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発達心理学研究編集委員会の一年を振り返って

氏家達夫
(発達心理学研究編集委員会委員長）

はじめに

日本発達心理学会は，今年で設立20周年を迎えます。

それに合わせて，本号に，「日本発達心理学会発足の経

緯とこれからの発達心理学の課題」というテーマで，４

本の特集論文と回想記を掲載いたしました。特集の責任

編集者をお引き受けくださった石黒広昭先生と，特集論

文や回想記をご寄稿くださった東洋先生，浜田寿美男先

生，繁多進先生，柏木恵子先生，岡本夏木先生，斉藤こ

ずゑ先生，田島信元先生，竹下秀子先生に心から感謝い

たします。

発達心理学研究編集委員会（以下，編集委員会としま

す）は，新体制となって１年経過しました。この一年間

に約70本の論文が投稿され，審査されました。論文を

執筆し投稿してくださった会員の皆さんや忙しいなか論

文審査にご協力くださった会員の皆さんに，編集委員会

を代表して心から感謝いたします。併せて，審査状況の

簡単な報告と，少しだけお願いをさせていただきたいと

思います。

審査状況について

この１年間に投稿された論文数は，会員数や学会での

発表数に見合う数とはいいにくいと思います。会員の皆

さんには，一層のご投稿をお願いいたします。

現在，審査結果が出ているものは50本，掲載可とさ

れた論文は15本で，採択率は30％です。以前の審査基

準では，新規投稿の大部分が修正再審査でしたから，今

回の改革で掲載可（採択）となるまでの期間は飛躍的に

短縮されたことになると思います。

掲載不可は，今のままでは基準を満たしていないとい

うだけの判断です。掲載不可とされた35本のうち１２本

は，審査者の評価が割れておりましたし，審査結果が仮

に掲載不可であっても，その多くに論文のインパクトを

認めるコメントがついております。また，書き直すこと

で何回でも投稿できます。仮に掲載不可となっても落胆

せず，書き直してご投稿くださるようお願いいたしま

す。

インパクトとは何かについて

編集委員会は，インパクト中心主義を掲げておりま

す。そして，会員の皆さんには，投稿するときにはイン

パクトをはっきりさせること，論文審査のときには論文

のインパクトを中心に評価すること，論文の欠点よりよ

い点を評価することをお伝えしてきました。しかし，イ

ンパクトの明確な定義をお示ししておりませんし，審査

に用いるチェックリストにもまだ改善の余地が大きいか

もしれません。

インパクトを明確に定義することは，逆に，多様な論

文のよい点を評価して積極的に掲載していこうという今

回の改革の主旨に反するおそれがあります。編集委員会

は，さまざまなインパクトがあってよいと考えていま

す。編集委員会は，投稿一審査サイクルの中で，会員の

皆さんといっしょに，「発達心理学研究」としてのイン

パクトとは何かを吟味していきたいと考えております。

そのために編集委員会は，審査内容を一部公開し，会

員の皆さんにフィードバックすることが必要ではないか

と考えました。その一案として，「編集委員会通信」の

コーナーを設け，そこに新しい審査基準で掲載可とされ

た論文のインパクトの内容を，編集委員会からのコメン

トとして掲載する方向で検討を行っております。

また，統計の誤用例や改善例のような分析や論文を執

筆する上で有益と思われる‘情報も，適宜「編集委員会通

信」のコーナーで紹介していきたいと考えています。

審査期間について

論文の審査期間（投稿から結果が出るまでの期間）の

平均は68.76日（４３日－１１９日）でした。１９巻１号の巻頭

言で，「最速で投稿から１ヵ月強で，編集委員会からの

最初のレスポンスを出すことができるようになります｡」

と書きましたが，最速で４３日でしたので，一応及第点

をいただけるのではないかと思っております。

編集委員会では，６０日を標準的な審査期間と想定して

います。その内訳は，論文受稿から審査者への送付まで

の期間が約２週間，審査期間が４週間，編集委員が審査

結果を出すのに１～２週間，その後の手続きに１週間で

す。

実際には，会員への審査依頼や審査に時間がかかった

り，編集委員会で議論しなければならないこともあった

りします。そのため，実際の審査期間は標準より多く
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なってしまっています。編集委員会は，今後さらに審査

の迅速化に取り組みますが，会員の皆さんの一層のご協

力も必要です。編集委員会から審査を依頼されたときに

はできるだけお引き受けください。そして，審査期間

をお守りくださるよう，かさねてお願いいたします。
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特集号序文

日本発達心理学会発足の経緯とこれからの発達心理学の課題

石黒広昭
(特集号責任編集者）

日本発達心理学会の機関誌として『発達心理学研究』

が創刊されたのは1990年である。学会創設が1989年１２

月，翌年３月に第１回大会が開催され，記念すべき第１

巻第１号は1990年７月の発行となっている。本学会の

節目となる２０周年を記念し，ここに特集論文を掲載す

ることになった。創設期約400人であった会員が現在で

は4,000名を超えるという。会員が増えるということは

関心が多様化し，会員間での関心の分化が進むというこ

とでもある。大会において複数のセッションが同時に進

行するように，学会が大きくなるほど会員間の交流も自

分と関心の近い仲間との閉じられたものとなる可能性が

ある。そんな中で，会員の誰でもが手に取ることがで

き，学会員皆の関心が交差する場が機関誌である。大き

くなり，成人した学会にとって，機関誌の果たす役割は

少なくないだろう。

さて，今回特集を組むにあたって，限られたスペース

の中ではあるが，本学会の誕生に至る経緯をふりかえ

り，同時に20歳となる本学会の未来に向けた課題を展

望したいと考えた。まず，本学会の初代理事長である東

洋氏を中心に，柏木恵子氏，繁多進氏，田島信元氏に，

本学会発足前後のことを書いて頂いている。回想記を読

むと，どのような思いと努力の中で本学会が誕生するこ

とになったのか，そのいきさつを知ることができる。興

味深いのは日本発達心理学会が国際行動発達学会の日本

開催をきっかけとして設立されていることである。この

ことは本学会が世界との交流の中で生まれたことを意味

する。いうまでもなく学問に国境はない。日本の発達心

理学会が世界の発達心理学とどのように繋がっていくの

か，それは発足当初からの課題としてあったのだ。

回想記に続き，４名の方に論文を寄稿して頂いた。そ

れらはこれまで掲載されてきた投稿論文とはやや趣を異

にする。発達を研究する者としての社会的な意義や責

任，発達心理学の課題が問われている。岡本夏木氏は言

語，そしてその意味を論じることを通して，発達と教育

を語る。「ことばの力」が叫ばれるだけで，その「こと

ば」がそもそもどのようなものであるのかということに

ついて確かな議論を行おうとしない現状を憂い，ことば

の発達を研究する上での理論軸を提起している。日本の

発達心理学研究者として著名な同氏が今なお，研究の動

機として正当な「怒り」と冷徹な「論理」を携えて研究を

進められている姿には後に続く者として学ぶことが多

い。浜田寿美男氏は学会員ではない。学会の外にも発達

心理学を共に考える仲間がいることは心強い。浜田氏は

科学の制度化が進むことに伴う問題点を指摘している。

学会化，資格化など多様な形で人間の心理に関わる実践

組織において制度化が進むことで何が起こるのか，その

点検の必要性を説く。人の発達を科学的に捉え，また同

時にそれを支援することを希求する学として，発達心理

学の基本概念を丁寧に議論していく必要がありそうだ。

竹下秀子氏は比較行動発達学の立場から発達研究の課題

を整理している。人と同じ霊長類に属すチンパンジーな

どと比べ，人が胎児期から既に特異な行動傾向を持つこ

とを指摘する。その行動の意味を一つ一つ読み解くこと

で発達心理学研究が取り組むべき課題を整理している。

人の乳児に特徴的な「あおむけ」が母親以外の他者との

かかわりを開き，さらに自らの手と手を合わせることを

可能にさせているという。生物的，心理的，社会的側面

をともに視野にいれた統合的枠組が人間研究において必

要であることが示されている。発達研究のロマンがそこ

にはある。斉藤こずゑ論文はこれまでの研究報告のあり

方を「言語偏重」とし，映像メディアの位置づけ直しを

求めている。今では多くの研究者が観察においてビデオ

機器を使用する。しかし，その映像は通常著者以外に見

ることはない。斉藤氏は調査されたことと報告されるこ

との間の乗離を問う。そもそも何が研究報告として読者

に提供されるべきなのだろうか。発達心理学研究にふさ

わしい報告のあり方を問うことは，実は発達心理学とは

何なのか，さらにはそもそも研究とは何なのかを問うこ

とでもある。

限られた時間の中での急な要請にもかかわらず，寄稿

していただいた執筆者の方々には心より感謝したい。今

回特集を組むことで，多様な声を持つ人々が交わる場と

しての学会誌の役割を改めて考えることができた。本号

では学会創設20周年を記念した特集がなされたが，学

会を多様な声が交差する場と位置付ける時，特集を企画

することには特別な意味があることにも気づかされた。

日本発達心理学会はまだ二十歳。若い学会である。新し

い方向性を模索しているはずだ。初代理事長の東洋氏は
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第１号の「発刊にあたって」の中で，当時の発達心理学

のキーワードを「生涯性，科学性，そして学際性」と書

かれている。本特集を読んでみると,それから２０年経っ

た今，さらに「実践性」ということばが付け加えられる

べき状況になったようだ。人間の多様な社会的実践に関

わる発達心理学には，「発達」ということばの持つ意味

の危うさを直視した批判的な思考が必要となるだろう。

今後，国境や関心の領域による立ち位置を越えて，多く

の人が出会い，議論し，創発する場となることを本誌に

期待したい。
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回想記

日本発達心理学会創立期の背景，精神，活動

東洋柏木恵子繁多進
(東京大学名誉教授）（東京女子大学名誉教授）（白百合女子大学）

田島 信元
(白百合女子大学）

はじめに

発達心理学会が創立２０周年というので，あらためて

早いものだと思いながら往時を振り返る。創立時に理事

長に推していただいたので，学会創立前後のことを書く

ようにという依頼をいただいたからである。

だがその２０年の間に３回職場を移った挙句一昨年３

回目の定年にかかったのを機に退役生活に入ったので，

資料等へのアクセスも乏しく，きちんとした歴史を書く

のは困難である。それは学会の仕事として，組織的に準

備をしてかからなければならないことだろう。だがこの

学会は，勢力争いや政治的な思惑は全くなく，ついでに

資金のあてもなく，発達心理学の研究交流のフォーラム

をという若手，中堅の研究者たちの熱意がひとつの流れ

を作って動き出し，及び腰だった私も，このような力を

生かすのが学問全体のためでもあると考えて，重い腰を

上げて参画したのだった。

ある時の準備会合で，学会費をどれくらいにするかと

いう話がおこった時，誰ともなく，若い研究者のために

なるべく安く設定し，あとはわれわれが会費に任意の寄

付をあわせて納めてまかなうことにしようと言い出し，

それが皆の賛成を得たのを，感動をもって記憶してい

る。実際その後数年，学会の経費のかなりの部分をこの

寄付によってきた。

こういう，学会ができるまでの道のり，空気，熱気に

関しては思い出も多く，それを経験した者が伝えなけれ

ば消えてしまう。それで，難しいことは言わずに，その

中で苦労した何人かの関係者に回想記を書いていただい

ておくことは必要なのではないかと考えた。

もっともそうなると，多くの人々が力を尽くしてきた

ことなので書いていただきたい人も多く，紙数が許さな

いことにもなりそうである。それで取りあえず，学会設

立を推進した研究者たちが結集するきっかけとなった

ISSBD（国際行動発達学会）東京大会の実務を束ねた柏

木恵子，そこに結集した仲間の連帯を大会終了後にも維

持して準備活動を続け，学会結成に持っていった人々を

代表しての田島信元，学会創立のわずか３月後に盛大な

大会を主催して，学会の勢いを盛んにした繁多進の三氏

に書いていただくことにした。開設以来，学会事務局も

移り，関係者の研究室も移り，短期間で資料に当たるこ

ともむずかしかったので，「正史」を編むのは今後の学会

の事業に残し，当時の熱意や雰囲気を中心に伝えるため，

それぞれの回想をお願いした次第である。私自身はそれ

よりも前，太平洋戦争直後のあたりから，ＩＳＳＢＤに至

るまでを簡単に回想して前座をつとめることにしたい。

（東洋）

終戦からｌＳＳＢＤまで

私が大学の心理学科に入学したのは1945年の春，空

襲が織烈をきわめた頃だったが，４月一杯は講義や演習

もおこなわれた。発達心理学という講義はなかったと思

うが，児童心理学と青年心理学は，それぞれ教員免許に

必要だというので，枠はあった。同期に，後に幼児教

育，発達障害児教育に献身することになる津守真氏がお

られ，その枠が実際に埋められていないのを残念がって

いたものである。８月１５日の敗戦をはさんで，１０月に

は研究室活動や講義が，細々とながら再開した。

当時日本の心理学の学会は「心理学会」一本だった。

1941年(昭和１６年）に戦時政府の方針で，日本心理学会

が応用心理学会，関西応用心理学会，精神技術協会を統

合してひとつの学会になったものである。といっても学

会活動はほとんど休止状態で，東大の心理学研究室の一

隅にデスクひとつに書棚ひとつといったかたちで存在し

ていた。図書その他若干の資産の管理の業務があったの

だろう。したがって，学会というものの存在を私たちが

意識したのは，その書棚にあった心理学研究誌のバック

ナンバーによってだった。

戦後１年たった1946年には，心理学会の総会が開か

れ，日本心理学会の名称が復活し，組織再編が行われ，

日本の心理学を代表する学会として戦後の混乱の中で心

理学の伝統をまとめ，また国際的な場でのプレゼンスを

回復するのに重要なはたらきをした。日本心理学会は，

心理学の全領域を代表する建前だったが，心理学の研究

を行う大学や研究所がきわめて少数だった時代の空気を

反映して，実験心理学を主とするアカデミック心理学が

大きな比重を占めていた。戦後の初めての大会は参加者

がどれくらいだったか，とにかく全員集まって記念写真
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をとったと記憶しているのでせいぜい200人ぐらいだっ

たのではないかと思う。

ところが1950年頃から，会員が急激に増してきてい

る。これは，戦後の社会情勢の中で心理学が注目され始

めたことにもよるが，それ以上に，学制が改革され，新

制大学制度に移行したことによるところが大きかった。

それまでは，日本の高等教育機関は，大学と専門学校と

に大きく２分され，大学が「学の調奥をきわめる」とい

う学問探求の場として位置づけられていたのに対し，専

門学校は専門的な教育を主な仕事とする学校という位置

づけだった。それが，新制大学制度が1948年に発足し，

専門学校が殆ど大学となり，数年の間に大学の数は旧学

制時代の10倍を超えることとなった。

心理学，特に発達心理学に影響が大きかったのは，師

範学校が新制国立大学に移行したことである。文部省は

各府県に少なくともひとつの国立大学を設置することと

し，各都道府県に置かれていた公立師範学校はそれぞれ

の地域の新制大学の中核を形作った。旧制度において小

中学校の教員免許のためには児童心理学や青年心理学の

履修が求められていたので，師範学校には発達心理学関

係の教官が配置されており，国立大学への移行に伴って

これを中核に心理学，教育心理学の学科がもうけられ

た。大学の心理学系の学科が一挙に急増することにな

り，これが研究者の増加，そして学会員の急増につな

がったのである。

変化は会員の数だけではなく，会員の中で発達，教

育，カウンセリングなどの専門領域の比重が増すことに

なった。したがってまた，これらの領域からの機関誌で

の発表希望がふえた。日本心理学会もこの情勢に対応す

るようにさまざまな試みをしたが，財政的な限界もあっ

て，教育，社会，発達，臨床などの領域の研究者たちの

要求を満たしきれなかった。

それで1950年前後のこれらの領域の研究発表は，か

なり市販雑誌によらなければならなかった。発達心理学

関係のものは，一般向けのかたちにして教育や保健関係

の雑誌に時々のったが，私が関係して記憶しているの

は，1949年に創刊した「児童心理と精神衛生（牧書店)」

という雑誌である。後に東京大学の教育学部の教授とな

る三木安正氏（当時国立教育研究所）が，発達障害児教

育運動の一環としてその学問的基礎を整えるべくはじめ

たもので，内容は広く，特に発達や学習に関してはかな

りアカデミックな内容のものも掲載した。大学卒業した

ての私はその創刊当時の編集の手伝いをしながら，日本

心理学会のみでは満たしきれない発表要求の強さを感じ

た。

そのような要求を背景に講和成立の1955年前後から，

日本心理学会の外側に，社会心理や臨床心理などの単科

学会，また各地方を代表する地域学会などができはじめ

たのであった。発達心理学の関係では，1958年に発達，

臨床，検査などを中心とした日本教育心理学会が発足し

た。ちょっと奇妙なことだが，この学会は，その機関紙

の教育心理学研究を学会設立の３年前の1955年から発

刊し始め，日本心理学会に第２機関紙として引き受けて

もらうという可能性を視野に置いて，当面あえて学会を

名乗らなかったのである。そして３年後，日心の第２機

関誌はどうしても困難だということになって，日本教育

心理学会の設立となり，教育心理学研究をその機関誌と

して引き継いだ。

教育心理学をどう規定するかは当時国内でも国外でも

さまざまな立場があった。ひとつの極は「心理学の成果

の学校教育等への応用」とするもので，それを右端とす

れば，スペクトラムの左端は「文化環境の中での発達全

般に関する心理学」とする立場だったといえよう。日本

教育心理学会は特に立場をきめなかったが，その設立に

実際に動いた人々の認識は，スペクトラムのかなり左端

寄りだったように思う。そして学会の設立に参画した

人々の中にも発達心理学研究者が多く，教育心理学会が

発達心理学研究者の主たる所属学会とみなされていたと

いっても過言ではなかった。

だが，それから後，心理学全般における発達的接近が

非常に活発になり，研究内容においても研究者数におい

ても，教育とセットにした枠の中には入りきらなくなっ

てきた。単科学会の数も多くなっている状況の中で，発

達心理学専門の学会が欲しい，という声が随所に聞かれ

るようになってきた。その要望がまとまった力になる

切っ掛けは，国際行動発達学会（ISSBD）の大会の日本

での開催だったと思う。

私は1981年から２年にわたってスタンフオードの行動

科学高等研究センターのフェローとして仕事をしたが，

その時，友人だったHaroldStevensonの紹介でISSBD

の会長のPaulBaltesが訪ねてきたのが接触のはじまり

だった。Baltesの，年齢横割りにせず生涯発達を考えた

いという立場や，アメリカに偏らないようにヨーロッパ

各国はよく代表されているが，アジアその他の諸国を

もっと仲間にしたいなどという熱弁で常任理事会への参

加を説得された。後で考えると，BaltesとStevensonは

まず日本のＩＳＳＢＤへの加盟に道をつけ，それを手がか

りとしてISSBDの脱欧米化をはかるという戦略をあら

かじめ立てていたのかもしれない。

当時ＩＳＳＢＤの大会は３年置きに開かれたが，ちょう

ど1981年がその年に当たり，ミュンヘンで開催される

というので，出かけて見た。その時の常任理事会の席上

で早速，Baltesに６年後の大会を日本で開く可能性を打

診された。私は1972年の国際心理学会東京大会の経験

から，国際学会の開催のプラス面は充分認識していた

し，特に発達心理学の研究には異なる文化圏を通じての
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研究が必要と信じていたが，同時に国際学会主催の大変

さも身にしみていたので，返答を保留した。この祷跨の

大きな理由は，日本に招請の責任を負うことができる団

体がないことだった。寄付の免税について大蔵省(当時）

の認可を取り付けるにしても，これではうまく行かな

い。まず日本教育心理学会に相談したが，協力は惜しま

ないが招請の主体とはなれないという反応だった。日本

心理学会も動かないので，一時は断念を考えた。けれど

も日本の発達心理学の分野で注目に値する研究が続々生

まれるようになっていたこと，文化と発達についての関

心も育ち，国際共同研究の必要も痛感されてきたことな

どのため，日本の発達心理学の国際交流の活発化をうな

がすこの機会をみすみす逃すのも残念に思われた。

ちょうどその頃，財団法人の発達科学研究教育セン

ター（ＣＯDER）が設立され，そのひとつの事業として，

完全に裏方にまわって手伝うとの申し出があった。そこ

で，そこの協力のもと日本心理学会，日本教育心理学会

ほかがまとまっての「コンソルシアム」が招請主体とい

う形で大蔵省にも承認してもらい，何とかめどがつき，

ようやく大会主催を引き受けることにした。

ただ，急ごしらえのコンソルシアムだから，あまり実

体はない。実際に責任を持つ組織委員会は別に必要であ

る。幸いにして当時の中堅・若手の発達心理学研究者に

よびかけたところ，私が予期しなかったほど熱心に，専

門領域，地域，大学の壁をこえて，もちろん完全に手弁

当で，協力して組織に当たってくれた。その熱心な努力

は感動的で，予想をはるかに超えた充実した国際学会が

おこなわれた。そしてＩＳＳＢＤ大会後もこの結束を続け

ようという声が自然発生的に起こり，この人たちの主導

で日本発達心理学会が設立されるのだが，この経緯につ

いては次の各節に，実務にかかわった諸氏に述べていた

だく。

（東洋）

ＩＳＳＢＤ東京大会開催の前後

ＩＳＳＢＤ（InternationalSocietyforStudyofBehavioral

Development）の第９回大会が日本で開催されたのは，

1987年７月であった。ＩＳＳＢＤは1960年，ヨーロッパと

アメリカの発達研究者によって設立されて以来，３年毎

の大会はヨーロッパとアメリカでほぼ交代で開催されて

きた。それを日本で開催する事になったのである。これ

は，同学会にとってもヨーロッパ／アメリカ以外の地域

での初の大会であったが，日本にとってはＩＳＳＢＤに日

本人会員は極めて少数の状況だったので晴天の毒露と

いってもいいことであった。学会開催地は,その国の発

達関連の学会と開催大学から理事会に提案されて決まる

のが常であるが，日本開催は日本からの提案ではなかつ

たのである。それは1982年，東洋氏がＩＳＳＢＤの常任理

事になられ，理事会で日本での開催を懇望されたことに

始まる。当初，東先生はこの提案・依頼を固辞された。

日本には大会開催を引き受け主催する学会もない，

ＩＳＳＢＤ会員もごく少数という状況，それに1972年国際

心理学会の日本開催を事務局長として運営の責を負われ

た経験から，主催する体制が作れるかを懸念されてのこ

とであった。東常任理事からの辞退にもかかわらず，理

事会の懇望は強く，結局，主催国からの提案という通常

の形ではなく，理事会の要望／依頼によるという異例の

形で日本での開催が決まったのであった。

それからが大変であった。主催学会となる発達の専門

学会はない中で，まず大会運営の組織作りから始まっ

た。運営の責任を分担したのは，プログラム（詫摩武

俊：東京都立大学（以下いずれも当時)，梅本尭夫：京

都大学)，出版（藤永保：お茶の水女子大学)，会場（依

田明：横浜国立大学，宮本美沙子：日本女子大学)，特

別行事＆アジア関係（漬治世：同志社大学，祐宗省三：

広島大学）財務（松田工：発達科学研究教育センター)，

総務／事務局長（柏木恵子：東京女子大学，古津頼雄：

神戸大学)，組織委員長は東洋（東京大学）であった。い

ずれも多忙な公務の中，煩雑な職務に献身的に働いた。

担当職務以外に，大会運営資金を得るためにそれぞれの

知己の会社や官庁の役員／幹部などを訪問して寄付金集

めにも奔走した。寄付依頼先を斡旋してもらう為，経団

連に何度も足を運んだのも'懐かしい思い出である。短期

間にそれぞれの業務を果たす上で，若手の研究者を始

め，それぞれが在籍する大学の大学院生や事務局の力も

拝借した。また，東京近在の大学の心理学専攻の大学院

生や助手の方々には，上記職務の補助を始め当日の運営

に至るまで，文字通りのボランテイアとして，会期中朝

から晩まで働いて頂いたことは忘れられないことであ

る。

このようにＩＳＳＢＤの大会運営を担って下さった若手

の発達研究者の方々が，今日の発達心理学会の母体と

なった「発達研究懇話会」を発足させた。田島信元（東

京外国語大学)，氏家達夫（福島大学)，鈴木乙史（聖心

女子大学)，清水弘司（埼玉大学)，青柳肇（早稲田大

学）の諸氏であった。

東京大会に先立って，フランス，ツールでの第８回大

会に東，藤永，梅本，柏木，松田の諸氏が参加し，大会

運営の様子を見聞した。大会期間の一夕，第９回東京大

会への参加を呼びかける会，JapanNightを開いた。素敵

な庭園を借りてのパーティであったが，苦心して集めた

おまんじゆう，せんべい，ちくわ，お寿司などなど日本

の味や東京大会関連の資料はあっという間になくなる盛

況で，日本への強い関心を感じたことであった。

その後，大会の実質的準備として日本側（東，詫摩，
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柏木が参加）とＩＳＳＢＤのプログラム委員会との合同会

議がサンフランシスコ大学で開催された。日本語に堪能

な同大学のCatherineLewisの協力を得て，既に沢山集

まっていた提案シンポジウムの選択，特別講演者の選定

を中心に，特別プログラムや理事会の日程などが二日間

の会議で決定された。この会議後，会場の選定，シンポ

ジウム参加者への通知と細部の連絡，特別講演者への依

頼，開会レセプション，日本の研究紹介の特別プログラ

ムの決定・依頼，プログラム（表紙に国宝；高山寺の鳥

獣戯画を国立博物館の使用許可を得て使用）作成と続々

と進められ，1987年７月１２日，京王プラザホテルで大

会初日を迎えた。この間の事務は，メールもファックス

もない時代，今日では想像できないような手作業と郵便

局通いの日々であった。運営に関係した方々はこの準備

に要した約２～３年間，研究は一切できず，講義は同僚

の好意で交代して頂くなどして，時間と心身エネルギー

を全て投入した日々であった。

大会には中国を含む世界各地から３２ケ国の研究者が

参加，通常のアカデミック・プログラムー各種シンポ

ジウムの他，Flavell,Stemberg,Spelke,Bryant,Ｗｅｍｅ喝

Rthermanなど鐸々たる研究者の特別講演，日本の研究

紹介の講演（小林登：国立子ども病院，糸魚川直佑：大

阪大学，箕浦康子：岡山大学)，次回開催国フィンラン

ドの研究紹介など，盛り沢山の４日間であった。日本の

研究者は各種のシンポジウムに多数参加したが，特筆す

べきは若手研究者のポスターセッションへの参加であっ

た。それぞれ工夫を凝らしたポスターを作成して掲示

し，外国の研究者一Flavell,Baltes,Bronfenbrenne喝Lip‐

sittなどの方々と懸命に質疑応答している様子が写真に

残っている。ポスター発表はこの大会が日本で初のこと

であったが，その後，日本の学会に個人発表形式として

すっかり定着した。

この会期中に，ＩＳＳＢＤの会長がPaulBaltes（マックス

プランク研究所）からHaroldStevenson（ミシガン大学）

に交代し，次期１０回大会はフィンランド／ユバスキュ

ラ大学での開催が予告された。

さて，このＩＳＳＢＤ東京大会開催はその後の日本の発

達研究にとって大変意義深いものとなり，さまざまな遺

産が残された。まず，その後のISSBD大会に日本から

の参加が爆発的に増えたことで，殆どの大会で日本は開

催国に次ぐ参加者数となっている。またISSBDの運営

にも，東常任理事の後，柏木恵子，小嶋秀夫氏が理事な

どを勤め，他方，大会の特別講演者として小嶋秀夫，東

洋，波多野誼余夫などの諸氏が招待されている。さら

に，東京大会以降，外国の発達研究者から共同研究や研

究集団への参加，発達関連の本の編著などの申し入れ

(BronfenbrenneIBaltes,Stevenson,Hessなど）が増えた

ことも特記すべきであろう。東京大会を契機に，日本の

発達研究の評価，研究者への注目が確実になったといえ

る。今日の発達心理学会の盛況をみると，ＩＳＳＢＤ東京

大会はその源流だと思われる。この大会を契機に「発達

研究懇話会」が生まれ，それが日本発達心理学会となっ

たのであるから……。

最後に，ＩＳＳＢＤ開催から発達研究懇話会，発達心理

学会設立への歩みに，少なからぬ経済的バックアップと

煩墳で膨大な事務を担って下さった発達科学研究教育セ

ンター(CODER)，東，柏木の両研究室の私設助手の方々

(築島多喜子，唐濯真弓，大野裕美，山口佐知子）の献

身的な働きがあったことを特記しておきたいと思う。

（柏木恵子）

日本発達心理学会設立前夜と学会創設期初期

第９回ＩＳＳＢＤ東京大会が終わった1987年の夏以降，

大会準備を含め，そこに集った日本の発達心理学徒は，

隣接諸領域の研究者とともに，世界の発達研究者とその

研究動向に間近に触れて興奮さめやらいなか，一致団結

して大会を乗り切ったという感動も含め，このまま終

わっていいのか，という気持ちが渦巻いていた。中核の

発達心理学徒は，それまで日本教育心理学会に所属して

活動する人が多かったのであるが，ここにきて「発達科

学」という発想を感じ取った研究者も多く，是非，発達

研究の専門学会を持ちたい，という気持ちが強くなって

いたのである。その気持ちは東洋大会委員長，柏木恵子

事務局長もよく理解されており，「あなた達がやるなら

応援するよ」と言ってくださったのも手伝って，われわ

れ，当時の中堅・若手研究者が燃えてしまった。早速，

東，藤永，柏木氏らとともに「発達研究懇話会」という

団体を組織して，発達研究の新しい発想をものにすべ

く，経常的な研究交流の場を持つとともに，新しい学会

を設立する準備を始めたのである。

「発達研究懇話会」は単なる研究会ではなかった。発

達心理学研究を発達科学という新しい潮流のもとにどう

組織していけばよいのか，そのためにはどんな学会を構

成していくべきか，といった組織論まで活発に討議さ

れ，国内の発達心理学研究・教育の拠点（研究室）の紹

介や海外の心理学会のあり方などを学んだことは記憶に

新しい。これらの成果は年２回発行の「発達研究懇話会

ニューズレター」にまとめられ，川島書店よりご好意を

いただいて発刊されたのである。

活動そのものは予算がほとんどなかったので，会員の

手弁当であったが，会場などはＩＳＳＢＤ開催のときにご

協力をいただいた公文教育研究会の(財)発達科学研究教

育センターの支援を受けての開催であった。また，東洋

氏の所属先であった白百合女子大学のご支援も忘れるこ

とが出来ない。それは会場提供だけでなく，ＩＳＳＢＤ事
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務局の流れで，柏木恵子氏の主導のもとに，先に述べた

大野，唐津，山口氏らが白百合女子大学を拠点に事務関

係を担当してくださった。

また，同大学の繁多進氏の協力も大きかった。彼が主

催していた「乳幼児発達研究会」は関東地区の諸大学に

所属する若手・中堅の発達心理学徒を結集した（現在も

続く，２８年もの歴史ある）研究会であるが，そこのメン

バーに対し繁多氏は新学会立ち上げの礎になろうと激を

飛ばしていただいたのである。筆者も古参会員であった

関係で白百合女子大学に通い，中堅の研究会仲間（青柳

肇氏，矢津圭介氏：立正大学，西野泰広氏：文京女子大

学ら）とともに大いに討議し，気炎を上げたことを憶え

ている。この仲間は学会創立後も，新しい仲間（南徹弘

氏：大阪大学，川上清文氏：聖心女子大学，根ヶ山光一

氏：早稲田大学ら）を加えて発展し，臨床心理士指定校

制度に反対する運動を組織して，心理学ワールド協議会

(現，日本心理学諸学会連合の前身）を設置するきっか

けになるなど，情熱あふれる実行部隊であった。

「発達研究懇話会」はこうして学会が発足する1989年

１２月までの約２年半続き，日本発達心理学会発足とと

もに発展的解消となったのであるが，その成果は，学会

の草創期の活動の背景，精神を構成し，発足後の初代東

洋理事長時代に地固めの基礎となったのである。その中

には，当時としては他の学会には見られない改革的な制

度や運用方式が含まれ，現在に累々とつながっているも

のが多くある。もちろん２０年の間に変容，消滅したも

のもあるのは事実であるが，“初心に帰る”という側面も

意義あることなので，今後の学会の改革のあり方を考え

る上で参考になると思われ，いくつかについて列記して

みたい。

（１）“新学会は中堅，若手の研究者を大事に育成してい

く"，という発想が初めからあった。委員会活動も

そうであるが，執行部（理事会，常任理事会）につ

いても，当時，他学会では比較的高齢の研究者が中

核を担っていたのであるが，新学会は，東，藤永，

柏木，古淫頼雄氏（群馬大学)，小嶋秀夫氏（名古屋

大学)，宮本美沙子氏（日本女子大学)，依田明氏

（横浜国立大学）など少数の熟達研究者を除き，こ

れらの方々の強いお奨めもあり，中堅，若手研究者

で運営していこうという発想が強く，実際，そのよ

うな体制が作られた。

(2)そのため，学会の会費もできるだけ中堅，若手の研

究者に負担のないように，安く設定すると決まっ

た。足らない予算のために，「発達研究懇話会」時

代からのボランティア基金制度に則り随時寄付が集

められたし，学会費納入時には，既定のものに加え

寄付金を募るということが毎年の'恒例となった。こ

れも自分たちが手作りで理想の学会を構築してい

く，といった意気込みの所産であった。東京で開催

される常任理事会に地方からご出席くださる方への

出張旅費支払いにも事欠く状況が続いたが，小嶋秀

夫氏のように寄付と称して自弁で名古屋から通われ

ていたのには恐縮の気持ちで一杯であった。旅費く

らいは出せるように会員を増やそうと頑張り，実現

したのは４－５年後だったかと思う。

（３）“新学会は入会資格を問わない"，という画期的な制

度を取り入れた。これにより，発達心理学者だけで

なく発達科学に連なる隣接諸領域の研究者，また，

研究者だけでなく実践者や学生，極端に言うと保護

者，高校生でも設立趣旨に賛同する方々は一様に会

員になれて，研究情報や意見を交換できる学会にし

た。学際性を強く打ち出したのである。

(4)“学会運営はできるだけ多くの方々の意見を総合し，

ボトムアップ的にやっていく，'，ということで，常

任理事会には理事の参加，一般会員の傍聴も認め

た。その一環として，各種委員会の委員長は常任理

事が担うのではなく，一般会員の中から推薦で選ば

れ，常任理事会の定席メンバーとなった。こんなわ

けで，常任理事会は他学会に比べるといつも大勢の

人数で行われたし，審議事項も常任理事だけで採決

することはなく，出席会員の合意に至るまで話し合

われて決せられた。

(5)学会運営の最大の特徴は，他学会のように年に一度

の年次大会参加や，年数冊の大会機関誌上の研究交

流というのではなく，日常的，経常的に研究交流を

行うということを打ち出し，そうした仕掛けをつく

る中核組織として，他学会にはそれまで皆無であっ

た「経常的研究交流委員会」が創設された。ここで

は，「発達研究懇話会」時代の討議のもとにさまざ

まな企画が練られ，安定した活動になってくると，

同委員会から独立し，新たな専門委員会として機能

させる，という活動が行われた。

（６）「経常的研究交流委員会」の目玉の一つは，現在も

続いているテーマ別の経常的研究交流を支援する

「分科会」制度と，地元の仲間との経常的研究交流

を活性化するための「地区懇話会」制度である。「地

区懇話会」は会員の多い地域では「分科会」的にな

り，少ないところでは運営上の問題がありでなかな

か進展が得られなかったが，「分科会」は盛衰のプ

ロセスを経ながら，発展している状況である。経常

的研究交流であるだけに，役割が終えれば廃れる

し，新しいテーマが出てくれば勃興するのであろ

う。必ずしも「分科会」に登録しなくても，刺激を

受けさまざまな分科会的研究交流は経常的に発展し

てきたと考えている。
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(7)目玉の二つ目は，年次大会時における研究交流の工

夫であろう。一つは当時としては初の「ラウンド

テーブル」という討論形式を，主流の「シンポジウ

ム」とは別枠で作ったこと。二つ目には，やはり当

時主流の口頭発表を全て「ポスタ一（パネル）発表」

にしたこと。三つ目は「講習会」の設定である。こ

れらは，経常的研究交流の本質として，双方向性を

重視する対話を通した交流を行う場を設けること

と，発達研究の発想法や研究実践上の方法論につい

ての討論と継承・伝達を行う場の設定であった。ま

た，国際化に向けての英語論文の書き方などの講習

会も盛んに行われたことは記憶に新しい。

(8)目玉の三つ目はインターネット交流である。これも，

経常的研究交流上のメディアとして日常的に情報交

流を行いたいということで，「発達研究懇話会」時

代の紙媒体（ニューズレター）に加え，電子メール

媒体の双方向的な交流が開始されたものである。こ

れも当時の学会としては画期的なシステムであっ

た。不慣れな方々の悲鳴も多かったことが懐かしく

思い出される。このような経常的研究交流促進の精

神には，“学会組織というものは熟達した研究者が

牛耳る一種の権威機構である”という発想の打破に

向けた精神が根底に流れていたことは事実であろ

う。

(9)新学会の活動の柱の一つに，“国際交流の活性化"が

強く挙げられていた。これは新学会創設のきっかけ

の一つがＩＳＳＢＤ東京大会開催であったことから自

然発生的に出てきたものであるが，東理事長からの

発案により，まず若手研究者を対象に「国際ワーク

ショップ」の計画を早々に実現した。当初は１週間

の期間で，基本的には合宿形式で行うという画期的

な形式で，第一回は３人の講師を欧米からお呼びし

た。参加者の戸惑いを含む熱気には素晴らしいもの

があった。筆者も当時比較文化研究の共同研究者で

あったクラーク大学のJ・VWertch氏と密な連絡を

とり，直接同大学に訪れての打ち合わせをしたこと

を思い出す。そこでは，何しろお金がなかったの

で，精神を訴え，安い講師料に納得してもらうこと

も重要事項であった。結局，安い航空運賃と滞在費

に，精力のいる講師料としてはほとんどボランティ

アといってよいほどの講師料で喜んで来て下さり，

恐縮したことを憶えている。さらにこれには（財）

発達科学研究教育センターの支援を受けての開催で

もあった。このご協力は資金面だけでなく，運営面

での力強い支援をいただき，この企画が現在にまで

継続されてきた基盤ができたのである。学会と民間

の協力体制の大事さを肝に銘じた次第であった。こ

うした企画から，新学会の会員を中心に，東京大会

以降のＩＳＳＢＤ総会や他の国際学会に参加する若手

研究者が激増，継続していったと確信している。

(10)新学会が気にした点のひとつに，研究・実践上の活

動における倫理的発想の重要性であった。随分と検

討を重ね，古淫頼雄氏を中心に都筑学氏（中央大

学)，斉藤こずゑ氏（国畢院大畢）らが日本初の学会

倫理規定をまとめて出版してくださったことは画期

的なことであった。これは現在でも日本心理学会を

始めとするいろいろな学会で参考にされ，規定作成

に貢献しているものである。

(11)学会活動の中心の一つは何と言っても，経常的研究

交流の結果出てくる研究論文の発表の場である学会

機関誌の存在であろう。懇話会時代からこの点につ

いての議論には多くの時間をかけた。特にその編集

方針について語り合われた。論文の一定の水準は維

持していく必要があるが，一定の水準とは何か，し

ばしば発想の転換を求めるような革新的な研究論文

は排除されがちではないか，しかしその革新的な発

想の妥当性はどう担保すればよいのか，などの議論

がなされた。その結果，①投稿者とレフリーの間で

継続的な討論を重ねていくことが必須②そのた

め，できるだけ不採択はださない③最終的に折り

合いがつかない場合はレフリー側が折れて掲載し，

読者の判断に委ねることとする，といった権力関係

を可能な限り排除する手続きを確認したのである。

執筆要項，審査手続きをまとめて下さった岩立志津

夫氏（日本女子大学）の労は大であった。これは当

時としては革新的な発想であったのだが，現実には

審査期間の長期化とレフリー群の大方を占める主張

性の強い中堅研究者と投稿者の間の権力関係が増大

する方向に向かってしまい，現在も試行錯誤の改革

が行われている状況である。

(12)新学会の主張はまとめてみると「国際化」「学際化」

「基礎科学・発達科学としての発達概念」「生涯発達」

「実践的研究との統合」などの主張であった。これ

らを高らかにアピールする手段の一つとして，学会

発足を期しての『発達心理学ハンドブック』の刊行

が企画された。これは東洋，繁多進氏と田島信元が

企画編集を担い，編集委員１６名のもと総勢124名

がわずか２年間で執筆，1992年６月に全1,433頁も

の大著の発刊に至った。出版を引き受けて下さった

福村書店，編集担当の安藤典明氏のご苦労は如何ば

かりかと推察されたが，その後，同種のハンドブッ

クを性格心理学など他分野でも発刊されたところを

みると，ビジネスになったと思われ，現在に至るま

で廃刊にもならず長く使われ続けられたのである。

ある意味，それほどの出来映えであったと自負する

ところでもある。さすがに１８年もたって改訂の必
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(13)最後に，

要がでてきたが，かなりの部分は今だ通用するほ

ど，当時としては新しい情報や思潮がふんだんに盛

り込まれていたのである。

最後に，どうしても述べておきたいことがある。日

本発達心理学会が発足した後，数年を経ずして「日

本性格心理学会（現，日本パーソナリティ学会)」と

｢日本感情心理学会」が発足した。これには「発達研

究懇話会」活動，日本発達心理学会発足に参加され

たかなりの数の中堅研究者が貢献されたところであ

る。このような傾向はその他の領域でも見られ，特

に心理学と隣接領域の研究者間での，あるいは実践

者との共同活動を目指すための多くの学会が新設さ

れたのである。まさに，発達心理学会もそうした潮

流の中で発足したとも言えよう。心理科学の発展の

一つの方向‘性の現れであるとし，歓迎されるべきも

のであった。しかし一方，心理学は発達心理学を始

めとして，実践科学化してくるに従い，社会への貢

献と責任を負わなければならないという方向性が現

出してきたのも事実である。このような対社会的活

動のために，また，細分化された学会活動の不便さ

の解消のためにも，心理学ワールド統一への希求が

心理学諸学会間に出てきたと言ってもよい。発達心

理学会でも発足直後からその意識が高く，当時，

｢日本心理学諸学会連絡会」という組織があり，そ

こに代表を送り込んで積極的に論議を重ねてきた。

これは後に「心理学ワールド協議会」そして「日本

心理学諸学会連合（日心連)」と拡大変容していくの

であるが，その変化の一翼を担ったのがわが発達心

理学会である。この心理科学界の細分化と統合化

は，若手・中堅の研究者のためにも，そして，研究

者と実践者の真の共同化のためにも，矛盾なく調整

していかなければならない問題として，発足当時か

ら吟味されてきたことを強調しておきたい。

（田島信元）

日本発達心理学会第１回大会の思い出

日本発達心理学会第１回大会は1990年３月２８日・２９

日の２日間にわたって白百合女子大学のキャンパスで開

催された。この３月開催は現在まで続く発達心理学会の

伝統となっている。第１回大会は初代理事長である東洋

氏のもとでということで白百合開催が決まり，東氏が準

備委員長，私が事務局長という形でスタートしたが，学

会を直接担当した当時の発達心理学研究室はまだ児童文

化学科のｌ部門で，専攻にもなっていなかった。そのた

め心理のスタッフも少なく，私たち以外には林洋一，宮

下孝広の両氏しかいなかったので，学内の心理学の教員

である富田隆，山内宏太朗の両氏にも全面的な協力をお

願いして準備委員会を構成した。

発達心理学専攻の大学院修士課程が発足したのがその

年の４月であったので，準備期間から学会当日まで院生

は一人もいないという状況での学会運営であったが，認

可を待って大学院に進学したいという学生が６名ほどい

て，その学生たちを当時の研究助手であった唐津真弓氏

が束ねて大車輪の活躍であった。事実上の事務局長は唐

津氏だったといってよいほどであった。この学生たちか

らは「私たちをこれだけ働かせておいて，いざとなった

ら私たちを落とすようなことはないでしょうね」と，半

ば脅迫ぎみに詰め寄られたので，仕事をしてもらった後

には受験のための特別講習をするということで折り合い

をつけた次第であった。もちろん，試験問題を漏洩する

というようなことは一切なく，もともと有能な学生たち

であったので，全員無事合格して私たちも胸をなでおろ

したことを憶えている。学会当日は多くの学部学生たち

にも手伝ってもらい，なんとかしのいだのだが，プログ

ラムはコピー機を使っての手作りというように，まさに

手作りの学会であった。

学会のプログラムは「特別講演｣１，「シンポジウム｣２，

｢ミニワークショップ｣３，「ラウンドテーブル｣20,「パネ

ル発表｣１４４，という構成であった。「特別講演」「シンポ

ジウム」「ミニワークショップ」は主催校が設定したもの

であったが，「ラウンドテーブル」は各会員の申し込み

によるもので，「パネル発表」は現在の「ポスター発表」

である。

「ラウンドテーブル」は現在も続いているが，その当

時としては画期的な企画で，これは主催校が考えたこと

ではなく，日本発達心理学会・経常的研究交流委員会に

よる発案であった。当時の経常的研究交流委員会の資料

には「このラウンドテーブルは参加者が自由なテーマ，

自由な形式で，まさに円卓を囲むように集まって研究交

流をする場であり，従来のシンポジウムにありがちな提

案者とフロアーの区別をできるだけなくすこと，さら

に，年１回限りの場ではなく，経常的研究交流のきっか

け，ないし，交流の成果の発信の場として考えられたも

の」と記されている。並々ならぬ意欲が伝わってくる次

第である。このような理念が今日にもつながっていれば

幸いである。

「特別講演」は藤永保氏が「事例研究からみた発達心理

学の諸問題」というテーマで講演し，「シンポジウム」は

糸魚川直祐氏・根ヶ山光一氏企画の「赤ちゃん研究にお

ける系統発生的研究」と柏木恵子氏企画の「発達心理学

における国際比較研究の意味｣，「ミニワークショップ」

は森永良子氏企画の「ＬＤ診断の意義｣，山内宏太朗氏企

画の「学会活動におけるコンピューターの利用につい

て｣，西野泰広氏企画の「発達研究と生理的指標」という

テーマで行われた。２０年前の関心事を垣間見ることが
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できよう。

「パネル発表」も当時，日心では口頭発表とポスター

発表の２本立てにしていたものの，教心などでは口頭発

表だけの時代だったので，個人発表をパネル発表一本に

絞ったのは当時としては斬新なアイデアだったと思われ

る。とにかく，学会の場を徹底した議論の場にしていこ

うという思いがあったと思う。領域別には，「知的発達」

39,「社会的発達｣３５，「人格・情動｣２０，「親子関係｣１６，

｢発達障害・臨床｣１２，「発達理論・方法論｣６，「生理｣１，

｢その他｣15,という内訳であった。

残念ながら第１回大会の正式な参加者数を記録した資

料がみつからないが，たしか350名ぐらいだったと記憶

している。会員数が600名に達したかどうかという状況

だったと思うので，とにかく参加者も発表の件数も予想

をはるかに越えるものであったという記憶は鮮明に残っ

ている。懇親会への出席者も非常に多く，料理もお酒も

途中でなくなり，冷や汗をかいた記憶も昨日のことのよ

うに思い出す。発達心理学の研究者が発達心理学プロ

パーの学会をこれほどまでに切望していたということを

うかがわせる熱気に満ちた，希望に満ちた第１回大会

だったと思う次第である。

（繁多進）

おわりに：今後の学会活動への期待

日本発達心理学会は1989年１２月に設立総会が行われ，

1990年３月には第１回年次大会が開かれた。以来20年，

本年（2009年）３月には第２０回年次大会が開催される。

設立時の会員数は400名を少し超える程度，それが現在

は約１０倍の4,000名を超えるまでに至った。

改めて設立当時を回顧すると，本稿に名前を挙げきれ

なかった多くの人々を含め，強い希望と大きな努力が結

集して出来た学会だったと感慨を禁じえない。そして，

現在50近くある心理学の学会のうち，規模においても

活動においても５指に入るものであることは，まことに

心強く，今後の一層の発展への期待をつなぐ。

ただ，学会のこれからの道程は，決してこれまでの安

易な延長線ではありえない。発展にともなって，責任が

複雑になって来る。学会の使命は二つある。ひとつは研

究者の団体として，相互刺激と研究発表の場であること

で，もうひとつは職能団体として，その分野を国民，政

府，他分野および海外に対して代表することである。日

本発達心理学会は研究者の研究交流活動のなかから，研

究者の団体として生まれ育った。しかし現在のように大

きくなり，信用も増してくると，職能団体としての責任

の比重が重くなる。たとえば資格の認定ひとつをとって

も，資格取得者がふさわしい人材であることを保障でき

るような養成や認定の方法を講じる社会的責任が生じる

一方，資格取得者に対して彼らが活動できるような場や

機会を拓く責任を負うことになる。そうなると他学会と

の調整，行政との折衝，広報活動などが必要となり，学

会自体がひとつの運動体としての面をそなえる必要が生

じる。

他の心理学の学会との関係もなおざりにはできない。

心理学の対象領域は，小分けにし難い事象領域なのであ

る。たとえば発達研究の対象領域は心理学の全体にわた

る。小分け原理の学会組織だと，会員の多数は，他の学

会にも入り，二重，三重，さらにしばしば多重学会籍を

もつことになる。若い研究者には会費負担も大きい。こ

れは一例だが，学会間で，運営や組織面での協力調整も

必要になろう。

人の組織の間の壁は，時が経つにつれて硬く高くなる

ものである。幸い心理学の学会連合ができているので，

今のうちに各分野の独立性，専門性を生かしながら心理

学の総合性をも育て，対外的な窓口にもなる組織が出来

ないものかと思う。日本発達心理学会は，前述のように

設立当初から心理学ワールド統一への働きかけも行って

きた。「臨床発達心理士」資格認定制度を世に送り出し

た際にも，将来，心理学ワールド統一資格に合流する旨

の意思が規定に明記されているほどである。今後，心理

学ワールド統一への道筋を見据えた学会活動を心より期

待する次第である。

（東洋・田島信元）
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言語使用の発達と教育：意味の成層化とストーリー化

岡本夏木
(京都教育大学名誉教授）

発達研究における基礎学と臨床学問に，発達理論と教育方法間の元離とギャップを埋めてゆく一つの

作業として「言語使用空間の発達モデル」を提案する。それは三つの軸として，意味の成層化による用語

的レベル対含意的レベル，理解の様式としての因果的説明対ナラティヴ的解釈，使用領域としての世界

知識の形成対自己形成よりなる。それらをもとに，教育方法革新の手がかりとしてのインプリケーショ

ンをのべる。

【キー・ワード】言語使用，意味，成層化，含意，因果性，ナラティヴ，ストーリー化

目的

「意味」はもともとどこに所在し，その働きは何に起

因するのか。その哲学的論議の困難は今あえて問わぬこ

とにする。また，言語中枢をめぐる究明も古くから行わ

れてきたし，最近の脳科学の発展はその発生機構の解明

に期待をつないでいるが，これにもふれないことにす

る。それらについての筆者の知見もきわめて乏しい。

この小論では，主として子どもの言語行動，さらには

言語的行為一speechact説より広義に－についてのき

わめて現象的な記述から出発し，子どもたちが言語をど

ういう形で用い，自己の遭遇する世界を捉え，自己の経

験を意味づけ，さらにはまた可能的想像的世界を獲得

し，「自己」を形成していくのかについて，一つの記述

モデル，もしくはその発達の構図を提出してみたい。

こうした構造についての提案は，従来斬新な形でなさ

れて来ていないように思われる。それは，発達心理学に

おける基礎学と臨床学の間に放置されたままに来た

ギャップ，言語発達の原理と言語教育の方法論との間の

混沌，もしくはこれらの間の飛離から来ており，それら

をつなぎなおす方向への基礎作業が発達心理学の今に課

せられている筈である。たとえば，あとでもふれるが新

しい指導要領で各教科における言語の役割を重視すると

いうが，各教科におけることばの果たすべき性質につい

て何らふれられていない。いたる所で，「ことばの力」

ということが結論的に強調されるだけに終わっていて，

本質的論議に到らないままなのが，現場の教師と研究者

が提携して発表される教育心理学的現状である。

発達心理学研究での基礎と臨床，発達と教育の間の飛

離や混沌に対処する出発点として小論は，「意味」の問

題の再検討とストーリー化の役割をその中心に据え，特

にそこで，言語の使用がどういう形でその機能を最大限

に発揮できるか，その方向の模索の手がかりとして，筆

者の目下考えている構図を提示して，多くの批判や教示

を仰ぎたい。

言語の使い方の発達は，記号論もしくは言語学的に

は，「語用論（pragmatics)」とよばれる領域に属するが，

しかしその領域にとどまらず，上に述べたように，基礎

学と臨床学，発達と教育の両者を基本的に橋渡しする基

礎作業への出発としての提案であり，それは語用論的仕

事に限らず，より広く「プラグマティズム」的方法上の

一環として考えておきたい。

小論では，上のような目的から，主として「意味の成

層化」「因果的理解とナラティヴ(ストーリー化)的理解」

｢言語使用の発達空間」を中心に問題の所在を明らかに

してゆきたい。

記号論的意味と存在論的意味

発達心理学は，その成立の歴史的背景にもよって心理

学の中では，比較的，基礎学と臨床学の相互交渉は多い

方といえる。それは進化論，弁証法，教育論，医学，障

害児育成等，「変化」ということを中心主題とする諸領

域からの影響を強くうけて成立してきたからである。し

かし，研究・実践内容の分化と増加は，両者の分離，相

互飛離を強めてきていることは見逃せない。研究室と現

場の相互乗入れによる協力は，発達臨床領域を生み出し

てきていることはたしかだが，なおかつ両者の間にある

原理的，方法論的根本的ズレには言及されないままでい

ることも見逃せない。

特に「意味」についての扱い方の違いの問題である。

さまざまな例外はあるとしても，大きく分けると基礎学

的研究で扱われている意味と，臨床的実践の場で問われ

ている意味の質が大きく異なっていることである。先に

岡本・山上（2004）は，基礎研究で扱っている意味は，

主として「語義的意味（semantics)」（狭義の）であり，

そこでは，そのラングでの言語的記号体系での整合性が

中心として問われている。一応，これを「記号論的意味」
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とよんでおいた。

これに対して，臨床の場で問われるのは，そのケース

の個別性にもとづく当事者の「行為者」「存在者」として

もつ意味であり，それは本人が社会に対してもつあり方

や価値の文脈の中で意味づけられるものである。これを

前者の「記号論的意味」に対して，「存在（行為）論的意

味」とよんだ。

この一見きわめて対照的な意味のつながりを不問にし

たままの両領域の相互乗入れは，一見派手に見えても，

根本的な弱点を内蔵したままに終始するのではないか。

ここでこれら二つの意味の性質についてこれ以上に深

入りする意図はないが，これら両者をつなぐ手がかりの

先がけとして，次にあげる意味の成層化，特にそこでの

｢含意的層」の役割，そしてナラティヴ的ストーリー化

への注目が今後の両領域の実質的橋渡し作業の一環と

なっていくことを期待しておく。

コミュニケーション状況での言語使用の型

筆者が提案したい中心課題に入ることにする。言語使

用の発達と教育指導の実践的方法の間の関係の再構築を

目指すモデルの構成である。

先に岡本（1985）はコミュニケーション状況にみられ

る言語使用の二つのタイプの相異に注目することの必要

をのべ，それを「一次的ことば」と「二次的ことば」と名

づけた。前者は相手と話し手一聞き手の役割を交換しな

がら，互いによく知り合う人との一対一的対話の中での

｢やりとり」として，ことばを用いる場合であり，そこ

でのテーマは具体的状況全体の文脈を支えとして成立す

る場合である。これに対し後者では，話し手と聞き手の

位置が固定し，個人が不特定多数の匿名的他者に対し

て，言語的文脈のみにたよって意思を伝達してゆく時の

使い方である。発達的には乳幼児期に先ず一次的ことば

が熟成されるが，学童期に入るとともに，その上に二次

的ことばが成層的に重なり発達してくる。当然後者は学

校，特に授業の中のことば使用や，書きことばの習得の

中心になる機能として不可欠となってくることを強調し

てきた。

この試みは，小論ですでにくり返してきた言語使用の

発達と教育をつなぐ基礎作業を，コミュニケーション状

況の中でとりあげてきた先例である。この主張はこれま

での発達・教育研究の中でもある程度評価されてきた。

たとえば矢野・落合（1991)，内田（1999)，浜田（2004）

による場合である。

思考の領域としての意味と推理

同じ方向へ向けての視座において，本小論文では，言

語使用の発達を主として思考（さらには認知）の関係に

焦点をあてながら新しい構成モデルを論じてみたい。伝

統的には，思考領域は，「概念（知識）と意味」「推測（推

理）と判断(理解)」の二つの領域に分けて考えられてき

た。ここでの主張はそれに拘束されるものではないが，

以下のテーマを伝統的領域と関係づけるなら，「概念と

意味」の発達を「意味の成層化」として，「推理と判断」

の発達を「因果性とナラティヴ的ストーリー化」の形で

考えることになる。なお，「思考」や「認知」の中には無

言語的（もしくは前言語的思考）の問題も重要な位置を

占めるが，小論ではくり返しのべるように，主として言

語使用が思考（認知）の中でどう働き形成され発達して

いくかが，そしてその教育方法が課題となってくる。

意味の成層化モデル

はじめに「(言語的）意味の成層化」の問題である。先

ず筆者の考えるモデルをFigurelに示してみる。それは

辞義的（字義的）意味を中間にして，上に用語的（定義

的)意味，下に「象徴的（含意的）意味」の三層からなる。

象徴的(含意的）の層は図に示す通り，①主としてエピ

ソード的自己経験にもとづくものと，②その言語体系の

文化的背景を利用したメタファー的拡張・生成によるも

のが二重になっている。このモデルには｢共時性」と「通

時性」を同時に含ませる。これについては，後でふれる。

我々や子ども（少なくとも学童期からの）はこれらの

三つの層にわたって，その時の状況や目的に応じて，そ

のどこかのレベルにおいて言語を用いている。たとえ

ば，「生きる」という語を，生物学的レベルで生きてい

る基準に照らして用いる場合もあれば，常識的なレベル

で使う場合もあるし，恩師のことばが今も胸の中で「生

きている」と象徴的なレベルで表現することもある。「重

さ」についても物理学レベルでも，一般字義的レベルで

も，また「存在の重さ」という，その含意を生かしたレ

ベルでも使われる。

子どもの場合，まだそれぞれの層での意味や知識が未

獲得な場合の語が多く，その使用も狭い範囲に限られる

的

とロソ（喬明白

的
戸、ｊ帝孔隅

Figurel意味の励冒化
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ことが多いのはもちろんである。

三つの層の特徴を，用語的意味と象徴的意味を対照さ

せながら今少しふれてみる。Figurelの横にも付記した

ように用語的意味づけは，その意味が言語的に定義さ

れ，できるだけ明示的に客観化されることが求められ

る。その点では個人的把握を超えて（またラング同士間

での一義的対訳可能性をも目指して）用いられることが

眼目となる。これに対して象徴的含意的意味層では，む

しろ暗黙裡に個人が言語外にもつ主観性や解釈性，生成

性が大きい役割を果たす。なお，「象徴的」「含意的」と

よぶ理由については，小論ではくわしくのべるいとまは

ないが，若干ふれておく。一般に言語記号は，象徴的記

号と，有縁性対恋意性，個人性対規約性，加えて，能

記・所記間双方向性対一方向性によって区別され，辞義

的，用語的層ではその言語記号性を中心にした指示‘性が

中心になるのに対して，象徴的層では，語同士が象徴記

号的関係に置き直され，その語のもつ含意性同士の有縁

性にもとづく象徴的関係に置き戻されて個人的に新たな

意味生成へと向かってゆく。メタファー的使用はその典

型で，そこでは二つの語が相互に能記・所記として働

き，意味づけ，意味し合う関係が重要となる（もちろん，

諺や寓話のように文化的に設定され維持されているもの

の使用も含まれるが)。また「含意」という時，一応「コ

ノテーション（connotation)」という語においてとらえて

おく。「コノテーション」という時も，「デノテーション」

との対意で，論理学，言語学，記号論，意味論等でその

定義は少しずつ異なるが，ここでは上にのべてきたよう

な広義の背景として働き，表面に直接出ることのない広

い意味内容をさしておく。

三つの層の成り立ちをくわしく論ずる余裕はないが，

発達研究として重要なため以下のようにだけふれてお

く。乳幼児は自己の世界との接触による具体的生活経験

を通して，エピソディックに多様な行動のシステム（身

体性，意欲，情動，認知を一体化した）を作り出し，それ

を獲得した語で代表させることを習得してゆく。Figure

lの①の部分が辞義的意味の背景として内化されてゆく

過程である。児童期に入り，親の教育意図や，さらに制

度的に学校教育が適用されてくると，そうした日常生活

的もしくは常識的概念の上に立つ言語を，それが科学的

学問的用語や社会一般で用語化されている語の意味に即

して，語を使用する方向へと力が加わってゆく。他方，

先にのべたように，②にあたる言語記号を象徴的記号と

して再構成しなおしてゆくことによって含意の再拡張し

てゆく技能も発達してくる。かくして辞義的意味をより

所としながら，意味の成層体が拡大深化してゆき，それ

ぞれのレベルでの言語使用の能力の発達がなされてゆ

く。それを記述的に構図したのが，Figurelのモデルで

ある。

なお，若干補足すると，最近の多く提唱される認知心

理学のモデルのどれもが，バッファーとして，「音声処

理」と「意味処理」の装置を前提とするが，そこで「意

味」とよばれているものが，我々のモデル中のどの層を

指すのか，あいまいである。従来の言語の含意性を直

接扱った基礎研究は少ない。その中でOsgood,Suci,＆

'I1annenbaum（1957）の意味測定は注目される。学習理

論，計測法，臨床ケースの適用を含め，改めて評価し直

すべきである。一般に「含意」の層は自己想起や連想に

おいて，その一端を顕在化させることがある。今一つ

は，近時自閉症（特に高機能自閉症）児の含意的言語使

用の困難が指摘されるが，これは上述したように含意性

の中核をなす象徴性の形成は乳児期からの自己と他者の

二重化，虚実の二重化を必須条件として形成され，それ

が不十分な自閉症児にとっては後の含意的言語使用の困

難をきたすものと考えられる。

意味の成層化と教育の問題

ここで，この成層体と言語使用の問題についての現代

の教育的な動向についての指摘が小論の一つの課題とな

る。大まかな要約的言い方になるが，学校教育への参入

は，この成層体の上半部，つまり用語的意味獲得へのレ

ベルに向けての強化がその中心的役割の度を急激に増し

てくる。これは，教育の役割として，Vygotsky（1934)の

有名な，生活的概念から科学的概念への形成論に発して

いるが，その過程の重視，強化は時代とともにますます

進められてきている。語義にしても，それがより正しい

国語体系中の客観的規準に合致するようにその使い方が

求められてゆくし，各教科での語の使用は，その教科が

基盤としている諸科学や学問体系での用語（述語）と一

致する方向への指導が前提とされている。「重量」とは，

｢生物」とは，「密度」とは，「縄文時代」とは，「中東」と

は等々，テストで正答とされる意味を考えれば明らかで

ある。加えて，情報化社会への進展はこれにますます拍

車をかけ，マスメディアで伝えられる日々の政治や社会

等の用語的知識は，日々の生活にも不可欠となってくる

(｢アメリカ合衆国新大統領がオバマ」「税制改革」「ガザ

地区」「幼児運賃」や，コンピュータゲームでのマニュア

ル用語等まで)。

このモデルの上半部を強化する教育的，社会的バイア

スに対して，下半分つまり象徴的含意形成に働く要因に

ついての究明はほとんど進んでいない。特に教育的に

は，前者の形成についての指導方法が具体的に検討しや

すいのに対して，先にのべてきた象徴的含意の性格にも

よって，それへの啓培方法はいたって困難のままに来

た。授業では，「文学鑑賞」言語的作品制作等がこれら

にあたる領域であろうが，その具体的指導法は容易では

ない。「俳句」はきわめて少数の語のもつ含意を最大限
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に利用して，そこにメタホリックな表現世界を実現する

貴重な例であろうが，今の所，それは個人のもつ感受性

や創造性に帰せられ，その指導法はさまざまに提案され

ても，用語的意味指導に比しては，はるかに捉え所がむ

つかしい。

しかし，ここでの含意的意味(内蔵されたエピソディッ

クな経験も含めて）は，始めにふれた自己と世界の存在

的意味づけや想像的可能態を享受してゆく上で，次にの

べるナラティヴ的理解とも相まって不可欠な重要性をも

つ。

教育的観点からまとめるとしたら，先ず第一に二つの

用語的，象徴的意味のレベルへの方向を認めること（現

在では，両者は全く混沌としたままで，現場の教師と研

究者が共同した多くの教育心理学的研究会に出ても，た

だ｢読解力」の名のもとに，科学的文章の理解も俳句鑑

賞も一つにつめこまれ，やたらに「メタ認知」や「こと

ばの力」の名だけが反復強調される場合が多く，まさし

く言語使用のメタ‘性を見失った討論に出あうことが多く

感ずるのは偏見にすぎるだろうか。両者の性質をまず対

照してみたが，第二に象徴的言語使用による含意の拡

張・形成方法を具体化する取り組みの試みが今こそ強く

要求される。

言語記号としての明示性，定義性能力を充分にしつ

つ，他方では言語のもつ象徴‘性を最大限に使用し，より

自由な含意の世界を可能にしてゆく試みが，言語使用の

拡大・深化を支えてゆく成素である。

因果的説明とナラティヴ的理解

小論の第二のテーマであるナラティヴ的（ストーリー

的）言語使用に移る。ナラティヴの心理学的研究は今日

の流行的現象とよべなくないし，多くの著書や訳書も

出，特に生涯発達研究と結びつき，日常生活での事件の

記述や，「自伝的記憶」の担い手としてのナラティヴの

報告も増し続けている。

ただしここでは，それらからの要約的抽出からナラ

ティヴ研究を論ずるのでなく，先から挙げて来た言語使

用の発達と教育からそれに焦点をあててみる。そのため

には，後でふれるように，Bruner（1990,1996,2002）に

よるストーリー化説の有効な指摘を与えてくれる。

先ず我々の考えを述べる。ナラティヴを思考（認識）

の中の推理領域と関係づけるのは，推理はもともと複数

の事象間を関係づけ，その事象の意味を理解する働きで

ある。ナラティヴ（ストーリー化）はその中の一つの大

きい様式である。それは「因果的理解｣，つまり二つの

事象を原因と結果の関係でとらえる様式，因果的説明と

ならび，それと対照的な形で理解する様式といえる（心

理学における「因果性とは何か」の論議はほとんど現代

まで無視されて来ているが，これについては稿を改めて

論じたい)。

我々としては，ナラティヴを一応次のように定義して

みる。「ある事象（または事象同士）を，一つのストー

リーの中に位置づけることによって意味づけ，それに

よってまたストーリー自体の意味をさらに高めていく言

語的営み」とし，そこではそのストーリーを語り手が，

他者に対して「語る」という側面が特に重視される。自

己の経験を人に語るためには，それを一つのストーリー

として作りあげる必要がある。たとえば，今日保育所で

経験した事象を，帰宅して母親に語るためには，何時何

処で，誰君と何をしていて，どんなことが起こったか，

それについて自分は，また誰君は後でどう考えたか，

等々のストーリーとして報告する（もちろん対話の中

で）ことにより理解してもらうことが必要となる。また

自分の行動や他者の行動のもつ意味を，行為としてとら

えるには，その行動をどういうストーリーの文脈におい

て解釈するか（たとえば友だちが自分に送ってきたメー

ルの中の攻撃的文言の背景をどう解釈するか）は，その

子のもつストーリー化能力の柔軟性による。

結論を先取りするような形になるが，子ども（おとな

も含めて）が，自己の生活経験を意味づけ，対人関係に

どう対処し，その関係を調整し，さらには他人の人とな

りや自己自身を理解してゆくのに必要なのは，科学的因

果性や，論理操作にたよる推理によるのではなく（もち

ろんそれもさまざまな形で子どもの現実の行動の理解に

は介入してくるが)，ナラティヴ的様式が中核的な働き

を演ずることになる。しかし，ナラティヴ的解釈が因果

的説明や論理的推理と混清したまま取り扱われ，その教

育方法か，ナラティヴの基本的性格が自覚的に取りあげ

られるのは，Brunerまでまたねばならなかった。

ナラティヴ的構造の発生と初期形態についてが，発達

研究としては先ず興味あるテーマとなるが，それはきわ

めて早期から予想される。言語獲得以前の乳児の遊びの

構成や，言語使用困難な障害児の箱庭療法等での展開に

は，明らかに一つのストーリー的構造がうかがえるのは

珍しくない。また幼児で，たとえば｢魚，川，海」の三

語を使って文を作る知能テストの「魚は川や海にいる

(動物です)」を模範的正答（カテゴリー的思考）とする

項目で，「川の魚が（大きくなって）海へ泳いで行った」

式の解答（ストーリー的）が多かったり，「バス，飛行

機，電車，タクシー」中で一つだけ異なるものは電車と

した４歳児は，その理由を「夏休みに，バス，飛行機，

タクシーに乗ってオバーチャンの所に行ったから」と，

自分の興味にあった景観のストーリー化の中にとりこん

で意味づけている。また日常生活のしつけの中での親や

保育所の先生から「なぜ，こんなことをしたの？」と問

いただされ，それに自分の行動を一つのストーリー化し

て，たとえば，親に「相手が自分のスコップをだまって
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使ったから，相手を叩いた」とか「それは自分がしたの

ではなく，弟がしたのだ」というような釈明をすること

が求められる，つまりアカウンタビリティは日常の社会

的生活の中で，ずいぶん早期から求められる。これは科

学的因果説明として答えられるのではなく，まさしくナ

ラティヴ的言語使用の問題である。

ナラティヴ的言語化の中心的性質

ここでBruner（2002）が強調する点を参考に筆者の関

心も加えて，特にナラティヴ教育の基礎につながると思

われる五つの点を選んで簡単にふれてみる。

①ナラティヴ的ストーリー化の必要が生成するのは，

日常生活に慣習化され，また一般的な規範化されている

行動が，なんらかの形で「破綻」した状況においてであ

る。慣習や規格から予想される通りに事が進行する状況

では，ストーリー化はほとんど意識されない。日頃親し

い間柄である筈の友だちから中傷とうけとられる行動を

うけたとか，先生からテストの成績で叱られると思って

いたのに，ほめられたとかいう場合，この予測の破綻を

どう意味づけ直すのか。「それは親友が，あのことで自

分にやきもちをやいているのだ」とか，「いや誰かにそ

そのかされているのだ」とか，また「自分も自分で思っ

ているよりは力がついてきているのだ｣，いや「先生が

できのわるい自分をはげまそうとしているやさしさだ」

ととるのか，というように，その事件をどのストーリー

の文脈で解釈し，意味づけし直そうとするかの問題であ

る。ストーリー化は現実での意味の破綻に対処し，それ

を以前の規範の中に新たな形で位置づけし直すための，

認知的危機の緩和，さらには新しい意味の生成法だとい

う。このことは，ナラティヴが自己の拡張・深化をうな

がす機能であり，その能力や技能の教育の重要性を示唆

している。なお，慣習や標準化された予想の破綻に対す

る敏感'性は，乳児期からもいたって早く「慣化一脱‘慣化

現象」はその典型であり，幼児でも，その意図的行動は

常に何らかの予想を前提としており，その予想がいろい

ろの原因で外れることは多く，それだけストーリー化を

必要とする場面は珍しくない。

②因果的理解や論理的操作では原因→結果，前提→

結論が，定方向的推理規制によっていとなまれるが，ナ

ラティヴの場合は，事象とそれを含むストーリーの部分

全体関係が，相互に「解釈学的循環」を経て意味づけら

れてゆく。よくできたストーリー程，その循環により意

味がより高度化される。

③ナラティヴ化では｢二重の景観（duallandscape)」の

重要性が指摘される。たとえば，自己ナラティヴの典型

として自己理解の方法として最近取りあげられることが

多くなった自伝的記憶では，二つの自己が登場する。つ

まり，特定の自己のエピソディー的経験をめぐって，そ

れを現に経験している時（たとえば４歳時）の自分と，

それを今想起した現在（たとえば小学６年生）の自分で

あり，４歳時の自分がその時見ていた景観と，それを６

年生の自分が今から見る時に見えている景観，たとえば

先生が自分を強く叱ったとき，当時の４歳の自分が感じ

取っていた周囲の状況と，今６年生になって思い出し，

後から当時の保育所の全体的雰囲気や先生の性格や立場

を知った（つまり６年生になってみる）景観であり，前

者を後者の中に位置づけて当時の事件の意味を再構成し

てゆく場合，この二つの景観を統合してゆく力が，自伝

的記憶の中で不可欠な役割を演じてくる。また記憶によ

る場合でなくとも，現に起こった事象を自分がそれを複

数の景観の中においてみて複数のストーリーを構成し，

そのいずれが，現実の解釈において妥当な意味づけをも

つかを探ってゆく態度が注目される。さらには自己の内

だけでなく，一つの起こった特定事象をめぐって，立場

を異にする自己と他者が，それぞれ異なる景観の中に位

置づけるストーリー同士を相互に折衝させながら，より

有効な意味づけに迫ってゆく能力方法を養うことは教育

的に注目すべき課題になる。

④上記③とも関連してくるが，ナラティヴ的推測の特

徴として，それは科学的因果関係や論理的命題操作のよ

うに，それが正しく適用されたら唯一の正しい原因や帰

結，解答に到るというものではない。これと対照的にナ

ラティヴ的理解では，そういうことはありえない。そこ

ではらまれる危険は，すべての事象を，常に自己が窓意

的主観的に設定した固定の特定ストーリーの中におくこ

とのみによって理解しえたとする態度である。これは心

理学や特に臨床的解釈場面でも少なくない。この危険を

常に意識しておく必要があり，事象の解釈には常に選択

可能オルタナティヴな複数のストーリーを設定し，その

中から，どれがいちばん現実的問題の解釈にとって，い

ちばん有効で誰しもが納得可能に近いストーリーを探り

あててゆくかを，自分の中で，また他者との相互的折衝

の中で探りあててゆく努力を必須とし，その態度のもと

は，幼児や子どもの教育場面から常に留意すべき課題で

ある。

⑤ストーリーの作成は，現実の人間の社会生活の中で

さまざまな形で役割を果たしている。裁判における原告

と被告の間で交わされる法的ストーリーから，カウンセ

リングにおいてクライアント自身の作るそれとカウンセ

ラー側のそれ，先にあげた自伝的記憶による自己理解の

場合，そして想像力による文学的世界の創造等があげら

れる。ここではその最後の文学的作品についてふれてお

くが，想像的世界への接触はすでに，幼児期から「絵本」

や「お話」に始まり，子どもは自分の生活経験を語る現

実のナラティヴとともに，架空の可能的世界をも存在し

うることを知り，それへの興味をもつのらせてゆく。そ
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して学校ではさまざまの文学作品に接したり，自らの作

文等を通して現実を超えた可能性を言語の力を使用して

作り出せることを学んでゆく。そこでまた重要なのは，

そうした作品が自分自身という人間理解や，生き方のモ

デルとしての機能をもってくることである。愛読する小

説やドラマの主人公が，自分の生きる信条を形成する手

がかりになったり，同一化の対象となっていくことは珍

しくないし，幼児でも自分の好きな「お話」の世界が，

自分の現実生活に重ね合わせて捉えてくることが多いの

も，その兆しといえる。

以上，人間の理解の様式としての言語使用が一方で

は，因果関係的説明や抽象的命題操作の発達として取り

あげられること（もちろんそこでは科学的知識や法則性

理解，論理の具体的個別性からの離脱，形式的一般化能

力の発達を必要として伴うが)，それと対照的に他方で

は，事象のナラティヴ的解釈（特に対人間における行為

としての意味づけ）の能力が，言語使用の発達を考える

とき無視できないことをのべてきた。これら二つの方向

は，一応対照的だが，さらなる発達のレベルでは両者が

現実の問題解決では相互補足的に助け合って，より高度

の探索にいたることも忘れてはならない。

言語使用空間の発達と教育的示唆

終わりにあたって，上述してきた考えに基づき，現在

のところ描きうる「言語使用能力の発達空間」の構図を

Figure2に示し，教育的インプリケーションを加えてお

きたい。

第一の軸は，意味の成層性でのべた「用語的（定義

的)」意味対「象徴的（含意的)」意味の軸であり，第二の

軸は，「因果的（法則的)」理解対「ナラティヴ的（ストー

リー化的)」理解の軸である。そして第三の軸として，

小論ではこれまでにふれずに来たが，これらの言語の使

用を，何のために，どういう領域形成のために使うかの

問題として，主として「自己形成的（行為・心情的)」領

域で使うか，「世界的（知識的)」世界の形成領域を中心

＝ｎｊＦ弓孔1ｺ

泥翫Ｅ

■

■

Figure2言語使用能力の発達空間

）

に使うかの軸を加えた。それらが先にふれた「一次的」

｢二次的」に使用の機会を増す中で，言語使用の発達は，

大きくはこれら三つの軸よりな空間の拡大・深化という

こととしてとらえることが，教育的現実にとってもその

改革の方向としての有効な手がかりを提示することにな

ろう。

たとえば新たな指導要領での特徴として，各教科にお

ける言語の役割を重視することが言われるが，それぞれ

の言語の性質を不分明のまま，ただ「ここでもことばが

重要，こちらでも重要」とくり返しているに過ぎぬ現状

からは，何ら新しい具体的指導方法も生まれて来ない。

今，Figurelの空間との関係で，たとえば｢理科」で

のことば，「歴史」での，「算数」での，「説明文」や「叙

事文」での，また「俳句」や「文学作品鑑賞」でのことば，

さらには，「対人場面折衝」や，「自己形成」や「道徳性

酒養」に働くことばの位置をこの空間の中に位置づけて

とらえてみれば，少なくとも今よりは一歩進めた生産性

のある指導手がかりを得ることができる筈である。そし

てそれぞれの特徴をおさえた教育そのものが，子どもの

言語使用の能力に還元され，さらなる空間の全体的拡

張・深化を生み出してゆくことにある。なお加えるな

ら，今日子どもに普及しその弊害が問題視されているイ

ンターネットや携帯電話等でのメールのことばの性能

が，言語として何処に問題と弊害の源をもつかの究明に

も進められるだろう。現在では，こうしたメール的こと

ばを，言語そのものの基本的性質にただして批判する試

みは，ほとんどなされていない。

すでに先にもふれたが，これら空間を支える三つの軸

は双極的だが，いずれも一方の極から他方の極に向かう

のではなく，いずれもその両極にむけてその空間を拡大

していくことを示すものである。そして，さらに困難な

現実生活での，また高度の思考や理解の形態において

は，両極の意味や推測様式同士が相互に入り組んで，相

互補足的，強化的に促進しあって，それぞれの両極がよ

り統合的に使用されることが可能になってゆく。それら

がどう実現されてゆくのか，またそれらをどう実現して

ゆくべきなのか，理想的にも，またプラグマティズム的

にも求められる。

なお一言補足すれば，因果的説明とナラティヴ的解釈

は，ここで述べてきた子どもを中心にした言語使用の発

達の問題だけにとどまらず，科学的方法論として，特に

人間発達研究を進めるにあたって，基礎学・臨床学にお

いてどういう役割を，それぞれどういう形で果たしてゆ

くべきか，そうした観点から両方法を研究上の方法とし

てその性質と特徴の長短を比較検討し，その相互強化的

心理学方法の統合の道を進めることが不可欠だが，これ

については所を替えて論じたい。
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特集論文

発達心理学の研究はこの数十年で大きく躍進し，日本発達心理学会の会員数も設立時に比べて約１０倍

に達している。その背後で発達心理学に対する一般の期待が大きくなり，これを職業とする人が増え，

それだけ発達心理学はこの社会のなかで制度化してきた。それは一面において歓迎すべきことであるが，

他方において研究そのものがその制度化の枠に閉じることにもつながる。結果として，発達心理学がと

らえるべき人間の世界が，その既成の理論と方法によって切りそろえられる危険性を抱えている。たと

えば子どもたちの生きる生活世界がその個体としての能力・特性の還元されることで，その能力・特性

の発達は見ても，その能力・特性でもってその子どもがどのような生活世界を生きているかというとこ

ろに目がいかない。臨床発達心理士の資格化なども，この種の個体能力論を超える道を探ることなく，

この枠組のなかで自足してしまえば，人間の個体化の波に飲み込まれて，人と人との本来的な共同性を

そこなうものになりかねない。発達心理学における人間の個体化を乗り越えて，あらたな発達心理学の

パラダイムを模索していくことが，いまこそ求められているのではないか。

【キー・ワード】科学の制度化，個体能力論，生活世界，発達心理学のパラダイム

十年一昔として，日本発達心理学会の設立は，もう二

昔も前のことになる。一昔も二昔もたてば，当然，世の

中も変わるし，学会の動きも変わる。だからこそ，この

間の発達心理学の動向を振り返って，いま私たちがどこ

にいるのかを確認してみたいと考えるのは，しごく当然

のことかもしれない。ただ私自身は，発達心理学の内に

いてその動向を追うような仕事をしてきたものではな

い。学会に属して，内部からその活動を生きてきた人た

ちには，その流れがはっきりした輪郭をもって見えるの

かもしれないが，学会にも属さず，その活動の外に身を

置いてきた私には，少なくともその渦中からの風景は見

えない。そういう位置にいる私が，この学会の20周年

記念号に一筆書かせていただくのには少々抵抗もある。

しかし，外野席から見たとき，発達心理学と現実世界と

のかかわりがどのように見えているのか，その風景を

語ってみるのもまた，グランドでプレイしている人たち

にとって無意味ではないかもしれない。

そういう思いをこめて，本稿では，私自身の発達心理

学とのかかわりも含めて，発達心理学の現在に関して私

なりに気になっていることを２点，率直に書かせていた

だくことにする。

１発達心理学の制度化

制度化ということ

気になる点の一つは，発達心理学会がいま大いに人気

を博していることにかかわる。会員数が設立時の400人

から，いまは4,000人と１０倍にもなっているというのだ

から，大変な躍進ぶりで，学会としては結構なことなの

だろうが，逆説的なことに，一方にはその隆盛のゆえの

危うさがある。それが制度化の問題である。

「制度化」というのは，もともと科学史家の広重（1973）

が「社会のなかの科学」をとらえるための鍵概念として

提示したものである。広重によれば｢科学も社会的に容

認された組織体であり，それを維持する物質的基礎が社

会にそなわっており，それを専門的にになう職業集団が

存在しているという意味で，明らかに一つの制度であ

る｣。広重がここで念頭においているのは自然科学なの

だが，その制度化が進行したのが１９世紀のこと。そし

て佐和（1982）はこの概念を借りて，アメリカ合衆国で

１０万人近くのエコノミストたちが経済学を職業として

生活している現実を取り上げて，「経済学の制度化」が

進んでいることを示した。そして発達心理学について

も，自然科学や経済学ほどではないにせよ，その制度化

の可能性と，同時にその危険性がいくばくかひそんでい

る。私自身，四半世紀も前に，そのことに言及したこと

がある（浜田，1983)。当時に比べればずっと勢いを増

した状況から見て，発達心理学におけるその制度化のレ

ベルは格段に進んでいるものと考えてよい。

科学が制度化するためには，まず学問として「専門化」

して，一般の人々に認められ，「大衆化」されて，世間

から役立つものと期待されていなければならない。発達

心理学はいまやそうした位置を確保していると言ってよ

い。ただし役立つものとして期待されるというとき，具

体的にどのような意味合いでどう役立つのかは単純では
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ない。たとえば発達心理学は，個々の子どもたちのより

よい育ちを願う人々から，その知見や技術が期待されて

いる。じっさい発達検査で知的発達の障害を見つけ出す

ことができれば，就学指導に役立つし，あるいは特別支

援の手立てを考えるうえでも役立つ。多くの人からはそ

う思われている。しかし，これによってそう診断された

当人が別学体制を強いられる現実があるとすれば，その

本人たちにとって，また家族にとって，はたしてこれが

本当の意味で役立つと言えるかどうか。これは簡単に答

えられることでない。

ただ，誰にとってかはともかくとして，多くの人々に

よって役立つと思われているのは現実である。現に発達

診断が一つの知見として，あるいは技術として使われ，

乳幼児の健診体制や就学指導体制のなかに制度として組

み込まれている。となると，良かれ悪しかれ，その知見

を用い，技術を使うこと，あるいはその知見や技術を開

発・蓄積する基礎研究を行うことが，職業として期待さ

れ，そのための人材が養成されていく。現在，発達心理

学会が軸の一つにになって運営している臨床発達心理士

の養成などもその一例と考えてよい。この「職業化」が

科学の制度化には必須の要件である。

さらには科学が専門性を有する職業となるためには，

その専門性を誇りうるだけの確たる知識や研究法が標準

教科書にまとめうるようなかたちで蓄積されていなけれ

ばならない。これは言ってみれば「教科書化」である。

そこにおいては，自然諸科学のように，知識や方法が

｢数量化」されて客観的なかたちで定式化されているこ

とが望ましいということにもなる。発達心理学において

は，自然科学や経済学のような数量化は進んでいない

が，それでも諸能力，諸特性を数値化して表すことの威

力は大きいし，数値化できるだけのマニュアル化が進行

している現実もある。

そうして教科書化が進めば，あらたにこれを学ぼうと

する人たちへの教育は一定のシラバスに基づいて規格化

され，そこから研究者になろうとする人たちがその成果

を発表していく学術論文のかたちも決まってくる。学術

論文を掲載する雑誌はレフェリー制をとって，掲載に値

するかどうかを厳格に審査し，審査を通過した論文の数

が当の研究者の業績の尺度となる。当人が専門の研究職

に就けるかどうかは，これでもって決せられることにな

る。学会は，多くの場合，そうした論文発表，評価のシ

ステムとして機能し，このサイクルに乗らない人々は，

その輪からおのずと排除される。

このようにして世間一般の期待のもとに専門化，職業

化，教科書化，数量化が進んで，これが学会という輪で

閉じる。この種の制度化が，発達心理学においてどこま

で実現しているかは分からないが，少なくとも学会設立

以前よりは設立時のほうが，また学会設立時よりは2０

年後，会員数がこれだけ膨らんだ現在のほうが，その制

度化の水準を高めていることは間違いない。科学が制度

化し，社会システムとして根を下ろすことは，もちろん

当の科学の進歩にとって必要なプロセスであるし，だか

らこそそのことが喜ばれてもいる。しかし一方で，その

背後には危険性もまた，それに比例して増大しているこ

とを見ておかなければならない。

制度化の閉じた輪

科学は問いにはじまる。そしてその問いを解くために

あれこれの方法を編み出し，前提となる事実を明らかに

し，模索を繰り返して，一定の理論に達する。そこでは

あくまで最初の問いが思考を主導する。少なくとも理屈

のうえではそうであるはずである。問いの立てよう次第

で，その後の思考は大きく左右される。

しかし，いま研究者になろうとしている若い人たちに

とって，現実には，研究のスタートとなるはずの問い

が，ほとんど過去の先行研究の延長上を追ったり，既成

の方法を適用できるテーマ探しからはじまる。もっとも

標準的と思われている教科書から既成の理論を学び，既

成の方法論を学び，実際に審査を通った過去の学会誌論

文を読んで，ではこの理論でアプローチできるテーマは

何か，この方法でやれる面白い問題はないか，などと考

えてしまう。つまり解くべき問いが先にあるのではな

く，むしろ理論や方法が先にあって，その後にそれに見

合う問いが求められる。そうして制度の枠のなかで研究

を進め，レフェリー制の学会誌に論文を投稿し，それが

認められて業績となってはじめて，職業への足がかりを

得ることになる。こうした制度化の輪が（あるいは

ひょっとして制度化の農）が，若い研究者の周りにはり

めぐらされている。

もっとも，幸か不幸か，発達心理学においては既成の

理論や方法が，なお一つの教科書にまとめられるほどに

は標準化されていない。それだけに問いはまだしも多様

で，その制度化の輪には，そこから抜け出すことの可能

な穴があって，輪（屋）が閉じ切ってはいない。この制

度化のほころびにこそ，まだしも救いがあると言えば，

皮肉にすぎるだろうか。ただ，それでもその輪の拘束力

は相当のもので，そこから逃れるのは容易ではない。

私自身は，発達心理学を看板に職業を得ながら，その

制度化の枠から距離をとって生きてきた。じっさい発達

心理学を自分の仕事としておきながら，当の学会には属

さないできた。そのことは，一般には理解しがたいこと

かもしれないのだが，私のなかでは一つの必然でもあっ

た。私が大学を卒業したのは1969年，大学闘争のただ

なかのことで，大学とは何か，研究とは何か，学問とは

何かが激しく問われた時代だった。そのなかで既存の学

会においても，学会の意味が問われ，学会粉砕などと叫
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ばれた。直接そうした活動に参加したわけではなかった

のだが，「何のために研究するのか」という素朴な問い

に囚われていた私は，運動の波が去ったあとも，おいそ

れと学会に入るわけにいかなかった。それは，ほとんど

成り行きのようなものでもあり，同時になけなしの意地

でもあったのだが，ともあれ学会という大樹に身を寄せ

て研究者としての位置を確保しようという気持ちにはな

れなかった。

それから２０年たって，発達心理学会の立ち上げに際

して，身近な友人たちから誘われはしたのだが，そこで

も学会からは距離をとることを選んできた。すでに職を

得て，それなりの表現の場もあり，議論の場もあったこ

とで，学会活動にあらためて参加する積極的な理由がな

かったからというのが，正直なところかもしれないのだ

が，それでも一応そうした位置を選んだことに，私なり

の思いがあったことも間違いない。結果として日本心理

学会をはじめとする心理学の主要学会にはあえて入らな

いで，そのうえで心理学の領域での仕事を気ままに続け

てきた。もっとも敵対していたわけではないし，そのつ

もりもなかった。学会のシンポジウムで呼ばれれば出か

けていって議論もするし，記念講演を引き受けたことも

ある。発達心理学会には何やかやで２０回の大会のうち

半分以上は参加してきた。

しかし制度の枠の外にあえて位置を構えたことで，制

度の枠の内部からは，制度上の反発があったことも否定

できない。非会員であるから論文投稿で審査を受ける機

会がないのは当然だが，大学院の設置審査でやむなく審

査を受けたときなど，○号が認められたことがない。秘

密裏の審査であるからどのように判断されたのかは分か

らないのだが，制度的には博士課程の論文指導などには

不適格だというわけである。制度化の外の人間はあくま

でその外にいてもらわなければ困るということなのかも

しれない。制度化の輪はこのようにして閉じるものらし

い。

学会の外野席からグランドでのプレイを見ていて，ま

ず目についてしまうのが，この制度化の風景である。そ

れは学会である以上やむをえないものであると思いつ

つ，その輪を開くすべをつねに用意していかなければ，

やはりそこには本来の意味での科学の根を掘り崩す危険

が伴っていることを見ないわけにはいかない。

｢はじまり」へのこだわり

思考は問いにはじまる。では，どのような問いからは

じめればよいのか。またいまの発達心理学は，大きく見

て，どのような問いに領導されているのか。

私が，いろいろな意味で波乱を含みながら大学院を出

て，業績らしいものと言えばウェルナー＆カプランの

『シンボルの形成』の翻訳しかない状態で，どうにか大

学にもぐりこむことができたのは，いま考えてみれば，

時代のゆえでもあろうが，やはり稀有のことだった。そ

の就職したばかりのころ，「発達心理学のはじまりにつ

いて」という文章を書いたことがある（浜田，1979)。そ

れまでの波乱の余儀を引きずりながら，私は「はじまり」

ということにひどくこだわっていた。

私はその小文をこんなふうにはじめている。「私たち

は，自らの生のはじまりを知らない。気がついたとき

は，もうすでにはじまっている。というより，本来，気

がつくためにはすでにはじまっていることが必要なので

ある｣。そう書いたうえで，この話を発達心理学という

学問自体のはじまりに重ねて，次のように続けている。

「発達心理学自身は，私たちの学的営為のはじまり

以前に，既成のものとして存在している。ここでも

やはり，私たちが気づいたときには，すでにはじ

まっているのである。はじまりの意識を持しつつ，

はじまりを周到に準備することは難しい。私たちは

発達心理学の何たるかを十分知ったうえで，慎重に

出発点を選び，方向を見定め，営みをはじめたわけ

ではない。それゆえ，私たちは，私たち自身のはじ

まりを，私たち以前のもの，あるいは私たち以外の

ものによって規定され，縛られている。ただそのよ

うに縛られていると感じることは少ない。おおくの

ばあい，私たちはこの外のものを自らに体し，それ

そのものの機能的な自律性に身をまかせるのであ

る。私たちの経済活動のなかから生まれ，そこで一

つの自律的機能を獲得した貨幣それ自体のために，

ひとびとが身を粉にして働くのと同じように，私た

ちの生の営みから生まれながらも，そこから自律し

た既成の学問研究それ自身のために，ひとびとは自

らを捧げる。知恵の輪に空しく何時間も熱中できる

ように，知的作業には，なにかわからぬそれ自体の

快楽がつきまとうのである｡」

知的興味に引きずられて研究が自己運動する。大学と

いう制度のもとで展開する学は，制度化を云々する以前

のところで，おのずとそのようになってしまうものらし

い。そうしたありさまに，私はやはり強い異和感を抱い

た。ちょうどピアジェの『知能の誕生』の翻訳を刊行し

たばかりで，当時はピアジェが発達心理学の巨人とし

て，発達研究の中心に位置していた。私自身，翻訳の作

業の過程で，その執勧な理論化に圧倒されながらも，他

方でそこに見えるピアジェの人間観にはついていけない

思いが強かった。ここを出発点にして，これを引き継い

でいく気分にはなれなかった。上の文章は次のように続

いている。

「しかしそれでも，無方向な知的好奇心に身をまか

せ，既成の学にそって歩みはじめてしばらくする

と，私たちは，妙にそぐわない異和感におそわれは
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じめる。それは，おそらく，学という営みが単に迂

遠だからではなく，むしろそれが自らの生への緊張

感を失って，そこから解離してしまうからであろ

う。ここではじめて，私たちは，自分たちのはじま

りに気がかりを覚えはじめ，ときにこの想念が強迫

観念のようにつきまとうことすらある。私たちは

いったい，どこから，どうはじめたのか，そしてい

ま，どこにいるのか，と｡」

生硬な文体で，いかにも大仰に語っていて，いま読む

と気恥ずかしいかぎりだが，この気分だけはいまも変わ

らない。それから３０年をへて還暦をすでに越えたいま

でも，どこからどうはじめればいいのかと考えると，分

からなくなってしまう。

現実が突きつけてくる問題

しかしそうして考え込んでいる私に，外の現実世界か

ら生の問題を突きつけられることになったのが，甲山事

件との出会いだった。それはちょうど上の一文を書いた

ころのことである。

兵庫県西宮市にあった知的障害児の入所施設甲山学園

で，1974年３月，２人の子どもが行方不明になり，その

後学園内の浄化槽で溺死していたのが発見された。警察

はこれを殺人事件と考えて捜査し，当時学園で保育士と

して働いていた女性を逮捕，その後，嫌疑不十分で不起

訴にせざるをえなかったのだが，遺族の訴えで再捜査が

なされ，1978年に再逮捕，起訴となって，裁判がはじ

まった。被告の女'性が疑われた最大の理由は，学園で生

活していた知的障害の子どもたちのなかに，事件の直前

この女性が被害児童を連れて行くところを見たと供述す

るものが出たことによる。裁判ではこの知的障害児たち

の目撃供述の信用性が最大の争点となった。

この問題は法の専門家である弁護団だけで対応できる

ものではない。少なくとも知的障害について，またその

子どもたちのことばについて，それなりの専門性を持っ

たものから協力を得なければならない。そうした認識を

もった弁護団から協力を要請されたのである。しかし私

はこの問題に対処できるだけの理論も方法も持ち合わせ

てはいない。それに知的障害の子どもの目撃供述を扱っ

た文献など，どこを探しても見当たらないし，その領域

で研究している人も皆無という状況だった。それでもと

にかく引き受けたのは，そこに解かなければならない問

題があったからである。

心理学に関与が求められる問題がまずある。しかしそ

れにぴったり合うような理論や方法があるわけではな

い。それでもこの問題に取り組むのは心理学以外にはな

い。こうした状況におかれたとき，とにかく引き受けて

みるというのが筋というものだと，いまの私なら思う。

ただ当時は，そこまではっきり思っていたわけではな

い。巻き込まれるようにして裁判の世界に入って，供述

ということばの迷宮に迷い込むことになった。迷い込ん

でみると，そこは予想を超えてさらに泥沼の世界。ずぶ

ずぶと入り込んで，３０年がたったいまでもなお抜けられ

ないでいる。

この事件では，実は検察側も発達心理学や児童精神医

学の専門家たちに，目撃証人となった子どもたちの精神

鑑定を依頼していた。依頼を受けた彼らは，種々の知能

検査や心理テストを駆使して，子どもたちの能力・特性

を明らかにし，ピアジェの発達段階論まで持ち出して，

その目撃供述は信用性があるとした。その鑑定書をはじ

めて読んだとき，正直言って私は，発達心理学の研究

者，専門実務家というのもこの程度のものかと，その杜

撰さにあきれ，やがて心底腹が立ってきたことをいまで

も思い出す。その鑑定は，たしかに与えられた問題に対

して，専門家として持ちえた理論，方法を最大限に適用

したものだったと言えなくはない。しかし問題の大きさ

に比して，発達心理学の理論と方法があまりに小さい。

そのことを知ってか知らずか，鑑定人たちは手持ちの理

論と方法に合わせて，問題のほうを切りそろえてしまっ

たのである。

詳細は浜田（1986）を見てもらいたいのだが，簡単に

まとめて言えば，子どもたちがテストの場面でどのよう

な能力・特‘性を示したかはともかく，問題はそのような

能力・特性を持った子どもたちが，甲山学園という施設

でどのように生活し，この甲山事件をどのように生き，

捜査官の事情聴取でどのようなやりとりを繰り返し，そ

して法廷にどのようにして臨んだのかという，まさに子

どもたちの生活の現実にあったはずである。にもかかわ

らず彼らは，この現実を正面から取り上げることなく，

テスト場面での能力・特性だけで問題を判断し予測でき

るかのように考えたのである。端的に言い直せば，テス

ト場面で子どもたちがどのような能力・特性を示したか

ということと，その能力・特性を持って子どもたちがど

のような生活世界を生きてきたかということとのあいだ

には，大きなギャップがあって，それを無視することは

およそできないはずなのに，彼らは大胆にもこれを無視

して平然としていた。制度化されて閉じた輪のなかで

は，こうした愚かな過ちすら許されてしまうのかもしれ

ないと思うと，恐怖すらおぼえる。

思考は問題からはじまるということは，問題からス

タートして，それに見合った理論と方法をいかにして導

き出すかということ。逆に手持ちの理論と方法からス

タートして，それでもって現実の問題を切りそろえるよ

うなことがあってはならない。子どもたちが生きる生活

世界の背後には，それを包む社会状況があり，周囲の

人々と個々に取り結ぶ関係の力動がある。そうした状況

一関係のさまざまなありようのなかで，多様な能力・特
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性を持った子どもたちがそれぞれにその生活世界を作り

出し，そこで生きているのである。そこでの問題を個体

としての子どもの能力・特性に還元して考えることがい

かに危険であるのかを，私は甲山事件を通して痛感させ

られた。そしてこの問題はいまもほとんどクリアされて

いないように思える。気になることの第２は，この点に

かかわってくる。

２個体能力論と発達障害バブル

個体能力論のはびこる現実

発達心理学では，かつてに比べれば子どもたちの生き

ている現実に目を向けたフィールド研究が増えてきてい

る。しかしこれが発達心理学のパラダイムを動かすまで

にはいたっていないように見える。少なくとも発達心理

学が子どもたちの現実と接する場面では，その大勢にお

いて，やはり個々の子どもの能力・特性とその発達を論

じるところに集約されがちで，その能力・特性でもって

子どもたちがどのような生活世界を生きているのかとい

うところにまで論が十分およんでいない。とりわけ発達

障害の問題が社会的に大きく取り上げられ，特別支援教

育体制がスタートしたなかにあって，その理論的な基礎

であるはずの発達心理学が，結局のところ個々の子ども

の能力・特性とその発達に限定したところでしか議論を

展開しえていないことには，もどかしさを禁じえない。

発達を個体の能力・特性を単位に考え，人々の現象を

個体の能力・特性に還元して説明しようとするパラダイ

ムを，私は個体能力論と名づけてきた（浜田，1993)。

それは単に理論のレベルの話ではなく，むしろ人々の生

活のなかに深く根を下ろしている現実そのものでもあ

る。それゆえその生活の現実に理論のメスを入れないか

ぎり，発達論は結局この個体能力論に絡め取られていく

しかない。

産業革命によって，人々が各自の労働力を商品として

売るという労働形態が経済の主軸を担いはじめてから，

すでに１００年，あるいは200年がたつ。世界のほとんどの

地域で，いまや貨幣制度が人々の生活をくまなく覆い，

あらゆるものが商品として貨幣で売買される状況になっ

ている。その結果，労働が個人単位の賃金に換算され，

商品の所有や消費も個人単位で営まれ，そこに生活のあ

らゆる局面での個人化が進行していく。もちろん，その

なかにあっても人間の本源的共同性が断たれることはな

く，家族はなおどうにか維持され，身近な人々との共同

的なあり方が人々の生活を支えている。その意味で根元

の部分は変わらないかもしれない。しかし，やはり個人

を単位とする営みが，かつてに比べて圧倒的な重みを持

つようになっている現実から目をつむることはできない。

人が労働の代価として受け取る賃金・給与が個人を単

位に与えられるのと同じように，子どもたちが学校でそ

の知識・能力の指標として与えられる成績もまた，個人

が単位の評価でしかない。あるいはスポーツでチーム

ワークの重要性がいかに高く評価されても，マスコミで

評判を得るのは個人の能力であり，誰もがその個人とし

ての能力の高さ，それを生み出した個人の努力に感動す

る。働く場でも，学ぶ場でも，あるいはスポーツや娯楽

の場でも，個人単位の評価が大きくその座を占める。こ

うしたなかにあって人々の「生きるかたち」は，おのず

と個体の能力・特‘性を単位に考える方向に流されてい

る。それがいまという時代である。

発達心理学がここ数十年で飛躍的に隆盛を誇るように

なったのも，実のところ，社会思想のレベルでこの個体

能力論パラダイムが浸透してきたことの表れかもしれな

い。じっさい，私たちがどれほど理論的に人間の本源的

な共同性を強調しても，「発達」という概念そのものが，

その根に個体能力論のパラダイムを引きずっているので

ある。

こうした議論をすると，それは社会思想史の問題では

あっても，発達心理学の問題ではないという反論が返っ

てくるかもしれない。しかし，あえて発達心理学のなか

にこの議論を組み込むことなしには，おそらく発達心理

学がこのパラダイムを越えることはない。

｢発達障害」は個体能力論に閉じる

発達心理学会の活動の延長上で臨床発達心理士資格が

制度化して６年になる。それは社会的な要請に応えての

ことではある。しかしその社会的要請の社会思想史的な

意味を考えたとき，ただその方向での制度化を推進し，

実質化をはかればよいというわけにはいかない。発達障

害を例に考えてみる。

いま「発達障害」として問題視されているのは，対人

コミュニケーションの問題などをかかえた広汎性発達障

害やそのスペクトラムが中心だが，発達上になんらかの

障害を持ったものという意味で言えば，それらは発達障

害のほんの一部であって，本来ならば姿勢運動機能の発

達の障害を持つ脳性まひなども，その代表例の一つに含

まれてしかるべきである。現に1960年代，1970年代に

は脳性まひが発達・療育の中心問題で，そこでも障害の

早期発見，早期治療が叫ばれていた。これをいまの発達

障害，とりわけ軽度発達障害の場合と比べると，そこに

は微妙に重なるところと，食い違うところがある。

姿勢運動機能の障害の場合は，まさに身体機能の問題

として，身体に向けての訓練・療育法をいかに効果的に

進めるかというかたちで，個体レベルで閉じる。もちろ

んいかなる姿勢運動も他者との関係のなかで展開される

ものであるから，これを個体レベルでのみ考えてよいわ

けではないのだが，それでもこの訓練・療育が個人の身

体に焦点化するのはある部分やむをえない。それに対し
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ていま「発達障害」と呼ばれているものの多くは，対人

関係レベル，あるいは集団行動レベルに表れてくる問題

で，そもそも個体レベルで閉じるものではない。にもか

かわらず，これを対象にした支援の多くが，同じように

個人に向けての訓練・療育に終始して，問題が個人化さ

れている。

両者を比べてもう一点注目されるのは，障害を「治す」

という発想にかかわる点である。脳性まひについても早

期発見・早期治療ということで，その根元にはもちろん

｢治す」という発想がある。しかし実際の療育の現場で

は，病気が治るように治るものではないという現実を突

きつけられる。それゆえ結局は，抱えた障害部分をうま

く組み込んで，その子なりに安定した姿勢・運動のかた

ちをどのように作っていくのかというところに行き着

く。つまり「治す」という発想をどこかで断念して，ど

うにもしようがない部分は引き受け，そこからその人ら

しいかたちを作るということに帰着する。

ところが，いまの発達障害の場合，軽度であればある

ほど「治す」というところに執着しがちである。じっさ

い，治せるとか，あるいは少なくとも軽くできるとかと

いう思いが強いからこそ，専門的な療育への期待は大き

くなり，「発達障害バブル」と言われるような事態が生

じてくる。また発達障害の診断をもらって，専門家のも

とで療育したら，１年，２年してすっかり変わった，伸び

たという治療教育の成果もたくさん報告されてくる。し

かし考えてみれば，幼少期の子どもが１年，２年たって

伸びていないことの方がおかしいわけで，ことさら伸び

の部分を取り出して，専門的な療育の成果だというの

は，言ってみればマッチ・ポンプである。自分からマッ

チをすって火をつけておいて，後からポンプを持ってき

て水をかけ，消えた消えたと成果を誇るようなもの。だ

けど，マッチをすらなければ火もつかなかったはずだ

し，火がついたように見えたとしても，そのままそっと

して火が自然に消えることもあったはず。少なくともそ

う言ってよい子どもたちがたくさんいる。

もちろん目の前に，ほんとうにしんどい人がいて，悩

んでいれば，何とか楽に生きる手立てを一緒に考えるこ

とが必要であろう。発達上のつまずきがあって，周囲と

うまくいかない子どもがいれば，その子どもの状態に合

わせて，生きやすい状況を作るのも当然である。しか

し，その問題の解決を，もっぱら子ども自身の力の伸び

や発達に集約して考えるというのは，やはりどこかおか

しい。ところが現実に，発達の専門家に求められ，また

発達の専門化が応えるのは，この個体能力の部分なので

ある。

社会的関係の相互性

たとえば対人関係の苦手な子どもに対しては，社会的

スキルを訓練する種々の訓練法が開発される。もちろん

その訓練でスキルが伸びて，それでもってその子が生き

やすくなるのならば，それは結構なことなのだが，現実

にはそこにやはり限度がある。ところが，その現実を踏

まえずに，とにかく本人のスキルを伸ばすのがすべてで

あるかのように考える専門家たちが少なくない。その結

果，社会的スキルを育てるという名目で，子どもを別室

に取り出し，逆に日々の自然な社会的関係を奪ってしま

うという皮肉な光景を現出させてしまう。発達障害への

支援は，このようにしばしば個人の能力を高める方向で

しかなされず，個体能力論のなかに閉じてしまうのであ

る。

個人が変わることで，周囲との関係が生きやすくなる

ということがあるのならば，それはそれでやればよい。

しかし一方で，個人が変わることがいかに難しいかを，

私たち自身がよく知っている。人間の能力や性分は個人

の努力で何とかなるものではない。ならば，その能力も

性分もそのままで，とにかく周囲と関係を持ち，集団の

なかを生きていく。そのなかで起こった問題にそのとき

そのとき応じていく。人の関係とか集団というのは，も

ともとそういうものではないだろうか。

1960年代に自閉症の子どもを育てた母親からこんな

エピソードを聞いたことがある。重い自閉症があったに

もかかわらず，この子どもは普通学級に通い，周囲の子

どもたちに混じって小学校生活を送った。当然，子ども

たちのなかでいろんな問題が起こるのだが，それはそれ

で受け入れて，その子とのかかわりを楽しむ子どもたち

も出てくる。小学校１年のあるとき，その子がクラスの

女の子を噛んで，それを母親が見ていたものだから，つ

い「噛んじゃだめでしよ」と怒ったことがあった。とこ

ろが噛まれた女の子は「おばちゃん，怒らないで。噛む

のはこの子のことばなんだから」と母親を止めたとい

う。それはまさに驚くべきことだが，この女の子は，も

ちろん自閉症という障害を知って，これを理解していた

わけではない。しかし世間では訳のわからない奇妙な子

どもと思われているこの子どもに対して，日々の暮らし

のなかで，自分なりの理解をし，ちゃんと振る舞い方を

身につけていた。あえて社会的スキルということばを使

うとすれば，この女の子は自閉症の子どもに対して，見

事なばかりの社会的スキルを身につけ，これを発揮した

ということになる。

この例を裏返して見れば，社会的スキルに欠けて見え

る子どもを発達障害として個々に取り出し，そのスキル

を身につけさせようという支援は，周囲の子どもたちか

ら，この社会的スキルの乏しいちょっと変わった子ども

たちと付き合う場を奪い，その子たち自身の社会的スキ

ルの幅を狭めることにもなる。つまり，奇妙な言い方だ

が「社会的スキルの乏しい相手と付き合う社会的スキ
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ル」を，周囲の子どもたちがどんどん失っていく。いや

子どもたちばかりではない，教師も親も近隣の人たち

も，ちょっとややこしい子どもたちと付き合うすべを

失っていく。社会的スキルとは，じつは相互的なものな

のである。2007年度にはじまった特別支援教育は，こ

のごく単純な事実を見落としてはこなかったか。

発達心理学は思想と無縁でありうるのか

特別支援教育は，本来多様な個性を持つ子どもたちが

ともに生きていくインクルージョンを理念として掲げて

はじまった。ところが現実には，個々の子どもに応じた

専門的かかわりを保障するという名目のもと，障害を持

つ子どもたちと持たない子どもたちとの別学体制をか

えって強化する結果となっている。

いまの社会では，個々人がむき出しにされて，その個

人としての能力の多寡，その特性の評価次第で，個人の

経済生活が左右される。だからこそ，人々は能力を高

め，特性を磨き，生き残りをかけて競う。しかしそうし

たあり方が生み出す暮らしのゆがみに，私たちはいま深

く侵されている。特別支援教育もまた，どれほどの善意

で進められたとしても，この延長上にあることに変わり

はない。発達心理学がこうした現実の状況に対してどう

いう位置をとりうるかは，単なる応用領域の問題ではな

く，その科学としての本質にかかわるものではないか

と，私は考えている。

発達心理学が対象とする問題は，ほんらい，単に個人

の能力や特性の多寡や特異性，あるいはその背後のメカ

ニズムだけではなく，その人がその能力・特性を用いて

どういう状況を生きているのか，あるいは生きさせられ

ているのかという，その生活世界のありようにある。こ

の視点を放棄したまま今日の個体能力主義に乗つかって

見かけの繁栄を続けるのか，それともこれを越えた生活

のかたちへ向けて展開できる新たな科学になりうるの

か。大仰にすぎるように思われるかもしれないが，私た

ちはこの岐路にあると認識すべきであろう。発達心理学

のあれこれの議論を外野席から眺めていて，ときに新た

な展開を切り拓きうる視点が登場しつつある予感をおぼ

えることがある。一方で，これがおよそ大勢に食い込

み，これを動かすまでにはいたっていない現実を，しば

しば突きつけられる。

もちろん発達心理学の世界でも，特別支援教育などの

現実問題は科学の外のこととして打ちやってよい，とい

う考えがはびこっているわけではない。むしろその問題

の必然性を認識しているからこそ，臨床発達心理士の資

格化がはかられ，その普及に力を注いでいるのであろ

う。しかし，このことがかえって，現実の問題に乗つ

かってその問題性を相乗させる結果につながっていない

かどうか。

家のなかではこれという問題もなかった子どもたち

が，保育所や幼稚園，学校の集団の場面におかれて，そ

こになじめかつたり，ふるまいに混乱が見られたりする

と，親や保育士・教師たちは，これが気になって「この

子にはどこか問題があるのではないか」と思ってしま

う。そして現にあれこれの診断名が一般の人々のなかに

も流布している。問題をそのようにして個人の能力・特

性に還元する仕掛けが，この社会のなかに位置づいてい

るのである。そこに臨床発達心理士が「発達の専門家」

として登場したとき，親がなんとかすがろうとするだけ

でなく，保育士・教師たちもまた，自分たちにはない

｢専門性」をそこに求める。あるいは親から，いろんな

子どもたちがいるこの普通学級の場でなんとか見てほし

いと言われても，教師が「私たちは専門家ではありませ

んから」と，体よく断るようなことも少なくない。一方

で，専門家の方でもこれに応えて，みずからの「専門性」

を発揮しようと，張り切って，個人の能力・特性の部分

をいじり，なんとか問題を解決しようと努力する。そし

て，そこでうまくいかなければ，さらに専門的な特別な

場を用意して，特別なメニューを勧めたりもする。

その結果であろう。インクルージョンの理念のもと特

別支援教育制度がはじまったのと前後して，特別支援学

級の子どもたちの数がどんどんと増え，特別支援学校は

定員を大幅に超過して，新たな学校づくりが推進されて

いる。そうした現実に発達心理学がきちんとメスを入れ

ることができるかどうか。それともそうした時勢に乗つ

かって，発達心理学の制度化の枠をさらに強固に築こう

とするのか。それはほとんど思想の問題と言ってもよ

い。しかし発達心理学がその思想と切り離されてあるな

どと，私には考えることができない。

精神間機能から精神内機能へ

このように考えてきたとき，私が思い浮かべるのが

ヴィゴツキーの「精神間機能から精神内機能へ」という

テーゼである。教科書的な知識では，人どうしがことば

を交わしてコミュニケーションするその外言（精神間機

能）が，やがては自分の内側でめぐらす内言として思考

世界（精神内機能）を担うようになるというような例が

あげられるのだが，個体能力論の席巻するこの社会で

は，このテーゼすら個体能力推進の手立てとして理解さ

れかねない。つまり精神内機能を一つの個体能力と捉え

て，それを伸ばすためにはどのような精神間機能を保証

すればよいのかというたぐいの理解がはびこっていたり

する。しかしこのテーゼの示唆するところは，それとは

逆のところにある。

ヴィゴツキーにとって心理学の最大の課題は人間の

｢意識」というところにあった。そしてこの意識（つまり

精神内機能）を形成の視点のもとに捉えようとする。つ
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まり意識を個体のなかに閉じた現象として捉えるのでは

なく，人どうしの共同的な営みの歴史的所産として捉え

るというのが，ヴィゴツキーにとっては重要な着眼点

だったと言ってよい。言い古されたマルクスのことばを

借りれば，「存在が意識を決定する」のであって，「意識

が存在を決定する」のではない。つまり人が人とともに

存在するありようが人の意識のありようを決定するので

あって，その逆ではない。

さきの社会的スキルの話をここに重ねて言えば，それ

は単に個人の能力としてそれ自体のなかで発達するよう

なものではない。人々が具体的な状況，具体的な関係の

なかで相互に生きあう。そのなかでまずは精神どうしの

関係のかたちとして形成されたものが，やがては個々の

人々の関係の取り方として身体のうちに根を下ろす。と

すれば問題は，人々が共同で存在しあうかたちをどう作

るかが問題なのであって，個々の子どもたちに関係のか

たちを能力・特‘性として教え込んでから，具体的な関係

を円滑にしようなどというのは，およそ逆立ちした発想

だということに気づく。それにしてもなぜこのような錯

覚がはびこるようなことになったのか。

意識の問題を問うためには存在のありようを問わなけ

ればならない。つまり精神内機能のありようを問うため

には，精神間機能のありようを問わなければならない。

しかしそうして人間存在のありよう，あるいは精神間機

能のありようを問うという視点が，はたしてしっかり発

達心理学のなかに根を下ろしているかどうか。むしろ精

神内機能に直接迫ろうとして，精神間機能のありように

目を向けきれていないのではないか。ヴィゴツキー・ル

ネサンスが叫ばれるなかで，なおその点はあやしい。

いま人々が生きている生活のかたちは，現実の生活関

係の大半において，個体単位を軸に展開し，それがゆえ

に意識の個体化が前面に出てしまう。また意識において

個体化が表立つがゆえに，現実の生活関係が個体を軸に

切り盛りされる。このように存在のありようと意識のあ

りようとのあいだには循環がある。発達心理学がこの循

環の過程に乗つかって，そこを回り続けるだけなのか，

それともそこで立ち止まってパラダイムを変換すべく，

その過程に何らかの模を打ち込むことができるのか。

発達心理学という学が，先に述べたその制度化の輪の

なかにとどまっているかぎりは，おそらくこの循環から

抜け出すことはできない。そこをどのように突破できる

のか，新しい力に期待したい。

おわりに

学会の外部に身を置いた私から見たこのような風景

が，グランドでプレイをしている人たちにどのように映

るのかはよく分からない。ただ発達心理学の看板を下ろ

すことなくそれなりに現実と付き合ってきたものとして

言いたいのは，発達心理学が発達心理学で閉じるもので

はないこと，まして学会が学会で閉じるものではないこ

と，そして現実世界から突きつけられる問いに向かうと

き，手持ちの理論と方法で問いを切りそろえるのではな

く，問いの大きさをそのままに押さえて，理論と方法は

そこから模索せざるをえないこと，その大前提としてま

ずは現実との接点がもつ緊張感を味わってほしいこと。

そういうことになるだろうか。

すべての問いは現実からはじまり，現実にかえる。科

学の自律性が現実の直接的な関心事からある程度独立し

たところで成り立つことを認識しつつも，一方で人はみ

なこの現実のうえに立つということを，つねに仕事の原

点にしなければと考えている。
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あおむけで他者，自己，物とかかわる赤ちゃん：

子育ちと子育ての比較行動発達学

竹下秀子
(滋賀県立大学人間文化学部）

発達と進化を後成的にとらえる立場から，まずゴットリーブによる「行動の新表現型進化説」を参照

し，個体発達によって新たな行動の表現型が生じて，それが世代を越えて維持されて淘汰の対象となっ

ていく可能性を述べた。加えて，個体発達の改変にへテロクロニーが関与していることを指摘した。続

いて，人間への進化においては，発達初期の母子の相互交渉の変容が種に独自のあおむけを新たな行動

の表現型として生みだした可能性を指摘し，通常は生後３～４か月には安定したあおむけの姿勢でいら

れるようになることが，いかなる点で発達システムの進化とみなしうるかを，１）特大の新生児，２）「幼

児期」の出現と複数者による養育，３）母子相互交渉におけるトレードオフ，４）ジェネラルムーブメント，

5）自己接触行動，６）物の探索と操作の点から論じた。さらに，象徴や表象，言語は感'情の発達が生みだ

したものだとするグリーンスパンとシャンカーの「機能的感情の発達進化説」を紹介し，母子コミュニ

ケーションと感情調整の発達の表象発生における意義と，これにかかわるあおむけの意義を述べた。最

後に，出生後のあおむけでの活動としても引き継がれる胎児期の行動発達と母子コミュニケーションに

ついて，４次元超音波画像診断装置をもちいて人間およびチンパンジー胎児を対象として実施した研究に

ついて述べた。

【キー・ワード】あおむけ，コミュニケーション，行動の新表現型，機能的感情，表象

はじめに

身体の形態や機能だけではなく，心もまた進化の産物

である。このような理解のもと，人間を含む多くの動物

を対象とした認知や行動の比較研究が進み，「心｣の多様

性や共通性をとらえて進化の道筋を示しうるようになっ

てきた。とりわけ，人間もその一員である霊長類の「心」

の比較研究は，人間性の由来を知るために不可欠なアプ

ローチである（藤田，１９９８；板倉，１９９９；松沢，2000,

2008)。筆者らは，霊長類の行動発達を比較することで，

人間の心の進化を理解しようとしてきた（Matsuzawa，

2006,2007;Matsuzawa,'Ibmonaga,＆'Elnaka,２００６；明和，

2006；竹下，1999,2001；竹下・板倉，2002)。本稿では

このような立場から，まず，発達と進化の関係をいかに

とらえるかについて述べ，続いて，赤ちゃんのあおむけ

を例に発達システムの進化を検討する。さらに，子育ち

と子育て支援の基礎科学をめざす比較行動発達学とし

て，胎児期からの母子コミュニケーションと感'情発達に

着眼する意義を述べる。

発達システムが進化する

行動の新表現型進化説

現代生物学の主流は，進化を「集団中の遺伝子頻度の

変化」と定義する（長谷川・長谷川，2000)。ある行動や

形態の発現にかかわる遺伝子に変化が起こったり，新し

い遺伝子が出現したりして，それが増えていけば集団中

の遺伝子頻度が変化していくことになる。新たな種の出

現という大きな変化ではなくとも，ある形質にかかわっ

て集団中の遺伝子頻度が変化したときに進化と呼ぶ。で

は，遺伝子頻度の変化は何によって生じるのか。想定さ

れている最も有力なメカニズムが，自然淘汰である。生

物は生き残るよりも多くの子を生み，その子たちには遺

伝的な変異がある。その変異のなかには生存上，繁殖上

有利なものがあるとすれば，当該の変異は世代を経て広

まっていく。つまり，集団中の遺伝子頻度に変化が生じ

ることになる。

ここで，もし，ある遺伝的変異がその環境での生存，

繁殖に適応的な形質を確実に発現させるのならば，その

ことによって生存と繁殖は成功し，当該の変異はそのま

ま選択されて次世代へと受け継がれていくだろう。しか

し，事実はもちろん単純ではない。ある単一の遺伝子が

特定の形質を発現させるわけでもなく，個体が適応すべ

き環境の側にも多様な変異，変化がある。そして何より

も，遺伝子，細胞，組織，器官，器官系，生活体，環

境，すなわち個体を構成するそれぞれのレベル内，レベ

ル間での要素間の双方向的な相互作用が常に起こりう

る。つまり，獲得される形質の差異は，所与の遺伝的差

異のみではなく，遺伝子の作用も含めた個々の個体の，

受精に始まる個体発達過程に左右される（Gottlieb，

1992)。したがって，結果として繁殖に成功した個体の



3０ 発達心理学研究第２０巻第１号

遺伝子は受け継がれるが，そのことが，即ち，次世代で

の生存や繁殖の成功を保証するものではない。生存や繁

殖への可能性は，個体が自らの存在と行為によって，そ

れ自体が変動する生態的，社会的環境とかかわりつつ生

成し，発達させる身体や心のダイナミックな変容プロセ

スにかかっており，そもそも確率的である。その予測不

可能なプロセス，つまり個体発達を通じてこそ，遺伝的

な変異は，種の生息する当面の物理環境，社会環境とと

もに次世代に受け継がれていくことになる（Lickliter＆

Berry;１９９０；Oyama,2000)。

以上のような後成的な発達理解にもとづいて，発達と

進化との関連をとらえなおそうとしたゴットリーブ

(GilbertGottlieb,1929-2006）は，遺伝的同化（ある環境

条件における個体の発達過程で新しく発現した形質が，

世代を経て繰り返し出現し，やがて当初の環境が変化し

ても現れるようになること）と呼ばれる現象に着目し，

個体発達のなかで生じた新たな行動型が世代を経て受け

継がれて遺伝子頻度の変化を導く（進化がおこる）しく

みを３段階に分けて想定した。「行動の新表現型進化説」

である（Gottlieb，1992,2002,2007およびBjorklund＆

Pellegrini,2002;Pappini,２００２も参照)。第１段階が，発

達や行動の変化，第２段階が形態的あるいは生理的な変

化，第３段階が遺伝的変化である。第１段階では，行動

の新たな表現型が世代を越えて受け継がれ，環境との間

に新たな関係が生まれる。第２段階では，環境との新た

な関係が形態的あるいは生理的な変化をもたらし，体細

胞の変異や調節遺伝子の変化の潜在的な可能性も生じ

る。しかし，この段階では構造遺伝子の変化は生じな

い。つまり，進化の最終段階として構造遺伝子の「集団

中の遺伝子頻度の変化」がもたらされることを第３段階

に位置づけはするが，遺伝子頻度の変化に先立つ形態的

あるいは生理的変化，さらに形態的あるいは生理的変化

に先立つ行動的変化が生まれる段階を含めて進化プロセ

スをとらえた。環境の変化に伴って，あるいは，新たな

環境を開拓して自らの行動を変化させる個体があった場

合，遺伝子の小さな変化やそれ以前は出現していなかっ

た遺伝子の活性化が生じる。このような表現型の変化は

生殖隔離を導き，結果的にその種の遺伝的構成を変化さ

せるだろうという指摘である。進化が自然淘汰というメ

カニズムで実現するとしても，淘汰の対象となる新たな

形質はいかにして生じるのかという問題にこの説は答え

るものである。つまりそこには，遺伝子の突然変異や遺

伝的浮動，獲得形質の遺伝などによらなくても，個体発

達によって新たな行動の表現型が生じ，それが世代を越

えて維持され，淘汰の対象となっていく道筋が示されて

いる。

ヘテロクロニー

ゴットリーブの進化説のような，個体発達における新

たな行動型の出現や発達プロセスの改変が進化の端緒と

なるという考え方は，個体発生と系統発生の関連を問う

という視点から，ヘッケル（ErnstHaeckel,1834-1919）

の反復説，よく知られた「個体発生は系統発生を繰り返

す」という説に遡ることもできる。個体発生はその過程

において系統発生，つまりその種が進化上たどってきた

道を繰り返し，進化における新形成物は，個体発生の最

終段階に付け加わるという考え方である。周知のよう

に，これはさまざまな種の個体発生を比較すれば実証す

ることのできない仮説だった。たとえば，脊椎動物の個

体発生において，エラは脊索と体節のあとに出現する

が，進化史においてもっとも早く出現したのはエラであ

ることがわかっている（倉谷，2005)。つまり，個体発

生は系統発生を繰り返さない。むしろ，個体発生，個体

発達は，系統発生を改変して進む。このような考え方が

｢ヘテロクロニー（heterochrony：異時性)」という現象

への着目とともに，現代にいたるまで受け継がれている

(Gould,1977;McNamara,1997)。

ヘテロクロニーとは，あらかじめ祖先に存在していた

形質が発現する相対的な速度やタイミングの変化のこと

である。形質進化のメカニズムに欠くことのできない要

素として，これまで，主に形態的特性の進化にかかわっ

て研究されてきた。タイミングや速度変化のバリエー

ションとして，主要には，ネオテニー（幼形進化）も含

む８つの過程が想定されている（Parker＆McKinney｝

1999)。たとえば，頭骨の形態については，人間のネオ

テニーの特性の代表のように考えられてきた。しかし，

シアらの研究によると，舌や喉頭の過剰成長の影響な

ど，チンパンジー・ボノボとも異なる特異な発育パター

ンの結果だという可能性が強調されている（Shea，

1989)。舌や喉頭は音声器官を構成し，人間では，乳幼

児期に喉頭が首筋に沿って下がり，舌の形態も球状に変

化する。話しことばの発達には，このような喉頭下降現

象が必要である。人間のような喉頭下降現象は，チンパ

ンジーも含め他の霊長類には見られない。ただし，最近

の研究によると，喉頭下降現象は，霊長類の進化の過程

で二段階的に現れたらしい（Nishimura,Mikami,Suzuki，

＆Matsuzawa,2003)。まず，ホミノイド（テナガザル，

大型類人猿，人間）の共通祖先が，旧世界ザルとの共通

祖先にはなかった，喉頭が舌骨に対して下がる成長変化

を獲得した。その後，人間がチンパンジーの系統との共

通祖先からの分岐後に，舌骨が頭蓋底や下顎に対して下

がる成長変化が獲得され，人間に特有の喉頭下降現象が

完成したという。

行動発達の進化のメカニズムとしてもヘテロクロニー

を想定できる（Minugh-Purvis＆McNamara,2002)。こ

れまでの比較行動発達研究から，姿勢保持や位置移動な

どの姿勢運動機能を比較すると，大型類人猿よりも人間
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での発達遅滞を指摘できる。しかし，認知発達のある側

面においては，大型類人猿よりも人間での発達促進が顕

著である（Parker＆McKinneyJ999；竹下，1999,2001)。

ヘテロクロニーの出現には調節遺伝子の関与が想定

されており，ゴットリーブの提起した新しい行動の表現

型による進化メカニズムに位置づけて議論することが可

能である。発達の速度やタイミングの変化は，環境の変

化への適応として生じる可能性がある（Bjorklund＆Pel‐

legrini,2002;Pappini,2002)。発達プロセスの改変によっ

て，たとえば，その種に既有の行動の諸側面の発達のタ

イミングのずれと再編成を経て，種に独自な新たな行動

が出現することもありえるだろう（Lange喝２０００；竹下・

板倉，2002)。そのようなケースの一例として，次節で

は，筆者がこれまでの比較発達研究を通じて注目してき

た人間の赤ちゃんの「あおむけ」の発達をとりあげる。

通常，生後３～４か月には安定したあおむけの姿勢でい

られるようになることが，いかなる点で発達システムの

進化とみなしうるかを述べ，初期発達における母子の相

互交渉の変容が種に独自のあおむけを新たな行動の表現

型として生みだした可能性を論じたい。

あおむけの比較発達

特大の新生児

多くの霊長類の母親の体重と新生児の体重のデータを

もとに，特定の種の出生体重を予測することができる

(LeuteneggeEl976)。チンパンジーの赤ちやんの出生体

重は予測では18009ほどであり，実際もほぼこれに合致

する。これに対して，人間の赤ちゃんの場合，予測では

l990gであるが，実際には3000ｇ前後が標準となる

(Pawlowski,1998)。そして，体脂肪率を見ると，チン

パンジーがニホンザルなどと同じ４～５％であるのに対

して，人間の赤ちやんは１５％ほどもある（Kuzawa，

1998)。実際の人間の新生児は並外れて大きく，太ってい

ることがわかる。他方，ロ甫乳類の妊娠期間は，新生児の脳

重量と母親の体重から予測することができる（Hofman，

1983)。チンパンジーの実際の妊娠期間は約230日，人

間は約270日であるが，いずれも予測と大きく変わらな

い。人間の母親の体重をもってすれば，妊娠９か月とい

うのは予測の範囲内だとわかる。つまり，人間として特

異なのは，在胎期間の長さではなく胎児の身体発育速度

だということになる。おそらく，同じ祖先から発した大

型類人猿と共通する発育パターンを基礎に，母親の形態

的，生理的制約のぎりぎりまで妊娠期間を延ばしつつ，

身体をできる限り大きく産むための発育速度の調整がお

こなわれているのだろう。

胎児期の発育において，脳重・体重比成長曲線は人間

も含めてどの霊長類でも同じである（Deacon,1990)。

脳重の増大か，体重の増大か，どちらが一次的であった

にせよ，両者はカップリングして増加する。人間は霊長

類としては特大の脳をもつので，それを維持するエネル

ギー供給源として体重を増加させる必要があったかもし

れない。オープンランドに進出した人間にとっては，身

体全体の大型化がむしろ重要な適応であったろうという

指摘もある（Pawlowski,1998)。森を出て夜間も地上に

眠ることになったとき，その低温環境に赤ちゃんが耐え

うるには，これにふさわしい体重と脂肪が必要だったこ

とだろう。

できる限り頭の大きな，あるいは，身体の大きな赤

ちゃんとして生む選択は，出産プロセスも他の多くの霊

長類とは違うものにした（Rosenberg＆'hvathan，

1995)。人間の出産では，産道を辛くも通過するほどの

大きさまでになった胎児がより通過しやすい方向に沿う

かたちで頭を回旋させ，産道を押し広げながら進む。そ

して，最終的に顔が母親とは反対側に向くように，頭を

背屈させた姿勢で出生してくる。これは，母親が娩出の

疲労困億のなか，どんな姿勢をとったとしても，赤ちゃ

んに対して安全な介助をすることがきわめて困難な姿勢

である。ニホンザルなど旧世界ザルの種では，赤ちゃん

は母親と同じ方向に顔が向くように，頭を前屈させた姿

勢で出生してくる。したがって，母親は赤ちゃんの頭か

ら身体の背面を片手で支えながらそのまま自分の腹側に

抱き寄せればよい。これに対して，人間の赤ちゃんは，

いったん「産み落とされる」か，さもなければ，母親以

外の誰かに介助されて「受けとめられる」かという生ま

れ方をし，その後に母親に抱かれる。人間の新生児の大

型化は，母子の身体の接触を出生の時点ですでに遮断

し，母親の傍らにあおむけにされたり，母親以外の他者

に抱かれたり，母親以外の他者が赤ちゃんにかかわる機

会を出生時点まで早めることに道を開いている。

｢幼児期」の出現と複数者による養育

その名のとおり，哨乳類を特徴づける最も重要な特徴

は，生まれた子が母乳を飲んで生育するという点にあ

る。やがて離乳し，おとなと同じ食物を自力で摂取で

きるようになるが，その時期は，ほとんどのﾛ甫乳類種で

第一大臼歯が萌出する時期にもあたる（Bogin,１９９９；

Parker＆McKinneyJ999)。歯の発育は，哨乳類の身体

発育を評価するときに広く用いられる指標であり，生活

史における主要なパラメーターとも相関する（Smith，

Crummet,＆Brandt,1994)。

マカクやヒヒなどの旧世界ザルも，離乳と第一大臼歯

の萌出の時期はほぼ一致する。ところが，チンパンジー

や人間はこの原則にはずれている。チンパンジーの場

合，第一大臼歯が萌出するのは，３歳すぎだが，離乳は

これよりも遅れて５歳以降になることも多い。他方，人

間の場合は，離乳が２～３歳であるのに対し，第一大臼

歯が萌出するのは，５歳すぎである（Bogin,１９９９；演田，
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2007)。スミスらによれば，霊長類の歯の萌出年齢と脳

重量の変化には高い相関があり，第一大臼歯の萌出と脳

重量の増加が停止する時期はほぼ一致する（Smith，

Crummet,＆Brandt,1994)。他の霊長類種と比べると，

チンパンジーも人間も，生まれた子が母親から行動的に

自立するまでには長い年月を要する。チンパンジーは，

第一大臼歯の萌出と脳重量の増加停止という身体発育上

の変化と連動しておこなわれていた離乳の時期を遅延さ

せて，子を庇護する期間を５～６歳まで延長した。他方

人間は，まだおとなと対等な食生活に進むには未熟な発

育段階であるにもかかわらず早々に離乳する。そして，

母親や周囲の年長者に採食，摂食を補助されながら生活

する時期が「真に」離乳可能な発育段階になるまで続く

(上野，２００７；Ueno＆Matsuzawa,2004)。共通祖先がお

そらく実践していた「チンパンジー型」庇護延長の生活

史パターンをベースに，「第一大臼歯の萌出と脳重量増

加停止」という子の身体発育をさらに遅延させたのが人

間だといえる（Bogin,1999)。この発育遅延は，脳重量

の増大，脳機能の拡大という人間の進化においてきわめ

て重要な特徴と結びついている。人間の離乳から第一大

臼歯が萌出するまでの時期を，ボーギンは，幼児期

(childhood）と呼び，乳幼児期と少年期の間に挿入され

た人間の生活史に特有の段階だと指摘した（Bogin，

1999)。

乳飲み子とまだ採食において自立しないその兄姉を同

時に育てる人間の母親は，チンパンジーのように離乳前

の子の養育に専念することはできない。赤ちゃんだけで

はなく，兄姉にも気をくばらなければならない。赤ちゃ

んを傍らにおいて，幼い兄姉を抱きしめたり，膝に乗せ

てやったりする時間も必要である。そのとき，まだ寝返

りのできない赤ちやんはあおむけにされただろう。母親

と兄姉の様子をよく見えるように，母親や兄姉からも赤

ちゃんの様子がよくわかるようにするためである。さら

に，母親が複数の乳幼児を同時にうまく育てるために

は，自分以外のおとな，親しい女性の協力や子の父親で

ある男性からの援助も必要とされただろう。寿命ととも

に女性の繁殖可能期間が延長することはなかったため，

人間の女性には閉経がある。そして，その後霊長類とし

ては特異的に長く生きるようになった。そして，これら

養育経験のある年長の女性が若い母親を援助することが

ありえただろう（Hawkeseta1.,1998)。身体のわりに大

きな子や双子が生まれる原猿や新世界ザルの種では，母

親以外の個体が赤ちゃんの運搬や給餌などの世話をする

行動が幅広く見られる。また，母系社会である旧世界ザ

ルの種では，子にとっては祖母にあたる母親の存在が，

娘の育児行動の軽減に影響するという(Rlirbanks,1988)。

サバンナへの進出という生息環境の変化に即応して，

いかに生活し，繁殖・子育てするか，人間はその生活史

を，系統の異なる霊長類種に見られる適応戦略をも交え

つつ，種独自なものへと変化させていった。乳幼児期の

成長加速，子ども期の延長，明瞭な思春期スパートとい

う，オープンランドにより適した発育パターンを志向し

たと考えられる（潰田，2000)。そして，それまで長ら

く身につけてきていたチンパンジーやボノボ的な長い

「乳幼児期十子ども期」という発育パターンを基礎に，

人間独自の発育・発達パターンを確立していった。この

ような生活史の改変が，人間の行動や認知の進化の背景

にある。チンパンジーの母親は通常生まれたばかりの赤

ちゃんを自分の身体から離すことはない。人間の母親

は，赤ちやんを傍らにあおむけにして赤ちゃんの兄姉の

世話をする時間を持ち，あおむけにされた赤ちゃんを，

祖母や叔母，あるいは赤ちゃんの父親が覗きこんであや

したり，抱き上げたりする。そのような光景は人間とチ

ンパンジーの子育ち・子育てを大きく隔てるところであ

る。子育てを支えてもらえる関係が周囲の他者との間に

結ばれたところに人間の母親は，いまだ手のかかる幼子

を抱えつつ，さらに特大で世話のやける赤ちゃんを産

み，そのような育児形態に特有の母子関係を，それぞれ

の子との間に築いていった。

母子相互交渉におけるトレードオフ

ホミノイドの系統では，母親の身体の大型化は，新生

児の姿勢運動機能の発達遅滞と母親による養育行動の増

強をもたらした。母親の大きさに対する新生児の大きさ

は，テナガザルよりも大型類人猿のほうが小さいため，

たとえ，新生児の姿勢運動機能が未熟でも，大型類人猿

の母親は，運搬その他の養育行動をテナガザルにおける

よりも一層保護的に余裕をもっておこなうことができ

る。テナガザルも含め，ホミノイドの系統で受け継がれ

てきた，未熟に生まれた新生児をゆっくり丁寧に育て上

げる能力は，大型類人猿への大型化の時点で一層向上し

た。ゆっくり発達する姿勢運動機能に対応するかたち

で，チンパンジーの母子間には，赤ちやんの口元を手で

触るなどの接触の形態が多様化し，「高い高い遊び」な

どもみられるようになった。そのなかでアイコンタクト

の増加があり，対面コミュニケーションも発展した

(Bard，１９９５；Goodall，１９８６；Matsuzawa,2006,2007；

Plooij,１９８４；竹下・板倉,2002)。

チンパンジー新生児にも人間と同様，新生児微笑や新

生児模倣が出現する（Mizuno,'Elkeshita,＆Matsuzawa，

2006；MyowaさYamakoshi,'Ibmonaga,'manaka,＆Mastuzawa，

2004)。また，チンパンジー母子に対面コミュニケー

ションの前提としての顔への注視やアイコンタクトの能

力が欠如しているわけではない。チンパンジーの母子に

は人間と同様，互いの見つめ合いがよく生じ，生後lか

月から２か月にかけて倍増する（Ｂａｒｄｅｔａ1.,2005)。新

生児微笑や新生児模倣は人間と同様，生後２か月ころに
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Iま減少し，社会的微笑を伴いつつ他個体の顔をよく追従

するようになってくる（Myowa-Yamakoshi,'Ibmonaga，

Tanaka,＆Mastuzawa,2003)。この時期，対面する相手

の視線方向を検出することもすでに可能である。子の能

動的な働きかけは，人間において２か月革命と称される

ような質を帯びるようになり，母親との見つめ合い，微

笑み合いの対面コミュニケーションが母子間で活発とな

る（'Ibmonagaeta1.,2004)。

人間の系統での新生児の大型化は，姿勢運動機能の発

達遅滞の傾向がより強まるかたちで進行した。ただし，

その大型化は，母親の大型化をはるかにしのぎ，抱き支

え続ける，大型類人猿的育児様式を踏襲することによっ

ては対処できないものとなった。そこで，姿勢運動機能

の未熟な，大きな身体の新生児との相互交渉を通じて，

人間の母親は，霊長類の育児としては大型類人猿でもっ

とも増強された「抱き」の身体の密着度をやや緩めて，

しかし，ある意味では，「抱き」の多様化とでも呼べる

かたちの養育形態を発展させた。赤ちゃんを自分の傍ら

にあおむけにして降ろして対面し，目と目を合わせ，笑

顔や声をかわし合うコミュニケーションである。バード

らは，京都大学霊長類研究所のチンパンジー母子の生後

３か月間の相互交渉を観察し，身体接触が少ないほど，

アイコンタクトの頻度が多いことを見いだした（Bardet

a1.,2005)。互いの身体を密着させない姿勢での相互交

渉は，母子のアイコンタクトを誘発しやすいといえる。

人間でも，生後lか月以降，抱かれているよりもソファ

にあおむけにされているほうが，母子の対面コミュニ

ケーションの持続する時間が長いと報告されている

(Lavelli＆Fbgel,2002)。大型類人猿にもみられる，身

体を密着させた「抱き支え」と身体を離した「あおむけ

での対面コミュニケーション」の相補性，あるいはト

レードオフが，人間の新生児の大型化と姿勢運動機能の

発達遅滞を契機として，人間において後者を一層増大さ

せるかたちで現れた。

ところで，生後２～３か月は，チンパンジーでは寝返

りが可能となり，母親の身体を支えにつかまり立ちを

し，四足立ちや詞旬前進の始まる時期である。他方，人

間では通常，４～５か月までは寝返りをしたり，上体を

挙上した安定したうつぶせの姿勢をとったりすることは

できない。しかし「人知りそめし」と形容されるような，

相手に向けた「社会的微笑」がこのころまでに出現する

(田中・田中，1981)。つまり，チンパンジーでは，寝返

りとともに現れるアクティブな笑顔が，人間の発達で

は，いまだ｢ねたきり」の時期に現れる。そして，人間

の母親は，赤ちゃんの姿勢を抱き支え，添い寝をし，ま

た，あおむけの赤ちゃんに正面から向かい合ったあやし

のコミュニケーションをおこなう。人間の赤ちゃんは，

身体を支えたり，移動させたりする能力の発達が遅く

なったぶん，母親からのあやしかけを積極的に受け入

れ，自ら能動的にそのやりとりを開始し，維持するため

の社会的能力を早くから発達させることになった（明

和，２００６；竹下，1999,2001)。

おそらく生息環境の変化に対応する発達プロセスの改

変があった。赤ちゃんの身体の大型化，姿勢運動機能の

未熟な出生である。この事態を，さらに，人間の母と子

は新たな質の母子コミュニケーションを創出することで

乗り越えてきた。養育行動と子の発達の両面におけるト

レードオフによって，互いの関係を決して疎にすること

のない，母子の相互交渉を成立させてきたのである

(Falk,２００４；Greenspan＆Shanker；２００４；Matsuzawa，

2006,2007；Parker＆McKinneyJ999；竹下，1999,2001；

竹下・板倉,2002)。

ジェネラルムーブメント

赤ちゃんは母親にしがみつき，母親はわが子を抱き支

えるという母子の相互行為がまず，霊長類の赤ちゃんの

生存と発達の原点にある。赤ちゃんは，母親に抱き支え

られて，その温もり，肌触り，匂いを感知しつつ，母親

の身体を探索する。したがって，新生児のうつぶせにし

てもあおむけにしても，霊長類としては，そもそもきわ

めて不自然で非生理的な姿勢だと言える。脳性マヒの診

断指標として姿勢反応の有用性を提唱し，さらに治療訓

練プログラムとしてのボイタ法を提唱したボイタ

(VaclavVOjta,1917-2000）は，人間の新生児について，

反射性腹ばいと反射性寝返りを記述した（Vbjta,1976)。

これらは，本来母親の腹に自分の腹を接着させて抱か

れ，しがみつく，霊長類の新生児としてのホームポジ

ションを剥奪された状態が誘発する行動である。母親の

腹ではない床面に自分の腹が接着したり，さらに接着す

べき腹ではなく背中が床面に接着したり，そのような新

規なかたちでの環境基盤との接触が新生児の運動を出現

させる。このとき生じる運動が一種定型的であるのは，

母親の腹に自分の腹を接して抱かれるという，新生児の

あるべきホームポジションに復帰することが目指されて

いるからだろう。

人間以外の霊長類の場合，母親以外の環境基盤に自ら

這い出ていくのは，これにふさわしい姿勢運動機能が備

わってからである。チンパンジーをはじめ大型類人猿も

基本的にはこの例外ではない。しかし，人間の場合，先

にも述べたように，新生児の大型化と姿勢運動機能の未

熟さが，母親以外の環境基盤と直接接触する機会を相対

的に早い時期から赤ちゃんにもたらす。このことは，赤

ちゃん自身が生態環境とかかわる経験にも重要な変化を

もたらす。つまり，空間やそこに存在する物体，さらに

自己の身体にかかわる四肢の運動に，抱き支えられてい

る場合とは異なる，新たな姿勢運動パターンが創出す

る。あおむけでの自発的な運動である四肢のジェネラル
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ムーブメントにその一例を見ることができる。

あおむけにされた場合，ニホンザルはすぐに寝返って

しまうが，チンパンジーは四肢を大きく動かしているだ

けである。このあおむけでの特定のパターンによって特

徴づけることのできない四肢の動きをジェネラルムーブ

メント（generalmovements）と言う（Prechtl＆Hopkins，

1986)。３次元動作解析装置をもちいた運動計測と，そ

の時系列パターンの評価から，ジェネラルムーブメント

はランダムな運動でないこと，運動の複雑さが月齢に応

じて変化することなどが示唆されている（多賀，2002)。

このジェネラルムーブメントを寝返りが出現するまでの

期間について人間とチンパンジーで比較すると，その複

雑さの現れ方に違いがある（T1akayaeta1.,2002)。チン

パンジーでは腕も脚もその動きの複雑さに違いはない

が，人間では，腕の動きの複雑さのほうが脚に勝るらし

い。さらに，人間のジェネラルムーブメントは，出生直

後から寝返りが出現するまでの４～５か月間に，複雑一

単純一複雑のＵ字型の変化をすることがチンパンジーの

場合と異なっている（T1akayaeta1.,2002)。生後２～３

か月以降の四肢の自発運動の複雑性の増加には，皮質下

の制御から皮質による制御への役割交代を伴うとの考え

方もされている（'Elga,'Eakaya,＆Konishi,1999)。この時

期以降，人間の赤ちゃんに顕著に見られる姿勢が，手で

自分の身体をさわる，とりわけ，両手を絡み合わせる姿

である（竹下，1999,2001)。

自己接触行動

「あおむけで手と手を合わせて遊ぶ」は，４か月健診の

問診項目にも加えられることが多いが，この行動は赤

ちゃんにとっては重要な意味がある。まず，人間の赤

ちゃんらしく，安定したあおむけ姿勢をとることができ

るよう発達しているかどうか，そして，あおむけゆえに

身体を支えることから解放されている両手が，人間の赤

ちゃんらしく，自分の身体を探索する，物をつかんでい

じくることができるように発達しているかどうか，その

ことを，赤ちゃん自身が楽しんでいるかのように，持続

的におこなえているかを確認することが大切である。さ

らに，この行動が興味深いのは，二重の「二重接触

(doubletouch）経験」を赤ちゃんに与える点にある。

赤ちゃんの手が自分の身体に触れたとき，触覚が自分

の身体にかんして二方向に生じる。手が顔を感じている

と同様に，顔は手を感じている。人間でもチンパンジー

でも，新生児は自分の頬に触れる自己の指を他者の指と

は区別していることがわかっている（Rochat＆Hespos，

１９９７；Itakuraeta1.,2002)。つまり，「二重接触」を通じ

て，赤ちゃんは，環境中の他のものではないものとし

て，自己身体を知覚することができている（Rochat，

2001)。二重接触のなかでも「指を吸う」と先述の「(あ

おむけで）手と手を合わせ（て遊ぶ)」は特殊な例だと言

える。口と手がいずれも探索，把握，操作の可能な感覚

運動器官だからである。これらが互いに出会い，接触す

るということは，たとえば，手が一方的に頬を触るとは

異なる，感覚運動協応のより複雑な経験を生みだすはず

である。生後３～４か月までに，人間の赤ちやんは，接

触する口と手，手と手の微細な探索運動と，触感覚の複

雑な相互作用の経験を通じて，自己身体や自己の能動

‘性，受動性を実感し，生態学的な自己を獲得していく

(NeisselJ995)。これに対して，チンパンジーの赤ちや

んをあおむけにする機会を与えて育てた場合，生後２か

月ごろにまず頻繁に見られるのは足先つかみ，つまり手

が同側の足を把握する姿である。あおむけでの両手合わ

せは寝返りが可能になったのちに見られるようになる。

物の探索と操作

あおむけの赤ちゃんの手には自分の衣服や母親の手が

触れる。さらにガラガラなどのおもちゃを握らせられる

としたら，赤ちゃんは，自らの手伸ばしによって積極的

にとりにいくようになる以前に，すでに自己身体以外の

物の探索を始めることになる。筆者らは，マカク，チン

パンジー，人間の物とのかかわりを，姿勢反応の発達を

軸に比較してきたが，その結果を次の２点にまとめるこ

とができる（竹下・田中・松沢，1989)。①どの種も共

通して，第２段階（前肢伸展・後肢屈曲の段階）におい

てはじめて，外界の対象に対する到達行動が生じ，第３

段階（前肢・後肢伸展の段階）以降に操作行動が発達す

る，ただし，②同一段階における操作行動のレベルは，

マカクよりも大型類人猿，大型類人猿よりも人間の順に

高くなる。人間は第１～２段階，つまり，お座りも這い

這いもできない時期にすでに安定したあおむけ姿勢をと

ることができ，両手での物の操作が可能である。チンパ

ンジーでは，姿勢保持能力が充分に獲得されてから対象

操作能力が発達してくる。マカクでは，そのずれの度合

いがさらに大きくなる。

あおむけでの自己身体や物の探索は，身体にかかる重

力に抗して，自らの姿勢をコントロールする能力に伴わ

れてこそ可能な行動である。そのようなあおむけ姿勢を

発達させつつ，自分自身で楽しむあおむけでの活動を多

様にしつつ，赤ちゃんは母親や周囲の他者からの声かけ

を受け入れる。発達初期に母子間で持続する声のやりと

りは，人間に独自のものであり，ことばの獲得の前提と

もなる（Rllk,２００４；Greenspan＆Shanke喝２００４；竹下，

1999,2001)。他方，チンパンジーでは通常の場合，母

親が出生数か月の赤ちゃんを自分の身体から離す時間を

多くもつことはない。ただし，飼育下など，安全な空間

であれば，赤ちゃんをあおむけで少しの間放置したり，

あおむけにした赤ちゃんの身体を点検するかのように優

しく各部に触れたりすることもある（Hirata,２００８；竹

下，2001)。そのような時，赤ちゃんは，母親に再び抱
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きあげられることを望むかのような発声をすることもあ

れば，四肢をゆるやかに動かししつつ穏やかな様子で母

親の手指の接触を受け入れたりすることもある。

コミュニケーションと発達

身体，行為，表象

出生以後，個体としてかかわる現実は，陽の光であ

り，その周期的な闇との交替であり，重力であり，身体

を接する環境基盤の反作用である。環境を構成するさま

ざまな物体があり，社会的存在たる他個体がある。空間

内に存在するさまざまな要素とのかかわりの疎密や関係

性は，個体自身に自発する変化もその一要素として，ダ

イナミックに変化する。自発するのは行為であり，これ

に伴う感’情である。環境世界はこれらとの相互作用を通

じて認知され，自己もまた，環境内の客観的実在とのか

かわりを通じて個体に感知・覚知される。生態的・社会

的環境を探索する個体の行為と，そこに立ち顕れる環境

のアフォーダンスが個体のさらなる行為を生みだす。そ

の過程に含まれる調整的活動が知性進化の原動力だと考

えることもできる。ギブソン(JamesGibson,1904-1979）

に発し，リード（EdwardReed,1954-1997）の著作や，

日本では，佐々木らによって主唱されてきた生態心理学

のアプローチは，行為とその生成プロセスの種間の異同

に注目する個体発達の比較研究にも大きな示唆を与える

(Reed,1996;佐々木，2005)。

他方，ギブソンと同時代に生きたピアジェ（Jean

Piaget,1896-1980）も，出生時に装備され，自発する運

動を行使することで，赤ちゃんは「世界」とかかわり，

感覚運動機能を発達させつつ「世界」を学んでいくと考

えた。つまり，感覚運動的活動を介して世界を認知して

いく。このような経験の繰り返しが，のちの高度な認識

をささえる表象の発生の基盤となる。このようなピア

ジェの立場を，理論生物学者のヴァレラ（Francisco

Varela,1946-2001）は，「新生児には活動しかないし，物

体に対するどんなに単純な認識行為ですら活動を介して

しか理解できないのである。この段階から始めて，新生

児は法則と論理の現象世界の全体系を構築していかねば

ならない｡」と記述し，認知科学研究において自ら提唱

したエナクティブ（enative，行動化）アプローチの先端

に位置づけた（Varela,1991/2001)。

ピアジェ以後の研究は，赤ちゃんはピアジェが考えた

よりはるかに「有能」であることを明瞭に示してきた。

認知発達にかんするこれらの研究成果から，発達初期か

ら赤ちゃんには何らかの表象機能が備わっているという

解釈が強力に主張されてきた。そこでは，人間が世界の

諸事象に対して知識を築きあげるときの原型となるよう

な，生得的な表象システムがあると考えられている

(Meltzoff＆Moore,１９９４；Spelke,1994)。他方，エナク

ティブでは，認知を表象ではなく，「身体としてある行

為」だととらえる。ヴァレラらは，「生命体の認知とは

独立した存在である世界」を「それから独立して存在す

る認知システムによって表象する」ことが認知であると

する所謂「認知主義」の立場（認知を「心的表象」とみる，

｢世界」を表象する特定の記号を操作することによって

心が機能すると考える立場）を批判した。そして，メル

ローポンテイ（MauriceMerleau-Ponty;1908-1961）の考

えを継承し，「世界と心」は，「行為から産出（enaction)」

されるものである，との考えを提唱した。ここでは，表

象の「生得性」を想定しない。ところで，ヴァレラらが

批判する「世界がそこにいる生命体から独立して存在し

ているという理解」は，多くの人が共有するものだろう。

私たちはすでに存在していた世界に生まれるし，死んだ

あとにも世界は存在するに違いない。このように考える

ほうが日常経験的には自然である。しかし，生まれる前

から他に誰かが存在したこと，死んだあとにも誰かが生

き続けることを思い起こす必要がある。つまり，そもそ

も世界とは個々の生命体が行為によって歴史的に協同的

に生みだすものであって，引き継がれていくものであ

る。この論では，諸々の物理的な実在が否定されている

のではない。ただ，私たちが生命体としてあるかぎり，

私たちは自分が知覚あるいは認知した世界にしか生きら

れない。だからこそ，行為する主体との関係を抜きに存

在する，あらかじめ，誰かが決めた絶対的な客観･世界

も，何者かによるその忠実な反映も本来ありえない。し

たがって，いかなる生命体にとっても，世界の諸特性に

対応する表象が生得的に与えられていたりするはずがな

いということになる。ピアジェの認識の，とりわけ感覚

運動的活動の発達論は，人間が獲得した表象の世界を，

個体の感覚運動的活動の反復の結果として創発するとと

らえようとしている点において，まさにヴァレラらの主

張に通底するともいえる。

いかなる生得的な表象を想定しなくても，知的な行動

が「身体としてある」行為から創出する。ヴァレラは，

表象システムや，目標や計画を伝える中枢システムをあ

らかじめ装備せずに，環境のなかで動きながら自律的に

目的を達成する可動ロボット（クリーチャー）の成果を

参照して，エナクティブアプローチの妥当性を主張し

た。当時のクリーチャーの実態は，複雑，動的な社会環

境で人間と共生するのにはほど遠かった。しかし，その

発想は今日の認知発達ロボティクスに受け継がれている

(浅田，2004)。

人間の赤ちゃんには身体があり，自発する運動があ

り，発達しつつある脳神経系があり，さらに通常，養育

者から懇切な世話を受ける。そのすべてについて，生物

進化と社会一文化一歴史的な背景がある。それらを基盤

として人間の赤ちゃんが獲得する表象や言語である。こ
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れら高次の精神機能をロボットに創発させることは可能

だろうか。ここで欠くことのできない要素は，人間の行

動と認知，コミュニケーションの行為レベルと表象レベ

ル，そのいずれにも伴って生起する感情の問題だろう

(藤田，2007)。

機能的感情の発達進化説

栄養摂取は赤ちゃんの生存にとって不可欠の生理的欲

求であり，吸乳行動は出生後の適応的行動として最も重

要なものである。飼育チンパンジーを対象とした研究に

よると，吸乳（授乳）間隔は夜間でも規則的である

(Mizunoeta1.,2006)。実際の吸乳にいたる場合には，

覚醒して活発な全身運動が起こる。母親の腹側を乳首に

向かって四肢を屈伸させて進む運動が起こり，頭部も左

右に振るようにして乳首をさがす。このとき，チンパン

ジーの母親は，自分の乳首をわが子に向かって差し出す

ことはしない。しかし，両手あるいは，両脚でわが子の

身体を保護しながら，赤ちゃんが自分の腹に接して身体

を揺すり，四肢をもがき動かすのを許容する。鼻でまさ

ぐっても，乳首をなかなかくわえるにいたらないとき，

新生児はむずかり声を発する(Bar｡,2000；Plooij,1984)。

ちなみに，このような発声を英語ではeffOrtgrunt(がん

ばりうなり声）と呼んでいる。これが聞かれたとき，母

親は，わが子が乳首にたどり着きやすい体勢になるよう

に抱きなおす（Bard,2000)。また，母親が急に姿勢を変

えるなど，「不快」な事態が起こったとき，赤ちゃんは

悲鳴やむずかり声を発するなどして「泣く｣。これに対

して，ほとんどの場合，母親はなだめるように赤ちゃん

に触ったり，抱きなおしたりする。このように，チンパ

ンジーの赤ちゃんにおいても「泣き」は母親への感情シ

グナルとして機能し，適切な養育行動を誘発するらしい

(Mizunoetal.,inprep.)。

生理的な欲求や環境中での物理的な状況の変化は，身

体内外の生理的，物理的刺激の知覚とともに，’快，不快

をはじめ，さまざまな感‘情を当該個体にもたらす（毛布

はすべすべしていて心地よい，など)。自閉症児のため

のＤＩＲプログラムの主唱者でもあるグリーンスパンと

シャンカーは，発達初期の赤ちゃんでもさまざまに遭遇

する事態に対してこのような知覚と感情の二重符号化

(dualcoding）をおこなっているとし，知覚とともに感

情が生起して刺激ないしは状況を価値づけ，意味づける

こと，生起した感情が応答的な他者とのコミュニケー

ションを通じて感情シグナルとして段階的に発達して機

能するようになることに着目した。つまり，直接的な行

為によらなくても他者に意図を伝えることができるよう

になることで，刺激ないしは状況に対して生起した知覚

が刺激や状況に対する即座の反応を引き起こさなくな

る，そして，知覚が行為から独立したイメージとして感

情によって意味を付与されつつ蓄積されてシンボルに転

化していくという（Greenspan＆ShankeE2004)。養育

者との共同の場やそこでのコミュニケーションはさまざ

まな人間的感情の源泉である。つまり，人間の知性に特

有な表象や言語は，養育者との相互交渉，よりよい二重

符号化経験の蓄積によって学ばれなければならないとい

う考えである。ギブソニアンもピアジェシャンも赤ちゃ

んが環境のなかでいかに行為し，学ぶかを重視するが，

行為の経験が表象の獲得にどのように結びつくか，その

メカニズムを提示していない。他方，人間の赤ちやんは

すでに生後数か月で物理的推論さえ伴う表象能力を示す

ことが知られている(Rocaht,2001)。それでは，何が表象

を生みだすのかと考えたとき，グリーンスパンとシャン

カーの感情発達が知性発達を牽引するという説は注目に

値する。彼らは，ピアジェの発達論のミッシングリンク

を埋めるものという位置づけを自説に与えているが，む

しろ，媒介発達理論，人格発達理論，感情発達理論の統

合において人間発達をとらえようとし，とりわけ，短い

生涯の最晩年には認知と感’情の統一的理解を進めたヴィ

ゴツキー（JIeBBblroTcKH曲,1896-1934；神谷，2007）と

の類縁性を想起させる。ヴィゴツキーは，高次精神機能

は記号による媒介によって発達すると考えたが，グリー

ンスパンとシヤンカーの説は，媒介となる記号の発生に

おける感情と，感情の発達を導くコミュニケーションの

主導的役割を説くものである。さらに彼らは，人間の個

体発達の出生から青年期にいたるまでの１４段階を，人

間以外の霊長類や化石人類，紀元前の古代ギリシャ人に

まであてはめて検討し，「機能的感情発達の発達進化説」

として提起している。

チンパンジーの母子は，「しがみつき－抱き」と「吸乳

一授乳」を出発点として，まずは，身体の直接の触れ合

いによって，感覚運動的な相互行為を伴いながら，身体

の動きを伝え合っていく。日々繰り返されるその活動の

なかで，赤ちゃんは，自分との関係において他者はどの

ように動くのか，他者との関係において自分はどのよう

な身体運動を発すれば適応的な基礎定位を得ることがで

きるのか，そのことへの認知につながる最も基礎的な感

覚運動的経験を，新生児期以降，日々蓄積していくので

ある。しかし，先述したように，母親は状況によって

は，赤ちやんを自分の身体から離し，対面的なコミュニ

ケーションを試みうる。赤ちゃんのほうは，母親に抱か

れている状態が何よりも身の安全を保障する基本形であ

り，離されて地面に置かれれば通常は泣く（Hirata，

2008)。

人間の母親が赤ちゃんを頻繁に身体から離そうとする

ようになったころも，それを嫌がるわが子との間にさま

ざまな葛藤場面が生じただろう。それでも，採食や年長

の子の世話など，赤ちゃんを傍らに置いておこなう活動

の必要に迫られたとき，母親は赤ちゃんを宥めあやす声
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かけや微笑みかけをしたのではないか。ときには，怒っ

た顔を見せただろう。赤ちゃんは，母親に抱かれること

を求めつつも，母親の働きかけを受けとめて，さまざま

に感情調整をし，場面に適応的な感情シグナルを発達さ

せただろう。ゆっくりとではあっても姿勢運動機能が発

達すると，自力でも安定したあおむけをとることができ

るようになるとともに，あおむけ姿勢で自己身体をいじ

くり，物を持たされては遊ぶことができるようになる。

そして，母子ともに，互いの「しがみつき－抱き」に拘

束されずに，視聴覚による対面コミュニケーションや

歌，おもちゃを取り入れた遊びを楽しむようになったの

だろう。あおむけが母親のみならず周囲の他者とのコ

ミュニケーションへと赤ちやんを導く姿勢であることは

すでに指摘した。チンパンジーの新生児にも人間のそれ

に比肩する多様な表'情が観察されており，対応する感↓情

のあることが想定できる（Bard,1998)。しかし，人間の

初期発達におけるあおむけでの複数の他者との多様なコ

ミュニケーションは，さらに豊かな二重符号化経験と機

能的感’情の発達を生みだすことになったのではないか。

それらが表象的思考の発達進化における彼我の違いの根

源かもしれない。

以上に述べたことは，現在はスペキュレーションの域

を出ない。行動と認知と感情の発達をあくまでも実証

的，発生的に再吟味していくということが必要だろう。

筆者らの立場では，人間の胎児期にはじまる感覚運動的

活動とコミュニケーションの詳細をとらえることにな

る。さらに，身体とその動きにおいて，人間と共通する

発達過程をもつ人間以外の霊長類との比較という視点を

もった研究を導入する。

胎児期からの母子コミュニケーションの比較発達研究

現在,筆者らは４次元超音波画像診断装置(４，エコー）

による胎児の行動観察をおこなっている。最近は産婦人

科の外来にも普及しているこの機械をもちいると，胎児

の表情や手指の動きを鮮明にとらえることができる。こ

れまでに，新生児期に見られる指吸いがすでに妊娠中期

から見られることが明らかになった（Myowa-Yamakoshi

＆'nakeshita,2006)。口に向かう手指が接触する直前に

口が開き，開いた口に手指がはいって指吸いにいたる様

子が20週すぎに観察されたのである。手指の移動と口

の開閉がスムーズに協応する。同じ時期から，胎児には

繊細な手指の動きを伴う両手合わせも見られる。妊娠中

期から後期を通じて，人間の胎児は，手を頭に，顔に，

口に，足に，もう一方の手にと，自己のさまざまな身体

部位に頻繁に接触させる。このような行為を通じて，各

部位がそれぞれ他の部位とどのような位置関係にあるか

を，胎児は知っていくのだろう。また，このような二重

接触経験を通じて，胎児は自己の身体やその動きについ

ての情報を得て，自己というものをとらえていくのだろ

う（明和，2005,2006)。

筆者らは，チンパンジーの胎児についても，４，エコー

をもちいた研究を実施している（'I1akeshita,Myowa‐

Yamakoshi,＆Hirata,2006,inpress)。これまで，３個体に

ついて観察し，最も早い時期から観察できた個体では胎

齢５週からデータを得た。人間の胎児と同様のさまざま

な身体の動きが見られた。胎齢２１週以降には手を口に

入れていたり，片手で反対の手や足を握っていたりする

姿も見られた（平田，2008)。人間で見られた予期的な

指吸いや両手合わせは確認できなかった。まだ３個体の

ことなので，結論的なことは言えない。しかし，人間の

場合と比較すると，手で顔の各部位を触る行動が少ない

ようだった。比較において留意すべき点として，胎児に

対する子宮の相対的な大きさや羊水の多さなど，胎児の

四肢の動きを制約する条件が人間とチンパンジーでは異

なることを指摘したい。人間の胎児は相対的に大きな胎

内空間，多めの羊水のなかで四肢の運動の自由度が高い

かもしれない。そのような環境のなかで四肢の動きの質

や量に差異が生じるとしたら，それは，赤ちゃんが自己

の身体とどうかかわるか，ということにおける差異であ

り，きわめて原初的ではあっても，自己知覚の質的な差

異に結びつくだろう（明和，2005,2006;Takeshitaeta1.,

2006,inpress)。

筆者らは，心拍に加えて表’情など４，エコーによって

得られる行動指標ももちいて胎児が外界とコミュニケー

ションしていく様子を観察している。人間の場合，母親

の声と母親以外の女‘性の声など，異なる音声刺激を出生

以前に識別することが心拍指標をもちいた研究でわかっ

ていたが（Kisilevskyeta1.,2003)，筆者らはさらに，口

唇部の動きを指標とすることで，より早い時期からその

ような能力の生じている可能性を示唆する結果を得た。

つまり，母親の声を聞いた時は母親以外の女性の声を聞

いた時に比べて口を開ける回数が多かった。人間の場

合，胎児は母親の声に独特の感受‘性を示すことは確かな

ようである。母親の声を聞いて口を開ける頻度が増すと

いうこと自体が，自他理解の初期発達にかかわって興味

深い（明和，印刷中)。このようなコミュニケーション

が人間の母子にはあるとして，そこに感情が生起して，

胎児はすでに二重符号化経験をしているだろうか。そし

てチンパンジーの母子についてはどうなのか。目下，観

察条件を整備しつつ引き続き対象母子の得られる日に備

えている。

おわりに

長い在胎期間，出生後の養育者による懇切なケアの期

間を，人間とチンパンジーの赤ちゃんは，何を経験し，

どのように「心」を発達させていくのだろうか。

ピアジェの発達段階を指標とした人間以外の霊長類を
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対象とした研究は数多く，これらを総合すると，チンパ

ンジーは，第一大臼歯の萌出までに感覚運動的知能の第

６段階まで達成し，さらに前操作段階に進むことも可能

とされる（Parker＆McKinney;1999)。限られたエピソー

ドではあるが，ふり遊びなども観察されている（松沢，

2009)。他方，同じ飼育下のチンパンジーでも，積木を

積み上げることはできるが，対面する人間が積んだ積木

の色の配列を真似て積むことは困難である（Hayashi，

2007；Hayashi＆Matsuzawa，２００３；Hayashi，Sekine，

'manaka,＆'makeshita,inpress)。また，描かれた顔の輪郭

や各部位に重ねて描線できるが，顔の欠落した部位を補

完することは困難である（斎藤，2008)。いずれも人間

では２歳ごろから可能になる行動である。言語獲得との

関連がまずは想定できるが，これらの行動が，人間にお

いては，おとなとのコミュニケーションのなかで出現

し，行動に伴う感情が豊かに発露することを目の当たり

にすると，チンパンジーとの差異は，胎児期から出生後

に引き続く母子コミュニケーションやそれに伴う感情経

験の質と量の違いがもたらすものなのかもしれないと思

える。人間とチンパンジーの個体発達の異同を，今後

は，遊びなども含む多様なコミュニケーション場面を通

じて，さまざまな側面から明らかにしていくことが必要

である。そしてそれを実現するために，子育ちと子育て

の環境を両種ともに充実，整備していくことが必要であ

る。
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映像発達研究法の可能性：フィールドにおける洞察を観る

斉藤こずゑ
(国事院大畢文学部）

特集論文

発達心理学の研究において利用される映像（写真，ビデオ，フィルム）は，ビデオ機器の利用が始まっ

た1970年代頃から近年に至る技術的利便性の向上に伴い，膨大な蓄積があると思われる。しかし心理学

領域における，写真を含む映像メディアの理論化の遅れは，子どもの映像認識発達の解明よりも，研究

者の方法論としての映像利用の考察において立ち遅れ，結果として映像メディアの本来の可能性を不当

に狭めるものとなっていると思われる。今日の人々の映像利用の増大の潮流にあっては，映像を単に

データ作成の補助的道具として位置づけるのではなく，発達現象の研究内容と深く関わるものとして映

像メディアを位置づけ直し考察することが急務である。このような心理学の現状に比して，すでに映像

利用の新展開を迎えている，一般社会や他の学問領域を参照しつつ，今後の発達心理学における映像メ

ディアの位置づけと理論化の可能性を提唱する。

【キー・ワード】映像発達研究法，映像メディアリテラシー，映像認識論，間メディア性，

研究者のストーリー

はじめに

日本発達心理学会が成人を迎えた。２０年は思い起こ

す時間としてはちょうどよい長さなのかもしれない。今

後40年，８０年ともなれば，個々人の脳裏の映像イメー

ジは残らず，文書や写真などの外部記憶媒体に依存する

ことになる。『発達心理学研究』に掲載され，また学会

で発表される多くの研究は，子どもの「変化」を捉える

ために知恵を凝らした工夫である。この工夫は，理論的

枠組みや概念，測定のものさしや道具，操作技術，子ど

もとの関わり方のフォーマットなどの形で発達事象の変

化を媒介しようとする。本稿では，発達心理学の財産と

いえる方法の中でも観察方法に焦点化し，映像メデイア

を用いた観察において，映像注'）を正当に位置づけるこ

とを提起する。仮に「映像発達研究法」と名づけ，それ

を，成人を迎えた日本発達心理学会の長い未来に向けた

布石として投じたい。

1．現実と映像の関係：見えないものを可視化する観察

発達研究が発達的変化に焦点を当てていることを考え

ると，発達の観察は，見えるものをそのまま見るのでは

なく，見えるものの背後の見えないものを見出したり，

消えて見えなくなるものを見ておいたり，これから見え

始めるものを予期してみているなど，むしろ，見えない

ものを見ることだといえる。そこで観察研究において

は，現実をなぞり正確に記述する道具だけでは既有世界

を越えられないため，見えないものを記述できるメディ

アが必要である。ことばは現実を要約するばかりでな

く，思考などの内的世界や虚構世界も記述できるため

に，現実を超えるための主要な役割を持っている。しか

し映像メデイアの登場で，ミクロ，マクロ，透視，時間

の加減速，反復といった，人の視覚を越える新奇な視座

からの見えない現実の映像化が達成可能になり，それは

言語メディアとは違う意味づけを受け手に求めることに

もなった。

もし「映像発達心理学」というものが成り立つのであ

ればそれは，第１に人にとっての映像の意味，機能とそ

の発達，つまり映像認識論を明確にし，第２に本稿で問

題とする映像発達研究法すなわち発達心理学の方法論と

しての映像の可能性をも探る領域になる。実際には第２

の映像発達研究法に限定しても，第１の映像認識論の問

題は関係してくるので，表象としての映像をどう理解す

るかについての心理学的研究に加えて，映像をどう制作

し利用できるかまでを含めた映像メディアの「読み書き

能力」すなわち映像メディアリテラシーの研究が，映像

発達研究法の内容にも深く関わるはずである。しかし，

その映像メディアリテラシーの心理学的検討はまだ十分

に行われている状態ではない。今日多様化し氾濫する日

常の映像メディア刺激自体についても発達心理学的検討

は緒に就いていない。映像は，読まずに避けうる文字と

違い，感受しないことが難しい直接的で強制的な性質を

持つ。見えていても読まないこともあるという意味で文

字の受容レベルが間接的（高次の処理）であるのに対し

て，映像の直接性は視聴者の反応を誘発しやすい。この

意味される世界と意味する媒体の直接性が，現実と映像

を同一に扱う素朴な映像観に結びつき，それが観察研究

における映像メディアの扱いにも影響を及ぼしてきたと
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考えられる。以下には，観察において見えないものを可

視化する方法としての映像メディアについて，その特徴

を言語メディアと比較しつつ検討する。

２．観察メディアと観察目的のもたらす制約

発達心理学も社会の営みの中で起こっているため，研

究目的も方法も社会の歴史的変化に大きく左右される。

映像メディアが登場する前は観察者の生の視聴覚体験に

依存するほかはなかった観察研究は，その後の観察メ

ディアの変化による影響を余儀なくされる。観察におい

て観察メディアと観察目的が，観察結果の子どもの変容

にどのような関係をもちうるのかを考えることは有用で

ある。そこで観察とメディアの歴史との関係を簡単に振

り返るため，発達心理学領域に限定せずに過去から現在

に至る子どもの観察事例を参照する。

子どもが生まれたとき，母親だけに任せるのでなく，

子どもに寄り添いたいと思う父親がいても不思議ではな

い。それほどに新生児はインパクトを与えてくれる。

Darwin（1872,1877）が長男をはじめ子どもの日誌記録

をつけていたことは発達心理学的観察の始まりとされる

が，それ以前および以後においても西欧にはPiagetの記

録をはじめ多数の日誌記録が存在する。時代は下るが日

本でも福嘩諭吉の子どもの記述（山住・中江，1978）や，

やっと最近出版された東牒英機（東係，2008）の育児日

誌などが知られている。同じく近年編纂出版された金子

みす愛の長女のことばの記録（金子・上村，2003）も考

慮に値する。他に考証すべき素材は多いが，映像メディ

ア技術の発展を考慮するには一部の記録を振り返るだけ

でも十分であるため，これらの記録に関わる写真利用と

観察目的にふれ，現在の状況と比較したい。

家族の場合は観察が日常的に可能であるといっても，

当たり前の日常に育児日誌を習慣化するには動機づけが

必要である。人に伝えるため，自説を確認するためな

ど，観察者が，例えば父親か，科学者か，文人かなどそ

の人の持つ「役割」に応じてそれぞれの目的で子どもを

観察する視点が異なり，その影響で，観察のために選択

する媒体も異なる。逆に，時代の技術革新の結果提供さ

れる技術によって観察の目的が左右される可能性もあ

る。そこで観察のために選択したメディアと，観察者の

持つ役割に基づく観察目的との両方が，観察そのものを

制約する可能性があると考えられる。

Darwinの場合は，長男の誕生は1839年であり奇遇に

もDaguerreの銀板写真がフランス科学アカデミーで発

表され写真の誕生とされる年である。当時の技術では露

光に３０分も掛かり，携帯』性がないのに加えて撮影場面

の制約も強く気軽に乳児の行動記録に用いられるメデイ

アではなかったためか，Ｄａｒｗｉｎの日誌に子どもの写真

やスケッチが添えられることはない。Darwinと２歳８ケ

月頃の長男の写る銀板写真（1842年）は残っているが，

この年齢以後は日誌記録で長男の記述がむしろ少なくな

り（Conrad,1998）写真は日誌の終了記念と意味づけら

れるかもしれない。この長男の日誌記録を素材の一部と

して利用した後の著作（Darwin,1872）では，写真技術

も向上しており，さまざまな人の表情を写真やイラスト

で掲載し，他者の提供してくれた写真を評価してもい

る。しかし，同じく長男の日誌記録に基づいて後に執筆

した乳児期の発達に関する数年後の論文（Darwin,1877）

では写真の利用はない。前出の書物での，人一般の表情

の違いに関しては写真を重視していたのに対して，後続

する論文で写真の利用がないことはどう説明づけられる

だろうか。研究者以外の読者も想定した書籍と，研究者

向けの学術論文の制約の違いも大きい要因だと思われる

が，もし学術論文に子どもの発達の写真を掲載する必要

を強く感じたのならば，すでに過去となった長男の幼少

時の写真の欠損を補うために執筆時の他の子どもの写真

やイラストで代用できたはずである。それを行わない理

由としては，第１に，学術論文には言語メディアの制度

的偏重の影響があったこと，第２に，論文で主張したい

ことは一般論だとみなすと，特定の子どもの発達という

側面をむしろ排除する必要があり，固有の子どもの映像

は必要なかったこと，第３に，２とは逆に，誰の顔でも

良い匿名的な子どもではなく固有な個人の顔をもった長

男の発達を論じるスタンスが共存するために，長男固有

の映像の代わりに一般的な写真を使うことが不適切だっ

たのではないかと考えられ，これは科学的論文の中で一

般論を主張するのに際して，固有の子どもの日誌記録に

依存していることを隠蔽していないという意味で，相反

する「一般と個」という観点を併せ持っていること，を

意味する。

現在においても学術論文の制度的なディスコースにお

ける言語メディア偏重は映像利用を阻む制約となってい

るが，ことばを話さず，言語化しにくい動きの中に発達

的変化の潜む乳幼児の観察には，言語的記述よりも映像

メディアによる記録が適切である。Darwinは，「泣き叫

ぶ乳児を観察することは容易だが，簡単な手続きで作れ

る写真は，熟考をも可能にする最も優れた観察のための

手段だということを見出した」（Darwin,1872,ｐ・'48）と

書いている。そこで，当時の技術レベルでもイラストや

写真を肯定的に評価しているDarwinが，もし技術的利

便性のある現代にいたら，長男の表'情表出などの日誌記

録に映像を多用したと言い切ることができそうである。

福葎諭吉の長男一太郎は1863年(文久３年）生まれで，

やはり日本で初めての湿板写真法による写真館が横浜に

できた頃だが，露光が１０秒以下に短縮されたものの撮

影直後の現像の必要性と，携帯性のないためか，子ども

の記述に写真が伴うことはなく，子どもの健康や発達に
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ついて一喜一憂する趣の記述は言語メディアのみであ

る。他方で，さまざまな年代での自身の肖像写真は多く

残存し公開されているので，まだ高価で利便性に欠ける

写真は，日常を写し撮るものではなくハレの日の記録技

術だったと思われる。福津の日誌記録の目的を考える

と，長男の発達の遅れを心配しつつも快復の早さに喜び

息子を自負する記述は，裏表のない父親の心象を記述し

ており，このような日誌記述によって福淫が同世代の

人々に伝えたかったのは，むしろ一般的な子育ての思想

であって，長男の写真で子どもの固有性を伝える必要性

はなかったのだと思われる。

東峰英機の長男英隆は1911年（明治４４年）生まれで，

手提暗箱という携帯可能なカメラもすでに発売されてい

たころである。しかし，日誌は妻かつ子と共通のノート

に文字でびっしり書かれている。「将来の思い出の楽し

みにしたい」（東峰,2008,ｐ､9）といった目的で書かれ始

めた日誌は，家庭に居ながら夫妻の交換育児日記のよう

でもあり，日常について書かれた記述に当時の写真映像

が伴うのはむしろ不自然なことでもある。この時代と環

境上，家族の写真は多く撮られているようでもあるが，

想定される日誌の読者は自らを含む将来の家族であるた

め，育児日誌と写真の照合は自在でもあり，それぞれが

家族の記録として，写真アルバムと日誌は独立かつ並存

する関係を持つものであったと思われる。日誌の内容に

は夫婦の心象もあるが，長男の具体的な行動や周囲の人

やもののかかわりを詳細に記録する文体は，民族誌的で

すらある。しかしもし夫婦が，家族以外の他者が読者に

なることを考えたなら個々の事象の客観的記述が必要と

なるはずであり，日誌の言語記述にイラストや写真など

の映像を対応づける必要性も感じたかもしれないが，そ

れは想定外だったのである。したがって，学者や一般の

読者を想定したDarwin，福津の言語メディア利用とは

違い，アルバムとは独立した言語メデイアによる家族へ

のメッセージという理由で言語メディアだけによる日誌

記録となっていると考えられる。

金子みす翼は1927年（昭和２年）生まれの長女の３歳

時の発話の記録を採っていたが，それは幼児のことばの

詩的な側面への興味からであって，記録者のことばによ

る状況の補足説明は最小限で，子どものことばだけでそ

の場の情景描写を完結させるかのような記録は，記録者

の説明的言語メデイアによる発達の記録や分析という日

誌記録の分析的視点とは異なっている。また長女の映像

的なことばは，実際の映像媒体を伴わせることで競合す

るため，映像はむしろ必要がないようにも感じられる。

生活環境や書き手の興味の制約もあるだろうが写真や描

画などの映像媒体の伴わない理由は，ことばの映像性を

重視したためだと思われるのである。そうだとしても，

もし書き記されたことばが，発達心理学者のビデオ観察

のように，映像による幼い長女自身の声と身体性を伴っ

ていたらどうだろう（それは現実には起こりえなかった

ことであるが)。この映像情報は必ずしも金子のメッ

セージを補強するとは限らず，言語で純化された詩的な

側面は伴う映像によってむしろ損なわれるのかもしれな

い。この場合は学術論文という制度的な言語メディアに

よる制約ではなく，韻文文学というまた別の制度的言語

ディスコースの制約が，映像と相容れない可能性を示唆

する。

次に一般的な発達心理学的観察を想定し比較する。研

究者が発達心理学上の課題解決を目的に自身あるいは協

力者の子どものビデオ録画データによる縦断観察記録を

取り，研究論文を書いた場合，想定する読者は研究者で

あり，メッセージは当初の検討課題の一般的結論であ

る。それは，個別的な子どものケースについて当てはま

るだけではないので，Darwinと同じく，第１に，学術

論文の制度的言語メデイア偏重，第２に，一般論から特

定の子どもの発達という側面をむしろ排除する，という

２つの制約から観察の映像メデイアデータは公表しない

ことが選択されるかもしれない（この制約とは独立に，

個人情報保護や肖像権等の倫理的問題も関わるが，この

ことは映像の本質的問題としてあとで論ずる)。しかし，

実際にはDarwinにも垣間見られるように，本来の観察

は、ケースの数によらず個別的で固有な子どもの観察で

あり，一般論としての結論に個別的情報が影響している

はずである。その個別的情報は，ことばによる記述やエ

ピソード事例などとして紹介されることはあっても，映

像として公にされることは少ない。そこで，当該研究者

が当初の観察現場や映像メディア撮影時およびその後の

視聴時に得た印象や洞察は，言語メディアのフィルター

で臆過され，言語的に捉えられる意味概念に姿を変えて

読者に伝わることになる。これが上記第２の制約「研究

上の一般論が子どもの個別性を排除すること」の実態で

ある。もっとも，研究の観点がナラティブや個人差など

個別性を重視する場合には，目的上は個別性は排除され

ないはずである。しかし，その場合でも映像メディアの

利用が保証されるわけではなく，言語メディアによるナ

ラテイブや個人差の解説になる。このように「研究にお

いて個人を重視する場合ですら，それを最も表現し易い

映像が役立てられないのはなぜだろうか｣。このことを

考える前に，今後の観察研究にも影響が及ぶかもしれな

い今日の映像メデイア状況を簡単に見ておきたい。

3．映像メディア観の変化と可視性の浸透

上述の日誌記録の時代と激変した現在は，携帯写真や

動画が育児日記代わりのブログや動画サイトに蓄積さ

れ，日常のやり取りにも使われる。時と場所を選ばずに

携帯写真付きメールが交換されることで，映像メディア
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が人々に共有され，見えないものの可視化が浸透する。

出産後その日のうちに，母親自身によって新生児の携帯

写真を知人に送ることも可能になった。新生児だけでは

なく，胎児の画像診断写真も面影を判断できるほどに正

確になってきているので，子どもは胎児期から画像つき

で親によって日誌記録化されている可能性すらある。

唖ｂｌｅｌは最近筆者宛に届いた３人の母親による出産報

告メールと，その中の一人の胎齢８か月時の胎児画像つ

きメールである（掲載許可を得ている)。無事に出産を

成し遂げた喜びを本人自らがわずかな時間経過の後，携

帯で家族や知人たちに報告している。新生児の画像をつ

けられない場合や，携帯メールという手段でなければ，

この報告は起こりえなかったかもしれず，技術的利便性

に負うところが大きいが，それにも増して重要なこと

は，私たちの映像観や可視観が変化していることであ

り，その変化は家族の一員としての子どもの解釈や親自

身の発達にも影響を与える可能性がある。胎児の画像診

断写真につけられたメールのコメントにある，「ムカつ

いたみたい」という表現には，本来なら見えない胎児の

表情から読み取れる感'情判断に母親の愛おしさの感情も

伴う。誕生前から育児日記をつけ始め，長男の胎児期の

状況を克明にことばで記述していた東係英機の妻かつ子

の場合にも「思うようにならないと石のように丸まって

しまう」（東係,2008,ｐ､9）という胎動の体感からの感情

の読み取りが見られるが，さすがに表情の推測にまでは

及び得ない。今日，可能になった胎児の表情の視覚情報

は，胎児の家族の一員としての参加を加速させている。

出産直後の写真つきメールからは，誕生というエポッ

クメイキングな事象の「今，ここ」を「ここにいない人」

と「共時的」に共有するために視覚イメージが不可欠で

あることが読み取れる。従来の記念写真と同じく，新生

児の顔に焦点化したカットの映像は，個人の記念日の肖

像である。それを将来に伝えるという「通時的」な意味

もあるとは思われるが，携帯メール写真が遠く未来にま

で持ち越されることはあまり重要ではなく，あくまで

｢今，ここ」の変化や発見，洞察の可視化が共時的視聴

者との間で目指されている。このような即興的映像利用

にとって利便性のある携帯撮影送受信装置は，変化著し

い発達現象を可視化するのにはふさわしいが，未来にま

で保存し持ち越す日誌記録といった意味合いをどれだけ

持ちうるのかは，メール送信後の保存の問題として別な

次元の目的となると考えられる。したがって，筆記記録

による観察日誌の時代に強調されていた，未来の読者を

想定した「通時的記録」という機能は薄れている。その

代わりに筆記記録の時代には不可能であった，映像によ

る「現場の共有」は，実況報告という「出来事とその解

説の同期」に受信者の視聴も同期させ，共感（むしろ共

観）を目指して，子どもの観察に参入してきたのだとい

ＩａｂｌｅｌＫＪｊＶによる携帯写真メー〃

Ｋ胎齢８ケ月

よく顔の写真撮ろうと、お腹押

したらムカついたみたい＝

職鍵聯
一一一苧与室

(注）＝は携帯の絵文字である

Ｋ出産１時間後

１４:０４に４９茅ン1

2860基うでちた＝

お腹引っ込んだ＝

痛かったけど、これからまた痛

いんだなぁ＝

Ｊ出産５時間後

今日＊月＊日、１５時３４分、長男＝

（31289）が産まれました！（名前は

明日旦那が来てから＝）いろいろトラ

ブルあって＊月から４週間入院…＝

冷や冷やだったけど、今日やっと会え

ました＝助産師さんの第一声は「うわ

っ旦那さんそっくり！＝」

みんなの予感的中です…＝またぜひ

会いにきてくださいね！（＊月半ばす

ぎまでは実家にいる予定です＝

藍鰯蕊鶴 蕊鍵織｛な
鏡

晋

蝋
鍵 F割

Ｎ出産２時間後

本日９時頃無事に生まれました

陣痛から４時間の超安産です。

性別は

メーーンズ

でした１

団子三兄弟の母としてがむばり

まず＝

霧
瀞鱗驚蕊鶏蕊.鱗

鵜線鍵蝉簿繍酷鱗 鴬＃
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える。それは「長期の記録」より「現在の観察」に焦点化

しており，文字から電子映像へというメディアの変化と

対応している。東係夫妻の日誌においても夫妻の間での

情報の共時的共有が読み取れるものの，携帯写真メール

による実況性を持った映像と控えめなメールの説明文の

セットによる現場の共有は，より広範囲の人々の間で起

こり強力である。それが発達観や発達の現場にもたらす

意味など，心理学的に今後検討すべき興味深い課題も多

い。

このように，時間および空間的にミクロからマクロま

で可視化されないことがないほどの映像の増加は，映像

があって当たり前の世界を生み出している。この流れ

に，明らかに発達研究は遅れをとっている。和洋学術雑

誌検索サイトで学問領域を超えて，「写真」と「子ども」

関連のキーワードをいくつか入れると，圧倒的な量で医

学論文がヒットする。子どもの身"体に関する医学的論文

が，ミクロからマクロまで身体の見えない内部や動きを

可視化した映像データや証拠映像で記述されていること

を意味する。医学と心理学とでは利用価値のある映像メ

ディアや内容に違いがあることは確かだが，他にも芸

術，スポーツ，保育，幼児教育，文化人類学などの分野

に比して心理学分野の研究の映像メディア化は乏しい。

しかし，発達心理学会の20年の歴史や，３０年前から

の筆者自らの研究（斉藤・武井・荻野・大浜・辰野，

1981）を振り返っても，映像への依存度は大変高い。と

ころが，図版にしる写真にしるビデオにしろ，映‘像メ

ディアは表立って論文に掲載されたり発表に用いられる

ものとしてではなく，データ収集や分析のための道具と

して役立てた後には葬り去るものであった。そして映像

の根源を断ち切り，最終的に作られる言語メディアによ

る論文は，「新しい現実」の姿とみなされる。しかし制

約されたデータから組み立てなおした新たな現実をこと

ばで語ることには違和感が伴う。その違和感は言語化に

よる論理だけではなく，可視化による直接的な把握を求

める人の傾向に基づいており，実際に現場で得た洞察

が，言語化の論理で欠如してしまったことに直感的に気

づかせてくれるからだと思われる。それでは，この直感

の導く「映像が，言語化による論理を超えてまで伝える

ことができること」というのは何なのだろうか。

4．映像メディアによる発達研究の可能性

Figurelは，観察場面の「現実」の「映像化」とその後

の処理について，左右で異なる道筋を描いたものであ

る。右側の研究者の分析行為は，現実から論文にするま

でに介在する様々な手続となり，現実と論文の読者（当

該の研究者自身も含む）との距離化を促進し間接化する

作業と見なせる。それに対して図の左側には，発達心理

学の方法として今後期待される映像メディアによる研究

の表現について比較のために書いたものである。それは

編集された映像メディアが中心となりそれに言語的説明

も併用したマルチメディアによる研究表現である。この

場合は，現実と視聴者の間には，映像化とその編集，解

説のための言語化があるだけであり，編集に掛ける時間

はかなり必要ではあるが現実と視聴者の距離は短く，よ

誰
謹

一
一
一
印
鑑

fi惑蕊~琴.…､鍵簿－．､子騨篭湧MW癖蕊蝿騨鐸溌霞露劉露蕊蕊鍛驚舜鶴贈霊曙蕊蟻蕊蕊譲難鎗識全募．･蕊§蝉蒸慰慰霊群銀箔鏡騨零画１

Ｉ 現実

どさ

鍵

.瞥感嘩鑑ず.・鼻熱酎ｉｇ輔争…､鐘国

１

L生Ⅱ

映像化

雛
無為 研

究
者
の
分
析
行
為

ザ
苧
．
１
１
１

ざ
一
．
、
駐
醗
誤
、

ｻγ１
誓韻、

発 達心理学研究第２ ０ 巻 第 １ 号

Ⅷ'？

ｉ編蕊

統計分析

分析
間
接
化

§…，

イ
一
詞
裁

言
角

§準識､哩墨塾雷尽 鐘］

譜
．
騨
詳
電
曹
謄
幽

仏
購鶴罵配'｡…一鼠慰舞扇、，,．管if痔

言語{上

論文化

藻
‐
，
‐
翼
．
・
ｊ
や
‐

錨
濡
繍
湿
・
昨
‐
尊
叩
調
駕
「

~１
一癖

一
頓
遡
噸
哨
型

§雫謡軸荊答稗．一鷺溌錨醗蕊弼鍵雷職品露悪鑑蝉韓，弓:再繰 ．管､恥ざ坤錘蟻錘量掌…熱三“f錘擬鐸?騒露】

視聴者･読者

Figurel映像メディアと街聴毒，論文と読者における，現実との距離の差



映像発達研究法の可能性 4７

り直接的になりうる。

距離の長短は時間の長短ではない。現実と視聴者・読

者の距離は，現実の質の変容の数である。論文の場合は

映像化と，言語プロトコル化，統計分析，論文の言語メ

ディア化の４つ，映像メディア中心のマルチメディアの

場合は映像化と編集の２つの変容が介在する。現実事象

は，ことばにしる映像にしる何らかのメデイアに変換さ

れるとき，その変換によって変容することは避けられな

い。変容が多いほど根源の現実やそこでの洞察から離れ

ていく。この変容は撮影される側の観察対象者など，自

身の現実の体験が，研究者という他者によって映像化，

言語化される立場において際立って感じられることだ

が，対象者に限られることではない。映像化，言語化す

る作者としての研究者自身も，現実の中では観察現場の

当事者であるため，その場の経験の一部を撮影によって

1次的に標本化し，さらに編集作業で２次的に標本化し，

他の文脈でそれを視聴する時には，現場での体験とメ

ディア化された標本の差異に樗然とするはずである。そ

の差異は現場での撮影，現場を離れての編集，その後の

視聴場面への参加という全ての過程で生じ，そのつど変

化するような違和感である。映像メディアですらこの状

態では，言語による論文が元の現実を忘却させるほどで

あることも当然である。自身の言動が雑誌，新聞などの

記事になった場合や，他者のことばで間接引用表現され

るなど間テクスト化された時に，そういった違和感を経

験した人も多いのではないだろうか。それは，過去の事

実とメデイアに媒介された記述が，記述制作者の意図の

有無によらず異なっているというだけの単線的なことで

はなく，過去の現場と現在の現場自体の変化や，自分自

身の変化も反映しているという複線的な要因の絡み合っ

た結果である。時間経過と意識の変化がある限り，当事

者にとって現実と標本の間に埋めようのない距離が生ま

れ，同一性が損なわれる感覚が伴うのは避けられないこ

とである。それは，この違和感が発生する背景に現実と

メディアによる標本とを同一化し，現実がメディア化さ

れても温存されるという素朴で陥りやすい先入観がある

こと，それ自体もなかなか自覚しがたいからである。

このように観察研究では現実事象と，映像化，言語化

によって記述されたことには複数の経路での距離があ

り，棚酪が生まれうる。観察研究という媒介行為が，単

に現実の再現を目指すのではなく，何らかの研究目的を

意図的に追究するものであることが，結果としての言語

記述や映像メディアに反映されているという意味では，

この棚酷は必然である。しかし，研究者自体や対象者が

そのことに気づかず，メディア化した現実を，現実その

ものの断片とする素朴なメディア観を持つ場合には，映

像化，言語化された標本と現実の棚鋸から学ぶことがで

きず，混乱に陥ることは必至である。

こういった事態の解決には，映像化，言語化といった

メディアによる現実の変換の意味をよく理解すること，

すなわちメディアの読み書き能力，メディアリテラシー

が必要である。ことばに関しては，現実をそのままこと

ばで表現できないこと，表現によって伝える意味が変化

することなどで気づかれることが多いが，特に現実と同

一視されがちな映像メディアに関してはリテラシーの意

識的な学習が必要だと思われる。この学習には映像の視

聴だけではなく制作体験も大きく寄与する可能性があ

る。（斉藤，2007,2008a,2008b,2009）

4-1．映像メディアによる研究発表がなかったことに

よる弊害

今まで，映像メディアによる研究表現がなかったこと

による弊害がある。研究者が撮影者として現場で得た洞

察のかなりが，論文化の過程で捨象され忘却される。言

語メディアから伝わることと，映像メディアから伝わる

それは違い，メディアによる異なる効果がある。映像か

ら導いた結果を言語メディアのみで公表した場合，その

研究のもたらす情報はあくまで言語的な「新たな現実」

であるため，もとの映像データの持っていた特性の一面

を言語的に要約したものとなり，映像メディアの持つ情

報への接近の道が絶たれている場合は「現場の現実」に

も戻れず，論文の読み手がイメージ化できない限りは，

言語'情報の確認を映像で行うことは不可能である。もし

その関連を探究しようとすれば，読み手は独自に同じよ

うな現実を観察し，映像データとすることが必要にな

る。

それは研究の繰り返しである。全ての繰り返しではな

く部分的にでも，過去の研究内容が作り出した「新たな

現実」から「現場の現実」が良く伝わらないという理由

で，仮説検証上の正当な理由からではなく，繰り返され

る可能性があるということだ。これは研究の発展にとっ

ても，さらに新旧どちらの研究にとっても不幸なことで

ある。特に，文化人類学的な希少フィールドでの映像で

はなく，身近な子どもの映像化であれば，アクセスは容

易であるため，言語的情報あるいは統計情報の結果しか

もたない論文から苦労してイメージ化するよりも，現実

の子どもで検証する方が生産的とも考えられる。

このように書くと，先行する研究で映像を公表しな

かったために，後続する研究が無駄な繰り返しをしてい

るようだが，決してそうではない。技術の進歩は新規な

研究方法を可能にするが，それは単にデータ収集法や分

析法だけではなく，研究発表とその後の参照行為までも

含むと考えることが妥当である。したがって時代の制約

で映像メディアを結果として公表しない，出来ない時代

があり，その制約が解除された次世代が，映像メディア

によって現場の洞察を含めて十分に発表されなかった過

去の研究課題を，新しい映像メディアという方法で新た
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に研究発表することに至るというのが正しいだろう。そ

して新しい映像メデイアを効果的に使うことができれ

ば，過去の研究課題の到達点を超えるのは必至で，新し

い研究の成果に繋がるはずである注2)。

技術の進歩が研究方法を左右するというと，技術や道

具だけの簡単な問題のようだが，方法は発達の仮説や洞

察とも深く関わり，後で述べるように，研究者が自身の

撮影映像データを公にできないことは，映像から得られ

る研究の詳細なストーリー（斉藤，2003a）（研究現場を

フィールドワークするかのように，研究活動について研

究者や当事者の視点からなされる記述）とそれを伝える

研究者自身の視点の固有性や現場での洞察を語り伝える

方途を失うことにも関わる。例えば同じく子どもの観察

をする場合でも，研究者の撮影するカメラの位置や動き

は，研究者の個性や洞察を反映させて子どもを映し出し

ているが，そういった面は言語メディアによる論文では

到底表現し得ない。しかしそれは単なる不要な雑音や誤

差ではなく研究結果の本質と関わる可能性も大きい。映

像が，言語化による論理を超えて伝えることができるこ

とに，この「映像に反映した研究者の身体性」を加える

ことができる。それは現場で子どもたちと相互作用する

身体として，発達の捉え方や，子どもたち自身による映

像メディアの解釈など，映像の中から多くのことを知ら

せているはずであるが，それを解読するための「映像の

文法」を私たちはまだ獲得途上なのである。

Figurelには「映像化」の後に「編集」がある。デジタ

ル映像の編集は映像にさまざまな変化を加えることがで

きるので，編集時点での映像の操作によって撮影時の研

究者の身体性の反映は壊されてしまう。しかし，幸いに

も技術としての映像編集の文法は明確である。視聴者

が，編集ソフトによる操作の結果が編集後の映像にどの

ように反映するのかを理解できる場合には，編集者の意

図や編集操作の身体性を編集画像から読み取ることがで

きる。したがって編集後の映像には，撮影者の身体性と

同時に，編集者の身体性が反映している。

4-2．映像メディアによる研究発表がなかった理由

映像メディアによる発表は現在も発達心理学領域では

少ないので，その制約の理由と対処方法を考えることが

必要である。

①「正当な」研究発表は言語メディアによる論文で

あるという制度的制約

この制約の根拠や立証はここでは問わないが，言語が

最もよくできた記号体系で効率的なメディアであるとい

うことは認めた上で，なおかつ映像メディアの価値は大

きいということが研究実践に結びついていない。これは

不可能なのではなく阻む制約があるだけである。実際に

保育学，文化人類学領域では言語と並存させる形で映像

メデイアを用いる工夫をしていることから，この制約を

変えることは不可能ではない。

保育学の例を示そう。日本保育学会の年次大会ではビ

デオ実践研究発表のセクションがある。1993年から現

在まで毎年ほぼ10件近くの発表があり，それは口頭，

ポスター発表など全ての発表の約２％に当たる。この発

表形式では，１つの会場で概ね５件が発表し，それぞれ

25分の発表時間に説明とビデオ上映を行い，最後に全

体討論が行われる。発表内容は幼児教育，保育の実践が

中心になるが，縦断観察園での保育行動の研究（上垣

内・立川，1994）や，比較文化的視点からの保育紹介（横

井,2008）など多様である。1994年からは，他の発表と

同じく大会論文集への論文掲載が義務づけられており，

ビデオの編集も必須であることを考慮すると，発表の負

担は口頭，ポスター発表以上であるとも考えられる。こ

の発表形式が1993年から開始された経緯については今

のところ文書を見出していないが，実践の視聴によっ

て，実践の質を高めると同時に，実践者と研究者の研究

上の交流をする機会が目指されたようである。保育の分

野の発表において先行してビデオ映像が用いられた理由

は，言語的記述のしにくい子どもの行為や子ども集団の

特性の把握のためのみならず，保育士，保護者，研究者

など異なる立場の人たちのコミュニケーションのため

に，映像メデイアが有効に機能するからだと考えられ

る。筆者が関わった園内保育研修の場でも長期に渡るビ

デオの共同視聴によって子ども理解や保育方法の検討が

活性化して行った（斉藤，2001a,200lb)。これらは発達

心理学にも共通することだとすれば，発達心理学的研究

の発表でも映像を利用することは難しくないはずであ

る。

②発表媒体が紙媒体の雑誌・書籍であるという制約

上述のように大会発表時には映像メディア活用の可能

性があるが，発達心理関連学術誌や書籍では紙媒体によ

る言語メデイアと写真が中心である。他方，現在では一

般誌の方が先んじて映像をＤＶＤでつけることも多いの

で，紙媒体からの変化の技術的な可能性はすでにある。

また欧米専門誌では論文を紙媒体から電子ファイルで提

供する方向に移動しているので，映像添付の可能性が増

大する。さらに機関紙ウェブサイトで論文ごとに映像

ファイルをリンクさせることも行われている。アメリカ

文化人類学会の下部組織「言語文化人類学会」は1991年

創刊機関紙.ﾉ０"γ"αﾉq/L蝿"js此Ａ"肋叩0ﾉQgyを年２回出

版しており，この雑誌では文化と言語に関わるテーマを

探求する論文が掲載され，中にはデータや結果として写

真や動画映像が必要なものもあるせいか，紙媒体の雑誌

とウェブ媒体の論文テキストファイルに加え，ウェブ強

化論文Web-EnhancedArticlesとして，ウェブサイトに

映像ファイルが掲載されている論文がある（Gagne，

2008;Goodwin,2004など)。もともと映像と親しみ深い
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文化人類学だが，サイトでの掲示になるまでにはどのよ

うな曲折があったのか，どういう審査で掲載されるのか

など，伺い知りたいところである。それらの論文の画像

はクリエイティブ・コモンの著作権規定に従っている。

③現実を撮影した映像データを仮説を導くための一

次資料と見なす制約

観察研究自体が本来の研究の仮説を導くための土壌と

見なされ，研究として位置づけられなかった歴史は長

く，Darwinの子どもの観察も方法論として当初より賛

否がある。そこで肉眼にしる映像化にしる現実の観察は

研究としての位置づけが低かった。質的研究，ナラティ

ブ分析などの出現で状況に変化はあるものの，一度限り

の現実の肉眼による観察の偏りとその記憶の暖昧さな

ど，現実の生の観察で「マイナス」とされる特徴が，映

像にも敷術されているように思われる。これは現実と映

像の素朴な同一視にもとづく。この解決には，現場や映

像メデイア段階での洞察の重要性を適切に考慮した，正

当な映像の認識論が必要である。

④映像に関する知識が不十分で映像の正当な評価が

できないという制約

映像が出現して，写真で170年，動画で110年ほどの

技術史であるため，絵画にくらべても私たちは映像の知

識に乏しい。映像が現実の写しだけにとどまらないこと

は，現実の一部だけが反映する画面や，反復・複製・編

集などが可能であることからも明白なはずだが，映像を

扱う技術的知識とは別に，映像の評価を可能にするメタ

知識が欠けている。そこで，映像の評価は正確さや審美

的観点から行われがちであり，文学作品が科学的論文と

されないのと同じく，芸術としての評価対象になった時

点で映像は科学的表現とは見なされないことになる。映

像に関するメタ知識は映像を扱う経験の増加で身につく

はずである。そこで，映像機器の利便‘性が増した現在で

は，教育的実践を工夫することによって，芸術的観点だ

けではなく，発達的事実とその映像の関係についての理

論化と知識の増加が，映像評価に反映されることが期待

される。

⑤現実との距離をつくる言語化の制約

伝統的に科学的論文は混沌とした現実をそのままにす

るのではなく，言語化によって現実との距離をとり現実

を混沌から整然へと変容させ客観視しようとしてきた。

言語メデイアは単線構造や文法特性によって現実を言語

の枠にはめ変容させることができる。映像は現実と同一

視されたために，現実の言語化と同様に映像も言語化で

変容される必要があった。ここでも映像の認識論や間メ

デイア性の分析の深化により，言語化による変容の実態

の把握や，言語化と映像化の違いについてより明確に

し，映像の正当な把握に向けて事態を改善することが必

要である。

⑥映像の個別性を一般化する制約

映像メデイアは時間空間的な個別事象を写し取る。固

有’性のある人や物，場所がその個別’情報を知らない人に

も固有であることは見て取れる。それに対して科学は一

般性を求めるので，その主張のためには個別事例の明確

になる映像メディアは不適合だと見なされる。そこで，

映像は一般化されることで科学的表現のメディアになり

うる。その一般化のためには⑤の制約と同じように映像

を言語化したり，個別情報を映像から排除し・消去する

方法が取られ，映像の特色としてはむしろ重要な個別性

が捨象されることになる。先に述べた「2.観察メディア

と観察目的のもたらす制約」の最後の部分で掲げペン

ディングにしていた問い「研究において個人を重視する

場合ですら，映像が役立てられないのはなぜだろうか」

の答えはここにある。科学的研究では個人差研究などの

場合でも個人の事例を映像で公表するだけでは研究とは

見なされず，一般的結論づけには言語化が必須となる。

この対極にあるのが芸術的表現としての映像であり，一

般の映画やドキュメンタリー映画も含まれる。言語メ

ディアの脚本を演じ映像化している点で映画との比較考

察は複雑になるが，ドキュメンタリーは固有性のある映

像利用の先達として参照検討する必要がある。

映像で個別性を表現することが控えられた理由には科

学的表現の制約以外にも，倫理的な問題が関係している

ことは否めない。この点も含めた今後の映像理論の発展

によって，映像の個別性が一般化にとって困難なのでは

なく，個か一般かはメディアによらず問題になること

や，科学的研究が一般化と不分離であることの問題点を

考察することで解決の道を探ることができるはずであ

る。

⑦メデイアによる変換に伴う意味の変容に無関心で

あるという制約

現実を映像メデイア化すること，あるいは言語メデイ

ア化することによる意味の変容や，さらにメディア間の

変換による意味の変容など，メディアの変換に伴いもと

の意味が変容することを含め，問メディア性の問題につ

いて発達心理学研究法は無防備であった。メディアは意

味内容と不可分な面があり，例えば「平均値」や「主語

一述語」で表される現実は，数量化や言語化というメ

ディアの制約を受けて意味づけられる。現実と近いよう

に見える映像も，「映像の文法」といえる枠組みで現実

を制約し意味づける。したがって，映像メディアを言語

メデイアに変えることで，現実の意味づけが複雑に変容

することを無視した，言語メデイアによる論文化には未

解決の大きな問題があるのだが，このこと自体も気づか

れにくい。今後，言語や映像など異なるメデイアの関係

を探究する，間メディア認識論やメディアリテラシーの

理論化の寄与が期待される。
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4-3．映像メディアによる研究発表のはらむ危険性

今まで基礎データとしての扱いしか受けなかった映像

メディアにスポットが当たっても，事態は混乱を招き，

映像メディアの扱いにおいて陥りやすい観点が露呈する

ように思われるので予め考察しておくことが必要だろ

う。

第１の危険‘性はすでに述べてきたように「映像が研究

発表された場合に，映像を現実と見なすという素朴な映

像観」の存在である。映像が現実でなければ虚構という

ことになるが，虚構も一枚岩ではない。Figure2「映像

内容と作者の虚実関係」では，作者，映像内容，現実，

虚構の４象限の関係を白抜き矢印の番号で示し，nble2

｢映像内容と作者の虚実関係例」にその例を挙げた。現

実自体が観点の違いによって異なる様相を現すように，

観点を固定すれば他は虚構と見なすこともできる。保育

場面の映像視聴を伴う保育研修会では研究者や保育土間

の観点の違いで保育場面の現実の把握が異なることを映

像によって経験し，それが作り物の虚構ではなく現実を

把握する観点の違いによる差異であることを知り，そう

いった意味で｢虚実混合の現実」（関係５と６）として現

場の複眼的認識が可能になった。これは映像共同視聴と

グループ討論の有用性を示すものである（斉藤，2001a，

2001b)。同じ保育場面の映像でも観察研究者が撮影者

として撮影する現場の映像化は，概ね通ｂｌｅ２の関係１

のカテゴリーに入るが，同じ研究者が映像データを言語

メディアによって論文化する段階では，撮影者は論文の

筆者という異なる役割に成り代わり，その観点からの取

捨選択によって映像内容の現実も変容し，カテゴリーは

関係２か３に変わる可能性もある。それにもかかわらず

関係１であることに固執することは第１の危険性に帰結

する。

第２の危険性は，「映像が研究発表された場合に，映

像を映像化の技術的知識のみで操作し理解するという技

術的映像観」に陥ることである。撮影にも編集にもそれ

ぞれ独自に技術的操作の知識，概念や，それが結果とし

て映像にもたらす効果がある。しかしそれらはカメラや

編集機器の特性であって，それを用いる人の映像の認知

や理解とは異なる。現場での撮影結果としての映像には

人の目がカメラを通した結果が留められるので，人と技

術の特性の持つ制約の交差した産物となる。そこで人の

行為と技術の制約を解きほぐして映像を理解することが

必要となる。カメラなど映像制作機器の機能に関する知

識の方が歴史的にも豊かであるからこそ，陥り易い技術

的映像観であるが，これを避けるためにも人の映像認識

論の発展が心理学に求められ，映像発達研究法が成立す

るためにもそれは急務である。

第３の危険性は，「映像が研究発表された場合に，映

像を映像芸術と見なす芸術的映像観」で代替されること

である。これは映像の歴史と芸術の歴史の交差する中

で，映像の審美的観点や作者の表現意図については，芸

術論の知識を借りることが容易であるために陥っている

観点である。この観点に，むしろ逆に今後の心理学的映

像認識論の成熟がもたらす影響を期待したい。

②③については，映像の分析装置として利用し考察す

ることは妥当だが，それが心理学的な映像認識論の発展

や映像発達研究法の実現を遅延させることにならないよ

う，以下で述べるように，一線を引く区別が必要だと思

われる。

関係｜映像内容｜作者

虚構現実 蕊違馳

映像

内容
ノン

ｋ、
識
簿

贋詞
一凶

現実

夕

|’作者

２

．:ｉ

鴬iｌ

Figure2映像内容と作者の虚実街係
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現実３

例

･ノンフィクション

・ドキュメンタリー

･サイエンスフィルム

･作者未詳（ペンネーム,匿名，

etc）のノンフィクション

･物語映画

･映‘像アート

･サイエンスフィクション

･アラン・スミシー作品

･劇中劇

現実 現実１

虚構

虚構

４

虚構

現実

虚構
･現実世界

虚構

現実

虚構
･現実世界

５

間
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5．映像発達研究法の構想：研究のフィールドワーク

5-1．映像制作の発達心理学的独自性

映像発達研究法で利用する映像認識理論においては，

独自の映像制作（撮影法，編集法）の理論が必要である。

芸術的映像，報道・ドキュメンタリー映像，ドラマ．物

語映像，などでは映像制作専門家の用いる技術の蓄積が

あると思うが，それぞれ独自の目的のために工夫された

技術であり発達心理学的映像制作にこれらをそのまま用

いることは必ずしも最適な結果をもたらさないと思われ

る。もちろん写真表現や映像編集，芸術的表現法の既成

技法や概念を参照，体験し，そこに発達心理学的な有用

性が見出されるのならば，積極的に取り入れる必要があ

る。しかし，既成分野の道具をそのまま採用すること

で，発達的課題解決に至る映像発達研究法にはなりえな

い。

では発達心理学的映像制作の必要条件とは何だろう

か？もし「発達研究者の研究をフィールドワークする

研究」があるならば，その研究における観察によって作

り出す映像データは，発達研究の経緯が明確になり，研

究者の身体‘性が隠されず，現場の研究協力者の行為が明

確になるようなものであるはずである，したがってその

ような研究者の｢研究のストーリー｣(斉藤,2003a,2003b）

が明らかになる撮影と編集であることが，発達心理学に

必要な映像制作の条件であると期待される。しかし，実

際には，発達心理学研究者は発達的課題の研究を遂行し

ながら，自らが同時にその研究をフィールドワークする

ことで，自身の研究のストーリーを明確にしていく必要

がある。つまり研究とそのメタ研究を一人二役で行うこ

とになる。

さらに，観察現場における研究者の視点を，その後の

言語メディアによる論文化において捨象するのではな

く，そのまま研究のストーリーとして明確にすること

が，研究者集団の共有財産とするためにも重要だと思わ

れる。そのひとつの手段は，もし映像メディアを用いな

い観察研究であれば現場での観察ノートの言語記述やス

ケッチをそのまま公にすることである。この観察ノート

と同じ役割を果たしつつ幾倍もの効力を持つものが観察

現場で撮影された映像である。編集前の映像の中には，

無用な部分と思えても，現場における研究者の視点が，

本人も気づかない観点も含めて隅々にまで反映してい

る。そこで観察現場の映像メディアデータは，研究論文

では記述されにくい「研究のストーリー」を実現する有

用な役割を果たすことが期待され，研究者の一人二役で

はなく研究者とカメラとの共同とも言えるような特性を

もつものである。

5-2．映像による研究者のストーリー

私たちがコミュニケーションをするときには相手にふ

さわしいレジスター，すなわち発話の形態を用いる。し

たがって，メッセージは発信されるときにはほぼ相手が

決められており，メッセージと期待される受信者の対応

関係がある。研究論文が研究者を読者と想定し，育児日

誌の読者は自分や家族を想定するといった規則的な対応

関係があるからこそ，それらの表現の内容やスタイルが

決まる。例えば，Ｄａｒｗｉｎは良く知られているように，

公刊を意図しないリアルタイムの日誌では父親役割のス

タイルであり，時期を隔てて書かれ公刊された長男の発

達に関する論文（Darwin,1877）では研究者役割の観点

からの記述スタイルと父親役割の２つが使い分けられて

いる（Conrad,1998)。またDarwinの書簡にも長男の記

述があり，妻への手紙では当然ながら父親の視点からの

子どもの記述である（Darwin,1988)。このような違いは

公刊の予定がなかった日誌や手紙が後世になって公にさ

れたことで明らかになる。そこで作者の想定とは異なる

読者が対応関係のずれた記述を理解することになるわけ

だが，私たちは想像力によって書き手の意図した読者の

観点から意味づけ読解することができる。

話を観察現場で撮影される映像メディアに移すと，映

像データが想定する視聴者と，言語メディアで論文化し

たときに想定される読者は必ずしも一致しない。映像

データの視聴者は研究者本人か仲間や協力者であり，論

文は不特定の研究者である。この表現と想定された受け

手の関係を崩すことに通じるのが本論の企てでもある。

というのは，本来公にするつもりのない現場の映像デー

タをそのまま，あるいはわずかな編集後に研究として公

にすることで研究者が行ったことを理解してもらおうと

いう企ては，決して，言語偏重や科学的ディスコースの

枠から出て映像メデイアで語ろうという，研究発表メ

ディアの刷新だけを主張しているのではない。観察ノー

トと論文はともに言語メディアによるが，その表現には

スタイルや内容の違いだけではなく作者の視点，想定さ

れる読者，など表現を取り囲む人間関係の違いが内包さ

れている。同じことが観察場面の映像メディアと論文の

間にも当てはまる。そこで映像メディアを研究発表とす

ることは視聴する人々との関係において，次の２つの結

果を導く可能性がある。

１つ目は，映像を発表することで，論文で想定されて

いた科学的研究の著者と読者という人間関係を映像の読

解においても持ち込むことになる場合であり，２つ目は，

逆に論文で当たり前とされる著者と読者という人間関係

を崩し，映像データの当初想定していた視聴者（研究者

本人，仲間，協力者）の含まれる固有で私的な領域に一

般領域の人々も呼び入れることになる場合である。

１つ目の結果が持つ危険性は，この企てが一般化し制

度化した時に起こると予想されることでもあるが，映像

も科学的ディスコースのように，公にするためのスタイ

ルを最初から作り出すことができると思われるので，映
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像データのメリットである現場の映像記録本来の雑多な

特徴や撮影者の意図的視点が，撮影時や編集時にあらか

じめ排除される可能性のあることである。しかしおそら

くいかに公の視聴者用に撮影を統制したとしても，意図

的に統制できない撮影者の視点や，行為の時間関係は映

像に反映するはずである。

映像メディアを研究表現とすることのもたらす２つ目

の結果は，むしろ映像発達研究法の企ての期待すること

であり，研究者のナラティブストーリーに視聴者を引き

入れることを意味し，それによって現場の体験や洞察を

共有することを目指す。科学的論文のことばに慣れた研

究者には自己の研究をナラティブのことばで語ることが

難しく，聞き手にとってもことばによる現場の想像には

限界がある。また逆に見えないことを可視化する映像

は，ことばで語ることもそれを理解することも難しい。

それに対して映像メデイアを媒介にして研究者の研究の

ストーリーを理解することは，前述したように「研究の

フィールドワーク」ともいえることである。現場の映像

メディアを素材に，現実の現場そのものではなく現場の

研究をする研究者をフィールドワークするのが，視聴者

に課された新たな役割だといえる。その課題は本来は発

達心理学的な「映像の文法」に基づく分析を必要とする

ものであるはずだが，その解明を待たずに暫定的には①

研究者の映像には研究のフィールドワークに足るだけの

研究者に関する情報が含まれているか，②研究者の現場

での洞察がその後の研究にいかに活かされているか，③

研究者の方法の個性，④研究者自身が気づいていること

気づいていないことの持つ効果について，⑤研究者の映

像が捉えることと避けることの意味，など多様な分析の

観点をもたらすはずである。

5-3．映像認識論としての映像倫理

今日の映像の氾濫は一方で流通や暴露を，他方でその

防衛的制止をもたらしている。正常で有効な映像利用

は，個々人のモラルに依存し，外部の規則で統制できる

ものではない。どのような映像がなぜ公にされるべきで

ないのか，日常生活の映像ではその理由を明確にするこ

とは必ずしも容易なことではない。しかしそれを考察し

ていくことは映像発達研究法にとって最も重要なことの

ひとつである。このモラルの問題は，映像利用の実践的

レベルだけの問題ではなく，むしろ映像メディアリテラ

シーや映像認識そのものの成熟と深く関わるため，映像

認識論の本質的な問題でもある。

このような映像利用のモラルを，幼い子どもは持ち合

わせていないとはいえないし，大人に備わっているとも

いえない。また，直感的な認識としてあるのか，経験に

よるのかも不明である。しかし，子どもがそのようなモ

ラルの存在を示唆するような事例にであうこともある。

例えば筆者が，非常にまとまりがなく騒がしい混乱を極

めた３歳児クラスを録画観察していた時に，普段幼さの

目立つ３歳の女児に不愉快そうに「来ないで，写さない

で」といわれたことがある。その同じ子は，次回クラス

が静かに落ち着いていた時にはカメラマンの筆者を自ら

呼び入れてくれた（斉藤，2001a)。また違う園の５歳児

クラスでは，筆者は喧嘩で泣いている子を気にしつつ，

クラス全体を撮影しているつもりだった。するとそのク

ラスのリーダー格の男児が筆者に近づき非常に丁寧かつ

好意的に「恥ずかしいから撮らないでね」と依頼に来た。

これらの例は，クラスが好ましくない状況にあるときに

撮影されるのは困るという認識が，必ずしも当時者とは

限らないにもかかわらず，クラスのメンバーには存在す

ることを示している。それはまた，録画された映像がど

こかで視聴され，その評価が自分たちにとって好ましく

ないものになるという予測までが可能であることを示唆

している。いずれにしても，３－５歳児でも映像メデイ

アリテラシーにおけるモラルの萌芽を持ち合わせている

証拠だと見なすことができる。

卒業式や運動会などを子どもの家族が録画撮影しすぎ

るという理由から，録画を禁止した園や学校も多いとい

われる。卒業アルバムから顔写真もなくなり，実名の

載った名簿は作られなくなる今日である。近い将来に，

映像化やその保存，視聴が禁じられるような事態を招か

ず，安心して映像の豊かな'情報を感受し研究するために

も，映像利用における不当な逸脱，映像制止の過剰適用

などを見極め，適切な映像利用の基準を与えることがで

きるような，映像メディアリテラシーの成熟を目指し

て，発達心理学における映像理論を名実ともに充実させ

ることが急務である。そのための端緒としては，個と一

般，プライバシー，などの言語メデイアで検討されて来

た諸概念について，映像メデイアにおける心理学的リア

リティーを間メディア的に検討して行くことが役立つも

のと思われる。

注

注ｌ）本論で「映像」という場合，重要な条件としては

「研究者が自ら撮影者になって現場の映像記録とし

て制作した映像｣を指している。そこで研究方法は，

観察，実験，インタビュー，調査，など，どの場合

でもデータ収集の途上で映像化が行われている場合

に関係する。それに対して，既成画像（映画，テレ

ビ，ＤＶＤなど）は，研究者による撮影画像ではない

ため特に記した場合以外は除外する。これらの映像

は，映像に関する理解を深め，理論化することに寄

与するので重要である。しかし，本論では研究者が

現場で撮影した映像から研究の履歴や性質を理解す

ることに焦点化し重要だと見なすため，研究者の制

作（計画，撮影，編集全過程を含む）した映像であ
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ることを中心に考える。

注２）第３回責任の文化的形成セミナー：国際シンポ

ジウム「ResponsibilityinRelationships:Linguistic

AnthropologicalApproach」（2008年１０月２５．２６日）

京都大学．［主催：科学研究費補助金若手研究（S）

「養育者一子ども間相互行為における責任の文化的

形成」代表：高田明］において，言語文化人類学者

EOchsはMatsigenka,Samoan,およびロサンジェル

ス中流家庭における子どものお手伝いに関わる日常

生活のビデオを講演に伴わせ，文献から描かれるイ

メージを刷新した。さらに，共同研究をしている日

本の若手研究者（高田明，嶋田容子，川島理恵）の

発表と，その内容である，乳児と家族におけるやり

とり相互行為や，見えない胎児に関する家族の会話

の微妙な意味づけをビデオで確認し，参加者全員で

考えることができた。このような会が公開で行われ

たことに感謝するとともに，研究の経過発表段階で

の映像データと発表による検討会が，今後の発達心

理学にとっても重要な意味があることを再確認する

ことができた。

付記

本研究は平成20年度科学研究費補助金(基盤研究(C)）

｢発達研究・教育における映像メディア・リテラシーの

検討」（課題番号：20530605）の補助を受けた。
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乳児の手の活動における機能的左右非対称性

出生から１歳までの縦断研究

橘庚
(愛知東邦大学人間学部）

本研究では，乳児の手の活動における機能的左右非対称性について検討することを目的とした。研究

ｌでは，機能的左右非対称性の出現状況を検討するために，１ケースの出生から１歳までの，養育者の自

然観察による縦断研究を行った。結果は，リーチングの観察される以前に，手指操作の基礎となるよう

な左右の手の機能的非対称性が観察された。その機能的な差異は，リーチングの優位性とは関係なく観

察期間を通じて一貫しており，右手優位は継時性，左手優位は空間‘性が必要とされる動作で観察された。

また同日の種々の手指活動においては，高度の技能を要し操作‘性の高い活動であるほど，一側化が顕著

にみられた。研究２では，同時期に優位な手が異なっていた，指さしとパッティングの優位性の変化を

検討するために，約１カ月間使用手の頻度調査を行った。その結果，指さしは，独立歩行開始が観察さ

れた日より優位な手に変化がみられたのに対し，バッティングの頻度は右手優位で一貫していた。以上

の結果から，技能を含む操作性の高さが一側化に重要な要因となることが示唆された。操作性の高さお

よび半球機能分化の時期について考察された。

【キー・ワード】ラテラリティ，手の左右非対称性，乳児期，操作，縦断研究

問題と目的

生後１年の間に手の活動の機能的左右非対称性はどの

ように発達していくのか，まだ十分に明らかにされてい

ないが，研究で得られた成果は脳の発達過程を知るうえ

での手がかりとなると考えられる（R6nnqvist＆Domell6f，

2006)。機能的左右非対称性を検討するには，脳梁が機

能している脳では半球間で常に情報伝達がされているこ

とから，２つの半球が全く別個に機能しているとは考え

られず，両半球の関わり方を考慮すべきである。この観

点から，神経系を機能的な階層に組織化されたものとし

てとらえた，近代神経学の創始者Jackson（1869）の考

え方が注目される。彼は言語には両半球が関わっている

とし，その関わり方は神経系の階層的組織化のレベルに

よって異なると述べている。最も低次なレベルでは，言

語は情動的発声や不随意的な原初的言語反応というかた

ちをとり，この機能は両半球にまたがっている。中間の

レベルでは理解の過程があり，これは話しことばよりも

自動的な過程であり，片側の半球に機能が特殊化してい

る程度は低い。最も高次なレベルでは話しことばや書き

ことばのような叙述的言語があり，主導半球（leading

hemisphere）の進化と密接に関係しているというもので

ある。分離脳患者による研究では，右半球の言語機能

は，話しことばの表出と書字表出はほとんど不可能であ

ること，また話しことばの理解と読解は可能であるが左

半球より劣るものであることが確かめられている（杉

下，1991)。Jackson（1869）の説を裏づける研究結果で

あると思われる。

Jackson（1869）の説は言語機能に関するものである

が，道具使用を含む対象物を扱う操作活動は，言語機能

と重要な関係にあることが指摘されている。Greenfield

(1991）は，左半球前頭前野後下領域（下前頭回）にある

ブローカ野が，２歳までは，発話と（道具使用を含む）対

象物の手指操作活動の共通の中枢である可能性を指摘し

ている。またＰＥＴによる研究により，ブローカ野が言

語だけでなく手にも密接に関連することが示されてきて

いる（小嶋1999)。半球機能差を発達的に検討するた

めには発達初期の分析が重要となるが，手指活動は言語

活動の捉えにくい発達初期にも検査や観察が可能で，大

脳皮質の機能的成熟過程をよく反映する（e､9.,西村・松

野，1978)。

手指活動において道具という物を扱うためには対象操

作の能力，特に定位操作が前提とされる。定位操作につ

いては，自分の保持した物を外界のある特定の部分に方

向づけて操作する行動と定義できる（竹下，1999)。本

研究では，物と物を関係づける定位操作を中心に，物と

物を関係づける操作に至るまでの左右の手の機能的非対

称性について検討する。

手指活動の機能的左右非対称‘性に関するチンパンジー

の研究において，餌を取る際にはどちらの手でも使用す

るが，石を用いたヤシの実割りでは個体内で利き手の一

貫性がみられ，ヒトが字を善くのに使用する手と同程度

にきわめて高いものであったという結果（松沢，1991）

や，知覚運動課題でコンピューターのカーソルを移動さ
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せるレバーの操作活動では９８～100％右手が使用され

るが，餌へのリーチングでの右手使用は３８～60％で

あったという報告がある(Hopkins,1991)。また，鍵をは

ずす等の細かい操作活動での右手優位（Morris,Hopkins，

＆Bolser-Gilmore,1993）や，巧綴性を要する非常に小さ

な餌の把握のエラー数が右手でより少ないという結果が

報告されている（Hopkins＆Russell,2004)。このような

研究結果を，ヒトはチンパンジーとの共通祖先から枝別

れしたという進化の過程から考えると，ヒトでも技能を

含む操作性の高さにより，一側化（一方の手への極端な

偏り）の程度が異なるのではないかと考えられる。

手指活動に関連する半球機能差を検討するうえで，

Jackson（1869）の説を参考にするならば，手の活動にお

いても両半球が関わっており，その関わり方は神経系の

階層的組織化のレベルによって異なり，そのレベルは技

能を含む操作性の高さにより区別できるのではないかと

いうことが考えられる。高度なレベルでは，技能を要し

複数の物を組み合わせ調整しながら扱う操作（例えば，

包丁でりんごの皮むき，ボタンの縫い付け，金槌で釘打

ち）が考えられる。顕著な一側化がみられ，非利き手で

の遂行は困難であろう。そして，これは発達初期には操

作活動の基礎となるような左右の手の機能分化としてみ

られるであろう。中間のレベルでは，ハブラシの使用や

ボール投げのような，優位側はあってもどちらの手でも

遂行可能となる活動が考えられる。物を扱うという点で

操作性の低いレベルでは，操作性のみられない活動（例

えば，リーチングや指さし）あるいは操作性の低い活動

(例えば，ボール拾い）が考えられ，一側化の程度は低

く，左右の手の機能的優位‘性も変動しやすいであろう。

他の要因，言語発達（例えば，初語）や運動発達（例え

ば，独立歩行開始)，環境からの要因（例えば，右利き

への指導）などによって機能的優位性が影響を受けやす

いということも考えられる。

リーチングの発達に関しては，１歳までの左右の手の

使用頻度は非対称'性と対称性の交代が著しく，複雑に変

動するという研究結果が得られており（e,g､,Carlson＆

Harris,１９８５；Corbetta＆Thelen,1999)，McManuset

al.（1988）によれば，子どもたちの利き手の左右を正確

に評定することができる適切な年齢は３歳であるとされ

ている。Corbetta＆Thelen（1999）は４名の乳児を対象

に，１歳まで毎週（３～30週）あるいは隔週（３０～52週）

計３９回にわたって縦断的に実験を行い，使用頻度にお

いて優位な手が１歳までに何度も変動していること，そ

の変動は，ひとりすわり，四つ這い移動，独立歩行と

いった運動発達の変化によって影響を受けている可能性

を示した。例えば，ひとりすわり以前には両手でより多

くリーチングをする傾向があるが，ひとりすわりが可能

になると，片手でより多くリーチングをするようになっ

たこと，四つ這い移動の期間は比較的一貫した非対称性

がみられるが，独立歩行開始後は両手で小さな対象物に

リーチングをするようになったことがあげられている。

またCorbetta,Williams,＆Snapp-Childs（2006）は，左脳

損傷などにより，特徴的な感覚一運動経験をした乳児

も，四つ這い移動，つかまり立ち，独立歩行といった運

動発達に付随して生じるさまざまな発達変化が，リーチ

ングの変動に大きく影響していたという報告をしてい

る。

橘・池上（1992）は，操作活動とリーチングにおいて，

一側化を示す時期や一側化の過程に差異がみられるのか

を検討する目的で，最も早期の集団健診となる４カ月児

健診受診児１６名を対象に，透明の両手カップやスプー

ンなどを用いた実験法による横断的研究を行った。この

時期は，リーチングが確立するまでのさまざまな発達段

階の対象児が混在する時期である。結果は，細かい動き

をする手と，支え・保持をする手という，手指操作の基

礎となる左右の手の機能的な差異が全員にみられた。こ

のことは，リーチングが確立していない対象児が大部分

であったにもかかわらず得られた結果であり，加えて

リーチングの観察された対象児においても，リーチング

に優位な手とは関係のないものであったことから，操作

活動の方がより早期に一側化することが示された。また

リーチングの優位側と操作活動の優位側の発達的変化は

異なるものであることが示唆された。

同様の結果が，乳児期約１年半にわたる７２名の手の

活動に関する調査研究（橘・岩砂，2001）においても得

られ，養育者の観察報告より，リーチングが観察されな

い生後２カ月から継時的反復的活動の右手優位が観察さ

れている。また明確な操作活動の観察された８カ月以降

にはリーチングの優位性が左右どちらであるかに関わり

なく，操作活動では対象児の92％において，右手は細

かい動き，左手は支えという機能分化がみられた。さら

に，リーチングでは72名中３１名に右への優位な手の移

行がみられ,その時期はつかまり立ちを始めた頃(４４％）

と独立歩行開始の頃（48％）で92％を占めた。一方，操

作活動では機能分化を認めた時点から左右の手の役割が

大きく逆転したという報告はみられなかった。

WOlff,Hurwitz,＆ＭＯＳＳ（1977）は，幼児期以降の操作

活動に関する諸研究の結果をまとめ，右利きの場合，右

手優位は（タッピングや複雑な手の運動系列の模倣課題

のような）反復自動化課題および系列性を要する課題に

みられ，また左手優位は（方向の触知覚や空間的配置が

重要となる課題のような）形態再認および空間弁別課題

でみられると述べているが，操作性の高い活動や，操作

の基礎的要因（例えば，継時性，空間性）が必要とされ

る活動では，乳児期にも同様な左右の手の非対称性が観

察されるのであろうか。一方，操作性のみられないリー
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チングや指さしはどのように左右非対称性が出現し，変

化していくのであろうか。出生時からの発達的な変化の

過程や変化の背景を検討するには，橘・池上（1992）の

研究は横断的な実験的研究であり，橘・岩砂（2001）は

左右非対称性の出現状況の調査を72名の養育者に依頼

したものであったために，これらの研究では不十分な点

があった。

このようなことから本研究では以下の点を検討するこ

とを主な目的とする。まず研究１では，手指活動の左右

非対称性がどの時期よりどのような活動で現れるのかに

ついて検討する。特に操作性のみられないリーチングと

操作活動を区別し，リーチングの出現前に，操作の基礎

的要因を含む活動において左右非対称性はみられるの

か，またリーチング出現後には，リーチングの優位側と

操作活動の優位側の発達的変化は異なるのかを調べるた

めに，リーチングの出現前と出現後に分けて左右非対称

性を検討する。さらに観察期間を通して，左手優位，右

手優位の各々の活動内容をまとめると共通点や一貫性が

あるのか検討を行う。研究２では，手指活動の内容に

よっては同時期に優位な手が異なる場合があるのかを検

討する。そして，同時期に優位な手が異なる場合，それ

ぞれの手指活動では，その後の優位側の変化にも違いが

あるかどうか検討する。

以上のような目的を検討するためには，子どもに常時

接する養育者の自然観察による縦断的な研究が必要であ

る。本研究では，著者自身の子どもの日常生活の観察記

録から，手指活動における左右非対称性の出現状況とそ

の発達的な変化を分析する。出生直後からの日常の自然

な状況での行動観察による方法は，実験法と合わせて検

討することで有効な方法となると思われる。実験法で

は，乳児期には実験時の身体的精神的状態により，日常

の生活の中で既に現れている発達的変化が反映されない

こともある。常時子どもに接している中での自然観察

は，子どもの発達的変化，新しい行動の現れを速やかに

発見することができ，変化の背景（その際の周囲の状況，

子どもの内的状況，他の発達面との関係など）をとらえ

ることが可能である。本研究は日誌研究となるが，やま

だ（1987）は日誌研究の長所について，研究者の側から

おこす行動ではなく，乳児の側から自発的に行う行動の

記述ができること，いつ生起するかわからないが重要な

自発的行動を発見し，拾い上げることができることをあ

げている。また日誌に記録された行動がビデオテープレ

コーダーを用いた場面に現れるには，行動の定着する少

なくともｌ～２週間を要するように思われると述べてい

る。本研究では，前述の筆者らの実験・調査研究（橘・

池上，１９９２；橘・岩砂，2001）とは異なる研究手法で，

常時子どもに接している中での自然観察記録による縦断

的研究を行い，乳児期の手指活動の左右非対称件につい

て検討する。

研究１

目的

手指活動の左右非対称性がどの時期よりどのような活

動で現れるのか検討する。特にリーチング出現前には，

操作の基礎的要因を含む活動に左右非対称性がみられる

のか，リーチング出現後には，リーチングの優位側と操

作活動の優位側の発達的変化は異なるのかを調べるため

に，リーチング出現前と出現後の手指活動に分けて左右

非対称性を検討する。

方法

対象児1983年５月生。第１子長女。出生時体重

34009．正期産，正常分娩であった。また対象児の成人

後，得られたデータを学術目的で公開することに了承を

得た。

観察期間出生直後から１年間にわたり，この期間の

対象児の就寝時間以外の活動時間を観察した。

観察方法対象児の通常の養育状況下での，左右非対

称性のみられた手指活動を中心とする行動観察を日誌記

録した。記録は観察時のメモと，その日の終わりに１日

を通した記録をした。観察にあたって，対象物を提示す

る際には，対象物や提示者が可能なかぎり対象児から左

右等距離になるように，あるいは左右等距離にすること

が困難な場合には，提示頻度が左右のどちらか一方に偏

ることのないよう，さらに左手を多く使用しても右利き

への指導はしないよう考慮した。保持時間など時間の計

測にはストップウォッチを用い，対象児に気づかれない

よう配慮し，できるだけ自然な状態で計測を行った。な

お部分的にビデオテープレコーダーにより録画し，観察

事項確認のために使用した。

結果と考察

１年間にわたる観察記録の中で，手指活動の機能的左

右非対称性に関連する運動発達や言語発達等の記録を整

理し，発達的変化とその初発時期を示したのがＴａｂｌｅｌ

である。

また'I1ablelの観察事項を，右手優位と左手優位の事

項に分けて示したのがFigurelである。右手優位は，主

として言語との関連を含む継時性（振る動作，パッティ

ング，太鼓打ちのような継時的反復動作，言語に結びつ

いた手や腕の動作など)，および対象物を扱う巧綴性（包

み紙を剥ぐなど）に関する事項で観察され，左手優位は

主として保持．支えのような空間性に関する事項で観察

された。グラフは，ガラガラ振りの持続時間，おしゃぶ

りおよび（空の）哨乳ピンの保持時間，リーチング，

パッティング，指さし，太鼓打ちの頻度について，左右

差の割合をCorbetta＆Thelen（1999）の研究を参考に，

(右手一左手）／（右手十左手）で算出し，近似曲線を示
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Tablel手指活動の左右非対称性を中心とする発達的変化とその初発時期

[11］

[12］

[13］

[観察番号］年：月：日齢 観察事項

０：２：１９

０：３：０６

０：３：２５

[１］ 出生直後 右手第１指への指吸い動作が観察される。

頭部の向きは右側で一定（生後５日には頭部は左側にも回旋)。

おしやぶりを左手で長く保持する（右手20秒，左手２分40秒)。

母親が５本の指でさまざまな形を作り示すと，指を動かし模倣しようとする。左手の方がモデ

ルの形により近い。

語りかけに対しアーアーと発声し，その際右腕が大きな輪を描くように動く。左腕の動きは少

ない。

左右の手に同型の粘土（509）を握らせると，粘土の変形より明らかに右手で強く把握してい
ることがわかる。

自分の右手指を凝視し，微笑する。

授乳中，右手第２指で母親の胸を２，３度つつく動作が観察される。この日は右手で３回，以

後も明確な右手優位。

他の乳児（同じ月齢）と初めて接し，凝視し，身をのりだし，その乳児の方に右手を伸ばす。

手に持たせたガラガラ（609）を初めて振り鳴らす（右手23秒，左手５秒持続)。以後一貫し

て右手の方が力強く長く振り鳴らす。玩具に右手を伸ばす。

首がすわる。

左側への寝返りをする（右足が大きく動く)。

これまでﾛ甫乳ビン（空）は両手のこぶしで支えていたが，片手のみで手を開いて保持する（右

手14秒，左手２分16秒)。

仰臥位で，真上から提示した人形の足を右手でつつく。

自分の衣服の端を，目覚めている大半の時間，左手でつかむ。

手掌支臥位で，左手で上体を持ち上げ，右手でガラガラを振り鳴らしたり床をたたいたりの反

復動作をする。

ガラガラを左手でも長く振り鳴らすようになり，この日の最高は，右手３分15秒，左手２分

25秒持続。

玩具に対して，右手でリーチングを行う。

ひとりすわりをする。

ずりぱいで這う。

初発単語「マンマ｣。

つかまり立ちをする。

玩具の電話機のダイヤルを，時計回りにまわす（右手)。

左手で支えたモノを，右手でヒッティングする。

左手でも玩具へのリーチングを行う。

右手で取った玩具を左手に持ちかえ保持し，右手を自由にした後，別の玩具を右手で取るとい

う動作が観察される。

右手の第１指と第２指で薄い紙をつまむ。

両方の手にモノを持ち，モノをたたき合わせるが右手の方が動きが大きい。

第１指と第２指でページをめくる動作が，左右どちらの手でも観察される。

真正面から名前を呼ばれ，「はい」と発声しながら手を開いた形で右手を挙手。以後も挙手は

明確な右手優位。

高ぱいで這う。

手を離して３秒程立つ。つたい歩きをする。

左手で体を支え，右手掌で戸をパッティングする。

｢おめめ」等と発声しながら相手の目等を指さすような指さし行動の頻度は，左手優位である

のに対して，パッティングおよび名前の呼称に対する挙手は右手優位である。

(指さしとパッティングの頻度の調査を翌日より始める）

独立歩行開始。

ペンを持ち，初めてのなぐりがきをする（右手)。

自分でスプーンを持って食事をする（右手)。

これまで箱からモノを出すばかりであったが，モノを入れるようになる（右手)。

紙で個包装された菓子を左手で保持し，右手で紙の包みを剥いで菓子を取り出すという動作が

観察される。

両手の第２指で，同時に指さしを始める。第１指と第３指が接している。

言語発達では，これまで獲得された10語の一語文発話であったが，初めて「おかあちゃん，

はいどうぞ」と単語を組み合わせて使用する。

[２］

[３］

０：０：０８

０：Ｏ：０９

[４］

[５］

０：１：０３

０：１：１０

１
１

６
７

Ⅲ
Ⅲ

０：１：１１

０：１：１６

[８］

[９］

０：２：００

０：２：１６

発達心理学研究 第２０巻第１号

０：２：１７

[20］

[21］

０：７：０５

０：９：００

[14］ ０：３：２６

[15］

[16］

[17］

[18］

０：３：２８

０：５：０８

０：５：１０

０：６：１１

[１９］ ０：６：１３

[24］

[22］

[23］

０：９：２１

０：１０：０２

[25］

０：１０：０５

０：１０：２５
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太鼓を打つ動作が観察され，右手の方が技能は優れている。左手では棒と手で同時に太鼓を

打ってしまう場合がある。この日の連続打数は右手111回，左手23回。

前方にボールを投げる（10回中すべて右手)。

ボール投げを左手でも行う（左手は10回中２回)。

穴〔直径1.2ｃｍ〕のあいた板を左手で支え，右手で棒〔直径1.0ｃｍ,長さ16ｃｍ〕を持ち，穴に棒

を差し込む（直前に左右逆で行い失敗している)。繰り返し練習し，３時間後には左右の手を

逆にしても成功する。

初めて積み木を重ねる（右手)。塔が崩れそうになると，左手で支え調整する。

｢バイバイ」と発声しながら右手を振る。以後明確な右手優位。

30歩の独立歩行。

ペンを左手で取った場合は右手に持ちかえなぐりがきをする。

ボール投げでは，左手でボールを拾った場合右手に持ちかえて投げるのが観察される（10回

中，右手でボールを拾い右手で投げるのが６回，左手で拾い右手に持ちかえ投げるのが２

回，左手で拾い左手で投げるのが２回。但し，左手で投げると正面にとばず，後方にとぶ場合

もある)。

積み木重ねには，持ちかえを含め右手のみ使用する。
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逆の手でも可能となり差が少なくなり，より高度な活動

の出現時に，また左右差が大きくなるということが繰り

抱
か
れ
な
い
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で

の
指
さ
し

つ
た
い
歩
き
・
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ッ

テ
ィ
ン
グ
の
際
の
姿
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したものである。期間は初発時期から自発的に各々の活

動を行わなくなるまでであるが，研究２で示す毎日の調

査を意図したパッティングと指さし以外の活動は，自発

的な出現時に得られたデータであり，毎日得られたデー

タではないため近似曲線とした。右手優位はプラス方

向，左手優位はマイナス方向，左右差なしはゼロとな

る。リーチング，指さしといった操作』性のみられない活

動は優位側に変動があるが，ガラガラ振り，パッティン

左
手
優
位

基
礎
的
操
作
活
動

（
空
間
性
）

積
み
木
の
塔
を
支
え

調
整
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ま
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ち
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持
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返されている可能性が示唆される。操作の基礎的要因を

含む活動や操作性の高い活動の出現当初は，その活動に

関係する限定された脳領域が活性化するため顕著な左右

差がみられるが，経験を重ねることで他の脳領域でも補

えるような活動となり，左右差が少なくなる可能性も考

えられる。操作性のより高い活動において，そのことが

繰り返され，操作活動の発達につながるのではないかと

思われる。

リーチング出現前の手指活動の左右非対称性

リーチング出現前に左右非対称性の観察された活動を

'I1ablelからとりあげ検討する。観察番号［1］の指を吸

う動作（サッキング）および［6］の手の凝視が右手であ

るのは，［1］に示す頭部の向きが右側優位であることが

関係しているのではないかと考えられる。

出生直後に観察された頭部の向きとサッキングに用い

られる手との関係は出生前からのものであることが，次

に示すような危険因子の少ない未熟児の研究から示唆さ

れる。Konishietal.（1997）は，頭部の向き，自発的な

手指の運動，手と口の接触の側性化等を検討して，手と

口の接触は頭部の向きの側によく一致していること，右

側で頻度が多いことを認めている。そして，出生前でさ

え頭部の向きの自発的な偏向側があり，手指の動きの左

右非対称性とすでに結びついていることを示唆するもの

としている。また胎児期のサッキングを超音波診断によ

り検討したHeppe喝Shahidullah,＆White（1991）によれ

ば，検診時の１５分間にサッキングをした胎児274例を

妊娠期間によりグループ分けして調べたところ，妊娠

15週から出生まで顕著な右手優位がみられ（妊娠１５～

21週のグループでは右指サッキングは87.7％，２８～３４

週95.7％，３６週～出生92.1％)，新生児期の仰臥位にお

ける頭部の向きと関係するものであった。

［4］の，生後１カ月での，語りかけに対し発声しなが

ら右腕の大きな動きが観察されたことについては，次の

ような研究から，言語活動と手の活動の関係が示唆され

る。Ｋｉｍｕｒａ（1973）の研究では，成人を対象に発話中の

手の活動を検討したところ，一般にジェスチャーといわ

れる自由な手の動きが右手に多く生じることが認めら

れ，左半球における発話系の賦活によって，同側半球内

にある他の運動系の賦活が付随したものと結論づけられ

ている。発達初期では，′Iifevarthen（1974）が生後２カ

月児を対象に，母親と接する中でジェスチャーに類似し

た手の自発的な活動があることを報告している。言語と

関連した発達初期の半球差については，解剖学的研究

で，（言語野や聴覚連合野を含む）左半球の側頭平面が

より大きいことが胎齢３１週から確認されている（Chi，

Dooling,＆Gilles,1977)。また生後24時間以内の新生児

において，言語音では左半球，非言語音（楽器音，雑音）

では右半球の誘発電位の振幅が大きいという結果が得ら

れている（Molfese,1977)。このような報告からは，言

語機能の左半球優位性を支える神経機構が遺伝子レベル

ですでに決定されている可能性も考えられるが，最近の

研究では，刺激誘導による左右非対称性が内耳のレベル

で存在することが示されている。Sininger＆ConeWesson

(2004）は，耳の機能に左右差があること，即ち右耳は

主に言語を強調して脳に伝え，左耳は音楽を強調して脳

に伝えるということを，乳児3011名を対象とした聴覚

測定の研究で報告し，耳自体の左右差が，左右の脳の機

能的な差異を助ける役目をもっていると推測している。

［8］と［9］の，視覚刺激への随意的な手伸ばし行動

(右手）は，対象の凝視と，腕・肩を含む粗大運動が結

びついたもので，リーチングの前段階と考えられる。

［7]，［１１］のつつく動作，［9]，［13］のガラガラを振

り鳴らす動作や床をたたく動作は，継時的な反復動作で

共通するものである。

以上，リーチング出現前に発声中の腕の大きな動き

や，継時的な反復動作などに右手優位が観察されたが，

一方左手優位を示した活動として，［2]，［１０]，［12]，

[13］に示された活動は，支え・保持に関するもので共

通しており，空間性と関係すると考えられる。

［3］も，次のような研究から空間性が関係しているこ

とが考えられる。Ingram（1975）の研究では，３～５歳

の右利き84名を対象に，５本の指で形作られた手のモデ

ルのポーズを模倣するという課題，さらに５本の指を特

定の箇所で指分けした手のモデルを模倣するという課題

において，左手のパフォーマンスがよいという結果を得

ている。これらの課題は，５本の指の相互の関連という

空間的な構成を要求される課題であるとされている。

リーチング出現後の手指活動の左右非対称性

［１５］に示されたように，初めて右手でリーチングが

観察されたが，それ以後の右手優位はどのような活動で

現れるのか検討する。［１８]，［19］のヒッティングや，

[23］のバッティング，［26］の太鼓の連打は，リーチン

グが観察される以前にもみられたような継時的な反復動

作としてまとめられる。また［21］の名前を呼ばれ「は

い」と挙手，［29］の「バイバイ」の手振りは，左半球に

よって媒介される言語と関連した運動連鎖を示唆するも

のと考えられる。［18］のダイヤルまわしや，［１９］の第

１指と第２指を対向させて薄い紙をつまむ動作，［25］

のペンを用いたなぐりがき，スプーン使用，対象物を入

れる動作，包みを剥いで中身を取り出す動作，［27］の

ボール投げ，［29］の穴の中への棒の差し込み，積み木

重ねは，巧練性が要求されるものである。

また，［19］の第１指と第２指を対向させて薄い紙を

つまむ動作が，［18］の初発単語の出現とほぼ同時期に

観察されたことは，Greenfield（1991）による，ブロー

カ野が，２歳までは発話と手指操作活動の共通の中枢で
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あることの指摘と一致している。さらに河添（1978）の

障害児教育における豊富な臨床経験からの，手指操作活

動と言語機能の関係についての次のような指摘と一致し

ている。即ち，棒を握らせ，第１指が第２指と第３指の

間へ対向位置を移してきた時期に初発単語が出現する

(河添は，同時期に独立歩行開始があると述べているが，

本児の場合はつかまり立ちが同時期にあり，運動発達に

大きな変化があるという点では一致している）など，第

１指と第２指の対向の仕方および操作性の高次化と，話

しことばから対話への獲得との相関関係の高さが指摘さ

れている。河添は，第１指と第２指の指尖の対向につい

て，随意運動の働きからも非常に重要であり，第１指と

第２指を正しく訓練することで，実際に言語発達に効果

を上げていると述べている。

リーチング出現後の左手優位については，［１８]，

[23]，［25]，［29］に示されたように，左手は対象物や

体を支える役割をしている。左手優位で注目されるのは

[24］の指さし行動の頻度で，次の研究２で詳細を示す。

［30］では右手への持ちかえが観察され，ボール投げ

やなぐり書き，積み木重ねに，より器用に動作遂行がな

される手を使用している。ボール投げには左手を使用す

る場合があるが，積み木重ねは自分の身長より高く手を

伸ばせる限度まで重ね，高度な技能を要するもので，右

手しか使用しなかった。

以上のことから，リーチング出現後も，それまでと同

様に，継時的反復動作，言語と関連する動作，巧綴性の

必要な動作で右手優位，また支え・保持，空間的な構成

が必要となる動作で左手優位が観察された。

研究２

目的

研究１において，同日でありながら，指さし行動の頻

度は左手優位に対し，パッティングは右手優位という観

察結果が示された（観察番号［24])。このように，活動

の内容によっては同時期に優位な手が異なる場合がある

のかを調べるために，指さしとパッティングの頻度を調

査し，頻度が少なくなるまでの約１カ月間の優位側の変

化を検討する。

方法

対象児研究ｌと同じである。

調査期間指さしは，以下の条件を満たすような指さ

しの開始日より頻度が少なくなるまでの期間。またパッ

ティングは，指さしと同日より調査を開始し，対象物を

保持しながらパッティングをするようになり，調査の条

件を満たせなくなるまでの期間で，日齢３１０日から３４６

日（０：１０：０６～０：１１：１２）の期間である。

調査方法指さしとバッティングについて，以下の共

通条件を満たす１日の頻度を調査した。（１）手指の動き

を制限していないこと（対象物を保持したり，抱かれた

姿勢でないこと)，（２）目標物が左右等距離の位置にあ

ること，（３）手の形状，腕の動きが明確であること（指

さしは，不明確な指さしを含まないために，手の形状，

腕の動きに加え，発声を伴うこと)，（４）左右差を誘発

する要因となるようなことばかけや目標物の提示は行わ

ないこと，であった。これらの条件は，環境側から左右

差を誘発する要因を可能なかぎり少なくし，指さしおよ

びパッティングのカウントの妥当性を保証するために設

定された。これらの条件を満たしたうえで観察された指

さしおよびパッティングを１回のカウントとした。なお，

同一物に対する連続的な指さしについては，腕の動き，

手指の形状の変化，発声のすべてを伴うものを１回とカ

ウントするため，例えば，連続的に２回以上発声のある

指さしであっても，手と腕に変化がみられない場合は１

回のみのカウントとなった。就寝時間以外のすべての活

動時間を調査の対象とした。記録方法については，腕の

動き，手指の形状などを確認しながら，指さしおよび

パッティングの出現時に左右の頻度，目標物の記録をと

り，その日の終わりに１日を通した左右の頻度，目標物

と状況を，日誌記録として整理した。

分析方法指さしとパッティング各々について左右の

頻度差を検討するために，両者ともに１日ごとの左手と

右手の頻度を対にし，Wilcoxonの符号付き順位検定（両

側）により頻度差を調べた。

結果と考察

日齢310日から３４６日までの期間の指さしの頻度の変

化をFigure2に示す。指さしの頻度は，特に独立歩行開

始となった日齢３２９日（０：１０：２５）で大きな変化がみ

られる。そこで，独立歩行開始前と後の両時期におい

て，分析方法で述べたやり方で左右の指さしの出現頻度

差を検定した。その結果，独立歩行開始前は左手の頻度

が有意に多いのに対し（z＝-3.41,β＜､０１），独立歩行開

始後には右手の頻度が多いという有意傾向がみられた

(z＝-1.72,’＜､1)。

次に，バッティングの頻度の変化をFigure3に示す。

極端に頻度の多い反応については，物を保持していなく

とも，バッティングされた場所の音に対する関心から循

環的・継続的反応が生じた可能性も考えられるため，日

齢３１２日，３１３日，３１８日の反応を除外したうえで分析を

行った。パッティングの左右差を検討するために，指さ

し同様独立歩行開始前後の両時期において，Wilcoxonの

符号付き順位検定（両側）を行った。その結果，日齢

336日に歩行中転倒し頭部を強打し，その影響の考えら

れる日以外は右手優位で一貫しており，独立歩行開始に

関係なく，右手の頻度が有意に多いことが認められた

(独立歩行開始前：ｚ＝-3.52,ｐ＜､０１；独立歩行開始後：ｚ

＝－３．１１，’＜､０１）。
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以上のように，パッティングの頻度は調査期間中（１

日を除き）一貫して右手優位という結果が得られた。一

方，指さしの頻度は独立歩行開始で大きな変化がみら

れ，独立歩行開始前は左手の頻度が有意に多かったが，

独立歩行開始後には，むしろ右手の頻度が多いという有

意傾向がみられた。Corbetta＆BOjczyk（2002）は，９名

の乳児を対象に，独立歩行開始後両手でのリーチングの

割合が増え，歩行学習において乳児が体のバランスをと

ることができるようになると両手でのリーチングが減少

することを示している。この結果は，両手でのリーチン

グが歩行体験に影響されていることを示唆するものと解

釈されている。操作性のみられない指さしとリーチング

において，独立歩行開始後の変化に共通するものがある

と思われる。また本研究では，独立歩行開始という運動

発達の変化がみられたのと同じ日に，指さし行動におけ
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誉6０

る変化だけでなく，言語発達でも発達的変化が観察され

ている。このことから，指さし行動において独立歩行開

始後右手の頻度が増加したのには，言語と関連する左半

球の機能的な変化が指さしに影響した可能性も考えられ

る。

山田・中西（1983）は，０歳～２歳半の日常生活の日誌

観察記録から，初期の自発的指さしの出現状況と指さし

の機能の発達的変化について分析し，５段階に分けて考

察している。本研究の対象となった１歳までは，山田・

中西（1983）の研究報告の第３段階までと考えられるが，

それによると，第１段階は外界の事物に対する驚きや感

嘆から開始し，新奇物を凝視する行動と近縁関係にある

もので，抱かれた状態のときに出現している。この段階

では，抱かれているときの姿勢により，自由に動く方の

手で指さしをしやすくなるため，本研究では指さしに用
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Figure3バッティングの頻度の変化旧齢329日独立歩行開始ノ
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いられる手の優位』性の分析の対象外となった。第２段階

は交流機能が圧倒的に優勢となることが最も顕著な特徴

で，第３段階は交流の指さしは極端に減少し，誰かに何

かを請求，命令，依頼するという形式が明らかになり，

要求の指さしが，意図的，道具的に用いられるようにな

る特徴がある。本研究の日誌記録を分析すると，独立歩

行開始前には，母親の眼を指さし「おめめ」というよう

な交流の指さしが多く，独立歩行開始後は，玄関のドア

を指さし「おんも」といい外へ遊びに行こうというよう

な要求の指さしが多くなっている。山田らの日誌記録を

分析しても，第２段階と第３段階の間の時期に始歩と始

語が観察されている。独立歩行開始，指さしの機能の変

化，言語発達の変化の関連が示唆される。

総合的考察

本研究では，手指活動の左右非対称性がどの時期にど

のような活動で現れるのか，自然観察による縦断研究を

行ったが，リーチングの出現前に，すでに手指操作の基

礎となるような左右の手の機能的な差異が観察された。

その機能的な差異は，リーチング出現後もリーチングの

優位性とは関係なく，観察期間を通じて，右手優位は，

継時的な反復動作，言語と関連した運動連鎖が示唆され

る動作（例えば，発話中の腕の動き)，巧綴性が必要と

なるような動作でみられ，一方左手優位は，支え，保

持，空間的な構成が必要となるような動作でみられた。

このことから，言語性，継時性といった左半球の特徴的

な機能，また空間性といった右半球の特徴的な機能が，

発達初期から分化され動作に現れている可能性が考えら

れる。操作活動での優位側と操作'性のみられないリーチ

ングの優位側は発達的変化が異なり，操作活動がより早

期に一側化することが示された。この結果は橘・池上

(1992)，橘・岩砂（2001）の結果と一致するものである。

またWolffetal.（1977）は幼児期以降の手指操作に関す

る研究をまとめ，右利きの場合，右手優位は反復自動化

課題および系列'性を要する課題，左手優位は形態再認お

よび空間弁別課題でみられると述べているが，本研究で

の結果は，乳児期にもその基礎的な側面がみられること

を示していると考えられる。

左右非対称性はいつからみられるのか。HeppeE

McCartneyｳ＆Shannon（1998）は，妊娠１０週目で８５％

の対象児において，右腕が左腕よりも多くの動きをして

いることを報告している。このことはKurjaketal．

(2002）の四次元超音波断層法を用いた研究においても，

腕の動きが観察可能となる最も早い妊娠１０週から確か

められている。またHeppenWells,＆Lynch（2005）は，

胎児期でのサッキングと１０～１２歳での利き手調査の関

係を検討し，妊娠１５週目のサッキングで将来の利き手

がほぼ判明することを示し，サッキングが観察された対

象児の約90％が右指のサッキングであったことを報告

している。このような結果について彼らは，妊娠20週

の頃までは脳から体への神経連絡は考えにくく，体から

脳への連絡が，脳が体の動きを制御する連絡より以前に

発達するのではないかとしている。また彼らは，無脳症

と呼ばれる状態の大脳皮質の欠如した同じ発達段階の胎

児も，同様に右腕優位の動作を示すことから，脳よりも

脊髄を通る反射神経の作用によるものであろうと推測し

ている。この研究結果は，脳が手足の動きを制御する以

前に腕を振るという継時的な反復動作が現れることを示

すもので，利き手が決定するには脳がある程度発達しな

ければならず３歳までは利き手は決まらないとされてい

た従来の説にも異論を唱えるものである。本研究におい

ても，継時的な反復動作は生後まもない時期より一貫し

て右手優位が観察されており，胎児期からのものである

と思われる。このような継時的な反復動作の右側の手や

腕の優位性が大脳皮質の欠如した状態でもみられること

は，手や腕自体に機能的な左右差があることを示唆する

ものではないかとも考えられる。研究１の考察で述べた

ように，Sininger＆Cone-Wesson（2004）は，耳自体に機

能的な左右差があることを報告している。

このようなことから，操作活動の基礎となる（言語と

の関連を含む）継時‘性や空間性を要する活動は機能的左

右非対称性が早期よりみられるが，操作性のみられない

リーチングや指さしのような活動は，姿勢や運動発達，

言語発達，養育者と子どもの相互作用にみられるような

環境からの経験による影響などを機能的優位性に反映さ

せ，変動しながら徐々に形成され，３歳以降に優位性が

明確になるのではないかと思われる。機能的階層化のレ

ベルによって左右非対称性の現れる時期も異なるのでは

ないかということが示唆される。

さらに，日齢369日の同日の手の活動を分析したとこ

ろ，ボールに手を伸ばし把握するには器用さと使用頻度

においてほとんど左右差はみられないが(左手使用４割，

右手使用６割)，ボールを投げるには，右手がより器用

で使用頻度も右手が優位（左手２割，右手８割）であり，

左手で拾ったボールを右手に持ちかえ投げるということ

も観察された。そして，より高度な技能を要し操作‘性が

高いと考えられる身長以上の高さの積み木重ねに関して

は，右手では器用に課題を達成できるが左手では困難

で，右手のみを使用して積み木を重ねていくという観察

結果が得られた。高度な技能を要し操作性の高い活動で

あるほど，左右の手の使用頻度や動作遂行能力（器用さ）

における差異は大きくなるということが観察された。操

作性の高い活動には，半球に特徴的な機能を十分生かし

たかたちで対応することで困難な高度な課題も達成しや

すいということが考えられる。

ｆMRIを用いた脳機能研究において，Ohgami,Matsuo，
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Uchida,＆Nakai（2004）は成人の健常者を対象に，２形態

の道具使用ジェスチャー（歯ブラシ，ハサミ，ペン等の

使用の身振り）を比較検討し，次のような結果を報告し

ている。道具使用状況の再現をするジェスチャー（パン

トマイム）では，左半球に集中した活動がみられ，右半

球はほとんど活動がみられなかった。一方，道具を身体

(手）で表現するジェスチャー（BPO）では，両半球が活

性化していた。２形態のジェスチャーに，右頭頂葉の活

動に大きな差異があることから，ＢＰＯ条件下では，道

具の形や動きを手で表現するために，自分の手の形や動

きに注意して細かな分析を行う脳活動が加わるのではな

いかと解釈されている。この研究結果を操作性のうえか

ら検討すると，ＢＰＯでは手指で道具自体を表現するた

め，道具を操作するわけではなく操作性は低いと考えら

れるが，パントマイムは手指で道具を操作するという点

で，より高いレベルを要求されると考えられる。このこ

とから，操作性が高いほど限られた脳領域での活性化が

みられるという可能性も考えられる。

本研究では操作活動を階層的にとらえたが，どちらの

手でも遂行可能な操作性の低い活動と，非利き手では遂

行が困難であるような操作性の高い活動とでは，脳活動

にどのような違いがあるのであろうか。乳幼児期の手指

の操作活動が脳の発達にどのように影響するのであろう

か。近年，発達初期においても実験手法が大きく進展し

つつあるが，計測時の緊張でも脳の活動は変化するの

で，周囲の状況により心身の状態が不安定になりやすい

乳幼児期に，手操作活動時の脳の活動を自然な状態で計

測することは現在のところ困難といえよう。今後の課題

とされる。本研究において要点となった事柄は，多くの

対象児で検討されなければならないが，そのための基礎

的資料を提供するものになり得ると思われる。
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顔刺激からの注意の解放における加齢の影響

久保(川合)南海子
(京都大学こころの未来研究センター）

坂田陽子
(愛知淑徳大学コミュニケーション学部）

注意にはある対象を捕捉する過程ばかりでなく，いったん捕捉した対象から注意を解放する過程も含

まれる。亀井・坂田・熊田（2006）は高齢者を対象に注意の捕捉を検討し，線画による顔刺激への反応

は文字刺激より速く，解像度の低い周辺視の段階でも処理が可能であることを示唆した。そこで本研究

では，実験１として，高齢者でも捕捉の速い顔刺激を注視刺激として呈示した後ターゲット刺激を左右

どちらかに呈示し，その検出にかかった反応時間を基に顔刺激からの注意の解放に関する加齢の影響を

検討した。また，顔刺激からターゲット刺激が呈示されるまでの時間を操作することで，解放過程にお

ける促進の効果についても検討した。その結果，高齢者は時間間隔が長くなると解放が促進される効果

が若齢者よりも大きく，顔刺激からの注意の解放がそうでない刺激よりも速いことが示唆された。若齢

者の反応時間には注視刺激の違いはみられなかった。続いて実験２では，顔刺激の表情による注意の解

放の違いを検討したが，どちらの年齢群にも表情に違いによる反応時間の差は見られなかった。

【キー・ワード】注意の解放，加齢，顔刺激，表情

問題と目的

加齢にともなって注意の機能が低下することは，日常

生活におけるちょっとした見落としが多くなることや，

高齢者に関係した交通事故の増加など，さまざまな側面

から推測できる。高齢者の注意機能に関する研究は，こ

れまでの若齢者を対象にして調べられてきた課題を高齢

者にもおこなうことで，注意におけるどのような機能が

加齢とともに変化するのかを検討してきた。注意機能に

はさまざまな種類がある。たとえば，選択的注意，焦点

的注意，持続的注意，分割的注意であり，それぞれ加齢

の影響は異なり，焦点的注意や持続的注意に比べて，選

択的注意や複雑な条件下での分割的注意機能は衰退しや

すいといわれている（Rogers,2000/2004)。総じて，注

意資源を多く必要とし努力的処理を行う注意機能は衰退

しやすく，注意資源をあまり要せず自動的処理を行う注

意機能は衰退しにくいとされる。また，注意の抑制や注

意復帰の抑制の機能もあげられるが，これらはそれぞれ

単一の機能ではなく，衰退しやすい機能と衰退しにくい

機能があることが解明されつつある（Connelly＆HasheE

l993；熊田，２００８；坂田・湯川，２００７；土田，1998)。さ

らに，ある対象から違う対象へと注意を移動させる時

は，最初の対象から注意を離さなくてはならない。この

機能は，注意の解放機能と呼ばれる。若齢成人や乳児を

対象とした注意の解放機能の研究では，ある対象に向け

られた注意を自発的に解放させる能動的解放メカニズム

と，注意を向けていた対象が消失した場合などのよう

に，注意を外発的に解放させる受動的解放メカニズムが

あるということが実証されているが（松淫，2000)，そ

れら２つのメカニズムが加齢とともにどのように変化す

るかについての詳細なデータはほとんどない。

このように注意機能における加齢の影響については，

年齢の増加のみを指標として，衰退する／しないという

実証をしているだけではなく，処理水準やメカニズムの

変化などさまざまな要因を複合的に加味した上で検討さ

れている。また近年では，注意機能の発達的研究として

高齢期のみを対象とするだけでなく，乳幼児期から高齢

期にわたる生涯発達的な観点から加齢の影響が検討され

ている。たとえば，乳児期において比較的初期に獲得さ

れるような機能は高齢者でも長く維持されていたり，あ

るいは獲得の遅かった機能は加齢にともなう衰退も早い

といった，ダイナミックで長期間に渡る変化の法則をと

らえようとしている（坂田・湯川，2006)。

発達初期の注意研究では，生後数時間の乳児でも顔へ

の視覚的選好を示すことを明らかにしたＲｍｔｚ（1963）

の研究以降，さらに顔への視覚的選好を産出させる決定

要因の検討がなされている（Esterbrook,Kisilevskyぅ

Hains,＆Ｍ血1999;Goren,Sarty;＆ＷＵ,1975;Johnson＆

Morton,1991;Simion,Velwnza,Macchi,'nlrati,＆Umilta，

2002;'Iilrati,Simion,Milani,＆Umilta,2002)。成人や視

消衰（visualextinction）の患者を対象とした研究におい

ても，顔刺激は他の刺激よりも注意をひきやすいことが

実証されつつある（Ｒｏ,Russell,＆Lavie,2001)。たとえ

ばTheeuwes＆VanderStigchel（2006）は，顔刺激に思

わず目が引かれるかどうか，すなわち，顔刺激が注意を

捕捉するかどうか，Ｐｂｓｎｅｒ（1980）が提案した先行手が
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かりパラダイムを用いて，復帰の抑制との関連から検討

している。そこでは刺激として，６人の女性の顔写真と

６つの日常で使用される器具（トースターや電話など）

が用いられた。その結果，顔刺激は注意を捕捉すること

を実証している。他方，亀井・坂田・熊田（2006）は高

齢者を対象に，注意の捕捉について検討し，線画による

顔刺激への反応は文字刺激より速いことを報告した。こ

れは，高齢者が解像度の低い周辺視の段階でも，顔刺激

については迅速な処理が可能であることを示唆してい

る。以上の研究結果から，総じて顔への注意捕捉は生涯

を通じて頑健であることが示唆される。

注意には，ある対象を捕捉する過程ばかりでなく，先

述した通り，いったん捕捉した対象から注意を解放する

過程も含まれる。その発達研究として，松嘩（2000）や

Matsuzawa＆Shimojo（1997）があげられる。彼女らは，

若齢成人の注意の解放機能を解明するためにしばしば用

いられるオーバーラップーギャップパラダイム（たとえ

ば，FischerJ986;Fischer＆Breitmeye喝1987;Fischer＆

Webe喝1993;守谷・丹野，2007;大友・上野・松嶋・丹

野，2008）を用いて，ある対象に向けられた注意を能動

的に解放する過程を検討した。生後２ケ月から１３ケ月

の乳児を対象に，乳児が画面下中央に呈示された固視点

を注視したのを確認後，固視点とは別の位置に呈示され

たターゲット刺激に対して乳児が目を動かすまでの反応

時間が測定された。ターゲット刺激の呈示は，固視点が

呈示されたままターゲット刺激も呈示されるオーバー

ラップ条件と，固視点が消失した後にターゲット刺激だ

けが呈示されるギャップ条件があった。オーバーラップ

条件では２つの刺激が呈示されているので，乳児は最初

に呈示された固視点への注意を能動的に解放してター

ゲット刺激へ注意を向けなくてはならない。一方，

ギャップ条件では，固視点が消失するので，注意は受動

的に解放される。その結果，オーバーラップ条件では，

２ケ月児は１３ケ月児よりも，反応時間が有意に長かっ

た。一方で，ギャップ条件では２ケ月児でも１３カ月児

と同程度の反応時間であったことから，いったんある対

象に向けられた注意を能動的に解放することは，受動的

に解放するよりも遅れて発達することが示唆された。

しかしながら，先述したとおり，顔刺激への注意捕捉

については研究があるものの，顔刺激からの注意の解放

についてはあまりなく，さらに加齢による変化を検討し

た研究は見あたらない。そこで本研究では，高齢者を対

象に，顔刺激からの注意解放機能の加齢変化について検

討することを第一の目的とする。具体的には，高齢者で

も注意が向きやすく捕捉の速い顔刺激を固視点として中

央に呈示した後，顔刺激以外のターゲット刺激を左右ど

ちらかに呈示し，その検出にかかった反応時間を基に顔

刺激からの注意の解放に関する加齢の影響を検討する。

そして，顔刺激からターゲット刺激が呈示されるまでの

時間を操作することで，注意の解放における促進効果に

ついても検討する。

ところで近年，顔の表'情認知における加齢の影響につ

いても関心が集まっている。これまでの研究では，高齢

者において認知精度が低下している表情は，怒り，悲し

み，恐怖などの不快表情で，喜び，驚き，嫌悪では変化

傾向は見られなかった（Calde喝Keane,Manly｝＆Spren‐

gelmeyer,2003；Wong，Cronin-Golomb，＆Neargarder，

2005)。表'情画像の認識困難度を調整して感度を評定し

た研究では，高齢者は若齢者よりも喜びの認識感度が高

く，怒りへの感度は低下した（鈴木・星野・河村，2005；

Suzuki,Hoshino,＆Kawamura,2006)。

高齢者における表'情の記憶を，ドットパターンとそれ

に続いて呈示される表情刺激（悲しみ，怒り，幸福）の位

置を操作して調べたところ，高齢者ではネガティブな情

報はポジティブな情報より記憶されにくいことが示唆さ

れた（Mather＆Carstensen,2003)。また，Hah､,Carlson，

Singer；＆Gronlund（2006）は，視覚探索課題によって，

高齢者と若齢者における表‘情への注意について検討し

た。刺激はタッチパネル式コンピュータで呈示され，実

験参加者がディストラクター（中立顔）と異なる表情

(怒りもしくは幸福）をタッチするまでの反応時間を計

測した。その結果，年齢にかかわらず幸福顔よりも怒り

顔の方が速く検出された。次に，３種類の表情（怒り，

幸福，中立）のそれぞれをターゲットとディストラク

ターとして組み合わせたところ，ディストラクターが幸

福顔や中立顔の条件よりも怒り顔の条件の方が，高齢者

も若齢者も探索に時間がかかったことから，怒り顔は注

意の束縛を増し，幸福顔や中立顔への注意の焦点化を妨

げることが示唆された。しかし，中立顔がターゲットの

ばあいは，若齢者ではディストラクターが幸福顔よりも

怒り顔の方では効率的な探索ができていなかったが，高

齢者では，幸福顔と怒り顔の間に違いが見られなかっ

た。したがって，高齢者は若齢者よりも，怒り顔への注

意を抑制できることが示唆された。このことから，怒り

顔に対する迅速な注意の捕捉は若齢者と高齢者に共通し

て見られるが，注意の解放に関しては，高齢者の方が若

齢者よりも効率的にできている可能性が考えられる。ま

た，Isaacowitz,WadlingenGoren,＆Wilson（2006）は，若

齢者と高齢者を対象に４種類の表'情（怒り，悲しみ，恐

怖，幸福）から１つと中立顔をペアで呈示し，眼球運動

を測定した。その結果，高齢者では幸福顔への注意の選

好と怒り顔からの回避が見られたが，若齢者では恐怖顔

への注意の選好が見られた。

以上のように，顔といっても，表情の違いによって注

意機能の加齢効果が異なることがわかる。しかしなが

ら，顔の表情認知の加齢効果を検討した研究において
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も，注意を向けて焦点化するときの注意機能の加齢効果

を検討したものが多く，注意を解放するときの注意機能

の加齢効果を直接検討した研究は少ない。そこで本研究

では，顔刺激の表情の違いが高齢者の注意の解放にどの

ような影響をおよぼすのかを検討することを第二の目的

とする。具体的には，中立顔，幸福顔もしくは怒り顔刺

激を固視点として中央に呈示した後，顔刺激以外のター

ゲット刺激を左右どちらかに呈示し，その検出にかかっ

た反応時間を基に顔刺激からの注意の解放に関する加齢

の影響を検討する。そして，顔刺激からターゲット刺激

が呈示されるまでの時間を操作することで，高齢者にお

いて，注意のどのような機能が衰退し，またどのような

機能は維持されているのかを明らかにする。

実験１

目的

顔刺激からの注意解放機能の加齢の影響を検討する。

方法

１．実験参加者実験参加者は若齢者（Ａ大学の大学

生，男性２名，女性８名，平均21.2歳，年齢範囲20-22

歳)１０名と，慢性的な疾患を除き心身の健康な高齢者１３

名（男性６名，女性７名，平均年齢68.8歳，年齢範囲

62-74歳）であった。高齢者に対しては，実験の前に

ＭＭＳＥ（MiniMentalStateExamination,森・三谷・山鳥

1985）をおこない，その得点が24点以上であった参加

者を対象とした（平均得点25.8,得点範囲24-28点)。

２．装置コンピュータ（DynaBookSatellitel870

SA180BTOSＨＩＢＡ)，１５インチ液晶モニタおよび外付け

キーボードを使用した。液晶モニタと実験参加者との距

離は60ｃｍであった。

３．手続き白い画面中央に黒い十字（2ｃｍ）が500ｍｓ

呈示された後，同位置に線画の顔刺激か同要素からなる

スクランブル刺激（いずれも直径２ｃｍ）が800ｍs呈示さ

れた（Figure3参照)。その後，ターゲット刺激（一辺が

2ｃｍの正三角形）が画面左右のどちらかに呈示され，左

のばあいキーボードのＺキーを，右のぱあい／キーをで

きるだけ速く押すことが要求された。キーを押すとター

ゲット刺激は消失した。ターゲットが消失して2000,ｓ

をおいてから次の試行に移った（Figurel)。顔刺激ある

いはスクランブル刺激が呈示されてからターゲット刺激

が呈示されるまでの時間(ギャップ)条件には４種類あっ

た。（１）Overlap条件：顔刺激あるいはスクランブル刺

激が消失せずにターゲット刺激が呈示された。（２）

No-gap条件：顔刺激あるいはスクランブル刺激が消失

後ただちにターゲット刺激が呈示された。(3)Gap200条

件：顔刺激あるいはスクランブル刺激が消失後，２００，ｓ

するとターゲット刺激が呈示された。(4)Gap400条件：

顔刺激あるいはスクランブル刺激が消失後，４００，sする

とターゲット刺激が呈示された。８回の練習試行の後，

顔刺激あるいはスクランブル刺激につきギャップ条件が

４種類で各20試行ずつをランダムに呈示して合計160試

行おこなった。

結果と考察

正答した試行についてターゲット刺激が呈示されてか

らの平均反応時間を分析した。１００，s未満あるいは

lOOOms以上の時間は分析から除外した。１００，s未満あ

るいはlOOOms以上の反応時間であった試行数は若齢者

群では見られず，高齢者群では全試行数の０．５％であっ

た。Figure2には，ギャップ条件ごとの反応時間を年齢

別に示した。

反応時間について，年齢群(2)×刺激(2)×ギャップ

(4)で３要因の分散分析をおこなった結果，年齢群（Ｆ

(1,21)＝23.44,’＜､0001）とギャップ（Ｆ(3,63)＝21.95,’

＜､0001）の主効果が有意だった。また年齢群×刺激（Ｆ

(1,21)＝5.14,’＝.03,,＜､05)，年齢群×ギャップ(Ｆ(3,63）

＝2.93,,＜､05）の一次の交互作用が有意だった。年齢群

×刺激×ギャップの二次の交互作用には有意傾向が見ら

れた（Ｆ(3,63)＝2.22,’＜､１０)。二次の交互作用について

Ryan，s法による下位検定の結果，刺激による反応時間の

違いは，高齢者群にのみ見られた（Ｆ(1,21)＝4.90,,＜

,05)。若齢者群は隣接しているギャップ条件間で反応時

間に有意差はなかったが，高齢者群ではOverlap条件と

No-gap条件で差がなかった以外，すべてのギャップ条

件間で反応時間に有意差が見られた（いずれもｐ＜

､0001)。また，高齢者群においてNo-gap条件ではスク

ランブル刺激よりも顔刺激の反応時間が短い傾向が見ら

れた（Ｆ(1,84)＝3.42,,＜・１０)。若齢者群においてはいず

れのギャップ条件でも刺激間の差は見られなかった。

注視刺激が顔かそうでないかにかかわらず，高齢者の

ターゲット刺激への反応時間が若齢者よりも長かったこ

とは，いったん向けた注意を別の対象へ向けなおすこと
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FigurelG”条洋における実験手続き例

（スクランブル刺激呈示時リ
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が加齢とともに遅くなることを示している。しかし，反

応する際にキーボードを押すという作業がともなってい

る手続き上，高齢者においてそのような動作そのものが

遅くなっている可能性も否定できない。加齢にともなう

パフォーマンスの低下は，知覚・認知処理だけでなく運

動機能も含めた人間の情報処理に関するあらゆる段階に

生じるという考え方もある（Cerella,1990)。

しかしながら本研究の結果は，単にキーボードを押す

という動作が遅くなっていることだけを反映しているの

ではない。もし動作の遅さだけが高齢者における反応時

間の遅れの要因であったならば，いずれのギャップ条件

でも若齢者との差は同程度であると予想される。しか

し，年齢群間での反応時間の差はOverlap条件で最も大

きく，ギャップ時間が長くなるにつれて小さくなった。

高齢者ではギャップの効果が大きく，注視刺激と対象刺

激の呈示されるタイミングのギャップが大きいほど反応

時間が若齢者へ近づいているということは，注意の解放

の質的な違いにおいて，加齢の影響が異なっていること

を示唆している。

ターゲット刺激が呈示されてもまだ注視刺激が存在し

ているばあい，実験参加者は注視刺激に向けた注意を自

ら能動的に引き剥がして，新たに呈示されたターゲット

刺激へ注意を向けなおさなければならず，注意の解放に

かかる負荷は大きい。しかし，注視刺激が自動的に消失

してからターゲット刺激が呈示される時間的なギャップ

が大きければ，実験参加者が注視刺激に向けた注意は受

動的に解放されて，新たに呈示されたターゲット刺激を

捕捉することは容易になる。つまり，注意の解放におい

て加齢の影響は一律に生じるのではなく，高齢者におい

て特に困難なのは，いったん向けた注意を能動的に解放

することであると考えられる。

対象となる刺激の違いが注意の解放におよぼす影響は
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顔刺激からの注意の解放における加齢の影響

OverlapNo-gapGap200Gap400OverlapNo-gapGap200Gap400

Figure2実験Ｉ・各刺激におけるギャップ築洋ごとの反応時間

高齢者において強く，加齢の効果が認められた。高齢者

では，顔刺激よりもスクランブル刺激が注視刺激のばあ

いで反応時間が長かったということは，高齢者は「意味

のわからないもの」「奇異なもの」に対して注意が向いた

まま解放されにくかった可能性が考えられる。注意の捕

捉に関しては，高齢者では線画による顔刺激への反応は

文字刺激より速い（亀井ほか，2006）ことから，注意の

捕捉および解放という一連の過程を通して，高齢者は顔

刺激について迅速な処理をおこなっていると考えられ

る。注意の解放という側面からも，顔への注意機能は頑

健で高齢者でも衰退せずに維持されていることが示唆さ

れた。

しかし，ギャップ条件ごとに検討したばあい，高齢者

における注意を解放するべき刺激による影響は，能動的

あるいは受動的といった負荷の影響よりも小さいことを

示唆する。このことを考慮すると，高齢者における無意

味な刺激から注意が解放されにくいといった現象は，解

放における負荷が大きいOverlap条件では顕在化しな

かったと考えられる。また，ギャップ時間が長いGap

200およびＧａｐ４００条件では逆に負荷が小さくどちらの

刺激でも容易に解放できたため，同じく顕在化しなかっ

たのであろう。

ここで問題となるのは，No-gap条件のみ刺激の違い

による影響が見られたことである。上記の解釈でいく

と，No-gap条件は解放を受動的に行わせる条件である

ため注意の解放がしやすく，負荷はOverlap条件より小

さくなるため，刺激の違いによる影響は見られないはず

である。また反応時間はOverlap条件よりも有意に速く

なるはずであるが，実際には有意差は見られなかった。

これはNo-gap条件での刺激呈示の方法，つまり，注視

刺激を消失させてすぐにターゲットを呈示するという方

法が，高齢者に影響を与えてしまった可能性もある。石

◆

◆
◆

◆
◆◆

』

●

older〕ｕｎＬ
四・・３Ｃｒ３ｍＤｌＥ
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松・熊田（2006）は，人は突然消失する刺激に対しても

注意が向くこと，特に高齢者はその影響が強いことを報

告している。これを考慮すると，本研究でも高齢者が突

然消失した注視刺激に過度に注意を焦点化してしまい，

本来は受動的に注意を解放できるにもかかわらず，注意

の解放にさらなる時間がかかったとも解釈できる。特に

奇異なスクランブル刺激の消失は本来の注意の解放以上

に負荷がかかった可能性も否めない。すなわち，No-gap

条件で刺激の違いによる影響差が見られたとしても，本

来の能動，受動的注意の解放に加えて，刺激の消失の影

響が加算されている可能性もあり，当該の条件でのみ刺

激の差が出たという結果に関しては更なる詳細な検討が

必要であろう。

実験２

目的

実験ｌで検討された，顔刺激からの注意解放機能の加

齢の影響についてより詳細に検討するため，顔に３種の

表情を加えて，顔刺激の表情の違いが注意解放機能にお

ける加齢変化にどのような影響をおよぼすのかを検討す

る。

方法

１．実験参加者実験参加者は実験１と同様であった。

２．装置装置やその設置条件は実験１と同様であっ

た。

３．手続き実験１終了後，休憩をはさんで，実験２

が施行された。休憩時間は実験参加者の任意であった

が，平均約５分ほどであり，実験１，休憩，実験２を合

わせて，実験に要した時間は30分程度であった。白い

画面中央に黒い十字（2ｃｍ）が500ｍs呈示された後，同

位置に線画の顔刺激（いずれも直径２ｃｍ）が800ｍs呈示

された。顔刺激は，実験１で使用した顔刺激（以下，中

立顔)，同要素からなる幸福顔，同要素からなる怒り顔

の３種類であった（Figure3)。その後，ターゲット刺激

(一辺が２ｃｍの正三角形）が画面左右のどちらかに呈示

され，左のばあいキーボードのＺキーを，右のばあい／

キーをできるだけ速く押すことが要求された。キーを押

すとターゲット刺激は消失した。ターゲットが消失して

2000,sをおいてから次の試行に移った。顔刺激あるい

はスクランブル刺激が呈示されてからターゲット刺激が

①①①①⑦⑦ ① ⑦
Figure3実験1,2で使凋した刺激

(左から，スクランブル，中立顔，幸福顔，怒り顔）

呈示されるまでの時間（ギャップ）条件には３種類あっ

た。（１）Overlap条件：顔刺激が消失せずにターゲット

刺激が呈示された。（２）Gap200条件：顔刺激が消失後，

200,sするとターゲット刺激が呈示された。（３）Gap400

条件：顔刺激が消失後，４００，sするとターゲット刺激が

呈示された。３種類の顔刺激につきギャップ条件が３種

類で各20試行ずつをランダムに呈示して合計180試行

おこなった。なお，実験１で採用したNo-gap条件は，

実験１の考察でも示したように，更なる検討が必要と考

えられるため，実験２では採用しなかった。

結果と考察

正答した試行についてターゲット刺激が呈示されてか

らの平均反応時間を分析した。１００，s未満あるいは

lOOOms以上の時間は分析から除外した。１００，s未満あ

るいはlOOOms以上の反応時間であった試行数は若齢者

群では見られず，高齢者群では全試行数の0.7％であっ

た。Figure4には，ギャップ条件ごとの反応時間を年齢

別に示した。

反応時間について，年齢群(2)×刺激(3)×ギャップ

(3)で３要因の分散分析をおこなった結果，年齢群（Ｆ

(1,21)＝27.50,’＜､0001）とギャップ(Ｆ(2,8)＝28.54,’＜

､0001）の主効果が有意だった。他の二次の交互作用も，

一次の交互作用も有意ではなかった。すなわち，すべて

の条件において高齢者群の反応時間は若齢者群よりも長

かったが，どちらの年齢群でもギャップ条件の時間が長

いほど反応時間は短くなった。しかし，顔刺激の表情に

よる違いは，どちらの年齢群にも見られなかった。

実験ｌの結果と同様に，高齢者のターゲット刺激への

反応時間が若齢者よりも長かったことは，注意の解放が

加齢とともに困難になることを示している。しかし，実

験１とは異なり，注視刺激による反応時間の差はどちら

の年齢群にもなかった。つまり，表情の違いは注意の解

放の速度に影響せず，加齢の効果も見られないというこ

とが示唆された。一方で，実験１と同様に，ギャップの

違いによる影響は大きかったことは，注意の解放におい

ては表情の違いよりもギャップ効果の方が大きく影響す

る要因であることが示唆している。そして，年齢群間で

の反応時間の差はOverlap条件で最も大きく，ギャップ

時間が長くなるにつれて小さくなったことから，動作の

遅さだけが高齢者における反応時間の遅れの要因ではな

く，注意の解放の質的な違いにおいて加齢の影響が異

なっていることが示唆された。

３種類の表情（怒り，幸福，中立）のそれぞれをター

ゲットとディストラクターとして組み合わせて視覚探索

をおこなわせたHahnetal.（2006）では，中立顔がター

ゲットのばあいにおいて，若齢者ではディストラクター

が幸福顔よりも怒り顔の方では効率的な探索ができてい

なかったが，高齢者では幸福顔と怒り顔の間に違いが見
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引き剥がさなければならず，注意の解放にかかる負荷は

大きいが，注視刺激が自動的に消失し，かつターゲット

刺激が呈示されるまでの時間間隔が長ければ，いったん

向けた注意は受動的に解放されていると考えられる。高

齢者と若齢者の反応時間の差が，ターゲット刺激が呈示

されてもまだ注視刺激が存在しているばあいにおいて注

視刺激が自動的に消失するばあいよりも大きかったとい

う本研究の結果は，注意の解放に関して加齢の影響は一

律に生じるのではないことを示唆している。つまり，

いったん向けた注意を能動的に解放することが加齢にと

もなって特に困難になるといえる。

これは，乳児の注意機能の発達状態と見かけはよく似

ている。松淫（2000）は，２．５ケ月齢の乳児であっても受

動的な注意の解放は若齢者と同程度まで発達している

が，能動的な注意の解放は未熟で，それから数ヶ月遅れ

て発達することを報告した。高齢者も，注意の受動的な

解放機能は維持されていたが，能動的な解放機能は低下

していた。すなわち，注意の解放機能における生涯発達

的変化は，生得的もしくは発達初期に獲得された能力や

メカニズムは，高齢期後期まで残存し，発達後期に獲得

されたそれらは，高齢期初期に衰退し始めるという，い

わゆる“first-in/last-out”現象（坂田・湯川，2007）と合

致する。

また，松浬（2000）は乳児における注意の解放の発達

について脳機能の成熟との関連からも考察している。能

動的な注意の解放には頭頂連合野を介した大脳皮質の経

路が，受動的な注意の解放には中脳にある上丘を介した

皮質下の経路が関わっていると考えられていることか

ら，上丘を含む皮質下の経路は発達初期から成熟してい

るが，頭頂連合野を含む高次皮質の経路は発達初期には

十分に機能しておらず，その後急速に成熟するものと推

測している。本研究の結果は，そのような乳児の発達と

（
の
日
）
①
［
昌
伊
口
昌
ぢ
両
①
“

顔刺激からの注意の解放における加齢の影響

Overlap Gap200Gap400OverlapGap200Gap400

Figure4実験２．各刺激におけるギャップ築伴ごとの反応時間

られない，といった表情の違いによる反応の差が検出さ

れた。この視覚探索の実験手続きでは，異なる表'情刺激

が同時に呈示されており，その結果として示された表情

による反応時間の差は，おもに注意の焦点化における違

いを反映していると考えられる。本研究の実験手続き

は，いったん表'情刺激に注視をさせてから顔刺激ではな

いターゲット刺激を呈示しており，それぞれの表情刺激

からの注意の解放に要した時間を検出している。本研究

ではどちらの年齢群でも注視刺激の表情による反応時間

に差がなかったことから，表情に関する注意は，焦点化

においては加齢の影響が現れるが，解放においては加齢

にともなう変化は見られない可能性が考えられる。

あるいは，表情の違いによる注意の解放の差は非常に

小さいのかもしれない。視覚探索の手続きでは，異なる

表情刺激が同時に呈示されたことで表’情の違いが強調さ

れたが，本研究の手続きは異なる表情刺激が個別に呈示

されたため，それぞれの差が検出されにくかった可能性

も考えられる。

総合考察

本研究の２つの実験から，高齢者は注視刺激の呈示か

らターゲット刺激の呈示までの時間間隔が長くなると，

注視刺激からの注意の解放が促進される効果が若齢者よ

りも大きいことが明らかになった。また，高齢者は注視

刺激である顔刺激からの注意の解放がそうでない刺激よ

りも速いことが示唆された。若齢者の反応時間には注視

刺激が顔かそうでないかといった違いは見られなかっ

た。注視刺激の表情による注意の解放の違いを検討した

が，どちらの年齢群にも表’情の違いによる反応時間の差

は見られなかった。

ターゲット刺激が呈示されてもまだ注視刺激が存在し

ているばあいには，いったん向けた注意を自ら能動的に

-△ＰＡｎｇｅｒ

･･ロ・・Happy

－●一Neutral
）1ｄｆYoung
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は逆に，加齢にともなってまず頭頂連合野の機能が低下

し，高齢者でも上丘など中脳の機能は比較的長く維持さ

れていることを反映している可能性がある。

高齢者では，顔刺激よりもスクランブル刺激が注視刺

激のばあいで反応時間が長く，対象となる刺激の違いが

注意の解放におよぼす影響に加齢の効果が認められた。

しかし．注視刺激の呈示からターゲット刺激の呈示まで

の時間間隔の効果が大きく，注意を解放するべき刺激に

よる影響は，能動的あるいは受動的といった負荷の影響

よりも小さいことが示唆された。今後は，高齢者が特に

顔刺激からの注意の解放が速いのか，「意味のわからな

いもの」「奇異なもの」に対して注意が固着してしまうの

かを検討するために，線画のような単純な刺激だけでは

なく，顔写真刺激や日常に即した対象刺激を用いた実験

をおこなう必要があるだろう。また顔刺激の表情の違い

は注意の解放の速度に影響せず，加齢の効果も見られな

いということが示唆されたが，本実験では図版を用いた

ところを写真刺激などでもさらに検討する必要がある。
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母親は子どもへの不快感情をどのように説明するか

第１子誕生後２年間の縦断的研究から
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本研究では子育て・親子関係を正負双方の側面をもちあわせたダイナミックなプロセスとしてとらえ，

はじめて子どもを産む女性を対象に，子どもに対する不快感情についての説明づけを縦断的に検討した。

具体的には子どもが２歳になるまでの間３ケ月ごとにインタビューを行い，そこで得られた子どもに対

する不快感情についての説明づけを分析することを通して，母親たちのものの見方を明らかにした。母

親たちのものの見方は，目の前のわが子の育ち，子育ての方向性，母親自身の資源とが，せめぎあうな

かで成り立っていることが考えられた。生後２年間の変化として，子どものことがわからないところか

ら子どもの行動をパターン化し，１歳の後半には人格をもった一つの主体としてとらえるようになるプロ

セスと，世話・保護の対象から親の影響を受けるひとりの主体として子どもをとらえ，ソーシャライ

ザ一としての役割を認識するようになるプロセスがあることが明らかになった。そのようなものの見方

の変化は子どもの発達と不可分であることが示された。

【キー・ワード】子育て，子どもに対する不快感情，説明づけ，ものの見方，縦断的研究

問題

子育て中の母親にとって，子どもに対して不快な感情

をもつことはごく自然に経験されることである。しかし

これまで心理学において，子育て中の母親のもつ否定的

感情は，育児ストレスや育児不安として取り上げられ，

それらの否定的感情は，育児の中であってはならないも

の（あるいは，ない方がいいもの）として考えられてい

たため，その軽減や緩和に研究の焦点があてられてい

た。しかし，親子関係というものは本来ダイナミックな

ものであり，その関係は親和的なだけでなく，時には反

発的な関係にもなる（根ケ山，1995)。育てるという働

きかけには，楽しいことを子どもと共有したり，子ども

を愛しく感じたり，しかし時には子どもを制したり叱っ

たりという正負双方の感情が伴われる（鯨岡・鯨岡，

2001)。養育するということには多元的な両義性が含ま

れている（鯨岡，1998）のであり，親子の反発的関係は

親和的関係の機能不全や不適応によって生じるのではな

く，それ自体親子関係の適正な要素なのである（根ヶ山，

2002)。菅野（2001）はそのような観点から，２，３歳の子

どもをもつ母親へインタビューを行い，不快感情は日常

的課題場面での不従順な行動（関係の不和）や子どもの

発達に伴う関係性の変化といった，母子の間のズレに

よって生じるとした。しかし，菅野（2001）の研究は一

時点のものであり，子どもの発達に応じてどのように変

化するのかは検討していない。そこで本研究では，子育

てのなかで当たり前に経験される感情として母親の子ど

もに対する不快感情を取り上げ，はじめて子どもを産む

女性を対象に子どもが生まれてから２歳になるまでの間

不快感情がどのように経験されるのかについて縦断的に

検討していく。

さらに本研究では，母親が日常の育児実践のなかで子

どもに対する不快感情をどのように経験しているのかに

ついて検討するために，説明づけ（accounting）に着目

する。説明づけはエスノメソドロジーの鍵概念である。

エスノメソドロジーは，人びとがどのような「方法」を

使って日々の活動を秩序づけているのかを研究する社会

学のひとつの流派である（水川，2007)。エスノメソド

ロジーにおいて社会的秩序は研究者が定義する以前に，

日常生活者によって秩序あるものとして（説明可能なも

のとして）遂行されていると考えられている。人びとは，

説明行為によって自分のしていることに合理性や正当

性，一貫性を付与し，互いに説明しあうことでリアリ

ティを共同構成する。説明づけによって，人びとの方法

(エスノメソッド）は社会的な場において「目に見える」

ものとして現れるのである（南，1996)。非行臨床とい
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う実践を更生保護施設職員がどのように説明するのかに

ついて検討した松嶋（2003）は，少年を子どもと呼ぶこ

と，両親の責任を問う（養育環境の問題を指摘する）こ

とによって，施設での職員の実践を意味あるものとして

見せる語りの特徴を指摘している。また津田・鹿島・南

(1992）は，母親のわが子の成長についての語り口を検

討し，母親が口にする素朴な発達概念が，子どもの側に

起きた変化だけでなく，母親自身の育児行為の実践に変

化をもたらす親子の関係性にかかわる概念であるという

こと，これらの概念によって母親は育児行為を方向づ

け，日常の困った事態を納得していることを指摘した。

いずれの研究においても，実践の説明づけに実践に関わ

る者が用いている論理（ものの見方）が表れていること

が明らかになっている。そのようなものの見方は，相手

との関係のなかで生み出される実践的なものであり，科

学的根拠の有無にかかわらずそれ自体意味のあるもので

ある（津田ほか，1992)。それでは初めて子どもを出産

した女性は，子どもや子育てについてどのようなものの

見方をするのだろうか。またそのありようは子どもの発

達に伴ってどのように変化するのだろうか。

心理学において親の子どもや子育てについてのものの

見方は，親の子ども観／発達観（小嶋1990)，親の信

念（Siegel＆McGillicuddy-DeLisi,2002）として研究され

てきた。親の子ども観や信念に関してこれまでなされて

きた研究の多くは，親の信念を研究者が用意した質問項

目への回答から明らかにし，親の養育態度（例えば江上，

2006など）や子どもの発達への影響（Aunola,Nurmi，

Lerkkanen,＆Rasku-Puttonen,2003など)，親自身の適

応や発達（清水，2003など）との関係など他の変数との

関係をみるものである。しかし，親の信念や発達観が本

質的に関係的な性質をもつこと（葎田ほか，1992）を考

えると，親がもつ信念や発達観そのものの内容を詳細に

記述し，それが育児実践のなかでどのようにあらわれる

のかを検討することが必要であり，そこから親自身の適

応や発達について語ることは重要な意味をもつだろう。

妊婦がつけた胎動日誌にあらわれた語りを胎児への意味

づけととらえ，その意味づけの変化を妊婦にとっての親

の移行のプロセスとして検討した岡本・菅野・根ヶ山

(2003）の研究や，母親たちが困った出来事を語るとき

にその出来事を受け入れる方向での考えを語ることに着

目し，子育てへの適応を検討した山口（1998）の研究は，

母親たちのものの見方やその変化を母親としての適応お

よび発達との関連で検討する意義を示したものである。

以上のことから，本研究では，育児の中で当たり前に

経験される感情として母親の子どもに対する不快感情を

取り上げ，不快感’情の説明づけから母親たちのものの見

方を明らかにする。具体的には，初めて子どもをもつ女

'性を対象に子どもが生まれてから２歳になるまでの説明

づけを縦断的に分析することによって，母親たちのもの

の見方を明らかにし，母親の適応・発達との関連を検討

する。なお本稿では「母親たちのものの見方」を津田ほ

か（1992）に倣い「母親が日常の育児実践で用いている

子どもや自らのかかわりも含めた子育てついての見方」

と定義しておく')。調査期間を２歳までとしたのは，生

後の２年間は親にとって大きな変化がある期間であると

考えたからである。子どもの誕生後母親の生活スタイル

は大きく変化し，一時的にせよ，生活時間が混乱する

ことが考えられる。妊娠中から１８歳の子どもをもつ親

へのインタビューによって親の発達段階を理論化した

Galinsky（1981）によれば，出生後から２歳までは養育

の段階であり，この時期の課題は赤ちゃんに愛着をもつ

ことで，親は赤ちゃんと自分のことのどちらを優先させ

るのかをはかりにかけているという。さらに生後２年間

の大変さは，子どもの自己主張や反抗が活発になり，し

つけを行うことへの焦りやプレッシャーを親が感じやす

い２歳以降とは，質的に異なる大変さや困難が生じる

(坂上，2003）ことが考えられる。以上のことから本研

究では子どもが生まれてから２歳になるまでを親になる

ことのひとつの区切りとしてとらえ検討していく。

方法

研究協力者今回調査の対象になるのは著者らの縦断

研究プロジェクトの協力に応諾した母親２４名であり，

出産時の平均年齢は30.7歳（26-39歳)，子どもは全員第

一子（男児１３名，女児１１名）であった。対象者の募集

は首都圏で行われている母親学級および両親学級で行っ

た。

調査時期1997年７月から1999年１２月

手続き著者らが３ヶ月ごとにそれぞれの家庭を訪問

し，半構造化インタビューを行った2)。インタビュー内

1）「ものの見方」は，Schutz（1970/1988）の「実際的知識」やエスノ

メソドロジーのエスノメソッドに近い「ふつうのひとたちがふつ

うにしている」日常的で実践的なものである。浬田ほか（1992）

の研究は回想的インタビューによって母親たちのものの見方（素

朴な発達観）を明らかにしているが，本研究は縦断的インタ

ビューによってものの見方の形成プロセスが明らかにしたいと考

える。また不快感情を通してものの見方を明らかにしようとした

のは，母親にとって子どもをイヤになることは当たり前に経験さ

れることであるが，不都合なことであり，目の前の現実のつじつ

まを合わせる説明づけのなかIこものの見方があらわれるだろうと

考えたからである。

2）訪問は協力児の誕生日を基準に３ケ月ごとの調査月ぴったりの日

の前後５日以内に行うようにした。ただ，０ヶ月については里帰

りH-I産などで観察日にばらつきがあり生後２ヶ月を過ぎてしまっ

たケースが３ケースあった。生後２ケ月を超えた時点での語りは

どちらかというと３ヶ月に近い内容であったため，そのケースは

０ヶ月の分析からは除いた。３ケースを除いたあとの０ヶ月時の

観察月齢は生後２１日から１ケ月２１日である。ケースによっては

１ヶ月の差があることになるが，語りの内容に大きな差はないと

考え一緒に分析することにした。
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容は現在の育児状況と発育状況，子どもに対する感情，

育児を通した人間関係，夫との関係などである。今回は

このうち生後０ケ月から子どもが２歳になるまでの計９

回のインタビューでの語りを分析，検討する。

協力者との関係本研究では，家庭訪問の際，ラポー

ル構築のため研究者がどのような立場であるかというこ

とを提示した3)。人間関係における信頼はその人が「よ

い」人かどうかということ以前に，「よく知っている」人

かどうかによるところが大きい（岡本，2008）と考えた

からである。具体的には，「私は子育てをしたことがな

いので，先輩が後輩に教えるようなつもりで話してくだ

さい｣，あるいは，「私も○○ちやんと同じくらいの子ど

もがいるんですよ。発達心理学をやっていても，子育て

が上手になるわけじゃないんですよ」などのことばで伝

えた4)。同時に，決して協力者を評価する立場にないと

いうことも意識して伝えるようにした。

分析の対象分析の対象となるのは質問のうち「○○

ちゃんのことをイヤだと思うのはどんなときですか｣5）

に対する母親の語りである。母親が不快感情を感じる子

どもの行動についての語りをひとつのエピソードとし

て，エピソードを単位として分析を行った。本研究で

は，０ケ月から２歳までのインタビューで得られた434

のエピソードを分析の対象とする。月齢ごとのエピソー

ド数を'Ihblelに示す。

分析まず，３名分の２歳までのイヤになることにつ

いてのプロトコル6)をエピソードに関わりなく意味のま

とまり（一つの内容を表す句，および文）に区切り，そ

の内容を端的にあらわすラベルをつけた。つぎにラベル

同士の類似性に基づいて，上位のカテゴリを作成して

いった。上位カテゴリにまとめる際には，ラベルだけに

頼らず，具体的語りに戻って確認しながら，これ以上ま

とまらないところまで作業を進めた。その結果，母親の

語りは「子どもの行動の解釈」「育児行為の説明」「対応」

｢心情」の４つにまとめることができた。４つの関係を考

えると「対応」や「心情」の説明にあたるのが｢子どもの

行動の解釈」「育児行為の説明」の二つであると考え，本

研究ではこの二つを用いて分析を行う7)。それぞれのカ

テゴリと定義および頻度を'nable2に示す。「子どもの行

動の解釈」は，目の前の子どもの行動についての母親の

解釈であり，行動の原因を推測したり，行動パターンの

予測やその程度の記述，比較を行う（以下《行動の記

述》8)）のカテゴリで構成され，それぞれがさらに下位カ

テゴリをもつ。原因帰属についてはその対象別に，《わ

が子》，《子ども一般》，《母親自身》，さらに原因がわか

らないとする語りを《不明》とした。「育児行為の説明」

は，母親自身の育児行為についてのいいわけであり，子

どもへの要望，健康・安全への配慮，将来への不安など

に子ども向けられる育児行為に関するもの（《子ども》)，

母親の心身の有限性や遂行すべき日常的課題の存在など

母親の資源の有限性9）に関すること（《母親の資源の有

限性》)，第三者からのアドバイスや参照第三者への遠

慮など第三者がかかわること（《第三者》)，しつけの方

針や親としての役割に関する子育ての方向性に焦点をあ

てたカテゴリ（《子育ての方向性》）で構成され，それぞ

れ下位カテゴリをもつ。

つぎに，分析対象となる４３４のエピソードを'mable2

のカテゴリに基づいてコーディングを行った。コーディ

ングはエピソードで語られた内容について各カテゴリに

あてはまるものがあるかどうかを判断するものであり，

すべて第一著者が行った。

日
栖
日
“
【
月
日
毎
［
月
［
月
日
『
日
『
〔
月

ケ
ケ
ケ
ケ
ケ
ケ
ケ
ケ
ケ

０
３
６
９
２
５
８
１
４

１
１
１
２
２

3）インタビューの場は協力者と調査者の共同によって構成される場

であるにもかかわらず，いったんデータをとってしまうと，その

ことが見過ごされがちである（津田，1995)。本研究ではインタ

ビューの場が両者の相互作用の結果であることを意識し，両者の

関係性がどのように構築されたのかについて提示することが大切

であると考えた。

4）本研究における調査者と協力者の間の関係性は一様ではない。し

かしそのありようによってインタビューでの語りの中心的な内容

が異なることはない（菅野，2007）し，それぞれの関係を前提と

したデータは，その関係において解釈されれば，互いの関係を明

示しないまま得られたデータよりリアリティに満ちている（岡

本,2008）と考える。

5）インタビューにあたっては，子どもに対する不快感情はだれでも

もつものであることを伝えるよう配慮した。具体的には子育ての

なかでは子どもをかわいいと思うときと，イヤだと思うとき両方

あることをまず述べてから，かわいいと思うこと，イヤだと思う

ことを順に尋ねた。

6）３名分のプロトコルは434のエピソードの一部であり，エピソー

ドに換算すると約１割の47エピソードである。

7）説明づけに着目するために，「おっぱいをあげる」「別のおもちゃ

でごまかす」など目の前の子どもの行動に対する具体的な行動で

ある「対応」や，「しょうがない」など子どもの行動や自身の育児

行為についての母親の「心情」は分析に用いなかった。

8）文中では,nble2のカテゴリを《》で，小カテゴリをく〉で示す。

9）ここで母親の資源とは，ソシオバイオロジーにヒントを得た概念

である。たとえばソシオバイオロジーで哨乳は母親の資源投入で

あると考えられている。本研究では，身体資源のみならず．時間

や精神的な余裕も含めた。生活のなかで消費消耗するものとして

とらえる。

Tablel各月齢で語られたエピソーバ数

２
２
１
４
９
４
０
２
０

３
４
４
５
５
５
５
５
５
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母親は子どもへの不'快感‘情をどのように説明するか 7７

Tklble2カテゴリのﾉ忘義と例

子どもの状態が悪化した,収束する（腰蛎繰;してい虐いと泣釧”
ターン

おっぱいあげると泣き止む【収束】３９９

頻度％《カテゴリ》 <小カテゴリ〉 定義 例

第三者からのアドバイス

わが子の成長発達の時剛での変化撫鵠駕撫たから(いた“鴫発達

実母に｢赤ちゃんに言ってもわかんない３０７
んだから」と言われて

子どもの内的状態(欲求・要求)に関する（泣いているのは)お腹が空いているか１４７３４欲求・要求
語りら自分で や り た い

第三者からの

アドバイス

子どもの内的状態(感情)に関する語り気分がいい，機嫌が悪い感情 1５２３５

行動の激しさ
行動の程度

わ
が
子 子どもの内的状態(鵬)に剛る誇り熟と釜急職わかっている瓢，，思考

何度も何度も同じことする

子どもの性格や噌好，行動特徴，行動傾おとなしい，犬は嫌い
向に関する語り

行動傾向 １０２２３

2 ３ ５

我を通すっていうか，「これがいい」１６４子どもの“わたし”に関する語り
「これはいや｣という

自我

行
動
の
記
述

子どもの行動の原因を体調に求める語り具合が悪いのかな病気 ５１

以前との比較以前と比較して変化した子ど もの行動

原
因
帰
属

赤ちゃんだから(泣くのは仕方ない）
子ども一般の行動特徴，傾向についての

語り

０ヶ月のときよりは寝るようになりま１０２
したね【以前よりいい】

子ども一般 赤ちゃんには夜は寝なくちゃいけない２７６

という固定観念はない
子
ど
も
一
般

よその友達の子の話とか聞くと，うち

の５倍か10倍は大変だなって思っ

ちゃう【他児よりいい】

（食べ散らかしたりするのは)今の時期

子ども・般の発達の時間軸についての語だけ
発達一般 1５３

他児との比較他児とわが子の行動を比較する

(いやいやは)そういう時期なのかもし

れない

り

子
ど
も
の
行
動
の
解
釈

他の子の話を聞くと夜泣きなんてしな

いっていうけど(うちはする）【他児よ

り悪い】

子どもの行動の原因に母親の関わりがあ私がいけないんですけど母親の関わり
るとする語り

母
親
自
身

2６６

1 ４ ３

子どもの行動の原因に子どもと母親の関子どもと一体化しなくなった母親との関係
係があるとする語り

1０２

1０２

子どもの行動の原因に環境の変化などが私が入院してから
あるとする語り

その他その他 1９４

母親の身体・

鯛の資源の有限性誓器窯芸
有限性

解釈できない，原因はわからないとする何で泣いているのかわからない
語り

不明不明 2７６

注．頻度は調査期間を通したものであり，割合は調査期間を通した総エピソード数に対するものである。

家事・仕事など日常的に遂行すべき課題夕飯の支度しなきやいけないとき４８１１
の存在

行動パターン

の予測

第三者

母親自身の対応への反省

火がついたように泣く／狂ったように４２１０
泣く

反省 よくないなと思いつつ冷たく当たつ１５３
ちやったので反省した

子育ての方向性

同じ行動何回も繰り返す

使命ですから／気をつけなきゃ母親の役割母親としての役割を意識 1 １ ３

前に食べていたものを急に食べなく２４５
なったり【以前より悪い】

ほんの5分でいいからおとなしくしてて３７８
ほしい／2時間でいいから寝てほしい

な る べ く 言 い 聞 か せ る よ う に し て い る ２ ５ ６しつけ

子 ど も の 将 来 子 ど も の 将 来 に つ い て の 語 り (親に叩かれたことが)その後の性格が変１８４
わるきっかけになったら

２０

子育て・しつけの方針

危ない
子どもの健康・

子ども子ど もの健康や安全の語り
安全

第三者への気遣い第三者への気遣い 公共の場で泣かれると困る

5２１２

虫の居所が悪いときは／だるいし疲れる４６１１母親の心身が限界にきていること
し

要望

育
児
行
為
の
説
明

子どもへの要望
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7８

分析ｌでは，すべてのエピソードについて'mable2の

カテゴリごとに，カテゴリの語られた割合の推移を検討

する。分析２では具体的なエピソードを引用しながら月

齢を追った変化について考察する。

結果と考察

分析１

子どもの行動の解釈生後２年間の説明づけの月齢変

化を検討するため，「子どもの行動の解釈」のうち原因

帰属の対象別に，各月齢の総エピソードに対して語られ

たエピソードの割合を算出した。どの月齢においてもわ

が子に関するものがほとんどを占めたので，《わが子》

については小カテゴリごとに語られた割合を算出したも

のをFigurelに，わが子以外についてはFigure2に示し

た。全体および各月齢での頻度が５％に満たないく病気〉

については分析から除外した。

Figurelをみると，全体に右肩上がりになっている。

月齢ごとに各カテゴリの語られた割合の合計を算出して

みると，１５ケ月までは１前後（０．７～1.2）（つまり１エピ

ソードに１カテゴリの割合）であるのに，１８ヶ月以降ｌ

を大きく越え（１８ケ月：１．９，２１ケ月：1.8)２４ケ月には合

計が2.14となる。これはひとつのエピソードを多様な

視点で説明するようになるということである。個別のカ

テゴリに関してみると，〈欲求・要求〉は０ヶ月時に最

も多く，３ケ月時に減少するが６ケ月以降徐々に増加し，

１８ヶ月に大きく増加している。〈感情〉〈思考〉は調査期

間を通して増減しつつも全体としてなだらかに増加して

いる。〈発達〉は月齢が上がるごとに増加し，〈自我〉〈行

動傾向〉は１８ヶ月に増える。さらに子どもの状態が具

体的にどのようなことばで表現されるかをみると，０ヶ

月時は「眠れない」「ミルクが足りない」という生理的欲

求や「ぐずる」「いやがる」といった単純なネガティブな

感情のみが語られているが，３ヶ月から「気持ちが悪い」

｢怖い」「機嫌が悪い」「怒る」など子どもの内的状態に関

する表現が多様になっていく。６ヶ月からは「スプーン

をもちたがる」「遊んでほしい」など外界に向かう能動的

な子どもの意志が語られるようになる。１２ヶ月になる

と，「発狂する」「かんしゃくを起こす」など激しい内的

状態が語られ，「知恵がついてきた」「ずるがしこい」な

ど子どもを知的な存在として語るようになり，１５ヶ月で

は「意地を張る」「くやしい」など自己が関係する二次的

感情（Lewis，2000）が語られるようになる。１８ケ月に

なると「あんまりぐずぐず泣くタイプではない（320,45,

18)」'0）「負けず嫌い（326,48,18)」など固定化された行

動特徴を語るようになり，また「わがままちゃんになっ

た（318,43,18)」というように目の前の子どもの行動を

｢わがまま」と表現する語りが見られるようになる。
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０３６９１２１５１８２１２４

月齢

Figurelわが子についての語り

(割合は各カテゴリごとに算出した。具体的には各月齢のエピソードの

総数を分母に，該当月齢の各カテゴリの頻度を分子にしてもとめた｡）

次にくわが子〉以外への原因帰属について検討する。

《不明》は０ヶ月時に多く，「なんで泣いているのかわか

らない」といった途方にくれた"わからなさ”を訴える語

りが多く見られた（３２エピソード中８)。「夜は寝なく

ちやいけないっていう固定観念は赤ちやんにはない（39,

40,1)」「赤ちゃんっていうのはマニュアルどおりにいか

ない（15,32,0)」など，目の前の"赤ん坊”を子ども一般

についての言説をてがかりに理解しようとする《子ども

一般》も０ヶ月時に多く見られた。《不明》は３ヶ月にほ

とんど見られなくなるが，９ヶ月では「何をしていいの

か，何がして欲しいのかが，なかなかわかんない（170,

52,9)」など内的状態を図りかねるようすが，２４ケ月で

は，子どもの行動の理解のしがたさが語られていた。

《子ども一般》も３ケ月にほとんど見られなくなり１５ケ

月以降「これは夕暮れ泣きというやつなんなのか（271,

47,15)」「子どもはそうなのかもしれないですけど（310,

41,18)」「そういう時期なのかななんて思うんですけど

(347,30,21)」など，目の前のわが子の行動をよく知ら

れている子どもの行動や一般的な発達の流れのなかで位

置づけようとする語りが見られるようになった。《母親》

は０ヶ月から３ヶ月にかけて減少し，その後１８ケ月に増

加した。

さらに「行動の記述」のうちく行動パターンの予測>，

<行動の程度>，〈比較〉についてFigure3にまとめた。

<行動パターン〉については，６ヶ月に「スーパーに行く

と必ず泣く（93,32,6)」などネガテイブな行動パターン

の語りが多くなった。それ以後は９，１２ケ月にいったん

落ち込むが，１５ヶ月以降また増加した。〈他児との比較〉

について言及されるのは１２ケ月を過ぎてからで，１５ケ

月になると過去の子どもの行動を現在の行動と比較する１０）（）は順に，エピソード番号，ＩＤ，月齢を示す。

厨
０３６９１２１５１８２１２４

月齢

Figure2わが子以ﾀ)(の原因帰属の推移『
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０ ３６９１２１５１８２１２４

月齢

Figure3行動ﾉfターンと比鞭

7９

(163,48,9)」などく健康・安全〉の語りが増え，１２ケ月

になると「この先はどうなるんだ（197,33,12)」などく子

どもの将来〉や「これに座ったらご飯だよ，とかいうし

つけが難しい（231,54,21)」などくしつけ〉に関する語

りが多くなる。

育児行為の説明の分析ついてまとめると，子どもが生

まれてしばらくの間は自分自身の行為に関するいいわけ

がおおく，９ヶ月頃から子どもの健康や安全，子育ての

方針についての説明が多くなることがうかがえる。

分析２

分析２では，分析ｌの結果をふまえ，能動的な子ども

の様子が語られ，「育児行為の説明」が母親自身のこと

から子どもにシフトする９ヶ月，子どもの“わたし”や

固定化された傾向についての語りが増える１８ヶ月を

ターニングポイントにして，生まれてから２年間の説明

づけのありようを具体的なエピソードを引用しながら月

齢を追って考察していく。

“わからない"から“わかる'，へ０ヶ月で特徴的だった

のは「わからない」という語りであった（32エピソード

中８)。出産すれば自動的に親としての行動様式が備わ

るわけではなく，おっぱいをあげても，おむつを換えて

も，抱っこしても泣き止まないわが子を目の前に途方に

くれ，ときに「病気なのでは」と不安を感じる。育児で

｢もっとも心配だった時期」を尋ねた服部・原田（1991）

の調査でも，「退院直後」「１ヶ月」という回答がもっと

も多くこのような不安はこの時期の特徴であることが伺

える。しかし，「わからなく」ても投げ出すわけにはい

かず，子ども一般についての言説（信念）や子育て書・

雑誌，第三者からのアドバイスを手がかりになんとか現

実に合理性を見出し，受け入れようとする母親の姿が見

える。

エピソーバＩ（ＩＤＩ００ヶ月ノ今は泣いて泣き止まな

いときですよね。泣くのは仕方がない。赤ちゃんだし

ね。泣くのはいいんだけれども，全･身なんか顔から全･部

真っ赤になって火がついたように泣く，どうしてそこ

まで泣いちゃうのかなっていうのはありますよね。おむ

つを夢えたりして気拝ちよくなったりして泣き止むとか

だったらいいんですけど泣きつづけるとどうして~だろ

うと思いますよね。

エピソーバ妬（ＩＤ５２０ヶ月ノ嫌だなぁと,思った時

ばね，何で泣いてるのかわからなかった時はやっぱり…

ﾉああ，どうして泣いてんのかなぁ_／って６なんかこう

…オムツ敗り替えてもね，おっぱいあげても，なぜか泣

いてる時っていうのがあって~ね。それでなかなか寝ない

の，そういう時ってもそういう時どうしてかっていうの

がわからないと，／なんか病気じゃないかなあ_／とかっ

て不安になったりとか・〈中略〉その時はもういろんな

潮目雑誌とかね，見てｂで…病気じゃないかとか‘思った

５
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母親は子どもへの不'快感情をどのように説明するか

く以前との比較〉が語られるようになった。

「子どもの行動の解釈」の分析からは，子どもの行動

の"わからなさ”が語られる０ヶ月から，徐々に子ども

の内的状態や行動パターンが語られるようになり，９ヶ

月前後には能動的に外界に働きかける存在として子ども

が語られること，さらに１８ヶ月以降は説明の視点が多

様になり，固定化した子どもの行動が語るようになるこ

とがうかがえた。

育児行為の説明「育児行為の説明」について語られ

たエピソード数の割合を月齢ごとに算出しFigure4にま

とめた。Figure4をみると，０ケ月時は，《母親の資源の

有限性》《子ども》《第三者》が多い。もっとも多いのは

《母親の資源の有限性》で，「こっちも疲れてきたりする

ので，なかなか寝なかったりすると，そういうときは早

く寝てくれないかなと（4,13,0)」「布オムツをやった途

端にウンチして，かえて落ち着いたと思ったらまたウン

チしてっていうのが，すごい続いた（27,52,0)」など自

身の心身の有限性や家事育児の段取りなどを訴えるもの

である。つぎに多い《子ども》は，「病気になったらどう

しよう（17,32,0)」「しやつくり大丈夫かな（8,14,0)」

｢もうちょっと寝ててくれるといいんだけどなあ（23,

43,0)」「静かにしてね(91,31,6)」などく健康・安全〉〈要

望〉に関する語りである。《第三者》は，「ふと親に聞い

たり，友達に聞いたり，本を読んだりすると赤ちゃんっ

ていうのはマニュアルどおりにいかないよって言われる

(15,32,0)」など育児書や雑誌などの'情報や実母やきょ

うだいなどからのアドバイスに関するものであった。

６ケ月になると「もう（よそに）預けられない（95,33,

6)」「親が気をつけるしかない（128,5,9)」といった自身

のく役割〉など《子育ての方向性》に関する語りが増え

る。９ヶ月に《子ども》と《母親の資源の有限性》が入れ

替わる。９ヶ月では「コンセント引き抜くから危ない

扉
０３６９１２１５１８ ２ １ ２ ４

月齢

Figure4j亨児『伝誇の3棚
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りもね。

しかし，母親の心身にも限界があるのでずっと付き

合っているわけにはいかないし，育児以外にもやるべき

ことはたくさんある。それでも，生まれたばかりの子ど

もに昼夜は関係なく，「おむつを替えたとところにすぐ

うんちをしたり」など段取り通りにことは運ばない。「赤

ちゃんだから泣くのは仕方がない」「赤ちゃんなんてそ

んなもの」と思っても，「２時間でいいからねてほしい」

「しゃべれればいいのに」と叶わない要望を訴えずには

いられない。葛藤する母親の姿が浮かび上がる。

エピソーバ〃(ＩＤ卿０ヶ月ノう－ん，眠い時なん

かでるとノもうちょっと寝ててノノって６／もうちょっと

寝ててくれるといいんだけどなぁ／って思うんだよね。

でおくずりしちゃう時ね，何がしてもらいたいんだか

わかんなくて困っちゃうんだよね－。お尻もキレイだ

し，おっぱいもあﾉ；たのに何であなたは泣いちゃうのっ

てｂしゃべれればいいのにとかって》思う。

エピソーバ５(ZDI３０ヶ月ノうんちかな・今替えた

と,思ったところにまたすぐしちゃうときがあってこ

の一って~思うときありますね（笑ﾉ。今ほんとにきれい

にしたのにまたもうすぐしちゃってまたすぐとりかえ

るって６それ３連続くらいでやるときがあるんでさすが

たやになっちゃってる〈9b聯赤ちゃんなんてそんなも

んなのかなっていう感じで，

ところで，例に挙げたいくつかのエピソードでも"赤

ちゃん，，ということばが出てきたが，“赤ちゃん”という

表現はこれ以降ほとんどみられず０ヶ月に特徴的なこと

であった（０ケ月は７，以降は１～３)。この時期の母親

にとって，目の前の子どもは，まだわが子というより

"赤ちゃん"であると考えられないだろうか。母親は何を

しても泣き止まない"赤ちゃん”を目の前に途方にくれ

る。しかし「赤ちゃんだから仕方がない」という語りに

表れているように，母親にとって"赤ちゃん”は受容さ

れるべき存在なのであり，なんとかして"赤ちゃん”と

の生活に適応しようともがいている様子がうかがえる。

３ヶ月になると「わからない」という語りは少なくな

り（42エピソード中ｌ)，内的状態についての語りが増

え（42中24)，別のインタビュー項目「最近の育児生活」

でも，３ヶ月時には「だいぶ落ち着いてきた」「生活リズ

ムが定着してきた」と語る母親が多く，６ヶ月には行動

パターンに関する語りも増えていた。３，６ケ月で特徴的

なのは「忙しいときに限って…」というエピソードであ

る。

エピソーノk§.〃(ＩＤ徳３ヶ月ノだしい日に限ってよ

く泣くんです６／おじいちゃんが来るから，それまでに

やっておかなきゃ／って思うんだけどえんえ－んて泣

いちゃうんですよ。ちょっと大人しくしてて一って思う

んだけどもうだﾝiﾉだﾝfﾉ泣き声が大きくなってきて

肪あ，ダメだ／って６両が何日か続いてお洗濯ができ

ないから，吟日は晴れため』ら洗濯するノぞ~ノとか思

うんだけどノ今日は泣くぞ~ノって感じでやっちゃっ

たりするんですｂなんかね，ママがバタバタしてると

ね，溝ち着かないみたいなんですよね。でなんか心配

になってくるのかなぁ？筋くなってくるみたいでね，

一生懸命呼ぶんですよね。で大泣きしちゃうんですよ

ね。

「ママがバタバタしていると落ち着かないみたい」と

いう語りに科学的根拠はないし，他の親子には当てはま

るとはいえないが，目の前の事態を理解（納得する）す

るうえでは有益である。他にも「天気が悪いと機嫌が悪

い（43,15,3)」「私の顔が見えていないと泣いちやう（99,

41,6)」という独自のわが子のパターンが語られた。わ

が子の行動をストーリー化するということは，いまここ

を越え，ひとつ抽象度の上がった「うちの子はこう」と

いうわが子観が作り上げられるということである。その

ようにして，“赤ちゃん”が"わが子”になり，「わからな

い」ところから抜け出していくのだろう。

危険へ近づく子どもの身体への関心６ヶ月ころか

ら，「～したがる」といった外界に関わろうとする能動

的な子どもの様子が語られるようになり，９ヶ月を過ぎ

て，「動けるようになる」と，顕著になる。それは子ど

もの身体を危険にさらし（根ケ山，1995)，環境を乱す

(破壊する）ことを意味する。母親は「動けるようになっ

た」子どもの成長を感じつつ，危ないものに近づいたり，

ぐしやぐちゃにするわが子から「目が離せなくなる｣。

しかもこの時期の子どもは「まだわからない」ので，自

身のく役割〉が意識され，外界に関わろうとする子ども

を見守りつつ，危険があるときは子どもの気持ちの方向

転換を図るほうに養育者の重点がおかれるようになる

(鯨岡・鯨岡，2001)。

エピソーノL§.I紐（１，３０９ヶ月ノ触っちゃ駄目ってい

う物を触りたがること。でも言っても仕方のないことだ

し，この子も分からないじゃないですか。だからなるべ

く目に触れさせないよう/ごと‘思うんですけどでもそれ

をやりすぎちゃうと今度好奇心の芽を綴んじゃうような

気がして。最近は好きにさせちゃうんですけどそうす

るといつの間にか危ないもの持ってたりしてるそういう

のをどうやって敗らなきゃいけないかというときに，嫌

だなというか困っちゃう。

エピソーノLsI98(、３３１２ヶ月ノいろいろいたずら

することは函『りますね。それは鰯のほうがノ変えてく

しかないんだけど鍵をかけたり，もうどうしようもな

い詔分ってあるじゃないですか，窓開けると，網戸ガン

ガンやってる，辻Ｉたがる。それが一番危ないんですよ。

うちベランダがガクンと下がってるんで溝ちたら，

が－んて感じだから，それだけはね。



母親は子どもへの不快感情をどのように説明するか 8１

６，９ケ月では「子どもは言ってもまだわからない」と

されているが，１２ヶ月ころになると，「知恵がついた

(229,54,12)」「分別がついてきた（249,32,15)」などの

語りが見られるようになる。“分別がつかなかった"子ど

もが“分別がつくようになる，，ということは，主体とし

ての子どもが登場してきたということであり，養育者が

簡単に子どもの気持ちを方向転換できなくなるというこ

とを意味する（鯨岡，1998)。

エピソーバ〃７(IDI３１５ヶ月ノまた叡性柊はわから

ないけど他の子もそうかはわからないけど謝るって

ことを知ってるのね。悪かったらごめんなさいっていう

んですよというと，気分がよかったり自分力j謝ろうと

ﾉ思ったりするときは，言ったり，人にくっついてこんな

風に悪そうにしたりするんだけａもう絶i対謝りたくな

いと，こんな小さくてもね，強情っていうか，意地みた

いなものがあるらしいのね。だから謝りたくない時はど

んなにいっても謝んない。あんな小さいんﾉらぅ』らしょう

がないけど〈ﾉｦb略〉本当小さい赤ちゃんっていうか一

歳くらいの子どもだろうかっていうぐらいですごい態度

のときもあってるこれはこの人のもっている性啓なの

か，まあみんな大倣そんなもんなのかよくわからないけ

どうん，これからもっとしゃべれるようになったりと

か’もう少し難しくなってきたりとかしたときに，一〆

どうなるんだっていうくらい，ちょっとねこわいなって

,患うときがある。

「もう少し難しくなったときには一体どうなるんだ」

というく子どもの将来〉への言及は，他のエピソードで

も見られた。同じ時期，「前は夜９時過ぎるくらいには寝

てたんですけど，最近はなんか全然寝なくて（235,11,

15)」など以前の子どもの様子と比較や，他の子はしてい

ないのにいまだ指しゃぶりを続けるわが子を「普通じゃ

ないのかな（255,34,15)」と他児との比較する語りが見

られた。過去から将来を見通した発達の時間軸や他児と

の比較といった広い枠組みのなかでわが子を対象化する

ようになったことがうかがえる。“しつけ，，に関する語り

もみられるようになったのも，この先物心がついていろ

いろなことがわかっていく子どもとどのように向き合っ

て（導いて）いったらよいかを考えているからだろう。

子どもの"わたし”との出会い１８ヶ月以降，子ども

の“わたし”に関する語りが多くなる。Figurelでく欲

求・要求〉がとくに増加していることからも明らかなよ

うに，欲望の主体としての自己性が際立ってくる（鯨

岡・鯨岡，2001)。母親たちは，子どもの自己主張を「普

通」「そんなにひどくない」「最初の過程のひとつ」とと

らえたり，第三者のことばや視線を気にしつつ，「ごま

かしがきかなくなってきた」子どもに対して，「叩いた

らくせになる」「ひいたらくせになる」と自らの関わりの

影響を強く意識しながら関わっている。Figure2で「私

がいけない」など原因帰属の対象として母親自身の関わ

りを言及する割合が１８ヶ月以降増えるのも，自身の影

響力を意識したものであると考えられる。

エピソーパ〃Ｉ（IDI３１８ヶ月ノ侍にはないんだけ

どわりと育てやすい方だと,思う。あんまり縛とかも強

くないし，だからあんまりないけれ＆自我が出てきた

というか，あれがいやだとか，好きだとかがはっきりし

てきたから。そういう意味ではごまかしがきかなくな

る。自分の欲しいものはこれなんだっていう，それはな

いとかそれはだめとか，ちょっとやっぱり,思い通りにな

らないと，すごく怒ったり，そうじゃないんだみたいな

ね，そういうのはあるけどまあそれは普通なんで。

エピソーパ396(、２１２４ヶ月ノすごく意思表示が

はっきりしてきたので何か気に入らない事があると泣

いてでも騒いででも抵抗する。函'ったなと思いますけ

どこっちがひいたらくせになっちゃうからなんて思っ

てｂ例えばまだi雪車で遊びたいのに寝なさいとかって

いうと，抱っこされてベッバに連れてかれても/~わ－

ん／って泣いたりとか’あと店で果物とか触っちゃダメ

とか言っても腰ろうとするとダメよってやるともうすご

い大騒ぎで最近は見かけないですけど前はお店で転

がって~たり，転がってバタバタやってたんですけどそ

のときも困ったなって思いますけどだからってやりた

いぼうだいやらせといたらよくないんでダメなものは

ダメって６周りの人の視線なんか気になるけれども，ウ

チの問題だしなあと思ってる

また「育てやすい方（291)」のような子どもの固定化

した行動傾向についての語りはこの時期多く見られたも

のである。固定化した行動の語りに共通していたのは

｢わがまま」という表現であった（１５ケ月以前０，１８ケ

月：５，２１ケ月：３，２４ケ月：４)。

エピソーパ356(、３４１８ヵ月ノあと嫌なことが

あった時に人にやつあたりをして叩くようになったん

ですね。今までは自分でなんかおさえて；なんか足バタ

バタさせたりとか。床にひれ伏して泣いてたりとかっ

てｂあとこういう風に物を授け；たりとか。人とか物に八

つ当たりをすごくするようになってるなんか怒り方が激

しくなったっていうんですか。それがすごいなんか最近

ひどくなってきました。（第二子のノ辻/産凌ですも前の

万力此鞍的この子自身も溝ち,着いて~たっていうんです

か。穏やかだったのか；もうすごくわがまま…わがま

まっていうか，なんていうんだろう，気姓が荒くなっ

たっていうんですかね。元々でもそういうのを秘めてた

んでしょうね，きっとね。今辻/てくるってことば。

エピソーバ･338(ZDI１２１ヶ月ノ困ったのは麻疹

やって~から，麻疹の間本当に寝たつきりだったから，か

わいそうですつどい茸やかし放題だったんですよ。そし

たら直っても，なんかすつどいわがままになって６百しえ
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ん坊というか，なっちゃって６でもなんか，なんでもす

ぐ泣くようになっちゃいました。意気地なしになっ

ちゃった。前から給構,思い通りになんないと，ひつくり

返ったりなんかしてたんだけど（気に入らなかったり，

欲しいものがもらえなかったりするとノなんか泣いた

り。き－っていってる諦めは結構よかったなと思うんだ

けａなんかわがままになったというか。

なぜ「わがまま」と表現するのだろうか。まず「わが

まま」と子ども自身に原因を帰属することで，目の前の

事態を母親にはどうしようもない現実として表している

ことが考えられる。「もともとそういうものを秘めてい

た（356)」などと子どもの側に帰属して説明することは，

目の前の事態を切り抜け，自分の気を楽にするひとつの

納得の様式（津田ほか，1992）である。わがままという

表現があったエピソードでは，「気が狂ったように泣き

叫ぶ」「ギャーギャー泣く」「激しく号泣する」など子ど

もの行動の激しさが語られていた（１２エピソード中８)。

母親は子どもの人格に影響を与える存在として自己を認

識しつつも，あまりに激しい子どもの行動は手に余り，

子ども自身の行動傾向として納得するのではないだろう

か。さらに「わがまま」という既存のラベルを使うこと

は，社会の規範から子どもが外れていることを表現して

いると考えられる。子どもを社会からの評価にさらすの

である。なぜこの時期にそのような変化がおこるのだろ

うか。ある母親は次のように語る。

エピソーノ(§､32Ｗ１，４５１８ヶ月ノ１歳６ヶ月ぐらい

までかな，っていうのは赤ちゃんは泣くもんだってい

う覚暦は自分の申でもかなりの党/吾があったんで泣い

たらすぐ抱っこしてあげるとか，泣き声自倣が当たり前

だっていうのがあったから，すごい自分の忍耐力I卯ぐ

らいあったと思うんですよ。それ力撮近この子があんま

りぐずぐず泣くタイプじゃないんでたまにぐすられる

と「うるさいなぁ／って本当に,思っちゃう。昔はこれが

一日中だったのに今どうしてこんなちょっとしたことで

痛にさわるんだろうって思うと，自分がすごく子どもと

一敵化しなくなってきちゃってる。／お願いだから泣か

ないで／とか，痛くて泣いてると力〕だったら許すけど

｢ママだってぐずぐずしたいんだけどできないのよ－/

みたいな。そういう感じになってますね。

「子どもと一体化しなくなってきちゃってる」という

語りは，この時期の親子の関係をよく表しているのでは

ないだろうか。子どもへの原因帰属や関係の変化の語り

は，子どもをつきはなしたようにも見えるが，ひとつの

主体として，自立していく存在として子どもをみはじめ

たことの表れとも考えられるだろう。

全体的考察

本研究では，子どもをイヤになることについての説明

づけに注目して，初めて子どもをもつ女性のものの見方

が生後２年間の問にどのように変化するのかについて，

分析１ではカテゴリの増減を通して，分析２では具体的

な語りから検討した。

これまでの結果をふまえ，生後２年間のものの見方の

構造と変化をFigure5にまとめた。まず本研究の結果明

らかになったプロセスとして二つをあげる。ひとつは，

生後すぐは何で泣いているのかわからなかった子どもの

ことが徐々にわかるようになり，子どもの行動をパター

ン（ストーリー）化しながら多様な視点でとらえるよう

になり，１歳の後半には子どもを人格をもったひとつの

主体として対象化していくプロセスである。もうひとつ

の変化は，親の関わりとして，世話や保護する役割を意

識する０歳代から子どもの発達に影響しソーシャライ

ザ一として子どもを導く存在として自己を認識する１歳

代への変化である。エピソードにあらわれた母親の子ど

もや子育てについての言説をみると，１歳以前は，「泣く

のは赤ちゃんだから仕方がない」「子どもは泣くしか手

段がない」といったどんな状況でも受け入れられるべき

特別な存在としての赤ちゃん（子ども）観（０ヶ月）や，

｢まだわからない」未熟な子ども像（９ヶ月）が語られる

が，１歳を過ぎると「抱っこをするとくせになる」「親が

子どもを叩くと子どもも叩くようになる」など親の対応

によって良くも悪くも変わりうる存在の子ども，子育て

観が語られるようになる。鯨岡（1998）は１歳を境に子

どもの「こうしたい」という思いの輪郭がはっきりとし

て，養育者は子どもが自分の延長ではないひとつの主体

であるという思いを強めると指摘している。本研究で明

らかとなった変化のプロセスも，ひとつの主体として子

どもをとらえたことの表れとして考えられる。そしてそ

の変化は，親子の関係性のなかで生じる変化である。例

えば，１歳を過ぎるとなんとかして自分の要求を満たそ

うと「知恵を働かせる」子どもの姿が語られる。それは

単に子どもの個体発達の結果ではなく，生まれてからの

積み重ねがあるからこそ「知恵がついた」と感じられる

のである。

そのような母親たちのものの見方は，目の前のわが子

の育ちに単純に調和しながら変化しているのではない。

わが子の育ちと，母親自身の資源，こうあるべき，あり

たい親（子育て)，こうあってほしい子どもの姿を含ん

だ子育ての方向性とのせめぎあいを含むものであり，そ

れらはあちらを立てればこちらが立たずといった両義的

(鯨岡，1998）な関係にある。そのせめぎあいのかたち

は，分析１，２の結果から考えると，母親の資源とのせめ

ぎあいから，子育ての方向性とのせめぎあいに相対的に

シフトしていくことが考えられる。子どもが生まれてか

らしばらくの間，母親は自らの資源を投入して子どもと

の生活に適応しようとする。しかしその資源すべてを子
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分析１ 1-3）

(Figure4）

分析２ 子ども

母親の課題

せめぎあいのかたち

０ヶ月 ３ヶ月 ６ヶ月 ９ヶ月 12ヶ月 15ヶ月 １８ヶ月 ２１ヶ月 24ケ月

わから

ない
-→わかる(ストーリー化)-----一一一一一→人格をもったひとつの主体としての子ども

わからない

／子ども

一般に帰属

世話・保護の必要性一一一一→

わかる(ストーリー化）

ソーシャライザ一としての自身の役割と親のかかわり

の重要性

他児との過去との

比較比較
子どもへのまなざしの多様化

自身の心身の有限性 役割の認識 子どもの身体・将来 しつけ・子育て

｢赤ちゃん」 ｢わが子」
能動的に関わろうとする

がまだわからない子ども

わかるようになった子

ども／子どもを対象化
子どもの自己性のあらわれ

子どもとの生活への適応 危険からの回避／しつけ
社会からのまなざし／影響与える

存在としての自己

母親の資源とのせめぎあい 子育ての方向性とのせめぎあい

Figure5生凌２年間のものの見方の構造と変化

表の下部分は，分析１，２で明らかとなったその月齢の特徴を示している。

分析１についてはその月齢で増加したカテゴリ（カテゴリ名そのものではないが）を中心として示している。

分析２についは，子ども，母親の課題別にその時期のキーワードを示した。

どもIこ投入するわけにもいかず葛藤が生じる。子どもが

能動的に外界に関わるようになると，目の前のわが子の

育ちは，こうあってほしい，こうありたいという子育て

の方向性と常に一致しなくなる。さらに子育ての方向性

には第三者からのアドバイスや子ども一般についての言

説など子育ての常識が引用される。山田（1999）は説明

行為によって，自らを一定の道徳性，規範性をもつ人物

として提示することが可能となるとしている。母親たち

は"常識''を取り込み自らを"常識的”な母親たらしめよ

うとすることで，自らを納得させたり，安心したりす

る。しかし“常識的，'であろうとすることは，ときに母

親を苦しめる。ゆびしゃぶりや母乳をいまだやめないわ

が子に母親は「他の子はやめているのにどうして？」と

思うのである。そのようなせめぎあいのなかで，母親た

ちはものの見方を先に述べたような方向性で変化させて

いく。氏家（1995）は母親としての発達課題は「次々と

変化する子どもという現実にその都度その都度うまく適

応し子どもの発達レベルや状態にあった対応をすること

である」と述べている。ものの見方は親子の関係性のな

かで構築されるものであり，その関係性のなかで柔軟に

変化することによって母親としての適応は実現するので

ある。

最後に今後の課題として，本研究で分析の対象から外

れた「対応」「心情」カテゴリと，生後３年目以降の変化

を検討することをあげる。とくに「心情」カテゴリは"イ

ヤ,，という感情の位相（仕方がないと消極的に受け止め

るものから受け入れがたさを示すもの，あるいは心配な

ど）を表すものであり今後詳細を検討したい。２歳以降

いわゆる“反抗期”が激化する。また母親の資源が変化

しないわけではなく，例えば第二子の誕生は母親の資源

に大きな変化をもたらすことが考えられる。そのような

なかでものの見方はどのように変化するのか，今後の課

題としたい。

文献

Aunola,Ｋ,,Nurmi,』.-Ｅ､,Lerkkanen,Ｍ－Ｋ.,＆Rasku‐

Puttonen,Ｈ・(2003).Therolesofachievement-related

behavioursandparentalbeliefsinchildren'smathemati‐



8４ 発達心理学研究第２０巻第１号

calperfbrmance.〃"Ｃａｔ伽αﾉ伽c肋ﾉQgy,23,403-421．

江上園子．（2006)．幼児を持つ母親の「母性愛」信奉

傾向と養育状況における感情制御不全．発達心理学研

究，16,122-134．

Galinsky；Ｅ・(1981).Ｂｇ伽２９"gE"e、"0"s:別Cs伽/ZZgEsq／

加沌"伽0..NewYbrk:Berkeley8

服部祥子・原田正文．（1990)．乳幼帽の心身発達と環

境一大阪レポートと精神医学的硯点．愛知：名古屋

大学出版会．

小嶋秀夫．（1990)．児童発達観と心理学．日本児童研

究所（編)，帽童心』理学の進歩1990年版（pp､215‐

236)．東京：金子書房．

鯨岡峻．（1998)．両義性の発達心理学．京都：ミネ

ルヴァ書房．

鯨岡峻・鯨岡和子．（2001)．保育を支える発達心理

学．京都：ミネルヴァ書房．

Lewis,Ｍ・(2000).Theemergenceofhumanemotions､１，

Ｍ.Lewis,＆J､MHaviland-lones(Eds.),肋"肋00ルq／

””伽s・(2nded.,ｐｐ､223-235).ＮＹ:GuilfOrdPress・

松嶋秀明．（2003)．非行少年の「問題」はいかに語ら

れるか：ある更生保護施設職員の語りの事例検討．発

達心理学研究，14,233-244．

水川喜文．（2007)．エスノメソドロジーのアイデア．

前田泰樹・水川喜文・岡田光弘(編)，エスノメソノL§､ロ

ジー：人びとの実践から学ぶ（pp,3-34)．東京：新曜

社．

南博文．（1996)．エスノメソドロジー：自明な世界

の解剖学．浜田寿美男(編)，発達の理論：明日への系

譜（pp､135-155)．京都：ミネルヴァ書房．

根ケ山光一．（1995).子育てと子別れ．根ケ山光一・鈴

木晶夫(編著)，子別れの心理学（pp､12-30)．東京：

福村出版．

根ケ山光一．（2002)．霊長類を通してみたヒト乳幼児

の母子関係：反発性の観点から．心理学謡論，４５(3)，

399-410．

岡本依子（2008)．プロジェクトを準備する．岡本依

子・菅野幸恵(編)，頚と子の発達心理学：縦断研究法

のエッセンス（pp､2-27)．東京：新曜社．

岡本依子・菅野幸恵・根ケ山光一．（2003)．胎動に対

する語りにみられる妊娠期の主観的母子関係：胎動日

記における胎児への意味づけ．発達,心理学研究，14,

64-76．

坂上裕子．（2003)．歩行開始期における母子の共発

達：子どもの反抗・自己主張への母親の適応過程の検

討．発達心理学研究，14,257-271．

津田英三．（1995)．生涯発達における面接法．無藤

隆・やまだようこ(編)，房郭区柴涯発達,心理学Ｉ生j産発

達心理学とはなにか：理論と方法（pp､214-225)．東

京：金子書房

津田英三・鹿島達哉・南博文．（1992)．母親の素朴

な発達観の特徴と構造について：事例研究，広島大学

教育学部紀要第¥１号，広島大学，広島，89-98．

Schutz,Ａ，（1988)．現象学的社会学（森川真規雄・浜日

出夫，訳)．東京：紀伊国屋書店．（Schutz,Ａ・(1970)．

Ｏ７ｚｌＡｅ"O加e"0ﾉqgyα"。〃ﾉαｊ伽S､Illinois:TheUniversity

ofChicagoPress.）

Siegel,Ｉ.Ｅ､,＆McGillicuddy-DeLisi,Ａ､Ｖ(2002).Parent

beliefsarecognitions：Thedynamicbeliefsystems

model､１，Ｍ.Ｈ､Bomstein(Ed.),助"伽ohq/"〃”"ｇｗ

Ｉ/bﾉ.３:Ｂ”ｇα"dbgco〃"ｇ”αγe"ｔ(2ｎｄｅｄ.,ｐｐ､485-

508).Mahwah,ＮＪ,ＵＳ:LawrenceErlbaumAssociates

Publishers・

清水嘉子．（2003)．母親の育児ストレスと育児信念の

関係．小帽保健研究，62,558-568．

菅野幸恵．（2001)．母親が子どもをイヤになること：

育児における不快感情とそれに対する説明づけ．発達

心理学研究12,12-23．

菅野幸恵．（2007)．固定化された関係を越えて．宮内

洋・今尾真弓(編)，あなたは当事者ではない：〈当

事割をめぐる質的心理学研究（pp・'8-27)．京都：

北大路書房．

氏家達夫．（1995)．乳幼児と親の発達．麻生武・内

田伸子(編)，講座生涯発達心理学２人生への旅立

ち：胎帽・乳帽・幼婚前期（pp,99-128)．東京：金子

書房．

山田富秋．（1999)．セラピーにおけるアカウンタビリ

ティ．小森康永・野口裕二・野村直樹(編)，ナラティ

ヴ・セラピーの世界（pp､151-166)．東京：日本評論

社．

山口美和．（1998)．子育ての悩みに関する母親の「納

得」の仕方とその役割一子育てにおけるセカンダ

リーコントロール．保育学研究，36,193-200.

付記

本研究を行うにあたりまして，ご協力いただきました

ご家庭のみなさまに心から感謝いたします。

なお本研究は科学研究費補助金奨励研究（Ａ）（課題番

号：12710074）（平成１３－１４年度）の補助を受けました。



母親は子どもへの不快感情をどのように説明するか 8５

Sugano,YUkie(AoyamaGakuinWOmen'sJuniorCollege),Okamoto,Ybriko(ShohokuCollege),Aoki,Yayoi(MatsuyamaShi‐

nonomeJuniorCollege),Ishikawa,Ayuchi(AichiPrefectureChildGuidanceCenter),Kamei,Miyako(GraduateSchoolof

Humanities,TbkyoMetropolitanUniversity),Kawata,Manabu(RlcultyofEducation,KagawaUniversity),ShOji,Reika

(GraduateSchoolofHumanities,TbkyoMetropolitanUniversity),'makahashi,Ｃｈｉｅ(RlcultyofRegionalSciences,'Ibttori

University)＆Yagishita-Kawata,Akiko(GraduateSchoolofCulturalStudiesandHumanScience,ＫｏｂｅUniversity).Ｍz花柳αノ

Acco""だ〔WV2g賊Ｍ９Ｍｊ"gsm"α”7ＭγＣｿz〃"":ＡＬＣ昭伽伽αﾉ肋qbLTHEJAPANEsEJouRNALoFDEvELoPMENTALPsYL

cHoLoGY2009,Ｖb1.20,No.1,74-85．

Parent-childrelationscompriseadynamicprocesscharacterizedbyconflictandaffiliation・Basedonthisperspective,２４

motherswereinterviewedabouttimeswhentheyfeltnegativelytowardtheirchildren,fromthetimeofthechild，sbirth

throughagetwo・NarrativeaccountswereanalyzedfOrmotherswhodevelopednegativefeelingsduringthisperiod・Moth‐

ers'perspectiveswerebasedontheconflictbetweentheirchildren'ｓdevelopment,theirprinciplesofchildrearing,andtheir

ownresources.'IWodifferentprocesseswerenotableinrelationtochilddevelopment､Atfirst,mothersdidnotunderstand

theirchildren'sbehaviorwell・Butwhenthechildrenwereayearold,motherstreatedthemaschildrenwithpersonalities・

Inaddition,themotherswereprotectiveoftheirchildrenduringthefirstyea喝whereasinthesecondyeartheybeganto

considerittheirresponsibilitytobesocializationagentsoftheirchildren．

【KeyWbrds】Child-rearing，Negativefeelingstowardchild，Accounting，Matemalperspective，

Longitudinalstudy

2008.4.10受稿，2008.10.20受理



発達心理学研究

2009，第２０巻，第１号，86-95

幼児期における不思議を楽しむ心の発達

手品に対する反応の分析から

富田 昌平
(中国学園大学子ども学部）

原著

本研究の目的は，不思議を感じとりそれを楽しむ心の発達について明らかにすることであった。研究

１では，幼稚園年少児29名，年中児34名。年長児33名に３つの手品を見せ，そのときの幼児の顔の表

情，探索行動，言語回答を観察し分析を行った。その結果，年少児では手品を見せられても顔の表情に

あまり変化がなく，手品の不思議の原理を探ろうとする探索行動も全く見られなかったのに対して，年

中児では軽く微笑んだり声をあげずに笑うなどの小さい喜び反応が増加し，探索行動も現れるようにな

り，さらに年長児では声をあげて笑ったりうれしそうに驚くなどの大きい喜び反応が増加し，探索行動

も増加するといった一連の発達的変化が確認された。研究２では，研究ｌに参加した幼児86名に対して

空想／現実の区別課題を行い，研究ｌの手品課題における反応との関連について検討した。その結果，

空想／現実の区別を正しく認識している幼児ほど，手品を見たときに喜び反応をより多く示していたこ

とがわかった。以上の結果から，不思議な出来事に遭遇したときに生じる，出来事の不思議に気づき，

それを楽しみ，探究するといった心の動きが幼児期において発達すること，そしてその発達の背景には

空想／現実の区別についての認識発達が存在することが示唆された。

【キー・ワード】想像，空想，手品，空想／現実の区別，幼児

問題と目的

人間は皆，不思議なことが大好きである。特に子ども

時代においては，現実についての知識や推論がまだ不十

分なため，生活の周辺に不思議だと思えることが多く，

それが探索や冒険の原動力となることもしばしばであろ

う。「不思議なことへの憧れや好奇心が人間の科学の進

歩をもたらした」と述べる人もいるが，だとすれば，人

間にとって不思議と出会い，それを感じ，楽しむこと，

そしてそれを可能にする環境や心の発達が保障されてい

ることは重要なことと思われる。では，不思議を感じと

りそれを楽しむことは，いつからどのように可能になる

のだろうか。

認知発達研究の分野では，近年，子どもの空想的思考

(fantasticalthinking)や空想的信念(fantasticalbelief)')に

焦点を当てた研究が数多く行われている。WOolley

(1997）によると，空想的思考とは「既知の物理的原理・

原則に違反する現実世界についての推論」（p､992）を指

し，空想的信念とは「多様な空想的存在に対する現実性

や空想性についての知識」（p､992）を指す。1970年代か

ら８０年代にかけての数多くの研究の結果，子どもの認

知能力は従来考えられてきた以上に有能で，より早期に

発達することが明らかにされた（e,9.,Astington,1993／

l）WOolley（1997）は空想的思考および空想的信念を，魔術的思考

（magicalthinking）および魔術的信念（magicalbelief）と同義に

扱って説明している。本研究もまた，これに準ずることにする。

1995;Careybl985/1994;Flavell,Green,＆Flavell,1986；

SieglelJ986/1992;Wellman,1990)。世界についての彼

らの知識や推論もまた，実際的かつ現実的であることが

強調されてきた。その一方で，日常の保育場面では，あ

たかも想像やファンタジーの世界に生きているかのよう

な子どもの姿が数多く報告され（e､g､,岩附・河崎，1987；

河崎，１９９４；加用，1990,1994；斎藤・河崎，1991)，９０

年代以降の研究では，子どもの知識や推論における空想

的かつ魔術的な側面が改めて確認されるようになった

(e､g､,Bourchier＆Davis,2000a,2000b,2002;Ｃhandler＆

Lalonde，1994;Ｇｏｌｏｍｂ＆Galasso，1995;Harris,Brown，

Marriott,Whittall,＆HarmerJ991;Johnson＆Harris，

1994；Ｐhelps＆Woolley,1994；Rosengren＆Hickling，

1994;Ｒｏｓｅｎｇｒｅｎ，Kalish，Ｈｉｃｋｌｉｎｇ，＆Ｇｅｌｍａｎ，1994；

Subbotsky;1985,1993,1994；富田・小坂・古賀・清水，

2003;塚越,2007;WOolley;1997;Wbolley＆Ｐhelps,1994)。

そして現在では，子どもはただ現実的に思考する存在で

も空想的に思考する存在でもなく，両スタンスを自らの

認知構造の中にあわせ持ち，場面に応じて両者の間を揺

れ動きながら，その揺らぎを通して成長していく存在で

あるといった見解が強調されるようになってきている

(e,9.,Harris,2000;Rosengren,Johnson,＆Harris,2000；

Subbotsky;2001,2004;富田，2004;Wbolley;Ｐhelps,Davis，

＆Mandell,1999)。

以上の研究結果は，子どもの認知発達を，単により現

実的な思考様式の獲得へと向かうものではなく，発達初
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期からの空想的な思考様式も共存的に残しつつ，２つの

思考様式間の揺らぎを通して進行していくものとして捉

えたものであり，認知発達研究の新しい地平を示したと

いう点で意義があると思われる。しかしながら，これま

での研究では，主に知識や推論といった子どもの認知的

側面の発達に焦点が当てられ，想像や空想的思考に従事

することによって生じる喜びや探究心や好奇心など感情

的側面の発達には全くといってよいほど焦点が当てられ

てこなかった。空想的思考が子どもの認知発達の中で残

存し，現実的思考とともに共存し合うことの意味を考え

ると，喜びや探究心や好奇心といった感情的側面に焦点

を当てることはきわめて重要であると思われる。

本研究の主要な関心は，不思議を感じとり，それを楽

しみ，探究することはいつからどのように可能になるの

かについて探る点にある。「不思議」とは，「思いはかる

ことのできないこと。どう考えても原因や理由などがわ

からないこと。また，そのさま」（大辞林（第三版)，

2006）と定義される。人は不思議な出来事に遭遇したと

き，それが否定的感情よりも肯定的感情を喚起させるも

のである場合，まず，その出来事の不思議に気づき，次

に，興味を持ってそれを楽しみ，さらに，不思議の原因

を探究しようと行動を起こすものと推測される。本研究

の第１の目的は，以上のような不思議な出来事に遭遇し

た後に生じる一連の心の動きが，幼児期においてどのよ

うに発生するのかを明らかにすることである。

具体的には，研究１として，３歳から６歳の幼児に手

品を見せ，手品を見ているときの幼児の反応を顔の表

‘情，探索行動，言語回答という点から観察し分析を行

う。それによって，幼児が不思議を感じとり，それを楽

しみ，探究することができるようになるまでの発達を明

らかにする。手品とは，「指先や器具を巧みに操り，人

の注意をそらせておいて，不思議なことをして見せる

芸」（大辞林（第三版)，2006）と定義されるが，子ども

が日常比較的気軽に接することができること，また目に

する不思議の背景に合理的な原因が存在することが広く

知られているため，子どもに誤った知識や推論を植えつ

けるものではないと考えられることから，今回取り上げ

ることとした。

また，不思議な出来事に遭遇したとき，人間はその一

方で今生きている世界での可能の限界を考慮しながら，

不思議を感じとったり，楽しんだり，探究したりするも

のと推測される。そこで本研究では，現実世界での可能

の限界について認識する上での基礎となる空想／現実の

区別の認識を取り上げ，その認識と手品に対する反応と

の関連を探ることによって，不思議な出来事に遭遇した

後に生じる一連の心の動きにおいて空想／現実の区別認

識がどのように貢献しているかを明らかにすることを第

２の目的とする。

具体的には，研究２として，研究１に参加した幼児に

'maylor＆Howell（1973)，Samuels＆'E1ylor（1994)，富

田（2004）で用いられた空想／現実の区別課題を実施す

る。この課題は，絵本の中の現実的な絵と空想的な絵を

数枚見せ，その絵に描かれているような出来事が現実に

起こり得るかどうか判断を求めるというものである。も

しも研究１の手品課題における幼児の反応と空想／現実

の区別課題における彼らの成績との間に有意な相関が見

られたならば，不思議を感じとり，それを楽しみ，探究

するといった感情面の発達には，空想／現実の区別と

いった認識面の発達が関与していると考えることができ

るであろう。

研究１

方法

対象児幼稚園の年少児２９名（男児１６名,女児１３名，

平均年齢：４歳０ケ月，年齢範囲：３歳８ケ月から４歳

７ケ月)，年中児３４名（男児１９名，女児１５名，平均年

齢：５歳０ケ月，年齢範囲：４歳８ケ月から５歳７ケ月)，

年長児３３名（男児１６名，女児１７名，平均年齢：６歳

0ケ月，年齢範囲：５歳８ケ月から６歳７ケ月)。

手続き調査者は３名ずつ２チームが２部屋に分かれ，

一度に５～７名ずつ対象児を呼んで３つの手品を実演し

た。調査者は著者を含む６名であり，著者以外の５名は

短期大学保育学科２年の女子学生であった。彼女らは調

査実施時点ですでに保育士資格及び幼稚園教諭二種免許

状の取得に関わるすべての実習を終了しており，子ども

と関わることにも慣れていた。手品はいずれのチームも

女子学生２名がペアで実演者となり，残る１名(著者を含

む）がビデオカメラによる記録係を担当した。ビデオカ

メラは対象児の表情や行動を記録するため，対象児の座

席の斜め正面に設置した。部屋は幼稚園２階のホールと

研修室を使用した。これらの部屋は１階の保育室から離

れた静かな場所に位置しており，対象児は手品を見るこ

とに集中することができた。手品は次の３つであった。

（１）魔法のロープ：①白いロープを対象児に見せる。

ロープが見えない糸で立ち上がる。見えない糸をハサミ

で切るとロープが倒れる。②ロープがこれからどうなる

かを対象児に予想させる。ロープに呪文をかける。③掛

け声をかけてロープを持った手を伸ばすと，ロープが赤

いハンカチに変化する。

（２）消えるグラス：①お盆の上に乗ったグラスを対象

児に見せる。グラスの上に黒い布をかぶせる。布の上か

らグラスを持ち上げる。お盆を取り除く。②布の奥のグ

ラスがこれからどうなるかを対象児に予想させるαグラ

スに呪文をかける。③掛け声をかけてグラスを対象児に

向かって放り投げる（ふりをする)。しかし，グラスは

消失している。
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（３）魔法の鉛筆：①透明なビニール袋と透明なペット

ボトルを対象児に見せる。ビニール袋に水を入れる。鉛

筆を見せる。②鉛筆をビニール袋に突き刺すとどうなる

かを対象児に予想させる。鉛筆に呪文をかける。③掛け

声をかけてビニール袋に鉛筆を刺す。しかし，ビニール

袋に入った水はこぼれない。

３つの手品の実演はすべて同じ順序で行った。なお，３

つの手品の選択は，実演者として参加した学生の１人が

保育実習で幼児の前で行った際の反応の報告と，別の保

育園で予備的に行った手品公演での幼児の反応をもとに

選択した。また，今回３歳未満の幼児を対象にしなかっ

たのは，予備的な手品公演において３歳未満児を対象に

行ったとき，ほとんど反応が見られなかったためであ

る。

手品の実演が全て終わった後，「今見た手品は魔法だ

と思う？それとも何か仕掛けがあると思う？」（魔法

／トリック質問）と一斉に尋ねた。そして，「魔法だと

思う」「何か仕掛けがあると思う」「わからない」のいず

れか同意できる回答で挙手をさせた。質問は常に同じ順

序で行った。最後に，保育室に戻っても他児に今見た手

品の内容を教えないように対象児に約束を求めて，お礼

を言って保育室に戻した。

なお，本研究では，対象児たちが手品を見たときのご

く自然な表情や行動を観察し分析することが目的であっ

た。その点を考えたとき，１名ずつの面接法では緊張か

ら表情の変化や行動の表出が抑制されたり，手品を見た

ときに生じるであろう驚きや歓喜の表情が弱まることが

予想された。従って，より日常に近く，またリラックス

した状態で手品を見ることができるであろう５名から７

名の小集団で行うことにした。

なお，本調査を行うにあたって，事前に園長，主任，

担任教諭に調査内容を説明し，協力を求め，了解を得た

上で実施した。

以下の統計処理にはすべてSTATISTICA（VersionO3J）

を用いた。

結果と考察

顔の表情顔の表情の分析では，第１に，ビデオ録画

映像をもとに，３つの手品実演時の各３つの時点におけ

る顔の表情を観察した。時点１は，「これな－んだ？」

と実演者に手品の道具を見せられたときの表情であり，

手続きの①｢○○を対象児に見せる」に該当する。時点

２は，「どうなると思う？」と実演者に結果の予測を求

められたときの表情であり，手続き②の「どうなるかを

対象児に予想させる」に該当する。時点３は，手品によ

る変化の結果を見せられたときの表情であり，これは手

続き③「しかし，○○である」に該当する。それぞれそ

の瞬間から約３秒間を観察した。従って，顔の表情は対

象児一人につき９つの時点で観察したことになる。

第２に，対象児の顔の表情は，「変化なし｣，「小さい

喜び｣，「大きい喜び」のいずれかに分類した。「変化な

し」は，表情の変化があまりなく，特定の感情を示す表

情よりもむしろ中立的な表情が見られた場合とした。

｢小さい喜び」は，軽く微笑む，声をあげずに笑うなど，

小さく喜びの表情が見られた場合とした。「大きい喜び」

は，声をあげて笑う，うれしそうに驚くなど，大きく喜

びの表情が見られた場合とした。なお，不安や恐怖を感

じているような表情もごくわずかであるが観察された

が，今回の分析では喜び感情の強さに特に注目したこと

から，これらのネガティブな感情を表す顔の表情は「変

化なし」に分類した。評定にあたって，著者以外の第三

者（調査に参加していない保育学科の学生）にも約半数

の50名分について評定を求めた。第三者には事前に上

記の評定基準について説明し，具体例として評定を求め

ないその他の対象児のビデオ録画映像を見せ，各表情カ

テゴリーに含まれる表情の例を確認した後，評定しても

らった。その結果，評定者間の一致率は92％であった。

不一致の項目については協議のうえ決定した。残りの

データについては著者が単独で評定を行った。

表情の分類を行った結果，３つの手品による９つの時

点における年齢ごとの表情反応の出現度数は'mablelに

Tableｌ手品課題における年齢別及び時点別の各表情反応の辻砺度数

年中児

(〃＝34）

筆鉛の
②
肥
週
０
６
弱
３
２
ｕ
Ⅳ

法魔魔法のロープ

①②③

消えるグラス

①②③ ③
一
加
６
３
’
２
皿
ｕ
’
０
７
妬

①
’
昭
ｎ
Ｏ
ｌ
ｍ
肥
６
－
４
週
唖

年少児

(〃＝29）

変化なし

小さい喜び

大きい喜び

変化なし

小さい喜び

大きい喜び

変化なし

小さい喜び

大きい喜び

躯
７
０

岨
９
２

略
ｕ
３

羽
６
０

発達心理学研究第２０巻第１号

皿
Ⅲ
５

３
５
妬

皿
型
０

７
型
３

９
皿
３

加
皿
０

皿
加
４

６
型
４

年長児

(〃＝33）

６
１
妬

９
型
０

５
ｕ
Ⅳ

５
肥
０

７
８
昭

注．①，②，③はそれぞれ時点１，２，３を示す。
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かつた。また，時点１から３へと手品が進展していった

場合でも，表'情にあまり違いが見られなかった。このこ

とは年少児では手品の不思議に対する気づきがまだ十分

でないことを示唆していると思われる。他方，年中児に

なると表情に変化が見られ始め，軽く微笑む，声をあげ

ずに笑うなど少しずつ喜びの表情が見られるようになっ

た。さらに年長児になると声をあげて笑うなどのダイナ

ミックな喜びの表情が見られるようになった。また年長

児では，時点１で見せていた小さい喜びが，時点２から

3へと手品が進展するに従って大きい喜びへと変化する

など，手品の一連の流れと合わせての表情の変化も見ら

れるようになった。このことは年中児になると手品の不

思議に気づき，気づいた上でそれに関心を持ち，楽しむ

ことができるようになること，また，年長児になると手

品に対する理解もより深まり，事前の結果予想に対する

予想を裏切る結果の訪れといった手品の一連の流れに合

わせて表情を変化させることができるようになることを

示唆していると思われる。

探索行動探索行動の分析では，席から離れて実演者

の方向に接近して行ったり，手品の変化の原因を探ろう

とする行動を探索行動と定義し，その数を課題全体通し

てカウントした。具体的には，手品の道具に触ったり，

周辺に置かれているものを探ったり，言葉で実演者に問

いかけたり，部屋の中に何か手がかりがないか探して

回ったりする行動がこれにあたる。また，足は前に出し

ていないものの，その場で立ち上がって実演者に向かっ

て身を乗り出すような姿勢を示した場合もこれにカウン

トした。ただし，手品を見ている最中に，手品とは無関

係に席を離れて俳個したり，他児とのじゃれ合いやふざ

けの文脈で立ち上がったりした場合には，これに含めな

かった。対象児一人による探索行動の最小は０回であり，

最大は９回であった。

示す通りであった。これらは対応のあるデータであるた

め，ｘ２検定や直接確率計算法が使えないことから，統

計的な検定を行うために各表情反応の出現度数を得点化

し，表情反応得点を算出した。例えば，９つの時点のう

ち２つの時点で｢変化なし｣，４つの時点で｢小さい喜び｣，

３つの時点で「大きい喜び」を示した場合，その対象児

の持ち点は「変化なし」２点，「小さい喜び｣４点，「大き

い喜び｣３点となる。その得点をさらに３つの時点ごと

に配分した（0-3点の範囲)。Figurelは，年齢別及び時

点別の各表'情反応得点の平均値を示したものである。各

表情反応得点を従属変数として,３(年齢)×３(時点)の分

散分析を繰り返し行った。まず，「変化なし」得点に関

しては,年齢(Ｆ(2,93)＝21.71,,＜､001）と時点(Ｆ(2,186）

＝22.19,,＜､001）の主効果が有意であった。下位検定

('IilkeyのＨＳＤ検定，以下同じ）を行った結果，年少児

の得点は年中児・年長児よりも高く，時点１の得点は時

点２．３よりも高いことが示された('＜､001)。次に，「小

さい喜び」得点に関しては，年齢（Ｆ(2,93)＝12.77,ｐ＜

’001）と時点（Ｆ(2,186)＝5.54,'＜､005）の主効果，及び

交互作用（Ｆ(4,186)＝14.25,’＜､001）が有意であった。

交互作用について下位検定を行った結果，年中児の時点

1-3及び年長児の時点１の得点は，年少児の時点1-3及

び年長児の時点2-3よりも高いことが示された(’＜

,001)。最後に，「大きい喜び」得点に関してもまた，年

齢（Ｆ(2,93)＝36.33,,＜,００１）と時点（Ｆ(2,186)＝58.74,

'＜､001）の主効果，及び交互作用（Ｆ(4,186)＝20.38,ｐ＜

､001）が有意であった。交互作用について下位検定を

行った結果，年長児の時点2-3の得点は，年少児.年中

児の時点1-3及び年長児の時点１よりも高いことが示さ

れた('＜,001)。

以上のように，年少児では手品による事物の変化や消

失を目にした場合でも，ほとんど表情に変化が見られな

圏大きい喜び口変化なし 口小さい喜び
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Figurel手品課題における年齢別及び時点別の各表情反応得ﾉ点の平均値
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′I1able2は探索行動の回数を小分割し年齢別にその人

数を示したものである。′mable2に示されるように，年

少児では探索行動を示した者は０名であった。従って，

統計的な分析が困難であるため，ここではセルごとの出

現頻度の比較を通して結果の考察を行うことにする。ま

ず，一度でも探索行動を行った対象児の割合は，年少児

の０％に対し，年中児と年長児ではそれぞれ62％，５８％

と半数以上において探索行動が観察された。年中児と年

長児とを比較すると，年中児では「３回以下」が最も多

かった（67％）のに対して，年長児では「４回以上」が最

も多かった（63％)。以上から，年少から年中にかけて

子どもは探索行動を多くとるようになり，年中から年長

にかけては探索の回数そのものが増加していくこと示さ

れた。この探索行動の背景には，対象児の探究心や好奇

心が存在すると考えた場合，探索行動の発達的増加は，

この時期における不思議に対する探究心や好奇心の高ま

りを示唆していると考えられよう。

ところで，年少児では探索行動が一度も観察されな

かったが，カユといって年少児が極度に大人しく行儀がよ

かったのかといえば，そうではない。本研究では，探索

行動以外の，単に席から離れて俳個したり，他児との

じゃれ合いやふざけで立ち上がった行動の出現回数も観

測した。この種の行動は，手品を見た興奮や小集団での

楽しい雰囲気による興奮などから生じたものと推察され

るが，年少児の８名（２８％)，年中児の２１名（６２％)，

年長児の１８名（55％）においてそのような行動が観察

された。従って，年少児における探索行動の欠如は彼ら

の活動性の低さを意味するというよりもむしろ，不思議

に対する探究心や好奇心の低さを意味するものと考えら

れよう。

言語回答言語回答の分析では，課題の最後の魔法／

トリック質問に対する回答を「魔法｣，「トリック｣，「わ

からない」のいずれかに分類した。′mable3はその結果を

示したものである。「魔法」を１点，「わからない」を０．５

点,「トリック」を０点として得点化し，年齢を独立変

数とした一元配置の分散分析を行ったところ，有意差が

見られた（Ｆ(2,93)＝3.33,力＜､05)。下位検定（,､,keyの

ＨＳＤ検定）を行った結果，年長児は年中児よりも「魔法」

判断が有意に少ないことが示された（，＜､05)。この結果

は，４歳から６歳にかけて，手品によって生じた不思議

な結果の因果について推論するとき，「魔法」という説

明よりも「トリック」という説明を多く用いるようにな

ることを示唆していると言える。

ただし，この結果は以下の点に留意する必要がある。

第’に，ここでの対象児の回答は調査者との一対一のや

りとりを通して得られたものではなく，５名から７名の

小集団の場における挙手による回答であった。従って，

本調査で得られた対象児の言語回答は集団の潜在的な影

響を当然のことながら受けていると予想される。対象児

の挙手回答の中身は，例えば５名いれば５名全員が「魔

法」回答に挙手するというように偏ったものではなかっ

たが,それでも個人のありのままの回答が得られたとは

言い難い。この点については顔の表情や探索行動の分析

でも同様のことがいえるが，慎重に扱う必要があろう。

第２に，本調査では参加・協力を求めるにあたって，対

象児に「お姉ちゃんたちが楽しい手品を見せてくれる」

とあらかじめ伝えていた。従って，本調査において対象

児たちは「種も仕掛けもある手品」という文脈のもとで

手品を見ており，ゆえに調査者による魔法／トリック質

問は，トリックを前提としながら魔法の可能性を尋ねる

ものであり，対象児にとっては内的葛藤を生じさせる矛

盾を含んだ質問であったといえる。よって，対象児は自

らの判断をありのままに回答するより以前に，この文脈

においてどう答えることが適切かを思案したかもしれな

い。そうした意味でも，個人のありのままの回答が得ら

れたとは言い難く，慎重に扱う必要があるといえよう。

研究２２）

目的

研究２では，研究’に参加した幼児に空想／現実の区

別課題を実施し，研究’の手品課題における反応との関

連を検討する。それにより，不思議を感じとり，それを

楽しみ，探究するといった感情面の発達において，空想

／現実の区別といった認識面の発達が関与しているのか

どうかを明らかにする。

方法

対象児研究’に参加した幼児のうち，研究２への参

加に同意が得られた年少児２３名（男児１３名，女児,０

名)，年中児３０名（男児１７名，女児１３名)，年長児3３

Table２手品課題における年齢別の探索行動の出現度数(%ノ

Table3手晶課題Kごおける年齢別の言語ﾉｳﾀ回等の出現度数(％ノ

〃 ０回１－３回４－６回７－９回

2）研究２のデータは，すでに富田・原（2006）において発表されて

いるが，本論文では研究１との関連を見るための再分析の結果を

中心に掲載している。

年少児

年中児

年長児

29(100）

13(38）

14(42）

０(0）

１４(41）

７(21）

Ｏ（0）

6(18）

8(24）

０（0）

１（３）

4(12）
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９
４
３

２
３
３

９(31）

16(47）

19(58）

〃 魔法トリックわからない

17(59）

１７(50）

１３(39）

年少児

年中児

年長児

３(10）

１（３）

１（３）
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断した場合に正答として１点を与えた。そして，逆の判

断を行った場合または「わからない」と回答した場合に

誤答として０点を与えた。Figure2はその結果を年齢，

領域，存在タイプごとに示したものである。空想／現実

の区別認識の発達的変化について統計的に検討するため

に，領域ごとに０から４点の範囲の平均得点を算出し，

３（年|齢）×２（領域：空想，現実）の分散分析を行った。

その結果，年齢の主効果が有意であった（Ｆ(2,83)＝

13.18;’＜,001)。下位検定（'IilkeyのＨＳＤ検定，以下同

じ）を行った結果,年少児（空想Ｍ＝2.41,現実Ｍ＝2.17）

や年中児（空想〃＝2.52,現実Ｍ＝2.88）と比較して，年

長児（空想Ｍ＝3.26,現実Ｍ＝3.21）の平均得点は有意に

高いことが示された（p＜､001)。この結果は，先行研究

(Tﾖylor＆HoweⅡ,1973;Samuels＆nyl“1994）の結果

とも一致する。

さらに，各領域内でも存在タイプによって判断が異な

るかどうかを調べるために，まず空想領域について３

(年齢）×３（存在タイプ：擬人的動物，架空生物，魔術

的人物）の分散分析を行った。その結果，年齢の主効果

(Ｆ(2,83)＝4.16,ｐ＜､02）と存在タイプの主効果(Ｆ(2,166）

＝6.23,′＜､01）が有意であった。存在タイプの主効果に

ついて下位検定を行った結果，擬人的動物（Ｍ＝2.51）

は魔術的人物（〃＝2.95）よりも得点が有意に低かった

(p＜､001;架空生物,〃＝2.74)。以上から，同じ空想領

域の中でも，擬人的動物はより“現実に起こり得る，’と

判断され，魔術的人物はより“現実に起こり得ない，，と

判断されていることが示された。これは別の種である動

物よりも，同じ種である人間の方が，対象児にとってよ

り正しく推論しやすかったためと思われる。次に，現実

領域について３（年齢）×２（存在タイプ：普通の人間，

普通の動物）の分散分析を行った。その結果，年齢の主

効果（Ｆ(2,83)＝6.45,’＜､01）が有意であった。しかし，

存在タイプの主効果は見られず．普通の人間(〃＝2.74）

名（男児16名，女児17名)。

材料数々の絵本に描かれた絵の中から空想的な絵

12枚，現実的な絵８枚，計20枚を材料とした。空想的

な絵12枚は，①擬人的動物(動物が人間のような格好

とふるまいで生活している)，②架空生物(実在しない

架空の生物が登場する)，③魔術的人物（人間が魔法の

力で空を飛ぶなどしている）の３タイプ各４枚であった。

現実的な絵８枚は，①普通の人間（人間が普通に生活し

ている)，②普通の動物(動物が普通に生活している）の

２タイプ各４枚であった。

手続き調査者は事前に何度か幼稚園を訪問し，対象

児たちとラポールを形成した後，幼稚園の応接室で個別

に面接を行った。まず，調査者は対象児に，今から絵本

の中の絵をいくつか見せること，絵本の中の絵には現実

世界で本当に起こることと，夢の中や絵本の世界でしか

起こらないこととがあること，そしてそのことについて

今から判断してほしいことを伝えた。調査者は対象児の

目の前に，○と×のカードを提示して，「本当に起こる

こと」と思ったら○，「夢の中や絵本の世界でしか起こ

らないことｊと思ったら×を指さすように求めた。課題

の内容が理解できたかどうかを確かめるために，本試行

前に２つの練習試行を行った（現実的な絵と空想的な絵

各１枚)。練習試行で質問への理解と○×カードへの指

さしが正しく行えることを確認した後，本試行を行った。

本試行では，２０枚の絵をランダムな順序で提示した。

対象児の回答については，あらかじめ間違っても問題が

ないことを伝えておき，その回答が正しくても間違って

いても調査者は同様の反応を行った。最後に，協力して

くれたことへのお礼を述べて保育室に帰した。

結果と考察

空想／現実の区別まず，２０枚の絵に対する対象児の

判断を得点化した。現実的な絵に対して"現実に起こり

得る,'，空想的な絵に対して‘‘現実に起こり得ない，，と判

口擬人的動物口架空生物圃魔術的人物 口 普 通 の 人 間 回 普 通 の 動 物

４
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と普通の動物（〃＝2.77）との間に判断の差異は見られ

なかった。

手品に対する反応との関連次に，空想／現実の区別

を認識できることが手品の不思議に気づき楽しむことと

関連しているかどうかを調べるために，まず，空想／現

実の区別課題の正答得点の総和（0-20点）と研究１の手

品課題における喜び反応得点（０－１８点）との相関につい

て検討した。喜び反応得点とは，対象児の９つの時点で

の表情反応を「変化なし」０点，「小さい喜び」１点，「大

きい喜び｣２点として得点化したものである。例えば,９

つの時点すべてで「変化なし」の表情を示した場合，そ

の対象児の喜び反応得点は最小の０点となり，逆に，９

つの時点すべてで「大きい喜び」の表情を示した場合，

その対象児の喜び反応得点は最大の18点となる。両者

の相関について検討した結果，有意差が見られた（γ(84）

＝､27,’＜､02)。次に，探索行動得点（0-9点）と言語回

答得点（0-1点）のそれぞれについても空想／現実の区

別課題の得点との相関を検討したが，有意差は見られな

かった(探索行動γ(84)＝.017,〃.s・;言語回答γ(84)＝-.15,

".s,)。

以上から，空想／現実の区別を正しく認識している者

ほど，手品の不思議に遭遇したときに喜び反応が高いこ

とが示された。このことは，手品の不思議に気づき，そ

れを楽しみ，探究するといった一連の感情面の発達にお

いて，空想／現実の区別といった認識面の発達が貢献し

ていることを示唆する結果であると言えよう。

総合考察

本研究の研究１では，手品を見せられたときの幼児の

反応を顔の表情，探索行動，言語回答という点から観察

し分析を行った。その結果，年少児では手品を見せられ

ても顔の表情にあまり変化がなく，手品の不思議の原因

を探ろうとする探索行動も全く見られなかったのに対し

て，年中児では軽く微笑んだり声をあげずに笑うなど喜

びの反応や探索行動も多く見られるようになり，さらに

年長児では声をあげて笑ったりうれしそうに驚くなど喜

び反応も大きくなり，探索行動も増加するといった一連

の発達的変化が確認された。

年少児において見られた顔の表情の多くは「変化な

し」であり，この表情は手品の道具を見せた時点１から，

手品による変化が起こる直前の時点２，そして手品によ

る変化が起こった直後の時点３へと，局面が時間的に変

化しても大きく変化は起こらなかった。このことは，年

少児の多くが手品によって生じた不思議（すなわち，現

実原理に照らし合わせて考えれば起こるはずのないこと

が，実際に起こったという不思議）にまだあまり気づい

ていないことを意味していると考えられる。その一方

で，年中児・年長児において見られた顔の表情の多くは

｢小さな喜び」または「大きな喜び」であり，特に年長児

では時点１から３へと局面が時間的に変化するのに合わ

せて，彼らの表情も大きく変化した。加えて，年少児で

は全く見られなかった探索行動も，年中児・年長児では

多く見られた。これらのことは，年少児と異なり年中・

年長になった彼らは，手品によって生じた不思議に気づ

いていることを意味していると考えられる。また，年中

児に比べて年長児では，「大きな喜び」の表情もより多

く見られ，時点ごとの表情の変化もより顕著であり，探

索行動もより多く見られた。このことは，不思議に気づ

いた後に生じると予想される，不思議を楽しみ，その原

因を探究するといった心の動きが，年長児においてより

深化したことを意味していると解釈できるのではなかろ

うか。

さらに研究２では，不思議に気づき，それを楽しみ，

探究するといった一連の発達と，空想／現実の区別認識

の発達との関連を探るために，研究１に参加した幼児に

対して空想／現実の区別課題を実施し，研究１の手品課

題における反応との関連を検討した。その結果，空想／

現実の区別認識は手品に対する反応と同様，年少児から

年中児にかけて大きく変化し，年長児になるとかなり明

確に区別できるようになることが示された。また，空想

／現実の区別をより正しく認識している幼児ほど，手品

を見たときの喜び反応が多いことが示された。このこと

は，空想／現実の区別認識の発達が，手品の不思議に気

づき，それを楽しみ，探究するといった一連の発達と関

連していることを示唆していると考えられる。

従来の研究では，子どもは現実的認識をいつどのよう

に獲得し発達させていくのか，空想的認識をいつどのよ

うに捨て去るのか，あるいは捨て去らずに残存させてい

くとすれば，それはどのように残存していくのか，どの

ような内的または外的要因によって空想的認識は活性化

されるのか，といった点に焦点が当てられてきた（e､9.,

Bourchier＆Davis,2002;Johnson＆Harris,1994;Ｐhelps

＆WOolleyJ994;Rosengren&Hickling,1994;Rosengren

eta1.,1994;Subbotsky;1985,1994,2001,2004;富田，2004；

富田ほか，2003;WOolley｝1997;WOolley＆Ｐhelps,1994；

WOolleyeta1.,1999)。子どもの想像や空想をテーマに

扱った場合でも，それは認識の問題としてであり，想像

や空想がもたらす効果の一つである喜びや恐怖・不安，

探究心や好奇心といった感情の問題は扱われてこなかっ

た。本研究で取り上げた「手品」は，本来その構造上に

合理的原理を持つものであるため，厳密には想像や空想

を扱ったとは言い難いが，しかし，それがもたらす不思

議は人々に喜びや探究心や好奇心を喚起させるものであ

り，そうした意味で本研究は子どもの想像や空想の発達

を感情という側面からアプローチした研究の一つと位置

づけることができるであろう。
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それと同時に，本研究では研究２において空想／現実

の区別認識との関連を探り，それによって，不思議に気

づき，それを楽しみ，探究するといった感情面の発達に

は，空想と現実との区別を正しく認識するといった認識

面の発達が関与していることを示した。想像や空想がも

たらす効果の一つに感情面の豊かな経験とそれに伴う感

情発達が考えられるが，同時にそれらは，空想と現実を

区別するといった認識面の発達を抜きにしては考えられ

ないことを研究２は示したと言えるだろう。

ところで，子どもの想像や空想を感’情と認識の両発達

の側面からアプローチした研究であるが，それに該当す

るような研究が全くないわけではない。長年子どもの遊

びについて研究を続けている発達心理学者の加用は，本

研究の結果とも関連するようないくつかの興味深い研究

を報告している。加用（1981,1992）は，自由遊び時間

中に見立て遊びをしている子どもに近づき"嘘を真に受

ける，，行動をし，その反応を観察した。例えば，子ども

がお皿に砂を盛って「ハンバーグ！」と言って加用に差

し出すと，それを「ありがとう」と言って子どもの目の

前で実際に食べて見せたのである。そうした危険な試み

を何度か繰り返し，データを集めた結果，３歳未満児で

はあまり驚きの表‘情を見せず，たまに一緒になって食べ

ようとする子どもが見られたのに対し，年少児になると

驚きの表‘情を見せるようになることを報告している。さ

らに，年少児以降の驚きの内容も細かく分析しており，

年少児では驚いた後，真顔で「おいしい？」と尋ねるな

ど，その驚きの内実をまだ捉え切れていない様子であっ

たのに対し，年中児になると「それ食べたら病気になる

ねんで－１」「はよ出して！」とあせった様子で言うな

ど，明らかに“ごっこ'，を真に受けた加用に対して非難

を浴びせるようになり，さらに年長児になると驚いた後

に大喜びして，「これも食べ－１」と次々持って来たり，

｢僕も食べれるで－１な－んてウソ」とおどけるなど，

"ごっこ”を真に受けた加用をからかい楽しむといった反

応が見られたことを報告している。ここで加用によって

示された発達的変化は，本研究における，手品の不思議

に対する気づきのない状態からある状態への変化，そし

て，不思議の内実を捉えることによって生じた，楽しみ

探究するという状態への変化と類似している。

また，加用（1990）は，保育園での日常生活場面に参

加し，特定の対象を指さして意図的に間違った命名をし

て見せたときの子どもの反応を観察した。例えば，子ど

ものそばで池の中の金魚を見ながら「ああ，ワンワンだ

ねえ」と間違った命名をしてみせた。いくつかの観察の

結果，加用は，３歳未満の幼児は大人の間違った命名に

他愛もなくつられ，同様に「ワンワン」と言い始めるが，

年中児になると，例えば，象の絵に対して「ハサミだね」

と命名すると，最初は驚いて「違うよ。これはねぇ，象

だよ」と真面目に訂正するが，続けて水道を「ズボン」

と言ったりすると例外なく笑いだし，面白がり始め，大

抵は「じゃあ，これ（椅子など）は何？おじさん」「こ

れは？」「じゃ，これは？」と次々に近くにあるものを指

さして聞き始め，大人の誤命名をさそって喜び始めたこ

とを報告している。ここで示された発達的変化もまた，

本研究の結果と類似しているといえよう。

これらの研究において加用がとった行動は。見方を変

えれば，“ごっこ”を真に受ける，対象に間違った名前を

つけるなど，日常的にはあり得ない行為を行う不思議な

現象である。この不思議な現象に対して幼児はどのよう

な反応を示すのかが調べられたわけであるが，研究の結

果，幼児は概ね年少児頃に“ごっこと現実"，“嘘と真実，，

の区別を認識し始め，年中児・年長児頃には日常的に運

用可能なまでに認識を強化していることが示されたとい

える。つまり，現実的認識は年少児頃に芽生えはじめ，

年中児・年長児頃に確固としたものになるのである。だ

が，ここでさらに重要なのは，現実的認識を固めた後に

子どもたちがし始めたことである。彼らは“ごっこと現

実"や"嘘と真実"の境界線を固めた後に,その上で‘‘ごっ

こ”や"嘘”を楽しみ始めたのである。この結果は，本研

究において年中児・年長児が手品の不思議に対して驚き

を見せるようになった後，すなわち“非日常と日常”の

境界線を引いた後，手品を"非日常”として楽しみ，そ

の原因を探究し始めたことと似ている。要するに，本研

究と加用の先行研究の結果は，“非日常と日常'，，“ごっ

こと現実，，，“嘘と真実”の区別といった現実的認識を持

つようになった後，子どもはその現実的認識をより推し

進めるようになる一方で，感情的な側面において，もう

一方の世界，すなわち“非日常"，“ごっこ"，“嘘”といっ

た想像や空想の範晴で捉えられるような世界を楽しむよ

うになることを示した研究であるといえるのではなかろ

うか。子どもの想像や空想を認識面だけでなく感情面か

ら捉えた研究はまだまだ少なく，今後はさらに多くの実

証的データを積み重ねていく必要があろう。

最後に，本研究の限界と今後の課題について述べてお

く。本研究の限界の一つは，研究１の考察でも触れたよ

うに，個別面接形式ではなく小集団面接形式をとったこ

とである。この点に関しては，対象児がリラックスして

参加でき，ごく自然にふるまうことができたなど小集団

による利点も考えられる一方で，そこで得られた反応は

個人の認識や感情を純粋に反映したものなのかどうか不

明確であるといった欠点も見られた。従って，今後の研

究では，小集団での実施条件と個別での実施条件との比

較を行うことによって，この問題を解消していく必要が

あろう。また，今回の研究では，手品実演条件での幼児

の反応しか検討していないため，得られた年齢ごとの反

応の違いは手品の不思議に接したときに生じる独特のも
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のなのか，あるいは年齢の特徴として元からあったもの

なのかという点が不明確であった。従って，今後の研究

では，手品以外の活動条件下での幼児の反応との比較か

ら，この点を検討する必要があろう。
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