知っている情報を伝えよう

と意図する者もおり，そのため，描画対象についてより

多くの知識を与えた条件では，前面画が多くなったと考

えられる。部分条件では，５歳児は４歳児に比べて前面画

が少なく，見え特定描画が多い傾向にあった。先述した

ように，部分条件の前面画は，対象固有の情報は含まれ

ていない標準型の描画反応だと推察される。部分条件に

おいて，前面画が減少するということは，５歳児ではこう

した標準型を描く反応が，全体的には４歳児より減少する

ことを示唆している。それにもかかわらず，全体条件に

おいて５歳児は，４歳児より前面画が多かった。この結果

は，５歳児の描画反応が，与えられた描画対象に関する知

識に影響されやすく，全体条件の前面画のなかに，知っ

ている情報を伝えようとして生じたコミュニケーション

型が４歳児より多いことを示唆しているように思われる。

この点については，標準型とコミュニケーション型の描

画反応を分析することでさらに検討する。

６歳児では，どちらの条件においても，他の年齢群に比

べて見え特定描画が多かった。６歳頃に描画能力全体が上

がるという結果は，先行研究（たとえば，松村，１９８９；

平井・竹中，1995）の結果とも一致する。幼児を対象に

２つのコップの再構成課題を行わせた藤本（1996）は，６

歳頃には対象の同一性（対象がどういうものであるかと

いう対象中心情報）を保ったまま，なおかつ，見えどお

りに対象を再構成できるようになることを指摘している。

本研究でも，６歳児に藤本が示したような認知的発達があ

ることが示唆される。全体条件の６歳児は，「描画対象が

どのようなものであるか」という自分の持っている対象

についての情報と，「今，対象がどのように見えているか」

という今の対象の見えについての情報を，認知的に統合

できるようになると考えられる。５歳児と異なり，６歳児

は自分の持つ対象についての情報だけにとらわれること

がなく，今の対象の見えを考慮できる段階に入るので，

見えるとおりに対象を描くことができたと推察される。

ところで，本研究では全体条件において，４歳児は半数

近くが見え特定描画を示し，５歳児よりその反応の出現率

は高かった。部分条件においても，見え特定描画をおこ

なっている被験児は半数近くにのぼった。Davis（1985）

は，４歳から６歳までの子どもを対象に，２個のコップを

前後に重ねて呈示し，その場面を見えるとおりに描画さ

せた。その結果，本研究と同様に，４歳児は５歳児より見

えどおりの描画が多く，一方，５歳児は２つのコップを分

けて描く知的リアリズムによる描画が多かったとしてい

る。Davis（1985）は，この結果について，５歳児になる

とそれまで考慮していなかった対象に関する’情報（コッ

プが２つあること）を考慮するようになり，そうした情報

を伝えようとするので，４歳児より知っていることの描画

が多くなるのではないかと述べている。本研究の結果に

ついても同様のことがいえる。すなわち，４歳児は，対象

固有の情報が与えられても，まだ，そうした’情報をあま

り考慮できていないと推察される。そのため，対象に関

する知識量が描画反応に影響を与えず，４歳児は全体条件

において５歳児よりも見え特定描画が多くなったのではな

いかと思われる。
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標準型・コミュニケーション型の発達的変化

本研究の予想(3)では，年少の子どもは標準型の描画反

応が多く，加齢にともないコミュニケーション型の描画

反応が多くなると予想した。先述したように，全体条件

の前面画のうち，特徴把握のない描画は標準型，特徴把

握のある描画はコミュニケーション型として解釈できる

ように思われる。結果から，４歳児は特徴把握のない標準

型の描画が多いのに対し，６歳児は特徴把握のあるコミュ

ニケーション型の描画が多かった。この結果は，本研究

の予想(3)を支持している。

４歳児のうち，コミュニケーション型の描画反応を示し

た被験児は１４名中４名であった。４歳児の前面画の大半

は標準型であった（１４名中９名)。４歳児は，先述したと

おり，呈示されている対象固有の情報をあまり考慮して

いないのではないかと思われる。そのため，見えるとお

りに描くか，自分のもつ内的モデルに基づいて標準型を

描くかのどちらかになると考えられる。４歳児では，描画

理由として，「人形に顔がないとおかしいから」を挙げる

者が，各条件を合わせて６名おり，４歳児の中には「顔を

描かないと人形の絵として成立しない」ととらえる子ど

もがいることが示唆される。４歳児に標準型の描画反応が

多いのも，このように人形の絵に顔がないと不自然と感

じるからではないだろうか。ただし，結果にも示したと

おり，描画理由については「わからない」や不明瞭な理

由付けも多く，この点については，加齢に伴う語童量の

発達差なども考慮して，さらに細かく検討する必要があ

るだろう。

５歳児の場合，４歳児と同様に標準型の描画が依然とし

て見られるが，４歳児よりコミュニケーション型が増加し，

22名中１２名がコミュニケーション型の描画であった。こ

の結果は，５歳児の全体条件における前面画には，知って

いる知識を伝えようとして生じたコミュニケーション型

が４歳児より多くなるという先の知見を支持している。５

歳児は，このように，対象固有の情報に関心が向き始め，

知っている情報を描こうとする子どもが多くなるために，

全体条件では見え特定描画が４歳児に比べて減少してしま

うのではないだろうか。

６歳児になると，標準型の描画は１４名中わずか２名し

か見られず，多くがコミュニケーション型であった（１４

名中１１名)。６歳児の描画反応は，対象固有の情報が反映

されたものであると考えられる。このことは，６歳児の見

えどおりの描画が，対象についての情報を取り入れつつ，

今の対象の見えを考慮し，それらを同時に満たしている

反応であることを示唆していると思われる。６歳児の見え

特定描画は，対象固有の'情報と今の見えとが認知的に統

合された描画反応であると考えられる。

描画の発達過程

本研究では，描画対象についての知識量が，子どもの

描画反応にどのような影響を与えるかという点を中心に，

幼児期の描画発達を検討した。

４歳児では，呈示されている対象がどういうものである

のかという対象固有の情報はあまり考慮されないようで

ある。したがって，４歳児の知的リアリズム反応は，自分

の内的モデルに基づいて描かれた標準型の描画反応が多

くなるのではないだろうか。また，４歳児は，条件によっ

ては５歳児より見えどおりの描画が多くあらわれるが，こ

れも，４歳児が対象固有の情報を考慮しないのに対し，５

歳児がそうした情報を考慮し，コミュニケーション型の

描画を多く示すからだと解釈できるように思われる。こ

のことは，部分条件においては，４歳から５歳にかけて見

え特定描画が減少するどころか，むしろ増加の傾向を示

すことからも理解できよう。

５歳児の描画反応は，全体的に課題をおこなう文脈に大

きく左右される。５歳児は知識が与えられると，その対象

中心情報を表すことに関心が向くようになり，今の対象

の見え（見え特定情報）が見過ごされてしまうようであ

る。そのため，全体条件において５歳児は，知的リアリズ

ムによる描画が多くなるのではないかと推察される。た

だし，コミュニケーション型の描画反応は，標準型とは

異なり，対象の情報を考慮したために起こったものであ

ると考えられる。５歳児は，認知的には４歳児より発達し

ていると思われ，発達するがゆえにかえって，知的リア

リズムによる描画が多くなると推察される。

６歳児になると，対象についての情報と今の対象の見え

を同時に考慮できるようになると思われる。「呈示されて

いる対象がどういうものか」という対象の同一性を保っ

たまま，見えどおりの描画ができるようになり，そのた

め，条件に左右されることなく，安定して視覚的リアリ

ズムによる描画をおこなえるようになるのではないだろ

うか。

本研究の結果から，以上のような描画の発達過程があ

ることが示唆された。ただし，このような発達過程は，

どの子どもにも一般化できるものではあるまい。結果に

も見られるとおり，６歳児でさえ標準型の描画反応をおこ

なう者がいる。描画の発達は，それまでに子どもがどれ

ほど描画の練習をしたり，他人の描画に接したかに左右

されるという指摘がある（Wilson，＆Wilson，1977)。

Luquet（1927/1979）も，視覚的リアリズムの出現には個

人差が大きいことを認めている。このように，子どもの

描画発達には，個人により差があることを考慮しておく

必要がある。
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中年期夫婦のコミュニケーション態度：夫と妻は異なるのか？

平山順子柏木恵子
(白百合女子大学大学院文学研究科）（白百合女子大学大学院文学研究科）

本稿は，核家族世帯の中年期の夫と妻554名（夫婦277組）を対象に，夫婦間コミュニケーションの様

態を検討した。夫と妻とをコミュニケーションを構成する２つの単位（個人）と捉え，夫と妻とのコ

ミュニケーション態度の相違を検討した。加えて，相手（配偶者）へのコミュニケーション態度と夫婦

の学歴及び妻の経済的地位との関連性を検討した。主な結果は次のようである。(1)夫婦間コミュニ

ケーション態度は，「威圧」「共感」「依存・接近」「無視・回避」の４次元から成る。(2)相手へのコ

ミュニケーション態度得点（自己評定）を夫婦間比較した結果，ポジティブなコミュニケーション態度

である「共感」と「依存・接近」では妻のほうが有意に高く，他方，ネガティブなコミュニケーション

態度である「無視・回避」と「威圧」では夫のほうが有意に高かった。また，相手へのコミュニケー

ション態度のうち，夫に最も顕著な態度は「威圧｣，妻に顕著な態度は「依存・接近」であった。（３）

夫・妻とも，相手へのコミュニケーション態度について，夫婦の学歴による差は見出されなかった。

(4)夫の妻へのコミュニケーション態度のうち，「共感」において妻の経済的地位による差がみられ，妻

の経済的地位が高いほど，夫は妻に対して共感的なコミュニケーション態度をとる傾向が明らかにされ

た。夫と妻とが対照的に異なるコミュニケーション態度をとる背景には，性的社会化の影響，男女間の

社会的・経済的地位の格差があると推察される。

【キー・ワード】コミュニケーション態度，中年期の夫婦，夫婦関係，妻の経済的地位

問題と目的

近年，晩婚化，離婚率の上昇など結婚をめぐる状況が

大きく変化している。夫婦関係の満足度や幸福度，配偶

者への愛情に関する研究によれば，結婚をめぐる態度に

男女間のギャップがあることが明らかにされている（柏

木・数井・大野，１９９６；生命保険文化センター，1995)。

とくに中年期以降の夫婦ではこの傾向が著しく，熟年群

の妻の夫婦関係満足度は夫よりも低いこと（柏木ら，

1996)，結婚年数１５年以上の夫婦では，妻の夫への愛情

得点は夫の妻への愛情得点より顕著に低いこと（菅原・

詫摩，1997）などが見出されている。

こうした状況のなかで，夫婦間コミュニケーションに

おける問題が指摘されることが多くなってきている。す

なわち，メディアを中心に，「プロ，メシ，ネル」しか

言わない夫，あるいは親密な話し合いを求める妻と回避

しようとする夫の姿が取り上げられ，そうした夫の態度

に対する妻の嘆き・不満の声が紹介されている。問題が

指摘されているのは，夫（男性）の側だけではない。要

点を明確に伝えるなど，論理的なコミュニケーション能

力に関して，妻（女'性）側の問題が指摘されることもあ

る。

こうした夫婦間コミュニケーションの問題は，現在，

社会変動にともなって個人・家族に生じている移行期の

問題現象の１つであると考えられる（柏木，1998)。す

なわち，後述するように，産業構造の変化，人口動態の

変化に伴って，結婚・家族のあり方に対する意識が変化

し，夫婦間コミュニケーションに求めるものも変化して

いる。にもかかわらず，現実の夫婦間コミュニケーショ

ンがそうした変化に適合したものでないために，問題が

感じられるようになってきているものと思われる。この

ことは，夫・妻が習得してきたコミュニケーション態

度・能力が，社会の変化のなかで，最適性を失いつつあ

ることを示唆しているともいえるだろう。

夫婦間コミュニケーションをめぐって問題が生起して

いる背景要因としては，次の２つの側面があろう。第１

は，家族機能の変化である。家族機能の変化について

は，社会・経済的機能が重要な位置を占めていた状況か

ら，愛情や精神的安定などの個人を中心としたパーソナ

リティにかかわる機能が重視されるようになってきたこ

とが指摘されている（森岡，1993)。産業構造の変化に

ともなって，女性の就労機会が増大し，経済的自立が可

能になってきているため，こうした変化の影響は，こと

に女性（妻）側で顕著であろう。すなわち，女性にとっ

て，家族が果たす社会・経済的機能の重要’性が低下し，

かわって心理・'情緒的機能の重要性が増し，夫との間に

心理・情緒的交流を求める欲求が高まっていると考えら

れる。また，少子・高齢化にともなって，親役割を果た
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す期間が縮小し，夫婦だけで過ごす期間が長期化してい

ることも，良好な夫婦間コミュニケーションを求める意

識を高めているだろう。第２は，夫婦のあり方や，個人

としてのあり方に関する意識の変化である。従来，日本

社会では人とのコミュニケーションにおいて，「察し」

｢以心伝心」が尊ばれ，「黙っていてもわかり合える」関

係が理想とみなされてきた。このように言葉を用いる明

示的コミュニケーションを忌避しがちな日本の文化的風

土，また，慎ましく従順であることを女性に強調する性

役割規範のもとでは，妻が自己を主張し夫との意志疎通

を図ろうとする行為は，一心同体的な夫婦の和を損なう

行為であると暗黙のうちにみなされてきたであろう。し

かし，夫婦間における平等意識は着実に高まり（博報堂

生活総合研究所，1998)，また，中高年の既婚女性に，

夫婦であっても個人としてのあり方を重視する個人化志

向が強いことが明らかにされている（柏木・永久，

1999)。こうした傾向に伴って，夫婦関係においても

"夫唱婦随”といわれてきた夫主導的な一心同体的調和

ではなく，夫婦が，自由に自己を表出し理解し合う関係

を志向する意識が強くなってきていると考えられる。

米国では，すでに1920年代から夫婦関係に関する理論

的・実証的研究が行われてきた。夫婦間コミュニケー

ションについては，1980年代以降，質問紙法，準観察

法，行動コーディング法などを用いた実証研究が数多く

行われている。その結果，夫婦間コミュニケーションに

おける満足は，他の領域に比べて，結婚満足度の重要な

予測因であること（Jacobson,＆Moore,1981)，コミュ

ニケーションの満足度が高いと夫婦関係も良好であるこ

と（Haynes,Chavez,＆Samuel,1984)，不和に悩んで

いるカップルとそうでないカップルでは，コミュニケー

ション・パターンに顕著な差があること（Levenson,＆

Gottman,1983；Noller,＆Fitzpatrick,1990)，否定的

コミュニケーション行動(批判,不満,皮肉)は，不和に悩

むカップルに典型的にみられること（Ting-Toomey，

1983）などが明らかにされている。一方，日本では，夫

婦間コミュニケーションに関する理論的・実証的な研究

は極めて少ない。こうした日本の研究状況の背景には，

前述のような言語観，夫婦観もあると推察される。

しかし，家族・結婚をめぐる状況が大きく変化し，夫

婦間コミュニケーションの問題が社会的にも注目される

ようになってきた今日，そこに潜在する問題の根を，実

証的に明らかにする必要があるだろう。この際，従来の

ように夫婦をｌ単位として分析する視点ではなく，夫婦

を構成する個人に焦点をあてた視点からのアプローチが

求められる。それは，以下の理由による。現在，日本の

家族では，夫婦の平等化や「家族の個人化」（目黒，

1987）など新しい現象が生じている。また，家族は，そ

のメンバー間で常に利害を一つにするとは限らず，時に

家族メンバー間で利害が対立するという認識がなされる

ようになってきている（Gittins，1990；Ferree，1990)。

家族社会学では，こうした家族変動や家族に対する認識

の変化に対応して，夫婦関係に関しても，家族の維持・

存続を重視する「家族中心パラダイム」から，生活者と

しての視点で家族の意味を問う「個人中心パラダイム」

への転換が提唱されている（神原，1991)。すなわち，

従来のように家族という集団の維持・存続にとって夫婦

関係がいかにあるべきかという視点からではなく，夫婦

を構成する当事者・個人に幸福をもたらし，個人価値の

実現をサポートする夫婦関係はいかにあるべきかという

視点から夫婦関係をとらえ直す必要性が指摘されてい

る。夫婦間のコミュニケーションにおいても，夫と妻は

相手に対して同等・対等な態度をとっているとは限ら

ず，また，そこで同様な感情を経験し，そこに同様な価

値を見出しているとは限らない。そこで，夫婦間コミュ

ニケーションについても，夫婦を構成する個人に焦点を

あてた視点からアプローチすることが必要であり，重要

であると考えられる。

平山（l999a）は，育児期の母親・妻から家族の世話

をすることに対する不満や負担感を訴える声が聞かれる

現象に注目し，家族研究の視点に関する前述のような議

論を踏まえたうえで，個人（当事者）の視点に立ってこ

の問題を検討した。すなわち，個人（当事者）にとって

の家族経験をとらえるため，「家族内ケア」（他の家族メ

ンバーへの関心・愛情にもとづき，彼らの生活上の欲求

および将来的な必要性を感知・察知し，自発的に自分の

資源を投入すること）という概念を用いて，育児期夫婦

を対象に家族内ケアの様態を検討した。その結果，家

事・育児だけでなく，夫婦の間でケアしケアされる様態

にも偏りがあることが明らかにされた。すなわち，夫の

妻へのケア遂行度と妻の夫へのケア遂行度が同等な場合

を「相称的な様態」とすると，夫婦間ケアでは，妻の夫

へのケア遂行度が夫の妻へのケア遂行度より高く，「非

相称的な様態」にあった。また，この夫婦間ケアが非相

称的であるほど，妻の家族生活に対する否定的感情は強

まることも明らかにされている。筆者らは，この知見を

もとに，夫婦間コミュニケーションにおいても家族内ケ

アと同様の問題が内在していること，すなわち，夫の妻

への態度と妻の夫への態度との間に非相称的な様態が存

在しているのではないかと推定した。

日本の結婚形態は，1960年代後半から，恋愛結婚が見

合い結婚を上回り，また，1970年代後半以降，日本の夫

婦関係は夫婦の対等性と情緒性を重視する新しい段階に

入ったことが指摘されている（湯沢，1994)。そのよう

な社会的背景のもとで結婚生活をスタートさせた夫婦に

とって，夫婦間コミュニケーションにおける「非相称的

な様態」は，良好な夫婦関係の形成・維持を阻害するだ
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けでなく，夫・妻それぞれの個人としてのあり方に対す

る認識・感情までも否定なものにする可能性が示唆され

る。その意味で，中年期夫婦のコミュニケーションの問

題は，家族発達の問題であるだけでなく，家族のメン

バーである個人の発達の問題でもある。

そこで，本稿は，中年期夫婦を対象に，夫婦間コミュ

ニケーションの様態を検討することを目的とする。この

際，夫と妻とをコミュニケーションを構成する２つの単

位（個人）ととらえ，２単位（個人）間のコミュニケー

ション態度の異同，すなわち，夫の妻へのコミュニケー

ション態度と妻の夫へのコミュニケーション態度とにど

のような相違があるかを中心に検討することにする。ま

た，属性要因として，夫婦の学歴，妻の経済的地位の２

要因をとりあげ，夫婦間コミュニケーションの様態との

関連を検討する。

これらの変数を取り上げた理由は，以下のとおりであ

る。まず，学歴については，これまでの調査研究におい

て，学歴と平等主義的な性役割態度との間に正の相関関

係があること（Dreyer，Woods，＆James，1981；鈴

木，1994)，育児期の専業主婦において個人化欲求は学

歴と正相関を示すこと（平山，1999b)，高学歴女性は

個人主義的傾向が強く，家族には情緒的な機能を求める

傾向が強いこと（経済企画庁国民生活局，1994）などが

明らかにされている。これらの知見から，学歴は，平等

主義的な結婚観，個人志向的意識あるいは夫婦間の情緒

的交流を重視する意識などを媒介変数として，コミュニ

ケーションの様態にも影響を及ぼすことが予測された。

次に，妻の経済的地位については，先行研究において，

妻の経済的地位が夫婦における従来の役割関係や勢力関

係を変化させる重要な変数であることが明らかにされて

いる。すなわち，妻の収入割合の大きさ（長津，1991）

や妻の収入の高さ（鎌田，１９９９；共働き家族研究所，

1996）が家事分担の促進要因であること，また，妻の収

入の高さが夫の性的行為の申し出を断る率の高さと正相

関していること（グループわいふ，1985）などの知見で

ある。これらの調査研究の結果から，妻の経済的地位

が，夫婦の役割関係や勢力関係に作用し，夫婦間のコ

ミュニケーションの様態にも影響することが予測され

た。

なお，ここで「コミュニケーション」とは，ことば，

音調，身振りの３要素を媒体として伝えられるメッセー

ジの伝達（佐藤，1986）をさすものとする。

方法

1．調査対象

子どもの巣立ちの時期を迎えている核家族世帯の中年

期の夫と妻554名（夫婦277組)。この年齢層の夫婦に焦

点をあてたのは，子どもの巣立った後の夫婦システムの

再編成という課題を抱えるこの年齢層の夫婦にとって，

夫婦間コミュニケーションは，家族発達の面だけでなく

Tableｌ調査対象夫婦に関する基礎的事項

％
％
％
％
％
％

２
３
６
０
４
４

０
２
２
２
１
１

２
１
１
５

夫 妻

家業・自営業

専門職

公務員・教員

民間の企業

パートその他

無職

年齢 51.9歳（ＳＤ；4.27） 48.8歳（ＳＤ；3.14）

職業

中学卒

高校卒

短大卒

大学卒以上

0.4％

17.4％

5.8％

76.4％

中学卒

高校卒

短大卒

大学卒以上

0.4％

29.3％

39.5％

30.8％

発達心理学研究 第１２巻第３号

0.7％

5.4％

30.8％

63.0％

家業・自営業

専門職

公務員・教員

民間の企業

パートその他

無職

収入なし

100万未満

100～400万未満

400万以上

39.7％

21.3％

23.1％

15.9％

％
％
％
％
％
％

０
８
８
３
９
２

７
５
５
４
８
８

１

２
３

年収

収入なし

600万未満

600～1,000万未満

1,000万以上

結婚年数

子どもの人数

長子年齢

末子年齢

(ＳＤ；3.15）

(ＳＤ；、61）

(ＳＤ；2.84）

(ＳＤ；2.98）

23.9年

2.2人

22.0歳

18.9歳
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個人の心理的健康の面においても重要な位置を占めてい

ると考えられたためである。また，核家族の夫婦だけに

限ったのは，拡大家族では夫婦どちらかの親の存在が夫

婦間コミュニケーションに影響を与えると考えられたた

めである。Ｔａｂｌｅｌは調査対象の夫婦の属性を示す。調

査対象の夫婦の特徴としては，比較的高学歴層であるこ

とがあげられる。

2．調査方法

年齢的に子どもの巣立ちの時期に相当する大学生の両

親を対象に郵送法による質問紙調査を依頼，実施した。

大学の在学地は東京都内であるが，その両親（調査対象

の夫婦）の在住地は全国に渡っていた。具体的な手続き

は，依頼状，質問票，および夫婦別々の返送封筒を郵送

し，夫婦が独立に記入・返送するよう教示した。なお，

回答は無記名であるが，夫婦それぞれの質開票に同じ番

号を付すことで，夫婦であることが回収後に同定できる

ようにした。夫・妻ともに回答が得られた372組のうち，

質問項目の９割以上に回答が得られた同居カップルは355

組であった（回収率；５４．１％；有効回答率；51.6％)。

本稿は，このうち上述の理由により拡大家族世帯の夫婦

78組を除外し，核家族世帯の夫婦277組を分析対象とし

た畝調査時期は，1999年11月であった。

３．調査内容

夫婦間コミュニケーションの様態を探るために，夫と

妻とがどのような態度でコミュニケーションを行ってい

るかに注目した。夫婦間コミュニケーション態度の測定

項目を作成するため，有子既婚者（男性３名，女性４

名；平均年齢48.6歳）を対象に，夫婦間コミュニケー

ションにおける自分あるいは相手（配偶者）がとる態度

について，半構造化面接による予備調査を行った。この

予備調査の結果と中年期夫婦のコミュニケーションに関

する先行研究（難波，1999）をもとに，「夫婦間コミュニ

ケーション態度」に関する22項目を作成した。Figurel

は，測定した４種の態度を図示したものである。夫・妻

それぞれに対して「自分の相手へのコミュニケーション

態度」（⑪と②)，および｢相手の自分へのコミュニケー

ション態度」（②と①）について，別々に設問し，各項

目について，４段階（｢よくある（４点)」から「全くな

囚

⑪妻へのコミュニケーション態度（夫）

①妻へのコミュニケーション態度（妻）

②
②夫へのコミュニケーション態度（妻）

②夫へのコミュニケーション態度（夫）

（）内は評定者を示す。

Figurel調査で測定した４種のコミュニケーション態度

い（１点)｣）で評定を求めた。これによって，同一項目

について，夫・妻（２者)×相手への態度・自分への態度

(２種）の，合計４種の評定値を得た。⑪と①および

②と②は，評定者は異なるものの，内容的には同一の

コミュニケーション態度を測定している。

結果と考察

1．「夫婦間コミュニケーション態度」の構造

夫婦間コミュニケーション態度の構造を明らかにする

ため，全22項目に対する夫婦710名（355組）の評定値に

もとづいて因子分析を行った')。夫・妻を込みで因子分

析したのは，夫と妻のコミュニケーション態度に共通す

る次元を見出し，その次元上での夫と妻の異同を検討す

ることに意味があると考えたためである。また，前述の

とおり，調査では，同一内容について自分の相手へのコ

ミュニケーション態度と相手の自分へのコミュニケー

ション態度を別々の項目で尋ねた。これら２種のコミュ

ニケーション態度は，自分=>相手と相手→自分と態度を

とる方向は異なるものの，内容は同じなので，方向にか

かわらず共通の構造を明らかにするために，因子分析で

はこれら２種のコミュニケーション態度を同一の変数と

して処理した。固有値１以上の基準により主因子法・

エカマックス回転を行った結果，４因子が抽出された

(Table２）。

第１因子は，夫婦間コミュニケーションにおいて「命

令口調で言う」「すぐ怒る」「小ばかにした受け答えをす

る」など，相手より上位にあって威圧的な態度をとるこ

とを示す項目から成るので，「威圧」と命名した。第２

因子は，悩み事を「親身になっていっしょに考える｣，

元気がないとき「優しい言葉をかける｣，相談事に対し

て「有益な意見を言う」など，相手の立場に立って共感

的に応ずる態度を示す項目から成るので，「共感」と命

名した。第３因子は，「悩み・迷い事があると相談する」

｢重要なことの決定は，相手の意見に従う」など相手に

対する従順で依存的なコミュニケーション態度と，「自

分の方から話題を提供する」「嬉しいことを報告する」

など相手への親和的接近を示す項目から成るので「依

存・接近」と命名した。第４因子は，「いい加減な相づ

ちをうつ」「上の空で聞く」など相手の話しを傾聴する

姿勢を欠き，また「黙り込む」など相手の言い分を無視

し，相手とのコミュニケーションそれ自体を回避する態

度を示すので，「無視・回避」と命名した。

以下の分析では，これら４次元の夫婦間コミュニケー

ション態度を示す代表値として，各因子の負荷量の高い

l）本稿の分析対象は核家族世帯277組であるが,別稿において拡大家

族との比較を行うことを予定している。そのため，核家族と拡大

家族に共通する構造・次元を求めるべく拡大家族78組分の有効サ

ンプルのデータも含めて因子分析を行った。
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日常生活に必要な用件を命令口調で言う

話の内容が気に入らないとすぐ怒る

相手（あなた）より一段上に立って小ばかにした受け答えをする

相手（あなた）が話しているのに，「要するに」といって結論をせかす

相手（あなた）が心情を訴えても，まともに取り合わない

夫婦の意見が対立し口論になると，最後はあなた（相手）が折れる

く第２因子；共感〉

相手（あなた）の悩み事の相談に対して，親身になっていっしょに考える

相手（あなた）に元気がないとき優しい言葉をかける

相手に相談されると（あなたが相談すると)，有益で参考になる意見を言える（くれる）

相手（あなた）の立場に共感しながら，誠実に耳を傾ける

相手（あなた）がおしやれをしたとき，気づいてほめる

く第３因子；依存・接近〉

あなた（相手）自身の悩み・迷い事があると，相手（あなた）に相談する

重要なことの決定は，相手（あなた）の意見に従う

会話が途切れるとあなた（相手）の方から話題を提供する

嬉しいことがあると，真っ先に相手（あなた）に報告する

相手（あなた）に心を開いて内面的な突っ込んだ話しをする

会話がはずむように感情を豊かに表わす

１日の相手（あなた）の過ごし方などをあなた（相手）の方から尋ねる

く第４因子；無視・回避〉

相手（あなた）の話しにいい加減な相づちをうつ

他のことをしながら上の空で聞く

都合の悪い話しになると，黙り込む

相手（あなた）の態度・行動で変えてほしいことがあっても黙っている
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寄与率（％）

累積寄与率（％）

α係数

(､40以上）項目の平均値を用いる。なお，以下では，コ

ミュニケーション態度の特徴を明瞭に比較しやすいよ

う，因子の順序を，ポジティブなコミュニケーション態

度とみなされる２態度を先に，ネガティブなコミュニ

ケーション態度とみなされる２態度を後に並べ替えて表

示し，共感，依存・接近，無視・回避，威圧の順に論じ

ることとする。

2．夫婦間コミュニケーションの特徴

2.1相手へのコミュニケーション態度の夫婦間比較

夫の妻への態度（Figurelの⑪）と妻の夫へのコ

ミュニケーション態度（Figurelの②）との間には，

どのような相違があるのだろうか。この点を検討するた

め，次元ごとに自己評定による夫と妻の得点を別々に求

め，平均値の差の検定を／検定によって行なった。夫得

点と妻得点の平均値（ＳＤ）および検定結果は，Table3

の左半分に示した。また，Figure2は，夫・妻得点を

図示したものである。ポジテイブなコミュニケーション
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注．（）内は，相手の自分に対するコミュニケーション態度を尋ねる項目内容である。

態度である「共感」と「依存・接近」においては，妻の

夫への態度得点が夫の妻への態度得点より有意に高く

（／＝-2.67,ｐ＜,01；／＝-8.29,ｐ＜､001)，他方，ネガ

ティブなコミュニケーション態度である「無視・回避」

と「威圧」においては，夫の妻への態度得点が妻の夫へ

の態度得点より有意に高かった（／＝7.57,ｐ＜､001；／＝
9.31,ｐ＜､001)。すなわち，妻のほうが夫に比べて相手

(配偶者）に対してポジティブなコミュニケーション態

度をとることが多く，反対に夫のほうが妻に比べて相手

に対してネガティブなコミュニケーション態度をとるこ

とが多いことが明らかにされた。この結果は，そのよう

な態度で対されている側の評定ではなく，そのような態

度をとっている当の本人の評定によるものであること，

つまり，本人が自覚的に認識している点に改めて注目し

たい。

2.2夫・妻のコミュニケーション態度の特徴

ここで，夫婦に限らず，二者の間で，各コミュニケー

11.58

11.58

.76

11.40

22.98

.79

10.49

33.47

.77

8.13

41.60

.69
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結果は，得点差が正数で絶対値が大きい順に，「威圧」

(0.40)，「無視・回避」（0.33）であった。一方，得点差

が負数で絶対値が大きい順に「依存・接近」（-0.33)，

｢共感」（-0.11）であった。このことから，夫側に最も

顕著なコミュニケーション態度は「威圧」であること，

同様に「無視・回避」もかなり顕著であること，他方，

妻側に顕著なコミュニケーション態度は「依存・接近」

態度であることが確認された。「共感」については，妻

得点のほうが高いので，妻側の特徴ではあるが，夫得点

との差は他の３次元に比べてそれほど大きくない点に留

意したい。Table3に示した矢印は，算出された夫婦間

得点差の符号と絶対値をもとに，夫婦間コミュニケー

ションに特徴的なコミュニケーション態度の方向と強さ

を，それぞれ矢印の方向と線分の太さによって表したも

のである。ところで，夫婦間コミュニケーションが全く

相称的に行なわれている状態では，夫得点と妻得点は同

一であるため，夫婦間得点差はゼロとなる。したがっ

て，Table3に図示したような夫・妻に特徴的なコミュ

ニケーション態度を表す矢印を描くことができない。こ

のように夫婦間コミュニケーションが相称的に行なわれ

ている状態と比べると，現実の夫婦間コミュニケーショ

ンがいかに非相称的に行われているかが明らかにされた

といえよう。

2.3コミュニケーション態度における夫と妻の認知の

ズレ

コミュニケーション態度に関して，その送り手側（自

分）と受け手側（相手）の認知は一致しているのであろ

うか。すなわち，そのようなコミュニケーション態度で

対されている相手（受け手側）も，そのようなコミュニ

ケーション態度をとっている本人（送り手側）と同様な

認知をしているのであろうか。この点について夫婦の間

で認知のズレが大きいことは，相手への不満感・失望感

など結婚に関する心理・情緒的変数にネガティブな影響

をもたらすと予想される。そこで，この点を検討するた

3.5

妻得点(、）夫婦間得点差 コミュニケーション態度の方向と程度
（＝⑪－②）
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共感*＊依存。無 視 ． 威 圧 ＊ * ＊

接近**＊回避**＊

＊*ｐ＜､01,＊**ｐ＜､001

摺手へのコミュニケーショ､ﾝ態度得点(自己評価ノFi宵uｒｅ２

ション態度が同程度ずつとられている相称的な状態を仮

に想定してみよう。前項２．１では，夫婦という二者間の

コミュニケーションは，そのような相称的な状態で行な

われていないことが明らかにされた。このことは，現実

の夫婦間コミュニケーションにおいては，夫側に特徴的

なコミュニケーション態度，妻側に特徴的なコミュニ

ケーション態度があることを意味している。そこで次

に，夫と妻それぞれに特に顕著なコミュニケーション態

度を検討し，夫婦間コミュニケーションの特徴をさらに

詳しく見てみよう。

夫・妻それぞれに顕著なコミュニケーション態度次元

を見出すために，各コミュニケーション態度次元におけ

る夫婦間の得点差をもとに，次元間の比較を行なった。

具体的には，夫婦間コミュニケーションが相称的に行わ

れている状態からの隔たりの程度を示す指標として，

<夫婦間得点差＝夫得点(④)－妻得点(②)〉を算出し，

算出された数値の大小を次元間で比較した（Table３)。

中年期夫婦のコミュニケーション態度

2.95(､45）

2.56(.41）

2.41(､53）

2.11(.53）

共感

依存・接近

無視・回避

威圧

-0.11

-0.33

０．３３

０．４０

⑪，＠は，Figurelの⑪，＠に相当し，各々，夫の妻へのコミュニケーション態度，妻の夫へのコミュニケーション態度を示す。

＊は，夫得点（⑪）と妻得点（②）の差の検定（／検定）結果を示す。＊*'<､01,＊**'<､001
矢印部分は夫婦間得点差をもとに作成したイメージ図である。矢印の方向は，その態度を相手に対してとる傾向があることを，

また，矢印の幅は，そうした傾向の強さを表している。

3.06(.51)*＊

2.89(､52)**＊

2.08(､49)**＊

1.71(.47)**＊
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Table４コミュニケーション態魔/t元ごとの平坊値'Ｓ､及び夫揚点と妻傷点の差の綻定

⑪妻への態度

①

②夫への態度

②

態度次元 鱒言蕊度評定者平均値＄Ｄ’値
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⑪妻への態度

①

②夫への態度

②

うされていると感じている夫」の組み合わせになってい

るといえよう。

以上の結果からは，夫側は，自分の妻に対する共感的

態度については妻以上に肯定的に，反対に妻の自分に対

する威圧的態度については妻以上に否定的に，それぞれ

認知している傾向が明らかにされた。一方，依存・接近

と無視・回避の２態度については，夫と妻の間に有意差

がみられず，これら２態度については夫婦の間でほぼ同

様に認知されていることがわかる。このことから，妻の

方が「依存・接近」態度をとることが多く，夫の方が

｢無視・回避」態度をとることが多いという先の結果は，

夫婦間コミュニケーションの実相をきわめて正確に示し

ているといえる。

3．コミュニケーション態度と属性要因との関連

3.1夫婦の学歴との関連

これまで夫婦間コミュニケーションの特徴を全体とし

て見てきたが，これを夫婦の学歴との関連で検討してみ

よう。

夫婦間コミュニケーションは，夫と妻の相互作用に

よって成り立っているので，夫・妻それぞれの学歴水準

のほか，夫と妻の学歴の異同も重要な変数であると考え

られる。すなわち，夫婦間で学歴水準が同等であるか異

なるかが，夫婦間コミュニケーションの様態を規定する

ことも予測される。もっとも日本では，一般的傾向とし

て夫婦の学歴がほぼ等しい場合が多い。本調査対象の夫

婦においても，学歴が等しいカップル数は全体の41.9％

2.41
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1.83十

め，態度次元ごとに，「妻へのコミュニケーション態度」

および「夫へのコミュニケーション態度」のそれぞれに

ついて，夫得点と妻得点との間の差の検定を／検定に

よって行なった（Table４）。妻へのコミュニケーショ

ン態度については，夫得点は送り手側，妻得点は受け手

側の認知に，一方，夫へのコミュニケーション態度につ

いては，妻得点は送り手側，夫得点は受け手側の認知に

相当することになる。

結果は，「共感」と「威圧」の２態度で夫と妻の間に

得点差が見られた。すなわち，「共感」では，妻への態

度において，夫（送り手）得点のほうが妻（受け手）得

点より高かった（’＜､05)。すなわち，夫は妻に対して

共感的なコミュニケーション態度をとっていると思って

いるが，妻側は，自分は夫が思っているほど共感的な態

度で対されていないと認知している。このことは，妻へ

の共感的態度において，「そうしているつもりの夫と，

そうしてもらっていると感じていない妻」の組み合わせ

を窺わせる。

「威圧」では，夫への態度において，夫（受け手）得

点のほうが妻（送り手）得点より高かった（，＜､001)。

このことは，妻が自分は夫に対して威圧的であると認知

する以上に，夫の側は妻の態度を威圧的であると認知し

ていることを示す。夫は妻の威圧的態度を，おそらく

｢生意気」「横柄」「可愛げがない」などとことさら否定

的にとらえるのではないかと推察される。夫への威圧的

態度については，「そうしているつもりのない妻と，そ

2.11

2.01

1.71

1.89
3.80**＊

威圧

注．↑ｐ＜,１０，＊’＜､05,＊**ｐ<､００１
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(115組）を占めていたが，二人の学歴が異なる夫婦も存

在するので，ここでは夫・妻の学歴水準及び学歴水準の

異同によって，コミュニケーションの様態が異なるかど

うかを検討した。

夫婦の学歴群としては，夫と妻との学歴（高卒・短

卒・大卒の３カテゴリー）の組み合わせによって，９群

が抽出可能であるが，９群を構成するカップル数に大き

な偏りがみられた。それは，夫と妻の学歴が中程度の正

相関（γ＝､44,力＜､００１）を示したこと，及び夫の短卒

者がわずか16名（5.9％）に留まったことによる。そこ

で，これら９群のうち，カップル数が30組以上あった次

の４群を分析の対象とした。すなわち，「夫婦とも高卒」

群（34組)，「妻高卒・夫大卒」群（42組)，「妻短卒・夫

大卒」群（88組)，「夫婦とも大卒」群（79組）である。

これら４群によって，相手へのコミュニケーション態

度得点に差があるかどうかを，夫と妻それぞれの得点に

ついて別々に一元配置の分散分析とTukey法による多

重比較によって検討した。その結果，夫・妻とも，相手

へのコミュニケーション態度について，いずれの次元に

おいても夫婦の学歴群による差は見出されなかった。こ

のことは，中年期夫婦においては，夫婦の学歴水準及び

夫婦問の学歴差は，夫婦問のコミュニケーション様態に

影響をもたないことを意味する。先に見た夫は妻に対し

てネガティブなコミュニケーション態度をとり，妻は夫

に対してポジティブなコミュニケーション態度をとる傾

向が強いという特質は，学歴に関係なく広く一般的に存

在することが示唆されたといえよう。

3.2妻の経済的地位との関連

次に，妻の経済的地位との関連を検討してみよう。妻

の経済的地位の指標としては，「妻の収入」を用いた。

妻の収入の違いによって，夫の妻へのコミュニケーショ

ン態度および妻自身の夫へのコミュニケーション態度は

異なるのだろうか。この点を検討するため，妻の収入を

基準に４群を抽出し，これら４群によって相手へのコ

ミュニケーション態度得点に差がみられるかどうかを検

討した。抽出した４群は，妻に収入がない「妻無収入群

(62組)」（妻が専業主婦の夫婦)，妻の年収が１００万円未

満の「妻低収入群（59組)』（妻パートタイム就労の夫

婦)，100万－400万円未満の「妻中収入群（65組)」（妻

パートタイム就労（41.2％）・妻フルタイム就労

(58.8％）の夫婦)，400万円以上の「妻高収入群（４５

組)」（妻フルタイム就労の夫婦）の４群であった。分析

は，夫と妻それぞれの得点について別々に一元配置の分

散分析とTukey法による多重比較を行った。

結果は，夫では，相手（妻）へのコミュニケーション

態度のうち，「共感」において，妻の経済的地位の違い

による差がみられ（Ｆ(3,227）＝3.41,ｐ＜､05)，妻の収

入が高くなるほど得点が高くなることが見出された

2.9

／
3．１ 3．０６

3．０５

３

2．９４

中年期夫婦のコミュニケーション態度

ア

2．８３

謹
2.8

／
2.7

妻無収入妻低収入妻中収入妻高収入
群(62組）群(59組）群(65組）群(45組）

注．（）内は，カップル数を示す。

Figure3夫の妻への供感ノ態度得,点

一妻奴入謀別の夫易E定議値一

(Figure3）。とくに，「妻無収入」群と「妻中収入群｣，

また「妻無収入」群と「妻高収入」群との得点差は，

5％水準で有意であった。このことは，妻の経済的地位

が高いほど，夫は妻に対して共感的なコミュニケーショ

ン態度で対する傾向が強まることを意味している。ここ

で注目したいのは，「妻無収入群」との間に有意な差が

見られた群は，「妻中収入群」以上であり，「妻低収入

群」との間には差が見られなかったことである。一方，

妻では，これら４群によって相手（夫）へのコミュニ

ケーション態度得点に有意な差は見出されなった。すな

わち，妻自身の経済的地位いかんは，夫に対するコミュ

ニケーション態度には作用していないことが明らかにさ

れた。

総括的考察

本稿は，中年期夫婦における夫婦間コミュニケーショ

ンの様態を明らかにするため，夫と妻とのコミュニケー

ション態度の相違を検討し，また，相手へのコミュニ

ケーション態度と夫婦の学歴および妻の経済的地位との

関連性を検討した。以下では，「夫婦問コミュニケー

ション態度」の因子分析結果をもとに，中年期夫婦にお

けるコミュニケーション態度の構造モデルを提起し，こ

のモデルにしたがって結果を総括的に考察する。

夫婦間コミュニケーション態度の因子分析結果から，

夫婦問のコミュニケーション態度は，「威圧」「共感」

｢依存・接近」「無視・回避」の４因子から成ることが明

らかにされた。これら４次元のコミュニケーション態度

は，それによってどのような感情が喚起されるか，ま

た，二者がどのような位置関係にあるか，という２つの

基準をもとに分類することできる。Figure4は，縦軸
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に「二者の位置関係｣，横軸に「コミュニケーション感

情」の概念を用いて，４次元のコミュニケーション態度

を座標軸上に布置したものである。縦軸は「対等」と

｢上下」を，また，横軸は「ポジティブ感情」と「ネガ

ティブ感情」をそれぞれ両極とする。

「共感」は，二者が対等の関係にあるときのコミュニ

ケーション態度であり，相手に対してはポジティブな感

情を喚起すると考えられることから，第１象限に布置さ

れよう。「無視・回避」は，二者が対等の関係にある場

合のコミュニケーション態度ではあるが，相手に対して

はネガティブな感情を喚起するとみなされることから，

第Ⅱ象限に布置される。「威圧」は，二者が上下の関係

にあり，しかも相手に対してはネガティブな感情を喚起

するとみなされることから，第Ⅲ象限に布置されよう。

｢依存・接近」は，二者は上下の関係にあるが，相手に

対してはポジティブな感情を喚起すると考えられること

から，第Ⅳ象限に布置される。このコミュニケーション

態度の４分法モデルを用いることによって，夫婦間コミュ

ニケーションの特質を一層明確にし得ると考えられる。

本調査で示された結果をこの４分法モデルと照合させ

てみよう。まず，相手へのコミュニケーション態度の夫

婦間比較の結果（2.1項で既述）を見てみよう。妻得点

のほうが有意に高かったコミュニケーション態度は「共

感」と「依存・接近｣，反対に夫得点のほうが有意に高

かったコミュニケーション態度は「無視・回避」と「威

圧」であった。この結果を，上述のモデルと照合する

と，妻得点が高かった前者の２態度は右半分の領域（第

１象限と第Ⅳ象限）に，夫得点が高かった後者の２態度

は左半分の領域（第Ⅱ象限と第Ⅲ象限）に相当する。こ

Ⅱ

|灘繊蕊慰灘’

ネガティブ感情

ⅡＩ

繍鴬

対等

こで，注目したいのは，これら４態度は，「コミュニ

ケーション感情」の軸によって２分され，妻側に顕著な

２態度は相手にポジティブ感情を喚起する態度，一方，

夫側に顕著な２態度は相手にネガティブ感情を喚起する

態度であったことである。このことは，配偶者とのコ

ミュニケーションにおいて，夫ではポジティブ感情を，

妻ではネガティブ感情を経験することが多いことを意味

する。このような夫婦間のコミュニケーション様態は，

子の巣立ちの時を迎えている中年期夫婦が，二者関係の

再編成という課題に取り組む上での阻害要因であると考

えられる。

次に，コミュニケーション態度における夫婦間の得点

差を４次元間で比較した結果（2.2項で既述）を，モデ

ルに照合させて考察してみよう。この分析の結果，４次

元のコミュニケーション態度のうち，夫側では「威圧」

が，他方，妻側では「依存・接近」が特に顕著なコミュ

ニケーション態度であった。上記のモデル図上で，「威

圧」は第Ⅲ象限に，「依存・接近」は第Ⅳ象限のコミュ

ニケーション態度に相当する。興味深いのは，夫・妻に

とくに顕著なこれら２態度は，「二者の位置関係」軸に

よって２分された領域のうち，下半分の領域であるこ

と，すなわち，二者が上下の関係にある場合に生起する

コミュニケーション態度であるということである。

では，夫婦間コミュニケーションにおいて，夫の態度

と妻の態度との間に，上でみたような２種類の対照的な

違いがあるのはなぜなのだろうか。２つの解釈が可能で

あろう。第１は，夫・妻それぞれに特徴的なコミュニ

ケーション態度が，「コミュニケーション感情」軸の両

極に布置されたという本調査の結果は，コミュニケー

｢二者の位置関係」の軸

/｝

鴬鍵

〆

1Ｖ

|繊議驚織灘

｢コミュニケーション感情」の軸

ポジティブ感情

上下

Figure4夫婦筒コミュニケーション態度の構造モデル
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ション態度が，性役割の習得の一貫として形成されてい

る可能性を示唆する。とくに妻側に特徴的なコミュニ

ケーション２態度は，相手（夫）への配慮・従順さ，共

感を示す態度であり，相手（夫）にポジティブな感情を

喚起するものであった。これらは，従順，控え目，やさ

しさなど伝統的な女性役割に沿ったコミュニケーション

態度であるといえる。一方，夫側に特徴的なコミュニ

ケーション２態度については，男性役割との対応は女性

役割の場合ほど明瞭ではない。したがって，夫婦間のコ

ミュニケーション態度の形成を性的社会化の影響だけで

説明することには十分‘慎重でなければならない。しか

し，相手に対してポジティブな感情を喚起する態度が一

貫して女性（妻）に顕著である事実は，少なくともこの

世代の女性が幼少期・青年期を過ごしてきた社会におい

ては，伝統的な女性役割に沿った態度をとることを動機

づける社会・文化的な働きかけがなされていたとみるこ

とができよう。

この第１の解釈は，コミュニケーション態度の形成プ

ロセスに関するものであったが，第２の解釈は，現在の

条件に関するものである。夫と妻それぞれにとくに顕著

なコミュニケーション態度が｢二者の位置関係｣軸の｢上

下」の極側に布置されたという事実からは，その背景要

因として，夫と妻の位置関係として上下関係の存在を仮

定せざるを得ない。この問題を考える上で，1970年代に

米国で社会学と言語学の接点から生まれた「会話分析」

研究2)の知見が示唆に富む。会話分析の研究者の多くは，

男女の対面的コミュニケーション状況に非対称性がある

ことを明らかにし，こうした非対称性を，広い意味での

権力現象と捉え，その要因を二者相互の力関係のなかに

求めている。もっとも，私的領域で行なわれる夫婦間コ

ミュニケーション行動と公的領域で行なわれる一般男女

のコミュニケーション行動とでは，社会的コンテキスト

が異なるので，会話分析における知見をそのまま適用す

ることはできない。しかし，公・私領域におけるコミュ

ニケーション行動が，全く異なる条件のもとで成立して

いるとも考えられない。家族は，家族内部の状況だけで

規定される閉鎖的システムではなく，外部の変化とも相

互に連動する開放システムである。したがって，家族と

いう私的領域で行なわれる夫婦間のコミュニケーション

も，政治や経済などの公的領域における男女の不平等な

あり方，男女問に富や権力の格差が存在する事実と無関

係ではありえないだろう。妻の経済的地位の高さが，夫

側の妻に対する共感的コミュニケーション態度を強める

という本調査の結果は，このことの１つの証左であろう。

夫婦間コミュニケーション態度を夫婦の学歴との関連

で検討した結果，夫婦の学歴水準および夫婦間の学歴差

は，夫婦間コミュニケーションの様態に影響をもたない

ことが明らかにされた。学歴の効果が見出されなかった

原因としては，学歴と夫婦間コミュニケーション態度と

を媒介すると予測した意識変数が，これら２つの変数間

を媒介していない可能性が考えられる。すなわち，調査

対象の中年期夫婦においては，学歴が意識変数とは直ち

に関連しない可能性，あるいは，学歴は意識変数とは関

連するが，意識変数がコミュニケーション態度とは関連

しない可能‘性である。この点を明らかにするために，次

稿において，意識変数として，平等主義的結婚観および

個人志向的意識をとりあげ，これらの意識変数と夫婦間

コミュニケーション態度との関連性をより詳細に分析す

る予定である。

夫婦問コミュニケーションと妻の経済的地位との関連

を検討した結果，妻の経済的地位が高いほど，夫の妻へ

の共感的なコミュニケーション態度得点が高まることが

明らかにされた。鎌田（1999）は，妻の経済的地位は夫

婦関係を対等なものにするための基本条件であると述べ

ているが，本調査の結果は，コミュニケーション1号おい
てもこの命題があてはまることを示唆している。

では，なぜ，妻の経済的地位が，夫の妻への共感的な

コミュニケーション態度を促進させるのだろうか。これ

については２つの解釈が可能である。１つは，妻の経済

主体としての独立'性が，夫側に妻を独立した人格として

尊重する態度を促す可能性である。家族は純粋に愛情な

どの精神的要素によって結合している集団ではなく，ひ

とつの経済的な組織でもある。ただし，妻が夫に扶養さ

れておらず，夫と同等の経済的地位にある夫婦の場合

は，この限りではない。なぜなら，こうしたダブルイン

カム夫婦では，妻は独立の賃金所得を得る個人単位の経

済主体であるからである。このように妻が個人単位の経

済主体となることによって，夫側の妻への認識・対し方

が変わること，また，妻自身の自己概念が変わることを

示唆する研究も行なわれている3)。妻が個人単位の経済

主体であることによって，夫側には，「経済的に一人で

も生きていかれる」妻，「自分と同様の社会的・職業的

能力をもっている」妻，「それなりの社会的貢献をして

いる」妻を，疎かにできない，対等に認めねばならない

2）従来の社会言語学的な性差研究が,主に発話内容の差異に分析の

焦点を置くのに対し，会話分析では，実際の会話状況で男女が行

使するパターン化された話し方に注目する。会話分析の先駆的研

究（江原・山崎・好井，1984；West，＆Zimmerman，1977；

Zimmerman,＆West,1975;）によれば，「割り込み」「沈黙」「あ

いづち」などに男女問の差異，非対称性があることが明らかにさ

れている。たとえば，異性間会話では，男性の女性に対する「割

り込み」のほうがはるかに多い。

3）有配偶の女性外交員と専業主婦を対象にした実証研究によれば，

妻の就業によって夫の勢力は減少し,夫婦の勢力関係は夫優位型

の2/3が他の類型に移行することが明かにされている(坂田・黒川，

1989)。また，夫婦の勢力関係について資源説を唱えたBlood,＆

Wolfe（1960）は，「妻が自分の経済的安定を得ることによって，

新しい自立の感覚を持つようになる」と述べている。
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との気持ちが強まり，妻とのコミュニケーションにおい

て共感的な態度をとらせるのではないかと考えられる。

もう１つの解釈は，二大生活領域といわれる職業生活と

家族生活において夫婦が共有する経験の豊富さが，夫の

妻への共感的コミュニケーション態度の促進要因となる

可能性である。中年期夫婦を対象にした生活意識の調査

では，夫婦の会話において，妻がフルタイムでは仕事や

互いの会社の話が多いのに対して，パートタイムでは，

｢子どもの話題」が最も多く，専業主婦タイプでは，妻

が一方的にしやくり，夫は聞いていないというパターン

が多いことが明らかにされている（サントリー不易流行

研究所，1999)。ダブルインカム夫婦では，夫婦がとも

に職業生活と家族生活を経験していることによって，コ

ミュニケートする内容が共通し，かつ豊富であると推察

される。また，職業領域では論理的なコミュニケーショ

ン能力が要求されるのに対して，家族領域では情緒的な

コミュニケーション能力が重視される。夫と妻が二大生

活領域を共有することは，夫婦がともにこれら質の異な

るコミュニケーション能力を習得することにつがなるで

あろう。逆に言えば，妻が専業主婦及び被扶養パート就

労の分業型夫婦では，夫と妻との生活・経験が分離され

ていることによって，夫・妻それぞれの分担領域で重視

されているコミュニケーション能力だけを発達させるこ

とになろう。その結果，夫婦間コミュニケーションの様

態は，ますます非相称的なものとなり，夫は妻に共感的

に応じる態度を欠くことなるのではなかろうか。その意

味では，コミュニケーション態度も結婚後の性的社会化

の一環であるといえよう。

最後に，今後の課題を述べたい。夫婦コミュニケー

ション態度の４分法モデルを用いた総括的な考察から

は，夫婦間コミュニケーションに非相称的な様態をもた

らしている要因として，性的社会化および社会的に男女

間の富や権力の格差が存在していることとの関連性が浮

かび上がった。このことは，中年期の夫婦が，社会変動

のなかで，夫婦としてだけでなく，個人としてもまた，

コミュニケーションに関してさまざまな心理学的問題を

抱えていることを示唆している。今後は，夫婦のコミュ

ニケーション・パターンを類型化し，類型ごとに，夫・

妻の社会・経済的変数や心理・‘情緒的変数との関連を明

らかにするなど，精繊な分析を重ねる予定である。ま

た，異なる世代を対象に同様の調査を行なって世代間の

比較を行なうなど，社会変動の影響を検証するための研

究も必要である。さらに，夫婦間コミュニケーションの

様態が，結婚・家族生活のなかでどのように変化・発達

するのか，個人にとって夫婦間コミュニケーションの心

理学的な重要性がどのように変化するのかなど，発達的

な変化プロセスを明らかにするための縦断的な研究も求

められるところである。
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幼児の心的な比職の理解：心は容器か，物体か，動作主か？

富 田 昌 平
(山口芸術短期大学保育学科）

心的な比愉に対する６歳児の理解を３つの実験によって検討した。本研究では，子どもは３つの領域

における心的な比輸に対する解釈を求められた。つまり，容器比職（例えば，「心が空っぽである｣)，

物体比職（例えば，「気が重い｣)，動作主比噛（例えば，「気持ちが足踏みしている｣）の３つである。実

験１では，１６名の子どもが，比職文に対する正しい解釈と誤った解釈という２つの絵画ストーリーを提

示され，比噛文と対応するものを選択するよう求められた。実験２と３では，各20名の子どもが，比職

文に対する比職的な正しい解釈，比職的だが誤った解釈，字義的な解釈，無関連の解釈という４つの絵

画ストーリーを提示され，実験１と同様のことを求められた。３つの実験で，子どもの大部分は，動作

主比職よりも容器比職において正答を多く選択した。以上の結果は，幼児が持つ心のイメージという点

で考察された。

【キー・ワード】心的な比輪，心のイメージ，絵画的文脈，幼児

幼児は心についてどのようなイメージを持っているの

であろうか。幼児が心について語る機会は，日常ほとん

どないに等しいが（Wellman,＆Hickling,1994)，それ

でも，幼児は心について様々なことを知っており，過去

10数年の間は，彼らが持つ「心の理論」の様相が詳しく

描かれてきた（e､9.,Astington,1993/1995;Bennett，

1993/1995;Gopnik,＆Astington，1988;Wellman,＆

Bartsch，1988；Wellman，＆Estes，1986;Ｗｉｍｍｅｒ,＆

Pemer,1983)。その結果，信念，知識，欲求，感情，意

図といった心的内容について彼らが持つ知識のかなりの

部分が明らかにされてきたが，その一方で，それら全て

を含む構成体の総称である「心」について，幼児がどの

ようなイメージを持っているのかという点に関しては，

ほとんど明らかにされてこなかった。

人々が持つ心のイメージは，我々の生活に深く根付い

ている慣習的な比職言語を分析することによって顕在化

させることが可能であろう。Lakoffとその共同研究者た

ち(Lakoff,1987/1993;Lakoff,＆Johnson,1980/1986；

Lakoff,＆Kovecsess,1987）はそのような見地から慣習

的比職の分析を行っており，さらにそれは我が国の研究

者たち（河上,１９９６；瀬戸,1995；山梨,1995）にも採用さ

れ，一般の大人が持つ様々な心のイメージが明らかにさ

れている。その代表的な例として，次の３つをあげること

ができる。１つは，容器としての心のイメージである。こ

の場合の容器は中に内容物や液体を含み，それらが考え

や感情と対比される。例えば，「心が空っぽになる｣，「心

を入れ替える」といった比噛表現がこれに含まれる。２つ

めは，物体としての心のイメージである。この場合の物

体は拡がりや大きさ，重さなど様々な属性を持つ対象物

を意味する。例えば，「心が広い｣，「気が重い」といった

比職表現がこれに含まれる。最後に，動作主としての心

のイメージである。この場合の動作主は人や他の生物な

ど自律性を持った存在を意味する。例えば，「気持ちが足

踏みする｣，「心が騒ぐ」といった比職表現がこれに含ま

れる。大人は一般にこうした心のイメージを持ち，そし

て，心について語るときに例に挙げたような比職表現を

巧みに使用することによって，その種の抽象的な会話を

円滑に行っていると考えられる。

単純に考えると，子どもは発達的に，大人が持つこの

ような心のイメージと合致するように徐々に発達してい

くと予想されるが，例えば，幼児期の時点でそれはどの

程度まで進んでいるのかという点については，これまで

ほとんど検討がなされていない。結局，何もしなくても

大人の地点にまでたどり着くのだとすれば，そのような

問い自体があまり意味をなさないのではないかという反

論もあるかもしれない。しかし，早期における「心の教

育」の重要‘性が提言されて久しい今日において，就学以

前の段階の幼児が持つ心のイメージを探っておくことは，

幼い子どもたちと心について対話をしようと試みるとき

に有益な情報を提供できるかもしれないという意味で意

義があると思われる。

では，子どもを対象にしたこれまでの研究では一体何

が明らかにされているのだろうか。これまで明らかにさ

れたことの多くは，動作主としての心のイメージに関す

ることに集中している。例えば，Wellman,＆Hickling

(1994）は，「心がさまよう｣，「心が飢えている」といっ

た比愉文を材料として，５－１０歳児にその意味を説明する

ように求める実験を行っている。また，彼らは，子ども
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に頭の中にリンゴの映像を作り出すよう要求し，その後，

そのリンゴの映像（心的イメージ）はどのようにして形

成されたのかについての説明を求めるという実験も行っ

ている。これらの結果から，Wellman，＆Hickling

(1994）は，幼児はまだ動作主としての心のイメージを持

たず，そのような心のイメージが発達するのは児童期中

頃（8～１０歳頃）であると結論づけている。また，Flavell

とその共同研究者たち（Flavell,Green,＆Flavell,1993,

1995,1998）は，「たとえ外的な活動に従事していないと

きでさえも，人の意識は絶え間なく進行している」とい

う意識の流れについての幼児・児童の理解を調べる実験

を数多く行っている。そこでは，幼児は児童と異なり，

一貫して自己や他者の意識の流れに気づくことができな

かった。その理由としてFlavellらは，幼児における動

作主としての心のイメージの欠如をあげている。さらに，

Johnson,＆Wellman（1982）は，「歩くのに心が必要

か？」という質問に対して，「心は足に行き先を教えてく

れるので必要である」といった擬人的回答を行えるよう

になるのは児童期以降であると指摘している。以上の研

究はいずれも，動作主としての心のイメージの発達は児

童期以降であろうと結論づけている。

しかし，幼児が持つ心のイメージについて十分に検討

されたかどうかといえば，それは十分でないと言わざる

を得ない。先に述べたように，一般の大人が持つ心のイ

メージの代表例には，動作主としての心のイメージの他

に，容器としての心のイメージと，物体としての心のイ

メージがある。もしもこの２つのイメージを幼児の前に提

示すれば，彼らはこのイメージに対して高度な敏感さを

示すことができるかもしれない。その可能性を示唆する

証拠がわずかではあるが存在する。まず，容器としての

心のイメージに関しては，Wellman（1990）による考察

が示唆を与えてくれる。Wellman（1990）の言葉を借り

るならば，「初期の心の理論（3歳頃）は容器のような性

質を持ち，より後の心の理論（児童や大人）は小人のよ

うな性質を持つと考えられる」（p,269)。この考察は，実

在論に関する彼らの研究（Estes,Wellman,＆Woolley，

1989;Wellman,＆Estes,1986）からもたらされたもの

であるが，それによると，３，４歳児でさえも「心の中で｣，

｢頭の中で」といった表現を巧みに使用できるという。次

に，物体としての心のイメージに関しては，Gardner（1974）

の比職研究が示唆を与えてくれる。彼の研究によると，

3歳半の幼児でさえも，様々な顔の表情に対して「冷たい／

温かい｣，「硬い／柔らかい」といった物体の属‘性に関す

る語を，大人とほぼ同程度に帰属させることができると

いう。以上のように，これらの先行研究は，幼児がすで

に容器としての心のイメージ，物体としての心のイメー

ジを持っている可能性をほのめかしていると言える。

上記の研究を受けて，本研究では，容器，物体，動作

主という３つの異なる心のイメージについて，幼児がそれ

をどの程度獲得しているかを探ることを目的とする。そ

の際，材料として，本研究ではWellman,＆Hickling

(1994）に準じて，慣習的な比職文（例えば，心がさまよ

った）を用いることにする。仮説的に，もしも幼児があ

る特定の心的な比職においてより高い理解成績を示すな

らば，それは彼らがその特定の心のイメージをより広範

に獲得していることを表していると解釈される。手続き

については，Wellman,＆Hicklingでは，まず，人形に

比噛文を言わせて，その人形はどういう意味でそれを言

ったのかを説明させるという手続きがとられている。し

かし，この課題は幼児に比輸の意味を説明させるという

課題の性質上，ある程度の言語能力を要求するため，そ

の能力が十分でない幼児にとっては比職の意味を言語化

によって反応するという課題そのものの負荷が大きすぎ

ると予想される。そうした課題の負荷を低減させるため

に，比職研究の分野では物語文脈や絵を用いたり，複数

の選択肢を用意するなどの課題作成上の工夫がなされて

いる（Vosniadou,1987)。本研究では，過去にHoneck，

Sowry,＆Voegtle（1978）が用いた課題作成上のアイデ

アを特にベースとして，以下のような課題を作成する。

まず，実験者は子どもに絵を伴ういくつかの異なるスト

ーリーを見せる。その後，比職文を提示し，その比職文

を表現したものとして最もふさわしいストーリーはどれ

かを選択するように求める。最後に，そのストーリーを

選択した理由と，比職文の意味を説明するように求める。

この課題の利点は，選択肢が絵とストーリーで構成され

ていることによって子どもの認知的負担が低減させられ

ること，絵とストーリーによって課題に対する取り組み

が高められること，その選択肢を手掛かりとして選択後

の子どもの理由づけが容易にさせられることの３点にまと

められる。また，本研究で対象とする年齢については，

先行研究から，少なくとも動作主の比喰に関しては，幼

児による理解は困難であろうとされていることから，６歳

児を扱うことにする。

予備調査

まず，実験に用いる比職を選出するために，大学生１２０

名を対象にした予備調査を実施した。実験で用いる比職

文を選出する上で必要なこととして，第１に，日常的に使

用されたり，見聞きされる度合いが高いこと，第２に，比

輪文の述語が容器，物体，動作主の各イメージを表す語

として適切であると高く評価されていることの２点が上げ

られる。よって，調査では，比噛文の'慣習性の評定，お

よび，比職文の述語を容器を表す語，動作主を表す語と

して考えた場合の適切性の評定という２つを被験者に求め

た。なお，物体の属性を表す語については，先行研究（岩

田,1986;Keil,1983;森・北川・出野,1980）から心的な
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Tablel美溌で用いた比聯

容器比職 物体比喰 動作主比職

心が空っぽである（3.93／4.25）

気持ちが湧く（3.16／４．０１）

心を入れ替える（4.60／4.24）

心が引っかかる（2.94／3.30）

気が重い

気が長い

心が広い

気が小さい

気持ちが足踏みする（2.82／3.96）

気持ちを押さえる（4.54／3.88）

気持ちがよみがえる（3.57／3.00）

心が騒ぐ（3.35／4.20）

注．カッコ内の左側は慣習度の平均値を示し，右側は適切度の平均値を示す。

比職として構成可能であり，かつ広く知られている語を

抽出した。従って，物体比職に関する評定は行わなかっ

た。

評定の対象となる比職文は，中村(1977)の比喰表現の

理論と分類の中から以下の条件を満たす45の比輸文（容

器１２文，動作主33文）を抽出した。（１）「名詞十ガ・ヲ＋

動詞・形容(動)詞」という文形式である。(2)主語が「心｣，

｢気持ち｣，「気」のいずれかである。(3)述語が容器もし

くは人や生物に関する語である。これらの比職文を印刷

した冊子を慣習性評定用と適切‘性評定用の２部作成し，配

布した。なお，適切′性評定用の冊子では，比輸文の主語

が取り除かれ，述語のみが印刷された。'慣習性評定には，

日常よく使ったり見聞きしたりするかどうかについて，

全くない（＝l）からよくある（＝5）の５段階で評定する

旨が記入され，適切性評定には，容器を表す語もしくは

人や生物を表す語として適切かどうかについて，適切で

ない（＝l）から適切である（＝5）の５段階で評定する旨

が記入された。調査は心理学講義の終了後，約30分間行

った。

データの分析では，まず，’慣習性と適切性の各評定の

平均値と標準偏差を算出した。'慣習度の全体平均値は容

器比職〃＝3.25,動作主比愉〃＝2.82であった。'慣習度

の最も高かった容器比職は「心を入れ替える」（〃=4.60)，

最も低かったのは「気持ちが流れ出る」（〃=2.13）であ

り，'慣習度の最も高かった動作主比職は「心が傷つく」（Ｍ

＝4.57)，最も低かったのは「心がよじ登る」（Ｍ＝1.35）

であった。また，適切度の全体平均値は容器関連語Ｍ＝

3.45,動作主関連語Ｍ＝3.82であった。適切度の最も高

かった容器関連語は「一杯になる」（〃=4.42)，最も低か

ったのは「消え失せる」（Ｍ＝2.95）であり，適切度の最

も高かった動作主関連語は「動く」（〃=4.46)，最も低か

ったのは「うなだれる」（Ｍ＝2.97）であった。

次に，容器関連語と動作主関連語のそれぞれの意味構

造を確認した上で，異なる意味構造の比職を選出するた

めに，適切性評定値をもとに領域別に因子分析（主因子

解を求めてからバリマックス回転）を行った。固有値の

大きさの推移，累積寄与率，因子の解釈可能性を考慮し，

容器で３因子，動作主で５因子を抽出した。累積寄与率は，

容器が54.1％，動作主が52.4％であった。容器３因子は

それぞれ，①中身（湧く，満ちている，空っぽである，

他)，②外側（引っかかる，引き出す，他)，③内側（入

る，入れ替える，他）と命名され，動作主５因子はそれぞ

れ，①移動（帰る，行く，近付く，足踏みする，他)，②

接触（押さえる，離れる，とどまる，他)，③姿勢（うな

だれる，もがく，よみがえる，他)，④衝突（騒ぐ，傷つ

く，さまよう，他)，⑤発達（育つ，老いる）と命名され

た。

最終的に，’慣習性評定値，適切性評定値，因子負荷量，

因子の独立性を考慮し，容器比噛と動作主比職各４文と，

物体比輸を加えた計１２文を本実験の材料として選出した。

１２の比喰文，および容器比職・動作主比職における'慣習

度と適切度の平均値をＴａｂｌｅｌに示す。

実 験 １

実験ｌでは，６歳児に全体的に同じような文脈であるが

結論の異なる２つの話から成る紙芝居を与え，どちらの結

論に至った人物が比愉の意味により適しているかを選択

させることによって，６歳児による心的な比愉の理解の程

度とその領域による違いを検討する。

方法

被験児Ｈ市内の保育所の年長児１６名（平均年齢６歳３

カ月，男児８名，女児８名）であった。

材料Ｔａｂｌｅｌに示した１２の比職文それぞれに，全体

的に同じような文脈であるが２つの異なる結論に至るよう

な話を作成し，その話にもとづいて数枚の絵から成る紙

芝居を作成した。紙芝居は比職１文につき25.7×18.2ｃｍ

の画用紙に５枚から７枚の範囲で構成した。

手続き個別面接形式で，面接時間は１人あたり10-15

分であった。１２の紙芝居の提示順，及び，選択肢となる

結論の絵の提示順はランダムであった。被験者の回答は，

実験後に理由づけの分析を行うため，すべてテープレコ

ーダーで記録した。

実験者は被験者に，紙芝居の１つ目の結論を読み聞かせ，

次に，同じ主人公による別のときの話だとして２つめの結

論を読み聞かせた。読み終わった後，主人公のそれぞれ

の結論をもう一度教示し，「(比輸文）なのはどっちだと

思う？」と尋ね，いずれか一方を選択するように求めた。

被験者が選択した後，正答を選択した場合のみ，「どうし

てこれだと思ったの？」と選択理由を尋ね，さらに，何

らかの理由を説明できた被験児に対してのみ，「(比噛文）



実験１

Ｗ二16）
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２
０
４

２
５
０１

１
３
６

2.15

0.95

0.7

無関連反 意字義

Figurel実溌で使用されたストーリーの例（｢気が重い」の場合ノ

適切

､a肌２比聯の領域ごとの得点の分布平均値標準偏差

を入れ替える」の場合では，「友達をいじめたり物を壊す

など悪いことばかりしていたが，先生の言葉によって友

達と仲良く遊ぶようになった子ども」（適切）と「先生ま

でも殴ってしまった子ども」（反意）についての紙芝居を，

動作主比職の「気持ちを押さえる」の場合では，「足を引

っ掛けられて転がされ，相手を殴ってやりたいが我慢し

た子ども」（適切）と「我慢せずに殴ってしまった子ども」

(反意）についての紙芝居を読み聞かせた。こうしたペア

の紙芝居を１２回提示した。また，被験児が「気」という

語を「木」と勘違いしていると判断された場合，「気持ち」

と言い直した。

正答数

実験３

Ｗ二２０）

0１２３４平均値標準偏差

８
０
２

容器

物体

動作主

５
６
２

８
７
２

3.18

3.25

1.87

1.04

0.77

1.20

０
０
２

１
０
０

1.03

0.82

0.86
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ってどういう意味だと思う？」と比職の意味についても

尋ねた。具体的に，物体比職の「気が重い」の場合を例

にとると，Figurelに示すように，「キャッチボールを

しているとボールがそれて隣の家の窓ガラスを割ってし

まい，これからボールを取りに行く二人の子ども」（適切）

と「キャッチボールをしているとボールが隣の家の庭に

入ってしまい，これからボールを取りに行く二人の子ど

も」（反意）についての紙芝居を読み聞かせ，「気が重い」

のはどちらだと思うかを尋ねた。前者では，主人公は気

が重く，後者では，主人公は気が軽い。ゆえに前者を選

択すると正答と判断された。その他に，容器比職の「心

1.01

1.01

0.68

容器

物体

動作主

６
３
２

２
２
０

１
０
０

1.55

0.9

0.6

２
９
０１

９
６
８

実験２

Ｗ＝２０）

２
３
７
１

容器

物体

動作主

７
２
１
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Table3比聯文ごとの各選択の出現度数

実験２

Ｗ＝２０）物体

適切反意字義無関連ＮＲ

人の回答パターンに注目したところ，１６名のうち１４名が

動作主比職よりも容器比愉や物体比職において高い成績

を示していた。以上の結果は，紙芝居提示による二者択

一課題の文脈であれば，幼児でも心的な比職の理解能力

を示すことができ，特に容器比職と物体比職をより理解

していることを示唆している。

理由づけの分析全192の回答のうち人物を正しく選択

した133の回答（容器比職５１，物体比愉５２，動作主比

職30）を対象に，それらを「意味｣，「文脈｣，「回答なし」

の３カテゴリーに分類した。評定は２名の評定者によって

心が空っぽである

気持ちが湧く

心が引っかかる

心を入れ替える

３
５
１
２

１
１
１
１

３
１
３
３

０
０
２
１

容器

１
４
３
４

気が重い

気が長い

心が広い

気が小さい

２
２
６
２

１
１
１
１

４
４
０
４

０
０
０
０

実験１
物体

Ｗ＝１６）

２
０
１
０

気持ちを押さえる

心が騒ぐ

気持ちが足踏みする

気持ちがよみがえる

３
８
６
３

１ ２
８
９
３１

１
０
１
０

動作主

動作主

心が空っぽである

気持ちが湧く

心が引っかかる

心を入れ替える

７
１
５
８

１

１
０
０
５

６
５
１
３
１

４
２
２
１

２
２
２
３

容器

０
０
０
２

気が重い

気が長い

心が広い

気が小さい

３
３
５
７

１
４
２
２

４
２
０
８

１
１
１

１
１
３
２
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注．“ＮＲ,，（noresponseの略）は選択できなかった場合を意味する。

結果と考察

正答選択の分析比愉領域ごとに正答を１点，誤答を0点

として得点化した（各領域で０－４点の範囲)。各領域の

Ｏから４の得点範囲における被験児の分布とその平均値と

標準偏差をＴａｂｌｅ２に，比喰文別の選択の出現度数を

Ｔａｂｌｅ３に示す。理解得点について１要因分散分析を行

った結果，有意差が認められた（Ｆ(2,30)＝20.61,ｐ＜､001)。

Tukey法による多重比較を行った結果，容器比噛と物体

比輸は動作主比職よりも理解得点が有意に高く（p＜,001)，

容器比職と物体比職との間は有意でなかった。次に，個

気持ちを押さえる

心が騒ぐ

気持ちが足踏みする

気持ちがよみがえる

容器

６
４
４
２

８
９
１
０
１
１

気が重い

気が長い

心が広い

気が小さい

３
３
１
４

動作主

２
５
９
３

心が空っぽである

気持ちが湧く

心が引っかかる

心を入れ替える

５
２
６
０

１
１
１

６
１
８
１

１
１
１

４
４
３
５
１

１
２
１
２

０
２
０
１

２
１
０
１

１
２
０
１

実験３

Ｗ二20）物体

１
０
１
３

０
３
０
０

１
１
２
３

３
２
１
２

８
４
８
０

１
１
１

気持ちを押さえる

心が騒ぐ

気持ちが足踏みする

気持ちがよみがえる

６
１
１
６



容器

物体

動作主
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Table４理由づけの各カテゴダーの分類基準と事例

１
６
１

回答の事例カテゴリー分類基準

２
５
２

３
３
２

「だってね，女の子が，絵をもう一回描こうってしてるから」

気持ちが湧くってどういう意味だと思う？「えとね，気持ちが

ね，だんだん…，よくなること」

比噛の意味を説明できた

り，登場人物の心的内容

に言及できた回答。

意味

5１

５２

３０

「だってね，この人，ずっと待ってるから」気が長いってどう

いう意味だと思う？「ずっと待つってこと」

単にストーリーをなぞっ

たに過ぎない回答。
文脈

実験１

Ｗ＝１６）

理由を説明できなかった

回答。
｢わからない」「知らない」回答なし

３
０
５

１
１

Table５正答選択後の理由づけの各カテゴリーの辻/現度数

０
６
６

１

カテゴリー

８
２
１

総回答数正答数 意 味 文脈回答なし

3１

１８

１２
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０
０
０

８
８
８

８
１
７

１
１

実験２

Ｗ＝２０）

“
“
“

実験３

(jVE20）

行われ，一致率は100％であった。各カテゴリーの

分類基準と事例をＴａｂｌｅ４に，それぞれの出現度数を

Ｔａｂｌｅ５に示した。Ｔａｂｌｅ５から明らかなように，被験

者の大部分は正答を選択したものの，その理由を説明す

ることができなかった。

実験２

実験1の結果，紙芝居から比職にふさわしい結論に至っ

た人物を二者択一的に選択させる課題であれば，６歳児で

も心的な比職に対する理解能力を示すことができ，その

場合，動作主比職は理解困難であるが，容器比輸や物体

比喰は理解可能であることが示唆された。しかし，この

結果は二者択一形式の課題で，比較する選択肢が比喰文

の本来の意味とは反対の意味を表す選択肢である場合に

限られたものであった。従って，実験ｌの課題において示

された６歳児の能力は，単に「多いほど良く，少ないほど

悪い｣，「上であるほど良く，下であるほど悪い」（Lakoff,＆

Johnson,1980/1986）といった単純で抽象的な対応づけ

に基づく直感を利用する能力を示したに過ぎず，心的な

比職に対する理解能力を示したものではない可能性も考

えられる。この可能性は，実験ｌにおいて正答を選択した

被験者の大部分が選択理由を説明することができなかっ

たことからも裏付けられる。この点について検討するた

めに，実験２では，単なる比ﾛ前文の反意表現ではない選択

肢を２つ加えた４つの選択肢による課題を作成し，それを

用いて６歳児における心的な比職の理解能力を検討する。

選択肢を２つから４つに増やすことに伴い，課題は紙芝居

提示をもとにした２種類の人物選択から四コマ漫画提示を

もとにした４種類のストーリー選択へと作り変えた。

方法

被験児Ｈ市内の幼稚園・保育所の年長児20名（平均年

齢６歳３カ月，男児１０名，女児１０名）であった。

材料実験１と同様の１２の心的な比愉それぞれに対し

て各４種類（適切，反意，字義，無関連)，計48種類の四

コマ漫画を作成した。四コマ漫画は20×6.7ｃｍの台紙に，

１コマ４×6.7ｃｍで描かれた。また，練習試行用として

４種類の四コマ漫画を作成した。

手続き個別面接形式で，面接時間は１人あたり約20分

であった。比輸，選択肢の提示順はランダムであった。

被験児の回答は，実験後に理由付けの分析を行うため，

全てテープレコーダーで記録した。

本試行を始める前に；練習用の４つの単純な四コマ漫画

を１つずつ被験児に提示し，それぞれに内容を説明するよ

う求めた。被験児が説明し終わった後，「この中でXＸ（例

えば，お使い）というお話はどれだと思う？」と尋ねた。

被験児の選択後，実験者は正しい回答を教示した。この

4３

１９

１４

０
０
０

８
８
８

容器

物体

動作主

７
９
６

２容器

物体

動作主

１
５
５

１ ５
５
３
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練習試行において誤った回答をした被験児は一人もいな

かった。続けて，「今から始まるゲームでも，同じように

私（実験者）が４つの漫画を１つずつテーブルに置きます。

○○ちゃんはまず，その漫画がどういうお話なのかを１つ

ずつ私に教えて下さい。その後，私が漫画の名前を１つだ

け言います。○○ちゃんはその名前と一致する漫画を４つ

の中から１つだけ選んで下さい。いいですか？」と教示し

た。

本試行では，実験者は被験児に四コマ漫画を一つずつ

提示し，それぞれのお話を説明するよう求めた。具体的

には，Figurelに示されるような４つの四コマ漫画を１

つずつ提示し，順に漫画が表すお話の内容を被験児に説

明させた。被験者が四コマ漫画の内容を説明できない，

もしくは説明したが内容が不正確であった場合，実験者

が正しい内容を教示した。４つの選択肢が全て出そろった

後，実験者は被験児に対して「(比喰文）というお話はこ

の中のどれだと思う？」と尋ね，いずれか１つを選択させ

た。被験児が選択した後，「どうしてそれだと思った？」

と選択理由を尋ね，さらに，何らかの理由を説明できた

被験児に対してのみ，「(比職文）ってどういう意味だと

思う？」と比職の意味についても尋ねた。これらの手続

きが１２の比職文で繰り返された。

４種類の四コマ漫画（適切，反意，字義，無関連）のう

ち，「適切」と「反意」は，実験ｌで用いた紙芝居をその

ままもとにして作成した。ゆえに，「適切」は比噛文の意

味と適合する内容であり，「反意」はそれとほぼ反対の意

味と適合する内容である。新しく加えたもののうち，「字

義」は，比喰文の述語部分の意味と適合する内容として

作成した。これは，幼児期にもっとも顕著な比職の誤っ

た理解として字義的解釈が指摘されていることによる

(Vosniadou,1987)。Figurelに示すように，例えば，「気

が重い」という比職の場合には，石を重たそうに持ち上

げている人物を四コマ漫画に表現した。もう１つの「無関

連」は，被験児による比職の心的解釈を混乱させるため

のダミー項目として作成した。例えば，啄木烏が木を削

りつづけるというように，人間が話の中心でない，全く

非心理的な活動の様子を四コマ漫画に表現した。

結果と考察

内容説明の分析選択肢として用いた漫画の利用可能性

が，比職領域問および選択肢間である程度等価であるか

どうかは，漫画の内容に対する被験児の説明の有無によ

って部分的に予測可能であると考えられる。本実験では，

被験児に選択を要求する前に，４８の漫画それぞれについ

てその内容を説明するように求めた。２０名の被験児によ

って得られた960の回答から，自発的に何らかの説明がで

きた場合を１点，できなかった場合を０点として，３(比

愉領域)×４(選択肢）の分散分析を行った結果，選択肢の

主効果が確認された（Ｆ(3,57)＝5.13,Ｐ＜､01)。Tukey

法による多重比較を行った結果，無関連（平均値〃=3.5）

は適切（〃=3.15）や反意（〃=3.08）よりも説明が多く

得られたことが分かった（それぞれp＜,０５とｐ＜,０１；字

義，〃=3.28)。比職領域の主効果は見られなかった（容

器，Ｍ=3.3；物体，Ｍ=3.36；動作主，Ｍ=3.1)。無関連

のみが他よりも説明し易いことが示唆されたが，以下の

正答選択の分析からは，その説明し易さが選択し易さを

も促進したという兆しは見られなかった。また，その他

の選択肢間および比職領域間の説明の頻度は同程度であ

ったことから，今回選択肢として用いた漫画の利用しや

すさはほぼ等価であるという可能性は支持されたと解釈

できよう。

正答選択の分析比１１前領域ごとに正答（適切）を１点，誤

答仮意・字義・無関連）を０点として得点化した。Ｔａｂｌｅ２

は，各領域の０から４の得点範囲における被験児の分布と

その平均値と標準偏差を示したものである。また，Ｔａｂｌｅ３

は，比職文別の選択の出現度数を示したものである。得

られた理解得点について1要因分散分析を行った結果，有

意差が認められた（Ｆ(2,38)＝6.92;Ｐ＜,01)。Tukey法

による多重比較を行った結果，容器比職は物体比ﾛ前や動

作主比愉よりも理解得点が有意に高く（p＜､001)，物体比

噛と動作主比愉の間は有意でなかった。次に，個人の回

答パターンに注目したところ，２０名のうち１３名が他の２

領域の比噺よりも容器比職において高いか同等の成績を

示していた。以上の結果は，四コマ漫画提示による四者

択一課題の文脈では，幼児は容器比職を比較的容易に理

解できることを示唆している。

理由づけの分析四コマ漫画選択後，少なくとも何らか

の理由づけを行えた回答の比率は，容器比職６８％，物体

比職７５％，動作主比職６４％であった。これには，例えば，

｢ご飯を食べ終わって茶碗の中が空っぽである」という「字

義」解釈を選択して，「だって，茶碗が空っぽだから」と

述べるといった単にストーリーをなぞったに過ぎない理

由づけも含まれる。本研究で注目したいのは，「適切」解

釈を選択した場合に，その被験児はどれだけ比職文の真

の意味に接近することができたかという点にある。従っ

て，全240の回答のうち「適切」解釈を選択した６１の回

答（容器比職３１，物体比職１８，動作主比職１２）を対象

に，それらを実験ｌと同様に「意味｣，「文脈｣，「回答なし」

の３カテゴリーに分類した。評定は著者を含む２名の評定

者によって行われ，一致率は９５％であった。Ｔａｂｌｅ５に

示すように，説明の多くは単にストーリーをなぞったに

過ぎないものであり，比噛文の心的な意味に言及したケ

ースはほとんど見られなかった。

実験３

実験２の結果は，６歳児は容器比愉を物体比職や動作主

比職と比べてより理解していることを示唆していた。こ
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の結果は，実験１の結果と部分的に異なるものである。な

ぜ６歳児は実験２において，実験１と同様に物体比輸に対

して高い理解を示すことができなかったのだろうか。考

えられる可能性として，物体比職はその他の２つと比べて，

上／下などの位置関係とポジティブ／ネガティブといっ

た心理的価値との対応づけがより明瞭であるため，実験

ｌのような二者択一形式の課題では，そうした対応づけに

ついての直感が利用されやすく，実験２のような四者択一

形式の課題では逆に利用されにくかったのかもしれない。

しかし，そのように結論づける前に，実験２の課題上の問

題点を考察し，その問題点を排除した後も実験２の結果パ

ターンが繰り返されるのかどうかを確認することは重要

であろう。実験２の課題上の問題点として，四コマ漫画の

ストーリー内容を説明することに被験者の労力が向けら

れすぎた点があげられる。実際，被験者の多くはストー

リー内容の説明にかなりの時間を費やし，そのため，重

要な選択の段階になると安易に字義的な解釈に走りやす

かったという可能性も考えられる。そこで実験３では，ス

トーリー内容の説明をより円滑に済ませるために，四コ

マ漫画上にセリフとオノマトペを加え，より通常の漫画

らしく作成し直した。これによって被験者は文字のない

漫画の潜在的な内容を理解するように要求されるのでは

なく，文字のある漫画の明示的な内容を理解するように

要求されることになり，ストーリー内容の説明に払われ

る労力は軽減すると予想される。まとめると，実験３の目

的は，ストーリー内容の説明にかけられる負担が軽減さ

れた場合においても，被験者は実験２と同様の結果パター

ンを示すのかどうかを検討することである。

方法

被験児Ｈ市内の幼稚園の年長児20名（平均年齢６歳３

カ月，男児１０名，女児１０名）であった。

材料四コマ漫画上にセリフとオノマトペが加えられ

ることを除いて，実験２と同様である。

手続き基本的に実験２と同様であるが，ストーリー内容

を説明させる段階において，実験者は漫画の中の文字を

読んで内容を理解するように教示する点で異なっていた。

被験者が文字を読めない場合，あるいは読めたとしても

不十分であった場合，実験者が代わりに読んだ。

結果と考察

正答選択の分析実験２と同様の得点化が行われた。各比

職領域のＯから４の得点範囲における被験児の分布とその

平均値，標準偏差をＴａｂｌｅ２に，比愉文別の選択の出現

度数をＴａｂｌｅ３に示す。理解成績について１要因分散分

析を行ったところ，有意差が認められ（Ｆ(2,38)＝14.59；

Ｐ＜､001),Tukey法による多重比較の結果，容器比職は物

体比ﾛ命や動作主比職よりも理解得点が有意に高く(p＜,001)，

物体比喰と動作主比喰の問は有意でなかった。次に，個

人の回答パターンに注目したところ，２０名のうち１８名が

他の２領域の比職よりも容器比喰において高い成績を示し

ていた。以上の結果は，実験２と同様に，幼児は容器比喰

を物体比輪や動作主比職と比べてより理解していること

を示唆している。

理由づけの分析四コマ漫画選択後，少なくとも何らか

の理由づけを行えた回答の比率は，容器比愉84％，物体

比噛76％，動作主比輪79％であった。「適切」解釈を選

択した７６の回答（容器比愉43,物体比職19,動作主比

職１４）を対象に，それらを実験１，２と同様の３カテゴ

リーに分類した。評定は２名の評定者によって行われ，一

致率は97％であった。Table5に示すように，全正答選

択のうち選択理由も説明できたケースの割合は，実験２の

65％（正答選択60のうち39）から８３％（正答選択７６の

うち63）へと増加した。ただし，この選択理由の増加は，

単にセリフやオノマトペが説明の手掛かりとして直接に

利用されたことによる可能性も考えられ，結果的な増加

は慎重に受け止める必要がある。比職文の心的な意味に

対する言及に関しては，実験２と同様にほとんど見られな

かった。

総合考察

本研究の目的は，６歳児による心的な比崎の理解の測定

を通して，子どもが幼児期後期までに形成する心のイメ

ージを探ることにあった。心的な比職として代表的な３つ

の比職（容器比職，物体比職，動作主比喰）が材料に取

り上げられ，それぞれの理解の程度が比較された。もし

も幼児がある特定の心的な比愉においてより高い理解成

績を示すならば，それは彼らがその特定の心のイメージ

をより明確に形成していることを意味していると判断さ

れた。

まず，比職理解の成績に関しては，容器比職と物体比

喰の成績がほぼ同等であった実験１の結果を除き，６歳児

は物体比職や動作主比職よりも容器比職においてより高

い理解成績を示した。この結果は，幼児期には最初，心

は容器のようなものとして捉えられ，後に動作主のよう

なものとして捉えられるというWellman（1990）の仮説

と一致する結果であり，幼児が持つ心のイメージについ

ての一つの証拠を提供したと思われる。容器としての心

のイメージについては，従来の研究では，何らかの心的

イメージを形成させた後の幼児の説明の中に，心を容器

になぞらえたかのような回答がいくつか見られることが

指摘されてきた。例えば，ある４歳児は心的イメージに触

ることは不可能だと主張した後，「だって，それは心の中

にあるもの｣，「それは僕の頭の中にあって，ちょうど考

えているところだから」とその理由を説明し（Esteseta1.,

1989)，ある６歳児は心的回転課題において右の絵と左の

絵は同じかどうかを判断した後，「右の絵を心の中に置く

ふりをして，それを心の中で回転させたの」とその判断
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の理由を説明した（Estes,1998)。これらは課題遂行後の

逸話的なデータであるが，幼児が早くから心を特定の区

切られた空間のようにイメージしていることを示唆して

いると言えるかもしれない。しかし，この場合の心のイ

メージは，「感情や記憶を貯蔵する容器」としてのイメー

ジよりも，単に「情報を書き込めるノート」としてのイ

メージと考えることもできる。つまり，心の中に何らか

の映像を描くことを幼児に強いるような課題では，心の

内容物としての感情や記'億が考慮されないため，彼らが

それらを含む容器イメージを持っているのかどうかは明

確でないのである。その点，本研究が示したデータは，

内容物が心的表象ではなく感情や記’億であるような心的

な比職を扱っているため，従来の研究以上に，幼児が容

器としての心のイメージを持っている可能性についての

新たな有力な証拠を提供したと言えよう。

動作主としての心のイメージに関して言えば，幼児は

先行研究と同様に，それらの比職を正しく理解すること

ができず，幼児期においてそのイメージはまだ形成され

ていないことが示唆された。幼児にとって動作主比職は，

それを比職として同定することすらも困難なようであっ

た。実験２と３で，幼児の大部分は例えば「気持ちが足踏

みする」という比噛文を与えられたとき，単に「足踏み

している」絵を選択し，また，そのような字義的な解釈

の選択肢が存在しなかった実験ｌでは，恐らく，彼ら自身

にとって納得のいく回答が見あたらないことから，でた

らめに選択した場合と変わらない選択の仕方を示した。

幼児にとって，「外見上は足踏みをしていないが内面で心

が足踏みをしている」という表面的に矛盾する状況を理

解することは困難なようであった。この矛盾する状況は，

Flavelletal.（1993）が実際的な状況において再現した問

題と類似している。彼らの実験では，幼児は，外見上は

ただ座って待っているだけで何もしていない大人を見せ

られ，次に，彼女の心は何かをしているかどうかを尋ね

られた。結果は，幼児は実験者による様々な援助を与え

らたにもかかわらず，人の内面では外見に反して心が絶

え間なく活動しているということを理解することができ

なかった。こうした表面的な矛盾を，それは比職表現だ

からあり得るのだと理解できるようになるためには，も

う少し年月を必要とするようである。

ところで，本研究の実験ｌでは，実験２，３とは異なり，

物体比噛に対する理解成績が極めて高かったが，その点

について説明をしておく必要があるだろう。この結果の

解釈については，まず，理由づけの段階において，全体

的に理由を説明できない場合（｢回答なし｣）が多かった

ことを思い出してみよう。これは，実験１の二者択一形式

の課題は実験２，３と比べて直感のような潜在的理解がか

なり威力を発揮する課題であり，幼児はときにその直感

に頼って判断していたため，理由の説明が減ってしまつ

たと考えられる。ここでいう直感とは，「多いほど良く，

少ないほど悪い｣，「上であるほど良く，下であるほど悪

い」（Lakoff,＆Johnson,1980/1986）といった極めて単

純で抽象的な対応づけを指す。これらの対応づけは，私

たち日本人や英語圏の人々による言語や思考の根底に潜

在的な形で横たわっており，そうした対応づけの知覚は

言語や文化による影響を受ける以前の乳児においても確

認できるほど（Wagner,Winner,Cicchetti,＆Gardner，

1981)，基本的な事柄であることが明らかにされている。

ゆえに，実験１における物体比職の高い理解成績は，幼児

が「心が広い」などの比職文の意味をよく理解していた

ことを表しているというよりも，むしろ彼らが「広い」

という述語から潜在的にポジティブな価値（｢良い｣）を

見出していたことを表していると解釈できよう。このこ

とは容器比職にも当てはまる。物体比職と容器比職は，

その性質上，先に述べたような対応づけを基礎とする直

感によりアクセスし易く，逆に，動作主比職にはアクセ

スしにくく，そのため，動作主比職は実験ｌにおいてもす

ぐれた成績が示されなかったと考えられる。

最後に，本研究の限界と今後の課題について述べてお

く。第１に，本研究では，幼児は一貫して容器比職におい

て比較的高い理解成績を示したが，一方で，正答した幼

児の多くはその比職文の心的な意味について言及するこ

とができなかった。比愉とはそもそも既存の言葉によっ

て形容しがたい様子を表現するものだということを考え

合わせると，この意味を説明するという作業は大人でさ

えも困難な作業と予想されるが，もしもより広い年齢範

囲で調査を行えば，その発達的な向上はいつ頃見られる

のかについて明らかにすることができるかもしれない。

その点は今後の課題であると言えよう。第２に，本研究で

は，英語の「mind」と日本語の「心｣，「気｣，「気持ち」

といった用語を広く心的カテゴリーに属す用語として区

別せずに議論している。しかし，英語では「mind」が人

間の精神機能の理知的な側面を表し，「heart」が情緒的

な側面を表しており，日本語の「心」の概念はどちらか

というと「heart」にウエートがおかれているという近年

の指摘､(嘉志摩・嘉志摩,1997;中野,1997）もあるよう

に，どのような側面を表した比噛なのかによって理解も

異なる可能性は十分に考えられる。また，本研究では，

日本の伝統的な言語表現を実験用に改変することを避け

たため，「心｣，「気｣，「気持ち」の３つの語はどれか１つ

に統一することなく使用しているが，これらの主語の違

いによっても理解が異なる可能性が考えられる。本研究

ではこれらの点についての統制を怠っているが，今後は

より明確な定義を行った上で検討を重ねる必要があるだ

ろう。第３に，本研究では，幼児が受ける課題の負荷をで

きるだけ軽減するための工夫として，絵とストーリーに

よって構成された複数の選択肢を用意したが，そのため
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に数少ない限られた比ﾛ前文しか扱うことができなかった。

従って，本研究の結果は，数少ない限られたデータから

得られた回答パターンであり，今後は別の多くの心的な

比職においても同様の結果が見られるかどうかを調べて

いく必要があるだろう。
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｢改めて科学的な発達研究を考える」

金子龍太郎
(龍谷大学社会学部臨床福祉学科）

菅原さんたちの論文「子どもの問題行動の発達」（｢発

達心理学研究」第１０巻，1999年）を熟読して，発達研究

の科学性について考えさせられた。科学的な発達研究に

は，縦断的に長期間の資料収集を行なって記述するとい

う，科学の基礎的手法に基づいた実証データを蓄積する

ことが不可欠だと考えるが，我が国の発達心理学研究で

はその段階を飛ばしてきたのではないか。その思いが，

縦断的な実証データに基づく菅原論文を読むことによっ

て改めて呼び起こされたのだった。

１．本論文の意義

今日大きな社会問題となっている，子どもの様々な問

題行動（暴力行為，いじめ，引きこもり，自殺）に関す

る実証的研究が我が国でほとんどなされていない中に

あって，菅原さんたちの論文は不適応行動の発生的視点

に立って，胎児期から研究を始め，１１年目までの縦断資

料を蓄積してきた。そして，不適応行動の危険因子がど

のように発達してくるのかを捉えた上で，危険因子の発

生を阻止するための有効な防御因子を見出そうとした。

その結果，子どもの不適応や問題行動の出現には非常

に多くの要因が関わっていて，時間軸上で展開する多要

因の複雑な相互作用の過程で発現することを見出した。

また，児童期後期で見られる不適応行動の起源は乳児期

にまで遡ることをはじめて確認した。さらに，問題行動

の発現を防御する因子として，「父親の良好な養育態度」

や「母親の父親に対する信頼感や愛情」が重要であるこ

とも示した。できるだけ早い段階に介入し援助する方略

を見出し，父親を初めとした様々な人々がサポートする

ことによって，子どもたちの健やかな発達を保障する上

でも意義深い研究となっており，育てにくい子どもを持

つ母親にとって，人々の協力が得られれば良い方向へ行

く…，という希望をもたらす研究だといえよう。

２．科学的な発達研究の条件とは

まず，発達という数十年に及ぶ過程を私たちが認識可

能な形で示すこと。数値でも図表でも文章でも発達現象

の推移を記述する縦断研究が求められる。この条件を踏

まえた上で，この論文は数多くの要因を調べた結果，子

どもの問題行動の発現には，発達初期からの気質的特

徴，家庭の社会経済的状況に関わる要因，親子関係要

因，夫婦関係要因のすべてが関わっていることを見出し

意見論文

た。この点も科学的研究において重要となる。というの

は，人間や社会についての現象を科学的にとらえる場合

に望ましいのは，中村（1977）が指摘しているように，

｢それらの現象を客観化しながら，しかも部分化したり

抽象化したりせずに，できるだけその具体性を保つこ

と，つまり相互に有機的な関連をもった全体性を保存す

ること」であるからだ。さらに，子ども側の要因は，遺

伝的要因，気質的特徴，生理学的要因があり，その一方

で環境要因として家庭内外の様々な要因が関与している

から，学際的研究でなければ，全体の様相を捉えられな

い。加えて，諸問題を真に認識して解決しようとするな

らば，異なった分野の統合という意味での学際的協力だ

けでは不十分であり，「知」と「行」の共同，「知行合

一」を実現する社会的連携（日本総合研究所，1993)，

つまり科学的知見を実践に結びつける発達臨床（無藤，

1992）が求められる。

今日の社会は発達心理学の知見や情報を必要としてい

て，子どもに関する深刻な諸問題を解消する方策を切実

に求めている。こうした社会の要請に応えることも，社

会の構成員である人間を科学する発達心理学者の役目で

あろう。その点に関して，菅原さんたちの研究が新聞紙

上に掲載され，広く市販されている総合科学雑誌である

｢科学」（菅原，2001）にも発表されている点は重要だ。

社会的に高い関心がこの研究に向けられていることを示

すと共に，子どもたちに少しでも有利な状況を作ること

によって子どもたちを救おうという科学者としての菅原

さんたちの熱い思いが感じられる。

３．さらに発達科学を進めていくために

縦断研究の先行例を挙げると（Thomas，＆Chess，

1980)，周到な予備調査を重ねた後で，研究者が子ども

を観察して，両親に直接インタビューを継続し，子ども

の詳細な記述を集めている点や，乳児期初期に対象と

なった子どもの数をほぼ維持して20年以上追跡した点を

見ると，質間紙による母親評定に基づく菅原さんたちの

研究は確かに見劣りする。質問紙調査の最大の利点は多

数の人を対象にできるということだが，欠点は回答者の

主観が強く，子どもの行動や心理を正確に捉えていると

いう保証がないことが以前から指摘されている。また，

対象者が当初の1,360名から615名へと半減している点も

残念である。しかしながらこれらの問題は，著者たちが
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研究デザイン上の不備として論文でも触れているし，こ

こで改めて批判するよりも，今後この種の研究を進展さ

せる上で考慮すべき点として前向きに捉えたい。

我が国では，本論文のような長期にわたる実証的な発

達研究が少なく，研究成果が十分蓄積されていない。十

年以上の追跡調査を行うには，綿密な研究計画に基づい

て，大きな組織体で数多くの共同研究者が継続して参加

しないとできないのであるから，たとえば発達心理学会

の組織で音頭をとって，長期の研究が可能な大きなプロ

ジェクトを計画・実施していき，我が国社会の共通財産

としての科学的知見の蓄積に貢献していただきたい。

ところで今日，生命論や複雑系科学が進展している中

で，これからの発達科学が考慮すべきは，発達という複

雑な現象の予測不能性や非決定'性である。生命論パラダ

イム（日本総合研究所，1993）に立てば，菅原さんたち

の研究は「乳児期に高い危険因子を持つ子どもの未来は

客観的に予測可能なものではなく，その後に問題行動が

生じないように様々な防御因子を機能させるべく積極的

に働きかけること」となるだろう。つまり，初期段階の

特性がその後の問題行動の発現を決定したり予測するこ

とを確認する研究ではなく，危険因子の発現を変容させ

るべく様々な防御因子を機能させ，当初には予測できな

い発達的変遷をもたらす科学をめざすのである。

既に，数十年に及ぶ縦断研究が示しているのは

(Thomas，＆Chess，1980)汀様々 な要因が相互に複雑

に絡み合い，一つの要因に決定的な因果関係を帰するこ

とができないこと。また，相互作用が複雑なので予測し

なかった結果をもたらすこともありうること。つまり，

人の生涯は意外性に満ちており，予測できないという結

論を得ている。菅原さんたちが今後，１０，２０年調査を継

続していくとこの現象に突き当たるだろう。そうした時

に，生命現象としての発達過程上の複雑’性，安定性と変

動性，非決定’性，及び予測不能性を包含したパラダイム

(日本総合研究所，１９９３；中村，1977）が求められるの

ではないか。それに基づく具体的資料としては，前述し

たように，何十年にもわたる人間の力動的な生涯に研究

者が直接的・間接的に寄り添って，対象者にとって良い

方向への変容をもたらす発達臨床を実践し，その過程を

記録していくことになろう。そしてこの方法は，これか

らの科学的な発達研究に不可欠なことと思えてならな

い。
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"Vulnerablebutlnvincible"から17年

－菅原・北村・戸田・島・佐藤・宿向井（1999）「子どもの問題行動の発達」概評一

古淫 頼 雄
(中京大学心理学部）

“Vulnerablebutlnvincible'，これは,ＥｍｍｙＷｅｍｅｒ

とＲｕｔｈＳｍｉｔｈの著書（1982）のタイトルである。その

意味するところは，子どもは様々なリスクを乗り越え

て，より健康に生きる道を選んでいくことにある。

ＷｅｍｅｒとＳｍｉｔｈは，ハワイ諸島の西端に位置し，

｢庭園の島」と呼ばれているカウアイ島で1955年に生ま

れた698名の子ども達についての追跡調査を18年余にわ

たって行った。当時，約４万５千人が暮らしていた島で

の追跡研究は，２年後の協力者保持率が96％，１０年後が

90％，１８年後が88％と驚異的に高く，人口移動が少ない

という特色を生かしたものであった。さらに，何よりも

徹底したのは，医師会・地域婦人団体・教会，新聞・ラ

ジオ放送・ポスターなどによる研究の広報活動に始ま

り，ソーシアルワーカーと看護婦による12歳以上の女性

全員の妊娠・出産歴の調査，そして，保健婦・小児科

医・心理専門家による母親・本人への面接調査，教師に

よる学業成績と教室での行動についての評定，保健機

関・社会福祉機関での記録，警察・家庭裁判所の調書閲
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覧などに及んで資料が収集されたことである。このよう

にして，子ども達との直接接触を１歳，２歳，１０歳，１８

歳時点で捉えて，彼らの成長過程を追跡した。

その結果，妊娠中や周産期にストレスを受けた母親か

ら生まれた子どもは，学習障害や行動上の問題を示す場

合が比較的多かったものの，成長につれての生活環境に

よって，この危機を克服できたことが明らかになり，こ

の場合，子どもの周囲に少なくとも一人は，親身に世話

をしてくれる人がいて，この代理親はきょうだい，親戚

などであり，学校では親友が心の支えとなっていた。こ

のことから，「例え，様々な‘リスク因子’があったと

しても，生き抜く力を増進する‘防御因子’とのバラン

スがとれている限り，自己が置かれている状況に，ひと

はうまく対応する」というのが結論であった（Werner，

1986)。

さて，“Vulnerablebutlnvincible”が出版されてか

ら17年が経って，わが国で発達精神病理学的視点に立っ

て行われた菅原らによる長期間の追跡研究の成果が一つ

の金字塔として出現した。その規模にしても，研究者ク

ルーの費やしたエネルギーと言い，そして，何よりも，

子どもの問題傾向をExtemalizingな問題行動に焦点化

し，その発達につながる先行変数を理論的わくぐみに

よって選定していることなどから，申し分ないものと評

価できるが，同時にいくつかの問題も指摘できる。その

多くは，著者らが「今後の課題」として述べているとこ

ろであるが，ここでは，ＷｅｍｅｒとＳｍｉｔｈの研究と比

較しながら，今後のこの種の研究の方向性を探ってみ

る。

限られたインフォーマント

まず，インフォーマントについてである。Wemerの

場合には，前述したように子どもに関わるあらゆる参与

者から情報を得ているといっても過言でない。勿論，情

報開示の問題との関係で，このような徹底ぶりが最近で

も可能かどうかは疑問であるものの，子どもが成長とと

もによりマクロな社会状況において生活していくように

なるのを考えるならば，何はともあれ，子どもをめぐる

環境を広い視点で捉えていくことは，この種の研究にお

いて，必要条件である。この点において，菅原らの場合

には，生後11年目以前の情報は，子どもの出生時状態

(産科医による）を除いて，その大部分が質問紙への母

親による回答によっており，１１年目の情報として，夫に

よる夫婦間の愛情関係・子どもに対する愛着感・養育態

度についての質問紙への回答と子どもによる親子関係に

ついての評定が加わるに留まっている。このように，子

どもの様態や養育態度が特定のひとをインフォーマント

として収集されることは，分析結果に二つの影響を与え

ていく。

その一つは，情報があくまでも本人（ここでは，母

親）の見方によって形成されたものに過ぎないことであ

る。同一インフォーマントが，同じ事象（ここでは，子

どもの問題行動，親の子どもに対する愛着感など）につ

いて，時系列的に’情報を提供するならば，そこに同じよ

うな傾向が含まれることは容易に予想できる。そして，

そのことが異なった時点間の関連性を強調することに繋

がることは否めない。さらに，もう一つは，それがイン

フォーマントの事象の見方に留まらず，子どもへの関わ

りという環境の形成に繋がっていく可能性をもっている

ことである。

もちろん，この二つは，問題設定の仕方によっては，

むしろ，それなりの特色をもたらす。筆者の見解では，

菅原らの研究の成果も，実は，インフォーマントを限っ

て，先行要因に関する時系列的データを得ることによっ

て，母親の子どもの見方が，子どものextemalizingな

問題行動の発達を明らかにしたと理解するならば，イン

フォーマントが限られるというここでの指摘は当たらな

いかもしれない。

防御因子の意味すること

さて，ＷｅｍｅｒとＳｍｉｔｈの研究のもう一つの特徴は，

子ども達の問題行動の発達を防ぐ作用者が彼らをめぐる

社会の人間関係にあったことを指摘したところにある。

一方，菅原らの研究においては，Extemalizingな問題

行動の発達に関する防御因子として，父親の良好な養育

態度や母親の父親に対する信頼感・愛情をあげて，“良

好な父子関係の形成”と“母親をサポートする父親の間

接的役割の重要さ'’を指摘している。両者の相違は，

ＷｅｍｅｒとＳｍｉｔｈのように，子どもの問題傾向に発達

遅滞，逸脱行動，学業不振，反社会的行動，精神疾患な

ど広範な問題行動を含めるか，菅原らのように，特定の

問題傾向に限定するかによって，先行要因の‘性質も異

なってくると判断できる。しかし，共通しているのは，

両者ともに関連変数の指摘に留まっていることであり，

｢防御因子は，子ども達の病理を生み出す個々の変数と

して理解すべきでば鮭く，それが実は複雑な適応プロセ

スを生み出す一端を荷なっているそのメカニズムに注目

する必要がある」（ｐ､501）というCicchetti，＆Ｔｏｔｈ

(1998）中の指摘の実現には至っていない。そもそも防

御因子（リスク因子も同様）の特定化は，まさに，菅原

らが，‘考察，で述べている「……当初は決して育児に

対して否定的ではなかった母親も……時間とともに子ど

もに対する愛着感にも爵りがみられるようになり，子ど

もにとっての厳しい言動を通して子どもの問題行動を助

長するようにもなっていく」（下線は，筆者による）こ

とが，具体的な介入やサポートを経て，防止されていく

かを実証してはじめて可能となる。この点については，
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菅原らの今後の検討が待たれるところである。
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縦断研究のための土壌創り：「縦断研究法」の体系化に向けて

西候 剛 央
(早稲田大学人間科学研究科）

問題

「横断研究」を「止時的発達研究｣，「縦断研究」を

｢経時的発達研究」と言い換え可能であることが示すよ

うに，縦断研究でなければプロセスとしての発達を促え

ることはできない。縦断研究の特長とは，第一に，個々

の発達の軌跡・プロセスを描ける点にある。個人差を理

論的に説明可能であるのは，個々の多様な発達軌跡の記

述から派生する利点といえる。また，発達における因果

関係を論じることが可能であることも，経時的に同一個

体のデータを取ることからくる縦断データの特長といえ

る。このような縦断研究の有効性は，発達心理学会を中

心に徐々に認識されつつあるといえるだろう。それは

｢発達心理学研究」等に優れた縦断研究が散見されるよ

うになったことにも表れている。

先に挙げた縦断研究の特長を活かすためには，通常の

横断研究と異なり，そのデータのまとめ方，分析法，統

計手法等に独自の方法論を用いなければならない。しか

し，そのような方法は整備・体系化されておらず，縦断

研究は職人芸的に行われてきたのが現状であろう。その

ため，縦断研究を行っている少なくない研究者が（特に

初めて縦断研究を行うものであれば)，縦断データを

取ってはみたものの，縦断データの特長を活かしつつ

データをまとめ，分析する方法がわからないというのが

現状のようである。縦断データも各標本の発達軌跡を平

均値化してしまっては，単に縦断的にデータを取った

｢横断的縦断研究」となってしまう。つまり，縦断研究

はデータ収集する際のコスト（時間・労力・費用）が大

きい割に，それに適した方法論が貧弱なため，縦断研究

独自のパフォーマンスが得られにくい現状だといえる。

したがって，縦断データの特長を活かすための独自の方

法論を，「縦断研究法」として整備・体系化していく必

要がある。

方法論充実によるパフォーマンスの増加

以下に，縦断研究に有効な理論・方法論・統計法を整

理してみる。

(1)ダイナミックシステムズアプローチ

発達領域ではThelenとＳｍｉｔｈによって体系化され

(Smith，＆Thelen，１９９３；Thelen，＆Smith，1994,

1998)，海外では注目されているが，残念ながら国内で

はこの理論に依り，実際に研究を行っている研究者はほ

とんどいないようである。この理論における方法論の中

核は，個々の時系列的な発達軌跡に基づき発達現象にア

プローチし，個々の変化点を特定し，その変化に強い影

響を与えているコントロールパラメータを特定するとい

うものである。このような手続きを経て，一見何の関係

もないような要因が，強い影響力を持っていることを明

らかにし，先行的知見を覆すことに成功している。

(2)縦断データ分析法

①個々の発達軌跡に基づく縦断データ分析法個々

の発達軌跡からアプローチする方法には，個体数が増加

するほどデータが冗長になったり，論文に記載できる

個々人のデータ数にも限界があるといった問題点もあ

る。また，個体への一般化を保持しつつ，母集団への一

般化を行う方法も問題になってくる。この場合，個々の

｢軌跡」や「変化点」を一単位として扱い，見いだされ

た典型的なパターンごとに分類する等，縦断データの特

長を活かしたままデータを圧縮し，その上で統計的な処

理を行うといった手続き（瀬戸・秦野，１９９７；川野，

2001）が非常に有効である。

②樹形図法これは多標本カテゴリー時系列データ

の基本的なまとめ方の一つといえる。各標本が時系列に
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沿って，各カテゴリーに分類されていくプロセスを，樹

形図のように描く。例えば，大学生集団の進路選択のダ

イナミックな変化過程（都筑，2000）等の記述に有効で

ある。

(3)縦断研究に適した統計手法

以下に挙げるものは共分散構造分析の枠組みの中で実

行可能である。

①パス解析各時点における変数や構成概念を用い，

時系列の流れに沿って，パス解析や共分散構造分析を適

用することにより，各時点における変数間の因果関係を

検討可能となる。母親の子どもに対する否定的愛着感と

Extemalizingな問題行動の時系列的関係を捉えた菅原

ら（1999）の研究が良い例といえる。

②多母集団同時分析（豊田，2000）の応用この分

析を活用することにより，上の①のような各年齢集団

間の因果関係を論じるためのコストを大幅に低減するこ

とが可能となる。例えば，以下のような方法により，１

年に１回11年間に渡って収集したデータとほぼ同じ結果

を，２回の測定（１年間）で得ることも可能となる。ま

ず最初の時点で，１歳から10歳までの各年齢のデータを

収集する。その１年後，それぞれの縦断データ（２歳か

ら１１歳のデータ）を収集する。そして分析の際は，多母

集団同時分析を応用し，異なる時点の同年齢のデータ

(例：ｌ時点目の２歳児のデータと，２時点目の２歳児

のデータ）の分析モデル上の母数に等価の制約を与える

ことによって，１歳から11歳までの縦断的なデータとし

て，各年齢間の変数の因果関係を論じることが可能とな

る。ただし，異なるコーホートに等価の制約を課すこと

になるため，コーホートが重要な意味を持つ現象の場合

等，使用上の制限は存在する。しかし，実際長期縦断研

究の膨大なコストを考慮すれば，これは極めて現実の要

請に適合した統計手法といえ，今後の活用が期待され

る。

③潜在曲線モデルこれは個々の発達軌跡を関数で

記述しつつ，全体の軌跡の平均と，その平均的な発達軌

跡と個々の発達軌跡の逸脱をも統計的に検討することが

可能な統計モデルである（豊田，2000)。しかし，観測

点よりも多くの標本数を必要とする等，実際に研究者が

収集できる縦断データとの隔たりも大きい。したがっ

て，比較的小標本に基づき一般化が可能な新たな統計手

法を開発する必要もある。

(4)質的記述

また発達のプロセスを捉える際には，必ずしも計量化

に依る必要はなく，質的記述や解釈学的方法（氏家，

1996）により個々の発達過程を明らかにする方法も同様

に有効な方法である。

(5)数量的方法と質的方法の効果的な組み合わせ

瀬戸・秦野（1997）の研究は，はじめに，上の(2)-①

に挙げたような数量的なアプローチにより幼児期におけ

るＤＱ値推移の広範な検討を行った後，ＤＱ値が急変動

を示した幼児に絞り込み，その上で要因関係性の力動的

把握に効果を発揮する質的アプローチの長所（やまだ，

1997）を活かし，ＤＱ値に影響を与える要因検討を行っ

ている。これは質と量の双方の長所を効果的Iこを組み合

わせた優れた縦断研究例といえる。また，川野（2001）

は，短大入学以降の時系列的変化に基づき，短大生の気

分推移を4つの典型的パターンに分類した。その上で，

(a)各典型パターンと，（b)自由記述から抽出した気分の

変化原因カテゴリーと，（c)調査日を双対尺度法により

同一空間上に表示することで，各典型パターンごとの時

間的経過にともなう原因カテゴリーの推移を全体的に捉

えた。この研究は質量双方のデータを併用し，個々の多

様性から一般性を追求しうるモデルを構築した縦断研究

例として参考になるだろう。

(6)パフォーマンス増加のための留意点

縦断研究は一度始めてしまうと，途中で研究計画を変

更することが困難である。したがって，パフォーマンス

を増加させるための基本的な留意点として，特に中長期

に渡る縦断研究の場合，開始時点で重要な変数を取りこ

ぼさない綿密な研究計画を立てる必要がある（菅原ら，

1999)。しかし，実際には現象を発達的に追っていく中

で気付くことの方が多いであろう。したがって，大規模

な縦断研究を行う前に，少数の縦断研究を試験的に走ら

せておくことは，予見的に気づきをもたらしてくれるの

で有効であろう。

今後これらの具体的提案をより洗練するとともに，

｢縦断研究法」として体系化する必要がある。本論が，

我が国でより多くの優れた縦断研究が行われる一助とな

ることを願う次第である。
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