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本研究は，4～15歳の子ども及び成人における眼前のロープを通り抜ける際の「またぐ」か「くぐる」
かの行為の選択について，障害物の物理的な高さと下肢長との関係の年齢変化を検討することを目的と
した。実験参加者は 4～15歳児 128名，成人 18名である。実験参加者は，2本のバーに水平に結ばれた
ロープを，またぐかくぐるかのどちらかの方法で通り抜けた。またぐ高さの最大値を転換点，またいで
身体がロープに触れなかった高さの最大値を成功点と定義し，それぞれを下肢長で除して（基準化して）
転換比と成功比を求めた。結果は以下の通りである。転換比も成功比も 7歳以降で成人とほぼ同じとなり，
それは約 0.7～0.8であった。4～6歳においては，成功比，転換比とも，成人値よりも有意に小さかった。
性差については，転換比は女性より男性で高いが，成功比に差はなかった。以上から，またぐかくぐる
かの行為の判断は自己の下肢長とまたぎ越す事物の物理量との関係で選択されていること，7歳以降です
でに成人と同程度にまでその判断が可能になること，4～6歳では成人よりも低い高さで行為を転換させ
るが，それは自らの下肢長や運動能力の知覚と関係している可能性があること，女性の転換比の小ささ
はリスク回避という特性に関係していることなどが示唆された。
【キー・ワード】　身体スケール知覚，行為，発達的変化，性差，またぎとくぐり

問題と目的

人がある文脈で行為の選択を求められるとき，何を
もってその決定がなされるのだろうか。活動の文脈はき
わめて多様ゆえ無限の回答があろうけれども，その一つ
を提示したのがWarrenの研究といえるだろう。すなわ
ち，行為の選択は自己の身体スケールと環境との相互作
用からなるという視座である。

Warren（1984）が初めて行った興味深い研究は，階
段上り動作における，階段の高さと実験参加者の下肢長
との関係についてである。身長で分類された 2群の実
験参加者に，上れる高さと上れない高さの知覚的カテゴ
リー境界の判断を求めたところ，上れるから上れないへ
と判断が転換する人数割合が 50％をこえた高さは，低
身長群が 67.13  cm，高身長群が 81.33 cmであった。こ
の値を両群の下肢長で除すと，両群の値はほぼ一致する。
判断値（平均値）／平均下肢長＝67.13／76.00＝.88（低身長群）
判断値（平均値）／平均下肢長＝81.33／91.33＝.89（高身長群）

（Warren, 1984より筆者が作成）
この結果は，階段上りに関する臨界的な高さの判断
は，物理的高さと下肢長との比で知覚されること，そし
てその判断は下肢長の長短に関係なく一定であるという
ことを示唆している。さらに Warren & Whang（1987）

は，肩を回転させずに通過できる臨界的な隙間の幅を測
定し，それと肩幅との関係を検討した。ここでも，通過
できる幅を肩幅で基準化すると，多くの実験参加者でお
よそ 1.30となった。
その後，類似の検討が積み重ねられ，Warren の指
摘する身体スケールと環境との相互作用で行為が決定
されるという知見が支持されていった（Burton, 1992; 

Carello, Grosofsky, Reichel, Solomon, & Turvey, 1989; 

Cesari, & Newell, 1999; Konczak, Meeuwsen, & Cress, 

1992; Mark, 1987; Meeuwsen, 1991; Pufall & Dunbar, 

1992）。最近では，道具が身体の一部として知覚される
という研究に依拠して（Yamamoto & Kitazawa, 2001），保
持する道具まで含みこんだ検討もされている。たとえば
Higuchi, Takada, Matsuura, & Imanaka（2004）は，Warren 

& Whang（1987）に基づき，車椅子乗車時における隙間
通過に関して，隙間通過の判断と実際の隙間通過訓練の
影響について検討した。その結果，はじめのうちは車
椅子の幅より狭くても通過可能と判断する傾向がある
が，訓練を重ねるごとに車椅子の幅に近い広さを知覚で
きるようになることを明らかにした。さらに，Higuchi, 

Cinelli, Greig, & Patla （2006）は，実験参加者に水平棒な
どを保持させた状態で隙間を通過させ，そのときの肩の
回旋角度や移動速度を測定した。そして，道具が身体ス
ケールの一部として組み込まれ，通過可能な幅を正確に
知覚することを明らかにした。Wagman & Malek（2007）
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も Higuchiらと同様に，道具を持った状態でも，道具の
スケールを自己の身体スケールに換算した上で判断する
ことを示し，隙間通過知覚に変化はないと結論づけた。
わが国に目を向けると，三嶋（1994）の研究が，ま

さにWarrenのパラダイムで行ったものとして有名であ
る。障害物が提示されたとき，人はまたぎとくぐりのど
ちらを選択するのかについて検討した研究である。実
験参加者は男子大学生 14名で，短身群 7名（平均身長
163.5 cm，平均下肢長 72.3 cm）と長身群 7名（平均身
長 181.6 cm，平均下肢長 82.9 cm）に分類された。バー
の 7 m手前に靴を脱いだ実験参加者を立たせ，床から
の高さが 55～105 cm間を 5 cm間隔で上下するバーを提
示し，通り抜けるとしたら，またぎとくぐりのどちらを
選ぶのかを，二件法で判断させた。その結果，またぎか
らくぐりへと判断が転換する人数割合が 50％をこえた
高さ（転換点）は，短身群が 77.14 cm，長身群が 88.13 

cmであった。下肢長で基準化すると，以下のようになる。
転換点（平均値）／平均下肢長＝77.14／72.3＝1.07（短身群）
転換点（平均値）／平均下肢長＝88.13／82.9＝1.06（長身群）

（三嶋，1994より筆者が作成）
三嶋は，身長の高低にかかわらず，人は下肢長の約 1.06

～1.07倍の高さにあるバーをまたぎ行為とくぐり行為の
知覚的境界とみなしており，行為者は自己の身体スケー
ルと行為遂行能力を参照した情報を知覚していると推察
した。
三嶋の研究を一連の先行研究と関連させてみたとき，
さらに検討してみたいことがある。2点をまとめてみる。
第一は，選択する行為を実験参加者に言語で回答さ
せている点である。確かに，Warren（1984）をはじめ
Wagman & Malek（2007）など多くの先行研究では，行
為の選択を言語判断させる実験パラダイムをとってい
る。この理由としては，実際に行為させてしまえば，実
験参加者が環境に存在する知覚・行為に関係する情報
をピックアップし，その後の判断に影響を及ぼしてし
まうことを勘案しているからだと推察される。一方で，
Higuchi et al（2006）のように，実際に行為させて成績
を見る研究も少ないながらなされている。確かに，選択
した行為が適切に遂行されるかどうか，またぎを選択し
たときバーに足がかからないかなどの検討は，実際に行
為させることでしか検討できない。行為がその後の知覚
判断に与える影響は重要で，判断で得られる結果と行為
で得られる結果とを比較することについてはきわめて慎
重であるべきであるが，しかし，実際に行為させた検討
もまた重要な知見を提起するにちがいない。
第二は，年齢発達的変化である。従来の研究の多くが
成人のみを対象にしているが，幼児期，あるいは学齢期
と成人との間に差異があることは十分考えられる。数少
ない貴重な発達的観点で類似する実験を行っている根ヶ

山（2000）による子どもの障害物回避を取り上げた研
究が興味深い。彼は，3～7歳の幼児に対し，眼前にあ
るバーを能動・受動的に回避させた。その結果，5歳で
回避能力に発達的画期を見ることができ，女児が男児よ
り慎重に行為することを明らかにした。類似する研究
として，Pufall & Dunbar（1992）が 6歳，8歳，10歳児
を対象に階段上りとまたぎ越し行為における知覚判断研
究を行い，いずれの年齢の児童も年齢に関係なく成人と
同様に，正確な知覚様相を示すことを明らかにしている
が，根ヶ山（2000）は 5歳以前の幼児で検討すること
の必要性を指摘しており，更に年齢を下げて検討する必
要がある。年齢変化それ自体を検討したものではないが
Howard & Henderson（1989）や干川（2005）は，脳性
麻痺児を対象にした検討を行い，脳性麻痺児は身体サイ
ズ知覚の正確性が乏しいが，これは運動経験の不足が原
因であると推察し，生活の中での能動的な動きが身体ス
ケール知覚に影響する可能性を指摘している。さらに，
年齢変化の検討と合わせて性差の検討もまた重要と考え
られるが，Warren（1984）や Warren & Whang（1987）
をはじめ，ほとんどの研究が男性のみを対象としている。
先に報告した子どもを対象にした根ヶ山（2000）の研究
で性差の意義が指摘されており，この観点も検討に含み
こむ必要がある。
本研究の目的は，Warrenに端を発している三嶋（1994）
の研究パラダイムに依拠して，眼前の提示された障害物
をまたぐのか，それともくぐるのかという行為の選択判
断の発達的変化を，身体スケールである下肢長との関係
から検討することである。具体的には，4～15歳の子ど
も及び成人を対象にして，眼前のロープの物理的な高さ
と下肢長の関係について，行為の選択・決定（またぐか，
くぐるか）と行為の成功（脚がロープに触れたか，触れ
ないか）という 2側面を，年齢，性別に着目して検討する。

方　　　法

実験参加者
1つの幼稚園に通う幼児 38名，1つの小学校に通う児

童 61名，1つの中学校に通う生徒 29名，1つの大学の
学部生と大学院生 18名が実験に参加した。いずれの参
加者にも弱視，斜視，難聴などの顕著な感覚障害，麻痺
などの顕著な運動障害，発達障害等の医学的診断は受け
ていない。年齢分布と性別は，4歳児 11名（男児 5名，
女児 6名），5歳児 15名（男児 6名，女児 9名），6歳児
19名（男児 10名，女児 9名），7歳児 9名（男子 3名，
女子 6名），8歳児 7名（男子 4名，女子 3名），9歳児
8名（男子 4名，女子 4名），10歳児 12名（男子 7名，
女子 5名），11歳児 12名（男子 7名，女子 5名），12歳
児 11名（男子 6名，女子 5名），13歳児 7名（男子 2名，
女子 5名），14歳児 9名（男子 6名，女子 3名），15歳
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児 8名（男子 4名，女子 4名）であった。成人 18名（男
性9名，女性9名）の歴年齢（CA）の範囲は20～30歳（22.61

±2.38歳）であった。各年齢の人数および下肢長（測
定方法は後述）の平均値と標準偏差を，男女別に Table 

1に示す。また，幼稚園児，小学校児童，中学校生徒，
成人の 4つの年齢群ごとに，人数，下肢長の平均値と標
準偏差を Table 2に示す。年齢群と性別の分布について
は有意な差は見られず（χ2（3）=0.77，n.s.），4群で男女
の分布に著しい偏りはない。全ての実験参加者から参加
の同意を得た。幼児児童生徒は幼稚園または学校から測
定許可が下りた者で，測定当日，測定者が参加者一人一
人に説明して測定許可を得た。全ての実験参加者が積極
的に測定に参加し，途中で測定に拒否を示した者はいな
かった。
装　置
直径 3 cmの 2本のパイプで構成された高さ 130 cm

の逆 T字型スタンドを，床から垂直に立ち上がるよう
に設置した。そこに太さ 1 mmの白色のロープを，幅
2.5 mで張った。ロープの高さは，床からの高さ 20 cm

～120 cm間で，測定者が調整できるようになっている。
実験参加者はこのロープをまたぐかくぐるかする。実験
は，実験参加者が通う幼稚園，小学校，中学校，及び大
学にある実験参加者が動くのに十分なスペースが確保で
きる部屋で行った。実験装置と壁との距離は 2 m以上
とった。実験室には実験装置や器材以外には何も置かれ
ておらず，実験参加者から見て実験装置の背景となる壁
には顕著な凹凸や装飾は施されていない。測定中は測定
者が装置の脇に立ち，実験参加者が転倒することがない

ように備えた。
手続き
ロープの 2 m手前に実験参加者を裸足で立たせ，ロー

プをまたいで通り抜けるかくぐって通り抜けるかして
もらう。装置を通り抜けてからさらに 2 m歩いて 1試
行が完了するので，実験参加者はスタートしてから計 4 

m歩くことになる。教示は，「前方にあるロープをまた
ぐかくぐるかのどちらかで通り抜けてください。自然で
楽に行えるほうを選択してください。走ったり，ジャン
プしたりしてはいけません。ロープに触れないように通
り抜けてください。ロープの高さを変えて，何回か行い
ます。」とした。ロープの高さについては，測定前に実
験参加者の身長（cm）を測定し，各実験参加者の身長
の半分の高さを基準として，そこから上下 5 cm間隔で，
上下にそれぞれ 5目盛り分の高さを導き出した。実験参
加者に提示した高さは，基準となった高さと上下 5目盛
り分を合わせた計 11種類である。前の試行（行為）が

Table 1　各年齢における人数と実験参加者の下肢長の平均値と標準偏差

年齢

人数 下肢長 (cm)

男 女 男 女

M SD M SD

　4 5 6 55.80 2.17 56.00 2.28 

　5 6 9 62.17 1.47 58.67 3.39 

　6 10　 9 62.60 4.45 62.22 1.30 

　7 3 6 64.33 0.58 67.83 2.71 

　8 4 3 68.25 1.71 67.00 5.57 

　9 4 4 69.00 4.76 76.25 5.32 

10 7 5 74.00 7.18 76.57 5.38 

11 7 5 79.14 4.60 81.80 4.09 

12 6 5 86.33 5.92 83.00 1.58 

13 2 5 91.00 5.66 87.40 2.97 

14 6 3 92.17 2.99 83.33 2.89 

15 4 4 89.75 5.19 83.75 5.19 

成人 9 9 92.78 3.93 86.56 4.07 

Table 2　各年齢群における人数と下肢長の平均値と標
準偏差

年齢群
人数 下肢長 (cm)

男 女 M SD

幼稚園児　 17 21 59.34 3.66

小学校児童 29 32 73.23 7.65

中学校生徒 16 13 88.03 4.94

成人　　　 　9 　9 89.67 5.03



　104 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 2 号

後の試行（行為）に及ぼす影響を排除するため，高さの
提示順序は実験参加者ごとにランダマイズした。実験参
加者は，測定者がロープの高さを変化させるところを見
てはいないし，どの高さの条件を行っているのかもわか
らない。装置には，高さの基準となるような目盛りや目
印は一切ない。1つの高さにつき 1回ずつ提示した。ロー
プの高さごとに，またいだか，くぐったか，通過すると
きロープに触れたか，触れなかったかを記録した。
身長と下肢長を計測した。幼児や児童で計測しやすい
ように，また，女性実験参加者に配慮するため，下肢長
は，保志（1989）に従い，椅子座位で，膝を伸ばして水
平にした状態で，殿部背面から足底面まで前頭面に垂直
に測る座位下肢長とした。
分　析
またいだ高さの最大値を転換点と定義した。つまり，
転換点より高いロープは全てくぐったということであ
る。また，またいで身体がロープに触れなかった高さの
最大値を成功点とした。全てのまたぎ行為を，一度も体
がロープに触れることなく通り抜けることができたなら
ば，転換点と成功点は一致する。しかし，高いロープを

またごうとして，体がロープに触れてしまった場合，転
換点に対して成功点は低くなる。転換点を下肢長で除し
たものを転換比，成功点を下肢長で除したものを成功比
と定義した。全ての統計処理には SPSS17.0を用いた。

結　　　果

転換比
Figure 1は，転換比の平均値と標準偏差を年齢，男女

別に示したものである。4歳児の転換比が小さいが，そ
の後幼児期から学童期に移る 7歳くらいまで値が大きく
なり，それ以降は男女とも成人値に近づき，ほぼ水平の
値をとっている。性差を見ると，4歳を除けば全年齢で
男性のほうが女性よりも転換比が高い。年齢と性別を要
因とした 2要因分散分析を行ったところ，両主効果とも
有意であった（年齢：F（12, 120）=6.07，p <.01，性別：
F（1, 120）=3.94，p <.05.）。多重比較（Tukey HSD検定）
の結果，成人よりも有意に値が小さい年齢は 4～6歳児
であった。交互作用は有意ではなかった（F（12, 120）
=0.64，p >.05.）。
実験参加者を幼稚園児群，小学校児童群，中学校生徒

Figure 1　各年齢・性別における転換比の平均値と標準偏差

Figure 2　ロープの高さ―下肢長比から見た各年齢群におけるまたぎ選択割合
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群，成人群の 4群に分類して，Warrenや三嶋の先行研
究に従って，ロープの高さ―下肢長比ごとに，またぎを
選択した人数の割合を求めた。その結果をまとめたもの
が Figure 2である。横軸は転換比，縦軸は年齢群内にお
いて，各転換比でのまたいだ人数の割合である。児童群，
生徒群，成人群の 3群のグラフはほぼ重なりあい，また
いだ割合が 50％を下回り，くぐる選択をした者のほう
が多くなる比はおよそ 0.7～0.8である。そして，その変
化（グラフの傾き）はきわめて急峻であり，群内の個人
差が小さいことが見て取れる。一方，幼児群については，
児童群，生徒群，成人群の 3群よりも小さい比で変化が
始まり，またいだ割合が 50％を下回り，くぐる選択を
した者のほうが多くなったときの比はおよそ 0.6と小さ
い。その変化（グラフの傾き）も緩やかであり，群内の
個人差が大きいことが読み取れる。
成功比

Figure 3は，各年齢における成功比の平均と標準偏差
の値を男女別に示したものである。4歳児の成功比が小
さいが，その後幼児期から学童期に移る 7歳くらいまで
値が大きくなり，それ以降は男女とも成人値に近づき，

ほぼ水平の値をとっている。性差については，転換比ほ
ど明瞭ではない。年齢と性別を要因とした 2要因分散
分析を行ったところ，年齢の主効果は有意であったが，
性別は有意ではなかった（年齢：F（12, 120）=21.54，
p <.01，性別：F（1, 120）=0.02，n.s.）。年齢について多
重比較（Tukey HSD検定）を行ったところ，成人より
も有意に値が小さい年齢は 4～6歳児であった。交互作
用は有意ではなかった（F（12, 120）=1.43，n.s.）。
実験参加者を幼稚園児群，小学校児童群，中学校生徒

群，成人群の4群に分類して，Warrenや三嶋の研究に従っ
て，ロープの高さ―下肢長比ごとに，またぐ行為を成功
させた人数の割合を求めた。その結果をまとめたものが
Figure 4である。横軸は成功比，縦軸は年齢群内におい
てまたぎを成功させた人数割合である（またぎを成功さ
せた以外の者は，またぎが失敗してしまったか，くぐり
を選択したかのどちらかである）。児童群，生徒群，成
人群の 3群のグラフはほぼ重なりあい，またぎを成功さ
せた割合が 50％を下回り，くぐる選択をした者のほう
が多くなる比はおよそ 0.7である。そして，その変化（グ
ラフの傾き）はきわめて急峻であり，群内の個人差が小

Figure 3　各年齢・性別における成功比の平均値と標準偏差

Figure 4　ロープの高さ―下肢長比から見た各年齢群におけるまたぎ成功割合
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さいことが見て取れる。一方，幼児群については，児童
群，生徒群，成人群の 3群よりも小さい比で変化が始ま
り，またいだ割合が 50％を下回り，くぐる選択をした
者のほうが多くなったときの比はおよそ 0.5～0.6と小さ
い。その変化（グラフの傾き）も緩やかであり，群内の
個人差が大きいことが読み取れる。

考　　　察

本研究は，眼前のロープを通り抜ける際の「またぐ」
か「くぐる」かの選択とその成否の年齢発達的変化につ
いて，障害物の物理的な高さと下肢長の関係性から検討
することを目的として行われた。その結果，小学生以上
では下肢長の一定比率で行為を転換させるが，4～6歳
の幼児では自己の下肢長における転換点が，7歳以降の
年齢に対し，有意に低かった。行為の成否に関しても， 
4～6歳児では，成功点が 7歳以降の年齢よりも自己の
下肢長比で見て小さく，7歳以降は成人と変わらなくな
る。性差については，転換比は男性で高いが（4歳では
この傾向は逆転しているように見えるが，有意な交互作
用はなかった），成功比に差はなかった。
最初に，行為の選択について考察する。どの高さで「ま

たぐ」と「くぐる」とを転換させるかの行為の選択につ
いて，小学校入学程度ごろにはすでに成人と同じ様相を
示すことが明らかになった。7歳児から成人までの転換
比の平均値を求めると，0.76（SD＝ .05）であった。これ
を，Warren（1984），Warren & Whang（1987），三嶋（1994）
などの研究にならい，関数式で表すと，またぐ行為から
くぐる行為への転換は以下のように下肢長の約 0.7～0.8

倍の高さである。
TP／ L＝ .76（SD =.05）　［TP：転換点，L：下肢長］
本研究では，高さの提示順序をランダマイズし，行為
の判断基準となる手掛かりを与えないよう配慮したが，
それでも行為したことで環境にある知覚・行為に関係す
る情報がピックアップされ，それが後の行為に影響した
可能性を否定できない。その点では，行為させず判断だ
けで得られた三嶋（1994）の結果と全て直接的に比較す
ることの限界はある。しかし，環境と脚長という自己の
身体スケールを同時に知覚して行為を選択しているとい
うこと，児童期の子どもまで含めて成立することを支持
する知見が得られたといえるのではないだろうか。
なお，三嶋（1994）では下肢長の 1.06～1.07がまた

ぐかくぐるかのターニングポイントであるが，本研究の
0.7～0.8はそれよりも小さい。これは，三嶋（1994）と
本研究の下肢長の計測の差異によることが考えられる。
本研究では椅子座位で，膝を伸ばして水平にした状態
で，殿部背面から足底面までを下肢長と定義した（この
定義は人体計測の一つの方法とみなされているものであ
る〔保志，1989〕）。つまり本研究のほうが下肢長を長く

計測したため，値が小さくなったと考えられる。
一方，成功比に着目すると，7歳以降で転換比とほぼ
一致しており，知覚，判断，行為の 3者の関連（廣瀬，
1998；干川，2002；柏原，1990）が，これも児童期にな
ると成人とよく似ている可能性が確認された。7歳から
成人までの，成功比の平均値を求めると，0.71（SD＝ .05）
であった。転換比と同様に，以下に関数式を記す。

SP／ L＝ .71（SD =.05）　［SP：成功点，L：下肢長］
またぐ行為を安全に確実に行うことのできるのは，下
肢長の約 0.7倍の高さである。Pufall & Dunbar（1992）
の研究では，6歳児が成人とおよそ同様に知覚判断して
いることが指摘されているが（それより低年齢の子ども
をこの研究では対象とはしていない），本研究ではそれ
が 7歳であるとする結果が得られた。この 1歳の差が誤
差なのか意味のある差なのかについては今後の仔細な検
討を待たねばならないが，少なくとも 6～7歳での 1つ
の知覚・行為の発達的画期があることが示唆される。そ
してこの 6～7歳は，根ヶ山（2000）も指摘する重要な
年齢である。
一方，幼児期である 4～6歳においては，下肢長に対
する転換位置が低い。すなわち，低い高さのロープでも，
またぐことを選択せずに，くぐり抜けようとする傾向が
強いことが明らかになった。また，またぎに成功する高
さも，下肢長に換算すると低くなった。
このことについて，4～6歳児における知覚様相の独
自性と運動能力の未発達の影響をまず考える必要があ
る。根ヶ山（2000）は，幼児の障害物通過における環
境と身体行動の関係性の成立には，幼児自身の身体図
式が関連すると指摘した。身体図式とは，身体の空間
的・物理的な特性に関する内的知識とされるが（Parsons, 

1998；樋口・森岡，2008），これは発達とともに正確さ
が増し，6歳に一つの画期があるといわれている（根ヶ
山・伊藤・森下，1989）。根ヶ山ほか（1989）は，幼児
が自己の身体を実際よりも小さく認知することを報告し
ており，こうした結果に依拠すると，幼児期で転換比が
小さかったことは，幼児がまたぎ越す際に，自己の下肢
長を短く見積もった可能性をまず考えることが重要であ
ろう。
しかし，一方で，上手にまたぐことができたという成

功比もまた幼児期で小さかったことを考えると，幼児が
自らの下肢長を短く見積もっているという解釈だけでは
十分説明しきれない部分もある。幼児期における身体
能力，特にバランス機能は，4～6歳では未発達であり
（三宅，2009；渡部，1991；Woolacott & Shumway-Cook, 

1993），6歳を過ぎるころから一定の発達を示すとされ
ている（森・小林，1988）。4～6歳の幼児における成功
比が小さいことの解釈は，こうしたバランス機能の未発
達と関係することも考えられる。幼児は，自らの身体機
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能の状態と環境との関係を知覚して，自らの運動能力で
適切にまたげる高さを知覚し，行為を選択することが示
唆される。彼らの有する身体機能で行為の成功を得るた
めには，当然のごとく，低い高さでまたぎからくぐりへ
と行為を変える必要がある。転換比，成功比いずれも小
さいという事実は，幼児の段階であっても，自らの身体
の状態や運動機能や環境を関係づけて知覚できていると
いうことをも示唆するものである。
以上の推察を確認するために，身体スケールと合わ
せてまたぎ越しに必要な基礎的運動機能，たとえばバ
ランス能力や脚筋力なども同時に測定して，その評価
と行為選択との関係を検討することが求められるだろ
う。子どもではなく高齢者を対象とした研究ではあるが，
Konczak et al.（1992）は，知覚と行為には身体スケール
のみならず腰の柔軟性や脚の筋力が影響することを指摘
していることからも，身体機能が行為選択に影響するこ
とは十分に考えられる。
続いて，性差について考えたい。男性は女性よりも転
換比が高く，成功比に差はないという結果であった（4

歳ではこの傾向は逆転しているように見えるが，有意な
交互作用はなかった）。
成功比に差はない，すなわちまたぐ力自体には差がな
いにもかかわらず転換比で性差があったことを検討する
上で，文化的背景の影響を考える必要があるだろう。一
般論で言えば，男性は女性より冒険的でリスクを恐れな
い傾向が強く（鈴木・柏木 2006），また，女性より男性
で身体運動に対する好意度が高いことが古くからいわれ
ている（徳永・橋本，1979）。これらの知見を引けば，
男性のほうが，ロープをまたぎ越す際の失敗を恐れるこ
となく，積極的に課題に取り組む傾向がこうした転換点
の差異に反映されたと考えることができるだろう。男性
は高い動機づけのもと，ロープに脚が触れるリスクを恐
れず，より高い位置までまたごうとし，逆に女性はリス
クを回避し無理せずにくぐりへと転換させたと推察され
る。また，幼少期からの遊びの経験の影響もあるかもし
れない。女児はゴム跳びやなわ跳びなどに親しむことが
男子より多く，その生活経験の積み重ねが無理せずまた
ぐ高さを選ばせたということである。さらには，またぐ
ということが，女性にとって男性よりも非日常的な行為
であるという影響も無視できないだろう。
なお，本研究では，先行研究でよく行われているよう
な言語報告ではなく，実際の行為からその判断結果を見
極めたわけだが，この実験パラダイムでは，行為前の判
断と，実際の行為の中での判断との整合性については検
討でできなかった。行為前の判断の行為を通しての判断
に違いがあることは，知覚と行為と思考が密接に関連し
ている可能性から十分考えられる。さらには，またぎ越
す素材がロープであるという課題設定についても問題に

する必要があるかもしれない。というのは，失敗した
（ロープに触れた）場合でも結果の重大性があまり高く
ないからである。この場合，転換させる高さは相対的に
高くなるに違いない。失敗した場合の重大性という文脈
まで含みこんだ検討も必要になるだろう。いずれも今後
の検討課題として提起したい。
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郷式　徹
（静岡大学教育学部）

本研究では，保育園年少児と年中児（3～5歳）を対象に他者の視線方向による標的刺激への定位反応
への影響を調べた。さらに，そうした影響の発達的な変化を構成論的アプローチによりモデル化し，コ
ンピュータ・シミュレーションによって検討した。対象者自身の視線を測定指標とした場合，他者の視
線方向の影響は新生児期から見られる。しかし，本研究では手がかりパラダイムを用いることで，行動
を指標とした場合，標的刺激への定位に関して，年中児では視線方向の影響が見られたが，年少児では
見られないという実験データを得た。この結果は 3～5歳の間に視線方向の影響が生じない状態から生じ
る状態への移行が見られることを示している。そこで，その移行の原因を年齢とともに漸増する注意の
移動の縮小と 4歳半ころに生じる注意の範囲の急激な拡大の発達的変化と想定した計算論的なモデルを
構成した。このモデルについてコンピュータ・シミュレーションを行ったところ，実験データとほぼ同
様のデータが示され，想定した計算理論的モデルの妥当性が示唆された。
【キー・ワード】　視線の影響，構成論的アプローチ，3～5歳児，手がかりパラダイム

問　　　題

多くの場合，他者の視線の先にはその人が注意を向け
ている――注意を向けるべき価値のある――対象がある。
そのため，自らも他者の視線方向に注意を向けることは，
言語やその他の社会的学習に不可欠な役割を果たしてい
る（Bloom, 2000）。また，他者の視線が何に（どこに）
向いているのかを知ることは，その人に何が見えている
かがわかるだけではなく，その人の知識や信念について
の推測を容易にする（千住，2007）。
視線の認識や視線追従（gaze following: Butterworth & 

Jarrett, 1991）の発達に関する研究については，Doherty

（2006）が詳細なレビューを行っている。乳児は生後 3

か月ごろまでには大人の視線を，その視線の先の対象
が自分の視野内にある場合には追うようになる（Scaife 

& Bruner, 1975; D'Entremont , Hains, & Muir, 1997; Hood, 

Willen, & Driver, 1998）。そして，生後 18カ月までに
は，対象が自分の視野内になくても大人の視線を追うこ
とができるようになる（例えば，Butterworth & Jarrett, 

1991）。
ところで，乳児の視線追従に関する研究の多くは，正
面にいる大人の視線を乳児が自発的に追うかを測定指標
としていた。それに対し，手がかりパラダイム（cuing 

paradigm: Posner, 1980）を用いることで，他者の視線方
向に反射的に注意を向ける反応（反射的注意のシフト）

が検討されている。手がかりパラダイムでは，画面中央
に右もしくは左へ視線を向けた顔の写真や線画が手がか
り刺激として提示される。その後，手がかり刺激の右も
しくは左側に標的刺激が出現する。その標的刺激の位置
の検出や同定が実験参加者に求められる。なお，手が
かり刺激の視線方向と標的刺激の出現位置に関連はな
く，そのことは実験参加者に教示されている。にもかか
わらず，成人でも手がかり刺激の視線方向と標的刺激の
出現位置が一致したとき（一致条件）には反応が促進さ
れ，不一致のとき（不一致条件）には妨害される（千住・
長谷川，2001；Driver, Davis, Ricciardelli, Kidd, Maxwell, 

& Baron-Cohen, 1999; Friesen & Kingston, 1998; Friesen, 

Moore, & Kingston, 2005）。これは手がかり刺激の視線方
向に注意が反射的にシフトするためだと解釈されている。
成人だけでなく，新生児（Farroni, Massaccesi, Pividori, 

& Johnson, 2004），乳児 （3～6カ月児；Hood et al. 〔1998〕，
4～5カ月児；Farroni, Johnson, Brockbank, & Simion 〔2000〕），
2 歳児（Chawarska, Klin, & Volkmar, 2003），児童（6～
9 歳児；Perchet & Garcia-Larrea〔2005〕，7～12 歳児； 

Senju, Tojo, Dairoku, & Hasegawa〔2004〕）を対象とした
研究でも視線方向への注意シフトが生じることが報告さ
れている。
ところが，意外にも 3～5歳の幼児期の反射的注意の

シフトに関する研究は見当たらない。おそらく，新生児
期から生じる反射的注意のシフトは生得的なものであ
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り，当然幼児期でも見られると考えられるためであろう。
また，児童を対象とした研究は反射的シフトの発達的な
変化を直接の検討課題としたものではない。それらは反
射的シフトが生じることを前提とした事象関連電位の検
討（Perchet & Garcia-Larrea, 2005）や自閉症児に対する
統制群としての研究（Senju et al., 2004）である。
ところで，チンパンジーを対象とした研究では被験体
の無意識な視線の移動――眼球運動（サッケード）――を
測定指標としたときには，手がかり刺激の視線方向に注
意のシフト（眼球運動）が生じた（神代・板倉・鵜殿，
2000；板倉，2007）。また，Shepherd, Deaner, & Platt（2006）
は，アカゲザルを対象に意識的な視線の移動――標的刺
激に視線を向けるように訓練されている――を指標とし
たところ，手がかり刺激の視線方向と標的刺激の出現位
置が一致したときのほうが不一致のときよりも反応が速
いという結果を示した。しかし，被験体（チンパンジー
およびヒヒ）が標的刺激に対してジョイスティックや
タッチパネルで反応するという意識的な行動（の反応時
間）を測定指標としたときには，注意のシフトは見られ
なかった（Fagot & Deruelle, 2002; Tomonaga, 2007）。板
倉（2007）はこれらの実験では，実は無意識な眼球のシ
フト（サッケード）は生起しているが，求められている
行動的な反応が出現しなかった可能性を示唆している。
Shepherd et al. （2006） の用いた測定指標は，意識的な行
動ではあるが視線の移動であることから，無意識的な視
線の移動（サッケード）と完全に分離していない。した
がって，彼らの示した結果は，意識的な行動ではなく無
意識的な視線の移動（サッケード）によるものかもしれ
ない。
乳幼児に行動的な反応を求める課題を行うと，誤った
反応を示すにもかかわらず，目は正しい方を見ているこ
とがある（上原，2008；Clements & Perner, 1994）。しかし，
この場合，行動的な反応が意識的なのに対し，視線（眼
球運動）は無意識的である。手がかりパラダイムを用い
て視線の影響を検討する場合にも同様のことが言える。
実験参加者の眼球運動は（無意識的な）反射的注意シフ
トの有無を問題にしている。一方，行動的な反応は反射
的注意シフトそのものではなく，標的刺激の定位におけ
る意識的な反応に他者の視線方向への反射的注意シフト
が（どの程度）影響するかという点を問題にしている。
新生児から 2歳児までを対象とした反射的注意シフ
トの研究では実験参加児自身の視線――眼球運動（サッ
ケード）――を測定指標としている。一方，児童や成人
を対象とした研究では（キーボードの）ボタンを押すと
いった反応（時間）を測定指標としている。

3～5歳児においても実験参加児自身の視線（眼球運
動）を指標とすれば注意シフトが見られるだろう。しか
し，行動的な反応を指標とした場合，この期間に手がか

り刺激の視線方向の影響が生じない状態から生じる状態
への移行が見られるのではないだろうか。
そこで，本研究では，まず，この可能性を検討するた
めに 3～5歳児を対象に手がかりパラダイムを用いて行
動的反応を指標とした実験を行い，データを収集する。
さらに，この期間に視線方向の影響が生じない状態か

ら生じる状態への移行が見られた場合，どのような内的
変化が原因なのかを考える。そうした移行に関して実験
によりデータが得られるかもしれない。しかし，移行の
原因を何らかの内的状態の変化と想定した場合，幼児は
内的状態を自ら言語化することが困難なため，実験デー
タからはその想定の妥当性の判断は難しい。こうした場
合には，対象とする現象に本質的と判断される要素から
成る抽象的なモデルを実際に作って動かす構成論的アプ
ローチが有効である（橋本，2008；金野・橋本，2006，
2008）。構成論的アプローチは「先にコンピュータ・シ
ミュレーションやロボットを作ってみて，そこから人間
を知る」アプローチと言える（石黒，2009）。すなわち，
人間の行動を直接観察することでその行動や発達の仕組
みを理解するのではなく，人間の行動を再現する人工的
なシステム（コンピュータ・シミュレーションやロボッ
ト）を構築し，人間の行動や発達の仕組みを推測すると
いう手順を用いる。人工的なシステムを構築することに
より，構成したモデルと人間の行動の比較，人間の内部
に相当するふるまいの観察が可能になる（金野・橋本，
2006，2008）。そして，この方法は現在の状態が実現し
得る条件やそこに至る過程についての知見を与える（橋
本，2008）。例えば，本研究のように他者の視線方向の
影響が生じない状態から生じる状態への発達的変化に着
目したときには，そうした変化を示すモデルを構築し，
そのモデルについてコンピュータ・シミュレーションを
行う。モデルは人間に比べてごく少ない要素の単純な関
係もしくはメカニズムから構成される。そのモデルがコ
ンピュータ・シミュレーションによって人間の行動と同
じふるまい――本研究では他者の視線方向の影響が生じ
ない状態から生じる状態への変化――を示した場合，モ
デルのふるまいを規定する要素とメカニズムから，人間
の行動（発達的変化）を規定する要素やメカニズムを推
定することができる。
ところで，人間の行動や発達を情報処理装置もしくは
過程として完全に理解するためには，異なる三つの水準
で理解される必要をMarr（1982 /1987）は主張している。
三つの水準とは，計算理論の水準，表現とアルゴリズム
の水準，ハードウェアによる実現の水準である。計算理
論の水準では「計算の目標は何か，なぜそれが適切なの
か，そしてその実行可能な方略の論理は何か」を，表現
とアルゴリズムの水準では「その計算理論がどのように
実現できるか。特に入力を出力に変換するためのアルゴ
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リズムは何か」を，ハードウェアによる実現の水準では
「表現とアルゴリズムがどのように実現されるか」が問
題となる。
計算理論の水準においては，他者の視線方向の影響が
生じない状態から生じる状態への発達的変化の仕組みの
理解は，年齢に伴う反応時間の変化を論理的に記述する
ことで行われる。論理的な記述の方法は様々あるかもし
れないが，反応時間と年齢の関係を関数で記述し，妥当
性とともに示すことが最も簡潔だろう。
実際の人間の発達では，最も単純な場合でも，年齢に
伴いある認知機能が発達もしくは成熟し，その認知機能
による処理能力の増大によりある反応時間が減少すると
いった仕組みが考えられる。したがって，表現とアルゴ
リズムの水準においては，発達的変化の仕組みの理解は，
年齢に伴いどのような認知機能が発達し，その認知機能
による処理能力の変化（増大）により反応時間に変化が
もたらされるのかについて，計算理論の水準において記
述された反応時間と年齢の関数と整合する形で記述する
ことで行われる。
また，ハードウェアによる実現の水準においては，表
現とアルゴリズムの水準で記述された認知機能を内蔵す
るロボットを作成するといったことが考えられる。また，
コンピュータ・シミュレーションにおいては，当然コン
ピュータというハードウェアが「表現とアルゴリズム」
を実現する。また，コンピュータには人間と同様の認知
機能は（多くの場合）内蔵されないので，コンピュータ・
シミュレーションにおける「表現とアルゴリズム」は計
算理論の水準において記述された反応時間と年齢の関数
をもちいたプログラムで記述される。コンピュータ・シ
ミュレーションで人間を対象とした実験によるデータと
同様の現象が見られれば，人間の発達における「表現と
アルゴリズム」はコンピュータ・シミュレーションのそ
れとは異なるが，計算理論の水準での記述は両者に適用
可能だと思われる。
具体的には本研究では，視線方向の影響が生じない状

態から生じる状態への移行に関するモデルを計算理論的
に構成し，それらのふるまいをコンピュータ・シミュレー
ションによって確認する。そして，人間の発達的変化を
理解するためにはどのような表現とアルゴリズムで記述
することが適切か，すなわち，幼児の内的状態の変化に
どのような仮定を置くことが，幼児（3歳 7カ月～5歳
7カ月）を対象とした実験によるデータを整合的に説明
しうるかを検討する。

実　　　験

方　法
実験参加児　S市内の保育園の年少児 19人（3歳 7

カ月～4歳 6カ月；男児 12人，女児 7人），年中児 19

人（4歳 8カ月～5歳 7カ月；男児 12人，女児 7人）を
対象とした。
刺激と装置　刺激提示および反応の収集はすべてパー
ソナルコンピュータ上で，実験用ソフト Super Lab Pro 

4.5（Cedrus）を用いて行った。画面との距離が約 50 cm

になるように，実験参加児の座る位置を調整した。反応
収集には，タッチパネル（Logitec製 LCM-TT171AD/S）
を用いた。
手がかり刺激は小川・鈴木（1999）の線画顔を用いた

（Figure 1参照）。手がかり刺激はタッチパネル付き 15

インチ液晶ディスプレイの中央に，眉の外端点間の距離
が 5.5 cm，眉の上部と下唇の距離が 5 cmのサイズで提
示された。背景は白，線画は黒で描かれた。標的刺激は
直径 7 cmのオレンジ色の円が提示された（Figure 1参
照）。顔と標的刺激それぞれの中心間の距離が 7 cm，画
面から 50 cmの位置で視角にして約 7.4度になる位置に
提示した。
手続き　実験は保育園内の静かな部屋で個別に行われ
た。実験計画は視線一致性×年齢群の 2要因実験であっ
た。視線一致性の要因は実験参加児内要因で，手がかり
刺激の視線方向と標的出現位置が一致する場合を一致条
件，一致しない場合を不一致条件，視線が正面を向いて
いる場合を統制条件とする 3水準から構成された。年齢

Figure 1　視線方向の影響を検討するための手がかりパ
ラダイムによる試行例
これは一致条件での試行である。
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群の要因は実験参加児間要因で，年少児群と年中児群の
2水準で構成された。
本実験の試行の例を，Figure 1に示した。各試行は固
視点として瞳を欠いた顔の提示（1200 ms）で始まり，
続いて瞳（視線方向）の入った顔，標的刺激の順で提示
した。SOAは 300 msであった。標的刺激は実験参加児
が反応するまで提示され，標的刺激出現からの反応時間
が，ミリ秒単位で計測された。試行間間隔は 1200 msで
あった。実験参加児には標的刺激が出現したらできるだ
け速くかつ正確に標的刺激を触ること，それ以外は画面
中央の顔刺激に注目することを教示した。また，手がか
り刺激の視線方向と標的刺激の出現位置には関係がない
ことを教示した。実験は全部で 36試行（＝3〔視線方
向が右・左・正面〕×2〔標的刺激の出現位置が右・左〕
×6回）で構成された。実験は 18試行ずつ 2ブロック
に分け，ブロック間で短い休憩を入れた。試行の順序は
実験参加児間で無作為化した。また，実験に先立ち，5

試行の練習を行った。
結　果
反応時間　誤反応および各実験参加児の正答反応の平
均値から 2SD を超えた試行のデータは反応時間の分析
から除外した。これらの基準により削除されたデータ
は，全体の 5.25％であった。視線一致性の各条件の平
均反応時間を実験参加児ごとに求め，Figure 2に視線一
致性の条件および年齢群別に示した。視線一致性の条件
間および年齢群間での反応時間の違いを検討するため，
3（視線一致性）×2（年齢群）の 2要因分散分析を行っ
た 1）。その結果，視線一致性の主効果（F（2, 72）=3.64，
p <.05），年齢群の主効果（F（1, 36）=10.29，p <.01），

交互作用（F（2, 72）=4.25，p <.05）が見られた。交互
作用が見られたため，プールされた誤差項を用いずに
視線一致性の単純主効果を検定したところ，年中児群
では単純主効果が見られた（F（2, 72）=7.21，p <.01）。
Bonferroniの方法による多重比較により，一致条件と統
制条件のほうが不一致条件よりも反応時間が短かかっ
た。一方，年少児群では単純主効果は見られず（F（2, 

72）=.68，n.s.），条件間で反応時間に違いはなかった。
また，プールされた誤差項を用いずに年齢群の単純主効
果を検定したところ，すべての条件で年中児のほうが
年少児よりも反応時間が短かった（一致条件F（1, 36）
=13.73，p <.01；統制条件 F（1, 36）=11.62，p <.01；
不一致条件 F（1, 36）=4.25，p <.05）。すなわち，年中
児群では視線の影響が見られたのに対し，年少児ではそ
うした影響が見られないことが示された。
正答数　年少児群，年中児群ともに視線一致性の全条
件で正答数の平均値は 11.84以上となった（得点幅は 0

～12）。3（視線一致性）×2（年齢群）の 2要因分散分
析を行ったが，すべての主効果および交互作用は見られ
なかった（すべてF <1）。すなわち，年中児，年少児と
もにすべての条件でほぼ正しく反応できており，天井効
果が見られた。したがって，反応時間の結果は正確さと
のトレードオフではない。
考　察
実験の結果，反応時間において年中児では視線方向の

影響が見られた。しかし，年少児では影響は見られなかっ
た。新生児から 2歳児においても実験参加児自身の視線
（眼球運動）に関して注意シフトが生じることが示され
ている。3～5歳児においても実験参加児自身の視線（眼
球運動）を測定指標とすれば注意シフトが見られるだろ
う。しかし，行動的な反応を測定指標とした場合，この
期間に視線方向の影響が生じない状態から生じる状態へ
移行するということが本実験の結果から示された。
この結果の解釈として，視線方向の影響はある程度の
時間の範囲内でしか生じないというものがありうるかも
しれない。手がかりパラダイムを用いた先行研究では，
手がかり刺激の提示から標的刺激の提示まで間隔がある
と手がかりの影響がなくなることが知られている。年少
児の場合，反応開始までに一定以上の時間がかかってし
まい，視線方向の影響が消去されたと解釈することも
可能かもしれない。しかし，視線の影響の持続時間は
約 1秒程度とされている（Friesen & Kingstone, 2003）。
そして，実際に手を動かすという運動行為の少なく
とも 500 ms前にはそのための脳活動が生じる（Libet, 

2004 /2005）。反応時間が遅い年少児においてすら，平
均反応時間は 1400 ms強である。実際に手を動かし始め
て標的刺激に触れるまでの時間がほぼ 0だとしても，反
応の半分以上は 1秒以内に（脳のレベルでは）始まって1）分析は IBM SPSS Statistics 18（リリース 18.0.0）を使用した。

Figure 2　視線一致性の条件および年齢群別の平均反応
時間と SD

統制 不一致一致



113　幼児期における意識的な視覚的注意反応に対する他者の視線方向の影響

おり視線方向の影響から逃れられないだろう。したがっ
て，本実験の結果にこの解釈を適用することは難しい。
他の解釈として，年少児が中央の手がかり刺激に注意
を向けていない可能性がある。乳児が対象の研究では乳
児が中央の顔を見た瞬間に視線方向が提示された。しか
し，本実験では試行開始時に実験参加児が自発的に中央
の手がかり刺激に注意を向けなければならない。本実験
では手がかり刺激が出現するまでの間，瞳の描かれてい
ない顔が固視点として提示される。実験参加児は標的刺
激が左右いずれかに出現することを知っているので，そ
の間に左右に注意を移動してしまうのかもしれない。た
だし，注意は一点に集中しているわけではなく，若干の
広がりを持つと考えられる。したがって，注意を中央か
ら左右に移動しても，移動距離が小さく，注意の範囲が
広ければ，注意の範囲内に手がかり刺激（視線方向）が
存在することとなる。3歳 7カ月～5歳 7カ月にかけて
注意の移動が小さくなり，注意の範囲が広がっていくた
め，年中児では注意の範囲内に手がかり刺激（視線方向）
が存在する状態となり視線方向の影響が生じるが，年少
児では注意の範囲内に手がかり刺激（視線方向）が存在
しない状態となり視線方向の影響が生じなかったのかも
しれない。
そこで，本研究では構成論的アプローチを用いて，発
達に伴う注意の移動の縮小と注意の範囲の拡大に基づく
計算理論的なモデルを構成する。そのふるまいをコン
ピュータ・シミュレーションによって確認することで，
幼児の内的状態の変化にどのような仮定を置くことが，
年少児（3歳 7カ月～4歳 6カ月）は視線方向の影響を
受けないが年中児（4歳 7カ月～5歳 7カ月）は受ける
という現実を説明しうるかを検討する。

計算理論的モデルの検討

実験と同様に，エージェントの前の画面中央に右もし
くは左側を示す手がかり刺激が提示される。その後，手
がかり刺激の右もしくは左側に標的刺激が出現する。そ
の標的刺激の位置を検出するまでに反応時間が生じると
いう状況を想定する。
視線方向を含まない場合（統制条件）の反応時間
統制条件においては視線方向の影響は含まれず，標的
刺激への定位反応に要する時間のみが示されている。実
験によるデータ（Figure 2）は年少児のほうが年中児よ
りも反応が遅いことを示していることから，年齢ととも
に定位反応に要する時間が減少すると想定できるだろ
う。そこで，モデルにおいては統制条件の反応時間を年
齢（月齢）とともに漸減するような回帰式によって求め
る。実験によるデータについて月齢（M）を独立変数，
反応時間（RTBase）を従属変数とした回帰分析を行っ
たところ，二次曲線（式（1））が最も良く当てはまった
（Table 1）。
　RTBase=.834×M2－110.423×M＋4808 （1）　
ただし，この回帰式による反応時間（RTBase）は注

意が常に中央にある場合を想定している。実験では各実
験参加児が条件ごとに 12試行を行い，試行ごとに反応
時間が異なっていた。試行ごとの反応時間の違いは中央
から左右への注意の移動量を反映したものと想定する。
言い換えると，仮に注意が中央から左に 100 ms分移動
していたときに左側に標的刺激が出現すれば，注意が中
央にある場合の反応時間よりも 100 ms短い反応時間が
得られる。なお，注意の移動量は中央にある場合を 0と
すると，正規分布 N（0，σ2）から発生するものと想定

Table 1　統制条件の反応時間に対する年齢（月齢）の回帰式の当てはまり

方程式 定数（b0） b1 b2 b3
R 2

（決定係数）
分散分析結果

線型（1次） Y=b0+b1×M 　2318.352 –18.340 0.326 F（1, 34）=16.420**

対数 Y=b0+b1× logeM 　5355.831 –1012.393 0.333 F（1, 34）=16.980**

逆 Y=b0+b1 /M 　　288.266 54988.556 0.339 F（1, 34）=17.406**

2次 Y=b0+b1×M+b2×M2 　4808.004 –110.423 0.834 0.346 F（2, 33）=  8.741**

3次 Y=b0+b1×M+b2×M2 +b3×M3 　3989.815 –64.947 0 0.005 0.346 F（2, 33）=  8.746**

複合 Y=b0×b1M 　2723.620 0.986 0.322 F（1, 34）=16.115**

べき Y=b0×Mb1 26251.488 –0.755 0.330 F（1, 34）=16.744**

S曲線 Y=e（b0+b1 /M） 　　6.396 41.066 0.337 F（1, 34）=17.253**

成長 Y=e（b0+b1×M） 　　7.910 –0.014 0.322 F（1, 34）=16.115**

指数 Y=b0×eb1×M 　2723.620 –0.014 0.322 F（1, 34）=16.115**

ロジスティック Y=1/（1 /u+b0×b1M）
u は従属変数の最大値より大きい正の数 　　0.000 1.014 0.322 F（1, 34）=16.115**

**は 1％水準で有意であることを示す。
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した。注意の移動量の分布の標準偏差 σ は実験による
データの統制条件における各実験参加児の 12試行の反
応時間の標準偏差を用いる。また，統制条件の 12試行
の反応時間の標準偏差は年齢とともに小さくなる傾向が
見られた。これは年齢とともに中央から左右への注意の
移動量が減少し，次第に中央に注意を固定し続けられる
ようになることを示していると思われる。そこで，モデ
ルにおいては試行ごとの注意の移動量の標準偏差を年齢
（月齢）による回帰式によって求める。実験によるデー
タについて月齢（M）を独立変数，12試行の反応時間
の標準偏差（RTsd）を従属変数とした回帰分析を行っ
たところ，S曲線（式（2））が最も良く当てはまった（Table 

2）。
　RTsd=e （3.276+113.703 /M） （2）　
したがって，注意の移動量（Amove）は式（3）によっ
て試行ごとにランダムに更新される。そして，モデルにお
いては統制条件の反応時間は式（4）によって決定される。
　Amove=RTsd×θ （3）　
　　なお，θ は標準正規分布に従う乱数（標準正規乱
　数）である。
　RTNeu=RTBase＋Amove （4）　

視線方向を含む場合（一致条件および不一致条件）の反
応時間
手がかり刺激が視線を含む場合（一致条件と不一致条
件）でも，統制条件と同様に左右への注意の移動がある
と考える。ただし，注意はピンポイントではなく，幅を
持つと考える。しかもその幅は年少児では小さく，年中
児では大きいと想定する。そのため，中央の手がかり刺

激が年中児では注意の範囲内にあるが，年少児では範囲
内にないことが多いと想定する（Figure 3）。
ところで，注意の範囲およびその拡大は潜在的な変数
であり，実験データから直接推測や当てはめができない。
そこで，モデルにおいては注意の範囲が一次線型的に漸
増するのではなく，4歳半ころに急激に拡大するものと
して恣意的に設定した。具体的には，月齢 55カ月で注
意の範囲が注意の移動量の約半分（142 ms）2）になる点
を変曲点とするシグモイド曲線（Figure 4）に従うもの
として設定した。したがって，モデルにおいては注意の
範囲（Arange）は式（5）に従い，月齢（M）によって
決定される。
　Arange=284×0.5a，a=e－0.5×（M－55） （5）　
注意の移動量が大きく注意の範囲内に中央の手がかり

刺激が含まれない場合，視線方向の影響は受けない。し
たがって，一致条件においても不一致条件においても，
視線方向の影響を含まない場合（統制条件）の反応時間
と同じ反応時間になる。一方，注意の範囲内に中央の手
がかり刺激が含まれる場合，視線方向の影響を受ける。
したがって，一致条件においては統制条件の反応時間よ
り 53 ms短い反応時間となり，不一致条件においては
86 ms長い反応時間になると想定した。なお，視線方向
の影響による反応時間の変化量は視線方向の影響が見ら
れた年中児の実験データ（Figure 2）から算出した。モ
デルにおいて一致条件での反応時間（RTCon）は次式（6）
で試行ごとに更新される。

2）これは約半分の試行で中央の手がかり刺激が注意の範囲内に入る
状態である。

Table 2　反応時間の分散（標準偏差）に対する年齢（月齢）の回帰式の当てはまり

方程式 定数（b0） b1 b2 b3
R  2  

（決定係数）
分散分析結果

線型 （1次） Y=b0+b1×M 883.909 –10.091 0.065 F（1, 34）=2.368 n.s.

対数 Y=b0+b1× logeM 2544.016 –554.235 0.066 F（1, 34）=2.400 n.s.

逆 Y=b0+b1 /M –227.867 29977.041 0.066 F（1, 34）=2.421 n.s.

2 次 Y=b0+b1×M+b2×M2 1681.481 –39.590 0.267 0.067 F（2, 33）=1.176 n.s.

3 次 Y=b0+b1×M+b2×M2 +b3×M3 1426.652 –25.225 0 0.002 0.067 F（2, 33）=1.177 n.s.

複合 Y=b0×b1M 1769.414 0.963 0.118 F（1, 34）=4.538 n.s.

べき Y=b0×Mb1 950843.006 –2.096 0.120 F（1, 34）=4.644 *

S曲線 Y=e（b0+b1 /M） 3.276 113.703 0.122 F（1, 34）=4.718 *

成長 Y=e（b0+b1×M） 7.478 –0.038 0.118 F（1, 34）=4.538 *

指数 Y=b0×eb1×M 1769.414 –0.038 0.118 F（1, 34）=4.538 *

ロジスティック Y=1/（1 /u+b0×b1M）
uは従属変数の最大値より大きい正の数 0.001 1.039 0.118 F（1, 34）=4.538 *

*は 5％水準で有意であることを示す。
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RTCon＝

RTBase＋Amove if Amove2－Arange2>0

（注意の範囲内に手がかり
刺激が含まれない場合）
 （6）　

RTBase＋Amove－53 otherwise（注意の範囲
内に手がかり刺激が含
まれる場合）

また，不一致条件での反応時間（RTIncon）は次式（7）
で試行ごとに更新される。

RTIncon＝

RTBase＋Amove if Amove2－Arange2>0

（注意の範囲内に手がかり
刺激が含まれない場合）
 （7）　

RTBase＋Amove＋86 otherwise（注意の範囲
内に手がかり刺激が含
まれる場合）

結果と考察
統制条件，一致条件，不一致条件それぞれについて，

1人分の試行回数は実験と同様に 12回で，月齢 43カ
月から 67カ月まで月齢ごとにそれぞれ 500人分（計
12500人分）の反応時間を発生させた。その結果を月齢
ごとの各条件の反応時間について Figure 5に示した（な
お，標準偏差については月齢が同じならば，3つの条件
間でほとんど違いがなかったため，わかりやすいように
統制条件に関してのみ示した）。
また，3歳 7カ月～4歳 6カ月を年少児群，4歳 7カ

月～5歳 7カ月を年中児群とした場合の視線一致性の条

件および年齢群別の平均反応時間を Figure 6に示した。
Figure 5からは月齢 53もしくは 54カ月ころから視線

方向の影響が現れる様子が確認された。また，Figure 6

からは，実験データと同様に年中児群では視線方向の影
響が見られたのに対し，年少児ではそうした影響が見ら
れないことが確認された。
ところで，このモデルでは，注意の範囲の拡大をシ

グモイド関数（式（5）　Arange=284×0.5a　ただし，
a=e－0.5×（M－55））で恣意的に設定した。というのは，注
意の範囲およびその拡大は潜在的な変数であり，実験
データから直接推測や当てはめができないためである。
ただし，シグモイド曲線を描く注意の範囲の拡大をも
う少し傾斜の緩やかなものにした（例えば，「式（5’）  
Arange=284×0.5a　ただし，a=e－0.6×（M－55）」で示され
る曲線。式（5）と式（5’）は定数 eのべき乗の値の一
部が異なるのみである）だけで，年少児群においても条
件間の反応時間に違いが現れ始める。むろん，注意の範

Figure 3　視線方向の影響を含む場合（不一致条件）の注意の移動量と注
意の範囲の概念図
黒い星印は年少児の，白い星印は年中児の注意の移動位置を示す。上
側の正規分布曲線は年中児の，下側の（下向きの）正規分布曲線は年
少児の注意の移動量の分布を示す。また，実線の楕円は年中児の，点
線の楕円は年少児の注意の範囲を示す。この図では，中央の顔刺激が
年中児では注意の範囲内にあるが，年少児では範囲内にないことが示
されている。

Figure 4　式（5）のシグモイド曲線 

月齢

（ms）
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囲の拡大を一次線型式（例えば，Arange=11.83×M＋
508.65）に従う直線的な漸増として設定した場合も年中
児群だけではなく，年少児群においても視線方向の影響
が現れてしまう。したがって，注意の範囲の拡大の設定
に関しては，少なくとも今回のモデルにおいて設定した
シグモイド関数以上の傾斜を持つことが必要だと思われ
る。なぜ，4歳半ころにこうした急激な変化が生じるの
かはわからない。しかし，少なくとも，表現とアルゴリ
ズムの水準において，何らかの機能が 4歳半ころに急激
に稼働し始めることにより，標的刺激の定位という意識
的な反応に対して，他者の視線が示す方向への自動的（無

意識的）な注意シフトが影響し始めると想定することが
実際の人間の発達を理解するためには有効であると思わ
れる。
なお，このモデルのシミュレーションによるデータと
実験データの間には一点異なるところがある。それは実
験データでは年少児群，年中児群ともに一致条件および
不一致条件で統制条件よりも平均反応時間の分散（標準
偏差）が大きい（Figure 2）のに対し，シミュレーショ
ンのデータではすべての条件で分散（標準偏差）が同程
度（Figure 6）である点である。シミュレーションにお
いては注意の移動以外には分散（標準偏差）を発生させ
る要素を含めなかった。しかし，実験データでは視線方
向の影響が見られない年少児においても視線方向を含む
手がかり刺激が示された場合（一致条件および不一致条
件）に分散（標準偏差）が増加していることから，視線
方向は反応の促進や遅延とは異なる影響を与えている可
能性がある。それがどんな影響かといった点を含め，さ
らに検討する必要があろう。

総　合　考　察

3～5歳児を対象に手がかりパラダイムを用いて行動
的反応を指標とした実験を行った結果，年少児では手が
かり刺激の視線方向の影響が見られず，年中児では見ら
れた。乳児が注意シフトを示していることから，視線方
向へ注意をシフトするようになるのが 4歳半以降と考え
るのは妥当ではあるまい。したがって，本研究における
実験データは，標的刺激の定位における意識的な反応に
他者の視線方向への反射的注意シフトが影響するかとい

Figure 6　シミュレーションにより生成した視線一致性
の条件および年齢群別の平均反応時間と SD

Figure 5　シミュレーションによって生成した視線一致
性の条件ごとの年齢（月齢）に伴う平均反応
時間の変化

統制

一致
不一致
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うという点から解釈されるべきであろう。そうであるな
らば，実験データは 3歳児においても視線方向への注意
シフトは生じているが，標的刺激の定位という意識的な
反応に対して，他者の視線が示す方向への自動的（無意
識的）な注意シフトが 3～5歳の間に影響しない状態か
ら影響する状態へ移行することを示していると解釈でき
よう。
さらに，そうした移行の原因となる幼児の内的状態の
変化を，注意の移動の縮小と注意の範囲の拡大の発達的
な変化と想定したモデルを構成した。このモデルについ
てコンピュータ・シミュレーションを実行したところ，
実験データと同様に年中児では視線方向の影響が見られ
たのに対し，年少児ではそうした影響が見られないこと
が確認された。本研究で構成したモデルでは，注意の移
動（量）が年齢とともに漸減するのに対して，注意の範
囲は 4歳半ころに急激に拡大すると想定している。た
だし，反応時間のばらつきを「注意の移動」とするこ
と，4歳半ころの急激な変化の原因を「注意の範囲の拡
大」とすることには異なる解釈や想定も可能であり，注
意の発達研究が乳児期，成人期，高齢期に偏っている現
状（坂田・湯川，2007）では，幼児期を対象とした研
究が待たれる。しかし，何らかの機能が 4歳半ころに急
激に稼働し始めることにより，標的刺激への意識的な反
応に対して，他者の視線が示す方向への自動的（無意識
的）な注意シフトが影響し始めると想定することは有効
であろう。4歳半ころに急激に稼働し始める機能が何な
のかについては今後の研究を待たなければならない。し
かし，この時期の変化に関しては，注意や抑制の領域に
関するものでは，ルリアがルリア・テクニック 3）を用
いて子どもは不適切な刺激に対する行動の抑制が 4歳
半ころからできるようになることを示している（Luria, 

1979 /1982）。また，より全般的な認知発達に関しては，
ピアジェが前操作期の下位過程として 4歳ころを境とし
て前概念的思考段階と直観的思考段階に分けた（例えば，
Piaget & Inhelder, 1966 /1969）他，多くの発達理論が 4

～5歳ころに質的な変化が生じることを主張している。
こうした点からも年齢とともに緩やかに成熟するのでは
なく，4歳半ころに急激に稼働し始める何らかの機能の
存在が推測される。
ところで，本研究で構成したモデルでの「注意の移動」

は，手がかり刺激が出現するまでに左右に注意を移動し
てしまうことを想定している。これは実験参加児が，標
的刺激が左右いずれかに出現すること，そして，中央に
は出現しないことを知っているために生じるのかもしれ
ない。すなわち，年齢が幼い子どもほど，標的刺激が出
現する可能性のある画面の右か左に注意を偏在させるこ
とで，より速く反応するという「賭け」にでるのかもし
れない（もちろんこの賭けは無意味である。標的刺激は
左右同率でランダムに出現するので）。そして，次第に，
注意を左右に偏在させるより，中央付近に漂わせるとい
う（より適切な）戦略に変わっていくのかもしれない。
そうであるならば，標的刺激が画面の左右だけでなく，
中央にも出現する課題を実施すれば，注意を左右に偏在
させる「賭け」は意味を失うだろう。その結果，年齢が
幼い子どもでも中央付近に注意を払う可能性が高まり，
反応時間のばらつきの年齢に伴う違いを抑えられるかも
しれない。そうすれば，注意の移動（量）が年齢にかか
わらず一定になり，4歳半ころに急激に稼働し始める機
能をさらに明確にできるかもしれない。
本研究では，手がかりパラダイムを用いた反射的注意
のシフトに関して，無意識的な反応（眼球運動）と意識
的な反応（行動）を異なるものと仮定して検討した。今
後，両者の関係についてデータを蓄積し，さらに検討す
ることが必要だろう。また，すでに触れたように「注意
の移動」や「注意の範囲」といった内的な処理やその変
化はあくまで仮定されたものにすぎない。注意に関する
研究領域で膨大に蓄積されている知見やモデル（例え
ば，坂田・湯川，2007を参照）による批判が必要だろう。
さらに，課題の工夫や脳活動を直接計測するといった実
験によって，これらの概念（仮定）について検討してい
くことも求められる。一方，計算理論のレベルでは（そ
の名称や概念が正しいかはさておき）これらの仮定は有
効であると思われる。しかし，本研究で構成したモデル
で扱われているのは反応時間（の違い）にすぎない。今
後，構成論的アプローチの面からも，視線を含めた視覚
的刺激の入力と反応による出力の表現および入力を出力
に変換するのに用いられるアルゴリズムの記述（Marr, 

1982 /1987）やそうしたアルゴリズムをハードウェア
として実現する（例えば，認知発達ロボティックス；
Asada, MacDorman, Ishiguro, & Kuniyoshi, 2001）といっ
た発展がありうるだろう 4）。
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本研究の目的は，「自分とは異なる他者の考えを聞き，双方の考えを比較・検討することで自分の考え
を捉え直す（自己省察する）という一連の過程を繰り返し体験していく中で，異なる考えの有効性や新
たな解決方略を発見し，最終的には，単独で有効方略を実行できるようになる」という，奈田・丸野（2009）
が構築した知の内面化過程モデルから示される知識構成の展開の様相の妥当性を確かめることであった。
そのため，小学校 3年生を対象に，協同活動セッション前後に加え，4ヶ月後にもテスト課題を与えると
ともに，テスト課題を解く際に，協同活動セッションで得た知識内容によって解きやすさが異なるよう
な場面がでてくるように設定し，知識改善の結果が，単なる既有知識の精緻化ではなく，新たな知の構
成によるものであるのか否かを検討した。また，協同活動セッションでは，“他者の異なる考えを聞く”
と“自己省察を行う”といった 2側面の有無の組み合わせから成る 4条件を設けた。その結果，他者か
ら提示される異なる考えを踏まえ，それに自己省察を加えるという 2条件の組み合わせを行った条件に
おいてのみ，新たな知を構成しておかなければ解きにくい場面であっても，遅延テスト課題まで知識改
善の程度が維持されており，奈田・丸野（2009）に基づく知識構成過程の妥当性が示された。
【キー・ワード】　内面化過程，知識獲得，自己省察，協同問題解決，遅延

問　　　題

社会構成主義の考えによれば，認知機能の発達は，他
者とのやりとりを通じ，自分とは異なる考えから生じる
葛藤を解消するために，やりとりしている個人が，そ
のやりとりに積極的に関わり，自己省察していく中で，
それらの考えを整合性のあるものに統合し，自己のも
のとして内面化していく過程とされている（Tomasello, 

Kruger, & Ratner, 1993）。例えば，自己省察的な活動に
含まれる知的方略を内面化できていた実験参加者が最も
知識改善を示していたり（奈田・丸野，2007），やりと
りの中で自己省察が促されることによって成績が高まっ
ている（Renninger, Ray, Luft, & Newton, 2005）。
こういった先行知見を踏まえ，奈田・丸野（2009）は，

「自分とは異なる他者の考えを聞き，双方の考えを比較・
検討することで自分の考えを捉え直す（自己省察する）
という一連の過程を繰り返し体験していく中で，異なる
考えの有効性や新たな解決方略を発見し，最終的には，
単独で有効方略を実行できるようになる」という知の内
面化過程を想定したモデルを構築し，実証化を試みてい
る。その結果，他者とのやりとりの中で，自分の考えと
は異なる考えが示され，その考えと自分の考えとの比較・
吟味といった自己省察が積極的に求められた（異なる考
えの提示・自己省察条件）実験参加者が，最も速やかに
課題解決に必要な諸要素に気づき，結果的に，やりとり

直前から直後へとパフォーマンスの改善を示したことか
ら，奈田・丸野（2009）は，想定したモデルの妥当性が
示されたと主張している。
しかしながら，やりとり直後にパフォーマンスの改善
が示されたからといって，それが，やりとりに含まれる
知識を内面化したことによると主張するには問題が残
る。なぜならば，大学生のペアに進化論について議論さ
せた直後では，進化論についての理解に改善がみられた
ものの，1週間後には，やりとり前の知識状態まで戻っ
ていた（Asterhan & Schwarz, 2007）ように，やりとり
直後に知識状態をテストした場合，やりとりの中で他者
から示されたより良い考えを理解し，一時的に記憶して
おきさえすれば，パフォーマンスの改善を示すことも可
能なためである。また，やりとりに含まれる知識を内面
化していく過程とは，他者とやりとりを行う中で，新た
に発見したり，気づいた知識やものの見方，考え方を現
在の自己の知識構造の中へ取り入れながら，自己の知識
構造を再構成していく過程であり，やりとりする相手の
知識を無批判に受け入れていくような模倣の過程ではな
いと言われている（Tomasello et al., 1993; Stone, 1993）。
つまり，知の内面化過程の様相を真の意味で明らかにす
るためには，やりとり直後におけるパフォーマンスの改
善を示すだけでは不十分であり，そのパフォーマンスの
改善が，一定の時間経過後においてさえも維持されてい
ることを実証していくことが必要となる。そのことに
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よって，はじめて，パフォーマンスが改善したという結
果が，単なる知識の模倣ではなく，知識構造の再構成化
によるものであると明確に言えるようになる。そこで，
本研究では，奈田・丸野（2009）と同様の手続きに加え，
時間をあけて再び直後テストと同じ課題（遅延テスト課
題）を実験参加者に与えることで，直後で示されたパ
フォーマンスの改善が遅延テスト時まで維持されている
か否かを検討していく。もし，パフォーマンスの改善の
結果が，直前のやりとりで示されていた他者の知識を一
時的に記憶していたことによるものにすぎないならば，
その相手の知識を使えなくなっている遅延テスト時にお
けるパフォーマンスは，Asterhan & Schwarz（2007）と
同様に，やりとり直前の状態まで戻っていると考えられ
る。しかしながら，パフォーマンスの改善の結果が，他
者の知識や考え方を取り込み，自己の知識構造を再構成
したことによるものであったならば，その知識は自己内
に定着していることになる（Linn, 1995）ため，その改
善の程度は，遅延テスト時まで維持されているであろう。
さらに，もう一歩踏み込んで考えるならば，遅延テス
ト時までパフォーマンスの改善が維持されていたとして
も，それが，知の内面化過程についての理論的想定（奈
田・丸野，2009; Tomasello et al., 1993; Stone, 1993）に
おいて考えられているように，他者とのやりとりを通し
て，他者の視点をも同時に考慮した新たな知が構成され
たためとは簡単に主張できない。なぜならば，既に持っ
ていると考えられる素朴概念を示されただけで，実験参
加者は，既有知識の曖昧な点を明確にでき，より洗練さ
れた科学的概念の獲得を行えていた（進藤，1995）よう
に，他者の視点をも同時に考慮した新たな知を再構成せ
ずとも，既有知識を精緻化できさえすれば，遅延テスト
時まで，パフォーマンスの改善をある程度維持できると
考えられるためである。つまり，パフォーマンスの改善，
及び，その維持が，他者の視点をも同時に考慮した新た
な知が構成されたためと明確に主張するには，既有知識
の精緻化といった知識の再構成化だけではパフォーマン
スの改善が得られないような場面においても，パフォー
マンスの改善を示し，その改善の程度を維持しているこ
とを確認していかなければならない。そこで，本研究で
は，奈田・丸野（2009）を踏まえ，実験参加者単独で行
う課題（直前，直後，遅延テスト課題）において，実験
者とやりとりしながら課題を行っていく間に，①他者の
考えを取り入れ，新たな知を再構成しておかなければ課
題を適切に解けない場面，②既有知識を精緻化しておき
さえすれば課題を解ける場面，という 2つの場面がでて
くるように設定し，遅延テスト時までパフォーマンスの
改善が維持されていた場合に，それが如何なる知識構成
によるものなのかについて詳細に検討していく。本研究
は，遅延テストに加え，適切に解くためには新たな知を

再構成しておかなければ困難な場面をテスト課題場面に
設け，奈田・丸野（2009）が主張していたように，自他
の考えの比較・吟味といった自己省察によって，他者の
視点をも同時に考慮した新たな知が再構成されるのか否
かを明らかにしていくことで，従来，理論的想定に留まっ
ていた（Tudge & Winterhoff, 1993）知の内面化過程を検
証していくのである。
本研究における予測を述べると次のようになる。奈田・
丸野（2009）の主張通り，自他の考えの比較・吟味といっ
た自己省察がやりとりに含まれる知識を内面化していく
ために必要不可欠であるならば，そういったやりとりを
行う“異なる考えの提示・自己省察条件”においてのみ，
如何なるテスト課題場面においても，遅延テスト時まで，
直後テストで示したパフォーマンスの改善が維持されて
いると考えられる。言い換えれば，他の条件のようなや
りとりの仕方では，新たな知が再構成される可能性は低
いと考えられる。そのため，“新たな知を再構成してお
かなければ課題を適切に解けない場面”では，直前のや
りとりの内容の一時的な記憶によって，やりとり直後に
はパフォーマンスの改善を示せたとしても，それは遅延
テスト時まで維持されないであろうということである。
その一方で，自分の考えに対して自己省察が促されるこ
とで既有知識が精緻化されたり（Bargh & Schul, 1980），
他者からの異なる考えを受け入れられれば知識獲得が進
む（Pine & Messer, 1998）というように，自己省察が促
されたり（自己省察条件），他者から自分とは異なる考
えが示されるだけ（異なる考えの提示条件）であって
も，知識構造はある程度再構成されると考えられる。そ
のため，“既有知識を精緻化しておきさえすれば課題を
解ける場面”では，いずれの条件（他者から異なる考え
も示されず，自己省察も促されない統制条件を除く 3条
件）でも，直後テストで示したパフォーマンスの改善を，
ある程度は遅延テスト時まで維持できていると予想され
る。

方　　法

1．実験参加者　
本研究における実験参加者は，奈田・丸野（2009）に

参加した，小学校 3年生，男児 29名，女児 47名の計
76名から，各自の都合によって，新たに行った遅延テ
ストには参加できなかった者（男児 11名，女児 20名の
計 31名）を除いた，男児 18名，女児 27名の計 45名で
ある。そのため，本研究で分析の対象となる各条件の実
験参加者数は以下の通りとなる。統制条件が 13名（男
児 5名，女児 8名，平均年齢 8歳 11ヶ月），自己省察
条件が 12名（男児 5名，女児 7名，平均年齢 8歳 9ヶ
月），他者の考えの提示条件が 11名（男児 4名，女児 7名，
平均年齢 8歳 11ヶ月），他者の考えの提示・自己省察条
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件が 9名（男児 4名，女児 5名，平均年齢 8歳 10ヶ月）。
遅延テストを実施する時期は，本研究に協力してくれ
た学校や実験参加者の都合によって異なった。各条件に
おける平均遅延日数は，統制条件が 121.6日後（範囲：
103日後～137日後），自己省察条件が 119.9日後（範囲：
98日後～126日後），他者の考えの提示条件が 118.6日
後（範囲：95日後～132日後），他者の考えの提示・自
己省察条件が 122.6日後（範囲：100日後～139日後）
であった。また，遅延テストまでの間に各実験参加者の
能力に隔たりがでることがないよう，遅延テストまでの
期間は，実験課題や実験課題に似た課題を実験参加者に
与えないようにした。
なお，実験者は，実験が始まる前に 3分程実験参加者
と会話することで，実験参加者の緊張をほぐすように努
めた。これは，実験者とやりとりする際に，実験参加者が，
実験者と一緒になって自分の考えを捉え直していけるよ
うな姿勢を持ちやすくなるようにするためである。同様
に，協同活動セッション前には，“実験者も課題のやり
方を良く知らないので間違うこともあるかもしれないか
ら”と実験参加者に言うことで，実験者が実験参加者と
一緒に課題のやり方を学んでいくかのような雰囲気をつ
くった。
2．実験課題
実験課題は，奈田・丸野（2009）と同様，買い物課題

を用いた。買い物課題は，①様々な店が書かれた架空の
町の地図（A4用紙 /Figure 1），②品物とそれが売って
いる店の名が書かれた札（1.9 cm×10.4 cm），③お金の

代わりとして数字が書かれた札（1.3 cm×2.8 cm）から
なる。渡される品物の札の数は，直前・直後・遅延テス
トでは 6つ，協同活動セッションでは 7つであったため，
直前・直後・遅延テストでは 6店，協同活動セッション
では 7店を廻れば全ての品物を買えた。買いに行く必要
のある店の内，直前・直後・遅延テストの 4店，協同活
動セッションの 3店は，地図上に 2ヶ所あった。直前・
直後・遅延テストでは同じ地図が用いられたが，渡され
る品物の札の組は 2組あり，実験参加者によって，同
じテストであっても，どの品物を買いにいく必要がある
のかは異なっていた。どの組がどういった順序で提示さ
れるのかは，実験参加者間でカウンターバランスをとっ
た。また，地図の道にはマスが書かれており，マスを数
えることで，今いる店から次の店までの距離がどれだけ
あるのかなどを把握できるようになっていた。なお，こ
の課題では，①今いる場所から次の店までの距離，②次
の店から他の残りの店までの行きやすさ，③同じ品物を
売っている店は他にあるのか否か，④買おうとしている
品物の値段はいくらで，あといくら使えるのかの 4つの
要素を適切に考慮することで，課題を最適に解けるよう
になっていた。
3．手続き1）

実験は，以下に示すように，奈田・丸野（2009）と同
様の手続き（直前テスト，協同活動セッション，直後テ
ストの流れ）に遅延テストを加えて行った。

3–1．直前テスト　直前テストの目的は，実験者と一
緒に課題を行う前から実験参加者が持っている課題解決

Figure 1　買い物課題で使用された地図の例と最短ルート（グレーのルートが最短ルート）
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方略を確認することである。
実際に課題を行う前に，まず，実験参加者に，これか
ら行う課題の目的について，以下の 3点を教示した。①
渡された札のそれぞれに書かれた品物を全て買ってス
タートした場所である学校に戻ってこられるルートを考
え，そのルートにそって線を引く，②できるだけ廻り道
しないルートを考える，③渡されたお金（直前・直後・
遅延では，100円，300円，500円をそれぞれ 2枚 /協
同活動セッションでは，100円，300円は 2枚で 500円
は 3枚）を全て使う。その際，もし 500円で 300円の品
物を買ったとしてもお釣りはでないため，後にお金が足
りなくなる場合がでないように注意する。次に，地図の
廻り方に関して，以下の 3点を教示した。①廻り道しな
いルートで廻るためには，通るマスをできるだけ少なく
すればよい，②同じ道を何回通っても良いが，今進んだ
道を後戻りすることだけはできない，③品物を買える店
が 2ヶ所ある場合は，廻り道しないで良かったり，お金
を使い切れると思う方に行くようにする。最後に，明確
に理由は示さなかったが，最適なルートを考える際の手
助けとして使えるように，①地図に何か書き入れても良
い，②品物やお金の札は好きに動かして良い，という 2

点を教示した。これら全ての教示内容を実験参加者が理
解したか否かを確認した後，実験参加者に実際に課題を
行わせた。
実験参加者が課題を終えた後，実験参加者がどのよう
に課題解決を試みたのかを確認するため，品物を買える
店が 2ヶ所ある店 4店のそれぞれにおいて，実験参加者
が選んだ方の店を指しながら，なぜその店を選んだのか，
その理由について尋ねた。

3–2．協同活動セッション　協同活動セッションの目
的は，実験者と実験参加者間で行われる廻り道しないで
良いルートを決めていくためのやりとりの仕方の違いに
よって，実験参加者の課題解決に必要な方略の獲得の程
度がいかに異なるのかを確認し，知の内面化が促される
のはどのようなやりとりであるのかを見出すことであ
る。
協同活動セッションは，分類段階，選択段階，確認段
階といった 3つのステップを経ながら行われた。以下に
各段階における活動内容を詳細に記す。

1）分類段階　この段階では，行く可能性のある店に
印をつけ，行かない店との識別を容易にすることで，廻
り道しないでよく，また，お金を使い切れるルートを考
えやすくなることに気づかせることが目的となる。
そのため，実際にルートを考えていく前に，行く可能

性のある店に印をつけようとしない実験参加者に対して
は，“お店が沢山あるから，地図を見ただけじゃ，（店を
指しながら）このお店に行けば良いのか，このお店に行
けば良いのか，どのお店に行けば良いのか分かんなく
なっちゃって，廻り道してしまうかもしれないよね。（頷
いたりしたのを確認した後）それじゃ，どうしたら，地
図を見ただけで，このお店には行かなくちゃいけないん
だって分かるようになると思う”といったように，最適
なルートを考えるためには店に印をつけることが重要で
あることに気づかせる内容を含んだヒントを与えた。ヒ
ントを与えても印をつけようとしなかった場合には，さ
らにヒントを与え，それでもつけなかった場合にのみ，
実験者が直接印をつけるように教示した。また，行く可
能性のある店全てに印がつけられたとしても，品物を買
える店が 1ヶ所しかない店と 2ヶ所ある店の両方とも
に同じ印をつけていたならば，“全部印ついたね。でも，
このままじゃ，（印がついた店を指しながら）このお店
は 1ヶ所しかないお店なのか，2ヶ所あるお店なのか，
どっちなのか分かりにくいから，このお店は 2ヶ所あっ
て，後で行けるかもしれないから，まずは，こっちのお
店に行っておこうとか考えにくいよね。（頷いたりした
のを確認した後）それじゃ，どうしたら，地図を見ただ
けで，（店を指しながら）このお店は 1ヶ所しかないけ
ど，このお店は 2ヶ所あるって，分かりやすくなると思
う”といったように，印を変えることも最適なルートを
考えるためには重要であることに気づかせる内容を含ん
だヒントを与えた。ヒントを与えても印を変えようとし
なかった場合には，さらにヒントを与え，それでも変え
なかった場合にのみ，実験者が直接印を変えるように教
示した。
上記の手続きにより，各店にそれぞれ印が振り分けら
れた後，印をつけることで，印のついてない店には行く
必要がないことや，1ヶ所しかない店の印の店の場合に
は，必ずその店に行かなければならないが，2ヶ所ある
店の印の場合には，必ずしも先に見つけた店に行く必要
がないことを把握しやすくなるため，廻り道しないでよ
いルートを考えやすくなることを実験参加者と確認し
た。

2）ルート選択段階　この段階は，「他者から示された
異なる考えを基にした自己省察」を適切に行っていくこ
とが，廻り道しないで良く，また，お金を使い切れるルー
トを考えていけるようになるために重要であることに気
づかせていくことが目的となる。

2）–1　統制条件　廻り道せず，かつ，お金を使い切れ
るように廻れるルートを実験参加者に考えさせ，今いる
場所から次の店までのルートを指でなぞらせた後，なぜ
そのルートにしたのかについての理由を尋ねた。もし，
そのルートが適切であった場合には，そのまま地図上に

1）本研究は，実験参加者に遅延テスト課題を与えた以外は，奈田・
丸野（2009）と同様の手続きをとっているため，“手続き”に関
しては，多少表現を改めたものの，基本的に，奈田・丸野（2009）
の“手続き”の内容を踏襲している。
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書き込ませたが，不適切であった場合には，実験者が，
理由も言わずに適切なルートを示し，実験参加者にその
ルートを書き込ませた。

2）–2　自己省察条件　実験参加者に自分が考えたルー
トについての理由を言わせるまでは，統制条件と同じで
ある。しかしながら，この条件では，その後，課題を適
切に解くために必要な 4つの要素を順に示しながら，そ
れぞれの要素について，今考えたルートが最も適切であ
るのか否かを実験参加者に再度考えさせた。その結果，
実験参加者が，新たなルートに変更した場合には，変更
したルートに対しても，同様に，4つの要素の側面から
再考させた。最終的に選ばれたルートが適切であった場
合には，そのまま地図上に書き込ませたが，不適切で
あった場合には，実験者が，理由も言わずに適切なルー
トを示し，実験参加者にそのルートを書き込ませた。

2）–3　異なる考えの提示条件　実験参加者に自分が考
えたルートについての理由を言わせるまでは，統制条件
と同じである。しかしながら，この条件では，その後，
実験参加者に自分の考えを振り返らせ，自己省察させる
機会を与えるため，実験者が，実験参加者が示したルー
トとは異なるルートを理由を言いながら示した。詳細に
言えば，実験参加者が廻り道となってしまう不適切な
ルートを示していた場合には，実験者は廻り道しなくて
すむ適切なルートを示し，“このお店は近いけど 2ヶ所
あるから，まだ後で行けるから，まずは，こっちの 1ヶ
所しかない店に先に行っておいた方が良いと思うから”
など，地図を最適に廻るために必要となる方略が含まれ
ている理由付けを行った。逆に，実験参加者が適切なルー
トを示していた場合には，実験者は不適切なルートを示
し，“このお店の品物は安いから，こっちに行った方が
良いと思う”などと，地図を最適に廻るために必要とな
る方略が含まれていない理由付けを行った。また，実験
参加者が適切なルートを示していた場合であっても，理
由付けが不適切であったならば，実験者は，適切な理由
付けを言いながら同じルートを示した。
上記のように，双方から異なるルートが示された後，
実験参加者に，どちらのルートが適切であるのかを考え
させ，どちらかを選ばせた。その際，適切なルートを選
んだ場合には，そのまま地図上に書き込ませたが，不適
切なルートを選んだ場合には，実験者が，理由は言わず
に適切なルートの方を書き込むように指示した。なお，
実験参加者が，不適切なルートを選んだ場合において，
その不適切なルートを示していたのが実験者であった場
合には，できるだけやりとりが自然のものとなるように，
“やっぱり，良く考えたら，（実験参加者の名前）の考え
たルートの方が良いと思う”というように，具体的な良
さは言わずに，実験参加者自身が選んでいた適切なルー
トを書き込むように指示した。

2）–4　異なる考えの提示・自己省察条件　実験参加者
に自分が考えたルートについての理由を言わせた後に，
そのルートとは異なるルートを実験者が示すまでは異な
る考えの提示条件と同じである。しかしながら，この条
件では，その後，課題を適切に解くために必要な 4つの
要素を順に示しながら，実験参加者に，それぞれの要素
について，二者のルートにはどのような違いがあり，総
合的に考えると，どちらのルートが適切であるのかを考
えさせ，どちらかを選ばせた。その際，適切なルートを
選んだ場合には，そのまま地図上に書き込ませたが，不
適切なルートを選んだ場合には，実験者が，理由は言わ
ずに適切なルートの方を書き込むように指示した。

3）確認段階　この段階は，買った品物の札と買って
いない品物の札，使ったお金の札と使っていないお金の
札といったように，それぞれの札を分けることで，廻り
道しないで良く，また，お金を使い切れるルートを考え
やすくなることに気づかせることが目的となる。
そのため，ルートを書き終えた後に，品物の札が置い

てある場所から，買った品物の札を移動させなかったり，
お金の札が置いてある場所から，使ったお金の札を移動
させない実験参加者に対しては，“このままじゃ，（札が
置いてある場所を指しながら）まだ買わなくちゃいけな
い品物はどれで，あと幾ら残っているのかが分かりにく
くて，次にどのお店に行けば良いのか考えにくいよね。
（頷いたりしたのを確認した後）それじゃ，どうしたら，
まだ買わなくちゃいけない品物はどれで，あと幾ら残っ
ているって，分かりやすくなると思う”といったヒント
を与えて，それぞれの札を移動させた。もし，ヒントを
与えても移動させなかった場合には，さらにヒントを与
え，それでも移動させなかった場合にのみ，実験者が直
接それぞれの札を移動させるよう教示した。そして，そ
れぞれの札を移動させることで，まだ買いに行く必要の
ある品物や，使えるお金はあといくらなのかが明確にな
るため，ルートを考えやすくなるということを実験参加
者と確認した。
以上をまとめると，協同活動セッションでは，まず，
実験参加者に，分類段階で，行く可能性のある店が明確
になるように各店の分類を行わせた。その後，ルート選
択段階から確認段階までの 1つの流れにそった活動を 8

回繰り返すことで，実験参加者に，最短で指定された品
物全て（7つ）を買って学校まで戻ってこられるルート
を地図上に書き込ませた。

3–3．直後テスト　直後テストでは，協同活動セッショ
ンにおけるやりとりにおいて示された課題解決に必要な
有効方略をいかに自己に内面化させているのかを確認す
ることが目的となる。
手続きは，先述した直前テストと同じである。
3–4．遅延テスト　遅延テストでは，協同活動セッショ
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ンにおけるやりとりにおいて示された課題解決に必要な
有効方略をいかに自己に内面化させ，定着させているの
かを確認することが目的となる。
手続きは，先述した直前テストと同じである。
4．各テスト課題における得点化の算出方法
地図上に同じ品物を売っている店が 2ヶ所ある店（各
テストに 4つずつあり，その内，どちらの店も値段が同
じ場面が 2つ，値段が異なる場面が 2つ）から，どち
らかの店を実験参加者が選んだ際の選択理由に関して，
Table1に示すように，奈田・丸野（2009）で用いられた
分類基準を基に分類し，得点化（以下，他店・お金考慮
点とする）を行った。この際，2名の大学院生の協議の
上で分類を行ったが，評定者間の一致率は 86％と十分
高かった。なお，それぞれの意見が分かれた場合には，
話し合いを通じてどちらかの意見を採用した。

結　　果

他者とのやりとりの仕方や再構成された知識構造の異
なりが知識の定着の仕方に如何に影響を与えるのかとい
う点から，本実験計画における結果を明らかにしていく
ためには，4（条件）×2（場面）×3（テスト時期）の 3

要因の分散分析を行っていく必要がある。しかしながら，

Table1に示したように，同じ品物を売っている 2ヶ所の
店の品物の値段が同じ場面，異なる場面のそれぞれの場
面で，カテゴリ数が異なっており，上述した 3要因の分
散分析はできない。そこで，本研究では，各場面ごとに，
4（条件）×3（テスト時期）の 2要因の分散分析を行う
ことにした。各条件における，値段が同じ場面，異なる
場面のそれぞれの場面での直前・直後・遅延テストの他
店・お金考慮点の平均値を Table 2に示す。
1．値段が同じ場面　
他店・お金考慮点の直前から直後・遅延への変化が，
各条件で異なっているか否かを検討するため，2要因（条
件×テスト時期）の分散分析を行った。その結果，条
件の主効果（F（3, 41）=13.79，p<.01），テスト時期の
主効果（F（2, 82）=21.88，p<.01），交互作用（F（6, 82）
=3.33，p<.01）が見られた。そこで，各条件における
知識の定着の仕方が如何に異なるのかを明らかにするた
めに，下位検定を行ったところ，統制条件を除く各条件
でテスト時期の単純主効果が有意であった。さらに，制
約付き最小有意差検定を用いて多重比較を行った結果，
それぞれの条件で，直前テストと直後テスト，及び，遅
延テストとの間に有意差が見られた（“異なる考えの提
示・自己省察条件”における直前テストと直後テストと

Table 2　値段が同じ場面，異なる場面における各条件の他店・お金考慮点の平均値

統制 自己省察 異なる考えの提示 異なる考えの提示・自己省察

　値段が同じ場面

直前 1.23 （0.93） 1.17 （0.83） 1.00 （0.77） 1.22 （1.09）

直後 1.46 （1.66） 2.17 （1.47） 3.18 （1.89） 4.11 （1.54）

遅延 1.15 （1.46） 2.25 （1.54） 2.36 （1.29） 3.22 （1.48）

　値段が異なる場面

直前 1.84 （1.41） 2.08 （1.78） 2.27 （1.62） 2.22 （2.54）

直後 2.08 （1.50） 3.25 （1.76） 4.64 （1.29） 6.89 （1.17）

遅延 2.15 （1.28） 3.33 （2.02） 3.37 （1.29） 6.00 （2.50）

注．括弧内は標準偏差（SD）。

Table 1　値段が同じ場面と異なる場面の他店・お金考慮点における分類基準とその具体例（1事例）

点数 値段が同じ場面 値段が異なる場面

4点 その他の店の品物の値段を考慮している（300円を使うと
お菓子屋で買えないから 100円の方に行った方が良いから）

3点 地図上の店の配置全体を考慮している（果物屋にも行
けるし，お菓子屋にも行けるから）

もう 1つの店の品物の値段を考慮している（こっちの方が
安かったから）

2点 次の店からさらに次の店までを考慮している（次のお
店に行きやすいから）

他の店の配置を考慮している（食器屋やケーキ屋に行きや
すいから）

1点 次の店までの距離を考慮している（近かったから） 次の店までの距離を考慮している（近かったから）

0点 2店あることを知らなかった（店が 2店あるのを知らな
かった）

2店あることを知らなかった（店が 2店あるのを知らなかっ
た）
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の間の有意差がp<.01で，他はp<.05）。
また，直後テスト，遅延テストにおける条件の単純主
効果が有意であったため，それぞれのテストで示された
知識の定着の程度が各条件によって如何に異なるのか
に関して，制約付き最小有意差検定を用いて多重比較
を行った。その結果，直後テストでは，“統制条件”と
“異なる考えの提示条件”，及び，“異なる考えの提示・
自己省察条件”との間，“自己省察条件”と“異なる考
えの提示・自己省察条件”との間に有意差（それぞれ，
p<.05，p<.01，p<.05）が見られた。遅延テストでは，
“統制条件”と“異なる考えの提示条件”，及び，“異な
る考えの提示・自己省察条件”との間に有意差（それぞ
れ，p<.05，p<.01）が見られた。なお，直前テストに
おける条件の単純主効果は有意ではなかった。
これらのことは，他者とやりとりすることで，やりと
りに含まれる知識は定着していくが，その知識の定着の
され方は，他者とのやりとりの仕方に応じて異なること
を意味している。
2．値段が異なる場面　
他店・お金考慮点の直前から直後・遅延への変化が，
各条件で異なっているか否かを検討するため，2要因（条
件×テスト時期）の分散分析を行った。その結果，条
件の主効果（F（3, 41）=11.30，p<.01），テスト時期の
主効果（F（2, 82）=25.18，p<.01），交互作用（F（6, 82）
=5.17，p<.01）が見られた。そこで，各条件における
知識の定着の仕方が如何に異なるのかを明らかにするた
めに，下位検定を行ったところ，“異なる考えの提示条
件”と“異なる考えの提示・自己省察条件”において，
テスト時期の単純主効果が有意であった。さらに，制
約付き最小有意差検定を用いて多重比較を行った結果，
“異なる考えの提示条件”では，直前テストと直後テス
ト，直後テストと遅延テストとの間に有意差（それぞれ，
p<.01，p<.05）が見られ，“異なる考えの提示・自己省
察条件”では，直前テストと直後テスト，及び，遅延テ
ストとの間に有意差（それぞれ，p<.01，p<.05）が見
られた。なお，“統制条件”におけるテスト時期の単純
主効果は有意ではなく，“自己省察条件”におけるテス
ト時期の単純主効果は有意傾向（ p<.09）であった。
また，直後テスト，遅延テストにおける条件の単純主
効果も有意であったため，それぞれのテストで示された
知識の定着の程度が各条件によって如何に異なるのかに
関して，制約付き最小有意差検定を用いて多重比較を
行った。その結果，直後テストでは，“統制条件”と“異
なる考えの提示条件”，及び，“異なる考えの提示・自己
省察条件”との間に有意差（それぞれ，p<.01，p<.01）
が見られ，“自己省察条件”と“異なる考えの提示条
件”，及び，“異なる考えの提示・自己省察条件”との間，
“異なる考えの提示条件”と“異なる考えの提示・自己

省察条件”との間に有意差（それぞれ，p<.05，p<.01，
p<.01）が見られた。遅延テストでは，“統制条件”と“異
なる考えの提示・自己省察条件”との間，“自己省察条件”
と“異なる考えの提示・自己省察条件”との間，“異な
る考えの提示条件”と“異なる考えの提示・自己省察条件”
との間に有意差（それぞれ，p<.01，p<.01，p<.01）が
見られた。なお，直前テストにおける条件の単純主効果
は有意ではなかった。
これらのことは，値段が同じ場面と同様に，他者とや

りとりすることで，やりとりに含まれる知識は定着して
いくが，その知識の定着のされ方は，他者とのやりとり
の仕方に応じて異なることを意味している。また，“異
なる考えの提示条件”において，直後テストと遅延テス
トの他店・お金考慮点の得点に差があり，遅延テストに
おいて，“自己省察条件”と“異なる考えの提示条件”
に有意差がなくなったという結果は，他者の考えに触れ
ただけの場合（異なる考えの提示条件）には，自分の考
えを振り返るだけの場合（自己省察条件）よりも，やり
とりに含まれる知識が定着しているかのように見えるこ
とがあるものの，実際は，そこまで定着していなかった
ことを示している。

考　　察

従来の研究は，参加者がやりとりにおいてどのような
経験をしていくことで内面化が促されているのかといっ
た内面化過程を実証的に示してきていたわけではなかっ
た。そのため，奈田・丸野（2009）は，奈田・丸野（2007）
を踏まえ，やりとりの仕方によって，やりとりに含まれ
る知識の内面化のされ方が如何に異なるのかを詳細に
検討し，「自他の考えの比較・吟味といった自己省察に
よって自己の知識構造が再構造化されていく過程」を知
の内面化過程として示している。しかしながら，奈田・
丸野（2009）では，やりとり直前から直後にパフォーマ
ンスの改善が示された原因として考えられる，やりとり
に含まれた知識の内面化，あるいは，直前のやりとりで
示された相手の知識の一時的な記憶（やりとりに含まれ
る知識を内面化したわけでない）の 2つが識別されてい
なかった。そこで，本研究では，奈田・丸野（2009）に
おいて提案された知の内面化モデルが想定する知識の再
構成過程を異なる角度から再確認するため，奈田・丸野
（2009）と同様の手続きに加えて，遅延テスト課題を設
け，課題を解くのに必要とされる知識内容が異なる場面
ごとに，やりとりの仕方よって，パフォーマンスの改善
の維持のされ方が如何に異なるかを検討した。その結果，
統制条件を除いたいずれの条件でも，程度に差はあるも
のの，直後，遅延テストともに，パフォーマンスの改善
が示されていた。さらに，課題を適切に解くのに必要と
される知識内容が異なるそれぞれの場面で，パフォーマ
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ンスの改善が遅延テストまで維持される程度は各条件に
よって異なっていた。これらのことは，他者とのやりと
りを通して自己の知識構造は再構成されるが，その再構
成される知識構造の中身は，経験するやりとりのあり方
によって異なるということを意味する。
詳細に言えば，値段が同じ場面では，やりとりの仕方
の違いによる知識の定着の仕方の異なりを遅延テストを
用いて検討してきた従来の研究結果（e.g., Freund, 1990; 

Sommerville & Hammond, 2007; Tudge, 1992）と一致し，
統制条件を除き，程度の差はあれ，どの条件でも，直後
テストと同程度のパフォーマンスが遅延テスト時におい
て示されていた。奈田・丸野（2009）が指摘しているよ
うに，値段が同じ場面の試行において，課題を最適に行
うために実験者から提案される考えは，“今いる場所か
らの行きやすさ”や“残りの店への行きやすさ”といっ
た店の配置の側面に限られる。また，この側面は，“近
い店に行く”という実験参加者が最初から持っている課
題の解き方（各条件における直前テストの他店・お金考
慮点が平均して 1点であることから分かる）に近似して
いる。そのため，実験参加者は，他者から自分の考えと
異なる考えを示されただけ（異なる考えの提示条件）で
も，その考えの有用性が分かり，容易に受け入れられ
る（Pine & Messer, 1998; Tao & Gunstone, 1999）。さら
に，例え，他者から異なる考えが示されなく，自分の考
えだけでは生まれない新たな考えの創出が図られること
はないにしても，自己説明（自己省察条件）を行う中で
既有知識の精緻化が促される（Calin-Jageman & Ratner, 

2005; Chi, de Leeuw, Chiu, & La Vancher, 1994; Crowley 

& Siegler, 1999; Tajika, Nakatsu, Nozaki, Neumann, & 

Maruno, 2007）。つまり，値段が同じ場面においては，
統制条件を除くいずれの条件においても直後テストと同
程度のパフォーマンスの改善が遅延テスト時まで維持さ
れていたのは，それらの条件群においては既有知識が精
査されていたためと説明できよう。 

その一方で，値段が異なる場面では，実験者は，店の
配置の側面だけでなく，実験参加者の最初の考えにはな
かったような，残っているお金とこれから買う必要のあ
る品物の値段の関係といったお金の側面までも提案す
る。こういった場合，自分の考えと他者の考えとの比較・
吟味を行ったりすることを通して，自分の考えと他者の
考えとの間の異なりを特定していかなければ，その他者
の考えの意味を理解できず，受け入れることはできない
（Chi, 2000; Davis, 2003; Davis & Linn, 2000; Linn, 1995; 

Tomasello et al., 1993）。それゆえ，自分の考えと他者の
考えとの比較・吟味が求められていた“異なる考えの提
示・自己省察条件”の実験参加者群と異なり，他者から
自分の考えとは異なる考えが示されただけの“異なる考
えの提示条件”の実験参加者群は，値段が異なる場面に

おいては，直後テストで示したパフォーマンスの改善の
程度を遅延テスト時まで維持できなくなってしまう。つ
まり，“異なる考えの提示条件”の実験参加者群は，他
者から示された自分の考えとは異なる考えの意味を理解
せずとも，やりとり直後では，その考えを利用でき，“異
なる考えの提示・自己省察条件”と同程度のパフォーマ
ンスの改善を示すことができる。だが，そのパフォーマ
ンスの改善は，他者の考えを一時的に利用したことによ
るものに過ぎない。そのため，“異なる考えの提示条件”
の実験参加者群は，4ヶ月後というように，他者の考え
を利用できない状況になると，値段が同じ場面のやりと
りを通して再構成された知識（既有知識が精緻化された
ような知識）で解ける程度までしかパフォーマンスを示
せなくなってしまうのである。これは，“異なる考えの
提示・己省察条件”と“異なる考えの提示条件”におけ
る直後テストの得点に有意差が見られていたことから，
各条件の直後テストの得点を共変量として，遅延テスト
の得点に対する共分散分析を新たに行った結果において
も，条件間に有意傾向（F（1, 17）=3.68，p<.07）が見ら
れたことからも支持される。
まとめると，“異なる考えの提示・自己省察条件”の
実験参加者群のみが，どちらの場面でもパフォーマンス
の改善を維持できていたという本研究の結果は，自他の
考えの比較・吟味を積極的に求めることで，他者の考え
と自分の考えとの間のズレの認識，及び，その解消を図
らすことができ，結果的に，自分の考えを修正したり，
新たな視点からの知識の再構成も行えるようになるとい
う奈田・丸野（2009）の主張を裏付けるものと言える。
つまり，本研究によって，自他の考えの比較・吟味と
いった自己省察は，自らの視点に沿った知識の取り込み
といったように，既有知識を精緻化するだけの単純な知
的営みではなく，自らの視点を拡げ，他者の視点をも同
時に考慮した新たな知を再構成していくために必要とな
る活動であることをより明確に述べられるようになった
のである。
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本研究では，幼児68名を対象に計算能力と手指の巧緻性の特異的な関係について検討した。具体的には，
まず，手指の巧緻性に加えて走る，投げる，跳ぶなどの運動能力も測定し，計算能力との関係の強さを
比較した。次に，手指の巧緻性が他の認知能力と比べて計算能力と強く関係しているかを明らかにする
ために，言語能力を取り上げ手指の巧緻性との関係の強さを計算能力と比較した。さらに，言語能力に
対応する運動能力としてリズム運動を設定し，認知能力に関係すると考えられる手指の巧緻性とリズム
運動という運動能力間で，計算能力との関係の強さを比較した。重回帰分析の結果，全体ならびに年中
児と年長児に分けた場合でも，計算能力に最も強く影響を与えていたのは手指の巧緻性であった。また，
言語能力にはリズム運動が強く影響を与えており，手指の巧緻性は関係していなかった。以上の結果から，
計算能力は運動能力の中でも特に手指の巧緻性と強く関係し，手指の巧緻性は言語能力よりも計算能力
と強く関係することが明らかとなった。これらの知見に関して，脳の局在論と表象の機能論の観点から
論じた。
【キー・ワード】　計算能力，手指の巧緻性，語い，リズム運動，幼児

問題と目的

幼稚園や保育園で，幼児に「何歳？」と尋ねると，大
部分の子どもは指を立てて「3歳」というように教えて
くれる。また，足し算などの計算問題を出しても，指を
使って答えを出そうとする。このように，幼児において，
数を表したり数えたりする際に手指が使われることが多
く，発達心理学でも長年にわたって関心が持たれてきた。
数と手指の関係に焦点を当てた先行研究は大きく 3つ

に分けられる。第 1は，計算時の手指の利用に関する
研究であり，これまで最も盛んに行われてきた（栗山，
2002；杉村・山名，2005；杉村・小山，2006；浅川・杉村， 
2009）。Siegler & Shrager（1984）では，問題の難易度
が上がるほど手指を利用することが示唆されている。ま
た，よく引用される Fuson（1988）では，計算時の手指
の利用は，指を一本ずつ数える Count-all方略から指を
一度に立てて数える Count-on方略へと移り，最終的に
指を利用しなくなることが示されている。
第 2は，計算能力と手指認識の関係を検討した研究
である。その代表的なものとして，Fayol, Barrouillet, & 

Marinthe（1998）があげられる。彼らは年長児を対象に，
就学の前後，8ヶ月間隔で手指認識課題（視覚的手がか
りなしに指が触られた時にその指を識別する課題）を含
む神経心理テスト，計算課題，動作性の知的発達検査を
実施した。その結果，計算成績との相関は神経心理得点
と発達得点の両者において有意であったが，重回帰分析

を行ったところ，発達得点よりも神経心理得点の方が主
要な決定要因であることが示された。
だが，Fayol et al.（1998）の研究では，神経心理テス

トに直接手指認識を測っていない課題も含まれていた。
そこで Noël（2005）は，手指認識を測る課題だけを用
いて，計算能力と手指認識の関係について縦断研究を
行った。まず，小学校 1年生の時点で，手指認識課題と
発達検査などを行い，15ヶ月後の 2年生になった時に，
計算能力と読解力を調査し，就学児の計算能力に対する
手指認識の予測力を検討した。そうしたところ，手指認
識の成績は，一般的な発達得点に比べて，1年後の計算
成績の優れた予測要因であったが読解力の予測要因では
なかった。この結果は，手指認識が計算能力以外の認知
能力とは関係が弱くなる可能性を示唆しており，計算と
手指の関係が特に強いものであることを印象付けるもの
であった。
くわえて，Gracia-Bafalluy & Noël（2008）は手指認識
課題の成績が低い小学 1年生を手指認識訓練群と読解力
訓練群に分けて，手指認識が数の理解に与える影響につ
いて検討した。その結果，手指認識を訓練した群の方が，
もともと手指認識の成績が高かった子どもの成績と同程
度まで，サビタイズや序数の理解において成績が向上し
ていた。
これらのことから，計算能力や数概念の理解において，
手指認識が重要な役割を果たしていることが分かる。そ
して，手指を正確に認識するためには，手指の身体表象
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を正確に形成しておく必要がある。したがって，手指は
計算時の指の利用という行為のレベルにくわえ，表象の
レベルでも計算能力と関係すると考えられる。
第 3の研究は，以上のような第 2の研究の延長線上に

あり，そこでは計算能力と手指の運動の関係を検討して
いる。一般に，身体部位の認識は，実際にその部位を動
かすことによって深まると考えられ，手指認識に関して
も，手指の運動である手指の巧緻性（手指の器用さ）と
の間に関係があることが示唆されている（萱村・原・西
田・坂本，1990）。したがって，計算能力には手指認識
だけでなく手指の巧緻性も関係していると考えられる。
この両者の関係を，幼稚園の年長児を対象として実際
に検討したのが，浅川・杉村（2009）である。その結果，
計算能力と手指の巧緻性との間には，有意な比較的強い
相関がみられ，両者の関係は，月齢と動作性の知的発達
得点，あるいは月齢と短期記憶容量の得点を統制しても，
比較的強いままであった。同時に，計算能力との相関係
数は，短期記憶容量よりも手指の巧緻性の方が高かった
ことから，従来の知見から予想される以上に，手指の巧
緻性が計算能力に関係していることが示唆された。
しかしながら，浅川・杉村（2009）では，動作性の

発達得点や短期記憶容量は統制していたものの，手指の
巧緻性以外の運動能力については統制していなかった。
よって，浅川・杉村（2009）では，計算能力と手指の巧
緻性の間に比較的強い関係が確認されたが，計算能力に
は運動能力全般が関係している可能性もある。
一般的に，幼児期においては運動能力と知能の間には
相関関係があると考えられており，鈴木（1995）は運動
能力の発達は，神経系統の発達とより関連が深いことか
ら，神経系が急激に発達する幼児期では運動能力と知能
の間に関連があると述べている。これを踏まえれば，計
算能力と手指の巧緻性の関係は運動能力と知能の関係の
一部に過ぎない可能性があり，計算能力が手指の巧緻性
以外の運動能力とも強く関係していれば，計算能力と手
指の巧緻性の関係が特別であるとはいえない。
また，手指の巧緻性が計算能力以外の認知能力と関係
している可能性もあるので，手指の巧緻性が他の認知能
力に比べて計算能力とより強く関係するかどうか検討す
る必要がある。対象児に関しても，浅川・杉村（2009）
では年長児しか対象にしておらず，他の年齢では検討さ
れていない。
そこで，本研究では年中児と年長児を対象に，計算能
力と手指の巧緻性の特異的な関係について調べる。その
ために，まず，手指の巧緻性にくわえて，走る，跳ぶ，
投げる，バランスをとるなどの他の運動能力も測定し，
運動能力全般を考慮しても，計算能力が手指の巧緻性と
特に強く関係するかどうか検討する。
次に，手指の巧緻性が他の認知能力に比べて計算能力

と強く関係しているかどうかを検討する。計算能力と手
指の巧緻性の関係が強かったとしても，手指の巧緻性が
計算能力以外の認知能力とも強く関係していれば，計算
能力と手指の巧緻性の関係が特異的とはいえないからで
ある。そのために，知能検査などで計算能力と同様に言
語性の知能として分類される言語能力をとりあげ，手指
の巧緻性との関係の強さを計算能力と比較する。
さらに，言語能力に対応する運動能力として，乳

児（Ejili, 1998; 江 尻，1998） や 幼 児（Shields, 1981; 

Holliman, Wood, & Sheehy, 2008）において言語能力との
関係が示唆されているリズム運動を設定する。そうする
ことにより，計算能力との関係の強さを手指の巧緻性と
リズム運動という共に認知能力に関係すると考えられる
運動能力間で，比較検討することが可能になり，計算能
力と手指の巧緻性の特異的な関係をより明確に示すこと
ができるであろう。
これまで述べてきたことを図にまとめ，Figure 1に示
す。計算能力と手指の巧緻性の関係が特異的であれば，
計算能力は他の運動能力やリズム運動よりも手指の巧緻
性と強く関係し，手指の巧緻性は言語能力よりも計算能
力と強く関係すると予測される。

方　　　法

参加者
H市内の公立幼稚園に通う年中児 33名（男子 17名，
女子 16名，平均年齢 4歳 9ヶ月），年長児 35名（男子
21名，女子 14名，平均年齢 5歳 7ヶ月）が調査に参加
した。
課題と手続き
実施した課題は，認知能力を測定する課題が 2つ，運
動能力を測定する課題が 8つで，合計 10課題であった。
（1）足し算　本研究では，全体の課題数が多いので，
参加者の負担を減らすために計算能力に関しては足し算
のみ実施した。浅川・杉村（2009）では，足し算のみ
の計算課題と，足し算，引き算，掛け算，割り算の基礎
能力を調べることのできるWPPSIの算数課題を用いて，
手指の巧緻性との関係を検討している。その結果，手指

Figure 1　研究の概略と結果の予測
注．点線，破線，実線の順に線で結ばれた認知能力と運動能力の関
係が強くなることを表している。
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の巧緻性は，足し算と算数の両方で比較的強い相関がみ
られた（順に，.666と .637）。くわえて，足し算と算数
の間にも比較的強い相関（r =.629）がみられたことから，
幼児期の代表的な計算能力を足し算とすることは妥当で
あると思われる。
課題は，最初に練習として ｢1+1｣ を行い，本課題と

して ｢2+1｣ ｢2+3｣ ｢3+1｣ ｢2+2｣ ｢1+4｣，｢2+5｣ ｢6+2｣
｢5+4｣ ｢1+8｣ ｢3+7｣，｢2+10｣ ｢4+9｣ ｢8+3｣ ｢7+6｣
｢8+8｣ の順に，合計が 5以下，6~10，11以上になる足
し算を 5問ずつ，計 15問行った。そして，口頭で ｢も
し，飴がヒトツあって，もうヒトツもらうと，あめはみ
んなでいくつになると思う？｣ というように文章で出題
し，答えを尋ねた。下線部は問題によって変化し，｢み
んなでいくつ｣ という言葉が理解できない参加者に対し
ては，｢合わせたらいくつ｣というように教示を変更した。
また「ヒトツ」，「フタツ」などが理解できていないと感
じた場合は「イッコ」や「ニコ」というように教示を変
更した。3問続けて ｢わからない，できない｣ と答えた
場合もしくは答えを間違えた場合は，その時点で中止し
た。
（2）語い　言語能力を測定するために，PVT-R絵画
語い発達検査を用いた。PVT-Rは言語の音韻的理解と
意味的理解を中心に，言語発達の基礎的な理解力を測定
するものである。課題は PVT-R絵画語い発達検査の手
引き（上野・名越・小貫，2008）に則って行った。
（3）手指の巧緻性　手指の巧緻性は作業療法などの現
場ならびに脳卒中上肢機能検査などの一部として広く使
用されている（宮脇・福田・熊本・吉田・岩谷，1999；
山本，2005）ペグボードを用いて測定した。使用したペ
グボード（酒井医療株式会社製，SOT-2103）は，縦に 4

個の穴が 5列で計 20個あけられた板にピンを立てるも
ので，左右の手指ごとに 30秒間に何本ピンを立てるこ
とができたかで評価した。教示は以下のようであった。
｢今からゲームをします。30秒以内でできるだけたくさ
んピンを立ててくれるかな。最初は右手だけで左手を使
わないでやってくれるかな。お兄ちゃんがスタートと
言ったら始めてストップと言ったら止めてね。（右手が
終わったら）次は左手でやってくれるかな｣。
（4）リズム運動　竹内（1975）を参考に課題を作成
した。事前に別の園の 10名の年長児を対象に予備調査
を行い，正解率が高かった順に問題を並び替えて，本調
査で用いた。調査者が 1つのリズムパターンを例示し，
参加者に再現してもらい，例示したとおり再現できたか
否かを判定した。練習を 1問，本課題を 10問用意し，2

問連続して間違えた場合は，その時点で問題を打ち切っ
た。具体的なリズムパターンについては資料に示す。
（5）25 m走　25 mを走る時間をストップウォッチを
用いて 1 /100秒（cs）単位で測定した。

（6）ボール投げ　ソフトボール教育 1号を用いて，制
限ラインから落下地点までの距離を m単位で測定した。
2回投球させて記録の良い方を採用した。
（7）捕球　ボールをキャッチできた回数を測定した。

3 m離して 2本の線を引き，中央にスタンドを立て 170 

cmの所にひもをはった。一方の線の後に子どもを立た
せ，測定者はもう一方の線の所に立ち，ボールを下手投
げでひもの上を越して胸のところに投げ，キャッチさせ
た。まず 3球練習を行い，その後 10球投げ，キャッチ
できた回数を記録した。
（8）閉バランス　目を閉じ片足で立っていた時間を
測定した。両手を腰に当て，片足を床から 5 cm程度離
し，静かに目を閉じた状態で，体のバランスを保たせた。
両目を閉じた時点からバランスを崩した時点までの時間
を cs単位で測定した。実施は左右各 1回，計 2回行い，
合計時間を記録した。
（9）立ち幅跳び　床上で立ち幅跳びを行い，cm単位
で跳躍距離を測定した。2回測定し，記録の良い方を採
用した。
（10）体支持持続　両腕による体の支持時間を測定し
た。机を 2つ子どもの肩幅に置き，間に低い補助台を置
く。そして，参加者が補助台の上に登り両方の机に手を
置くと，合図と同時に調査者が補助台を取る。補助台か
ら参加者の足が離れ，体を両手で支えてから床に足がつ
くまでの時間を cs単位で測定した。
課題の内容は事前に園長に説明を行い調査の許可を得

た。そして，子どもの負担を考慮して，足し算，語い，
手指の巧緻性，リズム運動の 4つの課題は 2日に分けて
実施した。前半は足し算と語いを，後半は手指の巧緻性
とリズム運動を行った。実施時間は前・後半ともに 10

分程度であった。課題は参加者の身体反応が見やすいよ
うに，透明のアクリル板で作成したテーブル上で実施し，
子どもの反応は分析のためにビデオカメラにより前方よ
り録画した。

25 m走，ボール投げ，捕球，閉バランス，立ち幅跳び，
体支持持続に関しては幼稚園で実施された体力測定に第
1著者が測定補助者として参加し，データを収集した。
体力測定は 1日に 1項目行われ，6日間かけて測定した。

結　　　果

各課題の得点
足し算は，1問正答するごとに 1点を与えた。語いは，

PVT-Rの手引きに基づき修正得点を算出した。手指の
巧緻性は，立てられたピンの本数を得点とした。リズム
運動は，一度目で再現できた子どもには 2点，二度目で
できた場合には 1点，2度ともできなかった場合は 0点
とし，10問の合計を得点とした。体力測定に関しては，
各測定の記録をそのまま用いた。これらを基に各課題成
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績の平均と標準偏差を年中児と年長児を合わせた全体と
年齢群ごとに算出し Table 1に示した。
各課題における年齢による違いを検討するために，対
応のない t 検定を行った（Table 1参照）。その結果，語
い，手指の巧緻性，リズム運動，25 m走，ボール投げ，
立ち幅跳びでは年齢群の成績の差が有意であり，いずれ
も年長児の方が成績が高かった。
全体と年齢群ごとの各課題の性差について検討したと
ころ，全体では，25 m走（t（66）=2.86，p <.01），ボー
ル投げ（t（63.13）=5.35，p <.01），捕球（t（66）=3.40，
p <.01），立ち幅跳び（t（66）=2.92，p <.01）で有意差
がみられた。年中では，ボール投げ（t（22.43）=3.56，
p <.01），年長では，25 m走（t（33）=2.18，p <.05），ボー
ル投げ（t（33）=3.83，p <.05），立ち幅跳び（t（33）=2.85，
p <.05），捕球（t（33）=3.32，p <.05）で有意差がみられた。
いずれの結果でも男児の方が成績が高かった。

課題間の偏相関係数
全体と各年齢群において月齢と性別を統制した課題間
の偏相関係数を算出し，Table 2から Table 4に示した。
全体では，足し算は，手指の巧緻性との間に比較的強い
相関がみられ（r =.505，p <.01），語い，リズム運動，ボー
ル投げとの間に弱い相関がみられた（順に .394と .320，
p <.01，.250，p <.05）。語いは，リズム運動との間に
比較的強い相関がみられた（r =.402，p <.01）。学年を
分けた場合，年中児では，足し算は，手指の巧緻性と
の間に比較的強い相関がみられ（r =.480，p <.01），語
いは，リズム運動との間に比較的強い相関がみられた
（r =.419，p <.05）。年長児では，足し算は，語い，手
指の巧緻性との間に比較的強い相関がみられ（順に .519

と .531，p <.01），リズム運動との間に弱い相関がみら
れた（r =.395，p <.05）。語いは，リズム運動との間に
比較的強い相関がみられた（r =.426，p <.05）。

Table 1　全体と年齢群別の各課題成績の平均および標準偏差と t検定の結果

課題
全体 年中児 年長児

t 値
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

足し算 　5.63 4.55 　4.58 4.51 　6.63 4.42 1.89

語い 20.26 9.21 16.70 7.12 23.63 9.77 3.33**

手指の巧緻性 19.49 4.29 17.39 3.53 21.46 4.03 4.41**

リズム運動 　9.91 6.25 　7.33 6.25 12.34 5.25 3.59**

25 m走（cs） 　7.15 0.79 　7.57 0.69 　6.76 0.68 4.88**

ボール投げ（m） 　4.52 2.13 　3.76 1.64 　5.26 2.31 3.07**

捕球（回） 　3.93 2.99 　3.48 2.91 　4.34 3.05 1.19

閉バランス（cs） 　8.41 5.03 　7.28 5.05 　9.48 4.84 1.83

立ち幅跳び（cm） 87.06 18.69　 79.09 14.66　 94.57 19.15　 3.73**

体支持持続（cs） 36.26 35.65　 29.53 20.59　 42.61 44.94　 1.56

注．（  ）内は測定単位。*p <.05，**p <.01

Table 2　全体の課題間の偏相関係数（月齢と性別を統制）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 足し算 － .394** .505** .320** –.065 .250* –.030 –.073 –.011 .011

2 語い － .156 .402** –.083 .116 –.178 –.042 .163 .074

3 手指の巧緻性 － –.021 –.240 .254* .085 –.230 .141 .139

4 リズム運動 － –.204 .245* .132 .140 .347** .271*

5 25 m走 － –.346** –.266* –.019 –.514** –.269*

6 ボール投げ － .477** .050 .509** .290*

7 捕球 － .040 .417** .202

8 閉バランス － .190 .166

9 立ち幅跳び － .438**

10 体支持持続 －
*p <.05，**p <.01
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以上の結果から，全体ならびに年中児と年長児に分け
た場合でも，足し算と手指の巧緻性および語いとリズム
運動の間には比較的強い相関が存在すること，足し算は
他の運動能力の一部とは弱い相関があるものの多くの項
目ではほとんど相関がないこと，手指の巧緻性は語いと
はほとんど相関がないこと，が明らかになった。
足し算と語いを従属変数とした重回帰分析

8つの運動能力のうち，どの運動能力が足し算や語い
に特に影響与えているかを詳細に検討するために，全体
と年齢群ごとに月齢と性別を説明変数に加えて重回帰分
析（ステップワイズ法）を行った。その結果に基づくパ
ス図を Figure 2に示す。
全体では，足し算に対して手指の巧緻性とリズム
運動の標準偏回帰係数が有意であったが（順に .51, 

p <.001，.26，p <.05），係数の値は手指の巧緻性の方
が高かった。また，語いに対してはリズム運動と手指
の巧緻性の標準偏回帰係数が有意であったが（順に .44, 

p <.001，.27，p <.05），係数の値はリズム運動の方が高
かった。
学年を分けた場合，年中児では，足し算に対して手指
の巧緻性とボール投げの標準偏回帰係数が有意であっ
たが（順に .49，p <.01，.34，p <.05），係数の値は手指
の巧緻性の方が高かった。また，語いに対してはリズ
ム運動の標準偏回帰係数のみが有意であった（ β=.46，
p <.01）。
年長児では，手指の巧緻性から足し算への正の標準偏
回帰係数と捕球から足し算に対する負の標準偏回帰係数
が有意であった（順に .62， p <.01，–.33，p <.05）。語
いに関してはリズム運動の標準偏回帰係数のみが有意で
あった（ β=.38，p <.05）。
以上のことから，全体ならびに年中児，年長児におい
て，足し算には手指の巧緻性が運動能力のなかで最も強
く影響を与えており，手指の巧緻性は語いよりも足し算
に強く影響を与えていることが明らかになった。

Table 4　年長児における課題間の偏相関係数（月齢と性別を統制）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 足し算 － .519** .531** .395* –.242 .244 –.268 –.060 .064 .064

2 語い － .141 .426* –.027 .119 –.294 .134 .091 –.012

3 手指の巧緻性 － .146 –.457** .335 .160 –.101 .228 .136

4 リズム運動 － –.106 .232 –.177 .231 .359* .351*

5 25 m走 － –.422* –.187 .026 –.531** –.299

6 ボール投げ － .419* .140 .585** .315

7 捕球 － .208 .329 .198

8 閉バランス － .388* .414*

9 立ち幅跳び － .486**

10 体支持持続 －
*p <.05，**p <.01

Table 3　年中児における課題間の偏相関係数（月齢と性別を統制）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 足し算 － .226 .480** .236 .146 .338 .253 –.093 –.075 –.074

2 語い － .128 .419* –.154 .087 –.068 –.259 .245 .294

3 手指の巧緻性 － –.219 .061 .146 –.010 –.350 –.026 .068

4 リズム運動 － –.283 .309 .417* .038 .384* .333

5 25 m走 － –.289 –.364* –.081 –.524** –.284

6 ボール投げ － .539** –.084 .345 .256

7 捕球 － –.096 .489** .211

8 閉バランス － .007 –.149

9 立ち幅跳び － .335

10 体支持持続 －
*p <.05，**p <.01
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足し算と計算時の指の利用の関係
各問題において，計算時の指の動きを評定し，指を一
本ずつ折ったり，加数あるいは被加数を指で一度に立て
たりするような，計算過程に関わる指の動きと考えられ
た場合を指の利用有りとし，実験者に答えを提示するた
めだけに指を用いたり，指で体を触ったりするような計
算過程に関わらない指の動きと考えられた場合を指の利
用無しとした。
指の利用の有無別に足し算成績と手指の巧緻性の平

均得点と標準偏差を算出し，Table 5に示した。全体と
年齢群ごとに計算時の指の利用の有無による足し算成
績の違いを検討するために，対応のない t 検定を行っ
た。その結果，全体，年中児，年長児の全てで，計算時
の指の利用の有無で足し算成績について有意な差がみら
れ（順に t（66）=4.54，t（31）=3.95, p <.01，t（33）=2.27, 

p <.05），計算時に指を使っている方が計算成績が高い
ことが示唆された。手指の巧緻性については，全体と年
中児において計算時の指の利用の有無で有意な差がみら
れたが（順に t（66）=3.48，t（31）=3.55，p <.01），年長
児では有意な差はみられなかった（t（33）=1.25，n.s.）
また，全体と各年齢群において月齢と性別を統制して
足し算ならびに手指の巧緻性，計算時の指の利用割合と
の偏相関係数を算出した。本研究の足し算課題では，3

問連続間違えると課題をうち切っていたため，参加者に
よって回答した問題数が異なっていた。そこで，参加者
が回答した問題のうち指を利用した問題数の割合を求
め，さらに逆正弦変換を行った値を分析に用いた。全体
では，足し算と指の利用割合との間には弱い相関がみら
れたが（r =.304，p <.05），手指の巧緻性と指の利用割
合との間には相関はほとんどみられなかった（r =.205）。
年中児では，指の利用割合は，足し算との間に弱い相関
がみられ（r =.377，p <.05），手指の巧緻性との間に比
較的強い相関がみられた（r =.432，p <.05）。年長児では，
足し算，手指の巧緻性ともに，指の利用割合との間には
相関はほとんどみられなかった（順に .229と .073）。

考　　　察

計算能力と手指の巧緻性の関係
本研究では，計算能力と手指の巧緻性の特異的な関係

を調べるために，次の 3つの仮説を検討した。（1） 計算
能力は他の運動能力よりも手指の巧緻性と強く関係す
る。（2） 手指の巧緻性は言語能力よりも計算能力と強く
関係する。（3） 計算能力はリズム運動よりも手指の巧緻
性と強く関係する
第 2と第 3の仮説は，以下の理由から設定した。か

りに計算能力が他の運動能力よりも手指の巧緻性と強く

Figure 2　全体と年齢群別のパス解析の結果
注．値は標準偏回帰係数を示す。パスを引いていない箇所は標準偏回帰係数が有意ではなかったことを示す。月齢と性別は足し算にも語いに
も影響を与えていなかった。

　　*p<.05, **p<.01, ***p<.001

Table 5　指の利用の有無別の足し算と手指の巧緻性の平均得点と標準偏差

課題
全体 年中児 年長児

有群（25名） 無群（43名） 有群（9名） 無群（24名） 有群（16名） 無群（19名）

足し算 8.52 3.95 8.78 3.00 8.38 5.16

（4.36） （3.79） （4.58） （3.40） （4.38） （3.99）

手指の巧緻性 21.68　 18.21　 20.44　 16.25　 22.37　 20.68　

（3.73） （4.10） （2.35） （3.22） （4.23） （3.80）
注．（　）内は標準偏差。

年長児年中児全　体
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関係したとしても，手指の巧緻性が計算能力だけでなく
認知能力全般に関係していれば，計算能力と手指の巧緻
性の関係が本当に特異的であるとは主張しにくい。そこ
で，知能検査などで計算能力と同様に言語性の知能とし
て分類される言語能力を設定し，手指の巧緻性との関係
の強さを計算能力と比較した。手指の巧緻性が言語能力
よりも計算能力と強く関係していれば，計算能力と手指
の巧緻性の特異的な関係を示すことができる。
また，計算能力が運動能力のなかで特に手指の巧緻性
と強く関係したとしても，同時に設定した他の運動能力
が認知能力全般と全く関係ないものばかりであれば，計
算能力と手指の巧緻性の関係が本当に特異的であるとは
主張しにくい。なぜならば，第 1の仮説が検証されたの
は，認知能力と関係のない運動能力ばかりを取り上げて
いるためであって，認知能力と関係する運動能力も測定
していれば，手指の巧緻性と同じ程度，計算能力と関係
するのではないか，という疑問を投げかけられたら反論
できないからである。
そのため，認知能力の中の言語能力と関係があると思
われるリズム運動を設定し，計算能力に対する手指の巧
緻性とリズム運動の関係の強さを比較した。リズム運動
を設定することによって，認知能力と関係があると考え
られる運動能力同士で計算能力に対する関係の強さを比
較することができ，計算能力がリズム運動よりも手指の
巧緻性と強く関係していれば，計算能力と手指の巧緻性
の特異的な関係を示すことができる。
そして，以上の論理を成立させるためには，言語能力
とリズム運動に関係がなくてはならない。もし両者に関
係がなければ，リズム運動も認知能力と関係のない運動
能力の 1つになってしまうからである。
そこでまず，言語能力とリズム運動の関係を，偏相関
係数ならびに重回帰分析の結果によって確認したとこ
ろ，全体ならびに年齢群別にみた場合でも，言語能力に
はリズム運動が最も強く関係していた。この結果から，
リズム運動を認知能力に近い運動能力としてみなすこと
に問題はないと考えられるので，以下では，計算能力と
手指の巧緻性の関係について仮説にそって考察してい
く。
第 1の仮説は，“計算能力は他の運動能力よりも手指

の巧緻性と強く関係する”であった。これに関しては全
体ならびに年中児と年長児において，足し算と手指の巧
緻性の間に比較的強い相関がみられたことにくわえ，足
し算には手指の巧緻性が最も強く影響を与えていたこと
から，仮説は支持された。
第 2の仮説，“手指の巧緻性は言語能力よりも計算能

力と強く関係する”に関しては，手指の巧緻性は語いと
ほとんど相関がなかったことと，足し算に手指の巧緻性
が最も強く影響を与えていたことから，仮説は支持され

た。
第 3の仮説，“計算能力はリズム運動よりも手指の巧

緻性と強く関係する”に関しては，足し算に対する標準
偏回帰係数がリズム運動より手指の巧緻性の方が高かっ
たことから，仮説は支持された。
以上の検討により，幼児では，計算能力はリズム運動

を含む運動能力の中でも特に手指の巧緻性と強く関係し
ており，手指の巧緻性は言語能力よりも計算能力と強く
関係していることから，計算能力と手指の巧緻性の関係
が特異的であることが示唆された。また，足し算に対す
る手指の巧緻性の標準偏回帰係数を，年中児と年長児で
比較すると，年長児の方が高かった。これは，年齢が上
がることで，指でものを数えたり，手で数を表したりと
いった行為や活動による経験が蓄積され，手指と数がよ
り強く結びつくようになったためだと考えられる。
計算能力と手指の巧緻性の間に比較的強い相関があっ

た点は，年長児のみを対象にした浅川・杉村（2009）の
研究と一致していた。くわえて，手指の巧緻性は言語能
力よりも計算能力と強く関係するという結果は，手指認
識が言語能力よりも計算能力と強く関係することを明ら
かにした Noël（2005）の結果と対応しており，表象の
レベルでも運動のレベルでも手指は言語能力よりも計算
能力と強く関係すると考えられる。
このように，本研究では，計算能力と手指の巧緻性の

関係は強く，さらに特異的な関係であることを明らかに
した。しかし，本研究の結果だけでは，両者がなぜ関係
するかまでは検討できない。そこで以下では，関連する
研究を参照することにより，両者に関係がみられる理由
を仮説的に検討する。
計算能力と手指の巧緻性の関係の解釈
現在のところ，計算能力と手指の巧緻性との関係を
説明する仮説は 2つ考えられる。1つは局在論的解釈で
ある。これは計算や手指を司る脳の領域が近接してい
るため，似たような発達傾向を示すという解釈である
（Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003）。もう 1つは機
能論的解釈である。手指は基数性を表象したり，計算過
程を忘れないようにするためなどに用いられることか
ら，手指の神経表象に数表象を結びつけることができな
ければ，数それ自体が脳の中で正確な表象を持たないと
いう解釈である（Butterworth, 1999）。しかし，数の表
象と手指が機能的なレベルで，または神経生理的なレベ
ルで，あるいは両方のレベルで関係しているのかどうか
という問題は，まだはっきりと解決されていない（Noël, 

2005）。
局在論的な解釈に関する研究は，脳の分野に関する技

術の進歩によって知見が積み重ねられており，近年の神
経画像研究や経頭蓋磁気刺激を用いた研究により，手指
と数の表象の神経基盤が共有されている，もしくは近接
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していることが明らかにされてきた（Andres, Seron, & 

Olivier, 2007; Kaufmann, Vogel, Wood, Kremser, Schocke, 

Zimmerhackl, & Koten, 2008; Sato, Cattaneo, Rizzolatti, & 

Gallese, 2007）。
一方，機能論的解釈に関する実証的な研究はまだ少な
い。問題と目的で紹介した Noël（2005）はそのなかの 1

つであり，手指の計数課題を用いて数と手指の形との関
係についても検討している。彼女が用いた手指の計数課
題では，子どもは両手の指が 2～9本立っている絵を 40

枚見せられ，立っている指の数を答えるよう求められた。
半分の絵では，数を示す時にベルギー人が立てる典型的
な手指の形が図示されており，残りの半分の絵では，通
常とは異なる手指の形が図示されていた。すると，立て
られた指の数が大きい場合は，典型的な手指の形の方が，
解答も正確で反応時間も速かった。この結果は，フォー
マルな算数を学習している小学校 2年生でも，数が大き
い場合は手指の形と結びついたまま心的に表象されてい
る事を示唆している。
また，栗山（2002）は，ある数 aからある数 bまでの
部分的な数唱を求めるという課題を用いて，5の特異数
が内的に表象された構造であるか否かを検討した。その
結果，bが 5以外の場合には指定された数で停止するこ
とができなかったが，bが 5の場合は全員の子どもが正
しく数唱を停止することができた。このことは，幼児に
おいて 5が特異数として表象されている可能性を示唆し
ている。そして，5が特異数として表象されるのは，手
指という外的な構造がしだいに内的な表象構造として機
能するようになるためと考えられる。
くわえて，1年生を対象に，足し算と引き算の難易

度を操作して，縦断的に誤答の分析を行った Domahs, 

Krinzinger, & Willmes（2008）では，難易度の高い問題
では Split-fiveエラー（18–7=6というような正答から
±5離れるエラー）が Split-fourや Split-sixと比べると
より多くみられた。これは，5という数が 1つのまとま
りとして機能していることを示唆している。
以上の研究から，手指が数をまとまりとして認識する
役割を担っており，幼児期では特に 5を基準に数を構造
化していると考えられる。また，手指の構造自体が，空
間的にバラバラにならず順序づけしやすく，数と手指
との一対一対応が容易なため，手指は順序数の理解に
おいても重要な役割を果たしていると思われる。Piaget 

& Szeminska（1941 /1962）によれば，数概念は階層的
包含と順序づけという 2種類の関係を統合したものであ
る。ここで言う階層的包含は数のまとまりの理解にあた
り，順序づけは順序数に相当する。よって，前述したこ
ととあわせて考えれば，手指は数概念の基礎を支えてお
り，数は手指を通して認識，表象されると考えられる。
さらに，多くの幼児は，計算問題を解くときに自発的

に指を動かしたり，具体物を操作して計算を行っている
ことから，計算には運動性が伴うと考えられる。本研究
の結果でも，年中児においては計算時に指を多く使って
いる方が計算成績が高く，手指の巧緻性も高い子どもが
多かったことから，指を動かすことが計算過程で重要で
あることがわかる。したがって，今後，計算能力と手指
の関係を検討するにあたっては，手指認識の課題によっ
て測定した手指の形状という静的なイメージだけでな
く，運動性を伴う手指の動的なイメージにも着目して検
討する必要があるだろう。
まとめと今後の課題
本研究の意義をまとめると次の 2点になる。第 1は，

幼児期の計算能力と手指の巧緻性の関係を検討して，両
者の関係が特異的であったことを示した点である。第 2

は，これまでの多くの研究では，認知能力と運動能力を
別々のものとして捉え研究を行ってきたが，両者は従来
の研究から予想される以上に強く関係しており，認知能
力の発達において運動能力の影響を無視することができ
ないことを示した点である。ただし，認知能力と運動能
力の関係は全体的ではなく特異的であると考えられ，そ
の背後では，両者の間に機能的もしくは神経生理的な関
係が成立していると考えられる。
続いて，以下に今後の課題を述べる。本研究では，幼
児 68名を対象に月齢と性別を統制した偏相関分析なら
びに重回帰分析の結果，計算能力が手指の巧緻性と強く
関係していることが示された。その一方で，足し算が，
年中児ではボール投げと正の関係を，年長児では捕球と
負の関係を示すという，仮説からは予測していなかった
結果も得られた。また，年中児では指の利用は手指の巧
緻性と足し算に関係していたが，年長児では指の利用の
有無と足し算との間にしか関係がみいだされなかった。
このような関係については，発達過程で常にみられる現
象であるかどうか，本研究の結果からだけでは十分に議
論できず，今後，次の点を検討していく必要がある。
今回は，課題の難易度を考慮して年中児と年長児を対
象にしたが，33名と 35名で，決して多い人数とは言え
ない。今後は，参加者数を増やすとともに，年少児から
就学児まで測定可能な課題に改善して，手指の巧緻性が
どの時期からどの時期まで計算能力に対して影響力を持
つのかを検討すべきであろう。その際には，本研究のよ
うに横断的ではなく縦断的に検討し，手指の巧緻性なら
びにボール投げや捕球を含めて計算能力との因果関係を
明らかにすることが望まれる。
さらに，浅川・杉村（2009）ならびに本研究では，手

指の巧緻性を 30秒以内でペグボードに立てることので
きた棒の本数でしか評価してこなかったので，手指の巧
緻性をこれ以外の課題によっても測定する必要があるだ
ろう。そして，最終的には，手指の巧緻性と計算能力と
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の関係について，両者を媒介していると考えられる数概
念や手指認識なども組み込んで，両者の関係をより詳細
に検討していきたい。
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ヒトは，1歳頃から関心ある対象へ指さしを行うようになる。この行動は「叙述の指さし」と呼ばれ，
欲しい対象を求める「要求の指さし」とは区別される。叙述の指さしは，他者の注意を対象へ向けさせ，
関心，経験を共有するための行動と考えられてきた。しかし，他者が関心，経験を共有できる存在であ
ることを理解した上で，乳児は叙述の指さしを行っているのだろうか。こうした点を明らかにするため，
本研究は，1歳前半（34名），1歳後半（28名）の児を対象に，指さし行動の生起および他者との共有経
験の理解度との関連を調べた。乳児と向かい合った実験者の視野外に対象（ターゲット）を提示し，そ
れを目撃した乳児の指さし行動を記録した。他の 2つの対象（ディストラクタ）は，通常のインタラクショ
ンの中で両者に共有された。最後に 3つの刺激すべてを乳児に提示し，1つを自由に選択させた。1歳後
半児の多くは，乳児が指さした対象に実験者が注意を向けた時点で指さしを止めた。1歳前半児は，実験
者が対象に注意を向けても指さしを継続する傾向にあった。また，実験者の注意に応じて指さしを止め
た児は，他者と特別な経験として共有していたターゲットをディストラクタよりも多く選択した。他者
との共有経験の理解とその行動表出との発達的関連について議論した。
【キー・ワード】　 乳児，叙述の指さし，共有経験，共同注意

問　　　題

ヒトは，生後 12ヶ月頃から，自分から離れた対象に
対して自発的に指さしを行うようになる。この指さし
を，他者を意識した共同注意として捉えると，Bates, 

Camaioni, & Volterra （1975） による指さし機能の分類は
妥当にみえる。Bates et al. （1975） は，言語獲得以前の
乳児の指さしを「原命令（protoimperative）」と「原叙
述（protodeclarative）」に二分した。
原命令は，乳児が自分の欲求を満たすために大人を利
用する行動であり，例えば，欲しい対象に手を伸ばした
り，指さしたりして要求する。原叙述は，乳児の関心の
対象へ大人の注意を向けさせようとする行動と考えられ
る。乳児が突然ある方向を指さしたとしよう。すると，
大人はその先に乳児の関心の対象があることを予想す
る。もし乳児が自分の注意や関心の対象を大人と共有し
ようとして指さしを用いるのであれば，この「叙述の指
さし（declarative pointing）」は，乳児が自分とは異なる
注意や関心を持った意図的な主体として他者を理解して
いるとみなせる。自閉症児では，叙述の指さしと要求の
指さしのうち，後者は行うものの前者は著しく制限され
る（Baron-Cohen, 1991; Carpenter, Pennington, & Rogers, 

2002; Curcio, 1978）。この事実は，それぞれの指さし機
能における他者理解のレベルが異なることを反映してい
ると思われる。

しかし，乳児が他者をどの程度「意図をもった主体」
として理解しているかという点については，これまで
十分検討されてこなかった。Moore & Corkum （1994） 
は，面白い対象を見つけたときの乳児の自発的な指さし
は，その指示対象へ大人の注意を向け直すためというよ
り，乳児自身に対する大人の反応を引き出すための行動
であると主張した。日常において，乳児の自発的な指さ
しに対し大人は敏感に反応し，多くの場合微笑んだりコ
メントしたりとポジティヴな反応をする。このような他
者からのポジティヴな反応や他者とのインタラクション
そのものを引き出し維持することが，叙述の指さしの
重要な動機づけとなっていると彼らは主張する。Moore 

& D’Entremont （2001） は，1歳代における他者の注意状
態への敏感さの発達的変化を実証的に調べるために，乳
幼児の叙述の指さしに対する親の反応を実験的に操作し
た。その結果，1歳前半児は，指さしの対象に大人が注
意を向けていたか否かにかかわらず，乳児自身に注意を
向けているときに指さしを多く生起させた。他方，1歳
後半児は，親が対象を見ていないときに指さしを多く
行った。これらの結果から，Moore & D’Entremont （2001） 
は，1） 1歳前半においては大人とのインタラクションを
促進するために指さしを用い，他者が固有の注意や関心
を持つ存在であることは理解していない，2） 1歳後半に
なってようやく，他者の注意を向け直すために指さしを
用いるようになる，と結論づけた。

発　達　心　理　学　研　究
2011，第 22巻，第 2号，140－148

原　　　著
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Liszkowski, Carpenter, Henning, Striano, & Tomasello 

（2004） は，この見方に否定的である。 Liszkowskiらは，
12ヶ月児の叙述の指さしに対する大人の反応を操作し，
乳児の反応を比較した。その結果，大人と共同注意が成
立している条件で，他の条件（大人が対象のみを見て乳
児には反応しない条件，全く無反応の条件）よりも指さ
しが高い頻度でみられ，また，指さしの持続時間も長かっ
た。さらに Liszkowskiらは，大人がすでに対象を見て
いたときでも指さしを行っていたというMooreらの結
果について，乳児は共同注意をすでに成立させていた対
象についてのコメントを大人から引き出そうとしたから
だと反論した。Liszkowskiらの解釈に従うと，乳児は指
さしを始める頃から他者固有の視点を理解しており，他
者の注意や関心を自分の関心の対象へと向け直すために
指さしを行っていることになる。
この解釈について，木下 （2008） は，乳児は自分とは

異なる対象に向けられている他者の注意を引き寄せ，自
分の関心の対象へと向け直すために指さしをするのであ
れば，他者が対象を見ていない条件（乳児の顔しか見
ていない条件や全く無反応の条件）でも共同注視条件
と変わらない指さしが起こるはずと指摘する。しかし，
Liszkowskiらの結果はそうではなかった。大人が乳児の
顔しか見ない，あるいは全く無反応な条件では，指さし
はみられるものの，その生起は時間が経過するにつれ途
切れがちになっていたことがうかがえる。木下 （2008） 
は，指さしが出現して間もない 1歳前半には，乳児は
自発的に他者とコミュニケーションしようとはするもの
の，それを他者の注意や意図に応じて適切に調整しなが
らコミュニケーションすることはいまだ困難であるとす
る。
この可能性を考慮すると，Mooreらと Liszkowskiら
の一見対立する結果をつなぎあわせた説明ができそう
だ。Mooreらが示したように，1歳前半の乳児は，他者
―対象―乳児という三項関係場面において，指さしを用
いて他者とのコミュニケーションを積極的に求めると考
えられる。ただし，その指さしが他者の注意や関心を変
える機能を果たすレベルに達するには，その後しばらく
時間がかかるのではないだろうか。そして，そのレベル
に至るまでには，大人が乳児の指さしに敏感に反応し，
指さしの機能的な解釈を与え，誘導するといった「足場
づくり（scaffolding : Wood, Bruner, & Ross, 1976）」が重
要な役割を果たしている可能性がある。
では，乳児はいつ頃から，他者の注意や関心を変える
意図をもった指さしを主体的に行うようになるのだろう
か。この点を解明する鍵は，乳児が他者と経験を共有し
たことを理解しているかどうかという点にある。Moll, 

Richter, Carpenter, & Tomasello （2008） は，14ヶ月児が，
他者とある対象に関する経験を共有したことを理解して

いることを示した。乳児を誘導して実験室に行く途中
に，ある刺激（ターゲット）を何度か偶然に目にする状
況を設定することで，同伴の実験者Ａと経験を共有させ
た。他の 2つの刺激は，実験室に入ってから別の実験者
Ｂが乳児と実験者Ａの前に提示し，より自然な形で経験
を共有した。実験者Ａが部屋を出た間に 3つの刺激が乳
児の目の前に置かれ，部屋に戻った実験者Ａは刺激を見
ながら，ただし特定の刺激を示さないよう曖昧に要求し
た。その結果，多くの乳児がターゲットを選んだ。一方，
他の統制条件（実験者Ｂが要求する条件，実験者Ａが一
人でターゲットを観察している場面を乳児が傍観する条
件）では，乳児は 3刺激をランダムに選択した。これら
の結果から，Moll et al. （2008） は 14ヶ月児が特定の他
者と特定の経験を共有することを理解していると結論づ
けた。

Mollらによる一連の研究（Moll, Carpenter, & Tomasello, 

2007; Moll et al., 2008; Moll & Tomasello, 2007）は，他者
との共有経験や他者の知識状態に基づいて他者の指示対
象を理解する 14ヶ月児の柔軟な能力を示している。し
かし，これらの研究において重視されていない点がある。
それは，大人の側による積極的な誘導が手続き中に含ま
れていた点である。Moll et al. （2008） では，ターゲット
との予期せぬ遭遇場面では，実験者が大げさに興奮して
いた。さらに，乳児が刺激を選択する場面でも，実験者
が乳児に積極的に要求し，乳児はそれに受け身的に応答
した。大人主導のコミュニケーションによって発達する
他者との共有理解の高まりは，乳児の能動的な行動と考
えられる叙述の指さしの出現と密接な関連があると思わ
れる。乳児による指さしが大人の注意をその指示対象に
向けさせることを意図するものなら，叙述の指さしは，
大人が自分と経験を共有できる存在だという理解を前提
とすると考えられるからである。
以上より，叙述の指さしは，大人と対象を共有したい
という乳児自身の意図，動機を基盤として出現すると考
えられる。だとすれば，乳児が指さしを行う動機は，他
者の反応しだいで変化する可能性が予測できる。例えば，
指さしに対する他者の反応に，対象を共有したいという
意図達成の手ごたえが感じられなければ，乳児の指さし
の動機は低下し，指さしの頻度は減少するだろう。
こうした仮説に基づき，本研究では，1歳前半児およ
び後半児を対象に，指さしの出現と他者との共有経験の
理解度との発達的な関連性を実証的に調べた。本研究が
独自に着目した点は，1） 乳児が指さしを行う動機，意
図的側面，2） 対象を他者と共有したいという動機に基
づき指さしを行った乳児における他者の心的状態の理解
度，であった。具体的な目的は，以下の 2点とした。ひ
とつめは，他者の反応の違いが 1歳児の指さしの出現に
どのような影響を与えるか，それが発達的にどのような
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変化をみせるかを検証することであった。ふたつめは，
乳児の指さしの特徴と他者との共有経験の理解度との間
に，直接的な関連があるかどうかを検証することであっ
た。乳児の指さしについては，実験者の視野の外にある
刺激（ターゲット）を提示する状況を設定し，そのとき
に生起する乳児の指さしの特徴，および実験者の反応に
よる影響を分析した。また，乳児による他者との共有経
験の理解度は，Moll et al. （2008） のパラダイムを用いて
調べ，指さしの特徴との関連性を検討した。

方　　　法

対象児
1歳前半児 34名（男児 16名，女児 18名；平均月齢

14.5ヶ月；13.6–16.7ヶ月；SD =0.85），1歳後半児 28名（男
児 14名，女児 14名；平均月齢 21.8ヶ月；18.3–23.8ヶ
月；SD =1.39）。この他の 14名については，以下の理
由から分析の対象から外した。実験者および刺激に対す
る反応を示さなかった（5名），ぐずったり泣きだすな
ど不機嫌になった（6名），実験とは関係のない玩具で
の遊びに没頭した（1名），同伴者（対象児の姉）によ
る干渉があった（1名），実験者の手続きミス（1名）。
刺　激
カニ，ブタ，ヘビの 3種類のイラストが描かれた縦

19 cm×横 27 cmの紙製ボード 3枚（Figure 1）：そのう
ちの 1つをターゲット〔T〕，残りの 2つをディストラ
クタ〔D1・D2〕とした。ターゲットを提示する際には，

その下部に 40 cmの柄を付けた。各刺激は，予備的検討
において，この時期の乳児が色と形で容易に識別でき，
また彼らが手放せなくなるほど魅力的ではなかったこと
が確認されていた。ターゲットとする刺激の選択は，対
象児間でカウンターバランスをとった。
手続き
対象児は，乳幼児用実験室に養育者，実験者 1（E1），

実験者 2（E2）と一緒に入室した。対象児は，養育者
の膝の上，または乳幼児用の椅子に座った（Figure 2）。
E1は，対象児と机をはさんで向い合って座った。E1の
背後には間仕切りが設置されていた。E1と E2は，実
験とは関係のない玩具を取りだし，対象児と遊び，ラポー
ルを形成した。その間に，E1は養育者に対し，実験の
目的および方法の概要，所要時間，個人情報守秘などの
倫理的配慮に関する項目からなるインフォームドコンセ
ントを行った。E2は，インフォームドコンセントが完
了した時点で室外に出て，対象児に気づかれないように
間仕切りの反対側に待機した。その数分後，E1は玩具
を片づけ（対象児が片づけるのを嫌がった場合，机の上

Figure 1　 3種類の刺激

Figure 2　実験室のセッティング

カメラ
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に置いたままにした），「これでよし」と発言し，それを
合図に，E2に実験の開始を伝えた。ラポール形成およ
びインフォームドコンセントに要した合計時間は，およ
そ 20分だった。養育者は，実験中対象児に話しかけた
り，対象児の顔をのぞき込んだりしないよう予め指示さ
れた。実験は，次の 3つのフェーズから構成され，所要
時間は 10～15分程度であった。
ターゲットフェーズ　E1の合図によって，E2は間
仕切りの隙間からターゲット〔T〕を計 60秒間提示し，
対象児に見えるように動かし続けた。対象児が〔T〕に
注目し始めた時点から 20秒間，E1は〔T〕に注意を向
けず，対象児にも反応せず，自分の指を見たり腕時計を
眺めたりして対象児の行動に気づかないふりをした（無
視条件）。つづく 20秒間，E1は，〔T〕には未だ注意を
向けず，対象児が指さしを行っても「おててかわいいな
あ」と言ったり，「どうしたの？」と問いかけたり，「そ
うやなあ」とうなずいたりして，対象児の行動のみに注
意を向けた（反応条件）。最後の 20秒間， E1は，驚き
かつ喜びの表情で，対象児と〔T〕を交互に見て，〔T〕
に言及した（例えば，「カニさんうごいてる」「ふしぎや
なあ」「カニさんチョキチョキ」など）（共同注意条件）。
対象児が明らかに〔T〕を注視しているが，指さしな
どの注視以外の反応を示さなかった場合，反応条件にお
いては，E1は対象児に対し「どうしたの？」という問
いかけのみ行った。それでも対象児が注視以外の反応を
しなかった場合，E1の合図によって E2が〔T〕で間仕
切りをたたいて音を出し，E1の注意を〔T〕に引く試
みを付加した。それにより E1は〔T〕に気づく反応を
対象児に示し，共同注意条件の手続きを遂行した。
ディストラクタフェーズ　E2が〔T〕を対象児の視

界から隠した後，E1はディストラクタ〔D1〕を机上に
取り出し，80秒間，対象児の目前に提示した。前半 40

秒間，E1は対象児の顔だけを見て対象児の行動のみに
注意を向け，〔D1〕には言及しなかった（ただし，対象
児が〔D1〕を机上から落とした時は，視界に入るよう
に〔D1〕を拾い机上に置いた）。後半 40秒間で，E1は
対象児と〔D1〕の両方を交互に見て，〔D1〕に言及する
反応を対象児に示した（例えば，「これブタさんやで」「ブ
タさんブーブー」など）。
〔D1〕を片づけた後，「ターゲットフェーズ」から「ディ
ストラクタフェーズ」の一連のセッションをもう一度繰
り返した。ただし，ターゲットは最初のセッションで用
いた刺激と同一のものを，ディストラクタは異なる刺激
〔D2〕を提示した。
テストフェーズ　ターゲットフェーズとディストラク

タフェーズを 2回繰り返した後，E1が室外に出て，そ
れと入れ替わりに E2が入室し，3刺激〔T，D1，D2〕
を幅 100 cm の机上に取り出し，均等な間隔で並べた

（〔T〕に取り付けてあった柄は外してあった）。3刺激間
の距離は 5 cm以内で，それぞれの位置は対象児間でカ
ウンターバランスをとった。E2が室外に出て，それと
入れ替わりに入室した E1は，机上の 3刺激に気づき，
驚きかつ喜びの表情および「あ！（対象児名）ちゃん！」
「さっきの！」と対象児を見ながら発言し，3刺激のあ
る方向を指さした。E1は机から 1.5 m以上離れており，
かつ，肘を曲げ（腕を伸ばさずに）指さしを行ったため，
どの刺激に指が向けられたかは特定しにくいものだっ
た。対象児の反応は，E1が刺激を見つけたことに対す
る驚きおよび喜びを表現してから 1分以内に起こったも
のとした。この間，対象児がどの刺激も選択しなかった
場合，対象児に近づいて「ちょうだい」または ｢くださ
い｣ と言って両手を対象児の方向に差し出した。この時
も，対象児の顔を見つめ，差し出す手は特定の刺激に極
端に近くならないよう曖昧な要求をした。

2台のビデオカメラは Figure 2の通り設置され，全
フェーズの過程が記録された。1台は対象児の正面を，
もう 1台はターゲットフェーズにおいて対象児の背後か
らターゲットを撮影するために用いられた。
評定項目および分析方法
分析は，ビデオ記録をもとに，以下の 2点に注目して
行った：

1．ターゲットフェーズの各条件における対象児の〔T〕
の方向への指さし行動の生起の有無およびその持続時間
（人差し指以外の指も開いているが，明らかに対象の方
に手を伸ばしている「手さし」行動も含む）

2. テストフェーズで，対象児が選択した刺激（選択は
「提示・手渡し・指さし・刺激の名前発話」のいずれか
によって判断したが，対象が特定できない指さしは分析
から除いた）
ただし，ターゲットフェーズにおいて対象児が後ろを
振り返り，自分の養育者を見ながら行った指さし行動と，
テストフェーズにおいて E1を一度も見ずに行った選択
行動は，E1に向けられた行動ではなかったと判断し，
分析から除外した。
データ評定の信頼性の検討を，無作為に抽出した対象

児 16名（25％）分のデータについて行った。ビデオ録
画記録を再生し，ターゲットフェーズの各条件における
1）指さし行動の生起，2）指さし行動の持続時間，お
よび 3）テストフェーズにおける選択刺激の 3項目につ
いて，本研究の目的や内容を知らされていない大学院生
2名が評定した。3項目ともに高い一致率（それぞれ，
κ=.98；r＝ .92，p <.01；κ＝ .82）が得られたため，残
りの対象児に関しては，第一著者が評定を行った。
統計分析には SPSS 15.0を用い，統計検定の際の有意

水準は全て有意確率 p <.05に設定した。
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結　 　　果

対象児の指さし行動の持続時間，ターゲット選択率に
ついて統計的分析を行った結果，全ての項目について有
意な性差はなかった。また，テストフェーズにおいて，
対象児が選択した刺激の種類，位置についての有意差も
認められなかった。したがって，以下ではこれらの変数
は考慮しなかった。
1．ターゲットフェーズにおける指さし行動
月齢間の比較　ターゲットフェーズの各条件で生起し
た指さし行動の平均持続時間を，月齢間で比較した。ター
ゲットフェーズの各条件（無視，反応，共同注意）を対
象者内，月齢（1歳前半，1歳後半）を対象者間要因とし，
2要因分散分析を行った。その結果，条件と月齢の交互
作用（F（2, 120）=11.97，p <.01）および条件の主効果
（F（2, 120）=11.27，p <.01）がみられた。月齢の主効果
はみられなかった（F（1, 60）=0.17，n.s.， 1歳後半児平
均 5.58，1歳前半児平均 5.00）。単純主効果の検定によ
り，1歳後半児において条件間で有意差がみられた（F
（2, 81）=11.26，p <.01）。多重比較（Tukeyの HSD検
定）を行ったところ，共同注意条件における指さし行動
の持続時間（平均 0.50）が，無視条件（平均 7.72）お
よび反応条件（平均 8.51）より有意に短いことが示され
た（ps<.01）。1歳前半児においては，条件間で有意差
がみられなかった（F（2, 99）=0.04，n.s.）（Figure 3）。
指さし行動の生起パターン　ターゲットフェーズで出
現した指さし行動の生起パターンを検討するため，以下
の 2つの特徴に基づき対象児を分類した。
（1）E1がターゲットに反応した共同注意条件で，指
さし行動を行った対象児を「共有継続群」とした（無視
条件，反応条件で指さし行動を行った対象児も含む）。
それ以外の対象児，共同注意条件において全く指さし行
動を行わなかった対象児を「非共有継続群」とした。
（2）反応条件で指さし行動を行い，かつ，共同注意条

件に入った直後に E1がターゲットに反応してからは指
さし行動を行わなかった対象児を「共有達成群」とした。
それ以外の対象児，1）共同注意条件で E1がターゲッ
トに反応してからも指さし行動を行った児，2）反応条
件で指さし行動を行わなかった児を「非共有達成群」と
した。
ターゲットフェーズの各条件（無視，反応，共同注意）
を対象者内，指さし行動の 2つの生起パターン（共有継
続群，共有達成群）を対象者間要因として 2要因分散
分析を行ったところ，条件とパターンの交互作用（F（2, 

114）=11.53，p <.01）および条件の主効果（F（2, 114）
=11.15，p <.01）がみられた。パターンの主効果はみ
られなかった（F（1, 57）=0.07，n.s.，共有継続群平均
=6.71，共有達成群平均=6.35）。単純主効果の検定に
より，共有達成群（F（2, 93）=17.80，p <.01）において
条件間で有意差がみられた。多重比較（Tukeyの HSD

検定）により，共同注意条件での指さし行動の持続時間
（平均 0.98）は，無視条件（平均 8.28）および反応条件（平
均 9.80）より有意に短いことが示された（ ps<.01）。共
有継続群においては，条件間で有意差がみられなかった
（F（2, 78）=0.14，n.s.）（Figure 4）。
月齢と指さし行動生起パターンの関連　各条件におけ

Figure 3　月齢別の各条件における指さし行動の平均持続
時間
注．エラーバーは標準誤差を示す。**p <.01

Figure 4　分類別の各条件における指さし行動の平均持続
時間
注．エラーバーは標準誤差を示す。**p <.01

Table 1　各分類における月齢ごとの対象児の人数

1歳前半 1歳後半

共有継続群 　23**（18**） 　4　（　4）　

非共有継続群 11　（11）　 24　（23）　

共有達成群 11　（10）　 　21**（20**）

非共有達成群 23　（19）　 　7　（　7）　
注．（  ）内の数字はテストフェーズにおいて何も選択しなかっ
た対象児を除いた人数を示す。

　　**p <.01
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る指さし行動生起パターンによる分類を，月齢ごとに
Table 1に示した。各分類について Fisherの正確確率検
定を行ったところ，全ての分類において有意差がみられ
た。すなわち，共有達成群には 1歳後半児が（ p <.01），
共有継続群には 1歳前半児が多かった（ p <.01, 全て両
側検定）。
2．テストフェーズにおける選択刺激
ターゲットを選択した対象児の人数を Table 2に示し

た。指さし行動生起パターンについて，Fisherの正確確
率検定を用いて群間比較をしたところ，共有達成の有無
による分類でのみ，ターゲット選択数に有意差がみられ
た。つまり共有達成群は，非共有達成群より有意に多く
ターゲットを選択した（ p <.05，両側検定）。次に，二
項検定を用いて，ターゲット選択数をチャンスレベル
（.33）と比較したところ，共有達成群がチャンスレベル
より多くのターゲットを選択したが（ p <.01），非共有
達成群のターゲット選択はチャンスレベルにとどまった
（n.s.）。
ターゲット選択数について，月齢間で同様の比較を
行ったところ，1歳前半児と 1歳後半児との間に有意
差はなく（正確確率検定：n.s.，両側検定），1歳前半
児，1歳後半児ともにチャンスレベルより有意に多く
ターゲットを選択した（二項検定：それぞれ，p <.05，
p <.01）。

考　　　察

1．ターゲットフェーズにおける指さし行動
指さし行動の出現は 1歳児全般で確認できたが，その

生起パターンは，1歳後半児において顕著に変化するこ
とが本研究によって明らかとなった。ターゲットフェー
ズにおいて実験者が無視条件，反応条件，共同注意条件
と反応を時系列に従って変化させたとき，1歳後半児で
は共同注意条件における指さし行動の平均時間が，他の
2条件（無視，反応条件）よりも短くなった。他方，1

歳前半児では，指さしを行う時間に変化はみられなかっ
た。この月齢間の差異は，指さし行動の生起パターンに
よる分類においてもみられた。1歳後半児は他者とター
ゲットへの注意が共有されると指さし行動を止めたが，

1歳前半児ではそうした反応はみられなかった。これら
の結果から，1歳後半児は，実験者の注意が反応条件の
段階ではまだターゲットに向けられておらず，共同注意
条件の段階でようやく向けられたことを理解していた
ことがわかる。この結果は，ヒトは 1歳後半から 2歳
にかけて，自分の興味ある対象へ相手の注意を向けさ
せるために指さしを用いるようになるというMoore & 

D’Entremont （2001）とも一致する。
ただし，これらの結果をもって，1歳前半児は他者の
注意を理解できていないと結論づけることは早急であ
る。なぜなら，この時期の指さしは，他者の反応によっ
てその動機づけが変化するとも考えられるからである。
例えば，Mooreらが主張するように，共同注意条件に
おける 1歳前半児の指さし行動が実験者とのインタラク
ションそのものを展開させようという動機づけに基づく
行動であったとしても，そのことは，反応条件における
指さし行動が実験者の注意をターゲットに向けさせるこ
とを目的とした行動であったことは否定できない。
本研究の結果から，指さしが出現して間もない 1歳前
半，乳児は他者とのコミュニケーションにおいて多様な
動機づけに基づいて指さしを行い，1歳後半から 2歳に
かけて，より限定された明確な意図，すなわち他者の注
意を操作するという意図をもった指さしがみられるとい
う発達的変化が示された。
2．テストフェーズにおけるターゲット選択
対象児によるターゲット選択数は，「共有達成群」に
おいてチャンスレベル（.33）よりも頻度が高く，かつ「非
共有達成群」よりも多かった。一方，「共有継続群」に
おけるターゲット選択は「非共有継続群」との間に差が
認められなかった。1.で示した指さし行動の生起パター
ンと月齢の要因，および両者の関連を考慮すると，共有
達成群におけるターゲット選択の頻度の高さは，単純に
加齢に伴う上昇である可能性も考えられた。しかし，1

歳前半児，後半児ともにターゲットをチャンスレベルよ
りも高い頻度で選択し，両者のターゲット選択数の間に
は差は認められなかったという結果から，この可能性は
排除できる。また，ここでの結果はMoll et al. （2008） と
一致しており，ヒトは 1歳前半から，他者と共有した

Table 2　各分類における対象児が選択した刺激

1歳前半 1歳後半

ターゲット ディストラクタ ターゲット ディストラクタ

共有継続群 10 　8 　2 2

非共有継続群 　5 　6 18 5

共有達成群 　6 　4 17 3

非共有達成群 　9 10 　3 4

注．数字は各刺激を選択した対象児の人数を示す。
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特別な経験に基づいて他者の指示対象を選択するといえ
る。以上より，指さした指示対象に他者が注意を向けた
ときに乳児が指さしを止めるという行動は，その対象を
他者と共有することを目的としていたと考えられる。
叙述の指さしと共有経験の理解との関連は，Liebal, 

Carpenter, & Tomasello （2010） が議論している。Liebal

らは，18ヶ月児と 14ヶ月児を比較し，18ヶ月児は 2

人の実験者との共有経験を区別し，それぞれに応じて
正確に対象を指さすことを示した。他方，14ヶ月児は
2人の実験者のうち後にインタラクションをもった者
についてのみ正確な対象を指さしたことから，Liebal

らは，14ヶ月児は特定の他者との共有経験に基づいて
コミュニケーションを行うことはできるものの，相手
が 2人であるという状況は 14ヶ月という時点では複雑
過ぎたと解釈する（Ganea & Saylor, 2007; Liebal, Behne, 

Carpenter, & Tomasello, 2009; Saylor & Ganea, 2007 も参
照）。本研究では，乳児と大人が共有した経験は，乳児
の主体的な指さし行動がもたらしたものだった。大人の
反応しだいで乳児の指さしが変化したこと，他者との共
有経験の理解度との間に関連があったことは，この時期
の他者との共有経験の理解は単に加齢に伴い発達するわ
けではなく，乳児が他者と対象を共有したいという動機
に基づくインタラクション経験の蓄積とともに発達する
可能性を示唆している。
以上より，1歳前半の乳児は，他者が自分とある対象
を共有できる存在であることをすでに理解してはいる
が，そうした他者との共有経験をコミュニケーション場
面において柔軟に利用することにはまだ制約があるとい
える。その制約には様々な要因が考えられるが，実際の
コミュニケーション場面を想定すると，次のような解釈
が可能ではないだろうか。泣いたりして他者の注意を
自分に引きつけたり，社会的微笑のように社会的文脈
で他者に情動を表出する行動は生後 2～4ヶ月からみら
れ，生後 9～12ヶ月になると乳児は他者が自分以外の対
象にも注意を向けていることを理解し始める。指さしも
この頃からみられるようになるが，それを介したコミュ
ニケーションは，多くの場合，特定の親密な大人による
積極的，主導的な応答により支えられている。例えば，
母親に抱きかかえられた乳児が指さしを行ったとした
ら，母親はその先の面白そうなものを見つけて「ワンワ
ンだね」などと自ら解釈する。このときの乳児の指さし
が母親に犬の存在を気づかせるための行動であったか否
かはわからない。しかし，乳児の指さしに対する，大人
からの敏感で一貫した応答は，乳児が「自分自身の行動
が他者の注意を操作できる」という理解を促進する。そ
うした理解が，叙述の指さしという機能をもたせること
につながると考えられる。こうした乳児の行動に対する
大人の敏感で積極的な応答は，「足場づくり（scaffolding: 

Wood et al., 1976）と呼ばれてきた。明和 （2006） は，発
達初期の乳児に対する大人による足場づくりは，他の霊
長類にはみられない，ヒト固有の行動特徴である点を指
摘する。また，ヒトの環境で養育されたチンパンジーは，
ある程度の模倣や社会的参照を行ったといういくつかの
事例を紹介し，ヒト特有の他者からの積極的な働きかけ
は，ヒト特有の社会的認知発達を促進する要因である可
能性を示している。
3．今後の課題
本研究では，他者との共有経験の理解，言い換えれば，
対象を共有しうる存在としての他者理解は 1歳前半にお
いてすでに備わっていること，ただし，そうした理解を
自らの行動にうつし，コミュニケーション場面で利用す
るには生後 1年半まで待たねばならないことを明らかに
した。
他者の心的状態の理解と表出行動のギャップについて

は，Onishi & Baillargeon （2005） が注視時間を指標とし
て乳児の誤信念理解を報告して以降，他者の信念理解
の領域でも議論されてきた。Song, Onishi, Baillargeon, & 

Fisher （2008） は，18ヶ月児が，適切なコミュニケーショ
ン状況があった場合にのみ他者の信念を修正できること
を示した。また，Southgate, Chevallier, & Csibra （2010） 
は，行動指標を用いて 17ヶ月児を対象とした他者信念
理解課題の結果から，乳児自身がコミュニケーション場
面に参加することで，他者の信念により敏感となる可能
性を指摘している。Baillargeon, Scott, & He （2010） は，
乳児向けの注視時間を指標とした誤信念課題と幼児を対
象とした従来の質問返答式の誤信念課題における通過年
齢の差異に着目している。また，こうした年齢のギャッ
プを埋める説明として，それぞれに関与する脳部位の機
能的結びつきの変化に焦点をあてた議論が展開されてい
る。しかし，こうした発達的連続性を明らかにするには，
閉じた個の変化に焦点をあてるだけでは十分ではない。
乳児の行動に対する大人の敏感で適切な応答性，あるい
は大人によって積極的にコミュニケーションの場に誘導
される環境要因についても考慮する必要がある。
また，他者理解の発達に伴う乳児の行動変化とともに，
他者および乳児の情動知覚，表出が与える影響につい
ても，今後検討する必要がある（Jones, Collins, & Hong, 

1991; Kuroki, 2007; Parlade et al., 2009）。何（物または他
者）に対するどのような情動状態が乳児の指さしを誘発
するのか，戸惑い，喜びなど，どのような情動状態が乳
児の指さしを止めさせたり継続させたりするのか。指さ
しの出現に関連する情動要因を検討することで，乳児の
コミュニケーションとその動機づけとの関連をよりダイ
ナミックに捉えることができると考える。
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Infants start to actively point at objects of interest from around their first birthday. This behavior, called “declarative pointing,” 
has been thought to function to redirect others’ attention towards an object to express interest in sharing that object with 

others. However, it remains unknown whether infants’ use of declarative pointing is actually based on the understanding 

that they can share experiences with others. We investigated whether 1-year olds (younger group n =34; older group 

n=28) changed their pointing behavior according to others’ attentional status, and whether they chose target objects based 

on experiences previously shared with others. The results showed that the older infants stopped pointing soon after the 

experimenter paid attention to the target object. Moreover, infants who had stopped pointing following the experimenter’s 

attentional shift chose the target object more frequently than they chose other objects. Such choices are construed as based 

on an understanding of experiences previously shared with the experimenter. The discussion focuses on the developmental 

relations between declarative pointing and infants’ understanding of shared experience.
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高田　利武
（宮城学院女子大学学芸学部）

文化的自己観が内面化された結果と考えられる相互協調性と相互独立性の発達的変化について，児童
後期から若年成人期を対象とした二つの縦断資料を通じて検討された。文化的自己観尺度（高田ほか，
1996）への反応で，相互協調性については（1）児童後期から青年前期での低下，（2）青年前期から青年中・
後期での上昇，（3）青年後期から若年成人期での低下，という横断資料（高田，1999）で認められた傾
向が追認された。更に，相互協調性の水準はある発達的時期から次時期へと順次影響する一方，時期を
越えた影響は見られないことが，構造方程式モデルによる分析により示された。それに対して，相互独
立性については，横断資料とは異なり児童後期から青年後期，および青年後期から若年成人期にかけて
変化は認められなかった。調査対象者のもつ固有の偏りがその背景にあるとともに，日本文化で優勢で
はない相互独立性の意味内容が発達的に変化する可能性が示唆された。これらの結果は，尺度のみに依
拠した研究の限界はあるものの，自己再構成の時期である青年期に日本文化で優勢な相互協調的自己観
が主体的に内面化される，という仮説を裏づけるものと理解された。
【キー・ワード】　相互独立性，相互協調性，縦断的検討，青年期，日本文化

問　　　題

文化的自己観は，ある文化の中で歴史的に作り出され
共有されている自己についての概念であり，相互独立
的自己観と相互協調的自己観に大別される（Markus & 

Kitayama, 1991）。他者から分離した独自の存在として自
己を捉える考え方が前者であり，他者と互いに結びつい
た人間関係の一部として自己を捉えるのが後者である。
人間が個別性と社会性を兼ね備えていることは普遍的で
あり，相互独立的自己観は個別性，相互協調的自己観は
社会性をそれぞれ強調した人間の捉え方であると言える
が（高田，2004），日本文化では相互協調的自己観が優
勢であるとされる。
相互独立的自己観と相互協調的自己観は，ある集団の
成員に共通する価値や観念のシステムである社会的表象
であるが（北山，1998），それが個々人に内面化された
結果，個人の認知的表象である相互独立性・相互協調性
が形成されると考えられる。また，それらが人間に普遍
的な個別性と社会性を基礎とする以上，いかなる文化に
おいても双方の自己観を内面化することはあり得ると考
え，それぞれの内面化の程度を測定する文化的自己観尺
度が作成されている（Singelis, 1994；高田・大本・清家，
1996）。文化的自己観尺度への反応を発達的に検討する
ことを通じて，相互独立的・相互協調的自己観の内面化
の発達経過を解明し得るであろう 1）。
上述の観点から，高田（1999，2000，2001，2002）

は児童期後期から老人期に至る発達過程について，相互
独立的・相互協調的自己観尺度（高田ほか，1996）を用
いた横断資料に基づき，大略以下のような知見を得てい
る。相互独立性は児童後期から青年前期にかけて低下し
青年後期までは低い水準に止まった後，20・30代の若
年成人以降は上昇に転じ老人期まで上昇を続ける。相互
協調性は児童後期から青年前期にかけて低下した後，青
年前期から後期に上昇し，成人期には再び低下した後，
老人期で再度上昇する，という経過である（Figure 1参
照）。相互協調性が高く相互独立性が低いという最も「日
本的」な特質を表しているのは青年期であり，成人期で
は相互独立性が相互協調性を凌いでいることが注目され
る。
このような変化の過程について高田（2002，2004）は，
相互独立性・相互協調性の発達的変化に伴って，それに
対応した自己スキーマが形成されると考え，殊にその青
年期と成人期における特質について，以下のように指摘
している。即ち，相互協調性が極大であるのに対し相互
独立性が最低水準にあるのが青年期の特徴であるが，こ
れは自己再構成期であるこの時期に相互協調的自己観が
主体的に内面化され，日本文化に優勢な文化的自己観の
基底が自己スキーマに取り込まれることを示している。
このように，ある文化で優勢な社会的表象が個人の認知

発　達　心　理　学　研　究
2011，第 22巻，第 2号，149－156

原　　　著

1）社会的表象である相互独立的自己観・相互協調的自己観と区別す
るため，尺度により測定された個人特性を相互独立性・相互協調
性と呼ぶ。
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的表象に直接反映される過程が 1次的反映過程である。
これに対し，成人期では相互独立性が伸張し相互協調
性は低下するが，これは人間の個別性に着目すればそれ
なりに理解することは可能な相互独立的自己観が，青年
期に確立した相互協調性を基礎とした意味づけを伴っ
て，自己スキーマに取り入れられる過程を示している。
このような，当該文化では優勢でない社会的表象が，優
勢な表象に規定されつつ個人的表象に取り込まれる過
程，即ち，日本文化では相互協調性が追求されることを
基本として相互独立性が形成される――換言すれば，他
者との関係性を確立した上で個の独自性を発揮しようと
する――過程が 2次的反映過程である。更に，老人期で
は相互独立性・相互協調性の双方とも高い傾向が見られ
るが，これは，青年期と成人期にそれぞれ形成される相
互協調性自己スキーマと相互独立性自己スキーマが統合
される過程を示唆している（高田，2007b，2008b）。
こう考えた場合に残る問題の一つは，児童後期から青
年前期にかけての相互協調性の低下である。日本文化に
おいては，発達初期の養育，家庭での躾，あるいは学校
教育を通じて，相互協調的自己観が持続的に内面化され
ると考えられる（東，1994；塘，1995；高田，2008a）
にもかかわらず，一時的に相互協調性が低下するのは何
故であろうか。一つの推論として，この時期が児童期か
ら青年期への移行期，いわゆる第二反抗期であるために，
自己主張や成人への反発が伸張し，相対的に相互協調性
の自己評価が低下する可能性が考えられる。即ち，成人
期での低下と同様，相互協調性が高い前時期との継時的
比較（Albert, 1977）が，相互協調性の一時的低下をも
たらすと理解し得る 2）。
しかしながら，これらの知見とそれに基づく理解の妥
当性を確認するためには，縦断的な検討が不可欠であろ

う。本研究では，自己再構成に際して日本文化に優勢な
相互協調的自己観が内面化されることが推測される青年
期を中心として，検討を加える。即ち，（1）児童後期か
ら青年後期にかけて，および，（2）青年後期から若年成
人期にかけて，それぞれ縦断資料によって相互独立性と
相互協調性の発達的変化を吟味する。更に，変化の背後
にある要因を検討するために，ある発達的時期の相互独
立性・相互協調性が次の時期での相互独立性・相互協調
性にどのように影響しているかについて検討する。研究
Ⅰでは児童後期から青年後期，研究Ⅱでは青年後期から
若年成人期について検討し，日本文化における自己の様
態の発達的変化について理解を深めることが本研究の目
的である。

研　究　Ⅰ

方　法
調査対象者　1995～1997年に某国立大学附属小学校

6年に在籍した 3つのコホート群の児童合計 441名（男
子 219名，女子 222名）に対し，同付属中学校進学後 2

年在籍時（1997～1999年），高校在学時（2000～2002年），
大学在学時（2003～2005年）の 3時点で追跡調査を実
施し，それぞれ児童後期，青年前期，中期，後期の測定

2）児童後期から青年前期にかけて相互独立性の平均値が低下してい
ることは，この解釈と一見矛盾する。しかし，高田ほか（1996）
の尺度は相互独立性・相互協調性とも二つの下位領域から構成さ
れているが，前者のうち，他者に配慮を払うことなく自分の判断
に基づいて行動する傾向を示す「独断性」は低下していない（高田，
2000）。児童後期に比べ有意に低下しているのは，他者とは異なっ
た自分を認識する傾向を示す「個の認識・主張」である。したがっ
て，後者に比べ前者が相対的に低下していないことは，この時期
が第二反抗期であることの一つの現れと理解することは可能であ
ろう。

Figure 1　相互独立性・相互協調性の発達的変化（横断資料は高田，2000による）
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3）児童生徒用尺度の 5段階評定値は，横断資料（高田，1999）で妥
当性が確認された 7段階評定値への変換を行ない，「あてはまる」
を 7，「ややあてはまる」を 5.5，「どちらともいえない」を 4，「や
やあてはまらない」を 2.5，「あてはまらない」を 1とした。また，
文化的自己観尺度以外の尺度も実施したが，それについては本報
告では触れない。

4）青年中・後期の郵送調査への回答率は，それぞれ 38.3％，40.1％
であり，分析対象者は非対象者と比べ偏りがある可能性がある。
しかし，分析した対象者とそれ以外の者との間に，児童後期，青
年前期，青年中期の相互独立性・相互協調性に差があるか否かを
検討したところ，性別との交互作用を含め回答の有無に関わる効
果は見られなかった。

とした。小・中学校在学時は教室で一斉に実施し，高校・
大学在学時は郵送調査によった。郵送調査では，高校在
学時は中学校卒業生の全員，大学在学時は高校在学時の
調査で回答があった者に質問紙を送付した。このうち 4

回の調査時点の全てで有効な回答をした対象者 68名（男
26名，女 42名）を本報告での分析対象とした（平均年
齢：児童後期 12.0歳，青年前期 13.7歳，青年中期 16.3歳，
青年後期 19.8歳）。
質問紙　青年中・後期の調査では相互独立的・相互協
調的自己観尺度（高田ほか，1996），児童後期・青年前
期の調査では，児童・生徒用尺度（高田，2000）を実施
した。いずれも相互独立性・相互協調性各 10項目，合
計 20項目からなる。基本的に 7段階評定（1：全くあて
はまらない～4:どちらでもない～7：ぴったりあてはま
る）を求めるが，児童生徒用尺度では 5段階評定（1：
あてはまらない～3:どちらでもない～5：あてはまる）
である 3）。
結　果
平均値の変化　相互独立性と相互協調性に含まれる項
目の評定値の平均をそれぞれの尺度得点とした。各々
の α係数は，児童後期は .70，.70，青年前期は .77，.75，
青年中期は .77，.75，青年後期は .85，.82であり，概ね
満足すべき水準にある。
各時期の相互独立性と相互協調性の平均値を Table 1

の a.と Figure 1に示す。測定時期（4：対象者内要因）
×性別（2：対象者間要因）の分散分析を相互独立性と
相互協調性に対して実施したところ，相互独立性につい
ては，測定時期の主効果（F（3, 198）=0.42），性別の主
効果（F（1, 66）=1.12），測定時期×性別の交互作用（F

（3, 198）=1.19）のいずれも有意ではなかった。相互協
調性については，測定時期の主効果が有意であり（F（3, 

198）=11.79，p<.0001），多重比較（Tukey法）によれば，
児童後期と青年中期の間，および青年中期と青年後期の
間を除き，測定時期間の差は全て有意（p<.05）である。
性別（F（1, 66）=1.16）の主効果と性別×測定時期の相
互作用（F（3, 198）=0.62）は有意ではない。これらの結
果を要するに，相互独立性は児童後期から青年後期まで
変化していないが，相互協調性は児童後期から青年前期
にかけて低下し，青年中・後期に上昇している。即ち，
相互独立性については横断資料で示された傾向と異なる
が，相互協調性の変化はそれと一致している 4）。
相互独立性・相互協調性の関連　児童後期から青年後
期への相互独立性・相互協調性のそれぞれが，各時期か
ら次の時期に対してどのような影響を及ぼしているかを
見るため，その連関構造を構造方程式モデルによって検
討した。モデルの構成に当たっては，（1）相互独立性・
相互協調性の双方とも，ある時期の水準が以後の全ての

Table 1　相互独立性・相互協調性の平均値

a.研究Ⅰ b.研究Ⅱ

児童後期 青年前期 青年中期 青年後期 青年後期 若年成人期

相互独立性 男子 4.65 4.65 4.53 4.56 4.34 4.34

（0.82） （0.72） （0.63） （0.73） （0.91） （0.84）

女子 4.26 4.46 4.44 4.53 4.41 4.36

（0.94） （0.78） （0.91） （0.96） （0.86） （0.72）

全体 4.41 4.53 4.47 4.54 4.36 4.35

（0.91） （0.76） （0.81） （0.87） （0.89） （0.81）

相互協調性 男子 4.32 4.12 4.69 4.79 5.10 4.88

（0.88） （0.88） （0.77） （0.74） （0.90） （0.70）

女子 4.67 4.26 4.72 4.93 5.11 4.85

（0.96） （0.88） （0.84） （0.76） （0.73） （0.74）

全体 4.53 4.20 4.71 4.88 5.10 4.87

（0.94） （0.88） （0.81） （0.75） （0.85） （0.70）

  注． （　）内は標準偏差。
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時期に影響する，（2）相互独立性と相互協調性の双方と
も，ある時期の水準が次の時期のそれに相互に影響する，
（3）同一時期の相互独立性と相互協調性について，原点
となる児童後期は相関関係，青年前期は前述した反抗期
の観点から相互独立性が相互協調性に影響し，青年中・
後期は相互協調性が直接形成される 1次的反映過程に
よって、相互協調性が相互独立性を規定する，という構
造を仮定し，Amos 5を用い最尤法によって推定した 5）。
その結果，適合度指標は χ2（8）=6.95（ns），GFI=.972，

AGFI=.915，RMR=.025，RMSEA=.001 であり，モデ
ルは適合性をもつと判断された。有意な標準化係数が得
られたパスのみを示したのが Figure 2の a.である。こ
こから以下の因果関係が推断される。（1）相互協調性で
は，児童後期から青年後期まで前時期の水準が高いほど
次時期のそれも高いが，時期を超えての影響はない，（2）
相互独立性では，児童後期から青年中期まで，前時期で
の水準が高いと次時期の水準も高いが，青年中期の水準
の青年後期への影響はない一方，青年前期の水準は青年
後期のそれに影響する，（3）相互独立性と相互協調性の
双方とも，一方のある時期の水準が他方の次時期に影響
することはない，（4）青年前期には相互独立性が高いと
相互協調性が低い一方，青年中・後期では相互協調性が
高いと相互独立性が低い。
考　察

 児童後期から青年後期にかけての相互独立性と相互
協調性の平均値の変化を見ると，後者については横断資
料（高田，1999）と一致する傾向が確認されたが，相互
独立性については変化が認められなかった。その背景の
一つに，今回縦断的に追跡した対象者と横断資料対象者
との差があると考えられる。そこで，各時期の相互独立
性と相互協調性について，横断資料との差を検討したと
ころ，児童後期の相互独立性（t（67）=2.26，p<.05）と
相互協調性（t（67）=4.01，p<.001），青年前期の相互協

調性（t（67）=3.04，p<.01）は，それぞれ横断資料の平
均値よりも有意に低かった。それ以外の平均値には横断
資料との間に有意な差は認められなかった（t（67）=0.68

～1.72）。
今回の分析対象者のこのような偏奇の原因は未詳であ
るが，児童後期の相互独立性の低さによる床効果のため
に，横断資料のような青年前期の低下が見られないこと
が考えられる。他方，相互協調性については床効果は現
れず，横断資料より一層低い水準に低下している。した
がって，今回の対象者の一つの特徴は，児童後期の相互
独立性・相互協調性はともに低いにもかかわらず，青年
前期に相互協調性は低下するが相互独立性は低下せず相
対的に高い水準を保っている，換言すれば青年前期での
反抗期的特徴が優勢である，という偏奇をもつ点にある
と考えられる 6）。
各時期の相互独立性と相互協調性の関連については，
ある時期から次時期への相互の影響は全く見られない一
方，青年前期では相互独立性の高さが相互協調性の低さ
をもたらし，青年中期と青年後期では相互協調性の高さ
が相互独立性の低さに影響している。その上で，相互協
調性は，児童後期から青年後期へと順次，次時期へ影響
を及ぼしているが，時期を超えた影響は見られない。他
方，相互独立性に関しては，児童後期から青年中期まで
は相互協調性と同様に前時期の水準が次時期の水準を規
定しているが，青年後期の相互独立性の水準に青年中期
のそれは影響せず，青年前期の水準が影響している。
相互独立性と相互協調性の各時期の水準の変化と，こ

Figure 2　各時期の相互独立性・相互協調性の連関構造（誤差項は記載を省略し，有意なパスと係数のみを表示）

5）同一時期の相互独立性と相互協調性の因果関係について，これ以
外の方向を想定したモデルの適合性は，いずれもこのモデルより
低く，本モデルが最も測定値に適合していると認められる。

6）横断資料では見られない，相互独立性の水準が相互協調性のそれ
を上回るという，横断資料には見れらない反抗期の特徴と理解し
得る傾向が示されている。
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のような影響過程とを併せて考えるなら，次のような推
論が可能であろう。相互協調性については，児童後期か
ら青年前期，および青年前期から青年中期にかけて，そ
の水準は有意に変化している。他方，児童後期から青年
中期にかけて前時期の水準が次時期の水準を規定してい
る。前時期の水準が次時期の水準を規定することは，両
時期の水準が同一になることを含意するから，時期間で
水準が有意に変化したことは，変化の方向への何らかの
特別な要因の作用を示唆するであろう。即ち，児童後期
から青年前期にかけては低下，青年前期から青年中期に
かけては上昇をもたらす背景要因が示唆される。それに
対し，青年中期の水準は青年後期の水準を規定し，かつ
水準間の差はない故，青年中期から青年後期にかけて相
互協調性の様態に変化がないことが示唆される。
このように，青年前期と青年中期の相互協調性の水準
については，その時期に固有の決定要因を考え得るが，
青年前期の相互協調性に関しては，前述のように相互独
立性に規定されていることが示されている。それに対し，
青年中期の相互協調性は相互独立性に規定されるのでは
なく，逆に相互独立性の低さをもたらしている。したがっ
て，青年中期の相互協調性の上昇を生む要因は，相互協
調的自己観を積極的に内面化しようとする 1次的反映過
程の作用であると考え得るであろう。
一方，相互独立性については児童後期から青年中期ま
では前時期の水準が次時期の水準を規定し，かつ水準間
の差はない。しかし，青年中期から青年後期にかけては
両者間に水準の差はないにもかかわらず，青年後期の水
準は青年中期の水準に規定されていない。したがって，
青年後期の相互独立性の水準は，青年中期の水準以外の
何らかの要因によって青年中期の水準に維持されている
ことが考えられる。青年後期の相互独立性は相互協調性
によって規定されているため，相互協調性の高さがその
要因であると推察される。他方，青年後期の水準は青年
前期のそれにも規定されているため，青年後期の相互独
立性に影響する要因には，青年前期の相互独立性を規定
している要因も含まれることが示唆される。すなわち，
青年後期の相互独立性の水準には，複数の決定要因を考
え得るが，それについては，研究Ⅱの結果を含めて更に
総合的に考察を加えることとする。

研　究　Ⅱ

方　法
調査対象者・質問紙　1992～1994年に某私立大学に
在籍し，相互独立的・相互協調的自己観尺度（高田ほか，
1996）に回答した学生合計 553名（男子 448名，女子
105名：平均年齢 19.1歳）に対し，2004～2005年に郵
送調査により再度自己観尺度の記入を依頼し，前者を青
年後期，後者を若年成人期の測定とした。双方で有効な

回答のあった 152名（男子 112名，女子 40名：平均年
齢 30.2歳，回答率 27.5％）を分析対象とした。
結　果
平均値の変化　相互独立性，相互協調性の α係数は，

青年後期は .81，.81，若年成人時では .78，.72で，双方
とも満足すべき水準にある。青年後期と若年成人時の相
互独立性・相互協調性の平均値を Table 1の b.と Figure 

1に示す。測定時期（2：対象者内要因）×性別（2：対
象者間要因）の分散分析を相互独立性と相互協調性に対
して行なったところ，相互独立性については測定時期
の主効果（F（1, 150）=0.07），性別の主効果（F（1, 150）
=0.10），測定時期×性別の交互作用（F（1, 150）=0.13）
のいずれも有意でない。相互協調性については，測定時
期の主効果が有意で（F（1, 150）=8.98，p<.01），若年成
人期では青年後期より低下している。性別の主効果（F（1, 

150）=0.01）と性別×測定時期の交互作用（F（1, 150）
=0.97）は有意でなく，相互協調性の低下に性差は認め
られない。
相互独立性・相互協調性の相互関連　青年後期での相

互独立性・相互協調性が若年成人期にどのような影響を
及ぼしているかを見るため，その連関構造を構造方程式
モデルによって検討した。モデルの構成に当たっては，
（1）相互独立性・相互協調性の双方とも，青年後期のそ
れが若年成人期に影響する，（2）青年後期の相互独立性
と相互協調性の関係は，相互協調性が直接形成される 1

次的反映過程により相互協調性が相互独立性を規定し，
若年成人期では，相互協調性に規定されつつ相互独立性
が伸張する 2次的反映過程により相互独立性が相互協調
性を規定する，という構造を仮定し Amos 5を用い最尤
法によって推定した 7）。
その結果，適合度指標は χ2（1）=0.34（ns），GFI=.997，

AGFI=.984，RMR=.015，RMSEA=.001であり，モデル
は適合性をもつと判断された。有意な標準化係数が得ら
れたパスのみを示したのが Figure 2の b.である。ここ
から，以下の因果関係が推断される。（1）青年後期の相
互協調性の高さは青年後期の相互独立性の低さと若年成
人期の相互協調性の高さをもたらす，（2）青年後期の相
互独立性が高いと若年成人期の相互独立性は上昇する，
（3）若年成人期では，相互独立性が高いと相互協調性は
低下する。
考　察
相互独立性と相互協調性の平均値の変化について，横
断資料（高田，1999）と比較すると，後者は同様に有意
に低下しているが，前者は変化がなく異なっている。青
年後期の全調査対象者の平均値は，横断資料のそれと比
べ，相互独立性・相互協調性とも有意差はない（前者：

7）本モデル以外の因果関係を想定したモデルの適合性は，いずれも相
対的に低く，本モデルが最も測定値に適合していると認められる。
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m=4.46，t（528）=0.15，後者：m=4.95，t（528）=1.57）。
しかし，若年成人期の調査に回答した対象者と非回答
者とを比較すると，回答者は非回答者より青年後期の
相互協調性が有意に高く（回答者：m=5.11，非回答者
m=4.90，t（551）=2.77，p<.01），相互独立性は低い傾
向が認められた（回答者：m=4.35，非回答者m=4.49，
t（551）=1.70，p<.10）。即ち，相互協調性の高さと相互
独立性の低さが今回の調査対象者の偏奇であると言える
が，相互独立性の低さは若年成人期においても持続して
いる一方，高い水準にあった相互協調性は低下している。
他方，相互独立性と相互協調性の影響関係については，

相互独立性と相互協調性の双方で青年後期の水準が若年
成人期の水準を規定している。したがって，規定関係は
あるが水準が変化していない相互独立性については，青
年後期から若年成人期にかけて様態の変化がないことが
示唆される。これに対し，相互協調性では，規定関係が
あるにもかかわらず水準が低下している。若年成人期で
は相互独立性の高さが相互協調性の低さをもたらしてい
ることを考えるなら，若年成人期の相互協調性の低下の
要因として，相互独立性の水準を考えることができる。
青年後期から低水準にあった今回の対象者の相互独立性
は，若年成人期でも低水準のままであるが，それでもな
お相互協調性を低下させる方向で作用していることが注
目される。

総　合　考　察

児童後期から青年後期までと（研究Ⅰ），青年後期か
ら若年成人期にかけて（研究Ⅱ）の，二つの縦断資料に
よる本研究の結果は，それぞれの対象者がもつ固有の特
徴の制約はあったが，相互協調性の発達的変化に関して
は，（1）児童後期から青年前期での低下，（2）青年前期
から青年中・後期での上昇，（3）青年後期から若年成人
期での低下，という横断資料（高田，1999）で認められ
た傾向を確認するものであった。さらに，各測定時期の
相互独立性と相互協調性の連関構造の分析を通じて，（1）
（3）の背景には相互独立性の高さがあることが確認され，
また（2）の背景には 1次的反映過程が作用しているこ
とが示唆された。
他方，児童後期から青年後期まで，前時期の相互協調
性の水準は次時期の水準に影響しているにもかかわら
ず，時期を越えた影響は見られなかった。これは，上記
した児童後期から青年前期での相互独立性の高さの影響
と，青年前期から中期での 1次的反映過程の影響を経て，
相互協調性の意味内容が逐次変容している可能性を示唆
する。同様に，本研究では青年中期以前から若年成人期
にわたる縦断資料を欠いているため推論に止まるが，青
年後期から若年成人期での，相互独立性の影響を受けて
いる点で 2次的反映過程を示唆する相互協調性の低下を

経て，青年中期から若年成人期での意味内容が変化して
いることが推測される。これについては，成人・老人期
での相互協調性の意味変容を示した実験的知見（高田，
2007b，2008b）からも示唆されるところである。
一方，相互独立性については，（1）児童後期から青年
前期での低下，（2）青年後期から若年成人期での上昇，
という横断資料で見られた傾向は再認されず，いずれの
縦断資料でも測定時期による変化は認められなかった。
（1）が認められなかった原因として，対象者の児童後期
の相互独立性が低いという偏奇による床効果の可能性が
示唆された。他方（2）に関しては，青年後期の相互独
立性が一般的水準よりも低いにもかかわらず，また，上
述したように相互協調性に対し一定の影響を与えている
にもかかわらず，若年成人期での上昇が見られない。こ
のような結果に対する一つの解釈として，今回の調査に
回答した対象者は未だ青年後期から完全には脱却してお
らず，若年成人期への移行期にある可能性が考えられよ
う。相互独立性に比べた相互協調性の高さという青年後
期の特質とともに 8），成人期での 2次的反映過程の作用
とがうかがわれるからである。

  翻って，日本文化では優勢でない相互独立的自己
観̶̶個人の独自性の認識と発揮を重視する考え方は，
どのような意味をもち，どのように内面化されるのであ
ろうか。児童期までは親をはじめとする周囲の他者の期
待に沿った「いい子アイデンティティ」が受動的に形成
されるとすると（東，1994），横断資料（高田，1999）
に即して考察するなら，比較的高い水準にある児童期で
の相互独立性は，「いい子」の特質とされる「明るい」「元
気」「はきはき」等の特性（White & LeVine, 1986）を反
映している，と考え得る。更に，反抗期におけるそのよ
うな特性の希薄化が，この時期での相互独立性の低下の
背景にあり 9），青年中期以降の 1次的反映過程で低い水
準に止まった後，成人期以降の 2次的反映過程において
上昇するに至ると考えることができよう。
このように理解すれば，研究Ⅰの対象者の児童後期の
相互独立性は，すでに反抗期での低水準にあり，青年中
期でその傾向がひときわ強まった後，青年後期まで低水
準が持続していると推測し得る。また，青年前期の相互
独立性は青年中期と後期の水準をそれぞれ規定し，青年
中期の相互独立性は青年後期の水準に影響していない。
したがって，青年前期の相互独立性には互いに性質の異
なる二つの内容を含み，一方は青年中期に消失し，他方
は青年後期へと発達すると考えることもできる。この場
合，青年中期に消失するのは反抗に伴う「いい子」特性
の減衰による低水準の相互独立性，青年後期へ連続する

8）横断資料に比べ，若年成人期でも有意に相互協調性は高く（t（151）
=4.19，p<.0001），相互独立性は低い（t（151）=2.64，p<.01）。

9）しかし「独断性」は低下していないことは前述のとおりである。
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のは 1次的反映過程で相互協調性に掣肘された低水準の
相互独立性，と考えることもできよう。一方，研究Ⅱの
対象者は若年成人期でも未だ青年後期の特質を残してお
り，相互独立性の上昇が見られない可能性は前述のとお
りである。
このように相互独立性の発達的変化は，ある時期から
次の時期へと変容しつつ継続的に発達する相互協調性の
それに比べ，継続性が認められない時期もある複雑な様
相を呈している。その背景について上述した解釈は，も
とより推論の域を出るものではなく，とりわけ，同一の
尺度得点に対して発達時期によって異なった意味内容を
付加する，即ち量的変化に並行する質的変化を推測せざ
るを得ないことは，尺度得点のみに基づく研究の限界で
ある（高田，2007a）。したがって，日本文化では優勢で
ない相互独立性の意味内容とその発達的変化について，
文化的自己観尺度への反応のみに依拠することなく，更
に検討を加える必要がある。
相互独立性と相互協調性が内面化される過程には，親

の相互独立性・相互協調性の水準（高田，2009）や学校
教育での経験（高田，2008a）など様々な要因が考えら
れるが，本研究では児童後期から若年成人期の範囲で，
前時期の相互独立性・相互協調性が次時期のそれにどの
ような影響を与えているかを検討した。その結果，研究
Ⅰにおける対象者の当初からの偏りと研究Ⅱにおける回
答者の偏り，および，両研究に共通する縦断資料の収集
に伴う対象者数の減衰という問題による限界はあるが，
相互協調性の発達過程に関しては高田（2004）の考究に
概ね沿った結果が得られた。他方，相互独立性に関して
は上述した諸問題が，今後の課題として残されている。
更に検討を重ねることが必要であろう。
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川田　学
（北海道大学大学院教育学研究院） 

乳児期における他者理解のひとつの形式とされる同一化（identification）について検討するため，擬似
酸味反応（virtual acid responses）と呼ばれる現象について実験的に検討した。擬似酸味反応とは，例え
ば，他者が梅干を食べようとしているところを見るだけで，（他者が酸っぱそうな顔をしていないのに）
自分が酸っぱそうな顔になってしまうといった現象で，久保田（1981）によって 6か月児の一事例が報
告されていた。本研究には，43名の乳児（生後 5か月～14か月の乳児を younger群［5～9か月］22名，
older群［9～14か月］21名に分割）が実験に参加した。材料にレモンを用い，事前にレモンを食する経
験をした乳児（Le群）とそうでない群（N-Le群）に分け，両群に対して実験者が真顔のままレモンを食
する場面を呈示した。最終的に 9個の行動カテゴリを抽出した。主要な結果として，（1）Le群＞ N-Le

群でより多くの行動カテゴリの生起が見られること，（2）顔をしかめたり，口唇の動きが活発になるな
どの典型的な擬似酸味反応は Le-younger群で多く見られるが，Le-older群では手のばしや発声のような
外作用系の活動が多いこと，（3）他者が真顔のままレモンを食す場面を呈示された Le群と，他者がいか
にも酸っぱそうな表情でレモンを食す場面を呈示された N-Le群では，反応が変わらないかむしろ Le群
においてより活発であった。以上の結果に基づき，生後 1年目後半の乳児の意図理解や三項関係の発達
と関連づけて議論した。
【キー・ワード】　擬似酸味反応，同一化，乳児，他者理解，三項関係

問　　　題

1）乳児期における他者への感受性と同一化
乳児は，他者に対する感受性をどのように発達させて
いくのだろうか。重要な問題のひとつは，発達初期の他
者に対する感受性の性質をどのようなものとして理解す
るかであろう。論者の中には，発達初期の相互作用を条
件づけや社会的随伴性の検出という比較的プリミティブ
なメカニズムで説明する立場もあれば，心的プロセスに
関して何らかの気づきを伴っていると考える立場もある
（Legerstee，2005）。近年では，比較認知科学の発展から，
ヒトを含めた霊長類や他の動物種の認知過程を探ろうと
する流れもあり，発達初期からの心的理解が注目されて
いる（明和，2006等）。
幼い乳児の他者に対する感受性を鋭く描き出した先駆
者の一人である Trevarthen（1979）は，人類には他者に
対して人間らしく反応する生得的なメカニズムがあり，
生後間もなくから原会話を成立させる第一次間主観性が
備わっていると主張した。また，Meltzoff（2002）は新
生児模倣の原理を説明する中で，ヒトには生得的に自己
と他者の同型性を認識することが可能であり，新生児の
段階から他者を“like-me”（私と似ている）という枠組

みで認識するのだと強調した。
これらの心的理解生得説に対し，Tomasello（1999）
は周到な実験を背景により慎重な構成説をとる。彼は，
自己と他者を内面をもつ主体であると認識するように
なるのは生後 9～12か月頃，すなわち共同注意（joint 

attention）の成立以降だと主張する。Tomaselloによれば，
ヒトにおいて共同注意（三項関係）が顕著に発達する理
由は，ヒト固有の他者に対する感受性があるからであ
る。彼はそれを，同一化（identification）のメカニズム
であるとする。Tomaselloが述べる同一化とは，Meltzoff

の like-meというアイディアに近似し，心の理解に関
するシミュレーション説に基づいている（Tomasello，
1999）。ただし，彼の述べるシミュレーションとは，意
識的かつ概念的なものではなく，むしろよりプリミティ
ブで非意図的な過程である。本研究でもこれに倣い，同
一化を乳児が自己の経験や心的枠組みを他者理解に適用
する非意図的なシミュレーション過程であると捉えてお
く。

Tomaselloのモデルでは，乳児が他者の心的状態
を理解するようになるのは，発生した自己の意図性
（intentionality）のスキームを，“私と似ている”他者に
も適用（同一化）するようになるからだと説明される。
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手段̶目的関係の理解については，Köhler（1921 /1938）
以来，ヒト以外の霊長類にも認められてきたが，ヒトで
はこれと同一化が結びつくことによって，共同注意（三
項関係）が発達するという説明である。
では，同一化の機能は発達的にいつ頃から現れるのだ
ろうか？ like-me概念の生みの親であるMeltzoff（Meltzoff 

& Gopnik, 1993）は新生児模倣の事実そのものから，同
一化の生得性を説いている。また，Hobson（1993）は，
自閉症児者において他者への同一化が困難であること
に関連して，同一化は健常乳児では予め埋め込まれた
（prewired）他者との情動的結びつきの能力から発達す
ると述べる。Tomasello（1999）は時期こそ明言しない
ものの，生後の比較的早い時期に同一化が可能になって
いくと考える。共同注意の成立については，それがどの
ような水準の心的理解であるかに議論を要するが（木
下，2008；Moore & Corkum, 1994），今や乳児研究者の
大勢が心的理解発達の重要なランドマークであるとの共
通理解を有しているものと思われる（Moore & Dunham, 

1995）。そこで更なる課題は，共同注意成立以前の自他
の心的理解のあり様を探ることであり（大藪，2004），
とりわけヒトに顕著と目される同一化の発達的起源の検
討が待たれる。
2）主題となる現象
ところで，久保田（1981，1993）によって紹介された
次のエピソードは，乳児期の同一化の問題を考える上で
重要な示唆を与えてくれる。久保田は，生後 6か月 3週
の男児（g男）がみせた興味深いエピソードを印象的な
写真とともに記している。
「この子は大人がさし出した半割りのレモンに口をつ
けて大変すっぱそうな顔をした。その後 5分くらいして
大人がたわむれにレモンを，おいしいよと普通の顔で

4 4 4 4 4

口
にしてみせたとき，この子はまるで自分がまたそのレモ
ンを食べたかのようにたまらなくすっぱそうにしたので
ある。」（久保田，1993，p.48，傍点――引用者）
自分が何かを食べる行為は自己受容感覚を伴う一人称
経験であり，他者が何かを食べる行為の知覚は三人称経
験である。しかも，離乳食初期の生後 6か月児にとって，
固形食の摂取は概ね受動的形態を取ることがほとんどで
あり（川田・塚田–城・川田，2005），自分で食物を持っ
て食べるという能動的形態は極めて限定されている。に
もかかわらず，上の g男は他者の能動的食行為の観察に
よって，過去に自分が経験したのと同じように酸っぱそ
うな顔をしたという。乳児にとって，モダリティの異な
る 2つの経験が類似の表出を導くとすれば，それはどの
ようなメカニズムによるのだろうか。
他者がレモンを食す様子を見て情動反応（久保田の写
真では，眉間にしわを寄せ，両眼をかたく閉じた表情）
を生起したという意味では，情動伝染の一種とみなせる

可能性もある。情動伝染とは，他者の情動表出に接する
と自らも同様の情動が喚起され，それに伴う表情や姿勢，
運動を生ずる現象である（Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 

1994）。しかし，g男が観察したのは大人の「酸っぱそ
うな表情」ではなく，「普通の顔」であった。
では，新生児模倣のような，発達初期に見られる非

意図的な模倣的現象 1）であると考えればどうだろうか。
しかし，やはりここでも同じ問題にぶつかる。g男がも
し表情模倣をしたのなら，彼は「普通の顔」をしたはず
であるが，実際には酸っぱそうな表情をしたのである。
つまり，模倣説も g男のエピソードを説明できない。
そこで考えられるのは，他者がレモンを食そうとする
場面を見て，g男が自己の経験を他者の経験と同一化さ
せることによって，自己の身体において酸味様の反応を
示したという解釈である。大藪（2008）は，g男が他者
とレモン，すなわち人とモノとの関わりを理解した上で
自己の経験を他者の経験に重ね合わせている現象である
と指摘し，6か月児においてすでに三項関係が萌芽して
いる可能性に言及している。他者の対物的行為の理解
に関しては，他者の目標という心的プロセスの理解と
単なる外的な対象志向的行為の理解という区分がなさ
れ（Behne, Carpenter, Call, & Tomasello, 2005），目標志
向性（goal-directedness）の理解は生後 9か月以降であ
ると主張する論者（Behne et al., 2005等）と，生後 6か
月児においてすでに可能であるとする論者（Legerstee, 

2005; Marsh, Stavropoulos, Nienhuis, & Legerstee, 2010; 

Woodward, 1998等）が活発な議論を展開している。社会
的理解の発達に関する革命（the nine-month-revolution; 

Tomasello, 1999）として注目を集めてきた生後 9か月で
あるが，より以前の時期にいったいどのような発達が生
じているのかを探る上で，g男が示したエピソードは組
織的に検討するに値する。
3）擬似酸味反応としての g男のエピソード
そこで，本研究では久保田（1981，1993）による g男
のエピソードをもとに実験的場面を構成し，月齢や刺激
の呈示条件を複数用意して組織的な検討を試みる。以下，
先行研究を参照しながら，g男のエピソードのより一般
的な性質を特定した上で，具体的な研究目的を設定する。

Hobson, Harris, García-Pérez, & Hobson（2009）によ
れば，同一化の過程を検討するためには，他者の明示的
な情動表出が空白の状況を呈示された対象児の反応を測
定する必要がある。他者の情動的手がかりが欠落した状

1）「模倣的現象」としたのは，新生児模倣が 1歳前後になって見ら
れるような意図的模倣と連続性をもった真の模倣の前駆体である
かどうかについて，意見が分かれているためである。生得的解発
機構（IRM）による説明（Jacobson, 1979）やある種の探索行動
であるとする説（Jones, 1996）などが，模倣説に対する代表的批
判である。
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況で示される対象児の反応は，その知覚的空白を埋め
るための心理学的プロセスが生じている可能性があり，
単なる情動伝染と区別することができるという。また，
Bråten（2007）はヒト乳児が示すあまたの共鳴的・同調
的反応から，ヒト乳児は自分自身が行為していなくと
も，他者の状況を観察するだけで他者の行為や情動表出
に擬似的に参加（virtual participation）しているとの仮
説を提示している。たとえば，他者に何かを食べさせる
ときに，他者が開口するタイミングよりわずかに先立っ
てかあるいは同時に，非意図的に自分自身が開口してし
まう現象がある。このときの開口の形態的特徴は，目の
前の他者のそれと酷似している。Bråtenは，こうした
現象を模倣（imitation）とは区別する必要があるとする。
ここでの開口現象は，厳密に言って予期的なもの（pre-

enactingないし co-enacting）であり，他者に期待した反
応が自分自身の身体において顕在化してしまう点に特
徴があるという。これに対し，模倣は他者の行為の再
現（re-enacting）である（Bråten, 2007）。先行研究の示
唆から，g男が示した現象を情動伝染や模倣とは区別し，
より一般化した名称として「擬似酸味反応（virtual acid 

responses）」と呼んでおこう。
川田（2007）は擬似酸味反応に関する予備的な検討を

行った。そこでは，最も低月齢の例として 5か月 16日
の女児に頬がひきつれる反応が見られ，擬似酸味反応が
逸話的事例にとどまらない可能性が示された。しかしな
がら，この研究では擬似酸味反応の発達的な違いを十分
検討できていない。そこで，本研究では更に擬似酸味反
応の発達的変化を探るために，生後 1年目中盤（生後 5

～9か月）と後半（生後 9～14か月）という 2つの月齢
群を設定して検討する。この月齢区分は，ちょうど共同
注意形成期の前後に対応し，乳児の自他理解に関する質
的変化が推測される時期である。Tomasello（1999）は，
自己に対する客観的知識である概念的自己の形成につい
て，従来の知見（Lewis & Brooks=Gunn, 1979; Neisser, 

1995等）が生後 2年目後半としていたのに対して，生
後 9～12か月の共同注意形成期にその起源があると主張
している。共同注意構造において，乳児は他者の注意を
モニターするようになると，他者の自己に対する注意を
もモニターするようになる。この他者モニタリングの最
大の特徴は，それが再帰的（recursive）な性質をもち，
他者の心の中に自己を知覚するということであるとい
う。
再帰的な自己意識の萌芽が生後 9か月以降に現れると

すれば，擬似酸味反応のような対人現象にも質的な変化
が生じる可能性がある。たとえば，新生児模倣は生後 2

か月頃からいったん消失ないし減退が見られ，その後 9

か月頃に意図的模倣として再び増加する（Abravanel＆
Sigafoos, 1984），情動伝染は生後 3か月児および 9か月

児よりも 6か月児において顕著な傾向がある（Geangu,  

Striano, & Benga, 2007）などの報告もあり，擬似酸味反
応も生後 1年目中盤と後半で反応に差が生じるかもしれ
ない。
4）本研究の目的
以上の議論から，本研究では以下の検討課題を設定す
る。第一に，久保田（1981，1993）の事例に基づき，乳
児が酸味を催すような食物（ここではレモン）を摂食し
た場合とそうでない場合で，モデルが中立的な表情（真
顔）のままレモンを摂食する場面を呈示した際の反応に
違いが生じるかを検討する。その際，久保田の事例から
擬似酸味反応の典型として，「顔をしかめる」「口唇部の
活動が活発化する」を想定するが，他の情動的・身体的
反応についてもチェックする。なお，久保田（1993）では，
乳児がレモンを摂食してからモデルの摂食場面が呈示さ
れるまでの時間は「5分くらい」とされているが，同じ
エピソードを紹介したより古い文献（久保田，1981）で
は「3分ほど」と記載されており，実際の時間間隔につ
いては不明瞭であった。そこで本研究では，予め時間条
件を設定し，課題状況としての厳密さを向上させる。そ
の際，若干の時間間隔を空けて 2回レモン摂食場面を呈
示することによって，反応の安定性と変化について検討
できると考えた。具体的には，乳児がレモンを摂食し，
酸味反応の消失直後にモデルの摂食場面を呈示する直後
条件と，約 15分の自由遊び等をした後にモデルの摂食
場面を呈示する遅延条件を設ける。
第二に，擬似酸味反応が他者の潜在的な情動表出を
補っているのではないかとの仮説を検討する。Meltzoff

（1995）は，行動的再演法による 18か月児の意図理解に
関する研究で，失敗行為を観察した乳児（実験群）が，
行為を完遂したところを観察した乳児（対照群）と同じ
くらい，成功した行為を産出したことを示した。その研
究意図は，実験群の乳児が他者の失敗行為を観察しただ
けで，潜在する他者の意図を正しく理解したことを示す
ためであった。これに倣い，レモン摂食経験のある乳児
が実験者が中立的な表情のままレモンを食す場面を見た
場合の反応（擬似酸味反応）と，レモン摂食経験をもた
ない乳児が実験者がいかにも酸っぱそうにレモンを食す
る場面を呈示した際の反応（情動伝染）との比較を行う。
もし，前者の反応が後者と同程度である場合，情動的手
がかりの欠落という知覚的空白を補うような心理学的プ
ロセスが生じている可能性が示唆される。
以上について，いずれも 2つの月齢群に関する比較を

行い，擬似酸味反応の発達的変化について検討する。

方　　　法

対象児
生後 5か月～14か月の乳児 43名。子育て支援を事業
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とする NPO法人の協力を得て募集した。人数が均等に
なるように，乳児を younger群（22名［男児 11名，女
児 11名］，平均月齢 7.6か月，月齢範囲 5.6か月～9.3か月，
以下 Y群）と older群（21名［男児 9名，女児 12名］，
平均月齢 11.5か月，月齢範囲 9.6か月～14.6か月，以下
O群）に分けた。
手続き
実験は，対象児募集で協力を得た NPO法人の運営す

る子育て広場の一室および所属機関内のプレイルームに
おいて行った。当初全実験を子育て広場にて実施する予
定であったが，NPO法人の事情により 17名を子育て広
場で実施した後，残りの 26名は所属機関内のプレイル
ームにて実施した。
実験は以下の流れで行った。（1）入室，（2）研究のイ
ンフォームド・コンセント（レモン等を摂食してもらう
件および VTR撮影の許可，個人情報保護，研究結果の
発表等），（3）5分～10分程度の自由遊び（ラポール形
成）および母親に協力者情報を記入してもらう，（4）実
験実施（20分程度），（5）母親に子どもの発達状況に関
する調査票を記入してもらい，研究目的の説明を行った
上で必要に応じて質問等を受けた。
なお，母親に対象児のレモン摂食経験の有無について
聞き取りを行った。その結果，対象児 43名の内レモン
経験あり群（後述）に配置された女児 1名のみ 1か月以
上前に 1度だけレモンを食したことがあるとのことだっ
た。
実験条件
両月齢群の乳児を実月齢と性別を考慮して二分し，一
方をレモン経験あり群（Le群：事前にレモンを食べる），
他方をレモン経験なし群（N-Le群：事前にレモンを食
べない）とした。Y群においては，Le群 13名，N-Le

群 9名，O群においては Le群 11名，N-Le群 10名であっ
た。
実験においては，対象児をベビーラックに座らせ，実
験者は対象児の正中線から約 30度右の方向よりレモン
を食べるところを見せた（Figure 1）。母親には乳児の後
方に座ってもらった。移動運動や自己主張性の発達が顕
著になる生後 10か月頃から，ベビーラックに座ること
を極端に嫌悪する対象児がいたため，その場合は母親の
片膝（左）に斜めになるように座らせる対応をとった。
母親の片膝に座らせたのは，対象児の母親を見る行動等
についてベビーラックと同程度の生起可能性を保証する
ためである。実験場面はデジタルビデオカメラにて撮影
した。
以上の計画に従い，本研究では以下の実験条件を設定
した。
（1）直後条件　Le群では，対象児にレモンを食べさ
せ，酸味反応を示したことを確認し，それが消失した直

後に 2），実験者（女性）が対象児の注意をひきながらレ
モンを約 2秒間呈示し，その後食べる場面を見せた。レ
モンを約 2秒間呈示したのは，Le群の対象児の反応が
単なる味覚条件づけではないことを確かめるためで，直
後条件におけるレモン呈示時（約 2秒）とその後の実験
者によるレモン摂食場面呈示時に分けてチェックした。
レモン摂食時に実験者は酸っぱそうな表情をせず，中立
的な表情（neutral face；Figure 2）のまま食べた。N-Le

群では乳児用ソフトせんべいを食べさせてから，口内に
残留物がないことを確認後，Le群と同様の手続きで行っ
た。N-Le群にソフトせんべいを食べさせるのは，他者

Figure 1　実験場面の俯瞰図

Figure 2　レモンを舐める際の実験者の neutral face
（静止画をもとにイラスト化したもの）

2）酸味反応の消失確認は目視で行い，対象児の酸っぱそうな反応
（顔をしかめる，舌を出し入れする等）が見られなくなり，口の
中に残留物がないか確認した。レモンを食べてから酸味反応の消
失確認ができるまでの時間は，概ね10秒から20秒程度であった。
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の食の光景を知覚する際に，自身の食の経験が影響する
ことを鑑み，直後条件前に自身が食物を口にするという
条件を統制するためである。
（2）遅延条件　Le群では，直後条件から約 15分後に，
「直後条件」と同様に中立的な表情のままの手続きで実
験者がレモンを食べるところを見せた。遅延条件を 15

分後としたのは，乳児が気持ちを切り替えて遊びをする
時間間隔として適切であると考えられたからである。こ
の 15分間には，主に実験者が乳児の相手をし，自由遊
びをしつつモノの受け渡し行為に関する別の課題も行
なった。N-Le群では，直後条件から約 15分後に，い
かにも酸っぱいという表情（sour face）をしながら実験
者がレモンを食べるところを見せた。N-Le群において
sour face呈示を行ったのは，目的部分で述べたとおり，
neutral faceを呈示された乳児の反応と，sour faceを呈
示された乳児の反応とを比較するためである。
分　析
（1）分析指標の決定　予備実験の段階で，擬似酸味反
応は久保田（1993）の例にあるような典型的な“酸っぱ
い顔”だけでなく，実際には顔面部のみならず四肢・体
幹にわたる様々な反応として現れることが示唆された。
従って，事前に分析対象とする反応の範囲は決めず，各
条件における乳児数名の反応について予備分析を行い，
ボトムアップ的に行動カテゴリを決定した。
（2）コーディング　最終的に分析指標とした行動カ
テゴリは，①交互注視，②顔しかめ，③口唇動き，④発
声，⑤手のばし，⑥微笑，⑦のけぞり，⑧頭をかく，⑨
母親参照の 9つとした（Table 1）。須田（1999）によれば，
情動は機能的システムとしての性質をもち，ある行動表
出が特定の情動と一対一対応で結びついているわけでは
ない。擬似酸味反応においても，ある乳児は表情反応が
顕著に出る傾向があり，別の乳児は四肢の運動反応が顕

著に出る傾向があるといった表出形態の個人差や，月齢
による表出形態の変化が想定されたため，顔面部から上
肢，体幹，また社会的反応（母親参照）まで幅広いカテ
ゴリを採用した。コーディングでは，各カテゴリの有無
を 1 /0でチェックした。このカテゴリ・システムは相互
排他的ではなく，実験者によるレモン摂食時に乳児が表
出したカテゴリはすべてチェックした。
乳児の反応観察時間はアプリオリには設定せず，乳児
の視線が実験者から 2秒以上離れた場合に実験者によ
るレモン摂食の呈示を終了した。呈示時間をアプリオリ
に設定しなかったのは，本研究では VTRのような one-

wayの刺激呈示ではなく，実験者との直接的なインタラ
クションによって乳児からの自然な反応を引き出すこと
をねらったためである。結果として，実験者によるレモ
ン摂食呈示時間の平均は，直後条件で 14.6秒～17.5秒，
遅延条件で 16.9秒～22.1秒であり，いずれも群間の有
意差は認められなかった。
（3）観察者間の信頼性　全データの約 30％にあたる

13名（月齢，性別，群を考慮してランダムに抽出）を
対象に，著者と大学生（女性）が独立してコーディング
した結果，一致率は 84.6％～100.0％であった。信頼性
が確認されたと考え，残りのデータについては著者が 1

人でコーディングした。

結　　　果

1）レモンのみ呈示時の反応
直後条件のレモンのみ呈示時における乳児の反応は，

「手のばし」と「口唇動き」に限られていた。Le-Y群（レ
モン摂食経験のある younger群の乳児の意。以下，同
じ含意）で口唇動き 3名，Le-O群で口唇動き 4名，手
のばし 3名，N-Le-Y群で口唇動き 4名，手のばし 1名，
N-Le-O群で手のばし 6名であった。Le群においても単

Table 1　行動カテゴリとその定義

カテゴリ名 定義

交互注視 実験者の目と口元を交互に見る。目→口→目あるいは，口→目→口のパターンで視線が
動いた場合にチェックする。

顔しかめ 眉間にしわを寄せたり，頬がひきつれるような反応をする。

口唇動き 口唇が合わさって動く，舌を出し入れする，舌を鳴らす，唇を突き出す，のいずれかが生起。

発声 声を出す。

手のばし 実験者の口元，レモンを持つ手，顔付近に向けて手を伸ばす。口元に接触することもある。

微笑 実験者を見て微笑む。

のけぞり のけぞったり，身をよじらせたりする。ただし，対象児からやや上方にある実験者の目
元や口元を見るために上体がベビーラックの背もたれ方向に傾いた場合は除く。

頭をかく 片手ないし両手で頭部をかく。

母親参照 母親の方を見る。
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にレモンを呈示されただけでは反応は限定されるものと
考えられた。
2）直後条件におけるカテゴリの平均生起数
行動カテゴリの生起に関する全体的傾向を見るため，
乳児ごとに 9つのカテゴリのうち何個のカテゴリの反応
を生起したかを算出し，群ごとにその平均生起数を算出
した。その結果，Le-Y群では 2.54（SEM＝0.39），Le-O

群では 3.18（SEM＝0.67），N-Le-Y 群では 1.67（SEM

＝0.53），N-Le-O群では 1.80（SEM＝0.36）であった。
レモン摂食経験の有無（2）×月齢（2）の二元配置分散
分析を実施した結果，レモン摂食経験の有無の主効果が
見られた（F（1, 39）=5.00，p<.01）。すなわち，レモン
摂食経験のある乳児は，経験のない乳児に比べ，より多
くの種類のカテゴリの反応を生起した。
3）直後条件におけるカテゴリごとの生起人数
カテゴリごとの生起人数を示したものが Table 2であ

る。対応がない二要因（月齢×レモン経験の有無）によ
る比率の差を検定するため，森・吉田（1990）を参考に
逆正弦変換法による分散分析を行った。その結果，「顔
しかめ」で交互作用（χ2（1）=4.30，p<.05），「口唇動き」
でレモン経験の有無の主効果（χ2（1）=7.84，p<.01）お
よび交互作用（χ2（1）=10.77，p<.01），「手のばし」で
月齢の主効果（χ2（1）=7.98，p<.01）および交互作用（χ2

（1）=9.56，p<.01）が見られた。
4）Le群の乳児おけるカテゴリごとの生起人数：直後
条件と遅延条件の比較

Le群の乳児について，直後条件と遅延条件でカテゴ
リの平均生起数に差があるかどうかを検討するため，一
方の要因に対応のある二元配置分散分析を行った結果，
有意差は見られなかった。
次に，Table 3に Le群の乳児におけるカテゴリごとの

生起人数を示した。月齢によって直後条件と遅延条件で

差があるかどうかを検討するため，標準得点（z）によ
る交互作用の検定を行った。z 値による検定法は，一方
に対応がある二要因の比率の差に関する交互作用を検定
する方法で，森・吉田（1990）に従った。その結果，「顔
しかめ」（Z =–2.45，p<.05）と「手のばし」（Z =4.99，
p<.01）において交互作用が見られた。Y群において，
直後条件に対して遅延条件では「顔しかめ」は減少し
（38.5％ → 15.4％），「手のばし」が増加した（0.0％ → 

69.2％）。O群では，いずれのカテゴリも Y群ほどの変
化は見られなかった。
5）neutral face呈示（Le遅延）と sour face呈示（N-Le
遅延）の比較
遅延条件での Le群と N-Le群では，レモン摂食場

面を呈示する際の実験者の表情に違いがあった。Le

群では直後条件に引き続き neutral faceであり，N-Le

群ではいかにも酸っぱそうな sour faceである。カテ
ゴリの平均生起数を算出したところ，Le-Y群で 3.08

（SEM=0.45），Le-O 群 で 3.64（SEM=0.54），N-Le-Y

群で 2.89（SEM=0.54）， N-Le-O群で 2.30（SEM=0.58）
であった。レモン経験の有無（2）×月齢（2）の二元配
置分散分析を実施した結果，主効果および交互作用とも
に有意ではなかった。
次に，カテゴリごとの生起人数を Table 4に示す。対

応がない二要因（レモン経験の有無×月齢）による比
率の差を検定するため，逆正弦変換法による分散分析
を行った。その結果，「口唇動き」でレモン経験の有
無の主効果（χ2（1）=4.67，p<.05）および交互作用（χ2

（1）=5.57，p<.05），「発声」で交互作用（χ2（1）=6.39，
p<.05），「手のばし」で交互作用（χ2（1）=5.94，p<.05），「微
笑」で交互作用（χ2（1）=6.08，p<.05）が見られた。「顔
しかめ」において，N-Le群の乳児は直後条件（neutral 

face）では殆ど反応が見られなかったのに対し（Table 2，

Table 2　直後条件における各カテゴリの生起人数：月齢（2）×レモン経験の有無（2）

カテゴリ
younger群 older群 逆正弦変換法による χ2値

Le群（n=13） N-Le群（n=9） Le群（n=11） N-Le群（n=10） 月齢の
主効果

レモン経験の
有無の主効果 交互作用

交互注視 　9（69.2） 5（55.6） 7（63.6） 5（50.0） 0.07 0.41 0.48

顔しかめ 　5（38.5） 0（　0.0） 1（　9.1） 1（10.0） 0.23 1.25 　4.30*

口唇動き 10（76.9） 3（33.3） 7（63.6） 0（　0.0） 1.92 　7.84** 　10.77**

発声 　1（　7.7） 3（33.3） 4（36.4） 3（30.0） 0.58 0.38 2.66

手のばし 　0（　0.0） 2（22.2） 7（63.6） 6（60.0） 　7.98** 0.37 　9.56**

微笑 　3（23.1） 2（22.2） 2（18.2） 2（20.0） 0.04 0.00 0.05

のけぞり 　2（15.4） 0（　0.0） 3（27.3） 0（　0.0） 0.10 2.07 2.42

頭をかく 　1（　7.7） 0（　0.0） 1（　9.1） 0（　0.0） 0.00 0.36 0.37

母親参照 　2（15.4） 0（　0.0） 3（27.3） 1（10.0） 0.48 1.13 1.61

注．数値は生起人数を，（　）内は％を示す。*p<.05，**p<.01
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Y群=0.0％，O群=10.0％），遅延（sour face）では 7

か月=33.3％，11か月 20.0％となっていた。

考　　　察

本研究では，久保田（1981，1993）の逸話記録に基づき，
乳児の擬似酸味反応について組織的に検討した。第一に，
擬似酸味反応に関連する様々な反応の生起について検討
し，第二に，レモン摂食経験のある乳児が実験者が中立
的な表情のままレモンを食す場面を見た場合の反応（擬
似酸味反応）と，レモン摂食経験をもたない乳児が実験
者がいかにも酸っぱそうにレモンを食する場面を呈示し
た際の反応（情動伝染）との比較を行った。実験条件ご
とに 2つの月齢群の比較を行い，擬似酸味反応の発達的
変化について検討した。以下，各目的に対応した結果に

ついて考察を行い，最後に今後の課題を述べる。
擬似酸味反応の生起
擬似酸味反応は，本来自分自身が酸味の強い食物を食
べたときに生じる反応が，他者の摂食場面を観察するだ
けで生じるというものである。自分自身の酸味反応の典
型としては，顔をしかめる，口がすぼまるなど口唇部の
活動が活発になる，唾液分泌量が増加する，身震いする
などが考えられる。ここでは主に「顔しかめ」，「口唇動
き」，「のけぞり」および「頭をかく」（上述の身震いに
相当すると思われる）を擬似酸味反応の典型として考察
する。
直後条件における Le群と N-Le群を比較した Table 2

の結果から，「顔しかめ」は Le-Y群において 38.5％と他
に比べて顕著に観察された。一方で，Le-O群では「顔

Table 3　Le群におけるカテゴリごとの生起人数：直後条件と遅延条件の比較

カテゴリ
younger群（n=13） older群（n=11）

z 値
直後条件 遅延条件 直後条件 遅延条件

交互注視 　9（69.2）  9（69.2） 7（63.6） 　7（　63.6） –0.42　

顔しかめ 　5（38.5） 2（15.4） 1（　9.1） 　2（　18.2） –2.45*　

口唇動き 10（76.9） 7（53.8） 7（63.6） 　6（　54.5） –0.93　

発声 　1（　7.7） 5（38.5） 4（36.4） 　7（　63.6） 1.73　

手のばし 　0（　0.0） 9（69.2） 7（63.6） 11（100.0） 4.99**

微笑 　3（23.1） 5（38.5） 2（18.2） 　4（　36.4） –1.09　

のけぞり 　2（15.4） 2（15.4） 3（27.3） 　1（　　9.1） 1.23　

頭をかく 　1（　7.7） 0（　0.0） 1（　9.1） 　0（　　0.0） 0.12　

母親参照 　2（15.4） 1（　7.7） 3（27.3） 　2（　18.2） 0.16　
注．数値は生起人数を，（　）内は％を示す。Z 値による交互作用の検定（森・吉田，1990，p.202より）。
　　*p<.05，**p<.01

Table 4　遅延条件における各カテゴリの生起人数：月齢（2）×レモン経験の有無（2）

カテゴリ
younger群 older群 逆正弦変換法による χ2値

Le群（n=13） N-Le群（n=9） Le群（n=11） N-Le群（n=10） 月齢の
主効果

レモン経験の
有無の主効果 

交互作用

交互注視 9（69.2） 7（77.8） 7（　63.6） 7（70.0） 0.16 0.19 0.36

顔しかめ 2（15.4） 3（33.3） 2（　18.2） 2（20.0） 0.09 0.40 1.00

口唇動き 7（53.8） 3（33.3） 6（　54.5） 1（10.0） 0.27 　4.67* 　5.57*

発声 5（38.5） 5（55.6） 7（　63.6） 2（20.0） 0.11 0.59 　6.39*

手のばし 9（69.2） 5（55.6） 11（100.0）　 7（70.0） 2.46 2.32 　5.94*

微笑 5（38.5） 0（　0.0） 4（　36.4） 3（30.0） 1.09 2.31 　6.08*

のけぞり 2（15.4） 2（22.2） 1（　　9.1） 0（　0.0） 1.31 0.03 2.13

頭をかく 0（　0.0） 0（　0.0） 0（　　0.0） 0（　0.0） 2.43 0.06 2.59

母親参照 1（　7.7） 1（11.1） 2（　18.2） 1（10.0） 0.14 0.03 0.62

注．数値は生起人数を，（　）内は％を示す。各月齢群共，Le群は neutral faceに対する反応，N-Le群は sour faceに対する反応を示す。
　　*p<.05
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しかめ」はほとんど観察されなかった（9.1％）。また遅
延条件では，両月齢群とも「顔しかめ」はあまり観察さ
れなかった（Table 3）。「口唇動き」は Le群の乳児にお
いていずれの月齢でも高頻度で観察された（直後条件：
Y群=76.9％，O群=63.6％，遅延条件：Y群=53.8％，
O群=54.5％）。離乳食の開始について，乳児が大人の
食事の様子をジッと見たり，口をモグモグさせたりする
ことがサインと見なされるように（岡本，1994等），乳
児は他者の摂食行為に敏感に反応する傾向がある。した
がって，他者の摂食場面を知覚した N-Le群においても，
Le群と同等かそれに近い口唇の反応があっても不思議
ではないが，両群の差は大きかった。「顔しかめ」と「口
唇動き」が，レモン摂食経験のある乳児に相対的により
多く生起したことから，乳児期において擬似酸味反応が
見られることが示唆されたものと思われる。また，より
全身的な反応である「のけぞり」，「頭をかく」について
も，生起数は少ないものの，いずれも Le群の乳児にの
み生起したことも付記しておきたい。
擬似酸味反応とは関係がないように思われる「手のば
し」であるが，行動カテゴリの生起の関係を見るとあな
がちそうはいえない可能性もある。すなわち，直後条件
の Le-Y群では「手のばし」が 0％であるのに対し，「顔
しかめ」と「口唇動き」はそれぞれ 38.5％と 76.9％生
起していたが（Table 2），遅延条件では「手のばし」が
69.2％になり，「顔しかめ」と「口唇動き」はそれぞれ
15.4％と 53.8％となっている（Table 3）。機能主義的情
動理論によれば，情動反応と情動状態は一対一対応では
ない（須田，1999）。発達による変化だけでなく，個人
の気質や行為傾向，周辺条件などがシステマチックに働
いて反応を方向づけている。一つの解釈として，Y群の
乳児は複数の反応を同時ないし連続的に表出することに
制約があり，「顔しかめ」のような緊張性の反応が生じ
ると，「手のばし」のような外作用系の反応が抑制され
るというトレード・オフ関係があるのかもしれない。そ
の時，Le-Y群の乳児が遅延条件で示した「手のばし」は，
直後条件での「顔しかめ」等を機能的に補完している可
能性もある。もしそうであるならば，Le群における「手
のばし」と N-Le群のそれとは，表出的には同等だが機
能的には非等価であるとの仮説も成り立ちうる。本研究
ではこれ以上の推論は控えるが，今後検討に値する課題
である。
他者の情動的手がかりの欠落を自己の経験が補う？
遅延条件では，Le群の乳児には neutral faceを伴うレ
モン摂食場面の呈示，N-Le群の乳児には sour faceを伴
うレモン摂食場面の呈示を行った。まず，直後条件では
カテゴリの総生起数の平均がLe群＞N-Le群で有意だっ
たのに対し，遅延条件では差がなかった。sour faceを呈
示された N-Le群は，neutral face呈示時（直後条件）よ

りも多くのカテゴリを生起したが，それでも Le群との
有意差はなかった。
次に，Table 4を見ると，直後条件では有意差があっ
た「顔しかめ」において，Le群と N-Le群の間に有意
差がなくなっていた。直後条件では N-Le群に「顔しか
め」が生起したのは O群の 1名のみであったが，sour 

faceが呈示された遅延条件では Y群で 3名，O群で 2名
と増えていた。にもかかわらず，Le群と N-Le群の間
に差はなかった。「口唇動き」については有意差があっ
たが，むしろ Le群の方でより多く生じ，その傾向は O

群でより顕著であった。一方，「微笑」も Le群に多く
生じる傾向があり，Le-Y群で最も多かった。生起数が
限られていることもあり，今回は「微笑」に含まれる表
情を細かく分析していないが，“苦笑い”のような両価
的な表情が含まれている可能性もあり，擬似酸味反応の
典型の 1つとして考えるべきものもあるかもしれない。
以上から，遅延条件において比較した neutral face-Le

群と sour face-N-Le群の反応は，差がないかむしろ Le

群においてより顕著であったと言える。つまり，レモン
摂食経験をもつ乳児は，他者の明示的な情動表出を観察
した乳児の反応（情動伝染）と同等かそれ以上の反応を
した。その解釈として，他者の状況を観察しただけで，
乳児が自己の経験に基づいて知覚的空白（明示的な情動
表出の欠如）を埋めるような心理学的プロセス，すなわ
ち同一化を働かせている可能性が示唆されるのである。
なぜ擬似酸味反応のような同一化が生じるのかについ
ては，脳科学的な観点からの示唆があるので若干の議論
を付しておきたい。近年，自分がある行為をした場合と
他者が同様の行為をしているのを知覚した場合とで，同
じように活性化するニューロン群がマカク属のサルで
発見されミラーニューロン（MN）と呼ばれている（Di 

Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese, & Rizzolatti, 1992）。
当初，MNは観察した行為に反応して活性化すると考え
られてきたが，その後MNは身体の動きそのものより
も，むしろ行為者の目標を模倣すると考えられるように
な っ た（Iacoboni, 2008 /2009）。Umiltà, Kohler, Gallese, 

Fogassi, Fadiga, Keysers, & Rizzolatti（2001）によれば，
不透明な仕切り板の向こう側にモノがあることを事前に
知っていたサルは，そうでないサルに比べて，他者が仕
切り板の向こう側に手を伸ばすのを観察した際に，F5

野（ヒトのブローカ野相当）のMNがより顕著に活性
化したという。
もし，ヒトにも同じような機能をもったニューロン群

があるとすれば，擬似酸味反応のメカニズムを解明する
ための重要な手がかりが得られるだろう。しかし，ヒト
については侵襲的な方法は採用できないので，fMRIや
NIRS（近赤外分光装置）などの非侵襲的なイメージン
グ技法によって間接的に測定するしかない。そのため，
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サル等のMNから区別して，ミラーニューロンシステ
ム（MNS）と呼ばれている。最近，Shimada & Hiraki 

（2006）は，NIRSを用いて生後 6，7か月の乳児にも
MNSが存在することを示唆する運動野の脳活動を測定
したという。6，7か月児と言えば，まさに本研究の Y

群に相当する月齢であり，Y群に顕著な擬似酸味反応が
見られた結果とうまく符合する。ヒトのMNSについて
は未だ不明の点が多いが，模倣や同一化といった心理学
的プロセスの解明にとって，今後重要な影響を与えるだ
ろう。
擬似酸味反応の発達的変化
次に，月齢群間の違いを考察する。直後条件におけ
る Le群のデータから示唆されるのは， より幼い乳児の
方が典型的な擬似酸味反応を生じるという傾向である
（Table 2）。大藪（2004）は，共同注意（三項関係）の形
成について，従来は 9か月以降に成立するとの前提で研
究がすすめられ，それ以前の時期は「二項関係の時期」
として自分と他者，自分とモノを別々に認識していると
評価されてきたことに疑問を呈している。大藪（2008）
は従来二項関係の時期とされてきた生後 6か月頃には，
〈自己〉と〈動作主体の意図〉と〈動作主体が志向する
対象〉という三項関係が萌芽し始めているとし，これを
対面的共同注意と呼んでいる。擬似酸味反応は，〈他者〉
に対してのみ生起するのでも，〈レモン〉に対してのみ
生起するわけでもなく，〈他者–レモン〉という志向的
関係に対して生起していると考えられる。本研究におい
て，Y群に擬似酸味反応が見られたという事実は，生後
9か月以前の乳児における三項関係の萌芽的形態の存在
を示唆するものと言えよう。
他者の目標志向性の理解の発生については，生後 9か
月以降とする立場と生後 6か月とする立場の 2つの説
がある。ただ，両説は対立的というより，測定方法や
測定対象の違いから生じる相違であるともいえる。つ
まり，より慣習的なコミュニケーションを重視するか
（Behne et al., 2005），情動的・身体的反応から推察する
か（Legerstee, 2005; Marsh et al., 2010）によって，結論
に違いが出ている。擬似酸味反応は，情動的手がかりの
欠落というパラダイム（Hobson et al., 2009）に則る現
象であるため，本研究では情動的・身体的反応から心的
理解の発達を推論する妥当な結果を得たと考える。暫定
的ではあるが，本研究は他者の目標志向性の理解が生後
6か月～9か月に発生するとの見解を支持すると言えよ
う。
一方，O群では「顔しかめ」がほとんど生起せず，「手

のばし」や「発声」といった外作用系の活動が顕著であっ
た。この場合，「手のばし」の意味は主に 2つ考えられ
る。1つは，通常乳児がモノに手を伸ばす時のように，「そ
のレモンをちょうだい」という要求の意味をもつ「手の

ばし」である。これに対し，否定ないし拒否の意味をも
つ「手のばし」も考えられる。すなわち，「そんな酸っ
ぱいもの食べるのはやめて」という意味で，実験者から
レモンを取り上げようとしたということである。この 2

つの意味は，「発声」にも当てはめることができるだろ
う。本研究では，「手のばし」や「発声」の意味を確定
することはできないし，実際には Le群の乳児にも両方
の意味が存在するだろう。しかし，生後 9か月以降は，
自己の意図がより明確に意識され，また他者の意図理解
も深まってくることから，要求と拒否（否定）の分化が
進み，より活発な自己主張が展開される時期である（川
田ほか，2005；山田，1982）。このことを踏まえれば，
「顔しかめ」のような緊張性の姿勢・情動反応にとって
代わり，O群では否定の意味をもつ「手のばし」や「発
声」が出現したとの論もあり得る 1つの解釈である。そ
の意味で，9か月以降の乳児は，他者の状況に対して同
一化するのみならず，より積極的に介入していくという
次の発達段階に入っているとの見方もできる。近年，生
後 14か月児にすでに初歩的な援助行動が見られるとの
報告があるが（Warneken & Tomasello, 2007），それは同
一化と積極的介入が可能になるという，生後 9か月以降
の新しい社会性の発達と関連しているのかもしれない。
今後の課題
今回，O群では典型的な擬似酸味反応はあまり見られ
なかった。しかし，我々は成人になってもしばしば擬似
酸味反応を生じるのであり，発達とともに消失していく
現象ではないと思われる。擬似酸味反応が生後 2年目以
降にどのような現れ方をするのか，今後検討する必要が
ある。川田（2007）によれば，ある 17か月の女児は，
直後・遅延条件でいずれも顕著な「苦笑い」を示した。
「苦笑い」は，Lewis, Sullivan, Stanger,＆ Weiss（1989）
が自己意識的情動の代表格として示した embarrassment

（羞恥，当惑）に相当する。生後 2年目の客体的自己意
識と擬似酸味反応との発達連関は興味深い検討課題であ
る。
一方，実験方法の改良を進めることも必要である。本

研究の手続きでは，レモンのみ呈示場面は 2秒程度と
限定された呈示時間であり，レモン摂食場面に比べ大分
少ない呈示時間であった。レモンのみ呈示場面の工夫を
し，時間的に等価とする必要がある。また，刺激呈示前
後のベースライン条件や，他者がレモンに摂食以外の操
作をしている条件等，様々な条件下での比較検討を行う
ことによって，擬似酸味反応の性質がより明らかになる
だろう。更に，本研究では対象児に対して実験者が直接
目の前で刺激を呈示する方法を取ったが，ビデオによる
刺激呈示を行うことによって刺激の等価性を担保できる
上，直接条件との比較検討を行うこともできる。最後に
測定対象について，身体動作や情動表出の現れ方には個
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人差が大きく，行動観察法のみでは乳児の心的過程を適
切に把握することが困難な面もある。よって，NIRSの
ような乳児にも適用できるイメージング技法やサーモグ
ラフィー等を用いることで，行動的証拠を補うことも必
要だろう。
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本研究では，5，6歳児 102名を対象に，心的状態の理解と園での社会的相互作用の関連について検討
した。心的状態の理解については，幼児を対象に個別に誤信念課題及び隠された感情課題を実施し，社
会的相互作用については，各児のクラス担任を対象に，担当児の園での行動に関する質問紙調査を実施
した。社会的相互作用の尺度項目について因子分析を行なった結果，「同情・共感」因子，「仲間関係」
因子，「仲間からの受容」因子の 3因子に分かれることが示された。月齢，性別，言語能力を統制した偏
相関分析の結果，一次の誤信念の理解は，「同情・共感」因子及び「仲間からの受容」因子との間に有意
な正の偏相関があることが示された。さらに，一次の誤信念の理解度別に，月齢，性別，言語能力を統
制した偏相関分析を行なった結果，一次の誤信念の理解度高群においては，隠された感情の理解は社会
的相互作用と関連しなかったのに対して，一次の誤信念の理解度低群においては，隠された感情の理解
と「同情・共感」因子及び「仲間関係」因子の間に有意な負の偏相関が認められた。これらの結果から，
誤信念の理解が 5，6歳児の円滑な社会的相互作用の構築の基盤となっていることが示された。また誤信
念の理解が未発達な子どもにおいては，隠された感情の理解は必ずしも社会的相互作用の発達にポジティ
ブな影響をもたらさないことが示唆された。
【キー・ワード】　心の理論，隠された感情の理解，社会的相互作用，幼児

問　　　題

私たちは，日々のコミュニケーションにおいて，自他
の行動の背後にある「心」について推測したり，「心」
に関する推測をもとに他者の行動を予測している。直
接観察することのできない心的状態（信念・知識・感
情・意図等）を自己や他者に帰属する能力は，「心の理
論」と呼ばれる（Premack & Woodruff, 1978）。誤信念課
題への通過は，「心の理論」の獲得の 1つの指標とされ
（Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985; Wimmer & Perner, 

1983），子どもがいつ誤信念を理解するのかについて，
発達心理学の領域において誤信念課題を用いた多くの研
究がなされてきた。その中で，「AさんはXと思っている」
といった一次の誤信念の理解は 3–5歳頃に可能になり
（Wellman, Cross, & Watson, 2001），「Bさんは『Cさんは
Yと思っている』と思っている」といった入れ子式の形
式を取る二次の誤信念の理解は 6歳以降に可能になると
いうことが示されている（e.g., Perner & Wimmer, 1985; 

Sullivan, Zaitchik, & Tager-Flusberg, 1994）。1990年代か
ら，この誤信念の理解が，社会的相互作用の発達と密接
にかかわることを示唆するいくつもの知見が提出されて

いる（cf., Repacholi & Slaughter, 2003）。たとえば，一次
の誤信念を理解している子どもほど，よりよい社会的
スキルを持っていると教師に評定され（Watson, Nixon, 

Wilson, & Capage, 1999），コミュニケーション能力が高
く（Slomkowski & Dunn, 1996），人気が高い（Slaughter, 

Dennis, & Pritchard, 2002）といったように，誤信念の理
解とポジティブな社会的関係の構築の間の関連が示され
ている。二次の誤信念の理解と幼児の社会的相互作用の
発達の関連を明らかにした研究は，筆者の知る限りでは
少ないが，二次の誤信念の理解は，他者に自分をよく見
せようとする自己呈示的動機の理解とも関連しているこ
とから （Banerjee & Yuill, 1999），仲間への向社会的行動
等のポジティブな社会的相互作用と関連するのではない
かと考えられる。
近年，「心の理論」について，誤信念の理解だけでなく，
他者の欲求や感情に関する理解を含んだ多面的なもので
あると捉える動きが見られている（e.g., 森野，2005；東
山，2001，2007; Wellman, 2002; Wellman & Banerjee, 1991; 

Wellman & Liu, 2004）。このような動きは，子どもの社
会的発達を考える上で，誤信念だけでなく感情の理解に
も着目する必要があることを示唆している。感情理解の
側面に注目して社会的相互作用との関連を検討した研究
からは，感情をよく理解している者ほど，社会的地位が
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高く（Denham, McKinley, Couchoud, & Holt, 1990），仲
間から受け入れられる（Dunn & Cutting, 1999）ことが
明らかにされている。誤信念の理解と感情理解の双方に
ついて検討した Cassidyらは，感情理解と誤信念の理解
とが，いずれも幼児の向社会的行動と関連しているこ
とを報告している（Cassidy, Werner, Rourke, Zubernis, & 

Balaraman, 2003）。また Dunn （1995） の研究は，40ヶ月
時点で感情理解に長けていた者は，その 3年後に園での
ポジティブな経験を報告することが多く，40ヶ月時点
で誤信念の理解に長けていた者は，その 2年後に園での
ネガティブな経験を報告することが多いことを示してい
る。これらの知見から，感情理解も子どもの社会的相互
作用の発達に影響を与えると考えられる。しかし，感情
理解の発達と関連する社会的相互作用の側面と誤信念の
理解の発達と関連する社会的相互作用の側面は，必ずし
も同一ではないようである。
心的状態の理解と社会的相互作用の関連について調べ
た先行研究の多くは，4歳前後の比較的幼い幼児を対象
としていたり，幅広い年齢の子どもを込みにして検討し
ていたため，年長の幼児における両者の関連について
はほとんど明らかになっていない （cf., Cutting & Dunn, 

1999）。この点を踏まえ，森野（2005）は 5，6歳児も
対象に含め，幼児（年少児，年中児，年長児）の誤信念
理解ならびに感情理解の発達と社会的相互作用の関連を
学齢別に検討した。その結果，年長児においては，誤信
念を理解している者は社会的スキルが高く，仲間からの
人気も高い傾向があることが示された。年中児において
は，誤信念を理解している者は社会的スキルが高い傾向
があった。また年中児と年長児において誤信念の理解と
感情理解の間には関連があったものの，感情理解と社会
的スキルや人気の間に有意な関連は認められなかった。
年少児においては，心的状態の理解と社会的相互作用の
間に関連は見られなかった。年齢が上がるほど誤信念の
理解と社会的相互作用との関連が明確に見られるという
森野（2005）の結果は，仲間との円滑な社会的な関係を
築く上で，特に 5，6歳児にとって心の理論の発達が重
要であることを示唆している。よって，本研究では，5，
6 歳児の心的状態の理解と社会的相互作用の関連に着目
し，詳細に検討することとした。
誤信念の理解及び感情理解と社会的相互作用の関連

に関する研究は，徐々に積み重ねられてきているもの
の，未だ明らかにされていない点も多い。まず先行研究
においては，感情理解の測定のためにラベリング課題や
感情的視点取得課題のような比較的幼い子どもにも適用
しやすい課題が用いられており，複雑な感情理解の側面
がどのように社会的発達に影響するかについての知見
が非常に少ない。5，6歳頃になると，表情を同定した
り，感情の原因を理解するだけでなく，人が時に内的な

感情とは異なる感情を表出し得ることについても理解し
始める（e.g., Harris, Donnelly, Guz, & Pitt-Watson, 1986, 

Mizokawa & Koyasu, 2007）。このような理解をベースと
して，子どもたちは，「強がって悲しみをこらえている
友人の本当の感情（悲しみ）を察して慰める」といった
より複雑な感情の推測に根ざした行動判断もできるよう
になるものと考えられる。そこで本研究では，5，6歳
児のより成熟した感情理解の側面について検討するため
に，「隠された感情の理解」の課題（感情を隠したい動
機を持っている登場人物の本当の感情について推測する
課題，Test of Emotion Comprehensionの ComponentⅦ ; 

Pons & Harris, 2000）を使用することとした。3歳から
11歳を対象として感情理解の諸側面の発達について検
討した先行研究（Pons, Harris, & de Rosnay, 2004）からは，
この課題に 5歳児の 50％が通過することが示されてお
り，5, 6歳児を対象とする本研究で用いる課題としても
適当な難易度であると考えられる。
次に，社会的相互作用の測定の項目についての課題が
挙げられる。感情理解の発達と社会的相互作用の関連に
関しては，森野（2005）が指摘するように，感情理解
の発達が「仲間との相対的に良好な相互作用を増進させ
るというよりも，感情的な側面からの人の理解が必須と
なる相互作用のみを増進させ」ている可能性がある。こ
の点を考慮して，社会的相互作用の測定には，感情的な
側面を測定することのできる尺度を使用する必要があ
る。本研究では一般的な仲間との関係構築の側面だけで
なく，感情的な側面についても検討するため，社会的
相互作用の指標として，SDQ（Strengths and Difficulties 

Questionnaire: Goodman, 1997） のサブスケールの「情
緒」，「仲間関係」，「向社会性」から社会的相互作用に関
わる項目を抜粋して使用することとした。
また先行研究では，誤信念の理解と隠された感情の
理解の間には相関があることが示されているものの
（Banerjee & Yuill, 1999; Mizokawa & Koyasu, 2007）， 誤
信念の理解と感情の理解が互いにどのように組み合わ
さって社会的な発達の道筋を作り出すのかは明らかに
なっていない。森野 （2005） は，誤信念の理解と感情理
解について，それぞれ社会的相互作用との関連を検討し，
誤信念の理解のみが社会的相互作用と関連することを見
出している。しかし，誤信念の理解度が低い子どもたち
の中では，感情理解はその弱点を補うために社会的相互
作用の構築において特に重要な働きをしている可能性が
ある。すなわち，誤信念の理解度低群においては，誤信
念の理解度高群よりも，感情の理解と社会的相互作用の
3側面との正の相関が強いと考えられる。心的状態の理
解が形作る社会的発達の様相を明らかにするためには，
誤信念の理解に長けている者とそうでない者の間に，隠
された感情の理解と社会的相互作用の関連の在り方に違
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いがあるか否かについても検討することが求められる。
最後に，心的状態の理解の発達だけでなく，性役割
やジェンダーの社会化も，子どもの社会的相互作用の
あり方に影響すると考えられる。誤信念や隠された感
情といった心的状態の理解においては，あまり性差は
見られないようであるが（cf., 溝川，2007；小川・子
安，2008），一般的に，女児は共感性が高く向社会的志
向が強いとの見方が存在することから（cf., Eisenberg & 

Fabes, 1991），社会的相互作用のあり方には性差が見ら
れることが予測される。向社会的行動（なぐさめる，物
を分ける，手伝う等）の性差についての先行研究の結果
は一貫していないが，女児は仲間への向社会的かかわり
が多いとの報告が比較的多くなされている（e.g., Radke-

Yarrow, Zahn-Waxler, & Chapman, 1983）。
以上の議論より，幼児期における心的状態の理解と社
会的相互作用の発達に関する重要な検討課題として，（1）
心的状態 （誤信念・隠された感情）の理解得点と社会的
相互作用の関連，（2）誤信念の理解と隠された感情の理
解の関連，（3）誤信念の理解度（高・低）別の，隠され
た感情理解と社会的相互作用の発達との関連，（4）社会
的相互作用の 3側面における性差，の 4つの問題を提案
することができる。 

目　　　的

本研究の目的は，他者の心的状態（信念と感情）の理
解が，各児の園生活における社会的相互作用のあり方と
どのように関連しているかについて，以下の 4つの仮説
を検証することである。
仮説 1：誤信念課題（一次，二次）の得点が高い子ど
もほど，また隠された感情課題の得点が高い子どもほど，
SDQの社会的相互作用の 3側面において教師に高く評
定される。ただし，社会的スキルと関連する側面（仲間
関係，向社会性）の評定は，隠された感情理解課題より
も誤信念課題の得点とより強く関連しており，感情的側
面（情緒）の評定は，誤信念課題よりも隠された感情課
題の得点とより強く関連している。
仮説 2：誤信念課題（一次，二次）と隠された感情課
題の間には，それぞれ正の相関がある。
仮説 3：誤信念の理解度低群においては，理解度高群

においてよりも，隠された感情の理解と社会的相互作用
の 3側面との正の相関が強い。
仮説 4：女児は SDQの「情緒」と「向社会性」の側

面で男児よりも高く評定される。

方　　　法

調査対象者
京都市内の幼稚園 1園と保育所 3園に通う 5，6歳児

108名（男児 49名，女児 59名）を対象に個別調査を実

施した。受容語彙得点が特に低かった子ども（平均－
2SD）と，クラス担任を対象に実施した各児の行動に関
する質問紙の回答に記入漏れがあった場合に，該当児の
データを除外したため，最終的な分析対象となったのは
102名（男児 46名，女児 56名；平均年齢 6；1，範囲 5；
5–6；8）であった。加えて，個別調査に参加した幼児
のクラス担任 12名（男性 1名，女性 11名）を対象として，
それぞれの担当児の普段の行動についての質問紙調査を
実施した。
材料と手続き
1．社会的相互作用尺度　
「社会的相互作用尺度」は，SDQ （Strengths and 

Difficulties Questionnaire） の 25項目のうち社会的相互作
用に関わる 16項目（サブスケールの「情緒」から「動
揺したり，悲しんでいる子どもに，同情することが多い」
等の 6項目，「仲間関係」から「少なくとも一人は，仲
の良い友だちがいる」等の 5項目，「向社会性」から「快
く他の子どもと分け合う」等の 5項目）を抜粋し，第一
著者が日本語に訳し，バックトランスレーションしたも
のを用いた 2）。回答の選択肢は「当てはまる」，「少し当
てはまる」，「当てはまらない」の 3件法であった。得点
化する際には，社会的相互作用の強みには高得点，弱み
には低得点が割り当てられるように，逆転項目を考慮し
て各項目について 1，2，3点を与えた。
2．WPPSI受容語彙課題　

4つの絵が書いてあるカードを提示し，その中から，
調査者が言う言葉（例：レジ）と一致するものを選択す
るよう求めた。課題はマニュアルに従って最大 38問ま
で実施し，標準化した得点を分析に用いた。得点の範囲
は 0–20点であった。
3．誤信念課題
一次の誤信念課題と二次の誤信念課題をそれぞれ 2

問，計 4問の課題を用いた。二次の誤信念課題には，一
次の誤信念に関する質問が含まれていたため，一次の誤
信念理解の得点の範囲は 0–4点，二次の誤信念理解の
得点の範囲は 0–2点であった。
3 –1．一次の誤信念課題 （Harris, Johnson, Hutton, Andrews, 

& Cooke, 1989）
「優しいカエルさん」　片手で動かせるカエルとサルの
人形，ミニチュアのリンゴとナシ，小さな弁当箱を使用
した。サルは，ナシが嫌いで，リンゴが好きという設定
であり，はじめに，リンゴをもらうときとナシをもらう
ときにサルはどんな気持ちか（嬉しいか，嬉しくないか）
を対象児に尋ねて，全員が設定を理解していることを確
認した。その後，「最初は弁当箱の中にはサルの嫌いな

2）SDQの日本語訳には，厚生労働省版もあるが，本研究では，独
自に翻訳したものを用いた。バックトランスレーションは，ケン
ブリッジ大学の共同研究チームに依頼して実施した。
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ナシが入っていたが，カエルが，サルを驚かせて喜ばせ
るために，サルが部屋にいない間に，弁当箱の中身をサ
ルの大好きなリンゴへと入れ替える。昼食の時間になり，
サルがかばんから弁当箱を取り出し，これから開けよう
としている。サルには，弁当箱の中身が見えない」とい
うストーリーを人形で実演し，以下の 2種類の質問を実
施した。他者信念質問：サルさんは，お弁当箱の中に何
が入っていると思っていますか（正答は「ナシ」）。現実
質問：本当は，お弁当箱の中に何が入っていますか（正
答は「リンゴ」）。得点は，両方の質問に正答した場合に
1点を与えた。
「意地悪なワニさん」　片手で動かせるワニとライオン
の人形，小さなオレンジジュースの缶とお茶の紙パック
を使用した。まず対象児に，ジュースとお茶のどちらが
好きかを尋ね，ライオンは，対象児と同じ飲み物が好き
であるという設定とした。はじめに，お茶をもらうとき
及びジュースをもらうときに，ライオンはどんな気持ち
かを対象児に尋ねて，全員が設定を理解していることを
確認してから，人形を用いてストーリーを実演した。対
象児がジュースを選んだときのストーリーは，「ライオ
ンは机の上にジュースの缶を置いて散歩に出かける。ラ
イオンが部屋にいない間に，ワニはライオンを驚かせる
ために意地悪をして，缶の中身をお茶に入れ替える。ラ
イオンが散歩から帰ってきて，机の上にある飲み物を飲
もうとしている。ライオンには，缶の中身が見えない」
というものであった。その後，以下の 2種類の質問を実
施した。他者信念質問：ライオンさんは，缶の中に何が
入っていると思っていますか（正答は「ジュース」）。現
実質問：本当は，缶の中に何が入っていますか（正答は「お
茶」）。得点は，両方の質問に正答した場合に 1点を与え
た。
3 –2．二次の誤信念課題 （Sullivan, et al., 1994）
「マリちゃんとジュンくんのチョコレート」　3枚の図
版（状況図）を用いて，ストーリーを読み聞かせた。は
じめに，1枚目の図版を見せながら，ストーリーの前半
部分を提示した。前半のストーリーは，「外で遊んでい
たきょうだいのジュンとマリは，おじいちゃんからチョ
コレートをもらう。おじいちゃんに『今はチョコレート
をしまっておくように。ママが食べてもいいと言ってか
ら食べなさい』と言われ，ジュンは 1人家の中に戻っ
てチョコレートを缶の中にしまう。外に出てからマリに
チョコレートをしまった場所を聞かれたジュンは，『チョ
コレートは冷蔵庫にしまった』と嘘をつく」というもの
であった。その後，一次の誤信念に関する以下の 2つ
の質問を実施した。他者信念質問：マリちゃんはチョコ
レートがどこにあると思いますか（正答は「冷蔵庫」）。
現実質問：ジュンくんは，本当はチョコレートをどこに
しまいましたか（正答は「缶」）。どちらか一方でも誤答

した場合は，ここで打ち切りにし，両方の質問に正答し
た場合にのみ，残り 2枚の図版を用いて続きのストー
リーを読み聞かせた。続きのストーリーは，「ジュンが
チョコレートを少し食べるために，家の中に入って缶か
ら取り出す。マリは，ジュンが家の中に入るのを見て，
台所の窓からジュンの様子を見ている。ジュンは，マリ
に見られていることに気づいていない。その後，外に出
てきたママが，マリに『チョコレートを食べてもいいよ』
と言う」というものであった。最後に，二次の誤信念に
関する以下の 3つの質問を実施した。他者信念質問（二
次）：ジュンくんは，マリちゃんがどこを探すと思いま
すか（正答は「冷蔵庫」）。確認質問：ジュンくんは，マ
リちゃんが台所の窓から見ていたことに気がついていま
したか（正答は「気がついていない」）。現実質問：ジュ
ンくんは，本当はチョコレートをどこにしまいましたか
（正答は「缶」）。得点は，一次の誤信念に関する質問に

2問とも正答した場合に，1点（一次の誤信念理解得点）
を与え，一次の誤信念に関する質問（2問）と二次の誤
信念に関する質問（3問）すべてに正答した場合に，別
に 1点（二次の誤信念理解得点）を与えた。
「コウタくんのお誕生日」　3枚の図版（状況図）を用
いて，ストーリーを読み聞かせた。はじめに，1枚目の
図版を見せながら，ストーリーの前半部分を提示した。
前半のストーリーは，「コウタのお誕生日に，コウタの
ママは子犬をプレゼントしようと思って，買ってきた子
犬を物置に隠している。お誕生日会の時間まで子犬のこ
とを内緒にするために，ママは，『プレゼントに，素敵
なおもちゃを買った』とコウタに伝える」というもので
あった。その後，一次の誤信念に関する以下の 2つの質
問を実施した。他者信念質問：コウタくんは，プレゼン
トに何をもらえると思いましたか（正答は「おもちゃ」）。
現実質問：本当は，ママは何をコウタくんにプレゼント
しようと思っていますか（正答は「子犬」）。どちらか一
方でも誤答した場合は，ここで打ち切りにし，両方の質
問に正答した場合にのみ，残り 2枚の図版を用いて続き
のストーリーを読み聞かせた。続きのストーリーは，「コ
ウタは，物置に隠されていた子犬を見つけてしまうが，
ママは家の中にいるためそのことを知らない。ママは電
話でおばあちゃんに『コウタは，お誕生日にママが何を
買ったと思っているか』を尋ねられる」というもので
あった。最後に，二次の誤信念に関する以下の 3つの質
問を実施した。他者信念質問（二次）：ママはおばあちゃ
んに何と言いますか（正答は「おもちゃ」）。確認質問：
ママはコウタくんが物置に入ったのを見ましたか（正答
は「見ていない」）。現実質問：ママは，本当は，お誕生
日プレゼントに何を買いましたか（正答は「子犬」）。得
点は，一次の誤信念に関する質問に 2問とも正答した場
合に，1点（一次の誤信念理解得点）を与え，一次の誤
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信念に関する質問（2問）と二次の誤信念に関する質問（3

問）すべてに正答した場合に，別に 1点（二次の誤信念
理解得点）を与えた。
4．隠された感情課題 （TEC，コンポンネントⅦ：Pons 

& Harris, 2000）
登場人物が本当の感情を隠したがっている 4つのス
トーリーを，状況図と質問の選択肢の 4つの表情図を示
した図版を見せながら読み聞かせた。各ストーリーの内
容は，「ハルオは自分の新しい自転車をススムに見せて
いる。ススムが自転車を持っていないので，ハルオは，
心の中でどのように感じているかをススムに知られたく
なく，気持ちを隠そうとしている（喜び隠し）」，「ケイ
コとサクラはゲームをしている。最後に，サクラが勝ち，
ケイコが負ける。サクラは，ケイコに遊んでもらえなく
なると困るので，心の中でどのように感じているかをケ
イコに知られたくなく，気持ちを隠そうとしている（喜
び隠し）」，「アキナはたくさんビー玉を持っており，ビー
玉を 1つも持っていないルミのことをからかっている。

ルミは，心の中でどのように感じているかをアキナに知
られたくなく，気持ちを隠そうとしている（悲しみ隠
し）」，「アツシは，走るのが得意なことをツトムに見せ
ようとしたが転んでしまう。アツシは，心の中でどのよ
うに感じているかをアツシに知られたくなく，気持ちを
隠そうとしている（悲しみ隠し）」というものであった。
各ストーリーの提示後，登場人物が心の中で本当はどう
感じているかについて質問し，4つの表情図から 1つを
選択することを求めた。得点は各ストーリーに正答する
ごとに 1点を与えた。得点の範囲は 0–4点であった。
クラス担任を対象とした「社会的相互作用尺度」（16

項目，Table 1）は，幼児に対する調査実施前もしくは調
査実施期間中にクラス担任に配布し，後日回収した。幼
児を対象とした個別調査は，各児が通う園の一室で実施
した。調査者（第一著者）は，調査開始以前からの定期
的な園への訪問を通して，対象児の約半数と交流を持っ
ていた。残りの約半数とは本調査が初対面であったた
め，まず教室や廊下で普段の生活や遊びの話をするなど

Table 1　クラス担任を対象としたアンケートの尺度の因子分析結果（主因子法，プロマックス回転後）

No. 項目 F1 F2 F3

第 1因子「同情・共感」α=.810

5 動揺したり，悲しんでいる子どもに，同情することが多い 0.790 0.068 –0.142

3 他の子どもに，めったに同情しない（逆転項目） 0.737 –0.256 0.397

6 遊び相手を見つけられない他の子どもを見るとき，悲しいと感じる 0.718 –0.064 –0.317

4 からかわれている子どもを見ても，かわいそうとは，めったに思わない（逆転項目） 0.629 –0.112 0.279

1 恵まれていない人や不運な人を見ると，かわいそうと思うことが多い 0.627 0.198 –0.117

第 2因子「仲間関係」α=.765

13 快く他の子どもと分け合う 0.156 0.770 –0.135

9 一般に他の子どもたちに好かれている –0.176 0.730 0.235

8 少なくとも一人は，仲の良い友だちがいる –0.136 0.626 -0.019

15 年下の子どもたちにやさしい 0.328 0.410 0.105

第 3因子「仲間からの受容」α=.725

7 一人きりで，自分だけで遊びがちである（逆転項目） –0.076 0.107 0.942

10 他の子から，目をつけられたり，いじめられたりする（逆転項目） 0.075 0.019 0.723

11 子どもとより，大人との方がうまく付き合える（逆転項目） –0.166 –0.020 0.507

除外された 4項目

2 他の子どもがケガをしたのを見るとき，動揺しない （逆転項目） 0.268 0.065 0.086

12 他の人たちの気持ちを考える 0.405 0.448 0.049

16 よく自発的に他の子の手助けをする 0.340 0.391 –0.122

14 誰かが怪我をしたり，動揺したり，気分が悪いときに助けになる 0.196 0.293 0.118

因子間相関

F1 –

F2 0.556 –

F3 0.404 0.355 –

注．No. 1–6は SDQのサブスケールの「情緒」，No. 7–11は「仲間関係」，No. 12–16は「向社会性」に含まれていた項目である。
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してラポールを形成した後に調査を実施した。調査は，
調査者と記録者の 2名で実施し，対象児と調査者は隣り
合わせに座った。記録者は，調査実施中に対象児の視界
に入りにくいように，2人の背後に座って回答を記録し
た。最初に，対象児に名前と年齢と誕生日を訪ねて記録
用紙に記入した後，「WPPSI受容語彙課題」，「誤信念課
題」，「隠された感情課題」を実施した。課題の実施順序
は，対象児間でカウンターバランスを取った。1人あた
りの所要時間は，約 30分であった。

結　　　果

1．社会的相互作用尺度の尺度構成
社会的相互作用の測定に使用した 16項目について，

SDQが仮定する 3側面を測定できているかを確認する
ため，探索的因子分析を行なったところ，3因子が抽出
された。プロマックス回転を行ない，因子負荷量が .40

以上であり，かつ他の因子に .35以上の負荷量を持たな
かった項目を尺度項目として採用した。各項目の因子負
荷量は Table 1に示した。第 1因子には 5項目，第 2因
子には 4項目，第 3因子には 3項目が採用され，それぞ
れ「同情・共感」，「仲間関係」，「仲間からの受容」と命
名した。「同情・共感」因子は，SDQのサブスケールの「情
緒」に分類されていた項目のみ，「仲間からの受容」因
子は，SDQで「仲間関係」に分類されていた項目のみ

によって構成されていた。「仲間関係」因子は，SDQで「仲
間関係」と「向社会性」に分類されていた項目が混合し
て含まれていた。信頼性係数はいずれも高く，第 1因子
α=.810，第 2因子α=.765，第 3因子α=.725であった。
2．各課題及び各尺度因子の平均得点と標準偏差

WPPSI受容語彙課題，誤信念課題，隠された感情課
題及び各尺度因子の平均得点と標準偏差を Table 2に示
した。各課題及び各因子において，平均得点の性差に
ついて t 検定を行なったところ，社会的相互作用尺度の
「同情・共感」因子においてのみ有意な性差が認められ，
女児（M =14.07）の方が男児（M =12.96）よりも得点
が高いことが示された （t =2.04，df =94.09，p <.05）。
WPPSI受容語彙課題，誤信念課題，隠された感情課題
及び他の 2因子の得点については有意な性差は認められ
なかったため，以下の分析では性別を込みにした結果に
ついて扱うこととした。
3．心的状態（誤信念，隠された感情）の理解と社会的
相互作用の 3因子の関連　
各課題及び各因子間の単相関と，性別と月齢と言語能

力（WPPSIの成績）を統制した際の偏相関を Table 3に
示した。単相関分析の結果，性別と「同情・共感」因子
の間の相関が有意であった。また言語能力と誤信念理解
（一次・二次）の間に有意な相関があった。性別・月齢・
言語能力を統制した偏相関分析の結果，一次の誤信念理

Table 2　各課題及び各因子の平均得点と標準偏差 （SD） 

言語 心的状態の理解 社会的相互作用

WPPSI 感情 一次誤信 二次誤信 同情・共感 仲間関係 仲間からの受容

（0–20） （0–4） （0–4） （0–2） （5–15） （4–12） （3–9）

平均 10.91 2.28 2.79 0.59 13.57 9.85 8.06

SD 　2.24 1.27 1.34 0.74 　2.77 1.90 1.32

注．括弧内は各課題における得点の範囲である。

Table 3　性別，月齢，言語能力得点，隠された感情理解，誤信念理解及び社会的相互作用の相関係数及び偏相関係数

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1．性別 – – .15 .11　 .01 　 .09　 – .03 – .20*　 .01 .10 

2．月齢 – – .36** .16 　 .30** .19†　 .15　 .08 .08 

3．WPPSI –  – – .11　 .49** .36** .06　 .08 .10 

4．感情 –  –  – –  .27** .15 – .13　 – .13 .03 

5．一次誤信 –  – – .23* –  .58** .22*　 .15 .32* 

6．二次誤信 –  –  – .11　 .50** –  .12　 .13 .15 

7．同情・共感 –  – – – .16　 .22*　 .09 –  .61** .32** 

8．仲間関係 – –  – – .15　 .11　 .11 .62** –  .36** 

9．仲間からの受容 – – – .01　 .30** .13 .34** .35** –

注．下半分のイタリックの数値は，性別，月齢，WPPSI受容語彙得点を統制した際の偏相関係数。**p <.01，*p <.05，†p <.10
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解と隠された感情理解の間に有意な弱い偏相関があるこ
とが示された。一次の誤信念理解と二次の誤信念理解の
間の偏相関も有意であった。心的状態の理解と社会的相
互作用の関連については，一次の誤信念理解と社会的相
互作用の 2つの因子（「同情・共感」と「仲間からの受容」）
との間に有意な偏相関があることが示された。隠された
感情の理解と社会的相互作用の間には，有意な相関なら
びに偏相関は見出されなかった。
4．一次の誤信念の理解と隠された感情の理解

Table 2 に示されたように，二次の誤信念課題の平均
得点は 2点満点中 0.59点と低かったため，理解度別の
分析を行なうには適切でないと判断した。誤信念の理解
度別の分析は，一次の誤信念の理解の結果についてのみ
実施することとした。

4 –1．一次の誤信念課題と隠された感情課題の得点の
分布　一次の誤信念課題と隠された感情課題の得点の分
布を，Table 4に示した。一次の誤信念課題で 4点満点
中 3点以上の高い得点を示した者の中にも隠された感情
課題では 4点満点中 2点以下の低い得点を示した者がお
り，一次の誤信念課題で 2点以下の低い得点を示した者
の中にも隠された感情課題では 3点以上の高い得点を示
す者が存在していた。

4 –2．一次の誤信念の理解度別の隠された感情の理解
と社会的相互作用の関連　一次の誤信念の理解度の高低
によって，隠された感情の理解が社会的相互作用に及
ぼす影響に違いがあるか否かを検討するため，まず 102

名の対象児を一次の誤信念課題の得点の高低によって分
類した（0–2点：低群，3–4点：高群）。低群に分類さ
れたのは 40名（男児 17名，女児 23名；平均月齢 6歳
0ヶ月，平均WPPSI得点 9.55点），高群に分類されたの
は 62名（男児 29名，女児 33名；平均月齢 6歳 2ヶ月，
平均WPPSI得点 11.79点）であった。高群と低群の間に，
月齢，言語能力，隠された感情の理解得点，各因子得点
の平均に差があるか否かを確認するために，t 検定を実
施したところ，全てにおいて高群の方が高いことが確認
された（月齢：t（100）=2.64，p <.05，言語能力：t（100）

=6.00，p <.01，隠された感情：t（100）=3.24，p <.01，
「同情・共感」因子：t（100）=1.91，p =.059 <.10，「仲
間関係」：t（100）=2.01，p <.05，「仲間からの受容」因
子：t（100）=3.28，p <.01）。次に，一次の誤信念の理
解度別に，感情理解と社会的相互作用の間の単相関分析
及び偏相関分析を行なった。隠された感情課題と各因子
の間の単相関と，性別と月齢と言語能力（WPPSIの成績）
を統制した際の偏相関は Table 5に示した。単相関分析
の結果，理解度低群においてのみ，隠された感情の理解
と「同情・共感」因子の間に有意な負の相関が認められ
た。性別・月齢・言語能力を統制した偏相関分析の結果
からは，理解度低群においてのみ，隠された感情の理解
と「同情・共感」因子及び「仲間関係」因子の間に有意
な負の相関があることが示された。

考　　　察

本研究は，幼児を対象とした個別調査と，対象児のク
ラス担任を対象とした質問紙調査を併せて実施するこ

Table 5　一次の誤信念の理解度別の隠された感情の理
解得点と社会的相互作用との相関係数と偏相
関係数

隠された感情

一次の誤信念

　理解度　高群（n =62）

　　　　同情・共感 –.09　［–.12］　

　　　　仲間関係 –.15　［–.15］　

　　　　仲間からの受容 –.11　［–.11］　

　理解度　低群（n =40）

　　　　同情・共感 –.35*［–.34*］

　　　　仲間関係 –.29†　［–.41*］

　　　　仲間からの受容 –.05　［–.17］　
注．［  ］内のイタリックの数値は，性別と月齢と言語能力を統
制した際の偏相関係数。*p<.05，†p<.10

Table 4　一次の誤信念課題の得点と隠された感情課題の得点の分布（人数）

隠された感情（点）

一次の誤信念（点）
0 1 2 3 4 合計人数

0 2 1 5 0 2 10

1 2 2 3 1 0 　8

2 4 4 8 2 4 22

3 0 2 6 5 5 18

4 4 5 8 17　 10　 44

合計人数 12　 14　 30　 25　 21　 102　
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とにより，5，6歳児の心的状態の理解が園での社会的
相互作用のあり方と密接に関連していることを示した。
Table 1からわかるように，社会的相互作用尺度の因子
分析によって得られた 3因子は，SDQが仮定していた「情
緒」，「仲間関係」，「向社会性」と一部共通するところは
あるものの，異なるものであった。新たに得られた 3因
子（「同情・共感」，「仲間関係」，「仲間からの受容」）の
うち，「同情・共感」は，仲間との関係の感情的な側面を，
「仲間関係」と「仲間からの受容」は一般的な仲間との
関係構築の側面を測っているものと考えられる。一般的
な仲間との関係構築と関連する 2つの因子のうち，「仲
間関係」因子は，「仲間に好かれる」，「年少児にやさしい」
等の，仲間関係の質的な側面を測る項目によって構成さ
れており，「仲間からの受容」因子は，「一人きりで遊ぶ（逆
転項目）」，「いじめられている（逆転項目）」等の，仲間
から受け入れられ，仲間関係を築くことができているか
否かを測る項目によって構成されていた。
心的状態の理解と社会的相互作用の関連
誤信念の理解と社会的相互作用　Table 3からわかる
ように，一次の誤信念の理解と「同情・共感」因子及び「仲
間からの受容」因子との間に正の関連があり，一次の誤
信念の理解と「仲間関係」因子との間には有意な関連が
見られなかった。この結果は，一次の誤信念の理解が社
会的相互作用の発達と関連するという仮説 1を一部支持
するものであった。5，6歳児を対象とした本研究の結
果とは反対に，3歳児を対象とした先行研究では誤信念
の理解と共感的関心（empathic concern）の間には関連
は見られていない（Astington & Jenkins, 1995）。このこ
とから，3歳児は心的状態の理解ではなく感情伝染等の
別の要因によって仲間に共感的な行動を取っている可能
性があり，心的状態に基づく同情や共感的行動は 3歳か
ら 5, 6歳頃までの間に徐々に増えていくのではないかと
考えられる。また誤信念の理解と「仲間からの受容」因
子との間に関連があることを示した本研究の結果は，先
行研究の知見と一貫しており（e.g., Watson et al., 1999），
幼児期の誤信念の理解が仲間との関係を築く上で重要で
あることが重ねて示唆された。二次の誤信念の理解につ
いても，一次の誤信念の理解と同様の相関が見られるこ
とを予測していたが，二次の誤信念の理解と社会的相互
作用の間には有意な関連は見られなかった。これは二次
の誤信念課題の得点が総じて低かったことによる床効果
であると考えられる。
隠された感情の理解と社会的相互作用　隠された感情

の理解は，社会的相互作用のどの因子とも関連しなかっ
た。この結果は，仮説 1の「隠された感情の理解は社会
的相互作用の発達と関連する」という点を支持しなかっ
た。一次の誤信念の理解度別の分析の結果からわかるよ
うに，誤信念の理解度によって隠された感情の理解が社

会的相互作用の発達に異なる影響を与えていた。つまり，
誤信念課題の理解度高群では，隠された感情の理解と社
会的相互作用の関連はなく，理解度低群においては，隠
された感情を理解している子どもほど「同情・共感」因
子の得点と「仲間関係」因子の得点が低かった。このこ
とが，理解度高群と低群を含めた全体の分析において関
連が見られなかった理由として考えられる。また仮説 1

では隠された感情の理解と社会的相互作用の発達の関連
を予想した上で「社会的相互作用尺度の社会的スキルと
関連する側面の評定は，隠された感情の理解よりも誤信
念の理解とより強く関連しており，感情的側面の評定は，
誤信念の理解よりも隠された感情の理解とより強く関連
している」と予想していたが，そもそも隠された感情の
理解と社会的相互作用の発達の間に関連が見られなかっ
たことから，この点も支持されなかった。
一次の誤信念の理解度別の隠された感情の理解と社会
的相互作用の関連　性別と月齢と言語能力を統制した際
の偏相関分析の結果からは，一次の誤信念の理解と隠さ
れた感情の理解の間に関連があることが示された。これ
は，仮説 2を支持する結果であり，幼児期の誤信念理
解と見かけの泣きの理解との間に関連があることを見出
した先行研究（Mizokawa & Koyasu, 2007）の知見とも
矛盾しないものであった。両者の間に関連があること
が示されたものの，その関連は強いものではなかった。
Table 4に示されたように，一次の誤信念の理解得点が
高い子どもの中にも隠された感情の理解得点が低い子ど
もがおり，一次の誤信念の理解得点が低い子どもの中に
も隠された感情の理解得点が高い子どもが存在してい
た。これらの結果から，誤信念を理解している子どもに
は隠された感情を理解する子どもが多いものの，双方の
理解度が高いもしくは双方の理解度が低いというような
パターンを示さない子どもも少なからず存在しているこ
とが示された。
一次の誤信念の理解度別に，隠された感情の理解と社
会的相互作用の関連を調べたところ，Table 5 に示され
たように，一次の誤信念の理解度低群においてのみ，隠
された感情の理解と「同情・共感」及び「仲間関係」因
子の間に有意な負の関連があることが確認された。理解
度高群においては，隠された感情の理解と社会的相互作
用の間に有意な関連は見られなかった。仮説 3は，一次
の誤信念の理解度低群において，隠された感情の理解と
社会的相互作用の間に正の強い相関があることを予想し
ていたが，結果はこの仮説を支持せず，一部逆の方向の
関連を示すものであった。本研究から，一次の誤信念の
理解が未発達な子どもが隠された感情の理解に長けてい
た場合，他者に同情的・共感的な行動をとったり，良質
な仲間関係を持つことがより少ないという結果が示され
た。つまり，心的状態の理解においてこのような特徴を
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持つ一部の子どもたちは，他者信念の理解における弱点
が隠された感情の理解によって補われ，円滑で良好な社
会的相互作用を構築することができるのではなく，むし
ろ社会的相互作用により困難を抱える可能性があること
が示唆された。
「同情・共感」因子における性差
社会的相互作用の側面においては，「同情・共感」因
子に性差が認められ，男児よりも女児の方が，「動揺し
たり，悲しんでいる子どもに，同情することが多い」と
いった「同情・共感」因子の平均得点が高いことが示さ
れた。この結果は，女児は男児よりも仲間への共感的な
かかわりが多いという点で，仮説 4を一部支持するもの
であった。この因子は，対象児の同情のしやすさや共感
性を，他者の苦痛や苦境に直面した際の悲しみ表出につ
いて教師に評定してもらうことによって測るものであっ
た。本研究の結果は，幼児期における感情表出には性差
があり，男児よりも女児の方が悲しみを表出する（e.g., 

Brody, 1999; Saarni, 1984）という先行研究の知見と一致
する結果であった。他方で，誤信念及び隠された感情の
理解の心的状態の理解の側面には，有意な性差は認めら
れなかった。誤信念の理解と隠された感情の理解に性差
がなかったことから，男児よりも女児の方が誤信念や隠
された感情の理解度が高いために，同情的・共感的行
動が多く見られていたとは考え難い。感情表現力は男
児よりも女児の方が豊かであるとの報告（Brody & Hall, 

1993）や，両親は男児よりも女児の悲しみや心配の表
出をより受け入れるとの報告（Chaplin, Cole, & Zahn-

Waxler, 2005）があることから，「同情・共感」因子の性
差には社会化の違いが影響しているものと考えられる。
結　論
本研究から，誤信念の理解と隠された感情の理解は，
それぞれ別の形で社会的相互作用の発達と関連している
ことが明らかになった。本研究の結果は，社会的な心
的状態の理解は単一のものではないとする先行研究の
知見とも一貫するものであった（e.g., Dunn, 1995; 森野，
2005）。また，誤信念の理解度低群においてのみ隠され
た感情の理解が社会的相互作用と負の関連を持つという
結果から，隠された感情の理解のみが発達している場合
にはポジティブな社会的相互作用の構築が難しいことが
示された。よって両者は完全に独立しているのではな
く，互いにつむぎ合う形で子どもの社会的発達の基盤を
形作っていることが新たに示唆された。今後の研究では，
本研究では比較的正答者の少なかった二次の誤信念理解
の発達についても，より高い年齢の子どもを対象として
詳細に検討していくべきであろう。幼児期後期よりもさ
らに人間関係が豊かで複雑なものになる児童期に，二次
的誤信念の理解と社会的相互作用がどのように関連して
いるのかについて検討することは，本研究で示された知

見を展開する上で大きな意義があると考える。
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This study investigated correlations between understanding of mental states and the social interactions of 5- and 6-year 

old children. Participants (N=102, 46 boys and 56 girls) took false belief tasks and hidden emotion tasks to assess their 

understanding of mental states. Teachers rated children’s social interactions in terms of sympathetic behavior and peer 

relationships. The results indicated that, controlling for age, gender, and vocabulary scores, understanding of false beliefs 

was significantly associated with sympathetic behavior and peer acceptance. In addition, children with both low ability to 

understand false beliefs and high ability to understand hidden emotions rarely showed sympathetic behavior, and they were 

likely to have difficulty in forming high quality peer relationships. These findings are discussed in terms of the integration of 

understanding false beliefs and hidden emotions as a factor contributing to the development of social interactions.
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本研究では，発達臨床場面における介入や支援における養育スタイルの変化を捉えるための尺度を作
成し，養育スタイルの発達的変化と ADHD傾向との関連について検討した。ペアレント・トレーニング
や発達障害児の親支援の経験をもつ複数の臨床心理士と小児科医師によって，養育スタイルを測定する
項目が作成された。単一市内の公立保育園，小学校，中学校に通う子どもの保護者に対する全数調査を
行い，7,000名以上の保護者からデータを得た。因子分析の結果，「肯定的働きかけ」「相談・つきそい」「叱
責」「育てにくさ」「対応の難しさ」の 5下位尺度からなる養育スタイル尺度が作成された。ADHD傾向
との関連を検討したところ，肯定的働きかけと相談・つきそいは負の関連，叱責，育てにくさ，対応の
難しさは正の関連を示した。また，子どもの年齢による養育スタイルの変化を検討したところ，肯定的
働きかけ以外は年齢にともなって非線形に減少していく傾向がみられた。本研究で作成された尺度の発
達臨床場面における使用について論じた。
【キー・ワード】　養育スタイル，臨床的介入，ペアレント・トレーニング，ADHD傾向，発達的変化

問題と目的

近年，発達臨床の場面では，家族支援の重要性が指摘
されている。特に，発達障害児の家族に対して，その養
育を支援しようとする試みがなされている。発達障害児
ともっとも多くの時間をともに過ごすのは家族や養育者
であり，養育のあり方は子どもの適応や発達に強く影響
する。そのため，発達臨床的な支援や介入を考えるうえ
では，養育者の養育スタイルに注目することが不可欠で
ある。
これまで養育スタイルについては，多くの研究がなさ
れてきた。古くは，Symonds（1939）が，親の養育スタ
イルを「拒否―受容」と「支配―服従」の 2次元から捉
えている。品川・品川（1958）は，この 2次元から養育
スタイルを測定する尺度として田研式親子関係診断テス
トを作成し，標準化を行っている。また，Baumrind（1967）
は，子どもに対する統制と応答性の 2次元の組み合わせ
から，養育スタイルを権威的態度，権威主義的態度，許
容的態度という 3つに分類している。この 3つの養育ス
タイルについては，その測定尺度が作成され，以降の研

究でたびたび用いられている（Coplan, Hastings, Lagacé-

Séguin, & Moulton, 2002; Robinson, Mandleco, Olsen, & 

Hart, 1995）。日本においては，中道・中澤（2003）が，
統制と応答性の 2下位尺度からなる養育態度尺度を作成
し，幼児の攻撃行動との関連について検討している。坂
口・橋本（2009）は，中道・中澤（2003）の尺度を用い
て，親の養育態度と幼児の社会的スキルや問題行動との
関連を調べている。他にも，国内外において養育者の養
育スタイルを測定する多くの尺度が作成され，子どもの
行動や感情との関連についての研究知見が蓄積されてき
た（東・柏木・繁多・唐澤，2002; Baumrind, 1991; 小高，
1994; Weiss & Schwarz, 1996）。
また，養育における保護者の感情面を測定するものと
して，育児不安や育児ストレスを測定する尺度が開発さ
れている。例えば，野澤（1989）は，「子どもの行動へ
の関心度」「育児での心配」の 2下位尺度からなる子ス
トレスと，「親でのあることへの評価」「親になったこ
とで直面している問題」の 2下位尺度からなる親スト
レスの 2つの側面から育児ストレスを捉える関西学院
Parenting Stress Indexを作成している。育児不安や育児
ストレスを測定する尺度には他にも様々なものがある。
川崎・宮地・佐々木（2008）は，国内における育児不安
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と育児ストレスに関する研究をレビューし，13の測定
尺度を紹介している。
このように，保護者の養育スタイルや養育面での感情
を測定する尺度の開発が試みられてきた。しかし，これ
までの研究において，養育に関する行動や感情，認知を
幅広く含み，かつ発達臨床的な介入に使用できる養育ス
タイル尺度は作成されてこなかった。Symonds（1939）
や Baumrind（1967）に基づく養育スタイル尺度は，主
に養育面の行動に焦点化しており，養育に際しての感情
面や認知面にはあまり注目していない。また，それらの
尺度は，比較的安定した日常的な養育スタイルを捉えよ
うとするものであり，臨床的な介入の効果測定を視野に
入れていない。一方で，育児不安や育児ストレスに関す
る尺度は，養育面での感情に特化した尺度がほとんどで
ある。養育者に対する支援の過程では，養育に関する様々
な知識を獲得したり，感情面での負担が軽減されること
で，子どもや養育に対する認知的枠組みの変容が生じる
と思われる。また，養育に対する認知的な変容は，子ど
ものほめ方や叱り方，関わり方といった養育スタイルの
変化にあらわれるものと考えられる。このように，臨床
的な介入によって保護者の養育スタイルには様々な面で
の変化が生じていることが推察されるが，その変化を測
定し得る包括的な尺度はみられない。発達臨床場面にお
ける養育者への支援について知見を蓄積していくために
は，臨床的介入に使用できる養育スタイル尺度が必要で
ある。
発達臨床場面における養育スタイルを考えるうえで，
ペアレント・トレーニングに関する研究が参考になる。
ペアレント・トレーニングは，親や保護者に子どもの養
育技術を獲得させようとするトレーニングの総称であ
り（大隈・免田・伊藤，2001），子どもの問題行動の改
善や適応行動の増進にとって効果があることが多くの
研究で明らかにされている（Serketich & Dumas, 1996）。
いくつかの研究で，ペアレント・トレーニングによっ
て発達障害児の養育に関する知識が増加したり，子ど
もの行動に対して肯定的な評価をするようになるなど，
養育に対する認知面での変容が生じることが報告され
ている（福田・中藤・本多・興津，2005；菅野・小林，
1996；堤，2008）。また，トレーニングの前後で，養育
者の自尊心が上昇したり，育児ストレスが低減すること
が明らかにされている（Anastopoulos, Shelton, DuPaul, 

& Guevremont, 1993; Chronis, Chacko, Fabiano, Wymbs, & 

Pelham, 2004）。ただし，ペアレント・トレーニングに
関する研究でも，養育面での変化を包括的に捉え得る共
通の測定尺度が存在しているわけではなく，個々の研究
によって独自に項目を設定することで効果測定を行って
いるのが現状である。
本研究では，発達臨床場面における介入や支援におけ

る効果測定への適用を視野に入れた養育スタイル尺度を
作成することを第一の目的とする。尺度項目については，
ペアレント・トレーニングにおける研究知見を参考にし
ながら，養育者に対する支援や介入による変化を測定し
得るように注意して作成する。養育スタイル尺度の作成
にあたって，本研究では注意欠如多動性障害（Attention 

Deficit-Hyperactivity Disorder: ADHD）傾向との関連を
検討する。近年，発達臨床場面や教育場面において発
達障害の問題が注目されているが，なかでも ADHDに
ついて多くの事例報告や実証研究が蓄積されてきてい
る（齊藤，2010）。ADHDとの関連で指摘されることが
多いのは，保護者の養育の困難さである。いくつかの研
究で，ADHD児の親は，その行動特徴ゆえに強いスト
レスを感じることが多く，育児困難に陥りやすいとさ
れている（大隈・免田・伊藤，2002；田中，2004）。そ
の点を反映して，保護者に対するペアレント・トレー
ニングは，ADHDの支援として多くの実践がなされて
いる（加藤，2010）。そのため，養育スタイルの特徴を
把握するうえで，ADHDとの関連を明らかにしておく
ことは有意義であると考えられる。近年では，DSM-IV

（American Psychiatric Association, 2000）などの医学的
な診断基準を満たす ADHD児だけでなく，一般の子ど
もにおいても，測定尺度を用いて ADHDの特徴とされ
る不注意や多動性を捉えようとする研究がなされている
（Collett, Ohan, & Myers, 2003; 岡田・大西・谷・中島・
辻井，2011）。本研究では，医学的診断としての ADHD

と区別するために，一般の子どもにおける不注意や多動
性などの行動特徴を ADHD傾向と称し，保護者の養育
スタイルと ADHD傾向との関連を検討する。
本研究の第二の目的として，子どもの年齢による養育

スタイルの変化を検討する。発達臨床の場面では，様々
な年齢の子どもをもつ養育者が支援の対象となるが，対
象児の年齢によって，養育スタイルのあり方は大きく
違ったものになることが考えられる。例えば，幼児期の
子どもと青年期の子どもに対しては，ほめ方や叱り方あ
るいは養育の難しさが違ってくるのが自然である。養育
スタイルのあり方が対象児の年齢によってどのように変
化するのか，またある年齢における養育スタイルの平均
はどの程度であるのかという一般的な基準を提示するこ
とは，臨床的な介入の効果を正確に評価するうえで有用
な情報となる。そこで，本研究では，大規模データをも
とに子どもの年齢による養育スタイルの変化を明らかに
することを第二の目的とする。

方　　　法

調査協力者
A県 X市にある公立の保育園，小学校，中学校に通
う子ども全数の保護者に対して調査を依頼した。回答
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用紙は，子どもの担任教諭を通じて保護者に配布した。
回答の得られた 7,521名（平均年齢 38.88歳）のデータ
を分析対象とした。回答者の子どもの内訳を Table 1に
示す。回答者の内訳に関しては，約 94％が母親であり，
約 5％が父親，その他が祖父母であった。なお，特別支
援学級に所属する子どもの保護者によるデータは除外し
た。欠損値は分析ごとに除外したため，分析によってデ
ータ数は若干異なる。
質問紙
養育スタイル尺度　項目の作成は，ペアレント・ト
レーニングや発達障害児の親支援の経験をもち，10年
以上の臨床経験を有する臨床心理士 3名と小児科医 2名
によって行われた。子どもの養育にかかわる側面をなる
べく幅広く捉えることに留意しつつ，臨床的介入の効果
を見出し得るように項目の作成を行った。数回の協議を
経て，候補項目として 30項目を作成した。教示は，「あ
なたの子育てに関する気持ちについて，最も近い答えに
○をつけてください」であり，1人の子どもを想定して
各項目に回答してもらった。回答方法は，「全くあては
まらない（1点）」「当てはまらない（2点）」「どちらと
もいえない（3点）」「当てはまる（4点）」「とても当て
はまる（5点）」の 5件法であった。

ADHD傾向　DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid（1998）
によって作成された ADHD Rating Scaleの日本語版（市
川・田中，2008）を用いた。この尺度は，ADHDの主
な特徴である「不注意（9項目）」と「多動性・衝動性
（9項目）」の 2下位尺度から構成されており，十分な
妥当性と信頼性を有することが示されている（DuPaul, 

Power, McGoey, Ikeda, & Anastopoulos, 1998）。保護者は，
子どもの特徴を記述した各項目に対して，「ない，もし

くはほとんどない（0点）」「ときどきある（1点）」「し
ばしばある（2点）」「非常にしばしばある（3点）」の 4

件法で回答した。得点が高いほど ADHD傾向が高いこ
とを示す。
倫理的配慮
本研究は，浜松医科大学と X市との間で交わされた
研究と支援に関する協定に基づいて行われ，個人情報の
保護についても X市のセキュリティポリシーを遵守す
ることで十分な倫理的配慮のもとに実施された。

結　　　果

養育スタイル尺度の構成
すべてのデータを込みにして，養育スタイル尺度 30

項目に対して主因子法による因子分析を行った。固有値
の減衰状況と因子の解釈可能性から 5因子解が適当であ
ると判断し，5因子解を指定して再度同様の因子分析を
行い，プロマックス回転を施した。いずれの因子に対し
ても因子負荷量が .3に満たない 3項目を削除し，再度
因子分析を行った結果を Table 2に示す。第 1因子には，
「私の子どものいいところを具体的に 10個程度あげるこ
とができる」など，子どもに対する肯定的な関わり方を
示す項目の負荷が高かったため，「肯定的働きかけ」因
子と解釈した。第 2因子には，「子育てで困ったときは，
自分の配偶者や親に相談している」や「子どもとできる
だけ長くいっしょに過ごすようにしている」など，子育
てに関して他者に相談しようとする項目や子どもにつき
そう機会の多さを示す項目の負荷が高かったため，「相
談・つきそい」因子と解釈した。第 3因子には，「子ど
もが言うことを聞かない場合，おどかしたりするような
強い厳しい叱り方をする」など，子どもに対する叱責を
示す項目の負荷が高かったため，「叱責」因子と解釈した。
第 4因子には，「私の子どもは，育てにくい子どもだっ
たと思う」など，子育ての困難さに対する保護者の認知
を示す項目の負荷が高かったため，「育てにくさ」因子
と解釈した。第 5因子には，「この頃，子どもが親の言
うことを聞かなくなってきた」など，子どもへの関わり
の難しさを示す項目の負荷が高かったため，「対応の難
しさ」因子と解釈した。それぞれの因子に対する負荷量
の高い項目群によって下位尺度を構成することとし，肯
定的働きかけ 9項目，相談・つきそい 7項目，叱責 4項目，
育てにくさ 4項目，対応の難しさ 3項目の合計 27項目
を養育スタイル尺度とした。
養育スタイル尺度の下位尺度ごとに α 係数を算出し
た。その結果，肯定的働きかけで .84，相談・つきそい
で .65，叱責で .78，育てにくさで .77，対応の難しさで .74

であり，概ね十分な信頼性を有することが示された。相
談・つきそいのみ若干値が低かったものの，削除するこ
とによって大きく α 係数が向上する項目はなく，また

Table 1　回答者の子どもの内訳

男子 女子 合計

年少 156 139 295

年中 174 167 341

年長 154 176 330

小 1 459 383 842

小 2 398 426 824

小 3 429 410 839

小 4 382 366 748

小 5 381 402 783

小 6 370 330 700

中 1 351 322 673

中 2 282 313 595

中 3 259 292 551

合計 3795　 3726　 7521　
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Table 2　養育スタイル尺度の因子分析結果（プロマックス回転後）

F1 F2 F3 F4 F5 M SD

肯定的働きかけ（α=.84）

　1. 私の子どものいいところを具体的に 10個程度あげることができる .74 –.02 .03 –.00 .04 3.82 0.88 

14.
私の子どものがんばっているところ（努力しているところ）が具
体的に 10個程度あげることができる .73 .02 .05 .06 .04 3.68 0.89 

22. 子どもをほめることが多い .63 .04 –.11 .06 –.03 3.56 0.79 

20. 最近，子どもの成長が楽しみになってきた .55 .15 .08 –.04 –.07 4.04 0.77 

27. この頃，子どもを頼もしく思うことが多い .55 –.05 .10 –.13 –.01 3.89 0.80 

21. 私の子どもは，とてもかわいい .46 .18 .02 –.07 –.02 4.44 0.69 

23. 私は自分の教育方針に自信がある .44 –.08 –.09 –.08 –.01 2.76 0.81 

26. 私の子育てはかなりうまくいっていると思う .44 –.10 –.07 –.22 –.06 3.04 0.74 

　2. 子どもの話をできるだけ聞くようにしている .40 .21 –.22 .08 .07 4.04 0.65 

相談・つきそい（α=.65）

　7. 子育てで困ったときは，自分の配偶者や親に相談している –.00 .55 .06 .05 –.03 4.08 0.99 

16.
子育てで困ったときに，相談する相手がいなくて苦労することが
ある *

.20 –.54 –.00 .20 .16 1.75 0.87 

　6. 子どもといっしょに遊びに出かける .18 .48 .07 .08 –.06 3.99 0.85 

11. 子どもとできるだけ長くいっしょに過ごすようにしている .26 .43 –.04 .06 .07 3.77 0.83 

19. 子どもの学習課題（幼児教材）などをみてやるようにしている .17 .35 .15 .17 –.11 3.52 0.99 

24. 子育てで困ったときは，自分の友人たちに相談している –.04 .34 .04 –.02 .03 3.54 1.07 

　5. 子どものことについて考えないようにしている * –.03 –.33 .03 .04 .13 1.64 0.77 

叱責（α=.78）

18.
子どもが言うことを聞かない場合，おどかしたりするような強い
厳しい叱り方をする .04 –.02 .84 –.02 –.06 3.00 1.03 

28.
子どもが言うことを聞かない場合，叩いたりなどの強い厳しい叱
り方をする .02 .03 .73 –.07 .00 2.64 1.12 

10. 子どもを叱ることが多い –.07 .19 .65 –.05 .19 3.40 0.90 

30.
私の子どもは私が気になる行動（あるいは私を怒らせる行動）を
することが多い

–.09 .08 .33 .20 .25 2.57 1.03 

育てにくさ（α=.77）

13. 私の子どもは，育てにくい子どもだったと思う –.01 .08 –.12 .82 .16 2.18 1.00 

　4. 私の子どもは，育てやすい子どもだったと思う * .16 –.20 .12 –.76 –.02 3.52 0.97 

17. 育児期に子どもの育児がつらいと思っていた .17 –.31 .17 .58 –.09 2.32 1.04 

　9. 育児期に子どもの育児が楽しいと思っていた * .16 .24 –.10 –.46 .27 3.62 0.91 

対応の難しさ（α=.74）

　8. この頃，子どもが親の言うことを聞かなくなってきた .00 .01 .10 –.04 .70 3.07 1.05 

　3. この頃，子育てが難しくなってきたと感じる .03 –.04 –.02 .06 .66 3.14 1.10 

12. 最近，子どもが何を考えているか分からない –.03 –.22 –.01 –.02 .64 2.45 0.93 

F1 .57 –.43 –.50 –.43 

F2 –.18 –.36 –.17 

F3 .46 .48 

F4 .45 

注．*は逆転項目を示す。N=7521
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現状で .6以上の値を示しているため，尺度としての使
用に耐え得ると判断し，7項目を用いて下位尺度を構成
した。
養育スタイル尺度と ADHD-RSとの関連
養育スタイル尺度と ADHD傾向との間には，次のよ

うな関連が予想される。眞野・宇野（2007）は，ADHD

児の不注意や多動性といった行動特徴が，母親の子ども
に対する愛着を減少させ，厳格な養育態度と結び付く
ことを明らかにしている。ここから，肯定的働きかけ
は ADHD傾向と負の関連を示し，叱責や育てにくさは
正の関連を示すことが予想される。また，ADHD児の
養育者は育児ストレスが高く，強い負担感を感じやすい
とされている（大隈ほか，2002；田中，2004）。芳賀・
久保（2006）は，ADHD児の母親は，広汎性発達障害
児の母親やてんかん治癒児の母親よりも不安や抑うつが
高いことを明らかにしている。これらのことから，対応
の難しさは ADHD傾向と正の関連を示すと予想される。
相談・つきそいに関して，一般の養育者は ADHDに関
する知識を必ずしも十分にもっているわけではないた
め，ADHD傾向を示す行動に直面した場合には，他者
からの助言やサポートを求め，また子どもにつきそう時
間を多くすることで解決しようとすると考えられる。そ
のため，相談・つきそいは ADHD傾向と正の関連を示
すと予想される。

ADHD-RSについて，下位尺度ごとの加算平均を不注
意（α=.90），多動性・衝動性（α=.86）とし，また全項
目の合計得点を ADHD傾向とした（α=.93）。下位尺度
間の相関は .75であった。養育スタイル尺度の下位尺度
と ADHD-RSとの相関係数を算出した（Table 3）。肯定
的働きかけは，不注意，多動性・衝動性および全体得点
と負の相関を示し，叱責，育てにくさ，対応の難しさは
すべて正の相関を示した。相談・つきそいは，不注意，
多動性・衝動性および全体得点と有意な負の相関を示し
たが，その値は .1から .2と非常に小さいものであった。
養育スタイル尺度の性差および学年差
養育スタイル尺度の下位尺度得点に対して，子どもの
性別（2：男子・女子）×学年（12：年少・年中・年長・

小 1・小 2・小 3・小 4・小 5・小 6・中 1・中 2・中 3）
の 2要因分散分析を行った（Table 4）。肯定的働きかけ
については，性別の主効果（F（1, 7229）=8.04，p<.01）
および学年の主効果（F（11, 7229）=5.94，p<.001）が
有意であり，交互作用効果（F（1, 7229）=0.95，n.s.）
は有意ではなかった。相談・つきそいについては，学
年の主効果（F（11, 7333）=54.24，p<.001）が有意で
あり，性別の主効果（F（1, 7333）=1.53，n.s.）および
交互作用効果（F（1, 7333）=1.62，n.s.）は有意ではな
かった。叱責については，性別の主効果（F（1, 7412）
=57.40，p<.001）および学年の主効果（F（11, 7412）
=28.12，p<.001）が有意であり，交互作用効果（F（1, 

7412）=0.52，n.s.）は有意ではなかった。育てにくさに
ついては，性別の主効果（F（1, 7360）=30.80，p<.001）
および学年の主効果（F（11, 7360）=3.91，p<.001）が有
意であり，交互作用効果（F（1, 7360）=1.52，n.s.）は有
意ではなかった。対応の難しさについては，性別の主効
果（F（1, 7383）=9.99，p<.001）および学年の主効果（F

（11, 7383）=24.40，p<.001）が有意であり，交互作用効
果（F（1, 7383）=0.98，n.s.）は有意ではなかった。性別
の主効果に関して，肯定的働きかけは男子よりも女子の
養育者で高く，叱責，育てにくさ，対応の難しさは女子
よりも男子の養育者で高かった。
養育スタイル尺度のすべての下位尺度に学年の主効果
がみられたため，多項回帰分析によって発達的変化の傾
向を検討した。年少から中 3までの学年に 1～ 12の数
値を割り当て，1次から 11次までの項を作成した。各
下位尺度に対して，ステップ 1で性別を統制し，ステッ
プ 2で 1次から 11次までの学年の項を変数増加法に
よって投入した。肯定的働きかけに対しては，1次の項
が有意であり（ β=–.07，p<.001），学年の上昇に伴って
低下していく傾向がみられた。相談・つきそいに対して
は，2次の項が有意であり（ β=–.26，p<.001），年少か
ら小 1までは横ばいであり，小 1以降に低下していく傾
向がみられた。叱責に対しては，2次の項が有意であり
（ β=–.19，p<.001），年少から小 2までは横ばいであり，
小 1以降に低下していく傾向がみられた。育てにくさに

Table 3　養育スタイルと ADHD傾向との関連

ADHD-RS

不注意 多動性・衝動性 全体

肯定的働きかけ –.35*** –.23*** –.32***

相談・つきそい –.17*** –.11*** –.16***

叱責 .40*** .37*** .42***

育てにくさ .34*** .29*** .34***

対応の難しさ .29*** .21*** .27***

***p<.001，N=7521
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対しては，1次の項（ β=.11，p<.05），3次の項（ β=.23，
p<.001），7次の項（ β=–.35，p<.001）が有意であった。
変化の傾向としては，年少から年長までは横ばいで，年
長から小 1にかけて大きく上昇し，以降は次第に低下し
ていく傾向がみられた。対応の難しさに対しては，2次
の項が有意であり（ β=.18，p<.001），年少から年長ま
ではほぼ横ばいで，小 1から小 6までは徐々に上昇し，

小 6から中 1にかけて大きく上昇していく傾向がみられ
た。Figure 1に学年ごとの得点のプロットと近似曲線を
示す。

考　　　察

本研究では，発達臨床場面での介入や支援による養育
スタイルの変化を捉えるための尺度を作成した。ペアレ

Table 4　子どもの性別×学年ごとの養育スタイル尺度得点と分散分析結果

肯定的働きかけ 相談・つきそい 叱責 育てにくさ 対応の難しさ

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

年少 34.05 4.38 33.59 4.13 28.59 3.19 27.73 3.41 12.76 2.87 11.88 2.99 8.95 2.65 8.84 2.94 8.31 2.13 7.98 2.42 

年中 33.96 4.42 34.24 4.61 28.68 3.41 28.62 3.60 12.61 2.94 11.85 2.93 9.35 3.17 8.95 3.00 8.25 2.50 7.84 2.12 

年長 34.17 4.50 34.22 4.27 28.29 3.70 28.43 3.26 12.29 3.15 11.67 3.17 9.01 2.96 8.87 2.94 7.89 2.47 7.70 2.35 

小 1 33.74 4.50 33.95 4.77 28.96 3.29 28.89 3.31 12.45 2.95 11.89 2.98 9.62 3.09 9.17 3.06 8.31 2.49 7.98 2.34 

小 2 32.83 4.77 33.40 4.43 28.13 3.59 28.50 3.26 12.64 3.08 12.17 3.15 10.07　 3.27 9.30 2.86 8.65 2.55 8.23 2.29 

小 3 32.94 4.81 33.03 4.70 27.97 3.57 27.81 3.54 12.36 3.23 11.69 3.00 9.91 3.05 9.30 2.95 8.62 2.51 8.44 2.35 

小 4 32.90 4.50 33.54 4.09 27.82 3.28 27.71 3.25 12.21 3.18 11.30 3.03 9.66 3.05 9.24 2.85 8.59 2.51 8.48 2.34 

小 5 33.69 4.79 33.56 4.57 27.39 3.52 27.53 3.30 11.66 3.13 11.13 3.19 9.72 3.39 9.34 2.97 8.68 2.64 8.76 2.47 

小 6 32.74 4.72 33.16 5.02 26.53 3.64 27.22 3.77 11.42 3.13 11.01 3.29 9.62 3.14 8.99 2.70 8.84 2.44 8.86 2.55 

中 1 32.84 4.83 33.40 4.65 26.34 3.58 26.63 3.80 11.22 3.22 10.65 3.17 9.70 2.99 8.86 2.74 9.34 2.51 9.13 2.49 

中 2 32.49 4.83 33.21 4.44 25.62 3.62 26.22 3.66 10.85 3.14 10.49 3.16 9.00 2.84 9.27 2.98 9.33 2.64 9.48 2.42 

中 3 32.20 4.90 33.20 4.53 25.54 3.78 25.86 3.60 10.58 3.24 10.25 3.06 9.31 3.09 8.79 2.71 9.63 2.53 9.24 2.55 

性別 　8.04** 1.53 　57.40*** 　30.80*** 　9.99**

学年 　5.94*** 　54.24*** 　28.12*** 　　3.91*** 　24.40***

性別×学年 0.95　 1.62 0.52 1.52 0.98

**p<.01，***p<.001

Figure 1　子どもの学年による養育スタイルの変化
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ント・トレーニングや発達障害児の親支援の経験がある
複数の臨床心理士と小児科医師によって項目が作成さ
れ，7,000名以上の養育者からデータを収集した。因子
分析による尺度構成の結果，「肯定的働きかけ」「相談・
つきそい」「叱責」「育てにくさ」「対応の難しさ」の 5

下位尺度からなる養育スタイル尺度が作成された。この
尺度には，養育に関わる認知面，行動面，感情面が包括
的に含まれており，臨床的介入による養育スタイルの変
化を多面的に評価することができると考えられる。ただ
し，「相談・つきそい」については，育児に関する他者
への相談を示す項目と子ども本人に対するつきそいを示
す項目が含まれている点には注意が必要である。相談と
つきそいは，いずれも育児に対して積極的に取り組む姿
勢を示している点で共通しており，そのことを反映して
因子分析でも 1つの共通する因子として抽出されたもの
と考えられる。一方で，一般的な観点からすると，他者
に相談することと子ども本人につきそうことは，内容的
に別の行動であると考えられる。この 2つの内容が 1つ
の因子として抽出された理由については，保護者がどの
ように育児を捉えているかについて詳しい聞き取りを行
うなどして，さらに検討することが必要である。
本研究で作成した養育スタイル尺度と ADHD傾向と

の関連を検討したところ，予想と合致するかたちで，肯
定的働きかけは負の関連を示し，叱責，育てにくさ，対
応の難しさは正の関連を示した。ADHD児が示す不注
意や多動といった行動特徴は，絶え間ない注意と対応を
必要とするため，養育者は育児において強いストレスと
負担感を感じることになる。本研究の調査協力者は必ず
しも ADHD児の保護者ではないものの，不注意や多動
性・衝動性といった特徴を子どもが強くもつほど，養育
者は育児に対して肯定的な感情をもちにくく，育てにく
さや対応の困難さを感じやすくなり，厳しく叱責するこ
とで対応しようとしていると考えられる。逆の解釈とし
て，養育者の養育スタイルによって，子どもの ADHD

傾向が増減するという影響関係を考えることもできる。
北・田中・菊池（2008）によると，虐待などの不適切な
養育環境は，ADHD児の問題行動を悪化させ，非行の
発生に対する危険因子となるとしている。本研究で示さ
れたのは，養育スタイルのあり方と子どもの ADHD傾
向との間に関連がみられたということであり，その関連
の方向性についてはより詳細な検討が必要である。また，
相談・つきそいと ADHD傾向の下位尺度および全体得
点との相関は，有意ながらもその値がいずれも .1から .2

であり，あまり明確な関連はみられなかった。ADHD

傾向の強い子どもをもつ保護者のなかにも，他者に相談
したり，子どもに積極的につきそったりすることで育児
の問題を解決しようとする保護者もいれば，子どもの
ADHD傾向の強さのために他者に相談をする機会をも

てなくなったり，子どもにつきそうことが難しくなって
いる保護者も少なからず存在することが推察される。
養育スタイルのあり方は，子どもの年齢によって異
なっていた。肯定的働きかけ，相談・つきそい，叱責は
年齢とともに低下し，対応の難しさは年齢とともに上昇
していた。このことは，子どもの年齢が上がるにつれて，
子どもを叱責することは少なくなっていくものの，養育
を肯定的に捉えることも難しくなり，同時に他者に相談
したり，子どもにつきそったりすることも少なくなって
いくことを示している。対応の難しさが年齢とともに高
まっていくことを併せて考えると，この傾向は子どもが
小さかったときのように叱責が効果をもたなくなり，ど
のように子どもに接したらよいか迷うようになっていく
保護者が少なくないことを示していると考えられる。そ
の一方で，育てにくさが小学生において年齢とともに低
下していくことを考えると，相談・つきそいや叱責の低
下は，その必要性が低まっていくことを反映したものと
考えることもできる。小学校入学後は，子どもの生活の
中心は学校になり，子ども自身の身辺自立や生活スキル
も次第に確立されていくため，養育者は叱責することや
他者に相談すること，あるいは子どもに多くの時間つき
そうことを，それまでと比べて必要としなくなっている
ものと考えられる。
養育スタイルの変化について，肯定的働きかけ以外は
すべて非線形的な変化の傾向を示しており，特に子ど
もが小学生低学年頃における変化が大きかった。例え
ば，相談・つきそいや叱責の年齢による低下は，小学校
低学年頃から急激に低下しており，また育てにくさにつ
いては，年長までの幼児においては低いものの，小学校
低学年頃にもっとも高くなっていた。このことから，小
学校低学年時は，養育スタイルに変化が生じやすい時期
であることが推察される。その背景には，ADHD傾向
の発達的変化が関わっている可能性がある。先行研究
において，ADHDの症状は小学校低学年頃に出現しや
すいことが示されている（DuPaul, Anastopoulos, Power, 

Reid, Ikeda, & McGoey, 1998）。また，一般の子どもにお
ける ADHD傾向についても，小学校低学年児に高く，
その後次第に低下していく傾向が示されている（岡田ほ
か，2011）。本研究では，子どもの ADHD傾向が高いほ
ど，叱責や育てにくさが高かった。小学校低学年時は，
ADHD傾向に表されるように，子どもの行動特徴にも
変化が生じやすく，問題行動が顕在しやすい時期である
と考えられる。このような子どもの行動面での変化に
伴って，保護者の養育スタイルもこの時期に大きな変化
が生じやすいものと考えられる。
一方で，対応の難しさの発達的変化のパターンにつ
いては，小学生低学年児における ADHD傾向の高さと
いう点から考えることが難しい部分がある。上述のよ



　186 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 2 号

うに，小学校低学年児において ADHD傾向が高く，ま
た ADHD傾向と対応の難しさに正の相関があることを
考えれば，対応の難しさについても小学校低学年児に高
いことが予想される。しかし，本研究では対応の難しさ
は年齢とともに高まっていく傾向がみられた。このこと
は，保護者が感じる対応の難しさは，子どもの ADHD

傾向に影響される部分がそれほど多くないことを示して
いる。実際，本研究において，対応の難しさは ADHD

傾向と正の相関を示していたが，その値は養育スタイル
の他の下位尺度に比べてやや低かった。子どもへの対応
の難しさは，ADHD傾向のような問題行動の頻度だけ
でなく，子どもの身体面での成長や自己概念のあり方な
ど，他の様々な要因によって強く影響を受けるのかもし
れない。保護者が感じる対応の難しさがどのような要因
によって影響を受けるのかについては，さらなる検討が
必要である。
保護者の養育スタイルに関わる側面として虐待の問題
がある。過度な育児ストレスや，適切な養育面でのサポー
トの不足は，虐待につながるリスクファクターであるこ
とが指摘されている（花田・永江・大石・本田，2007；
西澤，1994）。そのため，本研究で作成された尺度の「相
談・つきそい」の低さや，「育てにくさ」の高さは，虐
待のリスクにつながる可能性が考えられる。近年では，
保護者の虐待傾向を尺度によって捉えようとする研究
がみられるようになってきている（三島，2001；山下・
高芝，2007）。例えば，花田ほか（2007）は，母親の虐
待に関するリスクをスクリーニングするための尺度とし
て，潜在的児童虐待リスクスクリーニング尺度を作成し，
育児ストレスが虐待のリスクとなり得ることを示してい
る。また，中谷・中谷（2006）は，育児ストレスが母親
の被害的認知を介して虐待的行為に影響するプロセスを
明らかにしている。今後，虐待のリスクをスクリーニン
グする尺度を同時に実施することで，保護者の養育スタ
イルと虐待のリスクとの関連についても検討することが
必要である。
本研究では，発達臨床場面における介入や支援による
養育スタイルの変化を捉え得る尺度を作成し，その評価
の基準となる数値データと発達的変化のパターンを示し
た。このことによって，本研究で示した養育スタイルの
各側面の得点と変化のパターンを，養育スタイルを評価
する際の 1つの基準として用いることができるように
なった。次のステップは，本研究で作成した尺度を，養
育者支援の実践場面で使用し，効果測定を行うことであ
る。これまで，養育者に対する支援の過程で，養育スタ
イルにどのような変化が生じるかは検討されてこなかっ
た。また，ペアレント・トレーニングに関する研究では，
養育者の知識や感情面での変化を個々に検討したものは
あるものの（Anastopoulos et al., 1993; 福田ほか，2005），

養育スタイルの変化を包括的に捉えたものはなかった。
本研究で作成した尺度を用いることで，養育者に対する
臨床的介入によって，養育者側にどのような変化が生じ
るのか，また子どもの行動変化には養育者のどの側面で
の変化が関連しているのかについて知見を蓄積していく
ことができる。
本研究で作成した尺度を養育者支援の実践に用いるこ
とに加えて，尺度の妥当性をさらに検討することも重要
な課題として残されている。本研究では，ペアレント・
トレーニングや親支援の経験をもつ複数の臨床心理士と
小児科医師によって項目の作成を行った。また，大規模
データにもとづく因子分析から解釈可能な因子が抽出さ
れ，ADHD傾向との間にも概ね予想通りの結果が示さ
れた。そのため，内容的妥当性や因子的妥当性という観
点から，本研究で作成した尺度は一定の妥当性を有する
ものといえる。しかし，他の基準となる変数との関連に
ついては十分に検討できていない。本研究の尺度が特定
の理論や研究知見だけではなく，発達臨床的な観察を重
視して作成されたことを考えれば，さらに妥当性を検討
する作業を慎重に進めていくべきである。今後，養育者
に対する面接調査などを実施することで，さらに妥当性
を検討することが必要である。
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渡邊　ひとみ 内山　伊知郎
（同志社大学大学院文学研究科） （同志社大学心理学部）

本研究では，独身勤労女性 152名を対象とし，出産後に計画している仕事とのかかわり方（継続型，
一時離職型，退職型，未確定型の 4つのライフコース）とアイデンティティとの関連を検討した。価値
が置かれている生活領域でのアイデンティティは，個全体としてのアイデンティティに大きく影響する
といわれることから，「家庭（実家）」，「余暇活動」，「職場」，「習い事」，「友人関係」の 5領域を用い，
重視している生活領域とその重要性の程度，そしてアイデンティティとの関連の中でライフコースの差
異を検討した。その結果，「職場」領域ではなく「家庭」領域にライフコースによる差がみられた。退職
型および一時離職型女性は継続型女性よりも「家庭」領域を重視していたことから，就業を継続する女
性の増加という社会的変化には，職場を最重視する女性の増加ではなく，実家を最重視する女性の割合
低下が関連している可能性が示唆された。各生活領域でのアイデンティティに関しては，ライフコース
による大きな差はみられなかった。最後に，ライフコース選択の違いには「家庭」や「職場」における
アイデンティティがその領域の重要性の程度と関係しながら影響を及ぼしており，生活領域特有の要因
を考慮に入れたアイデンティティ研究の重要性が示された。
【キー・ワード】　独身勤労女性，アイデンティティ，生活領域，ライフコース

問題と目的

近年，日本における女性の労働力率は年々緩やかに上
昇しており，2008年時点での労働力率は 48.4％となっ
ている（厚生労働省，2008）。2002年時点における 25-
29歳の女性の労働力率に関しては，フルタイム就業と
パートタイム就業を合わせると，独身者で 93.3％，子ど
ものいない既婚者で 74.9％となり，多くの若い女性が働
いていることがわかる（内閣府，2006）。また，今日の
独身女性の理想のライフコースとして，約 30％の女性
が出産後も就業継続を，約 40％が育児後の再就業を望
んでいるものの，専業主婦を希望する女性は約 20％に
とどまり，その割合は減少傾向にある（Kaneko, Sasai, 

Kamano, Iwasawa, Mita, & Moriizumi, 2008）。このような
女性のキャリアにおける変化に伴い，女性の経済力が高
まり，結婚に対する価値観が変化した結果，晩婚化や未
婚化が進み，少子化問題に影響を与えているといわれる
（内閣府，2002）。したがって，出産後の仕事とのかかわ
り方における選択肢が多様化している今日，女性のキャ
リアに関連する様々な問題を捉える際には，女性の仕事
への意識それ自体に影響を及ぼすといわれるアイデン
ティティ（Wayne, Randel, & Stevens, 2006）の視点が重
要である。
アイデンティティ（自我同一性）とは，Erikson

（1968 /1973）によって広められた概念であり，「“自分

とは何ものなのか”“自分は何になりたいのか”といっ
た問いに答えを得ることで確立される一貫性をもった
自己」と定義される。アイデンティティに仕事観の視
点を取り入れた成人女性の研究では，「仕事と育児のバ
ランス」に焦点が当てられてきた（e.g., Greenglass & 

Devins, 1982; Oppenheimer, 1997）。例えば，成人女性
を対象とした初期のアイデンティティ研究（O’Connell, 

1976）では，大学を卒業した女性を，（1）結婚・出産後
も仕事を継続する群，（2）育児が落ち着いてから再就業
する群，（3）結婚もしくは出産後に専業主婦になる群の
3群に分類すると，再就業群と専業主婦群は育児がひと
段落する時期までモラトリアムを経験するが，仕事継続
群は結婚や育児にかかわらず，常にはっきりとしたアイ
デンティティをもつといった点で異なることが指摘され
ている。同様に，仕事と家庭の視点から女性のタイプ分
けを行った Hakim（2000）は，仕事と家庭の両方をも
つ現代女性は，家庭優先型（Home-centered），適応型
（Adaptive），そして仕事優先型（Career-centered）の 3

タイプに分類されるとしている。Hakim（2000）によれば，
家庭優先型の女性（約 20％）は就業せず，子どもや家
族を最優先する。一方，仕事優先型の女性（約 20％）
は子どもをもたない割合が高く，仕事を人生にとって重
要なものと捉え，傾倒するタイプである。そして，最も
多くの女性が当てはまるのが適応型（約 60％）であり，
仕事と家庭の両立を望むが，仕事に傾倒するのではなく，
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勤務時間を減らすことでその両立をはかるといわれる。
ライフコースや性的役割とアイデンティティとを関連付
けて検討した Giele（2008）は，専業主婦を選択する女
性は家庭や子どもとのかかわりを重視するが，仕事と家
庭の両立を選択する女性は，出産を“仕事に生きるか”
もしくは“家庭に入るか”という極端な選択場面として
は捉えていないことを指摘している。日本人女性に関し
ては，これらの先行研究と一致する結果がみられる一方
で，日本人女性の特徴も指摘されている。例えば，日
本の成人女性のアイデンティティを検討した Holloway, 

Suzuki, Yamamoto, & Mindnich（2006）は，「子どもの発
達には母親による子育てが必要であり，女性は家庭に関
連した役割に従事すべきだ」と感じている女性は専業主
婦を選択しやすいが，逆に母親としての役割をうまくこ
なせないがために働くことを選択する女性はほとんどい
ないという特徴を指摘している。また，日本人女性は出
産後，“母親アイデンティティ”と“個としてのアイデ
ンティティ”との間で葛藤を経験しやすいことが明らか
となっている（岡本，2002）。しかし一方で，今日の母
親は個としてのアイデンティティと育児とを別ものとし
て捉えるとの知見（柏木，1995）も得られている。
このように，仕事とのかかわり方の視点を取り入れた
女性のアイデンティティ研究を概観すると，「仕事と育
児のバランス」つまり，「家庭」と「仕事」の 2領域を
中心に検討されてきたことがわかる。しかし，女性のア
イデンティティ形成に影響する領域は「家庭」と「仕
事」の 2領域だけではなく，また私たちは様々な領域に
おいてアイデンティティを発達させている（e.g., Chen, 

English, & Peng, 2006）ことを考慮すると，女性のアイ
デンティティと仕事とのかかわり方も「家庭」と「仕
事」以外の幅広い領域から捉えられるべきである。そこ
で本研究では，女性が日常的に参加している“生活領域
（context）”の視点から独身女性のアイデンティティを
幅広く検討する。
生活領域とは，家庭や職場，余暇活動などの状況を表
す領域（van Hoof & Raaijmakers, 2003）であり，ひとつ
の生活領域内に複数の役割を含み得るものである。私た
ちは日々，様々な生活領域に参加し，異なる他者とかか
わりを持ちながら特定の役割を果たす中で（van Hoof & 

Raaijmakers, 2003），その生活領域に特有のアイデンティ
ティを形成している（岡本，1996）。したがって，生活
領域という視点を取り入れることにより，特定の役割で
はなく，日常生活全体から独身女性のアイデンティティ
を捉えることができる。また，日本人女性には他者との
関係性の中でアイデンティティを確認するという特徴が
ある（岡本，2002）ことからも，異なる他者とのかかわ
りを表すそれぞれの生活領域の視点が重要である。
先行研究から，各生活領域の重要性は個人により異

なること（e.g., van Hoof & Raaijmakers, 2003），そし
て，生活領域特有のアイデンティティに対する個人の
主観的重要性は，そのアイデンティティが持つ意味や
心理的影響力の程度に影響することが明らかとなって
いる（Schneider & Waite, 2005; Thoits, 1992）。そこで
本研究では，個人の主観性を捉えやすいかたちでアイ
デンティティを測定する必要があると考え，領域研究
において広く用いられてきたMarcia（1966）の地位理
論（identity status model）ではなく，自己イメージを
用いたアイデンティティ測定（e.g., Hauser, 1972, 1976; 

van Hoof 1997; van Hoof & Raaijmakers, 2003）を行う。
Erikson（1968 /1973）は，「自分とは何ものなのか」と
いった事柄に関する自己イメージの統合役としてアイデ
ンティティを捉えていたことから，Hauser（1976, p.162）
は「Eriksonのアイデンティティに関する記述の多くは，
自己イメージプロセスの予測や記述であった」と述べ，
自己イメージを用いてアイデンティティの構成要素であ
る主観的経験を捉えた。その後，Hauser（1972，1976）
をもとに自己イメージを用いてアイデンティティ測定を
試みた van Hoof（1997）は，インタビュー調査の分析か
らアイデンティティの 4側面（「コンピテンス」，「抑制」，
「感情」，「対人行動」）を特定し，形容詞項目によるアイ
デンティティ測定を行っている。このアイデンティティ
の 4側面は，日本人にも当てはまることが明らかとなっ
ており（Watanabe & Uchiyama, 2008），また形容詞項目
は特定の生活領域に大きく左右されないといった利点を
もつ（van Hoof & Raaijmakers, 2003）ことから，生活領
域を取り入れた本研究においても形容詞項目を用いてア
イデンティティを測定することとした。生活領域および
自己イメージを用いて勤労女性の仕事とのかかわり方を
検討する本研究は，実際の生活を環境要因として取り込
むことが容易である。また，個々人がその文脈的多様性
に基づき自己記述可能なものとしてアイデンティティを
測定することで“個人がどのように感じ，考え，行動
するのか”というアイデンティティの重要な側面（van 

Hoof, 1997）を捉えることができる。したがって，本研
究は，Marciaの地位理論が「傾倒と探索の 2変数のみ
でアイデンティティを捉え切れているのか」，また「ア
イデンティティの発達プロセスに影響する環境要因が考
慮されていない」といった限界や問題点（e.g., Bosma & 

Gerlsma, 2003; Côté & Levine, 1988; Lavoie, 1994; Yoder, 

2000）を指摘されるようになった今日のアイデンティ
ティ研究に新しい方向性を示すものでもある。
上述の通り，私たちが日々参加している生活領域は
様々であり，各々の生活領域の重要性も異なる（van 

Hoof & Raaijmakers, 2003）。では，どのような領域が重
視され，アイデンティティ形成に関連しているのだろう
か。生活領域を用いたアイデンティティ研究の大半は，
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大学生を対象に行われている（van Hoof, 1997, 1999）。
例えば，「自分は誰であるか」を定義する際の，仕事，
宗教，政治，性的役割，性的行動の 5領域の重要性に対
し，大半の大学生は仕事をもっとも重要な領域であると
みなしている（Kroger, 1993）。また，女子大学生は，男
子大学生と同様に仕事を重視しているが，同時に対人関
係や性的役割もアイデンティティ形成に重要であるとみ
なしている（Kroger, 1996）。さらに，女子大学生は，仕
事，性的役割，家族関係の 3領域間のバランスのとり方
が重要であると考えている（Matula, Huston, Grotevant, 

& Zamutt, 1992）。
成人期女性については，どの女性も家庭を重視するも
のの，教育を受けた年数が長い女性は家庭と仕事の両領
域を重視することが明らかとなっている（Friedman & 

Weissbrod, 2005）。また，女性は子どもをもつと，仕事
よりも家庭を重視するようになるといわれる（Corrigall 

& Konrad, 2007）。他方で，夫婦を対象とした研究
（Schneider & Waite, 2005）では，伝統的な性役割が課さ
れる領域よりも，自分で選んだ領域，つまり主観的に価
値が置かれている領域が重要であるとの指摘もなされて
いる。しかしながら，これらの知見は，性役割態度や“家
庭”および“仕事”に対する傾倒の程度を検討した研究
から得られたものであり，生活領域自体を扱った研究に
よる知見ではない。また，“家庭”や“職場”以外の様々
な生活領域を含めた上で，生活領域特有のアイデンティ
ティ間のバランスを検討し，成人女性の仕事とのかかわ
り方との関連をみた研究はほとんど見受けられない。さ
らに，これまでの“領域”に関連するアイデンティティ
研究では，その測定方法により，領域の重要性とアイデ
ンティティ側面との関係性を把握し切れず，両者の複雑
な関係性が仕事とのかかわり方とどのような関係にある
のかといった点に関しても明らかとはなっていない。
そこで本研究では，未婚独身女性が重視する生活領域
やその重要性の程度，さらに各生活領域でのアイデン
ティティを，自己イメージを用いて明らかにすることで，
ライフコース選択との関連を検討する。生活領域の重要
性に関しては，（1）ライフコースにかかわらずどの女性
も家庭を重視していること，またその上で，就業継続を
希望する女性は家庭よりも職場を重視し，家庭ではなく
職場の重要性の程度においてライフコースによる差がみ
られると予想した。生活領域特有のアイデンティティに
関しては，（2）生活領域がどのようなものであれ，価値
が置かれた生活領域においてライフコースによる差がみ
られると予想した。最後に，重視された生活領域と生活
領域特有のアイデンティティがライフコース選択とどの
ような関係にあるのかは明らかとなっていないため，両
者の関係性を探索的に検討することとした。またその際，
従来のアイデンティティ研究で広く用いられてきた“傾

倒”および“探索”の 2変数のみがライフコース選択の
差異に影響し得るのかといった点もあわせて検討する。
なお，結婚を機に仕事を辞める女性が 20.0％であるの
に対し，出産を機に仕事を辞める女性は 65.0％である（内
閣府，2006）という現状から，勤労女性が仕事とのかか
わり方を考える際の大きなターニングポイントとなるの
は「結婚」よりもむしろ「出産や育児」であると考え，
本研究では“出産や育児に際して選択するライフコース”
という視点からアイデンティティとの関連を検討する。

方　　　法

調査方法と調査対象
福岡・内山・中村（2004）を参考に，2006年 6月の
時点で東証一部上場かつ資本金 100億円以上に該当する
すべての企業（計 642社）のうち，270社を調査対象に
選定した。これらの対象企業選定は，多業種にわたるよ
う，また各業種の割合を反映するよう配慮しながら行っ
た。対象企業選定後，各企業につき 3部の質問紙を郵送
し，計 810名の未婚独身女性に質問紙への回答を求めた。
質問紙には，回答者の気分を害するような質問項目は含
まれておらず，データの処理方法に同意した上で回答し
てもらった。また，“回答したくない項目には回答する
必要はない”という選択肢がある状況下で回答してもら
い，返送は回答者個別で，無記名とした。全体の質問紙
の回収率は 19.12％であり，調査対象とした未婚独身女
性のうち 155名から回答を得られ，回答に不備のなかっ
た 152名を分析対象とした。本調査において分析対象と
した未婚独身女性の平均年齢は 28.76歳（SD =6.04歳；
年齢範囲 =20–43歳）であった。また，平均勤続年数
は 7.49年（SD =6.16年）であり，中学卒業後に受けた
教育年数は平均で 6.68年（SD =1.23年）であった。親
との同居に関しては，80名（52.6％）が親と同居してお
り，72名（47.4％）が別居であった。職種に関しては，
営業 9名（6.0％），事務職 116名（76.3％），研究職 6名
（4.0％），その他 21名（13.8％）であった。全体のうち
146名（96.1％）が結婚を希望しており，134名（88.2％）
が将来の子どもを望んでいた。なお，調査は 2006年 7

月から 8月にかけて実施した。
質問紙の構成
今後のライフコース　調査対象者には，「仕事と家庭・
育児を考えたとき，あなたはどのような選択をしますか」
という質問に対し，（1）仕事は辞めずに，仕事と家庭・
育児を両立する（以下「継続型」とする），（2）出産を
機に仕事を辞め，育児がひと段落した後に再就業する（以
下「一時離職型」とする），（3）出産を機に退職し，以
後，育児に専念する（以下「退職型」とする），そして
（4）今の時点では特に何も考えていない（以下「未確定
型」とする）の 4パターンの中から最もよく当てはまる
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ものを 1つ選択するよう求めた。
生活領域　van Hoof & Raaijmakers（2002）を参考に，

「家庭」，「余暇活動」，「職場」，「習い事」，「友人関係」
の 5つの生活領域を使用した。なお，本研究では未婚独
身女性を対象としていたため，調査実施時における自分
の家庭，つまり“実家”を「家庭」と定義した。調査対
象者には，「日常生活の中であなたにとって重要である
生活領域は何か」という基準で 5つの生活領域を 1番目
から 5番目までランク付けするよう求めた。
仕事への傾倒および探索行動　日本語に翻訳された

U-GIDS（Kox & Hustinx, 1990）を使用した。本尺度の
翻訳時には，日本語と英語が堪能な 3名によるバックト
ランスレーションを行った。なお，翻訳が一致しない項
目については 3名で合議決定した。また，尺度の信頼性
は日米比較研究（Watanabe & Uchiyama, 2008）において
確認されている。仕事への傾倒は，順項目である 5項目
（「仕事は私に人生における安心感を与えてくれる」，「仕
事のおかげで私は自分に確信が持てる」など）と，逆転
項目である 3項目（「事実，私は新しい仕事を探している」
など）の計 8項目から構成されていた。探索行動に関し
ては，順項目である 5項目（「私は仕事について多くの
ことを知りたい」，「私はしばしば自分の仕事について他
人と話しをする」など）から構成されていた。回答は，
「そうだ」から「ちがう」までの 5件法で求められ，当
てはまる程度が高いほど高得点となるように 5点から 1

点までの得点が順に付与された。なお，傾倒を表す 8項
目の平均値を仕事への傾倒得点とし，探索行動を表す 5

項目の平均値を探索行動得点とした。また，U-GIDSを
構成する項目について Cronbachのα 係数を求めたとこ
ろ，傾倒項目が .81，探索行動項目が .71であった。
アイデンティティ　アイデンティティの 4側面を表す

20の形容詞項目（van Hoof, 1997; van Hoof & Raaijmakers, 

2002）を使用した。U-GIDSと同様に，本尺度の翻訳時
にも，日本語と英語が堪能な 3名によるバックトランス
レーションを行った。なお，翻訳が一致しない項目につ
いては 3名で合議決定した。また，その信頼性は日米比
較研究（Watanabe & Uchiyama, 2008）において確認され

ている。第 1因子は，個人の能力を表す因子（以下「コ
ンピテンス」とする）であり，4項目（「有能な」，「臨
機応変な」など）から構成されていた。第 2因子は，能
力の発揮を妨げる自己疑惑を表す因子 （以下「抑制」と
する）であり，6項目（「神経質な」，「諦めやすい」など）
から構成されていた。第 3因子は，4項目（「満足した」，
「孤独な（逆転項目）」など）から成る感情を表す因子（以
下「ポジティブ感情」とする）であった。最後の第 4因
子は，社会的環境とのかかわり方を表す因子（以下「対
人行動」とする）であり，6項目（「親切な」，「いばり
散らした（逆転項目）」など）から構成されていた。調
査対象者には，「家庭」，「余暇活動」，「職場」，「習い事」，「友
人関係」の 5領域における自己を振り返り，20の形容
詞項目がどれほど当てはまるかを評定するよう求めた。
回答は，「全くそうだ」から「全くちがう」までの 7件
法で求められ，当てはまる程度が高いほど高得点となる
ように 7点から 1点までの得点が順に付与された。また，
20の形容詞項目の順序は，生活領域ごとにランダムに
された。なお，4因子の各得点は，各因子を構成する項
目の平均値とした。

結　　　果

分析には SPSS16.0Jを使用した。152名を仕事と家
庭・育児のバランスを考慮したライフコース別に分類し
たところ，継続型が 45名（29.6％），一時離職型が 62

名（40.8％），退職型が 17名（11.2％），そして未確定
型が 28名（18.4％）であった。χ2 検定の結果，各ライ
フコースを選択した女性の割合は有意に異なった（χ2（3） 
=30.68，p<.01）。Ryan法による多重比較を行ったとこ
ろ（以下の Ryan法による多重比較はすべて 5％水準で
行った），継続型や一時離職型を選択した女性が，退職
型や未確定型を選択した女性よりも有意に多かった。
生活領域の重要性
各生活領域をランク順位 1位の領域，つまり日常生活
の中でもっとも重視している領域として選択した女性の
割合をライフコース別に求めた（Table 1）。ライフコー
スごとに，重視している生活領域をみてみると（有意

Table 1　1位に各生活領域を選択した女性の人数（％）

生活領域
ライフコース

継続型 一時離職型 退職型 未確定型

家庭 13（28.89） 32（51.61） 14（82.35） 13（46.43）

余暇活動 　8（17.78） 10（16.13） – 　5（17.86）

職場 14（31.11） 　8（12.90） 　2（11.76） 　8（28.57）

習い事 　3（　6.67） 　1（　1.61） 　1（　5.88） –

友人関係 　7（15.56） 11（17.74） – 　2（　7.14）
注．（  ）内は，各々のライフコースの中で各生活領域を選択した女性の割合を算出した値。
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であった項目に関しては Ryan法による多重比較を行っ
た），継続型においては，「習い事」よりも「職場」や「家
庭」を選択した女性が多かった（χ2（4）=9.11，p<.05）。
一時離職型（χ2（4）=43.64，p<.001）と退職型（χ2（2）
=18.47，p<.001）に関しては，「家庭」を選択した女性
がもっとも多かった。未確定型（χ2（3）=9.43，p<.05）
については，「家庭」を選択した女性が「友人関係」を
選択した女性よりも多いという結果が得られた。また，
各生活領域を選択した女性の割合をライフコース間で
比較してみると，「家庭」にのみ有意差がみられ（χ2（3）
=75.58，p<.01），Ryan法による多重比較を行ったとこ
ろ，継続型よりも一時離職型や退職型のほうが家庭を 1

位に選択している女性の割合が高かった。
仕事への傾倒および探索行動の程度
仕事への傾倒に関して，平均値をライフコース別に求

めたところ，継続型が 3.67（SD =.51），一時離職型が
3.21（SD =.58），退職型が 3.24（SD =.66），そして未
確定型が 3.27（SD =.72）であった。また，探索行動の
平均値は，継続型が 4.07（SD =.50），一時離職型が 3.98

（SD =.49），退職型が 3.65（SD =.47），そして未確定型
が 3.77（SD =.54）であった。仕事への傾倒および探索
行動の程度について，ライフコースによる差があるかど
うかを検討するため，ライフコースを要因として一要
因分散分析を行い，有意であった項目に関しては Tukey

の HSD検定を用いて多重比較を行った。その結果，継
続型の女性は他の 3型よりも仕事に傾倒していた（F（3, 

148）=5.80，p <.001）。また，仕事の探索行動について
は，継続型女性が退職型女性よりも探索行動を示してい
た（F（3, 148）=4.16，p <.01）。
生活領域の重要性とアイデンティティ
アイデンティティ項目が事前の予想通りの 4因子から

成ることを確かめるため，確認的因子分析を行った。確
認的因子分析には SPSSの Amos7.0を使用し，最尤推定
法により母数の推定を行った。なお，分析の際には，そ
れぞれの因子間に相関を仮定した。確認的因子分析の結
果，予想した 4因子は本調査におけるデータへの当ては
まりが十分ではなかったため，標準化推定値の低い項目
を除外し，モデルの修正を行った。その結果，第 1因
子「コンピテンス」（「有能な」，「臨機応変な」，「進取
の」），第 2因子「抑制」（「おびえた」，「諦めやすい」，
「無能な」，「不安な」，「神経質な」），第 3因子「ポジ
ティブ感情」（「満足した」，「孤独な（逆転項目）」，「愉
快な」），第 4因子「対人行動」（「親切な」，「役に立つ」，
「いばり散らした（逆転項目）」）の 4因子が確認された。
モデルの説明力を表す適合度指標 GFIと修正適合度指
標 AGFIの値を生活領域ごとに求めたところ，「家庭」
が GFI=.91，AGFI=.89，「余暇活動」が GFI=.88，
AGFI=.86，「職場」が GFI=.90，AGFI=.88，「習い

事」が GFI=.89，AGFI=.86，そして「友人関係」が
GFI=.90，AGFI=.87であった。GFIおよび AGFIの値
はやや低めであったが，標本サイズを考慮すれば，モデ
ルのデータとの適合は良好であったといえる。
各生活領域におけるアイデンティティ得点の平均値と
標準偏差を Table 2に示す。ライフコースを要因として
一要因分散分析を行ったところ，すべての生活領域にお
いて，アイデンティティ得点に有意差はみられなかった。
続いて，生活領域の重要性の程度に焦点を当て，各ラ
ンクに順位付けられた生活領域ごとにアイデンティティ
得点の平均値と標準偏差を示した（Table 3）。ライフコー
スを要因として一要因分散分析を行い，有意であった項
目に関して TukeyのHSD検定による多重比較を行った。
その結果，1位にランク付けされた生活領域においては，
コンピテンス得点と対人行動得点に有意差がみられ，継
続型女性が未確定型女性よりも高いコンピテンス得点
を，また継続型女性と一時離職型女性が未確定型女性よ
りも高い対人行動得点を示した。2位にランク付けされ
た生活領域においても，コンピテンス得点と対人行動得
点に有意差がみられ，継続型女性が未確定型女性よりも
高いコンピテンス得点を，また退職型女性や未確定型女
性よりも高い対人行動得点を示していた。3位にランク
付けされた生活領域に関しては，コンピテンス得点にの
み有意差がみられ，継続型女性が未確定型女性よりも高
いコンピテンス得点を示していた。4位および 5位にラ
ンク付けされた生活領域では，ライフコースによる差は
みられなかった。
生活領域要因がライフコース選択に及ぼす影響
最後に，未確定型を除いたライフコース（継続型，一

時離職型，退職型の 3型）を従属変数，（1）各生活領域
特有のアイデンティティ，（2）各生活領域のランク順位，
そして（3）仕事への傾倒と探索行動の程度，を独立変
数とするロジスティック回帰分析を行った。さらに，各
生活領域とその重要性が関係し合っている可能性も考慮
に入れ，生活領域特有のアイデンティティとその生活領
域のランク順位からなる交互作用項も独立変数として投
入した。分析の際には，ステップワイズ法による分析を
行った（Table 4）。
その結果，一時離職を参照カテゴリとした際の就業継
続に関しては，仕事への傾倒得点のみが有意であり，仕
事に傾倒しているほど就業継続を有意に予測する結果と
なった。また，参照カテゴリが退職型の場合，「家庭で
のコンピテンス」×「家庭のランク順位」の交互作用項，
「家庭での対人行動」×「家庭のランク順位」の交互作用
項，そして「職場での対人行動」×「職場のランク順位」
の交互作用項が有意であり，家庭が 3–5位にランク付
けされている場合にのみ，家庭でのコンピテンス得点や
対人行動得点が高いほど仕事を継続する確率が有意に高
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まった。職場領域においては，1–5位のいずれにランク
付けされていても，対人行動得点が高いほど仕事を継続
する確率が高まるという結果が得られた。
退職を参照カテゴリとした際の一時離職においては，
仕事の探索行動得点と，「職場での対人行動」×「職場
のランク順位」の交互作用項が有意であり，仕事に対す
る探索行動を示しているほど，またランク順位を問わず
仕事での対人行動得点が高いほど，育児後の再就業を有
意に予測する結果となった。

考　　　察

本研究では，重視する生活領域とその重要性の程度，
そして生活領域特有のアイデンティティを明らかにし，
未婚独身女性のライフコース選択との関連を検討した。

まず，将来のライフコースに関しては，就業継続や一
時離職を望む女性が退職を望む女性よりも多いことが示
された。このことから，仕事と育児のバランスの取り方
は一様ではないものの，多くの未婚独身女性にとって仕
事とのかかわりは重要であり，出産後も仕事に携わる意
欲をもっていることが明らかとなった。また，各ライフ
コースを選択した女性の割合が，現代の独身女性が望む
“理想とするライフコース”の割合（内閣府，2006）と
ほぼ一致していたことから，結婚や出産を未だ経験して
いない独身女性が計画しているライフコースは，現実的
な側面ではなく“希望”や“理想”が大きく反映された
ものである可能性が示された。
日常生活における各生活領域の重要性
退職型女性や一時離職型女性の過半数が「家庭」をも

Table 2　各生活領域におけるアイデンティティ得点の平均値と標準偏差

ライフコース

継続型 一時離職型 退職型 未確定型 F（3, 148）

家庭

　コンピテンス 4.09（1.03） 4.17（　.74） 4.61（　.88） 4.02（　.89） 1.80 n.s.

　抑制 2.47（　.83） 2.54（　.94） 2.39（1.10） 2.60（　.90） 　.23 n.s.

　ポシティブ感情 5.34（　.94） 5.54（　.85） 5.96（　.95） 5.60（　.84） 2.07 n.s.

　対人行動 4.83（　.93） 5.10（1.02） 4.94（1.31） 4.50（1.45） 1.39 n.s.

余暇活動

　コンピテンス 4.48（　.98） 4.42（　.87） 4.29（　.76） 4.32（　.75） 　.30 n.s.

　抑制 2.41（　.88） 2.39（　.95） 2.39（1.05） 2.54（　.90） 　.90 n.s.

　ポシティブ感情 5.61（　.90） 5.69（　.86） 5.61（　.82） 5.52（　.90） 　.24 n.s.

　対人行動 4.81（1.01） 4.91（　.70） 4.53（　.78） 4.37（1.09） 2.10 n.s.

職場

　コンピテンス 4.73（　.82） 4.61（　.85） 4.53（　.78） 4.35（　.98） 1.21 n.s.

　抑制 3.28（　.77） 3.58（　.88） 3.45（　.90） 3.59（　.89） 1.32 n.s.

　ポジティブ感情 5.01（　.89） 4.55（　.95） 4.75（　.87） 4.63（　.85） 2.30 n.s.

　対人行動 4.95（　.70） 4.73（　.79） 4.71（　.88） 4.73（　.65） 　.91 n.s.

習い事

　コンピテンス 4.56（　.88） 4.49（　.77） 4.25（　.62） 4.11（　.93） 2.21 n.s.

　抑制 3.08（　.85） 3.25（　.85） 2.95（　.86） 3.14（　.92） 　.68 n.s.

　ポジティブ感情 4.72（　.96） 4.67（1.01） 4.94（1.25） 4.73（　.93） 　.33 n.s.

　対人行動 4.70（　.88） 4.64（　.65） 4.59（　.92） 4.50（　.82） 　.27 n.s.

友人関係

　コンピテンス 4.66（　.80） 4.48（　.77） 4.53（　.73） 4.13（　.98） 2.47 n.s.

　抑制 2.79（　.91） 2.78（　.96） 2.66（　.99） 2.90（　.73） 　.26 n.s.

　ポジティブ感情 5.57（1.07） 5.71（　.91） 5.90（1.04） 5.37（　.90） 　.27 n.s.

　対人行動 5.13（　.86） 5.23（　.89） 5.03（　.96） 4.70（　.70） 1.53 n.s.

注．（　）内は標準偏差。
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っとも重要な生活領域とみなしており，また継続型女性
よりも「家庭」を最重視している女性の割合が高いこと
が示された。個人的に関連のある生活領域ほどその重要
性は高まる（van Hoof & Raaijmakers, 2002）ことを考慮
すると，5領域の中でもっとも深くかかわっている領域
が「家庭」であり，したがって「家庭」を重視している
女性の割合が高いという本結果は驚くべきものではなか
った。しかし，成人女性を対象とした多くの先行研究で
は，女性の家庭への意識や家庭に対する重要性は成長と
ともに自然と高まり（Friedman & Weissbrod, 2005），女
性は子どもをもつと仕事よりも家庭を重視するようにな
る（Corrigall & Konrad, 2007）など，“実家”ではなく，
結婚後に“女性自らが築いた家庭”に焦点が当てられて
きた。したがって，先行研究および本結果から，結婚や

出産など家庭について考える時期にある独身女性は，自
らが築く新しい家庭だけでなく，“実家”という意味で
の家庭も同時に重視していることが明らかとなった。ま
た，自らが築く家庭と同時に“実家”領域を重視するこ
とがない女性は“就業継続”というライフコースを選択
する可能性も示唆された。
本研究では，「家庭」領域にのみライフコースによる
差がみられた。「余暇活動」や「習い事」，「友人関係」
といった，仕事とのかかわり方に直接関係しない 3領域
と同様，「職場」領域においても差がないことを示す本
結果は興味深いものであり，仮説とは異なるものであっ
た。しかし本結果は，女性の仕事に対する意識が変化
（e.g., Kaneko et al., 2008）していないことを意味するも
のではない。本研究では，各生活領域の重要性の程度を

Table 3　各順位にランク付けされた生活領域でのアイデンティティ得点の平均値と標準偏差

ライフコース

継続型 一時離職型 退職型 未確定型 F（3, 148）

1位の生活領域

　コンピテンス 5.00（　.84） 4.67（　.93） 4.57（　.88） 4.43（　.84） 4.17 **

　抑制 2.59（　.95） 2.64（　.97） 2.59（1.15） 2.81（1.01） 　.32 n.s.

　ポシティブ感情 5.44（1.06） 5.62（　.82） 5.88（　.99） 5.36（1.02） 1.33 n.s.

　対人行動 5.27（　.83） 5.35（　.77） 5.12（　.84） 4.58（　.93） 5.86 ***

2位の生活領域

　コンピテンス 4.65（　.84） 4.53（　.81） 4.57（　.64） 3.98（　.96） 3.01 *

　抑制 2.80（　.86） 2.87（1.03） 2.67（　.95） 3.06（　.94） 　.69 n.s.

　ポシティブ感情 5.44（　.96） 5.42（1.06） 5.59（1.09） 5.27（　.78） 　.37 n.s.

　対人行動 5.58（　.79） 5.38（　.92） 4.96（1.07） 5.07（　.80） 3.07 *

3位の生活領域

　コンピテンス 4.52（　.89） 4.25（　.86） 4.38（1.02） 3.79（1.26） 2.92 *

　抑制 2.85（　.95） 2.95（　.99） 3.02（　.99） 2.76（　.97） 　.38 n.s.

　ポジティブ感情 5.35（1.04） 5.32（1.03） 5.31（1.04） 5.49（1.01） 　.19 n.s.

　対人行動 5.33（　.89） 5.39（　.92） 5.27（1.04） 5.15（　.70） 　.45 n.s.

4位の生活領域

　コンピテンス 4.37（　.95） 4.36（　.89） 4.29（　.78） 3.99（1.06） 1.22 n.s.

　抑制 2.77（　.91） 2.87（1.11） 2.58（1.26） 3.08（　.87） 　.96 n.s.

　ポジティブ感情 5.18（　.87） 5.15（1.08） 5.49（1.04） 5.05（　.76） 　.78 n.s.

　対人行動 5.41（　.84） 5.42（　.90） 5.37（　.80） 5.33（　.79） 　.09 n.s.

5位の生活領域

　コンピテンス 4.25（　.95） 4.31（　.83） 4.20（　.62） 4.18（　.96） 　.17 n.s.

　抑制 3.02（　.85） 3.18（　.87） 2.98（　.83） 3.06（　.92） 　.42 n.s.

　ポジティブ感情 4.83（1.00） 4.70（1.02） 4.88（1.17） 4.67（1.04） 　.29 n.s.

　対人行動 5.07（1.02） 5.14（　.90） 5.08（　.84） 5.12（　.78） 　.06 n.s.

注． （　）内は標準偏差。*p<.05，**p<.01，***p<.001
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直接評定してもらうのではなく，呈示した 5領域をラン
ク付けしてもらうことでその重要性を捉えている。した
がって，今回の結果は，たとえ女性の仕事に対する意識
が変化しているとしても，日常生活における 5領域間の
バランスという観点からみた場合，職場領域のランクは
仕事に対する意識に伴って上がってはいないことを示し
ている。さらに本結果は，職場に対する意識ではなく，
実家に対する意識の差が仕事とのかかわり方と関係して
いる可能性を示唆するものであり，就業継続を望む女性
の割合が年々増加していることを考慮すると，“職場が
もっとも重要である”と考える女性の割合増加ではなく，
“実家がもっとも重要である”と考える女性の割合低下
という変化が社会の中で起きている可能性を示唆するも
のである。しかし，どのように“実家”領域と仕事との
かかわり方とが影響し合っているのかといった点は本研
究では明らかになっていないため，今後は両者の関係を

検討していく必要がある。
生活領域特有のアイデンティティ
各生活領域におけるアイデンティティ得点に関して

は，ライフコースによる差はみられなかった。一方，生
活領域の重要性の視点から捉えた場合には，1位や 2位
など上位にランク付けされた領域において，とりわけ継
続型女性と未確定型女性との間に差がみられた。本結果
は，一部仮説を支持するものであり，特定の生活領域に
おけるアイデンティティではなく，どのような生活領域
であれ，個々人に重視され価値が置かれている生活領
域，つまり個全体としてのアイデンティティに大きく影
響すると考えられる生活領域（van Hoof & Raaijmakers, 

2003）でのアイデンティティにライフコースによる差が
ある可能性を示唆している。しかしながら，ランク順位
にかかわらず，継続型女性と一時離職型女性および退職
型女性との間には大きな差はみられなかったことから，

Table 4　ライフコースの違いに対するロジスティック回帰分析結果

変数  β オッズ比 Wald p 値

継続型（参照カテゴリは一時離職型）

　仕事への傾倒 1.63 5.10 10.90 p<.01

継続型（参照カテゴリは退職型）

　家庭でのコンピテンス得点×家庭ランク 1位 –.68 .51 2.60 p<.11

　　　　　　　　　　　　　×家庭ランク 2位 –.59 .56 1.48 p<.22

　　　　　　　　　　　　　×家庭ランク 3位 5.00 148.88 352.41 p<.01

　　　　　　　　　　　　　×家庭ランク 4位 6.18 481.21 565.74 p<.01

　　　　　　　　　　　　　×家庭ランク 5位 11.75 126742.72 1519.13 p<.01

　家庭での対人行動得点×家庭ランク 1位 .23 1.26 .40 p<.53

　　　　　　　　　　　×家庭ランク 2位 .34 1.40 .82 p<.37

　　　　　　　　　　　×家庭ランク 3位 5.03 153.36 345.89 p<.01

　　　　　　　　　　　×家庭ランク 4位 4.11 61.17 282.42 p<.01

　　　　　　　　　　　×家庭ランク 5位 7.33 1518.75 619.81 p<.01

　職場での対人行動得点×職場ランク 1位 1.59 4.92 6.46 p<.01

　　　　　　　　　　　×職場ランク 2位 1.45 4.25 5.61 p<.02

　　　　　　　　　　　×職場ランク 3位 1.16 3.20 3.94 p<.05

　　　　　　　　　　　×職場ランク 4位 1.27 3.57 4.55 p<.03

　　　　　　　　　　　×職場ランク 5位 1.57 4.81 5.75 p<.02

一時離職型（参照カテゴリは退職型）

　職場での対人行動得点×職場ランク 1位 1.25 3.51 4.47 p<.03

　　　　　　　　　　　×職場ランク 2位 1.28 3.58 4.85 p<.03

　　　　　　　　　　　×職場ランク 3位 1.12 3.08 4.13 p<.04

　　　　　　　　　　　×職場ランク 4位 1.19 3.29 4.54 p<.03

　　　　　　　　　　　×職場ランク 5位 1.06 2.89 2.85 p<.10

　仕事の探索行動 1.34 3.83 5.59 p<.02
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少なくとも独身の段階においては，そして本研究で用い
たアイデンティティの 4側面に関しては，仕事とのかか
わり方の違いによる大きな差はないことが明らかとなっ
た。今回，多くの先行研究を支持しない結果が得られた
理由として，先行研究の多くが既婚女性を対象としてい
た点，そして独身の段階で希望しているライフコースを
実現できる女性が半数程度しかいない（内閣府，2006）
という現状が挙げられる。つまり，独身の段階で計画し
ているライフコースと，実際に結婚や出産を経験した上
で選択されたライフコースには大きな差があると考えら
れ，そのことが本結果に結びついていると考える。
また本研究では，継続型女性は未確定型女性よりも高
いコンピテンス得点や対人行動得点を示していた。いく
つかの先行研究（e.g., Vandewater & Stewart, 1998）では，
就業を継続する女性は自己を定義する際に「自立した」，
「有能な」，「機略に富んだ」などの仕事に関連した特徴
を強調するとの指摘がなされており，これらの知見は未
確定型女性との間でみられた継続型女性の特徴と一致し
ていた。したがって，先行研究の知見と本研究の結果か
ら，アイデンティティの「コンピテンス」側面は就業継
続型女性が自身を表すものとして意識している側面であ
り， また実際に未確定型女性との差異を表す重要な側面
であるといえる。しかし，一時離職型女性および退職型
女性との間にはコンピテンス得点に差がみられなかった
ことを考慮すると，アイデンティティの 4側面とライフ
コース選択の差異に関しては今後さらなる検討が必要で
ある。
生活領域要因およびアイデンティティがライフコース選
択に及ぼす影響
退職型女性との比較をした場合，職場領域での対人行
動得点が高い女性，つまり職場での対人関係を重視する
女性ほど，就業継続や一時離職といった仕事に携わる
ライフコースを選択し，さらにそれは職場領域の重要
性の程度には左右されないことが示された。Carson & 

Bedeian（1994）は，仕事に対する態度にはその重要性
のみが影響しているわけではないと指摘しており，さら
に Noordin, Williams, & Zimmer（2002）は「仕事に対する，
もしくは職場での感情的つながり」が仕事への傾倒を高
める要因の 1つであると述べている。職場での対人関係
を重視する女性は，仕事そのものや職場における他者と
の感情的つながりが強いと考えられ，この社会的つなが
りを重視する姿勢が，職場領域の重要性の程度に関係な
く就業継続や一時離職を選択しやすいという結果に結び
ついているのではないだろうか。
また，家庭を重視していない場合には高いコンピテン
ス得点や対人行動得点を示す女性ほど，退職ではなく“就
業継続”を選択する確率が高くなることが明らかとなっ
た。しかし本結果は，単純に「実家におけるコンピテン

スや対人行動などのアイデンティティ側面」と「実家の
重要性の高さ」の両者が揃った場合に“退職”というラ
イフコース選択をする確率が高まることを意味するもの
ではなく，両者の複雑な関係性についてはさらなる研究
が必要である。
退職と就業継続や一時離職とを比較すると，アイデン
ティティ側面や生活領域の重要性が関係し合いながらラ
イフコース選択を予測するが，就業継続と一時離職とを
比較すると，仕事への傾倒のみが就業継続を予測するこ
とが示された。本結果は，「仕事を続けるか」もしくは
「いったん仕事を辞めるか」といった選択ではなく，「（仕
事を継続するか，いったん離れるかにかかわらず）何ら
かのかたちで仕事に携わるか」もしくは「完全に仕事か
ら離れるか」という選択にアイデンティティ要因が影響
していることを示している。また，これらの結果は，傾
倒や探索行動の視点からアプローチする従来のアイデン
ティティ研究のみでは，仕事とのかかわり方の違いを捉
え切れないことも改めて示しているといえるだろう。本
研究で明らかとなった「生活領域によって，その重要性
の程度とアイデンティティ側面との関係性が変化する」
という点は，興味深い新しい知見であり，今後両者の関
係性を明らかにすることにより，勤労女性の仕事とのか
かわり方に対する理解をさらに深めることが可能となる
だろう。
本研究の問題点および今後の課題
本研究では，「家庭」や「職場」以外の領域も含めた
上でライフコースの違いを捉えることを目的としていた
が，「余暇活動」や「習い事」，「友人関係」といった領
域でのアイデンティティとライフコースの違いとの関連
は示されなかった。このような結果が得られた理由の 1

つとして，本研究で用いた生活領域の曖昧さが挙げられ
る。例えば，“友人関係”は「職場」領域や「習い事」
領域においても存在し，他の領域と完全に独立したもの
ではなく，したがって“友人関係”という領域が意味す
る範囲に曖昧な点があったといえる。また，「余暇活動」
や「習い事」などの領域をもっとも重要な領域，つまり
個全体としてのアイデンティティに大きく影響する領域
とみなしている未婚独身女性もいたが，本研究では個全
体としてのアイデンティティ自体を測定していなかった
ため，これらの領域でのアイデンティティがどのよう
な影響力を持つのかといった点を検討し切れなかった。
よって今後は，個全体としてのアイデンティティとの関
係も含めた上で，包括的に検討をする必要がある。
最後に，個人のアイデンティティを考慮する場合，あ
る生活領域特有のアイデンティティは他の生活領域特有
のアイデンティティよりも重要であるといった“完全な
る”ヒエラルキーを形成するものなのかどうかを明らか
にしていく必要がある。Waterman（1999）は，従来の
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傾倒と探索行動の程度も重要であると指摘した上で，「ア
イデンティティの内容」と「アイデンティティの発達プ
ロセス」の違いを分析の中に加えることができるのであ
れば，生活領域を用いたアイデンティティ研究に広がり
がでると述べており，どのような要因が生活領域の重要
性を高めるのかといった点も含めながら，生活領域を用
いたアイデンティティの検討をしていくことが今後の課
題である。さらに，本調査で対象とした大手企業に勤務
する女性は，中小企業や零細企業に勤務する女性とは異
なる結婚観や子育て観を有していた可能性が考えられる
ことから，本研究における結果の一般化には限界がある
といえる。今後は企業規模の異なる会社に勤務する女性
も対象としながら，アイデンティティの差異や変化，発
達プロセスを通して，成人期女性のライフコース選択と
の関連を検討していく必要がある。
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the identities of 152 single working women. The results showed a big difference in the importance of “home” rather than 

“workplace” between women who work continuously and those who leave work. This result suggests that the declining 

number of women who see “home” as important is related to the contemporary increase in working women. Interestingly, 

although contexts seen as important differed for each individual, there were no differences in their identity scores in such 

contexts. Finally, it seems that context-specific factors including identity in the context of “home” and “workplace” relate to 

life course differences. In future research, an examination is needed of the complex relationships between factors such as 

context-specific identities, their influences on identity formation, and life course differences.
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