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幼児における時間的広がりを持った感情理解の発達：

感情を抱く主体の差異と感情生起の原因となる対象の差異の観点から

麻生良太丸野俊一
(九州大学大学院人間環境学府）（九州大学大学院人問環境学研究院）

本研究の目的は，現在の感'情理解の発達を（ｉ）感情を抱く主体の心の所在（自己か他者か）の広がり

(参加者条件）の観点から，そして時間的広がりを持った感情理解の発達を（ｉ）の観点と（ii）感情生起

の原因となる対象（人か人以外か）の広がり（対象条件）の観点という２つから検討することであった。

目的（ｉ）（ii）を検討するために，実験１では３歳児１５名，４歳児１８名，５歳児２４名を対象に，紙芝居を

用いて感情の原因を推論させる課題を行った。その結果，各年齢での参加者条件，対象条件の課題通過

率に差は見られなかったが，５歳児は３，４歳児よりも課題通過率が高いことが明らかになった。実験２で

は，実験１の問題点を改善し，目的（ｉ）（ii）の再検討を行った。４歳児６９名，５歳児64名を対象に，感

情生起の原因となる対象を人と物とし，また、幼児自身が参加できるように，人形劇を用いて現在の感

情の原因を推論させる課題を行った。その結果，各年齢での参加者条件の課題通過率に差は見られな

かったが，時間的広がりを持った感情理解において，４歳児は，感情生起の原因となる対象が人の方が，

物よりも先に理解することができ，５歳児では人と物では差がないことが明らかになった。実験１．２の

結果から，感'情理解には自他の関与に関係なく同時に発達することや，意図を持った対象（人や動物）と

の相互作用の中でのみ理解される発達段階があることが示唆された。
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問題

「相手を叩くと相手は悲しむだろう」という感情の推

論や，「あの人が喜んでいるのは褒められたからだ」と

いった感情の原因帰属は，社会‘性の発達において重要な

役割を果たす。このような感情理解に関する従来の研究

の多くは，自他が抱く感情は，現在の状況の中にある原

因によって起きていることへの理解について検討してい

る（e,g､,Denham＆Couchoud,1990;Russell,1990;笹屋，

1997)。

だが，感情の原因を理解するには，手がかりの範囲を

'過去の状況へ広げることが必要な場合がある。例えば，

'『あの子が怒っているのは，昨日あの子にかみついた犬

,に出会ったからだ」という推論には，現在の感情は過去

|の出来事や，人や物との関わりを原因として起こるとい

'う理解（以下：時間的広がりを持った感情理解）が必要

,となる。この時間的広がりを持った感情理解の発達に関
,する従来の研究では，実験参加者に，過去の経験や行動

'傾向，そして性格特性などの個人'情報を付与した他者の

'感』情を推論させている。そして，他者を過去一現在と一

,貫した存在と捉えることができるかが重要だとしている

|(e､g､,Gnepp,1989;Gnepp＆Chilamkurti,1988;Gnepp＆

lGould,1985;Lagattuta＆Wellman,2001)。例えばLagat‐

ｔｕｔａ＆Wellman（2001）の研究では，（１）主人公が過去

に悲しい出来事を経験し，ネガティブな感情を抱く，

(2)現在の状況は嬉しい出来事であるのに，主人公はネ

ガティブな感情を抱く（現在の状況と，その時主人公が

抱く感情が矛盾)，（３）過去の出来事を思い出すような

｢手がかり」を現在の状況で提示する，（４）感情価がネ

ガティブである，という４つの条件を含む物語を提示し

た場合，４歳児のおよそ半数が，現在の感情の原因を，

過去の出来事に帰属できることを明らかにしている。

しかし，より現実的な状況から時間的広がりを持った

感情理解の発達を捉えようとした場合，以下の２つの問

題が残されている。１つ目は，感'盾を抱く主体の心の所

在（自分か他者か）の広がりの問題である。従来の研究

では，感情を抱く主体は常に他者であったが，現実場面

では子ども自身が感情を抱く主体となりうる。しかも，

感情理解に焦点を当てた研究も含め，信念，欲求などの

心的状態の理解の研究が示してきた心の所在の広がりに

ついて提示される知見は，現在に限定されたものに留ま

る。さらに，自分の心的状態の理解が他者よりも先であ

るという知見（Harris,1994）や，心的状態の理解は自他

同時になされるという知見（Per､“1991）など，そこで

得られた知見は一貫したものではない。そこで本研究で

は，第１の目的として．（ｉ）現在の感情の理解と（ii）

時間的広がりを持った感情の理解の両面で，実験参加者

が主人公になる条件と他者が主人公になる条件で違いが

見られるか否かを検討する。自分の心的状態の理解が他

者の心的状態の理解に先立つという知見が当てはまるな
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らば，自分の感‘情の方が先に理解され，加齢にともなっ

て，他者の感情をも理解するようになる（Harris，

1994)。それに対し，自分の心的状態と他者の心的状態

は同時に理解されるという知見が当てはまるのであれ

ば，自他の感情は同時に理解される（Perne喝1991）と

いった予測が成り立つ。

２つ目は，感'情を抱く主体と，感情生起の原因となる

対象との関係性の広がりの問題である。Lagattuta＆

Wellman（2001）の研究では，人や犬や物を感情生起の

原因となる対象としているが，それらの違いについては

考慮していない。しかし，現実場面で感情を理解する際

には，感情を抱く主体と感情を生起させる対象との関係

を考慮することが重要となる。例えば，Ｐｅｍｅ喝Ruffman，

＆Leekam（1994）は，きょうだいがいる就学前児は，

いない就学前児よりも心的状態の理解を調べる課題でよ

い成績をあげたという知見を示している。またDunn，

Brown，＆Beardsall（1991）は，親やきょうだいと感情

の原因や結果について話すことが，感情の理解と関連が

あるという知見を示している。こうした先行研究の結果

は，感情の理解に，感情を生起させる相手が人であるこ

とが特に重要な意味をもつ可能性を示唆している。

そこで第２の目的として，感情生起の原因となる対象

が，人であるか，人以外であるかが時間的広がりを持っ

た感'情理解にどのように影響を与えるかを検討する。も

し，人との関わりを通して感情が理解されていくのであ

れば，感情生起の原因となる対象が人であるほうが，時

間的広がりを持った感情を先に理解するといった作業仮

説が導かれる。

本研究が対象とした幼児の年齢は，過去と現在の因果

連鎖に関する理解が発達するといわれる３歳から５歳ま

でとした。Lagattuta＆Wellman（2001）によると，３歳頃

から「現在に生起している感情が，必ずしも今ここの状

況に限定されるのではなく，過去を思い出し，考えるこ

とによっても生じる」といった感情のメカニズムを理解

し始め，５，６歳頃にはほぼすべての幼児がこの感情理解

のメカニズムを理解するという。またPovinelli＆Ｓｉｍｏｎ

(1998）は，過去と現在のつながりを明確に意識し始め

るのは４，５歳頃であると指摘している。これらのこと

から，過去と現在の因果連鎖に関する理解の発達は３歳

頃から５歳頃までに徐々に高まると考えられる。

具体的な実験条件は，第１の目的を検討するために，

Lagattuta＆Wellman（2001）の物語に｢①実験参加者が

参加する物語（本人条件)」と「②他者が参加する物語

(他者条件)」という２条件を設ける。また，第２の目的

を検討するために，物語に｢①対人場面の物語(対人条

件)」と｢②対人以外の場面の物語(対人以外条件)」とい

う２条件を設ける。実験の設定上，各物語に，第１の目

的の条件と，第２の目的の条件を入れて（【本人一対人

条件】【本人一対人以外条件】【他者一対人条件】【他者一

対人以外条件】）実験を行う。さらに，第１の目的と第２

の目的から予測される結果として，この条件で実験を

行った際に，もし，自分の感情のほうが先に理解され，

また，対象が人であるほうが先に理解されるのであれ

ば，【本人一対人条件】が他の３つの条件よりも先に理

解されるだろう。また，自他の感'情が同時に理解される

のであれば，【本人一対人条件】と【他者一対人条件】が

【本人一対人以外条件】と【他者一対人以外条件】よりも

先に理解されるだろう。

実験１

方法

１．実験参加者Ｆ市内の保育園に調査を依頼した。

実験を行っている最中に，実験を拒否する姿勢，態度を

示した実験参加者に対しては，速やかに実験を中止し

た。最終的に５７名が実験に参加した。実験参加者の内

訳は，３歳児１５名（男児１０名，女児５名，平均月齢：

４６ケ月〔月齢範囲：４０～５０ケ月〕)，４歳児１８名（男児９

名，女児９名，平均月齢：５８ケ月〔月齢範囲：５３ケ月

～６４ケ月〕)，５歳児２４名（男児１２名，女児１２名，平均

月齢:６９ケ月〔月齢範囲：６５ケ月～７５ケ月〕）であった。

２．感情の理解を調べる課題現在の感'情理解の発達

と時間的広がりを持った感情理解の発達を調べる課題と

して，Lagattuta＆Wellman（2001）が行った課題を用い

た。彼らの課題とは次の３点で異なる。（１）ネガティブ

な感情が生起する物語に絞った。（２）感‘情を生起させる

相手を人（対人）と人以外（対人以外）の条件に分けた。

(3)自分と他者の間の時間的広がりを持った感情理解の

条件差を調べるために，実験参加者を主人公にする条件

を加えた。

2-1．物語の内容物語は【本人一対人条件】【本人一

対人以外条件】【他者一対人条件】【他者一対人以外条件】

の４種類あり，実験参加者に４種類すべての物語を提示

した。物語には男児用と女児用があり，実験参加者が男

児であれば，物語に出てくる登場人物は男児にした。ま

た，他者条件で使用した子どもの名前は，どの名前の子

どもも保育園にはいないことを確認した上で，男児用：

｢さとるくん」と「たけしくん」と「みのるくん｣，女児

用：「さとこちゃん」と「ともこちゃん」と「よしこちゃ

ん」と名づけた。物語は８場面から成り立つ。例えば，

【本人一対人条件】では，①｢あるところに○○ちゃん

(実験参加者）という子どもがいました｣，②｢○○ちゃ

んがボールで遊んでいると｣，③｢お友達の△△ちゃん

(同性の友だち）がきて，『貸して』も言わずボールを

取ってしまいました｣，④｢その時，○○ちゃんは悲し

い気持ちになりました｣，⑤｢次の日｣，⑥｢○○ちゃん

が１人で砂場で遊んでいると｣，⑦｢△△ちゃんが向こ
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ました｣，⑧「その時○○ちゃん

ました」という内容で構成した。

と【他者一対人以外条件】の物語

Iま，|ま,主人公が飼っているｳｻギが犬に追い払われ悲し
い気持ちになる。そして次の日にその犬に再び会い，悲

'しい気持ちになるという内容である｡物語は①~⑧の各

撫呼'縦繍伽横‘、に描き紙芝居砿
’2-2．生起した感情の原因を現在の出来事へと帰属で

きるかを調べる課題（以下：現在の出来事への原因帰属

課題）感情の原因を場面③に帰属することができるか

士かを調べるために用意した課題である｡場面④の紙芝
居の提示後，「なぜ○○ちゃん（または架空の主人公）は

悲しい顔をしているのか」という質問を行った。

2-3．生起した感情の原因を過去の出来事へと帰属で

墓雛親職晶雪言鰯=二耀雰
否かを調べるために用意した課題である。場面⑧の紙芝

居の提示後，「なぜ○○ちゃん（または架空の主人公）は

悲しい顔をしているのか｣という質問を行った。

Ｉ＆手続き実験者は実験を行う一週間前から保育園
Ｉご通い，ラポールの形成に努めた。一週間後，保育園の

一室を借り，そこに実験参加者を個別に連れてきて実験

を行った。全ての課題で，実験者と実験参加者が座卓

（縦80ｃｍ，横120ｃｍ）を挟んで対面する形をとった。物

語iを始める前に【本人-対人条件】で実験参加者の友
達を登場させるため，保育園で１番仲の良い同'性の友だ

二|宝輔¥繍瀬竿蝋公懸妻
使|ってお話をします｡この物語の主人公は○○ちゃん
（実験参加者）です。○○ちゃんがこの物語の主人公に

ならた気持ちで紙芝居を聞いてね。あと，お話の途中で

い'くつか聞きたいことがあるから,よくお話を聞いてい
てね｡」他者が物語の主人公の場合は，以下の教示を与

えた。「これから紙芝居を使ってお話をします。お話の

途中で聞きたいことがあるから，よく聞いていてね｡」

|鍵:雲:鵜if;W曇鵜
'質南を再度繰り返した｡それでも無回答や｢わからない」
'と答えた場合には次の場面へ移った。次に，場面⑧で，

戦蕊聯驚喜ii蕊
',紙芝居に移った。回答が明確でない，または更なる回答
,を得ることができる可能性がある場合には，追加質問を

,行づた｡例えば,「今はその犬が好きじゃないから」と

',答1た場合には'なんで今はそ"犬が好きじ●な“

の？」と質問し，さらなる回答を求めた。追加質問を

行っても，無回答や「わからない」という答えをを繰り

返した場合，次の紙芝居に移った。以上の手続きを４つ

の紙芝居すべてに対して行った。提示順序は参加者間で

カウンターバランスをとった。全課題の所要時間は一人

約20分で，実験参加者と実験者のやりとりは全てＩＣレ

コーダに録音し，後で書き起こしを行った。

結果

１．コーディング現在の出来事への原因帰属課題と

過去の出来事への原因帰属課題の通過または不通過につ

いては，実験者と心理学を専攻している大学院生１名に

よってコーディングを行った。現在の出来事への原因帰

属課題では紙芝居④で，そして過去の出来事への原因帰

属課題では紙芝居⑧で，「何で．○○ちゃん（または架

空の主人公）は悲しい顔をしているのかな？」と質問し

た。その質問に対して，紙芝居③の内容である「お友達

にボールを取られたから（または犬が飼っていたウサギ

を追い払ったから）悲しい顔になっている」と現在の感

情と過去の出来事を結びつける因果的説明を行った時に

課題を通過したと判断した。各課題における２人の通過

または不通過の判断の一致率は，現在の出来事への原因

帰属課題では95％であり，過去の出来事への原因帰属

課題では92％であった。各課題で不一致の部分は，コー

ディングを行った者で協議し一致させた。

２．現在の出来事への原因帰属課題の通過率分析対

象となった実験参加者の課題通過数と課題通過率を

Tablelに示す。本研究の第１の目的の（ｉ）である，感

情を抱く主体の違いによって，現在の感情の理解に差が

見られるか否かに答えるために，各年齢で，【本人一対

人条件】と【他者一対人条件】の課題の通過率との比較，

そして【本人一対人以外条件】と【他者一対人以外条件】

の課題の通過率とを比較するために，McNemarの検定

を行った（以下の検定では特に断らない限り危険率を

5％に設定した)。その結果，各年齢で，【本人一対人条

件】と【他者一対人条件】の課題の通過率，そして【本人

一対人以外条件】と【他者一対人以外条件】の課題の通

過率に差は見られなかった。次に，年齢間で差が見られ

Iablel現在の辻/来事への原因帰属課題の通過数

心の所在 本人 他者

感 ‘ 情 生 起 の 原 因 対 人 対 人 以 外 対 人 対 人 以 外

鷲ｕ(7333)州00川(7333)９(6川

年齢鱒1Ⅷ33)1Ⅷ33)16(8a89)１６(8a89）

:輩23(9583)2川50)2川67)20(8333）
注．（）内は％。
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るか否かを検討するために，【本人一対人条件】【本人一

対人以外条件】【他者一対人条件】【他者一対人以外条件】

の４つの条件の別に，３（年齢）×２（通過／不通過）を対

象に，Fisherの直接法を行った。その結果，【本人一対

人条件】【本人一対人以外条件】【他者一対人条件】【他者

一対人以外条件】の４つの条件すべてで，年齢間で差は

見られなかった。

３．過去の出来事への原因帰属課題の通過率分析対

象となった実験参加者の課題通過数と課題通過率を

'mable2に示す。第１の目的の（Ⅱ）である，感情を抱く

主体の違いで，時間的広がりを持った感情理解に違いが

見られるか否かに答えるために，各年齢で，【本人一対

人条件】と【他者一対人条件】の課題の通過率との比較，

そして【本人一対人以外条件】と【他者一対人以外条件】

の課題の通過率とを比較するために，McNemarの検定

を行った。その結果，各年齢で，【本人一対人条件】と

【他者一対人条件】の課題の通過率，そして【本人一対人

以外条件】と【他者一対人以外条件】の課題の通過率に

差は見られなかった。また第２の目的である，感情生起

の原因となる相手が人であるか，人以外であるかで，時

間的広がりを持った感情理解に違いが見られるか否かに

答えるために，各年齢で，【本人一対人条件】と【本人一

対人以外条件】の課題の通過率との比較，そして【他者

一対人条件】と【他者一対人以外条件】の課題の通過率

とを比較するために，McNemarの検定を行った。その

結果，各年齢で，【本人一対人条件】と【本人一対人以外

条件】の課題の通過率，そして【他者一対人条件】と【他

者一対人以外条件】の課題の通過率に差は見られなかっ

た。

次に，年齢間で差が見られるか否かを検討するため

に，【本人一対人条件】【本人一対人以外条件】【他者一対

人条件】【他者一対人以外条件】の４つの条件の別に，３

(年齢）×２（通過／不通過）を対象にFisherの直接法を

行った。その結果，【本人一対人条件】【本人一対人以外

条件】【他者一対人以外条件】において年齢間に有意差，

または有意傾向が見られた（本人一対人条件；’＝､050,

本人一対人以外条件；，＝.094,他者一対人条件；

Table２過去の辻/来事への原因帰属課題の通過数

心の所在 本人 他者

感』 情 生 起 の 原 因対人対人以外対人対人以外

:零３(川３川0)Ⅷ00)川67）

年齢餅４(剛６(3a33)４伽)６(剛

灘13(5棚13伽)10(4L67)15(6250）
注．（）内は％。

'＝､332,他者一対人以外条件；カー､002)。Ryan法による

多重比較を行った結果，【本人一対人条件】【本人一対人

以外条件】【他者一対人以外条件】の３つの条件で，３歳

児に比べて，５歳児の通過率が高く，また４歳児に比べ

て,５歳児の通過率が高かった。３歳児と４歳児の通過率

に差は見られなかった。【他者一対人条件】については

年齢差が見られなかった。

考察

本研究の第１の目的は，（ｉ）現在の感情の理解と（ii）

時間的広がりを持った感情の理解の両面で，実験参加者

が主人公となる条件と他者が主人公になる条件で違いが

見られるか否かを検討することであった。結果は，（ｉ）

現在の感情の理解，（ii）時間的広がりを持った感‘情理

解の両方において，参加者条件の通過率に差が見られな

かったことから，自分と他者の理解は同時になされてい

ると解釈できる。この結果は,自分の心的状態と他者の

心的状態は同時に理解されるという知見（PemeE1991）

を支持するものであった。ただ,実験１でとった方法は，

教示の際に実験参加者に紙芝居の主人公になりきるよう

に指示することであった。また，紙芝居の導入が「ある

ところに」という語りから始まっているので，実験参加

者が紙芝居の登場人物を自分自身と認識せず，「名前が

私と同じ別の人」と認識した可能‘性も考えられる。本当

に実験参加者が主人公になる条件と他者が主人公になる

条件で差があるか否かを調べるためには，実験参加者自

身の実体験が反映される実験状況，例えば人形劇に参加

してもらうような状況を設定する必要がある。

第２の目的は，感情生起の原因となる相手が，人であ

るか，人以外であるかが時間的広がりを持った感情理解

にどのように影響を与えるかを検討することであった。

結果は，対象条件の通過率に差が見られなかったことか

ら，人と人以外の間に差はなかったと解釈できる。しか

しながら，第２の目的において，対人以外の条件で主人

公にネガティブな経験を与えるのは犬であった。藤崎

(2004）は，年少児，年中児は自分たちの保育園で飼育

しているウサギに対して，心的機能（感情・欲求・信念）

を認めているということを示している。そのことを考慮

に入れるならば，紙芝居を提示された実験参加者は，人

と犬とを同類に認識した可能性がある。したがって，意

図を持った存在としての相手と，そうでない相手との間

を比較するためには，意図の有無の差異がより明確にな

るような対象，すなわち意図的対象である人と，非意図

的対象であるボールや本といったものを用いる必要があ

る。

また，実験の提示方法にも改善すべき点がある。実験

1は，Lagattuta＆Wellman（2001）で行われた方法を踏

襲し，紙芝居を用いて，過去の出来事への原因帰属課題

を行った。しかし，Lagattuta＆Wellman（2001）や実験
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1では，『次の日』という場面を挿入しただけなので，実

験参加者が過去と現在の時間軸を認識していたかは疑問

である。より現実的に過去と現在という時間軸に実験参

加者を位置づけるためには，実際に過去と現在の間の時

|間を取ることが必要だろう。また,実験'では紙芝居

|の内容が対人条件と対人以外条件で異なっていたため，
物語の内容の違いが，理解の早さに影響する可能性が

あった。この可能性を除くためには，対人条件と対人以

外の条件間で物語の内容を同じにする必要がある。

｜さらに提示する感情にも改善すべき点がある。ある

出来事に対して抱く感情が必ずしも悲しい感情に限定さ
れるとは限らない。Levine（1995）は，６，７歳以前の子

どもは怒りと悲しみを区別することが困難であると示唆

しているが，実験１で提示した感情は，悲しい感情に統

一していた。したがって，実験参加者が紙芝居を聞きな

がら認識した感情が怒りであったとしても,提示された
感情が悲しい感情であったために，混乱が生じ，通過率

が低くなった可能性がある')。この可能性を避けるため

,とは,実験参加者自身にその時抱いた感情を選んでもら

↓理由を述べてもらうほうが適切である。
1第３の改善点として,実験'では,被験者内要因計画
を立てたが，条件は違っていても，話の内容は，すべて

の条件で同じ内容であった。したがって実験参加者は，

最初の紙芝居での反応を他の紙芝居でも繰り返した可能

性がある。そこで，実験２では。被験者内計画ではなく，

被験者間計画で実験を行っていく。また実験'の過去
の出来事への原因帰属課題では３歳児と５歳児，４歳児

ど５歳児の間に差があり，３歳児と４歳児の間に差がな

;か|ったことから，実験２では４歳児と５歳児に絞って実

識を行う。

実験２

目的

実験ｌの手続きを改善し，実験１と同様に，第１に，

実験参加者が主人公になる条件と他者が主人公になる条

暮離駄蹴害細剛嚇
条件と対人以外の条件で，時間的広がりを持った感情の

理解に差が見られるか否かを検討する。

方|法
ｈ実験参加者Ｆ市内の保育園に調査を依頼した。

実験を行っている最中に，実験を拒否する姿勢，態度を

勤王§の出来事への原因帰属課題 に お い て 課 題 に 浦 i 尚 す

講参加者の誤堅

ユ医

歳児で37.8％であった。このことからも。実験参加者が実験１の
ｌ

鰐意図を十分に考慮できなかった可能性があることが推測≦

示した実験参加者に対しては，速やかに実験を中止し

た。最終的には，４歳児６９名（男児３６名，女児３３名，

平均月齢：５６ケ月〔月齢範囲：４９ケ月～６０ケ月〕)，５

歳児６４名（男児33名，女児３１名，平均月齢：６６ケ月

〔月齢範囲：６１ケ月～７２ケ月〕）が本実験に参加した。

各年齢群の実験参加者を，男女数が均等になるように，

【本人一対人条件】【本人一対物条件】【他者一対人条件】

【他者一対物条件】の４条件にランダムに振り分けた。

人形劇は【本人一対人条件】【本人一対物条件】【他者一

対人条件】【他者一対物条件】の４つあり，実験参加者は

この４つの人形劇のどれか１つに参加した。

２．感情の理解を調べる課題実験１と同様に，現在

の感情理解の発達と時間的広がりを持った感情理解の発

達を調べる課題を行った。実験１と実験２の異なる点は

次の６点である。（１）実験ｌでは，第２の目的の条件を

｢対人条件」「対人以外の条件」としていたが，「対人以外

の条件」を「対物条件」とする。（２）現在の出来事への

原因帰属課題と過去の出来事への原因帰属課題の間に物

理的な時間を設ける。（３）被験者内要因ではなく，被験

者間要因とする。（４）こちらから感情を提示するのでは

なく，実験参加者に感'情を選択させる。（５）就学前児は，

人形に人間と同様の心的状態（例：誤信念）を帰属する

ことが分かっている（Hala,ChandleE＆Fritz,1991;Sodi‐

an,'maylor｝Harris,＆PemeI;1991）ので，対人条件の相手

と他者条件の主人公を人形が演じる。（６）対人条件と対

物条件で物語の内容を同じにする。

2-1．人形劇の内容実験１と同様に劇には男児用と

女児用を設けた。人形劇は，例えば【本人一対人条件】

では，実験参加者に人形と一緒に協力して積木の家を

作ってもらう。しかし，もう少しで完成するという段階

で人形が積木をワザと壊して立ち去る。そして，積木を

壊された５～８分後に，積木を壊した人形が再び現れる

という内容である。【本人一対物条件】では，実験参加

者一人で積木の家を作ってもらう。しかし，もう少しで

完成というところで，ボールが転がってきて積木を壊し

てしまう。そして，積木を壊された５～８分後に，積木

を壊したボールが再び提示されるという内容である。

【他者一対人条件】と【他者一対物条件】は，他者を人形

にして，それを実験参加者が観察するというものであ

る。

2-2．実験材料すべての条件で使用したものは，白

マット，画用紙（縦25ｃｍ，横20ｃｍ）に書かれた感‘情

(嬉・悲・怒・困）を表している絵，積木，積木を入れ

る箱（縦25ｃｍ，横25ｃｍ，高さ５ｃｍ)。各条件で使用さ

れた材料は以下の通りである。【本人一対人条件】で使

用したもの：人形１体。【本人一対物条件】で使用した

もの：黄色のボール，青色のボール，テグス（太さ

0.1ｍｍ,長さ６０ｃｍ)，黄色いおもちや箱（蓋を開けなけ
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れば中が見えないもの)。【他者一対人条件】で使用した

もの：人形２体。【他者一対物条件】で使用したもの：

黄色いボール，青色のボール，テグス，人形１体，黄色

いおもちゃ箱。心の理論課題で使用したもの：カエルと

ウシの人形，赤色と青色のバケツ，消防車，ポッキーの

空箱，鉛筆。

どの名前の子どもも保育園にはいないことを確認した

上で，人形を，男児用：「けんじくん」と「たけしくん｣，

女児用：「さとこちゃん」と「ともこちゃん」と名づけた。

また，縦約３ｃｍ，横約６ｃｍのネームプレートを各人形

の胸に目立つように貼り付けた。対物条件では，黄色と

青色の２つのボールの内，黄色いボールにテープでテグ

スの一方を貼り付けた。青色のボールは，黄色のボール

の横に置いた。これは，実験参加者が黄色のボールに注

目してテグスの存在に気づかないようにするためであ

る。テグスは実験参加者に見えないように，白いマット

の上に沿わせるように置き，テグスのもう一方は実験者

が持った。両条件ともに，実験終了までテグスの存在に

気づいた実験参加者はいなかった。

2-3．表情確認課題本実験では，実験参加者に感情

を選ばせる。したがって，実験参加者が表’情と感情を合

致して理解できるか否かを確認する必要がある。選択さ

せる感'清の種類については，（１）表』情を描くとき，喜怒

哀楽における喜（本実験では嬉）と楽を区別して表現す

るのが非常に難しく，実験参加者が混乱する恐れがあ

る，（２）広範囲の年齢を調べることのできる基本的な感

情は【嬉しい/悲しい/驚く／怒る】の４つである（Pons，

Harris,＆deRosnay;2004)，（３）人形劇の内容上，驚く

表情よりも困る表情のほうが適当であると考え，嬉/悲

/怒/困の４つの表情を選んだ。実験参加者に嬉/悲/怒／

困の表情が書かれている画用紙を１枚ずつ提示し，「こ

のお顔はどんなお顔かな？」と質問した。回答がない，

または「わからない」という場合には，同じ質問を繰り

返した。提示の順序は参加者間でカウンターバランスを

とった。

2-4．現在の出来事への原因帰属課題この課題は，

感‘情の原因を直前の状況（積木を壊されたこと）に帰属

することができるか否かを調べる課題である。積木が人

形（またはボール）に壊された時に，嬉/悲/怒/困の表

情が書かれている画用紙を同時に提示し，「今，○○

ちゃん（または人形）はどんな気持ちかな？このお顔の

中から選んでくれるかな？」と質問した（無回答や「わ

からない」と答えた場合には再質問)。４つの表情のうち

の１つを選んだら，実験者は残りの３枚を片付け，その

後，「なんで○○ちゃん（または人形）はこんな気持ちな

のかな？」と質問した（無回答や「わからない」と答えた

場合には再質問を行い，それでも無回答や「わからない」

と答えた場合には次の場面へ移った)。また，質問に対

して「悲しいから」と答えた場合には，「なんで悲しいの

かな？」と追加質問を行った。さらに，「壊されたから」

と答えた場合には，「何を壊されたの？」「何が壊した

の？」といった追加質問を行い，「ボールが積木を壊し

た」という答えを得るようにした。追加質問に対し，「悲

しかったから」という答えを繰り返したり，「わからな

い」といった答え，無反応だった場合には質問を終了し，

次の手続きに移った。

2-5．過去の出来事への原因帰属課題この課題は，

感情の原因を過去の出来事（積木を壊されたこと）に帰

属することができるか否かを調べる課題である。積木を

崩した人形（またはボール）が再び実験参加者の前に提

示された時に，嬉/悲/怒/困の表'情が書かれている画用

紙を同時に提示し，「今，○○ちゃん（または人形）はど

んな気持ちかな？このお顔の中から選んでくれる？」と

質問した（無回答，「わからない」と答えた場合には再質

問)。４つの表情のうちの１つを選んだら，残りの３枚を

片付け，その後，「なんで○○ちゃん（または人形）はこ

んな気持ちなのかな？」と質問した（無回答や「わから

ない」と答えた場合には再質問を行い，それでも無回答

や「わからない」と答えた場合には実験手続きを終了し

た)。追加質問に関しては，現在の出来事への原因帰属

課題と同様の質問を行った。

2-6．記憶課題これは，過去の出来事に言及しな

かった原因が，時間的広がりを持った感情理解ができな

かったためではなく，記憶によるものであるという解釈

の可能性を排除するために行った。この課題は，過去の

出来事への原因帰属課題で過去の出来事に言及しなかっ

た実験参加者に対して行った。過去の出来事への原因帰

属課題が終わった後，実験参加者に対して人形（または

ボール）を指差し，「さっき，この人形（またはボール）

は何かしなかった？」と質問した（無回答や「わからな

い」と答えた場合には再質問)。その結果，過去の出来

事への原因帰属課題を通過しなかった全員が記憶課題に

正答していた。

３．手続き実験者は，実験を行う前にラポールの形

成に努めた。保育園の１室を借り，そこに実験参加者を

個別に連れてきた。部屋には縦約80ｃｍ，横約120ｃｍの

座卓が用意してあり，対人条件では，実験参加者が部屋

に来る前に，座卓の上に白いマットをセッティングし

た。また，対物条件では，実験参加者が部屋に来る前

に，座卓の上に白いマット，黄色のボール，青色のボー

ルをセッティングした。実験者の座る位置として，【本

人一対物条件】では，実験者が実験参加者の横でテグス

を引っ張る必要があるために，最初の現在の出来事への

原因帰属課題の時に実験参加者の横に実験者が座った。

それ以外の条件では，全ての課題で実験者と実験参加者

が座卓をはさんで対面する形で実施した。人形劇を始め
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る前に，【本人一対人条件】で実験参加者と１番仲の良

い友達を登場させるため，実験者は保育園で１番仲の良

い同‘性の友達の名前を聞いた。その後，【本人一対人条

件】では，実験参加者に「今から，このけんじくんって

子（女児の場合にはともこちゃん）と，積木でお家を

作って遊んでほしいんだけど，いいかな？」と聞き，了

解を取った後，積木を提示した。実験者は人形を操作

し，実験参加者と交互に家を建てた。家が完成する直前

に人形が家を壊し，その場を去った。その後，現在の出

来事への原因帰属課題を行った。

現在の出来事への原因帰属課題を行った後，実験参加

者と一緒に積木を片付けた。そして，現在の出来事への

原因帰属課題と過去の出来事への原因帰属課題の間の時

間の間隔を開けるため，次の２点，（１）５～８分という

時間を満たすのに最適な課題である，（２）課題内容が，

実験参加者に感情を生起させるものではない，を念頭に

おき，心の理論課題（標準誤信念課題（Ｗｉｍｍｅｒ＆Ｐｅｍ‐

enl983）とスマーテイー課題（木下，2001)）を行った。

心の理論課題を行った後，「○○ちゃん（実験参加者）の

ところに来た人がいます。けんじくん（女児の場合には

ともこちゃん）です」と言い，現在の出来事への原因帰

属課題で積木を壊した人形を登場させ，過去の出来事へ

の原因帰属課題を行った。

【本人一対物条件】では，実験参加者に「今から○○

ちゃん（実験参加者）に積木でお家を作って遊んでほし

いんだけど，いいかな？」と聞いた。了解を取った後，

積木を提示し，積木は積木入れの中から１つずつ取るこ

とと，家は必ず白いマットの上に作るように指示した。

実験参加者が積木で家を作っている間，実験者は積木に

は手を出さず見守った。家が完成する直前に，実験者は

持っていたテグスを引っ張り、ボールを転がすことに

よって，家を壊した。その後，現在の出来事への原因帰

属課題を行った。

現在の出来事への原因帰属課題を行った後，５～８分

の時間を開けるために，心の理論課題を行い，その後，

｢実はね，別におもちゃ箱を持ってきたんだ」と言い，

黄色いおもちゃ箱を提示した。その後，「今から，○○

ちゃん（実験参加者）に，このおもちゃ箱の蓋を開けて

中を見てほしいの。それで，中に何か入っていたら，取

り出して何が入ってたのか教えてくれる？」と聞いた。

了解を得た後，実験参加者に箱を開けてもらい，「黄色

いボールが入ってた」という回答を得た（回答が得られ

なかった時は，「何が入ってた？」と聞き，「黄色いボー

ル」という回答を得た)。その後，過去の出来事への原

因帰属課題を行った。

以上の手続きは実験参加者が主人公になる劇である。

他者（人形）が主人公になる劇では，実験参加者は，他

者が積木を壊される場面や積木を壊した人形（または

ボール）が再び他者の前に提示される場面を観察した。

この４つの人形劇は男女数が均等になるように配慮しな

がら実験参加者にランダムに割り振られた。全課題の所

要時間は一人約20分で，実験参加者と実験者のやりと

りは全てＩＣレコーダに録音し，後で書き起こしを行っ

た。

結果と考察

１．分析対象者数現在の出来事への原因帰属課題と

過去の出来事への原因帰属課題に先立って行われた統制

課題である表情確認課題で，嬉/悲/怒/困の表情のうち，

1つでも表情と感情の一致ができなかった実験参加者は

分析から除外した（９名)。また，課題を最後まで遂行で

きなかった実験参加者も分析から除外した（４名)。その

結果，最終的に120名が分析の対象となった。また，４

歳児，５歳児ともに，各条件の実験参加人数は１５名で

あった。

２．コーディング両帰属課題の通過，不通過につい

ては，実験者と心理学を専攻している大学院生１名に

よってコーディングを行った。両帰属課題とも，嬉/悲

/怒/困の表'情のうち，ネガティブな表情（悲/怒/困）を

選択し，理由として，「この人形（またはボール）が積木

を壊したから」といった現在の感情と過去の出来事を結

びつける因果的説明を行った時に，課題を通過したと判

断した。各課題における２人の通過または不通過の判断

の一致度は，現在の出来事への原因帰属課題では94％

であり，過去の出来事への原因帰属課題では92％であっ

た。各課題で不一致の部分は，コーディングを行った者

で協議し一致させた2)。

３．現在の出来事への原因帰属課題の通過率分析対

象となった実験参加者の課題通過数と課題通過率を

Table3に示す。本研究の第１の目的の（ｉ）である，感

情を抱く主体が，自分であるか，他者であるかで，現在

の感'情の理解に差が見られるか否かに答えるために，各

Table３現在の出来事への原因帰属課題の通過数

心の所在 本人 他者

感‘情生起の原因対人対物対人対物

年齢

４歳児１２(80.00）１３(86.67）１４(93.33）１４(93.33）
〃 ＝ １ ５ 〃 ＝ １ ５ 〃 ＝ １ ５ 〃 ＝ １ ５

５歳児１３(86.67）１３(86.67）１５(100）１５(100）
〃＝１５ 〃＝１５ 〃＝１５ 〃＝１５

注．（）内は％。

2）過去の出来事への原因帰属課題において課題に通過することがで

きなかった実験参加者の誤答反応を調べたところ，「わからない。

しらない」という誤答反応が４歳児で5.1％５歳児で４．３％であっ

た。このことから，実験参加者自身に生起される感情を選択して

もらうことが，実験参加者が実験状況をよく理解し，積極的な理

由づけを行うことにつながる可能性があることが推測される。
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通過率に対し，角変換を施し，年齢（２：４歳児，５歳

児）×対象条件（２：対人，対物）×参加者条件（２：実験

参加者，他者）の３要因について，Ｘ2分布を利用した分

散分析（逆正弦変換法：森・吉田，1990）を行った。そ

の結果，どの条件においても有意な差は見られなかった

（年齢の主効果（X2(1)＝2.82,〃.s)，参加者条件の主効果

（Ｘ２(,)＝8.45,".s)，対象条件の主効果（X2(1)＝0.06,"．s)，

年齢×参加者条件の交互作用（X2(1)＝1.41,".s)，年齢×

対象条件の交互作用（X2(1)＝0.06,".s)，参加者条件×対

象条件の交互作用（X2(,)＝0.06,〃.s)，年齢×参加者条

件×対象条件の二次の交互作用（X2(1)＝0.06,〃.S)。この

結果は，現在の感情の原因を推論する時には，４歳児と

５歳児の間で，自他の理解に差はないことを示している。

（ｉ）について，条件間に差がなかったという結果は，

自分と他者の感'情の理解が同時になされると主張した

Pemer（1991）の知見と符合する。

４．過去の出来事への原因帰属課題の通過率分析対

象となった実験参加者の課題通過数と課題通過率を

'I1able4に示す。第１の目的の（ii）である，感情を抱く

主体が，自分であるか，他者であるかで，時間的広がり

を持った感情理解に違いが見られるか否かという問い

と，本研究の第２の目的である，感情生起の原因となる

相手が人であるか，人以外であるかで，時間的広がりを

持った感情理解に違いが見られるか否かに答えるため

に，各通過率に対し，角変換を施し，年齢（２：４歳児，

５歳児)×対象条件（２：対人，対物)×参加者条件（２：実

験参加者，他者）の３要因について，Ｘ2分布を利用した

分散分析を行った。その結果，年齢の主効果（X2(1)＝

10.25,ｐ＜､01）及び対象条件の主効果（X2(1)＝10.16,

,＜､0,）が有意であり，年齢×対象条件の交互作用（x2('）

＝4.223,,＜,05）が有意であった。参加者条件の主効果

(X2(,)＝1.28,〃.s)，年齢×参加者条件の交互作用（x2(1)

＝0.58,〃.s)，参加者条件×対象条件の交互作用（X2(1)＝

0.00028,〃.s)，年齢×参加者条件×対象条件の二次の

交互作用（X2(1)＝0.12,〃.s）には有意差は見られなかっ

た。年齢×対象条件の交互作用については，単純主効

果検定の結果，４歳児では対人条件が対物条件（X2(1)＝

13.74,,＜,01）よりも有意に高かったのに対し，５歳児

Table４過去の辻/来事への原因帰属課題の通過数

本人一対人

本人一対物

他者一対人

他者一対物

心の所在 本人 他者

３（３）１（0）２

００８

５（５）３（３）６

０２（１）１２

感情生起の原因対人対物対人対物

の
い
り
ｊ

く
く
く
①

4歳児８(53.55）２(13.33）９(60.00）２(13.33）
〃＝１５〃＝１５ 〃＝１５ 〃＝１５

年齢

(3)

(1)

(1)

5歳児９(60.00）７(46.67）１１(73.33）１０(66.67）
〃＝１５ 〃＝１５ 〃＝１５ 〃＝１５

１（0）

０

０

０

注．（）内は％。

では対象間で有意な差が見られなかった。また，対人条

件では年齢間に有意な差が見られなかったのに対し，対

物条件では５歳児が４歳児（X2(1)＝13.82,’＜,01）よりも

有意に高かった。この結果は第２の目的に関わり，対人

条件のほうが対物条件よりも発達的に早く理解されると

いうことを示している。この結果と先行研究の結果を比

較してみると，Lagattuta＆Wellman（2001）の研究では，

提示された各物語に対する課題の通過率は年齢を重ねる

につれて上がっていた。それに対し本研究では，時間的

広がりを持った感情の理解において，感情を生起させる

対象が人であれば4歳児も５歳児と同様の通過率を示す，

また５歳児は感情を生起させる対象が人でも物でも同じ

ように理解することができることを示し（'Eable4)，年

齢によって課題通過のパターンが異なることを明らかに

した。他方，参加者条件の間に差はなかった。この結果

は第１の目的の（ii）の検討点に関わり，現在の出来事

への原因帰属課題と同様に，４歳児と５歳児の間で，自

他の理解に差はないということを示している。

５．両課題における表情の選択の推移各条件におい

て，現在の出来事への原因帰属課題から過去の出来事へ

の原因帰属課題への，表情の選択の推移を示しているの

が'I1able5である。課題を通過した実験参加者のうち，

両課題で一貫した表情を選択した割合は70.7％であっ

た。この結果は．過去の出来事への原因帰属課題に通過

した実験参加者の多くは，過去と現在とで一貫した表情

を選択し，そして現在の感情の原因を過去の出来事に帰

属していることを示している。次に，条件ごとの表情の

選択の推移を見てみると，対人条件では，過去の出来事

への原因帰属課題における表情選択で怒っている表情を

Table５実験参加者の表情選択の推移数（現在の出来事への原因'帰属課題→過去の出来事への原因帰属課題ノ

１（１）１（１）

００

１（１）０

０１（１）

発 達心 理学 研究第１８巻第３号

２（２）

３（３）

４（３）

１（１）

３（0）

５（0）

０

０

１
１
１
１

６
５
７
９

く
く
く
く

2７（27）８（８）６（４）２８（0）１（１）５（５）１（0）８（0）２（２）２（２）１０（９）１１（0）１１（0）１２０(58）

注．（）内は過去の出来事への原因帰属課題を通過した人数。

すべての条件で表情選択の推移がみられないものは表から除外している（例：嬉一悲)。

１（１）３

０１

０１

００

１（0）

４（0）

２（0）

４（0）

計

３０(17）

3０（９）

３０(20）

３０(12）

５（0）

４（0）

１（0）

１（0）

６
５
７
９
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選択して課題を通過した実験参加者が多い（【本人一対

人条件】では７名，【他者一対人条件】では６名)。それ

に対し，対物条件では，過去の出来事への原因帰属課題

における表‘情選択で怒っている表情を選択している実験

参加者はほとんどいない（【本人一対物条件】では１名，

【他者一対物条件】では１名)。この結果は，感情を生起

させる対象が人と物とで，感情を抱く主体の中で生起さ

れる感情が異なる可能性があることを示唆している。

総合考察

１．自分・他者による時間的広がりを持った感情理解

の違い参加者の違いが，（ｉ）現在の感情の理解，（ii）

時間的広がりを持った感情理解の発達にどのように影響

するかを実験１と実験２で検討したところ，（ｉ）（ii）

ともに条件間に差はないことが明らかになった。

（ｉ）について，参加者が自分か他者かという条件間

で通過率に差がないという結果は，現在の自他の感情は

同時に理解される（Peme喝1991）という結論を導くと考

えられるが，それは早急であろう。なぜなら，本研究で

対象とした実験参加者は３，４，５歳児であったが，現在

の感情について話し始める年齢は２歳頃からだという知

見もある（Denham＆Couchoud,1990)。したがって，本

研究で対象となった年齢の段階では，すでに自他両方の

理解ができていたという可能性が考えられる。この現在

の感‘情の自他理解に差があるかどうかを明らかにするた

めには，対象年齢をさらに引き下げて検討を行う必要が

ある。

（ii）について，参加者が自分か他者かという条件間

で通過率に差がないという結果は，時間的広がりを持っ

た感情理解の発達に自他の区別はないことを示してい

る。その場の感情ではなく，過去を踏まえて自分の感情

を理解するには，今の自分の状態を脇におき，自分を第

三者の視点で客観視して判断する必要があったのかもし

れない。そのために，同様に客観的な判断を必要とする

他者条件と差がなかった可能性がある。木ド（2001）は，

過去の自分と現在の自分の知覚的な時間的一貫性の認識

と他者の心的状態の時間的一貫性の認識との間に関連が

あることを示し，両者がほぼ同時期に発達することを示

唆している。本研究では，自分自身の心的状態の時間的

一貫’性の認識と他者の心的状態の時間的一貫性の認識も

同時に発達するという新しい知見を示したと言えるだろ

う。ただ，時間的広がりを持った感情理解において，自

分と他者の間には差がなかったが，３歳，４歳児では，時

間的広がりを持った感’情の理解がまだなされていない可

能性がある。つまり，３歳，４歳児では両方の理解ができ

ていないが，徐々に時間的広がりを持った感'情理解の発

達過程で，自分，他者のどちらかが先に理解されるかも

しれない。本研究では，３歳，４歳，５歳児で実験を行っ

たが，今後は，さらに細かく年齢を設定することで，よ

り詳細な発達過程が得られると考えられる。

２．意図の有無による時間的広がりを持った感情理解

の違い対象条件が時間的広がりを持った感情理解の発

達にどのように影響するかを検討したところ，対象条件

で通過率に差が見られなかったことから，実験１では，

4歳児は，感情を生起させる対象が人でも動物でも同様

に時間的広がりを持った感‘情を理解するという結果で

あった。しかし，実験２において，４歳児は，感情を生

起させる対象が物であるより，感‘情を生起させる対象が

人であるときの方が時間的広がりを持った感情を理解

し，５歳児では人でも物でも差がないことが明らかに

なった。この実験２の結果は，感'情を理解するのに，心

を持った存在とやりとりすることの重要‘性を示唆してい

る。なぜやりとりをする対象が人や動物などであれば，

4歳児でも５歳児と同程度に時間的広がりをもった感'情

を理解できるのであろうか。

おそらく，４歳児は，「過去と現在はつながっている」

という時間の因果連鎖を理解できていなくても，主人公

とやりとりする対象との中に，意図などの「心的なもの」

を認め，対象に「意地悪」「やさしい」といった性格特性

を付与することで，時間的広がりを持った感情を理解で

きたのではないだろうか。Gnepp＆Chilamkurti（1988）

は，感情を抱く主人公の‘性格特‘性の認識は，過去と現在

を結びつけるための１つの手がかりであることを指摘し

ている。今回の結果は，感』情を生起させる対象の性格特

性の認識も，過去と現在を結びつける手がかりであるこ

とを示しているのかもしれない。それに対して，やりと

りが物の場合，物に意図を感じるといったことや，「意

地悪」「やさしい」といった特性を付与することはない。

つまり，人や動物が持つ心的な一貫性を物にも認めると

いうことが経験的にないので，過去の出来事への原因帰

属課題において課題通過が困難になったのかもしれな

い。このような人と物の認識の違いが４歳児の課題通過

の差に影響しているものと考えられる。５歳児になると，

時間の因果連鎖を相手に関係なく理解するようになる。

これは経験によって因果連鎖を理解するのではなく，

｢その出来事に関わっているのが人であれ物であれ，現

在の感情に過去の出来事が影響を与えることがある」と

いう知識を獲得しているからであると考えられる。した

がって，ボールが現れたときであっても，その獲得した

知識を使用することで，時間的広がりを持った感‘情を理

解することができるのではないだろうか。

３．今後の課題最後に今後の課題について４点述べ

る。１点目として，実験方法上の問題がある。今回の実

験では，現在の出来事への原因帰属課題と過去の出来事

への原因帰属課題で同じ質問を行い，同じ答えを求めて

いる。Siegal（1991）は，子どもは，同じ状況で同じ質
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問を繰り返されると，最初の質問に対する自分の答えが

間違っていたと認識してしまい，同じ答えをせずに，課

題を間違えることを指摘している。本実験では．質問を

行う状況が両課題で異なることや，実験２では，両課題

の間隔を５～８分空けるなどの配慮を行っている。した

がって，子どもが同じ質問に対して同じ反応ができな

かった可能性は低いと考えられるが，この可能性を排除

するためには，質問の仕方を変える，また，両課題を同

じ実験で一度に行うのではなく，別々に行うなどの更な

る配慮をする必要がある。

２点目として，実験１では実験参加者は４つすべての

課題に参加したが，実験２では４つの人形劇のどれか１

つだけに参加した。したがって，時間的広がりを持った

感情理解の発達の順序が，どの実験参加者においても対

人から対物へという一貫した方向性を示すのか否かは本

研究では明らかにならなかった。一貫した発達の順序性

があるのかを明らかにするためには，実験参加者がすべ

ての人形劇に参加する必要がある。

３点目として，原因となる出来事と感情生起の間の時

間の長さについても考える必要があるだろう。現実場面

を考えた時，過去は８分という短い時間ではなく，１時

間であったり，半日あったり，１日といった間隔で子ど

もの前に現れるのが自然である。したがって今後は，実

験課題において，過去の出来事と現在の感情生起の時間

の間隔を調節して提示することで，時間の長さを踏まえ

た時間的広がりを持った感情理解の発達的検討を行って

いくことも考えていく必要があるだろう。
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幼児期における他者の偽りの悲しみ表出の理解

溝川藍
(京都大学大学院教育学研究科）

本研究では，幼児期の「偽りの悲しみ表出の理解の発達」について検討した。見かけの感情と本当の感

'情を区別する能力については，Harrisetal.（1986）などの先行研究から幼児期に発達することが知られ

ている。しかし，より直接的に欺きの理解と関連する「偽りの悲しみ表出（本当は悲しくないにもかかわ

らず，悲しみを表出すること)」の理解についてはこれまでほとんど扱われてきていない。調査は４歳児

と６歳児を対象とし，個別に仮想場面を用いて行なった。まず，主人公が感'情を偽る状況を３枚の図版

で提示し，「主人公の本当の感情｣，「主人公の見かけの感情｣，「他の登場人物が推測する主人公の感情」

について，「喜び｣，「悲しみ｣，「普通」の３つの表情図から１つを選択，理由づけすることを求めた。課

題は，偽りの喜び表出場面４課題（自己防衛的動機×２．向社会的動機×２)，偽りの悲しみ表出場面４課

題（自己防衛的動機×２，向社会的動機×２）の計８課題であった。その結果から，６歳児は４歳児よりも

感情の見かけと本当を認識しているものの，向社会的な偽りの悲しみ表出の理解は６歳児にも難しいこ

とがわかった。本研究から，自己防衛的動機による偽りの悲しみ表出の理解が幼児期に発達することが

新たに示された。また，向社会的動機による偽りの悲しみ表出の理解は児童期以降に発達するという示

唆が得られた。

【キー・ワード】他者感情理解，偽りの悲しみ，見かけと本当の区別，幼児期

問題と目的

１．はじめに

幼児は，他者の目に見えない内的な感情をどのように

理解しているのであろうか。他者の内的な感情の存在に

気づくためには，まず他者が自分とは異なった感情を

持っていることを理解していなければならないし，相手

の表情などを通してその感情を推測する必要がある。人

間はいつも本当の感情を表出しているとは限らない。内

的な感‘情と表出する感情が異なる場合には，相手の置か

れている状況や噌好といった，表'情以外のものを手がか

りとして，本当の感情を推測し，見かけの感情と区別し

なければならない。

物体の見かけと本当の違いについては，４歳までに理

解されることが示されている。例えば，岩に見えるスポ

ンジなどのように，見かけと本当が異なる物体を見せ，

実際に触らせた後で「何に見えるか｣，「本当は何か」を

尋ねたとき，３歳児の大半は同一対象の見かけ（＝岩）と

本当（＝スポンジ）を区別することができなかったが，４

歳児には両者の区別が可能であった（Flavell,Flavell,＆

Green,1983)。しかし，感情の見かけと本当の区別は物

体の場合ほど容易ではないであろう。

2．感情の見かけと本当の区別

感'清の見かけと本当の違いに関しては，Saami（1979）

の６，１０歳児を対象にした研究において，６歳児にも両

者の区別が可能であることが初めて報告された。幼児期

についても，４歳児と６歳児を対象としたHarris，

DonnellヌGuz,＆Pitt-Watson（1986）を始めとして今日ま

でに多くの研究が行なわれており，その中で，幼児期に

両者を区別する能力が発達するという一致した見解が得

られている。

Harrisetal.（1986）で使用された課題では，主人公が

ポジティブまたはネガティブな感情を感じていながら，

それを抑制しようとする８つの場面が設定されていた。

例えば，ネガティブ感'情抑制場面の一つは，「ダイアナ

はお外に行きたいけれど，お腹が痛い。もしママにお腹

が痛いと言えば，ママに『お外に行ったらだめ』と言わ

れるのがわかっている。彼女は，ママにお外に行かせて

もらえるように，気持ちを隠そうとしている｡」という

ストーリーであった。このストーリーの提示後，４歳児

と６歳児は，主人公の見かけの感’情と本当の感情につい

て，「喜び｣，「悲しみ｣，「普通」の表情図の中から選択

し，その回答に理由づけすることを求められた。その結

果，６歳児は４歳児とは異なり，感情の見かけと本当を

適切に区別し，さらに適切な理由づけができることが示

された。つまり，６歳児は，ポジティブ感'情抑制場面で

本当の感情をよりポジティブと捉え，ネガティブ感情抑

制場面で本当の感情をよりネガティブと捉えていたが，

4歳児は感情の見かけと本当に差異がないと判断して

いた。また４歳児では理由づけがほとんどなされなかつ
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たのに対して，６歳児ではより多くの理由づけが生成さ

れ，内容もより正確であった。さらに，Gardnel;Harris，

Ohmoto,＆Hamazaki（1988）によって，イギリス・アメ

リカ・日本において，感情の見かけと本当の違いを理解

するようになる年齢に文化的差異はないことも示されて

いる。

3．偽りの悲しみ表出

これまで，Harrisetal.（1986）などによって，６歳頃

から他者の感情の見かけと本当を明確に区別するように

なることの強い証拠が示されてきた。ところが，これら

の先行研究では感情の抑制に関心が寄せられており，課

題が本来どのような感情を表出する場面であったかとい

う点に注目した研究はほとんどない。感’情の表出という

視点で見ていくと，例えば，先行研究で用いられたネガ

ティブ感情抑制場面のほとんどが，「うれしくないプレ

ゼントをもらったとき，本当の感情を隠す（そのために

わざとニッコリする）」（Saami,1979）といったように，

ポジティブ感情の表出を予想させるものであった。それ

に対して，ポジティブ感情抑制場面のほとんどが，「変

わった服を着たおばあさんが通り過ぎたとき，おもしろ

いと思ったが，本当の感情を隠す（そのためにわざと真

顔で歩く）」（Harriseta1.,1986）といったように,ニュー

トラルな感情の表出を予想させるものであった。

このように，感'清の見かけと本当の区別に関するどの

先行研究においても，「本当の感情を隠してネガティブ

な感情を表出する場面」は検討されていない。唯一，

Bennett＆Knight（1996）では，「本当の感'情を隠して悲

しい顔をする場面」が想定されているが，それも課題の

前の練習段階における使用であり，この場面自体への幼

児の反応は明らかにされていない。しかし，「本当は悲

しくないにもかかわらず悲しみを表出する（＝偽りの悲

しみを表出する）」という場面は，本来的に子どもが日

常生活でよく経験するところであり，これを取り出して

扱う意義がある。まず，子どもは，自分が悲しみを表出

することで他者がどのような反応をするかをある程度予

測した上で，悲しみ表出を調整することができるように

なっていく。赤ん坊でさえ，本人は意識していないであ

ろうが悲しみを表出して大人の注意を引こうとすること

がある（Reddy；1991)。また２歳児が，母親から援助（な

ぐさめ）を引き出すために，母親の方を向いているとき

には悲しみを多く表出することも示されている（Buss＆

Kiel,2004)。このような悲しみ表出の調整能力を基盤と

して，幼児期には。「偽りの悲しみ表出」は，子どもに

とって徐々に日常的なものになると考えられる。筆者の

個人的な経験でも，４歳頃，幼稚園の友達に悪ふざけを

やめてもらおうと，本当は悲しい気持ちにはなっていな

かったが，意図的に泣いているふりをして見せたことを

覚えている。よって本研究では，この「偽りの悲しみ表

出」に光を当て，幼児期における感情の見かけと本当を

区別する能力の発達について検討することとした。

4．表出された感情

ところで，偽りの悲しみ表出場面と偽りの喜び表出場

面において，幼児による感’情の見かけと本当の理解に違

いはあるのだろうか。Harrisetal．（1986）においては，

ネガテイブ感'情抑制場面では４，６歳児がともに感情の

見かけと本当を区別していたのに対し，ポジティブ感情

抑制場面では６歳児のみが区別していた。さらに，６歳

児の理由づけもネガティブ感情抑制場面の方がより正確

であった。Harrisetal.（1986）は，この違いの説明とし

て，幼児がポジティブ感情よりもネガティブ感情を隠す

経験を多く持ってきたことを挙げている。本研究で扱う

ポジティブ感情抑制場面は悲しみ表出を予想させる場面

とし，またネガティブ感情抑制場面は喜び表出を予想さ

せる場面とした。よってHarrisetal.（1986）の説明に加

え，感情表出の側面からの説明も可能となる。悲しみ表

出は子どもが赤ん坊のころからコミュニケーションの中

で頻繁に使用しているものであり，自分の悲しみ表出に

対する他者の反応を経験する機会も多い。また悲しみ表

出はミルクを与えられたりおもちゃを買ってもらえたり

するといったポジティブな効果をもたらすと同時に，相

手を嫌な気持ちにさせたり自分が弱虫だと思われると

いったネガティブな効果をも併せ持つものである。そし

て，一般的に悲しみ表出は望ましいものではなく，偽り

の悲しみ表出が社会的に求められる場面もほとんどな

い。一方，喜び表出は日常生活において親や周囲の大人

から言及されることが多く，「うれしくないプレゼント

をもらってニッコリする」など，偽りの喜び表出が社会

的なルールとして求められることもある。よって偽りの

悲しみ表出よりも偽りの喜び表出の方が幼児にとっては

理解しやすいと考えられる。本研究では，この表出され

た見かけの感情の種類による理解の差異について検討す

ることとした。

5．感情を偽る動機

偽りの感情を表出する動機の理解については，すでに

調べられてはいるものの統一した見解が得られていな

い。そこで本研究では，偽りの感』情を表出する動機の理

解について，「偽りの悲しみ表出」という新たな感'情場

面を加えて，検討することとした。本当の感‘情を偽る動

機に関する基本的な分類としては，他者の感情を保護す

ることを目的とする「向社会的動機」と，自分自身の自

尊心を保ち，損失を避け利益を得ることを目的とする

「自己防衛的動機」がある（Gnepp＆Hess,1986)。

Saarni（1979）は，自己防衛的動機の方が向社会的動

機よりも理解しやすく，児童期前期では自己防衛的動機

しか理解されていないことを示した。しかし，Gnepp＆

Ｈｅｓｓ（1986）は，Ｓａａｍｉ（1979）とは反対に向社会的動
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機の方が早期から学習されていることを示している。こ

れらの研究は，児童期を対象としたものであるが，幼児

期を対象とした研究においてもその見解は一致していな

い。例えば，Josephs（1994）や津田（1997）では，動機

による理解の差異は認められなかった。一方，津田

（1996）では，ネガテイブ感情抑制場面で，自己防衛的

動機の方が向社会的動機よりもよく理解されていた。こ

のように先行研究の結果は一致していないが，幼児期に

は，自己防衛や責任逃れのための意図的なうその発言が

見られる一方で，愛他的なうそがほとんど見られないこ

となどから，表'情の偽装に関しても自己防衛的動機によ

るものの方が理解されやすいと考えられる。また特に今

回新たに設定した偽りの悲しみ表出については，相手に

自分の欲求を伝えるために悲しみ表出を使用することの

多いこの年代の子どもにとって，相手の感情を守るため

の悲しみ表出の理解は，自分の感‘情を守るための悲しみ

表出の理解よりも難しいと考えられる。幼児期における

両動機の理解に関しては，まだ研究も少ないことから，

ここで検討していく必要がある。

6．他者信念の理解

先行研究の結果と整合するかどうかを調べるために，

感情の見かけと本当の違いの理解に加えて，他者信念の

理解についても検討することとした。主人公が偽りの感

情を表出することによって，他の登場人物（課題中の他

者）を誤った感情理解へと誘導できることに幼児が気づ

いているかという問題について，Gross＆Harris（1988）

は，Harrisetal.（1986）の課題を元に検討している。そ

の結果，６歳児は４，５歳児よりも，主人公が偽りの感'情

を表出することによって他の登場人物が誤信念を抱くこ

とを正確に理解していることが示された。例えば，６歳

児は，主人公が「悲しみ」を隠して「喜び」を表出したと

き，“他の登場人物は（主人公の笑顔から）主人公が｢喜

び｣感情を抱いていると推測する，，と判断した。一方,４，

５歳児は，“主人公の本当の気持ちは悲しいのだから，

他の登場人物は主人公が「悲しみ」感情を抱いていると

推測する，，と判断した。この他者信念の理解を調べるこ

とは，幼児が，表面的な感情の見かけと本当の区別にと

どまらず，表'情を偽ることによって他者に感情について

の誤信念を抱かせ得ることまで認識しているかどうかを

押さえておく意味でも重要である。よって本研究の課題

においても幼児期における他者信念の理解について，

Gross＆Harris（1988）と同様の結果が得られるかどう

かを検討した。

７．本研究の仮説

以上の観点から，本研究では次の仮説を検証すること

を目的とした。①他者の見かけの感情と本当の感情の

違いについて，４歳児は明確に区別できないが６歳児は

正しく認識できる。②６歳児は，他者の偽りの悲しみ表

出，偽りの喜び表出の双方をよく認識しているが，理由

づけは偽りの喜び表出の方がより正確にできる。また４

歳児は，偽りの悲しみ表出よりも偽りの喜び表出をよく

理解しているが，理由づけはどちらの感情でもほとんど

できない。③幼児期（４，６歳）においては，自己防衛的

動機の方が向社会的動機よりもよく理解されている。④

ある人物が偽りの感情を表出したときに，それを見た他

者がその人物の本当の感情についての誤信念を抱くこと

を，４歳児よりも６歳児の方が理解できる。

方法

1．実験計画

２（年齢：４歳，６歳）×２（感情：喜び表出，悲しみ表

出）×２（動機：自己防衛的動機，向社会的動機）の３要

因計画を用いた。第１の要因は被験者間要因であり，第

２および第３の要因は被験者内要因であった。

2．実験参加児

京都市内のＡ保育園の年長組と年少組の園児計40名

を対象とした。そのうち，年少児は１６名（男児１０名，

女児６名，平均年齢４歳１ケ月)，年長児は２４名（男児

１２名，女児１２名，平均年齢６歳１ケ月）であった。な

お，実際に実験に参加した年少児は１８名であったが，

表情図識別テストに通過しなかった２名を分析から除外

した。

3．材料

各課題３枚からなる状況図，感情選択の際に用いる

｢喜び｣，「悲しみ｣，「普通」の表‘情図（渡辺・瀧口，１９８６

を参考に作成)，ならびに主人公の見かけの感情として

状況図に貼付する表'情図のミニチュアを使用した。状況

図の１枚目および２枚目は課題場面を描写したものであ

り，３枚目は主人公と他者が一緒にいる場面で主人公の

表情は白抜きとした。

課題として，本当の感情を偽って喜びを表出する場面

4課題，ならびに本当の感情を偽って悲しみを表出する

場面４課題の計８課題を作成した（資料参照)。各感情表

出場面４課題のうち２課題は自己防衛的動機による感情

表出場面，２課題は向社会的動機による感情表出場面と

した。偽りの喜び表出場面は，Harrisetal．（1986)，

Baneljee＆Yuill（1999）等で用いられた課題を元に作成

した。また偽りの悲しみ表出場面は，新たに作成した。

課題は，男児用・女児用の両方を作成した。男児用の主

人公は「たろうくん（男の子)｣，女児用の主人公は「は

なちゃん（女の子)」であった。また主人公の友達の性別

も参加児の性別と一致させた。その他の点では，男児用

と女児用の課題は同一のものであった。

さらに，参加児とのラポールを形成し，集中力を持続

させるために，課題実施前や途中でWPPSIの積木模様

課題も使用した。なお，実験で使用した８課題は，大学
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生２４名（男性３名，女性２１名，平均年齢21.4歳）を対

象とした質問紙による予備調査で選ばれたものであっ

た。選出の基準としては，「より本当の感情（悲しみ/喜

び）を抑制し，偽りの感情（喜び/悲しみ）を表出する場

面である」という基準を用いた。また課題の選出にあ

たっては，Gross＆Harris（1988）に倣い，主人公の本

当の感情質問，見かけの感’情質問に対する反応を，喜び

＝１点，普通＝２点，悲しみ＝３点として得点化し，各

課題についての平均得点を算出した。選出された８課題

の内容と得点は'Ｅｌｂｌｅｌに示した。

4．手続き

実験は保育園内の一室で，実験者１名と参加児１名が

机の一角をはさんで90度の角度で座った状態で行なわ

れた。課題に入る前の導入として，WPPSIの積木模様

課題のうち最初の３問を実施した。積木模様課題は，４

課題目と５課題目の間にさらに３問実施した。これらの

課題は，導入や参加児の気分転換に用いたものであった

ため，結果の分析には使用しなかった。導入として積木

模様課題を行なった後，津田（1997）を参考に作成した

表情図識別テストを行ない，「喜び｣，「悲しみ｣，「普通」

の３つの表情図を提示し，行動語水準（笑っている等）

と感情語水準（うれしい等）の両方で理解しているかを

確認した。

本課題の提示にあたって，「今からたろうぐんという

男の子のお話をします。お話を聞いて，たろうくんの気

持ちや，たろうくんがどんなお顔をするかを教えてくだ

さいね｡」（男児用）と教示し，その後，状況図３枚を用

いて各課題を提示した。また参加児の記憶負荷を減らす

ため，Banerjee＆Yuill（1999）に倣って，本当の感情質

問の後に感情を偽る動機についての‘情報を与え，見かけ

の感情質問と他者信念質問を実施することとした。

具体的な課題の手順は以下の通りであった。まず，２

枚の図版を用いて感情を喚起する出来事を提示し，出来

事に関する２題の内容確認質問（例．「たろうくんは，お

ばさんから何をもらったかな｡」「たろうくんは，おばさ

んからもらったプレゼントが好きだったかな｡｣）を行

なった。内容確認質問は正答するまで３回を限度として

実施し，誤答の場合は再度課題文を提示した。内容確認

質問の後，本当の感情質問（例．「たろうくんは，嫌いな

黒い色のお洋服をもらって，どんな気持ちだったかな。

うれしいかな，悲しいかな，普通かな｡｣）を行ない，続

けて３枚目の図版を提示しながら動機情報を与えた。そ

して，見かけの感情質問（例．「たろうくんは，おばさん

を困らせないように，どんなお顔をしたかな。うれしい

お顔，悲しいお顔，普通のお顔｡｣）を行ない，選択した

表‘情図のミニチュアを図版に貼付させた。なお，表‘情図

のミニチュアは，マグネットで簡単に貼付できる仕組み

になっていた。最後に，他者信念質問（例．「たろうくん

のおばさんは，たろうくんの気持ちをどんな気持ちだと

思ったかな。うれしいと思った，悲しいと思った，普通

と思った｡｣）を行なった。本当の感‘情質問，見かけの感

情質問，他者信念質問については，３つの表情図（｢喜

び｣，「悲しみ｣，「普通｣）から１つを指差し，または言

語によって同定することを求めた。さらに，この３つの

本質問の回答すべてに対して，それぞれ理由づけを求め

た。なお，課題の提示順序と本質問の感情語の提示順序

は実験参加児間でカウンターバランスした。

結 果

1．内容確認質問

内容確認質問に正答せず，課題文の繰り返しが必要と

なった課題の数は，４歳児では延べ128課題（８問×１６

名）中４４課題（＝３４．４％)，６歳児では延べ192課題（８

問×２４名）中２３課題（＝１２．０％）であった。参加児は

全員３回以内に内容確認質問に正答していた。

なお，以下の全ての分析において，男女差についての

分析を行なったが，‘性別による有意な差はなかった。

よって本論文では男女差についての記述は割愛する。

2．全体的分析一感情の見かけと本当の区別一

2.1．理由づけを含まない分析６歳児と４歳児がそ

Tablel実簾で用いた８課題の内容と予備調査における平均揚点”＝24ノ

喜び表出自己防衛的動機①お腹が痛いが，外へ遊びにいきたい。

②ゲームに負けるが。もっと遊んでもらいたい。

本当の感情見かけの感情

3.00（0.00）

3.00（0.00）

1.25（0.44）

１．５０（0.59）

喜び表出向社会的動機①嫌いなプレゼントをもらうが，おばさんを困らせたくない。２．９６（0.20）

②祖父の家はつまらないが，祖父を悲しませたくない。２．９２（0.28）

１．００（0.00）

1.16（0.38）

悲しみ表出自己防衛的動機①散歩中，元気だが，おんぶしてもらいたい。

②風邪が治り元気になったが，おかゆを食べたい。

悲しみ表出向社会的動機①嫌いなウサギがいなくなったが，皆悲しんでいる。

②嫌いなトマトがなくなったが，皆悲しんでいる。

注．（）内は標準偏差（SD）を示す。

1.08（0.28）

1.46（0.51）

1.50（0.59）

1.33（0.48）

2.91（0.28）

3.00（0.00）

2.96（0.20）

2.91（0.28）
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れぞれどのように感情の見かけと本当を区別しているか

を検討するために，Harrisetal.（1986）およびBaneljee

＆YUill（1999）を元に得点化を行なった。課題ごとに

｢主人公の見かけの感情と本当の感情が明確に区別され

ている場合」に１点を与え，年齢，感情，動機ごとの区

別得点の平均値を算出した。ここでは理由づけの正否は

問わないものとした。例えば，喜び表出場面では，本当

の感情質問で「悲しみ｣，見かけの感情質問で「喜び」か

｢普通」を選択したとき，または，本当の感情質問で「普

通｣，見かけの感情質問で「喜び」を選択したときに２つ

の感情を適切に区別しているとみなし，この３種類の回

答パターンのうちいずれかを示した場合に１点を与え

た。４種類の場面（２（感情）×２（動機)）は，それぞれ２

課題ずつであったため，得点の範囲は０～２点であった。

それぞれの平均得点と標準偏差はFigurelのようになっ

た。この得点に基づいて，２（年齢）×２（感‘情）×２（動

機）の３要因の分散分析を行なった。その結果，年齢(Ｆ

(1,38）＝37.41,,＜,001),感'情(Ｆ(1,38)＝62.96,’＜,001）

および動機（Ｆ(1,38)＝16.81,ｐ＜､001）の主効果が有意で

あった。すなわち，４歳児よりも６歳児の方が，また悲

しみ表出場面よりも喜び表出場面で，さらに向社会的動

機場面よりも自己防衛的動機場面で，参加児は主人公の

感情の見かけと本当を区別していた。また感情と動機の

交互作用が有意であった（Ｆ(1,38)＝7.20,,＜,05)。この

交互作用について単純主効果の検定を行なったところ，

喜び表出場面では動機による違いは認められなかった

が，悲しみ表出場面では，向社会的動機場面よりも自己

防衛的動機場面で，明確に区別されていた('＜,001)。

2.2．理由づけを含む分析幼児が他者の感’情の見か

けと本当についてどこまで認識しているのかを明らかに

するためには，より厳密な基準から検討する必要があ

る。また本当に正しく認識できているというためには，

両感情の区別に加えて適切な理由づけができていなけれ

ばならない。このため，得点化の基準を修正して再度分

析を行なった。この分析では，課題ごとに，「本当の感

情質問・見かけの感情質問において感情が明確に区別さ

れ，かつ両質問に対する理由づけが適切である場合」に

１点を与えた。本当の感'情質問に対しては感情を喚起す

る出来事に言及したときに，また見かけの感'情質問に対

しては感情を偽る動機に言及したときに，理由づけが適

切であるとみなした。そして，2.1.の理由づけを含まな

い分析と同様に，年齢，感情，動機ごとの区別得点の平

均値を算出した。得点の範囲は０～２点であった。それ

ぞれの平均得点と標準偏差はFigure2の通りであった。

この新たな得点に基づいて,２（年齢）×２(感'情）×２（動

機）の３要因の分散分析を行なった。その結果，年齢（Ｆ

(1,38）＝64.19,'＜､001)，感情(Ｆ(1,38）＝20.10,’＜､001）

および動機（Ｆ(1,38）＝9.43,’＜,005）の主効果が有意で

あった。すなわち，４歳児よりも６歳児の方が，また悲

しみ表出場面よりも喜び表出場面で，さらに向社会的動

機場面よりも自己防衛的動機場面で，それぞれ参加児は

主人公の感’情の見かけと本当を区別していた。また年齢

と感情の交互作用が有意であった（Ｆ(1,38）＝10.06,

'＜,005)。この交互作用について単純主効果の検定を行

なったところ，６歳児では，悲しみ表出よりも喜び表出

の方がよく理解されていた('＜,001)。一方,４歳児では，

表出された感情による差異は認められなかった。

ここで，各年齢でなされた理由づけの生成数に差があ

るかどうかを確かめるため，本当の感情質問と見かけの

感情質問それぞれについて，分析を行なった。各参加児

が２つの質問それぞれにおいて，何らかの理由づけを行

なった総数を算出し，理由づけ生成数×１（点）を参加

児の得点として与え，この得点に基づいて１要因（年齢）

の分散分析を行なった。課題は各参加児につき８問あっ

たため，得点の範囲は０～８点であった。その結果，ど

ちらの質問においても年齢によって理由づけの生成数に
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情・動機ごとの平均得点と標準偏差
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Figure2理由づけを含む分析における年齢・感情・動

機ごとの平均傷点と標準偏差
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有意な差があった（本当の感情質問；Ｆ(1,38）＝7.83,

'＜､01,見かけの感情質問;Ｆ(1,38）＝19.77,,＜,001)。

すなわち，６歳児は４歳児と比べて理由づけ生成数が多

かった。

3．他者信念の理解

他者信念質問での年齢ごとの平均正答数はＴａｂｌｅ２に

示した。主人公以外の登場人物が主人公の感情をどのよ

うに推測するかを問う他者信念質問では，「見かけの感

'情と本当の感‘情が適切に区別され，かつ見かけの感情質

問で選択した表情と同じものが選択された場合」に正答

として１点を与え，年齢ごとの平均正答数を算出した。

例えば，喜び表出場面では，本当の感'情質問で「悲し

み｣，見かけの感情質問で「喜び」か「普通」を選択，ま

たは，本当の感情質問で「普通｣，見かけの感情質問で

｢喜び」を選択し，他者信念質問に対しても見かけの感

情質問で選択した表'情と同じものを選択した場合に，得

点を与えた。

また上記の基準で正答とみなされる参加児の中には，

誤った理由づけをしていた者もいたため，より厳密な基

準での正答を確認しておく必要があった。このため，正

しい理由づけができることを新たな基準として加え，さ

らにもう１種類の得点化を行なった。つまり，「見かけ

の感情と本当の感情が区別され，他者信念質問に対して

は見かけの感‘情質問で選択した表情と同じものが選択さ

れ，かつ理由づけも適切な場合」のみを正答として１点

を与えた。理由づけは，主人公の表’情に言及したときに

適切であるとみなした。どちらの得点化においても，課

題は各参加児につき８題あったため，得点の範囲は０～

８点であった。

上記２種類の得点に基づいてｌ要因（年齢）の分散分

析を行なった結果，ともに年齢によって平均正答数に有

意な差があった（理由づけなし；Ｆ(1,38）＝7.61,'＜､01,

理由づけあり；Ｆ(1,38)＝6.37,’＜､05)。すなわち，６歳

児は，４歳児と比べて平均正答数が高かった。

ここで，他者信念質問における理由づけの生成数の年

齢差を確かめるため，各参加児が何らかの理由づけを行

なった総数を算出し，理由づけ生成数×１（点）を参加

児の得点として与え，この得点に基づいてｌ要因（年齢）

の分散分析を行なった。課題は各参加児につき８問あっ

たため，得点の範囲は０～８点であった。その結果，年

齢によって理由づけの生成数に有意な差があった（Ｆ

Table２他者信念質問の平均正答数

理由づけを含まない理由づけを含む

４歳（〃＝16）

６歳（"＝24）

2.50（1.15）

4.13（2.15）

注．（）内は標準偏差（SD）を示す。

0.37（0.72）

1.75（2.09）

(1,38)＝13.00,’＜､001)。すなわち，６歳児は４歳児と比

べて理由づけ生成数が多かった。

4．質問ごとの平均得点の分析

Gross＆Harris（1988）に倣い，主人公の本当の感１情

質問，見かけの感'情質問および他者信念質問に対する反

応を，喜び＝１点，普通＝２点，悲しみ＝３点として得

点化し，４種類の場面それぞれにおける平均得点を算出

した。つまり，この尺度で得点が高いほど悲しみに近

く，得点が低いほど喜びに近いということになる。この

得点に基づいて，場面ごとに２（年齢）×３（質問）の２

要因の分散分析を行なった。

4.1．喜び表出・自己防衛的動機場面この場面での，

本当の感情質問，見かけの感情質問および他者信念質問

の各質問についての本尺度化における平均得点は'11able

３に示した。分散分析の結果，質問の主効果（Ｆ（2,76）

＝134.53,'＜,001）が有意であった。多重比較を行なった

ところ，本当の感情と見かけの感情，本当の感情と他者

信念，ならびに見かけの感’情と他者信念の間に有意差が

あった（'＜,001;’＜､001;，＜,001)。また年齢と質問の交

互作用（Ｆ(2,76)＝7.73,’＜,001）が有意であった。単純

主効果の検定を行なった結果，６歳児ではすべての質問

間に有意な差があったが（本当一見かけ：’＜､001,本当

一他者：’＜,００１，見かけ－他者：’＜､001)，４歳児では本

当と見かけ（，＜,001)，本当と他者（'＜､001）の間にの

み有意な差が見られた。さらに，本当の感情質問では，

４歳児よりも６歳児において得点が高く（，＜,05)，見か

けの感'情質問では，４歳児よりも６歳児の方が得点が低

かった（，＜,01)。つまり，４歳児でもある程度は感情の

見かけと本当を区別していたが，６歳児の方がより明確

に区別していた。

4.2．喜び表出・向社会動機場面この場面での，本

尺度化における質問ごとの平均得点はＴａｂｌｅ４に示した。

分散分析の結果，質問の主効果（Ｆ(2,76)＝75.32,

'＜､001）が有意であった。多重比較を行なったところ，

nble3貸間ごとの平均傷点一喜び差出・自己防締'動機一

4歳（"＝16）

６歳（"＝24）

本当

2.59（0.48）

2.94（0.17）

見 か け 他 者 信 念

1.47（0.48）

1.06（0.22）

１．５９（0.62）

1.63（0.67）

注．（）内は標準偏差（SD）を示す。

Table４質問ごとの平均編点一喜び菱出・向荏会的動機一

４歳（"＝16）

６歳（"＝24）

本当

2.50（0.43）

2.79（0.32）

見かけ他者信念

1.78（0.50）

1.06（0.22）

１．６９（0.62）

1.56（0.73）

注．（）内は標準偏差（SD）を示す。
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本当の感情と見かけの感情，本当の感情と他者信念の間

に有意差があった（それぞれ，＜､００１)。さらに，年齢の

主効果には有意傾向が見られた（Ｆ(1,38）＝3.22,

'＜・10)。また年齢と質問の交互作用（Ｆ(2,76）＝11.28,

'＜､001）が有意であった。単純主効果の検定の結果，

｢喜び表出・自己防衛的動機場面」と同様，６歳児ではす

べての質問間に有意な差があったが（本当一見かけ：

，＜､001,本当一他者：力＜､001,見かけ－他者:’＜,001)，４

歳児では本当と見かけ(，＜､001)，本当と他者('＜､００１）

の間にのみ有意な差が見られた。さらに，本当の感情質

問では４歳児よりも６歳児の方が，得点が高い傾向があ

り（'＜・10)，見かけの感'情質問では４歳児よりも６歳児

の方が，得点が低かった（'＜､01)。４歳児でもある程度

は感情の見かけと本当を区別していたが，６歳児の方が

より明確に区別していた。

4.3．悲しみ表出・自己防衛的動機場面この場面で

の，本尺度化における質問ごとの平均得点は'mable5に

示した。分散分析の結果，質問の主効果（Ｆ(2,76)＝

26.88,’＜､001）が有意であった。多重比較を行なったと

ころ，本当の感’情と見かけの感’情および本当の感情と他

者信念の間に有意差があった（それぞれ，＜､001)。また

年齢と質問の交互作用（Ｆ(2,76）＝7.08,'＜,005）が有意

であった。単純主効果の検定の結果，６歳児では，本当

の感情よりも見かけの感'情で得点が高くゆく.001),本

当の感情よりも他者信念で得点が高かった。一方，４歳

児ではどの質問間にも有意な差はなかった。さらに見か

けの感情質問では，４歳児よりも６歳児の方が，得点が

高かった（'＜､05)。つまり，６歳児のみが感情の見かけ

と本当を区別していた。また他者信念質問でも，見かけ

の感情質問と同様の傾向が見られた(，＜・１０)。

4.4．悲しみ表出・向社会的動機場面この場面での，

本尺度化における質問ごとの平均得点は'mable6に示し

た。分散分析の結果，年齢と質問の交互作用（Ｆ(2,76）

＝4.52,,＜,005）のみが有意であった。単純主効果の検

ｍｌｅ５質間ごとの平均揚点一悲しみ表出・自己伽糊動機一

本当見かけ他者信念

4歳（〃＝16）

6歳（"＝24）

1.44（0.50）

1.15（0.31）

１．７８（0.66）

2.27（0.74）

注．（）内は標準偏差（S､）を示す。

1.78（0.64）

2.13（0.74）

Table6貸簡ごとの平均得点一悲しみ表出・向荏会ﾉｳﾀ動機一

４歳（"＝16）

６歳（"＝24）

本当

2.53（0.51）

1.71（0.83）

見かけ他者信念

1.88（0.72）

1.88（0.72）

1.81（0.61）

1.92（0.89）

注．（）内は標準偏差（SD）を示す。

定の結果，４歳児では，本当の感情よりも見かけの感情

で得点が低かった（，＜､05)。すなわち４歳児は，場面設

定とは反対の選択をしていた。また本当の感情質問で，

４歳児よりも６歳児の方が得点が低かった（，＜,005）も

のの，６歳児でも感情の見かけと本当の区別はできてい

なかった｡'）

考察

1．感情の見かけと本当の理解の年齢差

Figurelと２からわかるように，実験結果は，６歳児が

４歳児よりも感情の見かけと本当を明確に区別できるこ

とを示すものであった。４歳児でもある程度の理解は示

したものの，依然として大きな年齢差が存在していた。

これは，仮説①｢4歳児は見かけの感情と本当を明確に

区別できないが，６歳児は正しく認識できる」および

Harrisetal.（1986)，Josephs（1994)，津田（1997）など

の先行研究を支持する結果であり，この結果から，感情

の見かけと本当の違いを理解する能力は幼児期に発達す

ることが重ねて強く示唆された。

本研究で示された感情の見かけと本当についての認識

の発達は，４歳頃には理解できるとされる物体の見かけ

と本当（Flavelleta1.,1983）に比べると年齢的な遅れが

見られる。これは，津田（1997）が指摘するように，研

究の課題構造の違いによるものと考えられる。津田

(1997）によれば，物体の見かけと本当を区別するため

には，真実についての一次的な表象を理解する必要があ

り，一方，自分以外の誰かが第三者に対して表情を偽る

ことを理解するには，この真実についての一次的な表象

に加えて，「他人（主人公）が，表情を偽ることにより，

第三者（課題中の他者）に誤った信念を創出しようとす

ること」を理解している必要があった。津田（1997）は，

4歳児には，他人（主人公）が第三者（課題中の他者）の

思考内容を思考の対象にするという二次的な心的状態の

理解が困難であると考えた。本研究でも，４歳児は「悲

しみ表出・向社会的動機場面」を除く各場面で本当の感

情の理解ができていた（'mable3～６）が，人が時に偽り

l）ただし'Elble6からわかるように，４歳児はそもそも本当の感情質

問にほとんど正答していなかった。このことから本当の感情質問

で４歳児と６歳児の問には課題達成の困難度に大きな差があった

ことが示唆される。そこで，課題の難易度の統制を行うため，悲

しみ表出・向社会的動機場面の２課題(①．②）それぞれについ

て，本当の感情質問で正答した参加児のみを用いて再分析を行

なった。この分析は，「本当の感情質問」の正解者のみを抽出し

て，「見かけの感情質問」の正解・不正解の比率を調べ，その比

率をFisherの直接確率検定により４歳児と６歳児で比較するもの

であった。しかし，特に４歳児において分析可能な参加児の数

（")が少なかったため(場面①で"＝６，場面②で"＝5)，課題の難

易度を統制しても結果は変わらないという十分な証拠を得ること

ができなかった。このため，課題の難易度の問題は，今後の課題

として残っている。
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の感情を表出して，第三者に誤った信念を抱かせようと

することを理解する段階でつまずきがあったことが窺え

る。

2．表出された感情の理解

表出された感情による理解の違いについては，Figure

lからわかるように，理由づけを含まない分析では。年

齢にかかわらず，偽りの悲しみ表出よりも偽りの喜び表

出の方がよく理解されるという結果が得られた。これ

は，仮説②｢6歳児は感情の見かけと本当を区別してい

るが，理由づけは偽りの喜び表出の場合の方が正確であ

る」「4歳児は，偽りの悲しみ表出よりも偽りの喜び表

出を理解しているが，理由づけはどちらの感’情において

もほとんどできない」の一部を支持するものであった。

つまり，４歳児の感情理解については，仮説通りの結果

であった。一方，６歳児については，仮説とは異なり，

理由づけを含まない場合でも偽りの喜び表出の方が理解

されやすいことが示された。さらに，Figure2からわか

るように，理由づけを含む分析においては，４歳児はど

ちらの感情表出もほとんど認識していないという結果が

得られた。理由づけを含まない分析（Figurel）と比べ

て，理由づけを含む分析（Figure2）で成績が下がった

理由としては，理由づけ生成数に年齢差があったことか

らもわかるように，４歳児には適切な理由づけが難し

かったことが挙げられる。よって「４歳児は，どちらの

感情表出場面においてもほとんど理由づけができない」

という点でも仮説②は支持された。ただし４歳児の言語

能力の限界を考慮すると，理由づけができないことだけ

から感情の見かけと本当を全く理解していないとは言え

ないと考える。一方，６歳児の理由づけを含めた場合

(Figurel）と含めない場合（Figure2）の感情区別得点を

比較すると，どちらの感情表出場面でも違いは小さかっ

た。つまり，６歳児は見かけと本当を区別できていると

きは，ほとんどの場合，理由づけも正確にできていた。

また表出された感'情の種類による理解の違いが生じた

理由としては，「日常生活の中では，偽りの悲しみ表出

よりも偽りの喜び表出の方が頻繁に経験されるため」と

いう説明が可能である。日常の経験の影響については

Harrisetal.（1986）も示唆している。感'情表出に焦点を

当てた本研究でも，「悲しみ表出・自己防衛的動機場面」

において「悲しい顔をしたら，おんぶしてもらえないか

ら｡」と，誤った選択・理由づけをした参加児（６歳０ヶ

月）もおり，課題場面と類似した経験の少なさの影響が

窺える。なお，見かけの感情質問において「こっちがう

れしくなかったらそっちもうれしくない｡」と，「喜び」

ばかりを選択する参加児（５歳８ケ月）もいたことから，

喜び表出の望ましさも影響していたと考えられる。

３．感情を偽る動機の理解

動機については，Figurelからわかるように，喜び表

出場面では動機による理解に違いはなく，悲しみ表出場

面で自己防衛的動機の方がよく理解されているという結

果であった。これは，仮説③「自己防衛的動機の方が向

社会的動機よりもよく理解される」の一部を支持するも

のであった。つまり，悲しみ表出場面についてのみ仮説

③は支持された。ただし理由づけを含む分析の結果

(Figure2）においては，仮説③は全面的に支持された。

本研究の動機の理解についての結果は，両動機間に理解

の違いはないとするJosephs（1994）や津田（1997)，ネ

ガティブ感情抑制場面のみで自己防衛的動機の方がよく

理解されていたとする津田（1996）などの先行研究とは

一致しないものであった。これらの先行研究では，同じ

テーマのストーリーに２種類の動機を割り当てていた

り，子ども自身に動機を生成させる方法を用いていた

が，本研究では動機ごとに違うストーリーを用いた。結

果の不一致の大きな理由としては，この方法論の差異が

考えられ，今後注意深く検討していく必要がある。

4．他者信念の理解

他者信念の理解については，Ｔａｂｌｅ２からわかるよう

に，理由づけを含まない分析，含む分析ともに，平均正

答数は４歳児よりも６歳児の方が高く，仮説④「４歳児

よりも６歳児の方が，主人公の偽りの感情表出が他の登

場人物に誤信念を抱かせることを理解している」は支持

された。またこの結果は先行研究（Gross＆Harris，

1988）を支持するものであった。ただし６歳児でも平均

正答数は多くなかった。他者信念質問への回答が困難で

あった理由としては，課題中の他者の視点に立って，主

人公の心的状態を推測することの難しさが挙げられる。

他者信念質問では，例えば「おじいちゃんは，たろうく

んの気持ちをどんな気持ちだと思ったかな｡」というよ

うに，参加児は，課題中の他者が主人公の感情をどのよ

うに推測するかについて考えることを求められた。本当

の感情質問と見かけの感情質問では，主人公の視点に注

目して思考することを求められていたのに対して，この

他者信念質問だけは，他の登場人物の視点に立つことを

求めるものであった。そのため，それまで主人公の視点

に立っていた参加児には一部混乱が生じたものと考えら

れる。

５．偽りの悲しみ表出の理解一質問ごとの平均得点より一

質問ごとの平均得点の分析から得られた結果（'Elble3

～６）より，「悲しみ表出・自己防衛的動機場面」では，６

歳児のみが見かけと本当を区別していたことがわかる。

また「悲しみ表出・向社会的動機場面」では，両年齢児

とも見かけと本当を区別していなかった。しかも，この

場面で４歳児は本来の場面設定とは逆の感情選択をして

いた。つまり，本当の感情で「喜び」ではなく「悲しみ」

を，見かけの感‘情で「悲しみ」ではなく「喜び」を選択す

る子どもが多かった。この結果から，自己防衛的動機に
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よる偽りの悲しみ表出は４歳から６歳の間に認識される

ようになることが示された。一方，向社会的動機による

偽りの悲しみ表出は６歳児にも理解が難しく，その理解

能力は児童期以降に発達していくものと推測される。た

だし脚注１）にも示したように，向社会的動機場面の難

易度の統制の問題は，今後の課題として残る。ちなみ

に，喜び表出場面では，両動機で４歳児よりも６歳児の

方が明確に認識していたものの，４歳児でも感情の見か

けと本当の区別が可能であった。

６．本研究の意義と今後の展望

本研究では，「偽りの悲しみ表出の理解の発達」に注

目し，見かけの感情と本当の感'情の区別という視点から

検討した。その結果は，幼児期に自己防衛的動機による

偽りの悲しみ表出の理解が発達することを新たに示すも

のであった。これは，日常生活では望ましいものとされ

ず，大人とのかかわりの中で言及されることも少ない

「偽りの悲しみ表出」でも，幼児期後期には理解される

ようになるということを明らかにした点で重要である。

今後の課題として，以下の２点を挙げる。第一に，今

回新しく作成した悲しみ表出課題を洗練する必要があ

る。本研究の自己防衛的動機場面については，作成した

２つの課題に対する６歳児の回答傾向に違いが見られた。

６歳児の多くは一方の課題（悲しみ表出・自己防衛的動

機①）に正しく回答していたのに対して，もう一方の課

題（悲しみ表出・自己防衛的動機②）では正答率が低下

した。理解が困難であった理由としては，課題の状況が

やや不自然であったことが考えられる。一例を挙げる

と，６歳児の一部と４歳児の大半は「笑顔(喜び）を表出

した方が，おんぶをしてもらえる」と考えていた。向社

会的動機場面については，幼児に対して本当に「向社会

的」な場面になっていたかどうか疑問が残る。６歳児の

中には，本当の感情質問に対して，「本当はうれしいけ

れど，お友だちはきっと悲しいから」という理由で，「普

通」の表』情を選択する者がいたことからも，「嫌いなも

のがなくなったのはうれしいが，皆のものがなくなった

ことは悲しい」といった複雑な感情を生み出す場面で

あったと考えられる。また４歳児では，本当の感情で

｢悲しみ」を，見かけの感'情で「喜び」を選択する子ども

が多く，そうした４歳児は，本研究が設定したものとは

逆の方向の向社会性を示す場面と受け止めてしまってい

たと考えられる。さらに，朝生（1987）は，４歳児は５，

６歳児と比べて，他者の好みが自分の好みとは異なる場

合に，他者の好みを考慮した感'情推論が難しいと報告し

ており，本研究でも，４歳児には「主人公は，自分自身

の好きなもの（例．トマト）が嫌いである」という設定が

理解されにくかった可能性がある。また本研究の課題中

の他者には大人と子どもの両方の場合があったが，

Joshi＆MacLean（1994）によれば課題中の他者が大人か

子どもかによって遂行成績に差が出るため，これを統一

する必要があった。先に挙げた難易度の統制の問題とと

もに，これらの反省を踏まえて，より適切な「偽りの悲

しみ表出場面」を作成する必要がある。

第二に，幼児が偽りの悲しみ表出という「欺き」を，

どのように理解していくのかを明らかにしていく必要が

ある。ただし本研究からはその手がかりが得られてい

る。６歳児には，少数ではあるが主人公の欺きの意図に

言及した者が見られた。また４歳児の中には，悲しみ表

出場面において，見かけと本当を区別し、見かけの感情

として「悲しみ」を選択していても，相応の理由を挙げ

て「本当に悲しいのだ」と答える者もいた。彼らは感情

の見かけと本当の間の矛盾には気がついているものの，

表出された悲しみを「偽りの悲しみ」と捉える段階で困

難を覚えた可能性がある。今後，「だましの意図」の理

解や「見かけの感'情の捉え方」などの視点から，偽りの

悲しみ表出に関するさらなる研究が望まれる。
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資料８課題のストーリー（男児用）

喜び表出・自己防衛的動機①

たろうくんはお外に遊びに行きたいと思っています。

でも，お腹が痛いです。もしママにお腹が痛いことを知

られたら，ママに「お外に行っちゃいけない」と言われ

るのがわかっています。

喜び表出・自己防衛的動機②

たろうくんはおにいちゃんとゲームをしています。で

もいつもたろうくんが負けてしまいます。もしおにい

ちゃんがたろうくんの気持ちを知ったら，もう遊んでく

れなくなるのがわかっています。

喜び表出・向社会的動機①

今日はたろうくんの誕生日です。大好きなおばさんが

来て，たろうくんにプレゼントの入った箱をくれまし

た。たろうくんは，とてもワクワクしています。でも，

箱を開けると，たろうくんが大嫌いな黒い色のお洋服が

入っていました。たろうくんは大嫌いな色のお洋服をも

らったけれど，おばさんを困らせたくないと思っていま

す。

喜び表出・向社会的動機②

たろうくんは日曜日におじいちゃんの家に遊びに行き

ました。でも，おじいちゃんのお家にはおもちゃがない

ので，たろうくんはいつもとてもつまらないと思ってい

ます。たろうくんは，おじいちゃんのお家に行くのはつ

まらないけれど，おじいちゃんを悲しませたくないと

思っています。

悲しみ表出・自己防衛的動機①

たろうくんはパパにおんぶしてもらうのが大好きで

す。今，たろうくんはパパと元気いつぱいにお散歩をし

ているところです。たろうくんが元気でうれしい気持ち

のときは，パパはおんぶしてくれないのがわかっていま

す。

悲しみ表出・自己防衛的動機②

たろうくんはおかゆが大好きです。たろうくんは昨日

から風邪を引いてお熱があったので，おかゆを食べまし

た。今日の朝，目が覚めたらすっかり治って元気になっ

ていました。もしママが，たろうくんが元気だと知った

ら，おかゆを作ってもらえないのがわかっています。

悲しみ表出・向社会的動機①

たろうくんの保育園ではウサギを飼っています。たろ

うくんはウサギが大嫌いです。ある日，保育園のウサギ

が逃げて，どこにもいなくなっていました。たろうくん

のお友達はみんな，ウサギがいなくなってとても悲しい

気持ちになっています。たろうくんは，悲しんでいるお

友達を嫌な気持ちにさせたくないと思っています。

悲しみ表出・向社会的動機②

たろうくんの保育園ではトマトを育てています。たろ

うくんはトマトが大嫌いです。ある日，保育園のトマト

がカラスに食べられてなくなっていました。たろうくん

のお友達はみんなトマトが食べられてとても悲しい気持

ちになっています。たろうくんは，悲しんでいるお友達

を嫌な気持ちにさせたくないと思っています。
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養育者への重要な他者からのサポートと内的作業モデルの関連

加藤孝士
(鳴門教育大学大学院学校教育研究科）

本研究では，可塑性の低いとされている内的業モデル（IntemalWOrkingModel:以下ＩＷＭ）の更新要因

を探ることを目的とし，乳幼児の養育者に注目し，ＩＷＭと重要な人物からのサポートの関係を検討した。

結果，出産前に不安定なＩＷＭを保持していたが，現在は安定型のＩＷＭを形成していると認知している

更新群の養育者は他群の養育者に比べ養育者が重要だと認識する人物からのサポートを十分に受けてい

ること，広いサポートネットワークを保持していることが示された。更に，更新群の養育者は他群の養

育者に比べ，幸福感を高く感じていることが明らかとされた。加えて，重要な人物からのサポート，サ

ポートネットワークと養育者の幸福感が関係していることも示された。したがって，重要な人物からの

サポート，サポートネットワークとＩＷＭの関係が幸福感を介した間接的関係であることが予測されるた

め，現在のＩＷＭの下位因子（見捨てられ不安・親密性の回避）を目的変数とする階層的重回帰分析を用

い関係を検討した。結果，見捨てられ不安と重要な人物からのサポート，サポートネットワーク間に直

接的な関係はみられなかった。しかし，親密性の回避と重要な人物からの情緒的サポート，サポート

ネットワーク間には，直接的な関係が示された。よって，養育者のＩＷＭと重要な人物からのサポート，

及びサポートネットワークが関係していることが示された。

【キー・ワード】内的作業モデル，更新，サポートネットワーク，幸福感

問題

本研究では，可塑‘性の低いとされる内的作業モデル

(IntemalWOrkingModel：以下ＩＷＭ）の変化に注目し研

究を行った。Ｂｏｗｌｂｙ（1969/1976）は，“子どもは愛着対

象（attachmentfigure；以下ＡＦ）との日々 の具体的相互

作用を通じて，ＡＦへの近接可能性，およびＡＦの情緒的

応答性に関する情報を統合し，他者や自己への関係性の

表象を形成する”とし，これをＩＷＭと名づけた。そし

て，ＩＷＭスタイルが固定化されてくると，対人関係全

般を当てはめ，行動のプランニングを行うと考えた。

ＡＦが応答的である時はＡＦを良いもの，“安定した

(secure)”ものとして内在化し，自らを価値のある存在

と表象可能になるが，ＡＦが非応答的である場合はＡＦを

悪いもの，“不安定な（insecure)”ものとして内在化し，

それに応じて自分が愛され，助けられるに値しないと

いった固定的な表象を作り上げてしまう（遠藤，1992)。

具体的に，Brennan,Clark,＆Shaver（1998）は，自己・

他者に対してのポジティブな信頼感が構築された安定型

/自律型（Secure/Autonomous；以下安定型)，他者観は

ネガティブであるが自己観はポジティブな拒絶型

(Dismissing)，他者観はポジティブであるが自己観はネ

ガティブなとらわれ型（Preoccupied)，自己観と他者観

ともにネガティブな恐れ型（FEarfUl）といったスタイル

を想定した。安定型のＩＷＭを形成した場合は他者に対

して適切に関わることが可能となるが，拒絶型，とらわ

れ型，恐れ型というＩＷＭを形成した場合は，他者に対

して適切に関わることが難しくなる（ここでの安定，不

安定とはスタイルの質であり，個人内のモデルとしては

一貫している)。

特に養育を行う際は，アタッチメントと養育の共通さ

れた目標が近接と保護であるため過去のアタッチメント

経験が再現される可能性が高いと考えられる（数井，

2005)。このことを明らかにした研究として，George＆

Solomon(1996)が挙げられる。George＆Solomon(1996）

はAdultAttachmentlnterviewとExperienceCaregiving

lnterviewを用い，養育者のＩＷＭと養育経験との比較を

行っている。その結果，安定型のＩＷＭの母親は，子ど

もに適度な関わりを持つ傾向が強く，拒絶型のＩＷＭの

母親は，子どもに対して回避的な行動をとることなど，

ＩＷＭと養育態度が関係していることを示している。更

に，養育者のＩＷＭと同質のアタッチメント型を子ども

が形成するアタッチメントの世代間伝達が実証されてい

る（vanUzendoom,１９９５；Posoda,Waters,Crowell,＆Lay；

１９９５；数井・遠藤・田中・坂上・菅沼，2000)。このこ

とは，不安定なＩＷＭを持つ養育者の子どもは不安定な

アタッチメントを形成しやすいことを意味し，アタッチ

メントの悪循環をうむ可能性を明らかにしたといえる。

このような悪循環を断ち切るために，Bowlby（1988）の

指摘するＩＷＭの移行を意味する“更新（up-date)”の要
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因を探ることが必要である。

Bowlby（1969/1976）はＩＷＭ変容の可能性を示唆しな

がらも，“揺りかごから墓場までのアタッチメント，，と

いった言葉でＩＷＭを表現した。そして，人生初期の

６ケ月から５歳ぐらいまでにモデルが形成されるとし，

漸次的にスタイルの安定性を増し，可塑性が減少し，人

格の同質性が保たれることを強調した（近年では，ス

キーマの存在はかなり早期の子どもにも仮定できること

が指摘されており，ＩＷＭの出発点は生後３，４ケ月では

ないかと考えられるようになってきている；Brether‐

to､，1990)。このことは，乳児期に形成されたＩＷＭが

無意識に作用し，同一の経験を積み重ねていくため，乳

幼児期に形成されたモデルが強化され，年齢を負うごと

に同質のスタイルを保持し続けると仮定されている。こ

の説を支持するものとして，幼児期のアタッチメント型

と成人後のＩＷＭに強い関連があることを示す研究があ

る（Waters,Merrick,neboux,Crowell,＆Albersheim，

2000；Hamilton，2000)。

このように，ＩＷＭは可塑性が少ないとされる研究が

行われる一方，変化の可能性と，その要因を探る研究も

存在している（Weinfield,Sroufe,＆Egeland,2000;Jacob‐

so、＆Frye,1991;Allen,McElhaneyKuperminc,＆Jodl，

2004)。Weinfieldetal.（2000）は，調査対象者が置かれ

ている環境の大きな変化，特に両親の死別や両親の離婚

といったＡＦの喪失がＩＷＭを不安定型に変化させること

を示した。また，Kobak＆Hazan（1991）は既婚者を対

象に調査を行い，結婚していない人に比べ既婚者の

ＩＷＭが安定型に位置していることを明らかとし，結婚

自体がＩＷＭにポジティブな変化を与える可能性を示し

ている。更に，安藤・遠藤（2005）も，“親以外の対象と

の支持的で温かい関係’性を享受することで，アタッチメ

ントスタイルを肯定的な方向に変化させるようである”

と述べている。このようなＡＦの喪失や，調和的な関わ

りといった関係を通じて，ＩＷＭの再構築が成されると

考えられる。

また，Mai、（1991）は形式的操作段階に入る思春期以

降，メタ認知機能の発達によって，ＡＦの思考や情動と

自分自身の思考や情動の区別ができるようになり，関係

性の捉えなおしが始まるとしている。すなわち，客観的

な認知が可能となった成人期は，被養育経験の再評価が

行われるため，ＩＷＭの再構築が可能であることを意味

している。このメタ認知の促進の重要な要因として，

Bretherton（1990）は"‘情緒の安定'，挙げている。Allenet

al.（2004）は，１６歳時点のＩＷＭと１８歳時点でのＩＷＭの

変化に注目し研究を行った。その結果，家族の収入不足

や，心理的な不適応に陥っているハイリスク・グループ

に属する青年はＩＷＭが不安定に推移しやすいこと，ま

た，ローリスク・グループの青年はＩＷＭが安定に移行

しやすいことを示した。そしてそれは，低ストレッサー

によって，高度な認知が可能になるためだと考察してい

る。しかしながら，不安定なＩＷＭを形成している者は，

乳幼児期に受けたネガティブ被養育経験によってＩＷＭ

を形成しているため，被養育経験を再考することは，自

らのネガティブな経験と向き合うことを意味しており，

情緒の安定を保つのが難しいと考えられる。したがっ

て，このような関係性の捉えなおしが可能な時期に注目

し，情緒の安定を導くよう，葛藤や不安を低減・解消さ

せる要因との関係を検討することが必要である。

このＩＷＭの再構築とメタ認知の促進というＩＷＭの更

新要因を含んだライフイベントとして，子育てが考えら

れる。近年，日本における育児ストレスに関する研究が

多くみられるようになってきたことからもうかがえるよ

うに（難波・田中，1997)，育児はストレスを抱えてし

まう要因を多く含んでいる。ストレスを多く抱えてしま

うことは，Allenetal.（2004）の指摘したハイリスクな

状態といえ，安定したＩＷＭを形成していたとしても，

衰退してしまうネガティブな要素を含んでいる。しかし

ながら，育児ストレスは，夫婦関係が調和的であれば低

減されるとの研究（数井・無藤・園田，1996）からみら

れるように，頻繁に関わる人物との調和的な関わりが可

能となれば，低減・解消されると考えられる。このよう

に頻繁に関わる人物との，調和的な関わりが可能となれ

ば，その人物を新たなＡＦとし，ＩＷＭの再構築が可能と

なるのではないだろうか。

このようなＡＦとなりうる者としては，配偶者，実母

などが想定され研究が行われている（Weinfieldeta1.,

2000；Kobak＆Hazan，1991)。しかし，個々 人が異なる

人間関係の中で生活しているため，その人物を一概には

特定できない。そのことから，関係を特定せず，新たな

ＡＦとなりうる人物との関係を検討することが必要であ

る。三原（1999）は，“不安定なＩＷＭが形成されてし

まった場合でも，親以外の新たなＡＦとの間で，既存の

モデルから予期されるものとは全く異なる，ポジティブ

な相互作用の連鎖を積み重ねることが出来れば，その経

験を反映して，安定した表象モデルを形成する,’と述べ

ている。このように，ポジティブな関係の繰り返しが

ＩＷＭ更新の重要な要因といえることから，頻繁に関わ

る人物との関わりがＩＷＭの再構築に強く関係している

ことが予測される。

更に，養育者として子どもに関わる時，アタッチメン

トは子に対する保護を目的として再構成され，養育シス

テムへと統合されると考えられる（数井，2005)。この

ことは，自らの被養育経験を再現し子どもと関わるモデ

ルを形成することを意味している。したがって子育て期

は，改めて自らの被養育経験を再考する機会が提供され

ると考えられる。そして，関係性の捉えなおしに重要で
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あるとされる，情緒の安定が可能となれば不安定な

ＩＷＭを形成していても，安定したＩＷＭへ再構築される

可能性が高くなるのではないだろうか。更に，三宮

(1996）はメタ認知促進の要因として"他者とのコミュニ

ケーションによる気づき，調整，，を“自己とのコミュニ

ケーションによる気づき，調整''へと移行させるような

環境を提供することが必要であると述べている。すなわ

ち，他者と関わりによって，自らの対人関係を再考する

ことが可能になることを指摘している。したがって，多

くの人との関わりが得られることは，自ら対人関係を再

考の機会が多く提供されると考えられ，ＩＷＭの更新可

能性が高まるのではないだろうか。

これらのことから，本研究ではＩＷＭ更新の要因を探

るため，子育て期の養育者を対象に，重要な人物からの

サポート及びサポートネットワークとＩＷＭの変化の関

係を検討する。更に，重要な人物からのサポート，サ

ポートネットワークは，情緒の安定とも関係していると

考えられることから（数井ほか，１９９６；森永・山内，

2003)，サポートとＩＷＭとの関係が直接的なものかも併

せて検討する。

また，本研究では，情緒の安定として主観的幸福感

(SubjectiveWell-being）に着目する。主観的幸福感とは，

感情状態を含み，家族・仕事など特定の領域に対する満

足や人生全般に対する満足を含む広義な概念であり

（DinnenSuh,Lucas,＆Smith,1999)，ある程度時間的安

定性と状況に対する一貫性を持つと考えられる（伊藤・

相良・池田・川浦,2003)。そのため，養育者の全般的

な情緒の安定を測定するために適している。

方法

調査対象者

幼稚園及び保育園に子どもを預けている２歳～５歳の

子どもを持つ主養育者360名に質問紙を配布したとこ

ろ，306名の養育者から回答を得た（回収率85％)。

調査方法

徳島県内の幼稚園及び保育園，合計４園に調査協力を

依頼し，園ごとに学級担任，または園長によって質問紙

の配布・回収を行った。調査対象者の養育者には，回答

は統計的に処理されること，また調査は強制ではないこ

とを質問紙に明記した。調査は２００５年１０月～１１月に

質問紙法を用い行った。

調査内容

フェイスシート養育者の性別，子どもの年齢と性別

の回答を求めた。なお，幼稚園・保育園に通園している

子どもの所属クラス（３歳児クラス，４歳児クラス，５歳

児クラスなど）の記入を求めた。

ｌＷＭ測定尺度本研究では中尾・加藤（2004）によっ

て作成されたＥＣＲ日本語版を使用した。下位因子は，

"見捨てられ不安（私が恋人のことを大切に思うほどに

は，恋人が私のことを大切に思っていないのではないか

と心配する。など)''９項目，“親密性の回避（私は恋人に

心を開くのに抵抗を感じる。など)''１７項目の２因子から

なる計26項目で構成されている。見捨てられ不安は肯

定的な自己観の指標といえる自尊感情得点と，親密性の

回避は他者を援助的でよきものと見る指標である他者観

尺度の得点と負の相関が認められており，理論的整合性

が示されている（中尾・加藤，2004)。本研究では，更

新という出産前と現在の変化に注目することから，各質

問項目に対して，回想法により“幼稚園・保育園に登園

している幼児を出産する前の気持ち''と，“現在の気持ち”

について評定を求めた。また，通園児が２人以上いる場

合は，上の子どもの出産前をイメージして答えるように

求めた。回想法を用いることで，回答結果に歪みが生じ

る可能性はあるが，現在の気持ちと，出産前の気持ちの

比較が容易に出来ることから，ＩＷＭの変化をより把握

できると考えられる。本研究の回答方法は，質問の項目

に対して，５件法（５：非常によく当てはまる～１：全く

当てはまらない）で回答を求めた。得点が高いほど

ＩＷＭが不安定であることを意味する。

ＥＣＲ日本語版は，質問項目の中に重要な人物として

イメージしやすい"恋人”という表現が使用されている。

しかし，結婚をしている養育者が多い調査対象者を考え

ると問題が生じる。そのため，養育者でも違和感なく回

答できるように"恋人”を“大切な人（不安や悩みを感じ

た場合に最も頼れる人物と定義)，，と置き換えた質問文

に変更した。また，養育者３名に協力を依頼し，質問項

目に難しい表現がないかを確認してもらったこところ，

難しいものと感じる項目が存在した。そこで，発達心理

学を専門とする大学教員１名と，心理学専攻の院生３名

（院生のうち１人は養育経験を有する者）で表現につい

て検討し質問文の一部を修正した。

ソーシャル・サポートの測定尺度養育者に関わりの

ある人物を順に５名まであげてもらった。その人数をサ

ポートネットワーク得点とした（Ｍ＝4.23,sＤ＝1.10)。

その後，質問項目を提示し，挙げた人物がどの程度自分

を支援してくれるかを５件法（１：全く当てはまらない

～５：非常に当てはまる）で評定してもらった。この時，

最初に挙げられた人物は頻繁に関わることを意味するた

め，本研究では"重要な人物”とし分析を行った。質問

項目は，まず，“子育てを行う上でためになった支援”に

ついて養育経験のある人物２５名を対象に自由記述によ

る質問紙調査を行った。それにより得られた回答と，既

存のソーシャル・サポート尺度の項目（喜多，１９９７；森

永・山内，2003）を参考に，House（1974）と森永・山内

（2003）のサポート分類に当てはまるように質問項目を

作成した。具体的には，“道具的サポート（自分が忙し
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い時や，具合が悪い時など，子どもの世話をしてくれ

る)"，“情報的サポート（子どもの健康面の発育など，子

育てで知っておいた方が良い情報を伝えてくれる)，',“情

緒的サポート（子育てなどで悩んでいる時，‘悩みを聞い

てくれる)，'，“評価的サポート（あなたの育児に対する考

えを認めてくれる)，，，“コンパニオンシップ(電話でのお

しゃべりなどの，子育て以外の話で気分をリラックスさ

せてくれる)”の５つの質問項目を作成した。また，“こ

の人からの支援に満足しているか，，を尋ね，重要な人物

から得られたサポートへの満足度の評定も行った。サ

ポート提供者を具体的に挙げてもらうため，養育者への

負担を考慮し，単一項目で評定してもらった。得点が高

いほどサポートを十分に受けていることを意味してい

る。

主観的幸福感測定尺度本研究では，幸福感に注目し

調査する。尺度については，伊藤ほか（2004）によって

作成された主観的幸福感尺度（SubjectiveWell-Being

lnventory：ＳＷＢ尺度）を使用した。尺度構成は，“人生

に対する気持ち（あなたの人生はおもしろいと思います

か。など)'，，“自信（今の調子でやっていけば，これから

起こることにも対応できる自信がありますか。など)"，

"達成感（期待通りの生活水準や社会的地位を手に入れ

たと思いますか。など)"，“人生に対する失望（自分の人

生は退屈だとか面白くないと感じていますか。など)''，

の４因子，各３項目の合計12項目で構成されており，４

件法によって評定がなされる。また，養育者３名に協力

を依頼し，質問項目に難しい表現，もしくは，答えにく

い項目が無いかを確認してもらったところ，答えにくい

との指摘を受けた“人生に対する失望，，を除いた９項目

で評定を求めた。得点が高いほど幸福感が高く，情緒的

に安定していることを意味している。

結 果

ＥＣＲ日本語版の検討

ここではＥＣＲ日本語版の出産前と現在に回答した294

人を対象として分析を行った。本研究では中尾・加藤

(2004）で作成した質問項目を一部修正したため，尺度

の構造が保たれているかに疑問が残る。そのため，

Ａｍｏｓ（Ve、5.0）を用い確証的因子分析を行った。モデ

ル作成の手順としては，中尾・加藤（2004）において，

バリマックス回転を用い因子分析を行っているため，そ

れにならって，下位因子間の相関を想定しない直交回転

のモデルを想定し，見捨てられ不安９項目，親密性の回

避17項目を観測変数とする構造モデルを作成した。

豊田（1998）の説明を基に本尺度がＥＣＲ日本語版と同

様の構造を示しているのかを検討すると，、90以上が採

用基準であるGFIは.９４と高い値を示し，またAGFIも

､８９と高い値を示した。更に，．１０以下の値を採用基準と

するＲＭＳＥＡは.０６と十分な値を示した。また，．９０以上

が採用基準であるCFIも.９５と高い値を示した。した

がって，本研究で使用した尺度は，中尾・加藤（2004）

と同様の構造を示していることが証明された。

出産前と現在のＩＷＭの変化

これ以後の分析にはＳＰＳＳ（11.QJfbrWindows）を用い

た。出産前と，現在のＥＣＲ得点において，子どもの年

齢や出生順による影響を検討するため，子どもの年齢と

出生順を独立変数とし，ＥＣＲ尺度の下位因子である見

捨てられ不安得点，親密性の回避得点をそれぞれ従属変

数とする２要因の分散分析を行った。結果，見捨てられ

不安の出産前（年齢(Ｆ(2,272)＝.22)，出生順(Ｆ(1,272）

＝､12)，交互作用（Ｆ(2,272）＝､39))，現在（年齢（Ｆ

（2,272)＝.73)，出生順（Ｆ(1,272)＝､28)，交互作用（Ｆ

（2,272)＝､39))，親密性の回避の出産前（年齢(Ｆ(2,272）

＝2.00)，出生順（Ｆ(1,272)＝､12)，交互作用（Ｆ(2,272）

＝､13)）と現在（年齢(Ｆ(2,272)＝､83)，出生順(Ｆ(1,272）

＝､25)，交互作用（Ｆ(2,272)＝､67)）において主効果，交

互作用はみられなかった。よって，本研究では，ＥＣＲ

得点を，子どもの年齢，出生順による影響を想定せず同

一のものとして分析を行う。

出産前と現在のＥＣＲ得点を比較するため，出産前と

現在の親密性の回避得点，見捨てられ不安得点を対応の

あるt検定を用い比較した（両側検定)。結果，親密性の

回避では，出産前(〃=2.22,sD＝0.65）と現在(Ｍ=2.12,

sD＝0.65)に有意差がみられた（/(277)＝4.30,'＜､001)。

また,見捨てられ不安でも，出産前(〃=2.60,sＤ＝0.81）

と現在(Ｍ=2.52,sＤ＝0.85）に有意差がみられた(t(277）

＝2.51,’＜､05)。いずれも現在の得点の方が低く，現在

のＩＷＭは，出産前に比べ安定していると認知している

ことが示された。

ＩＷＭスタイルの分類

ＩＷＭスタイルの変化をみるために，親密性の回避得

点と見捨てられ不安得点を用いたward法によるクラス

ター分析によって，対象者を４群に分類した。なお分類

を容易にするために親密性の回避得点と見捨てられ不安

得点ともに合計点を使用した。ただしこの２因子は質問

項目数に差があるため，尺度得点をｚ得点に換算し使用

した。また，出産前と現在の得点間で有意差が認められ

ているため，それぞれ単独で分類すると，双方に差が生

じてしまう。したがって，１人の回答者の出産前と現在

の回答値を別ケースとみなし，５８８ケース（出産前：

294,現在：294）を対象に分析を行った。クラスターの

分類後，５８８ケースのクラスターを２９４名の対象者の出

産前と現在の回答値を基に割り振った。

算出された４つのクラスターの特徴を把握するため，

クラスター（１，２，３，４）を独立変数とし，親密性の回避

と見捨てられ不安それぞれを従属変数とする１要因４水
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ＩＷＭスタイルの偏りは有意であった（X2(9)＝357.3,

,＜､001)。その後の残差分析の結果，出産前と現在が安

定型，出産前と現在が拒絶型，出産前と現在がとらわれ

型，出産前と現在が恐れ型といったＩＷＭスタイルが維

持された群の偏りが有意に高いことが示された。このこ

とから，ＩＷＭスタイルの変化が少ないことが示された。

ｌＷＭの変化と重要な人物からのサポート。サポートネッ

トワーク・幸福感との関連の検討

ＩＷＭの変化に偏りがみられ，分析が困難なため，こ

こでの分析は，安定型，不安定型（拒絶型．とらわれ

型.恐れ型をひとつにまとめ不安定型とした）の２分類

を用いた。そして，出産前と現在のＩＷＭスタイルが同

様な，安定維持群（出産前安定→現在安定)、不安定維

持群（出産前不安定→現在不安定)，出産前からポジティ

ブに変化した更新群（出産前不安定→現在安定)，ネガ

ティブに変化した衰退群（出産前安定→現在不安定）と

し分析を行った。

ここからは，ＥＣＲ日本語版とソーシャル・サポート

尺度，ＳＷＢ尺度の回答がそろった278名を対象とし分

析を行った。まず,ＩＷＭ更新と重要な人物からのサポー

ト，サポートネットワークの関係を検討するため，

ＩＷＭスタイル変化群（安定維持，更新，不安定維持，衰

退）を独立変数として，各サポート得点(道具，情報，

‘情緒，コンパニオン，評価，サポートに対する満足度，

サポートネットワーク）を従属変数とする１要因４水準

の分散分析を行った（'E1ble2)。

結果，情緒的サポート（Ｆ(3,274)＝6.23,’＜,001)，評

価的サポート（Ｆ(3,274)＝5.09,ｐ＜,01)，コンパニオン

シツプ(Ｆ(3,274)＝4.91,力＜,01)，情報的サポート（Ｆ

（3,274)＝3.01,力＜０５),サポートネットワーク（Ｆ(3,274）

＝3.93,力＜､01）においてＩＷＭスタイル変化群の有意な

主効果がみられた。その後の多重比較（ThkeyのＨＳＤ検

定）の結果，更新群は不安定維持群に比べ，情報的サ

ポート得点が有意に高く，更新群の養育者は情報的サ

準の分散分析を行った。親密性の回避と見捨てられ不安

の項目平均点はFigurelに示した。結果，親密性の回避

(Ｆ(3,584)＝554.4,ｐ＜､001)，見捨てられ不安(Ｆ(3,584）

=230.0,,＜､001）に有意な主効果がみられた。その後の

多重比較（'nlkeyのＨＳＤ検定）の結果，親密性の回避に

おいて，１群，３群は２群，４群よりも有意に得点が低く，

2群は４群よりも有意に得点が低くなった。また，見捨

てられ不安において，１群は２群，３群，４群よりも有意

に得点が低く，４群は２群．３群よりも有意に得点が低く

なった。この結果から，親密性の回避，見捨てられ不安

とも低い１群を安定型，親密性の回避は低いが，見捨て

られ不安は高い３群をとらわれ型とした。また，２群と

4群に関して，親密性の回避，見捨てられ不安とも高得

点であり類似している。しかしながら，見捨てられ不安

得点を比較した結果，２群は４群よりも有意に得点が高

いことから，２群を恐れ型,４群を拒絶型とした。

ＩＷＭスタイルの変化

次に，出産前と現在のＩＷＭスタイルの偏りを検討す

るため．クロス表のＸ２検定を行った（ｎｂｌｅｌ)。結果，

66＊

9.67

口安定型Ｗ=212）

口恐れ型(jV=185）

園とらわれ型Ｗ崖71）

■拒絶型(jV宮88）
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ポートを多く受けていることが示された。また，安定維

持群，更新群は不安定維持群に比べ情緒的サポート得点

が有意に高く，安定維持群，更新群の養育者は情緒的サ

ポートを多く受けていることが示された。そして，安定

維持群，更新群は衰退群に比べコンパニオンシップ得点

が有意に高く，安定維持群，更新群の養育者は多くコン

パニオンシップを受けていることが示された。更に，安

定維持群，更新群は不安定維持群に比べ評価的サポート

得点が有意に高く，安定維持群，更新群の養育者は評価

的サポートを多く受けていることが明らかとなった。ま

た，更新群は不安定維持群に比べ，サポートネットワー

ク得点が有意に高くなり，更新群の養育者は，不安定維

持群の養育者に比べ多くの人物からの支援を受けている

ことが示された。これらの結果から，安定維持群，更新

群に位置している養育者は，不安定維持群，衰退群の養

育者に比べ重要な人物からのサポートを十分に受けてい

ること，多くの人からサポートを受けていることが示さ

れた。

次にＩＷＭスタイルの変化と幸福感の関係を検討する

ために，ＩＷＭスタイル変化群を独立変数とし，幸福感

得点を従属変数とする１要因４水準の分散分析を行った

('mable2)。結果，幸福感においてもＩＷＭスタイルの変

化群の主効果が認められた（Ｆ(3,274)＝10.67,力＜､001)。

その後の多重比較（〃heyのＨＳＤ検定）の結果，安定維

持群，更新群は不安定維持群に比べ，幸福感得点が有意

に高く，安定維持群，更新群の養育者は，不安定維持群

の養育者に比べ高い幸福感を得ていることが示された。

重要な人物からのサポート，サポートネットワークと幸

福感の関係

ＩＷＭスタイルの変化と，重要な人物からのサポート，

サポートネットワーク，幸福感が関連していることが明

らかとされた。しかしながら，重要な人物からのサポー

トやサポートネットワークは，情緒の安定との関係が指

摘されていることから（数井ほか，１９９６；森永・山内，

2003)，ＩＷＭとの関係が幸福感を介しての間接的関係で

ある可能性も考えられる。そこで，重要な人物からのサ

ポートやサポートネットワークと，幸福感の関係を検討

した。

まず，幸福感得点の平均点を基に，２６点以上の幸福感

高群１２８名と２５点以下の幸福感低群150名に分類した。

その後，重要な人物からのサポート得点とサポートネッ

トワーク得点を対応のないj検定を用い比較した（両側

検定)。結果，道具的サポート，情報的サポート，情緒

的サポート，コンパニオンシップ，評価的サポート，サ

ポート提供者に対する満足度，サポートネットワークに

おいて有意差がみられた（Table３)。具体的には，幸福

感が高い養育者は，幸福感が低い養育者に比べサポート

を十分に受けていることが示された。

重要な人物からのサポートとサポートネットワークが

ｌＷＭに与える影響の構造

ここまでは，不安定型のスタイルをまとめて分析して

きたため，より具体的な構造が明らかではない。そこ

で，親密性の回避得点と見捨てられ不安得点を用い，重

要な人物からのサポート，サポートネットワーク，幸福

感との関係を検討した。具体的には重要な人物からのサ

ポート，サポートネットワークと幸福感の関係が示され

たため，重要な人物からのサポート，サポートネット

ワークと見捨てられ不安，親密性の回避の関係が幸福感

を介していることが考えられる。そこで，階層的重回帰

分析を用い，サポートとＩＷＭとの関係が，直接的にも

関係しているのかを検討した。また，現在のＩＷＭ得点

は過去のＩＷＭ得点によって影響を受けていることも想

定されることから，出産前のＩＷＭ得点も統制要因とし

分析に使用を行った。

まず，各下位尺度得点の相関係数を算出した（Table

4)。次に，現在の見捨てられ不安得点と，現在の親密

nlble2IWMスタイルの変化別重要な人物によるサポート傷点(標準偏差ノ

4.72（0.84）

4.28（1.07）

4.69（0.66）

4.41（1.02）

4.45（0.69）

4.66（0.86）

4.69（0.60）

3．０８（0.40）

安定維持（』V=86）更新（jV=29）不安定維持Ｗ＝152）衰退Ｗ＝11） Ｆ値

4.27（0.91）

3.73（0.91）

4.18（0.91）

3.91（１．１１）

3.91（0.94）

4.09（1.14）

4.00（1.10）

2.86（0.45）
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4.35（1.11）

3.87（1.15）

4.60（0.74）

4．１５（1.05）

4.31（0.83）

4.48（0.84）

4.41（0.99）

3.04（0.34）

4.41（1.23）

3.61（1.20）

4.18（0.91）

3.91（1.11）

3.91（1.01）

4.28（1.01）

4.06（1.20）

2.75（0.45）

**やく.001,＊やく.01,やく.０５

a更新＞不安定維持ｂ安定維持＞不安定維持更新＞不安定維持
d安定維持＞不安定維持更新＞不安定維持ｅ更新＞不安定維持
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Tklble3幸福減の高)ffにおける各サポート観点の平均,点(職蛎差ノ を統制しても現在の親密'性の回避得点と関係しているこ

と，重要な人物の情緒的サポート，サポートネットワー

クは出産前の親密性の回避得点と幸福感を統制しても親

密'性の回避得点と関連していることが示された。

考 察

出産・育児によるＩＷＭの変化

本研究では，養育を行う際に自らの被養育経験を再考

しやすいと考えられることから，子育てを通じてＩＷＭ

が変化しやすいのかを検討した。まず、出産前と現在の

見捨てられ不安得点，親密性の回避得点をそれぞれ比較

したところ，各因子とも出産前の得点が有意に高く，現

在のＩＷＭをポジティブに認知していることが示された。

しかしながら，出産前と現在のＩＷＭスタイルの変化の

偏りをみたところ，ＩＷＭが変化した群に比べ，維持さ

れた群の偏りが高く，Watersetal.（2000）などで指摘さ

れるＩＷＭの可塑'性の少なさを改めて証明する結果と

なった。この結果は，子育てを通じてＩＷＭの下位因子

得点においては変化を認めることが出来たが，モデルの

変容までは至らなかったことになる。

この理由として，養育を行う際は，自らの養育経験を

再考する機会も提供されるが，被養育経験を自らが繰り

返し，強化させる側面ももっているためと考えられる。

すなわち，不安定なＩＷＭを形成した養育者はＩＷＭを変

化させる可能性を秘めているものの，ポジティブな関係

が得られる可能性は少ないため，結果的に更新を果たし

た養育者は少なかったのではないだろうか。また，本調

査では回想法を用いて出産前の評定を行っていることか

ら，出産前の評定は，現在のＩＷＭから影響を受けてい

ると考えられる。そのため，出産前と現在のＩＷＭスタ

イルの変化が少なくなったのではないだろうか。

養育者への重要な他者からのサポートと内的作業モデルの関連
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性の回避得点を目的変数とし，第１ステップとしてそれ

ぞれ出産前の見捨てられ不安得点と出産前の親密性の回

避得点を投入し，第２ステップとして幸福感を投入し，

第３ステップとして重要な人物からのサポート得点，サ

ポートネットワーク得点を投入した３ステップからなる

階層的重回帰分析を行った。

結果，見捨てられ不安を目的変数とした場合は，第２

ステップにおいて重決定係数に有意な増分は得られた

が，第３ステップには有意な増分は得られなかった

('mable5)。したがって幸福感は，出産前の見捨てられ

不安得点を統制しても，現在の見捨てられ不安得点に関

係していることが示されたが，重要な人物からのサポー

ト，サポートネットワークは，現在の見捨てられ不安得

点と直接的な関係が示されなかった。

一方，親密性の回避を目的変数とした場合は，第２ス

テップ，第３ステップとも重決定係数に有意な増分が得

られ，第３ステップでは重要な人物の情緒的サポート，

サポートネットワークに有意な関係が示された（Table

6)。すなわち，幸福感は，出産前の親密性の回避得点

Table4各揚点の栢関係数

回避

不安

回避
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a)最終ステップにおける標準偏回帰係数
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Table5j髄の見砦てられた不菱を目ｊ蚊変数とした麿層)糎回ﾘ柵祈 衰退群の養育者よりも多くのサポートを受けていること

が明らかとなった。具体的に，更新群の養育者は，不安

定維持群の養育者に比べ，重要な人物からの情報的サ

ポートが高いこと，評価的サポートが高いことが示され

た。また，幸福感の高い養育者は，低い養育者に比べ，

これらのサポートを多く受けていることが明らかとされ

た。更に，階層的重回帰分析の結果，情報的サポート，

評価的サポートとＩＷＭの間に直接的な関係は示されな

かった。これらのことから，子育てに関する知識が与え

られることや，子育てを認められることは，高い幸福感

と関係し，結果として幸福感を介した間接的関係によっ

て，ＩＷＭの変化と関係していると考えられる。

そして，衰退群の養育者は安定維持群の養育者に比

べ，重要な人物からのコンパニオンシップが少ないこ

と，すなわち何気ない関わりが少ないことが示された。

コンパニオンシップの欠如は，Weinfieldetal.（2000）が

ＩＷＭを衰退させる要因として示したＡＦの喪失（両親と

の死別や離婚）とは異なる種類のものといえる。他のサ

ポートが子育てに関係するサポートを指しているのに対

して，コンパニオンシップは子育てとは直接関係しない

サポートを指している。小泉（1997）によると，子育て

期の養育者は，家庭での生活のみならず，仕事などの多

重役割が心理的側面に影響を及ぼすことが指摘されてお

り，養育者は親役割以外からも自己を形成していると考

えられる。そのため，子育てに関係しない関わりが少な

いことが，’情緒の不安定に関係し，結果としてＩＷＭ衰

退との間に関係がみられたのではないだろうか。

更に，更新群の養育者は，不安定維持群の養育者に比

べ，重要な人物からの情緒的サポートが高いこと，すな

わち子育ての悩みを聞いてくれるといったサポートを十

分に受けていることが示された。この理由として，’情報

的サポートや評価的サポート同様，子育ての悩みを聞く

といったサポートが与えられることによって，養育者の

幸福感が高くなり，関係性の捉えなおしが可能となった

とも考えることができる。その上，情緒的サポートは，

階層的重回帰分析の結果，親密性の回避との間に直接的

関係がみられた。情緒的サポートは，悩みの相談にのる

といったようなサポートを指すため，サポートによって

ストレスが解消したことを容易に理解できる。したがっ

て，三原（1999）の指摘する，“ポジテイブな相互作用の

連鎖を積み重ねること，，を可能とするため，重要な人物

を新たなＡＦとして認識しやすく，ＩＷＭとの間に直接的

な関係がみられたのではないだろうか。

そして，出産前と現在のＩＷＭスタイルの変化群ごと

に，サポートネットワーク得点の差を比較した結果，更

新群の養育者は，不安定維持群の養育者よりも多くの人

からサポートを受けていることが明らかとなった。この

理由として，森永・山内（2003）が述べている“広範な

Table６

β a ） ，ｒ値Ｒ‐△Ｒ‐説明変数

βaｊｔ値Ｒ２△Ｒ２

Stepｌ

出産前の見捨てられた不安

Step２

幸福感

Step３

道具的

情報的

情緒的

コンパ

評価的

サポートへの満足度

ネットワーク

､70**＊．70**＊

.79*＊＊24.18

’73**＊、03*＊＊

－１．７**＊－４．８０

､73**＊、0１

３
５
１
４
２
４
２

０
０
０
０
０
０
０

●
●
巳
●
●
●
●
一
一

２
６
４
５
６
６
１

９
１
２
９
４
９
５

●
●
●
●
●
●
●

０
１
０
０
０
０
０
－
一

.64**＊、65**＊
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現在の瀞密荏の,回避を目的変数としたﾉﾘ鰭酌重回附粉折

.66**＊．０１*＊

､69**＊18.21

ｌＷＭ変化とその要因の検討

ＩＷＭが変化した養育者に注目し，幸福感との関係を

検討した結果，更新群の養育者は，不安定維持群の養育

者に比べ，幸福感を高く感じていることが示された。

Bretherton（1990）は，’情緒の安定が保たれると，高度

な認知が可能となると述べている。したがって，幸福感

の高い状態は，より関係性の捉えなおしが可能であると

考えられるため，出産前は不安定なＩＷＭを形成したと

認知している養育者であっても，現在のＩＷＭを安定し

ていると認識することが可能になったのではないだろう

か。

そして，出産前と現在のＩＷＭスタイルの変化群ごと

に，重要な人物からのサポート得点を比較した結果，全

般的に安定維持群，更新群の養育者は，不安定維持群，

説明変数

-.10*＊－２．５７

Ｓｔｅｐｌ

出産前の親密性の回避

Step２

幸福感

Step３

道具的

情報的

‘情緒的

コンパ

評価的

サポートへの満足度

ネットワーク

**やく.001,＊*'＜､001

a)最終ステップにおける標準偏回帰係数

一.０１

．０２

－．１４*＊

一・03

.03

-.03

-.11*＊

､68**＊ 、03**＊

３
０
６
５
２
０
７

２
５
８
６
７
７
２

●
●
●
●
●
●
●

０
０
２
０
０
０
３

－
一
一
一
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サポートネットワークをもつ養育者は，ストレスを低減

させることが可能となる”ことが挙げられる。すなわち，

広範なサポートネットワークは情緒の安定を導きやすい

ことから，間接的にＩＷＭの更新と関係がみられたので

はないだろうか。その上，サポートネットワークは，階

層的重回帰分析の結果，親密性の回避との間に直接的関

係がみられた。多くの人からサポートを得ることは，三

宮（1996）が指摘する"他者とのコミュニケーションに

よる気づき，調整”を“自己とのコミュニケーションに

よる気づき，調整”へと移行させる環境といえる。した

がって，多くの人との関わりを意味するネットワークの

広さによって，自ら対人関係を再考する機会が多く提供

されたため，ＩＷＭとの間に直接的に関係がみられたと

考えることができる。

重要な人物からの情緒的サポート，サポートネットワー

クとｌＷＭとの関係

重要な人物からの情緒的サポート，サポートネット

ワークとＩＷＭとの関係が，直接的関係なのか，幸福感

を介しての間接的関係なのかを検討した。その結果，見

捨てられ不安と，重要な人物からのサポート，サポート

ネットワークの直接的関係はみられなかった。しかし，

親密性の回避と，重要な人物からの情緒的サポート，サ

ポートネットワークとの間には直接的関係が認められ

た。

元来ＩＷＭの基となるアタッチメントは，幼児期に不

安状態に置かれた場合に，他者からの適切な支援が得ら

れることで，“自分は助けられるに値する，，といった自己

に対する信頼感や，“自分の周りの人は不安な時は助け

てくれる，，といった他者に対する信頼感を構築すると考

えられている（BowlbyJ969/1976)。すなわち幼児期の

自己観，他者観は他者に依存した形で形成されていると

考えられる。その理由として，幼児は生命維持を行うに

は無力なため，他者に頼らざるをえないため，他者との

関わりが自己観にも影響を与えていると考えられる。し

かしながら成長後は他者に頼ることなく生命の維持が可

能となるため，サポートという他者との関係は，自己観

を意味する見捨てられ不安には直接的な関係がみられ

ず，他者観を意味する親密'性の回避のみに直接的関係が

みられたのではないだろうか。

今後の課題

本研究の結果から，子育て期がＩＷＭ更新可能性を含

んでいるものの，その可能は低いことが示された。しか

しながら，養育者以外のデータと比較していないため，

今回の変化のみでは子育てがどの程度更新可能性を含ん

でいるか把握することは出来なかった。したがって，今

後子育て期以外の人物との比較を通じて，子育て期の更

新可能性がどの程度あるのかを検討する必要があると考

えられる。

また，本研究においては，ＩＷＭスタイルが変容した

者が少なかったため，拒絶，とらわれ，恐れといった不

安定型のＩＷＭをまとめて分析を行った。しかしながら，

これらは性質的に異なることから，重要な人物からのサ

ポートや幸福感との関係が各スタイルによって異なるこ

とも考えられる。そのため，今後，不安定型スタイルに

よっての更新の容易さや，その要因を明らかにすること

が必要と考えられる。

更に，ＩＷＭ更新要因として重要な人物からのサポー

トに注目し研究を行った。しかしながら，小泉（1997）

において多重役割が心理的側面に影響を与えることが示

唆されているなど，仕事なども養育者の心理的側面に影

響を及ぼすと考えられる。そのため，他者からのサポー

トだけでなく，仕事や他の役割といった側面も考慮した

研究が必要になるであろう。

そして，本研究では，回想法によって出産前のＩＷＭ

評定を行い，現在のＩＷＭと出産前をどのように認知し

ているのかを基にＩＷＭの変容を検討した。しかしなが

ら，ＩＷＭは認知的な機能であるため，過去を振り返る

ことは，物語を作成する可能性が考えられる。また，本

研究では，重要な人物からのサポート．幸福感とＩＷＭ

の関係を検討したが，ＩＷＭがサポート認知に影響を与

えた可能性も想定できる。これらのことから，縦断的研

究を用いて，養育者のＩＷＭの変容とその要因を検討す

ることが必要であると考えられる。
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networkdidnothaveadirectrelationshipwithlower‘‘Anxiety''ｉｎａｎｌＷＭ,butitdidhaveadirectrelationshiｐｗithlower

"Avoidance，，ｉｎａｎｌＷＭ．

【KeyWOrds】Intemalworkingmodel,Caregivers,Supportnetwork,Subjectivewell-being，

2006.2.13受稿，2007.7.2受理
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保育者養成校に通う学生のアイデンティティと職業認知の構造

西山修富田昌平田爪宏二
(岡山県立大学短期大学部')）（中国学園大学子ども学部）（鎌倉女子大学児童学部）

原 著

本研究の目的は，保育者養成校に通う学生のアイデンティティと職業認知の因果構造を解明し，養成

校において如何なる支援が有効か考えるための１つの資料を提示することである。アイデンティティの

測定には谷（2001）の多次元自我同一性尺度（ＭEIS）を用い，特性論の観点から検討を試みた。対象は

養成校卒業期にある学生1,083名であった。分析には主に共分散構造分析を用い，アイデンテイテイと

職業認知に関わる諸変数の因果関係を同定することを目指した。その結果，①｢同一性の感覚」が｢保育

職の理解｣，及び｢保育職の適性感」に正の影響があること，②｢保育職の適性感」は｢充実感・満足感の

予期｣，「関心・興味｣，及び｢保育職へのコミットメント」に正の影響があること，そして，③｢関心・

興味」は「保育職へのコミットメント｣，及び｢継続の意思・ウェイト」に正の影響をもたらすことなどが

示唆された。保育者養成における自我形成の重要性と，「保育職の適性感」等の職業認知に焦点をあてた

支援の必要性が示されたと言える。これらの結果について，入学期の知見（西山・田爪・富田,2006）と

比較しつつ，心理社会的な観点から若干の考察を加え，今後の研究課題を示した。

【キー・ワード】アイデンティティ，職業認知，保育者養成，短期大学生，共分散構造分析

問題

フリーターやいわゆるニート(NotinEducation,Employ‐

ment,ｏｒ'IiFaining）への対応が我が国でも焦眉の課題と

なっている。ニートとは，１５～34歳の非労働人口のう

ち通学や家事を行っていない者で約64万人が存在し，

フリーターは約２１３万人で，ここ１０年間に倍増してい

るという（厚生労働省，2005)。文部科学省による学校

基本調査速報2)によれば，2005年３月に大学を卒業した

ものの就職も進学もしていない新卒無業者の割合は

17.8％であった。幾分景気が改善してきた中にあって，

2割近くの大卒学生が新卒無業の状況にあった。さらに，

就職を果たした大卒学生の約３割は，就職後３年以内に

辞めてしまう（内閣府,2003)。

これらのデータは，就職困難が，単なる景気の動向に

よる問題だけではなく，職業を自らの生き方と結び付け

て捉えることのできない，若者の職業認知（occupational

cognition）に関わる問題であることを示唆する。将来の

方向性を自ら選択できない職業未決定，あるいは仕事社

会に参入したものの当初から継続の意思がなかったり，

些細なことで職場を退く早期離職等，いずれも若者自身

の職業認知の脆弱さに関わる問題と捉えることができ

1）現所属：岡山県立大学保健福祉学部

2）文部科学省ホームページ「平成１７年度学校基本調査速報」http:〃

wwwmext・go・jp/b-menu/toukei/001/04073001/index,htm（2005年９

月１日）

る。今，職業は，彼らの人生において一体どれほどの

ウェイトを占めているのだろうか。

Super（1957／1960）によれば，職業選択は，青年期に

かけて次第に明確化される自己概念が職業世界へ表出す

る過程であるという。また同時に，職業と向き合うこの

青年期後期という時期は，アイデンティティ（egoiden‐

tity；以下，自我同一性と記す）の確立が課題となる時

期でもある。自我同一性は，「真の自分であること」「正

真正銘の自分」「自己の存在証明」等と，換言することが

できる。

自我同一性の概念は，Erikson（1950／1977,1980）に

よって提示されて以来，青年期の発達を捉えるキー概念

とされてきた。また近年この概念は，青年期のみならず

中年期以降をも射程として展開し，生涯発達の観点から

も改めて重要視されている（岡本，2002)。人間は誕生

以来，自我の発達の途上で，親，きょうだい，友人，教

師等との対人関係の中で社会化されながら，自分にとっ

て重要な他者や自分の所属する集団に自分を同一化させ

る試みを繰り返し行っている。そして青年期後期になる

と，それ以前の全ての同一化や自己像を捉え直し，新た

に社会との関連で選択し統合して，一個の独特で首尾一

貫した全体として作り上げ，自我同一性が形成されてい

く（無藤，1979)。

ところで，自我同一性研究の１つの流れとして，

Marcia（1966）にはじまる自我同一性のステイタス法が

ある。これは，同一性の状態を類型化し理解しようとす
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る立場であり（谷，2001)，類型論（typologicaltheory）

の観点に立つ。例えば西山・田爪・富田・中川（2004）

は，加藤（1983）の同一‘性地位判定尺度を用い，保育者

養成校入学期における学生の職業意識を同一性地位毎に

検討した。この研究では，文章完成法（SCT）を援用し

た自由記述により職業意識に関する回答を求め，得られ

た記述をテキストマイニングによる探索的分析により整

理し，同一性地位毎に異なる職業意識を視覚的に解り易

く示している。

ステイタス法は，いくつかのタイプに類型化すること

により情報を整理し，理解がし易いという利点がある。

他方，類型化に研究者の主観が強く反映しがちなこと

(八木，1994）や，谷（2001）が指摘するように，従来の

類型論に基づく尺度には，Eriksonが自我同一‘性概念の

中核として仮定する「自己の一貫性・連続‘性」や「自己

像に関する自他の認識の一致」等に焦点が当てられてい

ないという議論もある。

自我同一性研究のもう１つの流れとして，特性論

(traitstheory）の観点に立つ研究群がある。特性論では，

パーソナリティを構成する比較的多数の単位に分類し，

それぞれの程度を量的に測定し，それらの測定値の組み

合わせによって個人のパーソナリティを記述しようとす

る（八木，1994)。谷（2001）は，Erikson（1950／1977,

1980,1959／1973,1968／1973）の自我同一性の概念を忠

実に尺度化し，同一’性の感覚（senseofidentity）を測定

する，信頼性・妥当性共に十分な多次元自我同一性尺度

(MultidimensionalEgoldentityScale;ＭEIS）を開発して

いる。諸変数との因果関係を明らかにする研究には，特

性論の観点に立つ尺度が有用である。そこで本研究では

谷（2001）のＭＥＩＳを用い，同一性の感覚と職業認知に

関する諸変数との関係を明らかにする。

Erikson（1959/1973）は，「青年期の発達課題は自我同

一性の確立であり，その中心的な要素は職業決定であ

る」と当初から指摘した。以来，青年期の自我同一‘性形

成を論じる際に職業の問題は常にその中核とされてき

た。職業決定と自我同一‘性との関連についての研究は，

職業発達理論の立場（e､9.，足立，1990,1995；Ｒａskin，

1985)や，自我同一性理論の立場（e､9.,Blustein,Devenis，

＆Kidneyう１９８９；Grotevant，１９８７；VOndracek,Schulen‐

berg,Skorikov｝Gillespie,＆Wahlheim,1995）等，数多く

の蓄積がある。また，自我同一性の下位概念としての職

業的同一性に関する研究も多い（e,g､,Holland,1985／

1985)。職業的同一性に関する研究は80年代以降急増し

ているものの，我が国では教育，保育領域の研究成果は

多いとは言えない。

職業選択や職業への従事は，いわば社会に対する公的

あるいは心理社会的な自己定義と言える。何らかの職に

就くということは，社会的責任や義務を負うということ

でもある。職業を通して，社会の中での自分の居場所を

獲得し，自我同一性を確かなものにすることもできれ

ば，逆に，離転職や職場への不適応等によって，自我同

一性が脅かされることもありうる。職業を選択し，獲得

し，関わることは，その個人の自我同一‘性形成にとって

大きな意味を投げかけ，その個人の生涯に渡る生き方を

方向付ける。

本研究は，保育者養成校に通う学生を対象とする3)。

保育職は，少子化，家族形態の多様化地域コミュニ

ティの崩壊などを背景として，子どものみならず家庭へ

の支援者として，近年，その社会的役割が拡大してい

る。保育職には，地域の子育て支援の中核となる保育所

等の児童福祉施設，幼稚園，認定こども園（総合施設）

等において，家庭や地域社会との連携を一層促進するこ

とが期待されている。教育・福祉領域の職種にあって高

い専門性と職業観が求められる職域である。

現在,幼稚園教諭の80.1％4)，保育所保育士の67.0％5）

を短期大学の卒業者が占める。求められる専門性の高ま

りとともに，保育者養成の短期大学カリキュラムは過密

化しており，時間割は飽和状態にある。周知の通り，

Erikson（1950／1977,1980）は，自我同一性が確立され

る前の自由な実験期間を「心理社会的モラトリアム」と

いう概念で説明しているが，保育者養成校の学生にはこ

のような猶予期間はほとんどないのが実状である。その

点で，入学後に猶予や試行の時間を持つ一般大学生とは

幾分学生生活を異にする。また保育者養成校の学生は保

育職という特定の職業を念頭に入試を受け，入学し，教

育を受けている。一定の職業観と意欲を持って入学して

いる点も特徴的であると言えよう。他方，保育職への夢

を抱いて入学してきた者も，決してスムーズに保育職へ

就くわけではない。採用試験・就職活動の不調，給与面

での不遇など現実的な問題に加えて，自分自身への問い

かけとして顕在化することも少なくない。具体的には，

｢自分は本当に保育者に向いているのか」「保育職を選ん

でよかったのか」という再思の問いである（西山ほか，

2004)。これらの問いは入学後，職業選択の幅が比較的

広い一般大学生が多様な業界，職種，労働形態の中から

｢自分は何に向いているのか」「何になりたいのか」とい

う模索の問いを立てることと様相が異なる。さらに，卒

業と同時に，育てられる者から育てる者へと変容するこ

3）対象は，保育者を志望して入学し，養成校に在籍している学生で

ある。よって一部には卒業期に進路変更をした学生等も含まれ

る。

4）文部科学省ホームページ「平成１６年度学校教員統計調査」http:〃

wwwmext,go､jp/b-menu/toukei/001/002/2004/index・htm（2006年１
月１日）

5）内閣府ホームページ「保育サービス価格に関する研究会報告書」

http:"WWW5.CaO､go.jp/seikatsu/price/hoiku/menu､html（2006年１月

１日）
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とが求められる保育職は，この点で自我同一性や職業認

知を強く反映する職種と言える。保育者という専門職と

して多様な人間関係の中に置かれたとき，安定した個

(自我同一性）を自覚できるか否かは極めて重要である。

保育者自身の根底を成す自我の成熟度は日々の保育実践

における指導・援助に大きく影響すると予想される。

近年，保育者の専門性とは何か。保育者養成に求めら

れるものは何かという議論の中で，保育者の自我同一性

の重要性を指摘する声は多いが（e､9.,秋田，2001)，実

証的な研究はほとんどない。西山・田爪・富田（2006）

は，保育者養成校入学期における学生の自我同一性と職

業認知との関係を明らかにしている。具体的には，同一

性の感覚と職業認知に関する諸変数の因果モデルを構成

し，その妥当性の検証と部分的評価を通して，自我同一

性と職業認知の構造を明らかにした。この研究では，自

我同一性という特性が，職業への適性感や将来の予期に

影響を与え，さらに関心や意欲に通じて，職業へのコ

ミットメントや人生における職業の占有状況に影響する

というプロセスを想定し，因果モデルを構成し検討し

た。その結果，「保育職の適性感」が職業認知に関わる

様々な変数に正の影響を及ぼし，「充実感・満足感の予

期」といった将来の見通しや，「関心・意欲」といった動

機付けの側面，さらには「保育職へのコミットメント」

｢継続の意思・ウェイト」にまで影響を与えていること

が示された。また，その「保育職の適性感」を強く規定

しているのが他ならぬ「同一性の感覚」であることも明

らかとなった。自我同一性の形成の有り様が，職業への

相応しさの感覚と結び付いており，自我同一性の形成

が，職業認知の基盤となることが明示された。

本研究は，この入学期の知見と比較することを付加的

な目的としているが，新たに「保育職の理解」という変

数を追加する。養成校のカリキュラムは現在，非常に過

密であることは既に述べた。養成校では，従来の免許・

資格のための科目に加え，「家族援助論」等の新設科目

や，保育実習，教育実習の充実等によって，現代に求め

られる保育専門職としてのレディネスを育んでいる。養

成校での２年間における講義や実習，その他の活動を通

じて，保育職が如何なるものか日々学習し，卒業時点に

おいて個々の学生なりの保育職への理解を得ているもの

と考えられる。そのことが同一性の感覚や他の職業認知

とどのような関係にあるか検討したい。

なお，下村・高綱・吉中（2001）は，職業認知に関す

る知見の蓄積が，キャリア教育には不可欠であるとし，

中高校生を対象に「どのように職業をみているのか」「ど

のような側面から職業を捉えているか」といった観点か

らの分析を試みている。本研究では，「職業認知」を職

業への適』性感，将来の職業生活への予期，関心や興味な

どを広く含む，職業の捉え方の総体として扱う。

以上を踏まえ本研究では，学生への支援に向けた端緒

として，何に働きかけることが効果的かを考えるため

に，養成校卒業期における学生の自我同一'性と職業認知

の構造を明らかにする。具体的には，同一性の感覚と職

業認知に関する諸変数の因果モデルを構成し，その妥当

性の検証と部分的評価を通して，自我同一'性と職業認知

の構造を明らかにすることを目的とする。

方法

調査対象

関東，中国地方の短期大学４校において調査を実施し

た。調査は各大学の担当教員に依頼し，講義中に無記名

集団式で行った。この際，十分な記入時間を取るよう配

慮した。全被調査者のうち，社会人入学者等の年長者

(23歳以上）を除き，後述の分析に必要な質問項目全て

に回答のあった1,083名（女性1,056名，男性２７名）を

分析対象とした6)。

被調査者は全て２年次生であり，保育者養成課程に在

籍する学生である。年齢別の人数は19歳が197名，２０

歳が858名，２１歳が２６名，２２歳が２名であった。平均

年齢は19.85歳（ＳＤ＝､44）であった。

調査時期

2004年から2006年の３回，いずれも卒業直前の１月

下旬から２月上旬に実施した。

調査内容7）

同一性の感覚谷（2001）により尺度化された，「同

一性の感覚」を測定する尺度ＭEISを用いた。本尺度は

次の４つの下位尺度から構成され，自我同一性の形成状

態の程度を知ることができる。すなわち，①自己斉一

性・連続‘性：自己の不変性及び時間的連続性の感覚

(e､g､,いつのまにか自分が自分でなくなってしまったよ

うな気がする)。②対自的同一性：自己についての明確

さの感覚（e､g､,自分が望んでいることがはっきりしてい

る)。③対他的同一性：本当の自分自身と他者からみら

れているであろう自分自身が一致するという感覚（e､g､，

自分は周囲の人々によく理解されていると感じる)。④

心理社会的同一性：自分が理解している社会的現実の中

で定義された自我へと発達しつつあるという感覚（e､9.,

現実の社会の中で，自分らしい生き方ができると思う）

である。各５項目，計20項目から成る。回答は「非常に

6）被調査者は，調査実施日の出欠状況により多少異なるが，西山ほ

か（2006）とほぼ同一である。

7）調査内容として新しく加えた「保育職の理解」２項目を除く全て

の質問項目は，入学期を検討した西山ほか（2006）で使用された

ものであり，一定の妥当性を確認している。なお，今回の分析に

用いたデータによる探索的因子分析（最尤法・Promax回転）の結

果は想定に沿うものであり，後述の共分散構造分析の結果と合わ

せて，これらの質問項目を卒業期の分析に用いることの妥当性に

問題はないと言える。
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あてはまる」「かなりあてはまる」「どちらかというとあ

てはまる」「どちらともいえない」「どちらかというとあ

てはまらない」「ほとんどあてはまらない」「全くあては

まらない」の７段階評定（７～１点）で得点化した（反転

項目はこの反対で得点化)。

保育職の理解「保育という職業を，わたしは理解し

ている／よき保育者になるために何をすればいいか理解

している（以下，「保育職の理解｣)」の２項目を設定した。

回答は「非常にそう思う」「かなりそう思う」「ややそう

思う」「どちらともいえない」「ややそう思わない」「かな

りそう思わない」「全くそう思わない」の７段階評定（７

～１点）で得点化した。

保育職の適性感「保育という職業は自分の適性に

合っている／能力を活かすことができる（以下，「保育

職の適‘性感｣)」の２項目を設定した。回答は「非常にそ

う思う」から「全くそう思わない」の７段階評定（７～１

点）で得点化した。

充実感・満足感の予期「保育という職業によって充

実感を得るだろう／満足感を得るだろう（以下，「充実

感・満足感の予期｣)」の２項目を設定した。回答は「非

常にそう思う」から「全くそう思わない」の７段階評定

(７～１点）で得点化した。

関心・意欲現在の自分が保育という職業とどのよう

に向き合っているかを問うための指標の１つとして，

｢保育という職業に関心がある／興味がある」の２項目

を設定した。回答は「非常にあてはまる」から「全くあ

てはまらない」の７段階評定（７～１点）で得点化した。

また，就職への意欲を問う質問項目として「保育職（保

育所保育士または幼稚園教諭）に就きたいという気持

ち」を尋ねた。回答は「非常にある」「かなりある」「どち

らかというとある」「どちらともいえない」「どちらかと

いうとない」「ほとんどない」「全くない」の７段階評定

(７～１点）で得点化した。これら３項目をまとめて「関

心・意欲」とした。なお最終的には，後述のように２項

目による「関心・興味」を採用した。

継続の意思・ウェイト保育職の継続の意思を具体的

に問う質問として「事情が許すなら保育職をどれくらい

続けたいですか」と問い，数値で年数を回答するよう求

めた。定年を60歳としたため，回答は０～４０年の範囲

をとる。

また，職業認知を問う１つの測定法として「サークル

テスト（Circle'mestfOrOccupationalCognition)」を試み

た。Figurelにはサークルテストの回答例を示した。こ

れは個々人の人生において職業の占める割合を数量的に

問うものである（西山ほか，2006)。これにより，将来

の生活における職業（保育職）の時間的な占有や重み付

けの見通しを投影法的に知ることができる。具体的には

｢次の円が，これからのあなたの人生全体（未来）を示し

Figurelサークルテズトの回菩例

ていると仮定して，大切なことを順に挙げ，あなたのイ

メージを最もよく表すように円を区切って下さい。それ

ぞれ何を表すか記入し，その中で職業としての保育が占

めるウェイト（割合）を示して下さい」とした。保育職

をどれくらいのウェイトをもって捉えているか，相対的

な重みを問うため，職業としての保育以外にも全て記入

を求めた。そして，人生全体を見渡した中で，保育職が

占めるウェイト（割合）を視覚的，数量的に測定しよう

とするものである。調査用紙には，直径９ｃｍの円に，

円の中心から真上の円弧まで直線を引いたものを用意し

た。分析にあたってはそれぞれの回答の角度を測定し，

その数値を用いた。よって回容は０～360度の範囲をと

る。これら２つの質問をあわせて「継続の意思・ウェイ

ト」とした。

保育職へのコミットメント「保育者としてやってい

くために，いま自分で何かしている／授業以外に，自分

で保育に関する本や雑誌，番組をみる（以下，「保育職

へのコミットメント｣)」の２項目を設定した。ここでコ

ミットメントとは，職業に対して自ら関わろうとする傾

倒の程度を指す。行動レベルで職業に如何に関わろうと

しているか，具体的な質問項目を設定した。回答は「非

常にあてはまる」から「全くあてはまらない」の７段階

評定（７～１点）で得点化した。

回等は無記名とし，フェイスシートとして「所属」「学

年」「‘性別」「年齢」等の記入を求めた。ただしデータ整

理のため，学籍番号の記入は求めている。調査対象には

データは全て統計的に処理し個人を特定することはない

ことを伝え，同意を得た上で調査を実施した。

結果と考察

変数の確認と分析モデルの設定

分析は西山ほか（2006）に準じた。ただし次の２点が

異なる。１点目は既述のように，新しく「保育職の理解」

に関する２項目を加えた点である。もう１点は，「関心．
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意欲」に含まれていた「就職への意欲」を問う質問項目

を削除した点である。具体的には「保育職（保育所保育

士または幼稚園教諭）に就きたいという気持ち」を尋ね

るものであったが，今回，就職が決定（内定）している

者の中に無回答の者が多く（回答不要と判断した者が多

いと推察される)，分析に含めるには不適切と判断した。

なお調査実施時点で，就職が決定（内定）している者は

642名（59.3％)，未決定者は441名（40.7％）であった。

このため以下の分析では，就職への意欲に関する項目を

削除し，残り２項目により「関心・興味」とした。

分析には主に共分散構造分析（豊田，1992）を用いた。

統計処理にはSPSＳ13.0.1J，Amos5､0.1を使用した。

'Ｅｌｂｌｅｌには，以降の共分散構造分析で用いる潜在変数

及び観測変数を示した。Ｔａｂｌｅｌ右欄には各観測変数の

平均値，標準偏差を示した。また各変数の入学期と卒業

期の平均値の差について，対応のない/検定を行い，/値

を参考値として示している。また'mable2には，観測変

数間の相関行列を示した。

各変数間の関係を包括的に検討するため，先行研究

(西山ほか,2006）に基づき，因果モデルを設定した。こ

れに「保育職の理解」を新たな潜在変数として加え，「同

一性の感覚」から「保育職の理解｣，「保育職の理解」か

ら「保育職の適性感」への因果関係を仮定した。自我同

一性という特性が，職業の理解や職業への適性感，及び

将来の予期に影響を与え，さらに関心や興味に通じて，

職業へのコミットメントや人生における職業の占有状況

に影響するというプロセスを想定し，因果モデルを構成

した。本モデルの特徴の１つは，「同一性の感覚」から

｢保育職の理解」及び｢保育職の適性感」への影響過程を

始発として，保育職への関心・興味，行動などにどのよ

うな影響を及ぼしているか注目する点である。職業と自

らを見つめ，擦り合わせることで得られる職業への適性

感を通して，職業への関心や具体的なコミットメントが

成されるというモデルを想定した。また前述の因果の流

れを想定しつつ，′I1ablelに示した７個の構成概念に対

応させ，パス図として表現したものがFigure2である

(後述する分析結果も併記してある)。

なお後述のモデル適合‘性の検証には，適合度指標

Tablel共分教構造分析で用いた変数各期の平均値標準偏差及び/続定の結果

同一性の感覚（谷，2001）

Ｘ１「自己斉一性・連続性」５項目の合計得点

Ｘ２「対自的同一性」５項目の合計得点

Ｘ３「対他的同一性」５項目の合計得点

Ｘ４「心理社会的同一性」５項目の合計得点

保育職の理解

Ｘ５保育という職業を，わたしは理解している

Ｘ６よき保育者になるために何をすればいいか理解している

保育職の適性感

Ｘ７保育という職業は，自分の適性に合っている

Ｘ８保育という職業で，自分の能力を活かすことができる

充実感・満足感の予期

Ｘ９保育という職業によって，充実感を得るだろう

Ｘ１０保育という職業によって，満足感を得るだろう

関心・興味

Ｘｌｌ保育という職業に関心がある

Ｘ１２保育という職業に興味がある

継続の意思・ウェイト

Ｘ１３保育職の継続の意思（年数）

Ｘｌ４保育職の人生におけるウェイト（サークルテスト）

保育職へのコミットメント

Ｘ１５保育者としてやっていくために，いま自分で何かしている

Ｘ１６授業以外に，自分で保育に関する本や雑誌，番組をみる

注．なお入学期のデータは西山・田爪・富田（2006）による。

＊*，＜､0１

入学期（"＝1,173）卒業期（"＝1,083）

平均標準偏差平均標準偏差

24.51（6.31）

22.56（5.36）

21.07（5.25）

21.14（4.57）

5.31（1.03）

5.30（1.03）

5.85（1.05）

5.69（1.12）

6.38（、85）

6.33（、89）

21.00（13.98）

107.94（47.99）

4.95（1.27）

4.49（1.41）

24.34（6.42）

21.86（5.98）

21.18（5.44）

21.76（4.93）

4.97（1.00）

4.58（1.08）

4.93（1.22）

4.94（1.14）

5.46（1.20）

5.31（1.24）

5.97（1.12）

5.85（1.16）

12.36（12.24）

94.45（49.86）

4.66（1.38）

4.86（1.35）

t値

-.66

-2.94*＊

、4７

3.06*＊

-7.98*＊

-7.92*＊

-8.02*＊

-7.47*＊

－９．７１＊＊

-10.94*＊

-15.64*＊

-6.55*＊

-5.30*＊

6.43*＊



､3６

．４１

2０１

Table2蔚測変数間の摺関行列

､29

.30

１２３４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１１２１３１４１５１６

､３１

．３５

同一性の感覚

Ｘ２、４９

Ｘ３、6５、４３

Ｘ４、5９、6０、５９

保育職の理解

Ｘ ５ 、 2５、3８、２３

Ｘ ６ 、 2１、4２、２３

保育職の適性感

Ｘ７、3０、4８、２８

Ｘ８、3０、4６、２９

充実感・満足感の予期

Ｘ９、2４、4２、２４

Ｘ1０、2５、4１．２５

関心・興味

Ｘ 1１ 、2４、4３、２１

Ｘ 1 ２ 、2５、4１、２３

継続の意思・ウェイト

Ｘ1３、0７、2５、O５

Ｘ１４、0６、2４、０５

保育職へのコミットメント

Ｘ1５、1４、3７、l７

Ｘ１６、0６、3１、0８

､34

.36、６１

､46

.48

､56

.55

､46

.45、7６

.４１

．４０

､66

.64

､67

.71、8３

､39

.42

､49

.50

､62

.61

､70

.68．8８

､34

.36

､54

.52

.42

.42

､66

.66

､70

.67
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､37

.40、2５

､45

.40

､4６

．４１

､30

.36

､1８

．１４

.２１

．２３

､18

.20

､３１

．３５

､54

.52

､2５

．２１

､３１

．２８、5４

より分析した結果を示す。因果係数は全て０．１％水準で

統計的に有意なもののみ示した。

まず，想定した因果関係全体の妥当性を評価するた

め，GFI，AGFI，CFI，及びＲＭＳＥＡを求めた。その結

果，GFI＝､93,AGFI＝､90,CFI＝､９５といずれも高い

値が得られた。また，ＲＭＳＥＡは.０７と当てはまりも良

好であることが示された。Ｘ２値は594.11（〃＝９５）で

あった。構成概念から各観測変数への影響指標は.４７～

､92であり，構成概念と観測変数は適切に対応している。

したがって，モデルとデータの適合度は十分に高く，構

成された最終モデルは標本分散共分散行列をよく説明し

ていると判断された。

次に，想定した因果関係の部分的評価を行うため，

各々の因果係数を検討した。まず，外生的潜在変数とし

て設定した「同一'性の感覚」から「保育職の適'性感」への

因果係数は.２７であり，前者は後者に正の影響を与えて

いることが示された。同じく「同一性の感覚」から「保

育職の理解」への因果係数は.５０と高い正の値が示され

た。さらに，「同一性の感覚」から「保育職の理解」を経

て「保育職の適‘性感」へ間接的にも影響を与えており

(､５０×､６３＝.32)，「同一性の感覚」から「保育職の適性

感」への因果係数の合計は，、５８とかなり高い正の値が

示された。確かな同一性の感覚を持つほど，学生は「保

(GoodnessofFitlndex：以下，GFIと略記),修正適合度

指標（AdjustedGFI：以下,AGFI)，比較適合度指標

(ComparativeFitlndex：以下，CFI)，ＣAIC（Consistent

Akaike'slnfOrmationCriterion)，及びＲＭＳＥＡ（RootMean

SquareErrorofApproximation）の指標を用いる。一般的

に，GFLAGFIとも.90以上であればモデルは標本分散

共分散行列をよく説明しているとされる（豊田，1992,

1998)。CFIは１．００に近いほどよいモデルと判定し，モ

デルの相対的評価に用いるＣAICは，小さいほどよいと

される（豊田，1998)。ＲＭＳＥＡはモデルの分布と真の分

布との乗離を１自由度あたりの量として表現した指標で

あり，その値が.08以下である場合，モデルのあてはま

りがよく，逆に.１０以上であればモデルのあてはまりが

悪いとされる（Arbuckle＆WOthke,１９９９；豊田，1998)。

多くの文献で記載されているｘ２検定は，データ数Ⅳに

敏感に影響を受け（豊田，1998)，特に〃が多い場合ほ

とんど意味がなくなることから，値のみを記載する。

モデルの全体的及び部分的検証

各変数の関係を包括的に検討するため，Figure2に示

した因果関係を共分散構造分析により分析し，モデル全

体の妥当性を確認後，概念間の標準化された因果係数

(以下，因果係数と記す）によりモデル各部の検証を行っ

た。Figure2に，想定した因果関係を共分散構造分析に

.4５

．４１

､52

.51

､30

.22

７
７
４
３
ｂ
■

､48

.43

､49

.43

注．ｊＶ＝1,083。
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Figure2保育言絃望学生のアイデンティティと職業認【知

の屋県モテル

育職を理解している」と自己評価し，さらには「保育と

いう職業は自分の適性に合っている」「自分の能力を活

かすことができる」という職業と自分との適性感を持つ

と言える。

ＣAIC値の検討により，最終モデルには「同一性の感

覚」から「充実感・満足感の予期｣，あるいは「保育職の

理解」から「充実感・満足感の予期」等へのパスを設定

していない。「同一性の感覚」から「充実感・満足感の予

期」へのパスを導入したモデルのＣＡＩＣ値は929.24,「保

育職の理解」から「充実感・満足感の予期」へのパスを

導入したＣAIC値は929.56，これらのパスのないモデル

は921.60であった。ＣAICはわずかであるが後者が良好

であり，また因果係数は0.1％水準で有意ではないため，

これらのパスは削除している。このことから，同一性の

感覚が直接的に，将来の充実感や満足感の予期に繋がる

のではなく，職業への適性感を通して間接的に（､49)，

規定していることも示唆された。

「同一性の感覚」から他の潜在変数への標準化総合効

果を整理すると，「保育職の理解」は.50,「保育職の適

性感」は.58,「充実感・満足感の予期」は.49,「関心・

興味」は.46,「保育職へのコミットメント」は.42,及び

｢継続の意思・ウェイト」は.３８となる。また「保育職の

理解」から他の潜在変数への効果を整理すると，「保育

職の適性感」は.63,「充実感・満足感の予期」は.53,

｢関心・興味」は.50,「保育職へのコミットメント」は

,45,及び｢継続の意思・ウェイト」は.42であった。「同

一性の感覚」及び｢保育職の理解」は，「保育職の適性感」

をはじめ職業認知に関わる諸変数を強く規定していると

言える。

「保育職の適性感」からの因果係数をみると，「充実

感・満足感の予期」への因果係数は.84,「関心・興味」

への因果係数は.39,「保育職へのコミットメント」への

因果係数は.33であり，いずれも前者は後者の正の規定

因となっていることが示された。特に，「充実感・満足

感の予期」への値はかなり高く，保育職への適性感を持

つことが，将来の職業生活への望ましい予期をもたらす

ことが示された。また，適性感は「充実感・満足感の予

期」を経て，間接的にも「関心・興味」を規定している

(､40)。さらに適‘性感は「関心・興味」を規定し，直接的

に「保育職へのコミットメント」にも正の影響を与えて

いる。

「保育職の適性感」から他の潜在変数への標準化総合

効果を整理すると，「充実感・満足感の予期」は.84,「関

心・興味」は.79,「保育職へのコミットメント」は.72,

及び「継続の意思・ウェイト」は.６６となる。これらの

ことから，「保育職の適性感」は職業認知の多くを強く

規定する主要な要因であることが示唆された。

「関心・興味」からの因果係数をみると，「継続の意

思・ウェイト」への因果係数は.84,「保育職へのコミッ

トメント」への因果係数は.50でいずれも高い正の値を

示した。近年注目されているLent,Brown,＆Hackett

(2000）がモデル化した社会的認知理論は，まず興味が

明確にならなければ目標が持てず，したがって進路に関

わる活動もなされ難いことを示している。関心・興味を

持つことが，職業にコミットメントし，将来も保育職を

継続したいという意思を強める。また，思い描く将来の

中で，職業の占めるウェイトは大きくなると言える。

卒業期の自我同一性と職業認知の特徴

ここまでの結果から，「保育職の適性感」が職業認知

の始発となり，「充実感・満足感の予期」「関心・興味」

｢保育職へのコミットメント」に繋がること，さらに「関

心・興味」が高まることによって，行動レベルでの「保

育職へのコミットメント」や，「継続の意思・ウェイト」

が増大することが明らかとなった。そして，職業認知に

おいて重要な位置を占める適性感を強く規定する要因と

して，「同一性の感覚」や「保育職の理解」があることが

示された。

部分的に観測変数が異なるため比較には慎重さが必要

であるが，卒業期の因果モデルの様相は，入学期（西山
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ほか，2006）と同様の傾向が伺える。すなわち，「同一

性の感覚」を始発として，因果連鎖においてより前にあ

る変数が，後にある変数を逐次的に正の影響で規定して

いる関係である。このことは逆に，同一性の感覚が低い

場合，保育職への適性感は低くなり，将来の職業生活に

対して充実感や満足感を予期することが難しくなる。そ

の結果，関心や興味も低くなり，ひいては職業へのコ

ミットメントや，職業を継続する意思も低くなり，思い

描く将来において職業が重要な位置を占めることはなく

なる，といった雪崩式の悪循環を引き起こす可能性も示

唆している。このような同一性の感覚と職業認知の悪循

環は，選択や決断において葛藤を引き起こし，職業選択

や心理的社会的自己定義を回避する，同一性拡散の特徴

(岡本，1999）と合致する。また，「自分」意識が不確実

で，「あれも自分」「これも自分」という意識があり，ど

れが本当の自分か確信が持てない状態（錆，1990）とも

言える。このような状態で，自分と職業とを擦り合わ

せ，肯定的な適性感を持つことは，周囲からの何らかの

支援なしには難しいだろう。

本研究は因果関係を検討することを主目的とするため

詳細な考察は避けるが，入学期と卒業期で回答傾向に相

違もあった。例えば，「保育職の継続の意思」では入学

期の平均21.00年（ＳＤ＝13.98）から卒業期には12.36年

(ＳＤ＝12.24）に（'（2247.79）＝‐15.64,ｐ＜､01)，「保育

職の人生におけるウェイト」では，入学期は360度のう

ち平均107.94度(ＳＤ＝47.99）を占めていたウェイトが，

卒業時には94.45度（ＳＤ＝49.86）に（ノ（2254)＝-6.55,

'＜､01）と，かなり数値が低くなっている（'Ｅｌｂｌｅｌ)。入

学期の保育職に対する漠然としたイメージや高揚が，講

義や実習による学習や経験を通して保育職の現実に直面

する中で修正され数値の変化に反映したものと考え

る。また，「同一性の感覚」は全般的には平均値に大き

な変化はないものの，「対自的同一性」が入学時よりも

卒業時に低ドしている（（2176.82)＝-2.94,,＜､01)。

よって，共分散構造分析による因果関係の検討では，入

学期と卒業期の因果連鎖は類似しており，保育者養成課

程を通じてこのモデルを想定することの一定の有効性が

確認されたが，個々の観測変数については入学期と卒業

期で相違もあるとみるべきであろう。

ところで「対自的同一性」は，自分が望んでいること

がはっきりしているかどうかといった，自己についての

明確さの感覚である（谷，2001)。Taylor＆Ｂｅｔｚ（1983）

は，自己理解を「自己に向けられた探索（self-explora‐

tion)」とし，職業世界へ向けた探索（environmental

exploration)，つまり職業'情報の収集等と対比させて考

えている。ここで自己理解とは，自己概念の明確化であ

り（Super;1957/1960)，自己概念の構成要素は，価値観，

態度，適性，興味等である。Blusteinetal.（1989）によ

れば，キャリア探索の初期段階では自己理解へ，後の段

階になるにつれて採用や労働市場へ学生の関心が向くと

されるが，保育者養成校の学生を対象とした今回の結果

からは，卒業期にも自己理解が課題となることが示唆さ

れたと言える。

保育者養成校の学生は，教育実習や保育実習の場で，

指導者や子ども等の重要な他者との関わりから厳しい評

価にさらされる機会も多い。時には，他者からの評価を

そのまま自己評価としてしまい，一面的に保育者に向い

ていないと判断してしまうこともあろう。自己を多面的

に評価し，肯定的な適性感を維持することが大切であ

る。他方，保育職への適性感に疑問を持ち，ある程度の

自我同一'性の危機や混乱を経験することも必要と思われ

る。むしろそれに直面することで，保育職の現実を受け

止め，現実社会での生活に向けた自我成長を遂げること

が期待できる。

総括と今後の課題

本研究の目的は，保育者養成校卒業期における学生の

自我同一性と職業認知の構造を解明することであった。

具体的には，同一性の感覚と職業認知に関する諸変数の

因果モデルを構成し，その妥当性の検証と部分的評価を

通して，自我同一性と職業認知の構造を明らかにした。

その結果，少なくとも次の点が示唆されたと言えよう。

第１に，「保育職の適性感」は職業認知に関わる様々

な変数を強く規定する。「充実感・満足感の予期」といっ

た将来の見通しや，「関心・興味」といった動機付けの

側面，さらには「保育職へのコミットメント」「継続の意

思・ウェイト」にまで強い正の影響を与えている。第２

に，その「保育職の適‘性感」を強く規定しているのが「同

一性の感覚」及び｢保育職の理解」である。自我同一性

の形成の有り様が〆保育職の理解や職業への相応しさの

感覚と結び付いている。自我同一‘性の形成が，職業認知

の基盤となる。第３に，入学期の知見と比較をしたとこ

ろ，大学生活を通じて様々な学習や経験を経た卒業期に

おいても因果関係については概ね同じ流れを想定してよ

いと思われる。このことから，保育者養成校において，

この因果モデルを想定することの有効性が示されたと言

える。

また，これらの点から，保育者養成校学生の自我同一

性と職業認知に関する支援を今後考えて行く上で，次の

ことを指摘できる。

まず，自我形成と職業認知には深い関係があることが

明示されたことから，自我同一性を育むという視点が今

後益々，必要であることが示唆されたと言える。この点

に関して東・安達（2003）は，自己理解が不在のまま就

職活動に終始することがないよう，早い段階からの働き

かけが重要であると述べる。現実には，自己理解のない
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まま就職活動を開始し，内定が決まったにもかかわらず

不全感や迷いが起こるケースも少なくないことが，対自

的同一性の低下の結果からも推察される。本人が自らの

自我同一性の一部として職業を選択し，働くことの意味

を実感できなければ，早期離職や不適応を招くことにも

なる。

次に，「保育職の適性感」を育むことが１つの焦点と

言える。西山ほか（2004）では，保育者養成校学生の職

業意識に関する自由記述分析から，「悩みはこの職業で

本当にいいのかなあ…なんて，ね」「私は仕事は何があっ

ているのかわからない（中略）自分は子どもが好きなの

かがわからない」など，保育職の適性感に関する記述が

多数を占めることを報告している。適性感は相応しさに

関する感覚であることから，保育職の理解と自己理解と

の擦り合わせによって生まれる。「保育職の適性感」を

育むことは，養成校における既存のカリキュラムや教科

目の中にも比較的位置付け易いと言える。保育に関わる

学習と自己理解を有機的に結び付けた教育的働きかけ

が，様々な機会を捉えて実施されることが望まれる。

保育職においては，関心・興味を持ち続け，不断に職

業にコミットしながら専門性を高めていくことが不可欠

である。とりわけ，昨今の子育てを巡る社会的環境的な

変化を反映して，保育職に，今まで以上に高い専門性が

求められているのは周知の通りである。その点で，専門

的職業人として職業にコミットしていくためには，自我

同一性や適性感の確立が基盤となることが本モデルから

示唆されたと言えよう。

今後の課題としては，次の点を挙げることができる。

第１に，調査対象の拡大である。今後，増加が予想され

る４年制課程の保育者養成校や他の学部学科等の学生と

の比較を通して，保育者養成校学生の自我同一性や職業

認知の特徴がより明確になるものと考える。第２に，養

成期における同一‘性の感覚，適性感等の主要な要因が，

卒業後の職業生活をどのように規定するか縦断的データ

から確認することである。これにより，本因果モデルの

予測的妥当性を確認することが期待される。またその

際，一層妥当性の高い質問項目や測定方法を検討し，職

業認知をより的確に捉える工夫が求められる。最後に，

本研究で見出された主要な職業認知に関わる要因を維

持，向上させるための支援プログラムを作成し実施する

ことである。
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思春期の身体発育と摂食障害傾向

上 長 然
(神戸大学大学院総合人間科学研究科）

原 著

本研究は，思春期の身体発育の発現が摂食障害傾向に及ぼす影響について，どのような構造で関連す

るのか検討することを目的として実施した。中学生503名（男子252名，女子251名）を対象に，思春期

の身体発育状況，思春期の身体発育に対する心理的受容度，身体満足度，体重減少行動，露出回避行動，

摂食障害傾向および現在の身長・体重について測定した。その結果，男子では，思春期の身体発育は摂

食障害傾向と関連せず，実際の体格が肥満傾向にある者ほど体重減少行動を行い，摂食障害傾向が高

まっていた。一方，女子では，思春期の身体発育によって体重減少行動が増加することが示された。ま

た，思春期の身体発育の経験者による検討から，実際の体格が身体満足度と関連するとともに，思春期

の身体発育に対する心理的受容度が身体満足度と関連し，身体満足度の低さが体重減少行動・露出回避

行動を高め，摂食障害傾向を助長するという構造が示され，思春期の身体発育の際，それをどのように

受け止めるかという心理的受容度の重要性が示唆された。

【キー・ワード】思春期の身体発育，摂食障害傾向，青年，身体満足度，性差

問題と目的

思春期は，身体発育スパートと呼ばれる身体発育や性

的成熟という第二次‘性徴を特徴とする時期である。この

思春期における身体発育や‘性的成熟による急激な身体の

変化は，青年の適応状態に関連していることがこれまで

の研究から示唆されている（Petersen＆TaylolJ980)。

特に女子では，思春期の身体発育による抑うつ傾向の高

まりといった精神病理傾向の増加として多く報告されて

きている（Attie＆Brooks-Gunn,1989;Ｇｅ,CongeE＆

Eldel;2001;Kaltiala-Heino,Kosunen,＆Rimpelﾖ,2003)。

こうした思春期の身体発育による影響の一つに摂食障

害傾向との関連が，女子において指摘されてきている

(向井，1996;Stice,Presnell,＆Bearman,2001)。摂食障

害は，思春期の抑うつと同様に，思春期に頻発してみら

れる心理的問題の一つである。思春期の摂食障害の実態

調査を行った渡辺ほか（2002）によると，女子中学生・

高校生の２．３％が，実際に摂食障害を発症していること

を報告している。また，摂食障害の診断基準は満たさな

くとも，極端な食事制限や過食などの不健康な食生活が

女子中学生・高校生の間で蔓延しているという報告もあ

る（丸山ほか，1993)。

思春期の身体発育によって，女子は急速な皮下脂肪の

蓄積と体重の増加を経験するが（玉田，1985)，この思

春期の急速な身体変化は摂食障害傾向とどのような関連

をするのであろうか。例えば栗岩・鈴木・村松・渡

辺・大山（2000）によれば，女子では，７歳以降は，加

齢とともに痩身体型を標準体型と認識する傾向が強く，

自己の体型認識と標準体型のずれが拡大しており，「痩

身」を「標準」と見なす傾向が存在しているという。こ

うした「痩せ志向」が強い現代の青年において，思春期

の身体発育で経験する皮下脂肪の蓄積や体重の増加と

いった実際の体型の変化が摂食障害傾向を高めることは

予測できる。しかし，すべての青年において思春期の身

体発育によって摂食障害傾向が高まっているわけではな

い。

ところで，思春期の身体発育に対する心理的適応を分

析した香藤（2001）は，女子では思春期の身体発育の発

現を受容できない青年は心理的適応が悪いことを報告

し，思春期の身体発育に対する心理的適応に影響する要

因として．身体発育の発現に対する心理的受容度という

要因が存在していることを指摘している。また，奮藤

(1994）が指摘しているように，思春期の身体発育の後

に身体満足度が低下するが，この思春期の身体発育の後

の身体満足度の低下は摂食障害傾向を助長することが示

されてきている（Ｃａｓｈ＆Deagle,1997;Ｆｉｅｌｄｅｔａ1.,2001；

GrabeI;Brooks-Gunn,Paikoff,＆Warren,1994)。こうした

ことから，思春期の身体発育が摂食障害傾向に関連する

際には媒介的な役割を果たす変数が存在することが予測

される。そこで，本研究は，思春期の身体発育が摂食障

害傾向に影響する際の媒介変数として，前述の心理的受

容度，身体満足度に加え，摂食障害傾向との関連が強い

体重減少行動・露出回避行動および個人特性として実際

の体格を取り上げて，思春期の身体発育がどのような変
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数を媒介して摂食障害傾向に関連するのかについて検討

していく。

実際の体格（ローレル指数）については，摂食障害傾

向に直接関連するとする研究と（Wichstrom,2000)，関

連しないとする研究があり（Keel,Fulkerson,＆Leon，

1997)，結果は一致していないが，摂食障害の危険因子

と継続因子に関するメタ分析を行なったStice（2002）で

は，実際の体格は摂食障害を直接高める要因というより

も，摂食障害の危険因子を助長する要因である可能性が

示唆されている。

また〆体重減少行動が摂食障害傾向を助長する要因で

あることは，これまで多くの研究によって認められてき

た。Leon,Fulkerson,PerryｩKeel,＆Ｋｌｕｍｐ（1999）では，

体重減少行動は摂食障害傾向を有意に予測する要因であ

ることが示されており，Fieldetal.(2001）やStice(2001）

でも同様の結果が得られている。

さらに，思春期の摂食障害傾向との関連を検討する上

で，自己の身体を周りに見られないようにするという露

出回避行動が考えられる。思春期は身体が急速に変化す

るが，特に他者からの視線に敏感になることも珍しいこ

とではない。性にまつわる不快な経験について検討した

松下（2002）では，中学生では「学校での着替えや旅行

先の風呂で，性器を人に見られるかもしれない」ことが

不』快な経験の最上位に挙げられており，周囲の他者から

の視線を意識することで不快な経験をしていることが指

摘されている。急激な身体の変化によって自己の身体に

意識が向かう青年において，「自己の身体を見られるか

もしれない」といった意識のために身体の露出を回避す

るという行動は理解できる。Schulman,Kinder,Powers，

Prange,＆Gleghorn（1986）は，摂食障害患者には他者

の視線を意識し，他者に身体を見せることができない場

合があることを示している。こうしたことから，「身体

を見られる」ことを回避することは，摂食障害傾向と関

連していると考えられる。そこで，体重減少行動ととも

に思春期の摂食障害傾向に対してどのような関連をもつ

か分析していくこととした。

このように，特に女子においては思春期の身体発育

が摂食障害傾向と関連することが示唆されてきている

実際の体格レベル

が，思春期の身体発育がどのようなメカニズムで関連す

るのか，といったことについて身体的指標を用いて検討

した研究は数が少ない。他方，男子の場合，精通を性的

成熟の基準とすることが多かったが。その心理的影響に

ついては，女子の初潮の場合ほど検討されていない。男

子に関する数少ない研究からは，思春期の身体発育が摂

食障害傾向を明確に予測できる要因ではないことや身体

像に否定的な影響はないことなどが示されているが

(Keeleta1.,1997;Richards,Ｂｏｗ“Petersen,＆Albrecht，

1990)，摂食障害傾向をもつ男子は女子と同様な心理的

反応を示すことも示唆されており（Fox,Page,Ａｒｍ‐

strong,＆Kirbyｳ1994;Keel,Klump,Leon,＆Fulkerson，

1998)，一貫した結果は得られていない。男子における

思春期の身体発育の発現の心理的影響について検討する

ことは重要な課題であり，本研究では，男子・女子双方

に焦点を当てて研究を進めていくこととする。

思春期の身体発育が摂食障害傾向と結びつくメカニズ

ムについて検討するために，Figurelのような実際の体

格レベル（ローレル指数，以下，体格レベル）・身体発

育に対する心理的反応レベル（心理的受容度，以下，反

応レベル)→認知レベル（身体満足度)→行動レベル(体

重減少行動・露出回避行動)→摂食障害傾向というモデ

ルを仮定した。

まず，体格レベル→認知レベルについて，実際の体格

と身体満足度に関してはCattarin＆Thompson（1994）や

Fieldetal.（2001）において，体格指数が高いほど身体

満足度が低いことが示されており，体格指数が高いほど

身体満足度は低下すると考えられる。また．反応レベル

→認知レベルでは，鈴木・伊藤（2001）において，初潮

を伴う「女性の身体受容」ができないことで中学生は身

体満足度が低下することが示されている。このことか

ら，思春期の身体発育の発現を受容できなければ身体満

足度は低下すると考えられる。

次に，認知レベル→行動レベル→摂食障害傾向にお

いて，身体満足度が体重減少行動を介して摂食障害傾向

に至る過程については，Graberetal.（1994）は思春期前

期から青年期後期までの８年間にわたる縦断調査から，

女子において思春期前期における身体不満足度は青年期

Figurel本〃帝の因果モデル
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後期までの慢‘性的な摂食障害傾向に結びつくことを指摘

している。また，身体不満足度は体重減少行動を助長し

(Stice,Mazotti,Krebs,＆Martin,1998)，体重減少行動は

摂食障害傾向を予測する要因であることから（Fieldet

a1.,2001;Leoneta1.,1999)，思春期の身体発育によって

身体満足度が低下し，身体満足度の低さが体重減少行動

を増加させ，そのことが摂食障害傾向を高めると考えら

れる。

さらに，身体満足度が露出回避行動を介して摂食障害

傾向に至る過程について考えてみると，上長（2005a）

では，男女とも身体満足度の低さは，露出回避行動と結

びついていることが示されており，松下（2002）でも他

者の視線を意識することで不快な思いをしていることが

示されている。Schulmanetal.（1986）は，摂食障害患

者の中には，他者の視線を意識し，身体を他者に見せる

ことができない場合があることを報告しており，身体満

足度が低ければ，自己の身体の露出を避けようとし，摂

食障害傾向が高まると考えられる。

以上のように，思春期の身体発育がこの時期の摂食障

害傾向と関連があることは示されてきているが，思春期

の身体発育による心理的影響に関する研究では，女子の

みを扱った研究が多く（川井，2002)．前述したように

男子に関する研究は少ない。また，わが国において，身

体的指標を用いて思春期の身体発育がどのようなメカニ

ズムで摂食障害傾向と関連するか検討した研究は少な

い。そこで，本研究は，中学１年生から３年生を対象と

して，思春期の身体発育が摂食障害傾向とどのようなメ

カニズムで関連するかについて検討することを目的とす

る。

方 法

調査対象山梨県内の中学１年生167名（男子70名，

女子97名)，中学２年生164名（男子85名，女子79名)，

中学３年生172名（男子97名，女子75名)，計503名を

対象とした。

調査手続き')と内容2005年１１月に，質問紙法によ

る一斉調査を実施した。調査実施を学校長および養護教

諭に依頼した。対象者のプライバシーに配慮し，回答後

すぐに封の出来る封筒に調査用紙を入れて配布した。ま

た，回答にあたっては，プライバシーは保護されるこ

と，調査以外に使用されることはないこと，回答が難し

い場合は回答しなくてもよいことが紙面上で教示され

た。

1）本調査をきっかけに身体への関心が高まり，精神的健康を損ねる

青年が存在する危険性が考えられる。そこで調査の実施に当た

り，調査協力校の養護教諭に体調が悪くなったり，悩みが出る場

合などには対応していただくことをお願いし，承諾を得た上で調

査を実施した。

思春期の身体発育2)の発現状況思春期の身体発育の

発現状況を測定するために，男子は「精通｣，女子は「初

潮」の有無と発現年齢を求めた。

思春期の身体発育の発現に対する心理的受容度思春

期の身体発育の発現に対する受容度を測定するために，

｢精通」「初潮」において「ある」と回答した生徒に，「と

てもうれしかった（４点)」「少しうれしかった（３点)」

｢なんとも思わなかった(２点)」「少しいやだった（１点)」

「とてもいやだった（０点)」の５段階評定で回答を求め

た。

体重減少行動上長（2006a）が作成した体重減少行

動尺度を使用した。各項目は「体重を減らすために間食

をしないようにしている」「体重を減らすために１回の

食事の量を減らしている」など５項目であり，「よくあ

る（４点)」「時々 ある（３点)」「どちらでもない（２点)」

｢あまりない（１点)」「全くない（０点)」の５段階評定で

回答を求めた。

露出回避行動上長（2006a）が作成した露出回避行

動尺度を使用した。各項目は「みんなと一緒に着替えな

いようにしている」「学校行事の時，みんなと一緒にお

風呂に入らないようにしている」など４項目であり，「よ

くある（４点)」「時々ある（３点)」「どちらでもない（２

点)」「あまりない（１点)」「まったくない（０点)」の５段

階評定で回答を求めた。

身体満足度自己の身体に対する満足度について，伊

藤（2001)，鈴木・伊藤（2001）を参考に「自分の今の体

が好きだ」「自分の今の身体に満足している」の２項目に

対し，「非常にあてはまる（４点)」「少しあてはまる（３

点)」「どちらでもない（２点)」「あまりあてはまらない

(１点)」「まったくあてはまらない（０点)」の５段階評定

で回答を求めた。

摂食障害傾向摂食障害傾向を測定するためにGar‐

nerPlmsted,Bohr;＆Garfinkel（1982）のEatingAttitudes

T1est-26（EAflL26）の日本語版（Mukai,Crago,＆Shisslak，

1994）を使用した。各項目は「太りすぎるのがこわい」

｢食物のことで頭がいっぱいである」「食べた後に吐く」

に代表される２６項目であり，「いつも（６点)」「非常に

ひんぱん（５点)」「しばしば（４点)」「ときどき（３点)」

｢たまに（２点)」「まったくない（１点)」までの６段階評

定で回答を求めた。本尺度は，摂食障害患者のスクリー

ニングを目的として作成され，スクリーニングを目的と

して用いる場合は，Gameretal.（1982）による原版では

０～３点で評定するようになっており，filllscoreは78点

で，cutoffpointは20点以上であるとされている。しか

し，一般健常者が大部分を占めると予測される一般人口

2）本論文では，「思春期の身体発育」と記した場合，「精通」「初潮」

という第二次性徴のことを示す。
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Tableｌ青年の紘柊と身倣発育の発現状況・心理受容度を対象として本尺度を用いる場合，０～３点での評定方

法では得点分布が著しく偏ることが指摘されており，１

～６点で評価するという方法が提唱されている（Wells，

Coope,Gabb,＆Pears,1985)。本研究においてもこの評

定方法を用い，得点が高くなるほど摂食障害傾向が高い

ことを示している。

現在の身長・体重ローレル指数3)を算出するために

尋ねた。ローレル指数は（体重（kg)／身長（c、)3）×107

で計算した。

統計パッケージSPSＳ12.0およびＡｍｏｓ５.Ｏを使用し

た。

結 果

基礎統計量と本研究で使用した変数の性差

調査対象となった青年の思春期の身体発育の発現状況

と平均体格をＴａｂｌｅｌに示した。男子の身長，体重の平

均値は161.60ｃｍ，51.23kg，女子の身長，体重の平均値

は155.09ｃｍ，47.35kgであった。また，男子の精通，女

子の初潮の経験率はそれぞれ40.40％，85.80％であり，

いずれも報告された国内平均とほぼ同じであった。

次に，′mable2には本研究で使用した尺度のCronbach

のα係数と尺度間の相関係数を示した。内的一貫性を検

討するためにα係数を算出したところ，身体満足度

α＝､85,体重減少行動α＝､78,露出回避行動α＝､81,

摂食障害傾向α＝､74であった。これより，本研究で使

用した尺度は内的一貫'性が確認されたため，全尺度を分

析に使用した。分析では各尺度に含まれる項目の合成得

点を算出して使用した。なお，心理的受容度は単項目で

あるため評定値のまま分析に用いた。

実際の体格指数であるローレル指数と他の変数との相

関をみると，男子では体重減少行動，摂食障害傾向と有

①

女子男子

③

（5.12）

（8.03）

(18.63）

身長（c、）

体重（kg）

ローレル指数

身体発育の発現状況(％）

心理的受容度

（8.20）

(10.82）

(20.51）

155.09

47.35

126.79

85.80

１．７０

161.60

51.23

120.48

40.40

２．４０ (0.82） (1.00）

⑥

注．（）内は標準偏差。

意な相関が見られ，女子では身体満足度，体重減少行

動，露出回避行動と相関が見られた。また，心理的受容

度と他の変数との相関についてみると，男子では有意な

相関は見られなかったが，女子では身体満足度と有意な

相関が認められた。さらに，男子では身体満足度は他の

変数と相関が認められなかったが，女子では身体満足度

はすべての変数と相関が認められた。

次に，性別と学年によってローレル指数，身体満足

度，体重減少行動，露出回避行動，摂食障害傾向が異な

るかを検討するために，性別と学年を独立変数，諸変数

を従属変数とする２要因分散分析を行った（Table３)。

その結果，全ての変数で性別の主効果が認められ，男子

に比べ女子は，体重減少行動，露出回避行動。摂食障害

傾向，ローレル指数が高く，身体満足度が低いことが示

された。また，身体満足度，体重減少行動で学年の主効

果が見られ，身体満足度は１年生＞２年生＞３年生であ

り，体重減少行動は１年生く３年生であった。また，交

互作用は見られなかった。

思春期の身体発育と摂食障害傾向との関連：経験者，未

経験者での比較検討

思春期の身体発育の経験が摂食障害傾向に及ぼす影響

を検討した。思春期の身体発育の発現状況に関する項目

で，「ある」と回答した青年を経験者，「ない」と回答し

た青年を未経験者とした。思春期の身体発育の発現状況

を独立変数，ローレル指数，身体満足度，体重減少行

動，露出回避行動，摂食障害傾向を従属変数とする多変

､３１*＊

3）体格の評定には，通常ＢＭＩ（BodyMasslndex）が使用されること

が多いが，これは，身体変化の安定した成人期以降に使用する体

格指数である。身体の変化の大きい小学生・中学生段階では，

ローレル指数を体格の評定に用いることが一般的であり，学校現

場での目安になるという意味を含め，本研究でもローレル指数を

用いた。

*’＜､05,＊*，＜､０１

右上：男子，左下：女子

思春期の身体発育と摂食障害傾向

①心理的受容度

②ローレル指数

③身体満足度（α＝.85）

④体重減少行動（α＝､78）

⑤露出回避行動（α＝.81）

⑥摂食障害傾向（α＝､74）

②

一.0９

④ ⑤
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Table３男女別にみた諸変数の平均値(標準偏差ノ

男子

(range）〃＝5５

1年

女子

〃＝７５

男子

〃＝7２

２年

女子

〃＝7０

男子

〃＝７９

3年

女子

〃＝５８

性別学年交互作用

Ｆ値Ｆ値Ｆ値

ローレル指数
121.75124.27118.78125.32120.73129.72

9.33*＊ ０．９３０，８９
(20.10）（19.34）（19.07）（13.11）（22.34）（23.30）

４．０４３．３３３．３２２．５４２．８２２．０９
身 体満足度（０～８）18.95*＊17.28*＊０．０２

（1.66）（1.86）（1.74）（1.57）（1.69）（1.66）

２．６４３．９３３．１４５．２７３．７５５．１９
体重減少行動（０～２０）17. 54*＊3.32＊０．４５

（3.75）（4.02）（3.85）（3.58）（3.89）（4.22）

２．２９５．６８３．１７４．５３２．４９４．８３
露出回避行動（０～１６）45.15*＊０．２８２．７７

（2.65）（4.07）（3.73）（3.21）（3.14）（4.03）

摂食障害傾向（26~156）棚（川（1407）（1L39）（川似54）４L87譜＊
45.4137.0643.6437.7049.17

２．０１１．５７

*’＜､０５，＊*’＜・O1

Thble4恩家財の身依発育の綴静と諸変数の傷点傷子ノ

ローレル指数

身体満足度

体重減少行動

露出回避行動

摂食障害傾向

未経験者

〃＝１２１

平均（SD）

120.07

(19.10）

３．４４

(1.75）

３．１１

(3.76）

２．９３

(3.22）

38.50

(13.20）

経験者

〃＝７９

平均（SD）

120.40

(23.03）

３．１９

(1.56）

３．７７

(4.01）

２．７５

(3.44）

37.92

(14.08）

Ｆ値

0.01

1.04

1.42

0.15

0.09

Table５思春期の身/；t発育の経織と諸変数の揚点佼子ノ

ローレル指数

身体満足度

体重減少行動

露出回避行動

摂食障害傾向

*’＜,05,＊*，＜､0１

未経験者

〃＝３１

平均（SD）

１１８．４１

(20.80）

３．１９

(1.90）

３．２３

(4.97）

５．４２

(3.89）

48.42

(16.39）

経験者

〃＝１８０

平均（SD）

127.14

(18.19）

２．６３

(1.72）

４．９０

(3.67）

４．７３

(3.67）

45.02

(11.62）

Ｆ値

5.84*＊

2.71

4.91＊

0.93

１．９９

量分散分析を男女別に行った（'mable4，′Ihble5)。

まず男子では，Boxの共分散行列の等質』性の検定結果，

共分散行列の同質性は満たされていることが示された

(BOxM＝24.017,’＞,05)。次に，思春期の身体発育の発

現状況について検討した結果，主効果は有意でなかった

（ＷＩﾉﾙＭα伽血＝0.98,Ｆ(5,194)＝0.75,’＞,05)。一方，

女子に関しては,Boxの共分散行列の等質性の検定結果，

共分散行列の同質‘性は満たされていた（Box〃=24.930,

'＞､05)。思春期の身体発育の発現状況について検討し

た結果，主効果は有意であり（Ｗ"んＭ,α伽｡α＝0.98,

Ｆ(5,205)＝4.20,’＜､01)，ローレル指数と体重減少行動

において経験者と未経験者との間で有意な得点差が認め

られ，思春期の身体発育の経験によって体重減少行動，

ローレル指数が増加する傾向が示された。

思春期の身体発育と摂食障害との関連：関連メカニズム

の検討

次に，思春期の身体発育が摂食障害傾向に及ぼす影響

についてさらに深く知るために，思春期の身体発育の経

験者を対象として実際の体格レベル（ローレル指数）・

身体発育に対する心理的反応レベル（心理的受容度）→

認知レベル（身体満足度)→行動レベル(体重減少行動・

露出回避行動）を介して摂食障害傾向に至るという，摂

食障害傾向を最終変数とするモデルを複数作成し，

Amos5.Ｏを用いた共分散構造分析によりモデルの適合

度を男女別に比較検討した。Figure2には，その「始発

モデル」を示した。モデルの適合度を評価する指標は複

数存在しており，それらを組み合わせて使用した。本研

究では，豊田（1992）や山本・小野寺（1999）を参考に

ＧＦＬＡＧＦＬＲＭＳＥＡおよびＡＩＣを用いた．豊田（1992）

や山本・小野寺（1999）によれば，GFIが．900以上で

あるものの中からＡＩＣが最小のモデルを採択する方法が

一般的であるとされている。また，ＲＭＳＥＡが.050以下

がかなり良い適合，．080以下であるモデルは許容される

範囲にあり，、100以上はモデルの改善の余地があるとさ

れている。

その結果，男子におけるモデルで最も適合度が良かっ

たものはFigure3に示したモデルであった（GFI＝､991,

AGFI＝､945,ＲＭＳＥＡ＝､000,ＡＩＣ＝10.900)。Figure3を

見るとおり，男子における摂食障害傾向へのモデルにお
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露出回避行動

体重減少行動

Figure2本研究『の始発モテル

いて，ローレル指数が高いほど体重減少行動を行ってい

た。また，最終的な従属変数である摂食障害傾向との関

連では，体重減少行動からパスが認められた。ここか

ら，男子においては，ローレル指数が高い青年ほど体重

減少行動を行い，そのことで摂食障害傾向が高まること

が示された。

一方，女子におけるモデルで最も適合度が良かったも

のはFigure4のモデルであり，GFI＝.973,AGFI＝､937,

RMSEA＝､055,ＡＩＣ＝37.474であった。Figure4を見る

と，女子の経験者では，ローレル指数は，身体満足度に

対して負の関連が認められローレル指数が高ければ身

体満足度は低くなることが示された。身体満足度に対し

ての相対的な貢献度は下がるが，思春期の身体発育に対

する心理的受容度が高いほど，身体満足度が高くなる方

向に有意な関連が示された。また，身体満足度は，体重

減少行動と露出回避行動を規定しており，身体満足度の

高さは体重減少行動と露出回避行動を抑制していた。

最終的な従属変数である摂食障害傾向との関連では，

体格レベル・反応レベルであるローレル指数・心理的受

容度，認知レベルである身体満足度からの直接的なパス

は認められなかった。しかし，体格レベル・反応レベ

ル，認知レベルの要因によって高められた体重減少行

動・露出回避行動が摂食障害傾向と関連しており，体重

減少行動・露出回避行動の高さが摂食障害傾向を高めて

いることが示された。つまり，思春期の身体発育の際。

反応レベルである心理的受容度は認知レベルである身体

満足度を介して行動レベルである体重減少行動・露出回

避行動と関連し，行動レベルである体重減少行動や露出

回避行動の高さが摂食障害傾向を規定しているというこ

とであった。

考 察

本研究は，思春期の身体発育の経験がどのように摂食

障害傾向に関連するかを検討した。まず，男子では，思

春期の身体発育の未経験者と経験者との間で比較検討を

行ったところ，全ての変数で有意な得点差が見られな

かった。また，共分散構造分析によって摂食障害傾向に

至るメカニズムについて検討した結果，思春期の身体発

育の経験者では，ローレル指数が高いほど体重減少行動

が高い傾向にあることが認められ，ローレル指数が体重

減少行動を高め，体重減少行動を介して摂食障害傾向と

関連していることが示された。つまり，男子の思春期の

身体発育を経験している青年では，反応レベルである心

理的受容度や認知レベルである身体満足度は摂食障害傾

向と関連せず，実際の体格が肥満傾向にある青年ほど体

重減少行動を行い，摂食障害傾向の高さと関連している

ローレル指数
、３２

一 体重減少行動
．３１

摩 摂食障害傾向

GFI＝､991ＡＧＦI＝､945ＲＭＳＥＡ＝､ＯＯＯＡＩＣ＝１０．９００

Figure3男子の思春期の身倣発言の経駿者による共分鼓構造分析結果
（図中には５％水準で有意なパスのみを示した。誤差項は省略）

’ﾛー ﾚﾙ指数卜こ.2３-29ﾉ利一型匡幽画一卜:2１

､１６ -.29弓体重減少行動ｒ,4０

GFI＝､973AGFI＝､937ＲＭＳＥＡ＝､055ＡＩＣ＝３７．４７４

Figure4女子の′観溺切の身倣発育の経蟻者による共分j勃憲造分析ｊ結果
（図中には５％水準で有意なパスのみを示した。誤差項は省略）
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ということである。

男子では，思春期の身体発育の経験者と未経験者との

間で有意な差は見られず，経験者を対象に構造を検討し

た結果，身体発育の経験者のみが持つ変数である心理的

受容度は諸変数と関連していない。これらの結果を合わ

せて考えると，Keeletal.（1997）が指摘するとおり，男

子においては思春期の身体発育は摂食障害傾向を明確に

予測する要因ではないと考えられる。しかし，Keelet

al.（1998）も報告しているように，男子においても摂食

障害傾向を示す青年が存在しており，今後男子における

摂食障害傾向について，思春期の身体発育とは異なる観

点からの検討も必要であろう。

一方，女子に関して未経験者と経験者の比較を行った

結果，経験者は未経験者よりも体格を示すローレル指数

が高かった。一般に女子では，正常な身体発育によって

皮下脂肪の蓄積と急速な体重の増加を経験する（玉田，

1985)。このことから，思春期の身体発育の未経験者と

経験者との間でローレル指数に有意な差が認められた本

研究の対象者の多くは，正常な身体発育をしていると考

えられる。また，経験者は未経験者に比べ，体重減少行

動が高かった。この結果は，女子では思春期の身体発育

の後の体重減少行動の増加を示す先行研究（向井，

1994）と同様の結果であった。このことから，従来言わ

れてきたように，女子では思春期の身体発育の後に体重

減少行動が高まると言えよう。

次に，経験者を対象に共分散構造分析により摂食障害

傾向に至るメカニズムについて検討したところ，Figure

４に示すように，思春期の身体発育が，体格レベル（ロー

レル指数）・反応レベル（心理的受容度）→認知レベル

(身体満足度)→行動レベル（体重減少行動・露出回避行

動）を介して摂食障害傾向と関連するという仮説を支持

する結果を得た。

まず，Keeletal.（1997）によれば，女子において摂食

障害傾向を長期的に予測するものとして，体格指数

(Keeleta1.,1997ではＢＭＩ）が重要な予測因子であると

いう。さらに，摂食障害の危険因子と継続因子に関する

メタ分析を行なったStice（2002）は，実際の体格が摂食

障害を直接高めるのではなく，摂食障害を高める危険因

子を助長する要因であることを示唆している。本研究で

は，摂食障害を高める危険因子として身体満足度，体重

減少行動，露出回避行動を考えているが，本研究の結果

は，思春期の身体発育の経験によって体格指数である

ローレル指数が高まり，このローレル指数が身体満足度

と関連しており，Stice（2002）と一致するものになって

いる。つまり，思春期の身体発育によって経験する皮下

脂肪の蓄積や体重の増加によるローレル指数の増加は，

｢体重の増加や脂肪の沈着を嫌悪する思春期の女子」（浅

野，1996）にとって，「太る」と同義であり，そのために

身体満足度が低下するのであると考えられる。

また，思春期の身体発育に対する心理的受容度が低け

れば，身体満足度が低下していた。鈴木・伊藤（2001）

では，初潮を伴う「女性の身体受容」を含む「積極的女

性性受容」ができないことで，中学生においては身体満

足度と自尊感情が低下し，自尊感情の低さによって摂食

障害傾向が高まるということが示されている。本研究の

結果も，これと一致するものであり，女子では，「身体

発育をどう受け止めたか」が重要であり，受容できなけ

れば身体満足度が低下することが示唆された。

次に，思春期の身体発育の経験によるローレル指数の

増加や心理的受容度によって身体満足度が低下するが，

この身体満足度の低さは体重減少行動・露出回避行動を

助長することが示された。女子の理想の体格は，全身が

スリムな体格であり（Cusumano＆Thompson,1997)，

女子では，７歳以降は加齢とともに痩身体型を標準体型

と認識する傾向が強くなり，自己の体型認識と標準体型

のずれが拡大している（栗岩ほか，2000)。唐金・木村・

南里・米山・奮藤（2001）によると，中学３年生女子の

77.8％が痩せ願望を持っており，痩せ願望を持つ生徒の

５０％が体重減少行動を実施しているという。つまり，

｢身体」はコントロールの対象と考えられていることか

ら（馬場・菅原，2000)，自己の身体に不満足感が生じ

た場合，不満足感を解消するために体重を減少しようと

するのであると考えられる。

また，思春期は，外見的な容姿に対して敏感になり，

他者と比較して悩むということも珍しいことではない。

例えば，大多数の女子は同性の友人と体重や体型，ダイ

エット行動に関する会話を行っており（Levine,Smolak，

Moodey;Ｓhuman,＆Hessan,1994)，身体に関する会話を

し，自己の身体と友人の身体を比べることで高い身体不

満足感を感じている（oliver＆Thelen,１９９６；Vincent＆

McCabe,2000)。身体満足度の低さが露出回避行動を助

長するという本研究の結果は，身体に対する不満足感の

ために，自己の身体を他者に見せることを避けているこ

とを意味する。

さらに，体重減少行動と露出回避行動が摂食障害傾向

を規定しているという結果を得た。この結果は，体重減

少行動が摂食障害傾向を高めるとする従来の研究と一致

するものである（Ｆｉｅｌｄｅｔａ1.,2001；Ｌｅｏｎｅｔａ1.,1999)。

前述のように，今日の青年にとって「身体」は「コント

ロールの対象」であり，社会的評価の獲得の手段と考え

られている（馬場・菅原,2000)。また，他者からの評

価を重視し，自己評価の中で身体・容姿に対する評価が

占める割合も大きい（員築城，2000)。そのため，思春

期の身体発育による体重の増加や脂肪の蓄積といった身

体変化は，多くの女子に身体への不満足感を抱かせ，体

重減少行動を助長し摂食障害傾向につながることは理解
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できる。さらに，本研究では，露出回避行動が摂食障害

傾向を規定することも示唆された。これは，身体への不

満足感から他者に身体を見せることができないことが，

結果的に摂食障害傾向と関連していることを示すもので

あり，例えば，学校教育現場で，体育や身体測定といっ

た身体を露出しなければならない場面において，他者と

一緒に着替えることができない生徒がいた場合，摂食障

害傾向が高まっていることも考えられ，こうした行動に

着目する必要があるといえよう。

以上のように，女子では，思春期の身体発育の経験に

よって摂食障害傾向が高まる可能性が考えられ，思春期

の摂食障害傾向を考える上で思春期の身体発育に注目す

る必要性が示されたと思われる。また，思春期の身体発

育は，皮下脂肪の蓄積や体重増加を伴うものであり，痩

身を美とする今日の青年にとって身体発育による身体の

変化は大きな心理的ストレスになりうるものかもしれな

い。しかし，本研究の結果は，思春期の身体発育を経験

した際，その心理的受容度が高ければ間接的ではあるが

摂食障害傾向を抑制する可能性を示唆している。この思

春期の身体発育の際の心理的受容度は，多様な要因に

よって形成されると考えられる。例えば，この身体発育

の心理的受容度と身体に関するイベンツを検討した上長

(2006b）では，思春期の身体発育の際，女子では同性の

友人からからかわれたり，母親から体重を減らすように

言われたりすることで心理的受容度が低下するという。

また，上長（2005b）は，メディアの影響も指摘してお

り，女子の場合，メデイアから「自分も痩せなければ」

｢体重を減らさなければ」というプレッシャーを感じて

いる青年は心理的受容感が低い。さらに，この心理的受

容度には，身体発育の発現以前に，身体発育に関する‘情

報をもっていたかどうかということも考えられる。

Brooks-Gunn（1986）によると，初潮について情報をもっ

ていなかったものは，もっていたものよりも初潮をより

ネガティブに捉えて，また，長期間にわたる影響が見ら

れたと報告しており，身体発育の発現以前の適切な情報

の提供が必要であることを示唆している。思春期の身体

発育の心理的影響を否定的にしないためには，こうした

心理的受容度の形成についても今後，さらに検討してい

く必要があると考えられる。

最後に，本研究は，思春期の身体発育の経験と摂食障

害傾向との関連について検討してきたが，思春期の身体

発育の経験から摂食障害傾向に至るメカニズムに関して

より明確にするためには，長期的視点に立った研究デザ

インからの検討が必要になると考えられる。本研究は単

一時点でのデータを解析したものであり，そのことか

ら，思春期の身体発育に対する心理的受容度が間接的で

はあるが摂食障害傾向の悪化を防ぐ要因であることは示

すことはできたが，例えば，もともと自己の身体に対し

て過度にこだわりがある青年や，思春期の身体発育以前

から身体をコントロールしようとしている青年が思春期

の身体発育を迎えた場合，心理的受容度が低くなること

も考えられ，縦断的な分析を行うことが今後の課題であ

る。
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学級での疎外感と教師の態度が情緒的な問題行動に及ぼす

影響と自己価値の役割

西野泰 代
(名古屋大学大学院教育発達科学研究科）

小学６年生～中学３年生933名を対象に質問紙調査を行い，情緒的な問題行動の生起メカニズムにつ

いて検討を行った。「学級での疎外感」と「教師の態度」という先行要因から「情緒的な問題行動」という

結果へ至る過程に「自己価値」を介在させた仮説モデルに基づき，学校段階（小学生と中学生）と性に差

があるモデルと差がないモデルを設定した多母集団の共分散構造分析を実施して，探索的に検討した。

その結果，検討したモデルでは性に差が認められ，また，この時期の子どもたちの「情緒的な問題行動」

には「学級での疎外感」と「自己価値」が直接の影響を及ぼしていることが示された。「学級での疎外感」

は「情緒的な問題行動」を促進する方向に，「自己価値」は「情緒的な問題行動」を抑制する方向に影響を

及ぼしていた。「教師の態度」は「情緒的な問題行動」を引き起こす規定要因ではなかった。また，「自己

価値」の緩衝効果について，重回帰分析を用いて検討した結果，学級での疎外感が，‘情緒的な問題行動

を促進する程度は，自己価値低群に比べ自己価値高群において減じられていることがわかり，自己価値

が緩衝効果をもつことが明らかになった。

【キー・ワード】情緒的な問題行動，自己価値，学級での疎外感，教師の態度，緩衝効果

問題と目的

近年，子どもたちの不適応行動の中でも，引きこもり

や不登校，抑うつといった'情緒的な問題行動が，その件

数の増加とともに注目されるようになってきた。しかし

ながら，情緒的な問題行動は，非行や攻撃的な行動に比

べ，形として現れて初めてその存在に気づかされること

が多く，前兆があってもそれを警戒信号としてキャッチ

することがなかなか難しい現状がある。本研究は，この

ような問題を受けて，子どもたちの情緒的な問題行動の

生起メカニズムを検討することを目的とする。本研究で

は，引きこもりや不登校，抑うつといった情緒的な問題

行動が特別なことではなく，どの子どもにも起こりうる

ことであると考え，普通に学校に通う子どもたちを対象

とする。

子どもたちの不適応行動を考える際の要因の一つとし

て，子どもたちが学校において経験している心理的スト

レスが注目され，これまでにストレッサーやストレス反

応（三浦・坂野．１９９６；岡田，２００２；岡安・嶋田・丹羽・

森・矢冨，１９９２；岡安・嶋田・坂野，１９９２；岡安・高山，

2000)，あるいはストレスに対するコーピングやソー

シャル・サポート（岡安・嶋田・坂野，１９９３；酒井・菅

原・貢築城・菅原・北村，2002）に関する様々な検討が

行われてきた。その中で，ストレス要因としては，友人

関係が多く取り上げられ，たとえば岡安・'嶋田・丹羽ほ

か（1992）では，友人関係と抑うつ・不安反応間に特に

高い相関が認められた。また，ストレッサーとストレス

反応という枠組みではなく，不適応行動の規定要因とい

う視点からも友人関係は多く取り上げられ，たとえば，

所属グループがなく親友もいない子どもたちは不登校傾

向を有すること（伊藤，2002）や，長期にわたって友人

がいなかったり疎外されたりすることが，後の'情緒的な

問題行動を予測すること（Ｌadd＆'IiFoop-Gordon,2003）

が報告された。子どもたちの不適応行動の要因を探ろう

とするこれら一連の研究の中で，ストレス研究で扱われ

たストレッサーとしての友人関係は，「相手（友人）が自

分に対して行った行動（たとえば「友だちから悪口を言

われた」「友だちとけんかした」など｡)」を分析対象とし，

その行動の有無をたずねることで，それに対しどのよう

な’情動反応が生起するかを測定したものが多い。一方，

不適応行動の規定要因という視点から取り上げられた友

人関係は，ソシオメトリックな研究方法で測られたり，

あるいは，子ども自身に友人の有無をたずねることで，

他者との交わりの少､なさや友人の有無から測定されたも

のが多い。しかしながら，現代の児童期・思春期の子ど

もたちの友人関係は，従来考えられてきたような「親を

はじめとする大人からの心理的な自立を支えるもの」と

しての機能が薄れつつあり，子どもたちは思春期の発達

に必要な対等な人間関係が築けず，他者を気にしながら

気を遣いあう，防衛的な付き合いしかできなくなってき
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ている（鵜養，2004)。そうであれば，友人がいたり，

所属グループがあっても，心の中に寂しさを抱えている

子どもたちは少なくないであろう。

宮下・小林（1979,1981a,198lb）は，青少年の不適応

行動出現の解明への一つの手がかりとして「疎外感」と

いう概念を取り上げ検討した。宮下・小林（1981a）で

は，「疎外感」を「集団生活や社会生活の中で自分が他者

から排除されている，あるいは、他者との間に距離感・

異和感を感じ，どうしてもなじめない，溶け込めないと

いう認知的感情」と定義し，疎外感が子どもの適応と関

連することを示した。ここで扱われた「疎外感」と「子

どもの適応」は，非行傾向のある中学生を対象として検

討されたが，論文中で今後の課題として，適応の枠を行

動面だけでなく，精神的な面にも広げてゆく必要性のあ

ることが記されていた。また，宮下・小林（1979）では。

中学生を対象とした結果から，疎外感の規定要因として

学級集団が大きく関わっていることが示された。

一方，学級集団における疎外感と不適応行動との関連

については，平田・渡部・相馬（1998）が，学校環境に

対する児童・生徒の心理・社会的認知を測定する指標と

してアメリカで標準化されたＣＥＳ（Classroom

EnvironmentScale）を日本の文化に合うように修正し日

本語訳した尺度ＣＥＳＪ（日本語訳修正版CES:Classroom

EnvironmentScalefbruseinJapan）を用いて，一般男子

中学生と鑑別所に収容された男子中学生とを比較するこ

とで，非行少年は，一般少年に比べて，教室で受ける疎

外感が非常に高いことを示した。

このように，学級での疎外感が非行のような不適応行

動と関連していることは，他にもいくつかの先行研究で

明らかにされてきたが（Calabrese＆Cochran,１９９０；

Kulka,Kahle,＆Klingel,1982)，学級での疎外感と'情緒

的な問題行動との関連についての研究はＲｅｉｄ（1981）以

外に今のところほとんど見られない。Ｒｅｉｄ（1981）は，

長期欠席者（年65％以下の出席率）とほぼ100％の出席

率を持つ統制群との比較から，長期欠席者のほうが学校

に対する強い疎外感を持っていることを示したが，これ

は比較検討の域を出ていない。そこで本研究では，子ど

もたちの情緒的な問題行動に影響を及ぼす要因を検討す

るにあたり．宮下・小林（1981a）で定義された「疎外

感」を学級という一つの社会における疎外感に限定し，

また，平田ほか（1998）で子どもが学級をどのような環

境として認知しているかという視点で作成された尺度を

用いて，子どもが学級の中で友人との関係をどのように

認知しているかという「学級での疎外感」を情緒的な問

題行動生起の要因の一つと考えることにする。

その他の学校ストレス要因として，先行研究では，友

人関係の次に教師が多く挙げられている（三浦・福田・

坂野．１９９５：岡安・嶋田・坂野，１９９２；岡安・嶋田・丹

羽ほか，1992)。岡安・嶋田・丹羽ほか（1992）では，

｢教師との関係」というストレッサーが，不機嫌や怒り

の感情と関係しており，抑うつ・不安感情とは有意な相

関関係にないことが示されたが，その他の先行研究で

は，教師の指導態度が子どもたちの学校適応感や学校享

受感に大きく影響する（大久保，２００５；嶋野・笠松・勝

倉，１９９５；山本・仲田・小林，2000)，学校適応感や学

校享受感は抑うつ・不安感情と関連する（山本ほか，

2000）という報告がある。これらの先行研究から，教師

の態度が子どもたちの‘情緒的な問題行動に何らかの影響

を及ぼしているであろうということが予測される。一

方，宮下・小林（1979）は，疎外感の規定要因として学

級集団が大きく関わっていることと併せて，その学級作

りに関わる教師の態度の重要’性を示唆した。そこで本研

究では，これらの先行研究で示された知見に基づき，教

師の態度は，子どもたちの'情緒的な問題行動に影響を及

ぼすと共に，学級での疎外感に対しても影響を及ぼすで

あろうと考え，これを検討することにする。子どもたち

が学校において経験している心理的ストレスは他にもい

くつか（学業，部活動など）挙げられるが，本研究では

対人関係に限定し,その他の要因は扱わないことにする。

最近のストレス研究では，ストレス反応に個人差があ

り，ストレッサーにさらされた経験だけがストレス反応

の原因と考えることは難しいとされ，ストレス反応過程

における別の要因の影響が重視されるようになった

(Cohen＆Wills,１９８５；Cooper＆Payne,１９９１；岡安ほか，

1993)。岡安ほか（1993）は，その要因としてソーシャ

ル・サポートを取り上げ，ソーシャル・サポートによる

学校ストレスの軽減効果を検討する中で，抑うつ・不安

と身体的反応はソーシャル・サポートによって軽減され

にくい反応であることを示した。一方，Cooper＆Payne

（1991）は，ストレスに関する個人差の研究の中で，セ

ルフエスティームが精神的な健康にとって必要不可欠な

要因であり，ストレスと健康との関係を緩衝する要因と

しての役割を担っていることを指摘した。本研究は，こ

の緩衝効果をもつ要因に注目することにした。Harter

（1990）は，セルフエステイームと同義のものとして

Self-Worth（以下，「自己価値」とする）を取り上げ，自

己価値が抑うつ感情と関連することを確認した。また，

Harter（1999）は，自己価値と抑うつとの因果の方向性

について，青年たちへの面接調査')の結果から，自己価

l）青年たちに「あなたたちぐらいの年齢の人は『自分のことが好き

ではないという感情』と『落胆した感情』とがしばしば同時に起

こる」という教示をした後で，次の２つのうちどちらが自分の経

験に合致しているかをたずねた。その後，青年が選んだ方の例を

示す出来事を簡単に記述するよう求めた。

「私は先ず落胆したように感じ，それからそのことで自分自身を

好きでないように感じる」「私は先ず自分自身を好きでないよう

に感じ，それからそのことで落胆したように感じる」
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値の低下が抑うつ感情を引き起こすという経験を語った

青年たちには，怒りが自分に向けられる（intemalizing）

傾向があることを示した。そこで本研究では，Cooper＆

Payne（1991）とHarter（1990,1999）の示唆を受けて，

｢学級での疎外感」と「教師の態度」という先行要因から

｢子どもたちの‘情緒的な問題行動」という結果へのプロ

セスに「自己価値」を介在させ，さらに「教師の態度」か

ら「学級での疎外感」への影響も考慮したモデル（Figure

l）に基づいて，子どもたちの情緒的な問題行動に影響

を及ぼす要因を探索的に検討し，‘情緒的な問題行動の生

起メカニズムについて考察し，さらに自己価値の緩衝効

果についても検討することを目的とする。本研究で扱う

自己価値を介在させたモデルとは，「自己価値という要

因の存在が，結果としての情緒的な問題行動の起こり易

さに違いを生じさせるモデル」を示す。

ここまで述べてきたように，本研究では，先行研究の

知見を踏まえた上で，子どもたちの情緒的な問題行動に

ついて，自己価値を媒介とした生起メカニズムの検討と

自己価値の緩衝効果の検討を目的とするが，宮下・小林

(1979,1981a,1981b）で示された「疎外感は中学から高

校の間に大きく緩和される」ことや「疎外感は自我の成

熟や発達と密接なかかわりを持つ」ことなどを考慮し，

小学６年生から中学３年生を対象とすることにする。学

年と‘性の差に関して，先行研究では，１３～１５歳の子ど

もたちで，男子よりも女子のほうが抑うつを示す割合が

高い（Ａｒｏ＆'I1aipale,1987;Ｇｅ,Lorenz,Conge喝Eld“＆

Simons,1994;Petersen,Sirigiani,&KennedyJ991;Wich-

strom,1999）ことや，早熟な女子はそうでない子に比べ

て適応上の問題を示す割合が高い（Brooks-Gunn，

Petersen,＆Eichom,1985;Ｇｅ,CongeI;＆EldelJ996）こ

とが報告されており，抑うつを包含した情緒的な問題行

動にも性や発達上の差が予想される。また，自己価値に

ついての発達差や性差は確認されており（HarteE

1990)，疎外感についての発達的な変化も確認されてい

る（宮下・小林，1981a)。教師の態度についても，小学

校と中学校とでは授業形態が異なり（一般に，小学校で

はクラス担任がほとんどの教科を指導するのに対し，中

学校では教科によって担当教師が異なる)，教師と生徒

との関係に差があることが予想される。三浦ほか

(1995)，岡安・嶋田・丹羽ほか（1992）では，男子より

も女子のほうが「教師との関係」をストレッサーとして

高く認知した結果も得られている。このように，各要因

については，性や発達上の差が確認されており，思春期

の子どもたちにとって，どのようなメカニズムが働くこ

とで抑うつが現れるのかに関する研究（Ｇｅ,Congen＆

EldeE2001）においても，発達的変化と性差が示されて

いる。しかしながら，本研究で扱うプロセスモデルが，

性や発達上の差を説明できるかどうかは定かではない。

そこで，本研究では，学校段階（小学生と中学生）と性

に差がないと仮定したモデルと差があると仮定したモデ

ルの両方を設定し，どちらがより適切なモデルであるか

を比較した上で，情緒的な問題行動に対する各要因の影

響力の大きさを検討することにする。

以上のことから，次のような仮説があげられる。

仮説１：学校段階（小学生と中学生）と性によって，

’情緒的な問題行動への規定要因の規定力に変

化が見られるであろう。たとえば，教師の態

度は，中学生より小学生において，男子より

女子において，より強い規定力を持つであろ

う。

仮説２：学級での疎外感，教師の態度，自己価値は，

情緒的な問題行動の規定要因であろう。

仮説３：教師の態度は，学級での疎外感の規定要因で

あろう。

仮説４：自己価値は，学級での疎外感と教師の態度か

ら情緒的な問題行動への影響を媒介する要因

であろう。

仮説５：媒介要因としての自己価値には緩衝効果があ

るであろう。すなわち，自己価値が高い場合

には，学級での疎外感が高くても，あるいは

教師に対する肯定的評価が低くても，情緒的

な問題行動の出現を促進しないが，自己価値

が低い場合には，学級での疎外感が高いこと

が，あるいは教師に対する肯定的評価が低い

ことが，‘情緒的な問題行動の出現を促進する

であろう。

仮説１～４については，Figurelの仮説モデルに対し

て共分散構造分析を実施し，仮説５については，重回帰

昂
ｌ
闇

２１８

Figurel仮説モデル

'情緒的な問題行動
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てはまる」か「だいたいあてはまる」かのいずれかを選

択する（例：「自分の生活や生き方が好きでない。また

は，自分の生活や生き方が好きだ｡」「自分らしさが好き

だ。または，しばしば別人だったらと思う｡」など)。た

とえば，ある事柄に対して肯定的なタイプがよくあては

まれば４点，肯定的なタイプがだいたいあてはまれば３

点，否定的なタイプがだいたいあてはまれば２点，否定

的なタイプがよくあてはまれば１点という点数化に基づ

く４件法で評定が求められた。

③学級での疎外感，教師の態度CESJ（平田ほか，

1998）から学級での疎外感を問う６項目（例：「私は，学

校のみんなにとけこめていないと感じます」「私は，ク

ラスでは受け入れられていない気がします」「学校で，

自分はひとりぼっちだと感じます」など）と，子どもの

認知した教師の態度を問う６項目（例：「先生の指示や

言っていることは，わかりやすいです」「先生の言うこ

とは，いつもなっとくできます」「先生は，規則をやぶっ

た生徒をいつでも平等に注意します」など）を使用した。

各項目は５件法（｢まったくそう思わない」１点，「そう思

わない」２点，「どちらでもない」３点，「そう思う」４点，

｢とてもそう思う｣５点）で評定された。

分析にはＳＰＳＳ（11.5J）およびＡＭＯＳ５を使用した。

結果

基本統計量

各尺度の信頼性係数，平均値および標準偏差と２要因

分散分析の結果を'Iblblel，尺度間の相関係数をＴａｂｌｅ２

に示した。「情緒的な問題行動」について，因子分析（主

成分分析）の結果，２３項目全ての主成分負荷量は.45以

上で１因子構造であることが確認され，また，尺度の内

的整合性を見るために信頼性係数（クロンバックのα）

を求めたところ.89だったので，この23項目それぞれ

の得点を合計したものを情緒的な問題行動尺度得点とし

た。「自己価値」については，信頼性係数を求めたとこ

ろ.83であり，十分に内的整合性があると認められたの

で，この５項目の合計点を自己価値尺度得点とした。

｢学級での疎外感」を問う６項目と「教師の態度」を問う

６項目について，それぞれ因子分析（主因子法）をした

分析を用いて検討する。

方法

対象

Ｓ市（人口１３万人ほど）内の公立小学校20校中12校

の６年生604名（男子３１８名，女子285名，不明１名）と

中学校８校中４校の329名〔内訳：１年生180名（男子９２

名，女子88名)，２年生３６名（男子１８名，女子１８名)，３

年生113名（男子56名，女子57名)〕，計933名（男子

484名，女子448名，不明１名）の協力を得て質問紙調

査を実施した。

使用尺度

①情緒的な問題行動′1Ｍ.Achenbachほかが開発し，

国際的に通用している子ども用の包括的な質問紙ＹＳＲ

(ユース・セルフレポート）の日本語版から，Achenbach

(1991)，倉本・上林・中田・福井・向井・根岸（1999）

を参考に，不安，抑うつ，引きこもりを問う２３項目

(例：「私はとても心配する」「私はわざと自分を傷つけ

たり死のうとする」「私はあまり元気が出ない」「私は学

校に行くのがこわい」「私は人目が気になってすぐに恥

ずかしくなる」など）を使用し，これを情緒的な問題行

動2)とした。各項目に対して「あてはまらない」（０点)，

｢ややまたはときどきあてはまる」（１点)，「よくあては

まる」（2点）の３件法で評定を求めた。

②自己価値Self-PerceptionProfileforAdolescents

(SPPA）（HarteE1988）の尺度を基にKosawa,Azuma，

Kashiwagi,Suzuki,Shimizu,Gjerde,＆Cooper（1996）で

使用された日本語版38項目のうち，自己価値（Self‐

worth）５項目を用いた。各質問項目は，ある事柄に対し

て二つのタイプ〔肯定的対否定的〕に分かれ，自分がど

ちらのタイプかを選択し，そのタイプに関して「よくあ

やく.05,＊ツ＜､01,＊**'＜,001

2）原本のAchenbach（1991）では，anxious/depressed（16項目)，

withdrawn（７項目)，somaticcomplaints（９項目）の３尺度を合わ

せたものをInternalizingとし，倉本ほか（1999）では「不安・抑

うつ．引きこもり」（23項目）と「身体的訴え」（9項目）を合わせ

たものを内向尺度とした。倉本ほか（1999）の分析結果で，「身

体的訴え」の尺度としての内的整合性はやや低く（α＝.695)，そ

のため，本研究では，倉本ほか(1999)の「不安・抑うつ．引きこ

もり」（23項目）をあらたに「情緒的な問題行動」と名づけた。

Tablel各尺度の信頼性係数学稜段階別・性別平均値標準偏差と２要区７分餅分析の結果

、.ｓ、

39.54*＊＊

70.16*＊＊

ｎ.ｓ、

Ｆ値中学生("＝329）小学生（卯＝603）

12.77**＊

3.92＊

39.41**＊

16.64*＊＊

13.68(4.76）

20.33(4.20）

13.53(3.60）

１０．４７(7.85）

学級での疎外感

教師の態度

自己価値

情緒的な問題行動

尺度項目数：配点α係数男子("＝318）女子("＝285）男子(〃＝166）女子(”＝163）学校段階別性別交互作用

、.ｓ、

10.63*＊

、.ｓ、

、.ｓ、

５
６
３
９

８
７
８
８

●
●
●
●

０
０
０
０

６項目：５件法(1-5）

６項目：５件法(1-5）

５項目：４件法(1-4）

23項目：３件法(0-2）

12.25(4.47）

19.04(3.97）

13.03(3.29）

８．１４(6.86）

13.28(4.65）

17.46(3.75）

11.06(３．１０）

10.69(8.22）

12.31(4.79）

19.95(4.65）

14.57(3.41）

８．５７(7.44）
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Table２尺度間のｸW関原数 出力ファイルから一変量ワルド検定が有意でない3)パラ

メータを探したところ，「教師の態度」から「情緒的な問

題行動」へのパス（検定統計量＝-.34）と「教師の態度」

から「学級での疎外感」へのパス（検定統計量＝-1.17）

が有意でなかったため，これらのパスを消して再度共分

散構造分析を実施した。その結果，カイ２乗値＝､11,

自由度＝１，，値＝.74でモデルとして適切であること

が認められたため，仮説モデル図の「教師の態度」から

｢情緒的な問題行動」へのパスと「教師の態度」から「学

級での疎外感」へのパスを消し，「教師の態度」と「学級

での疎外感」に共変関係を想定したものを本研究のモデ

ルとした。

情緒的な問題行動の規定要因の比較

情緒的な問題行動の生起メカニズムを検討するため

に，その規定要因として「学級での疎外感」「教師の態

度」「自己価値」を用いて因果モデルを構築した。それぞ

れの要因においては学校段階と性による差が認められた

が（'I1ablel)，メカニズム自体に学校段階と性による差

があるかどうかを確認するため；分析するにあたり，ま

ず，その規定要因の強さが学校段階と‘性によって差がな

いとするモデル(モデル１）と差があるモデル(モデル２）

を設定した。モデル１には「情緒的な問題行動」に対す

る三つの規定要因のパラメータに等値制約を課し，モデ

ル２には等値制約を課さなかった。学校段階と性それぞ

れにモデル１，モデル２を多母集団の同時分析により比

較した結果（Table３)，ＡＩＣ（Akaikelnformation

Criterion)，ＢＣＣ（Browne-CudeckCriterion）の値から，

学校段階ではモデル１，‘性ではモデル２の方がデータに

対する当てはまりの良いことが示された。また，ＣＦＩ

(ComparativeFitlndex)，ＲＭＳＥＡ（RootMeanSquare

ErrorofApproximation）の値から，それぞれ適合度4)が

高いことも確認され，本研究で検討したプロセスモデル

では，性による有意な差が見られることが明らかになっ

モデル１

学級での疎外感教師の態度自己価値

モデル２

教師の態度

自己価値

情緒的な問題行動

-0.07

-0.42**＊

0.57**＊

0.24**＊

-0.08＊-0.48**＊

０
０
２
５
２

０
０
０
６
０

●
●
●
●
●

１
０
２
２
０
２

５
５

*’＜､05,＊**’＜､001

ところ，いずれも１因子構造であることが確認された。

また，内的整合性（学級での疎外感：α＝､85,教師の態

度：α＝､76）も認められたので，各因子に含まれる項

目の得点を合計したものをそれぞれあらためて学級での

疎外感尺度得点，教師の態度尺度得点として分析に用い

た。

各尺度得点で学校段階と‘性の差があるかどうかを検討

するため,学校段階(2)×’性(2)の２要因分散分析を行っ

たところ，交互作用が見られたのは「教師の態度」だけ

であった。そこで「教師の態度」について単純主効果の

検定を行ったところ，小学生では男女差が有意ではな

く，中学生で男女差が有意であった（Ｆ（1,854)＝10.87,

'＜､01)。各尺度得点に対する主効果について，性にお

ける有意差はすべての尺度得点に対して確認されたが，

学校段階における有意差は「教師の態度」「自己価値」に

対してのみ確認された。尺度得点別に検討してみると，

学級での疎外感は，小中学生ともに男子よりも女子の方

が高く認知していることがわかる。教師の態度について

は，小学生では男子より女子の方が肯定的に評価し，中

学生では女子より男子の方が肯定的に評価していること

がわかる。自己価値については，中学生より小学生の方

が高く認知し，また，小中学生ともに女子より男子の方

が高く認知していることがわかる。情緒的な問題行動に

ついては，小中学生ともに男子より女子が多く認知して

いることがわかる。

次に，′Elble2に示された結果からわかるように，「学

級での疎外感」と「教師の態度」との間の相関を除き，

すべての変数間で有意な相関が認められた。「情緒的な

問題行動」に対して「学級での疎外感」は正の相関，「教

師の態度Ⅱ自己価値」は負の相関を示した。

モデルの構成

「学級での疎外感」「教師の態度」「自己価値」はそれぞ

れ「‘情緒的な問題行動」に影響を及ぼし，かつ「教師の

態度」は「学級での疎外感」に影響を及ぼし，「自己価値」

は「学級での疎外感」と「教師の態度」から「‘情緒的な問

題行動」へのプロセスに介在するという研究仮説に基づ

いて作成された仮説モデル（Figurel）に対して共分散

構造分析を実施したところ，モデルは確率水準の点から

棄却されたため，ワルド検定を用いて不要なパスを消

し。モデルを修正することにした（狩野・三浦，2002)。

０
０
７
４
７

０
０
４
０
４

●
●
●
●
●

１
０
３
４
１
２

５
５

3）ワルド検定の結果は，出力ファイルの検定統計量の欄に出力され

ており，その絶対値が，標準正規分布の上側2.5呪点である１．９６

を越えていれば顕検定は有意だとされる（狩野・三浦,2002)。

220

学校段階性学校段階性

０．９９

0.04

57.87

58.35

13.87

６

ＣＦＩ

ＲＭＳＥＡ

ＡＩＣ

ＢＣＣ

Ｘ－

自由度

１．００

0.01

50.91

51.44

６．９１

６



学級での疎外感と教師の態度が情緒的な問題行動に及ぼす影響と自己価値の役割 2２１

-.14*＊

､０１

／、

、92ノ ④

Figure2因果モデル分析滞果

た。

このモデル（性のモデル２）は，適合度の絶対的評価

指標であるCFIが1.00．ＲＭＳＥＡが.00であり，モデル

とデータの適合度は高く，構成されたモデルは標本共分

散行列をよく説明していると判断される。Figure2は，

性別による多母集団の同時分析結果であり，片方矢印の

上に表示された数値は標準化された因果係数を示し，変

数の右肩に表示された数値は本モデルで説明される変数

の変動の割合（Ｒ２:決定係数にあたる）を示す。「学級で

の疎外感」から「情緒的な問題行動」へのパス（男子:β＝

､43,’＜,001；女子：β＝､47,’＜,001）は，中程度の正の影

響力を示し，「'情緒的な問題行動」に対する「学級での疎

外感」の規定力の強さを示した。これにより，「学級で

の疎外感」が「‘情緒的な問題行動」を促進する方向に働

くことが示された。「自己価値」から「'情緒的な問題行

動」へのパス（男子：β＝一.27,’＜､００１；女子:β＝-.30,

'＜､００１）は，負の影響力を示した。これにより，さほど

大きな数値ではないが，「自己価値」が「情緒的な問題行

動」を抑制する方向に働くことが示された。「教師の態

度」から「自己価値」へのパス（男子：β＝､15,’＜､００１；

女子：β＝､28,'＜,001）は，小さいながら正の影響を示し

た。これにより，「教師の態度」が「自己価値」を促進す

る方向に働くことが示された。「学級での疎外感」から

「自己価値」へのパス（男子：β＝-.36,'＜､001；女子:β＝

4）本研究で用いた適合度指標であるが，ＧＦＩ（GoodnessofFit

lndex)，AGFI（AdjustedGoodnessofFitlndex）は，観測変数が

３０程度を超えるモデルや平均構造モデル，多母集Ｍモデルでは

参考に出来ないとされている（服部，2002)ことを考慮し，AIC，

BCC，CFI・ＲＭＳＥＡの値からモデルのあてはまりの良さを検討

した。CFIは１に近いほど適合が良いことを示し，（).9()-0.95以上

がモデル採択の基準となる。ＲＭＳＥＡは値が小さいほど適合が良

いことを示し，0.05以下であればあてはまりが良いと判断され

る。AIC，ＢＣＣの値に絶対的な意味はなく，モデル比較に際し，

AIC，ＢＣＣの値が'1,さいモデルほど優れていると判断する（狩野・

三浦，2002)。

-.44,'＜､001）は，中程度の負の影響を示した。これに

より，「学級での疎外感」が「自己価値」を低減する方向

に働くことが示された。「学級での疎外感」と「教師の態

度」の関連について，男子では，弱いながら有意な負の

相関（γ＝-.14,’＜､01）を示し，女子では，ほぼ無相関

(γ＝､01）を示していた。こうして，本モデルで示され

たメカニズムは中程度の説明力（男子:Ｒ２＝､３４；女子：

R2＝､44）があることが認められ，また，情緒的な問題

行動に対する三つの規定要因の規定力はいずれも女子の

方が強いことが示された。

緩衝要因としての自己価値

情緒的な問題行動に対する緩衝要因としての「自己価

値」の効果を検討するために，重回帰分析5）を用いて，

情緒的な問題行動に対する先行要因と「自己価値」の交

互作用を検討した。まず，「情緒的な問題行動」を従属

変数とし，先行要因である学校要因「学級での疎外感」

と「教師の態度」（Stepｌ)，媒介要因である「自己価値」

(Step２)，交互作用項6)として「自己価値×学級での疎

外感」と「自己価値×教師の態度」（Step３）を順次投入

する形で，階層的重回帰分析を実行した（'mable4)。先

行要因と媒介要因がそれぞれすでに投入された重回帰分

5）一般に，交互作用の検討については，独立変数を連続変量からカ

テゴリカル変数に変換して分散分析をするという方法が用いられ

ているが，この方法では情報量の損失が発生する。それに対し，

重回帰分析を用いた場合は，連続変量をそのまま用いて検討する

ため，情報量の損失が発生しないというメリットがある。また，

分散分析では，独立変数間の相関が低いことが望ましいと考えら

れるが，里回帰分析ではある程度の相関であれば，その効果をコ

ントロールした結果を得ることができる(Aiken＆West,1991)。

（もちろん，高すぎると多重共線性の問題が発生する｡）

6）交互作用項を作るために，単純に変数同士を掛け合わせたので

は，主効果の変数と交互作用の変数との相関が非常に高くなって

しまうという問題が発生するので，「変数の中心化」(Aiken＆

West,1991)をおこなう。これは，それぞれの変数の平均を０にな

るように変換し，その後変換した変数同士を掛け合わせるという

方法を取る。
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Table4儲納な/溺折動を従属変数とするﾉI離劾重回Wｉｦ分析 (Y)，学級での疎外感（Ｘ)，自己価値（Z）の関係を式に

表した（１）。

Ｙ＝0.66Ｘ-0.58Ｚ-0.06ＸＺ＋8.57……(1)

自己価値（Ｚ）の値によって学級での疎外感（Ｘ）の効

果がどのように変わるのかを検討するため，（１）式を変

形し(1)'，

Ｙ＝(0.66-0.06Z)Ｘ-0.58Ｚ＋8.57……(1)，

（１）'式のＺに自己価値の平均値，平均値十lSD，平均

値一lSDをそれぞれ代入した回帰直線をFigure3に示し

た。この図から，学級での疎外感が，情緒的な問題行動

を促進する程度は，自己価値低群に比べ自己価値高群に

おいて減じられていることがわかる。次に，単純傾斜

((1)'式におけるｘの係数）の有意‘性を検定するため，

｢学級での疎外感」「自己価値±１ＳＤ」「学級での疎外感×

自己価値±ｌＳＤ」を投入した重回帰分析を実施したとこ

ろ，学級での疎外感の係数の有意性('＜､001）が確認さ

れた（Aiken＆West,1991)。以上により，自己価値が緩

衝効果をもつことが明らかになった。

考察

多母集団分析による学校段階と性の差

共分散構造分析での学校段階と性による多母集団比較

の結果から，本研究で検討したプロセスモデルでは性に

よる差が見られ，‘情緒的な問題行動に対する三つの規定

要因（学級での疎外感・教師の態度・自己価値）の規定

力はいずれも女子のほうが強いことが明らかになった。

学校段階の差について，分散分析の結果（'nablel）では，

｢教師の態度」「自己価値」において差が確認されたが，

本研究で検討したモデルで説明されるメカニズムでは，

情緒的な問題行動の生起における学校段階の差を説明し

なかった。

先述したように，男子よりも女子のほうが抑うつを示

す割合が高いことは多くの研究で報告されており，ま

た，男子と女子とでは思春期への移行の変化や傷つきや

すさと関連して「抑うつになりやすさ」が異なる（Nolen‐

Hoeksema＆Girgus,1994）という報告もあり，本研究の

結果はそれらの先行研究に一致するものであった。本研

究で検討したモデルは，日本の子どもたちの情緒的な問

題行動に関して男女差が生み出される仕組みに敏感で

あったといえよう。しかしながら，本研究で扱った各要

因について，先行研究ではその発達差が確認されなが

ら，本研究で検討したモデルにおいて，学校段階の差が

説明されなかったのは，情緒的な問題行動を生み出す仕

組みに関する発達差は，小学生と中学生という区切りで

は捉えられないということであろう。Brooks-Gunnetal．

(1985),Geetal.（1996）で示されたような成熟度による

個人差が説明のキーワードとなるのかもしれない。この

点については今後の検討課題である。

析に，交互作用項を投入した際のＲ２(決定係数：重回帰

式のあてはまりの良さを示す量）の有意な増加は，緩衝

効果のある証拠だとされているが（Cohen＆Cohen，

1983)，Ｓｔｅｐ２でのＲ２＝､３７からＳｔｅｐ３でのＲ２＝､３９への

変化（.02の増加）は有意であることが示されたため，自

己価値の緩衝効果が確認された。また，交互作用項「自

己価値×学級での疎外感」の回帰係数が有意（β＝－．１４，

，＜､001）であることが確認されたので，次に下位検定を

おこなった。

まず，交互作用効果がどのように表されるのかを図に

示すため，重回帰分析の結果から，情緒的な問題行動

Step／予測変数 最終StepでのβＲ２。R２

Figure3自己価値の緩衝勃果

1.学校要因

学級での疎外感

教師の態度

2.媒介要因

自己価値

3.交互作用

自己価値×学級での疎外感

自己価値×教師の態度

0.31**＊0.31**＊

0.40*＊＊

0.00

0.37**＊0.06**＊

-0.27*＊＊

0.39率*掌0.02**＊

－０．１４*＊＊

０．０４

4０

***，＜､001

０
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こうして，仮説１については，「性によって，情緒的

な問題行動への規定要因の規定力に変化が見られる」こ

とと「教師の態度は，（情緒的な問題行動に対してでは

なく，自己価値に対して）男子より女子においてより強

い規定力を持つ」ことが支持された。

情緒的な問題行動を規定する要因

共分散構造分析の結果から，「学級での疎外感」が「情

緒的な問題行動」を促進する方向に有意なパスが認めら

れ，この時期（小学６年生～中学３年生）の子どもたち

にとって，学級での疎外感を感じることは，′情緒的な問

題行動を引き起こす要因の一つとなっていることが示さ

れた。先行研究で認められた非行などの不適応行動に対

してだけでなく，学級での疎外感は，情緒的な問題行動

に対しても危険要因（riskfactors）の一つであることが

本研究で明らかにできたといえよう。

「自己価値」も「情緒的な問題行動」に影響を及ぼして

おり，「自己価値」は「情緒的な問題行動」を抑制する方

向に有意なパスを示した。この時期（小学６年生～中学

3年生）の子どもたちにとって，自己価値の高さは情緒

的な問題行動を引き起こさないための保護要因

(protectivefactors）の一つになっているといえよう。こ

れはHarter（1990,1999）の知見を裏付ける結果である。

「教師の態度」は，「‘情緒的な問題行動」に対し直接に

影響を及ぼしておらず，「'情緒的な問題行動」を引き起

こす直接の要因とは認められなかった。この結果は岡

安・嶋田・丹羽ほか（1992）に準じるといえよう。また，

｢教師の態度」は，「学級での疎外感」に対しても直接に

影響を及ぼしていなかった。このため，宮下・小林

(1979）の示唆を裏付けることは出来なかった。しかし

ながら，「教師の態度」は「自己価値」に対して直接影響

を及ぼし，「自己価値」を促進する方向に有意なパスが

認められた。この時期（小学６年生～中学３年生）の子

どもたちにとって，教師の態度は情緒的な問題行動を引

き起こす規定要因ではないが，自己価値を促進すること

で間接的に情緒的な問題行動生起に関わる要因といえよ

う。

本研究では，子どもが学級の中で友人との関係をどの

ように認知しているかという視点で捉えた「学級での疎

外感」を情緒的な問題行動生起の要因として検討した

が，先行研究（岡安・嶋田・丹羽ほか,1992）の知見と

同様，友人との関係は，子どもたちの適応に対して大き

な影響を及ぼしており，子どもたちの'情緒的な問題行動

に対する危険要因となり得ることが示された。それに対

して，教師の態度が情緒的な問題行動生起の直接的な要

因とならなかったのは，学校生活において授業以外の時

間が子どもたちの適応にとって大きな意味を持っている

からなのかもしれない。教師の目の届かないところで仲

間はずれやいじめがおこなわれ，子どもたちは深く傷つ

いているのかもしれない。しかしながら，一方で，教師

の態度は，子どもたちの自己価値を促進することが認め

られた。これは，「先生の指示や言っていることは，わ

かりやすい」「先生の言うことは，いつも納得できる」

｢先生は，規則をやぶった生徒をいつでも平等に注意す

る」といった教師の望ましい態度が，「先生は自分たち

生徒を大切に思ってくれる」という気持ちを子どもたち

に抱かせ，「自分は大切にされる価値のある人間だ」と

いう意識を高める一助となっているからではないだろう

か。

こうして，仮説２については，「学級での疎外感，自

己価値は，情緒的な問題行動の規定要因である」ことが

支持された。仮説３は支持されず，仮説４については，

｢自己価値は，学級での疎外感から情緒的な問題行動へ

の影響を媒介する要因である」ことが支持された。

自己価値の緩衝効果

情緒的な問題行動の生起メカニズムを検討するにあた

り，媒介要因とした「自己価値」の緩衝効果について検

討をした結果，学級での疎外感が高くても，自己価値が

高ければ，’情緒的な問題行動の出現を促進しにくくなる

ことが明らかにされた。こうして，仮説５については，

｢媒介要因としての自己価値には緩衝効果があり，自己

価値が高い場合には，学級での疎外感が高くても，情緒

的な問題行動の出現を促進しにくいが，自己価値が低い

場合には，学級での疎外感が高いことが，情緒的な問題

行動の出現を促進しやすい」ことが支持された。

セルフエスティームや自己価値の重要性を指摘した

Cooper＆Payne（1991）やHarter（1990,1999）と同様に，

ストレス反応における個人差の問題を考える上で，

Garmezy（1985）は，ストレスを撰ね返すための保護要

因の一つとして，自律性やセルフエスティーム，積極的

な社会志向‘性といった'性格特徴を挙げており，Ｒｕtter

(1990）は「人生における様々な出来事を上手く乗り切っ

てゆける自信」や「ひとりの人間としての自分の価値」

をきちんと自分で認識できていることがストレスから身

を守る要因であることを示し，自己価値や自己効力感を

確立し維持することの必要性を示した。本研究は，これ

らの知見が日本の子どもたちにとっても有効であること

を確認できた。

「みんなにとけこめていない」とか「自分はひとりぼっ

ちだ」などと感じることで，子どもが不安になり，抑う

つ症状を呈したり．引きこもりや不登校に至ってしまう

としたら，親や教師といった大人たちはどのような対策

を講じたらよいのだろうか。本研究の結果から，その方

策の一つとして，教師による子どもたちの自己価値を高

めるような働きかけが考えられる。学級での疎外感を持

つことが，情緒的な問題行動の生起につながらないよう

にするためには，自己価値を確立し維持することが大切
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である。それゆえ，日々の生活の中で，子どもたち一人

ひとりが「自分は価値のある人間だ」ということを認識

できるような場を多く提供する必要があろう。教師が一

人ひとりの子どもたちを大切に思い，すべての生徒を平

等に扱い，教師として望ましい態度で子どもたちに接す

ることが，「自分は大切にされる価値のある人間だ」と

いう気持ちを子どもたちに抱かせ，子どもたちの自己価

値を高めることにつながるであろう。

本研究の限界と今後の課題

本研究では，’情緒的な問題行動の生起メカニズムにつ

いて，モデルを提示し検討したが，本研究は横断研究で

あり，実際にこのモデルが機能するかどうかは，今後，

縦断研究により，因果の方向性をも含めて検討する必要

がある。そして，本研究で取り上げた要因以外の学校ス

トレッサーに対して，このモデルが適応できるのかどう

かということも，今後検討する必要があろう。また，先

述したＲｕtter（1990）は，自己価値が保護要因として働

くメカニズムを考えるだけでなく，どのようなメカニズ

ムで保護要因の効果が作用するのかを問題にする必要性

をも指摘した。子どもたちの自己価値を高めることが必

要であるとともに，自己価値の緩衝効果がどのようなメ

カニズムで生まれるのかということも今後検討すべき課

題である。

本研究では，子どもの不適応の要因としての友人関係

を「学級での疎外感」を手がかりとして測定したが，実

際に友人がいながら「学級での疎外感」を抱く子どもの

疎外感と不適応行動との関係については測定できていな

い。また，「教師の態度」に関しても，子どもたちの情

緒的な問題行動に対し，「教師の態度」が直接効果を持っ

た要因であることを示すことが出来なかった原因とし

て，今回測定した教師の態度の側面が限定されたもので

あり，測定すべきところを測定しきれていなかったこと

が考えられる。これらの点も今後検討しなくてはならな

い課題である。
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魚釣りケーム場面における幼児の交互交代行動

交互交代の規準と主導者に着目して

藤田文
(大分県立芸術文化短期大学）

本研究の目的は，魚釣りゲーム場面における幼児の交互交代行動の発達を検討することであった。４

歳児（年中児）から５歳児（年長児）の同年齢のペア52組に魚釣りゲームで遊んでもらった。年中児の平

均年齢は５歳０ケ月で，年長児の平均年齢は５歳１１ケ月だった。この状況では１本の釣り竿しかゲーム

に使用することはできなかった。１０分間のゲームの過程がビデオ録画された。ビデオ分析の結果，年中

児よりも年長児の方が明確な規準で交代しており，特に年長女児でその割合が高いことが示された。ま

た，年長女児では，釣り竿をもって実行している子どもが主導する交代が多いことも示された。これら

の知見から，年長児は年中児よりもゲームの中で他者の行為を考慮していること，特に女児で男児より

もその傾向が早く発達することが示唆された。

【キー・ワード】交互交代行動，仲間関係，幼児，ゲーム場面，遊び

問題と目的

遊びの中で仲間との関係を調整し協応的に集団行動を

行える能力は，幼児の社会的発達の一つの指標とみなさ

れている（McLoyd,Thomas,＆Warren,1984)。この仲

間関係の調整がうまくいかない場合，つまりいざこざが

生じる原因は，物の使用に関するものが非常に多いこと

が示されている（Killen,１９８９；木下・朝生・斉藤，１９８６；

山本，1991)。従って，遊び場面において数少ない物を

どのように使用するかということは，幼児が仲間関係を

調整していく上で，重要な課題になると考えられる。

従来このような観点から，遊び場面における物の使用

の順序に関するルールがどのように発達するかが検討さ

れてきた。その結果，小学生では自己と他者が交代で物

を使用する交代'性ルールが自発的に用いられるが，幼児

ではまだ交代性ルールの出現が不安定であることが示さ

れている（阿南，１９８９；阿南・山内，1989)。これらの研

究では，子どもを二人組にしてビー玉やおはじきや積み

木を用いて自由に遊んでよい状況が設定され，二人の遊

びの様子が分析された。その結果，小学生では遊びの開

始時に「順番にしようね」「１回ずつしようね」など交代

に関するルールが事前に言語的に提案され，明確な交代

性ルールが観察された。一方，幼児ではそのような事前

の言語的取り決めはほとんど観察されず，持続‘性のある

交代性ルールが明確に出現しているとは言えなかった。

そのつどその物を誰が使用するのかが決定され，結果的

に自己と他者が交代で物を使用する状態が生じているの

ではないかと考えられる。従って，幼児の場合は，持続

性のある交代性ルールというよりはそのつど決定される

交互交代行動として，物の使用に関する行動を検討して

いく方が妥当であろう。

では，幼児の仲間関係において，交互交代行動はどの

ように発達するだろうか。従来，交互交代行動が不安定

な幼児において，どのようなゲームの課題構造が幼児の

行動に影響を与えているのかについて検討されている

(藤田１９９４；子安，１９９７；子安・服部，1999)。これら

の研究では，二人組の幼児がゲーム場面でどのように行

動するかが分析された。その結果，年長児（５歳児クラ

ス）であればある程度安定した交互交代行動が出現する

が，年中児（４歳児クラス）はゲームの課題構造に影響

されて交互交代行動の出現が不安定であることが明らか

になった。

例えば，ゲームの課題構造そのものが交互交代行動を

要求している状況では，年中児であっても交互交代行動

が安定的に出現した。「３目並べ」のゲームでは，物的資

源は多くあるものの，二人が同時にコマを置いたり，順

番を抜かしたりすれば根本的にゲームが成立しなくな

る。従って，そのような場合は年中児でもほとんど安定

的に交互交代行動が出現していた（子安。１９９７；子安・

服部，1999)。また，「ボーリングゲーム」の少資源条件

つまり，二人にボールが１個しかない条件では，年中児

でも交互交代行動が出現した（藤田，1994)。この場合

も，二人に１個しか遊具がないので交互交代しなければ

二人で一緒に遊ぶことが困難になるゲームの課題構造で

あると考えられる。

一方，「黒ひげ危機一髪ゲーム」では，年長児では自

発的な交互交代行動が見られたが，年中児では自発的な

交互交代行動はほとんど見られなかった（子安，１９９７；
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子安・服部，1999)。このゲームは，ダルに２４ケ所の穴

があいており，そこに短剣を１本ずつ順番に刺していき，

ダルの内部にセットされた海賊人形を飛び出させるもの

である。使用される短剣は数本あり，幼児二人が同時に

短剣を刺すことが可能なゲームの課題構造であった。

従って，年中児は二人で同時に短剣を次々と刺していっ

たのである。また「ボーリングゲーム」の多資源条件，

つまり，二人に２個ボールが用意されている条件でも，

年長児では一人ずつ交互に投球していたが，年中児では

二人が同時にボールを投げることが観察された（藤田，

1994)。

このように交互交代行動の出現が不安定な年中児と安

定している年長児の違いはどこにあるのかをさらに検討

する必要がある。交代する物的な資源が多くある場合に

二人が同時に行うということは，自己がゲームを実行し

ている際には他者の行為に注目することができないこと

を示している。つまり，年中児は，自己と遊具の関係の

みに焦点を当てており，ゲームの中で他者との関係を考

慮することが少ないのではないかと考えられる。

前述のボーリングゲームの少資源条件では年中児でも

交互交代行動が出現したが，ボーリングゲームの場合

は，幼児の一人がボールを投げ，もう一方の幼児が投げ

られたボールを取りに行き，次は自分が投げるという交

互交代行動が生じていた。つまり，ボールがいったん幼

児の手から放れるため，明確な交代の意志や他者との関

係調整がなくても交互交代行動が生じやすい課題構造で

あり，他者との関係をどのように調整しているのかは明

らかにならなかった。

そこで本研究では，年中児と年長児の違いをさらに明

らかにするために，より明確な交代の意志や他者との関

係調整がなければ交互交代行動ができないような，つま

り，使用する物が実行の際に幼児の手から放れない課題

構造のゲームを設定する。具体的には，魚釣りゲームを

採用した。魚釣りゲームは，ゲーム盤に８匹の魚が口を

あけて設置されており，それを竿で釣るゲームである。

このゲームでは，交代しようとする時以外は釣り竿が手

から放れることはない。従って，子ども二人に釣り竿が

1本しかない場合には，その使用に関して他者との関係

を調整しなければならない課題構造であるといえる。

ここでは，どういった規準で交互交代行動がなされる

かが問題となる。魚釣りゲームでは魚が釣れたというこ

とが１つの行動単位であると考えられる。この魚が釣れ

たということは観察可能な事象であり，相互に理解しや

すい明確な交互交代行動の規準となりうる。一方で，こ

のゲームでは，きっかけとなる明確な行動の規準がなく

魚を釣っている途中で適当に交代を行うことも可能であ

る。そこでまず，明確な規準を用いているのかどうかと

いう観点から交互交代行動の規準について分析する。明

確な規準がなくても交代はできるが，より他者との関係

をうまく調整しようとするならば，予測可能で共有しや

すい明確な規準を用いて交互交代行動を行うのではない

かと考えられる。つまり，年長児の方が明確な規準を用

いることが多いのではないかと予想される。

また，その規準はどのようにして用いられるのだろう

か。従来の研究（藤田1994）では，幼児では交互交代

行動の出現の際に交代の方法を言語的に話し合うことは

非常に少ないことが示されている。従って，二人組のど

ちらかが交互交代行動の規準を主導的に設定している可

能性が高い。そこで，遊具を所持して遊んでいる幼児

(実行者）と順番を待っている幼児（待機者）のどちらか

ら交互交代行動を行おうとするのかといった交互交代行

動の主導者についても分析する。

さらに，明確な規準で交代すれば，相互に交代のタイ

ミングが理解しやすく，交互交代行動の際にいざこざが

生じにくくなると考えられる。そこで，交互交代行動の

規準のあり方によって交互交代行動にいたるまでのいざ

こざの出現に違いが見られるのかどうかについても分析

する。

また，こういった他者との関係を調整するような社会

的能力は，対人交渉方略の研究の中で女児の方が発達が

早いことが示されている（山岸，１９９８；渡部，1993,

1995)。従って，交互交代行動においても，他者への考

慮が関連しているとすれば，女児の方が発達が早いとい

う性差が見られるのではないかと考えられる。しかし，

従来の研究では交互交代行動の性差については検討され

てこなかった。そこで，本研究では，交互交代行動にお

いても性差が見られるのかどうかを検討することも目的

とする。

以上のことから本研究の目的は，交互交代行動の規準

と主導者に着目しながら，魚釣りゲーム場面における交

互交代行動に年齢差や性差が見られるかどうかを検討す

ることである。

方法

対象者本研究の対象者は，Ｏ市内の保育園と幼稚園

の年中児（４歳児クラス）５４名（平均年齢５歳０ケ月），

年長児（５歳児クラス）５０名（平均年齢５歳１１ケ月）の

計104名だった。‘性別内訳は，年中男児３４名（１７ペア；

平均年齢４歳１１ケ月)，年中女児２０名（１０ペア；平均

年齢５歳０ケ月)，年長男児２２名（１１ペア；平均年齢５

歳１１ケ月），年長女児２８名（１４ペア；平均年齢５歳

１１ヶ月）だった。

ゲーム対象者に与えるゲームとして市販の「ブルブ

ルカプッチョ釣りゲーム」（SEGATOYS）を採用した

(Figurel参照)。このゲームは，ゲーム盤に魚をセット

し電源を入れるとゲーム盤が回転し，魚の口が開閉する
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Figurel実験で便/Ｗされた魚釣りゲーム

ようになっていた。動く魚の口の中に釣り針を差し込ん

で口が閉じた瞬間に釣り上げるというゲームだった。釣

り竿の釣り糸の部分がひも状で揺れるため，幼児にはや

や難しい課題であると考えられた。従って，ゲーム購入

時に10ｃｍだった釣り糸を4ｃｍに短く調節して釣りやす

くした。魚は赤３匹，黄３匹，青２匹の計８匹だった。

ゲーム盤の大きさは，縦34ｃｍ×横34ｃｍだった。

手続き対象者を同性，同年齢の二人組にした。園の

クラス担任の先生の協力を得て，できるだけ日常生活に

おいて仲の良い幼児同士の組み合わせにした。

実験は園の大ホールで行われた。大ホールの隅に離し

て５台のテーブルを用意し，対象者５組に対して同時に

実験を行った。小部屋で１組ずつ隔離して実験を行うと

対象者の緊張が高まる可能性があるため，大ホールで大

勢一度に実験を行い，気楽な雰囲気"作りを行った。各

テーブルは距離的にも離れており，背中向きとなるよう

に設置されていたので、ゲームに向かっている限りは他

のペアの様子は見えなかった。１台のテーブルに，対象

者二人を横に隣りあわせで座らせた。釣り竿は二人に１

本しか用意されていなかった。

実験者は魚を釣ってみせながら，「このように竿で魚

を釣ります。魚を手で持って釣ったり，釣り糸の部分を

持って釣ったりしないでね。魚を全部釣ってしまった

ら，魚をまた戻して遊んでいいです｡」と，魚釣りゲー

ムのやり方を対象者に説明した。その後，「これから，

お姉ちゃんが終わりと言うまで，二人で一緒に魚釣り

ゲームで遊んで下さい｡」と教示し，対象者に魚釣りゲー

ムを開始してもらった。ゲームの途中で対･象者から遊び

方についての質問があった場合．実験者は「自由に遊ん

でいいです｡」とだけ告げた。

実験は10分間とし，実験者がストップウオッチで時

間を測定して10分経過したところで実験を終了した。

対象者には，遊び時間は明示しなかった。１０分間の様

子はビデオカメラ（VideoHi8XRHandycamCCD-

TRV95KＳＯＮＹ）で録画された。ビデオカメラは,各テー

ブルの斜め前２ｍ程度の位置に三脚で設置された。

結果

本研究では，魚釣りゲームでの二人に１本しかない竿

の使用に関する交互交代行動について分析を行った。竿

を持って魚を釣っている幼児を実行者，竿を持たずに順

番を待っている幼児を待機者とした。ゲームの中で，実

行者と待機者が入れ替わった場合を１交代とした。二人

で同時に竿を持つ場合では，二人で持った時を１交代，

どちらかが竿を放してまた一人になった時を１交代とし

た。ビデオ録画された対象者ペアの行動から。交互交代

行動とみなされる行動をすべて取り出した。ビデオは，

筆者と１名の大学生によって独立に分析された。交互交

代行動の同定に関する２名の一致率は９０％であり，不

一致の場合は，ビデオを何度も見直し協議の上決定し

た。

全く交代しなかったペアは，年中男児，年中女児，年

長男児に１ペアずつの合計３ペアだった。この３ペアで

は一人の幼児が10分間釣り続けていた。遊具が手から

放れない魚釣りゲームでは，実行者が魚を釣っても全く

交代しようとせず，待機者も自分の順番を主張すること

なく交代が全く成立しない場合があることが示された。

これらのペアで魚釣りが全くできなかった幼児に対して

は，実験終了後に一人で魚釣りをして遊ばせるように配

慮した。

本研究では，交互交代行動について分析を行うため，

以下の分析からこれらの３ペアは除外した。分析対象と

なる取り出された交互交代行動の年齢．性別のペア平均

回数は，′Inblelに示されている。

(1)交互交代行動の規準

竿の使用に関する交互交代行動がどういう場合に出現

しているかを明らかにするために，交互交代行動の規準

を検討した。ゲーム開始の際に事前に，このような場合

に交代するというようなルールを言語的に取り決めてい

たペアはなかった。つまり，幼児はゲームを行っていく

Ihblel年齢･性別の交互交代行動の平均回数

年中児

年長児

男 児

７．８（6.5）

10.4（7.2）

注．（）内の数値は標準偏差。

女児

1１．３（9.8）

16.2（5.9）
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中で，そのつど誰が竿を使用するのかを決定していたと

考えられる。従って，すべての交互交代行動が出現した

場面を個別の単位として，その直前の様子を分析対象と

した。

竿の使用に関するすべての交互交代行動を分析した結

果，魚が釣れていないのに交代する規準なしのものは全

体的に少なく，魚が釣れたことを規準としている場合が

多かった。しかし，何匹釣れたかという点ではいくつか

の規準の種類が見られた。そこで，魚が１匹釣れたこと

を規準に交代しているもの（１匹交代)，２匹以上釣れた

ことを規準に交代しているもの（２匹以上交代)，８匹す

べての魚が釣れたことを規準に交代しているもの（全部

交代）の三種類に分類した。

どの交代の場合もあらかじめ言語的に取り決められて

いたわけではなかった。ゲーム開始時に数ペアで釣り竿

の取り合いが見られたが，ほとんどのペアでどちらかの

子どもが先に釣り竿に手を伸ばし，特に相互交渉なくそ

のまま釣り始めることが多かった。２匹以上交代は，２

匹から７匹釣れたら交代しているものを含めたが，ほと

んどが２～３匹釣って交代しており，６～７匹で交代し

ているものはなかった。

また，魚が釣れていないのにもかかわらず交代する場

合は，未遂行交代として別の分類とした。８匹の魚を全

部釣り終わり魚をゲーム盤に戻して再度釣り始める場合

と，最初は何らかの規準があったとしても竿の取り合い

が生じて何度か取り合いを繰り返した結果交代し上記の

分類に当てはまらない場合を，「その他」として分類し

た。以上の分類以外に，年長児のｌペアで「10数えたら

交代」という規準が２回見られた。これは明確な規準で

あるが，数が少なかったため「その他」の中に分類した。

ビデオは，筆者と１名の大学生によって独立に分析さ

れた。交代の規準の同定に関する２名の一致率は88.4％

であり，不一致の場合は，ビデオを何度も見直し協議の

上決定した。各ペアの10分間の総交代回数のうち，そ

れぞれの規準を用いて交代した回数の割合を算出した。

各規準の１ペアあたりの平均出現割合をＴａｂｌｅ２に示し

た。このデータを角変換し，規準ごとに，２年齢（年中

児・年長児）×２性別（男児・女児）の２要因の分散分析

nable2年齢・性別の交互交代行動の規準

1匹交代

2匹以上交代

全部交代

未遂行交代

その他

年中男児年中女児年長男児年長女児

27.6(25.3）

17.7(30.8）

19.3(34.9）

28.2(24.3）

７．３(17.4）

28.9(34.8）

5.4(7.8）

17.6(33.5）

23.9(27.7）

24.2(35.9）

33.8(30.3）

21.6(34.4）

10.0(31.6）

26.2(17.8）

8.3(10.3）

65.2(26.6）

11.0(15.9）

2.4(8.9）

１１．８(14.5）

９．６(12.6）

注1．数値は各規準の1ペアあたりの平均出現割合（％）を示す。

注２．（）内の数値は標準偏差。

を行った。

その結果，１匹交代で，年齢の主効果が有意だった（Ｆ

(1,45）＝6.61,’＜､05)。また，性別の主効果に有意な傾

向が見られた（Ｆ（1,45)＝3.25,’＜､10)。さらに，年齢と

性別の交互作用も有意だった（Ｆ（1,45)＝4.06,,＜､05)。

単純主効果の検定の結果，女児の年中児と年長児の間に

有意差が見られ('＜､05)，年長児の男児と女児の間に有

意差が見られた(，＜､05)。以上のことから，年中児より

も年長児の方で１匹交代の割合が高いことが明らかに

なった。男児と女児の違いは有意な傾向にとどまった

が，特に年長児では男児と女児の間に有意差が見られ，

年長女児で１匹交代が多く行われていることが明らかに

なった。

そのほかの規準では有意差は見られなかった。しか

し，２匹以上交代はどちらかといえば女児よりも男児に

多く見られていた。また，全部交代は一人が釣る時間が

長くなるので総交代回数が少なくなり，そのため全部交

代の出現割合は高くなるが，実際の数は年長児ではほと

んどみられず，どちらかといえば年中児に見られた。年

長児では全部交代だけを用いていたペアはなかったが，

年中児ではこの全部交代の規準だけを用いているペアが

４ペアあった。

以上のことから，年中児でも魚が釣れたという明確な

規準で交互交代行動を行っていること，特に年長女児で

1匹交代が多く発達の仕方に性差が見られることが明ら

かになった。

(2)交互交代行動の主導者

次に，実行者と待機者のどちらから交互交代行動を行

おうとするのかを明らかにするために，交互交代行動の

主導者について検討した。交互交代行動が生じる直前の

様子をビデオで分析し，次のように分類した。実行者の

方から待機者に竿を渡したり机の上に置くなど竿を手放

す場合を「実行者主導交代｣，実行者が竿を渡す前に待

機者が言葉で要求したり手で竿を奪ったりする場合を

｢待機者主導交代」とした。また，竿を渡す行動と受け

取る行動がほぼ同時で実行者と待機者のどちらが先に行

動を起こしたか判別できない場合を「同時交代」とした。

これら以外の交代を「その他」として分類した。「その

他｣の項目の中には,８匹の魚を全部釣り終わり魚をゲー

ム盤に戻して再度釣り始める場合と，待機者が竿を取ろ

うとするが実行者が抵抗していざこざが生じる場合や，

二人で竿を持つ場合や，二人で竿を持った後どちらかが

竿を手放して一方の幼児が持つ場合の交代が含まれてい

た。

ビデオは筆者と１名の大学生によって独立に分析され

た。交代の主導者の同定に関する２名の一致率は93.3％

であり，不一致の場合は，ビデオを何度も見直し協議の

上決定した。各ペアの１０分間の総交代回数のうち，そ
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れぞれの主導者によって交代した回数の割合を算出し

た。各主導者のｌペアあたりの平均出現割合を'mable3

に示した。

′mable3より，各年齢・‘性別とも待機者主導交代が最

も多いことが明らかになった。このことから，遊具が実

行者の手から放れない魚釣りゲームでは，待機者の方が

主導で交代を要求して交互交代行動が出現する場合が多

いことが示された。

さらに各年齢・′性別で主導者の出現の仕方が異なるか

どうかを検討するために，′E1ble3のデータを角変換し，

主導者の分類ごとに，２年齢（年中児・年長児）×２性別

(男児・女児）の２要因の分散分析を行った。その結果，

実行者主導で，年齢と性別の交互作用に有意な傾向が見

られた（Ｆ（1,45)＝2.98,力＜､10)。つまり，年中児では実

行者主導交代の割合は男女で大きな違いは見られない

が，年長児では実行者主導交代は男児よりも女児の方が

多く，男女差が大きくなる傾向が示された。その他の分

類では有意差は見られなかった。

(3)交互交代行動の規準と主導者との関連

結果の（１）と（２）より，交代規準と主導者のそれぞ

れで年齢差及び性差が示されたが，規準のあり方と主導

者に関連は見られるのだろうか。ここでは，出現割合の

高かった１匹交代と明確な規準がないと考えられる未遂

行交代についてその関連を検討した。年齢及び性別に，

すべての交代行動について，１匹交代と未遂行交代とい

う規準における実行者主導と待機者主導とその他の交代

の割合を算出しＴａｂｌｅ４に示した。Ｔａｂｌｅ４より，女児で

は，実行者主導交代は１匹交代で多く，待機者主導交代

は未遂行交代で多かった。一方，男児では，実行者主導

交代は規準による違いがほとんど見られず，待機者主導

mble3年齢・性別の交i互交代行動の主導者

実行者主導交代

待機者主導交代

同時交代

その他

年中男児年中女児年長男児年長女児

28.9(27.8）

54.8(35.8）

０(0）

16.4(24.9）

21.7(20.8）

55.1(40.3）

4.2(11.0）

19.0(9.8）

１６．３(20.9）

69.3(28.6）

１．６(5.3）

12.9(26.7）

34.9(24.3）

52.6(24.4）

０．６(2.1）

１２．０(16.8）

注１．数値は各規準の1ペアあたりの平均出現割合（％）を示す。

注２．（）内の数値は標準偏差を示す。

交代でも大きな違いは見られないがやや１匹交代で多

かった。

女児の場合は，実行者の方が，自分が釣ったら相手に

竿を渡して交代を主導し，１匹交代という規準は実行者

によって主導される場合が男児よりも多いことが示され

た。また，未遂行交代はほとんどが待機者主導で行われ

ていることも示された。男児の場合は，待機者がほとん

どの交代の規準を主導しており，１匹交代という規準は

待機者によって主導されていることが示された。

(4)交互交代行動の規準といざこざ出現との関連

年齢や性別また，交互交代行動の規準によっていざこ

ざの出現に違いが見られるのだろうか。この点を検討す

るために，まず，すべてのペアで，二人の間でいざこざ

が生じている場面をビデオから抽出した。ゲームの流れ

を止めてしまうような激しい竿の取り合いは見られな

かった。従ってここでは，竿の取り合いに加え，実行者

が魚を釣っている間に待機者がなんらかの行動を示し

て，実行者が不快感を表した場合もいざこざ場面として

抽出した。例えば，まだ実行者が魚を釣っていないのに

待機者が竿を取ろうとして生じるいざこざや，実行者が

魚を釣ったにもかかわらずまださらに釣ろうとしたため

に，待機者がそれを阻止して竿を取ろうとして生じるい

ざこざがあった。また，実行者が早く魚を釣ることがで

きるように，待機者が動いている釣り場のスイッチを

切って止めたり，魚を釣れやすく支えてあげたりした場

合，実行者がそれを嫌がって生じるいざこざもあった。

しかし，待機者が言語だけで「貸して」など要求する場

合はいざこざには含めなかった。ビデオは筆者と１名の

大学生によって独立に分析された。いざこざの同定に関

する２名の一致率は82.1％であり，不一致の場合は，ビ

デオを何度も見直し協議の上決定した。

次に，交互交代行動の規準のあり方によっていざこざ

の出現数が異なるかどうかを比較するために，ここでも

出現割合の高かった１匹交代と明確な規準がないと考え

られる未遂行交代について分析した。各ペアの交互交代

行動の中の１匹交代の割合を算出した。年齢及び性別の

４群ごとで，ペアの１匹交代の出現割合の中央値を求め，

それを規準に１匹交代の出現割合が高い半数のペアを１

匹交代高群，低い半数のペアを１匹交代低群として分け

Table４年齢・性別の交互交代行動の淵準と主導者の廃瞳

実行者主導交代

待機者主導交代

その他

年中男児

1匹交代

１６．３

７６．９

６．９

未遂行交代

１８．８

６４．６

１６．７

年中女児

1匹交代

２９．７

６７．６

２．７

未遂行交代

１８．８

８１．３

０

注．数値は各規準の全交代回数のうちの各主導者に分類された割合（％）を示す。

年長男児

１匹交代

１７．０

８０．９

２．１

未遂行交代

１２．５

７１．９

１５．６

年長女児

１匹交代

４４．１

５４．７

１．２

未遂行交代

７．１

７１．４

２１．４
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た。奇数ペアの４歳女児では中央値のペアについては数

値が近い方の群に分類した。また，未遂行交代について

も各ペアの交互交代行動の中の末遂行交代の割合を算出

し，同様に未遂行交代高群と低群に分類した。

それぞれのいざこざ出現数について開平変換'）

(ｲー ﾗ再U万）を行い，規準ごとに２年齢（年中・年長）×２

性別（男児・女児）×２規準群（高群・低群）の３要因の

分散分析を行った。その結果，未遂行交代の規準のみ規

準群の主効果が有意だった（Ｆ（1,41)＝6.31,’＜､05)。

つまり，どの年齢・性別のペアでも，未遂行交代が多い

ペアは少ないペアよりもいざこざが多いことが明らかに

なった。また，年齢差は見られなかったが，性別の主効

果に有意な傾向が見られ，女児よりも男児にいざこざが

多い傾向が示された（Ｆ（1,41)＝3.09,’＜,10)。各年齢・

'性別・規準群の平均いざこざ回数を'Elble5に示した。

(5)交互交代行動の規準別の事例検討

以上の結果から，交互交代行動の規準が年齢及び性別

で異なっており，いざこざの出現とも部分的に関連があ

ることが示された。そこで，いざこざが多く見られた

｢未遂行交代」を行っていた年中児のペアを事例として

とりあげ，相互交渉の様子を検討する。また，全体的な

出現数は少なかったが年中児で特徴的にみられた「全部

交代」と年長男児にみられた「２匹以上交代」について

も，それぞれ事例をとりあげ，交互交代行動の特徴的な

場面を言語的なやり取りも含めて以下に示した。

事例１年中男児のペアで，未遂行交代を行ってお

り，いざこざが多いペアである。まず，Ａ男が釣り竿を

もって釣り始めた。特に交渉はなく，先にＡ男が釣り竿

に手を伸ばして取った。Ａ男が２匹釣ったところで釣り

竿から手を放して魚を触っている間に，Ｂ男が釣り竿を

取り釣り始めた。Ｂ男は１匹釣ったら自分からＡ男に釣

り竿を渡した。Ａ男が釣り始めると．Ｂ男は「貸して」

と言いながらしきりに釣り竿の方に手を伸ばし，釣り竿

を奪おうとした。そのたびにＡ男はその手を払いのけ

た。Ａ男は１匹釣るがなかなかＢ男に渡さなかった。Ｂ

Table５年齢・ｆｊ捌・規準群別の平均いざこざ画【数

1匹交代高群

1匹交代低群

年中男児年中女児年長男児年長女児

2.0(1.08）２．０(0.49）１．９(0.80）2.0(1.12）

3.1(1.29）2.2(0.82）2.8(0.81）1.5(0.88）

未遂行交代高群3.3(1.37）2.3(5.06）2.3(1.58）2.3(5.29）

未遂行交代低群1.8(0.92）1.9(2.07）2.4(6.58）1.2(2.21）

注．（）内の数値は標準偏差を示す。

l）分布の正規性の前提条件が満足されるように．開平変換はまれ

にしか生起しない反応の生起頻度に適用される。いざこざの出現

回数については生起頻度のデータであるため開平変換を行った。

男が何度も「貸して」と言いＡ男から釣り竿を奪った。

Ｂ男が釣り始めると，Ａ男はＢ男がまだ魚を釣っていな

いにもかかわらず釣り竿を奪って釣り始めた。Ｂ男は，

Ａ男が釣り始めると，まだ魚が釣れていないうちから

｢貸して」と２度要求し，釣り竿を奪った。このように，

魚が釣れていないのに釣り竿を奪うということを相互に

続けた。その間に，「貸して」と言って手を伸ばすがそ

れに対して「待って」と言って手を払いのけるというい

ざこざが何度も見られた。

この事例から，未遂行の交代では，魚が釣れようが釣

れまいが関係なく，ちょっと釣ったらすぐに奪うという

行動になっていることが示された。従って，いつ交代す

るかという規準がなく，竿の奪い合いといういざこざが

生じやすくなっていた。

事例２年中男児のペアで，１０分間すべて全部交代の

規準で交代を行ったペアである。まず，Ｃ男が釣り竿を

もって釣り始めた。特に交渉はなく，先にＣ男が釣り竿

に手を伸ばして取った。Ｄ男はそれを笑顔で見ていた。

Ｃ男は釣れるたびに「釣れた」と言いながら８匹釣った。

Ｄ男はその間，特に何もしなかった。８匹釣り終わると

Ｃ男は「全部釣れた」と言って，魚を元に戻した。Ｄ男

も一緒に魚を戻した。Ｃ男は，そのまままた釣り始めた。

これに対してＤ男は，釣り竿に手をかけようとして

｢えっ」と言った。「もう１回するん？」と聞くが，笑顔

でＣ男のことを見ていた。結局Ｃ男がまた釣り始め，８

匹釣ってしまった。その間Ｄ男は要求を示すことはな

かった。８匹釣り終わった後,Ｃ男がＤ男に自分から「は

い」と言って釣り竿を渡した。

この事例から，全部交代では，釣り竿を最初にもった

者が主導権を握っており，その子が釣り続ける限り交代

はしない様子が示された。待機者は，途中で異議を唱え

ようとするもののあまり強い要求は示さず，じっと待つ

という行動をとっていた。

事例３年長男児のペアで２匹以上交代を行っていた

ペアである。まず，Ｅ男が釣り竿を持って釣り始めた。

特に交渉はなく，先にＥ男が釣り竿に手を伸ばして取っ

た。Ｅ男がなかなか釣れないがＦ男は手を出さずに，「ま

だか一？」「いつ終わるんか一？」と聞きながら待ってい

る。Ｅ男は結局４匹釣ったところで自分から「はい，

じゃあ次」といってＦ男に釣り竿を渡した。Ｆ男は驚い

たように「えっ，僕？」といいながら受け取って釣り始

めた。Ｆ男が２匹釣ったところでＥ男が「次僕や－」と

言ったため，Ｆ男は釣り竿を渡した。次のゲームではＥ

男は３匹釣ったところで「もう終わり」と言ってＦ男に

釣り竿を渡した。Ｅ男が中心となって交代していたが，

魚を何匹釣ったら交代かということがそのつど設定され

ていた。Ｆ男はそれに素直に従っていたのでいざこざは

ほとんど見られなかった。



魚釣りケーム場面における幼児の交互交代行動 233

この事例から，２匹以上交代では，２匹釣れたら，３

匹釣れたらというような規則正しい交代ではなく，その

つど２～３匹で適当に交代しており，結果的に不平等

な交代になっているという特徴が示された。２匹以上交

代の規準を用いているこの他のペアでもこのような不規

則な交代が多かった。魚が釣れて交代するという点では

交代の規準は明確であるが，何匹釣れたら交代するかは

不明確であり，お互いに予測しにくいものであることが

示された。

考 察

本研究の目的は，交互交代行動の規準と主導者に着目

しながら，魚釣りゲーム場面における交互交代行動に年

齢差や性差が見られるかどうかを検討することだった。

交互交代行動の規準の分析の結果，未遂行交代は全体的

に少なくまた年齢差及び‘性差とも見られなかった。いざ

こざの分析から，未遂行交代が多いといざこざは多く見

られた。また，年中男児の事例からも未遂行交代では，

他者の行為のｌ単位を無視して交代を要求しているため

に，いざこざが多く生じることが示された。従って，魚

が釣れたという明確な規準を利用していくことが交互交

代行動の安定性にとって重要であることが示唆された。

しかし，このような規準のない未遂行交代は全体的に

少なく，年中児も年長児も全体的には魚が釣れたという

明確な規準を用いていることが明らかになった。年中児

であっても，魚が釣れたという観察可能な規準で他者と

の関係を調整しようとしているといえよう。

しかし，魚が釣れた規準には種類があり，それには年

齢差及び‘性差が見られた。魚が１匹釣れたら交代する１

匹交代が年中児よりも年長児で多いことが明らかになっ

た。特に，年齢と性別の交互作用が有意であり，年長女

児でこの規準が多いことが明らかになった。年中児や年

長男児では，１匹交代の他に２匹以上交代や全部交代な

どいくつかの規準を用いていた。

年長女児の１匹交代の多さは何を意味しているのだろ

うか。１匹交代でも２匹以上交代や全部交代でも魚が釣

れたことを規準にしているので，明確な規準であり他者

と共有しやすく，他者を考慮している程度はどの群も同

等であると考えられる。確かに，事前に「１匹釣れたら

交代する」や「全部釣れたら交代する」と言ってお互い

に申し合わせている場合は，１匹でも全部でも相手の予

測しやすさは同程度だと考えられる。しかし，幼児の場

合は事前に申し合わせは行っていない。従って，１匹交

代の方が待ち時間が少なくすぐに次の順番が回ってくる

ためにお互いの次の順番を予測しやすい交代であると考

えられる。

また，交互交代行動の主導者の分析の結果からも，全

体的には待機者主導交代が多いが，年長女児で実行者主

導交代が多い傾向にあることが示された。また，規準と

主導者の関係の分析から，年長女児は実行者主導で１匹

交代を行っていることが示された。実行者主導交代で

は，自分が釣っている順番であっても自分から他者に代

わってあげようという自発的な他者への配慮を行ってい

ると考えられる。つまり，これらの結果から，年長女児

は，他者へ自発的な配慮を行い，他者と共有しやすく予

測可能性が高い明確な規準を用いて交互交代行動を行っ

ていることが示唆される。

これは，従来の研究（山岸，１９９８；渡部，1993,1995）

で示された，女児の方が男児よりも対人交渉方略が早く

発達し，他者を配慮した方略を使用するという知見と一

致する結果である。従来の交互交代行動の研究では，年

齢差から年中児の交互交代行動の不安定さが示されたの

みであったが，本研究のように交互交代行動の際の他者

との関係調整を分析することで，交互交代行動の発達に

は性差が見られることが明らかになった。そしてこのよ

うな交互交代行動の性差は，年長児で大きくなることが

示された。

さらに，年長女児に特徴的に見られる実行者主導によ

る１匹交代以外の交代はどのような特徴を持つのかを事

例で検討した。その結果，数は少ないものの年中児にみ

られた全部交代では，最初の実行者が釣り続ける限りは

交代がなされないという特徴が見られた。これは，先行

所有ルールが機能しているのではないかと考えられる。

先行所有ルールとは２～３歳児の仲間関係からすでに機

能しているもので，先に遊具を所有している者がその遊

具を使う権利を持つことを承認することである（山本，

1991)。年中児では，この先行所有ルールが強く機能し

ているために，待機者が実行者に交渉しようとすること

が少なく，結果的に待機時間の長い全部交代になってし

まうのではないだろうか。これが，先行所有ルールだけ

でなく他者と交渉の可能性を理解できるようになってい

くと，全部交代が減少していくと考えられる。

また，２匹以上交代では，２匹で交代したり３匹で交代

したりとそのつど規準が変化しており，また，一方の子

どもが多く釣るという不平等な交代になるという特徴が

見られた。つまり，この交代は，子ども同士の力関係に

よって影響されている可能性がある。有意差は見られな

かったがこの交代は男児によく見られており，男児の場

合は自己主張の強い子どもは多く実行し，弱い子どもは

抵抗できずにそれに従うという不平等な関係が生じやす

いのかもしれない。このことが，年長男児と年長女児の

交互交代行動の違いを大きくしているのではないかと考

えられる。

柏木（1988）の研究からも，自己主張性が強く自己抑

制が弱いタイプは男児に多く，自己主張が弱く自己抑制

が強いタイプは女児に多いという自己調整の』件差が示さ
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れている。従って，相手が釣れるまで待って相手との関

係を調整する自己抑制能力や相手が不当に多く釣り続け

ている場合に自分の順番を主張する自己主張能力の発達

が交互交代行動に関係している可能性がある。従って，

今後自己主張・抑制能力との関連を直接的に検討してい

くことが必要だろう。

また，幼児の数や時間の理解も交互交代行動に影響を

及ぼしている可能性がある。２匹以上交代では何匹釣っ

て交代かという規準が不明確な場合が見られたが，これ

は数の理解を反映した結果かもしれない。全部交代で

は，実験者が決めた１０分間という時間がどの程度かを

理解できておらず，待機者にはそのうち順番が回ってく

るだろうと思っているうちに終了時間になってしまった

というも場合もあるかもしれない。従って，魚釣りゲー

ムに関する魚の数やゲーム時間などの理解ができるよう

に，本ゲームを繰り返し行い，その上での交互交代行動

についても検討する必要があるだろう。

さらに，子安（1997)では，年中児では交代教示によっ

て交互交代行動を示す割合が高くなったことが示されて

いる。本研究では，「交代して遊んで下さい」という教

示は行わず自発的な交代に着目した。今後直接「交代」

教示を行った場合との比較も行い，幼児の交互交代行動

の発達についてさらに検討することが必要だと考えられ

る。
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プライバシーと知る権利に関する子どもの理解

外山紀子大林路代
(津田塾大学学芸学部）（さいたま市立中島小学校）

原著

３つの個別研究により，プライバシーと知る権利に関する子どもの理解を検討した。研究１では，小

学４年生・６年生・中学２年生・大学生を対象として，同じクラスに属していれば誰もが容易に知り得る

情報（公的な情報：たとえば，入っているクラブ活動の名前)，容易に知り得ず，私事性の強い‘情報（私

的な情報：たとえば，日記や小遣い帳の内容)，両者の中間にあたる情報（準公的な'情報：たとえば家で

遊んだ友達の名前）を，学級新聞に掲載してもよいか/すべきでないか判断を求めたところ，４年生も年

長者と同じように，公的な情報は掲載してもよいが私的な情報は掲載すべきでないと判断することが多

かった。研究２では，小学４．６年生は，「よいこと」が書かれた日記や，「よい」動機によって電話番号

を教えてほしいと頼まれた場合には情報を開示してもよいと判断し，「悪いこと」が書かれた日記や「悪

い」動機によって電話番号を教えてほしいと頼まれた場合には開示すべきでないと判断する傾向が高

かった。年長者は，情報内容や動機のよしあしにかかわらず，開示すべきでないと判断することが多

かった。研究３では，たとえプライバシーを侵害したとしても．社会の利益となる情報は開示すべきで

あるという判断が，小学４年生にも一部認められたが，年長者ほど顕著ではなかった。

【キー・ワード】権利の理解，プライバシー権，知る権利，社会的判断，社会的認知

問題

プライバシーとは他人の干渉を許さない個人の私生活

上の自由であり，プライバシー権は古典的には「ひとり

で放っておいてもらう権利｣，近年ではより積極的に，

自己に関する情報をどのように伝えるかを自ら決定する

権利（自己'情報コントロール権）とされている（堀部，

1980)。ところで，プライバシー権は他の人権である表

現の自由，およびそこから派生した権利である知る権利

と抵触することがある。表現の自由は「言論活動によっ

て国民が政治的意思決定に関与する」という社会的な価

値をもつため（芦部，2000)，民主主義の根幹にある権利

だといわれているが，プライバシー保護と表現（報道）

の自由は司法の場でもたびたび争われている')。本来プ

ライバシーにあたる情報は本人の了解を得ずに開示すべ

きでないが，公益性の高い‘情報については，知る権利を

保障するという観点から，プライバシーを侵害したとし

ても’情報開示を優先すべき場合がある。たとえば，公費

を使って懇談会に出席した公務員の名前はプライバシー

1）「平成１６年（ラ）第509号仮処分決定認可決定に対する保全広告

事件」では，政治家の家族に関する記事が掲載された雑誌の販売

差止めを求める仮処分申請が行われ，2004年３月３１日，東京高

裁にて差止めを認める仮処分が決定している。

2）正式名称は，「平成７年（行ウ）第４号文書開示拒否処分取消し請

求事件｣。1997年７月２９日，仙台地裁民事第二部判決。

保護の対象とはならないという判決が，1996年７月宮城

県食糧費情報公開訴訟2)などで示されている。

本論文では，重要な人権のひとつであるプライバシー

と知る権利に関する子どもの理解を検討する。現代日本

は情報社会ともいわれ，個人に関する情報の漏洩や無断

公表等，プライバシーの侵害がたびたび問題となってい

る。インターネットが急速に普及しつつあるいま，この

問題の検討は道徳教育や情報教育の基礎的資料を提供す

る意義を持つと考える。

これまで，個人の自由や権利に関する理解は道徳性の

発達との関連で検討されてきた（Ruck,Abramovitch,＆

Keating,1998)。１９７０～80年代に行われた研究の多く

は，道徳性の普遍的発達段階を想定したKohlberg理論

に沿ったものだった。小学１年生から中学１年生を対象

として自己決定権などの権利に関する理解を検討した

Melton（1980）では，権利を権威的人物から授けられた

特権とみる段階から社会的秩序の維持という観点からと

らえる段階，普遍的な原理としてみる段階へと変化する

ことが報告されている。権利の抽象的な概念化は青年期

になるまで認められないという結果は，他の研究でも示

されている（Gallatin＆Adelson,1970;Melton＆LimbeE

1992)。

しかし，一般的な発達段階を想定するこれらの研究に

対しては問題も指摘されている。たとえば，「権利を定

義せよ」といった抽象的な設問や，要因の整理されてい
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ない複雑な仮説的場面を提示するという実験手続きは，

子どもが能力を発揮しにくい状況をつくったかもしれな

い（長谷川，2001;Helwig,2006)。そもそも権利とは他

の権利や状況との関係のなかで制約されることもあるの

に，権利と他の問題が対立した場合に調査対象者が他の

何よりも権利を優先した場合にのみ，本当の意味での権

利概念が保持されているとしたことに問題があるという

指摘もある（Helwig,2006;Helwig＆'nlriel,2002)。

近年では，特定の文脈で権利概念がどのように適用さ

れるのか，どういう基準で権利を支持するのかという問

題も検討されている（Helwig,2006)。言論の自由につい

ては，小学生でもそれと対立する問題がない場合には，

自由を普遍的に支持すべきものとみなすが，その根拠を

問われると，社会的な価値（｢よい社会をつくるから｣）

よりも，「言いたいことをいえるから」のような個人的

な価値に言及することが多い（長谷川，2001,2003；

Helwig,1995,1998)。また，公平性のような要因と対立

する場合には自由を制限してもよいと判断しやすく

(Helwig,1995,1998)，本来個人の自由が許容される行

為に集団での統制を加えてもよいと考えやすい（木下，

2001)。このように，小学生は年長者と比べると，概し

て個人の自由を認める傾向が低いようだ。社会的知識に

関する研究分野では，幼児でも道徳・社会的慣習・個人

領域（自己の統制下にある行為）の区別を有することが

示されているが（Nucci,1981;首藤，1992;'nlriel,1983)，

言論の自由を制限してもよいという判断は，自由が個人

領域の行為や社会的慣習と対立する場合よりも道徳と対

立する場合に多く認められる（長谷川，2001)。また，小

学生は言論の自由を判断する際に，その内容に注目しや

すいという報告もある。長谷川（2003）では，スピーチ

大会である行為をすすめるスピーチを行うとき，小学生

はその行為が「してもよいこと」ならば自由を制限すべ

きでないが，「してはいけないこと」であれば自由を制

限してもよいと考えやすかった。

プライバシー権は言論の自由同様，重要な人権のひと

つだが，それに関する子どもの理解はこれまでにあまり

検討されていない。近年の議論にしたがって，プライバ

シー権を自己情報コントロール権とみなす（堀部，

1980）と，個人がプライバシー権を有するとは，もし本

人が望まないのなら，情報開示を求められたとしても自

己に関する情報の開示を拒むことができる権利というこ

とができる。つまり，プライバシー権は「情報を提供し

ない権利」（中川，1998）といえるかもしれない。これは，

裏を返せば，むやみに個人に関する』情報を手に入れた

り，公開したりしてはいけないということを意味してい

る。

インターネットのように不特定多数を対象とするメ

ディアでは，個人を特定する情報は全てプライバシーと

いえようが，親しい友人や家族の間でもプライバシー権

を主張できる領域はある。たとえば，日記の内容やお小

遣いの使途については，いくら親しい友人の間でも，場

合によっては親子の間でも，本人が嫌なら開示を拒むこ

とができるだろう。本論文では，不特定多数の他者に対

して情報を提供する場面は，子どもにとってあまり馴染

みがないと思われたため，同じクラスの友人や生徒と先

生といった関係におけるプライバシーを取り上げる。こ

れらの状況でまず問題となるのは，子どもが大人と同じ

ように，プライバシーとして保護すべき情報とそうでな

い情報を区別するかどうかである。Ｒｕｃｋｅｔａｌ.（1998）

は，自己決定権のひとつとしてプライバシー権をとりあ

げ，「親が見たいと思っても子どもが誰にも見せたくな

いのなら，親は日記を見るべきではないと思うか」とい

う判断を子どもに求めた。その結果，８歳児の半数，１０

歳児の約９割が「見るべきではない」と判断した。ここ

から，少なくとも児童期半ばまでに，親子の間でも日記

はプライバシーであり見せなくてもよいという気づきが

形成されることがわかる。しかし，この研究では日記に

ついてしか検討されていないため，子どもが個人に関す

るさまざまな情報をプライバシーという点で区別するか

どうかはわからない。研究１では，この問題を検討す

る。

先に概観した通り，言論の自由について児童期の子ど

もは，権利それ自体よりも内容に注目して判断しやす

い。児童期にはまだ，権利の形式と内容を分離させる能

力が充分でなく，内容に引きずられやすいのかもしれな

い（長谷川，2003)。もし権利それ自体より内容に注目し

やすいことが，権利判断における児童期のある程度一般

的な特徴であるならば，同じことがプライバシーについ

ても認められるかもしれない。これまでプライバシーに

ついては情報内容に統制を加えた検討は行われていな

い。研究２ではこの問題を検討する。

プライバシー権は個人が’情報を提供しない権利といえ

ると述べたが，他者の知る権利との関係では，プライバ

シーが侵害されたとしても個人の情報を提供すべき場合

もある。そのひとつが，情報が公益’性をもつ場合であ

る。現実場面でも‘情報の開示が社会一般の利益となると

判断された時には，プライバシー保護よりもその開示が

優先されている。小学生は，言論の自由の社会的な価値

を認めにくい（長谷川，2001,2003;Helwig,1995,1998）

ことから，児童期の子どもは個人の自由や権利を社会と

の関係でとらえる視点が弱いのかもしれない。だとすれ

ば，社会の利益を優先させるという判断は小学生には認

められにくいだろう。研究３では'情報の公益‘性を統制

し，情報開示の是非を判断してもらう。

以上のように．本論文では．これまでにあまり検討さ

れていないプライバシー権に関する子どもの理解がどの
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ような発達的特徴を有するか，そして言論の自由などに

ついて認められてきた児童期の思考の特徴がプライバ

シーについても認められるかどうかを検討する。なお本

論文では，これまでに権利の抽象的な理解が進むと報告

されている（長谷川，2001,2003;Helwig,1995,1998）小

学校高学年生徒から中学生を対象とする。

研究 １

個人に関する情報を学級新聞に掲載することの是非を

判断してもらう。学級新聞は小学生にも馴染みがあり，

回答が容易だと考えられる。たとえよく知っている関係

でも，他者の干渉が許されないものはある。同じクラス

にいれば誰もが容易に知り得る情報（公的な情報）に比

べ，日記や小遣い帳のように私事’性が強く，同じクラス

にいても容易に知ることのできない情報（私的な情報）

は，むやみに公開すべきではないだろう。予備調査とし

て，大学生１４名に２０項目を示し「学級新聞に掲載して

もよいか」評定を求めた結果，「掲載してもよい」という

判断が多くみられた項目を公的な情報，「掲載すべきで

はない」という判断が多くみられた項目を私的な'情報，

中間的な結果が得られた項目を準公的な情報とした。ま

た，小学生に対する予備調査の結果，低学年には課題内

容の理解が困難な場合があったので高学年以上を対象と

した。研究１では９つの項目について「学級新聞に掲載

してもよいか」判断を求めるもので，課題理解が困難で

ないことから質問紙法をとった。

方法

調査対象者東京都内公立小学校の４年生（〃＝１０：

5,Ｒ＝９：１１～１０：８）２２名（男１０名・女１２名)，６年生

(Ｍ＝１２：４，Ｒ＝１１：１０～１２：９）２４名（男１２名・女１２

名）と，やはり東京都内公立中学校の２年生(〃＝１４：５，

Ｒ＝１３：１１～１４：９）２３名（男１３名・女１０名)，東京近

郊の大学の教育学部に通う大学生(〃＝１９：８，Ｒ＝１８：１０

～２２：３)３７名（男２０名・女１７名）である。調査対象者

の通う公立小学校および中学校では，防犯上の理由によ

り名札を学校外で着用しない，電話番号などの個人情報

をむやみに教えないといった指導は行われていたが，プ

ライバシーや知る権利について特別の指導は行われてい

なかった。小学校では，それぞれの子どもが学校行事や

長期休みのことをクラスのみんなに報告する目的の新聞

づくりが教育活動の一環として行われていた。中学校で

は，委員会活動のひとつとして，全校生徒を対象とした

新聞がつくられていた。

調査手続き2005年１１～１２月，小・中学生には，

著者か担任の先生が質問を読み上げ一斉に記入しても

らった。大学生には授業時に質問紙を配布し，各自の

ペースで記入するよう求めた。所用時間はおよそ20分

だった。

質問内容「太郎君は小学校４年生です。太郎君のク

ラスでは，新聞係が相談をして学級新聞の記事を決める

ことになっています。今度の学級新聞では，クラス全員

について次のことをのせようという意見が出されていま

す。それぞれについて学級新聞の「記事にしてもよい』

と思いますか。それとも『記事にすべきではない』と思

いますか。『記事にしてもよい』か『記事にすべきでな

い』のどちらかに○をし，理由についても説明してくだ

さい｡」と教示し，（ａ）学校の図書館で借りた本の名前，

(ｂ）入っているクラブ活動の名前，（ｃ）学校の休み時間

にしたこと，（。）学校から帰ったあと，家で遊んだ友達

の名前，（ｅ）家でテレビをみた時間，（f）日曜日に家で

したこと，（９）電話番号，（ｈ）家で書いている日記の内

容，（i)お小遣い帳の内容の９項目について判断を求め，

理由についても記述してもらった。（ａ）～（ｃ）は公的な

情報，（。）～（f)は準公的な情報，（９）～（i）は私的な
情報である。

結果と考察

掲載の是非に関する判断′mablelに，各項目を「記

事にしてもよい」と判断した調査対象者の比率を年齢ご

とに示した。掲載を認めると判断した人が，期待値

(1/2）よりも有意に異なるかどうかをみるために，年齢

グループごとに各項目についてカイニ乗検定を行った。

有意差が得られたものは，′Inblelに示した。公的な情報

Tablel（研究Iノ各年齢グルーブドごおいて/記事にしてもよい／と判断した調査対象者の比率

小学４年生("＝22）

小学６年生("＝24）

中学２年生("＝23）

大学生("＝37）

*ｐ＜､05,＊＊’＜,0１

クラブの

名前

0.95＊＊

0.92＊＊

1.00＊＊

1.00＊＊

公的な情報

図書館で

借りた本

の名前

0.95＊＊

0.92＊＊

0.87＊＊

0.92＊＊

休み時間

にしたこ

と

0.77＊

0.83＊＊

０．７８＊＊

0.89＊＊

日曜日に

したこと

0.68〃.s、

0.50〃.s、

0.65〃.s、

0.73＊＊

準公的な'情報

家でのテ

レビ視聴

時間

０．６８〃.s、

0.58〃.s、

0.61〃.s，

0.65〃.s，

家で遊ん

だ友達の

名前

0.59〃.s、

0.42〃.s、

0.43〃.s，

0.22＊

私的な情報

お小遣い電話番号家で言い

帳の中身ている日

記の内容

0.23＊

０．１７＊＊

0.09＊＊

0.05＊＊

0.32〃.s、

0.25〃.s、

0.09＊＊

0.00＊＊

0.27＊

０．２１＊＊

0.00＊＊

０．００＊＊
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である３項目については，全ての年齢グループで掲載を

認める判断が70％以上の調査対象者に認められ，いず

れも有意だった。逆に，私的な情報である３項目につい

ては，小学４年生と６年生の「電話番号」を除き，「記事

にすべきでない」が有意に多かった。準公的な情報につ

いては大学生の「日曜日にしたこと」「家で遊んだ友達の

名前」を除き，有意差は認められず，公的な情報と私的

な情報の中間的な結果となった。項目によって若干のば

らつきはみられるが，小学４年生でも中学生や大学生と

同じように，研究１でとりあげた項目の範囲では，公的

な情報は学級新聞に掲載してもよいが，私的な‘情報はむ

やみに掲載すべきでない，準公的な情報はどちらともい

えないものとして区別しているようだ。

判断の理由次に，判断理由を検討する。質問紙に書

かれた判断理由を見てカテゴリーを作成した。（１）「公

私」：公的なことと私的なことの区別に基づいた説明。

（２）了解：本人の意思を尊重すべきだという説明。（３）

結果：情報が公開されたことで生じる結果に焦点をあて

た説明。利便性と弊害に言及するものがあった。「仲間

はずれができる」のように仲間関係への影響に言及した

説明もここに含めた。（４）内容：情報内容のよしあしに

焦点をあてた説明。（５）その他：（１）～（４）に含まれな

い説明。（６）無回答。各カテゴリーの例をＴａｂｌｅ２に示

した。ここで作成した６カテゴリーは，研究１～３を通

して判断理由の分類に用いる。

著者と１名の研究協力者が別々に，全回答について評

定を行った。評定者間の一致率は.93だった。不一致の

点は協議して決定した。小学４年生の回答の５％，６年

生の回答の７％，中学２年生の回答の１２％，大学生の回

答の１６％において，一回に複数の理由カテゴリーが産

出された。その場合，「公私」と「了解」は。記事の掲載

という問題を公私の区別によってとらえ，また掲載には

本人の意思確認が必要だという権利自体に関する理解に

基づくものなので，両カテゴリーを優先的にカウントし

た。もし「公私」と「了解」が産出された場合には，両者

を0.5ずつカウントした。「結果」と「その他」のように

｢公私」「了解」以外のカテゴリーが複数産出された場合

にも，0.5ずつカウントした。３カテゴリー以上の理由が

一度に産出されたケースはなかった。

各項目について理由の分布状況を検討した結果，公的

な情報・準公的な情報・私的な情報に含まれる３項目内

では，項目間に大きな相違が認められなかったため，９

項目を「公的な情報」「準公的な情報」「私的な情報」の３

タイプにまとめ頻度を集計した。ここでは，調査対象者

が』情報の公開をどのような観点からとらえたかをみるこ

とを目的とし，判断結果にかかわらず集計を行った。

Table3に各理由を産出した調査対象者の比率を示した。

｢公的な情報」「準公的な情報」「私的な情報」について３

Table２研究Ｉ～研究３までの，判断理由のカテゴリー例

公私

研究１

プライバシーだから

個人情報だから

学校の生活には関係ないから

自分だけのことだから

教えちゃいけないことだから

了解本 人 が よ い と い う の ならよい

本人が嫌だというのならだめ

結果 みんなの電話番号がわかれば，便利だから

悪用されてしまうかもしれないから

読みたい本が増えるから

面白い記事になるから

友達を知るきっかけになる

仲良くなれる

仲間はずれができるかもしれない

内 容 日記は面白いから

その他そもそも記事にならないから

記事として面白くないから

無回答

研究２

プライバシーだから

個人情報だから

秘密だから

自分のものだから

研究３

決まりを提案したから

みんなに関係する決まりをつくるから

みんなのお金だから

個人のお金だから

個人の自由だから

本人がいいというのなら，教える本人が嫌だといっているから

情報が漏れて変なことになっちゃうから

悪用されてしまうかもしれないから

けんかになるかもしれないから

もめるかもしれないから

ほめられて感謝されるだろうから

よいことばかりだから

悪いことだから

お礼をするのはよいことだから

先生には教えてもよい

生徒は先生に見せるものだから

店員さんは親切だから

質問に答えれば提案が通らないから

みんなが賛成してくれるだろうから

寄付する人が増えるから

先生が叱られてしまうから

面倒なことが起こるから

自慢できることだから

よいことをしているから

恥ずかしいことだから

正直に答えるべきだ

学級委員は見本となるべきだ

質問されたら，きちんと答えるべきだから
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Table３（研究Iノ各理砧iカテゴリーに分類された反応

の比率

，＜､００１）の全年齢グループにおいて有意な連関が認めら

れた。残差分析の結果，４．６年生では「公私了解」が私

的な情報で多く，公的/準公的な情報では少ないこと，

｢結果内容」は公的/準公的な情報で多く，私的な情報で

は少ないことが示された。中学２年生・大学生でも同様

の相違が認められたものの，準公的な'情報については有

意でなかった。

年長者ほど，具体的な影響ではなく公私の区別のよう

な抽象的な概念によって説明しやすい。これは，８～１６

歳を対象として自己決定権の理解を検討したＲｕｃｋｅｔａｌ．

（1998）の結果と一致する。ただし，小学生でも私的な

情報について説明する際には，公私の区別にある程度言

及したし，大学生も公的な'情報については結果に言及す

ることもあった。抽象的な概念に基づく説明は児童期に

もみられるが，児童期以降，顕著になるようだ。

研究２

言論の自由について，小学生は内容に依拠して判断し

やすいという。このことは，プライバシー権に関する判

断でも同じだろうか。研究２では，情報内容がよいもの

と悪いもの，開示を求める請求者の動機がよい場合と悪

い場合を提示し，開示の是非を判断してもらう。もし内

容に注目した権利判断が児童期の特徴ならば，小学生

は，情報内容がよい場合や，開示を請求する者の動機が

よい場合には，開示してもよいと考えやすいはずだ。研

究２では４つの課題を行うが，研究１と異なり各課題に

よって設定が異なるため，一斉方式で課題内容を十分に

伝えることは難しいと考え，個別インタビューを行っ

た。ただし，大学生についてはその可能性は少ないと考

え，研究１同様，質問紙法をとった。

方法

調査対象者研究ｌで対象とした小学校とは別の，東

京都内公立小学校に通う小学４年生（Ｍ＝１０：６，Ｒ＝９：

１１～１０：９)３２名（男１５名・女１７名)，６年生(Ｍ＝１２：

6,Ｒ＝１１：１１～１２：１０)２６名（男１１名・女１５名)，やは

り研究１で対象とした中学校とは別の，東京都内公立中

学校に通う中学２年生(Ｍ＝１４：５，Ｒ＝１３：１１～１４：１０）

２６名（男１４名・女１２名)，東京近郊の大学の教育学部

に通う大学生（Ｍ＝１９：４，Ｒ＝１８：１０～２０：７)３０名（男

１３名・女１７名）である。研究１で対象とした小学校同

様，名札の着用，名簿の管理については十分な配慮がな

され，子どもたちに対しても，電話番号などの個人情報

を知らない人にむやみに教えてはいけない旨の指導は行

われていたが，プライバシーや知る権利について，特別

な指導は行われていなかった。

調査手続き2006年１～２月，小・中学生に対して

は，訓練を受けた複数の調査者が学校を訪問し，空き教

室などで個別インタビューを行った。全ての発話をIＣ

３
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０
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０

０
０
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０
０
１

●
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４
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５
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０
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私的な‘情報

注．（）内の数値は反応頻度。「公的な情報」「準公的な情報」「私的

な情報」について３課題ずつあるので，反応頻度の総数は４年
生６６，６年生72,中学２年生69,大学生１１１である。

３
２
０
０
２
４

８
０
１
０
０
０

①
●
●
■
Ｂ
ｐ

課題ずつあるので，反応頻度の総数は，４年生６６，６年

生72,中学２年生69,大学生１１１になる。Ｔａｂｌｅ３から

わかるように，公的な情報については，どの年齢グルー

プでも「結果」がおよそ70％を超えたが，私的な情報で

は他に比べて「公私」が多く，このことは年長グループ

ほど顕著だった。

「了解」と「内容」の頻度が少なかったため，「了解」と

｢公私｣，「内容」と「結果」をあわせて集計して，「その

他」と「無回答」は除いた上で，理由カテゴリー（２：「公

私．了解」「結果．内容｣）×年齢（４：４年・６年・中学２

年．大学生）のクロス集計表を作成し，「公的な情報」

｢準公的な‘情報」「私的な情報」のそれぞれについてカイ

ニ乗検定を行った｡その結果,「公的な情報」（Ｘ２(3)＝

20.88,,＜､００１)，「準公的な情報｣(Ｘ２(3)＝53.87,’＜･001)，

｢私的な情報」（Ｘ２（３）＝31.79,'＜､001）の全てについて

有意な連関が認められた。残差分析の結果，全てについ

て「公私了解」が４．６年生で少なく大学生で多いこと，

｢結果内容」は４．６年生で多く大学生で少ないことが示

された。

項目タイプ間の差を検討するために，理由カテゴリー

(２：「公私了解」「結果内容｣）×項目タイプ（３：公的・

準公的．私的な情報）のクロス集計表を作成し，年齢グ

ループごとにカイニ乗検定を行った。４年生（Ｘ２（２）＝

48.95,’＜､001)，６年生（Ｘ２(2)＝69.81,'＜･001)，中学２

年生（ｘ２（２）＝48.67,’＜､001)，大学生（Ｘ２（２）＝９０．３８，
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レコーダに記録し文字化した。所要時間はおよそ１０分

だった。大学生には授業時に質問紙を配布し，各自の

ペースで記入してもらった。

課題日記に関する課題と電話番号に関する課題が各

2つ，合計４課題ある。日記課題では情報内容がよいも

の（プラス課題）と悪いもの（マイナス課題)，電話課題

では情報の開示を求める動機がよいもの（プラス課題）

と悪いもの（マイナス課題）がある。

日記課題：「××さんは，毎日日記を書いています」

に続き，日記プラス課題では「××さんは，その日に

あった［楽しいこと，友達が自分に親切にしてくれたこ

と，一緒に楽しく遊んだことなど，よいこと．楽しいこ

とだけ］を日記に書くようにしています」と状況を説明

する。日記マイナス課題では［］内が「悲しかったこ

と，友達が自分に意地悪をしたこと，つらいと思ったこ

となど，悪いこと．悲しかったことだけ」となる。どち

らの課題でも，「あるとき，担任の先生が××さんのこ

とをよく知りたいから，日記を見せてほしいといいまし

た。××さんは，担任の先生に日記を見せるべきです

か」と判断を求める。

電話課題：「××さんは買い物をしているときに財布

を拾い，それをお店の人に届けました。しばらくして財

布の持ち主が見つかりました」に続き，電話番号プラス

課題では「[財布の持ち主は拾ってくれた人にお礼がし

たいと思いました]。そこで，お店の人に『拾ってくれ

た人の電話番号を教えてくれませんか』と頼みました」

と状況を説明するが，電話番号マイナス課題では［］

の部分が「財布の持ち主は財布の中身が１万円少なく

なっていることに気づき，財布を拾った人がお金を盗っ

たかどうかを確かめたいと思いました」となる3)。最後

に，「お店の人は××さんの電話番号を知っています。

お店の人は財布の落とし主に，××さんの電話番号を

教えるべきですか」と判断を求める。

課題を提示したあと，その内容を理解しているかどう

かチェックするために，「日記にはどんなことが書いて

あるのか」（日記課題)，「財布を落とした人はどんな理

由で電話番号を知りたいと思っているのか」（電話課題）

を質問した。正しく答えられなかった場合には，正答が

得られるまで説明を行った。どちらの課題でも，判断の

後に，理由説明を求めた。主人公の名前は調査対象者の

性と同一とし，課題の順番は調査対象者間でランダムと

3）「財布を拾った人がお金を盗ったかどうか確かめたい」という動

機は，「お金を盗った」と決めつけているわけではないので，必

ずしも「悪い動機」とはいえないかもしれない。しかし，「拾った

人」に「お金を盗ったかもしれない」という疑いの目を向けてい

るという意味で，「お礼がしたい」という動機に比べれば｢悪い」

とみることもできることから，ここでは「悪い動機」として提示

した。

した。

理由の評定研究ｌと同じ手続きでカテゴリー分類を

行った。各カテゴリーの例は，′mable2にまとめた。「先

生には教えてもよい」「店員さんは親切だから」のよう

に，関係する人間の立場・役割による説明がある程度認

められたが，これらは「その他」とした。著者と１名の

研究協力者が別々に全ての回答について評定を行い，不

一致の点は協議して決定した。評定者間の一致率は.９１

だった。４年生の回答の４．６％，６年生の回答の４．８％，

中学２年生の回答の９．６％，大学生の回答の１０．８％にお

いて，複数の理由が認められた。その場合，研究１と同

じ手続きで評定を行った。

結果と考察

情報を開示すべきか′nable4に開示すべきと判断し

た調査対象者の比率を示した。日記を見せるべき，電話

番号を教えるべきと判断した人が，期待値（l/2）と有意

に異なるかみるために，年齢グループごとに各課題につ

いてカイニ乗検定を行った。有意差が得られたものは

Table4に示した。４年生では「電話マイナス」課題にの

み有意差が得られ，「教えるべきでない」が多かった。６

年生ではそれに加えて「日記マイナス」課題でも「教え

るべきでない」が多く，中学２年生と大学生では，日記

と電話番号のどちらもについて，情報内容がプラスでも

マイナスでも，「教えるべきでない」が多かった。年長

者はたとえ内容が「よいこと」でも．「お礼がしたいか

ら」といわれても，内容が「悪いこと」であった場合や

｢お金を盗ったかどうかを確かめたい」といわれた場合

と同じように，電話番号や日記は開示すべきでないと判

断する傾向が高い。一方，小学４．６年生は，’情報内容

や開示を求める動機が悪い場合にのみ，「開示すべきで

ない」と判断しやすいようだ。

判断の理由判断理由を検討する。各課題について，

各理由カテゴリーが産出された比率をＴａｂｌｅ５に示した。

研究１同様，開示を認めた/認めないにかかわらず集計

を行った。研究１と同じように，「公私」に基づく説明

hble4（研芳2ノ各年齢グルーブノごおいて日記を見せ

るべき・電話番号を裁えるべきと判断した調査

対象者の比率

日記

プラス課題

マイナス課題

電話番号

プラス課題

マイナス課題

**’＜,01,＊’＜､05.

４年生

(〃＝32）

､59

.34

､63

.25＊＊

６年生中学２年生大学生

("＝26）（"＝26）（"＝30）

､46

.27男

､58

.19＊＊

､１９＊＊

､０８＊＊

､３１＊

､２７＊＊

.１３＊＊

.０７＊＊

､２３＊＊

､１７＊＊
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は年長者ほど多いようにみえる。ただし，課題差がある

ようで，日記課題より電話課題の方が「公私」による理

由づけが少ないようだ。

日記課題については，「公私」と「了解｣，「結果」と

｢内容」をあわせ，理由カテゴリー（２：「公私了解」「結

果内容｣）×年齢(4)のクロス集計表を作成した。カイニ

乗検定を行った結果，「日記マイナス課題」では有意な

結果は得られなかったが，「日記プラス課題」（ｘ２(3)＝

8.00,,＜･05）では有意な連関が認められた。残差分析の

結果，４年生の「公私了解」が少なく「結果内容」が多

かった。電話課題については，「内容」がある程度認め

られたため，理由カテゴリー（３：「公私了解」「結果」

｢内容｣）×年齢(4)のクロス集計表を作成し，カイニ乗

検定を行った。その結果，電話プラス課題（ｘ２(6)＝

38.76,,＜､00,)，「電話マイナス課題」（ｘ２（６）＝’7.53,

'＜､0,）ともに有意な連関が認められた。残差分析の結

果，「電話プラス課題」では４年生の「公私了解」が少な

く「内容」が多いこと，６年生の「内容」が多いこと，中

学２年生の「公私了解」が多いこと，大学生の「公私了

解」が多く「内容」が少ないことが示された。「電話マイ

ナス課題」では，４年生の「公私了解」が少なく「結果」

が多いこと，大学生の「公私了解」が多く「結果」が少な

いことが示された。

以上のように，年長者ほど公私の区別という抽象的な

概念によって自分の判断を理由づけることが多い。一

方，４．６年生は情報内容や，情報が開示されたあとの結

果といった具体的なことがらに焦点をあてて説明するこ

とが多い。これは，研究１の結果に沿っている。

研究３

開示によって生じる影響を考慮して判断することは不

適切なことではない。しかし，それは常に最も重視され

るべき基準でもない。マス・メデイアの報道などによっ

てプライバシーの侵害が主張された場合，裁判所では報

道された情報が公益'性をもつかどうかを重要な判断要素

とする（松井，2005)。公益とは一般的には社会全体の

利益になることをいうが，’情報公開法では，個人に関す

る情報を義務として開示しなければならない場合の「公

益」を「人の生命，健康，生活または財産を保護するた

め」としている。研究３の目的は情報公開法の知識を確

認することではないため，社会を構成するメンバーがそ

の情報を手に入れることで，社会をより適正に運営でき

るようになるとか，よりよい決定を行えるようになると

いうとき，情報が公益性をもつとする。ただし，小学生

にもわかりやすいようにクラスのみんなに情報を開示す

るという状況を設定するため，本研究における「社会」

は，クラス集団という限定された社会である。

研究３で提示する公益性の高い情報は，「みんなから

集金したお金のつかいみち」と，「テレビ視聴を制限す

る決まりをつくろうと提案した学級委員のテレビ視聴行

動」である。前者の場合，「みんなから集金したお金」は

個人の所有ではなく，お金を払った人たち全員に属する

公金である。公金の使途を明らかにすることは，不正な

支出を防止し，集金したお金の管理を適正なものとする

という公益性をもつ。後者の場合，決まりの提案者がそ

の決まりに関連してどういう行動をとっているかという

,情報は，クラスのみんなが提案に対する自分の態度を決

める際の材料となり得るという意味で，公益性をもつと

考えることもできる。なお，プライバシーを侵害したと

しても，公益性を優先した判断が認められるかどうかを

みるために，情報の所有者は情報を提供したいとは思っ

ていないことを伝えた上で，判断を求めることとする。

また，研究３でも一斉調査では課題の理解が困難な場合

があると考え，小・中学生に対しては個別インタビュー

調査を行った。

方法

調査対象者研究１で対象とした小学校に通う小学４

Table５（研究2ノ各年齢グループにおいて各理由カテ

ゴリーが産迂/された反応の比率
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０
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０
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０
１
０

■
Ｄ
●
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4年生６年生中学２年生大学生

注．（）内の数値は反応頻度。反応頻度の総数は4年生３２，６年生26,
中学２年生26,大学生30である。
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●
●
●
●
●
●

３
０
０
０
７
０

４
２
１
０
１
１

●
●
●
●
●
●

２
３
８
０
８
０

１
２
０
５
０
０

●
●
●
●
●
●

公私

了解

結果

内容

その他

無回答

日記マイナス

課題
５
２
２
４
４
４

６
１
１
０
０
０

●
●
●
●
●
●
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３
１
７
０
６
３

３
１
１
０
３
０

●
■
●
●
●
●

９
０
７
５
９
０

０
０
４
２
１
０

●
、
●
●
●
●

６
０
８
３
３
９

０
０
２
５
０
０

。
●
●
●
、
●

電話プラス課題公私

了解

結果

内容

その他

無回答

８
９
９
９
４
０

３
１
１
１
０
０

●
●
●
●
●
●

７
７
３
０
３
０

３
２
２
０
０
１

●
ｐ
●
●
●
●

０
７
０
０
３
０

３
１
１
１
１
２

，
●
●
●
●
●

９
２
１
７
８
４

１
１
３
２
Ｏ
０

ｂ
Ｄ
Ｂ
●
●
●

公私

了解

結果

内容

その他

無回答

電話マイナス

課題
７
８
１
３
８
４

２
０
３
２
０
０

●
●
●
●
●
●
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年生（Ｍ=９：７，Ｒ＝９：２～１０：０)３２名（男１８名・女１４

名)，６年生（Ｍ＝１１：６，Ｒ＝１１：１～１２：１)２９名（男１４

名・女１５名)，研究１と２では対象となっていない東京

近郊の公立中学校に通う中学２年生（Ｍ＝１３：６，Ｒ＝１２：

２～１３：１）２７名（男１２名・女１５名)，東京近郊の大学

の教育学部に通う大学生（Ｍ＝１９：１０，Ｒ＝１９：１～２０：

５）１９名（男１０名・女９名）である。この中の誰も，研

究１．２の対象とはなっていない。ここで対象とした公

立小学校・中学校は，研究１．２で対象とした学校同様，

プライバシーや知る権利について特別の指導は行われて

いなかった。

調査手続き2006年４月，研究２と同じ手続きで小・

中学生に対する個別インタビュー調査，大学生への質問

紙調査を行った。所要時間はおよそ２０分だった。

課題テレビ視聴と金銭の使途についてそれぞれ４

つ，合計８課題がある。４つの課題は，′情報の内容（プ

ラス・マイナス）×'情報の公益性（公・個人）を組み合

わせて構成した。以下，「公プラス課題」「公マイナス課

題」「個人プラス課題」「個人マイナス課題」と呼ぶこと

とする。

テレビ視聴に関する課題では，プラスの情報を「主人

公はテレビが好きでないので，ほとんどテレビを見な

い｣，マイナスの'情報を「主人公はテレビが大好きで，

ず－つとテレビを見ている」とした。公益性については，

主人公が「テレビを見る時間を３０分までにするという

決まりをつくろうと呼びかける学級委員」を公益性のあ

る課題（公課題）とした。公益‘性のない課題（個人課題）

では，主人公の役割について言及はない。公課題では，

テレビ視聴を制限する決まりを提案した主人公に対し

て，クラスの友達が「じゃあ，あなたは昨日何分テレビ

を見たの？」と質問する。個人課題では，情報内容のプ

ラス・マイナスを際立たせるために，「テレビを長く見

ていると病気になりやすい」と思うから自分は「全然テ

レビを見ない」友達が，主人公に「あなたはどのくらい

テレビを見ているの？」と質問する。なおどの課題でも，

主人公は「こんな質問に答えるのは嫌だな」と思ってい

る。これらの状況で，主人公は質問に答えるべきかどう

かの判断を，調査対象者に求めた。

金銭の使途についても４つの課題がある。どの課題で

も主人公は友達からお金の使途について質問を受ける

が，プラス課題では主人公は「恵まれない国の子どもた

ちに寄付をしている｣，マイナス課題では「お菓子やゲー

ムを買っている｣。公益性については，公課題では「ク

ラスのみんなが使うノートを買うという目的で集められ

たお金」を「みんなには内緒で」寄付している（あるいは

お菓子やゲームを買うために使っている）と設定し，個

人課題では主人公が「お母さんから毎月もらっているお

小遣い」を寄付している（あるいはお菓子やゲームを買

うために使っている）とした4)。テレビ課題同様，主人

公は「こんな質問には答えたくないな」と思っている。

これらの状況において，主人公はお金の使い道を友達に

教えるべきかどうか，判断を求めた。

各課題について説明を行った後，その内容を子どもが

正しく理解しているかチェックするため，金銭課題では

｢誰のお金か」「主人公はお金を何に使っているのか｣，

テレビ課題では「主人公は何をしようとしているのか」

(公課題）「どのくらいテレビを見ているのか」を質問し，

正しく答えられるまで課題説明を行った。主人公の性は

調査対象者と同じとし，課題の提示順序は調査対象者間

でランダムとした。

理由の評定判断理由を'I1able2の６カテゴリーに分

類した。研究３では，決まりの提案者であること，集金

したお金であることを理由とした説明や，テレビ視聴や

お小遣いの使途は個人の自由だという説明を「公私」に

含めた。「質問されたら、きちんと答えるべきだ」「学級

委員は見本となるべきだ」といった説明は「その他」と

した。著者と１名の研究協力者が別々に，全ての回答に

ついて評定を行った。評定者間の一致率は.89だった。

不一致の点は協議して決定した。小学４年生の回答の

4.3％，６年生の回答の６．０％，中学２年生の回答の

14.3％，大学生の回答の24.3％において，複数の理由が

産出された。その場合，研究１．２と同じ手続きで評定を

行った。

結果

情報を開示すべきか各課題において「答えるべき」

と判断した調査対象者の比率を'mable6に示した。「答え

るべき」と判断した人が期待値（1/2）と有意に異なるか

どうかみるために，年齢グループごとに，各課題につい

てカイニ乗検定を行った。検定の結果についても'､able

６に示した。４年生と６年生では，公プラス課題につい

ては，テレビ・金銭課題のどちらについても「答えるべ

き」が有意に多く，金銭の個人マイナス課題では「答え

るべき」が有意に少なかった。しかし，公マイナス課題，

個人プラス課題については，有意差は得られなかった。

一方，中学生と大学生では，公益性の高い情報について

は（公課題)，情報の内容がプラスであろうとマイナス

であろうと，「答えるべき」が有意に多かった。一方，

公益'性の低い情報（個人課題）については，テレビの個

人プラス課題を除いて，「答えるべき」が有意に少なかっ

た。

判断の理由判断理由を検討する。課題タイプ（公プ

ラス・公マイナス・個人プラス・個人マイナス）ごとに

4）「クラスのみんな」から集めたお金を「内緒で」寄付することは，

プラスとはいえないが，お金を何に使っているかという点につい

てのみみた場合には，「よいこと」のために使っているともいえ

ることから，ここでは「プラス情報」とした。
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が少ないことが認められた。中学２年生では個人マイナ

ス課題において「公私了解」が多く，「結果」と「内容」

が少なかった。小学４．６年生は，公プラス課題では内

容のよしあしに焦点をあてやすく，個人マイナス課題で

は公私の区別や当事者の了解をとる必要性に言及しやす

い。中学２年生も，個人マイナス課題について説明する

際には「公私了解」に言及しやすい。一方，大学生は，

課題タイプによって理由づけを変えにくく，同じ観点か

ら情報の開示をとらえているようだ。

全体討論

本論文では，同じクラスに属する仲間や，先生と生徒

といった関係におけるプライバシーを取り上げた。その

結果，プライバシーと知る権利に関する子どもの理解に

ついて以下のことが示された。子どもは児童期半ば頃ま

でに，よく顔をあわせる関係において，他の人が容易に

知ることのできる情報は開示してもよいが，私事性の強

いものはむやみに開示すべきではないことに気づくよう

だ。しかし，このような理解は，児童期には必ずしも

｢公と私」という抽象的な区別に基づいたものではない。

小学生の場合，私事性の強い情報を開示すべきでないと

Table６（研究'3ノ各課題/ごおいて/答えるべきノと

判断した調査対象者の比塞

ｍｌｅ７（研究3ノ各年齢グルーブノごおいて各理由が

産辻Ｉされた反応の比率

４年生

("＝32）
６年生

(”＝29）
中学２年生

（"＝27）
大学生
("＝19）

4年生６年生中学２年生大学生

公ブラス

テレビ

金銭

､９１＊＊

､８４＊＊

､８６＊＊

､８３＊＊

､８９＊＊

､８９＊＊

、９５＊＊

1.00＊＊

８
３
３
０
５
１

６
０
１
０
０
１

■
●
●
●
●
●

公マイナス

テレビ

金銭

､34

.63

､41

.66

､７０＊

､７４＊

’８４＊＊

.８９＊＊

１
２
７
１
１
８

１
０
２
４
１
０

●
●
●
●
●
●

個人プラス

テレビ

金銭

､32

.21＊

､56

.63

､62

.45

､44

.33＊

公マイナス

課題

個マイナス

テレビ

金銭

､１９＊＊

､１１＊＊

､２１＊

､０５＊＊

､34

.09＊＊

.38

.07＊＊

１
２
４
７
５
２

４
０
２
１
１
０

●
●
●
●
●
●

244

テレビ課題と金銭課題の反応数を合計し，年齢グループ

別に（１）公私，（２）了解，（３）結果，（４）内容，（５）そ

の他，（６）無回答の理由カテゴリーが産出された比率を

Table7に示した。各課題タイプについて２課題ずつあ

るので，反応頻度の総数は，４年生64,6年生58,中学２

年生54,大学生38である。カイニ乗検定を行うにあた

り，「その他」と「無回答」を除いた上で，「公私」と「了

解」をひとつにまとめ，理由カテゴリー（３：「公私了解」

｢結果」「内容｣）×年齢グループ(4)のクロス集計表を作

成した。

個人マイナス課題では有意な連関は認められなかった

が,公プラス課題,（Ｘ２（６）＝50.74,’＜､001),公マイナス

課題（X2(6)＝34.98,,＜,001)，個人プラス課題（X2(6)＝

24.78,’＜､001）において有意な結果が得られた。残差分

析の結果，「公私了解」はどの課題タイプでも４．６年生

で少なく大学生で多かった。「内容」もどの課題タイプ

でも，４年生で多く大学生で少なかった。「結果」は，公

マイナス課題では６年生に多く大学生で少ないこと，個

人プラス課題では４年生に多いことが示された。年長者

は公私の区別に，４．６年生は内容や情報開示の結果に言

及しやすいようだ。

課題タイプによる差を検討するために，年齢グループ

ごとに課題タイプ(4)×理由（３：「公私了解」「結果」「内

容）のカイニ乗検定を行った結果，４年生，（Ｘ２（６）＝

40.91,’＜､001)，６年生（Ｘ２(6)＝39.05,’＜､001)，中学２

年生（X2(6)＝15.22,’＜､05）において有意な連関が認め

られた。大学生については有意な結果は得られなかっ

た。残差分析を行った結果，４．６年生では，公プラス課

題において「公私了解」が少なく「内容」が多いこと，逆

に個人マイナス課題において「公私了解」が多く「内容」

９
５
１
３
６
６

１
０
３
３
０
０

●
●
●
●
■
●

注．（）内の数値は反応頻度。各課題タイプについて2課題ずつあ
るので，反応頻度の総数は，４年生６４，６年生58,中学２年生54,

大学生38である。

９
９
８
６
４
５

１
３
０
１
１
０

●
印
●
●
●
●

３
２
７
８
７
２

４
３
０
０
０
０

●
■
■
●
■
●

公プラス課題公私

了解

結果

内容

その他

無回答

３
８
７
４
６
３

３
２
０
１
１
０

●
●
●
●
●
●

２
３
６
１
９
９

１
０
２
３
１
０

●
●
●
●
●
●

１
４
９
３
４
９

４
０
１
２
０
０

●
●
■
●
●
●

個人プラス

課題

３
１
１
３
５
８

５
２
１
０
０
０

●
●
●
●
●
●

公私

了解

結果

内容

その他

無回答

他
答

私
解
果
容
の
回

公
了
結
内
そ
無

６
３
８
５
１
８

６
０
０
０
１
０

●
●
●
●
●
●

６
５
４
４
６
５

１
０
３
２
１
０

●
●
●
●
●
●

１
９
４
０
９
６

１
１
２
３
０
０

●
●
●
●
●
●

７
１
０
６
２
４

１
２
１
２
１
１

，
Ｂ
、
、
●
●

個人マイナス

課題

公私

了解

結果

内容

その他

無回答

８
８
１
５
３
５

５
１
１
０
０
０

●
●
●
●
●
●

１
８
７
２
０
２

３
２
１
２
０
０

，
■
母
●
■
■
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いう判断は，情報内容や開示を求める請求者の動機が

｢悪い」場合に限られていた。これに対して中学生や大

学生は，内容や動機がどうであれ，ある程度一貫して私

事性の強い情報はむやみに開示すべきでないと判断する

傾向が高かった。判断理由については，小学生は「公私

の区別」といった抽象的概念よりも，開示の結果生じる

利便や弊害など具体的事項に言及しやすかった。小学生

は「開示すべきではない情報」の存在に気づいてはいて

も，開示した後に予想されることがらに注意を向けやす

く，そのために，’情報内容のよしあし等によって判断が

揺れやすいのかもしれない。知る権利との関係では，情

報に公益性がある場合，知る権利を保障するという観点

からプライバシーを侵害したとしても個人的な情報の開

示を求めることができるが，このことに関する理解は，

小学生にははっきりとは認められなかった。研究３にお

いて，公益性の高い‘情報を開示すべきという判断は，小

学生の場合情報内容が「よい」場合に限られており，公

益性の低い'情報を「開示すべきでない」という判断も年

長者より認められにくかった。これに対して，中学生と

大学生は，情報内容にかかわらず，公益性の高い情報は

開示すべきだが，低い情報は開示すべきでないと判断す

る傾向が高かった。プライバシーについては，児童期半

ばまでに大人と同じような理解が認められる部分もある

ものの，児童期以降，個人の権利よりも社会の利益を優

先させるという判断が顕著になるといえるようだ。

ただし，ここでの結果を一般化するには慎重でなけれ

ばならない。研究ｌでは，学級新聞に'情報を掲載すると

いう状況を設定したが，もしこれが「知らない人」を対

象としたメディアに掲載するという状況だったら，結果

は変わっていたかもしれない。小学生は年長者よりも生

徒と先生の関係を親密なものとみなしていたため，「生

徒が先生に日記を見せる」ことを「よい」と判断しやす

かったのかもしれない。また，情報を開示するかどうか

判断する際，私たちが考慮する要因は状況によって異な

るだろう。「自分が提案した決まりに賛成してもらおう」

(研究3）という状況では，提案を通すことに比重が置か

れやすく，有利な'情報は開示するが，そうでない'情報は

開示しないというバイアスがかかったかもしれない。自

分の情報を開示するのか，それとも他者の情報を開示す

るのかによっても考慮される要因は異なるだろう。質問

紙法を用いたにもかかわらず，研究１の対象者数は各年

齢グループ２０～40名程度と限定されていた。また，研

究ｌ～３を通して，個人の権利に関する子どもの理解は

学校での指導状況などによっても異なると考えられるた

め，今後，異なるサンプルでの検討が必要である。

これらの課題は残されているものの，本論文の結果

は，これまで言論の自由等について認められてきたこと

に概ね沿っていた。すなわち，小学生は年長者よりも個

人の自由を制限（干渉）してもよいと考えやすい。「お礼

がしたい」と頼まれたり，‘情報が「よいこと」であった

りすると，私事性の強い情報でも「開示すべきではない」

とは判断されにくくなる。なぜ，子どもはプライバシー

を保護すべきと考えにくいのか。子どもの生活は家庭な

どプライバシーが問題となりにくい場を中心としてお

り，プライバシーを意識しにくいのかもしれない。ま

た，状況や他者に対して楽観的な見通しをもちやすいと

か，起こり得る危険な状況を想定するだけの知識や経験

が不足している可能性もある。

言論の自由もプライバシーも，自律した人格形成にお

いて重要な権利だとする考え方がある。憲法学者である

芦部（2000）は，言論（表現）の自由を「自己が人格を発

展させる」ための価値をもつとした。情報倫理の分野で

は，Johnson（2002）が，プライバシーを人が自律的な個

人として存在するために必要なものと論じている。もし

絶えず誰かに観察されていたら，他者と独立した思考が

行えないというのである。Piagetは道徳性の発達を他律

から自律への移行としたが（Piaget,1957)，自律的人格

の形成途上にある子どもは，人が自律的存在としてある

ための権利に気づきにくいのかもしれない。

研究１および２の結果に示されるように，中学生や大

学生はプライバシーを保護すべきと考える傾向が高い。

しかし研究３では，‘情報の開示が公益性をもつ場合，情

報内容のよしあしにかかわらず「情報を開示すべき」と

判断する傾向は，小学生よりも高かった。一方，公益性

を優先した判断は，児童期の子どもにはそれほど顕著で

はなかった。たとえば，「テレビ視聴を制限する決まり

を提案している学級委員のテレビ視聴行動」（研究３）に

ついては，その行動が決まりに沿うなら８～９割の小学

生が開示すべきと判断したが，決まりに沿わない場合に

は比率は大きく低下した。一方，中学生や大学生は，決

まりに沿うものであろうとなかろうと，常に７割以上の

人が開示すべきと判断した。しかし，もうひとつの課題

である「みんなから集金したお金の使途」については，

開示によって否定的な影響が予想される場合でも，小学

4年生の６割以上が開示すべきと判断した。

これらの結果は，小学生の判断は，中学生や大学生と

比べると，判断すべき状況の影響を受けやすいことを示

唆している。実際，「テレビを見てはいけないという規

則を提案する学級委員がテレビを見ている」という状況

では，４年生のl/3程度しか開示すべきと判断しなかっ

た。しかし，「集金したお金を勝手に使ってしまう」と

いう状況では，開示すべきという判断が４年生の2/3に

認められた。テレビ視聴課題に比べて金銭課題は，扱っ

ている問題が重大であり（公金の横領)，このことが小

学生の判断に影響を与えたのかもしれない。別の言い方

をすれば，年長者と比べれば小学生は確かに公益性とい
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う視点が弱いものの，状況によっては，社会一般の利益

を考慮した権利判断を行うことができるということでも

ある。金銭の公マイナス課題で開示すべきと判断した４

年生の理由づけをみたところ，「勝手にお金を使ってず

るい」のような利己的視点からの理由づけは１名にしか

認められなかった。したがって，研究３の結果は，状況

によっては公益性に基づく権利判断が児童期半ば頃には

可能であることを示唆しているように思われる。

民主主義社会では，言論の自由や知る権利が保障され

ていなければ権力を監視できないし，プライバシーが保

障されていなければ，各個人は独立した人格を保つこと

が難しく，民主主義の前提にある多様な意見による合意

形成が成立しなくなる。これらの意味において，個人の

自由や権利を保障することはよりよい社会の基礎をつく

る。ひとりひとりの権利を個人にとってのみならず，社

会にとっても価値あるものとしてとらえる成熟した理解

は，どのように形成されるのか。今後更なる検討を行い

たい。
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