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少数の物の個数を把握する場合，一つずつ数える（counting）他に，瞬間的に個数を捉えるサビタイジン
グ（subitizing）を用いることがある。サビタイジングは視空間的な知覚処理過程として考えられることが
多いが，一方で言語的な処理過程に干渉されることが示されている。本研究ではサビタイジングと言語的
な処理過程との関係について検討することを目的とした。実験 1では 5歳児 24名を対象に，実験 2では成
人 16名を対象に，サビタイジング時に言語的な処理過程を必要とする二重課題として無関連言語音を聴覚
提示した。また，サビタイジングの対象として無意味な図形によって構成された刺激と有意味な図形によっ
て構成された刺激を用いて，数に関わらない意味処理がサビタイジングに干渉するかを検討した。その結果，
幼児では無関連言語音の言語的な処理か有意味刺激の意味処理のいずれかのみでサビタイジングに干渉が
生じた。一方，成人では両方そろったときにだけ干渉が生じた。これはサビタイジングと無関連言語音の
処理および意味処理が並列に行われるとともに，サビタイジングに割り当てられる処理容量には限界があ
ることと成人では 5歳児に比べて処理容量が大きいために生じると解釈された。
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問　　　題

目の前にリンゴが 10個近くあるときには，「1，
2，3…」と数えなくては正確な個数を知ることは難し
い。しかし，4つくらいなら，一つずつ数えなくても
答えられる。比較的少ない個数を把握する場合，一つ
ずつ数える方法（カウンティング counting）以外に，
一目見て瞬間的に個数を把握する方法（サビタイジン
グ subitizing）がある。サビタイジングが可能な個数は
比較的小さく，成人では 4個（大山，2000；酒井 ･ 藤
井，2007），5 個（Chi & Klahr, 1975），5あるいは 6 個
（Gelman & Gallistel, 1978 /1989）まで，5歳児では 3個
（Chi & Klahr, 1975），4個（Starkey & Cooper, 1995；熊谷，

2000；Benoit, Lehalle, & Jouen, 2004）まで，という結果
が示されている。サビタイジングでは個数が一つ増える
ごとに反応時間は 40～100 msしか増加しないが，4な
いし 5より大きい個数ではカウンティングが行われ，個
数が一つ増えるごとに約 250～350 msずつ反応時間が増
加する。こうしたサビタイジングとカウンティングの違
いから両者は異なる情報処理過程・機構によると考えら
れてきた。そして，サビタイジングは自動的で視空間的
な知覚処理過程として，カウンティングは意識的で言語
的な処理過程として研究されてきた。
視覚的な外界の情報は，まず前注意段階でいくつかの
適当なまとまりに予備的に体制化され，その後，注意段

階で特定の情報が深く分析される。前注意段階での処理
は無意識かつ自動的である。その処理は選択的に無視で
きず，他の認知的処理に干渉しない。一般的にサビタ
イジングは自動的な知覚処理過程として研究されてき
た。これはサビタイジングを注意段階以前の無意識かつ
自動的な処理過程とみなしていることを示す（例えば，
Trick & Pylyshen, 1994参照）。しかし，サビタイジング
は処理が速く，訓練による変化が生じないという前注意
段階の処理としての側面を持つ一方，選択した対象だけ
を数えられる―赤い丸 3個と黒い丸 4個があっても，
赤い丸だけを数えることができ，黒い丸の存在は妨害に
ならない―という注意段階と同様の意識的処理が可能
であるという側面を持つ。
サビタイジングが注意段階以前の無意識的かつ自動的

な処理過程ならば，他の認知領域の処理（例えば，言語
的処理）とサビタイジングを同時に行っても，両者の間
に干渉は生じないと予想される。ところが，サビタイ
ジングを含む数ストループ検査を実施した渡邉（2008，
2009）は，言語処理過程のサビタイジングへの干渉を示
した 2）。渡邉が用いた数ストループ検査は葛藤条件と統
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1）現所属：特定非営利活動法人　発達障害児応援団　NPOばく
2）渡邉（2009）の作成した成人用の数ストループ検査は冊子形式の
ものであり，反応は口頭ではなく，筆記によるマッチング法によ
る。渡邉（2008）の 5歳児対象の数ストループ検査は口頭で反応
するものであった。
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制条件から構成された。葛藤条件では，複数の数字（例
えば「444」）が提示され，数字が何かではなく，数字の
個数の把握が求められた。複数のドット（例えば「…」）
の個数を把握する統制条件より葛藤条件で反応時間が遅
かった。これは葛藤条件で個数の把握の際，数字（数詞）
に対する言語処理と干渉が生じたことを示している。サ
ビタイジングが前注意段階での処理ならば，刺激の種類
（数字かドットか）にかかわらず，サビタイジングが自
動的かつ強制的に行われ，干渉は生じないはずである。
また，井関・菊地（2008）はサビタイジングの際に

提示された視覚刺激の意味処理がサビタイジングと干渉
する可能性を示唆した。刺激の意味処理―その刺激が
何かを同定すること―は，注意段階において行われる
（Trick & Pylyshen, 1994）。そのため，刺激の意味処理と
サビタイジングの干渉は，サビタイジングが前注意段階
における処理ではなく注意段階における処理である可能
性を示している。
サビタイジングと数ストループ課題での数字（数詞）
に対する言語処理や視覚刺激の意味処理が注意段階での
処理でも，両者が異なる処理機構で独立に処理される
なら干渉は生じない。サビタイジングと言語的処理の
間の干渉の発生は，両者が単一の限られた処理容量の
機構の中で処理され，しかも，両者を同時に行うため
には処理容量が不足することを意味している（例えば，
Kahneman, 1973；Norman & Bobrow, 1975参照）。その
想定のもとでは，複数の処理の処理速度（優先度）に違
いがある場合，処理速度の速い（優先度の高い）処理が
先に行われ，遅い処理は後で行われる（継次的な処理）。
処理速度に違いがない場合，並列的な処理が行われる。
ただし，処理容量には限りがあるので，一つの処理に専
念する場合に比べ，時間当たりの処理量は低下する。
従来，サビタイジングは注意段階以前の無意識的かつ
自動的な処理過程とみなされ，他の処理過程との関係に
ついては十分検討されてこなかった。そこで，本研究で
はサビタイジングと他の処理過程の関係について探索的
な検討を行うことを目的とした。それにより，サビタイ
ジングが注意段階での処理であると考えた場合のモデル
を提案する。なお，カウンティングが意識的で言語的な
処理過程と考えられていることから，サビタイジングと
干渉する他の認知的処理として言語的な処理を検討する
こととする。これにより，将来的にサビタイジングとカ
ウンティングの関係を考える手がかりになることが期待
される。また，サビタイジングが視空間的処理を含むこ
とから，言語的処理のほうが（サビタイジングとは異な
る）視空間的処理よりもサビタイジングとの明確な区別
が可能であると思われる。サビタイジングと言語的な処
理過程の関係を継次的なものと考えるモデルでは言語処
理のほうがサビタイジングより処理速度が速い（優先度

の高い）場合にサビタイジングへの干渉が生じると想定
される（継次モデル；Figure 1-1）。一方，両者の関係を
並列的なものと考えるモデルでは言語的な処理とサビタ
イジングは並列的に処理され，処理資源が不足する際に
サビタイジングへの干渉が生じると予想される（並列モ
デル；Figure 1-2）。
数ストループ課題での数字（数詞）に対する言語処理
とサビタイジングの関係は継次モデルでも並列モデルで
も説明できる。そのため，数ストループ課題でのデー
タからだけではいずれのモデルが妥当かは判断できな
い。サビタイジングを行っている間中，同時に処理を続
けなければならない言語的な二重課題を課すことで並列
モデルを検討することが可能になる。一般的には言語的
な二重課題として構音抑制が考えられるが，サビタイジ
ングのような速い反応を必要とする課題と組み合わせ
た場合，主課題（サビタイジング）を行う際に，一時
的・瞬間的に構音抑制を止めるといったことが生じ，二
重課題として作用しない可能性がある。そこで，サビタ
イジングと同時に（内容が理解できない）外国語を聞か
せる方法が考えられる。系列再生課題のような主課題を
実行中に主課題と関係のない言語音（外国語）を聴覚提
示すると，外国語を無視するよう教示しても主課題の成
績が低下する（Colle & Welsh, 1976; Miyahara & Goshiki, 

2004, 2007）。これは無関連言語音効果（Irrelevant Sound 

Effectもしくは Irrelevant Speech Effect; ISE）と呼ばれ，
無関連言語音の呈示は，構音抑制と同様に言語処理を要
する二重課題であると考えられる。ただし，言語音は連
続的に呈示されるため，構音抑制と異なり，サビタイジ
ングの瞬間だけその処理を止めることはできない。サビ
タイジングに無関連言語音効果が見られれば，サビタイ

Figure 1-1 　継次モデルの処理過程

Figure 1-2　並列モデルの処理過程
　この 2つの模式図は継次モデルでも並列モデルでも同時に
処理できる容量は同じで，言語的処理，サビタイジングそれ
ぞれにかかる延べ処理容量は同じであることを想定している。
図の長方形の縦の長さが同時に処理できる容量を示し，横の
長さが（サビタイジングの）処理にかかる時間を示している。
また，点線で区切られた部分は言語的な処理もしくはサビタ
イジングのみを行っており，同じ処理を行っている場合，面
積が同じならば，処理全体では同じ延べ処理容量を必要とす
ることを示す。
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ジングは並列的に処理される言語処理に処理資源を奪わ
れるという並列モデルで説明が可能だろう。
井関・菊地（2008）はサビタイジングの際に呈示され

た視覚刺激の意味処理がサビタイジングと干渉する可能
性を示唆している。ただし，渡邉（2008，2009）の数
ストループ課題でも井関・菊地（2008）でも視覚刺激は
“数字”であった。一般的な意味処理がサビタイジング
に干渉するならば，“数字”ではない有意味な視覚刺激
も干渉するだろう。そこで，サビタイジングの対象であ
る視覚刺激に無意味な図形と有意味な図形を用いて比較
する。有意味な図形（例えば，スプーン）の場合，何で
あるかを認識する必要はなくても自動的に意味処理が生
じるだろう。一方，単なる図形では自動的に意味処理は
生じないだろう。したがって，意味処理がサビタイジン
グに干渉するなら，有意味な図形より無意味な図形の個
数をサビタイジングする方が早く反応できるだろう。
ところで，乳児も 3個までの個数の弁別ができるこ

とから，数の認識能力は経験による学習ではなく，生
得的との主張もある（Starkey & Cooper, 1980; Starkey, 

Spelke & Gelman, 1990; 小林，2006; Kobayashi, Hiraki, & 

Hasegawa, 2005）。サビタイジングの能力も相当早期か
ら備わると思われる。子どもも大人と同様の機構を用い
てサビタイジングを行うならば，サビタイジングと他の
認知処理過程（言語処理）との干渉が成人と同様に見ら
れるかもしれない。本研究の第 2の目的としてこの点を
検討する。成人との比較のため，まずは，サビタイジン
グを行うことが確認されている最少年齢の子どもを対象
にすることを考える。それにより計数の経験を最小限に
抑え，計算による処理（例えば，5個だと 1，2，3…と
カウンティングする以外に 2個と 3個の集合をサビタイ
ジングし，足し合わせることも可能かもしれない）といっ
た可能性を最小限に見積もることができよう。サビタイ
ジングの使用（個数の大きさによりサビタイジングとカ
ウンティングが使い分けられる）が確かめられている最
小の年齢は 5歳である（Chi & Klahr, 1975）。また，数ス
トループ検査を用いた渡邉（2008）の研究では 5歳児で
も数詞とサビタイジングの干渉が生じている。そこで，
本研究では実験 1で 5歳児を，実験 2で成人を対象とし
た。

予　備　調　査

先行研究では 5歳児のサビタイジングの範囲は 3もし
くは 4個までと一致しない。そこで， 5歳児のサビタイ
ジングの範囲と数字の読みを確認するため，5歳児 21

名（男児 12名，女児 9名；平均年齢 5歳 7か月，年齢
幅 5歳 1か月～6歳 0か月）を対象に予備調査を行った。
その結果，21名中 17名が 9までの数詞を読めた。また，
ドットの個数の把握において，1～4個までは反応時間

に違いはなかった（最大 0.66秒しか反応時間は増大し
なかった）。しかし，5個は 4個より，6個は 5個より反
応時間が約 2秒有意に大きかった。この結果から，先行
研究（Stakey & Cooper, 1995；熊谷，2000；Benoit et al., 

2004）と同じく，5歳児のサビタイジングの範囲を 4個
までと考えることは妥当であろう。そこで，実験 1では
2，3，4個の集合を用いることにした。

実　験　1

実験 1では 5歳児を対象に無関連言語音を用いた二重
課題をサビタイジングとともに課し，無関連言語音効果
が見られるかを検討した。また，サビタイジングの対象
として，無意味な図形で構成された刺激と有意味な図形
で構成された刺激を用いて，数に関わらない意味処理が
サビタイジングに干渉するかを検討した。
無関連言語音を聴覚提示する方法は，構音抑制のよう

に意志的な努力は不要で，完全に受動的なので課題負
荷は低く，幼児にも実施可能である。成人対象の先行
研究では，言語音が理解可能か ―例えば，日本語か
外国語か―は，無関連言語音効果には影響しなかった
（Miyahara & Goshiki, 2004, 2007）。これは聴覚刺激の無
視を求める教示に従い意味的な処理がされていないこと
を示している。しかし，幼児の場合，教示に従わず，言
語音（の内容）に聞き入ってしまい，主課題に集中でき
ないために成績が低下する可能性もある。そこで，本実
験では無関連言語音として，聞き慣れない外国語と日本
語の二種類を用いる。もし，日本語でも外国語でも同じ
結果が得られれば，幼児でも聴覚刺激の無視を求める教
示が機能していると考えられよう。
方　法
実験参加者　静岡市内の保育所に通う年長児 24名（男

子 13名，女子 11名）を対象とした。平均年齢 5歳 10か月，
年齢幅は 5歳 5か月－ 6歳 4か月であった。
実験計画　2（刺激 :無意味刺激，有意味刺激）×2（二

重課題：ノイズ，言語音）×2（言語 :外国語，日本語）
の 3要因であった。刺激と二重課題の要因は実験参加者
内，言語の要因は実験参加者間要因であった。刺激要因
は無意味な図形によって構成された刺激（以後，無意味
刺激とする）と有意味な事物および生物の絵によって構
成された刺激（以後，有意味刺激とする）の 2水準で構
成された。二重課題要因は，言語音条件では課題とは無
関連な言語音を用いた。また，ノイズ条件ではホワイト
ノイズを用いた。ノイズ条件は統制条件にあたる。言語
要因は無関連言語音の理解可能な程度の違いによって，
理解の可能性の低い外国語群と，理解の可能性の高い日
本語群の 2水準から構成された。
刺激材料　サビタイジングの対象である無意味刺激は

Figure 2のような線画の図形から 9項目が選ばれた。有
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意味刺激（Figure 3）は概念発達研究を目的とした「幼
児・児童の連想語彙表」（国立国語研究所，1981）から，
5歳児にとって熟知度が高い 9カテゴリーを選択し，総
出現反応頻度で最頻上位 5項目から，1項目ずつ選んだ。
それはキリン，自転車，セーター，鉛筆，時計，パイナッ
プル，トマト，蟻，ラッパであった。それらの事物は吉川・
乾（1986）の線画セットでも選択されていた。ただし，
明瞭度の点から線画は Snodograss & Vanderwart（1980）
が作成したものを使用した。
各線画はイメージスキャナー（NEC製 PR-SC41）で

読み込んだ。一つの線画は PC画面上で 1.5 cm×1.5 cm

のサイズで，白地に黒で表示された。各刺激はそれぞ
れ 2，3，4個の線画で構成され，一つの刺激は 3 cm×
6 cmの長方形内に表示された。刺激を一つずつ呈示し
た場合の反応時間計測や刺激呈示所要時間の誤差を小さ
くするため，4刺激を PC画面上に一度に呈示し，1試
行とした。刺激の呈示位置はカウンターバランス，3種
類（線画が 2，3，4個）の刺激が各 12回ずつ実施され
るよう組み合わせた。試行数は無意味刺激，有意味刺激
ともに 9試行とした。また，実験参加者が幼児であるた
め，試行の切り替わりを知らせ，注意がコンピュータの
画面に向くために各試行間に刺激とは関係のないイラス
ト（アニメのキャラクター）画面を挿入した。
二重課題は，ノイズ条件ではホワイトノイズ，言語音
条件では外国語と日本語を聴覚提示した。外国語はハン
グル語の CD「韓国の昔話」（白帝社），日本語は CD「盲
導犬クイールの一生」（文藝春秋）の朗読を用いた。刺
激作成は，（ⅰ）効果音等を含まないこと，（ⅱ）会話部
分を削除し，朗読に抑揚が少ないこと，（ⅲ）できる限
り空白時間が生じないことに留意し編集した。聴覚呈
示は，音圧が実験参加者が座る位置で約 75 dBになるよ
う CDラジオカセットレコーダーのスピーカーを通して
行った。
手続き　実験は個別検査で，2回に分けて（1週間の

間隔で）実施した。1回目はノイズ条件下で実施された。
ノイズ条件でのサビタイジングの平均反応時間がほぼ均
等になるよう実験参加者を外国語群と日本語群の 2群に
分け，2回目が言語音条件下で実施された。なお，実験
に要した時間は 1回につき約 10～15分程度であった。
（1）ノイズ条件：①無意味刺激を用いた試行：「数の
クイズ」をすることを伝え，手を使わず目だけで見て素
早く答えること，手を使った計数を防ぐため机の上に手
を握って出して置くことの 2点を教示後，練習試行と本
試行が行われた。練習課題は 1刺激だけを呈示しながら，
一つの刺激の中に図形の個数をできるだけ速く答えるこ
と，刺激は 4つ一度にでてくるが，図形の個数を次々に
答えること，そのとき「ザー」という音が聞こえるが，
音は無視するよう教示した。4刺激を 1試行とした練習
課題を行い，教示の理解を確認後，9試行の本試行を行っ
た。②有意味刺激を用いた試行：練習試行では，絵の名
前を言うのではなく，図形の個数をできるだけ速く答え
るよう教示し，確認後，無意味刺激の場合と同様に実施
した。
（2）言語音条件：ノイズ条件と同じ手順だが，教示が
少し異なった。外国語呈示群には，外国語が聞こえるが，
声は無視して，できるだけ速く刺激中の図形（絵）の個
数を次々に答えるよう教示した。日本語呈示群には，お
話が聞こえるが，声は無視をして，できるだけ速く図形
（絵）の個数を次々に答えるよう教示した。
ノイズ条件，言語音条件ともに刺激呈示順序はランダ

マイズした。また，刺激呈示直後から 4つの刺激すべて
に反応し終わるまでの 1試行ごとの反応時間をストップ
ウォッチで測定し，実験後，録画したビデオにて確認し
た。
結　果

2回目の実験に不参加の 1名，全試行で口頭でカウン
ティングした 1名，注意の集中が続かず画面から度々視
線を逸らせた 1名，画面の刺激を指さしたり，机の上に

Figure 3　有意味刺激による 1試行

Figure 2　無意味刺激による 1試行
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出していた指を度々動かしてカウンティングした 1名を
分析から除外した。したがって，分析対象者は 20名で，
平均年齢 5歳 11か月となった。
分析対象者ごとに無意味刺激 9試行と有意味刺激 9試
行，計 18試行の平均反応時間と標準偏差を求め，その
平均反応時間から 2SD を超えた試行のデータを分析か
ら除外した。

1回目の実験（ノイズ条件）の平均反応時間が外国語
群（M =4.49秒，SD =0.68）と日本語群（M =4.48秒，
SD =0.70）でほぼ均等になるよう群分けした。群別の
二重課題および刺激の条件ごとの平均反応時間を Table 

1に示した。Table1のデータを対数変換した値について，
2（刺激 :無意味刺激，有意味刺激）×2（二重課題 :ノ
イズ条件，言語音条件）×2（言語 :日本語，外国語）の
3要因分散分析を行った 3）。その結果，二重課題の主効
果 （F（1, 18）=24.31，p <.01）と刺激と二重課題の交互
作用（F（1, 18）=4.86，p <.05）が見られた。その他の
交互作用と主効果は見られなかった（刺激の主効果F（1, 

18）=2.50，n.s.；二重課題と言語の交互作用F（1, 18）
=1.71，n.s.；その他の主効果および交互作用F <1）。
刺激と二重課題の交互作用が見られたため刺激の単純主
効果を調べたところ，ノイズ条件では無意味刺激の方が
有意味刺激より反応時間が短かった（F（1, 19）=10.51，
p <.01）。しかし，言語音条件では無意味刺激と有意味
刺激の反応時間に違いはなかった（F <1）。また，二重
課題の単純主効果を調べたところ，無意味刺激のサビタ
イジングでは，ノイズ条件の方が言語音条件である無関
連言語音（外国語，日本語）を聞かせた場合より，反応
時間が短かった（F（1, 19）=31.65，p <.01）。一方，有
意味刺激ではノイズ条件と言語音条件で反応時間に違い
は見られなかった（F（1, 19）=3.18，n.s.）。すなわち，
無関連言語音の呈示か，サビタイジングの対象が有意味
刺激であった場合，サビタイジングとの干渉が生じたと
言えよう。
考　察
無関連言語音は課題中連続的に提示されるため，先に
処理し，それからサビタイジングを行うことはできない。
すなわち，継次的に処理できない二重課題である。無関

連言語音効果が見られた本実験の結果は，サビタイジン
グは無関連言語音のような並列的に処理される言語処理
に処理資源を奪われるという並列モデルを支持するもの
と言えよう。
また，有意味刺激の場合と無意味刺激の場合のサビタ
イジングの反応時間の違いから，“数字”以外の刺激で
も有意味な刺激では，サビタイジングとの干渉が生じる
ことが示された。しかし，意味処理に関しては，継次的
な処理（Figure 4-1）と並列的な処理（Figure4-2）のい
ずれでも説明可能である。

実　験　2

サビタイジングの能力が相当早い時期から備わるなら
ば，幼児と成人で同様の現象が生じるだろう。そこで，
実験 2で成人を対象に実験 1と同様の課題を実施するこ
とにした。
ところで，実験 1では刺激の個数は口頭で反応するよ

う求めた。そのため，二重課題による妨害や有意味刺激
の意味処理はサビタイジングそのものではなく，サビタ
イジングにより把握した刺激の個数を口頭で出力する過
程に干渉したのかもしれない。そこで，実験 2ではサビ

Table 1　群別の二重課題および刺激の条件ごとの平均反応時間（秒）

言語
ノイズ条件 言語音条件

無意味刺激 有意味刺激 無意味刺激 有意味刺激

外国語（n =10） 4.31 （SD =0.67） 4.64 （SD =0.83） 4.82 （SD =1.08） 4.74 （SD =1.01）

日本語（n =10） 4.31 （SD =0.77） 4.52 （SD =0.70） 4.85 （SD =0.81） 4.90 （SD =0.97）

Figure 4-1　意味処理が継次的に処理された場合のモデル

Figure 4-2　意味処理が並列的に処理された場合のモデル
　この 2つの模式図は同時に処理できる容量は同じで，言語
的処理（無関連言語音の処理＋意味処理），サビタイジングそ
れぞれにかかる延べ処理容量は同じであることを想定してい
る。図の長方形の縦の長さが同時に処理できる容量を示し，
横の長さが（サビタイジングの）処理にかかる時間を示して
いる。また，点線で区切られた部分は言語的な処理もしくは
サビタイジングのみを行っており，同じ処理を行っている場
合，面積が同じならば，処理全体では同じ延べ処理容量を必
要とすることを示す。

3）分析は IBM SPSS Statistics 18（リリース 18.0.0）を使用した。
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タイジング対象の刺激の個数とその個数に対応する（も
しくはしない）数字の異同を判断する条件とサビタイジ
ング対象の刺激の個数とドットの個数の異同を判断する
条件の 2つを設定した。前者はサビタイジングにより把
握した個数を数詞（数字）に変換する言語化の過程が必
要だが，後者は言語化を含まない異同判断が可能である。
具体的には，刺激の個数を口頭で言うのではなく，2種
類の刺激（ターゲット刺激とマッチング刺激）の個数の
異同判断をキー押しにより行った。なお，ターゲット
刺激は実験 1と同じ無意味刺激と有意味刺激を用いた。
マッチング刺激は 2～5のいずれかの数字か，2～5個の
ドットを用いた。さらに，成人の場合サビタイジングの
範囲が 5程度はあるので，ターゲット刺激の個数を 3，4，
5個とした（実験 1では 2，3，4個）。
実験 1では，無関連言語音を外国語群と日本語群に
分けたが，言語の違い（理解度の違い）は影響しなかっ
た。これはどのような言語であろうと，聴覚呈示された
言語音による妨害を意識的に抑制することはできない
が，その言語の意味処理は生じていないという先行研究
（Miyahara & Goshiki, 2004, 2007）を追証したものであっ
た。したがって，実験参加者が教示にしたがい，日本語
で内容が聞き取れる場合にもその内容に耳を傾けていな
いことを確認できた。そのため，実験 2では二重課題で
用いる言語音は外国語のみとする。
方　法
実験参加者　大学生 16名（男子 9名，女子 7名，平
均年齢 18.9歳〔SD =1.2〕）を対象とした。実験参加者
は大学の心理学の授業の受講者で，実験に志願した人た
ちであった。
実験計画　2（二重課題：ノイズ条件，言語音条件）
×2（ターゲット刺激：無意味刺激，有意味刺激）×2

（マッチング刺激：数字，ドット）の全て実験参加者内
の 3要因であった。
二重課題要因は，言語音条件では実験参加者には理解
できない外国語であるスペイン語の朗読を聞かせた。朗
読者は女性で，朗読内容はスペイン語の特徴や学習方法
などに関するものであった。音量は約 75 dBで提示した。
ノイズ条件ではホワイトノイズを用いた。
ターゲット刺激要因は実験 1と同じ無意味刺激と有意
味刺激の 2水準，マッチング刺激要因は 2～5の数字と
2～5個のドットを刺激とするものの 2水準で構成され
た。
刺激材料　ターゲット刺激には実験 1で用いたものと
同じ無意味刺激と有意味刺激のいずれかが 3～5個表示
された。したがって，ターゲット刺激は 54種類あった。
なお，一つの図形は PC画面上で 1.5 cm×1.5 cmのサ
イズで白地に黒の線画であった。各刺激は 3 cm×6 cm

の白い長方形上に 3～5個の図形が表示される形で構成

された。マッチング刺激には数字の場合 2～5までの数
字を一つ，ドットの場合 2～5個のドットが 3 cm×6 cm

の白い長方形上に表示された。1試行は，コンピュータ
画面上で実験参加者から見て左側にターゲット刺激が 1

枚，右側にマッチング刺激が 1枚の呈示で構成された。
手続き　聴覚刺激の順序（言語条件とノイズ条件）お

よびマッチング刺激の種類の順序（数とドット）の組み
合わせ（4パターン）について，1パターンあたり 216

試行（全部で 864試行）を実施した。なお，実験に要し
た時間は途中の休憩も含め約 30分であった。
本課題に入る前に実験参加者にはヘッドフォンをつけ
てもらい，ノイズ条件では「ヘッドフォンから“ザー”
というノイズが聞こえてくるが，ノイズは無視して，課
題に集中するように」教示した。また，言語音条件では
「ヘッドフォンから女性の声で外国語が聞こえてくるが，
外国語は無視して，課題に集中するように」教示した。
実験参加者に画面上に 2枚のカードが表示され，左側

のカード（ターゲット刺激）には様々な図形や動物や道
具などの絵が 3～5個，右側のカード（マッチング刺激）
には 2～5までの数字が一つ，もしくはドットが 2～5個
描かれていることが教示された。
その上で，右側のカード（マッチング刺激）が数字の
場合，左側のカードに描かれた物の個数と数字が一致し
ていれば，できるだけ速く正確にテンキーの「6」のキー
を，一致していなければ「4」のキーを押すように教示
した。また，右側のカード（マッチング刺激）がドット
の場合，左側のカードに描かれた物の個数とドットの個
数が一致していれば，「6」のキーを，一致していなけれ
ば「4」のキーを押すように教示した。反応の正誤およ
び刺激が呈示されてからキーを押すまでの反応時間がコ
ンピュータにより記録された。
ターゲット刺激（無意味図形，有意味図形）とマッチ

ング刺激（数字，ドット）の全ての組み合わせ（4試行）
を練習したのち，本試行を実施した。なお，聴覚刺激の
順序（言語条件とノイズ条件）とマッチング刺激の種類
の順序（数とドット）の組み合わせ（4パターン）はカ
ウンターバランスした。さらに，本試行では 108試行ご
とに短い休憩を取った。
結　果
実験参加者ごとに 2（二重課題：ノイズ条件，言語音
条件）×2（ターゲット刺激：無意味刺激，有意味刺激）
×2（マッチング刺激：数字，ドット）の 8パターン（各
パターン 108試行）の 1試行あたりの平均反応時間を求
めた（Table 2）。その際，反応が誤っていた試行は分析
から除いた。

Table 2のデータを対数変換した値について，2（二重
課題）×2（ターゲット刺激）×2（マッチング刺激）の
3要因分散分析を行った。その結果，二重課題×ター
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ゲット刺激の交互作用（F（1, 14）=9.36，p <.01），ター
ゲット刺激の主効果（F（1, 14）=14.31，p <.01），マッ
チング刺激の主効果（F（1, 14）=47.61，p <.01）が見ら
れた。その他の交互作用と主効果は見られなかった（二
重課題の主効果F（1, 14）=1.04，n.s.；二重課題×マッ
チング刺激の交互作用F <1；ターゲット刺激×マッチ
ング刺激の交互作用F（1, 14）=1.39，n.s.；二次の交互
作用F（1, 14）=3.01，n.s.）。二重課題×ターゲット刺
激の交互作用が見られたことから，二重課題の単純主
効果を検定したところ，ターゲット刺激が無意味刺激
の時にはノイズ条件と言語音条件の間で違いはなかっ
た（F <1）が，有意味刺激の時にはノイズ条件下より
も言語音条件下でより反応時間が長い傾向があった（F
（1, 14）=3.31，p <.1）。また，ターゲット刺激の単純主
効果を検討したところ，ノイズ条件下ではターゲット刺
激の種類による反応時間の違いはなかった（F <1）が，
言語音条件下では有意味刺激の方が無意味刺激よりも反
応時間が長かった（F（1, 14）=31.02，p <.01）。
マッチング刺激の主効果が見られたことから，マッチ
ング刺激がドットのときには数字のときよりも反応時間
が長くなったと言えよう。一方，マッチング刺激に関す
る交互作用がなかったことから，マッチング刺激が数字
の場合もドットの場合も，無関連言語音が呈示され，か
つ，サビタイジングの対象が有意味刺激の場合にのみ，
サビタイジングへの干渉が生じたと言えよう。
考　察

5歳児が対象の実験 1では「無関連言語音の呈示か，
サビタイジングの対象が有意味刺激の場合，サビタイ
ジングへの干渉が生じた」のに対し，成人が対象の実
験 2では無関連言語音の呈示とともにサビタイジングの
対象が有意味刺激の場合にのみ，サビタイジングとの干
渉が生じた。これは Figure 4-2のモデルにサビタイジン
グに割り当てられる処理資源に限界があることと成人で
は 5歳児に比べて処理資源が大きいことを想定すると
説明できる（それを示した図が Figure 5-3である）。こ
の前提のもとでは，サビタイジングのみを行い，他の認
知処理（無関連言語音や意味処理といった妨害課題）を
行っていない場合（Figure 5-1），全体の処理資源には余
裕（Figure 5-1の四角の上の空白部分）がある。しかし，
サビタイジングに関して割り当てられる処理資源に限界

Table 2　二重課題およびマッチング刺激の各組み合わせにおける課題ごとの平均反応時間（ms）

マッチング刺激
ノイズ条件 言語音条件

無意味刺激 有意味刺激 無意味刺激 有意味刺激

数字 633.50 （68.21） 647.25 （77.02） 651.60 （76.61） 664.74 　（74.97）

ドット 705.61 （90.38） 728.83 （93.35） 702.66 （92.93） 722.99 （103.53）

注．（　）内は標準偏差。

Figure 5-1　サビタイジングのみが行われる場合

Figure 5-2　サビタイジングと意味処理もしくは無関連言語
音の処理のいずれかが並列的に行われる場合

Figure 5-3　サビタイジングと意味処理および無関連言
語音の処理がともに並列的に行われる場合

Figure 5-4　サビタイジングと意味処理が継次的に処理
された場合

　この 4つの模式図は同時に処理できる容量は同じ，サビタ
イジングにかかる延べ処理容量は同じであることを想定して
いる。図の長方形の縦の長さが同時に処理できる容量を示し，
横の長さが（サビタイジングの）処理にかかる時間を示して
いる。また，点線で区切られた部分は言語的な処理もしくは
サビタイジングのみを行っており，同じ処理を行っている場
合，面積が同じならば，処理全体では同じ延べ処理容量を必
要とすることを示す。さらに長方形の右側に示してあるよう
に，処理容量全体では余力があっても，ある時点でサビタイ
ジングに関して割り当てられる処理容量には制限があること
を想定している。
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があるため，処理資源に余裕があっても，ある程度以上，
サビタイジングの処理速度が速くなるわけではない。
また，成人では処理容量（能力）が十分に大きいため，
妨害課題が無関連言語音の言語的な処理か有意味刺激の
意味処理の片方のみの場合，処理資源の余裕部分（Figure 

5-2の四角の上の部分。これは Figure 5-1の四角の上の
空白部分と同じ）で処理され，サビタイジングには何の
干渉も生じない（Figure 5-2）。しかし，無関連言語音の
言語的な処理と有意味刺激の意味処理の 2つがサビタイ
ジングと並列的に処理された場合にはサビタイジングの
ための処理容量が不足し（Figure 5-3），処理の時間が増
加することでサビタイジングを完了するための処理資源
を確保したのではないかと考えられる。
なお，ここまで無関連言語音の処理だけではなく，有
意味刺激の意味処理に関しても並列的な処理として考
えてきた。意味処理に関して継次処理されると考える
（Figure 5-4；Figure 5-4は Figure 4-1にサビタイジング
に割り当てられる処理資源に限界があることと成人では
5歳児に比べて処理資源が大きいという前提を付加した
ものである）と，サビタイジングの対象は有意味刺激だ
が，無関連言語音が呈示されない場合，まず，意味処理
をしてからサビタイジングに取り掛かることになり，意
味処理の時間分，反応時間が延びる（干渉が生じる）は
ずである（Figure 5-4の方が Figure 5-2よりも時間がか
かる点に注目）。しかし，実際にはサビタイジングの対
象は有意味刺激だが，無関連言語音の呈示がない場合，
干渉は生じていない，すなわち，ノイズ条件下で有意味
刺激の場合と無意味刺激の場合のサビタイジングの反応
時間に違いが見られなかったことから，有意味刺激の意
味処理が継次的に行われている（Figure 5-4）と解釈す
ることはできない。
したがって，実験 1と 2の結果を総合的に説明する
には，サビタイジングに割り当てられる処理資源に限界
があることと成人では 5歳児に比べて処理資源が大きい
ことを仮定した上で，サビタイジングと意味処理および
無関連言語音の処理が並列的に行われると考えるモデル
（Figure 5-3）が最も適切である。
ところで，マッチング刺激の種類によらず，無関連言
語音も有意味刺激も同じパターンでサビタイジングに干
渉を生じた。これはマッチング刺激が数字でもドットで
もサビタイジングに際し，同じ処理をしていることを示
唆している。また，他の要因とは無関係にマッチング刺
激が数字の時よりもドットの時に反応時間が大きかった
ことから，数字の場合にはターゲット刺激のみをサビタ
イジングしているが，ドットのときにはターゲット刺激
とマッチング刺激の 2つをサビタイジングしており，こ
の 2つのサビタイジングは並列的には処理できないこと
を意味していると思われる。

したがって，マッチング刺激が数字のときにはサビタ
イジングによって把握した個数を数詞（数字）に変換す
る言語化の過程が必要だが，マッチング刺激がドットの
ときには言語化を含まない異同判断が可能であるといっ
た可能性は否定できる。ただし，サビタイジングによっ
て把握した個数を数詞（数字）に変換する言語化の過程
の存在が否定されたわけではない。反応が口頭でなされ
ない場合にも，マッチング刺激が数字の時にはターゲッ
ト刺激の集合の個数が数詞（数字）に変換する言語化の
過程の後に（マッチング刺激の）数字と異同が判断され，
マッチング刺激がドットの場合，ターゲット刺激の集合
の個数を数詞（数字）に変換するとともにドットに関し
ても数詞（数字）に変換し，両者の異同を判断するとい
う処理がなされている可能性は否定できない。したがっ
て，二重課題による妨害はマッチング刺激の種類が数字
の場合もドットの場合も集合の個数を数詞（数字）に変
換する言語処理過程への干渉により生じているのかもし
れない。ただし，サビタイジングによって把握した個数
を数詞（数字）に変換する言語化の過程が存在するなら
ば，それはサビタイジングの処理過程として切り離せな
いのではないだろうか。

総　合　考　察

本研究の目的の一つはサビタイジングと他の認知領域
―特に言語処理―の関係を検討することであった。
サビタイジングと言語処理の関係としては，数ストルー
プ課題を用いた先行研究（渡邉，2008，2009）や意味
処理とサビタイジングの干渉を示した先行研究（井関・
菊地，2008）の結果から，サビタイジングと言語処理が
注意段階で互いに処理資源を奪い合うことが想定された
が，両者の関係が継次モデル（Figure 1-1）と並列モデ
ル（Figure 1-2）のいずれで説明できるかはわからなかっ
た。5歳児が対象の実験 1では，サビタイジングと同時
に無関連言語音を聴覚呈示したところ，サビタイジング
との干渉が見られた。無関連言語音はサビタイジングと
並行して，言語処理過程―おそらく音韻ループ内の音
韻ストア（phonological store）―へ強制的に侵入し処
理されると考えられることから，サビタイジングは並列
的な言語処理に処理資源を奪われる並列モデルで説明可
能であった。さらに，成人が対象の実験 2からは「サビ
タイジングに割り当てられる処理容量には限界がある」
ことと「成人では 5歳児に比べて処理容量が大きい」こ
とを想定すれば，サビタイジングと意味処理および無関
連言語音の処理が並列的に行われるモデル（Figure 5-3）
によって，サビタイジングと言語的な処理過程の関係を
説明可能であった。
先行研究では，サビタイジングの能力は相当早い時期

から備わるという主張がある。本研究の結果は幼児（5
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歳児）と成人では処理資源の容量に違いがあるものの，
サビタイジングが他の認知処理（言語処理）過程からの
干渉を受けることから，幼児も成人もサビタイジングが
注意処理過程で他の処理過程と注意資源を分け合いなが
ら並列的に処理されるモデルを想定することが妥当であ
ると考えられる。
成人では処理容量（能力）が十分大きいため，並列的
に処理される他の課題の負荷が十分大きい場合にのみ干
渉が生じる―無関連言語音の呈示のみでは負荷が小さ
すぎる―のであれば，今後，成人に対してより負荷の
大きな二重課題，例えば構音抑制，を実施すれば，サビ
タイジングへの干渉が生じると思われる。また，処理容
量（能力）の増大によって二重課題の妨害効果が異なる
ならば，5歳から成人の間の年齢を対象としたデータを
収集すれば，処理容量（能力）の漸増に伴い干渉が小さ
くなっていくことが予想される。
また，実験 2ではサビタイジング対象の刺激の個数と

その個数に対応する（もしくはしない）数字の異同を判
断する条件とサビタイジング対象の刺激の個数とドット
の個数の異同を判断する条件を設定した。マッチング刺
激が数字でもドットでもサビタイジングに際し，同じ処
理がされることが示唆されたが，サビタイジングの処理
過程内に把握した個数を数詞（数字）に変換する言語化
の過程が存在する可能性を否定することはできない。ま
た，相当早期（乳児期）から 3までの個数の弁別がで
きることが明らかにされている。こうした乳児の知覚的
弁別は生得的なカプセル化されたモジュール（知覚的処
理過程）で行われ，言語の発達とともにこのモジュール
からの出力情報を数詞と連合させることで個数の認識と
してのサビタイジングが実現されるのかもしれない。数
詞や数唱といった言語的な数の認識がない状態からある
状態へと移行する過程にもサビタイジングが存在するの
か，また，存在するとしたら 5歳児と同様の機構・処理
なのかといった疑問が残されている。こうした点につい
ては本研究で対象とした 5歳児よりも幼い子どもたちに
ついて検討していく必要があるかもしれない。さらに，
物の個数を数える場合，サビタイジングの他にカウン
ティングという方法がある。カウンティングは大部分言
語的な処理過程から構成されると考えられるが，サビタ
イジングとカウンティングの関係については一致した見
解が得られていない。サビタイジングとカウンティング
の関係についてもさらに研究が期待される。
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本研究は，思春期・青年期における広汎性発達障害（以下，PDD）者が自己をどのように理解してい
るのかを明らかにすることを目的とする。22名の PDD者と 880名の定型発達者を対象に，自己理解質問
（Damon & Hart, 1988）を実施し，得られた回答を自己理解分類モデル （SUMPP）に基づき，領域，対人
性タイプ，肯否の 3つの側面において分類した。その結果，（1）PDD者は，他者との相互的な関係を通
して自己を否定的に理解し，他者の存在や影響を全く考慮せずに自己を肯定的に理解する傾向にあるこ
と，（2）PDD者は，「行動スタイル」の領域における自己理解が多く，その中でも障害特性としてのこだ
わりに関連する「注意関心」の領域が PDD者にとって自己評価を高く保つために重要な領域であること，
（3）PDD者は，自己から他者あるいは他者から自己へのどちらか一方向的な関係のなかで自己を理解す
ることが多く，Wing（1997 /1998）の提唱する受動群や積極奇異群との関連が示唆されること，（4）社会
的な情勢や事件への言及がPDD者の自己理解において重要である場合があることなどが明らかにされた。
【キー・ワード】　広汎性発達障害，自己理解，思春期，青年期

問題と目的

自閉性障害を世界で初めて研究報告した Kanner

（1943）は，その特徴を「極端な自閉的孤立（extreme 

autistic aloneness）」と表現した。Autismとは，本来，
精神分裂病 1） のひとつの症状であり，現実との活性的
な接触を喪失した状態を指す（Minkowski, 1953 /1954）。
他者との関係を排除し自分の中に閉じているというその
由来から，自閉性障害が自己と他者との関係の特異性に
根源をおく障害であることが示唆される。
自己（self）は，社会的な経験や活動の過程で生
じ，他者との関係形成の結果として発達する（Mead, 

1934 /1973）。にもかかわらず，他者との関係性は，その
多様性や定義の難しさから，自己の発達研究の中で扱わ
れることは殆どなかった（Goossens & Phinney, 1996）。
近年ようやく他者との関係性の視点から自己の発達をと
らえようとする試みが，アイデンティティ研究領域で注
目され始めている（Josselson, 1994）。そのような中，杉
村（1998）は，アイデンティティの形成を「自己の視点
に気づき，他者の視点を内在化すると同時に，そこで生
じる両者の視点の食い違いを相互調整によって解決する
プロセス」とし，その実際の作業は「人生の重要な選択
を決定するために，他者を考慮したり，利用したり，他
者と交渉することにより問題解決していくこと」と定義
した。

他者との関係性の中で自己が形成されるのならば，関
係性の特異性に根源をおく自閉性障害をはじめとする広
汎性発達障害（Pervasive Developmental Disorders；以下，
PDD）者は，どのような自己の形成を示すのか。これ
について示唆を与えてくれるのは，近年多く出版される
ようになった PDD者の自叙伝（例えば，森口，2002；
Williams, 1992 /1993）である。そこには，幼年期の彼ら
が顔の見分けがつかない他者に突如自分の世界を邪魔さ
れる感覚，集団行動ができずいじめやからかいを受けた
児童期の悲しみや苛立ち，そして思春期・青年期には「自
分は普通の人とは違う」「自分は一体何者なのか」といっ
た自己への不安や疑問など，彼ら自身しか感じ得ない貴
重な世界が主観的・回想的に綴られている。
思春期・青年期の PDD者が自己に対する意識を強く
することは，Kanner（1943）の報告から約 30年後の追
跡研究（Kanner, Rodriguez, & Ashenden, 1972）にも述
べられている。10代前半から半ば，彼らは自分たちの
特異性を不安げに気にし始め，それを何とかしようと意
識的に努力したという。このような PDD者の傾向は，
現在は数多くの実証的研究や詳細な観察に基づく経験
的記録に示され （Hobson, 1993 /2000; Wing, 1997 /1998; 

Capps, Sigman, & Yirmiya, 1995; Bauminger, Shulman, & 

Agam, 2004），PDD者がアイデンティティ確立に向けた
基盤となる意識を持つことをうかがわせる。しかしなが
ら，アイデンティティ形成のために必要な相互調整や相
互交渉（杉村，1998）に，PDD者は困難を示すため，「自
分は何者か」という問いへの答えを見つけることは彼ら
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原　　　著

1）当時の精神分裂病（Schizophrenia）は，現在では統合失調症と訳
される。
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にとって容易でなく，他者との関係性の中で自己を理解
することが難しいと考えられる。よって，今日，PDD

者に対し自己理解という視点からの支援が急務である。
PDD者の自己に関する先行研究を概観すると，自己
に対する価値付けや自尊心など評価的側面の研究と，自
己に対する理解という認識的側面の研究に分けられる。
前者では尺度を用いた定量的な測定法が，後者では言語
表現に対する質的検討法が用いられる。
前者には， Self-Perception Profile for Children（以下，

SPPC）（Harter, 1985）を使用した一連の先行研究があ
る（Capps et al., 1995；岡，2006；山内・納富・木谷・
吉田，2003；Bauminger et al., 2004）。SPPCは，学業・
社会性・運動・容姿・振舞いの 5領域における自己評
価と，全体的自己感という自尊心で構成される尺度であ
り，領域ごとに複数の項目（例えば，社会性領域では「自
分はすぐ友達をつくることができる」「自分は友達がた
くさんいる」など）を対象者が 4段階で評定する。この
SPPCを用いた調査により，PDD者は自己の社会性を
低く評価すること（Capps et al., 1995; Bauminger et al.，
2004）や，定型発達者は社会性の自己評価の低さが自尊
心の低さに関連するのに対し，PDD者は必ずしもそう
ではないこと（Capps et al., 1995；山内ほか，2003）な
どが明らかにされてきた。
これらの結果より，PDD者の自己評価の特異性がう
かがわれる一方，PDD者がそもそも定型発達者と同様
の価値判断や評価基準を用いて自己を評価しているか
という点に疑問が残る。例えば，PDD者が「友達がた
くさんいる」という社会性項目について「当てはまらな
い」という低い評定を行ったとしても，たくさん友達が
いることが当人にとって重要かどうかは不明であるた
め，それが低い自己評価には直結しない。研究者が定め
た尺度において，ある人の理想と現実とのズレが大きく
ても，その人にとって理想とは無関係のあまり意味を持
たない領域であれば，それは自己に反映されない（遠藤，
1991）。PDD者の自己評価が自尊心に反映されないとい
う結果（Capps et al., 1995ほか）は，このような価値判
断や評価基準そのものが PDD者と定型発達者とでは異
なることを示唆する。よって，PDD者が価値を置く自
己の側面を重視する場合，予め用意された項目に対する
評価を測定するのではなく，対象者から表現される自己
の範囲を拡張させることが必要である。
後者としての質的検討法は，上述の点に対処してお
り，自己理解発達モデル（Damon & Hart, 1988）を用い
た検討（Lee & Hobson, 1998; Farmer, Robertson, Kenny, 

& Siitarinen, 2007）や，そのモデルを改訂した自己描出
内容分類カテゴリー（佐久間・遠藤・無藤，2000）を用
いた検討（野村・別府，2005）などが行われている。

Damon & Hart（1988）による自己理解発達モデルは，

自己に関する質問（例えば，「自分はどんな人だと思う？」
「自分の長所・短所は？」など）を個別面接で行い，回
答をモデルに従い分類する。対象者の自発的な表現が優
先され，かつ対象者の言葉の意味を明確にするための詳
細なやりとりが可能となる。Lee & Hobson（1998）は，
自閉性障害者 12名（生活年齢 9歳 2カ月～19歳，言語
性精神年齢 4歳 4カ月～9歳 9カ月）を対象にこのモデ
ルを適用した。その結果，自閉性障害者が，他者との相
互交渉のあり方から自己を理解する「社会的自己」カテ
ゴリーの言及（例えば「他者を手伝う」「社会的な集団
に所属する」）や，他者との関係ややりとりをふまえた
「比較による自己査定」レベルの言及（例えば，「自分は
友達とうまく付き合っていることを誇りに思う」）が少
ないことを示した。また，Farmer et al.（2007）は，ア
スペルガー障害者（生活年齢 13歳 2カ月～15歳 9カ月）
を対象にこのモデルを適用し，「比較による自己査定」
および「対人的意味付け」レベルの言及数が少ないとい
う点で，Lee & Hobson（1998）の結果の一部を支持し，
アスペルガー障害者の対人的な自己の側面が未発達であ
ると考察した。
野村・別府（2005）は，佐久間ほか（2000）による

自己描出内容分類カテゴリーを用いて，小中学生の高機
能自閉性障害者 63名を対象に調査を実施した。その結
果，例えば「人前で発表すると緊張する」など自己の外
向的な行動や，「元気」「明るい」など自己の外向性に関
する人格特性への言及数が，全体的言及の中で特に少な
いという点で，Lee & Hobson（1998）および Farmer et 

al.（2007）と共通する見解を示した一方，このような自
己の対人的側面への言及は，対象者の年齢の向上に伴い
発達することを指摘した。
自己理解発達モデルや自己描出内容分類カテゴリーの
問題点として，PDDの障害特性が分類基準に反映され
ていないことが指摘される。いずれも定型発達者の自己
理解をとらえるため設定された枠であり，定型発達者の
基準を PDD者に当てはめている。よって，PDD者特有
の言及が得られたとしても，枠外に排除されるか，ある
いはその他の表現と一緒に規定の分類枠の中に埋もれ，
その独自性が明示されない可能性がある。したがって，
PDD者の自発的な自己理解の表現をとらえるためには，
分類の枠そのものに PDDの障害特性を反映する必要が
ある。また，対人関係面の困難を示す彼らであるからこ
そ，他者とのどのような関係性の中で自己を理解するの
かを検討すべきである。さらに，先行研究の中では自己
のできなさや嫌いなところなどの否定的側面が強調され
る彼らであるが，彼ら自身の価値判断・評価基準に則って，
自己理解の肯定的・否定的側面を検討する必要がある。
以上より，本研究では，思春期・青年期の PDD者自

身から表現される自己理解をとらえるにあたり，彼らの
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障害特性を反映した分類枠を使用し，対人的側面および
肯定・否定的側面をふまえて検討することを目的とする。

方　　　法

1．分類枠
PDD者の自己理解をとらえるために相応しい分類枠と

して，本研究では滝吉・田中（2009）による自己理解モ
デルを，Self-understanding model for people with PDD （以
下，SUMPP）として適用した。SUMPPは，自己理解領
域分類（Table 1），対人性タイプ（Figure 1），肯定・否定
の 3側面から構成される。自己理解領域分類では，PDD

に特有のこだわりや興味関心の限定などにみられる特性
が分類可能な領域や，思春期・青年期が対象であること
を考慮した人格特性に関する領域，さらに，どの領域に
も属さない言及を分類可能な「その他」の領域が設置さ
れている。また，対人関係面に関しては，Ⅰ「他者への
言及なし」，Ⅱ「他者から言われたことをそのまま受けと
める，規範的な価値判断から自己をとらえる」，Ⅲ「他者
への一方的なかかわりや比較を通して自己をとらえる」，

Ⅳ「他者との相互作用，他者の存在・行動などの影響か
ら自己をとらえる」の 4点が設置された対人性タイプへ
の分類により検討可能となる。さらに，肯定・否定に関
しては，PDD者自身の価値観に基づき，肯定的，否定的，
中立的の 3つの視点からとらえて検討する。例えば，「お
しゃべり」という自己の特徴について，「周りを明るくす
る」という肯定的な意味づけがされている場合，「うるさ
いと叱られる」など否定的な意味づけがされている場合，
さらには「友達と一緒のときはいいけど，先生と一緒の
ときはあまりよくない」など中立的な意味づけがされて
いる場合といったように，PDD者自身の価値基準に基づ
いた分類を行うことが可能である。 

2．対象者 
PDD群は，某クリニックにて，自閉性障害・アスペ
ルガー障害・広汎性発達障害（特定不能を含む）いずれ
かの診断を受けた，男子 18名，女子 4名，計 22名であっ
た。知能指数は，FIQ67～117（平均 FIQ96），VIQ65～
118（平均 VIQ97），PIQ76～127（平均 PIQ96）），生活
年齢は，12歳 4カ月～18歳 6カ月（平均 14歳 8カ月）

Table　1　自己理解領域分類（滝吉・田中，2009を一部改変）

上位領域 / 下位領域 具体例

身体的 ･外的属性

　1.下位分類不能 2～3へ分類するための理由が不十分なもの ・女らしくない（理由として「そう思われるから」等）

　2.身体的特徴 身体的特徴や外見についての価値基準を含む言及 ・背が高い，太っている，かわいい，目が悪い

　3.外的所属 所属，職業，場所などに関する言及 ・大学生，職業，部活動，住所

行動スタイル

　4.下位分類不能 5～7へ分類するための理由が不十分なもの ・よく働く（理由として「頭脳が発達するから」等）

　5.活動 典型的な行為や行動 ・野球をする，いつも～する

　6.能力評価 能力への評価を含む行動 ・勉強ができない，走るのが速い ,歌がうまい

　7.注意関心 嗜好 ･興味 ･欲求 ・～が好き，～が欲しい，～に関心がある

人格特性　

　8.下位分類不能 9～13へ分類するための理由が不十分なもの ・性格が変わる（理由として「なんとなく」等）

　9.内向―外向 外界に対して積極的に働きかけるか，内面の活動
に沈着して不活発になるか

・明るい，活発，独居，支配的，目立ちたがり，
物静か，気が弱い，人見知り，ムードメーカー

10.分離―愛着 対人的な関係性や距離の代表 ・冷淡，無関心，信頼，受容，協調，マイペース，
自己中心的，人の役に立つ，独自性

11.自然―統制 自己や環境に対する意思による統制 ・怠惰，無責任，計画的，我慢する，やる気がある，
真面目（統制的），諦めない，負けず嫌い

12.非情動―情動 心身へのストレスや脅威に対する情動反応 ・のんき，気楽，不安，緊張，プラス / マイナス思考，
短気，イライラする

13.現実―遊戯 現実的，あるいは現実からの離脱 ・現実的，権威主義，遊戯的，夢想家，頭が固い，
真面目（保守的），ふざける，面白い，楽しい，
夢中になる，挑戦的，正直，工夫する，常識的，
真剣，現実逃避

その他 上記全領域へ分類するための理由が不十分なもの ・普通（理由として「特に変わった点がないから」等）
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であった。所属は，中学生 13名（全員通常学級），高校
生 8名，福祉就労 1名であった。
定型群は，公立中学校通常学級に在籍する男子 201名，
女子 200名の計 401名（1年生 136名，2年生 120名，
3年生 145名），および県立高校に在籍する男子 230名，
女子 249名の計 479名（1年生 255名，2年生 224名），
合わせて 880名を対象とした 2）。
3．手続きおよび質問内容　

Damon & Hart（1988）による自己理解質問項目（【自
己定義】自分はどんな人だと思う？【自己評価】自分の
長所／好きなところは？自分の短所／嫌いなところは？
【自己投影】現在の自分は，5年前の自分に比べてどん
なところがどのように変わった／同じ？ 5年後の自分
は，現在の自分に比べて，どんなところがどのように変
わっている／同じだと思う？【自己の関心】どんな人に
なりたい？）を用いた。

PDD群に関しては，個別面接にて，本人の了解を得
て面接者が筆記並びに録音での記録を行った。質問ごと
に「なぜそう思う？」「どんなとき？」等，詳細な理由
の説明を促すプローブ質問を行った。また，必ず「他に
は？」と尋ね，対象者の回答がなくなった時点で次の質
問に移った。面接時間は約 50～90分だった。なお，別
室にて，対象者の保護者より，研究協力の了承を得たう
えで，家庭や学校場面での対象者の自己理解に関する情
報を得た。
定型群に関しては，初対面の相手との個別面接よりも，
無記名での記述のほうが自己を開示しやすいと考え，質
問紙法で上記の質問を実施した。授業時間または放課後
に質問紙を配布し，配布者および記載によって，回答は
他の人と相談しないこと，できる限り多く答えること等

を指示した。質問ごとに「なぜそう思うか理由をできる
だけ詳しく述べてください」というプローブ質問を記載
した。記入時間は約 10～180分だった。
4．分類方法および得点化　
得られた回答は，Damon & Hart（1988）に基づき，1

つの特徴について述べられた部分を 1言及とした。1言
及ごとに，領域，対人性タイプ，肯否の 3側面において
分類した。
上位領域に関しては，各言及を，身体的・外的属性，

行動スタイル，人格特性の 3点に分類した。いずれにも
属さない「その他」への分類も含め，対象者ごとの言及
数の合計を 100％として，各上位領域および「その他」
への言及を割合に換算した後に，逆正弦変換を行い，上
位領域得点とした。また，各上位領域に分類された言及
を，さらに下位領域へ分類した。対象者ごとに，各上位
領域における言及数の合計を 100％として，各下位領域
への言及割合を換算し，逆正弦変換後に下位領域得点と
した。以下の統計的分析においては，分類のための理由
が不明確な下位分類不能領域（「1.身体的・外的属性下
位分類不能」，「4.行動スタイル下位分類不能」，「8.人格
特性下位分類不能」）の得点を除き検討を行った。
対人性タイプに関しては，各言及を対人性タイプⅠ～
Ⅳに分類した。領域において「その他」に分類された言
及は，対人性タイプへ分類されなかったが，各対象者の
言及数の合計は「その他」を含め 100％として各対人性
タイプの割合を算出し，逆正弦変換を行ったうえで対人
性得点を算出した。
肯否に関しては，肯定，否定，中立の 3点から各言及

を分類した。領域において「その他」に分類された言及
の肯否は分類されなかったが，言及数の合計は「その他」
を含め 100％としたうえで，対象者ごとに肯定，否定，
中立の割合を算出し，逆正弦変換を行ったうえで肯否得

Figure 1　対人性タイプ（滝吉・田中，2009を一部改変）

2）定型群に関しては，滝吉・田中（2009）における対象者の回答を，
統計的手法上の問題を改善したうえで再分析を行った。
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点を算出した。
以下の統計には，SPSS15.0を使用した。

結　　　果

1．年齢差および一致率
両群の年齢差について t 検定を行った結果，有意では

なかった（t（900）=−0.86，n.s.）。
PDD群は 310（平均 14.09），定型群は 7283（平均 8.28）

の言及が得られた。PDD群は回答全体の 50％，定型群
は回答全体の 30％を，それぞれ 2名の評定者が分類した。

一致率は，PDD群Cohenのκ=.68，定型群κ=.74であり，
ほぼ十分な一致が認められた。評定の不一致については，
協議のうえ評定を決定した。
2．各得点の群間比較
領域（上位・下位），対人性タイプ，肯否それぞれの

側面における各カテゴリーで，各群が示した得点の平均
を Table 2に示す。
（1）上位領域得点　どの上位領域において自己に言
及するかは障害の有無により異なるのかについて，2要
因分散分析を行い検討した。その結果，障害の有無（F

Table 2　各群における得点平均値

PDD群 定型群 PDD群 定型群

上位
領域
・
下位
領域

身体的・外的属性 　19.20a

（14.84）
　6.37b

（12.15） 身体的特徴 　10.12c

（12.98）
　4.83d

（10.52）

外的所属 　12.60a

（11.67）
　1.89b

　（6.61）

行動スタイル 　43.49a

（17.18）
　20.53b

（17.24） 活動 　24.34
（15.28）

　13.03
（14.83）

能力評価 　18.15
（13.67）

　7.13
（12.00）

注意関心 　17.54
（12.56）

　3.92
　（9.12）

人格特性 　27.53c

（15.80）
　41.28d

（26.54） 内向外向 　5.63
　（9.29）

　15.13
（15.66）

分離愛着 　14.17
（11.19）

　25.53
（15.41）

自然統制 　7.99
（11.49）

　18.48
（15.80）

非情動情動 　10.46
（13.79）

　16.26
（15.05）

現実遊戯 　3.60
　（6.85）

　9.67
（13.11）

その他 　9.45a

（12.96）
　2.53b

（7.83）

対人性
タイプ

Ⅰ 　42.75
（12.90）

　43.37
（18.92）

Ⅱ 　19.92a

（12.18）
　7.43b

（11.94）

Ⅲ 　12.55a

（12.02）
　3.62b

（8.60）

Ⅳ 　25.79
（15.53）

　32.07
（17.83）

肯否

肯定 　33.20a

（12.81）
　49.48b

（13.63）

否定 　35.05
（12.85）

　32.57
（12.94）

中立 　24.48a

（15.16）
　11.42b

（13.92）
注．aと b：p <.001，cと d：p <.05。下段（　）内は標準偏差。PDD群における「外的所属」への言及 20個中 14個が【自己の関心】
を問う質問において得られた。
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（1, 900）=6.72，p <.001）および上位領域得点（F（2, 

1800）=38.79，p <.001）の主効果，さらに交互作用（F
（2, 1800）=24.81，p <.001）が有意であった。単純主効
果の検定を行ったところ，全領域で有意差が示された
（身体的・外的属性：F（1, 900）=23.67，p <.001；行動
スタイル：F（1, 900）=38.11，p <.001；人格特性：F（1, 

900）=5.84，p <.05）。多重比較（Bonferroni）により，
身体的・外的属性と行動スタイルでは PDD群が，人格
特性では定型群が，それぞれ有意に高いことが示された。
「その他」の得点に関しては，障害の有無について 1要
因分散分析を行った結果，PDD群の得点が定型群より
も有意に高い（F（1, 900）=16.07，p <.001）ことが示さ
れた。
（2）下位領域得点　各上位領域の中で，さらにどの
ような領域において自己に言及したのか，障害の有無と
の関連を検討するため，以下の分析を行った。身体的・
外的属性に関して，障害の有無×下位領域得点の 2要
因分散分析を行った結果，障害の有無による主効果が
示された（F（1, 900）=30.53，p <.001）。また，交互作
用（F（1, 900）=4.66，p <.05）が示されたため，単純主
効果の検定を行った結果，定型群において身体的特徴の
得点が外的所属よりも有意に高いことが示された（F（1, 

900）=56.27，p <.001）。行動スタイルと人格特性に関
しては，それぞれで障害の有無×下位領域得点の 2要因
分散分析を行った。その結果，両方で，障害の有無（行
動スタイル：F（1, 900）=58.03，p <.001；人格特性：F
（1, 900）=51.00，p <.001）および下位領域得点 （行動
スタイル：F（2, 1800）=10.19，p <.001；人格特性：F（4, 

3600）=8.40，p <.001）の主効果が示され，交互作用は
示されなかった（行動スタイル：F（2, 1800）=0.30, n.s.；
人格特性：F（4, 3600）=0.59，n.s.）。
（3）対人性得点　自己を理解する際に言及する他者
との関係性は，障害の有無によりどう異なるかについて，
2要因分散分析を行い検討したところ，障害の有無（F（1, 

900）=5.46，p <.05）と対人性得点（F（3, 2700）=94.14，
p <.001）の主効果，および交互作用が示された（F（3, 

2700）=7.03，p <.001）。単純主効果の検定により，対人
性タイプⅡおよびⅢにおいて有意差が示され（Ⅱ：F（1, 

900）=23.44，p <.001；Ⅲ：F（1, 900）=22.65，p <.001），
どちらも PDD群の得点が定型群よりも有意に高いこと
が明らかにされた。
（4）肯否得点　自己を肯定，否定，中立的に理解
するかは，障害の有無により異なるかについて，2要
因分散分析を行った結果，肯否得点の主効果（F（2, 

1800）=52.36，p <.001），および交互作用（F（2, 1800）
=20.27，p <.001）が認められた。単純主効果の検定
により，肯定および中立において有意差が示され（肯
定：F（1, 900）=30.73，p <.001；中立：F（1, 900）=18.79，

p <.001），肯定の得点は PDD群が有意に低く，中立の
得点は PDD群が有意に高いことが明らかにされた。
3．各側面間における関連の検討
領域（上位・下位），対人性タイプ，肯否の各側面間

の関連を群ごとに検討するため以下の分析を行った。定
型群は Table 3に，PDD群は Table 4に結果をそれぞれ
まとめて示す。
（1）下位領域　群ごとに，各下位領域における言及
について，対人性タイプおよび肯否の側面との関連を検
討するため，各下位領域得点の中央値を基準として（中
央値と同じ得点は分析から除外）高群・低群に分けた。
そのうえで，対人性得点および肯否得点それぞれとの関
連を t 検定により求めた。その結果，能力評価および注
意関心の領域における得点が高い場合，両群ともに対人
性タイプⅠの得点が高いことや，非情動情動の領域にお
ける得点が高い場合，PDD群では否定的な言及の得点
が高いのに対し，定型群では肯定的な言及の得点が高い
ことなどが示された （Table 3, 4）。
（2）対人性タイプ　群ごとに，各対人性タイプにおけ
る言及について，上位領域および肯否の側面との関連を
検討するため，各対人性得点の中央値を基準に高群・低
群に分類したうえで，群ごとに，上位領域得点および肯
否得点との関連を t 検定により求めた。定型群では，対
人性タイプⅠの得点が低い群が肯定的な言及の得点が有
意に高い（Table 3）のに対し，PDD群では，対人性タ
イプⅠの得点が高い群のほうが肯定的な言及の得点が高
い傾向が有意であること（Table 4）が示された。

 （3）肯否　群ごとに，肯否における言及について，
上位領域および対人性タイプの側面との関連を検討する
ため，肯否得点の中央値を基準として高群・低群に分け
た。そのうえで，上位領域得点および対人性得点それぞ
れとの関連を t 検定によって求めた。定型群では，否定
の得点が高い群は対人性タイプⅠの得点が高く，肯定の
得点が高い群は対人性タイプⅣの得点が高いことが示
された（Table 3）のに対し，PDD群では，否定の得点
が高い群が対人性タイプⅣの得点が高いことが示された
（Table 4）。
4．自己理解言及の内容についての検討

2．および 3．の分析結果より，特徴的であった言及
について，「その他」へと分類された言及も含めその具
体例を Table 5に示す。

考　　　察

1．対人性タイプおよび肯否における特徴
自己と他者の間の一方向的な関係性の中での自己理解

（対人性タイプⅡ，Ⅲ）が PDD群に多く，相互的な関
係性の中での自己理解（対人性タイプⅣ）は群間で差が
ないという結果（Table 2）は，自閉性障害者の社会的・
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Table　3　定型群における各カテゴリー間の関連

得点

群

対人性得点 肯否得点 上位領域得点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 肯定 否定 身体
・外的

行動
スタイル

人格
特性

下
位
領
域

身体的
特徴

H>L*
t（878）
=2.33

H<L***
t（878）
=−4.51

外的
所属

H<L***
t（878）
=−3.52

活動
H>L*
t（878）
=2.02

H>L**
t（878）
=2.92

H<L**
t（878）
=−3.07

H<L*
t（878）
=−2.24

H>L*
t（878）
=4.74

能力
評価

H>L**
t（878）
=2.97

H<L***
t（878）
=−5.08

注意
関心

H>L***
t（878）
=3.28

H<L*
t（878）
=−2.27

H<L*
t（878）
=−2.01

H<L***
t（878）
=−3.27

内向
外向

H>L**
t（865）
=2.83

H>L***
t（865）
=8.33

H>L***
t（865）
=5.38

分離
愛着

H<L***
t（834）
=−3.19

H<L*
t（834）
=−2.05

H>L***
t（834）
=14.01

H>L**
t（834）
=2.63

自然
統制

H>L**
t（831）
=−2.89

H<L*
t（831）
=−2.23

H>L**
t（831）
=−2.23

非情動
情動

H>L*
t（847）
=2.44

現実
遊戯

H>L†

t（878）
=1.95

対
人
性
タ
イ
プ

Ⅰ
H<L***
t（872）
=−4.48

H>L***
t（872）
=5.60

H>L***
t（872）
=6.08

Ⅱ
H>L**
t（878）
=2.58

Ⅲ
H>L*
t（878）
=2.31

Ⅳ
H>L***
t（789）
=4.18

H<L***
t（789）
=−5.97

H<L***
t（789）
=−7.31

肯
否

肯定
H>L**
t（850）
=2.89

H<L*
t（850）
=−2.01

H<L**
t（850）
=−2.83

否定
H>L*
t（825）
=2.06

H>L***
t（825）
=3.89

†p <.1，*p <.05，**p<.01，***p <.001
注．Hは高得点群，Lは低得点群を表し，t 値は H-Lを示す（例えば，身体的特徴における高得点群（H）は低得点群（L）よりも対人性タ
イプⅠの得点が有意に高く，低得点群（L）は高得点群（H）よりも対人性タイプⅣの得点が有意に高い）。
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対人的な自己理解の少なさを指摘する先行研究（Lee & 

Hobson，1998ほか）の結果と異なる。PDD者は，対人
性を含む自己理解を行わないのではなく，他者との関係
性の中で自己を理解する際に以下のような特徴があると
思われる。
まず，PDD者が，他者から自己への一方向的な対人
性（対人性タイプⅡ）の中での自己への言及が多いこと
は，PDD者が自己の内面を顧みる困難さを補うために，
先生や養育者から言われたことをそのまま自己として表
現するというMitchell & O’Keefe（2008）の指摘と一致
する。対人性タイプⅡは，規則やルールに従うこと，他
者からの言いつけを守ることを意味し，そのような点は，
Wing（1997 /1998）による自閉症スペクトラム障害のタ
イプの中でも特に，「人との接触を受け入れ，他人を避
けはしないが自分から人との交わりを始めようとはしな
い」「従順で，言われたことに従う」ような受動群に共
通する特徴と考えられた。また，対人性タイプⅢについ
ては，自己から他者への一方向的なかかわりや比較を
行う点で，「自分の関心事を独特の一方通行で延々と述
べる」「話し相手の感情やニーズにまったく注意を払わ

ない」などの特徴を示す積極奇異群（Wing, 1997 /1998）
に共通すると考えられた。対人性タイプⅡおよびⅢが，
定型群よりも PDD群に多くみられた背景には，このよ
うな PDD特有の状態像が反映されていることが示唆さ
れる。
各側面間の関連の検討において，定型群では自己を肯

定的に理解する場合，相互的な対人性が高い（Table 3）
のに対し，PDD群では自己を否定的に理解する場合に
相互的な対人性が高いこと（Table 4）が示された。定型
群では，他者との相互的なやりとりや関係が，自己を肯
定的にとらえる規定要因となっている可能性があるのに
対し，PDD群では反対に，他者との相互的な関係性の
中で自己を理解する場合，自分自身のできなさや困難さ
を認識しやすく，自己を否定的にとらえることがうかが
われた。そのような PDD群が自己を肯定的に理解する
のは，他者の存在や影響を全く考慮しない場合であった
（Table 4）。つまり，PDD群は，相互的な対人性の中で
自己を否定的に，対人性を含めない中で自己を肯定的に
理解しているといえる。これは，Table 3に示された定
型群の特徴としての，相互的な対人性の中で自己を肯定

Table　4　PDD群における各カテゴリー間の関連

群　　　得点
対人性得点 肯否得点 上位領域得点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 肯定 否定 身体
・外的

行動
スタイル 人格特性

下
位
領
域

能力
評価

H>L*
t（20）
=2.70

注意
関心

H>L**
t（20）
=3.63

内向
外向

H>L*
t（20）
=2.16

非情動
情動

H>L*
t（20）
=2.49

対
人
性
タ
イ
プ

Ⅰ
H>L†

t（20）
=1.95

H>L**
t（20）
=2.86

Ⅱ
H<L†

t（17）
=−2.03

H>L†

t（20）
=2.00

Ⅳ
H<L†

t（20）
=-1.75

肯
否 否定

H>L*
t（18）
=2.77

†p <.1，*p <.05，**p <.01



223　思春期・青年期の広汎性発達障害者における自己理解

Table　5　言及の具体例

例 回答者 自己理解言及 領域 対人性 肯否
質問の
種類

1

PDD

中１
男子

〈どんな人になりたい？〉警察官になりたい。〈どうして？〉警察官になると，
人を助けられるから。

外的
所属

Ⅱ 肯
自己の
関心

2

PDD

中 2

男子

〈どんな人になりたい？〉しっかり仕事が出来る人間になりたいです。働いて
いるとき，クビになっちゃうと嫌。クビに絶対なるな，と今では思ってるんで
すけど。クビになりたくない，無職になりたくない。〈なぜクビになると思う
の？〉今は，こう見えても様々な問題を起こしてしまうので，クビになっちゃ
うかなって思います。未来の自分は，会社とかそういうのに限らないんですけ
ど，出来るだけ頑張って仕事をしたいです。

外的
所属

Ⅱ 否
自己の
関心

3

PDD

中 1

男子

〈5年後も変わらない自分の特徴は？〉やっぱり鉄道好きだと思うし，そこら辺
は変わってないと思う。

注意
関心

Ⅰ 肯
自己
投影

4

定型
高 2

女子

〈自分はどんな人？〉人の役に立つことが好き。〈どうしてそう思う？〉自分で
行動するよりも，他の人にアドバイスや手伝いをすることの方が多いから。

分離
愛着

Ⅳ 肯
自己
定義

5

PDD

中 2

男子

〈自分はどんな人？〉優しい人。〈どうしてそう思う？〉小さい子にいつも声か
けてて，悩みとかにこたえてる。

分離
愛着

Ⅳ 肯
自己
定義

6

PDD

高 2

女子

〈自分はどんな人？〉（しばらく考える）恐怖とか不安とかが強いから，何でも
かんでも友達に無理して合わせちゃう，そういう傾向があります。〈どんな恐
怖や不安？〉ここで断ったら嫌われちゃうかな，相手にあんまりよくないよう
に思われるかなって。（略） 

分離
愛着

Ⅳ 否
自己
定義

7

PDD

高 1

男子

〈自分について嫌いなところや苦手なことはある？〉ものごととか言われたこ
とを言葉どおり受け取ってしまうところ。〈どうして？〉他の人の会話聞いて
ると，「お前 1度死ねば」と聞こえてきたりして，言われた人は笑ってて冗談だっ
てわかってるんだろうなって。でも自分はまともに受け取ってカッターで切っ
たりとか。

非情動
情動

Ⅳ 否
自己
評価

8

定型
中 2

女子

〈5年前と変わったところは？〉明るく，なんでもすぐきりかえられるようになっ
た。〈なぜそう思う？〉悩むことがあってもいつまでもそうしていたら前に進
めないと思ったから。

非情動
情動

Ⅰ 肯
過去
投影

9

定型
高 1

男子

〈自分はどんな人？〉普通の人。〈なぜそう思う？〉特に変わったところがない
と思うから。

その他 – –
自己
定義

10

PDD

高 2

女子

〈自分はどんな人？〉変わってるのかな。だけど，どうなんだろうな…他の人
からみたら変な人なのかもしれないですね。〈なぜそう思う？〉なんかいつも
他の人と違うなって思う。〈どんなところが？〉うーん，色々ですね。なんか
…どうでしょうね，わからないです。〈色々ある中で強いて一つだけ言うなら？〉
どうでしょう，わからないです。

その他 – –
自己
定義

11

PDD

18歳
男子

〈願いがかなうとしたらどんな人になりたい？〉戦争がなくなってほしいです。
〈戦争がなくなることは，V君にとって…〉（質問が言い終わる前に）いいこと
だと思いますが。〈戦争がなくなると，どんな世の中になる？〉平和な世の中
になると思います。

その他 – –
自己の
関心

注．〈　〉は面接者の発言または質問紙における問いかけを示す。
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的に，対人性を含めない中で自己を否定的に理解する傾
向とは正反対である。PDD者の自己理解が否定的であ
ることを指摘する先行研究（Farmer et al., 2007；金井・
上村，2007）に対し，本研究では，PDD者が自己を肯
定的・否定的に理解する際それぞれの言及に含まれる対
人性が異なることを示したといえる。
対人性得点の群間比較（Table 2）において，対人性の
ない自己理解（対人性タイプⅠ）の割合に差がなかった
ことに関しては，内的な視点の有無という点から考察さ
れる。Capps, Yirmiya, & Sigman（1992）は，自己の感情
体験の語りについて，PDD者は例えば「何かとてもい
いことをしたとき幸せになった」のように，自分の感情
を一般的なこととして語るのに対し，定型発達者は例え
ば「誕生日に新しい自転車をもらって嬉しかった」のよ
うに，直接的に他者へと言及せずとも，社会的な相互作
用や他者の態度を自分の内的な視点に取り入れて語ると
指摘する。SUMPPでは，このような言及はどちらも対
人性のない言及に分類されるため，今後，内的な視点の
有無という点から両群の言及を検討する必要がある。
2．各領域における特徴
上位領域得点の比較（Table 2）より，PDD群は定型
群に比べて，身体的・外的属性および行動スタイルによ
り注目しやすいといえる。身体的・外的属性および行動
スタイルに関する言及は，自己の身体や所属，典型的な
行動や興味対象など，事実や視覚的に認識しやすいこと
への言及であり，人格特性と比べて自己を外的に理解す
るものである。一方，人格特性は，時間や場所を超えて
一貫性のある気質や個性に言及するものであり，身体
的・外的属性や行動スタイルへの言及に比べて，より内
的に自己を理解する言及といえる。自己を理解する際の
中心的視点は，年齢の発達に伴い，外的な特徴から内的
な特徴へ移行する（Montemayor & Eisen, 1977；遠藤，
1981；山田，1981）。思春期・青年期の PDD群が，身体的・
外的属性および行動スタイルの領域において自己を理解
する割合が高いことは，彼らの自己理解におけるひとつ
の大きな特徴であるといえよう。

PDD者が自己の人格特性に関する理解を表現するこ
とが少ない理由として，以下 2つの可能性がある。ひ
とつは，PDD者における他者との情緒・情動の共有体
験の少なさである。自分自身の言動に対し内的な一貫性
を見出し，それを気質として意味づけるためには，他者
との関係性の中で自己の情緒・情動を表出し，それに対
する他者からの反応を通して，自己内にある性格的な特
性に気づくことが求められる。このことについて詫摩
（1977）は，「情緒に基づく行動や情緒の生じ方，表出の
仕方がパーソナリティの中核を作っているといっても過
言ではない」と指摘したうえで，「情緒を適切に統制す
ることが，好ましい社会的関係を維持するために必要」

と指摘する。ふたつは，思春期・青年期の PDD者に特
有の，自己に対する否定や不安の高まりによる影響であ
る。自己の特異性に敏感になり膨らませた孤独感は，他
者との相互交渉的なやりとりを通して解決され得るが，
PDD者は障害特有の対人関係の苦手さによって，ます
ます周囲から孤立し，自己への否定的な思いを深めてい
く。アイデンティティの確立が課題であるこの時期，こ
のような不安定な状態を示すことで，自己内に一貫した
性格的特性を見出すことが難しいと考えられよう。

 （1）身体的・外的属性　滝吉・田中（2009）は，第
二次性徴期として身体的成長が著しい中高生は，自己内
の基準で理想的な体型や外見の絶対的イメージを強く抱
くため，現実の自身の身体的特徴については対人性を交
えず否定的な理解をすると指摘する。本研究では，PDD

群は身体的特徴と外的所属への言及割合に差がなく，定
型群のように自己の身体的特徴に言及しやすい特徴は示
されなかった。結果（Table 2）より，PDD者は自己の
身体的特徴を理解していないのではなく，自己の身体的
特徴と同程度に，自己の外的所属を重視していることが
うかがわれる。PDD群の外的所属に関する言及は，【自
己の関心】を問う質問の回答として多く得られた。つま
り，「どんな人になりたいか」と問われたとき，PDD者
は所属や職業に関する希望を述べることが多いといえ
る。具体例として，一般的な職業のイメージ（Table 5，
例 1）や，あるべき自己の姿としての一義的な叙述（Table 

5，例 2）がみられた。なりたい自己の理想として PDD

者が所属や職業を重視する背景には，彼らが進学や就職
の移行期に属することがある。進学や就職は，自己の理
想の姿を思い描く一方，学力や技術の不足や難しさと直
面する機会でもある。特に，PDD者にとっては，特別
支援学校への移行や，障害者枠での就労なども考慮すべ
き大きな転機である。本邦では，そのような彼らへの移
行支援の体制の不十分さが指摘される（田中・八重田，
2008）ことからも，思春期・青年期の PDD者にとって，
進学や就職は，定型群以上に注目される出来事であると
いえよう。
（2）行動スタイル　能力評価および注意関心の領域
は，両群とも，対人性タイプⅠが多い点で共通していた
（Table 3，4）。PDD群の場合，対人性を含めず自己を理
解する場合は自己を肯定的にとらえる傾向があることか
ら，能力評価および注意関心の領域は，PDD者が自己
を肯定的に理解し自尊感情を維持するための重要な領域
となり得ることが示唆される。これらの領域で特徴的な
言及として，PDD特有のこだわりに基づく趣味の世界
を楽しげに生き生きと語る例（Table 5，例 3）がみられ
た。にもかかわらず，これらの領域で肯定的な言及が多
くないことの背景には，このようなこだわりが，発揮さ
れるタイミングや場所次第では不適切なものとして周囲
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から抑制される体験があることが推察された。杉山・辻
井（1999）は，PDD者が特異な趣味の世界に浸っても
よい時間，こだわりを発揮してもよい場所を，わかりや
すく設定することで，社会への適応を広げ，他者との関
係を築くきっかけとなることを指摘する。自分自身のこ
だわりを趣味や特技として肯定的に理解することは，不
安やうつなどの二次障害を防ぎ，精神的な健康を保つ点
からも重要である。
（3）人格特性　両群とも，対人的な関係性や距離を
代表する分離愛着の下位領域に最多の言及がみられた
（Table 2）。両群共通の言及として，自分が他者の役に
立っていると感じること（Table 5，例 4）や，他者と
の親密さに価値を置く言及（Table 5，例 5）が示された
一方，PDD群では，他者の気持ちを推測して振舞おう
と努力するものの，その適切さに確信を持てない言及
（Table 5，例 6）も示された。Bauminger et al.（2004）が，
「友達が欲しい」「仲間に認められたい」と願う PDD者
ほど，実際にはうまく振舞えていない自分を悟り孤独感
を抱くことを指摘したように，PDD群では，他者との
つながりへの憧れや理想と，それに相反する自己への不
安や不満の両方が，この分離愛着の領域における言及に
示されたと考えられる。
非情動情動に関しては，PDD群で否定的な言及が多
いのに対し，定型群では肯定的な言及が多くみられた
（Table 3，4）。PDD群の言及には，他者と自分の気持ち
や状態が合わないことへの不安や恐怖，ストレスなど
情動性の高さが語られていた（Table 5，例 7）。反対に，
定型群では，悩みや失敗による情動の高まりを抑制し前
向きな方向へ転換することなど，ストレスに対する強
さ，つまり情動性の低さが多く語られた（Table 5，例
8）。ストレスへの弱さや不安は，自己愛的脆弱性と関連
する（中山・榎本，2006）。自己愛的脆弱性とは，自己
の価値や存在意義と関連した不安や傷つきを処理し，肯
定的自己評価や心理的安定を維持する能力の脆弱性であ
る（上地・宮下，2005）。PDD群で示された，自己の情
動性の高さを否定的に理解する言及の多さは，彼らの自
己愛的脆弱性を示していると考えられよう。
3．分類不能言及
「その他」へ分類された言及の得点は，定型群よりも

PDD群が高かった（Table 2）。定型群では，分類のた
めの理由が不十分な言及（Table 5，例 9）が多い一方，
PDD群では，自己のわからなさ（Table 5，例 10）や，
一見して自己とは関係のない社会的な情勢や規律に関す
る言及（Table 5，例 11）などがみられた。PDD群にお
ける，自己についてのわからなさは，彼らが漠然と「自
分は変わってる」「他の人と違う」と感じつつ，自己の様々
な面を統合して表現しきれていない様子が感じられた。
社会的な情勢や規律に関する言及は，対象者が質問の意

味を取り違えている可能性を考慮し，面接の中で再度説
明を行ったにもかかわらず，そのような回答が多く得ら
れた。全ての PDD者にみられるわけではないが，PDD

者の中には，社会的な情勢の不安定さや時事事件が個人
の安定に影響を及ぼす者が少なからず存在する。毎日定
まった形で出来事を伝える新聞やテレビの報道は，彼ら
にとって自分が生きる混沌とした世界に何かしらの秩序
を与え，その秩序が今日も保たれていると知ることに
よって落ち着きを保てるような，自己を理解するための
重要な視点のひとつである可能性がある。
4．結　語
本研究の結果は，PDD者の障害特性に対処した

SUMPPを用いてこそ明らかにされた思春期・青年期の
PDD者の自己理解における特徴の一角である。一連の
結果は，PDD者が他者との関係性を通して自己をとら
えようとするために必要な視点の存在を示しており，自
己と他者との相補的な発達過程のあり方を支持するもの
である。これらの結果を基にした PDD者への心理臨床
的支援として，他者との相互的な関係性の中で自己に対
する肯定的感覚を培える場を提供すること，そのために
PDD者が示すこだわりなどの興味関心を積極的に活用
すること，一見自己とは関係ない社会的な情勢や規律に
関する発言にも耳を傾け，彼らの自己の安定を知る手が
かりとすることなどが考えられる。また，一人ひとり異
なった特性を示す PDD者の自己理解に対して，SUMPP

は詳細なアセスメントを可能とするが，文中にて指摘し
たような問題点を今後改善していく必要もある。
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幼児の反事実的推論に因果関係の領域が及ぼす影響を検討した。実験 1では 3−5歳児（N =74）を対
象に反事実課題を実施した。反事実課題では，幼児に初期状態⇒原因事象⇒結果状態からなる因果関係
を含んだ物語を提示し，その因果関係の原因事象が異なっていたら結果状態がどのように変化するかを
尋ねた。因果関係には 3つの領域（物理・心理・生物）があった。その結果，年少児より年中児・年長
児で，物理的領域より生物的領域で，その 2領域より心理的領域で推論遂行が良いことが示された。実
験 2では 3−5歳児（N =30）を対象に結果選択課題を実施した。結果選択課題では，3領域それぞれに関
して，ある原因事象を提示し，その結果状態がどのようになるかを尋ねた。その結果，結果選択に関し
て領域による遂行差は見られず，反事実的推論の領域による遂行の違いが実験 1で用いた因果関係に対
する理解の違いに起因するのではないことが示された。これらの結果は，反事実的推論能力が 4−5歳頃
に向上すること，その能力には領域に関する何らかの制約が影響している可能性を示唆している。
【キー・ワード】　幼児，反事実，推論，領域，因果関係

問題・目的

反事実的推論（counterfactual reasoning）とは，“現実
の因果関係に基づいて，それとは異なる仮定の因果関係
を推論する”ことである（例：ある因果関係を目撃し
た後で「ある事象（原因）が生じていなかったら，結
果はどうなるか」を推論する）。この推論は目の前の現
実や事実を越えた様々な仮定の状況についての思考の
1つであり，元々，成人を対象に検討されてきた（e.g., 

Mackie, 1974; Wells & Gavinski, 1989）。近年，幼児の様々
な認知・行動との関連の中で，幼児期の反事実的推論が
注目されてきている。たとえば，幼児は“おもちゃの
動物に紅茶を注ぐ”といったふりに対して，“おもちゃ
がびしょぬれになる”等の仮想上の結果を認識できる。
これは，実際には存在しない紅茶を仮定し，その結果
を推論しているという意味において，反事実的な思考
を含んでいる（Harris, 2000）。また，心の理論課題の遂
行には反事実的推論能力が関与している（e.g., German 

& Nichols, 2003; Guajardo & Turley-Ames, 2004; Müller, 

Miller, Michalczyk, & Karapinka, 2007; Riggs, Peterson, 

Robinson, & Mitchell, 1998）。たとえば，誤信念課題（例：
マクシがチョコを棚に入れて，部屋から出て行く⇒お母
さんが来て，チョコを冷蔵庫に移す）では，物語で述べ
られた現在の状態（例：チョコは冷蔵庫にある）を超え
て，他者の誤信念（例：マクシはチョコが棚にあると思っ
ている）を考えるという反事実的な思考が必要とされる。
このように，反事実的推論は幼児の様々な認知・行動と

関わる推論様式である。しかしながら，これまでの幼児
を対象とした研究は主に反事実的推論と心の理論の関連
を検討することが多く，幼児期の反事実的推論自体に関
してはほとんど検討されていない。また，従来の研究知
見には相違が見られ，幼児期の反事実的推論の発達に関
する統一的な見解は得られていない。反事実的推論自体
の発達を明らかにすることは，他の認知・行動の発達や
両者の関連を考える上でも重要である。そこで本研究で
は，幼児期の反事実的推論の発達を検討することとした。
具体的に，従来の研究における幼児期の反事実的推論

の発達に関する知見の相違とはどのようなものであろう
か。たとえば，Harris, German, & Mills（1996, Ex 1）は，
3−4歳児にある因果関係（例：床がきれい⇒キャロルは
クツを脱がずに家に入る⇒床が汚れる）を示し，反事実
質問（例：もしキャロルがクツを脱いでいたら，床は汚
れたか？）を尋ねた。その結果，反事実質問に 3歳児の
7−8割，4歳児の 8−9割が正答し，3歳児でも反事実的
推論が可能であることが示されている。一方で，幼児に
とっての反事実的推論の困難さを示す研究もある。たと
えば，Riggs et al.（1998, Ex 1）は，4歳児にある因果関
係（例：ピーターは風邪を引いて，家のベッドで寝てい
る⇒郵便局で火事が起き，消火活動の手伝いを依頼する
電話がかかってくる⇒ピーターは郵便局に向かう）を示
した後で，その因果関係に関する反事実質問（例：もし
火事がなかったら，ピーターはどこにいるかな？）を尋
ねた。その結果，4歳児であっても正答率は 4割強であ
り，反事実的推論に困難さを持っていた。また，従来の
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研究での 3歳児の反事実課題の正答率は 3割（German 

& Nichols, 2003）から 7−8割（Harris et al., 1996）と一
貫していないことから，幼児は反事実的推論の遂行にあ
る種の不安定さを持つとも考えられる。
なぜ，このような幼児の反事実的推論の発達に関する
研究間の相違が見られるのであろうか。この原因の 1つ
として，従来の研究の課題で扱われている因果関係の
性質（因果の領域，因果の結果）の違いが考えられる。
たとえば因果の領域に関して，物理的な因果関係（事
物の状態や位置の変化）を用いた研究（e.g., Guajard & 

Turley-Ames, 2004, Ex 2; Riggs et al., 1998, Ex 1-3）と，
人の心的状態（感情・欲求）に関する因果関係（例：ニ
コルは風船を持っていて嬉しい⇒風船が割れる⇒ニコル
は悲しくなる）を用いた研究（e.g., German & Nichols, 

2003; Müller et al., 2007）を比較すると，全般的に前者（約
54％）より後者（約 82％）で反事実的推論の遂行が良
い（括弧内は 4歳児の平均正答率）。
次に因果の結果に関して，比較的中立的な結果をもた
らす因果関係（例：ドナルドが丸い粘土を持つ⇒ドナル
ドの不在時に，他人が粘土をいじる⇒粘土がソーセージ
形になる）を用いた研究（e.g., Guajard & Turley-Ames, 

2004, Ex.2; Perner, Sprung, & Steinkogler, 2004; Riggs et 

al., 1998, Ex 1, Ex 2）と，否定的結果をもたらす因果関
係（例：カバがチョコを持つ⇒チョコを落とす⇒チョコ
が床に落ちる）を用いた研究（e.g., German & Nichols, 

2003; Harris et al., 1996）を比較すると，全般的に前者（約
60％）より後者（約 85％）で反事実的推論の遂行が良
い（括弧内は 4歳児の平均正答率）。また，肯定的・否
定的な結果のいずれかをもたらす因果関係での反事実的
推論を比較した German（1999）は，否定的な結果をも
たらす場合に反事実的推論が促進されることを示してい
る。このように，扱われている因果関係の性質の違いが
研究間の結果の相違の原因となっている可能性がある。
しかしながら，従来の研究では因果関係の性質といった
要因は統制されておらず，それらの要因が幼児の反事実
的推論に及ぼす影響が交絡している。そのため，幼児期
の反事実的推論の発達を明らかにするために，これらの
要因を統制した上で実験を行う必要がある。
また，研究間の相違に関する別の原因として，因果関
係の提示方法，因果関係の物語の長さや複雑さ，因果関
係に関する質問の仕方といった課題手法の違いが考えら
れる。基本的に，多くの研究が幼児に“初期状態⇒原因
事象⇒結果状態”といった一連の事象からなる因果関係
の物語を提示し，“もし原因事象が異なっていたら，結
果状態はどう変化するか？”といった反事実質問を尋ね
るという Harris et al.（1996）と同様の課題手法を用い
ている（e.g., Guajard & Turley-Ames, 2004; Müller et al., 

2007; Riggs et al., 1998, Ex 1-2; Robinson & Beck, 2000, Ex 

2-6）。しかしながら，因果関係を物語として提示するの
ではなく，実験者がある因果関係を実演する研究もある
（e.g., Beck, Robinson, Carroll, & Apperly, 2006; Riggs et 

al., 1998, Ex 3-4; Robinson & Beck, 2000, Ex 1, Ex 7）。ま
た，より長い連鎖の因果関係（Beck, Riggs, & Gorniak, 

2009; German & Nichols, 2003）や複雑な因果関係（Perner 

et al., 2004）を用いた研究もある。たとえば，German 

& Nichols（2003）は“初期状態⇒原因①⇒原因②⇒原
因③⇒結果状態”（例：ローズは花を植えて嬉しい⇒夫
を呼ぶ⇒夫がドアを開け，犬が飛び出してくる⇒犬が花
を踏む⇒ローズは悲しくなる）といった長い因果関係の
連鎖を用いている。さらに質問に関して，いずれの研究
でも反事実質問を尋ねているが，それに加えて提示され
た因果関係に関する確認質問（例：物語の中の結果状
態はどうなっていたか？）を尋ねる研究（e.g., German 

& Nichols, 2003; Harris et al., 1996; Perner et al., 2004）が
ある一方で，確認質問を尋ねない研究（e.g., Guajard & 

Turley-Ames, 2004; Müller et al., 2007）もある。これら
の課題手法の要因と前述の因果関係の性質の要因も研究
間で交絡しているため，研究間の知見の相違がどのよう
な要因によるのかは明らかではない。従来の研究知見の
相違を整理し，反事実的推論における因果関係の性質の
影響をより明確にするために，同一の課題手法で反事実
的推論の比較を行うことが必要であろう。
これらの点から，本研究では因果関係の性質を統制
し，同一の課題手法を用いて，幼児期の反事実的推論の
発達を検討していく。続いて，具体的な実験内容につい
て述べる。まず因果関係の性質に関して，先行研究では
“因果の領域”と“因果の結果”の要因が混在していた。
これまでの幼児を対象とした研究において，肯定的・否
定的な結果による反事実的推論の違いを直接的に比較し
た研究（German, 1999）はあるが，因果の領域による反
事実的推論の違いを検討した研究はない。幼児の認知発
達が領域によって異なるような領域固有性を持つこと
（e.g., Chi, Hutchinson, & Robin, 1989）を踏まえると，領
域毎の反事実的推論の発達を検討することは，幼児の認
知発達を明らかにする上で重要である。しかし，単純に
要因数を増加させることは，課題数の増加をもたらし，
結果として参加児の負担を増加させることになる。そこ
で本研究では，因果の領域に注目し，因果の結果の要因
を統制して実験を行った。
まず因果の領域に関して，従来の反事実的推論の研究
の課題を大きく分類すると物理的な内容と人の心的状態
（感情・欲求）に関する内容が用いられていた。幼児の
素朴理論の研究（e.g., 落合，2000）では，幼児期の因
果関係理解の発達が大きく 3つの領域（物理，心理，生
物）に分類されることが示されている。そこで本研究で
は，従来の反事実的推論研究で用いられていた物理的な
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領域，心的状態に関する領域に加えて，生物的な領域に
関する因果関係を用いることとした。物理的領域の内容
は Harris et al.（1996）や Riggs et al.（1998）を，心理
的領域の内容は German & Nichols（2003）に基づいて
作成した。しかしながら，生物的領域に関しては，従来
の反事実的推論研究に該当する内容が見られなかった。
そこで，従来の素朴生物学の研究（e.g., 稲垣・波多野 , 

2005）において，4−5歳頃からある程度理解している
とされている生物学的な因果関係（動植物の成長や病気・
ケガ）を参考に，生物的領域の内容を作成した。
また因果の結果に関して，従来の研究では否定的な結
果あるいは比較的中立的な結果をもたらす因果関係が用
いられていた。本研究では因果の結果の影響を統制する
ため，比較的中立的な結果をもたらす内容を用いる必要
があった。しかしながら，どのような内容であっても肯
定・否定の意味づけが行われる可能性があるため（例：
粘土を変形されたことに対し，何も思わない子や否定感
情を抱く子もいる），完全に内容を中立的な状態に統制
することは困難である。特に，感情・欲求はそれ自体が
肯定・否定の意味を持つ可能性が高く，内容を中立的な
状態に統制することは難しい。そこで本研究では，因果
の結果の影響を最小限にするため，まず物理的・生物
的領域に関して，比較的中立的な因果関係を用いた上
で，初期状態（例：太郎君は走っている）から結果状態
が変化する物語（例：石を踏んで転ぶ⇒怪我をする）と
変化しない物語（例：石を踏むが転ばない⇒怪我をしな
い）を作成し，その両物語をカウンターバランスするこ
ととした。幼児がある結果状態を否定的に意味づける
（例：怪我をしたことを嫌に感じる）傾向があるとすれ
ば，それとは逆の結果状態は中立的あるいは肯定的な意
味づけがなされる（例：怪我をしなくて安心する）と考
えられるため，両者をカウンターバランスすることによ
り，肯定的・否定的な結果の影響を最小限にすることが
可能となる。また心理的領域に関して，課題の半数では
German & Nichols（2003）と同様に肯定感情（例：風船
をもらって嬉しい）の初期状態を，残りの半数では本研
究で新たに作成した否定感情（例：玩具がなくなって悲
しい）の初期状態を用いた上で，初期状態から結果状態
が変化する物語（例：風船が割れる⇒悲しい）と変化し
ない物語（例：風船が割れない⇒嬉しい）を作成し，そ
の両物語をカウンターバランスすることとした。
次に課題手法に関して，まず因果関係の提示方法や因
果の連鎖・複雑性は Harris et al.（1996）と同様の形式
を用いた。この課題手法は多くの研究で用いられている
ことから，本研究と他の研究での結果の比較が可能とな
る。また，この課題手法は比較的単純な構造であり，幼
児の反事実的推論能力やそれに対する因果関係の領域の
影響以外の剰余変数を最小限に抑えられると考えたため

である。さらに質問に関して，本研究では反事実質問に
加えて，物語中の結果状態に関する確認質問（結果確認
質問）を尋ねた。反事実質問では，幼児が物語中の因果
関係を知らなくとも，質問内容だけに基づいて正しい反
応を産出する可能性がある。しかしながら，これは見か
け上の正しい反応である。なぜなら，反事実的推論は物
語中で生じた因果関係とは異なる仮定の因果関係を推論
するものであるため，反事実質問での本当に正しい反応
は，あくまで物語中の因果関係を認識した上での反応
でなければならないからである。また Robinson & Beck

（2000, Ex 5-6）は，反事実質問の困難さがある事象（因
果関係）を提示されること自体によってもたらされてい
る可能性を示唆している。これらの点から，幼児が提示
された因果関係を認識しているかを考慮することは，反
事実質問への反応を検討する上で重要である。そこで本
研究では，結果確認質問に通過した上での反事実質問の
反応を分析対象とし，幼児期の反事実的推論の発達を検
討していく。確認質問としては物語中の原因事象を尋ね
る方法も考えられるが，本研究での反事実質問では仮定
の原因事象から結果状態を予測させるため，特に物語中
の結果状態の認識が反事実質問への回答と関連するこ
と，そして参加児の課題負荷を可能な限り軽減させると
いう理由から，本研究では結果確認質問のみを尋ねた。
以上を踏まえて，実験 1では年少児・年中児・年長児
を対象に，3種類（物理，心理，生物）の反事実課題を
実施し，反事実的推論の発達に及ぼす因果関係の領域の
影響を検討した。また実験 2では，実験 1での結果の妥
当性を高めるため，実験 1で用いた因果関係に対する幼
児の理解を検討した。本研究において因果関係の領域の
影響が見られる場合，従来の知見の相違の原因の 1つを
特定し，幼児期の反事実的推論の発達に関する統一的な
見解を提供することになるだろう。

実　験　1

方　法
参加児　公立保育所に通う年少児 24名（男 12名，女

12名；平均年齢＝ 4：0，範囲＝ 3：8−4：7），年中児
25名（男 12名，女 13名；平均年齢＝ 5：2，範囲＝ 4：
8−6：4），年長児 25名（男 12名，女 13名；平均年齢＝ 6：
1，範囲＝ 5：6−6：7）の合計 74名。
課題・材料　課題は，初期状態⇒原因事象⇒結果状態
からなる因果関係（例：コップが机の上にある⇒コップ
が机から落ちる⇒コップが割れる）の物語を聞かせた後，
その原因となる事象が異なっていた場合，結果状態がど
のように変化するか（例：もしコップが机から落ちなかっ
たら，コップは割れていたかな，割れていないかな，そ
れともどちらか分からないかな？）を同定させることで
あった。因果関係の領域には，物理的領域（例：外の机
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に紙がある⇒強い風が吹く⇒紙が木に飛ぶ），心理的領
域（例：太郎君は花を見て嬉しい⇒犬が来て花を踏む⇒
太郎君は悲しい），生物的領域（例：じん君は元気⇒風
邪を引いている友達と遊ぶ⇒じん君は風邪を引く）の 3

種類があった。3つの領域では，それぞれ 4つの初期状
態から始まる物語があり，その各物語で原因事象⇒結果
状態の連鎖が 2パターン（A・B）あった：パターン A

は初期状態から結果状態が変化する物語であり，パター
ン Bは初期状態と結果状態が変化しない物語であった
（資料参照）。つまり，全てで 24の物語を使用した。また，
各物語の内容を説明するための絵を 3枚ずつ，計 72枚
を用いた。
手続き　実験は保育所内の静かな部屋で個別面接で行
われた。最初にクラス ･名前などを聞き，ラポールを形
成した。その後，「これから，○○君（ちゃん）に色々
なお話を聞いてもらいます。後でお話のことを教えても
らうから，よーく聞いていてね。」と教示し，反事実課
題 12問（物理的 4問，心理的 4問，生物的 4問）を行っ
た。3つの領域の提示順序および連鎖パターンの提示順
序はカウンターバランスされた。また，3つの領域それ
ぞれでの 4つの物語の提示順序はランダムにされた。
各課題のはじめに，ある因果関係の物語を絵を用いな
がら聞かせた。凡例として，物理的な反事実課題の物語
を以下に示す。
（1枚目の絵を示しながら）公園の机の上に紙があり
ました。（2枚目の絵）とても強い風が吹きました。（3

枚目の絵）紙は木の上に飛んでいきました。
物語の後，物語に含まれる因果関係の結果状態に関す
る結果記憶質問（例：今のお話の中で，紙はどこに行っ
たかな？），そして，原因事象が異なっていた場合の結
果状態に関する反事実質問（例：もし風が吹いていなかっ
たら，紙はどこにあるかな？）を順に尋ねた。各質問に
対する参加児の反応は，実験者によってすべて記録され

た。残りの反事実課題も同様の手続きで行われた。
得点化　結果記憶質問に関して，物語での因果関係の
結果状態を同定できた場合に 1点を与え，3つの領域（物
理，心理，生物）それぞれでの合計点（結果記憶得点）
を算出した（各 4点満点）。反事実的質問に関して，結
果記憶質問に正答した上で，反事実質問に正答した場合
（原因事象が異なっていた場合の結果状態に言及）に 1

点を与え，それ以外の場合を 0点とし，3つの領域それ
ぞれでの合計点（反事実得点）を算出した（各 4点満点）。
結　果
結果記憶の年齢・領域による違い　各年齢での 3領域
の課題の結果記憶得点を Table 1に示す。年齢・領域に
よる遂行の違いを検討するため，年齢（3：年少・年中・
年長）×領域（3：物理・心理・生物）の分散分析を行っ
た（参加児間要因＝年齢，参加児内要因＝領域）。その
結果，年齢の主効果（F（2, 71）=1.25，ns），領域の主
効果（F（2, 142）=1.94，ns），および年齢×領域の交互
作用（F（4, 142）=.85，ns）はいずれも有意でなかった。
反事実的推論の年齢・領域による違い　各年齢で

の 3つの領域での反事実得点を Table 1に示す。年齢・
領域による遂行の違いを検討するため，年齢（3：年
少・年中・年長）×領域（3：物理・心理・生物）の分
散分析を行った（参加児間要因＝年齢，参加児内要因
＝領域）。その結果，年齢の主効果（F（2, 71）=7.29，
p<.01，ηp

2 = .20）が有意で，Tukeyの多重比較によると，
年少児より年中児（ p<.10，r =.28）・年長児（ p<.01，
r =.48）で得点が高く，年中児と年長児の間に有意な
差は見られなかった。また，領域の主効果（F（2, 142）
=18.41，p<.01，ηp

2 = .21）が有意で，Bonferroniの多
重比較によると，心理的課題は物理的課題・生物的課
題より得点が高く（ ps<.01；それぞれ r =.32，.22），
生物的課題は物理的課題より得点が高い傾向があった
（ p<.10，r =.14）。年齢×領域の交互作用は有意でなかっ

Table　1　結果記憶質問・反事実質問の平均得点と標準偏差（実験 1）

結果記憶質問 反事実質問

物理 心理 生物 全体 物理 心理 生物 全体

年少児
（n =24）

M 3.33 3.46 3.42 3.40 1.58 2.63 1.96 2.06

（SD） （0.76） （0.78） （0.78） （0.54） （1.32） （1.21） （1.00） （0.92）

年中児
（n =25）

M 3.32 3.40 3.36 3.36 2.28 3.16 2.40 2.61

（SD） （0.80） （0.87） （0.76） （0.54） （1.31） （0.94） （1.15） （0.94）

年長児
（n =25）

M 3.32 3.60 3.80 3.57 2.72 3.28 3.16 3.05

（SD） （0.69） （0.71） （0.41） （0.44） （1.06） （1.28） （0.94） （0.89）

全体
（N =74）

M 3.32 3.49 3.53 3.45 2.20 3.03 2.51 2.58

（SD） （0.74） （0.78） （0.69） （0.51） （1.30） （1.17） （1.14） （0.99）
注．各 4点満点。



　232 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 3 号

た（F（4, 142）=1.23，ns）。
また，課題の遂行がチャンスレベル（1.33点）以上で
あるかを検討するため，年齢・領域別に 1サンプルの t
検定を行った。その結果，年少児では心理的課題（t（23）
=5.24，r =.71）と生物的課題（t（23）=3.07，r =.54）
で有意な差が見られ（ ps<.01），いずれの課題でもチャ
ンスレベル以上の遂行であったが，物理的課題（t（23）
=.93，ns）では有意な差は見られなかった。年中児と
年長児では物理的課題（年中：t（24）=3.62，r =.60；
年長：t（24）=6.53，r =.80），心理的課題（年中：t（24）
=9.68，r =.89；年長：t（24）=7.63，r =.84），生物的
課題（年中：t（24）=4.62，r =.69；年長：t（24）=9.68，
r =.89）のすべてで有意な差が見られ（ ps <.01），いず
れの課題でもチャンスレベル以上の遂行であった。
各領域の反事実的推論の関連　物理的・心理的・生物

的領域それぞれでの反事実的推論の関連を検討するた
め，月齢を制御変数とした偏相関係数を算出した。その
結果，物理的課題と心理的課題（r（71）=.40，p<.01），
物理的課題と生物的課題（r（71）=.45，p<.01），心理的
課題と生物的課題（r（71）=.45，p<.01）のいずれの相
関も有意であった。
反事実的推論への因果の結果の影響　本研究では，因
果の領域が反事実的推論に及ぼす影響に注目しているた

め，因果の結果の統制を行い，独立した要因としては扱っ
ていない。しかしながら，日本において幼児の反事実的
推論を検討した研究が皆無であることを考慮すると，因
果の結果の影響を探索的に検討することは今後の研究の
発展のために有益である。そこで，Harris et al.（1996）
と類似した内容の物理的領域での 2課題（資料の物理
的課題の物語 1と 4），心理的領域の 4課題，生物的領
域の 4課題に関して，連鎖パターン Aを否定的な結果，
連鎖パターンBを中立的な結果と見なし，年齢別に正答・
誤答数を算出した（Table 2）。
まず，因果の結果（否定・中立）による正答・誤答数
の違いを検討するために，年齢・領域別の χ2検定を行っ
た。その結果，年少児（物理：χ2（1）=.75；心理：χ2（1）=.01；
生物：χ2（1）=.40），年中児（物理：χ2（1）=1.85；心理：
χ2（1）=.18；生物：χ2（1）=1.18），年長児（物理：χ2（1）
=.02；心理：χ2（1）=1.78；生物：χ2（1）=.27）のいず
れにおいても，因果の結果による正答 ･誤答数の有意な
違いは見られなかった。
次に，年齢による正答・誤答数の違いを検討するため
に，領域・因果の結果別の χ2検定を行った。その結果，
物理的領域の中立的な結果（χ2（2）=10.89，φ=.38），心
理的領域の中立的な結果（χ2（2）=10.31，φ=.26），生
物的領域の中立的な結果（χ2（2）=6.37，φ=.21）と否

Table　2 　年齢・領域・因果の結果別の正答・誤答数

物理的領域 心理的領域 生物的領域

結果 正答 誤答 合計 正答 誤答 合計 正答 誤答 合計

年少児

中立
10 14 24 35 13 　48 27 21 　48

（41.7） （58.3） （100.0） （72.9） （27.1） （100.0） （56.3） （43.8） （100.0）

否定
13 11 24 35 13 　48 28 20 　48

（54.2） （45.8） （100.0） （72.9） （27.1） （100.0） （58.3） （41.7） （100.0）

合計
23 25 48 70 26 　96 55 41 　96

（47.9） （52.1） （100.0） （72.9） （27.1） （100.0） （57.3） （42.7） （100.0）

年中児

中立
19 　5 24 47 　5 　52 35 17 　52

（79.2） （20.8） （100.0） （90.4） 　（9.6） （100.0） （67.3） （32.7） （100.0）

否定
16 10 26 43 　5 　48 37 11 　48

（61.5） （38.5） （100.0） （89.6） （10.4） （100.0） （77.1） （22.9） （100.0）

合計
35 15 50 90 10 100 72 28 100

（70.0） （30.0） （100.0） （90.0） （10.0） （100.0） （72.0） （28.0） （100.0）

年長児

中立
21 　5 26 47 　3 　50 40 10 　50

（80.8） （19.2） （100.0） （94.0） （6.0） （100.0） （80.0） （20.0） （100.0）

否定
19 　5 24 43 　7 　50 42 　8 　50

（79.2） （20.8） （100.0） （86.0） （14.0） （100.0） （84.0） （16.0） （100.0）

合計
40 10 50 90 10 100 82 18 100

（80.0） （20.0） （100.0） （90.0） （10.0） （100.0） （82.0） （18.0） （100.0）
注．括弧内は各行の領域別の合計を 100とした場合の割合。
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定的な結果（χ2（2）=8.77，φ=.25）で有意な違いが見
られ（ ps<.01），いずれも年少児で誤答が多く，年長児
で正答が多かった。しかしながら，物理的領域の否定的
結果（χ2（2）=3.49，ns）と心理的領域の否定的結果（χ2

（2）=5.04，ns）では年齢による有意な違いは見られな
かった。
考　察
反事実的推論の発達的変化　全体的に，反事実的推論
の遂行は年少児（51.5％）より年中児（65.3％），年長児
（76.3％）で良かった（括弧内は正答率）。また，年少児
でも心理的領域・生物的領域での反事実的推論の遂行は
チャンスレベル以上で，年中児・年長児ではすべての領
域でチャンスレベル以上の遂行であったことから，幼児
が単純に反事実質問を理解できず，ランダムに回答して
いたのではなく，質問を理解し，何らかの傾向を持って
回答していたと考えられる。これらのことから，3歳児
でもある程度の反事実的推論能力を持つが，その能力は
その後の 4−5歳にかけてより向上していくといえよう。
この結果は，3歳児より 4−5歳児で反事実的推論遂行
が良いことを示している研究（e.g., German & Nichols, 

2003; Guajard & Turley-Ames, 2004; Perner et al., 2004; 

Müller et al., 2007）と類似していた。
しかしながら，3歳児であっても 4歳児と同程度の
反事実的推論が可能であることを示している Harris et 

al.（1996）とは異なっていた。この相違の原因の 1つ
としては，両研究の得点化の違いが考えられる。Harris 

et al.（1996）は反事実質問への反応だけで得点化を
行っていたのに対し，本研究では記憶質問への反応を考
慮した上で反事実質問の得点化を行った。言い換える
と，本研究では Harris et al.（1996）より厳密な反事実
的推論の評価が行われていた。このことから，Harris et 

al.（1996）は 3歳児の反事実的推論能力を過大評価して
しまっていたのかもしれない。別の可能性としては，課
題に含まれる因果の性質の違いが考えられる。Harris et 

al.（1996）は物理的領域での否定的結果をもたらす因果
関係を用いていたのに対し，本研究では物理的・心理的・
生物的領域での因果関係を用いた上で，因果の結果を統
制していた。反事実的推論は，特に否定的結果をもた
らす因果関係の場合に促進される（e.g., German, 1999）。
実験 1の因果の結果に関する分析では，いずれの領域で
も比較的中立的な結果をもたらす因果関係では年少児よ
り年長児で正答が多いのに対して，物理的領域や心理的
領域の否定的結果をもたらす因果関係では年齢による遂
行の違いはなかった。つまり，Harris et al.（1996）の結
果は，物理的領域での否定的結果をもたらす因果関係と
いう限定的な課題を用いたために生じたと考えられる。
一方で，生物的領域ではこのような否定的結果の促進効
果は得られなかった。これは，因果の領域と因果の結果

という要因が異なった形で相互作用しながら，反事実的
推論の発達に影響するという新しい可能性を示唆してい
る。今後の研究では，このような可能性を考慮していく
必要もあるだろう。いずれにせよ，本研究の結果を踏ま
えると，年少児より年中児・年長児で全般的な反事実的
推論の能力が高くなるといえよう。
では，なぜ年少児にとって反事実的推論が困難である
のだろうか。実験 1の結果記憶得点に年齢による違い
はなかったことから，年少児が単純に物語の内容を理解
できなかったために，反事実的推論が遂行できなかっ
たのではない。考えられる可能性の 1つとしては，実
行機能（例：ワーキングメモリ，抑制制御）の発達と
関連した説明がある（e.g., Beck et al., 2009; German & 

Nichols, 2003; Müller et al., 2007）。たとえば，Müller et 

al.（2007）は 3−5歳児での反事実的推論課題とワーキ
ングメモリ課題の遂行が正の相関（r =.37）を持つこと
を示している。また Beck et al.（2009）は，3−4歳児の
反事実的推論の遂行が抑制制御課題の遂行によって予測
されることを示している。3歳頃では実行機能が未発達
のため，ある因果関係を保持しながら，他の因果につい
て考えることができなかったり，提示された因果の内容
を抑制できないため，反事実的推論が困難になるのかも
しれない。また，年少児は表象能力が未発達で，一度
ある因果関係の心的な表象を形成してしまうと，その
心的表象を書き換えられないという可能性もある（e.g., 

Robinson & Beck, 2000）。実験 1からではこれらの可能
性の検証はできないが，今後，これらの発達的変化をも
たらす要因についてもより検討していく必要があるとい
えよう。
反事実的推論への因果関係の領域の影響　因果関係
の領域の影響に関して，心理的課題（75.8％）の遂行
が最も良く，次いで生物的課題（62.8％）で，物理的
課題（55.0％）の遂行が最も悪かった（括弧内は正答
率）。この物理的領域より心理的領域で遂行が良いとい
う結果は，従来の研究結果（German & Nichols, 2003; 

Guajard & Turley-Ames, 2004; Müller et al., 2007; Riggs et 

al., 1998, Ex 1-3）での比較と類似したものであった。こ
の領域による遂行差や年少児の物理的領域の推論遂行が
チャンスレベル程度であったことを踏まえると，幼児期
の反事実的推論の発達は心理的領域，生物的領域，物理
的領域の順で可能になるようである。また，本研究にお
ける各領域での課題遂行が互いに中程度の相関を示した
ことから，反事実的推論能力は領域一般的な能力である
が，その能力は領域の影響を受ける領域固有な側面を持
つといえよう。さらに，各領域で因果の結果による正答・
誤答数に違いがなかったことを踏まえると，これらの結
果は領域の影響によって生じた可能性が高いといえる。
では，なぜこのような領域による遂行の違いが生じた
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のであろうか。たとえば，素朴理論の研究では物理的な
因果関係の理解は最も早く発達することが示されている
（e.g., 落合，2000）。この点から考えると，物理的領域で
の反事実的推論の遂行は最も良くなる可能性もある。そ
れにもかかわらず，実験 1では物理的領域での反事実的
推論が最も困難であった。特に，年少児は物理的課題の
遂行に困難さ（チャンスレベルの遂行）を示していた。
この遂行の違いの原因の 1つとして，幼児の持つ素朴
理論が逆に抑制的な制約となり，反事実的に推論できな
かった可能性が考えられる。たとえば，幼児は自然物は
時間経過と共に成長したり，怪我が回復していくが，人
工物は成長もしないし，故障が勝手に回復することもな
いと認識している（e.g., 稲垣・波多野，2005）。この認
識からすれば，割れてしまったコップの状態は変化しな
いと考え，反事実的な推論が困難になるかもしれない。
また心理的領域に関して，ある人の感情状態はその後の
時間経過や事象の変化と共に変化しうるものであり，幼
児でもその変化を認識できる（e.g., 高木・高橋・望月，
2007）。さらに，幼児は身体構造に関する生物的特性（例：
目の色）が心理的特性（例：忘れっぽさ）や身体機能に
関する生物的特性（例：走る速さ）より変容しにくいと
認識している（e.g., Inagaki & Hatano, 1993）。これらの
認識を踏まえると，幼児は“物理的な因果関係の結果は
可変性が低く，心理的な因果関係の結果は可変性が高い”
という制約的な原理を持ち，そのために領域によって反
事実的推論の遂行が変化した可能性がある。
さらに別の可能性として，実験 1の因果関係での原因

と結果の繋がり（因果の必然性）の強さの違いが考えら
れる。たとえば物理的領域に関して，ガラスのコップが
机から落ちたとしても，必ずしもコップが割れるとは限
らない。同様に生物的領域に関して，花の成長には水が
必要だとしても，雨ばかり降っていては花は咲かない。
このように実験 1で扱った物理的領域や生物的領域の因
果関係の中には，原因事象から結果状態が導かれるとは
限らないような，因果の必然性の弱い物語が含まれてい
た。一方で，心理的領域では，原因事象から結果状態が
導かれる可能性の高いような，因果の必然性の強い物語
で構成されていた。幼児はある原因事象が生じた場合に，
本研究で想定した結果が生じるとは必ずしも考えていな
かったために，領域による遂行の違いが生じたのかもし
れない。
これらの 2つの可能性のうち，いずれが妥当であるか

は実験 1からでは判断できない。そこで実験 2では，実
験 1で用いた因果関係に関して，幼児が原因事象から
どのような結果が導かれると考えているのか，つまり実
験 1の課題での因果の必然性の程度を検討することとし
た。具体的には，実験 1での初期状態⇒原因事象からど
のような結果状態が生じるかを選択させる課題（結果選

択課題）を行うこととした。この課題では，ある原因事
象から本研究で想定した結果状態が導かれると考えてい
るかを明確にするため，強制 2択法を用いた。また，実
験 1では何らかの原因事象によって初期状態から結果状
態にかけて変化が生じる物語（資料のパターン A）と，
原因事象によって初期状態から結果事象への変化が生じ
ない物語（資料のパターン B）をカウンターバランスし
て幼児に与えた。本研究では変化を生じさせないと想定
していた原因事象であっても，幼児は変化を生じさせる
と考えていた可能性がある。そこで実験 2では，結果事
象が変化する物語（Aパターン）と変化しない物語（B

パターン）による因果の必然性の違いを検討するため，
この要因（物語パターン）を参加児間要因として実験を
行うこととした。実験 1での幼児の反事実的推論の領域
による遂行の違いが，各領域で用いられた因果関係の必
然性に起因するとすれば，結果選択課題の遂行が領域に
よって異なるだろう。逆に，結果選択課題の遂行が領域
によって異ならなければ，反事実的推論の領域による遂
行差が他の要因に起因する可能性を高めることとなる。

実　験　2

幼児が実験 1で用いられた原因事象から本研究で想定
されていた結果状態が導かれうると考えていたかどうか
（課題での因果の必然性の程度）を検討するため，実験

1と同様の因果関係に基づいた結果選択課題を行った。
方　法
参加児　公立保育所に通う年少児 10名（男 5名，女

5名；平均年齢＝4：1，範囲＝3：8−4：6），年中児
10名（男 5名，女 5名；平均年齢＝ 5：1，範囲＝4：
8−5：6），年長児 10名（男 5名，女 5名；平均年齢＝6：1，
範囲＝5：7−6：6）の合計 30名。すべての参加児が実
験 1には参加していなかった。
課題・材料　結果選択課題は，初期状態⇒原因事象（例：

コップが机の上にある⇒コップが机から落ちる）から
なる物語を聞かせ，結果状態を予測させることであっ
た（例：机から落ちたコップは割れるかな，割れないか
な？）。初期状態⇒原因事象の物語は，実験 1で使用さ
れた物理的・心理的・生物的領域の内容と同様であった。
つまり，3種類の領域でそれぞれ 8つの物語（初期状態
4つ×物語パターン 2つ）があり，計 24の物語が実験 2

で用いられた（資料参照）。また，実験 1と同様に，各
物語での初期状態および原因事象を説明するための絵を
それぞれ 1枚ずつ，計 48枚を実験に用いた。
手続き　実験 1と同様に個別面接で行われた。最初に
ラポールを形成した後，結果選択課題 12問（物理的 4問，
心理的 4問，生物的 4問）を行った。各年齢で，参加児
の半数は原因事象が Aパターンの物語を，残りの半数
は Bパターンの物語を聞かされた。3種類の領域および
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各領域の 4つの物語の提示順序はランダムにされた。
各課題では，初期状態⇒原因事象からなる物語を絵を
用いながら聞かせた後，結果状態を選択させる質問（結
果質問）を尋ねた。参加児が結果質問に回答した後，実
験者は参加児の反応を記録した。全ての課題が同様の手
続きで行われた。
得点化　結果質問に対して，正しい結果状態を同定で
きた場合に 1点を与え，3種類の因果関係それぞれでの
合計点（結果選択得点）を算出した（各 4点満点）。
結　果
実験 1での因果関係に関して，同じ初期状態であっ
ても原因事象によって結果状態が変化する物語（パター
ン A）と変化しない物語（パターン B）で理解の程度が
異なるのかどうかを検討するため，物語パターン（2：
変化有・変化無）×年齢（3：年少・年中・年長）×領域
（3：物理・心理・生物）の分散分析を行った（参加児間
要因＝物語パターンおよび年齢，参加児内要因＝領域）。
その結果，物語パターンの主効果（F（1, 24）=.01，ns）
や物語パターンと関連した交互作用（物語パターン×
年齢：F（2, 24）=1.44，ns，物語パターン×領域：F（2, 

48）=.08，ns，物語パターン×年齢×領域：F（4, 48）
=.39，ns）はいずれも有意でなかった。そこで，以下
では物語パターンを込みにして分析を行った。
年齢・領域別の結果選択得点を Table 3に示す。年

齢・領域による遂行の違いを検討するため，年齢（3：
年少・年中・年長）×領域（3：物理・心理・生物）の
分散分析を行った（参加児間要因＝年齢，参加児内要
因＝領域）。その結果，年齢の主効果（F（2, 27）=4.30，
p<.05，ηp

2 = .24）が有意で，Tukeyの多重比較によると，
年少児より年長児で得点が高く（ p<.05，r =.51），年
少児と年中児，年中児と年長児の間に有意な差は見られ
なかった。領域の主効果（F（2, 54）=1.04，ns）および
年齢×領域の交互作用（F（4, 54）=.28，ns）は有意で
なかった。

また，課題の遂行がチャンスレベル（2.00点）以上で
あるかを検討するため，年齢・領域別に 1サンプルの t
検定を行った。その結果，年少児（物理：t（9）=4.99，
r =.86；心理：t（9）=3.87，r =.79；生物：t（9）=8.51，
r =.94），年中児（物理：t（9）=9.00，r =.94；心理：t（9）
=6.33，r =.90；生物：t（9）=5.25，r =.87），年長児（物理：
t（9）=19.00，r =.99；心理：t（9）=9.80，r =.96；生物：
t（9）=9.80，r =.96）のすべての領域で有意な差が見ら
れ（ ps<.01），いずれにおいてもチャンスレベル以上の
遂行であった。
考　察
実験 2の結果，実験 1で用いた因果関係に関する結果

選択課題の遂行は，年齢による違いが見られた（正答率：
年少児=80.0％，年中児=85.8％，年長児=92.5％）。
しかし，全般的に遂行は良く（全体の正答率=86.0％），
全ての年齢・領域でチャンスレベル以上の遂行であり，
物語パターンによる遂行差や領域による遂行差は有意で
なかった。これは，実験 1で用いた 3つの領域における
因果関係に関して，結果状態が変化する /しない物語の
いずれにおいても，幼児はある原因事象から本研究で想
定されていた結果状態が導かれうると考えていたことを
示唆している。また，実験 2の参加児の遂行の程度は，
幼児にとって馴染みがあり，かつ，原因と結果の繋がり
が明確な因果関係の理解を検討した Gelman, Bullock, & 

Meck（1980, Ex 1）と類似したものであった。Gelman 

et al.（1980, Ex 1）は 3−4歳児を対象に，ある初期状態
⇒原因事象（例：濡れていないメガネ⇒メガネに水をか
ける）から結果状態（例：濡れたメガネ）を推論させる
課題を行った。この結果，3−4歳児の 8割以上が結果
状態を正しく推論できることが示されている。つまり，
本研究で用いられた因果関係が，幼児にとって必然性を
伴ったものであったと考えられる。これらのことから，
実験 1での反事実的推論に及ぼす因果関係の領域の影響
が，本研究で扱われた因果関係での原因と結果の繋がり
（因果の必然性）の違いに起因するのではないことが示
されたといえよう。
この実験 2の結果は，領域による反事実的推論の違い
に影響する他の要因が存在する可能性を示唆している。
その要因の 1つとしては，前述のように“物理的な因果
関係の結果は可変性が低く，心理的な因果関係の結果は
可変性が高い”といった制約的な原理が存在するため，
物理的領域・生物的領域で見られるような反事実的推論
の困難さが心理的領域でのみ生じなくなるのかもしれな
い。今後，幼児の持つ素朴な考えが反事実的推論を制約
しているという可能性を踏まえて，研究を進めていくこ
とが必要である。
また，実験 2では年齢による遂行の違いが見られた。

つまり，ある原因事象からどのような結果状態が導かれ

Table　3　結果選択質問の平均得点と標準偏差（実験 2）

 物理 心理 生物 全体

年少児
（n =10）

M 3.30 3.00 3.30 3.20

（SD） （0.82） （0.82） （0.48） （0.48）

年中児
（n =10）

M 3.50 3.40 3.40 3.43

（SD） （0.53） （0.70） （0.84） （0.32）

年長児
（n =10）

M 3.90 3.60 3.60 3.70

（SD） （0.32） （0.52） （0.52） （0.33）

全体
（N =30）

M 3.57 3.33 3.43 3.44

（SD） （0.63） （0.71） （0.63） （0.42）
注．各 4点満点。
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うると考えているのかが，年齢により異なっていた。こ
れは，課題での因果の必然性が，実験 1での年齢によ
る反事実的推論遂行の違いに影響していた可能性を示唆
している。確かに，従来の研究（e.g., Guajard & Turley-

Ames, 2004; Harris et al., 1996; Müller et al., 2007; Riggs 

et al., 1998）では，必然性の強い /弱い因果関係が同一
研究内で混在して用いられており，このような因果の必
然性が反事実的推論にどのような影響を及ぼすかは明ら
かではない。しかしながら，この実験 2の課題において，
いずれの年齢でも 8割以上の正答率であったことを踏ま
えると，この影響はそれほど大きいものではないだろう。

全体的考察

本研究では，従来の研究では交絡していた要因（因果
の性質，課題手法）を統制した上で，幼児期の反事実的
推論の発達やその推論に因果関係の領域が及ぼす影響を
検討した。本研究の結果から，3歳児でもある程度の反
事実的推論能力を持ち，その能力はその後の 4−5歳に
かけてより向上することが示された。交絡要因を統制し
たことを踏まえると，本研究で示された反事実的推論の
発達的変化は，これまでの研究知見の相違を部分的に統
一する結果を示しているといえよう。この結果はまた，
反事実的推論だけでなく，“現実や経験を超えて思考す
る能力”の発達の一部を明らかにしたと考えられる。た
とえば，心の理論課題の遂行は，3歳児より 4歳児で一
貫して良い（e.g., Wellman, Cross, & Watson, 2001）。こ
の心の理論課題では自分が知っている現実を超えて，目
に見えない他者の心的状態（信念）について思考しなけ
ればならない。また，3歳児はどのような状況であって
も自分の経験に反するルール（例：外に行く⇒靴を脱ぐ）
に基づいた推論に困難さを示すが，5歳児はふりの設定
（例：課題前に「これから不思議な星にいるふりをします」
と教示する）の下であれば，そのような自分の経験に反
するルールでの推論も可能となる（e.g., 中道，2006）。
これらの研究は，現実や経験を超えて思考する能力が 4

歳前後に変化することを示している。本研究の結果は，
広い意味での“現実や経験を超えて思考する能力”の発
達に関する新たな知見を提供したといえよう。
また，幼児の反事実的推論の遂行は因果関係の領域
によって変化することが示された。本研究や先行研究
（German & Nichols, 2003; Guajard & Turley-Ames, 2004; 

Müller et al., 2007; Perner et al., 2004; Riggs et al., 1998）
の結果を踏まえると，幼児は心理的・生物的領域に比べ
て，物理的領域の因果関係に関する反事実的推論に困難
さを持つようである。さらに実験 2の結果から，この困
難さは本研究の課題での因果の必然性の違いに起因する
のではないことが示された。これらの結果は，反事実的
推論能力が対象となる因果関係の領域と関連する制約的

な原理の影響を受けるという可能性を示している。たと
えば湯沢（1997）は，4−6歳児の生物的領域における因
果推論（例：ゾウはどうして鼻が長いか？）では人為不
介入の原理（例：生物は人が作ったのではない）が制約
として働いていることを示している。近年の発達心理学
において，無数にある仮説や解釈を限定するような制約
は，発見や学習といった様々な認知活動を促進する要因
として捉えられている（e.g., 波多野・稲垣，1997）。し
かしながら，ある場合には促進的に働く制約が，それ以
外の場合に抑制的に働くことは十分に考えられる。今後
の研究では，様々な制約が反事実的推論に促進的・抑制
的に働きうる可能性を考慮していく必要があるだろう。
ここで，本研究の限界に触れておく。本研究は，反事
実的推論における因果の領域の影響を検討するため，因
果の結果（肯定的・否定的）を統制して実験を行った。
しかしながら，実験 1の探索的な分析の結果から，因
果の領域と因果の結果は相互に関連しながら，幼児の反
事実的推論に影響を及ぼしている可能性が示唆されてい
る。また，本研究では因果の結果の要因を統制するため
に，原因事象によって初期状態から結果状態への変化が
生じる物語（Aパターン）と変化が生じない物語（Bパ
ターン）をカウンターバランスして，実験を行った。実
験 2の結果から，因果の必然性という点に関しては，こ
れらの物語は同質であることが示されている。しかしな
がら，この変化が生じる物語と生じない物語の違いが反
事実的推論の発達に何らかの影響を及ぼしている可能性
がある。さらに，変化が生じない物語の中でも，何らか
の出来事があるが結果状態が変化しない場合と，特に出
来事がなくて結果状態が変化しない場合があり，この違
いが反事実的推論の遂行に影響している可能性もある。
今後は，これらの要因を考慮した上で研究を進めていく
必要があろう。
今後の研究の別の展開としては，まず各領域における
反事実的推論の詳細な検討が挙げられる。素朴理論の研
究では感情・欲求の理解より信念・意図の理解が遅く発
達することが示されている（e.g., 落合，2000；Wellman, 

1990）。また，稲垣・波多野（2005）は「所与の下位領
域内の反応の一貫性は非常に高い。しかし，一つの領域
や理論に含まれる複数の下位領域間の反応の一貫性は高
いとは限らない」（p.232）と主張している。つまり，各
領域の中でも反事実的推論が容易な内容と困難な内容が
ある可能性がある。たとえば，心理的領域に関して，本
研究では German & Nichols（2003）に基づいて，感情
のみを扱ったが，欲求・意図・信念といった要素でも同
様の結果が得られるのかを検討していく必要があるだろ
う。また，Müller et al.（2007）や Beck et al.（2009）で
は反事実的推論にワーキングメモリや抑制制御が関与し
ていることが示されているが，ワーキングメモリ等の全
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般的な反事実的推論の発達と関わる要因と因果関係の知
識がどのように交互作用するのかも検討していく必要が
あるだろう。
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資料　実験で用いた因果関係

初期状態 原因事象 結果状態

物
理
的

（1）
机の上にガラスのコップ
がありました。

A コップが机から落ちました。 コップは割れてしまいました。

B コップはずっと机の上にありました。 コップは割れませんでした。

（2）
庭にからっぽのバケツが
ありました。

A 外で雨が降りました。 バケツに水がたまりました。

B 外はずっと晴れていました。 バケツはずっとからのままでした。

（3）
赤いボールと青いボール
がありました。

A
赤いボールが転がって，
青いボールにぶつかりました。

青いボールが転がりました。

B
赤いボールが転がりましたが，
青いボールにぶつかりませんでした。

青いボールは止まったままでした。

（4）
公園の机の上に紙が
ありました。

A とても強い風が吹きました。 紙は木の上に飛んでいきました。

B 風も吹かないで，ずっと静かなままでした。 紙はずっと机の上にありました

心
理
的

（5）
太郎君は花を見ていて
嬉しい気持ちでした。

A そこに犬が来て，花をふんでしまいました。 太郎君は悲しい気持ちになりました。

B そこに犬が来て，一緒に花を見ました。 太郎君は嬉しい気持ちのままでした。

（6）
次郎君は風船を貰って
嬉しい気持ちでした。

A
風船を持って出かけると，
風船が割れてしまいました。

次郎君は悲しい気持ちになりました。

B
風船を持って出かけると，
風船はずっとフワフワ浮いていました。

次郎君は嬉しい気持ちのままでした。

（7）
けい君はおもちゃが無く
なり悲しい気持ちでした。

A
けい君はおもちゃを探して，
おもちゃを見つけました。

けい君は嬉しい気持ちになりました。

B
けい君はおもちゃを探しましたが，
おもちゃは見つかりませんでした。

けい君は悲しい気持ちのままでした。

（8）
ゆうと君は絵本の字が
よめず困っています。

A
お母さんが来て，
ゆうと君に字を教えてくれました。

ゆうと君は嬉しい気持ちになりました。

B
お母さんはご飯を作っていて，
ゆうと君に字を教えてくれませんでした。

ゆうと君は困ったままでした。

生
物
的

（9）じん君はとても元気です。
A じん君は風邪を引いているお友達と遊びました。 じん君は風邪を引いてしまいました。

B じん君は元気なお友達と遊びました。 じん君は元気なままでした。

（10）とも君は走っていました。
A とも君は石を踏んで，転んでしまいました。

とも君はケガをして，
足から血が出てしまいました。

B とも君は石を踏みましたが，転びませんでした。
とも君はケガもせず，
足から血も出ませんでした。

（11）庭に花の種を植えました。
A 外で雨が降りました。 花が咲きました。

B 外はずっと晴れていました。 花は咲きませんでした。

（12）
ニワトリがタマゴを
産みました。

A ニワトリはタマゴをあたためました。 ヒヨコが生まれました。

B ニワトリはタマゴをあたためませんでした。 ヒヨコは生まれませんでした。
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olds) by domain of task (physical, psychological, biological) factorial design was utilized. On each task, participants were 
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to 5-year old children’s (N =30) knowledge of causal relations. The 3- to 5-year old children’s knowledge was not different 

according to the domain. The data suggest that counterfactual reasoning ability improved between 4-year olds to 5-year olds, 

and that some constraint other than the presence of knowledge influenced this ability.
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篠原　郁子
（愛知淑徳大学心理学部）

母親が乳児の心の世界に目を向け，乳児を心を持った一人の人間として捉えるという特徴（mind-

mindedness：MM）について，後の子どもの発達との関連を検討した。子どもが生後 6ヵ月時に測定され
た母親のMMの高さが，その後，3歳時と 4歳時の子どもの欲求・信念理解，感情理解を促進するのか
を縦断的に分析した。高いMMを持つ母親の子どもは，4歳時点において感情理解に優れ，同時に，一
般語彙の理解も高いことが示された。また，母親のMMの高さは，生後 6ヵ月時に観察された母親によ
る子どもの内的状態への言及頻度の高さを介して，子どもの感情および語彙理解を促進するという影響
プロセスが見出された。一方，3歳時の欲求理解能力，および，4歳時の誤信念理解能力について， 母親
のMMの単純な高さではなく，MM得点の中位群に属する母親の子どもの成績が最も優れることが見出
された。母親のMMは，子どもの心の理解発達について側面ごとに異なる影響を持つことが示唆された。
欲求や信念理解の発達に中程度のMMが寄与していた点について，その理由と影響プロセスを検討する
という課題が示された。
【キー・ワード】　mind-mindedness，欲求・信念理解 , 感情理解，母子関係，縦断研究

問　　　題

黒く丸い瞳があなたをとらえ，小さな口が開いて動
く。このような乳児の行動を目にした時，我々にはどの
ような思考や感情が生起するだろうか。幼児図式（baby 

schema）と称される形態的特徴は，乳児を見る者に「か
わいらしさ」を感じさせ，養護性を喚起させると考え
られている （Lorenz, 1943）。幼児図式には確かに，大人
の注意を惹き付ける効果が見られるが（Brosch, Sander, 

& Scherer, 2007），同時に，大人の意識を乳児の身体の
内側，「心の状態」へと向けさせる効果をも有している
のではないだろうか。例えば Kaye（1982 /1993）は，大
人が，幼い乳児の行動や発声を様々に解釈し，乳児の行
為を意味あるものだと扱う姿を記している。また，大人
による乳児への心の帰属は実験的手法でも検討されてい
る。乳児のビデオ刺激に対して多くの成人は，幼い乳児
が意図的に行動や発声を産出していると解釈し，乳児
の言動には意味があると見なしやすいという （Adamson, 

Bakeman, Smith, & Walters, 1987; Reznick, 1999）。では，
大人が乳児の言動に多様な意味を付与することは，乳児
の発達にとって，どのような意味をもちうるのだろうか。
近年，養育者による乳児の「心」への注目が，子どもが
自他の心を理解する能力の発達に与える影響を検討する
研究が盛んになっている。
子どもが示す心の理解発達に対する養育者の影響に関

して，これまで，アタッチメントと心の理論（他者の行
動をその人が持つ欲求や信念などに基づき予測，説明し
ようとする枠組み）獲得の関連が検討されてきた。心の
理論について誤信念課題を用いた研究が多く実施されて
おり，特に早期の研究からは，安定型アタッチメントタ
イプを示す子どもが誤信念課題の成績に優れることが報
告されてきた（Fonagy, Redfern, & Charman, 1997; Meins, 

Fernyhough, Russell, & Clark-Carter, 1998; Repacholi & 

Trapolini, 2004）。しかし，より近年の研究にはその関連
性を支持しないものも複数あることから（Meins et al., 

2002; Oppenheim, Koren-Karie, Etzion-Carasso, & Sagi, 

2005; Ontai & Thompson, 2008），アタッチメントによる
影響が見直されている。その中で，子どもが示す心の理
解の発達に寄与する養育者側の要因について，より本質
的なものを問う検討が進んできた。そして，アタッチメ
ント安定型の子どもの養育者に多く見られる特徴が重視
されるに至っている。その特徴とは，養育者が，物事
を子どもの視点に立って捉えるという姿勢（Ainsworth, 

Blehar, Waters, & Wall, 1978）であり，子どもなりの思考
や動機，感情の状態に注目するというスタンスである。
こうした養育者の特徴に着目し，複数の知見を報告し

ているものにMeinsらの研究がある。Meins（1997）は，
養育者の特徴として，幼い乳児の心的状態に目を向け，
乳児を心を持った一人の人間として扱う傾向に着目し，
これを mind-mindedness（以下MMと略記）として提唱
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した。そして，乳児が 6ヵ月時に母親のMMを測定後，
12ヵ月時に子どものアタッチメントタイプを，4歳・5

歳時に子どもの心の理論能力を測定している。その結果，
まず，母親のMMが実際に子どものアタッチメント安
定性を予測することが認められた。ただし子どもの発達
への影響について，母親のMMの高さのみが後の子ど
もの心の理論獲得を直接的に予測し，一方，アタッチメ
ント安定性は同様の予測力を持たないことが示された
（Meins et al., 2002, 2003）。養育者が幼い乳児の心に注目
する（あるいは「心を仮定する」）ことが実際に，幼児
期に子どもが示す心の理解能力を促進することが見出さ
れ，養育者のMMは心の理論獲得における発達最早期
の予測因として注目されている。
他にも，乳児の心の世界について洞察しようとする
養育者の姿勢が，子どもの安定したアタッチメントに
関連するものの，もう一方では直接的に心の理論獲得
に寄与することを示す知見が報告されている（Koren-

Karie, Oppenheim, Dolev, Sher, & Etzion-Carasso, 2002; 

Oppenheim et al., 2005）。このように，養育者が有する
「子どもの心的世界への焦点化」という特徴自体が，子
どもの心の理解能力の発達に直接的に与える影響が重
視されている（Symons, 2004; Fonagy, Gergely, & Target, 

2007; Sharp & Fonagy, 2008）。
しかし，これまでの研究では心の理解の発達として，
心の理論の獲得，特に誤信念理解のみが検討されてきた。
MMが子どもの心的世界に対する理解を促進するとすれ
ば，その理解はより広い範囲にわたる可能性があるので
はないだろうか。特に，心の理論の研究では欲求や信念
という心の認知的側面の理解が重視されてきたが，感情
の理解もまた，幼児期に進むことが知られている。例え
ば，子どもの日常生活の観察から 2歳児が感情状態を示
す語彙を使用すること（Bartsch & Wellman, 1995），実
験からは 3歳ごろに表情の理解や命名が可能となり，そ
の後，文脈に基づく感情推測も発達することが見出さ
れている （Pons, Harris, & de Rosnay, 2004; 笹屋，1997）。
信念理解と感情理解の発達は，特に幼児期初期において
個人内で関連しないという示唆もあり（Dunn, 1995; 森
野，2005），養育者のMMが，子どもの心の理解発達に
おける認知的側面と感情的側面の双方にどう影響するの

かという検討が必要だと考えられる。
さらに，こうした検討において，心の理解の発達が 4

歳 ･ 5歳という時期よりも早くから漸次的に進行して
いることを考慮すべきであろう。例えばWellman & Liu

（2004）は，心の理論の発達を段階的に捉え，4歳ごろ
の誤信念理解に先立ち，3歳ごろに自他の異なる欲求の
理解が見られることを示している。また，先述のように
感情についても，表情理解や日常的文脈での他者の感情
推測が 3歳時点で見られることから，養育者のMMが
これまで問われていない 4歳以前の心の理解の発達に及
ぼす影響を検討する必要があるだろう。そこで本論では
養育者のMMと，子どもが 3歳時点で示す欲求や感情
の理解，そして 4歳時の信念理解やより高度な感情理解
の発達との関連性を検証することを目的とする。なお，
MMが子どもの感情や信念理解以外にも，広く全般的な
社会的認知能力を促進する可能性もあり，その一指標と
して語彙能力の発達も検討に含めたい。
以上の目的に関して，篠原（2006）は母親のMMの
測定実験を考案し，生後 6ヵ月時の母親のMMを測定
している。そして，母親間におけるMMの個人差が見
出されていることから，本論では，その母親のMMと
後の子どもの発達との関連を縦断的調査によって明らか
にすることとしたい。そこで，先にMMを測定した母
親の子どもが 3歳と 4歳になった時点で追跡調査を実
施し，心の理解の認知面，感情面の能力を測定する。母
親のMMは子どもの心の理解を多面的に促すと予想し，
高いMMを持つ母親の子どもが 3歳および 4歳の時点
で，欲求 ･信念に加え感情の理解にも優れるのかを検証
することを目的とする。

方　　　法

調査デザインと参加者　
子どもが生後 6ヵ月時にMMを測定した母親とその

子ども 38組（篠原，2006）を追跡し，子どもを対象に
縦断調査を行った。3歳，および 4歳になった時点で心
の理解能力に関する課題を実施した。各調査時期に参加
した子どもについて Table 1に示す。
母親の MM測定　

MMの測定に関して，Menis et al.（2002）は母子遊び

Table　1　縦断調査における各時期の参加者

時期 対象と人数 平均月齢（レンジ） 子どもの性別と出生順位

3歳時 子ども 29名
35ヵ月 18日
（34ヵ月 12日−38ヵ月 15日）

男児 13名・女児 16名
第 1子 18名・第 2子以降 11名

4歳時 子ども 31名
50ヵ月 9日
（47ヵ月 1日−57ヵ月 10日）

男児 14名・女児 17名
第 1子 18名・第 2子以降 13名
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場面で母親が乳児の内的状態に言及した発話のうち，文
脈上適切なものの割合を指標としている。ただし本論で
は，母親が乳児に対してそもそも心の存在を仮定するの
かという特性を重視し，さらに子ども側の気質的，行動
的特徴が母親の発話行動に与える影響を統制した指標と
して，共通ビデオ刺激への反応を問う測定法を用いた。
以下，母親のMM測定は篠原（2006）で実施されたも
のである。本論の重要な変数であるため概要を抜粋して
示す。

6ヵ月児（平均月齢 6ヵ月 20日，男女各 19名）の母
親 38名（平均年齢 31.9歳）に，家庭で個別実験を行った。
モニターに母親自身の子どもではない乳児の日常場面を
撮影したビデオ刺激（約 30秒）を呈示し，その乳児が
何らかの内的状態（感情，欲求，思考など）を有してい
ると思うかを質問した。それらを有していると思われた
場合には，その具体的な内容の全てを口頭で回答するよ
う求めた。内的状態を有していないと思われる刺激につ
いては，その旨を回答するよう求めた。5つのビデオ刺
激について回答を得，乳児の心の状態に言及した回答数
をカウントした。5試行分の合計数をMM得点として得
点化した。
3歳時点の調査　
実験者が家庭を訪問し，以下の実験を行った。課題場
面は全てビデオ録画された。　
他者の欲求理解課題　Repacholi & Gopnick（1997），

Wellman & Liu（2004） を参考に，原寸大の食品レプリ
カ 4種（イチゴ，ピーマン，ブロッコリー，クッキー）
と皿（8 cm×22 cm）を用いて実験を実施した 1）。皿に
イチゴとピーマンをのせ子どもの好みを問い，イチゴへ
の好みを確認した。皿を実験者の方へ引き寄せピーマン
を食べるふりをし「おいしい！」と笑顔で話した。次に，
イチゴを食べるふりをして「うわぁ，おいしくない！」
と顔をしかめて話した。その後「食べ物をひとつちょう
だい」と子どもに求めた。食べ物を手渡す，手にとって
示す等の反応を得た後，第 2試行に移った。ブロッコ
リーとクッキーを用いて，同様の手順で実験者がブロッ
コリーを好むことを表現した。実験者の好みと嫌悪の呈
示順序は 1試行目と逆とした。2試行ともに，実験者が
好む食べ物を選択した場合，課題に正答したものとみな
した。　
感情理解課題　Denham（1986），Pons et al. （2004）
を参考に，喜び，悲しみ，怒りの 3情動について，女性
の顔表情画カード（8 cm×12 cm）を用いた 3つの課題
を行った。まず，ラベリング課題ではカードを 1枚ずつ

呈示し，「これはどんな気持ちのお顔かな？」と質問した。
口頭での回答を得たが，反応が得られない場合，2回ま
で質問を行った。次に表情認識課題として，カード 3枚
を並べて呈示し，質問した情動を示す表情の選択を求め
た。例えば「嬉しい気持ちのお顔はどれかな？」と問い，
指さしなどで回答を得た。最後に文脈に基づく推測課題
を行い，文脈を示す絵を用いてストーリーを話し，状況
から予想される登場人物の情動状態を推測させた。喜び
状況では父親が母親に誕生日のケーキを買ってくる話を
呈示した。「ケーキをもらったお母さんは，どんな気持
ちかな？」と子どもに質問し，顔表情画カード 3枚から
1枚を選択させた。怒り状況では，お母さんがテーブル
を拭いた後に，子ども（参加児と同じ性別）がテーブル
にクレヨンで落書きをする話を，悲しみ状況では，お母
さんが大切にしていたコップが棚から落ちて割れてしま
うストーリーを呈示した。以上の 3課題において，質問
する情動の順序はランダムであった。感情の残存効果を
考慮し，課題終了後，お母さんがおいしくケーキを食べ
ている話をして喜びの表情画を選択させて実験場面を終
えた。
得点化について，ラベリング課題では呈示された顔表

情画に合致する答えを述べた場合に 1点を付し（例：笑
顔について「嬉しい」「にこにこ」などの回答），3情動
への回答を合計した。表情認識課題と文脈に基づく推測
課題では，正しい顔表情画を選択した場合に 1点を付し
て 3情動への反応の正誤を合計し，いずれの課題も 3点
満点とした。
4歳時点の調査
実験者が家庭を再び訪問し以下の実験を行った。課題
場面は全てビデオ録画された。
誤信念課題　Wimmer & Perner（1983）を参考に位置
誤信念課題を実施した。シマウマとサルの人形，クッキー
の玩具，黄色の袋と青色の袋を用いた。シマウマが黄色
の袋にクッキーを入れた後公園へ遊びに行くが，シマウ
マがいない間に，サルがクッキーを黄色の袋から青色の
袋に移し，その後にシマウマが帰宅するストーリーを実
演した。記憶質問として，シマウマが公園に行く前にクッ
キーを入れた袋を質問した。次に現実質問として，今クッ
キーが入っている袋を質問した。これら 2問に不正答の
場合，ストーリーを再演し再度質問した。記憶質問と現
実質問に正答してから，誤信念質問として，おやつを食
べたいと思っているシマウマはクッキーをどちらの袋に
探しにいくかを質問した。最終質問に正答した場合，課
題通過とした。　
感情理解課題　喜び，悲しみ，怒り，恐れ，普通の 5

情動について，課題を実施した。3歳時点と同様に，ラ
ベリング課題，表情認識課題，文脈に基づく推測課題の
3課題を行った。ただし，表情認識課題，文脈に基づく

1）実施前に母親に質問を行い，子どもがイチゴとクッキーを好み，
それに比してピーマンとブロッコリーは好まないことを確認し
た。子どもがイチゴやクッキーを好まない場合には，バナナ，ウ
インナーのレプリカを適宜代用して実験材料とした。
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推測課題については円滑に進めるため，回答選択肢とし
て（顔表情画カードではなく），5情動のうち 4つの顔
表情画を印刷した紙面を選択肢セットとして使用した。
例えば文脈に基づく推測課題では，文脈を示す絵を用い
てストーリーを話した後， 紙面上の 4つの顔表情画から
登場人物の情動を 1つ選ぶよう求めた。なお，質問ごと
に情動の組み合わせが異なる選択肢セットを使用し，選
択肢中の肯定的情動と否定的情動に偏りがないよう考慮
した。文脈に基づく推測課題について，ストーリーには
対象児と同性の子どもが登場し，挿絵中の登場人物の顔
は空白であった。喜び状況はサンタクロースからプレゼ
ントをもらう話，恐れ状況は夜にお化けが出てくる話，
普通状況として洋服を着替える話，怒り状況は主人公が
描いた絵に友達がいたずら書きをする話，悲しみ状況は
主人公の好きな玩具がなくなる話を呈示した。
得点化は 3歳時の課題と同様に行い，ラベリング課題

は呈示された顔表情画の内容に合致する言語的説明に 1

点を付した。表情認識課題と文脈に基づく感情推測課題
では，正解となる顔表情画を選択すれば 1点を付し，そ
れぞれ 5点満点とした。　
言語理解能力　全般的な語彙理解の指標を得るため，
日本語版絵画語い発達検査（上野・撫尾・飯長，1991）
を実施した。4つの絵の中から，検査者が示した語彙を
表す絵を選択するように教示した。全 68項目の検査で
あるが，実施手続きに従い，子どもの誤答や無回答が続
いた時点で課題を終了した。回答を得た語彙について正
誤の得点化を行い，既定の手順に沿って語彙月齢を算出
した。なお，1名が検査中断となり，語彙能力に関する
分析対象は 30名であった。

結果と考察

母親のMMと子どもの欲求・信念理解および感情理
解の発達との関連を以下分析した。なお，母親のMM

得点の平均は 9.05（SD＝3.52），レンジは 2–20であり，
この得点に母親自身の子どもの性別および出生順位によ
る差はないことが報告されている（篠原，2006）。そこ
で本論では子どもの性別，出生順位を区別せず調査対象
全体について分析を行った 2）。サンプルの大きさ，子ど
もの複数の課題得点に分布の偏りが認められたことを考
慮し，ノンパラメトリック検定を用いて分析を実施した。
変数間の独立性の検定を行う場合には，クロス表内の期
待値の小ささを考慮して正確確率検定を行い，正確有意
確率を用いた。分析には SPSS 16.0Jおよび SPSS Exact 

Tests（Release 6.xJ）を使用した。
欲求・信念の理解

3歳時　他者の欲求理解課題に正答した子どもは 12

名（全体の 41.3％）であった。母親のMM得点と子ど
もの成績の関連を検討するため，点双列相関係数を算
出した。その結果，有意な相関は認められなかった（rpb

＝–.146，n.s.）。母親のMM得点が高いと，子どもが示
す他者の好みに基づく欲求理解の成績が高いだろうとい
う仮説は支持されなかった。これまで，母親のMMに
ついては子どもの課題成績の直線的関係のみが問われ
てきたが（Meins et al., 2002），今回測定した母親の MM

と 3歳時の欲求理解はいかなる関連も有していないの
だろうか。Sharp, Fonagy, & Goodyer（2006）は，「よい
親子関係」と評定される乳児と母親であっても，実際の
ところ，親が子どもと調和した行動をとるのはやりとり
全体の 3～5割程度であるという知見（Tronick & Cohn, 

1989）を重視している。そして，親が子どもの心を読み
取ることもまた，常にではなくとも潜在的な機会のうち
5割程度が行われていれば，子どもの社会情緒的発達に
十分に促進的に機能するだろうと論じている。実際に，
年長の子どもについてではあるが，母親による子どもの
心の読み取りの高群と中群において子どもの社会的適応
性に差異はなく，一方，低群の子どもの適応性が低いこ
とが示されている （Sharp et al., 2006）。そこで，母親を
MM得点により低中高の 3群に分類し，MMの低さは
子どもの欲求理解を促進する機能を持たないが，中程度
以上の高さのMMは一定の促進的機能を持つのではな
いかという新たな仮説を立て，その検討を試みることと
した。

MM得点の標準偏差に基づき，MM得点が平均か
ら 1SD 以下の母親を低群（n =7）， MM得点が平均か
ら 1SD 以上の母親を高群（n =7）とし，±1SD 内の
得点の母親を中群（n =15）として設定した。母親の
MMと子どもの成績について独立性検定を行った結果，
有意な関連があることが認められた（χ2（2）＝8.191，
p =.017）。残差分析から，MM得点の中群において課題
に通過する子どもが多く（ p <.05），一方，MMの高群
や低群では通過する子どもが少ない傾向（ p <.10）が示
された（Table 2）。中程度以上すなわち，MMの中群で
も高群でも子どもの欲求理解が高いということではな
く，MM中群の母親の子どもにおいて，成績が優れると
いうことが見出された。

4歳時　誤信念課題に通過した子どもは 10名（全体
の 32.3％）であった。母親のMM得点と子どもの成績
について点双列相関係数を求めた結果，有意な相関は
認められなかった（rpb＝–.284，n.s.）。3歳時と同様に，
母親の高いMM得点が子どもの優れた誤信念理解と関
連するだろうという仮説は支持されなかった。ただし，

2）3歳時の欲求理解では，第 2子以降の子どもの方が，第 1子より
も課題に多く通過した（χ2（1）＝7.180，p<.05）。4歳時の感情ラ
ベリング課題の成績は男児より女児が優れていた（z =–2.139，
p<.05）。これらの性差，出生順位差を含めた詳細な分析は今後の
課題としたい。
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3歳時においてMM得点中群の子どもの成績が高いとい
う，当初は予想していなかった形の関連が認められたこ
とから，4歳時にも同様の関連があるのかを検討するこ
ととした。母親のMM得点群について，4歳時の分析
対象は低群が 6名，中群が 17名，高群が 8名であった。
母親の 3群と子どもの成績の独立性検定の結果，有意な
関連が認められた（χ2（2）＝5.517，p =.049）。残差分析
より， MM中群の母親の子どもが課題に正答することが
多い傾向にあり（ p <.10），一方，MM得点の高群にお
いて課題に通過する子どもが有意に少ないこと（ p <.05）
が見出された（Table 3）。
感情理解 

3歳時　ラベリング課題の平均は 1.72点（SD =1.36），
表情認識課題は平均 1.83点（SD =1.23），文脈に基づ
く推測課題は平均 1.05点（SD =.91）であった。これ
ら 3課題の合計は平均 4.60点（SD =2.43）であった。
母親のMM得点との関連について，感情理解のいずれ
の得点にも，有意な相関は認められなかった（ラベリ
ング課題 rs =.268，表情認識課題 rs =–.076，推測課題
rs =.246，3課題の合計点 rs =.228，全て n.s.）。3歳時
の欲求理解得点の分析結果をふまえ， MM得点に基づく
母親の 3群間に子どもの成績の差が認められるのかを
Kruskal Wallis検定により分析した。しかし，有意差は
認められなかった（ラベリング課題 χ2（2）＝3.874，表
情認識課題 χ2（2）＝1.388,感情推測課題 χ2（2）＝2.978，

3課題の合計得点 χ2（2）＝1.060, 全てn.s.）。
4歳時　得点について，ラベリング課題は平均 2.60

点（SD =1.33），表情認識課題は平均 4.13点（SD =.73），
感情推測課題は平均 2.87点（SD =1.25），3課題の合計
点は平均 9.52点（SD =2.34）であった。母親のMM得
点との関連を分析した結果，ラベリング課題に有意な
相関が認められ，MM得点の高い母親の子どもが顔表
情画に対するラベリング能力に優れることが示された
（rs =.415，p =.023）。次に，他の課題得点について母親
のMM得点グループ間における差を検討したが，有意
差は認められなかった（表情認識課題：χ2（2）＝2.409，
感情推測課題：χ2（2）＝ .725,感情課題の合計得点：χ2（2）
＝ .187，全てn.s.）。
言語理解能力　
語彙月齢の平均は 49.90（SD =10.63）であり，調査
対象児の生活年齢とほぼ重なっていることが確認され
た。母親のMM得点と子どもの語彙月齢について相関
分析を実施した結果，正の相関を持つことが示された
（rs =.486，p =.006）。高いMMを示した母親の子どもは，
語彙理解に優れていることが見出された。
考　察
以上，高いMMを持つ母親の子どもは，心の理解能

力に優れるだろうという仮説について，3歳と 4歳時点
における検討を行った。3歳時の欲求理解，さらに 4歳
時の誤信念理解について検討した結果，予想とは異な

Table　2　母親のMM得点群別，3歳時の欲求理解課題に通過した子どもの数

母親のMM

低群 中群 高群

子どもの人数

通過
（調整済み残差）

1

（−1.671†）
10

　（2.862**）
1

（−1.671†）

非通過
（調整済み残差）

6

　（1.671†）
　5

（−2.862**）
6

　（1.671†）
注．数字は人数を，（　）は調整済み残差を示す。
† p<.10，** p<.01

Table　3　母親のMM得点群別，4歳時の誤信念理解課題に通過した子どもの数

母親のMM

低群 中群 高群

子どもの人数

通過
（調整済み残差）

2

　（.063）
8

　（1.943†）
0

　（2.266*）

非通過
（調整済み残差）

4

（−.063）
9

（−1.943†）
8

（−2.266*）

注．数字は人数を，（　）は調整済み残差を示す。
 † p<.10，* p<.05
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り，母親のMMの高さと相関関係にないことが明らか
となった。そして，更なる分析の結果，MMが最も高い
群の母親の子どもは成績が優れず，むしろ，中程度の高
さのMMを持っていた母親の子どもが，欲求や信念の
理解に優れるという関連パターンが見出された。一方，
先行研究では検討がなされていない感情理解の発達につ
いての分析結果からは，高いMMを持つ母親の子ども
ほど，4歳時点における感情語を用いた表情ラベリング
能力に優れることが認められた。さらに，一般語彙能力
についても母親のMMの高さと相関することが見出さ
れた。これらの結果は，MMが子どもの心の理論獲得以
外にも，より広い意味での子どもの心の理解能力，社会
的能力の発達に促進的であろうという仮説を支持するも
のであった。
ここではまず，子どもの感情理解と語彙理解について
得られた結果を考察したい。感情理解のうち，感情の認
識および推測課題では，視覚的な顔表情選択肢を用いて
回答を得たのに対し，ラベリング課題では顔表情に対す
る子ども自身による言語的説明を求めた。母親のMM

は，感情理解能力の中でも「うれしい」「かなしい」といっ
た感情語彙の使用に促進的な意味を有していたとも考え
られる。感情語の使用ならびに全般的な語彙理解には母
親のMMとの相関関係が支持され，一方，他者の感情
ならびに欲求・信念の推測を求めた課題についてはその
関連が認められなかったことを考慮すると，母親のMM

は特に，子どもの言語的側面の発達に寄与していた可能
性があるのではないだろうか。
これに関連してMeins（1997）は Vygotsky（1930 /1978）
に依拠し，養育者のMMは，子どもが心を理解するた
めの適切な足場を提供しているのではないかと仮定して
いる。その足場として特に心的語彙の役割を重視し，高
いMMを有する養育者はその結果として，早期から乳
児に対して心への名付け，すなわち，心的語彙を豊富に
使用しやすいのではないかと論じている。実際に，生後
6ヵ月時の母親のMMが，同時期およびその 3ヵ月後
に観察された母子遊び場面における，母親による子ども
の内的状態についての発話量と相関することも報告され
ている（篠原，2006，2008）。今回，母親のMMが 4歳
時の子どもの表情ラベリング能力の高さ，ならびに内的
世界に特化したものではないが全般的な語彙の理解能力
と関連していた結果の解釈にあたり，MMに関連した母
親の発話の特徴が，子どもの発達の足場となっていた可
能性が考えられるだろう。本論で追跡調査の対象となっ
た子どもの生後 6ヵ月時と 9ヵ月時において，母親によ
る子どもの内的状態への言及頻度のデータが得られてい
る（篠原，2006，2008）。そこで，母親の高いMMは心
的語彙を用いた発話行動が媒介する形で，子どもの感情
語の使用や全般的語彙能力を促進している可能性を検討

するため，補足的分析を行いたいと考える。

母親のMMと子どもの感情理解・語彙理解の 
関連についての補足的分析

方　法
子どもの発達に関する変数は，4歳時の感情理解課題

における表情ラベリング課題の得点，および，語彙月齢
である。媒介変数には，MMを測定した母親について先
行調査から得られている指標を用いた。篠原（2006）お
よび篠原（2008）は，子どもが生後 6ヵ月時と 9ヵ月時
に家庭での母子自由遊び場面の観察を実施し，10分間
中に，母親が子どもの内的状態（感情や欲求，思考や認
知状態）へ言及した頻度をカウントしている。なお，母
親による子どもの内的状態への言及頻度は，生後 6ヵ月
時は平均 10.71回（SD =7.69），9ヵ月時は平均 7.39回
（SD =6.65）であった。MM得点と 6ヵ月時の母親の発
話の相関係数は r =.454（p =.012），9ヵ月時は r =.473

（p =.008）であり，2時点における母親の発話間の相関
は r＝ .484（p =.007）であった。ここでは，生後 4歳時
点で，上記 2つの発達の指標がともに得られた 30名の
子どもについて，これらの母親のデータを用いて補足的
分析を行うこととした。

MMが心的語彙の付与を介して子どもに影響すると
いうプロセスの検討にあたり，小さなサンプルではある
が，子どもの 2つの発達指標も含め，以上の変数につい
ては正規性が確認されたため，構造方程式モデルによる
分析を行うこととした。まず，母親のMMが心的語彙
の使用を介して子どもの発達を促進すると仮定したが，
MMが直接的に子どもの発達に影響を持つ可能性も含め
た仮説モデルを設け分析を行った（Figure 1）。分析には
Amos16.0を用いた。
結　果
仮説モデルについて分析を実施した結果，モデルの適
合度は低く，子どもの表情ラベリング得点に対する母親
のMMからの直接的なパスは有意ではなかった。また，
生後 9ヵ月時点における母親の心的語彙の付与量からラ
ベリング得点へのパスも有意ではなかった。このためこ
れらのパスをモデルから除外して修正を行い，最終的に

Figure 1　母親のMMによる心的語彙使用を介した子
どもの発達への影響プロセスモデル
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Figure 2のモデルを採用した（χ2（2）=1.173，p =.556，
GFI=.984，AGFI=.883，RAMSEA=.000）。
母親のMM得点の高さは，2時点における子どもへの
心的語彙付与量に正の影響を与えていた。子どもの表情
ラベリング能力に対して，母親のMMが生後 6ヵ月時
点における子どもの内的状態についての発話を介して影
響することが認められた。次に子どもの一般語彙理解に
ついて，母親のMMは生後 6ヵ月時点での発話を介し
た影響も有していたが，同時にMMによる直接的なパ
スも有意であることが示された。

総　合　考　察

MMと子どもの感情理解との関連
本論では，これまで検討されていない感情理解の発達
と母親のMMの関連を問い，乳児期に測定されたMM

得点の高さが 4歳時の感情理解能力の高さと相関するこ
とが明らかとなった。4歳時，顔表情の認識課題は平均
点が高く，多くの対象児が既に一定の理解に達している
と考えられた。一方，5点満点中 2点台の平均点であっ
た表情ラベリングと感情推測について，母親のMMは
状況に基づく他者の感情の推測という能力よりも，顔表
情の名付けという言語的表現の発達に寄与していること
が示唆された。
子どもの感情語彙の使用の発達には，子どもが経験
する言語的環境からの影響が考えられよう。先述のよ
うに高い MMを持つ母親は，その特徴の現れとして，
子どもに心的語彙を多く付与しやすいことが仮定さ
れ（Meins, 1997），実際に MMの高さがこうした母親
の発話の多さと関連することが見出されている（篠原，
2006, 2008）。本論で補足的に実施した影響プロセスの

検討結果から，母親のMMの高さが生後 6ヵ月時にお
ける子どもへの心的語彙の豊富な付与を介して，4歳時
点における顔表情の命名能力を高めることが確かめられ
た。特に，母親のMMは子どもの表情ラベリング能力
に直接的影響を持たず， MMが親子間での心についての
会話という具体的なやりとりを通して，子どもの感情語
使用の発達に寄与する過程が示された。これまで，母親
の心的語彙使用と子どもの感情理解の関連は報告されて
いるが （Laible, 2004; Taumoepeau & Ruffman, 2006），な
ぜ母親の心的語彙の使用量に個人差があるのかという点
は十分に問われていない。今回見出されたMMによる
感情理解の促進機能，特に発達早期からの影響過程に関
する知見は，子どもの感情理解を支える環境の理解にも
新たな視点を提示すると考えられる。
MMと子どもの一般語彙理解について

4歳時における語彙理解能力にも母親のMM得点との
有意な相関が認められた。MM自体，あるいは母親の心
的語彙の使用による子どもの語彙能力全般への影響を直
接的に問う研究は少ないが，本論の分析から，MMが直
接的に，また，母親による心的語彙の使用を介して，子
どもの語彙理解を引き上げていることが示唆された。観
察された心的語彙の使用場面を見ると，乳児の好みや
興味の対象を含む発話（「車が好き？」や「絵本を読み
たいの」などの表現）が多かった。こうした，子どもの
心の状態を描写しようとする際に様々な語彙を含む母親
の発話が，子どもの語彙全般に対する理解を促進しやす
かったのではないかと考察される。
なお，一般語彙，ならびに心的語彙の発達について，

母親による幅広い語彙の使用，あるいは全体的な発話量
の多さが子どもの言語的発達を促進していた可能性も考

　　　　　　　　　　　*p<.05，**p<.01

Figure 2　プロセスモデルのパス図 

R 2=.398
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えられる。本論で母親の心的語彙の使用に着目したの
は，MMという子どもの心への目の向けやすさが直接的
に反映されるだろうと考えられたこと，また，発話の全
体的豊富さではなく心的語彙の使用が，子どもの感情や
誤信念理解に影響するという先行研究の報告 （Ruffman, 

Slade, & Crowe, 2002; Taumoepeau & Ruffman, 2006） を重
視したためである。しかしながら，特に母親のMMと
一般語彙の相関関係が見出されたことから，今後，子ど
もへの発話総量や母親の語彙能力も分析に加え，統制を
とることが課題である3）。また，分析対象とした心的語
彙の付与量について，今回は生後 6および 9ヵ月時点
の観察結果を用いたが，生後 1年目以降の母親の発話も
含めた検討を行うことが必要であろう。これにより，幼
児期に至った子どもに対する，母親のMMによる影響
プロセスの全体像がより詳細に明らかになると考えられ
る。
MMと欲求・信念理解について
本研究では心の理論の発達を段階的にとらえる視点か
ら（Wellman & Liu, 2004）， 母親のMMの高さが誤信念
理解より早期の欲求理解の発達をも促進するのではない
かと予測した。検証の結果，母親のMMは，先行研究
（Meins et al., 2002, 2003）で検討された時期よりも早く，
3歳時の欲求理解の成績とも関連を持つことが明らかと
なった。しかし，その関連性は予想された線形のもので
はなく，乳児期に測定されたMM得点の中位群に属す
る母親の子どもが，3歳時の欲求理解，ならびに 4歳時
の誤信念課題の成績に優れることが見出された。そして，
予想とは異なり，高いMMを持つ母親の子どもはこれ
らの課題の成績が相対的に低いという関連パターンの存
在が示唆された。
母親の高いMMが子どもの課題成績の高さを予測す

るという先行知見（Meins et al., 2002）との差異について， 
まず，MMの測定方法の差異が関係しているのではない
かと考えられた。Meins et al.（2002）においてMMは，
母子相互作用中に母親が子どもの内的状態に言及した発
話のうち，文脈に照らして適切だと判断された発話の割
合が指標となっていた。一方，本研究ではMMとして，
そもそも乳児に対して何らかの心的帰属を行うのか否か
という点を重視し，共通の乳児ビデオ刺激に対する心的
帰属の量に着目した。「乳児を心を持った一人の人間と
して扱う」という養育者の特徴（Meins, 1997） を測定す
る方法として，Meinsらと本研究では重視した点に差異

があるため，子どもの誤信念理解との異なる関連パター
ンが示されたのではないかと考えられる。
心的帰属の量に着目したMMを用いた今回の検討結

果について，欲求・信念理解との関連分析から新たに示
されたMMの高群と中群の差を考察したい。本論では
当初，これらの群の間に子どもの発達の差を予想してお
らず，特に， MM高群の子どもの欲求や信念理解の成績
の低さは予想と大きく異なるものであった。MMの高さ
について Fonagy et al.（2007）は，臨床的な見解とした
うえで，子どもに対する偏りを含んだ「過剰な心的帰属」
（hyper-mentalising）と，「適度なMM」を区別する必要
性を指摘している。本研究で高いMMを持つと分類さ
れた母親は，乳児の心について目を向ける際，過剰性や
内容の偏りを含んでいたのだろうか。中程度とされた
MMには相対的に過剰性や偏りが少なく，子どもの欲求
や信念理解の発達に寄与し得た可能性も考えられる。た
だし本論で用いたMM測定方法では，そもそもあらか
じめ固定されたビデオ場面における乳児の内的状態につ
いて回答を得るため，回答内容の偏りを検出するのに十
分な手続きとは言い難い。しかし，MM測定実験で回答
数が多い母親は，自分の子どもとのやり取り場面でも心
的世界への発話が多いこと（篠原，2006，2008）を考慮
すると，高いMM得点を持つ母親は子どもに心を帰属
しようとする機会自体が多く，母親が自発的に子どもに
対して心を読み込む機会，ないしその際の具体的内容に，
偏りや過剰性が含まれる可能性があるのではないだろう
か。例えば，実際には子どもの側が必要としていない時
に，母親がMMの高さ故に子どもの心を想像してやり
とりを図ろうとする，あるいは，子どもの自発的な環境
や他者への思考を（結果的に）先回りして，母親が発話
や行動を起こしてしまう，などということも考えられる
だろう。
これに関して篠原（2009）は，子どもが生後 6ヵ月時

に測定された，本論で用いた実験に基づくMM得点の
高さが，その 4年後に測定された母親自身の子どもの心
に対する語りの量的豊かさと関連していること，しかし
一方，母親ではなく子ども自身の見方を考慮して語る姿
勢，あるいは子どもの姿を受容する視点とは関連してい
ないことを報告している。この検討は 4年という時間を
経た比較であり，乳児に対する心的帰属の量的な豊富さ
が，子どもに向ける視点の適切性とは独立している可能
性を示唆するにとどまる。今後，母親が持つ乳児の心に
対する見方の特徴について，量的豊富さと内容としての
適切性を同時に測定し，両者の重なりと相違を明らかに
することが課題である。また，実際の母子相互作用につ
いて，高いMM得点を持つ母親は心的語彙の付与とい
う発達の足場を提供しながらも，同時に，やりとりのタ
イミングや内容としては，子ども自身による自発的な他

3）子どもの社会・認知的発達については，母親の認知能力による影
響も考えられる。これに関して本論では（母親の認知能力を直接
的に扱ったものではないが）母親の学歴による影響を分析したが，
MM得点，生後 6ヵ月時と 9ヵ月時の母親による子どもの内的状
態への言及頻度，4歳時の子どもの表情ラベリング能力ならびに
語彙月齢との関連は認められなかった。
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者の心の理解や推測を阻害してしまうような行動特徴が
認められるのか，一方，MM得点の中位群の母親にそう
した特徴が見られないのかを明らかにしていくことが必
要である。
意義と今後の課題
以上，本論では生後 1～5年目の縦断調査を行い，乳
児期に測定された母親のMMが 4歳時の感情理解や語
彙能力を促進することが明らかとなった。心の理論課題
の成績以外の子どもの発達についても，母親の高いMM

による影響が認められることを示した点に意義があると
考えられる。さらに，子どもの感情理解と語彙理解の発
達についてMMによる影響プロセスを検証したが，本
論では母子相互作用の文脈外で母親のMMという特徴
を測定したことで，母親の特性としてのMMが実際の
養育環境に作用し，子どもの発達を促進するという過程
の検討が可能となった点が重要であると考えられる。ま
た，3歳時と 4歳時における欲求や信念理解の発達につ
いて，母親のMMの単純な高さではなく，中程度の高
さが促進的に関連するという新たなパターンが見出され
た。これより，子どもの心の理解の発達について，側面
によってMMによる影響が異なることが新たに示唆さ
れた。子どもの欲求・信念理解の発達との関係について，
MMが低い場合，子どもの成績が優れないことは支持さ
れた。しかし， MMの中位群において子どもの発達が最
も優れるという，MMが単純に高ければ高いほどよいの
ではないことを示唆する今回の結果について，その影響
プロセスを明らかにすることが重要な課題である。今後，
より大きなサンプルに基づく検討を行うことも必要であ
るが，同時に，高い，あるいは中程度に高いＭＭを持つ
母親が，乳児期から幼児期にかけてどのような養育行動
を示しているのか，ボトムアップな視点を組み込んだ検
討も必要であると考える。
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Maternal mind-mindedness (MM) is the tendency to treat an infant as an individual with a mind (Meins, 1997). Maternal 

MM was assessed by video based measurement when her children were 6 months old (N =38) . To assess mothers’ use 

of internal state language with her children, mother-infant pairs were observed in free play interactions at 6 and 9 months 

of age. Children’s understanding of other people’s desires, beliefs, and emotions were tested at 36 months (N =29) and 

48 months (N =31). Children’s verbal ability was assessed at 48 months. Mothers’ MM was significantly correlated with 

children’s emotion understanding and verbal ability at 48 months. Path analysis showed that maternal MM positively 

predicted children’s emotion understanding and verbal ability via mothers’ rich comments on infants’ internal states that 

observed at 6 months of age. On the other hand, mothers who had a moderate level of MM were more likely to have children 

who passed desire task at 36 months and false belief task at 48 months. These findings suggest that maternal MM in infancy 

predicted children’s development of understanding of other person’s mind. However, MM had different effects on children’s 

comprehension of other’s emotional and cognitive states.
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本研究では，就学前期における自己調整機能の発達を，自己主張，自己抑制，自他調整の 3側面から
検討することを目的とした。3歳から 5歳の幼児 120名を対象に，仮想課題を用いて，自分が遊んでいた
玩具が取られてしまう自己先取場面，他児が遊んでいる玩具で遊びたくなる他者先取場面，他児と同時
に玩具を見つける対等場面の 3場面を想定させ，自分ならばどのようにするか，口頭と選択肢で回答を
求めた。その結果，口頭回答については，対等場面で，5歳児に自他調整の回答が多く見られたが，3歳
児では自他調整の回答は少なかった。5歳児では，先行，後行，順番など，自分も相手も交互に物が使え
るように自他関係を調整する回答が多く出現しており，この時期に自他調整の方略が発達することが示
唆された。また 4歳児，5歳児の口頭回答では，他者先取場面において，依頼という方法で自己主張が多
く見られ，対等場面に比べても自己主張は増加していることから，場面の違いに応じた自己主張をして
いることがわかった。一方，3歳児の口頭回答では，特に他者先取場面で無反応が多く見られ，先に物を
保有する他者には，対処法を見出せない様子が窺えた。最後に，選択回答については，自己先取場面に
おいて，行動的主張の回答が，3歳児で多く見られ，5歳児において少ないことが示された。
【キー・ワード】　就学前期，自己調整機能，自己主張，自己抑制，自他調整

問　　　題

Kopp（1982）によれば，自己調整（self-regulation）
については，様々な定義がなされてきた。人の要求に従
う能力，状況の要請に応じて活動を開始したり中止した
りする能力，社会的教育的環境において言語や動作の強
さ・頻度・持続時間を調節する能力，目標に向かって活
動することを遅延させる能力，外的な規制がなくても社
会的に是認されている行動を行う能力などは，いずれも
自己調整機能の内容を表している。そして，一般に自己
調整機能は，社会的に是認された行動への意識と関係し，
その発達は子どもの社会化の重要な側面であるとされて
いる。
この自己調整機能については，これまでに精神分析，
行動主義，社会的学習理論，情報処理理論など多くの理
論的観点から検討されてきた（Bronson, 2000）。そして，
理論家たち（Freud, Micschel, Bandura, Kopp）は共通して，
幼い子どもの行動は初め親などの外的な行為者によって
制御されるが，次第にその制御が内化され，自己内に基
準を持つようになると指摘してきた（Shaffer, 2000）。ま
た Kopp（2009）は，抑制的コントロール，実行的注意，
情動調整の 3つの自己調整機能に関する近年までの研究
結果をまとめた。その結果，これらの機能は，生後 10

か月頃より萌芽が見られ始め，その後認知・言語・自己
意識の成長に伴って発達し，4歳頃までに効果的に機能

するようになることが示された。そこで，Bronson（2000）
も指摘しているように，子どもの言語や認知が大きく発
達し，外的な制御から内的な制御へと移行する 3～5歳
頃の就学前期は，自己調整への動機づけが増加する時期
ではないかと考えられる。
日本では，乳児期から幼児期早期にかけての低年齢児
を対象として，情動調整について研究がなされている。
たとえば金丸・無藤（2006）によって，2歳から 3歳に
おいて，おもちゃが片付けられるという不快な状況でも
快情動を示す適応的な情動調整を行っている子どもが増
加することが示された。そしてこの研究では，同じ時期
に母親への攻撃行動も増していくという興味深い知見も
示されている。また，塚田（2008）は，親子の関わりを
事例によって丁寧に読み解くことを通して，0歳から 2

歳頃までの自己調整過程の発達を関係発達論の立場から
明らかにしている。
このように 3歳以前の実験的研究や親子関係の観察に
おいて，すでに自己調整機能の発達過程は示されている
が，その後の就学前期において，行動や言語の発達に伴
い，自己調整機能は大きく成長すると考えられる。3歳
以降の自己調整に関して，日本の研究では，柏木（1988）
の理論がしばしば引用される。
柏木（1988）の「自己制御」理論の特徴は，過去研究

では自己の抑制についてのみ注目されていたところ，集
団場面で自分の欲求や行動を抑制・制止する自己抑制的
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側面と，自分の欲求や意志を他人や集団の中で主張する
自己主張的側面の 2側面から，自己制御について検討し
た点にある。柏木（1988）は，自己抑制と自己主張・実
現の 2つの行動を評定することができる尺度を作成し，
3歳から 6歳までの子どもを対象にして，教師による行
動評定を実施した。その結果から，両側面とも年齢が上
がるに伴って得点は増加するが，自己主張・実現の得点
は自己抑制の得点よりも伸びがゆるやかで，時に停滞や
後退をみせるのに対し，自己抑制の得点は年齢に伴う上
昇が著しいということを示した。
さらに，保育者を対象に，幼児の自己制御機能につい
ての質問紙，および問題行動についての質問紙を実施し
た中台・金山（2002）は，自己主張，自己抑制ともに，
柏木（1988）の研究結果と同様の年齢差が見られること
を示した。そして，中台・金山（2002）では，自己制御
機能と問題行動（反社会的行動・非社会的行動）の出現
は関連していること，たとえば自己抑制の低さが反社会
的行動の多さにつながっていることなどが見出され，自
己調整機能の発達は，個人の問題行動を理解する一助に
なることが示唆された。
このように幼児の自己調整機能の発達に関しては，柏木

（1988）以降，自己制御を測る質問紙によって研究されて
きたが（水野・本城，1998；中台・金山，2002），一方で
就学前期の幼児を対象とした実験的研究によってもその
発達過程が検討されている（山本，1995；鈴木，2005）。
鈴木（2005）は，4，5，6歳児を対象に，自己主張を
誘発させるストーリーと，自己抑制を誘発させるストー
リーを絵で提示し，それぞれの場面に対応した選択肢「行
動（取る，または取り返す）」「自己主張（「貸して」ま
たは「返して」と言う）」「自己抑制（がまんする）」か
ら反応を選択させた。鈴木（2005）はこの仮想課題だけ
でなく，実際，対象児に自己抑制状況，及び自己主張状
況を引き起こし，対象児の反応を調べる実験課題も行っ
た。その結果，実験課題では自己抑制，自己主張ともに
年齢差が見られなかったが，仮想課題では，「行動」の
選択は 4歳児で多く見られ，「自己主張」の選択は，4歳児，
5歳児よりも 6歳児に多く見られた。さらに「自己抑制」
の選択については，年齢と状況の交互作用が見られ，自
己抑制状況において 4歳児よりも 5歳児，6歳児で選択
が多く見られた。
鈴木（2005）の仮想課題や実験課題の結果で得られた
自己主張に関する結果は，柏木（1988）の自己主張は 5

歳以降停滞するとした結果とは異なっている。このよう
な結果の違いについては，研究方法や自己主張の捉え方
の違いが，影響しているのではないかと考えられ，自己
主張の発達についての詳細な検討が必要と思われる。
就学前期の自己主張については，山本（1995）によっ

て，年齢に伴って質的に変化する傾向が示された。山本

（1995）は，年少児，年中児，年長児に対して，使用し
ていた玩具を同年齢かつ同性の友人に取られてしまうと
いう場面を描いた紙芝居を提示した。回答方法は，予備
調査にて得た口頭回答をカテゴリー分類した 12の解決
方略を，絵カードより選択させるものであった。その結
果，身体的攻撃や，非言語的な獲得，他者依存的な解決
方略は年少児で多く選択され，言語を用いた説得や，協
調的な自己主張は年長児で多く選択された。このように，
山本（1995）の研究では自己主張が，身体的攻撃や他者
依存的なものから，説得や協調的なものへと，年齢が高
くなるにつれて質的に変化することが示唆された。
また就学前期の子ども同士の関わりを実際に観察した

研究からも，年齢が高くなると，対人葛藤場面で協調的
な解決が見られることが明らかにされてきた。木下・斉
藤・朝生（1986）は，3歳児（観察開始時平均 3歳 7か
月）を対象に，幼稚園の主に自由遊び場面で，いざこざ
の発生と解決について 1年間（春・秋・冬）観察を行っ
た。その結果，年度の終り（冬）において，いざこざの
原因にかかわらず，相互理解によっていざこざが終結す
る傾向が強まることを見出した。例として，所有をめぐ
るエピソードでは「終わったら返してよ」など条件を出
してお互いに納得して解決する場面を挙げている。
また，広瀬・根ヶ山（2003）は 3歳から 5歳のいざこ
ざを観察し，4歳以降，いざこざを終結させるために調
整・仲直りの方略を用いるようになること，そして特に
5歳児では，言語的方略を多く用いた調整・仲直りをす
る傾向のあることを示した。一般に，4，5歳頃は，岡
本（1991）が述べているように，子ども同士の相互交渉
の上に成り立つ遊びが増えていく時期である。木下ほか
（1986），広瀬・根ヶ山（2003）から，幼児同士の関わり
が深まる 4，5歳頃に，自分の主張と相手の主張をそれ
ぞれ尊重して，両者の関係を調整する方略が形成されて
いるのではないかと推察される。
先に引用した塚田（2008）は，親子関係の歴史から，

親の「こうしないで欲しい」を，乳児期から幼児期初期
にかけての子どもが聞き入れるようになる過程について
示したが，本研究では，就学前期の幼児同士の相互交渉
が活発になる時期に注目する。そして，幼児間の物の取
り合いにおいて，自己主張と自己抑制に加えて，自他調
整，すなわち自分と他者の双方の欲求を取り入れながら
調整するという観点を加えて，3歳から 5歳頃に自己調
整機能が発達する過程を明らかにしたいと考えた。
研究方法としては，質問紙では評定者の思いが多少な
りとも反映される可能性があると考え，教師や保護者に
尋ねる質問紙ではなく，幼児が参加する実験場面を作成
して，自己調整機能のあり方を調べることとした。また，
幼児に実際に葛藤場面を生じさせることは倫理的に問題
が生じる可能性があるため，仮想課題として本人が登場
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する物語を読み聞かせ，その物語の中での幼児の反応を
得ることとした。
鈴木（2005）が仮想課題で設定した状況は，たとえば，
実験者が，他の子に貸した物を返してもらったら対象児
に貸すという約束を行って，それを守らない「自己主張
を引き出しやすい状況」や，実験者が，魅力的な物を置
いて戻ってくるまで遊ばないで待つように言っておき，
実際にはなかなか戻らない「自己抑制を引き出しやすい
状況」などである。これらは，大人が子どもに対して約
束を守らない状況であり，日常生活において頻繁に生じ
るかどうかの確証はない。そこで，筆者は実験に先立っ
て保育所での予備観察で，どのような葛藤状況が，就学
前期の社会生活において実際によく見られるのかについ
て調べた。そして，物（玩具）の取り合いが，幼児間に
頻発することが確認された。また，4，5歳児の対人葛
藤場面を観察した利根川（2006）においても，物や場所
の取り合いが最も多い葛藤であることが示されている。
したがって本研究では，山本（1995）と同様に，幼児同
士で行われる物（玩具）の取り合い場面を仮想課題とし
て設定し，3歳から 5歳の自己調整機能の発達を調べる
こととした。
ただし，山本（1995）は物が取られてしまう場面のみ
想定していたが，物の取り合いで，勝利に関係している
のは所有順であり，先に玩具を占有していた児がその争
いに勝つことが多い傾向のあることが，山本（1991）の
観察によって明らかにされている。そこで，物の取り合
い場面では，自分と他者と玩具の三項関係について考慮
し，「自分が遊んでいた玩具が取られてしまう場面」，「他
児が遊んでいる玩具で遊びたくなる場面」，「自分と他児
のどちらかが先ではなく，対等な立場で生じた場面」に
おいて，自己主張や自己抑制のあり方が変わってくるの
ではないかと予測した。そこで，自分が遊んでいた玩具
が取られてしまう場面を，自分が先に玩具を所有してい
るため「自己先取場面」，他児が遊んでいる玩具で遊び
たくなる場面を，他児が先に玩具を所有しているため「他
者先取場面」，他児と同時に玩具を見つける場面を，所
有については対等な立場であるので「対等場面」と命名
した。そして，場面による幼児の反応の違いを調べ，玩
具をめぐる自分と他者の置かれている状況が，自己調整
の仕方に影響するかについても検討することとした。
回答方法は，選択肢を先に提示するのではなく，まず
は「こんなとき○○ちゃん（対象児の名前）ならどうし
ますか」と口頭での回答を求めることにした。先に口頭
回答を得ることによって，選択肢からだけではない，幼
児本来の考えが聞けるのではないかと考えたためであ
る。ただし，このような口頭回答には，言語による表現
能力も必要となってくるため，年少児では反応数は減る
だろうと予想された。そこで，口頭回答を求めた後，場

面ごとに選択肢による反応も調べることにした。
本研究では自己主張と自己抑制に加えて，自他調整の

観点も取り入れるため，当初選択肢には自他調整の内容
を盛り込むことも検討した。しかし，自他調整に関して
は，山本（1995），広瀬・根ヶ山（2003）から多様な方
略があると予測された。山本（1995）は，自己主張解
決方略の下位分類として，「言語的説得による自己主張
（返却欲求・説得，権利の主張など）」や「協調的な自
己主張（一緒に・交互に使用，相手の意見の考慮）」を
挙げており，これらの方略は，前者は年中児と年長児が
年少児に比べて，後者は年長児が年少児と年中児に比べ
て，多く使用していた。また，3～5歳児のいざこざ場
面を観察した広瀬・根ヶ山（2003）は，調整・仲直り方
略として，言語に関する方略が 9種類（譲歩する，ルー
ルを導入する，謝罪する，説明をするなど）と行動に関
する方略が 8種類（譲歩する，おどける，接近・合流す
る，介入を要請するなど），観察されたことを示してい
る。そして，3歳児では調整・仲直りは生じにくいこと，
4歳以降に調整・仲直りを行うようになるが，5歳児で
は 4歳児に比べ，言語的な方略を多用すると述べている。
これらの結果から，自他調整に関する方略は，3歳では
出現しにくいことや 4歳と 5歳では方略の種類が異なる
ことが予測された。
そこで，本研究では 3つの場面（「自己先取場面」「他
者先取場面」「対等場面」）の物語を用意した。そのため，
自他調整に関して，特定の解決方略を選択肢として提示
すると，最初の物語で示した解決方略が，後に示す物語
での口頭反応に影響を及ぼすことが懸念された。その影
響を避け，年齢によって自他調整の方略がどのように出
現するか調べるため，自他調整については選択肢を設け
ず，口頭反応から検討を行うこととした。また選択反応
は，口頭反応が得られにくいことが予測される 3歳児か
らも反応を得ることを主な目的として，鈴木（2005）の
実験を参考にして選択肢を作成した。そして，行動によ
る自己主張，言語による自己主張，自己抑制について，
反応傾向を調べることとした。
仮説は以下のように立てた。まず山本（1995）におい

て，5歳児では説得など協調的な自己主張が見られたこ
とや，木下ほか（1986）で 3歳児の終り頃に，広瀬・根ヶ
山（2003）で 4歳児と 5歳児において，子ども間のいざ
こざにおいて，相互理解のもとに調整を行う様子が観察
されたことから，仮説 1として，口頭回答では，年齢が
上がるにつれて，自他調整の回答が多く出現してくるの
ではないかと予測した。
次に，山本（1991）の研究では子ども間で玩具の取り

合いが生じた場合，多くは物を先に所有していた方が争
いに勝つという傾向が示されていることから，仮説 2と
して，口頭反応と選択反応において，どの年齢において
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も，自己先取場面では自己主張が，他者先取場面では自
己抑制が，他の場面に比べると多く見られるのではない
かと予測した。

方　　　法

対象児
近畿圏内の 2箇所の保育所に通う 3歳児 40名（男児

20名，女児 20名；平均年齢 3歳 3ヶ月，SD：4ヶ月。
4歳児 40名（男児 20名，女児 20名；平均年齢 4歳 5ヶ
月，SD：3ヶ月），5歳児 40名（男児 20名，女児 20名；
平均年齢 5歳 6ヶ月，SD：3ヶ月）の計 120名であった。
刺激材料
場面に用いられる玩具に関しては，スコップ，絵本，
シャボン玉，クレヨン，ボール，ぬいぐるみの 6種類を
用意し，設定した 3場面について各々 2種類の玩具をあ
てがい，計 6つの物語を実験刺激とした。実験では，各
場面にあてがった 2種類の玩具のうち，どちらがより好
きかを対象児に尋ねて，好きと回答した玩具についての
物語を実験刺激にすることによって，物語に登場する玩
具への嗜好性を高めることとした。

1）物語　物語は全て絵カード 3枚から成り，同年
齢かつ同性の友だちとの間に物（玩具）をめぐる対人葛
藤が生じる内容であった（Table 1）。場面は自己先取場
面，他者先取場面，対等場面の 3つであり，玩具の種類
によって各場面 2種類，合計 6種類の物語を用いた。

2）選択肢　選択肢は鈴木（2005）を参考にして作
成した。6種類の物語における選択肢として，取り返す
という「行動」，貸して，または返してと言う「言語的
主張」，我慢するという「自己抑制」の 3種類を，1枚
ずつ絵カードで示した。

手続き
実験は 2007年 5月から 9月にかけて，各保育所内の

一室で個別に実施した。記録は ICレコードにて音声を
録音し，実験は筆頭筆者 1名で全て担当した。
まず，呈示する物語に出てくる玩具 2種類のうちどち

らが好きかを対象児に尋ね，選択された玩具が出てくる
物語を呈示した。実験者は 3枚の絵カードを 1枚ずつ，
口頭で物語の内容を説明しながら，対象児の左側から順
に置いて呈示した。
物語を呈示した後，「こんなとき，○○ちゃん（対象

児の名前）ならどうしますか」と問い，対象児には口頭
で答えを求めた。また，口頭での回答を得た後，選択肢
の絵カードを口頭で説明しながら呈示し，3つの中から
1つを選択させた。
なお，物語は対象児 1名に対し，自己先取場面，他者

先取場面，対等場面の 3場面とも実施した。また，物語
の実施順序と選択肢の絵カードの呈示順序はラテン方格
によってそれぞれ 3種類あり，それらの組み合わせ，3

×3の 9種類のパターンが設定された。

結　　　果

1．口頭回答の結果
1）口頭回答の分類　口頭で得た回答から，高坂

（1996）を参考にして 22の下位カテゴリーを抽出し，そ
れぞれ定義した（Table 2）。全ての対象児の口頭回答に
おける 22の下位カテゴリーへの分類については，筆頭
筆者と 1名の心理学を専門とする大学院生で行い，評定
者間の一致率を Cohenのカッパ係数により求めた。そ
の結果，一致率は κ=0.978であった。なお，不一致の
箇所は協議により一致した。

Table　1　実験に用いられた物語と選択肢の概要

場面 物語内容 選択肢

自己先取場面
（スコップまたは
絵本）

1.○○ちゃん（対象児の名前）がスコップで遊んで（絵本を読んで）
います。2.そこにお友だちがやってきて 3.そのお友だちが○○ちゃ
ん（対象児の名前）が使っているスコップ（読んでいる絵本）を取っ
てしまいました。質問 .こんなとき○○ちゃん（対象児の名前）な
らどうしますか。

①　取り返す（行動的主張）　

②　返してと言う（言語的主張）

③　我慢する（自己抑制）

他者先取場面
（シャボン玉または
クレヨン）

1.○○ちゃん（対象児の名前）はお外に（お部屋の中に）います。2.そ
こでお友だちがシャボン玉で（クレヨンで絵を描いて）遊んでいる
のを見つけて 3.○○ちゃん（対象児の名前）もお友だちが持ってる
シャボン玉（クレヨン）で遊びたくなりました。質問 .こんなとき
○○ちゃん（対象児の名前）はどうしますか。

①　取る（行動的主張）

②　貸してと言う（言語的主張）

③　我慢する（自己抑制）

対等場面
（ボールまたは
ぬいぐるみ）

1.○○ちゃん（対象児の名前）はお外（お部屋の中）にいます。2.お
友だちもお外（お部屋の中）にいます。3.2人で一緒にボール（ぬい
ぐるみ）を見つけて，取り合いになってしまいました。質問 .こん
なとき○○ちゃん（対象児の名前）ならどうしますか。

①　取る（行動的主張）

②　貸してと言う（言語的主張）

③　我慢する（自己抑制）
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22の下位カテゴリーには大きく分類すると，自己主
張するもの，または自己抑制するものの他に，じゃんけ
んや順番など，自分の欲求を表出しながらも，相手の主
張も取り入れている回答が見られた。これらの回答は，
相手の欲求も考慮しながら自分の欲求も通そうとしてい
ると考えられる。したがって，22の下位カテゴリーを，
自分の欲求や意志を表現する，または実行する「自己主
張」，自分の欲求や意志を抑制，または制止する「自己
抑制」，自分の主張と相手の主張を尊重し調整する「自
他調整」，どれにも属さない「その他」の 4つの上位カ

テゴリーに分類した（Table 3）。下位カテゴリーの上位
カテゴリーへの分類についても，筆頭筆者と 1名の大
学院生で行い，その結果，一致率はκ=0.832であった。
そして不一致の箇所は協議により一致した。なお，これ
ら 4つの上位カテゴリーを総称して，自己調整カテゴ
リーと呼ぶ。

3場面において，年齢ごとに上位カテゴリーと下位カ
テゴリーの出現度数を調べ，Table 4に示した。

2）自己調整カテゴリーの年齢間の比較　まず，年
齢別，場面別に，自己調整カテゴリーにおいて男女差が

Table　2　口頭回答を分類する下位カテゴリー

カテゴリー 定義

譲渡 相手に玩具を譲る

我慢 相手の持っている玩具を取らない

代替行動 代わりの玩具で遊ぶ

代替物 相手に代わりの玩具を差し出してその使用を提示する

略奪 取る，取り返すことで玩具を所持する

攻撃 相手に身体的苦痛を与える

依頼 玩具を所持するために頼む

限定 時間的・量的な限定を加えて玩具を所持するために頼む

条件 時間的・量的な限定以外の条件を出す

拒否 相手の行動を言語で拒否する

先行所持 自分が相手より先に使用・所持していたことを示す

使用中 自分が今使っていること，まだ使っていることを示す

じゃんけん じゃんけんで玩具を所持する人を決める

順番 順番に使う。どちらが先に所持するかは断定しない

先行 順番だが，自分が先に所持する

後行 順番だが，自分は後で所持する

一緒 対象の玩具を 2人で一緒に使う，または一緒に使うことを提案する

他者依存 自分で解決せず，他人に解決してもらう

結果予測 場面状況について，どうなるかの予測

善悪判断 場面状況について，良いか悪いかの判断

感情 場面状況における自分の感情

謝罪 相手に謝る
注．上記に当てはまらないものを「その他」とした。

Table　3　4つの自己調整カテゴリー

上位カテゴリー 下位カテゴリー

自己抑制 譲渡，我慢，代替行動

自己主張 代替物，略奪，攻撃，依頼，拒否，先行所持，使用中

自他調整 限定，条件，じゃんけん，順番，先行，後行，一緒

その他 他者依存，結果予測，善悪判断，感情，謝罪，その他，D.K.，N.R.

注．D.K.は「わからない」，N.R.は無反応を示す。
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見られるか χ2検定を行ったところ，いずれの分析にお
いても有意差は見られなかった。そこで性別を込みにし
て，年齢（3歳児，4歳児，5歳児）×自己調整カテゴリー
（自己主張，自己抑制，自他調整，その他）の χ2検定
を，場面ごとに行った。その結果，自己先取場面では有

意な差は見られなかったが（χ2（6）=8.09，n.s.），他者
先取場面（χ2（6）=31.62，p<.01）と，対等場面（χ2（6）
=19.50，p<.01）で有意差が見られた。さらに残差分析
を行ったところ，他者先取場面では，Table 5に示した
ように，「自己主張」は，3歳児には少なく 4歳児と 5

Table　4　上位カテゴリーと下位カテゴリーの出現度数

場面 年齢群 上位カテゴリー 下位カテゴリー

自己先取
場面

3歳児（n=40）

自己抑制 7（18） 譲渡 5（13），我慢 2（5）

自己主張 12（30）代替物 1（3），略奪 2（5），攻撃 1（3），依頼 5（13），拒否 3（8）

自他調整 3（8） 条件 1（3），一緒 2（5）

その他 18（45） 他者依存 1（3），結果予測 1（3），感情 3（8），N.R.13（33）

4歳児（n=40）

自己抑制 9（23） 譲渡 6（15），我慢 2（5），代替行動 1（3）

自己主張 16（40） 依頼 15（38），拒否 1（3）

自他調整 6（15） 条件 1（3），順番 2（5），先行 1（3），後行 1（3），一緒 1（3）

その他 9（23） 他者依存 3（8），感情 1（3），謝罪 1（3），N.R.4（10）

5歳児（n=40）

自己抑制 4（10） 譲渡 4（10）

自己主張 16（40）略奪 2（5），依頼 6（15），拒否 6（15），使用中 2（5）

自他調整 8（20） じゃんけん 1（3），順番 1（3），先行 3（8），後行 3（8）

その他 12（30） 他者依存 4（10），感情 1（3），その他 1（3），D.K.2（5），N.R.4（10）

他者先取
場面

3歳児（n=40）

自己抑制 5（13） 我慢 5（13）

自己主張 7（18） 略奪 1（3），依頼 6（15）

自他調整 3（8） 後行 1（3），一緒 2（5）

その他 25（63） 他者依存 1（3），善悪判断 2（5），その他 1（3），D.K.1（3），N.R.20（50）

4歳児（n=40）

自己抑制 3（8） 譲渡 1（3），我慢 2（5）

自己主張 22（55）依頼 22（55）

自他調整 7（18） 限定 1（3），順番 1（3），一緒 5（13）

その他 8（20） 他者依存 1（3），結果予測 1（3），感情 1（3），N.R.5（13）

5歳児（n=40）

自己抑制 3（8） 譲渡 1（3），我慢 1（3），代替行動 1（3）

自己主張 22（55）依頼 22（55）

自他調整 10（25）限定 2（5），後行 2（5），一緒 6（15）

その他 5（13） 他者依存 2（5），善悪判断 1（3），N.R.2（5）

対等場面

3歳児（n=40）

自己抑制 7（18） 譲渡 2（5），我慢 4（10），代替行動 1（3）

自己主張 8（20） 略奪 1（3），依頼 5（13），拒否 1（3），先行所持 1（3）

自他調整 5（13） 一緒 5（13）

その他 20（50） 他者依存 1（3），結果予測 3（8），善悪判断 2（5），感情 1（3），その他 1（3），N.R.12（30）

4歳児（n=40）

自己抑制 7（18） 譲渡 3（8），我慢 3（8），代替行動 1（3）

自己主張 9（23） 略奪 1（3），依頼 7（18），拒否 1（3）

自他調整 12（30） 条件 1（3），じゃんけん 4（10），順番 2（5），一緒 5（13）

その他 12（30） 他者依存 1（3），結果予測 3（8），謝罪 1（3），その他 1（3），N.R.6（15）

5歳児（n=40）

自己抑制 12（30）譲渡 7（18），我慢 4（10），代替行動 1（3）

自己主張 5（13） 依頼 5（13）

自他調整 18（45） じゃんけん 3（8），順番 2（5），先行 4（10），後行 5（13），一緒 4（10）

その他 5（13） 他者依存 1（3），謝罪 1（3），その他 1（3），D.K.1（3），N.R. 1（3）
注．数字は人数。（　）内は％。D.K.は「わからない」，N.R.は無反応を示す。
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歳児には多く見られ，「その他」については，3歳児で
多く 5歳児は少なかった。また対等場面では，Table 6

に示したように，「自他調整」の回答が 3歳児で少なく，
また 5歳児で多いことが示され，「その他」の回答は 3

歳児で多く，5歳児は少なかった。
3）3歳児の無反応　2）の分析で他者先取場面と対

等場面において，3歳児に「その他」が多く見られたの
は，Table 4から無反応の多さによるものであることが
わかる。3歳児の無反応に着目すると，3つの場面で口
頭回答がすべて無反応だった 3歳児は 10名で，1つの
場面または 2つの場面で無反応だった 3歳児は 11名で
あった。場面差を，変化性の検定によって分析すると，
他者先取場面が他の 2場面に比べて，有意に無反応が多
かった（自己先取場面との差；p <.05，対等場面との差；
p <.01）。なお，無反応の 3歳児は，課題に耳を傾けて
はいたものの，口頭ではどのように回答してよいかわか
らない様子であったが，選択回答を求めると全員選択を
行うことができた。

4）自己調整カテゴリーに関する場面差　4種の自
己調整カテゴリーの選択が，各場面でどのような変動
を見せているかについてコクランの Q検定を用いて年
齢別に調べた。その結果，「自己抑制」については，ど
の年齢においても，場面間に有意差は認められなかっ
た。「自己主張」については 4歳児と 5歳児で 3つの場
面間にそれぞれ有意差が見られたため（4歳児，Q（2）
=10.58，p<.01；5歳児，Q（2）=10.96，p<.01），さら
にMcNemarの検定で 2場面間の比較を行ったところ，
4歳児，5歳児において他者先取場面と対等場面との間
に，1％水準で有意差が見られ，他者先取場面で対等場

面よりも「自己主張」が増加することが示された。
「自他調整」については，5歳児においてのみ 3場
面間に違いに有意差が見られたため（Q（2）=7.30，
p<.05），McNemarの検定を行ったところ，自己先取場
面と対等場面との間に有意差が見られた（ p <.05）。こ
のことから，5歳児では自己先取場面より対等場面で「自
他調整」が増加することが示唆された。
「その他」については 5歳児において有意差が見られ
たため（Q（2）=6.53，p<.05），McNemarの検定を行っ
たが，2場面間では有意差は認められなかった。
2．選択回答の結果
各場面における 3つの選択反応の出現数を，Table 7

に示した。
1）選択回答の年齢間の比較　まず，年齢別，場面別

に，選択反応において男女差が見られるか χ2検定を行っ
たところ，いずれの分析においても有意差は見られな
かった。そこで性別を込みにして，年齢（3歳児，4歳児，
5歳児）×選択回答（自己抑制，行動的主張，言語的主
張）の χ2検定を，場面ごとに行った。その結果，自己
先取場面のみに有意差が見られたため（χ2（4）=10.43，
p<.05），残差分析を行ったところ，「行動的主張」の回
答は 3歳児で有意に多く（ p <.01），5歳児において有
意に少なかった（ p <.01）。

2）選択回答に関する場面差　選択回答ごとに，その
出現数について年齢別にコクランの Q検定を行ったが，
有意差は認められず，選択回答については場面による有
意な差は見られなかった。
　 3）口頭回答と選択回答との関係
各年齢で，口頭回答の自己調整カテゴリーの反応と選

Table　5　他者先取場面における自己調整カテゴリーの出現度数と残差分析結果

自己主張 自己抑制 自他の調整 その他

度数 残差 度数 残差 度数 残差 度数 残差

3歳児（n=40） 　7 –3.9** 5 0.9 　3 –1.9 25 5.1** 

4歳児（n=40） 22 2.0*　 3 –0.4 　7 0.2 　8 –1.9　

5歳児（n=40） 22 2.0*　 3 –0.4 10 1.7 　5 –3.2** 

注．数字は人数。**p <.01，*p<.05

Table　6　対等場面における自己調整カテゴリーの出現度数と残差分析結果

自己主張 自己抑制 自他の調整 その他

度数 残差 度数 残差 度数 残差 度数 残差

3歳児（n=40） 8 0.3 　7 –0.2 　5 –2.8** 20 3.2** 

4歳児（n=40） 9 0.8 　7 –0.8 12 0.1　 12 –0.1　

5歳児（n=40） 5 –1.2 12 1.6 18     2.7** 　5 –3.1** 

注．数字は人数。**p <.01
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択回答との関係について，場面ごとに，口頭回答の自己
調整カテゴリー（自己主張，自己抑制，自他調整，その
他）×選択反応（自己抑制，行動的主張，言語的主張）
の χ2検定を行った。その結果，どの年齢，どの場面に
おいても，口頭回答と選択反応との間に有意な関連は見
出されなかった。

考　　　察

1．「自他調整」の出現　
仮説 1では「口頭回答では，年齢が上がるにつれて，
自他調整の回答が多く出現してくるのではないか」と予
測した。結果は，Table 4に示したように，すべての場
面で自他調整の回答を行った人数は，年齢が上がるにつ
れて増加した。また，その傾向はTable 6に示したように，
対等場面で顕著に現れ，自分の欲求と相手の欲求を調整
しようとする自他調整の回答が，3歳児では有意に少な
いのに対して，5歳児には多く見られるという傾向が見
出された。したがって，仮説 1は検証されたと言える。
なお，場面差の分析においても，5歳児においては，

対等場面において自己先取場面よりも「自他調整」が有
意に増加しており，対等場面での「自他調整」の多さが
際立っている。5歳児が回答した自他調整の方略は，下
位カテゴリーの分析から，『じゃんけん』『順番』『先行』
『後行』『一緒』と多様であることが示された。特に『先
行』『後行』は 5歳児においてのみ出現した方略であり，
5歳児になると，自分と他者が交互に物を使う交代行動
を積極的に提案していると考えられる。
また対等場面で，3歳児では自他調整の反応は少な
かったが，少ないながらも『一緒』の方略のみ出現して
おり，他の 2場面でもその回答が出現していることから，
『一緒』が自他調整として，最初に出現しやすい方略で
はないだろうかと推察される。子ども同士が物を取り
合っている時に，大人が子どもたちに物を一緒に使うよ

うに仲介する場面は，日常生活でも頻繁に生じると推測
される。また，5歳児で多く出現した自他調整に関する
様々な方略は，日常の物の取り合い場面において，大人
によって示されたり，あるいは子ども同士の相互交渉の
結果，形成されたりするものではないかと考えられる。
2．「自己主張」「自己抑制」の場面差　
口頭回答の分析において，「自己抑制」については，
有意な場面差は見られなかったが，「自己主張」につい
ては，4歳児，5歳児において，他者先取場面で対等場
面よりも「自己主張」が増加することが示された。また，
他者先取場面の「自己主張」は，3歳児には少なく，4

歳児と 5歳児には多いことが示された。また，選択回答
の分析においては，どの年齢においても有意差は認めら
れなかった。したがって，仮説 2の「口頭反応と選択反
応において，どの年齢においても，自己先取場面では自
己主張が，他者先取場面では自己抑制が，他の場面に比
べると多く見られるのではないか」という予測は検証さ
れず，特に，口頭回答の 4歳児と 5歳児については，仮
説とは逆に，他者先取場面で，「自己主張」が多くなさ
れているという結果になった。
他者先取場面の「自己主張」の下位カテゴリーは，4

歳児，5歳児ではそれぞれ 22名全員，3歳児では 7名中
6名が『依頼』である。『依頼』は「自己主張」に分類
しているが，何としても相手から物を奪うといった激し
い主張ではないと思われる。もしも実際に物の取り合い
を行うならば，先に使用している子どもに対して，別の
子どもが『依頼』をしたとしても，譲ってもらえる確証
はない。仮に先に使用している子どもが譲らなければ，
その子どもが保持し続け，山本（1991）が示した『先占
の尊重』と矛盾しないと思われる。
ここで，特に 4歳児と 5歳児において，他者先取場面
で『依頼』が多く見られたことから，これらの年齢児に
は，他者が先に物を持っていても遠慮することなく，相

Table　7　3場面における年齢別選択反応数

　選択肢 3歳児 4歳児 5歳児

自己先取場面

自己抑制 10 10 12

行動的主張 13 　7 　2

言語的主張 17 23 26

他者先取場面

自己抑制 11 15 11

行動的主張 　5 　4 　1

言語的主張 24 21 28

対等場面

自己抑制 14 17 15

行動的主張 10 　2 　1

言語的主張 16 21 24

注．数字は人数，すべての年齢においてn=40。



259　物の取り合い場面における幼児の自己調整機能の発達

手に頼むことができる自己主張の能力が形成されている
ことが窺える。なお，選択回答では，どの年齢において
も場面による有意差が認められなかったことから，4歳，
5歳児の場面による反応の差は，口頭回答で自由に表現
することによって初めて，その違いが表現されたものと
考えられる。
3．3歳児の反応
本研究では，実験者が回答を誘導しない自発的な回答
を得ることが第一の目的であったが，口頭回答の後に選
択回答を求め，言語表現が引き出されにくい年少の幼児
の反応傾向も調べた。その結果，口頭回答で無反応が比
較的多かった 3歳児において，選択回答では，自己先取
場面においてのみ有意な年齢差が見られ，3歳児で多く
見られる「行動的主張」が，5歳児ではあまり見られな
いことが示された。年少の幼児に，非言語的な行動的主
張が多く見られるという傾向は，山本（1995）や鈴木
（2005）の結果とも共通しており，年齢が高くなるにつ
れて行動のみの主張が減少する傾向が窺えた。また本研
究で，特に自己先取場面において，3歳児が行動で強く
相手に示す傾向が見られたのは，自分が先に物を所有し
ていることから取り合いを強気で行おうとしているから
ではないかと推測される。こうした先に物を有した場合
に行動主張を行うという傾向は，山本（1991）が示した
『先占の尊重』原則と関係しているのではないかと思わ
れる。
ところで，3歳児の口頭回答での無反応は，どの場面
でも見られたが，特に多かったのは他者先取場面であっ
た。他者が先に物を所有しているという場面は，4，5

歳児では『依頼』による自己主張が増加したが，3歳児
にとっては，逆にどうしてよいかわからない，回答しに
くい状況と映ったのではないだろうか。このように 3歳
児と 4，5歳児の他者先取場面への反応は対照的であり，
3歳から 4歳にかけての時期に，物を先に持っている他
者に対しても自己主張できる力が育っているのではない
かと考えられる。
4．まとめと今後の課題
本研究の目的は，自己調整機能が，3歳から 5歳の就
学前期において，どのように発達していくのかを調べる
ことにあった。従来から問題にされていた自己主張と自
己抑制に加えて，本研究においては「自他調整」とい
う，相手の欲求も考慮しながら自己を主張していくとい
う側面を組み込んだ。この側面は，従来の研究で全くあ
がってこなかったわけではなく，研究によっては自己主
張のひとつとして表現されてきた（柏木，1988；山本，
1995）。しかしながら，筆者が本研究であげた「自他調整」
は必ずしも自己主張の側面だけを持つのではなく，相手
を調整すると同時に自分も調整するという 2側面を併せ
持つものであり，自己主張とは区別できる側面であると

考えられる。
また，本研究では，木下ほか（1986），広瀬・根ヶ山

（2003）の観察で見られた子ども間でのいざこざを調整
する行動が，仮想課題を用いた口頭回答からも，さまざ
まな具体的方略として示されることとなった。特に，5

歳児では，自分と他者が交代で物を使っていく方略を提
案する傾向が見出された。観察でも仮想課題を用いた実
験でも，就学前期に自分と他者との間を調整する機能が
発達する過程が示されたことから，「自他調整」という
観点から，就学前期の子ども同士の社会的相互作用や自
己調整機能の発達を論じることは，妥当なことではない
かと考えられる。
なお本研究では，選択回答と口頭回答間で自己調整機
能の反応間に連関が見られないという結果になった。そ
の原因として，まず選択回答に「自他調整」の反応を用
意しなかったため，口頭回答において，「自他調整」を
図る回答を行った子どもにとっては，選択回答を求めら
れた際に，単なる自己主張と自己抑制の中から選択する
には違和感があった可能性が挙げられる。そして，その
影響は，3歳児よりも「自他調整」の反応の割合が比較
的高くなる 4歳児，5歳児において大きかったと思われ
る。ただし，口頭回答で「自己抑制」や「自己主張」の
回答をしても，選択回答でそれとは一致しない回答を
行ったものが一定数存在したことも事実である。選択肢
が示され，実験者から口頭回答に続けて，2度も尋ねら
れたことが，先に行った口頭回答への自信を揺るがし，
回答内容を変えるきっかけになった可能性も否定できな
いと思われる。
一方，3歳児においては，口頭回答において無反応が
多かったことが，選択反応と口頭回答の傾向に一致が見
られないことに影響したと思われる。なお，選択回答で
はすべての 3歳児が反応し，選択反応の結果から，3歳
児の反応傾向を知る手がかりが得られた。しかし，口頭
回答では，3歳児においても，「自他調整」の反応は少
数であるが出現していた。したがって，今後は，特に口
頭回答を引き出しにくい 3歳児については，木下ほか
（1986）のように現実場面での観察も行って，自己調整
機能の発達について，詳細に検討する必要があるのでは
ないかと考えられる。
最後に，今回は年齢差を問題にして，就学前期の自己
調整機能の発達のプロセスを示そうとしたが，同じ年齢
でも，回答の方略に個人差は見られた。この個人差が，
認知発達や対人関係の発達とどのような関係があるか調
べることにより，自己調整機能の発達の要因を探ること
も可能ではないかと考えられる。たとえば，Dennis（2006）
は，3，4歳児の情動調整の個人差と母親の養育態度に
関連があることを示しているが，このように親の養育態
度は自己調整機能の発達全般に影響を及ぼすと考えられ
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る。また，今回，5歳児に顕著に見られた自他調整につ
いては，親の養育態度のみならず保育所等での集団生活
での経験の影響もあるのではないかと推測される。
今後，親の養育や集団生活などの社会的要因が自己
調整機能の発達にどのように影響するのか，また新名
（1988）が指摘しているように，言語・認知的要因がそ
の発達にどのような関係を持っているのかについて，さ
らなる検討を行っていくことが望まれる。
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山本　尚樹
（東京大学大学院教育学研究科）

本研究は，神経学的な要因から論じられてきた乳児の寝返り動作の獲得を，個人の運動特性や知覚と
の関係などを考慮に入れた近年の行動発達研究の観点から捉えなおすことを目的とした。寝返り動作を
乳児が初めて獲得する環境への方向定位の自発的な転換と位置づけ，その獲得過程の縦断的な観察を 2

名の乳児の日常の活動を撮影した映像資料から行った。対象児は脚部を活発に動かし，視線の方向と一
致しない乱雑な体幹の回旋運動が増加する時期をともに経ていたが，一方の乳児はその脚部の動作に頸
の伸展動作が伴うようになっていった。他方の乳児には脚部の動作の発達的変化は認められなかったが，
上体に始まり視線の方向と一致した体幹の回旋運動を多く行っており，この回旋運動を徐々に大きなも
のへと変化させていた。こうした動作の発達的変化を経つつも，寝返り動作の獲得時期に対象児は視線
と方向を一致させつつ体幹を大きく回旋させるようになっていたことが確認された。また寝返りを行う
際の動作の構成は各対象児で異なり，獲得時期の体幹の回旋運動に頻繁に観察された動作パターンから
対象児は寝返りを行っていることが確認された。以上の結果から，乳児の寝返り動作の獲得過程は環境
への方向定位と自己の身体動作の関わり方のダイナミックな探索過程であることが示唆された。
【キー・ワード】　乳児期，寝返り動作，方向定位，縦断的観察

問題と目的

初期の行動発達研究に大きく貢献した研究者として
Gesell，McGrawの名が挙げられる。彼らは乳児の行
動を詳細に観察し，各行動パターンの出現順序を特定
することで普遍的な発達規準を打ち立てたが（Gesell, 

Thompson, & Amatruda, 1934 /1982; McGraw, 1989），遺
伝などの内的要因の発現や神経系の成熟を主要な要因と
して乳児の発達を説明するに留まり，彼ら以後の行動発
達研究は行き詰まりを見せたとされる（Thelen, 2000）。
それにたいして 1980年代以降，内的要因・環境要因

を含め，様々な要因間の相互作用を前提とし発達を創
発的な現象と捉えるダイナミック・システムズ・アプ
ローチ（Dynamic Systems Approach: 以下，DSA）から
行動発達研究が行われてきた（陳，1993）。その主導的
な研究者として Thelenの名が挙げられるが，Gesellや
McGrawが個々を超えた発達規準の特定を目指していた
のとは対照的に，Thelenは個々人の違いや個人内の変
動プロセスを分析することで行動発達のメカニズムを解
明していくことを研究指針に打ち出している（Thelen, 

2000）。このことが最も具体的に示されたのが Thelen et 

al.（1993）によるリーチングの発達研究である。Thelen 

et al. はこの研究で，リーチング獲得以前に対象児ごと
に示されていた腕の運動特性がリーチングの獲得に決定
的に関与し，その獲得プロセスが異なるものであったこ

とを示しつつも，それらを比較検討することで，乳児が
リーチングを獲得する際には共通して腕の運動特性の調
整が課題となることを示唆した。これらの知見は，観察
対象となる乳児を 4名に絞ることで毎週から隔週と高い
頻度で腕の動きの発達的変化を追跡する，データを対象
児間で平均化せず各対象児個人内の変動を詳細に分析す
る，といった研究手法によって初めて得られたものだと考
えられる。
また，DSAの研究動向は行動と知覚は切り離せない
という考えをとる Gibson（1979 /1985）の生態心理学と
合流し（陳，1993），Gesell，McGrawが行動発達を発生
学的，神経学的に論じたのにたいして，例えば Goldfield

（1995）は DSAと生態心理学，両方の知見を積極的に活
用して環境や知覚発達との相互作用から行動発達のメカ
ニズムを包括的に論じている。こうした DSA・生態心
理学の知見から，近年，白神・根ヶ山（2008）や山﨑
（2008）は少人数を対象に，日常生活の場における乳児
の行動を環境とともに詳細に捉えることで発達研究に新
たな観点を提示する取り組みを行っている。
以上の研究動向を踏まえ，本研究の主題・目的設定を

行っていく。Gibson（1982 /2004）は行動が姿勢に依存
することを指摘した上で姿勢を「環境への方向定位」と
定義している。この定義づけは，行動を刺激にたいする
反応として捉えるのではなく，環境情報の知覚との関連
から捉えていくことを提案するさいになされたもので
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あり，知覚と行動の結びつきを見ていく上で姿勢は重
要な位置付けがなされていることがうかがえる。また，
Gibsonのアイデアを積極的に展開したReed（1989 /1993）
は様々な研究のレビューから姿勢が環境やタスクに適応
的な行動を支えていることを指摘し，姿勢発達研究の重
要性を主張している。乳児の行動が姿勢に影響されるこ
とは様々な研究で確認されていることである（Jensen, 

Ulrich, Thelen, Schneider, & Zernicke, 1994; Rocha & 

Tudella, 2008; Savelsbergh & Kamp, 1994）。さらに Soska, 

Adolph, & Johnson（2010）の研究結果は，自ら座位を取
れるようになることで乳児が視覚と協調した対象の手指
操作を活発に行うようになり，対象の三次元知覚の発
達が促されることを示している。これらの研究結果は，
Reedの主張を裏付けるものと言えるだろう。
一方，粗大運動の発達に目を向けると，姿勢に受動的
な適応を示すのみであった乳児は，自発的な姿勢転換
の一歩として寝返り動作を獲得していく（津守・稲毛，
1961）。そのため以上に見てきた近年の行動発達研究の
動向にたいして，乳児の寝返り動作 1）の獲得は示唆に
富む主題であると思われるが，その発達過程はこれまで
主に反射・反応や神経系の成熟の観点から研究，論じら
れてきた（McGraw, 1941；中島，1992）。一方，田中・
田中（1981）は神経学的な観点を理論的な足掛かりに
しつつも，周囲の対象物や養育者らの働きかけに対する
乳児の応答の観察から乳児の知覚－運動発達を段階的に
まとめており，そのなかで，他動的に生じた腰部の捻転
にたいする反応として誘発される寝返りと，それを含め
た複数の運動要素や周囲への知覚活動が統合された自発
的な寝返りを段階的に区分している。田中・田中がここ
で描いている乳児の発達像，またそこで指摘される寝返
りの発達過程は，神経学的というよりも，むしろ DSA，
生態心理学的な行動発達研究と関心が重なるように思わ
れる。しかし，田中・田中はそうした発達過程を段階的
に区分するに留まり，段階間の移行過程で知覚がどのよ
うに発達し，また運動系と関係をもつようになるのか，
具体的なプロセスの解明へと問いを進めていない。こう
した発達段階の移行を解明するためには，その移行が月
齢の経過に伴う神経系の成熟という一要素の変化によっ
て生じるとの神経学的な観点に替えて，移行プロセスの
間に知覚系や運動系など複数の要素がそれぞれどのよう
に変化していき，また関係がどのように変化したうえで
段階間の移行が生じるのか，という複数の要素の変化か
ら発達を問う観点に立つ必要があると考えられる。その
ため，乳児の寝返り動作の獲得について新たな知見を得
るという点においても，知覚と行動の関わりを問題とす
る近年の行動発達研究の観点から研究を行う必要はある
ものと考えられる。
これらのことを考慮した上で，本研究では寝返り動作

の獲得過程を先述の行動発達研究の動向に即した観点か
ら捉えなおす探索的な試みを行っていく。そのため研究
手法は先行研究のものを踏まえ，日常生活の場面におけ
る乳児の活動を高い頻度で縦断的に観察し，個人を単位
に発達の軌跡を詳細に分析することとする。
こうした研究手法をとる際に何名を観察対象とする

のが適当か，その基準は明確なものとなっていない。
Thelen et al.（1993）や白神・根ヶ山（2008）は 4名の
乳児を対象に分析を行い，山﨑（2008）は 1名の乳児
を対象にしてとりわけ詳細な分析を行っている。本研究
の観察対象は 2名であったが，これは提示，分析可能な
データの詳細さをできるだけ損なわず，かつ，そこで得
られたデータを比較対照することができる最低限の数で
ある。十分なデータ数とはいえないが，Thelen et al. の
研究に見られるように発達の軌跡の違いと共通点を見出
すことを分析の指針としつつ，以下では 2名の乳児の発
達の軌跡を可能な限り詳細に分析，比較検討していきた
い。この分析，検討によって，本研究では仮説の検証と
いうよりも，今後の研究のための新たな観点や，多人数
を対象としたより実証的な研究への足がかりとなる基礎
的な資料を得ることが目的となる。
なお，Gibson（1982 /2004），津守・稲毛（1961）の指
摘から本研究では寝返りを環境への方向定位の自発的な
転換と位置付けるため，睡眠時の寝返りは分析，考察の
対象としないことを付け加えておく。

方　　　法

観察対象
分析対象として，2001年 12月から 2004年 12月まで

に男児 K，男児 Dを対象に収集されたビデオ映像を用
いた。この映像は週 2～3回，時間にして約 1時間，養
育者が K，Dの日常生活の様子をビデオカメラで撮影す
るという方法で収集された。対象児の養育者には事前に
書面で協力が依頼され，画像掲載を含めて研究目的での
みビデオ映像を使用する承諾が得られている。撮影する
出来事や場面について研究者から養育者に特に指示は出
されていない。なおこの撮影は，Kは 1ヶ月 7日目，D

は 2ヶ月 28日目から開始され，Kは 3歳 3ヶ月 3日目，
Dは 2歳 0ヶ月 9日目まで継続された。対象児について
は，K，Dともに正期産，正常分娩であり，乳児健診に
おいても発達発育上の異常は指摘されていないことが養
育者から確認されている。また，生後 1年以内に撮影された
映像から確認される対象児の運動機能の発達の経過を「平
成 12年度　乳幼児身体発育調査報告」2）の調査結果と照
らし合わせたところ，確認に手技が必要とされる「首の

1）「寝返り」という言葉は腹臥位から背臥位へ姿勢を転換する場合
などにも用いられるが，本稿では背臥位から腹臥位への姿勢転換
に限定して用いる。
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すわり」を除けば，各項目の通過率が 91％を上回る以
前の月齢で，K，Dは「ねがえり」「ひとりすわり」「つ
かまり立ち」「ひとり歩き」の項目を通過していること
が確認された。
観察手続き

K，Dともに撮影が開始されている 3ヶ月 0日目から，
12ヶ月 0日目の間に撮影された映像に目を通し，寝返
りを含め，対象児が背臥位から体幹を部分的にでも持ち
上げ，回旋させている様子が認められた場面を抽出した。
日常生活を送るなか，対象児はおもちゃでの遊び，オム
ツ替えなど様々な状況で，また敷布団，ベビーラックな
どの様々な支持面上で体幹を持ち上げ回旋させているこ
とが確認されたため，それらも全て抽出した。その上で，
1回の体幹の回旋運動を「背臥位を開始点とし対象児の
動きによって胸部，腰部のいずれか，またはその両方が
非対称に支持面から浮いた状態」と定義し，各場面で生
起した体幹の回旋運動を特定した。撮影開始時に既に体
幹が回旋していた場合，対象児の体がほぼ隠れている場
合，睡眠時は分析から除外した。各月齢の 15日目まで
を前半，16日目からを後半というかたちで区切り，約 2

週間を 1タームとして，特定された体幹の回旋運動の数
を集計した。
分析対象となる期間および体幹の回旋運動について
特定された体幹の回旋運動から，Kは 5ヶ月 18日目
に初めて腹臥位まで体幹を回旋して寝返る様子が観察
され，同月齢で合わせて 12回の寝返りが観察された。
Dは 4ヶ月 22日目に初めて寝返りが観察されたが，同
月齢においてはその 1回のみであった。その後，5ヶ月
13日目に再び寝返りが観察され，それ以降の同月齢内
で合わせて 11回の寝返りが観察された。このことから，
K，Dともに 5ヶ月後半までを寝返り動作の獲得過程と
し，その間の発達過程を詳細に観察していくことにした。
3ヶ月前半から 5ヶ月後半の間で抽出された場面とその
時間総計は，Kが 62場面，約 412分，Dが 34場面，約
231分，その間に特定された体幹の回旋運動の総数は K

が 895回，Dが 488回であった。これら分析対象となる
体幹の回旋運動が観察された各場面の状況・支持面につ
いては Table 1に示した。
分析方法
分析対象となった全ての体幹の回旋運動について，次
に示す 1．～4．の分類，記録を個々に行い，先に述べた
各月齢の前半，後半という期間区分からデータを集計し
た。

1．体幹の回旋運動の分類　特定された体幹の回旋
運動は次の 5つに分類した。
　a．胸部の回旋：肩の左側，右側のどちらか一方のみ

が支持面より浮く，またはどちらか一方に著しく
傾くが，腰部は支持面にたいしてほぼ平行の状態
（Figure 1-a）。

　b．腰部の回旋：腰部の左側，右側のどちらか一方の
みが支持面より浮く，またはどちらか一方に著し
く傾くが，胸部は支持面にたいしてほぼ平行の状
態（Figure 1-b）。

　c．全身の回旋：左側，右側のどちらかが，肩，腰部
ともに支持面より浮くか，または一方に著しく傾
く（Figure 1-c）。

　d．側臥位：体幹の側面で体を支持するまで全身の回
旋を行う（Figure 1-d）。

　e．寝返り：側臥位へ全身を回旋させ，さらに腹臥位
まで回旋する（Figure 1-e）。

このように分類するのは，生起した体幹の回旋運動
がどの程度寝返りに近いかを見るためである。また，
McGraw（1941）は寝返り動作の萌芽として，頸を伸展
して反らせる動作や，腰から脚を屈曲して足を持ち上げ
る動作を指摘しており，これらの動作から胸部，腰部の
どちらかのみが回旋する場合が考えられたため，これを
分けて分類することとした。

2．回旋の方向の記録　場面抽出を行う際，時期に
よっては対象児が右，左のどちらかに頻繁に回旋運動を
行っているとの印象を受けた。Goldfield（1989）は乳児
が四つ這いによる移動を開始する時期に，リーチングの
利き手，非利き手間の機能的な非対称性が顕著になるこ
とを報告し，こうした非対称性の変動が姿勢・移動発達
に関与することを示している。そこで回旋運動の非対称
性の変動を定量的に確認するため，体幹の回旋運動の方
向を，対象児を基準に「右」または「左」と記録した。
なお，「腰部の回旋」と分類される回旋では，1回の動
作で両方向に連続して素早く腰部を回旋させる事例が認
められたため，これは「左右」として記録した。「左右」
の記録基準は「継続した動作で腰部を素早く連続して左
右に回旋する」ものとした。

3．体幹の回旋運動の動作の記述と動作パターンの分
類　DSAの観点から，本研究では寝返り動作獲得以前
に見られる様々な下位要素から寝返り動作が創発する過
程を分析する必要がある。そのため，寝返り動作獲得以
前の段階から体幹の回旋運動時の動作を詳細に記述し，
そこからボトムアップ式に重要な要素を絞り込み，寝返
り動作の獲得へ至る発達の軌跡を分析することにした。
具体的には次の手順を踏んだ。特定した体幹の回旋運動
ごとに，上肢，体幹，下肢，各身体部位の動きを記述した。
複数の動作がほぼまとまって開始，終了した場合は“・”
を，まとまった動作がほぼ終了したところから別の動作
が始まった場合は“→”をそれぞれはさみ記述した。以
下に記述例を示す。

2）厚生労働省雇用均等・児童家庭局．（2001） http://www.mhlw.go.jp/

houdou/0110/h1024-4.html（アクセス：2009 /07 /06）
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Table　1　分析対象となった回旋運動が観察された場面の状況・支持面

K D

3
ヶ
月
前
半

19 （5）  入浴前後の着衣・脱衣；テーブル
11 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；ベビーラック
  8 （1）  対象物（近）；薄手のマット
  5 （2）  無し；ベビーラック　
  2 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；畳 
  2 （1）  大人による働きかけ；座布団 
  1 （1）  大人による働きかけ；掛け布団

総計 48 （12）

27 （1）  哺乳；胡坐を組んだ養育者の脚部の上　
12 （1）  無し；敷布団
  7 （1）  オムツ替え；絨毯
  6 （1）  大人の働きかけ；敷布団
  6 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；敷布団

総計 58 （5）

3
ヶ
月
後
半

65 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；厚手のマット 
56 （2）  対象物（近）＋大人の働きかけ；薄手のマット
12 （1）  対象物（近）；薄手のマット
  9 （1）  対象物（近，遠）＋大人の働きかけ；絨毯
  8 （1）  大人の働きかけ；敷布団
  6 （1）  対象物（近）；絨毯
  5 （1）  対象物（遠）；ベビーラック
  4 （2）  対象物（近）；座布団　
  4 （1）  入浴前の脱衣；テーブル

総計 169 （11）

34 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；敷布団 
15 （1）  オムツ替え；絨毯
  1 （1）  入浴前の脱衣；絨毯

総計 50 （3）

4
ヶ
月
前
半

88 （4）  対象物（近）＋大人の働きかけ；薄手のマット
87 （1）  大人の働きかけ；絨毯
60 （1）  対象物（近，遠）＋大人の働きかけ；座布団 , 絨毯
28 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；絨毯 
23 （2）  無し；薄手のマット 
23 （1）  無し；掛け布団
21 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；座布団 , 絨毯 
18 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；ベビーラック
13 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；座布団 
10 （1）  対象物（遠）；敷布団 
  6 （1）  無し；ソファー

総計 377 （15）

16 （1）  大人の働きかけ；敷布団　
16 （1）  哺乳；胡坐を組んだ養育者の脚部の上
13 （1）  無し；敷布団
10 （1）  オムツ替え；絨毯
  6 （3）  更衣；絨毯
  4 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；敷布団
  3 （1）  対象物（近）；敷布団

総計 68 （9）

4
ヶ
月
後
半

25 （1）  対象物（近，遠）；ベッド
24 （2）  対象物（遠）；絨毯
14 （1）  対象物（近）＋大人による働きかけ；敷布団
  9 （1）  更衣；ベッド　
  9 （1）  対象物（近）；座布団
  8 （1）  対象物（近，遠）；絨毯
  7 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；掛け布団 , 敷布団
  6 （1）  大人の働きかけ；座布団　
  1 （1）  対象物（遠）；ベッド

総計 103 （10）

36 （1）  更衣；絨毯
25 （2）  オムツ替え；絨毯
23 （1）  大人の働きかけ；絨毯
16 （1）  対象物（近）；敷布団　
14 （1）  哺乳；胡坐を組んだ養育者の脚部の上
  9 （2）  大人の働きかけ；敷布団

総計 123 （8）

5
ヶ
月
前
半

26 （1）  大人の働きかけ；掛け布団，敷布団
20 （1）  ベビーラック；対象物（近）
16 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；敷布団 
16 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；薄手のマット 
  6 （1）  オムツ替え；敷布団
  5 （1）  無し；敷布団
  3 （1）  更衣；敷布団
  2 （1）  対象物（近）＋大人による働きかけ；ソファー

総計 94 （8）

55 （1）  大人の働きかけ；敷布団
27 （1）  対象物（近）＋大人の働きかけ；敷布団
26 （1）  更衣；絨毯
19 （1）  オムツ替え；絨毯

総計 127 （4）

5
ヶ
月
後
半

49 （1）  対象物（近，遠）；敷布団
26 （1）  対象物（近）＋大人による働きかけ；畳
10 （1）  大人の働きかけ；ベッド
  9 （1）  大人の働きかけ；敷布団 
  6 （1）  対象物（近，遠）；敷布団
  4 （1）  無し；ベッド

総計 104 （6）

17 （1）  対象物＋大人の働きかけ；敷布団
13 （1）  更衣；絨毯
11 （1）  対象物（近，遠）；絨毯 
11 （1）  無し；敷布団
10 （1）  オムツ替え；絨毯

総計 62 （5）
注．凡例：回旋数 （場面数）　各場面の状況；支持面　（ex. 11 （1）　対象物（近）＋大人の働きかけ；ベビーラック）
　各場面の状況について：状況については次のように表記した。
　・網掛けのないものは，対象児の自発的な活動を撮影した場面であり，詳細を次のように標記した。
　　対象物：ガラガラ等，対象児の興味を引くものがある状況。それらが対象児の手の届く範囲内にあれば続けて ｢（近）｣，それより遠く
にあれば続けて「（遠）」と表記した。　　大人の働きかけ：話しかける，対象物を動かす等，対象児の興味を引こうとする養育者らの
行為が観察された場面。　　無し：対象物や大人による働きかけが認められず，上記に該当しない場合。

　・養育者による育児活動を撮影した場面は，網掛けにして具体的な内容を表記した。この育児活動場面中に，対象児の興味を引くための
おもちゃなどは周囲に認められなかった。

　支持面について : 表記した支持面の上にタオルやタオルケットが敷かれていることが多かったが，ここでは省略した。同一の場面内で支
持面が変わることもあり，その場合は両方の支持面を併記した。
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（例）左腕を屈曲して前に出す・頸部を右に回旋する
　　→頸部を伸展する・膝を屈曲した左脚の股関節を
　　　伸展して支持面を蹴る
　　→左脚を屈曲して前に出す
以上の動作の記述は，類似するものを選り分けていく
かたちで対象児・タームごとに整理した。そして整理し
たものと先行研究を照らし合わせ，発達過程を分析する
際に指標とする動作パターンの分類項目を作成した。ま
ず，McGraw（1941）の寝返り動作の発達過程の記述と
照らし合わせることで，頸を伸展する動作，頸から脚ま
で伸展して全身を反り足で支持面を蹴る動作，腰から脚
まで屈曲して足を上げる動作，これらが分析の指標とし
て選ばれた。また，頸の伸展は見られないものの，脚だ
け伸展して支持面を蹴る動作がかなりの頻度で観察され
た。頸から脚まで全身を反って支持面を蹴る動作は，“ブ
リッジ（bridging）”と呼ばれていることから（Alexander, 

Boehme, & Cupps, 1993 /1997），脚のみを伸展し支持面
を蹴る動作はこれと区別することにした。以上の作業か
ら 5つの分類項目が作成され，動作の記述をもとに回旋
運動の分類を行った。
　A．頸部伸展：頸部の伸展を伴うが脚部で支持面を蹴

る動作は伴わない体幹の回旋運動（Figure 2-A）
　B．脚部伸展：脚部を伸展し支持面を蹴る動作を伴う

が頸部の伸展を伴わない体幹の回旋運動（Figure 

2-B）
　C．頸－脚部伸展：頸部の伸展と脚部を伸展し支持面

を蹴る動作を伴った体幹の回旋運動（Figure 2-C）
　D．腰－脚部屈曲：腰部・両脚を屈曲する動作を伴っ

た体幹の回旋運動（Figure 2-D）

　E．その他：上記の動作を含まず，どれにも該当しな
いもの

4．体幹の回旋運動と視行動の関連の有無　Table 1

に示すように体幹の回旋運動が観察される状況は場面に
よって異なり，また同一場面においても個々の体幹の回
旋運動は様々な文脈から行われていた。例えば，養育者
の呼びかけに応えるように振り向く，おもちゃへ手を伸
ばすなど，養育者とのやりとりやリーチングとの関連か
らなされている場合もあれば，おもちゃなどを見て興奮
する，泣き叫ぶなどして体幹が回旋する場合もあった。
また，対象児が壁や宙を見回すように体幹を回旋させる
様子も観察された。こうした個々の文脈をこえて，周
囲の環境にたいして対象児が機能的に体幹の回旋運動
を行っているかどうかを一貫した基準から見ていくため
に，ここでは対象児の視線の方向を基準に，その方向と
回旋の方向の一致／不一致という形式で判定を行った。
基準は以下の通りである。
　一致　：対象児が，予め見ていた方向に体幹を回旋さ

せる，または体幹の回旋運動に合わせて見る
方向を変えていき振り向いた方向を見る。

　不一致：対象児からみて真正面，頭頂部，脚部の方向
を見ながら体幹を回旋させる，または泣き叫
ぶなどして目をつぶり視線を向けず体幹を回
旋させる。

判定の信頼性の検証
上記の 1. 3. 4．の分類，判定について，K，Dそれぞ
れの全回旋運動から 10％以上（K；104回　D；62回）
を無作為に場面抽出することで抜き出し，判定基準を十
分に理解した大学院生 1名が判定を行った。大学院生と

Figure 2　動作による分類カテゴリーFigure 1　回旋運動の分類カテゴリー
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著者の判定の一致率，Cohen’s Kappaによるカッパ係数
を項目ごとに算出したところ，一致率＝ 86.7～90.9％　
κ=.77～80であった。

結果と考察

1．各種回旋運動の生起頻度の推移
Figure 3は各種の回旋運動の生起頻度について，その

推移を示したものである。Kは 5ヶ月前半，Dは 4ヶ月
後半に全身の回旋が最も多く観察されるようになり，そ
の後入れ替わるように K，Dともに側臥位の生起頻度が
増加していた。一方で胸部の回旋，腰部の回旋の生起頻
度の推移は Kと Dで異なっていた。Kは腰部の回旋が
3ヶ月後半から 4ヶ月後半までかなりの頻度で観察され
た。それに対して，Dは 3ヶ月前半，5ヶ月前半に腰部
の回旋が比較的頻繁に観察された。また，胸部の回旋は
3ヶ月後半に頻繁に観察されるようになり，以降 4ヶ月

後半まで Kより多く観察された。
2．体幹の回旋方向ごとの生起頻度の推移

Figure 4は回旋の方向ごとに生起頻度の推移を示した
ものである。Kは 3ヶ月前半，ほぼ右だけに体幹を回旋
させていたが，その頻度は徐々に減少し 5ヶ月後半には
左の回旋のほうが多くなる。一方，Dは 3ヶ月前半では
左の回旋のほうがやや多いが，その頻度は増減を経た後，
5ヶ月後半には左右ほぼ同じになる。これと関連してK，
Dに観察された寝返りの生起数を方向ごとにまとめる
と，K：5ヶ月後半［右 0回　左 12回］，D：4ヶ月後半
［右 0回　左 1回］，5ヶ月前半［右 0回　左 1回］，5ヶ
月後半［右 5回　左 5回］であった。Kは左の寝返りし
か観察されなかったが 3），Dは 5ヶ月後半に右，左同数
の寝返りが観察されており，寝返り動作の獲得と Figure 

4に示された回旋の方向ごとの生起頻度の推移には関連
があることが示唆される。

Figure 3　体幹の回旋運動の種類別生起頻度の推移
（折れ線の表記が無い部分は生起頻度が 0％であったことを示す。）

Figure 4　体幹の回旋運動の右・左ごとの生起頻度の推移
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3．動作の生起頻度の推移
3．1．K　Figure 5は，体幹の回旋運動時の動作パター
ンの生起頻度の推移について，Kの結果を示したもので
ある。回旋運動の方向ごとの生起頻度の推移と寝返り動
作の獲得に関連があることが示唆されたため，各動作パ
ターンの生起頻度は，右の回旋と左の回旋で区別し「該
当する回旋運動の生起数／各タームの回旋運動の総数」
として算出した。また「その他」と動作が判定されたもの，
「左右」と回旋方向が記録されたものは除外して図示し
た。ここに示されるように，Kは 3ヶ月後半に脚を伸展

して支持面を蹴ることで左へ回旋することが多くなり，
4ヶ月前半まで脚の伸展動作が右，左とも高い頻度で観
察された。Kは 3ヶ月後半，4ヶ月前半に腰部だけ回旋
させる様子が多く観察されたが（Figure 3参照），これ
は脚の伸展動作を活発に行っていたことを反映している
と考えられる。また，右の脚部伸展動作の生起頻度は 3ヶ
月後半より減少するが，左の脚部伸展動作の生起頻度が
顕著に減少するのは 5ヶ月前半以降であり，後者の減少
と入れ替わるように左のみ頸－脚部伸展動作の生起頻度
が増加している。このことから Kは 3ヶ月後半より脚
を活発に伸展し支持面を蹴るようになるが，この動作か
ら体幹が左へ回旋することが多くなり，さらに頸の伸展
を伴うようになっていったと考えられる。また，腰－脚
部屈曲動作は 5ヶ月前半に右へ回旋する際に観察され始
め，5ヶ月後半には左へ回旋する際に多く観察された。

3．2．D　Figure 6は体幹の回旋運動時の動作パターン

Figure 5　K：各動作パターンの生起頻度の推移

Figure 6　D：各動作パターンの生起頻度の推移

3）この結果が撮影上の偏りによるものであり，実際には Kが 5ヶ
月後半に右，左，同様に寝返りを行っていたという可能性は，5ヶ
月後半に Kが左へ寝返りを行う様子を見て母親が「こっち向き
が得意なんだよね，寝返りは。」と発言していたこと，Kが右へ
寝返る様子が映像上で初めて確認されたのが 6ヶ月後半であった
ことから低いものと考えられる。
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の生起頻度の推移について，Dの結果を示したものであ
る。生起頻度の算出，図示の方法は Figure 5と同様であ
る。ここに示されるように，Dに腰部の回旋が多く観察
された 3ヶ月前半，5ヶ月前半は（Figure 3参照），脚部
伸展動作の生起頻度が増加しており，この点では Kの
結果と一致している。しかし Kに認められた，脚部伸
展動作の生起の減少にたいして頸－脚部伸展動作の生起
が増加していくという推移は Dには認めにくい。Dの
場合 4ヶ月後半まで右の頸部伸展動作の生起頻度は比較
的高く，右の頸－脚部伸展動作は 3ヶ月後半から観察さ
れている。一方，左では頸部伸展動作，頸－脚部伸展動
作とも右と比較して生起頻度は低いままであった。また，
5ヶ月前半では右，左とも脚部伸展動作の生起頻度が増
加するが，頸－脚部伸展動作は右のみ生起頻度が増加し
ている。このことから，Dは右へ体幹を回旋させるとき
に頸を伸展する傾向があり，主にこの伸展傾向から，頸
から脚まで全身を反らせる動作が生起していたと考えら
れる。また，頻度は低いが腰－脚部屈曲動作は Kより
早く，3ヶ月後半から観察され始めた。Dはこの屈曲動
作を 5ヶ月後半に右・左とも盛んに行っていたが，一方
で頸部や脚部の伸展動作をあまり行わないようになって
いた。
4．視線と回旋方向の一致頻度の推移と発達過程の全
体像

Figure 7は K，Dの視線と回旋方向の一致頻度の推移
を示したものである。以下，Figure 7の結果を軸にここ
までの結果を総合し，K，D，それぞれの発達過程の全
体像を見ていくことにする。

4．1．K　Figure 7に示されるように，Kの場合 3ヶ月
前半では体幹の回旋と視線の方向はほとんど一致してい
たが，3ヶ月後半，4ヶ月前半にその頻度が大きく減少
していた。「結果と考察 3.1.」で見てきたように，Kは 3ヶ
月後半，4ヶ月前半に脚を活発に伸展して腰部を頻繁に
回旋させていた。Table 1より，体幹の回旋運動が観察

された 3ヶ月後半，4ヶ月前半の多くの場面で，Kの近
くにおもちゃなどが置かれたり，養育者らの働きかけが
あったことが確認されるが，以上の結果を総合すると K

はそれに向かうように体幹を回旋させていたわけではな
く，むしろ興奮するなどして脚を活発に動かし乱雑に腰
部を回旋させていたと推察される。4ヶ月後半からは，
おもちゃや養育者に向かって体幹を回旋させる様子が目
立つようになり，特に 5ヶ月後半では，おもちゃに向かっ
てしきりに体幹を回旋させる様子が観察されたが，こう
した変化は，一致頻度が 4ヶ月後半で増加し，5ヶ月後
半では 3ヶ月前半とほぼ同程度であったという結果から
も確認される。こうした発達的変化の背景には，脚を伸
展し支持面を蹴る動作から体幹が左へ回旋することが多
くなり，さらに頸部の伸展を伴うようになる，というプ
ロセスがあると推察される（結果と考察 3.1. 参照）。な
ぜなら，頸部の伸展によって後頭部は支持面に押し付け
られ，そこから体幹は前面へ持ち上がるため（McGraw, 

1941），視行動にそうかたちで体幹の回旋が引き起こさ
れやすいと考えられるからである。また Figure 7の結果
から 5ヶ月後半に多く観察された腰から脚の屈曲動作
も，視行動にそった体幹の回旋を引き起こしていたと考
えられる。

4．2．D　Figure 7に示されるように Dは 3ヶ月前半，
5ヶ月前半に一致頻度が低かった。「結果と考察 3.2.」で
見てきたように，Dの場合 3ヶ月後半，5ヶ月前半には
腰部の回旋，脚部の回旋が増加していた。このことから，
時期は違うものの Kと同様，Dも脚部を活発に動かし，
視線と方向の一致しない腰部の回旋運動が増加する時期
を経ていたと考えられる。しかし Dの場合，脚部伸展
動作に頸部伸展動作が伴うようになっていくという発達
的変化は認めにくいため（結果と考察 3.2. 参照），脚部
の動きの活発化は発達的変化を経ていない突発的な事象
だと考えられる。一方で，Dは3ヶ月後半から4ヶ月後半，
また 5ヶ月後半では一致頻度が高く，Table 1に示され
るおもちゃや養育者の働きかけのある状況では，そちら
に向かうように体幹を回旋させていたと推察される。ま
た，Table 1より Dはオムツ替えなどの育児活動場面で
体幹の回旋運動が多く観察されたことが確認されるが，
一致頻度の高い 3ヶ月後半から 4ヶ月後半，また 5ヶ月
後半では，特におもちゃなどが置かれていない育児活動
場面で Dが周囲を見るように自発的に振り向き体幹を
回旋させる様子が多々観察された。Dの場合，回旋の方
向と視線との一致頻度が最も高かった 3ヶ月後半では胸
部のみを回旋する様子が非常に多く観察され，それ以降，
4ヶ月後半まで一致頻度は少し下がっていくものの，胸
部の回旋の生起の減少にたいして全身の回旋の生起は増
加していく（Figure 3参照）。右へ回旋する際の頸の伸
展傾向が全身の伸展動作の生起に関与していたことも合

Figure 7　視線と体幹の回旋方向の一致頻度の推移
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わせて推察するに（結果と考察 3.2. 参照），Kとは対照
的に Dは周囲を見回すように上体から体幹を頻繁に回
旋させ，そしてその運動をそのまま視行動に関連付けつ
つ全身へ広げるように変化させていったと考えられる。
このような上体に始まる体幹の回旋運動の発達的変化
と，3ヶ月後半より観察された腰から脚の屈曲動作には
発達上の明示的な関連は示されていないものの，Kと同
様，Dは 5ヶ月後半にこの屈曲動作を視行動に関連付け
つつ用いていたことが Figure 7の結果より示唆される。
5．獲得初期の寝返り動作
ここでは獲得初期に K，Dがそれぞれどのように寝返
りを行っていたか，動作の記述をもとに見ていく。動作
の記述の冒頭の部分にあり，側臥位まで体幹を大きく回
旋させる寝返りの初期動作に着目すると，Kの 12回の
寝返りのうち，頸から脚まで全身を伸展し支持面を蹴る
動作を用いたのが 8回，脚だけを伸展し支持面を蹴る動
作を用いたのが 2回，脚で支持面は蹴らず頸から体幹を
伸展する動作を用いたのが 1回，腰から脚を屈曲して足
を持ち上げる動作を用いたのが 1回であった。Kは主に
頸部や脚部の伸展動作によって寝返り動作を始めていた
ことから，脚部の伸展動作の活発化とその発達的変化は
Kの寝返り動作の獲得に関わるものであったと考えられ
る。一方，Dの寝返りについて，その初期動作を見てい
くと，観察された 12回のうち，頸から脚まで全身を伸
展し支持面を蹴る動作を用いたのが 3回，腰から脚を屈
曲し足を持ち上げる動作を用いたのが 9回であった。D

の場合，5ヶ月後半にはあまり観察されなかった頸部や
脚部の伸展動作よりも，Kより早く 3ヵ月後半から観察
され，5ヶ月後半には右，左ともに頻繁に観察されるよ
うになった腰から脚の屈曲動作から主に寝返りを行って
いたと言える。
以上の寝返りの初期動作は側臥位などの回旋運動でも
観察されるため，寝返り動作の獲得について見ていくた

めには，初期動作以降に観察される対象児の動きについ
て，さらに検討していく必要がある。K，Dともに獲得
初期には側臥位から腹臥位までスムーズに回旋すること
ができず，多くの動作が費やされていたため，初期動作
の後に共通した動作の流れを見出すことは困難であっ
た。しかし，Kの場合 12回の寝返りのうち，9回の寝
返りでは初期動作の後，全身を屈曲しそして伸展すると
いう一連の動作が観察され，その内 2回はこの動作が
繰り返し行われた。この全身の屈曲・伸展動作も，Kの
獲得初期の寝返りの主要な動作パターンと考えられる。
Figure 8は，頸から脚までの全身の伸展を初期動作とし，
全身の屈曲・伸展動作を用いていた Kの寝返りの一例
を示したものである。Dの場合は 12回の寝返りのうち
一例を除いて，側臥位の体勢から天へ向かう方へ頸を側
屈させる，もしくは支持面に接した肘を支点に上体を捻
る，どちらかの動作が観察された。頸の側屈動作は，4ヶ
月後半，5ヶ月前半の各 1回と，5ヶ月後半の 5回の寝
返りで観察された。特に，4ヶ月後半，5ヶ月前半では
この側屈動作が繰り返し観察された。上体を捻る動作が
観察されたのは 5ヶ月後半の 3回であった。両方の動作
を用いた事例も 5ヶ月後半に 1回観察された。Figure 9

は，腰から脚の屈曲を回旋の初期動作とし，頸の側屈動
作が観察された Dの寝返りの一例を示したものである。
中島（1992）は，乳児が側臥位から腹臥位へと回旋す
る時に，頸部の側屈により頭部を垂直位にし，下側上肢
の肘部支持から体幹上部の持ち上げ運動が生じると報告
しているが，Dに観察された頸の側屈動作，肘を支点に
上体を捻る動作はこれに近いものと考えられる。また中
島は先の報告に合わせて，乳児のスムーズな寝返りには
側臥位からの頭部の挙上が重要になると指摘している。
全身との比では成人よりも大きな乳児の頭部が，側臥位
の体勢から前へ回旋する時に重荷のように働くことは容
易に想像される。そのため，側臥位の体勢から頭部を前

Figure 8　Kが 5ヶ月 21日目に行った寝返り（ここでは大まかな動作の流れのみを示す）
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に持っていくことは寝返り動作の獲得における課題の 1

つであり，Dに観察された頭部を持ち上げる動作は有効
な解決方略になると考えられる。一方，Kに観察された
全身の屈曲・伸展動作は中島の報告する動作には類似せ
ず，5ヶ月後半に多く観察された腰から脚の屈曲動作に
類似している。しかし，屈曲が頭部にまで及んでいたこ
と，腹臥位へ回旋するまでにこの動作を繰り返し行う
事例もあったことから，Kも頭部の重さが回旋の妨げと
なっており，これを克服するために全身の屈曲・伸展動
作を用いたと考えられる。

総　合　考　察

本研究は DSA，生態心理学の知見に基づく近年の行
動発達研究の動向から乳児の寝返り動作の獲得過程を
捉えなおすことを目的とし，2名の男児の日常生活を収
めたビデオ映像から詳細な観察を行った。Figure 10は，
観察結果から示された K，Dの発達過程について，そ
の概略を軌跡として図示したものである。以下，この
Figure 10をもとに Kと Dの発達過程の違いと共通点を
確認しつつ，総合的な考察を行っていく。

Alexander et al.（1993 /1997）は臨床的な観察報告か

Figure 10　K, Dの寝返り動作獲得過程の概略図
　（黒地の部分はそこに表記された動作が視行動と関連なくに行われていること，白地の部分は動作が視行動と関連をもっ
て行われていることを示す。結果からその判断ができない場合は網掛けの部分に表記した。）

Figure 9　Dが 5ヶ月 23日目に行った寝返り（ここでは大まかな動作の流れのみを示す）



271　乳児期における寝返り動作獲得過程の縦断的観察

ら乳児は各々の運動パターンを発達させて寝返りを行う
と述べつつも，乳児の一般的な寝返り動作パターンとし
て，体幹・脚部を伸展して支持面を蹴ることで寝返りを
開始する動作パターンと，体幹・脚部を屈曲することで
生じる体重移動から寝返りを開始する動作パターンの 2

つを指摘しており， McGraw（1941）もほぼ同様の指摘
をしている。この 2つの動作パターンは，K，Dが寝返
りを行う際にそれぞれが主に用いていた動作パターンに
対応するものであると考えられるが，Figure 10に図示
したように本研究では Kと Dがそれぞれの寝返り動作
パターンを獲得するまでに異なる発達の軌跡を経ていた
ことが具体的な結果として示された。明白に示されたの
は，McGrawが寝返り動作獲得までの発達過程を見てい
く上で重要な指標とした，頸部を含めた全身の伸展動作
の生起についてである。この動作の生起には，Kの場合
は脚の伸展動作，Dの場合は右へ体幹を回旋する際の頸
の伸展傾向という，それぞれ異なる特徴的な動作が関与
していた。また，Kは 5ヶ月後半に頸－脚部伸展動作，
腰－脚部屈曲動作がともに多く観察されるようになり，
その両方の動作をシークエンス上に組み合わせるように
して寝返りを行っていた。一方 Dの場合，5ヶ月後半に
は頸や脚などの伸展動作があまり観察されず，寝返りの
初期動作には Kと比べて早くから観察された腰－脚部
屈曲動作を，側臥位から腹臥位へ回旋するには別の動作
を用いていた。Alexander et al., McGrawの指摘から乳児
の獲得初期の寝返り動作パターンはそう多くなく，2パ
ターンに代表されると考えられるが，そこに至るまでの
発達の軌跡は，例えば K，Dに類似する 2つの軌跡に代
表されるのか，もしくはさらに多くの発達の軌跡があり，
寝返りを始める時期に 2つのパターンに収束するのかと
いう問題が提起される。この点に関しては，より複数の
乳児を対象にした観察を行う必要がある。
こうした違いが示される一方で，Figure 10に示した

ように，寝返り動作が観察される 5ヶ月後半では K，
Dともに体幹と脚部の屈曲動作を活発に行い，この動
作は寝返りを行う上でも重要な役割を果たしていた。
McGraw（1941）は全身の伸展動作が生起するようになっ
た後には，腰から脚の屈曲動作が生起するようになり，
そして寝返り動作の獲得へと発達が進むと述べている。
動作パターンの生起の左右差を考慮にいれなければ，こ
の寝返り動作の発達過程の一般的記述が，K，Dの発達
過程にも当てはまるものであることは Figure 5，Figure 

6に示した結果から確認される。また，乳児が寝返りを
始める前には体幹と下肢の屈曲動作が生起するようにな
ること，乳児の寝返り動作において重要な運動要素とな
ることは多くの先行研究からも示唆される（Alexander 

et al., 1993 /1997；中島，1992；田中・田中，1981）。こ
れらの先行研究の知見を踏まえつつ，寝返り動作の発現

の規定要因という観点から運動系の発達を見ていくと，
すくなくとも運動系の発達は，全身の伸展動作を行える
ようになった後，下肢が持ち上がるほどの十分な屈曲運
動を行える段階まで進んでいる必要があり，そのうえで
中島（1992）の報告，指摘から示唆された，側臥位から
頭部をさらに前に持っていくという課題の解決へ進むも
のと考えられる。
このように先行研究からの知見が確認されるのに加え

て，本研究の結果では寝返り動作獲得時期に，視線と体
幹の回旋方向の一致頻度は K，Dともに高いものであっ
たことが示された。同程度かそれ以上の一致頻度はそれ
以前にも示されていたものの，5ヶ月後半では側臥位が
最も多く観察され，体幹の回旋は大きなものとなってい
る。何かを見てそちらに向かう，周囲を見回すなどしな
がら支持面にたいして体幹を傾けていくといった視行
動は，乳児が背臥位で示す環境への自発的な方向定位
の 1つであると解釈できよう。そして，結果から示さ
れ Figure 10に図示したように，この 5ヶ月後半の視行
動を伴った体幹の回旋運動において，対象児ごとに頻繁
に観察された動作を主に用いつつ，Kと Dが獲得初期
の寝返りを行っていたことから，こうした背臥位におけ
る乳児の方向定位活動の発達的変化の延長線上に寝返り
動作の獲得があると考えられる。しかし，5ヶ月後半に
至るまで回旋運動と視線の一致頻度は K，Dともに一度
下降しており，背臥位における視行動の発達的変化は直
進的なものとは言い難い。観察結果から，こうした発達
的変化の背景には，新たな動作の生起，他の動作を伴う
ようになる等の動作の質的変化，動作の生起頻度や回旋
の大きさなどの量的変化が重なり合っていること，また
そこに示される特徴的な動作群が発達過程に関与する可
能性が示唆された。以上のことから，神経学的な知見か
ら論じられてきた乳児の寝返り動作の獲得過程は，周囲
の環境への方向定位と自己の身体動作の関わり方のダイ
ナミックな探索過程として捉えなおされうると考えられ
る。
上記の点に関連し，環境内における自己の身体運動を
特定する情報として Gibson（1979 /1985）はオプティッ
ク・フローなどの光学的情報を挙げており，前後の動き
を特定する光学的情報にたいして乳児が示す感受性の発
達については，運動発達と関連付けられた研究がなされ
ている（Bertenthal, Rose, & Bai, 1997; Glimore, Baker, & 

Grobman, 2004など）。しかし，垂直軸の身体の回旋を
特定する光学的情報にたいして乳児が示す感受性の発達
について，研究したものは見当たらなかった。その理由
の 1つは，乳児の自発的な環境定位は座位（Bertenthal 

et al., 1997）や這行（Glimore et al., 2004）に始まると捉
えられていることにあると思われる。それにたいして本
研究の結果から示唆された，寝返り動作の獲得過程を環
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境への方向定位と身体動作の関わり方のダイナミックな
探索過程とする観点は，乳児の知覚－行動発達研究に
とって新たな問題提起に繋がるものと考えられる。この
観点から提起される課題として，垂直軸の回旋運動を特
定する光学的情報にたいして乳児が示す感受性の発達的
変化を，寝返り動作獲得以前の乳児初期の運動発達との
関連から検討することが 1つには考えられる。また，本
研究では寝返り動作の獲得時期に対象児が視線の方向に
一致させつつ体幹を大きく回旋させるようになっていた
ことが確認されたが，こうした知覚－運動間の発達的変
化，または光学的情報にたいする知覚発達が，寝返り動
作の発現の契機となるコントロールパラメーターとして
機能しているかを実証的に検討するためにも，そうした
光学的情報への感受性についての研究は必要であろう。
なお Table 1から K，Dともに，おもちゃ等の対象物
が置かれる場合，多くは対象児の手の届く範囲内に置か
れていたこと，また，話しかける，おもちゃを動かすな
どの働きかけを養育者が多々行っていたことが確認され
る。またそうした場面では対象児は概ね敷布団や絨毯な
どの適度な固さと広さを持った支持面上に置かれてい
た。このことから養育者が対象児の注意をひきつけ全身
運動を促すような環境を設定し，働きかけを行っていた
ことが確認される。こうした共通点がある一方で，Kと
Dでは場面ごとの状況や支持面は様々に異なり，特には
3ヶ月前半に Kはテーブル上で，Dは養育者の脚部の上
で最も多く体幹の回旋運動が観察される，Kと比べて D

は育児活動場面で体幹の回旋運動が多く観察されてい
る，などの違いがある。しかし，本研究では統制された
条件下での観察は行っていないため，こうした違いと観
察結果の因果関係については検討することはできなかっ
た。養育者による環境設定や働きかけが寝返り動作獲得
までの発達にどのように影響を与え，またその違いが結
果に示された発達の軌跡の違いにどの程度影響を及ぼし
ているのかについて，身長，体重などの詳細な身体的発
育経過のデータも加味して研究を行っていく必要がある
と思われる。本研究で示された観点は，養育者が対象児
の日常の活動を高い頻度で撮影することにより得られた
ものと考えるが，これらの問題を検討するためには実験
や環境を統制した状況下での観察を定期的に並行して
行っていく必要がある。
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5，6歳児が，4人のグループで均等分配できない 15個の飴を分配するという，対人葛藤が生起しやす
い場面においてどのような行動をとるか，分配場面に至るまでに遊びを通して形成されてきたグループ
のピア関係の質との関連において検討することを目的として，「保育的観察」という約 45分間の保育的
な遊びのプログラムを設定した。保育的観察は，初めて出会う同性同年齢の 4人が，保育リーダーのもと，
親子遊び，親子分離，子ども 4人だけの自由場面 1，保育リーダーによって組織された遊び（あぶくたっ
た），再び子どもだけの自由場面 2，子どもどうしによる飴の分配を経験するという一連の過程からなる。
グループの遊びの質的分析から，自由場面 1から 2にかけて，4人の遊びが成立しにくい状態から，5歳
児は「同調的遊び」へ，6歳児は「テーマを共有した，役割分担のあるルール遊び」へと，4人がいっしょ
に，より組織化した遊びに参加するようになるという時系列的変化が明らかになった。すなわち，遊び
を通してグループのピア関係の成熟度が高まっていくプロセスが捉えられた。また，飴の分配に関しては，
6歳児では，自由場面 2においてピアとして高い成熟度を示したグループの方が，そうでないグループに
比べて，均等分配できない数の飴の分配という対人葛藤が生起しやすい場面において，グループ全体を
意識した相互交渉による問題解決を図ろうとすることが明らかになった。
【キー・ワード】　幼児，社会性，仲間関係，遊び，分配行動

問　　　題

幼児が仲間とものを分け合う際に，ピア（仲間）関係
の質はどのように影響するだろうか。幼児はものの取り
合いなど，仲間と要求を対立させることがよくみられる。
そうした要求対立の解決には，自他間の調整能力が関連
すると指摘される（斉藤，1986）。一方，その解決は，
個人の調整能力だけでなく，自分にとってどのような相
手かといったピア関係の質にも影響されることが予測さ
れる。河崎（1985）が，「遊び仲間の間には共鳴的関係
と対立的関係が結ばれる」とし，「共鳴的関係と対立的
関係は相互の豊かな繰り返しのなかで初めて質的に高い
ものとなる」と指摘しているように，幼児が仲間との対
人葛藤場面において積極的に問題解決を図ろうとするの
は，その背景に，いっしょに楽しく遊べる成熟したピア
関係が築かれているからではないかと推測される。そこ
で本研究では，ピア関係の質を捉えるために，互いに見
知らぬ幼児のグループを設定し，遊びを通してどのよう

にピア関係が形成されていくかを観察する。そして，グ
ループのピア関係の質が，均等分配のできない数の飴を
グループで分配するといった対人葛藤が生起しやすい場
面における問題解決のあり方にどのように影響するかに
ついて検討することとした。
互いに見知らぬ子どもがピア関係を形成する過程をみ
たものに，Coie & Kupersmidt（1983）や Dodge（1983）
による play group法がある。これらの研究では，仲間か
らの社会的地位評価を決定づける行動上の先行要因を明
らかにするために，児童を対象に，互いに見知らぬ子ど
もたちの小集団をつくり，遊びのセッションを繰り返し
経験させた。児童の，他児との社会的相互作用について
観察し，セッションを通しての行動の変化や一貫性を指
標に個人の行動パターンを捉え，すべてのセッション終
了後に行われた仲間からの社会的地位評価との関係をみ
ている。play group法では，見知らぬ子ども集団を対象
としてピア関係の形成過程を捉えた点において，子ども
の行動パターン特性と仲間からの評価との因果関係が明
確になった。一方で，見知らぬ子ども集団を対象とした
ピア関係の形成過程への着目は，グループ内の個人の行
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動パターン特性を捉えるだけでなく，グループとしての
ピア関係を捉える上でも有効であると考える。そこで本
研究では，グループのピア関係形成とその後の社会的行
動（分配行動）との関係を捉えるために，互いに見知ら
ぬ子どもを対象にしてピア関係の形成過程に着目し，グ
ループが自発的に行う遊びの内容について時系列的に測
定することとした。グループのピア関係の質は，メンバー
の集団遊びへの参加の程度と遊びの質を指標として捉え
られると考えた。すなわち，4人がばらばらに遊んでい
る状態よりも，全員が同じ遊びに参加できることの方が，
また，集団で遊びのイメージを共有し，より組織化され
た遊びを展開した方がピア関係の質がより高次であると
捉え，それらをピア関係の成熟度の指標とすることとし
た。
一方，分配行動については，これまで向社会的行動
の発達の観点から研究が行われてきた。Ugurel-Semin

（1952）は，4歳から 16歳までを対象に，奇数個のナッ
ツを与え，それを 2者間でいかに分配するかについての
判断を検討している。その結果，4歳から 6歳までは自
分に分配を多くする利己的分配が多いが，7，8歳では
相手により多く与える利他的分配が多くみられ，そして
8歳を過ぎると利己的分配はほとんどみられなくなり，
相手と等しく分ける平等分配が多くなることを見出し
た。Hook（1978）も，5，9，13 歳を対象にした実験から，
年齢が高くなるに伴って，利己的分配から平等分配がみ
られるようになり，やがて貢献度に応じて分ける公平分
配へと変化していくことを示した。これらの研究では分
配行動が，たとえば自己中心性や比の概念といった子ど
ものさまざまな認知能力の発達と関連して変容すること
が示唆され，幼児期はその能力が未成熟ゆえに利己的分
配を行うと考えられた。
公正観の発達という観点から，分配行動を捉えよう
とした研究も多くみられる。渡辺（1986）は，4歳か
ら 9歳までを対象に，分配場面を例話で呈示し，どの
ような分配行動をするか言語的な判断を求め，結果か
ら Damon（1975）の提唱した公正概念の発達段階の妥
当性を明らかにした。4，5歳児では欲求中心の分配だ
が，6歳児になるとそれが減少して厳密な平等性の主張
が増加し，8歳児になると様々な人の立場を理解するよ
うになることを示した。同様に子どもの分配行動にみら
れる公正観の研究は，年齢，性別，作業への貢献度や
状況要因などを変数として少なからず行われてきてお
り，そのほとんどが利己的分配，平等分配，公平分配の
3つの分配様式のあらわれ方を検討している（Leventhal 

& Anderson, 1970; Lane & Coon, 1972; Leventhal, Popp, & 

Sawyer, 1973; Lerner, 1974;渡辺，1992など）。
これらの研究からは，幼児期の分配行動が利己的分配
を特徴としているが，それが 5，6歳頃からの発達的変

化として，あるいは課題条件によって利己的ではない分
配がみられ始めることが示唆される。一方で，分配行動
を認知発達や公正観の発達といった個人の能力との関連
でみているのみで，分配行動が展開される他児との関係
性やグループの質については検討されていない。仮定の
相手を想定した状況に対する第三者的な判断課題である
など，現実の仲間関係を背景としてグループ内でダイナ
ミックに展開される分配行動とは相違があることも考え
られる。そうしたなか，公正観の発達という観点から研
究を行った Damon（1977，1983 /1990）は，10個の菓
子を 4人で分配するという実際の分配場面を設定した。
実際場面においては利己的な欲求が強く現れるために，
仮想場面における言語的に表現された判断から評定され
た公正概念の発達段階よりも，低いレベルの行動が出現
することを実験から明らかにしている。また Damon & 

Killen （1982）は，5歳から 9歳を対象とした実際の分
配場面における 3人の子どもどうしのディスカッション
を質的に分析し，相互に相手の考えを受け入れたり，新
しい要素を加えて発展させたり，自分の考えと統合する
相互作用を経験した子どもは，公正概念の発達が促進さ
れることを示した。Damonらの研究は，実際場面の観
察による方法が子どもの社会性の発達を捉える方法とし
てより妥当性が高いこと，子どもどうしの相互作用が社
会性の発達に影響を与えることを示唆している。
さらには，実際の分配場面においては，リアルな対人
関係のなかで自我が関与した分配行動の出現や，分配行
動に対する相手との共感性や親密性といった要因の影響
も予測される。分配行動における自我の関与については，
田中・田中（1984，1986）が，自分，お父さん，お母さん，
先生，友達などと命名された皿に余りのある飴を配分す
る課題を設定し，幼児が自我を関与させながら配分する
様子を捉えようとしている。2歳前半の自我の拡大期に
は「他に最小の配分をし，自分に最大の配分をすること」
がみられたのが，4歳後半の自制心の形成期には「平等
に配分することができたうえで，余りを媒介にして，理
由をつけて違いの合理づけをするようになる」など，自
我の発達に伴う配分行動の変化を捉えている。
また，分配相手に対する共感性が分配行動にどのよう
に影響するかについては，石橋（1992）が，4，5歳児
を対象とした実験から，分与行動には自己の損得への関
心と被分与者への共感が動機として影響を及ぼしてお
り，被分与者への共感は，実際場面での分与行動を促進
し，抑制されがちな実際の分与行動と架空場面における
分与判断との一致を高めるという結果を示した。また郷
式・梅本（1999）は 5，6歳を対象として分与対象であ
るぬいぐるみの親密性を操作した実験から，6歳児では
高親密条件のほうが低親密条件よりもカードの分与枚数
が多かったこと，またカードを分与しない子どもは自己
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中心的理由をあげたのに対してカードを分与した子ども
は共感的理由をあげたことを示している。
これらの研究からは，分配行動には自我の関与や，分
配する相手との共感性や親密性が関連していることが示
唆される。しかしながら，いずれもピクチャー・ストー
リー法で，呈示するストーリー（たとえば，架空の話か
実話か）や対象（たとえば，ぬいぐるみの既知度）を変
数として実験的に操作された分与対象を設定しているに
すぎず，現実の場面で出会うリアルな他児との共感性や
親密性を扱っているわけではない。また，共感性を扱っ
たこれまでの実験的研究は，「かわいそうな子ども」に
対して多く分与するといった否定的な感情への共感性と
分与行動や援助行動などの向社会的行動との関連をみて
いることが多く，たとえば楽しさや親しみといった他児
の肯定的な感情への共感や肯定的な感情の共有経験が向
社会的行動にどのように影響するかについての研究はみ
あたらない。
仲間との親密性と子どもの社会的行動との関連につい

ては，Doyle, Connolly, & Rivest （1980）が，3歳児の自
由遊び場面における社会的相互作用と親密性の関係を検
討した結果，低親密児と比べて高親密児との間では社会
的相互作用が多く生起し，遊びもより複雑化することを
示している。Hartup, Laursen, Stewart, & Eastenson（1988）
は，幼児の間で起こる葛藤場面を観察し，親しい友達ど
うしの場合では，葛藤が短いやりとりで終結したり対等
な仲直りが生じるが，相手が親しい友達でない場合には
葛藤が長く続き，勝者と敗者が明確になる傾向があるこ
とを示している。また山本（1995）は，5，6歳児が低
親密児と比べて高親密児に対して自己主張することが多
いこと，それはそれまでに形成されている友情あるいは
仲間関係によって生じた信頼感が影響していることを示

唆している。これらの研究より，仲間との親密性が子ど
もの社会的行動に影響することが予測される。しかしな
がら，これらの研究は親密性について，Doyleらは異な
る保育所の所属かどうかにより，Hartupらはいっしょ
に過ごした時間量により，山本はピクチャー・ストーリー
法による登場人物の特性の操作（好きで仲よしか否か）
によりそれぞれ設定しているが，実際場面の社会的行動
に影響するような親密性を問題にする際には，いっしょ
に仲よく遊ぶ相手かどうかといった質的な検討が必要と
考える。
これまでみてきたように，仲間との共感性や親密性は，
幼児の社会的行動に影響を与えることが示唆されるが，
いずれの研究も共感性や親密性の質的な検討が課題であ
ることが指摘される。また，共感性や親密性をはじめと
するピア関係については，実際場面におけるピア間の相
互作用の質から捉える必要があるだろう。特に幼児期に
おいては，いっしょに遊ぶことを通して，お互いを知り，
イメージを共有し楽しさを共感しながら仲間との共感性
や親密性を高めていくと考えられることから，仲間がど
のように遊ぶかが，ピア関係の質を捉えるうえで重要な
指標になると考える。
以上のことから，本研究では，メンバーみんながいっ
しょに仲よく遊べるグループの方が，そうではないグ
ループよりも，対人葛藤が生起しやすい分配場面におい
て，より相互交渉をしながら問題解決を図ろうとするの
ではないかという仮説を立てた。そして，以下のよう
な「保育的観察」（Figure 1）という一連の保育的プログ
ラム（石田ほか，2006を参照）を設定して検証するこ
ととした。このプログラムでは，初めて出会う同性同年
齢幼児 4人が，プログラムがスムーズに流れるような保
育リーダー（保育経験年数 30年の保育士）による働き

Figure 1　保育的観察のセッションの流れ
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かけのもと，親子遊び（なべなべそこぬけ），親子分離，
子どもだけの自由場面 1，保育リーダーによって組織さ
れた集団遊びである「あぶくたった」（4人の子ども全
員がオニ役 1回，コ役 3回を経験するように組織化され
た），再び子どもだけの自由場面 2，子どもどうしによ
る飴の分配という一連のセッションをグループで経験す
る。この過程を通して，見知らぬ 4人が仲間になってい
くプロセスを検討し，そのピア関係の形成のあり方が，
プログラム最後の均等分配できない飴の分配場面におけ
るグループの行動にどのように影響するかについて検討
する。
本稿ではまず，セッションの最後に設定された，均等
分配できない数の飴を 4人で分配するという，対人葛藤
が生起しやすい問題解決場面におけるグループの問題解
決のあり方を検討する。そして次に，その問題解決のあ
り方に影響する要因として考えられるグループのピア関
係との関連をみる。ピア関係については，2 回設定され
た子どもだけの自由場面でみられたグループの遊びの内
容を指標として質的に分析する。自由場面 1 から 2への
時系列的な変化から，見知らぬ 4人のピア関係の質が高
次化していくプロセスを把握することを試みる。そして，
ピア関係の成熟度とグループの分配行動との関連につい
て検討する。

目　　　的

本研究の目的の第 1は，5，6歳児が，均等分配でき
ない数の飴を 4人の同性同年齢グループでどのように分
配するか，グループとしての分配行動の発達的特徴を明
らかにすることである。分配前にピア間で自他を意識し
た言語的プランニングはみられるか，分配過程において
均等分配できない数の飴をどのように扱うか，飴の授受
や言語的やりとりといった相互交渉はみられるかについ
て，グループにおける分配のプロセスを分析することに
よって明らかにする。
目的の第 2は，お互いに見知らぬ幼児 4人が出会い，

遊びを通してどのようにピア関係を形成していくか，そ
のプロセスを時系列的に検討すること，そしてそこで把
握されたピア関係の成熟度がグループの分配行動とどの
ように関連するかについて明らかにすることである。

方　　　法

参加者
所属園の異なる見知らぬ子どもどうし，同性同年齢 4

名 1組のグループを設定した。対象としたのは 5歳児
12グループ 48名（男児 32名，女児 16名），6歳児 13

グループ 52名（男児 32名，女児 20名）であった。5

歳児の平均月齢は 61.4ヶ月（範囲 59ヶ月から 64ヶ月），
6歳児の平均月齢は 73.3ヶ月（範囲 72ヶ月から 76ヶ月）

であった。
材　料
幼児 4人のグループに分配させる材料として，パッ
ケージが色分けされた 3種類の飴を 5個ずつ，計 15個
用意した。これは 4人では均等分配できない数である。
3歳から 6歳までの幼児における分離量の均等配分につ
いて検討した山名（2005）によると，5，6歳児では，12個，
16個，あるいは 20個のチップを 4枚の皿に均等配分す
る課題では 5歳児 75％以上，6歳児 80％以上の正答が
みられること，また 5，6歳では配分先の皿に最終的に
配分すべきチップの数を，配分する前から予め予想した
方略が増加することが指摘されている。これより，5，6

歳児が，グループのみんなで均等分配すると仮定した場
合に自分の取り分のおおよその見積もりができる全体量
であり，かつ均等分配ができないことにより問題解決の
ための対人葛藤が生起しやすいことが予測される数とし
て，15個を設定した。
手続き
保育的観察は，ハーフミラーが設置された約 4.3 m 四
方，高さ約 2.7 m の専用の観察ブースで，各グループお
よそ 45分間行われた。ブース内には記録用のカメラと
集音マイク以外は何も置かれていない。
セッション最後の飴の分配場面では，保育リーダーに
よって円卓が観察ブース中央に持ち込まれた。円卓の周
りに座った 4人に保育リーダーがひとり 1個ずつカッ
プを渡した後，15個の飴を円卓中央の場に山盛りにし
て置く。そして「みんなで分けてください」と教示した
後，保育リーダーは円卓から離れて観察ブースの隅に位
置し，参加者の自発的な分配を妨げないようにした。参
加者によって場の飴が分配された後，飴の授受や発話な
どの相互交渉の生起がみられない時間が 10秒経過した
時点で，保育リーダーが円卓に近づき「それでいいです
か」と言語的介入をした。それによって分配が再開した
場合は，再び相互交渉の生起がみられなくなるまで保育
リーダーは観察ブースの隅で経過を見守った。保育リー
ダーの「それでいいですか」に対して，参加者がうなず
く，再分配への動きがみられないなど，参加者の課題終
了への了解があったと保育リーダーが判断した時点で終
了とした。
記　録
観察ブースに取り付けられた CCDカメラ（SONY 

EVI-D70）6 台と集音マイク（Behringer B-5）2 本に
よって得られた映像と音声をハードディスクレコーダー
（Victor VR-777DX）に入力，記録し，分析の資料とした。

結　　　果

1．グループにおける飴の分配方略
グループにおける飴の分配行動を分析する視点とし
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て，飴の授受と飴の分配に関する発話に着目した。ビデ
オ記録から，子どもと円卓中央の場との間の飴の移動（場
から飴を自分のカップに入れる，場から飴を他児のカッ
プに入れる，自分のカップから場に飴を出す，他児のカッ
プから場に飴を出す），子どもどうしの飴の授受（子ども
が自分のカップから他児のカップに入れる，他児のカッ
プから自分のカップに入れる，子どもが他児のカップか
ら別の他児のカップへ移す）と，飴の分配にかかわる発
話プロトコルを時系列にそって記録した。これをもとに，
グループにおける飴の分配方略を分析した。なお，ここ
ではグループ内の相互交渉の生起に着目したので，個人
の最終的な獲得個数については分析対象としなかった。
時系列的な視点からグループにおける飴の分配方略を
みると，4つのカテゴリーに分類できた。保育リーダー
によって円卓中央の場に置かれた飴を，メンバーが，飴
の授受や言語的やりとりなどの相互交渉をしながら場の
飴がすべてなくなるまで分配したもの（A：相互交渉に
よる分配），メンバーが，場の飴をすべてなくなるまで，
まず各々自分のカップに取り入れた後，各々のカップを
見比べ，それから再分配したもの（B：自分への分配後，
自発的再分配），メンバーが，場の飴をすべてなくなる
まで，まず各々自分のカップに取り入れた後，保育リー
ダーの「それでいいですか？」の言語的介入によって再
分配したもの（C：自分への分配後，介入による再分配），
メンバーが各々自分のカップに取り入れるのみで，保育

リーダーの言語的介入後も再分配がみられなかったもの
（D：自分への分配のみ）である。これらのカテゴリー
に基づき，2人の評定者が独立に各グループの分配方略
を録画映像を見ながら評定した後（一致率 96.0％），合
議によりコーディングした。その結果を年齢別に Table 

1に示す。
飴の分配方略の分布について年齢間で 2× 4の Fisher

の直接確率計算を行った結果，グループ数の偏りは有意
であった（ p =.006, 両側検定）。さらに，年齢間で分配
方略 Aとそれ以外の分配方略（B，C，D）の分布について，
2×2の Fisherの直接確率計算を行った結果，6歳児に
方略Aが有意に多くみられた（ p =.015, 両側検定）。また，
5歳児，6歳児ともに性別によるグループ数の偏りは有
意ではなかった。

5歳児グループでは，場の飴がなくなるまで自分のと
ころへ分配するのみか，まずは自分のところへ分配後，
お互いが獲得した飴を見比べ合い，再分配を行うといっ
た特徴がみられ，6歳児グループでは，分配のはじめか
ら自他のことを考慮した相互交渉（飴の授受や言語的や
りとり）をしながら分配するといった特徴が捉えられた。
2．それぞれの子どもの分配方略

a．飴の授受への関与　飴の授受にどのように関与し
たかについて，子ども個人レベルの分配方略を Table 2 

に示した。自分のところだけに分配したものと，自分以
外のところへも分配（自分から他児へ，自分から場へ，

Table　1　グループにおける飴の分配方略

飴の分配方略

5歳児グループ
N=12

6歳児グループ
N=13

男児
N=8

女児
N=4

計
男児
N=8

女児
N=5

計

A：相互交渉による分配　 0 0 0 4 2 6

B：自分への分配後，自発的再分配　 0 2 2 3 1 4

C：自分への分配後，介入による再分配　 2 1 3 0 0 0

D：自分への分配のみ 6 1 7 1 2 3

注．N はグループ数。

Table　2　それぞれの子どもの飴の授受への関与

　
5歳児グループ　n=48 6歳児グループ　n=52

男児
n=32

女児
n=16

計
男児

n=32

女児
n=20

計

自分と，他児や場へ分配したもの 　7 7 14 17 　6 23

自分のみへ分配したもの 23 9 32 14 14 28

分配に関与しなかったもの 　2 0 　2 　1 　0 　1

注．n は人数。
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他児から他児へ，場から他児へ，他児から場へ）した
ものの出現に，年齢間で 2×2の χ2検定を行った結果，
有意な差はみられなかった。ただし，性別ごとにみると，
男児においては，5歳と 6歳の間で人数の偏りは有意で
あった（χ2（1）=6.341，p <.05）。5歳男児では自分のと
ころだけに分配したものが多かったが，6歳男児では自
分以外のところへの分配にも関与したものが有意に多く
なることが示された。女児においてはそのような傾向は
みられなかった。
なお，飴の分配に関与しなかった者が 5歳児に 2名，

6歳児に 1名あり，いずれも観察セッションの保護者退
室の場面で母子分離ができなかったケースであった。5

歳児の 2名は他児から分配されて複数個の飴を獲得し
た。6歳児の 1名は飴を獲得できなかったが，他児がカッ
プに入れようとする，カップに入っていないことを他児
が保育リーダーに訴えるなどの他児から気配りを受ける
行為がみられた。

b．飴の分配に関する発話の生起　飴の分配に関する
発話として，他児に向けられた発話と，保育リーダーに
向けられた発話が観察された。どちらに向けられた発話
であるかの判断は，発話の際の視線によって判断した。
子どもは円卓を囲んで向かいあった位置にあったが，一
方，保育リーダーは子どもどうしの自発的なやりとりを
尊重しできるだけ分配のプロセスに関与しないように円
卓から離れた観察室の隅に位置していたので，保育リー
ダーに発話する際には子どもは意図的にふり向くことが
観察され，どちらに向けられた発話であるかについては
明確であった。飴の分配に関して，他児に向けられた発
話の生起と，保育リーダーに向けられた発話の生起につ
いて，Table 3に示した。
他児への発話あり，発話なしについて年齢間で χ2検

定を行った結果，人数の偏りは有意であった（χ2（1）= 

17.935，p <.01）。すなわち，5歳児よりも 6歳児の方が，
他児へ飴の分配に関する発話を向ける者が多かった。各
年齢における性差は認められなかった。飴の分配に関す
る他児へ向けた発話の内容として，提案（例：「みんな
が 3個にしよう」「ジャンケンで決めよう」），指摘（「えー，

1個足りない，どうする？」），質問（「何個ある？」「こ
れいる人？」），応答（「いらない」「いいよ」），宣言（「お
れ 3個」），主張（「おれも欲しい」「ずるいで」「いいな
あ」），譲歩（「あげようか」「まあいいや，これで」）といっ
た発話が出現し，言語による自他間の調整が図られた。
飴の分配に関する保育リーダーへの発話の生起の有無
については，年齢差，性差ともにみられなかった。発話
の内容をみると，たとえば「ぼく 3個」「ぼく（飴を他児に）
あげた」「先生，この人ずるいです」など自分や相手の
獲得個数や行動について報告する発話や，「あと 1個足
りない」「先生が取ったんじゃない？」など保育リーダー
に解決の援助を求める発話が出現した。
以上より，飴の分配に関する発話をみると，5歳児

から 6歳児にかけて，保育リーダーに承認や解決の援
助を求める発話の生起（5歳児：48人中 12人〔出現率
25.0％〕，6歳児：52人中 14人〔同 26.9％〕）に増加は
みられず，一方，子どもどうしでピア間の調整を図るこ
とができる言語能力が伸びる（5歳児：48人中 12人〔出
現率 25.0％〕，6歳児：52人中 35人〔同 67.3％〕）こと
が明らかになった。
3．飴の分配方略とピア関係形成レベルとの関連
飴の分配場面は，保育的観察の一連のセッションの最

後に設定された。飴の分配場面に至るまでの一連の遊び
のセッションを通して，どのようなピア関係が形成され
ていたかが，飴の分配における行動に関与することが予
測される。そこで，4人の遊びを，保育リーダーが組織
した「あぶくたった」遊びを経験する前後の，自由場面 1，
自由場面 2においてグループがみせた遊びの内容につい
て質的に分析し，時系列的変化を検討することによって，
初めて出会った 4人のピア関係が遊びを通して成熟して
いく変化を捉えることを試みた。そして，4人の集団遊
びへの参加の程度と遊びの質を指標とするピア関係の成
熟度と，均等分配できない数の飴を分配するという，グ
ループの対人葛藤が生起しやすい状況における問題解決
場面でグループがとった分配方略との関連について検討
した。
なお，飴の分配場面では全グループにおいて，4人の

Table　3　飴の分配に関する発話の生起

5歳児　n=48 6歳児　n=52

男児
n=32

女児
n=16

計
男児

n=32

女児
n=20

計

他児への発話あり 　8 　4 12 22 13 35

他児への発話なし 24 12 36 10 　7 17

保育リーダーへの発話あり　 　9 　3 12 　8 　6 14

保育リーダーへの発話なし 23 13 36 24 14 38

注．n は人数。
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子ども全員が自分から円卓を囲んで座るという課題への
構えを示したので全グループを分析対象としたが，保護
者退室の場面で母子分離ができなかったメンバーのいた
5歳児の 2グループ，6歳児の 1グループについては，
自由場面の遊びの分析対象から除外した。

a．自由場面 1から 2への遊びの質的変化にみるピア
関係の成熟度　自由場面 1，2では，保育リーダーが「こ
の部屋で待っていてね。遊んでいてもいいですよ。」と
教示して退室した。部屋には玩具等遊び道具は一切置か
れていない。再び保育リーダーが入室するまでの 3分間
に，子ども 4人がみせた自由遊びの内容について分析し
た。その際，メンバー 4人全員が参加する遊びが成立し
たか否か，4人の遊びは組織的であったか否かの 2点を
ピア関係の成熟度を示す指標として捉え，この視点から
分析した。ビデオ録画から自由場面 3分間の子どもの行
動と発話を時系列に並べて記述し，2人の評定者が合議
しながらグループの遊びの内容について分析した結果，
以下の 4つのカテゴリーに分類できた。その後，このカ
テゴリーに基づき第 3の評定者が評定した結果，一致率
は 90.9％であった。
カテゴリー aは「4人で遊びのテーマを共有した，役
割分担のあるルール遊び」である。ジャンケンで役割決
めから始める鬼ごっこ，かごめかごめ，力士と行司の役
割交替がみられる相撲ごっこ，ジャンケン列車など，あ
るメンバーによる遊びの言語的提案に対して，他のメン
バーが同意し，さらにルール決めなど提案されたテーマ
を発展させる話し合いがみられルール遊びが展開したグ
ループである。カテゴリーｂは「同調的遊び」であり，
下位カテゴリーとして「同調的動き」と「イメージの共
鳴」が含まれる。「同調的動き」は，あるメンバーの動
き（たとえば側転をする，ケンケンをする，ジャンプする，
走り回る，壁を蹴る，ハーフミラーを覗くなど）をきっ
かけに，他のメンバーみんなが続いて同じ動きをみせた
グループである。「イメージの共鳴」は，たとえばある
メンバーが「マージマジマジマジレンジャー」と言いな
がら闘いのポーズをとると，他のメンバーも「ホヤー」
「トー」と言いながら銘々がそれぞれにイメージする別

のキャラクターの闘いのポーズをとったグループ，ある
いは誰がオニ役割，コ役割か明確ではない状況でメン
バー全員が「待てー」「捕まえたー」「最高時速だー」と口々
に言いながら走り回るグループなど，各メンバーが自分
のイメージを他児のイメージに影響されながら各々に表
現するが役割は分化していない「イメージの共鳴」がみ
られたグループである。カテゴリー cは「一部のメンバー
による遊びの成立」で，メンバーの 2人，もしくは 3人
が同調的遊びやルール遊びをみせるが，残りのメンバー
が参加せず傍観していたグループである。カテゴリー d 

は「4人の遊びが不成立」で，4人が黙ってじっと座っ
たままであったり，それぞれが思うままの動き（寝ころ
ぶ，うろうろするなど）をするなど遊びが成立しなかっ
たグループである。
以上のカテゴリーに基づき，グループ数の分布を

Table 4に示した。そして自由場面 1から場面 2への時
系列的変化，および 5歳児から 6歳児への発達的変化に
ついて検討した。
遊びのカテゴリー d，c，b，aの順にグループとして

の遊びの質がより高次になり，ピアとしての成熟度が高
くなると捉えた。そこで，dから aのカテゴリーにそれ
ぞれ 0点から 3点までの得点を与え，年齢と場面を要
因とする 2要因の分散分析を行った結果，年齢の主効
果（F（1, 20）=8.05，p <.01），場面の主効果（F（1, 20）
=14.62，p <.001）が有意であったが，交互作用は有意
ではなかった。このことから，5歳児よりも 6歳児の方
が，また自由場面 1よりも場面 2の方が，遊びの質がよ
り高次であることが明らかになった。
年齢ごとに場面 1から場面 2への変化をみると，5歳
児では，場面 1では半数のグループが「4人の遊び不成立」
であったが，場面 2では「4人の同調的遊び」が半数の
グループにみられた。6歳児では，場面 1から場面 2に
かけて「4人で遊びのテーマ共有した，役割分担のある
ルール遊び」が成立するようになった（McNemarの検
定より，カテゴリー b，c，dからカテゴリー aへ移行し
たグループがその逆に移行したグループよりも有意に多
かった（ p=0.031，両側検定））。

Table　4　自由場面 1，2におけるグループの遊びの内容

遊びのカテゴリー
5歳児グループ

      N=10

6歳児グループ
     N=12

場面 1 場面 2 場面 1 場面 2

a．4人のテーマ共有，役割分担のあるルール遊び 0 2 2 8

b．4人の同調的遊び（同調的動きやイメージの共鳴） 2 5 4 2

c．一部のメンバーによる遊びの成立 3 2 4 2

d．4人の遊び不成立 5 1 2 0

注．N はグループ数。
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b．自由場面の遊びの質にみるピアの成熟度と飴の分
配方略との関連　5歳児，6歳児いずれにおいても，自
由場面 1から 2にかけて，より高次の遊びのレベルへ移
行したことが示された。その質的変化の内容と，飴の分
配方略との関連について，年齢別に Table 5に示した。
自由場面 1，2の遊びのカテゴリー dから aに，およ

び飴の分配方略 Dから Aに，それぞれ 0点から 3点ま
での得点を与え，Spearmanの順位相関をみた（Table 6

に年齢別に両者の関連を示す）。遊びの質と飴の分配方
略との間に，5歳児では，場面 1，場面 2ともに有意な
関連は認められなかった。6歳児では，場面 1では有意
な関連はみられなかったが，場面 2において中程度の正

Table　6　 自由場面における遊びの内容と，飴の分配方略との関連

5歳児 6歳児

遊びの
カテゴリー

飴の分配方略 遊びの
カテゴリー

飴の分配方略

A B C D A B C D

a 　
1 　 1

a
6

1

1

1

　
　

1

　

ｂ 　
1 2

1

2

1
ｂ

1

2

2

　
　 1

ｃ 　
　 　 2

3
ｃ

3

1

1

　
　

1

ｄ 　
2 1

1

2
ｄ

1 1

注．下段細字が自由場面 1，上段太字が自由場面 2のグループ数。

Table　5　自由場面 1から 2への遊びの質的変化と飴の分配方略との関連

5歳児

自由場面 1から場面 2への遊びの質的変化 グループ数 飴の分配方略

高次レベルへ移行　7グループ

c → a 1 D

d → a 1 B

d → b 3 BCD

c → b 1 D

d → c 1 D

同レベル　2グループ
c → c 1 D

b → b 1 C

低次レベルへ移行　1グループ b → d 1 D

6歳児

自由場面 1から場面 2への遊びの質的変化 グループ数 飴の分配方略

高次レベルへ移行　8グループ

c → a 3 AAA

b → a 2 AD

d → a 1 A

c → b 1 B

d → c 1 D

同レベル　3グループ
a → a 2 AB

b → b 1 B

低次レベルへ移行　1グループ b → c 1 B
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の相関がみられた（r =.63〔両側検定〕，p <.05）。これ
より，6歳児においては，自由場面 2の遊びの質が高次
であるほど，飴の分配方略のレベルがより高くなること
が明らかになった。特に，自由場面 2で「4人で遊びの
テーマを共有した，役割分担のあるルール遊び」をみせ
たグループにおいて，飴の分配場面において「相互交渉
による分配」が行われていた。

考　　　察

本研究の目的は，均等分配できない数の飴を分配する
という対人葛藤が生起しやすい状況において，幼児 4人
のグループ内でどのような社会的相互交渉が生起する
か，5歳から 6歳への発達的変化について検討すること，
また，はじめはお互いに見知らぬ幼児 4人の，分配場面
に至るまでのピア関係の質（ピアとしての成熟度）がグ
ループの分配行動とどのように関連するかについて明ら
かにすることであった。
対人葛藤が生起しやすい場面におけるグループの飴の分
配方略の発達

Table 1に示したように，飴の分配行動について，5歳
児グループでは，場の飴がなくなるまでまずは自分のと
ころへ分配するのみ，あるいは場の飴がなくなるまでま
ずは自分のところへ分配した後，お互いが獲得した飴を
見比べ合い，自発的に，あるいは保育リーダーに「それ
でいいですか？」と分配について確認を促されてから再
分配を行うといった特徴が捉えられた。6歳児グループ
では，分配のはじめからグループみんなのことを考慮し
た相互交渉（飴の授受や言語的やりとり）をしながら分
配するといった特徴が捉えられた。
この 5歳児から 6歳児にかけての分配方略の発達的変

化は，Ugurel-Semin（1952）や Hook（1978）が向社会
的行動の観点からみた分配行動の発達について「利己的
分配」から「平等分配」へという順序性を見いだしてい
るが，その過渡的段階にあたるメカニズムを捉えること
ができたと考えられる。5歳児グループでは，各メンバー
によってまず自己利益を優先させた分配が実行され，そ
の次にいくつかのグループは他児へ意識を向けはじめピ
ア間の調整を図ろうとするといった，分配過程における
意識の推移が捉えられた。一方，6歳児グループでは，
分配の最初からみんなで分けようというグループ全体を
意識した相互交渉による問題解決を図ろうとするグルー
プが増加した。

6歳児グループにおけるグループ全体を意識した相互
交渉の成立は，Table 3に示したように，大人（保育リー
ダー）に頼らずに子どもどうしでピア間の調整を図るこ
とができる言語能力が 5歳から 6歳にかけて伸びること
が背景のひとつにあると指摘できる。藤崎・無藤（1985）
は，3歳から 5歳児クラスの幼児 2人組の積木遊びを分

析し，積木を操作する前の，ことばによるテーマの共有
には至らないまでも，「何ツクロッカ？」という「共有
の試み」が，年齢とともに高くなる傾向を示している。
このような行動をプランする言語能力の発達について
は，本研究からも，5歳児では共有の試みが同様にみら
れ，それが 6歳児になると共有を可能とする言語能力が
発達し（他児への発話の増加），そのこととピア間の調
整能力（相互交渉による分配）が関連することが示唆さ
れた。
さらに 6歳男児においては，Table 2に示したように，

飴の授受において自分以外のところへの分配にも関与し
たものが有意に多くなることが示されたことから，言語
によるピア間の調整能力の発達に加えて，実際に行動に
移してピア間の調整を図ろうとする特徴が把握された。
女児にはそのような傾向はみられず，ピア間の調整を図
る行動様式に性差がみられることが明らかになった。社
会的行動における性差がなぜみられるかについては，今
後の検討課題である。
グループのピア関係が成熟していくプロセス

Table 4に示したように，5歳児，6歳児ともに，保育
リーダーの働きかけによる組織的な集団遊びである「あ
ぶくたった」を経験する前後に設定された自由場面 1か
ら 2にかけて，グループの遊びの質がより高次化してい
く時系列的変化を捉えることができた。すなわち，保育
的な遊びのプログラムの進行とともに，4人全員がいっ
しょの遊びに参加するようになり，より組織的な遊びを
展開するようになるといった，遊びを通してピア関係が
成熟していくプロセスを捉えることができた。
この自由場面 1から 2への時系列的変化は，初めて出

会った 4人の幼児が，全く遊具のない場にあっても，時
間と空間，遊びのテーマの共有や同調的な動き，おもし
ろさや楽しさといった感情を共有することによって，共
感性や親密性を高め，ピア関係が形成されていくプロセ
スを捉えることができたと考える。自由場面のプロセス
を分析すると，6歳児では，ひとりのメンバーの言語に
よる提案（たとえば「かごめかごめしよう」）に対して，
他児の同意（「いいよ」）があり，さらにテーマを発展さ
せる話し合い（「ジャンケンして勝った人がさいしょ中
だよ」「ここから」などのルール決め）が行われた後，
実行に移されるようになったグループ（Table 4のカテ
ゴリー a）が，場面 1の 2グループ（16.7％）から場面
2の 8グループ（66.7％）へと増加した。時間的な経過
とともに，遊びの言語的な提案者と，それに同意や言語
的に発展させることで応じる受け手というピア関係がみ
られるようになり，それによってグループの協同的な遊
びが成立し，テーマのおもしろさや楽しさが共有されて
いった。また，それに関連して，自由場面のなかで自分
や他児の属性（名前，所属園，年齢，誕生日など）につ
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いての質問をし，4人で名乗りあうことがみられたグルー
プが 6歳児では 3グループ（25.0％），5歳児では 1グルー
プ（10.0％）みられた。このように，特に 6歳児では言
語的やりとりによってお互いを知り合い，グループとし
ての共感性や親密性を高めていく様子が把握された。
一方，5歳児では，先述の藤崎・無藤（1985）の結果
と同様に，自由場面でメンバーのひとりが「鬼ごっこし
よう」などの遊びの言語的な提案をしてテーマの共有を
試みるが，他のメンバーが応じずにそれぞれの動きをし
て，テーマを共有した遊びに発展しなかった場面が 4グ
ループ（40.0％）でみられた。その背景のひとつには，
Table 3に示した言語能力との関連が推測され，遊びの
テーマの共有に求められる言語による社会的調整能力の
未熟さやメンバー間の言語能力のずれが考えられた。ま
た，たとえば「私オニになろう」「私も」「私も」といっ
て 4人が走り回ってはしゃぐ例に示されるような，「イ
メージの共鳴」や「同調的動き」がみられたことは，6

歳児に比べて，みんなで協同して遊ぶというグループ全
体への意識の弱さも指摘される。けれども，自由場面 1

では 4人が黙ってじっと座ったままであったり，それぞ
れが思うままの動きをしている（寝ころぶ，うろうろす
る）など相互作用が生起しにくい状態だったグループが，
保育リーダーの働きかけによるいっしょに遊ぶことの経
験を通して，時間的経過とともに，他児とつながっていっ
しょに遊びたいという思いが惹起されていき，それが「同
調的遊び」という形態で実現されていったと考えられた。
そこでは，6歳児の遊びのテーマや意味が共有されたお
もしろさ，楽しさとは違って，いっしょにじゃれること
の心地よさ，楽しさが情動レベルで共感されていたと思
われる。
以上のように，見知らぬ 4人が 5歳児においては同調
的な動きによって仲よくなっていくプロセスが，6歳児
においては動きに加えて言語的なやりとりによって仲よ
くなっていくプロセスが捉えられた。
ピア関係の成熟度と分配方略との関連

6歳児においては，自由場面 2のグループの遊びの質
が高次であるほど飴の分配方略のレベルが高いことが明
らかになった。5歳児においては，そのような関連は認
められなかった。すなわち，初めて出会った 4人の 6歳
児が，均等分配できない数の飴を分配するという対人葛
藤が生起しやすい場面で，相互交渉をしながらピア間の
調整を行い問題解決を図ろうとするのは，分配場面に至
るまでに，4人がいっしょに仲よく遊ぶことのできるピ
ア関係が形成されていたグループであった。このグルー
プでは，4人が言語的なやりとりに支えられながら，保
育リーダーに頼らずに自分たちで遊びのテーマを共有し
て遊ぶことのおもしろさや楽しさといった共感性や，お
互いが名乗りあってお互いを知り合うという親密性の高

い，より成熟したピア関係が形成されていた。ピア関係
の成熟度の高いグループが，その後の，対人葛藤が生起
しやすい問題解決場面において，より相互交渉をしなが
ら問題解決を図ろうとするのではないかという本研究の
仮説は，保育的観察を通して検証され，ピア間の調整の
ために求められる言語能力が獲得される 6歳児において
支持された。
本研究は，ピア関係の質が子どもの社会的行動に対
して影響を及ぼすことを示唆した Doyle et al.（1980），
Hartup et al.（1988），山本（1995）らの結果を支持する
ものである。しかしながら，これらの研究が指標として
いる親密性については，その質を捉えることに課題を残
していると考えられるのに対して，はじめて出会う 4人
が遊びを通してピア関係を形成していく過程を実際の対
人関係場面における相互交渉プロセスの分析から捉え，
グループの遊びの質的分析から評定されたピア関係の成
熟度との関連において，グループの社会的行動を明らか
にした本研究の意義は大きいと考える。
二宮（2005）は 1985年から 20年間の日本の向社会

的行動に関する研究をレビューして，気づかい，いたわ
り，寛大さなど日本的な「思いやり」研究はほとんどなく，
ようやく緒についたばかりであると指摘している。他児
への共感性は否定的な感情への共感である同情とほとん
ど同義に扱われている研究が多いなか，本研究では，6

歳児になると，グループがいっしょに楽しい遊びを経験
することによる肯定的な感情の共有経験が，対人葛藤が
生起しそうな場面においても，“かわいそう”というよ
りは“こうするとみんなが心地よい”というグループ全
体への「気配り」を促し，かつ，お互いが意見を出しあっ
て，グループで問題解決を図れるようになることを示唆
したと考えられる。肯定的な感情を共有したグループの
メンバーは，その肯定的な共感性をもとに，自己利益を
優先させるよりもグループとしての楽しさ，心地よさを
志向する，「共感性にもとづく気配り能力」を発揮でき
ると捉えることができるのではないか。
河崎（1995）は，仲間との遊びは「対立すること」と

「楽しむこと」のバランスをとりあう精神の成長が土台
にあって，対立を楽しめること，また，両者のバランス
がうまくとれずにいざこざやけんかも起こるが，おもし
ろさがそれを乗り越えさせることを主張している。この
主張に関連するものとして，本研究は，遊びを通して仲
間関係が形成され，楽しさを共有した仲間関係を基盤に，
葛藤が生起しやすい状況にあっても，みんなで相互交渉
しながら問題解決を図っていけることを，実証的に明ら
かにできたと考える。そして仲間関係の形成の核となる
のは，仲間がいっしょに楽しい遊びを共有する経験であ
ることも再認識された。
自由場面 1から 2への時系列的変化の契機のひとつと
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考えられる，保育リーダーの働きかけにより組織された
あぶくたった遊びは，ふり遊びと鬼ごっこによって構成
されている集団遊びである。そのなかでどのような楽し
さが共有され，あるいは対立が生起し，仲間意識が形成
されていったかについて，詳細に明らかにしていくこと
が今後の課題である。
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This study examined the process by which relationships among peers become closer, and the effect of these relationships on 

strategies for sharing candy when conflicts could easily occur. Children ages 5 (n =48) and 6 years (n =52) were grouped in 

same-sex and same-aged sets of four children unfamiliar with one another. Peer interactions were observed through a series 

of play sessions under a caregiving scenario, whereby the caregiver conducted systematic observations of the children. 

The results showed that the quality of peer relationships assessed over two sessions by observations of children’s free play 

progressed to higher levels of quality between the first session and the second. In the first session, peer interactions among 

the four group members were rarely observed. In the second session, however, the movement and pretend play of 5-year old 

groups of four became synchronized, and 6-years old groups often structured their complex social pretend play sequences 

based on a common theme and rules. When asked to share candy, 6-year olds who had engaged in complex and cooperative 

play in the second free play session were more likely to interact with each other than those who had not engaged in such play.
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三好　昭子
（筑波大学大学院人間総合科学研究科・日本学術振興会特別研究員）

本研究では，Eriksonの漸成発達理論における第Ⅳ段階の活力（virtue）である有能感（competence）
について両極端な 2つの事例から，有能感の生成要因を明らかにし，有能感がアイデンティティに基づ
いた生産性にどのように影響するのかを示した。明治時代の東京で，学童期から抜群の学業成績を収め，
若くして小説家としての地位を確立した作家谷崎潤一郎と芥川龍之介の有能感の様相が対照的だったこ
とを示し，同じような経歴を重ねながら，どうして有能感の様相が対照的であったのかという観点から
比較分析を行った。谷崎の場合は無条件に愛され，寛大にしつけられた結果，第Ⅳ段階以前の活力を基
盤とした確固たる有能感が生成された。それに対して芥川の場合は，①相互調整的でない養育環境と②
支配的なしつけを受け，初期の活力の生成が阻害され，早熟な良心が形成された。その結果，芥川は③
主導性を発揮することができず，目的性が過度に制限され，有能感の生成が妨げられたことを明らかに
した。そして谷崎は作家としてのアイデンティティに基づいた生産性を発揮し続けたが，作家としての
アイデンティティを主体的に選択しえなかった芥川は，義務感によって生産に従事し続けたことを示し
た。さらに初期の発達段階における活力の生成を阻害されると，どんな才能・能力に恵まれても自分の
才能・能力が何に適しているのかを見出すことができなくなる可能性を指摘した。
【キー・ワード】　有能感，E.H.Erikson，谷崎潤一郎，芥川龍之介，伝記分析

問　　　題

谷崎潤一郎は 1886（明治 19）年に現在の東京都中央
区に生まれ育ち，芥川龍之介は 1892（明治 25）年に同
じく東京都中央区に生まれ，墨田区に育った。まだ封建
的な雰囲気の強い時代の中で，家庭での立場はともに長
男であり，小学校時代から学業成績は抜群だった。谷崎
は府立第一中学校に進学し，成績優秀のため飛び進級も
しており，芥川は府立第三中学校に進学し，多年成績優
秀者として表彰までされている。当然のことながら学童
期における能力への自己評価は高く，回想ではあるが，
谷崎は自分について“一般の生徒よりも優れた子供であ
る”（谷崎，1955，p.92）という認識であり，芥川も“学
業はいつも高点”（芥川，1925a，p.51），“彼〔芥川〕の
頭脳の彼と同級の青年よりも多少鋭い”（芥川，1925b，
p.414），“僕も勿論〔もちろん〕秀才”（芥川，1925c，p.103）
と述べている。そしてともに第一高等学校，東京帝国大
学へと進学し，谷崎は以前から尊敬していた永井荷風の
激賞により 25歳という若さで，芥川は師である夏目漱
石の激賞により 24歳という若さで流行作家になった。
谷崎の方が 6歳年長ではあるが，このように二人は同じ
時代に同じ社会的背景の中に育ち，学童期から学業成績
がずば抜けて優秀であり，しかも若くして作家としての

地位を確立するという華麗な経歴を積み重ねている。し
かし 1965年 79歳で死去するまで旺盛な創作活動を続け
た谷崎に対して，芥川は“唯〔ただ〕ぼんやりした不安”（芥
川，1927c，p.3）のために 1927年 35歳で服毒自殺した。
そこで本研究では世界的な名声をもつ谷崎と芥川に

おいて，Eriksonの漸成発達理論（Erikson, 1950 /1977）
における第Ⅳ段階生産性対劣等感の活力（virtue）であ
る「有能感」（competence）の様相が対照的だったこと
に着目した。活力とは健康な自我発達によって生成され
る“強さ，統制力，勇気といったものの統合された性質”
（Erikson, 1964 /1971, p.107）を指しているが，有能感に
ついて Eriksonは“重要な課題の達成において，機敏
さや知性を自由に駆使する能力”（Erikson, 1968 /1982, 

p.163）と定義し，“生産的な成人生活への協調的な
参加にとって，恒久的な基礎となるもの”（Erikson, 

1968 /1982, p.163）であると述べている。そして有能感
がないと人間は“自分の能力に，劣等感をもち，次第に
増大していく現実の処理に，見合うだけの能力が自分
の中にないのではないかと疑うようになる”（Erikson, 

1964 /1971, p.120）と指摘している。谷崎と芥川はとも
に学童期から抜群の学業成績を収め，若くして小説家と
しての地位を確立し，有能感の生成にとって好条件を備
えているかのようにみえる。しかしながら確固とした有
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能感の感覚を持つ谷崎に対して芥川は，秀才の自覚はあ
りながらも有能感の欠如の感覚を持ち続けた。本研究は，
生育史が客観的に類似していながら有能感の様相が対照
的である二人を比較することによって，有能感の生成と
それを阻害する要因についての一般法則を明らかにする
ことを目的としている。
これまでに三好は，谷崎の否定的アイデンティティ 1）

（ 三好，2002，2004，2008a，2008b），アイデンティティ
形成（三好，2007d）について検討してきた。また，芥
川の有能感の欠如（三好，2006），自我に内在する回復
力のなさ（三好，2007b）について検討してきた。さら
に谷崎と芥川の有能感についても比較分析を行ってきた
（三好，2007a，2007c）。しかしこれ以外に，谷崎と芥川
における生育史の客観的類似性と対照性について心理学
の立場から論じた研究はない。
有能感の生成に関しては，人間の全生涯を視野に入
れた包括的な枠組みをもつ Eriksonの漸成発達理論か
らの分析が有効だと考えられる。Eriksonは人間の生涯
発達を 8つの段階にわけ，第Ⅰ段階基本的信頼対不信
（basic trust VS. mistrust），第Ⅱ段階自律性対恥・疑惑
（autonomy VS. shame, doubt），第Ⅲ段階主導性対罪悪感
（initiative VS. guilt），第Ⅳ段階生産性対劣等感（industry 

VS. inferiority），第Ⅴ段階アイデンティティ対アイデン
ティティ拡散（identity VS. identity diffusion），第Ⅵ段階
親密性対孤立（intimacy VS. isolation），第Ⅶ段階生殖性
対自己吸収（generativity VS. self-absorption），第Ⅷ段階
統合性対嫌悪・絶望（integrity VS. disgust, despair）と
いう主題を漸成発達理論図（Erikson, 1959/1973, p.129）
の対角線上に表現している。Eriksonの漸成発達理論図
は，それぞれの発達段階がより高次の発達段階の基盤に
なることを示しており，基本的信頼が不信を上回るバラ
ンスで解決することによって活力である「希望」（hope）
が生まれ，第Ⅱ段階の自律性対恥・疑惑という主題に取
り組む準備が整い，よりスムーズに第Ⅱ段階の主題を解
決し，活力である「意志力」（will）が生成されやすくな

る。つまり第Ⅳ段階の活力である有能感の生成に影響を
与える要因の大部分は，第Ⅲ段階までにあると考えられ
る。したがって本研究では，谷崎と芥川の有能感の生成
とそれを阻害する要因について第Ⅰ～Ⅲ段階に焦点を当
て，詳細な比較検討を行う。

Eriksonは第Ⅰ段階の活力である希望について，“求
めるものが得られるという確固とした信念”（Erikson, 

1964 /1971, p.113）と定義し，“他人に関しては一般に筋の通っ
た信頼 reasonable trustfullness ”（Erikson, 1959 /1973, p.61），
“自分自身に関しては信頼に値する trustworthinessとい
う単純な感覚”（Erikson, 1959 /1973, p.61）をもたらす
ような母親的人物との相互調整を通じて生成されると述
べている。したがって一方的で①相互調整的でない養育
環境は，求めるものが得られないという信念を子どもに
与え，希望の生成を阻害すると考えられる。
次に第Ⅱ段階の意志力について Eriksonは，“自分自

身の未来を選択し，指導できるような独立した個人で
あり続けるという勇気”（Erikson, 1968 /1982, p.146）の
ことであると定義している。Eriksonは意志力が，“自
尊心を失っていない自己制御感”（Erikson, 1968 / 1982, 

p.139），すなわち自律性から生じ，逆に“自己制御力
の喪失や両親の制御過剰という避けられない感覚から
は，疑惑と恥への恒久的な性向が生れてくる”（Erikson, 

1968 /1982, p.139）と述べている。したがって②支配的
なしつけは，意志力の生成を阻害すると考えられる。
さらに Eriksonは子どもが“自由に選択をする自律を
徐々に正しく導かれて経験することを否定されると，…
過度な自己操作を行って，早熟な良心を発達させる”
（Erikson, 1950 /1977, pp.323-324）ことを指摘している。
第Ⅲ段階の活力である「目的性」（purpose）とは，“価
値ある目的を心に描き，実際に追求する勇気”（Erikson, 

1964 /1971, p.118）のことである。エディプス期の子ど
もの目的性について Eriksonは，核家族を見本とし，自
由な空想によって育てられ，自発的な遊びによる試行錯
誤，すなわち主導性を発揮することによって生成される
が，この段階で確立する良心によって制限を加えられる
と述べている（Erikson, 1964 /1971, pp.118-119）。つま
り第Ⅱ段階で早熟な良心が形成されると，子どもは“自
己抹殺ともいえるほどの激しさで自己を抑制し，制限”
（Erikson, 1950 /1977, p.330）してしまい，③主導性を発
揮することができなくなってしまう。こうして第Ⅲ段階
の目的性が過度に制限されてしまい，価値ある目的を心
に描くことができなくなってしまうと考えられる。
したがって本研究ではまず，確固とした有能感の感覚
を持つ谷崎と有能感の欠如の感覚を持つ芥川の有能感の
様相を比較する（目的 1）。そして，客観的には同じよ
うな経歴を積み重ねながら，どうして有能感の様相が対
照的であるのかという生育史心理学的問いを提起し，そ

1）否定的アイデンティティとは，社会的に忌み嫌われている価値
に積極的にコミットし自己の拠り所を見出すというアイデンティ
ティであり，Eriksonは“発達の危機的な段階において，最も危
険で望ましくないもの，にも拘わらず最も現実的なものとして提
示されたすべての同一視や役割に，基礎づけられた倒錯したアイ
デンティティのことである”（Erikson, 1968 /1982, p.239）と定義
している。そして“同一性〔アイデンティティ〕の危機が，エディ
プス的な危機をよびさまし，さらにこの段階を越えて，信頼の危
機にまで達する場合，否定的同一性〔否定的アイデンティティ〕
の選択は，罪悪感の完全な否認，あるいは野心の完全な否認とし
ての唯一の積極性〔主導性〕の形態となり，罪悪感を処理する
唯一の可能な方法となる。”（Erikson, 1959 /1973, p.190）と述べ，
深刻なアイデンティティの危機においては罪悪感を否認しつつ主
導性を発揮する唯一の形態が，自らが全体主義的に否定的アイデ
ンティティを選択することであると説明している。
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の問いに対して Eriksonの漸成発達理論を基に第Ⅰ～Ⅲ
段階の活力の生成が阻害される要因について仮説を立て
た。本研究では，谷崎が相互調整的な養育環境のもと寛
大にしつけられ，主導性を発揮したのに対し，芥川が①
相互調整的でない養育環境，②支配的なしつけによって，
③主導性の発揮が不可能だったのではないかという観点
から，谷崎と芥川の伝記資料を比較検討する（目的 2）。
さらに，有能感が青年期以降のアイデンティティに基づ
いた生産性にどのように影響するのかという観点から谷
崎と芥川を比較し，その様相を示す（目的 3）。

方　　　法

 （ 1）伝記研究とは
伝記研究とは伝記資料に基づいてその人物の生涯発達
を研究する方法であり，伝記分析，心理－歴史的接近法
（Erikson, 1958 /2002），生育史分析（西平，1996）といっ
た名称でも呼ばれている。伝記研究では，行動を予測す
ることが目的である一般的な心理学の方法とは異なり，
歴史的事実である行動に対して，なぜそのような行動に
いたったのかについての仮説を資料から論証する。つま
り伝記研究は，“解釈のより確からしさ（蓋然性）”（西平 , 

1983）を検討する研究（大野，1998）である。そのため，
より蓋然性の高い別の仮説・解釈が示される可能性が絶
えず存在している。その可能性を絶えず保証するために
も，資料の出典や解釈の根拠を明らかにする必要がある。
多くの人からその仮説・解釈が合理的で説得力があると
判断されることが研究の妥当性の検証になり，さらには
新たな仮説が繰り返し吟味されることで，徐々に蓋然性
が高められていくと考えられる。
本研究では Erikson （1958 /2002，2003），大野（1996， 

2008），三好（2008a）を参考にしながら，生育史心理学
（Psychology of Life-history） （西平，1996）の方法論に基
づいて分析した。具体的には，一般的な年代順の生涯の
年譜を作り，伝記資料を心理学の専門用語によって解釈
し年譜に加え，その心理学的解釈に必要な根拠を伝記資
料からそのまま抜き出して列挙する。これを個人の資料
に関して行うのが個別分析法，二人の人物の比較を行う
のが比較伝記的方法，複数の人物に共通するテーマにつ
いて分析するのがテーマ分析であるが，本研究では谷崎
と芥川の伝記資料を比較伝記的方法によって分析した。
比較伝記的方法とは，“類似した二人（ときには二群），
対照的な二人（ときには二群）について，伝記資料を使
い，比較をとおして，態度，性格，生育史環境を追求す
る方法”（西平，1996，p.58）である。現存の人間を対
象とした単一時点における実験や調査では，実証的に部
分的な傾向を把握することはできるが，人間の全生涯と
いう長期的な観点から分析することはできない。華々し
い経歴を積み重ねながらも，生涯全般にわたって有能感

の様相が対照的だった対象者を選択し有能感の生成要因
について検討する方法や，有能感がアイデンティティ形
成やアイデンティティに基づいた生産性にどのように影
響するのかという観点からの比較は，比較伝記的方法な
らではのものである。
なお生育史心理学とは，“伝記資料を用いて，人格形

成の秩序を追求しようとする，教育心理学の一領域であ
る”（西平，1996，p.1）。本研究では谷崎と芥川という
二人の作家を分析の対象としているが，文学の価値や優
劣を批評し論じる文芸評論とは異なり，生育史心理学は
あくまでも人格形成の秩序に焦点を当てる。人間の人格
を全生涯の視点で，全体としてとらえようとするもので
あり，人間を因果的決定論と自由意志論のバランスのう
えにとらえ，どのような条件でどのような人格が形成さ
れるのかを探求する点が特徴である。近年，注目を集め
るようになった質的研究の中でも特にナラティブ・ア
プローチ（e.g. McAdams, 1988）では，伝記も“人々が
自分の人生をどのように理解し，自分の人生に意味や一
貫性をどのようにして与えるかを知ろうとする試みの中
で，ライフ・ストーリーとして研究されている”（Kroger, 

2000 /2005, p.19）。それと同じような方向性で生育史心
理学は，個人の伝記を資料として，ただその個人につい
ての理解を深めるだけでなく，人格発達における普遍性
や法則性を探ろうとする。全人格的な，巨視的な生育史
心理学的問いに対し，伝記資料（データ）に基づいて，
どの心理学的仮説が一番確からしいかという結論を導き
出すところに生育史心理学の特徴がある。
このように伝記資料を用い，人間の人格を全生涯の視
点で全体としてとらえ，人格発達における一般法則を探
ろうとすることは，発達心理学の中でも特に生涯発達心
理学の方法論の発展に大きく貢献すると考えられる。ま
た Eriksonは臨床経験や調査だけでなく，数多くの伝記
資料を分析することによって得られた知見を活かし，自
我発達を漸成発達理論として理論化したと推測できる
（大野，2008）。そこで本研究のように，漸成発達理論に
基づいた仮説を検証することは，対象とした人物につい
ての理解を深めると同時に，漸成発達理論の妥当性を検
証することにもなり，生涯発達心理学における理論の展
開にも貢献する可能性がある。
 （ 2）具体的な手順
伝記分析の手順（西平，1996；大野，2008）に従い，

まず谷崎と芥川の個別分析を行った。一般的な年代順の
生涯の年譜を作り，伝記資料を心理学の専門用語によっ
て解釈し年譜に加え，それぞれの生育史心理学的年譜を
作成した。こうした手続きの上，比較伝記分析に移り，
客観的には同じような経歴を積み重ねながら，どうして
有能感の様相が対照的であるのかという生育史心理学的
問いを提起し，その問いに答えうる仮説を Eriksonの漸
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成発達理論に基づいて構成した。そしてその仮説を裏づ
けると考えられる記述を伝記資料からそのまま抜き出し
て列挙するという列挙法（西平，1996；大野，2008）を
用いて示した。
 （ 3）分析対象
主に分析対象としたものは『谷崎潤一郎全集（全

30巻）』（1981–1983）と『芥川龍之介全集（全 24巻）』
（1995 –1998）の随筆，談話，書簡，遺書である。小説
は創作であるため対象外としたが，谷崎『神童』，芥
川『大導寺信輔の半生（草稿を含む）』，『或阿呆の一
生』は自伝的要素の強い作品であるため資料として用い
ている 2）。また『伝記谷崎潤一郎』（野村，1972），『谷
崎潤一郎伝――堂々たる人生』（小谷野，2006），『人間
芥川龍之介』（森本，1981），『伝記芥川龍之介』（進藤，
1978）といった伝記の他，谷崎と芥川の全体像を把握す
るために『群像日本の作家 8　谷崎潤一郎』（大岡・高
橋・三好，1991a），『谷崎潤一郎必携』（千葉，2001），
『群像日本の作家 11　芥川龍之介』（大岡・高橋・三好，
1991b），『芥川龍之介新辞典』（関口編，2003），『芥川龍
之介大事典』（志村編，2002）を参考にした。

結果と考察

目的 1　有能感の様相についての比較
ここでは明治時代，長男として同じ東京に生まれ育ち，

学童期には抜群の学業成績を収め，エリートコースを進
み，若くして小説家としての地位を確立するという華麗
な経歴を重ねた谷崎と芥川の有能感の様相について比較
する。

a）谷崎の確固とした有能感の感覚　谷崎の有能感は，
谷崎にとっては自明のことであり，文章のいたるところ
で谷崎の有能感の感覚がうかがえる。谷崎は学童期から
国語でも算術でも皆よくでき，“自分が一般の生徒より
も優れた子供である”（谷崎，1955，p.92）という認識
だったが，生涯にわたりその延長にあったと考えられる。
谷崎の 18，9から 24，5歳にいたる 6，7年間は，小説
家になる決意はしたものの何物にもなれないという，自
ら“暗澹〔あんたん〕たる危惧〔きぐ〕の時代”（谷崎，
1932，p.359）と称した葛藤状況だった。それにもかか
わらず谷崎は，仲間内で最も時勢に合わない作風だった

ことから文壇に出るのが遅れるだろうと友人に心配され
たことに対して，“‘なあに，満更そういったものでもな
い，事に依〔よ〕ったら己が真っ先に出られるかも知れ
ない’と，何となくそんな予感がしないでもなかった。”
（谷崎，1932，p.365）というように，自分の小説家とし
ての能力を信じていた。そして小説家にはなったが芸術
家としての根本の立場にまだ迷いがあった 35歳におい
ても，“今の己は，芸術的野心においてもあの時分〔初期〕
とは比較にならない。質からいい量からいっても，己
はもう，「刺青」や「麒麟〔きりん〕」〔初期の作品〕で
は満足しない。”（谷崎，1920a，p.88）というように有
能感の感覚を示している。さらに 40歳以降の谷崎は自
分自身や未来に対する強い信頼を基盤とした，確固とし
た有能感を持っていたと考えられる。“たとえ神に見放
されても私は私自身を信じる　潤一郎”（谷崎，1926），
“目下の私は，自分の芸術については誰にも負けない自
信があります。”（谷崎，1931a，p.214），“どんな境遇に
置かれたにしても，僕は僕に備わっただけの力しか出せ
ないし，又それだけは必ず出せるものと思う”（谷崎，
1931b，p.319）。

b）芥川の有能感の欠如の感覚　芥川も学童期から一
貫して抜群の学業成績だったが，芥川の書簡は 18歳こ
ろから内省的な内容のものが増え，特に 19歳以降は自
らの有能感の欠如の感覚を表現しているものが多い。“僕
は意気地のない無価値な人間なンだもの”（芥川，1911，
書簡① p.68），“実行上の君の abilityの前に自分は如何
に自分の弱小を感じたろう。”（芥川，1913，書簡① p.99），
“何しろしたい事は沢山あるが時と力とがたりない　自
分でも歯痒くなる”（芥川，1915，書簡① p.291）。24歳
で夏目漱石から「鼻」を絶賛する書簡を受け取り，流行
作家になった後も“一体僕があまり碌〔ろく〕な事の出
来る人間ぢゃないんだ…何だか情無くっていやになる
よ”（芥川，1917，書簡② pp.95-96），“自己の能力に対
する疑”（芥川，1919，書簡② p.298），“毎日何か書いて
居ります。…但し僕のは碌〔ろく〕なものは出来そうも
ありません。”（芥川，1926，書簡④ p.263）というように，
有能感の欠如の感覚を表現し続けている。
目的 2　有能感の生成要因についての検討
ここでは谷崎と芥川が客観的には同じような経歴を積

み重ねながら，どうして有能感の様相が対照的であるの
かという生育史心理学的問いを提起する。それに対して，
Eriksonの漸成発達理論を基に，有能感よりも前の第Ⅰ
～Ⅲ段階の活力の生成が阻害される要因について仮説を
立てた。そして谷崎と芥川の伝記資料について，①相互
調整的でない養育環境，②支配的なしつけ，③主導性の
発揮の有無を比較検討する。

2）谷崎と芥川の著作については，常用漢字，現代仮名遣いに改め，
常用漢字外の字を含む熟語には〔　〕内にふりがなをふった。なお，
引用を補う説明も〔　〕内に記した。谷崎の「神童」は小説だが，
谷崎は次のように述べていることから，創作とは区別し，谷崎の
心境の告白として分析対象に入れている。“‘神童’や‘鬼の面’
なども，その実予の境遇に多少似よりの一青年に仮託して，予が
胸中の傀儡を述べた”（谷崎，1917，p.23）。芥川の「大導寺信輔
の半生（草稿を含む）」，「或阿呆の一生」も，「作家の自伝 31   芥
川龍之介」（佐伯・松本，1995）にも収録されており，一般的に
自伝とみなされているため，分析対象とした。
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（ 1）第Ⅰ段階：希望を育む生育環境と希望の生成
a） 母親から無条件に愛された谷崎　谷崎の母親は裕

福な下町の町人の家庭に育った有名な美人で，婿をとり
谷崎の姓を継いだ。ゆとりある生活の中で最初に授かっ
た子どもである谷崎は，両親をはじめ親戚や奉公人たち
にも可愛がられて育った。谷崎は“私はよく，母が美人
に見えるのは子の欲目ではないか知らん，誰でも自分の
母の顔は綺麗に見えるのではなかろうか，と，そう思い
思いした。”（谷崎，1955，p.52），“母の胸のところに抱
かれたときの感じだの，乳の匂いだのというのも，ずっ
とのちまで覚えていて，それだけに母がなつかしかっ
た。…母親に抱きついたこと，そのときまだ若かった母
親のすがたが，いまもありありと浮かんできます。”（谷
崎，1947，pp.225-226）など，様々な機会に母親につい
て記述している。さらに“ばあやに聞くと私は六歳ぐら
いまで母の乳を吸ったというのであるが，自分にもその
記憶がある。…私は乳の味はそんなにおいしいとも感じ
なかったが，生温かい母の懐の中に籠っている甘ったる
い乳の匂を嗅ぐことは好きであった。”（谷崎，1955，p.79）
と述べているように，離乳した後もなお母親との強いつ
ながりを保ち続けた谷崎にとって，母親は常に自分をあ
たたかく受け入れてくれるという絶対的な信頼を持ちう
る存在であり，谷崎の確固とした希望の源泉だと考えら
れる。
実際，谷崎の希望は次のような将来への信頼や達成の
期待としてあらわれていたことがうかがえる。“たとい
自分の書くものが一時世間から認められないことがあっ
ても，きっと後世には認められる，それが私には分かっ
ています。”（谷崎，1931a，p.214），“いかに難解なもの
であらうと，それが真に価値ある芸術であるならば，い
つかは人に知られずに終わる筈がない…私はきっと理解
される時が来ることを信ずる。”（谷崎，1927，pp.135-

138）。
b）生後 8ヶ月で実母と離別した芥川　芥川の実母は，
芥川が生後 8ヶ月のときに精神異常 3）を起こし，芥川
は実母の実家である芥川家（実母の実兄夫婦と実姉）に
預けられた。芥川はその経緯や実母について多くを記述
していないが，自殺の前年 34歳のとき“僕の母は狂人 4）

だった。僕は一度も僕の母に母らしい親しみを感じた
ことはない。…もの静かな狂人”（芥川，1926a，p.234）
と表現している。また“信輔〔芥川〕は全然母の乳を
吸ったことのない少年だった。…それは当時の信輔には
憎まずにはいられぬ運命だった。…又何を知らぬにもせ
よ，母の乳だけは知っている彼の友だちを羨望した。”（芥

川，1925a，pp.41-42）とあるように，芥川は実母との
つながりが希薄であり，母親とのあたたかいつながりを
羨望〔せんぼう〕していた。Eriksonが離乳について“慣
れ親しんだ母親の愛情を適当な代替物なしに突然に失う
ことは…その後の人生に，抑鬱的な基調を与え続けるか
もしれない”（Erikson, 1968 /1982, p.127）と述べている
ように，芥川がすんなりと希望を生成するのは困難な状
況だったのではないだろうか。
実際，“いつ僕の夢みているような芸術を僕自身うみ
出す事が出来るか　考えると心細くなる”（芥川，1915，
書簡① p.288），“不安と勇気とを代る代る感じているが
どっちかという〔ママ〕不安の方が多い”（芥川，1916，
書簡② p.28）というような抑うつ的な基調によって，希
望の生成が阻害されたと考えられる。

c）伯母から条件つきで愛された芥川　芥川家におい
て主に芥川を養育したのは実子のいなかった養父母（実
母の実兄夫婦）ではなく，一生を独身で過ごした伯母（実
母の実姉）だった。勝ち気で，“物腰なり話しぶりが芝
居に出てくる御殿女中を連想させるようなところがあっ
た”（恒藤，1984，pp.98-99）という伯母について芥川は，
“彼〔芥川〕は彼の伯母に誰よりも愛を感じていた。”（芥
川，1927d，p.40）としつつも，“僕の生涯を不幸にした
人で無二の恩人”（佐藤，1950，p.345）と語っていた。
芥川は親子について“人生の悲劇の第一幕は親子となっ
たことにはじまっている…古来如何に大勢の親はこうい
う言葉を繰り返したであろう。―‘私は畢竟〔ひっきょう〕
失敗者だった。しかしこの子だけは成功させなければな
らぬ。’”（芥川，1923b，p.74）と表現している。つまり
芥川は，一般的に親は子を成功に導かなければならない
と思っており，子も親の期待に応えて成功しなければな
らないと思い，この相互に義務的な関係が人生の悲劇の
第一幕であることを指摘している。芥川自身も，成功し
なければ愛されないという信念を持っていたのではない
だろうか。つまり芥川は一方的に成功という条件を押し
つけられ，①相互調整的でない養育環境に育ったと考え
られる。
このように芥川は幼少時代から生涯にわたり①相互調

整的でない養育環境に育ったと考えられるが，23歳の
とき，芥川にそれを再確認させるような出来事が起こっ
た。芥川は吉田弥生との結婚を望んだが，芥川家の猛反
対によって結婚を断念したのである。反対理由について
は，吉田弥生が非嫡出子であったこと，芥川と同じ年齢
だったこと，進行中の縁談があったこと，吉田家が士族
でなかったことの他，吉田家と芥川の実家とが家族ぐる
みの付き合いがあったことから，芥川が実家に奪還され
ることへの養家の危惧 5）という見方もある。このよう
に芥川は，結婚したいという自分の気持ちよりも，家
の体裁を重んじる親を改めて目の当たりにして深い絶

3）何らかの精神疾患だが，診断名が特定できないため，『芥川龍之
介大事典』（志村，2002）の表現に倣った。

4）現代においては不適切な表現だが，ここでは芥川の文章をそのま
ま引用した。
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望を味わい，求めるものが得られないこと，無条件の
愛の存在しないことを確信したと考えられる。“如何に
血族の関族〔ママ〕が稀薄なものであるか　如何にイゴ
イズムを離れた愛が存在しないか　如何に相互の理解
が不可能であるか　…　―こういう事は皆この短い時
の間にまざまざと私の心に刻まれてしまいました”（芥
川，1915，書簡① p.260），“すべての属性を（位爵　金
力   学力等の一切）離れた霊魂そのものを愛する愛…果
たしてこういう愛がこの世で得られるでしょうか…不幸
にも僕はネガチフにしか答えられません”（芥川，1915，
書簡① pp.263-264）。そして自殺の直前には“神の愛を
信ずることは到底彼〔芥川〕には出来なかった。”（芥川，
1927d，p.66）と表現しているように，芥川には“生き
ていくためになくてはならない，もっとも原初の，もっ
とも必須の活力である”（Erikson, 1964 /1971, p.110）希
望が生成されなかったと考えられる。
（ 2）第Ⅱ段階：意志力を育む生育環境と意志力の生成

a）寛大にしつけられた谷崎　裕福だった谷崎家は，
甲斐性のない父親のために徐々に貧窮していくが，夫婦
仲は良く，谷崎は“それほどにして母や私たちに尽くし
てくれる父の親切が，有り難くもあったし哀れでもあっ
た。”（谷崎，1955，p.203）と述懐している。谷崎の父
親が威圧的な父親でなかったことは間違いない。谷崎も
“わたくしは総領だったものですから，かなりわがまま
に─ことに僕の育った時分には，まだうちが裕福であっ
たものだから，わがままに育っ”（谷崎，1947，p.225）
たと述べている。しかし谷崎は，“家庭では手に負えな
い腕白坊主の徒〔いたず〕ら者の癖に，一歩家の外へ出
ると，全く意気地なしであった。”（谷崎，1955，p.84）
という表現にあるように，ただ単にわがままに育てられ
たのではなく，他者との関係性の中で，わがままを言え
る関係とそうではない関係を区別していたと考えられ
る。また，“総領の甚六である私は，兄弟中で誰よりも
父母に厄介をかけているに違いないが，でもその割に父
からも母からも，そんなにたびたび叱られた経験はない。
…母は毎度，何かというと‘お灸を据えてやる’といっ
て，艾〔もぐさ〕や線香を持ち出すのだが，ばあやが仲
へ這入って，‘もう致しません，御免なさい’と，両手
をついて詫まらせると，それで許してくれるので，私は
心中高をくくっていた”（谷崎，1955，p.195）というよ

うに，叱られてもあやまれば許してもらえるという感覚
であり，安定した家族環境の中，厳しさと同時に寛大さ
のあるしつけを受ける中で谷崎の意志力は育まれたと考
えられる。
谷崎の意志力の強さは“兄は若い時相当いこじだっ
た。”（谷崎，1967，p.92），“兄は大変依怙地者”（谷崎，
1989，p.70）という弟や，“日頃傲慢不遜の谷崎”（君島，
1967，p.79），“自説を押し通すには，我が強く，…自説
の上での非妥協性と，傍若無人”（木村，1990，p.115）
といった旧友の証言からも明らかである。谷崎自身も小
説家としての在り方について，師と仰いでいた小山内薫
から大家振っていると批判されながらも，“‘大家振るの
が何が悪い’という気だった。そして誰が何といおうと
自分の善しと信ずる態度を改めるつもりはなかった”（谷
崎，1932，pp.390-391）と述べている。芸術家としての
根本の立場にまだ迷いがある状況においても，“これか
らほんとうにえらくなろう，えらくなれると信じて居る。
そう考えて，勉強して居る。…私はきっと，えらくなっ
て見せる。えらい芸術を作ってみせる。”（谷崎，1916c，
p.41）というような強い決意を弟宛の書簡の中で表明し
ている。

b）支配的なしつけを受けた芥川　芥川家は代々江戸
幕府の茶事一切を取り仕切る御奥坊主を務めた旧家であ
り，養母も由緒ある家柄だったが，実子がおらず，芥川
はその長男として期待されていた。芥川は友人に対して，
“‘父や母はただ僕一人を希望に生きているんだ。’とい
うようなことを言った”（恒藤，1984，p.14）。毎朝の養
父との散歩は芥川にとって大きな幸福だったが，“父を
笑わせたのは兎に角大手柄”（芥川，1924，p.63）とい
う表現からも，芥川が大人の顔色をうかがわざるをえな
かったことがわかる。
そんな芥川は幼少時代，“僕は何かいたずらをすると，

必ず伯母につかまっては足の小指に灸をすえられた。”
（芥川，1926b，p.287）と述べており，大人からの制御
過剰について皮肉的に次のように表現している。“我々
の悲劇は年少のため，あるいは訓練の足りないため，ま
だ良心を捉え得ぬ前に，破廉恥漢の非難を受けることで
ある。我々の喜劇は年少のため，あるいは訓練の足りな
いため，破廉恥漢の非難を受けた後に，やっと良心を捉
えることである。”（芥川，1923b，p.31）。そして遺書に
おいて“僕は養家に人となり，我儘〔わがまま〕らしい
我儘〔わがまま〕を言ったことはなかった。（というよ
りも寧〔むし〕ろ言い得なかったのである。僕はこの養
父母に対する‘孝行に似たもの’も後悔している。しか
しこれも僕にとってはどうすることも出来なかったので
ある。）今僕が自殺するのは一生に一度の我儘〔わがまま〕
かも知れない。”（芥川，1927e，p.84）と述べているように，
芥川は②支配的なしつけを受け，他律的に過剰に制御さ

5）芥川の籍をめぐって，芥川の実家と養家との間には確執があった。
芥川は実父に“露骨に実家に逃げてこいと口説かれたことを覚え
ている。…が，生憎その勧誘は一度も効を奏さなかった。それは
僕が養家の父母を，――殊に伯母を愛していたからだった。”（芥
川，1926a，p.239）。そして実母の発病にともない芥川の実家に
手伝いに入っていた叔母（実母の実妹）と実父との間に男子が生
まれ，芥川の実母の死後，芥川が 12歳（1904年）のときに芥川
家と正式に養子縁組を結び，同時に，叔母が芥川の実父の後妻と
して入籍している。
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れたわがままのいえない環境に育ち，意志力の生成が妨
げられたと考えられる。
芥川について友人は，“人には当りのいい方で，相当
なお世辞の安売りもする…時には自分の立場だけを四
方八方に気を配って，保護するように見える”（松岡，
1947，pp.108-109）場合もあったと表現したり，“非常
に気の弱い細心な性格”（佐藤，1928，p.162），“神経質
で四方八方へ気がねをするたち”（谷崎，1927，p.143）
と表現している。芥川自身も師である夏目漱石に催眠術
をかけられるような危惧まで感じ，次のように述べてい
る。“小説を発表した場合に，もし夏目さんが悪いといっ
たら，それがどんな傑作でも悪いと自分でも信じそうな，
物騒な気がし出した”（芥川，1919，p.150）。実際に芥
川は“自分は一つも思った事が出来た事のないような気
もする…全体自分の意志にどれだけ力があるものか疑わ
しい”（芥川，1914，書簡① p.186）というように，自
分の意志力に対して深い疑惑の感覚をもっている。そし
て流行作家になった後も，“僕にも不朽の大作の一つ位
は書けるかも知れません（が，又書けないかも知れませ
ん。何事もなるようにしかならないのですから。）”（芥川，
1917，書簡② pp.147-148）というような意志力の弱さが
うかがえる。
（ 3）第Ⅲ段階：目的性を育む生育環境と目的性の生成

a）主導性を発揮した谷崎　母親から無条件に愛され，
寛大にしつけられた谷崎は，自分の意志を通し，罪悪感
を感じながらも主導性を発揮し続けたと考えられる。谷
崎は中学に進学したかったが，家庭が貧窮していたため
両親はともに反対していた。両親の意志に反し，最後ま
で自分の意志を貫いた谷崎は，“ああ我は不孝の児〔こ〕
なり。されどあくまでも背きまつりき”（谷崎，1903，p.77）
と当時を振り返っている。当時の小学校の修身の時間
に，谷崎は二宮金次郎などの孝行の話をたびたび繰り返
して聞かされ，それが心に重く覆いかぶさるようになり，
“私はいつからともなく，‘自分は親不孝の子である’と
いう呵責の念を，絶えず感ずるようになった。”（谷崎，
1957，p.456）と述べている。そして“当時私の小さな
胸の中には，私を早くから立ち働かして自分たちは寝床
にいる二親の仕打ちを恨む気持ちと，かりにも親を恨も
うとする己れのねぢくれた根性を咎〔とが〕め，出来れ
ば自分も金次郎や萬吉のようなあっぱれな子になりた
い，そして親たちを喜ばせ世間の人に褒められたいとい
う気持ちとが交互に入り乱れた”（谷崎，1957，pp.457-

458）というように，呵責の念や罪悪感はありながらも，
自分も家族のために親たちを喜ばせるような子になりた
いという漠然とした目的も形成されつつあったことがう
かがえる。そして谷崎の目的性は，徐々に明確な形で芸
術へと結実していく。“私は芸術を熱愛し，ただ芸術に
依ってのみ生きがいのある事を知って居る。それ故自分

の芸術を築き上げんが為には，あらゆる努力を惜しもう
とは思わない。”（谷崎，1916b，p.29）。

b）主導性を発揮することができなかった芥川　芥川
は生後 8ヶ月で実母と離別し，伯母から条件付きで愛さ
れ（①相互調整的でない養育環境），②支配的なしつけ
を受け，早熟な良心が形成されたと考えられる。その早
熟な良心のために芥川は，“僕を苦しめるヴァニチー〔虚
栄心〕と性欲とイゴイズムとを僕のヂャスチファイ〔正
当化する〕し得べきものに向上させたい”（芥川，1915, 

書簡① p.255）と表現するほど罪悪感が強く，主導性を
発揮することができなかったのではないだろうか。芥川
は“全面的な抑圧というところまで自分たち自身を締め
つけ”（Erikson, 1968 /1982, p.153），服従傾向を発達させ，
自分の“内的能力や想像力や感受性にしたがって生きる
ことができなくな”（Erikson, 1968 /1982, p.155）ったと
考えられる。芥川は“どんなに自分が，アナアキスチッ
クの自由に憧憬〔どうけい〕しているか。…それから妻
子や家庭やの一切を捨て，自由な漂浪者の群に入りたい
…感情の趣くままに自由な本能的行動をしたい…しかも
遂に何物も，何物の自由も自分には絶望であったという
ことを，悲しい沈鬱の語気を以〔もっ〕てかき口説いた”
（萩原，1927，p.302）。そして芥川は二宮尊徳について
記述する際に，「奴隷」という言葉を用いて自らの服従
傾向を表現している。“わたしは彼ら〔両親や教師〕の
利己主義に驚嘆に近いものを感じている。なるほど彼ら
には尊徳のように下男をも兼ねる少年は都合の好い息子
に違いない。…しかし十五歳に足らぬわたしは尊徳の意
気に感激すると同時に，尊徳ほど貧家に生まれなかった
ことを不仕合わせの一つにさえ考えていた。ちょうど鎖
に繋がれた奴隷のもっと太い鎖を欲しがるように。”（芥
川，1923b，p.56）。このように早熟な良心によって③主
導性を発揮することができなかった芥川は，価値ある目
的を描くことができなかったと考えられる。“しみじみ
何のために生きているのかわからない。”（芥川，1911，
書簡① p.68），“何故こんなにして迄も生存をつづける
必要があるのだろうと思う事がある”（芥川，1915，書
簡① p.252），“どう言う目にあっても，兎に角生きてだ
けは行かなければならぬ。何の為に？”（芥川，1925b，
p.415）。
（ 4）第Ⅳ段階：芥川の早熟な良心と有能感の欠如の感覚

Eriksonは早熟な良心によって，成人後には万事を
支配しようとするようになることを指摘し（Erikson, 

1950 /1977, p.324），全能や全知をひたすら確立しようと
する自我理念からの非現実的な要求がある場合，実際に
は能力がありながらも，有能感の欠如の感覚をもつと述
べている（Erikson, 1959 /1973）。芥川の場合，学者でも
芸術家でも，とにかく「精神的にえらいもの」になりた
かったが“具体的には何も考えなかった。その又‘精神
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的にえらいもの’は何か無造作になれそうだった。若
し彼〔芥川〕さえなりたいと思えば，明日にも忽〔た
ちま〕ちなれそうだった。”（芥川，1925b，pp.411-412）
というように，芥川はある種の万能感を持っており，自
分でもそれについて“みづから神としたい欲望”（芥川，
1927c，p.8）を持っていたと表現している。しかしなが
ら実際に行動してみると，全知全能を求める早熟な良心
に応えることができず，“信輔〔芥川〕はこういう道程
を経た後，やっと当時の彼〔芥川〕自身の如何に無力か
を発見した。”（芥川，1925b，p.414）と述べ，全知全能
というある種の目的に固執する早熟な良心が有能感の生
成を妨げたことを表現している。学童期から一貫して抜
群の学業成績だった芥川も，18歳ころから内省的な内
容の書簡が増え，特に 19歳以降は自らの有能感の欠如
の感覚を表現しているものが多い。
目的 3　アイデンティティに基づいた生産性についての
比較
ここでは有能感が青年期以降のアイデンティティに基
づいた生産性にどのように影響するのかという観点から
谷崎と芥川を比較し，その様相を示す。アイデンティティ
は多様な要因によって形成されるものであるが，ここで
は有能感がどのようにアイデンティティ形成に影響を与
え，さらにアイデンティティに基づいた生産性にどのよ
うに影響を与えるのかについて検討した。
（ 1）アイデンティティ形成

a）作家としてのアイデンティティを選択した谷崎　
谷崎は“次第に，自分の哲学や倫理宗教に対する興味は，
要するに一時の附け焼刃で，先生〔小学校時代の恩師〕
からの借り物であるに過ぎず，自分の本領は純文学にあ
ることを悟るようにな”（谷崎，1955，p.229）った。そ
して“恐らく己は霊魂の不滅を説くよりも，人間の美を
歌うために生まれて来た男に違いない。”（谷崎，1916a，
pp.366-367）という確信に至った。こうして谷崎は古の
聖賢の道へ導こうとした恩師を失望させ，長男として家
計を支えて欲しいという親や親族らの期待に背いてま
で，自らの有能感に基づいて収入の確約のない創作家に
なることを決意した。それと同時に，自ら積極的に否定
的アイデンティティを選択し（三好，2008a），悪人とし
て生きることを選択しながら悪魔主義の作家としての地
位を築くことにより，罪悪感を否認しつつ創作家にな
ることに忠誠を尽くした。“いよいよ創作家になろうと
いう悲壮な覚悟をきめた”（谷崎，1932，p.359），“一人
前の作家になれる自信があったからではなく，況〔いわ
ん〕や食って行けるという目算などがあったのでもなく，
悲壮な覚悟で背水の陣を布〔し〕いた”（谷崎，1935b，
p.307）という表現からは，谷崎の決意の強さがうかが
える。谷崎は新進作家だった頃を述懐し，“衒気〔げんき〕
満腹，蛮骨稜々〔りょうりょう〕，鼻持のならない野心

や情欲が悪臭紛紛と漲〔みなぎ〕っている不良青年”（谷
崎，1932，p.411）だったと表現している。つまり谷崎は，
有能感に基づく主体的選択によって作家としてのアイデ
ンティティを選択したのだと考えられる。

b）作家としてのアイデンティティを主体的に選択し
えなかった芥川　活力の生成を阻害された芥川は主体と
なるはずの自我が弱かったと考えられる。“顧ると自分
の生活は何時でも影のうすい生活のような気がする。自
己の烙印〔らくいん〕を刻するものが何もないような気
がする。自分のオリギナリテートの弱い，始終他人の思
想と感情からつくられた生活のような気がする。”（芥川，
1913，書簡① p.98）。そして“僕はいつも僕一人ではな
い。息子，亭主，牡，人生観上の現実主義者，気質上の
ロマン主義者，哲学上の懐疑主義者等，等，等，―それ
は格別差支えない。しかしその何人かの僕自身がいつも
喧嘩〔けんか〕するのに苦しんでいる。”（芥川，1927a，
pp.82-83）というように，様々な自己を統合するだけの
自我の強さがなかったのではないだろうか。さらに，自
分の中身が空っぽで人形であるかのような感覚を「道
化人形」という言葉を用いて表現している。“道化人形   

彼〔芥川〕はいつ死んでも悔いないように激しい生活を
するつもりだった。が，相変らず養父母や伯母に遠慮勝
ちな生活をつづけていた。…彼はある洋服屋の店に道化
人形の立っているのを見，どの位彼も道化人形に近い
かということを考えたりした。”（芥川，1927d，pp.56-

57）。
このように自我が弱く，有能感に基づいた主体的選
択をしえなかった芥川は，“誰でも私の家族の中で賛成
者の多い女を貰〔もら〕います”（芥川，1915，書簡①
pp.261-262）というように，配偶者の選択に対しても主
体的選択を放棄し，職業の選択についても芥川は次のよ
うに述べている。“文学をやることは，誰も全然反対し
ませんでした。父母をはじめ伯母もかなり文学好きだか
らです。その代わり実業家になるとか，工学士になると
か言ったらかえって反対されたかもしれません”（芥川，
1918，p.93）。そして 24歳（1916年）で大学を卒業し
た芥川は，作家としての名声を得ながらも，安定した収
入のため，海軍機関学校の教官として勤務し，“今日ま
で作家になるとも，ならないともつかずに小説を書いて
来た。”（芥川，1917，p.227）と述べている。1919年に
は作家活動に専念するために海軍機関学校を退職した
が，学生時代に友人の扇動によって小説を書き始め，“そ
れからずるずるべったりに，小説家になってしまったが，
小説家になったのが好いのか悪いのか，今でも判然〔はっ
き〕りは判〔わか〕らぬ。”（芥川，1923a，p.270）とい
うように，自らが主体的に作家としてのアイデンティ
ティを選択していないことを表現している。
谷崎と交友関係のあった芥川は，自分と谷崎の自我の
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強さを比較して次のように表現している。“彼〔芥川〕
は余り口をきかなかった。が，彼の先輩〔谷崎〕の言葉
には熱心に耳を傾けていた。‘きょうは半日自動車に乗っ
ていた。’‘何か用があったのですか？’彼の先輩は頬杖
をしたまま，極めて無造作に返事をした。‘何，唯〔ただ〕
乗っていたかったから。’その言葉は彼の知らない世界
へ，―神々に近い「我」の世界へ彼自身を解放した。彼
は何か痛みを感じた。が，同時に又歓びも感じた”（芥川，
1927d，pp.40-41）。自我の弱い芥川にとって，谷崎の自
我の強さは眩しく感じられたのだろう。
（ 2）生産性

a）作家としてのアイデンティティに基づいた生産性
を発揮し続けた谷崎　谷崎は職業について“人間本来の
性情に適するもの，すなわち愉快にその事に従えるも
のであることを要する”（谷崎，1935b，p.315）と述べ，
作家という仕事が自分の本来の性質や心情に適している
ことを自覚している。そして“自分が小説家になったこ
とを決して後悔してはいないし，もしもう一遍生れ変っ
て来るとしても多分やっぱり小説家を志望するだろう”
（谷崎，1935a，p.251）とまで述べている。“歌わずに居
られなくなって歌い，描かずに居られなくなって描きつ
つある間に，歌い或は描きつつある美の形がだんだん明
瞭になり，それに対する感激がますます高揚してくるの
を覚える，─そうして実にその時こそ，芸術家の魂が永
遠の世界に翺翔〔こうしょう〕する瞬間であり，彼の全
生命が無限の歓喜に浸される刹那である。生み出すこと
の歓びを知らないで，どうして芸術家たるの資格があろ
うぞ！”（谷崎，1920b，pp.42-43）というように，生み
出す喜びにあふれている。さらに“一つ所に踏み止まっ
て繰り返し繰り返し研きをかけるという，そのことに
無限の感興を覚える”（谷崎，1933，p.442）というよう
に，自分の仕事である書くことが楽しいと述べている。
Erikson （1964 /1971）も活力的な人間は，最高の目的に
生きていると感じているときでさえ，その行動に遊び的
な痕跡を残していると述べ，仕事と楽しさの共存を強調
している。そして谷崎は“我が半生の辛労をねぎらい老
後の悔恨を忘れさせてくれるような，まあいってみれば
過去の生涯を精算し，何も彼もこれでよかったのだ，世
の中の事は苦しみも悲しみも皆面白いといったような，
一種の安心と信仰とを与えてくれる文学”（谷崎，1933, 

p.444）を目指した。
b）義務感による生産に従事し続けた芥川　一方芥川

は“人生は地獄よりも地獄的”（芥川，1923b，p.52），“娑
婆苦〔しゃばく〕の充ち満ちた世界”（芥川，1927d，p.51）
といった人生観をもっており，“来生には小生も砂に生
まれたし。”（芥川，1927，書簡④ p.273）と，職業以前
に，人間として生まれてきたくない心情まで表現してい
る。そして特に 26歳以降は生産に伴う喜びや楽しさは

なく，書くことが「嫌々」，「～ならぬ」というように強
制的である。“これから書くものがたまっているのにも
弱った　2／ 3はちっとも書きたくないものばかりだ”
（芥川，1918，書簡② p.239），“ボク毎日糞〔くそ〕を
嘗〔な〕めるような思いをしながら素戔鳴尊〔小説の略
タイトル〕を書いている一日も早くやめたい一心だけだ”
（芥川，1920，書簡③ p.41），“相不変毎日原稿に悩まさ
れています…今日は嫌々ながらずっとペンを握りつづけ
です”（芥川，1920，書簡③ p.123），“原稿を書かねばな
らぬ苦しさに痩〔やせ〕すらむ我をあわれと思え”（芥
川，1922，書簡③ p.234），“唯書かざる可らざる必要が
あって書いているのだから，憫〔あわれ〕み給え。”（芥
川，1927，書簡④ p.293）と，芥川の嘆きは枚挙にいと
まがない。そして“僕の書いた文章はたとい僕が生まれ
なかったにしても，誰かきっと書いたに違いない。”（芥
川，1927b，p.231）と，自分でなければ書けなかった作
品はないと述べている。芥川の場合，作家としてのアイ
デンティティに基づいた生産性を発揮することができ
ず，義務感による生産に従事せざるをえなかったために，
自分の作品に対しても自信や誇りが持てなかったのだと
考えられる。

全体的討論

本研究では，明治時代，長男として同じ東京に生まれ
育ち，学童期には抜群の学業成績を収め，エリートコー
スを進み，若くして小説家としての地位を確立するとい
う華麗な経歴を重ねた谷崎と芥川の有能感の様相が対照
的だったことを示し（目的 1），客観的には同じような
経歴を積み重ねながら，どうして有能感の様相が対照的
であるのかという観点から，有能感の生成要因について
検討した（目的 2）。谷崎の場合は，母親から無条件に
愛され，寛大にしつけられた。その結果，良心によって
目的性が過度に制限されることなく，罪悪感を感じなが
らも主導性を発揮し続け，第Ⅳ段階以前の希望，意志力，
目的性を基盤とした確固たる有能感を生成したと考えら
れる。それに対して芥川の場合は，生後 8ヶ月で実母と
離別し，伯母から条件付きで愛され（①相互調整的でな
い養育環境），②支配的なしつけを受け，早熟な良心が
形成されたと考えられる。その結果，芥川には希望と意
志力が生成されなかっただけでなく，早熟な良心によっ
て③主導性を発揮することができず，目的性が過度に制
限され，有能感の生成が妨げられたと考えられる。
そして目的 3では，有能感がアイデンティティに基づ
いた生産性にどのように影響するのかという観点から谷
崎と芥川を比較した。その結果，谷崎は希望，意志力，
目的性，有能感を基盤として，自分の能力が何に適して
いるのかを確信すると，作家としてのアイデンティティ
を主体的に選択した。一時は否定的アイデンティティを
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選択してまでも作家になることに忠誠を尽くし，生涯に
わたり作家としてのアイデンティティに基づいた生産性
を発揮し続けた。一方，芥川は希望，意志力，目的性，
有能感が生成されずに，作家としてのアイデンティティ
を主体的に選択することができなかった。このような記
述は因果的決定論に偏っている印象を与えるかもしれな
いが，真に意味するところは，芥川の生育史全体を考慮
した上で，芥川が作家としてのアイデンティティを主体
的に選択することができない状況に追い込まれる要因が
多分に存在していたということである。
最後に，本研究の目的 3について掘り下げて検討す

る。本研究では有能感がアイデンティティに基づいた生
産性にどのように影響するのかを検討した結果，有能感
が単純に才能・能力の高低についての認知ではなく，自
分に適した場所で自分の力を発揮できている実感にもつ
ながっていることを明らかにした。つまり有能感の生成
にとって，実際の才能・能力の高低だけでなく，自分
の才能・能力が何に適しているのかを見出すことが重
要なのではないだろうか。これは有能感が「適格」あ
るいは「適格性」と訳される（e.g. Erikson, 1950 /1977, 

1982 /1989；西平，1990；西平，1993）こととも関連し
ていると考えられる。また第Ⅴ段階のアイデンティティ
確立という主題の前段階の活力として，有能感がアイデ
ンティティ形成に大きく寄与することも示している。こ
のような知見は，特定の時期や段階ではなく，全生涯を
対象とした分析ならではのものであり，特に発達段階の
移行の理解に貢献すると考えられる。

Eriksonはすべての子どもが何らかの才能・能力を備
えていることを強調し，“自分には能力があるのだとい
うあのすべての子どもがもっている感情を，支持してや
らなければならない”（Erikson, 1968 /1982, p.163）と述
べている。大人が教育やしつけと称して子どもたちを思
い通りに育てようとした場合，子どもたちは活力の生成
を阻害され，どんな才能・能力に恵まれても自分の才
能・能力が何に適しているのかを見出すことができなく
なると考えられる。
本研究では，Erikson の漸成発達理論（Erikson, 

1950 /1977）に基づいて導き出した仮説を，確固とした
有能感の感覚を持つ谷崎と，秀才の自覚はありながらも
有能感の欠如の感覚を持ち続けた芥川の伝記資料を用い
て検証した。現代青年においても本研究の知見が普遍性
を持って当てはまるかどうかという問題は興味深い問題
である。そのためには，現代において幅広い年代層を対
象として養育環境と活力，およびアイデンティティとの
関連について実証的に検討していく研究が必要となろ
う。現代青年において指摘されている自立の遅れや自分
探しの長期化問題について，活力の観点からの検討が有
効かもしれない。さらに本研究では確固とした有能感の

感覚を持つ谷崎に対して，有能感の欠如の感覚を持ち自
殺した芥川を比較対象として取り上げたが，有能感の欠
如の感覚を持ちながらも後に有能感の感覚を取り戻した
歴史的な人物もいる可能性がある。このような人物を対
象として，有能感の感覚を取り戻した要因について全生
涯を視野に入れて検討することも今後の課題として有意
義だと考えられる。
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怒りには複数の側面があり，攻撃的な行動の背景には慢性的な怒りが存在することが知られている。
本研究では，児童期・思春期における怒りについて，慢性的な怒りを含めた多次元的な構造とその特徴
を検討した。慢性的な怒りについては認知的側面である敵意と情緒的側面であるいらだちから捉え，怒
りの多次元的測定にはMultidimensional School Anger Inventoryのうち怒り体験と怒り表出も併せて用い
た。研究 1では小学 5・6年生を対象に調査を行い，怒りの多次元的特徴と妥当性を検討した。研究 2で
は研究 1と同集団に対する追跡調査（中学 2・3年時）を行い，怒りの多次元構造と発達的変化を検討した。
調査の結果から，いずれの時期においても慢性的な怒りを含めた怒りの多次元構造が示され，慢性的な
怒りが破壊的表出と関連しやすいことが示唆された。また，積極的対処以外の怒りの各側面で小学生時
よりも中学生時で高いことが示された。変数間の関連，教師による行動評定との関連からは，男女で表
出の在り方が異なると考えられた。
【キー・ワード】　怒り，攻撃性，児童期，思春期

問題と目的

学級崩壊やいじめ，非行の低年齢化など，子どもの行
動上の問題が大きく取り上げられるようになって久し
い。特に小・中学校における暴力発生件数は，昨年度で
調査開始以降最も多かったことが報告されており（文部
科学省，2010），このような問題が生徒指導上の大きな
困難となっていることが伺える。また，怒りや攻撃性は
対人関係上の問題だけでなく心身の健康状態と関連し，
子どもの場合にも健康や適応にさまざまに影響するこ
とも示唆されている（勝間・山崎，2007；坂井・山崎，
2003）。しかし一方で，わが国では子どもの怒りや攻撃
的な行動についての研究が依然少ないことが指摘されて
おり（桜井・クスマノ，2002など），詳細な分類や問題
の発生の割合，関連要因の検討などの実証的なデータが
不足していると考えられる。
怒りや攻撃性に関する研究はこれまで欧米を中心に多
くの研究者によって行われてきたが，研究者によって定
義が様々であり，概念や測定上の混乱があることが指
摘されている（Smith, Furlong, Bates, & Laughlin, 1998; 

Spielberger, Kranser, & Solomon, 1988参照）。Spielberger 

et al.（1988）は概念を整理するため，怒りには情緒的・
認知的・行動的側面があるとする AHA（Anger-Hostility-

Aggression）理論を提唱し，これらが相互に関連するも
ののそれぞれ独立した構成要素として扱われる必要性を
指摘した。複数の側面を含む攻撃性尺度は多く存在す
るものの，このような怒りの多次元性を尺度構成に反

映したものは少なく，Multidimensional Anger Inventory

（MAI; Siegel，1986）や Anger Response Inventories（ARI; 

Tangney et al., 1996）がこれに相当する。子どもを対象
としたものにはMultidimensional School Anger Invenory

（MSAI: Smith et al., 1998）が挙げられる。
MSAIは AHAの 3次元モデルに基づいて開発され，

情緒面としての“Anger Experience”，認知面としての
“Cynical Attitudes”，行動面としての“Anger Expression” 
（“Destructive Expression”/“Positive Coping”） で構成され
ている。この尺度は男子のみを対象として開発されてい
るが，交差妥当性や臨床群に対する弁別妥当性が確認さ
れており，女子においても同じ下位尺度構成が確認さ
れている（Furlong, Smith, & Bates, 2002）。また，行動
的側面に積極的対処を含んでいることは，子どもの不
適応の理解には攻撃行動と向社会的行動の両方を含む
研究が必要である（Crick, 1996）とされることからも意
義深い。MSAIはそれぞれの下位尺度で異なった測定方
法が用いられており，“Anger Experience”は怒りが喚
起される場面での怒りの強度，“Anger Expression”は
怒りが引き起こされたときに取る行動の頻度を尋ねて
いるが，“Cynical Attitudes”については学校や教師に関
する記述があてはまるかどうかを尋ねている。つまり，
“Anger Experience” と“Anger Expression”では反応的
な怒りとその表出を，“Cynical Attitudes”では状況刺激
によらない日常的な信念，態度を測定している。“Cynical 

Attitudes”は慢性的に高い怒りに関係する認知として測
定されており，測定方法の違いは概念的な違いを反映し
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ていると考えられる。
攻撃行動の背景にはしばしば慢性的に高い怒りが存

在することが知られており，情緒面，身体面の不調な
どと関連するとされることから（Hecker & Lunde, 1985; 

Moreno & Selby, 1994; 坂井・山崎，2003など），慢性的
な怒りについてもアセスメントする必要性が指摘されて
いる。このような慢性的な怒りを表す言葉としては，従
来認知的側面である「敵意（hostility）」が用いられて
きた（Barefoot, Dodge, Peterson, Dahlstrom, & Williams, 

1989など）。「敵意」は怒りを引き起こす出来事とは関
係なく保持される態度や信念のまとまり（Spielberger, 

Reheiser, & Sydeman, 1995）とされているため，この
意味で“Cynicism”という言葉が用いられることもあ
る。MSAIの下位尺度でも，特性的な意味合いを強調す
るため“Cynical Attitude”という名称が用いられてい
る。一方，AHAの核であるとされる情緒的側面の「怒
り（anger）」は，内的，外的な誘因に対する情緒的反応
（Novaco, 1994）とされるように，状況刺激下での感情
の強度や頻度が測定されることが多い。しかし，例えば
Spielberger, Jacobs, Russell, & Crane（1983）の“State-Anger

（状態怒り）”尺度では強度の異なる感情語が並列してお
り，比較的弱い怒りを表すとされる「いらいら」「むか
つく」などの言葉と強い怒りを表す「怒り」「立腹」「激
怒」などの言葉を同等に扱うことの問題点も指摘されて
いる（目久田・塚脇・國田・藤木・前田，2007）。「いら
だち」のような比較的弱く，急性的でない怒りは，怒り
を引き起こす状況下だけでなく，「敵意」と同様に日常
的に保持されやすいと考えられる。認知的側面である「敵
意」が中学生から高校生にかけて明確に意識されるよう
になる一方，情緒的側面である「いらだち」には大きな
発達差はないとする研究結果もあり（秦，1990），児童
期にも認識されやすい慢性的な怒りとして，「いらだち」
に注目することには意味があると考えられる。
怒りや攻撃性の発達については，秦（1990）が小学 5

年生から高校 3年生までを対象とした横断研究を行って
おり，顕在性の攻撃は中学生で高い傾向があることなど
を見出している。しかし，このような国内における児童・
思春期の怒りの発達研究はまだ少ない。また横断研究の
場合，年齢によって差が認められても，それが発達によ
るものなのか，それぞれの集団の特徴の違いであるのか
をはっきり分けることは難しいため，縦断的な手法によ
る発達研究が望まれる。
以上のことから，本研究では児童期・思春期における
怒りを多次元的に理解することを目的とし，慢性的な怒
りを含めた複数の側面から怒りを捉え，これらの概念構
造と多次元的特徴を検討する。慢性的な怒りについては
状況刺激によらない怒りと操作的に定義し，認知的側面
である「敵意」と情緒的側面である「いらだち」の両面

から捉えることとする。さらに，同集団への追跡調査を
行うことにより，これらの構造の安定性と，怒りの発達
的変化についても検討する。

研究 1　怒りの多次元的特徴

小学生を対象に，怒りの多次元尺度であるMSAIが捉
える怒りに加え，慢性的な怒りについても測定を行い，
怒りの多次元的な構造と各側面間の関連を検討する。ま
た，使用した項目によって捉えられる怒りの構成概念妥
当性を確認するため，教師による行動評定との関連につ
いても検討する。 

方　法
調査対象　同一地区の公立小学校 2校（A校，B校）
に通う 5・6年生の児童 319名（男子 162名，女子 157

名）。
調査時期　2003年 12月。
調査内容　調査は無記名で行い，フェイスシートにて

学年，性別，出席番号（教師による評定との対応づけの
ため）を尋ねた。
（1）怒り体験・怒り表出に関する項目：MSAI（Smith et 

al.，1998）のうち“Anger Experience”，“Anger Expression 

（Destructive Expression, Positive Coping）” に相当する項
目を邦訳し，バックトランスレーションにより原文と同
じ内容であることを確認した 1）。“Anger Experience”に
ついては 13項目のうち 1項目（“The teacher’s pet gets 

to do all of the special errands in class.”）のみが日本語表
現の難しさから除かれた。それぞれの場面状況について
どの程度腹が立つかを「ものすごくはらがたつ」から「ぜ
んぜんはらがたたない」までの 4件法で，顔絵を添えて
回答を求めた。“Anger Expression”については腹が立っ
たときにそれぞれの項目が示す行動を取るかどうかを
「いつもそうする」から「しない」までの 4件法で尋ねた。
（2）慢性怒り（敵意・いらだち）に関する項目：

MSAIの“Cynical Attitude”も慢性的な怒りの認知的側
面であると考えられるが，項目が学校や教師への否定
的な記述からなるため，使用には配慮を要する。そこ
で，本研究では特に学校についてのシニシズムではな
く，一般的な敵意やシニシズムを測定する項目を用いる
こととした。小学生用攻撃性質問紙（HAQ-C：坂井ほ
か，2000）からシニシズムに近いと思われる項目を 4項
目，敵意的攻撃インベントリー（HAI：秦，1990）から
2項目を，協力校教諭と協議のうえ表現を一部変更して
用い，さらにこれらを参考に 2項目を作成した。いらだ
ちに関する項目については HAI，小学生用ストレス反応

1）筆者と 2名の心理学系大学院生とで日本語訳を作成し，英語圏在
住歴のある心理学部卒の学生がこれらを英訳し，原典に照らし合
わせて表現を確認した。日本語表現については調査協力校の教諭
4名に適切であることを確認した。
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尺度（嶋田・戸ヶ崎・坂野，1994）を参考に 5項目を作
成した。日頃感じていることとしてそれぞれの項目にあ
てはまる程度を「はい」から「いいえ」までの 4件法で
尋ねた。
（3）教師による行動評定：各学級 6～ 8名ずつ児童
を無作為に抽出し，10学級計 72名（男子 37名，女子
35名）の児童についての評定を学級担任教師に求めた。
Teacher’s Report Form（TRF: Edelbrock & Achenbach，
1984）から怒りと関連があると推測される“Aggressive”
“Inattentive”“Unpopular”について，計 22項目を抜粋，
邦訳して使用した。それぞれの項目について「とてもあ
てはまる／しばしばそうである」から「あてはまらない」
までの 3件法で評定を求めた。さらに，学力について 5

段階で尋ねた。
結果と考察
怒りの多次元構造　怒りの多次元構造を検証する

ため，使用した項目の探索的因子分析を行った。まず
MSAIを邦訳した項目についてMSAIと同じ因子構造が
得られるか確認するため，主成分解による因子分析（バ
リマックス回転）を行った 2）。“Anger Experience（怒り
体験）”，“Destructive Expression（破壊的表出）”，“Positive 

Coping（積極的対処）”に相当する項目がそれぞれ異な
る因子に .46以上の負荷を示し，Smith et al.（1998），
Furlong et al.（2002）と同様の構造が確認された。この
ことから，MSAIの概念構造の安定性が示されたと言える。
次に，怒りの慢性的側面とその他の怒りの側面が弁別
可能であるかを確かめるため，慢性怒りに関する項目
とMSAIの項目を併せて，同様に探索的因子分析を行っ
た。慢性怒りの項目については，因子負荷量の低い 3項
目を順次除き，10項目を以降の分析に用いた。MSAIの
3因子（怒り体験・破壊的表出・積極的対処）に慢性怒
りの 2因子（敵意・いらだち）を加えた 5因子構造を
想定したが，積極的対処に関する項目が 2つの因子に分
かれて負荷を示したため， 6因子構造を採用した（Table 

1）。6因子による累積寄与率は 47.4％であった。因子Ⅰ
には「怒り体験」の 12項目が，因子Ⅱには慢性怒りの
うち「いらだち」に関する 4項目が，因子Ⅲには「積
極的対処」のうち 5項目が，因子Ⅳには「破壊的表出」
の 5項目が，因子Ⅴには慢性怒りのうち「敵意」に関す
る 6項目が，因子Ⅵには「積極的対処」のうち 2項目
が，それぞれ .45以上の負荷を示した。MSAIの積極的
対処の項目が因子Ⅲと因子Ⅵに分かれて負荷を示した以
外は，予め想定されたとおりの因子構造が得られ，「い
らだち」「敵意」が怒りの他の側面と弁別されることが
示された。因子Ⅵに負荷を示した 2項目は，内容として

「社会的共有」（social sharing: Rimé, Finkenauer, Luminet, 

Zech, & Philippot, 1998）を意味するものであった。どち
らの項目も Furlong et al.（2002）で女子において“Positive 

Coping”への負荷量が低いことが指摘されており，他
の項目と区別して捉えられる必要があると考えられた。
そこで，本研究ではこれらの 2項目を「社会的共有」，
その他の 5項目は Spielberger et al.（1995）の“Anger-

Control”に近い内容を示していたことから「怒り制御」
とし，これらを区別して捉えることとした。
因子分析で各因子に高い負荷を示した項目群の記述

統計量と α 係数を Table 2に示した。MSAIの α 係数は
Smith et al.（1998），Furlong et al.（2002）とほぼ同程度
であり，「積極的対処」で低い値を示した。慢性怒りの
うち「敵意」では低い α 係数を示したが，「いらだち」
ではα=.79とある程度の内部一貫性が確認されたこと
から，小学生においても意識されやすい「いらだち」に
注目することの有用性が示されたと言える。
怒りの各側面間の関連　怒りの各側面の特徴を検討す

るため，性別ごとに変数間の相関係数を算出した（Table 

3）。男女ともに「いらだち」と「破壊的表出」の間で最
も高い中程度の相関が認められた。「いらだち」と「怒
り体験」の間にも男女ともに弱い相関が認められ，いら
だちはわずかな刺激で否定的感情を爆発させる予備状態
とされているように（Buss & Durkee, 1957），日常的な
いらだちが強いほど刺激下で怒りを感じやすく，破壊的
な表出をしやすいことが示されたと言える。また，男子
では「破壊的表出」と「怒り体験」との間にも中程度の
相関が認められたのに対し，女子では「破壊的表出」と
「敵意」との間に中程度の相関が認められ，男子では刺激
下で怒り感情が喚起されやすいほど，女子では日常的な
敵意が強いほど怒りを破壊的に表出しやすいと考えられ
た。これまでの研究で男子の方がより直接的に怒りを表
出しやすく，女子では関係性攻撃などの間接的な方略を
取りやすいことが指摘されているが（Crick, 1997; Crick 

& Grotpeter, 1995），本研究の結果からも男女で怒りの表
出の仕方やそのプロセスに違いがあることが推察される。
また，女子では「敵意」と「怒り体験」との間にも中程
度の相関が認められ，日常的に敵意的認知をしやすいほ
ど，刺激下で怒りを感じやすいことも示唆された。
もう一方の行動的側面である積極的対処については，
男女ともに「怒り制御」と「破壊的表出」の間にそれぞ
れ負の相関が認められ，この結果は構成概念的妥当性の
一部を支持するものであると考えられた。女子では「怒
り制御」と「いらだち」・「敵意」の間でも弱い負の相関
が示され，怒りをコントロールしやすい女子ほど破壊的
表出をしにくく，また慢性的怒りも低いことが示された。
男女ともに「社会的共有」と他の怒りの側面との間に相
関は認められなかった。

2）各下位尺度の測定方法が異なるため，Smith et al. （1998），Furlong 

et al. （2002）と同様，顕在変数同士のまとまりをより反映しやす
いと考えられる主成分解を用いた。
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Table　1　怒りに関する項目の因子分析結果

項目
No.

項目
回転後の負荷量

共通性 M SD
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

いらだち
a2. ちょっとしたことではイライラしない .00 –.52 .26 –.13 –.08 –.21 .40 2.7 1.0
a4. いつもふきげんだ .06 .74 .01 .22 .22 –.10 .66 1.5 .8
a6. いつもイライラしている .07 .76 –.13 .24 .17 .07 .59 1.6 .8

a10. 気持ちがむしゃくしゃする .12 .71 .00 .25 .28 .00 .66 1.8 .9

敵意
a1. ほとんどの人は，正直ではないと思う –.01 .17 .02 .07 .52 .08 .31 2.3 1.0
a3. わたし（ぼく）は，みんなのことが好きだ .02 –.28 .07 .04 –.57 .07 .41 3.1 .7
a5. わたし（ぼく）は，とてもしあわせだと思う .07 –.08 .20 –.08 –.46 .41 .44 3.2 .8
a7. まわりの人は，みんな親切な人ばかりだ –.16 .11 .16 .08 –.72 –.03 .69 3.0 .8
a8. ふだん仲よくしていても，本当に困ったとき助けてくれない人もいる .11 .19 .18 .27 .47 –.28 .45 2.4 1.1
a9. 友だちのなかには，いやな人が多い .14 .32 .02 .17 .57 .00 .48 2.0 1.0

怒り体験

b1.
食べかけのガムが自分のイスの上に置かれているのに気づかずに座っ
てしまった .50 .26 –.18 –.15 –.01 .03 .37 3.3 .8

b2.
2人の強そうな子が，あなたのものを取りあげて、あなたをのけもの
にして遊んでいた .65 .06 .01 –.08 –.26 .05 .51 3.5 .8

b3. 先生に「気分がよくない」と言ったのに，信じてもらえなかった .57 –.06 –.17 .13 .27 .21 .49 2.6 1.1
b4. クラスの誰かがいたずらをしたので，放課後全員が残された .55 –.02 –.14 .13 .15 .10 .37 2.7 1.1
b5.「トイレに行きたい」と先生に言ったら，だめだと言われた .59 –.17 –.02 .12 .20 .04 .43 2.1 1.0
b6. 朝，自分の机の中を見たら，勉強道具が盗まれていた .60 .13 .12 –.13 –.11 –.10 .42 3.3 .9

b7.
クラスの誰かが，あなたのことをどうにかしてくれるよう，先生にた
のんでいた .57 –.01 –.05 .11 .10 .03 .35 2.6 1.1

b8. 他の子はもっと悪いことをしているのに，あなただけ先生に呼ばれた .55 –.14 –.18 .26 .23 .16 .50 3.3 1.0
b9. テストのために一生けん命勉強したのに，成績が上がらなかった .47 –.06 .20 .27 .10 –.05 .35 2.1 1.1

b10. 給食の列に並んでいる時に，誰かが間にわり込んできた .52 .21 .18 .02 –.06 –.17 .38 2.0 1.0

b11.
勉強していたら，誰かがわざと机にぶつかってきて，やり直さないと
いけなくなった .63 .11 .10 .05 .05 –.02 .42 2.8 1.0

b12. 誰かがあなたをいやな呼び名で呼んだ .61 .08 .04 .07 –.06 –.06 .39 2.9 1.0

破壊的表出
c2. 怒っているときは，まわりにいる人にやつあたりする .13 .15 –.35 .48 –.03 .20 .44 1.7 .8
c4. はらが立つと，ものをこわす .04 .25 –.10 .66 .01 –.14 .53 1.6 .9
c7. はらが立つと，まわりのこと全部がいやになる .27 .23 –.15 .54 .17 .13 .48 2.2 1.1
c9. はらが立つと，その気持ちをおさえられない .22 .32 –.20 .56 –.02 –.01 .50 2.1 1.1

c10. とてもはらが立つと，自分を傷つけたくなる .02 .21 .09 .56 .21 –.21 .45 1.6 1.0

怒り制御
c1. 怒っているときは，何か別のことを考えるようにしている .05 –.02 .66 –.04 –.15 .02 .46 2.0 .9
c3. 怒りでばくはつする前に，どうしてこうなったのか考える –.01 .05 .67 –.29 .05 .08 .54 1.9 1.0
c5. むしゃくしゃするときは，そのことを笑い話にしようとする –.11 –.10 .48 .40 –.02 .14 .44 1.8 .9
c6. はらが立ったときは，走ったり遊んだり，体を動かして、すっきりさせる .04 –.17 .64 .07 –.11 .11 .47 2.1 1.1

c8.
むしゃくしゃするときは，本を読んだり，何かを書いたり，絵を描い
たりして，自分を落ち着かせる .01 –.06 .53 –.21 .06 .20 .38 2.0 1.1

社会的共有
c11. 学校で頭にきたことがあると，その気持ちを誰かに話す .05 .07 .17 .02 .00 .82 .70 2.7 1.1
c12. むしゃくしゃするときは，誰かとそのことを話し合う –.02 .08 .19 –.07 –.03 .78 .65 2.3 1.1

固有値 4.13 2.70 2.48 2.44 2.44 1.92

寄与率（％） 12.14 7.94 7.30 7.17 7.16 5.64

注．項目番号の aは慢性怒り，bはMSAIの怒り体験，cはMSAIの怒り表出（破壊的表出・積極的対処）に関する項目であることを意味
する。.45以上の負荷量を太字で表示。
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これらの変数間の相関は，「いらだち」と「破壊的表
出」の間で高い値を示した他はすべて .50以下であり，
MSAIの先行研究（Fulrong et al., 2002）と同様それぞれ
が怒りの異なる側面を測定したものと考えられた。
教師による行動評定との関連　これらの怒りの側面の
構成概念妥当性を確認するため，教師による児童の行動
評定との相関係数を算出した（Table 4）。教師評定のう
ち学力以外の項目について TRFと同様に尺度を構成し
α 係数を算出したところ，「攻撃的（Aggressive）」で .89，
「不人気（Unpopular）」で .64，「不注意（Inattentive）」
で .85であった。積極的対処以外の怒りの側面とこれら
の行動評定とに正の相関があることを検証するため，こ
れらの間では有意性の検定に片側検定を，その他は両側

検定を用いた。MSAIの「破壊的表出」と教師評定の「攻
撃的」との間の相関係数は男子で r=.23であり，Smith 

et al.（1998）の男子を対象とした調査結果やMesser & 

Gross（1994）のものと同程度であった。しかし相関は
有意傾向でしかなく，これには行動評定の対象児童数が
少ないため棄却域が大きくなったことが影響したと考え
られる。一方，女子ではこれらの間に相関は認められな
かったが，「破壊的表出」と「不注意」との間で弱い相
関（r=.28）が認められ，自己回答で同じ表出傾向を示
していても，実際の行動への現れ方が男女で異なること
が示唆された。また，女子では「いらだち」と教師評定
の「攻撃的」・「不人気」・「不注意」との間にそれぞれ中
程度の相関が認められ，「敵意」と教師評定の「不人気」・
「不注意」との間にも弱い相関が見られた。これらは男
子では見られなかった傾向であり，女子では慢性的な怒
りと観察される行動とが関連しやすく，特にいらだちが
強い女子ほど教師によって行動上の問題を認知されやす
いことが示されたと言える。なかでも「いらだち」と「不
人気」の間で相関が高く，これにはいらだちの強い女子
は行動上の問題から仲間に拒否されやすいこと，拒否さ
れていることがいらだちを強めていること，どちらの可
能性も考えられる。これらが相互作用的に働いている可
能性もあり，リスク要因とプロテクト要因の両方を知る
意味でも，こういった外的な変数と個人的体験である怒
りとの関連の検討が望まれる。さらに，女子では社会的

Table　2　小学生における怒りの各変数の平均値

いらだち 敵意 怒り体験 破壊的表出 怒り制御 社会的共有

男子 7.3 （2.9） 12.7 （3.1） 32.4 （7.3） 9.5 （3.4） 9.7 （3.4） 4.5 （2.1）

女子 7.2 （2.6） 12.1 （3.5） 33.9 （6.3） 9.1 （3.2） 9.9 （3.0） 5.4 （1.9）

全体 7.2 （2.8） 12.4 （3.3） 33.2 （6.8） 9.3 （3.3） 9.8 （3.2） 5.0 （2.0）

Skewness 1.03 .37 –.16 .86 .54 .10

α 　.79 .66 　.82 .71 .65 .79

注．括弧内は標準偏差。N=298（男子：n=150，女子：n=148）。

Table　3　小学生における怒りの各変数間の相関係数

1 2 3 4 5 6

1 いらだち .37 .21 .46 –.09 .14

2 敵意 .47 .08 .28 –.13 –.07

3 怒り体験 .17 .35 .42 –.01 –.02

4 破壊的表出 .55 .41 .21 –.19 –.02

5 怒り制御 –.24 –.18 –.06 –.30 .25

6 社会的共有 –.13 –.13 .06 –.02 .18

注．上段は男子，下段は女子。太字の係数は有意（p <.05）。

Table　4　怒りの各変数と教師による評定との相関係数

攻撃的 不人気 不注意 学力

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

いらだち .04 .41 .10 .62 –.10 .58 .23 –.23

敵意 –.02 .11 –.03 .29 –.04 .29 .03 –.43

怒り体験 .01 –.05 .03 .17 .04 .24† –.08 –.23

破壊的表出 .23† .00 .05 .20 –.07 .28 .15 –.27

怒り制御 .08 .06 .29† –.02 .16 –.04 –.09 .15

社会的共有 –.07 –.07 –.04 –.17 –.17 –.17 .51 .26

注．男子n=36，女子n=35。学力についてのみ男女ともn=29。片側検定では .28以上，両側検定では .33以上（学
力では .37以上）が有意（p<.05，太字で表示）。† は有意傾向。
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要請の高さから注意の問題や学力不振が行動上の問題と
関連しやすいことが指摘されているが（Keenan, Loeber, 

& Green, 1999），本研究でも怒りの複数の側面と「不注
意」，学力の低さに相関が見られ，これらが関連しやす
いことが示唆された。

MSAIの「積極的対処」については，男子で「怒り制御」
と教師評定の「不人気」との間に正の弱い相関が見られ
た。これは Furlong et al.（2002）が指摘するように積極
的対処が必ずしも適応的に働かない可能性を示唆してお
り，積極的対処の内容や適応との関連についての詳細な
研究が望まれる。また，男子では「社会的共有」と学力
の間に相関が認められた。社会的共有は他者に対して怒
りを言語的に表現し共有することであり，こういった言
語化の能力と学力の高さが関連するものと考えられた。
変数間の相関，教師評定との相関を通して先行研究と
一致する結果が多く認められ，怒りの多次元的測定の構
成概念妥当性の一部が確認されたと言える。しかし，行
動面以外の怒りの側面については，行動評定との相関だ
けでは妥当性の検討が不十分であり，その他の方法によ
る妥当性の確認がさらに必要とされる。

研究 2　怒りの多次元構造と発達的変化

研究1の調査対象と同集団 3）に対し，約3年後の中学2・
3年生時に再度調査を行い，同様の怒りの構造が認めら
れるか検討する。分析には研究 1で得られたデータも併
せて用い，怒りの各側面における発達的変化についても
検討する。
方　法
調査対象　研究 1の調査協力校と同地区の公立中学校

に通う 2・3年生の生徒 307名中，フェイスシートにて
A校または B校出身と回答した生徒 283名（男子 143名，
女子 140名）。無記名調査であり，研究 1の対象者との
対応づけは行っていない。
調査時期　2006年 7月。
調査内容　研究 1の因子分析の結果採用された項目を

用いた。
結果と考察
怒りの多次元構造の確認　怒りの各側面に関する項目

について研究 1と同様に主成分解による因子分析（バ
リマックス回転）を行った。5因子構造を想定して行っ
たところ，小学生時と同様MSAIの積極的対処の項目が
2つの因子に分かれて負荷を示した。また，慢性怒りの
「いらだち」と「敵意」に関する項目が全て同一の因子
に負荷を示した。これは，「いらだち」と「敵意」が慢
性的な怒りというひとつの概念の異なる側面であること
を裏付けるものであったと言える。6因子構造では「怒
り体験」の項目のうち教師と関わりのあるものとない
ものとがそれぞれ異なる因子に分かれて負荷を示した

ため，解釈のしやすさから 5因子構造が適当であると
考えられた。5因子での累積寄与率は 42.6％であり，因
子の固有値は順に 4.07，3.78，2.50，2.12，2.00であっ
た。各下位尺度項目の因子への回転後の負荷量は，「慢
性怒り」で .42 – .69，「怒り体験」で .44 – .62，「破壊的
表出」で .55 – .67，「怒り制御」で .41 – .61，「社会的共有」
で .79，.83，各下位尺度項目の他の因子への負荷はすべ
て .30未満であった。
因子分析の結果，研究 1と一部異なる構造を示したた
め，これらの怒りの構造を整理し，異なる調査時期にお
いて適用可能かどうかを調べる目的で，最尤法による確
認的因子分析を行った 4）。「いらだち」「敵意」「怒り体験」
「破壊的表出」「怒り制御」「社会的共有」の 6つの因子
を仮定し，「いらだち」と「敵意」の上位に「慢性怒り」
を，「怒り制御」と「社会的共有」の上位に「積極的対処」
を仮定した高次の因子分析も併せて行った（Figure 1）。
小学生時のデータへの適合度は GFI=.869，AGFI=.848，
CFI=.894，RMSEA=.040であり，中学生時のデータへの適
合度は GFI=.858，AGFI=.835，CFI=.858，RMSEA=.046

であった。いずれも十分とは言えないまでも，許容範囲
であると考えられた。「積極的対処」から「怒り制御」「社
会的共有」へのパス係数に小・中学生時で違いが見られ，
積極的対処のあり方や意味合いが発達段階で異なること
が示唆された。また，潜在変数間の相関関係にも調査時
期間に違いが見られ，小学生時に有意であった「破壊的
表出」と「積極的対処」の間の負の相関が中学生時で認
められず，これらが中学生では関連しないことが示され
た。
発達的変化について　中学生における男女ごとの記述

統計量を Table 5に示した。研究 1の小学生時の結果と
比較するため，怒りの変数を従属変数として学年（小学
5・6年，中学 2・3年の 2水準）と性別の 2要因分散分
析 5）を行ったところ，学年の主効果が「いらだち」（F
（1, 563）=22.23，p <.001，η2=.04），「敵意」（F（1, 563）
=45.33，p <.001，η2=.07），「破壊的表出」（F（1, 563）
=17.22，p <.001，η2=.03）で認められ，いずれも小学
生時よりも中時学生で高い値を示した。「いらだち」と
「破壊的表出」では小学生で大きかった変数の歪度が中
学生で小さくなり，正規分布に近づいていることから
も，これらの傾向が対象生徒の間により一般的に認めら

3）研究 1の調査協力校であった A校，B校の児童のほとんどが同
地区の中学校に進学しているため，他小学校出身と回答した生徒，
出身校が無回答であった生徒を除き，研究 1と同集団とみなして
いる。

4）分析には Amos16を用いた。
5）調査時期間でデータに対応がないため，分散分析においては学年
を調査対象者間要因として扱っている。個人内変動が誤差分散に
含まれており，タイプⅡエラーの可能性がある。結果には効果量
を付記した。
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れるようになると考えられる。「怒り体験」では学年と
性別の主効果（F（1, 563）=6.13，p <.05，η2=.01；F（1, 

563）=4.26，p <.05，η2=.01）がそれぞれ認められ，小
学生よりも中学生で，男子よりも女子で高い値を示した
が，効果量は小さいものであった。「積極的対処」のう
ち「社会的共有」では性別の主効果（F（1, 563）=52.77，
p <.001，η2=.09）が認められ，女子で男子よりも高い
値を示した。これは日比野・湯川・小玉・吉田（2005）
が中学生を対象に行った調査結果と同様であるが，本研
究では小学生においても女子の方が社会的共有を行いや
すいことが新たに示された。尺度のα 係数については，
「積極的対処」のうち「怒り制御」で研究 1の小学生時
よりも低い値を示した。積極的対処は一元的な概念でな
いことが指摘されているが（Furlong et al., 2002），発達
に伴いこれらが分化していくという可能性も考えられ
る。また，慢性怒りのうち「敵意」については小学生時
で低い値を示したが，中学生時では .74とある程度の信
頼性を示した。これは，得点の上昇とあわせて，敵意が

小学生から中学生にかけて意識されるようになるという
秦（1990）の指摘を支持するものであった。小学生時で
因子分析の結果それぞれ異なる因子に負荷を示した「い
らだち」と「敵意」の項目が中学生時では同一の因子に
負荷を示したことも，このような認知機能の発達と関係
している可能性があると考えられる。
怒りの各側面間の関連　怒りの各側面の特徴を検討す

るため，性別ごとに変数間の相関係数を算出した（Table 

6）。怒りの行動的側面である「破壊的表出」との相関は，
男子では「いらだち」との間で，女子では「敵意」との
間で最も大きく，女子において研究 1の小学生時と異
なる傾向を示した。一方，「破壊的表出」と「怒り体験」
との間の相関は男女共に弱く，男子で中程度であった小
学生時と異なっていた。これらのことから，中学生では
男女共に，場面状況的な怒りの強さよりも慢性的な怒り
の強さが破壊的な表出傾向と関連しやすいことが示唆さ
れた。また，慢性怒りと「怒り体験」の関連においては，
女子では「いらだち」「敵意」とも小学生時と同様の弱

Figure 1　高次因子を含めた確認的因子分析による怒りの多次元モデル
注．有意なパス・係数（ p <.05）のみを表示。係数は左が小学生時，右が中学生時。破線は小学生時のみの相関係数を表して

いる。下部の a1～ c12は項目番号。

Table　5　中学生における怒りの各変数の平均値

いらだち 敵意 怒り体験 破壊的表出 怒り制御 社会的共有

男子 8.2 （2.8） 14.3 （3.7） 34.2 （7.3） 10.3 （3.7） 9.8 （3.3） 4.2 （2.1）

女子 8.5 （2.5） 14.5 （3.9） 35.0 （5.7） 10.7 （3.5） 9.4 （2.7） 5.7 （2.0）

全体 8.3 （2.7） 14.4 （3.8） 34.6 （6.6） 10.5 （3.6） 9.6 （3.0） 5.0 （2.2）

Skewness .28 .22 –.14 .39 .50 .02

α .74 .74 　.79 .72 .54 .81

注．括弧内は標準偏差。N=269（男子：n=134，女子：n=135）。

破壊的表出

積極的対処

社会的共有

2 1.00/.53 0
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い相関が認められたが，男子では中学生時でいずれも有
意でなく，慢性的な怒りの強さと場面状況的な怒りの強
さが男子では関連しないことが示された。もう一方の行
動的側面である「積極的対処」については，小学生時に
女子で「怒り制御」とその他の怒りの側面に弱い負の相
関が見られたが，中学生時では女子で「社会的共有」と
「敵意」との間に弱い負の相関が見られた以外はいずれ
も有意でなく，男女ともに怒りの強さと積極的対処とが
関連しないことが示された。これには，先述のように中
学生時では「怒り制御」のα 係数が大きく低下しており，
項目が実際の行動を捉えられていないことも影響したと
思われる。

総　合　考　察

怒りの多次元構造
本研究の第一の目的であった怒りの多次元構造の確認
については，小・中学生時における因子分析により，慢
性怒りが状況刺激下での怒り感情，行動表出と弁別され
ることが確認された。さらに，「慢性怒り（いらだち・
敵意）」，「怒り体験」，「破壊的表出」「積極的対処（怒り
制御・社会的共有）」という構造が両調査時期に共通し
て当てはまることが確認された。これにより怒りを多次
元的に捉えることの妥当性が示されたと言える。
本研究では，慢性怒りを認知的側面である「敵意」と
情緒的側面である「いらだち」から捉えた。「敵意」に
ついては小学生時で低かったα 係数が中学生時で高く
なっており，秦（1990）やWoodall & Matthews（1993）
が指摘するように，敵意は中学生から高校生にかけて明
確に意識されるようになると考えられた。一方，情緒的
側面である「いらだち」では小学生でもある程度の信頼
性係数が得られたことから，小学生においても意識され
やすいいらだちに注目することが有用であることが示さ
れた。また，いらだちはわずかな刺激で否定的感情を爆
発させる予備状態である（Buss & Durkee, 1957）とされ
ているように，男女ともに日常的ないらだちを感じやす
いほど破壊的な表出をしやすいことも示され，認知的側
面の敵意だけでなく情緒的側面のいらだちも含めて慢性

的な怒りを捉えることが，児童期・思春期における怒り
を理解する上で重要であると考えられた。

MSAIの「積極的対処」の項目については特に中学生
時で尺度のα 係数が低く，Smith et al.（1998），Furlong 

et al.（2002）と同様の結果であった。これには項目数
が少ないこと，概念が一元的なものではなく抑制，リラ
クセーションや認知の再構築による情緒コントロールな
ど幅のある反応を含むこと（Furlong et al., 2002），また
それらが発達に伴い分化していく可能性があることが要
因として挙げられる。なかでも，「社会的共有」はその
他の反応と区別して捉えられる必要があることが本研究
の結果から示唆された。特に男子で学力と関連があるこ
とが示されたことからも，言語化やコミュニケーション
能力と怒りへの対処の関連の研究が今後望まれる。本研
究で「怒り制御」とした積極的対処のその他の項目につ
いては，小学生時では女子で「慢性怒り」，「破壊的表出」
との間に負の相関が認められたが，一方男子では怒り制
御をしやすいほど教師によって不人気であると認知され
る傾向があり，こういった対処が必ずしも適応的な意味
合いを持たない可能性も示された。何をもって積極的な
対処とするか，さらに検討が必要である。
怒りの発達的変化と男女差
「積極的対処」以外の各側面において，小学生時より
中学生時で高い値を示した。秦（1990）は「中学生は
青年期の初段階で第二反抗期に入り，精神的動揺に伴っ
てどの時期よりも攻撃的に行動化しやすい傾向を持って
いる」と述べており，本研究の結果もこれを支持するも
のであったと言える。また，「慢性怒り」や「怒り体験」
に関しては，認知機能の発達に伴って中学生で高くなっ
た可能性も考えられる。これは尺度得点の分布が中学生
時でより正規分布に近づいていたこととも関係している
と思われる。
攻撃行動には従来男女差があることが指摘されてい

るが，国内では男女差があるとする研究（例えば秦，
1990；日比野ほか，2005；坂井・山崎，2004）と，な
いとする研究（例えば坂井・山崎，2003；勝間・山崎，
2007）があり，一貫していない。本研究では「破壊的表
出」において男女差は認められなかったが，これには項
目に直接的な身体攻撃を含まないことが影響した可能性
がある。一方で，教師による行動評定との関連では，破
壊的表出をしやすい男子が攻撃的と認知される傾向があ
るのに対し，女子は不注意であると認知されやすく，男
女で実際の表出の仕方が異なると推察された。また，小
学生時には刺激下で怒りが喚起されやすい男子ほど破壊
的表出をしやすいことが示されたが，中学生時ではその
傾向は認められず，このような男女差は児童期に特徴的
である可能性が考えられた。
積極的対処のうち「社会的共有」については，小・中

Table　6　中学生における怒りの各変数間の相関係数

1 2 3 4 5 6

1 いらだち .54 .10 .46 –.14 .15

2 敵意 .45 .04 .30 –.16 –.09

3 怒り体験 .24 .17 .20 .06 .05

4 破壊的表出 .40 .49 .27 –.14 .12

5 怒り制御 –.12 –.10 –.08 –.03 .38

6 社会的共有 –.06 –.20 .13 .00 .01

注．上段は男子，下段は女子。太字の係数は有意（ p<.05）。
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学生時ともに女子の方が行いやすいことが示された。女
子が男子よりも積極的対処を行いやすいことはこれま
でにも指摘されているが（Furlong et al., 2002; Tangney 

et al., 1996），本研究では「怒り制御」には有意差はなく，
特に社会的共有において男女差が見られると考えられた。
問題点と今後の課題
教師による行動評定との相関は，男子で顕在性の攻
撃（「破壊的表出」と教師評定の「攻撃的」）では有意で
なかったが，相関係数は Smith et al.（1998）やMesser 

& Gross（1994）の結果と同程度であった。Smith et 

al.（1998）は広く用いられている尺度である Aggression 

Questionnaire（AQ: Buss & Perry, 1992）と教師評定と
の関連も同様に検討しているが，身体攻撃との間でも
r=.25と相関の程度は弱く，Nelson, Hart, & Finch（1993）
が指摘するように怒りは個人的な体験であること，また
本研究では質問紙調査の性格上子どもに認識される範囲
の怒りを扱っていることから，外的な妥当性につながり
にくいものと考えられる。同時に，本研究では行動評定
の対象児童数が少ない上，無作為抽出によるものであっ
たことも問題点として挙げられる。この点については，
坂井・山崎（2004）のように特徴的な児童のノミネー
ト法を用いて弁別妥当性を検討することが効果的と考
えられる。また，行動面以外の怒りの側面については，
HAQ-C，HAI等の怒りの複数の側面を含む他の自己記
入式尺度との関連から妥当性を検討する必要があり，今
後の課題である。さらに，本研究で見られたような怒り
の構造が他の集団でも確認されるかどうか，対象を拡大
することも求められる。
発達的変化に関して，本研究では同集団への追跡調査
を行い，小学生時のデータと中学生時のデータとを比較
検討したが，これらのデータ間に対応がないため個人内
変化を捉えられていない。本研究のように数年を経ての
追跡研究で小学校・中学校・高校と学校をまたぐ場合，
対応のあるデータの収集は困難であることが多い。しか
し，高い怒りを示す児童が発達に伴いどのように変化す
るかを検討するためには，個人内変化の追跡を可能にす
る縦断研究がさらに求められる。
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大鐘　啓伸
（名古屋大学大学院環境学研究科心理学講座）

障害児の早期療育に合わせてその子どもの母親に，子どもとの関係性や障害受容を促進するよう支援
していくことが必要である。特に，母子通園施設は，障害告知後の支援として初期にあたるため，母親
の心理状態を踏まえた支援を行うことが課題となる。そこで，本研究では，母子通園施設を利用した母
親の気持ちから，支援の過程で変化する母親の心理状態を検討することとした。まず，母子通園施設を
利用した 52名の母親の手記から，入園時 7項目，通園中 5項目，卒園時 5項目に母親の気持ちを分類評
定した。次に，その結果について数量化Ⅲ類およびクラスター分析を行ったところ，〈自責解放〉，〈育児
困難感〉，〈関係発達的育児希求〉，〈育児効力感希求〉の 4つのカテゴリーが抽出された。このうち，3つ
の時期と関連がなかった〈自責解放〉については，支援よって変化していった過程を 2つの事例から検
討した。それらのことから，支援の過程において，母親は子育てや障害に関して様々な葛藤を抱いてい
たが，第三者からのサポートを感じ，子どもへの共感性を促進させていった。また，母親の心理状態には，
母親の養育観と障害認知に関する障害観が相互作用していることが推測された。そのことを踏まえて子
どもと母親の双方の気持ちに共感し，母親がサポートを受けている気持ちを持てるように支援する必要
があると考えられた。
【キー・ワード】　母子通園施設，母親支援，養育観，障害観，第三者のサポート

問　　　題

全国的に発達障害の早期診断，早期療育の認識が高
まっているとともに母親への支援が重要とされている。
そのような支援の場として，児童福祉法等の法令に基づ
く障害児通園施設や児童デイサービスがあるが，さらに，
障害の種類が特定していない乳幼児や特定の通園施設に
おいて療育の対象となりにくい障害児への柔軟な対応を
するため，各市町村などでは母子通園施設を設置してい
る。法的には明文化されていないが，母子通園施設が担っ
ている役割は多様である。その取り組みの一つが母子通
園であり，その意義については，障害児とその母親の関
係性を支援することである（吉川，2007）。
母子通園施設では，障害児が母親へ表出する要求行動
や愛着行動を促進させていくために，ともに遊ぶスキル
や日常生活動作の獲得など，その指導方法を母親に伝え
ている（吉川，2007）。その成果として，辻・田畑（2007）
は，障害児に顕著な発達的変化が見られること，母親の
障害受容が促進されることを報告している。また，松
下（2003）によると，母親の気持ちに寄り添うと同時に
子どもの障害や養育に関する助言という援助を行うこと
で，母親の障害受容の過程が促進されるものである。こ
れらのことから，母子通園施設における母親への支援に

ついては，母子の関係性および母親の障害受容を促進し
ていくことに焦点づけられるであろう。
母子の関係性については，母側と子ども側の要因の相
互作用によって形成されていくものである（Sameroff，
1993）。特に，母子関係の初期における母子相互作用を
コントロールするのは主に母親であることから，母子
相互作用の一側面である母親の情緒応答性（emotional 

availability; Emde & Sorce, 1983 /1988）の及ぼす影響が
大きいとされている（Schaffer, 1984）。情緒応答性とは，
母親が乳児の情緒表現に共感的に反応し，乳児とコミュ
ニケートするということである。そして，不適応のリス
クがある子どもの母親や母子相互作用がスムーズでな
い母親は，子どもの様々な感情を読み取ることが難し
く（Butterfield, 1993），また，育児困難感が高くなると
考えられている（小原，2005）。これらの母親について，
鬼頭・長屋・坪井・古井（2008）や長屋・坪井・鬼頭・
古井（2008）は，母子保健法に基づく乳幼児健診におい
て養育に課題のある臨床群となるので，母子通園による
支援が必要であることを報告している。一方，青木・馬場・
古川（1996）は，情動調律行動から障害児と母親の情
緒交流について説明している。母親は障害児の情動表出
行動に対して何らかの応答行動をしても障害児に間主観
性が発生しないので，母子の間に情緒的交流様式が展開
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しないものであり，また，情動調律（affect attunement; 

Stern, 1985）も形成されない。従って，母子関係の自然
発生的な発達過程では，母子の情緒的交流は促進されな
いままであることが推測されるので，母子関係への介入
が必要となる。このように情緒応答性や情動調律の側面
からも，母子の関係性を支援することについて，母子通
園施設が担う役割は重要であろう。
母親の障害受容については，Drotar, Baskiewicz，Irvin, 

Kennell, & Klaus（1975）によって，親の障害受容の過程
に“ショック”，“否認”，“悲しみと怒り”，“適応”，“再起”
の 5つの段階があることを示されている。Cunningham

（1982）は，障害受容の過程が段階的に順次直線的に進
んでいくのではなく，順不同で生起しながら変容してい
くというプロセスを経ていくとしている。中田（1995）
は，親への適切な援助を行うために，障害受容を課題と
することなく，障害児の親に繰り返される悲しみを慢性
的悲哀（Olshansky, 1962）という親の正常な反応として
理解を促すことが重要であり，その受容過程を螺旋形モ
デルと提唱している。松下（2003）は，螺旋形モデルの
特徴について，親の内面には障害にかかるポジティブな
感情とネガティブな感情の両方が常に存在しているが，
表面的にはこの二つの感情は交互に現れることを挙げて
いる。また，子どもの発達が促されることによって，ポ
ジティブな感情の出現頻度がネガティブな感情より多く
なっていくものである。田中（2005）は，母親の障害受
容に様々な観点があることを概観し，母親の心的状況に
ついて，まず，悲しみや怒り，絶望感，恐れ，不安，焦り，
方向感覚の喪失を抱いていることを指摘している。そし
て，子どもへの拒否的な感情と保護的な気持ちの両面の
間を揺れている一方で，その両面の気持ちによって板ば
さみの状態を体験しており，さらに，自分自身への嫌悪
感や罪悪感をつのらせているとしている。これらのこと
から，障害受容の過程における母親の心的状況は複雑で
あることが窺われる。 

母子関係の発達的な促進についても障害受容の過程に
おける母親の心的状況の変化も終わることはないもので
ある（田中，2005）。そのような中でも，障害の告知を
受けた直後は，母親が自分の子どもを受容していくとい
う過程において重要な時期である。そして，母子通園施
設ではその時期の母親を支援するという役割を担ってい
る。母子関係や障害受容に関する母親の心的状況は，支
援を受けながら複雑な様相を示していくものと考えられ
るが，そのことを含め，母子通園施設における研究につ
いては，統計的手法を用いてさらに進めていくことが求
められている（大鐘，2009）。そこで，母子通園施設を
利用している母親の心理状態はどのようなものかを明ら
かにするとともに，その場所と時期における支援によっ
て，母親の心理状態はどのように変化するのかを分析す

ることが必要であろう。そのために，本研究では，母子
通園施設において変化する母親の気持ちを調査し，その
ことから母親の心理的構造を分析するとともに，支援に
関連する要因を探る。そのことによって，より適切な障
害児の早期療育および母親の支援についての知見が得ら
れることを期待するものである。

方　　　法

調査対象
A県内の母子通園施設である T園の年度活動報告書

に掲載された T園を利用している母親の手記を対象と
して調査を行った。この手記は，T園が年度報告書の一
部に T園を利用した母親の文集を掲載するために，母
親に「T園に通って思うこと」などについて A4用紙 1

枚 800字程度以内で寄稿してもらうよう書面にて依頼し
たものであった。その書面には年度報告書作成後に関係
機関へ配布する旨が付記されていた。なお，それぞれの
年度に卒園した母親の手記は，T園に通っていたことを
回想的に振り返るとともに，これからのことを思い描き
ながら自由に書かれていた。そして，手記に記載された
内容は，どれもが，T園に通うことに至った母親の気持
ちや当時の子どもの様子，通園中の子どもの発達してい
く姿とそれに伴う母親の気持ち，そして，卒園時におけ
る子どもの状況やこれからの生活とそれに関する母親の
気持ちなどであった。
また，T園ではそれぞれの子どもの個人記録表が作成

されており，ここでの療育の実施の際に活用するため，
子どもや家庭の状況が記載されていた。個人記録表につ
いては，対象者の基本的な特性を調査した。
手記および個人記録表の閲覧に関して，筆者は，本研
究の概要と個人情報の十分な保護など倫理的に配慮する
ことを，口頭および文書にて T園の管理者である園長
に説明した。T園では，母親に対して事前に手記および
個人記録表の閲覧に関する倫理的な手続きがなされてい
ることから，T園の管理者である園長において，本研究
のための閲覧が許可された。閲覧した手記および個人記
録表は，X年から X+7年の間に T園を卒園した子ども
の母親 52名分であった。
対象者の特性

T園の利用形態は，子どもの発達の状態や家庭の事
情に合わせて週 1回から 5回までの間で，母親と T園
が話し合って決めていた。T園での療育は，1日 4時間
で主に課題遊びと自由遊びから構成されており，1ク
ラスに 6組程度の母子が参加して，療育指導員によっ
て行われていた。卒園時の母親の平均年齢は 34.35歳
（SD=3.93）であった。子どもの平均年齢は，入園時が 2.52

歳（SD=.70），卒園時が 4.21歳（SD=.87）で，男子 38名，
女子 14名であった。子どもの障害の種別は，卒園まで
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に診断がされたのは知的障害が 24名，自閉症候群が 9

名，その他が 4名で，診断がされなかったのは 15名で
あった。平均通園期間は 1.84年（SD=.81）であった。
分類および評定

52名の手記の内容について，KJ法（川喜田，1967）
を用い，母親の気持ちが記述された箇所を抽出し，分類
した。抽出にあたっては，母子通園施設に通うことで変
化する母親の心理状態の特徴を整理するために，（1）T

園に通うことに至った入園時の母親の気持ちや当時の子
どもの様子（以下「入園時」と略記），（2）通園中の子
どもの発達していく姿とそれに伴う母親の気持ち（以下
「通園中」と略記），（3）卒園時における子どもの状況や
これからの生活とそれに関する母親の気持ち（以下「卒
園時」と略記），の 3つの時期に区分した。そして，そ
の時期ごとの母親の気持ちを抽出することとした。な
お，複数年通園して複数年度の活動報告書に手記を掲載
していた場合は，それらをまとめて一つの手記として取
り扱った。
抽出の方法は，手記に記述された母親の気持ちに関す
る部分を 1から 3文程度の文章単位で抜き出し，それを
1枚のカードに記入した。なお，同種類の気持ちについ
ては複数文あっても 1枚のカードに記入した。抽出した
文章の数は 1名当たり平均 7.15（SD=2.21）で，作成し
たカードは 293枚であった。従って，抽出した記述件数
は 293件であった。また，カードの作成に際しては，記
述した個人の判別ができるように 1から 52までの数字
をサンプルコードとして記入した。
カードの分類については，第 1段階として，293枚の
カードを「入園時」，「通園中」，「卒園時」の 3つの時期
に分類した。その結果，「入園時」は 116件，「通園中」
は 99件，「卒園時」は 78件となった。第 2段階として，「入
園時」の 116枚のカードを机上にランダムに並べ，記入
してある内容を何度も読み，意味が同一または類似して
いると考えられるカードを収集してグループ化した。次
に，収集したカードを全体的に見渡し，それらのカード
から，母親の心理状態を表していると考えられる共通す
るテーマを 1つのグループに 1つずつ付けた。同様の作
業を「通園中」の 99枚のカードおよび「卒園時」の 78

枚のカードに対して行った。第 3段階として，もう一度，
第 1段階から第 2段階と同様の作業を行い，母親の心理
状態を「入園時」7項目，「通園中」5項目，「卒園時」5

項目に設定した。このような作業を，筆者と障害児療育
の経験を持つ臨床発達心理士の 2名によって行った。
後日，この母親の心理状態の設定について，各項目の
内容的妥当性を検討するために，生涯発達科学を専攻す
る大学院生 2名（以下「評定者」と略記）が，筆者の分
類および設定の方法について文書および口頭で説明を受
けた後，独立して再分類し，評定を行った。評定者間の

一致率は，k=.93（p<.05）で，適当であると確認できた。
評定が一致しない項目は，筆者，臨床発達心理士，評定
者の 4人で協議した上で分類を行った （Table 1）。

結　　　果 1）

母子通園施設を利用した母親の心理状態の分類
母子通園施設の「入園時」，「通園中」，「卒園時」そ
れぞれの時期の母親の心理状態について分類した結果
を Table 2にまとめた。母子通園施設の入園時のうち一
番多かった項目は，子どもの「できないことへの心配」
が 28件（53.85％）で，次いで“どうして子育てをして
いけばいいのか”などの「障害対応への悩み」が 23件
（44.23％），“今後が不安になって涙を流した”などの
「障害を伴う育児への不安」が 19件（36.54％）であっ
た。通園中では，“自分の欲求を伝えることができるよ
うになった”など「子どもの成長への気づき」の 36件
（69.23％）が一番多く，次いで“子どものことを把握で
きるようになった”などの「母親成長の気づき」が 26

件（50.00％），療育指導員から“助けていただいた”な
どの「サポートの気づき」が 23件（44.23％）であった。
卒園する時には，“みんなが支えになってくれた”など
の「サポートの実感」が 19件（36.54％）で一番多く，
次いで“がんばっていきたい”などの「前向きな子育て」
が 18件（34.62％）であった。
数量化Ⅲ類による母親の心理状態の分析
母子通園施設を利用した母親の心理状態の構造を分析
するために，「入園時」7項目，「通園中」5項目，「卒園時」
5項目のそれぞれの項目について，サンプルコードごと
にない場合は「0」を，ある場合は「1」の数字を記して
整理した後，数量化Ⅲ類を行った。その結果，2軸を採
用した。それぞれの軸の固定値は，第 1軸が .26（0≦
λ ≦ 1），第 2軸が .19であった。数量化Ⅲ類から算出さ
れたカテゴリースコア（Table 2）を用いて，第 1軸を横
軸に，第 2軸を縦軸にとり，母親の心理状態を 2次元の
散布図に示した（Figure 1）。なお，利用していた時期（入
園時，通園中，卒園時）のカテゴリースコアについて分
散分析を行ったところ有意差はなかった。
また，カテゴリースコアに対してWard法によるクラ
スター分析を行ったところ，合理的に分類可能な 4つ
のクラスターを抽出したので，散布図上に示した。こ
の 4つのカテゴリーに対して分散分析を行ったところ，
第 1 軸が F（3, 13）=24.84，p<.01，第 2 軸が F（3, 13）
=92.50，p<.01で，それぞれ有意差があった。
次に，数量化Ⅲ類により算出されたサンプルスコア
を用い，子どもの性別，子どもの診断の有無に関して，
第 1軸，第 2軸における平均の差について t 検定を行っ

1）本統計については，エクセル統計 2008を使用した。
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た（Table 3）。子どもの性別は，第 1軸が t（50）=2.97，
p<.01，第 2軸が t（50）=4.78，p<.01で，それぞれ有意
差があった。子どもの診断の有無に関しては，第 1軸
が t（50）=2.28，p<.05， 第 2 軸 が t（50）=.61，n.s. で，
第 1軸に有意差があった。各項目との関連を示すため，
子どもの性別によるカテゴリースコア（男子：第 1軸
=–.69，第 2 軸 =–.87，女子：第 1 軸 =1.88，第 2 軸
=2.05）と子どもの診断の有無によるカテゴリースコア
（診断有：第 1軸 =–.90，第 2軸 =–.33，未診断：第 1

軸=2.23，第2軸=.53）をFigure 1の散布図上に布置した。

なお，母親の年齢および T園に通園していた期間に関
して，それぞれの平均値によりにサンプルを 2分割して
t 検定を行ったところ有意な差はなかった。
カテゴリーについての解釈
カテゴリー名について，1つ目は入園時の障害告知に

よる「自責から解放」の 1項目だけだったので〈自責解
放〉とした。2つ目は入園時の「子育ての辛さ」と通園
中の「子育て困難感」の 2項目だったので〈育児困難感〉
とした。3つ目は入園時の子どもの「できないことへの
心配」をし，「障害を伴う育児への不安」や母子通園施

Table　1　母親の気持ちの分類

区
分

項　　　目 項　目　の　内　容　の　具　体　例 項目の考え方

入
園
時

できないことへの心配
「どうして他の子にできることができないの」，「できないこと
を泣いた」，「何もかもができないことが心配」など

子どものできないことを理由に
心配している記述

障害対応への悩み
「見通しがたたない」，「困り果てた」，「どうして子育てをして
いけばいいのか」，「障害を受け入れられなくて涙した」など

子どもの抱える障害にどうした
らよいのかと悩んでいる記述

障害を伴う育児への不安
「今後が不安になって涙を流した」，「先がみえなくて不安」，「将
来どうなるのか不安」，「頭のなかがぐちゃぐちゃ」など

障害を抱える子どものことで母
親が不安を感じている記述

思いのあてはめ
「この子は変わりようがない」，「私の気持ちが伝わらない」，「子
どもの気持ちを知ろうと思わなかった」など

母親が持っている子ども像によっ
て、子どもと接していた記述

通園への戸惑い
「想像していたところと違っていた」，「どうして行かなければ
ならないの」，「園に入ることはどういうこと」など

母子通園施設にどうして通園しな
ければならないかに関する記述

子育ての辛さ
「子育てが辛い」，「イライラして怒ってばかり」，「子育てに疲れ
きっていた」，「解放されたい」，「すべてを投げ出したい」など

子育ての辛さに関する記述

自責から解放
「障害児と診断されたことで苦悩から解放された」，「障害児と
わかって不安がなくなった」など

障害告知によって自分の責任で
はないということに関する記述

通
園
中

子どもの成長への気づき
「友達関係が少しずつとれるようになった」，「自分の欲求を伝え
ることができるようになった」，「言葉がでるようになった」など

子どもの成長に対する母親の気
づきに関する記述

母親成長の気づき
「子どものことを把握できるようになった」，「子どもの成長を
見守ることができるようになった」など

母親として成長していることに
関する記述

サポートの気づき
「励ましてくれた」，「温かい声をかけてくれた」，「助けていた
だいた」，「悩みを打ち明けられた」など

第三者からのサポートを受けて
いたことに関する記述

子育て困難感
「育てることは大変と分って頭が痛い」，「楽しそうにしている子
どもが想像できない」，「成長を感じられなくて挫折しそう」など

子育ての困難さに関する記述

自分のせいではない
「自分の子育てが悪いわけじゃない」，「育ちにくさは母親のせ
いじゃない」など

障害の理解によって自分の責任
ではないという記述

卒
園
時

サポートの実感
「出会えた人が支え」，「みんなが支えになってくれた」，「先生
のおかげ」，「ここは私たちの居場所」，「支えられている」など

第三者からのサポートを受けて
いたことに関する記述

前向きな子育て
「がんばっていきたい」，「あせらずやっていきたい」，「心配も
不安もあるけど前向きにいきたい」など

心配などもあるが前向きに子育
てをしていくことに関する記述

母子の関係を大切
「見守っていこう」，「一緒に前に進んでいきたい」，「歩調を合
わせて付き合っていきたい」，「一緒に歩きたい」など

子どもとの関係を大切にした子
育てに関する記述

母親成長の実感
「母として成長させてもらった」，「待つ自信がついた」，「子ど
もとどう関わるか分かった」，「子どもを育てる楽しさ」など

母親として成長していることに
関する記述

その子として受容
「子どもは自分の分身ではない」，「この子でいいんだ」，「親の
所有物ではない」など

子どもをその子として受容する
ことに関する記述
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Table　2　母子通園施設を利用した母親の心理状態

数量化Ⅲ類における
カテゴリースコア

区分 項　　　目　　　 件数 （％） 第 1軸 第 2軸

1

入
園
時

1 できないことへの心配 28 53.85 0.54 0.63

2 障害対応への悩み 23 44.23 – 0.19 – 1.15

3 障害を伴う育児への不安 19 36.54 –  0.37 0.10 

4 思いのあてはめ 18 34.62 0.29 – 0.91

5 通園への戸惑い 15 28.85 0.41 – 0.01

6 子育ての辛さ 11 21.15 – 1.70 0.81

7 自責から解放 2 3.85 – 4.98 7.47

2

通
園
中

1 子どもの成長への気づき 36 69.23 0.08 0.05

2 母親成長の気づき 26 50.00 0.51 – 0.19

3 サポートの気づき 23 44.23 0.34 – 0.84

4 子育て困難感 10 19.23 – 1.94 2.79

5 自分のせいではない 4 7.69 – 0.09 – 0.13

3

卒
園
時

1 サポートの実感 19 36.54 0.28 0.52

2 前向きな子育て 18 34.62 – 1.26 – 1.04

3 母子の関係を大切 17 32.69 1.30 0.20 

4 母親成長の実感 15 28.85 – 0.54 0.17

5 その子として受容 9 17.31 1.41 0.70 

N=52

Figure 1　母親の心理状態のカテゴリースコアの散布図
注．四角内の数字は Table 2の区分で表記した母親の心理状態を参照。
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設の「通園への戸惑い」を抱きながら，通園中には「子
どもの成長への気づき」，「母親成長の気づき」，「自分の
せいではない」，卒園時には「サポートの実感」，「母子
の関係を大切」，「母親成長の実感」，「その子として受容」
という 10項目で，母親が発達促進的に子どものことを
受容し，関わろうとしている気持ちが窺われることから
〈関係発達的育児希求〉とした。4つ目は入園時の母親
自身の子育ての「思いのあてはめ」によって「障害対応
への悩み」，通園中の「サポートの気づき」を経て，卒
園時は「前向きな子育て」という 4項目で，母親の子ど
もをよりよく育てたいという気持ちが窺われることから
〈育児効力感希求〉とした。

4つのカテゴリーについて，第 1軸と第 2軸のカテ
ゴリースコアによりそれぞれ多重比較を行ったところ
（Table 4），第 1軸では〈関係発達的育児希求〉と〈育児
効力感希求〉に有意な差がなかったが，他のカテゴリー
間では有意な差があった。第 2軸では 4つのカテゴリー
間に有意な差があった。
障害告知により自責から解放された母親の気持ち
入園時の障害告知による〈自責解放〉のカテゴリー
は，数量化Ⅲ類およびクラスター分析の結果から，通園
中，卒園時の母親の気持ちが含まれていなかったので，
このカテゴリーが支援によってどのように変化していっ
たかを検討するために，2つに事例について個別に質的
に分析した（Table 5）。事例 1では，入園時の〈自責解
放〉が支援によって，通園中には〈育児困難感〉に変化
し，卒園時には〈育児効力感希求〉となっていった。ま

た，事例 2では，入園時の〈自責解放〉に合わせて〈育
児困難感〉と〈関係発達的育児希求〉を抱いていた。そ
れらの気持ちは支援によって，通園中には〈育児困難感〉
と〈関係発達的育児希求〉に，そして，卒園時には〈関
係発達的育児希求〉に変化していった。

考　　　察

母親の心理的構造
2軸についての解釈　数量化Ⅲ類で採用した 2軸のう
ち第 1軸は，入園時の「自責から解放」が – 4.98，通園
中の「子育て困難感」が –1.94，卒園時の「その子とし
て受容」が 1.41であったことから，母親の障害受容に
ついての気持ちが関係していると思われたので，障害観
の軸とした。障害観は，マイナスになるほど障害への対
応について困難を感じ，プラスの方向では障害への対応
についての困難感は低いと考えられた。子どもの障害の
診断の有無の布置から，障害の診断を実施している場合
はマイナスの部分であった。子どもの障害についての状
況が比較的明確であって，障害への対応に困難を感じて
いたことが診断の実施になったと推測された。障害の診
断を実施していない場合がプラスの部分であることは，
障害に対する困難感が低いため，診断の実施を見合わせ
ていることが推測された。このように，障害の診断の有
無の側面からも，この軸が障害についての困難感の大小
に関連したものであることが考えられた。
第 2軸は，入園時の「自責から解放」が 7.47，通園中
の「子育て困難感」が 2.79，卒園時の「前向きな子育て」

Table　3　各軸における子どもの性別と診断の有無の属性平均と標準偏差

子どもの性別 子どもの診断の有無

男子 女子 t 値 診断有 未診断 t 値

第 1軸
– 0.29　 0.69　

2.97**
– 0.24　 0.52　

2.28*
（1.09） （0.93） （1.18） （0.79）

第 2軸
– 0.42　 0.94　

4.78**
– 0.11　 0.09　

n.s.
（0.98） （0.67） （1.09） （1.10）

注．（　）内は標準偏差。*p<.05，**p<.01

Table　4　各カテゴリーにおけるカテゴリースコアの平均値と標準偏差

①自責解放 ②育児困難感
③関係発達的
　育児希求　

④育児効力感
希求

F 値 多重比較

第 1軸
– 4.98　 – 1.82　 0.35　 – 0.21　

24.83**
①＜②＜③

（0.00） （0.17） （0.64） （0.75） ①＜②＜④

第 2軸
7.47　 1.80　 0.21　 – 0.99　

92.50** ①＞②＞③＞④
（0.00） （1.40） （0.31） （0.14）

注．（　）内は標準偏差。**p<.01
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が –1.04であったことから，子育てにおける母親の気持
ちが関係していると思われたので，養育観の軸とした。
養育観は，マイナスになるほど子育てについて悩みなが
ら前向きであろうとして，育児効力感を希求しているこ
とが窺われた。プラスの方向では，子育てについて母親
が主体となって子どもとの関係をつくろうと取り組んで
いることが考えられ，そのためにこの軸の数値が高い場
合は，母親の養育に対する責任感が大きくなっていくも
のと推測された。また，子どもの性別における布置から，
女子を持つ母親はプラスの部分で男子を持つ母親はマイ
ナスの部分であった。長屋（2005）は，子どもの性別と
母親の関係性について，母親と娘の相互作用では母親が
主導性を示し，母親と息子の相互作用では母親が息子の
拒否的な情緒を読み取ることが困難で，息子の自己主張
行動を容認する傾向があるとしている。これらのことか
ら，この軸のプラスの方向では母親主導による育児に対
しての自己責任感が高く，マイナスの方向では障害児の
行動を容認することで育児に対して効力感を求めようと
する気持ちが大きくなることが考えられた。
養育観と障害観　そこで，母親の心理的構造を構成す
る 2つの軸，「養育観」と「障害観」について考察したい。
まず，養育観については，子どもの行動や感情に母親が
どのように応答しているかに関するものであると考えら
れる。母親は子どもの行動や感情に過度に調律しようと
して子育てに不適応な状態になる（三上・青木・馬場，
2003）。一方で，母親が子どもに応答的であろうとして
も，障害児との情緒的交流様式が展開しない（青木ほか，
1996）。従って，この軸がプラスになるほど，母親は，
自責，辛さ，不安，心配といった感情を強く抱くもので
あろう。そして，母子通園施設によるサポートによって
ほどよい情緒的交流が展開されるようになっていくもの

と推測される。また，この軸のマイナス方向の構造につ
いて，母親は自分自身の感情によって障害を持つ自分の
子どもを理解しようとしてもできないために（Buxbaum，
1983 /1988），障害児との情緒的交流様式が展開しない
こと（青木ほか，1996）から悩んでしまうのであろう。
従って，この軸はマイナスになるほど悩みの度合いは高
くなることが推測される。しかし，母子通園施設による
サポートによって，悩みながらも前向きな子育てをしよ
うとしていくものではなかろうか。プラス，マイナスど
ちらの度合いも過度に高くなった場合は，母子の相互作
用の課題になっていくことが推測できる。
次に，障害観とは，母親が障害をどのように認知して
いるかということであると考えられる。障害告知の直
後，母親は障害児の様々な感情を読み取ることが難しく
（Butterfield, 1993），母子の情緒的交流は促進されない
（青木ほか，1996）といった状況で，障害について十分
に認知できていないために，心的状況が混乱しており，
育児について困難感を抱いていると思われる。それは，
母親が障害を自分自身のこととして体験していないとい
うこと（Buxbaum, 1983 /1988）も要因であろう。それ
でも支援によって母親の障害認知は促進され，そのこと
で障害受容の過程が進むものである（辻・田畑，2007）。
このように障害受容において，母親の障害に対する認知
が影響しているのではなかろうか。従って，マイナスに
なるほど，障害に対する認知は不確かなものである上に，
それが大きな精神的負担になっていくと推測される。一
方で，プラスの方向では，障害の程度が明確になってい
ないようでもあり，障害との境界域の子どもと認知され
ているようにも思われる。または，子どもの障害につい
ての認知は明確になっていて，子どもへの対応ができて
いることが窺われる。

Table　5　入園時〈自責解放〉のカテゴリーに属する気持ちが支援によって変化していった過程（2事例）

事例 時期 記　述　内　容 項　　目 カテゴリー

母親：34歳
男子 5歳・自閉
通園期間：1年

入園時 障害児と診断されたことで苦悩から解放された 自責から解放 自責解放

通園中 何をやるにもこの子にとって大変で，頭が痛い 子育て困難感 育児困難感

卒園時 悩みがみんなに分かってくれる日がくる 前向きな子育て 育児効力感希求

母親：35歳
女子 3歳
未診断

通園期間 1.5年

入園時

障害児とわかって不安がなくなった 自責から解放 自責解放

泣く奇声を発するで大変な日々だった 子育ての辛さ 育児困難感

この子を怒る毎日が続いていて不安だった 障害を伴う育児への不安 関係発達的育児希求

通園中

できないことができるようになっていった 子どもの成長への気づき 関係発達的育児希求

周りのお母さんのがんばる姿を見てがんばれた 母親成長の気づき 関係発達的育児希求

成長を感じられなくて挫折しそうになった 子育て困難感 育児困難感

卒園時
この子のいろんなことを理解できた その子として受容 関係発達的育児希求

未熟な私を指導してくれた先生に感謝 サポートの実感 関係発達的育児希求
注．母親および子どもの年齢は卒園時。
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カテゴリーと 2軸の関係　〈自責解放〉は，第 1軸の
障害観として，障害受容について困難感が大きく，第 2

軸の養育観として，母親の主導的な子育てが窺われた。
そのことが自責解放の前提にあったものと思われた。障
害告知以前，母親は子どもの発達の課題を自分の責任と
して，その対応への困難感が大きいものであったのでは
なかろうか。そして，障害告知によって，母親は障害を
適切に認知できるようになり，母親自身の抱いていた自
責が解放されたというものであろう。〈育児困難感〉は，
第 1軸の障害観として，障害受容の過程で困難感が大き
く，第 2軸の養育観としては，母親が主導的に子育てを
していかなければならないと思っていた。そのために，
母親は子どもの発達の課題に対して辛いと感じているこ
とが推測された。〈関係発達的育児希求〉は，第 1軸の
障害観として，母親の障害受容が子どもとの関係性の中
で促進しており，第 2軸の養育観としては，母親が主
導的になって，子どもとの関係性を発達的に促進してい
くことを希求していると推測された。〈育児効力感希求〉
は，第 1軸の障害観として，母親が障害受容の現実場面
において困難感を抱きながらも，第 2軸の養育観からは，
母親は前向きな子育てによって効力感を求めようとして
いることが推測された。
心理的変化の過程
母子通園施設を利用した母親の心理的変化の過程は，
次の 3つから説明されるものと推測された。一つ目は〈関
係発達的育児希求〉であった。入園時，母親は，子ども
のできないことで心配し，そのことで母親は不安を感じ
ていた。通園することで，子どもと母親との関係が発達
的に促進され，卒園時には，母親は主導的に子育てに取
り組みながら応答的な関係を希求していくものであっ
た。二つ目は〈育児効力感希求〉であった。入園時，母
親は，自分自身の思いを子どもにあてはめて悩み，通園
中のサポートによって，卒園時には心配な気持ちを抱え
ながらも前向きな子育てを考えられるようになった。三
つ目は，〈自責解放〉に関する気持ちの変化であった。
障害告知による「自責から解放」を感じても，育児に対
する困難感は通園中も影響していた。母子通園施設の支
援を受けたとしても，母親の内面では，困難感や不安感
を抱いていたであろう。しかし，卒園時には「前向きな
子育て」の項目で構成されるカテゴリーの〈育児効力感
希求〉や「その子として受容」，「サポートの実感」の項
目で構成されるカテゴリーの〈関係発達的育児希求〉に
変化していくものであった。
この 3つの心理的変化の過程では，どれもが入園時，

通園中，卒園時のそれぞれの時期の心配，悩み，不安，
受容，援助などの母親の気持ちが混在しながら，母子の
関係性が促進されていった。併せて，障害受容の過程に
おいても，母親は複雑な心的状況に陥っている中で，障

害認知が促進されていった。そのような心的状況である
からこそ，母子関係の発達的な促進に伴った障害受容の
様相は，その時々の母親の感情の表出の状態によって，
螺旋形（中田，1995・松下，2003）として捉えることが
できるのではなかろうか。例えば，螺旋形については，
4つのカテゴリーに属している心理状態が，母子通園施
設においてサポートを受けることで，ポジティブな感情
の表出の度合がネガティブな感情より多くなっていくこ
とから言えることであろう。そして，それらの心理的状
態や変化の過程を理解していくうえで，母親の養育観と
障害観を見据えていく必要があると考えられた。
母子通園としての支援と今後の課題
母親は障害を抱えている自分の子どもを健やかに育て
ていきたいと思いながら，それは困難感や不安感などを
伴うものであった。そして，母子通園施設に母子通園す
ることによって，母親の障害認知が促進された。そのこ
とによって，母親を自責感から解放させた。また，母親
は障害児と同じように自分自身も第三者のサポートを受
けていることを感じることができた。さらに，母親とし
て成長する気持ちが持てるようになり，目の前にいる自
分の子どもを受容し，母子関係を発達的に促進されるも
のであった。そのような母子通園の支援において大切な
ことは，母親の養育観と目の前にいる子どもに関わる障
害観が相互作用していることを踏まえて，母子の情緒的
交流が促進されるように，双方の情緒に応答することで
あると思われた。
本研究では，質的データを量的に分析することで，母

子関係および障害受容における母親の心理状態の構造に
ついて一定の成果を見出すことができたと思われる。し
かし，母親の養育観と障害告知後の障害観とがどのよう
に相互作用し，複雑な葛藤を生じさせていくかという過
程については，明らかにはされていない。また，母親の
心的状態は複雑であるので，本研究における成果の妥当
性をさらに検討するとともに，それぞれのカテゴリーを
構成する項目の心理的な意味を詳細に解析していくこと
が求められる。そのためには，今後の課題として，養育
観，障害観がどのような要因で構成されているかを明ら
かにし，それらの要因と母親の情緒との関係性を分析し
ていく研究を進めていくことが必要であろう。 
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Maternal support is essential for the early growth and development of disabled children. Therefore, it is important to 

understand the mother’s psychological state. The present study examined the feelings of mothers (N=52) who were using 

care center for disabled children. Their feelings were classified three ways: “at the beginning of entrance to the center,” 
“time while attending the center,” and “at the time of finishing at the center.” Quantification methods of type III and cluster 

analysis were performed. As a result, 4 categories were extracted: “sense of release from self-reproach after notification of 
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categories were considered in that the there was an interaction between mothers’ views of childrearing and their conceptions 

of disability.
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