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Toexamineinteractiveeffectsofconceptualandlabelinglevelsoncategorizationasafunction

ofage,kindelgartners,２，．，and4thgraderswererequiredtojudgewhethertwoinstances

(drawings）ｉｎｅａｃｈｐａｉｒｏｆｆｏｏｄｏｒａｎｉｍａｌｓｂｅｌｏｎｇｅｄｔｏｔｈｅｓａｍｅｇｒｏｕｐｏｒｎｏｔ，Threecon-

ceptuallevelsofpairswereprovided：ｌｏｗｅｒｏｒｂａｓｉｃ（bananal-banana2)，middle（banana

l-apple)，andhigher（bnanal-cabbage）pairs、Aftertheoneinstanceineachpair（banana

l）ｗａｓｌａｂｅｌｅｄａｓｌｏｗｅｒｏｒｂａｓｉｃ（‘‘banana，'),middle("fruit''),ｏｒｈｉｇｈｅｒ("food，'）levelsbythe

expenmenter,ｔｈｅｓｕｂｊｅｃｔｓｗｅｒｅａｓｋｅｄｔｏｔｈｅｓａｍｅｑuestionThusthreeconceptuallevels

ranacrossthreelabelinglevels・Children，scategorizationassessedby“same”judgements

wasfacilitatedwhenthepairswithhigherconceptuallevelwerelabeledbythehigherlevel，

ｗｈｅｒｅａｓｉｔｗａｓｉｎｈｉｂｉｔｅｄｗｈｅｎｔｈｅｐａirswithmiddleconceptuallevelwerelabeledbythe

lowerlevel・Thesefacilitatingandinhibitingeffectsincreasedwithage，Thefindingswere

discussedbyactivationofcategoricalknowledge，limitationofknowledgedomain，and

equivalenceanddifferenceoftwoinstances．

【ＫｅｙＷＯｒｄｓ】CategOrization，COnceptualLevel，LabelingLevel，ActivationofKnOwledge，

LimitationofKnowledgeDomain．

カテゴリー化とは，２つ以上の異なる対象を等価であ

ると認識し，その等価性に基づいて対象のまとまり，す

なわちカテゴリーを形成する過程であり，カテゴリー化

は概念や概念形成を含む認知過程の基礎をなしている。

本研究の目的は，カテゴリー化に及ぼす概念の水準と言

語命名の水準の相互作用的効果とその発達的変化を検討

することである。

概念の水準に関しては，Roschら(Rosch,1978;Rosch

ら，１９７６）が３つの水準を提唱して以来，上位，基礎，

下位といった区別が定着している。Roschら（1976）は，

上位水準課題では幼稚園児と１年生は半数しか正しく分

類できず，３年生，５年生，大学生は全員が正しく分類

できるのに対し，基礎水準課題では幼児も１年生もほぼ

全員が正しく分類できることを見出し，基礎水準が心理

的に最も基礎的であり，最も初期に獲得されると主張し

た（Rosch,1978)。事実，子供が最初に獲得する対象名

は基礎水準名であり（Anglin，1977)，他の分類課題に

おいても基礎カテゴリー獲得の優位性が示されているが

（Horton＆Markman，１９８０；Mervis＆Crisafi，

1982)，その後の研究では，基礎水準の優位性に否定的な

結果も報告されている（Mandler＆Bauer，１９８８；

Saxbv＆Anglin,1983)。このような不一致があるとし

ても，カテゴリー化について組織的な研究を行なうのに

は，カテゴリーの階層構造を想定し，複数の概念水準に

ついて検討する必要がある。本研究では，後に詳しく述

べるように，上位，中位，下位といった３つの概念水準

を設け，カテゴリー化の発達的変化が検討される。

これまで述べてきた研究は，概念発達ないしカテゴリー

獲得が，主として子供の知識構造を反映すると仮定して

いるが，他方では，周囲から与えられるカテゴリー情報

の重要性を示唆する研究がある（Blewitt,１９８３；Callanan，

1985,1989；Markｍａｎ＆Ｈｕｔｃｈｉｎｓｏｎ，１９８４；Mervis，

1987：Waxman，１９９０；Ｗａｘｍａｎ＆Gelman，１９８６）。

概念発達をより包括的に理解するためには，子供の知識

構造，周囲からのカテゴリー情報，および両者の相互作

用が，カテゴリー化にどのように影響するかを明らかに

しなくてはならない。本研究では，子供の知識構造を実

験的に操作していないが，知識構造が異なると考えられ

る３つの年齢の子供を被験者として用いる。カテゴリー

情報については，その内容や与え方などによって影響が
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異なるが，本研究ではその1つとして，比較的よく用い

られ，実験的にも操作しやすい言語命名を取り上げ，概

念水準に対応する３つの命名水準を設けてカテゴリー化

に及ぼす効果を検討する。

カテゴリー化に及ぼす言語命名の効果を扱った最も初

期のものは，北尾・秦（1971）の研究である。果物，野

菜，花，烏それぞれ４事例の絵を用いた自由分類課題に

おいて，それぞれの絵を提示する際に“リンゴは果物で

す”とか“ハクサイは野菜です',というように，事例の

上位概念名を教示した。その結果，４，５歳児の概念分

類は概念名教示によって著しく促進されるが，６歳児で

はその影響がないことをことが見出された。近年になっ

てMarkmanandHutchinson（1984）は，２つの選

択刺激（１つは標本刺激と主題的関係にあり，１つは分

類学的関係にある）の中から，標本刺激と同じ仲間のも

のを選ばせるという３つ組課題において，標本刺激に無

意味綴りを命名することにより，分類学的関係にある刺

激の選択が増加することを見出した。Ｗａｘｍａｎａｎｄ

Ｇｅｌｍａｎ（1986)は，“衣類，，“食物'，といった上位概念名

を教示したときも，それに相当する日本語（“kimono”

"gohan”）を教示した場合にも，自由分類課題において

分類学的分類が促進されることを見出した。この研究で

日本語を教示した条件は，アメリカの幼児にとって日本

語は無意味綴りに等しいので，MarkmanandHutch‐

inson（1984）の無意味綴りを命名した条件と類似して

いる。

これらの研究は，上位概念名または無意味綴りといっ

たカテゴリー情報を与えることによって，分類学的カテ

ゴリー化が促進されることを示したが，実際に子供に与

えられる言語情報には概念水準に対応した水準がある。

例えば，幼児に“イヌ'，という名前を教えるときには，

イヌ（またはイヌの絵）を指差して“これはイヌです，，

というように，指示一命名法によってカテゴリー情報が

与えられる。しかし，同じ犬が見せられても，それが“秋

田犬”と命名されたり“生き物，，と命名されるように，

カテゴリー情報はそれが与えられる文脈に依存している。

Callanan（1985）によれば，基礎水準名を教える場合

にはその水準での指示一命名（"これはイヌです'，）が行

なわれるが，上位水準名を教える場合には，それに加え

て“イヌは生き物です，,というように，二重の指示一命

名が行なわれている。このことから，日常生活において

与えられるカテゴリー情報には，少なくとも２つの水準

の言語命名が用いられていることがわかる。

このことに関連して土居（１９８６）は，上位，中位，下

位といった３つの命名水準を設定して，命名によるカテ

ゴリー水準の等位化という観点から，次の実験を行なっ

た。例えば，ゾウとシカの絵を提示し，ゾウの絵に対し

て“ゾウ'，という下位水準名，“けもの'，という中位水準

名，あるいは“動物'，という上位水準名を付し，それぞ

れの場合について，被験者がシカに対してどのような名

前を付けるかを調べた。等位化の測度としては，シカに

対して下位命名では“シカ，，，中位命名では“けもの'，，

上位命名では“動物”という名前付けが用いられた。そ

の結果，幼児から小学５年生へと学年が進むにつれて等

位化が容易になり，カテゴリー化における文脈依存性の

発達が示唆された。この研究は，３つの命名水準を設定

している点で評価できるが，残念なことに，提示される

絵の組合せについては概念水準が操作されていない。

最近になってＷａｘｍａｎ（1990）は，動物と食べ物の

概念について上位，中間，基礎，下位といった４つの概

念水準を設定し，幼児の自由分類に及ぼす４つの命名水

準の効果を検討するために，日本語の名詞（“gohan'，

‘‘kudas”“budas”“shiras''など）を命名した。Wax‐

ｍａｎａｎｄＧｅｌｍａｎ(１９８６）と同様に，上位概念の分類で

は命名による促進効果があったが，概して結果はそれほ

ど明確なものではなかった。Ｗａｘｍａｎの研究では，４つ

の概念水準と４つの命名水準が組み合わされてはいるも

のの，日本語の名詞は，アメリカの幼児にとっては新奇

な無意味語であるので，実際には命名水準を操作したこ

とにはならない。

本研究では，以上に述べた諸研究を発展させて，カテ

ゴリー化に及ぼす概念水準と命名水準の相互作用的効果

とその発達的変化を明らかにしたい。まず，概念の種類

としては生き物と食べ物を取り上げた。これら２つの概

念は，その階層構造が比較的明確であるとともに，子供

にとってなじみのあるものであり，また，Ｗａｘｍａｎ

（1990）をはじめ従来の研究でしばしば用いられている。

次に，概念の水準については，上位（生き物，食べ物)，

中位（烏，果物)，下位（スズメ，バナナ）の３つの水準

を設定した。本研究の下位水準はRosch（1978）の基礎

水準に，上位水準と中位水準はＷａｘｍａｎ（1990）の上

位水準と中間水準に相当するものである。命名の水準に

ついても，概念水準に対応して上位，中位，下位の３つ

の水準を設定した。カテゴリー化の査定には分類課題が

比較的多く用いられてきたが，自由分類には，特に年少

児の分類学的知識が十分に反映されないという批判

（Markｍａｎ＆Callanan,１９８４）も考慮して，本研究で

は仲間判断課題を考案した。この課題は，対提示される

２つの事例が同じ仲間か否かの判断を求めるもので，自由

分類よりも単純であり，概念水準と命名水準を操作しや

すく，カテゴリー化に及ぼすそれらの効果がより鋭敏に

とらえられると考えられる。

本研究では，概念水準を操作するのに，仲間判断課題

の事例対そのものが３つの概念水準を表すように構成し

た。生き物で例示すると，下位概念対はスズメ１とスズ

メ２（向きや形が異なる）で，ともにスズメという下位
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概念名を共有し，中位概念対はスズメ１とツバメで，と

もに烏という中位概念名を共有し，上位概念対はスズメ

ｌとキンギョで，ともに生き物という上位概念名を共有し

ている。また，命名水準を操作するのに，対の一方の事

例（スズメｌ）に対して，実験者が“スズメ'，（下位命名)，

"烏'，（中位命名)，“生き物'，（上位命名）という３つの水

準の命名を行う。このようにして，３つの概念水準と３つ

の命名水準の組合せができるので，カテゴリー化に及ぼ

すそれぞれの主効果だけでなく，交互作用的効果が明ら

かにされる。

従来の研究で，言語命名によってカテゴリー化が促進

され命名条件は，本研究の上位概念対に上位命名を与え

る条件，あるいは中位概念対に中位命名を与える条件に

類似している。従って，これらの条件では命名によるカ

テゴリー化の促進が期待される。しかし，下位概念対に

対して下位命名を与える条件については予測できない。

本研究では，概念水準よりも上位または下位の命名が与

えられる条件が設定されている。概念水準よりも上位の

命名によって事例間の等価性の認知が促されるならば，

カテゴリー化が促進され，概念水準よりも下位の命名に

よって事例間の差異性の認知が促されるならば，カテゴ

リー化が抑制されるであろう。一般に，カテゴリー情報

の利用は子供のカテゴリー知識に依存していると仮定さ

れるので，年齢が増加するにつれて，言語命名の促進あ

るいは抑制効果がより顕著になると予想される。

方法

実験計画

３×３×４×２の実験計画が用いられた。第１の要因は

年齢（幼児，小学２年生，４年生）で被験者間の要因で

あった。第２の要因は概念水準（上位，中位，下位)，第

３の要因は命名水準（上位，中位，下位，なし)，第４の

要因は概念の種類（生き物，食べ物）であり，いずれも

被験者内要因であった。

被験者

被験者は幼稚園児80名（男児46名，女児34名)，小

学２年生68名（男児33名，女児35名）および小学４年

生６１名（男児26名，女児35名）であった。それぞれの

平均年齢（範囲）は５:７（５:２～５：１１），８：１(７:７～

８：７）および１０：１（９：７～１０：７）であった。

材料

国立国語研究所（1981）の表から，烏，魚，果物，野

菜で頻度の高い事例を選び，Ｔａｂｌｅｌに示すように，ス

ズメ１とバナナ１の絵を標本事例とし，それぞれの概念

水準に応じた事例を対にした。各事例は７．０ｃｍ×７．０ｃｍ

の白紙に線画で描かれている。生き物の下位概念対はス

ズメ，中位概念対は烏，上位概念対は生き物であり，食

べ物では同じ順にバナナ，果物，食べ物であった。幼児

Table１本研究で用いた事例対

食べ物
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セットＢ

下位概念対

中位概念対

上位概念対

ワ
］
ヨ

メ
メ
ギ

ズ
バ
ン

ス
ツ
キ

’
’
一

『
１
『
１
１
１

，
メ
ー
メ
ー
メ

ズ
ズ
ズ

ス
ス
ス

子供のカテゴリー化に及ぼす概念水準と命名水準の効果

下位概念対

中位概念対

上位概念対

セットＡ

３
ギ

ナ
ン
ネ

ナ
カ
マ

バ
ミ
タ

－
１
１

ナ
ナ
ナ

ナ
ナ
ナ

寺
、
や
、
や
、

ノ
ノ
ノ

バナナ１－バナナ２

バナナ１－リンゴ

バナナ１－キャベツ

用は，9.0ｃｍ×18.0ｃｍの白い厚紙に左右に並べて貼り

つけたものであり，小学生用は，１ページごとに，9.0ｃｍ×

18.0ｃｍの枠の中に左右に並べて描いたものを冊子にした。

スズメとバナナについてはそれぞれ３枚ずつの絵をつく

り，大きさがほぼ同じで向きや形が異なるようにし，ス

ズメ１，２，３およびバナナ１，２，３とした。

生き物セットと食べ物セットを１つずつ組み合わせて

4つの組を作り，各被験者に４つのうちの１組を与えた。

各組は生き物，食べ物それぞれ３対からなり，これら６対

を同じ概念に属する事例対が続かないように，また同じ

概念水準の事例対が続かないようにして提示した。

手続き

幼児の場合は個別実験を行なった。まず，7.5ｃｍ×７．５

ｃｍの厚紙に事例の絵を１枚ずつ貼りつけたものを提示し，

それぞれの絵の名前を尋ねた。ほとんど全員が絵の名前

を正しく言えたが，誤った場合には正しい名前を教えた。

次に，それぞれの事例対について，絵に描いてある２つ

のものが同じ仲間か違う仲間かを尋ね，“同じ”か“違う'，

で答えさせた。事例対は被験者の反応速度に応じて１枚

ずつ提示された。６対の提示が終了すると，対の左側の

事例（スズメｌかバナナｌ）に対して実験者が命名を行

なった。下位命名の場合には，スズメ１（またはバナナ

1）の絵を指差して，“これはスズメ（またはバナナ）で

す”と言い，そのあとで左右の絵を交互に指差して，“こ

れとこれは同じ仲間ですか,，と尋ねた。６対に対して下

位命名に基づく仲間判断が終わると，続いてその６対に

対して“烏，，または“果物”の中位命名に基づく仲間判

断を求めた。最後に，同じ６対に対して“生き物'，また

は“食べ物'，の上位命名に基づく仲間判断を求めた。

小学生の場合は，２４枚とじの冊子を用い，教室で実施

した。最初の６対については，絵に描いてある２つのも

のが同じ仲間であると思ったら○印，違うと思ったら×

印をつけさせた。残りの１８枚のうち最初の６枚には，左

側の絵の上に“これはスズメです,'，次の６枚には‘‘これ

は鳥です，,，最後の６枚には“これは生き物です，，という

ように，下位命名，中位命名，上位命名に相当する命名

文が書いてある。それぞれの命名文に基づいて，左右の

事例が同じ仲間（○）か違う仲間（×）かを答えさせた。
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事例対はそれぞれ１５秒ずつ提示し，合図に従って一斉に

ページをめくらせた。

結果

各事例対について“同じ'，または○印で応答したとき

にカテゴリー化ができたとみなし，その割合（％）をカ

テゴリー化の測度とした。生き物，食べ物ともに，セッ

ト間および男女間にあまり違いがなかったので，以下で

は，２つのセットと男女を込みにして分析する。

生き物

Ｔａｂｌｅ２は生き物の結果を示したものである。命名な

し条件の年齢差をみるために，概念水準ごとに３（年齢）×

２（応答）のＸ２検定を行なった。その結果，３つの水準と

も１％水準で有意であり（ｘ２の値は下位，中位，上位の

順に11.76,31.36,19.03,〃＝２)，表から明らかなよう

に，下位概念対と中位概念対では幼児く２年生＝４年生，

上位概念対では幼児＞２年生＝４年生であった。年齢ご

とに概念水準の差をみるために，２水準ずつを対にして

ＭｃＮｅｍａｒの検定を行なった。幼児では下位＞中位＞上

位（下位と中位のＸ２＝１０．３１，中位と上位のＸ２＝37.09,

いずれもＰ＜,０１）であり，下位概念対から上位概念対へ

とカテゴリー化できた者が著しく減少した。２年生と４年

生では検定をするまでもなく下位＝中位＞上位であり，

下位概念対と中位概念対は９５％前後であるのに，上位概

念対は０％に近かった。

命名効果をみるために，それぞれの命名条件から命名

なし条件の割合を引いた値（表中の括弧内の値）につい

て，McNemarの検定を行なった。表中の＋印は命名に

よってカテゴリー化が促進され，－印は抑制されたこと

を示し，前者を促進効果，後者を抑制効果と呼ぶ。命名

水準ごとにみると，下位命名では，２年生と４年生で下

位概念対と中位概念対に有意な抑制効果があり，その効

果は２年生よりも４年生の方が，また下位概念対よりも

中位概念対の方が大きかった。中位命名では，いずれの

場合にも有意な命名効果がなかった。上位命名では，幼

児で中位概念対に有意な抑制効果があり，３つの年齢で

上位概念対に有意な促進効果があった。この促進効果は

年齢が増加するにつれて顕著になり，４年生では全員が

上位概念対のカテゴリー化に成功している。概念水準ご

とにみると，下位概念対と中位概念対では，２年生と４年

生に下位命名による有意な抑制効果があり，その効果は

２年生よりも４年生の方が，また下位概念対よりも中位概

Table２カテゴリー化の割合（％）と命名なしとの差一生き物一

Table３カテゴリー化の割合（％）と命名なしとの差一食べ物一

命名水準
概念水準幼児

＊Ｐ＜､0５＊＊Ｐ＜､０１

命 名 な し 下 位命名中位命名上位命名

20（＋6）

79(＋73)*＊

85(＋85)*＊

幼児

下位概念対２年

４年

78（－６）

78(-18)*＊

56(-42)*＊

７８（－６）

９６（０）

lOO（＋2）

４
６
８

８
９
９

75（

96（

95（

ｊ
ｊ
ｊ

９
０
３

’
一

概念水準幼児

幼児

中位概念対２年

４年

60（－５）

16(-77)*＊

11(-86)*＊

-10)＊

０）

０）

５
３
７

６
９
９

５８（

８８（

１００（

－７）

－５）

＋3）

55（

93（

97（

幼児

下位概念対２年

４年

幼児

上位概念対２年

４年

18（

１（

０（

＋2）

０）

０）

15（

０（

０（

－１）

－１）

０）

３０（＋14)＊

８２（＋81)*＊

100(＋100)*＊
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８５（

100（

100（

４
６
０

１

－５）

＋1）

＋3）

＊Ｐ＜､0５＊＊Ｐ＜､０１

命名水準

１
１
１

３
５
０

一
一

十1）

０）

＋3）

命名なし下位命名中位命名上位命名

25(＋11)＊

０（－２）

０（０）

幼児

上位概念対２年

４年

８９（

lOO（

９８（

ｊ
ｊ
１

１
１
１

｜
＋
＋

０
９
７

９
９
９

幼児

中位概念対２年

４年

55（＋7）

22(-68)*＊

８(-77)*＊

９１（

９９（

100（

11（

１（

０（

８
０
５

４
９
８

58(＋10)＊

94（＋4）

98(＋13)＊

59(＋１１)＊

94（＋4）

98(＋13)＊



子供のカテゴリー化に及ぼす概念水準と命名水準の効果 ５

念対の方が大きかった。上位概念対では，３つの年齢で

上位命名の有意な促進効果があり，その効果は年齢が増

加するにつれて顕著になった。

食べ物

Ｔａｂｌｅ３は食べ物の結果を示したものである。命名な

し条件について概念水準ごとに行なったｘ２検定は，中位

概念対（Ｘ２＝39.91,〃＝２）と上位概念対（Ｘ２＝10.08,

〃＝２）が１％水準で有意であり，表から明らかなよう

に，中位概念対では幼児く２年生＝４年生，上位概念対

では幼児＞４年生であった。概念水準の差に関する

McNemarの検定は，幼児では下位＞中位＞上位（下位

と中位のＸ２＝28.90,中位と上位のＸ２＝25.13,いずれも

Ｐ＜,01)，２年生と４年生では検定をするまでもなく下

位＝中位＞上位であった。

命名効果をみるために行なったMcNemarの検定結果

は次の通りである。命名水準ごとにみると，下位命名で

は，２年生と４年生で中位概念対に有意な抑制効果があ

り，その効果は２年生よりも４年生の方が大きかった。

中位命名では，幼児と４年生で中位概念対に，幼児で上

位概念対に有意な促進効果があった。上位命名では，幼

児と４年生で中位概念対に，２年生と４年生で上位概念

対に有意な促進効果があり，上位概念対での促進効果は

２年生よりも４年生の方が大きかった。概念水準ごとにみ

ると，下位概念対では有意な命名効果がなく，中位概念

対では，２年生と４年生で下位命名による有意な抑制効

果が，幼児と４年生で中位命名と上位命名による有意な

促進効果があった。上位概念対では，幼児で中位命名，

２年生と４年生で上位命名による有意な促進効果があり，

後者の効果は４年生の方が大きかった。

生き物と食べ物の比較

命名なし条件の下位概念対と上位概念対では，生き物

と食べ物がほとんど同じ結果であった。中位概念対では，

どの年齢でも生き物よりも食べ物の方が低いが，ＭｃＮｅｍａｒ

の検定は幼児（Ｘ２＝9.80,Ｐ＜､０１）と４年生（Ｘ２＝4.00,

Ｐ＜,０５)で有意差を示した。下位概念対と中位概念対の

差は，幼児では生き物より食べ物の方が大きかったが，

２年生と４年生ではそのような違いはなかった。

命名効果について，生き物と食べ物の主な類似点は次

の通りである。中位概念対で下位命名による抑制効果が，

上位概念対で上位命名による促進効果があり，これらの

効果は年齢が増加するにつれて大きくなった。下位概念

対の中位命名と上位命名，上位概念対の下位命名におい

て命名効果がなかった。生き物と食べ物の主な相違点は

次の通りである。下位概念対で生き物では下位命名によ

る抑制効果があったが，食べ物では命名効果がほとんど

なかった。中位概念対の中位命名と上位命名において，

食べ物では幼児と４年生で促進効果があったが，生き物

では命名効果がなく，幼児ではむしろ抑制効果があった。

考察

命名なし条件の結果は，カテゴリー化が年齢と概念水

準に大きく依存していることを明らかにした。下位概念

対における幼児のカテゴリー化は，生き物，食べ物とも

に小学生と同様に高い割合を示すが，中位，上位と概念

水準が高くなるにつれて著しい低下を示した。これに対

して小学生は，下位概念対と中位概念対では高い割合を

示すが，上位概念対では極端に低く，特に４年生では０％

であった。このように，どの年齢の子供も下位概念対を

等価なものと認知してカテゴリー化することができるが，

上位概念対については，どの年齢の子供もその等価性を

認知していない。なお，上位概念対では幼児が有意に高

い割合を示したが，標本値では１４～１６％であり，それ

ほど顕著な値とは考えられない。これは，幼児に見られ

る肯定的な応答傾向（"はい'，と言いやすい）によるもの

と思えるが，今後の研究では，少なくとも幼児の場合に

は応答理由を求めて分析する必要がある。

命名なし条件の上位概念対の結果から，特に小学生が

上位概念の知識を持っていないと考えてよいであろうか。

Ｔａｂｌｅ２と３の最右列からわかるように，小学生では上

位命名による著しい促進効果があり，８０％以上の者がカ

テゴリー化に成功している。この結果から，小学生は上

位概念に関する知識を十分に備えているが，日常場面に

おいては上位概念対を等価なものとして認知していない

のではないかと考えられる。それはおそらく，日常場面

においては中位概念対の等価‘性の認知は必要であるが，

上位概念対の等価性の認知は必要としないからであろう。

上位命名を与えることによって，上位概念の知識が活性

化され，それによって上位概念対の等価性の認知が促さ

れ，カテゴリー化ができたのであろう。

命名なし条件の中位概念対では，生き物が食べ物より

も高い割合を示した。その原因の１つとして，事例間の

形態的類似性をあげることができる。生き物の中位概念

対（スズメｌとツバメ）は食べ物の中位概念対（バナナ

ｌとミカン）よりも形態が類似しており，そのために生き

物のカテゴリー化が促進される。形態的ないし知覚的類

似性によってカテゴリー化が促進されることは，他の研

究によっても報告されている（Ｂｒｏｗｎら，１９８８；Fenson

ら，1988,1989)。もう１つの原因として，各事例名から

の中位概念名の連想しやすさをあげることができる。ス

ズメｌとツバメから“烏”を連想する方が，バナナ１と

ミカンから“果物'，を連想するよりも容易であり，その

ために生き物のカテゴリー化が促進される。

下位概念対で概念の種類によってあまり異ならなっか

たのは，生き物（スズメ１とスズメ２）も食べ物（バナ

ナ１とバナナ２）もともに，形態的に類似していたため

である。また，上位概念対でも概念の種類によってあま
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り異ならなかったのは，生き物（スズメｌとキンギョ）

も食べ物（バナナｌとキャベツ）もともに，形態的に類

似していないためであろう。幼児の場合には，中位概念

対の割合は生き物では下位概念対により近く，食べ物で

は上位概念対により近かった。これは，生き物では中位

概念対と下位概念対がより類似しており，食べ物では中

位概念対と上位概念対がより類似していることによるも

のと考えられる。

本研究の主な関心である言語命名の効果については，

いくつかの興味ある結果が得られた。まず，上位命名を

与えることによって，生き物も食べ物もともに，上位概

念対のカテゴリー化が促進され，その促進効果は年齢が

増加するにつれて顕著になった。この結果は本研究の仮

説と一致するものであり，言語命名によって，命名水準

に合致する水準の概念的知識が活性化され，それによっ

て事例対の等価性の認知が促され，カテゴリー化が促進

されたと解釈できる。促進効果の年齢差は極めて顕著で

あり，上位命名を与えられてカテゴリー化できた者は，

幼児では僅かに２０～３０％であったが，２年生では８０％

前後であり，４年生ではさらに多かった。この結果は，

小学生は上位命名によって活性化されるような概念的知

識を十分に所有しているために，著しい促進効果をもた

らすことができるが，幼児はそのような知識をほとんど，

あるいはあまり所有していないので，促進効果をもたら

すことができないことを示唆する。より一般的にいえば，

周囲から与えられるカテゴリー情報の利用は，その情報

が適用される課題のカテゴリー水準と被験者のカテゴリー

知識に依存しており，同じカテゴリー情報を与えても，

カテゴリー化が促進されたり，抑制されたりする。

中位概念対に対して上位概念名を与えた場合には，食

べ物では幼児と４年生で有意な促進効果があり，生き物

では幼児で有意な抑制効果があった。中位概念対の命名

なし条件では，生き物が食べ物よりもカテゴリー化の割

合が高く，このことが上位命名の異なる効果に関係があ

ると考えられる。食べ物の結果については，生き物より

も食べ物の方が各事例から中位概念名を連想しにくいの

で，命名なし条件でやや低い割合を示したが，“食べ物”

という上位命名を与えることによって，等価性が認知さ

れ，カテゴリー化が促進されたと考えられる。

生き物，食べ物ともに，上位命名は下位概念対のカテ

ゴリー化に対して有意な効果をもたらさなかったが，こ

れも命名なし条件の割合が著しく高かったことによるも

のであろう。幼児の場合には，上位命名によって生き物

の下位概念対（但しＰ＜､１０)と中位概念対のカテゴリー

化が抑制された。これは，下位概念対はともにスズメの

絵であり，中位概念対はともに烏の絵であるのに，大人

がそれとは異なる“生き物，，という名前を付けたために，

等価性が認知できず，“違う'，と答えてしまったのである

ワ。

次に，中位命名を与えた場合には，生き物ではどの概

念対でも有意な促進効果も抑制効果もみられなかった。

一方，食べ物では幼児と４年生の中位概念対，幼児の上

位概念対で有意な促進効果があった。食べ物，生き物と

もに，下位概念対で命名効果がなかったことは，上位命

名の場合と同様に，命名なし条件がかなり高い割合を示

したことによるものであろう。食べ物の中位概念対で中

位命名による促進効果があったことは，予想と一致する

結果であり，中位命名によって中位概念の知識が活性化

され，それによって等価性の認知が促され，カテゴリー

化が促進されたといえる。しかし，生き物では命名効果

がなく，これは，命名なし条件がかなり高い割合であっ

たことのよるものであろう。

上位概念対では，食べ物の幼児を除いて中位命名の効

果はほとんどなかった。生き物の上位概念対（スズメ１と

キンギョ）には“烏，，，食べ物の上位概念対（バナナｌと

キャベツ）には“果物”が命名されるので，各対が烏と

魚または果物と野菜に分化し，そのために差異’性の認知

が促され，カテゴリー化が抑制されるのではないかと予

想した。しかし，上位概念対の命名なし条件がかなり低

い割合であったので，予想された抑制効果は生じなかっ

た。幼児では，食べ物の上位概念対に中位命名の有意な

促進効果があったが，これは，キャベツやタマネギの絵

を何らかの果物として受け取ったことによるのかもしれ

ない。この点については，別の事例の絵を用いたり，被

験者に言語報告を求めたりして確かめる必要がある。

最後に，下位命名について考察する。本研究では，概

念水準よりも下位の命名を与えることによってカテゴリー

化が抑制されると予想した。上位概念対では命名なし条

件の割合が著しく低いために，抑制効果が生じにくかっ

たと考えられるが，中位概念対では生き物も食ぺ物もと

もに，下位命名による抑制効果があり，これは予想と一

致する結果であった。この抑制効果については，次の２つ

の可能性が考えられる。１つは，中位概念対に対して下

位命名を与えることにより，事例間の差異性の認知が促

されてカテゴリー化が抑制された。もう１つは，活性化

される知識領域が下位概念だけに限定されたために，中

位概念対を等価なものとして認知しにくくカテゴリー化

が抑制された。生き物，食べ物ともに，幼児では有意な

抑制効果がなく，２年生，４年生と年齢の増加とともに

抑制効果が顕著になった。これは，カテゴリー情報の利

用が年齢に大きく依存していることを示すものであり，

カテゴリー情報による差異性の認知および活’性化領域の

限定が，高学年になるほど強力に作用するといえる。な

お，年齢に伴って抑制効果が顕著になることは，下位命

名によって示唆される課題要求（"刺激を下位水準で比較

しなさい'，）に対して，年長になるほど敏感に反応できる
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ことを示しているとも考えられる。このことは，先に述

べた上位概念に与えた上位命名の促進効果における年齢

差についても言える。

本研究では，下位概念対に下位命名を与えた場合につ

いては予測しなかったが，結果は，生き物では顕著な抑

制効果があり，食べ物では命名効果がなかった。生き物

の下位概念対は２匹のスズメであり，食べ物では２本の

バナナであった。どちらの絵も形や向きが異なるように

描いてあるだけであるので，特に小学生では，これほど

異なった命名効果が得られたのは意外であった。生き物

の結果は，スズメ１に命名された“スズメ”はスズメｌに

固有のものであって，それがスズメ２には適用できず，

２匹のスズメの差異性を強調するような役割を果たしてい

ることを示唆する。これに対して食べ物の場合は，バナ

ナ１に命名された“バナナ”はバナナ２にも同様に適用

されている。今後は，このような違いの原因およびその

一般性について検討する必要がある。

先に述べたように，Ｗａｘｍａｎ（1990）は４つの概念

水準を設定し，自由分類に先立って，各水準の手がかり

事例に対して４つの水準の日本語の名詞を命名した。そ

の結果はあまり明確ではないが，上位概念の分類では日

本語命名の促進効果があり，中間概念と下位概念の分類

では抑制効果が認められた。本研究と部分的に類似した

結果ではあるが，Ｗａｘｍａｎの命名語は幼児にとって未知

の新奇語であり，本研究で用いた命名語は幼児でも知っ

ているものであった。また，課題も異なっていたので，

１つの実験計画の中で新奇語と既知語の命名効果を比較す

る必要がある。
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日常的類推課題における幼児と児童の知識の一般性

湯沢正通仮屋園昭彦前原いずみ
(広島大学教育学研究科）（広島大学教育学研究科）（広島大学教育学研究科）

Yuzawa,Masamichi（HiroshimaUniversity）；Kariyazono,Akihiko（HiroshimaUniversity）and
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DEvELoPMENTALPsYcHoLoGY1991，Vol､２，No.１，９－１６．

Ｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄｈｏｗgeneraltheknowledgeiswhichpreschoolandelementary

schoolchildrｅｎｃａｎｔｒａｎｓｆｅｒｔｏａｎｅｖｅｒｙｄａｙａｎａｌｏgicaltask86preschoolersand86third

graderswereassignedtoexpenmentalorcontrolconditions、Childrenofexpenmental

conditionｓｗｅｒｅｇｉｖｅｎｏｎｅｏｆｆｏｕｒStories，Ｔｈｅｆｏｕｒｓｔｏｎｅｓｗｅｒｅａｎａｌｏｇｙｌ：“Ａｃｈｉｌｄｈｅｌｐｅｄ
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Preschoolersgivenanalogiesland2andthirdgradersgivenanalogieｓ１，２，ａｎｄ３ａｎｓｗｅｒｅｄ

ｔｈａｔｔｈｅｙｗｏｕｌｄｈｅｌｐｍotherandtheydidsooftenspontaneously，Theresultsimpliedeven
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AnalOgicalTask

従来，９歳以前の子どもには類推能力がないとされて

いたが（Levinson＆Carpenter,１９７４；Stemberg＆

Rifkin,1979)，近年の研究では，子どもにとって適切な

課題を用いれば，９歳以前の子どもにも類推が可能であ

ることが示されつつある（Ｂｒｏｗｎ＆Campione,1984；

Brown,1989)。つまり，課題を単純化したり（Gentner，

1977)，ブロックなどの子どもにとって身近で親しみやす

い素材を用いたり（Crisafi＆Brown,1986；Alexander，

Willson,White,＆Fuqua,１９８７），子どもが理解しや

すい例話の中に課題を埋め込んだり（Holyoak,Jun､,＆

Billman,１９８４；Gentner＆Toupin,１９８６），身近な対

象についての因果的関係を類推させたりすることで

(Ｇｏｓｗａｍｉ＆Brown，１９８９；１９９０），幼児も先行課題

の解決に用いた知識を新しい課題に適用できるようにな

ることが示されたのである。これらの研究は，従来，特

定の状況と密接に結び付いている知識しか利用できない

と考えられていた幼児が，知識を先行課題と異なった課

題にも適用できること，つまり特定の状況からある程度

一般化した知識を別の状況に転移し，利用できることを

示した点で意義がある。しかし次のような点が問題とし

て残されている。

第１に，幼児が先行課題からどの程度異なった課題へ

知識を転移できるのか，つまりどの程度一般化した知識

を転移できるのかについて，系統的な研究がなされてい

ないことである。例えば，Holyoaketal．（1984）は，

魔女が手の届かない壷の宝石を別の壷に移すために，杖

で２つの壷を近付けるという例話を子どもに聞かせた後，

手の届かない箱のボールを別の箱に移す課題を与えた。

すると幼児にも，杖で２つの箱を近付けて，ボールを移

すことができた。このことから，幼児は魔女が宝石を移

したのと同じ手段を，ボールを移す課題に適用できるこ

とがわかる。つまり幼児にも“手の届かない容器の中の

事物を別の容器に移動したいとき，杖で２つの容器を近

付ける'，のような，魔女が宝石を移す状況からある程度

一般化した知識を抽出し，それを新しい課題に転移でき

るのである。しかしこの研究では，先行の物語と後続の

課題の共通部分を系統的に変化させていないので，例え

ば，その知識は，実は，“手の届かない所にある事物に変

化を加えたいとき，棒を使う'，といったより一般的な知

識であるのか，あるいは逆に，“手の届かない丸い容器の
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中の事物を別の同じ容器に移動したいとき，四角い杖で

２つの容器を近付ける”のようなより特殊的に制約された

知識なのか，については明らかではない。したがって先

行の物語と後続の課題の共通部分を系統的に変化させる

ことにより，幼児が特定の状況からどの程度一般化した

知識を転移できるのかを検討する必要がある。

第２に，課題で求められる操作や目標が幼児にとって

身近なものではなかったために，児童と比較した幼児の．

類推能力が過少評価される危険性が残っている。例えば，

先のHolyoaketal．（1984）の課題では，ボールや杖

などの素材自体は身近な物であるが，“手の届かない容器

の中のものを別の容器に移動する'，目標や，“杖で２つの

容器を近付ける”操作は，子どもにとって身近なもので

はないであろう。したがって，子どもがそのような形式

の知識をあらかじめ持ってはおらず，魔女の物語を聞い

た時点で初めてそれを形成しなければならないと考えら

れる。そして，そのような知識の形成や利用において，

児童の方が幼児に比べて勝っているのは明らかであり，

そのため幼児が児童のように，魔女の物語から形成した

知識を次の課題にうまく対応づけられないのは当然であ

る。したがって幼児にとって身近な目標や操作を取り上

げることで，幼児と児童の類推能力を評価する必要があ

る。

他方，被験児にとって身近な目標や操作を取り上げる

ことは，被験児が日常生活でしばしば直面する課題を取

り上げることであり，これは，従来の類推研究が新奇な

課題への知識の転移を問題にしてきたことと異なってい

る。子どもは，日常生活の中で，例えば“新しいおもちゃ

が欲しい'，という課題（目標）に直面したとき，以前お

もちやを手に入れた経験を思い起こし，その時の行動（操

作）からの類推により今の状況での有効な行動を決定す

るだろう。例えば“以前お母さんの食事の準備を手伝い，

おもちやをもらった，，経験を思い起こした場合，今“食

事の片付けで忙しいお母さんを手伝ったら，おもちゃを

買ってくれるかもしれない”と考えるだろう。しかし，

今“お母さんが掃除で忙しい'，状況に置かれているなら，

どのように考えるだろうか。このように子どもが日常生

活の異なった状況を関連付け，その間で知識を転移する

のも類推の重要な機能であると考えられるが，従来の類

推研究では類推のそのような側面が見逃されていた。こ

れは従来の研究の問題点であり，また幼児にとって身近

な目標や操作を取り上げることの第２の意義である。

以上の問題点を考慮し，本研究では，幼児にとっても

身近な目標や操作を取り上げ，さらに先行の物語とテス

ト課題との間の共通部分を系統的に変化させた上で，幼

児と児童が特定の状況からどの程度一般化した知識を転

移できるかを検討する。具体的には，子どもがおもちや

などを手に入れたい状況を考え，そのための手段として，

Fig.ｌのように，幾つかの一般性のレベルで分類される

一連の行動を想定する。全ての行動は，最も一般的なレ

ベルでは，“社会的に望ましい行動をして，ごほうびをも

らう，，と記述される。社会的に望ましい行動は，援助と

達成を含み，さらに援助は，手伝いと慰安を含み，最後

に手伝いは，食事の手伝いと掃除の手伝いを含む。先行

の物語は類推１群から類推４群まで４種類あり，テスト

課題と共有するテーマの一般性が順次高くなる。つまり

類推１群は，食事の手伝いのテーマ，２群は手伝いのテー

マ，３群は援助のテーマ，４群は社会的に望ましい行動

目的

Ｘを手に入れる

上琴勝り(雪雲'(琴三雫繍）
手段

社会的に望ましい行動が求められている－社会的に望ましい行動一ごほうび

Jj蕊if蕊欝
Fig.１４つの先行の物語とテスト課題の構造
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のテーマをそれぞれテスト課題と共有する。もし類推１群

でのみ適切な問題解決が促進されるなら，子どもは，“母

が食事に対する家事で忙しいときに，手伝いをすると，

ごほうびがもらえる，，のような知識を，食事の手伝いや

掃除の手伝い等の個々の場合について，別々に適用して

いると考えられる。それに対して類推１，２群で問題解

決が促進されるなら，“母が家事で忙しいときに，手伝い

をすると，ごほうびがもらえる，，のようなより一般性の

ある知識を転移できると考えられる。さらに類推１，２，

３群で問題解決が促進されるなら，“母が困っているとき，

援助をすると，ごほうびがもらえる'，のようなさらに一

般性のある知識を転移できると考えられる。そして全て

の類推群で問題解決が促進されるなら，“社会的に望まし

い行動が求められているとき，それをすると，ごほうび

がもらえる'，という最も一般的なレベルの知識を転移で

きることになる。ではいったい幼児と児童はどの群で問

題解決が促進されるのであろうか。この点を予測するた

めに，ここで先行研究の結果を少し検討しておこう。

従来の研究では（Ｈｏｌｙｏａｋｅｔａ1.,1984；Gentner＆

Toupin,1986），幼児が先行の物語とテスト課題との表

面的類似性に大きく影響されることが示されている。し

たがって，本研究の場合，幼児はテスト課題との表面的

な特徴が似ている類推１群でのみ問題解決が促進される

かもしれない。しかし，例えば，幼児が“母が食事の準

備で忙しいときに，料理を運んで，ごほうびをもらった'，

(類推１群）と聞いたとき，ごほうびをもらったのは，単

に料理を運んだからだと考えるだろうか。幼児であって

も，おそらく“お母さんが’忙しく仕事をしているときに，

手伝いをしたからだ，，と理解するのではないだろうか。

そのことを予想させる研究も幾つかなされている。第１に，

Nelsonらの一連の研究（Nelson,１９８６）によると，幼

児も，日常的な事象についての一般化した知識（スクリ

プト）を持っているとされている。第２に，Ｇｅｌｍａｎら

（Gelman，１９８８；Ｇｅｌｍａｎ＆Markman，１９８６；

Wellman＆Gelman，1988）の研究では，幼児も，外

的な行動や特徴を単純に結び付けるのではなく，事例間

の内的な類似性を“理論”により説明し，それに基づい

て推論することが示唆されている。したがって，もし幼

児が類推１群の先行の物語をそのように理解するなら，

類推２群の先行の物語も同様に理解するだろうし，食事

を片付ける状況（テスト課題）でも，“お母さんが忙しく

仕事をしているから，同様に手伝いをすれば，ごほうび

がもらえる”と類推すると考えられる。このため幼児に

おいても，類推１，２群で問題解決が促進されることが

十分に予想される。同様に，“母の肩がこっているときに，

母の肩を叩いて，ごほうびをもらった，，（類推３群）と聞

いたとき，“母が困っているときに，援助をしたから，ご

ほうびをもらった，，と理解できれば，食事を片付ける状

況でも，“お母さんが困っているから，同様に援助をすれ

ば，ごほうびがもらえる，，と類推するだろう。しかし料

理を作っている母親の“忙しく仕事をしている'’ことが，

外的な態度から容易に理解できるのと違って，肩がこっ

ている母親の“困っている”ことは，心的な状態であり，

幼児には理解しにくいかもしれない（久保，１９８７）。さ

らに“苦手な鉄棒ができるようになって，ごほうびをも

らった”（類推４群）と聞いたとき，“頑張って，ある事

ができるようになったから，ごほうびをもらった,，と了

解するのが一般的であるのに加え，“社会的に望ましい行

動'，の概念がきわめて抽象的であるため，幼児はもちろ

ん，児童も“社会的に望ましい行動をしたから，ごほう

びをもらった'，と理解するのは難しいかもしれない。以

上のことから，幼児では，類推１，２群，児童では，類

推１，２，３群で問題解決が促進されることを予想でき

るだろう。

なお従来の研究では，先行の物語と後の課題の類似性

に気付くことと，知識を対応付けることが区別され，前

者に失敗するために類推ができないことが，成人だけで

なく（Ｇｉｃｋ＆Holyoak，1980,1983；Holyoak＆

Koa,１９８７)，児童や幼児においても見られることが指摘さ

れている（Ｈｏｌｙｏａｋｅｔａ1.,1984；Crisafi＆Brown，

1986)。本研究の焦点は，後者，つまり先行の物語の知識

を後の課題状況といかに対応付けるかにある。したがっ

て，被験者が，類似性に気付かないために，類推に失敗

したのか，それとも特定の一般性のレベルの知識を転移

できないために，類推に失敗したのかを，区別する必要

が生じる。また，従来の研究と異なり，本研究では，幼

児や児童に身近な目標や操作を取り上げているので，被

験者は，先行の物語と後の課題状況の類似性に自発的に

気付くかもしれない。以上の２つの理由により，本研究

では，先行の物語と後の課題状況の類似性を指摘するヒ

ントを被験者に与え，ヒント前の自発的な類推と，ヒン

ト後の類推を，それぞれ分析する。

方法

被験者

保育園の年長クラスの幼児86名（平均５．９歳）を，類

推１群に１８名（男１０名，女８名)，類推２群に１８名（男

１０名，女８名)，類推３群に１７名（男９名，女８名)，類

推４群に１７名（男９名，女８名)，統制群に１６名（男９

名，女７名）分けた。さらに公立小学校の３年生の児童

86名（平均８．１０歳）を，類推１群に１８名（男８名，女

１０名)，類推２群に１７名（男８名，女９名)，類推３群に

１６名（男７名，女９名)，類推４群に１７名（男７名，女

１０名)，統制群に１８名（男８名，女１０名）分けた。

先行の物語と課題

類推１群から４群の先行の物語は，４つの場面から構
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さんは，‘ダメ，と言って，買ってくれません。でも，

あなたは，アイスクリームが食べたくてしかたがありま

せん。その後，あなたは，どうしますか？”

手続

幼児に対する手続幼児に対しては，１対１の面接法に

よる個別実験を行った。類推ｌ～４群の被験者に対して

は，以下のｌから３の手続を順に行い，統制群の被験者

に対しては，２の手続のみを行った。

１．４枚の紙芝居を用いて先行の物語を提示した後，物

語の理解を確認するため，以下の質問（被験者が男子の

場合）をする。

(ａ）“一郎君は何を欲しいと思いましたか？'，（ｂ）“一

郎君はおもちやの飛行機をお母さんに買ってもらうため

に，どうしましたか？，，

正しく答えられない場合は，紙芝居を使ってもう1度

お話を確認する。

２．テスト課題は，絵を提示しながら，幼児に質問し，

何も答えない場合は，次のように解答を促す。“…ちやん

は，お母さんにアイスクリームを買ってもらいたいとき

どうするの？'，，“他に思い付かない？，，

３．食事の片付けを手伝うという趣旨の解答がない場

合，次のようなヒントを与える。“さっきのお話で，一郎

君は，どうしたのかな。…ちやんも同じようなことがで

きないかな｡”

児童に対する手続児童に対しては各群ごとに集団で実

験を行った。類推１～４群の被験者に対しては，以下ｌか

ら３の手続を順に行い，統制群の被験者に対しては，２の

手続のみを行った。

成されていた。第１場面は主人公がおもちやを欲しいと

思っている場面であり，それに続く３つの場面は，類推

1群から４群のそｵ1それに対応する場面が描かれていた（Ｆｉｇ．

１参照)。被験者が幼児の男子の場合には，主人公を男の

子とし，欲しいものをおもちやの飛行機とした。これに

対して，被験者が幼児の女子の場合には，主人公を女の

子とし，欲しいものをお人形とした。被験者が児童の場

合には，男女とも，主人公を男の子とし，欲しいものを

マンガの本とした。以下に，類推1群の幼児の男の子版

を例として示す。

第１場面：一郎くんという男の子がいます。一郎くん

は，今，新しいおもちやの飛行機がとっても欲しいと思っ

ています。そこで，お母さんに“新しいおもちやの飛行

機が欲しいから，買ってよ”とおねだりしました。しか

し，お母さんは“ダメ，，といって買ってくれません。

第２場面：ある日，お母さんは，とっても忙しそうに，

食事の準備をしていました。ちょうど料理ができあがっ

て，お皿に料理をもりつけていました。

第３場面：そこで，一郎くんは，ごちそうを運んであ

げました。

第４場面：次の日，お母さんは一郎くんに，“ごほうび

よ”と言って，おもちやの飛行機を買ってきてくれまし

た。

テスト課題は，各群とも共通で，以下の通りである。

“ある日の夕方，ごはんを終わって，あなたは，アイ

スクリームが食べたくなりました。そこで，忙しくお皿

を片付けているお母さんに，‘アイスクリームが食べた

いから，買ってよ’とおねだりしました。しかし，お母

Tableｌ幼児と児童の各実験群と統制群で出された各タイプの解答の数，平均解答数
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Table２幼児と児童の各実験群と統制群の正解者数

２
３

児童幼児

(１）

１

14*＊

17*＊

類１類２類３類４統制群
(Ｎ＝18）（Ｎ＝17）（Ｎ＝16）（Ｎ＝17）（Ｎ＝18）

類 １ 類２類３類４統制群
(Ｎ＝18）（Ｎ＝18）（Ｎ＝17）（Ｎ＝17）（Ｎ＝16）

4

12*＊

９＊

１３*＊

８＊

12*＊

日常的類推課題における幼児と児童の知識の一般性

ヒント前

全体

答を書いていることに相互に影響を受けたのかもしれな

い。

課題状況に適切な方略である‘‘手伝い”と“食事の片

付け”に属する解答を正解としたとき，各実験群と統制

群の正解者数を示したのが，Ｔａｂｌｅ２である。幼児では，

類推１，２群の正解者数が，ヒント前，全体ともに多い

のに対して，児童では，類推１，２，３群の正解者数が

ヒント前でやや多く，全体でかなり多くなっている。幼

児と比較して，児童の類推１，２群の正解者数が全般に

低くなっているが，その理由として次のことが考えられ

る。つまり，幼児に対する先行の物語やテスト課題の提

示が，１対1の面接で，紙芝居を用いたのに対して，児

童に対するそれは，集団方式で，文章を用いたので，前

者の方法が後者のそれより，物語やテスト課題を理解し

やすいと思われる。そのような手続の違いのため，以下

の分析では，幼児と児童の結果の直接的な比較を避け，

年齢別に，各実験群と統制群の間の比較を行う。各実験

群のヒント前の正解者数，または全体の正解者数が統制

群のそれより多いかどうかをフィッシャーの直接検定法

により検定した。ただし４重に比較しているため，有意

水準を.００６２５とした（エヴェリット，1977,ｐ,47)。その

結果，幼児では，ヒント前で，類推２群が統制群より有

意に多く（ｐ＝．００００３），全体では，類推１群

(ｐ＝､000006）と類推２群（ｐ＝､0000001）が統制群よ

り有意に多かった。他方，児童では，ヒント前で，類推

１群（ｐ＝､0036）と類推３群（ｐ＝､００４６）が統制群よ

り有意に多かった。全体では，類推１群（ｐ＝､００００４)，

類推２群（ｐ＝.00008)，類推３群（ｐ＝､００００４）が統

制群より有意に多かった。また４つの実験群のヒント前

の正解者数，または全体の正解者数の割合に違いが見ら

れるかを，フィッシヤーの直接検定法により調べた。た

だし有意水準はライヤン法により定めた。幼児では，ヒ

ント前で，類推２群が４群より有意に多く（ｐ＝､0051)，

全体では，類推２群が３群（ｐ＝．0025），４群

（ｐ＝､０００()8）より，類推１群が４群（ｐ＝､0017）より

有意に多く，その他の群間では有意な差は見られなかっ

た。他方，児童では，ヒント前で，有意な群間差は見ら

れず，全体で，類推４群より，類推１群（ｐ＝､0015)，

類推２群（ｐ＝､0024)，類推３群（ｐ＝.0013）が有意

に多く，類推１～３群間の違いはなかった。以上のこと

１．先行の物語が印刷された用紙を配り，物語を実験

者が読み上げた後，被験者に５分ほど黙読させる。

２．テスト課題が印刷された用紙を配り，実験者が読

み上げた後，被験者に思い付くことをすべて書くように

教示する。

３．約１０分後に，全員に，幼児に対する手続３と同じ

ヒントを与え，再び思い付くことをすべて書くように教

示する。

結果

まず，各実験群と統制群の被験者のテスト課題に対す

る解決方法全体を幾つかのタイプに分け，そのタイプに

属する解答の数，および平均解答数を示したのがＴａｂｌｅ

ｌである。ヒント前の解答と，ヒント前後を合わせた全体

の解答を別々に示している。“手伝い”は，具体的な行為

を述べず，“お母さんを手伝う'，または“食事の片付けを

手伝う'’とした解答である。それに対して“食事の片付

け'’は“皿を運ぶ，，などの食事を片付ける行為を具体的

に示した解答である。以下，“食事の準備”は食事の準備

を手伝う行為，“家の掃除”は掃除を手伝う行為，“肩叩

き”は肩叩きや肩もみなどの行為である。さらに“達成'’

は運動や勉強を頑張ってやり遂げる行為である。Ｔａｂｌｅ

ｌの結果で，まず目に着く特徴は，幼児では，類推１，２

群で，“手伝い'，と“食事の片付け”が多いのに対して，

児童では，類推１，２，３群の“手伝い'，が多いことで

ある。他方，平均解答数を分析したところ，ヒント前，

全体ともに，幼児より児童の解答数が多かった（Ｐｒｅ－ｈｉｎｔ：

Ｆ(1,162)＝３３．１０，ｐ＜､０１；Total：Ｆ(1,162)＝99.94,

ｐ＜,01)。これは，Ｔａｂｌｅｌから明らかなように，幼児

と児童で“その他の方略,，の数が違うからであり，児童

が幼児より様々な方略を考え出すことができると言える。

また統制群も含めた各実験群間の違いは，幼児では，ヒ

ント前，全体ともに見られなかったが（Ｐｒｅ－ｈｉｎｔ：Ｆ

(4,162)＝1.77,ｐ＞､０５；Total：Ｆ（4,162)＝､99,

ｐ＞､０５），児童では，全体で見られ（Ｐｒｅ－ｈｉｎｔ：Ｆ(4,

162)＝1.95,ｐ＞､０５；Total：Ｆ（4,162)＝15.90,

ｐ＜､01)，類推１，３群が他の群より平均解答数が多かっ

た。これは，児童の類推１，３群で，ヒント後に，“その

他の方略，’に属する解答を多く書いた児童がかなりいた

ためであるが，集団実験のため，他の児童がたくさん解

９＋

15*＊

５
５＋

Ｆ
Ｏ
Ｏ
○

注：＊＊ｐ＜，01,＊ｐ＜､05,＋ｐ＜､1,は各実験群を統制群と比較した検定結果
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Table３幼児と児童の各実験群と統制群で，各タイプに属する解答を出した被験者数

ヒ
ン
ト
一
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児童幼児

から，適切な問題解決が促進されたのは，幼児で，類推

１，２群，児童で，類推１，２，３群であった。さらにこ

れらの群で，多くの幼児や児童が，ヒント前に自発的に

類推することがわかった。

テスト課題に対する解決方法をさらに詳しく検討する

ために，各実験群と統制群で，Ｔａｂｌｅｌの各タイプに属

する解答を出した被験者数を示したのがＴａｂｌｅ３である。

各タイプごとに，各実験群の人数を統制群のそれとフィッ

シヤーの直接検定法により比較した結果もＴａｂｌｅ３に同

時に示してある。ここで注目すべき結果は，“食事の片付

け'’は，幼児においてのみ類推１，２群の人数が統制群

のそれより有意に多いのに対して，“手伝い”は，幼児，

児童両方において，類推１，２，（３）群の人数が統制群

のそれより有意に多いことである。このことは，適切な

問題解決をした被験者の大部分が“手伝い''の解答を挙

げていることを意味する。また幼児において，“お皿を運

ぶ'，などの“食事の片付け，，に属する解答の多くが，“手

伝い”の解答の直後に，その具体例として挙げられたこ

とも考慮すると，これらのことは，先行の物語から転移

した知識が“母の手伝い（援助）をして，ごほうびをも

らう'，であることの傍証であると言えるだろう。他方，

先行の物語の主人公の行為をそのままテスト課題の解答

とした被験者は少なく，課題の状況を十分考慮して，解

決方法を考えていることが示唆される。ただしその例外

は，類推４群で，“達成'’の解答をヒント後に挙げた者が

多い。このことは，類推４群の被験者が，先行の物語と

の関連性を指摘されても，課題状況に合った知識を利用

できず，先行の物語の主人公の行為をそのままテスト課

題の解答にしていることを意味していると思われる。

注：＊＊ｐ＜,01,＊ｐ＜､05,＋ｐ＜､1,は各実験群を統制群と比較した検定結果

類１類２類３類４統制 群
(Ｎ＝１８)（Ｎ＝18)（Ｎ＝17)（Ｎ＝17)（Ｎ＝16）

類１類２類３類４統制群
(Ｎ＝18)（Ｎ＝17)（Ｎ＝16)（Ｎ＝17)（Ｎ＝18）
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考察

本研究は，子どもにとって身近な目標や操作を含む物

語とテスト課題を用い，さらに両者の共通部分を系統的

に変化させた上で，幼児と児童が特定の状況からどの程

度一般化した知識を転移できるかを検討した。その結果，

幼児は，類推１，２群で問題解決が促進され，“母が家事

で忙しいときに，手伝いをすると，ごほうびがもらえる，，

という一般性のレベルの知識を転移できることが示され

た。これに対して，児童は，類推１，２，３群で問題解

決が促進され，“母が困っているとき，援助をすると，ご

ほうびがもらえる'，という，より一般性のある知識を転

移できることが示された。また多くの幼児や児童が，ヒ

ント前に自発的にその知識を利用することも明らかとなっ

た。

以上の研究結果の意義は次の３点に整理できるであろ

う。第１に，幼児でも，先行の物語とテスト課題との表

面的な類似性に影響されず，ある程度一般化した知識を

転移できること，第２に，幼児と児童の類推における能

力差は，転移する知識の一般性の違いにあること，第３に，

身近な目標や操作を含む問題を与えられると，多くの幼

児や児童が自発的に類推できること，の３点である。以

下，これら３点について詳しく考察する。

１．幼児の知識の転移

幼児でも，掃除（類推２群）から食事の片付け（テス

ト課題）に知識が転移したことから明らかなように，幼

児の類推の利用が先行の物語とテスト課題との表面的な

類似性に制約されているわけではない。したがって，こ

れまでの研究で（Ｈｏｌｙｏａｋｅｔａ1.,1984；Gentner＆

Toupin,１９８６），幼児が表面的な類似性に大きく影響さ
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日常的類推課題における幼児と児童の知識の一般性 1５

れたのは，課題の目標や操作が幼児にとって身近なもの

でなかったためであると思われる。目標や操作が身近な

ものであれば，幼児でも，“母が家事で忙しいときに，手

伝いをすると，ごほうびがもらえる'，という一般化した

知識を転移できると言える。つまり，幼児は“食事の手

伝い”や“掃除の手伝い'，などの個々の現象を“お手伝

い”に関する知識で統一的に説明していると考えられる。

Brown(1989)は，２つの現象を共通に説明する因果的知

識が，子どもの知識体系の中で構成されているなら，知

識の転移が容易に起こるとしているが，“食事の手伝い,，

や“掃除の手伝い”に共通する“手伝いをしたから，ご

ほうびをもらった，，という因果構造が，幼児の知識体系

の中で構成されているのだろう。

しかし幼児では，類推３群で，問題解決の促進効果が

十分に見られなかった。このことは，幼児が“疲れてい

るお母さんの肩叩きをする，’ことを，“忙しいお母さんの

手伝いをする”こととは別の知識体系で理解しており，

その共通性（困っているお母さんを援助する）を十分抽

出していないことを示している。同様に，類推４群でも，

問題解決の促進効果が見られなかったことは，子どもが

"苦手な鉄棒を頑張って，ごほうびをもらう，’ことを，“忙

しいお母さんの手伝いをする”こととは別の知識体系で

理解していることを示すものである。ただし類推４群は，

類推３群と異なり，児童でも問題解決の促進効果が見ら

れず，しかも先行の物語を利用するように促すと，“達成”

の解答をする者が増加したことから，先行の物語とテス

ト課題との共通性（社会的に望ましい行動をする）を抽

出することは，児童でも困難であると言える。

２．幼児と児童の類推における能力差

幼児は，類推１，２群で問題解決が促進され，児童は，

類推１，２，３群で問題解決が促進された。このことか

ら，幼児は，“母が家事で忙しいときに，手伝いをすると，

ごほうびがもらえる'，という知識を転移できるのに対し

て，児童は，“母が困っているとき，援助をすると，ごほ

うびがもらえる”という一層一般性のある知識を転移で

きることがわかった。ただし幼児でも，類推３群で有意

水準に近い促進効果が見られたことから明らかなように，

幼児が後者のような理解をまったくできないわけではな

く，そのような一般性の水準で理解している幼児もいる

と考えられる。

Goswami＆Ｂｒｏｗｎ(1989)は，古典的な類推課題（例

えば，自転車：ハンドル：：船：？）が幼児の類推能力

を否定的に評価していたのは，幼児の知識が不十分な領

域を問題にしていたためだとし，“卵：割れた卵：：コッ

プ：？”のような身近な対象の因果的関係についての課

題により，幼児の類推能力を示した。このことは，幼児

が“(落とすと）Ｘが割れる'，というある程度一般的な形

式の知識を転移できることを示唆している。しかし，“自

転車：ハンドル：：船：？”のような課題が幼児に困難

であるのは，幼児のその領域の知識が不十分であるから

ではなく（幼児でもハンドルを曲げると，自転車の方向

が変わることは理解できるだろう)，ハンドルを曲げるこ

とや舵を回すことを“乗り物を操作する，，という一般性

の水準で理解できないからではないだろうか。本研究の

結果は，幼児と児童の類推能力の違いが，Goswami＆

Brown(1989)の主張するように，課題の背景となる領域

的な知識の違いと共に，課題を理解する知識の一般性の

形式が変化することを示唆している。

このような幼児と児童の知識の一般性の形式の違いは

次のような能力差をもたらすと考えられる。第１に，“忙

しく仕事をしているときに，手伝いをする'’よりも，“困っ

ているときに，援助をする”の方が一般性・抽象性が高

いために，“相手の疲れているときに肩を叩く'，などのよ

り広範な事例や，“母が食事の準備で忙しいとき，電話が

かかってきたら，電話にでる，，などの特殊な事例を同一

のカテゴリーに属するものとして取扱い，知識の転移す

る範囲を広げる。第２に，“忙しく仕事をしているときに，

手伝いをする'，が行動的な記述であるのに対して，“困っ

ているときに，援助をする”は心理的な記述であるため，

忙しくしているが，手伝いのいらない場合や，特別に忙

しくはないが，手伝いを必要な場合などを，相手の“困っ

ている'，気持ちに応じて柔軟に解釈し，適切な行動がと

れる。

３．自発的な類推

本研究では，多くの幼児や児童が，ヒント前に自発的

に類推をしたが，このことは，従来の研究結果(Ｇｉｃｋ＆

Holyoak，1980,1983；Ｈｏｌｙｏａｋｅｔａ1.,1984；Crisafi＆

Brown,1986)と著しい対照をなしている。これは，本研

究が，幼児や児童にとって身近な目標や操作を取り上げ

ているからだと思われるが，逆を言えば，従来の研究で

は，被験者にとって，身近な目標や操作を取り上げてい

なかったために，自発的な類推が少なかったと言える。

身近な目標や操作が，自発的な推論を促す理由として，

次のことが考えられる。第１に，テスト課題に対する先

行の物語の意味が理解しやすいであろう。例えば，“料理

を運んで，ごほうびをもらった'，という物語を聞けば，“ご

ほうびをもらうために，手伝いをすればよい,’ことが分

かり易いはずである。第２に，テスト課題がどのような

場面を描いているか把握しやすいであろう。例えば，母

親が食事を片付けている状況は，“お母さんが忙しく仕事

をしている，,場面であることの理解を容易にするであろ

う。第３に，テスト課題に対して先行の物語の知識を対

応づけることが容易になるであろう。
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syndromechildren・Thoughspecificcorrespondencesofplaylevelsandstagesoflanguage

whichMcCune-Nicolich（1981）hypothesizedwerefoundforonlytwｏｏｆｆｉｖｅｌｅｖｅｌｓ：level

２ａｎｄｌｅｖｅｌ５・LanguagewasgenerallydelayedincｏｍｐａｎｓｏｎｔｏｐｌａｙｌｅｖｅｌｉｎＤｏｗｎｓｙｎｄｒome

children．

【KeyWords】Ｌ０ｃａｌＨｏｍｏｌＯｇｙＭＯｄｅｌ，Language，SymbolicPlay，DownSyndromeChildren

問題

近年，初期言語発達と認知発達の関係に研究者の関心

が集まり，言語の特定領域が認知の特定領域と特定時期

に関連するとするＬＨモデル("LocalHomologyMod‐

e１，')が提出されて来た。このモデルに大きな影響を与えた

のはPiaget（1948）の認知研究で，それによれば，能

記は指標，象徴，記号の３つに区別され，象徴と記号は，

象徴は個人的な極，記号は社会的な極をなす点で違いが

あるが，両者とも健常児では生後２年目頃から出現して

来る点で類似している。また象徴シェマは代置が遂行さ

れるとき，真のシンボルとして機能する。

具体的な研究を見ると，健常児を対象にして，言語と

認知問の相関や発達過程の対応づけを調べたものが多い。

例えば，Batesのグループは，言語理解と相関するコミュ

ニケーションや象徴的身振りの側面と言語表出と相関す

るそれに違いがあることを報告している（Bates，

Bretherton，Snyder,Shore＆Volterra，１９８０；Bates，

Thal，Whitesell，Fenson＆Oakes，1989)。少し例を

あげれば，１３ヶ月の健常児で言語理解は文脈の手がかり

のある象徴的身振りと，言語生産は文脈の手がかりの少

ない見立てと相関が高かった；言語理解と言語表出は生

後２－３年目においては解離していて，それらに関連する

象徴釣身振りが異なっていた。McCuneNicolich（1981）

は，言語の構造変化と象徴遊びの構造変化は共に基底に

ある象徴能力の発達の影響を受けるので平行して起こる，

とする予想から研究を行い，健常児で多語発話の構造と

象徴遊びの構造が類似している事を示した（McCune-

Nicolich＆Bruskin,１９８２）。この他類似した多くの研

究がなされている（Lombardino,Stein,Kricos＆Wolf，

１９８６；Kelly＆Dale，１９８９；小椋，１９８８）が，一部の

研究を除いて言語と象徴遊びには関連（特に言語表出と

代置の象徴遊びの間に）があることが示されている。た

だし，関連は２８ヶ月頃には終了するらしく（Shore，

Ｏ，Connell＆Bates,1984），時期に関しては注意が必要

である。ダウン症児に関しては研究は少ないが，注目す

べき結果も出ている。例えば，Cunningham，Glenn，

Wilkinson＆Sloper（1985）は象徴遊びテスト（代置

より低いレベルを含む）の相当年齢と発達検査の理解尺

度の相当年齢の間に生活年齢を一定にした時有意な偏相
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関があったことを報告し，嶋田（1989）は母親への質問

紙記入による言語測度と象徴遊びの測度（例えば，シン

ボルと指示対象の距離や，行動の連鎖の程度）の関係を

分析し，表出言語と象徴遊びのある側面の間に高い相関

を報告している。その他，Ｈｉｌｌ＆McCune-Nicolich

（1981）は，象徴遊びで行為を結合できなかった子ども

は一語発話の段階にいたという観察から，ダウン症児に

おいても言語と遊びの基底に一般構造があることを推測

し，Beeghly,Hanrahan,Weiss＆Cicchetti（１９８５）

は健常児での言語と遊びの発達の平行性に類似した結果

をダウン症児でも見いだしている。

上記の研究結果を踏まえて，本研究では次の３点を明

らかにする。

（１）ダウン症児において言語（表出と理解）と遊びの間

にどんな関係があるか。具体的には，象徴遊びのどの下

位カテゴリーが言語のどの測度と相関があるか。

（２）ダウン症児において系列遊びと多語発話に何らかの

関係があるか。特に，長さと構造面から検討する。

（３）ダウン症児において遊びと言語の水準間の対応につ

いてのMcCune-Nicolich(1981)の仮説は実証されるか。

方法

被験児米国ワシントン大学児童発達遅滞センター（以

下「センター」と略記）の実験教育部門乳幼児プログラ

ムに参加経験のある１６～54ヶ月のダウン症児１８名(Table

l)。１６～３２ケ月の被験児８名に本観察の前後３ヶ月以

内に実施したベイリー乳幼児発達検査の知的発達指数は

54～９５で，知能年齢は１１ヶ月－２７．５ヶ月であった。観

察時に全員に実施したヴァインランド適応行動尺度注’

(VinelandAdaptiveBehaviorScales，以下

｢ＶＡＢＳ」と略記）のコミュニケーション領域の相当年齢

は１１ヶ月～４０ヶ月（Ｍ＝21.4)であった。対象児は早

注１

注２

ヴァインランド適応行動尺度はコミュニケーション，日
常生活技能，社会性，運動技能，不適応行動の５つの領
域からなっている。コミュニケーション領域は理解下位
領域，表出下位領域，書きことばの下位領域にわかれて

いる。本研究で測度とした理解下位領域は，理解，傾聴，
指示に従うことの３つのカテゴリーから成る２３項目で
構成されている。表出下位領域は前言語表出，話しはじ
め，相互作用としての話しことば，抽象的概念の使用，
話しことばの技能，複雑な考えを表現することの６カテ
ゴリーから成る７６項目で構成されている。

セットＩの遊具は人形１ケ，父・母・子ども・赤ん坊の
ミニチュア人形各１ケ，ガス台，フライパン，テイーポッ
ト各ミニチュアで1ケ，ミニチュアのコップと皿各２枚，
スプーン１ケ，容器１ケ，用途不定材料として棒１本，
紙ナプキン２枚，アルミフオイル１枚，箱１ケ，立方体・
円柱・直方体の色つき小積木１１ケ，小さく切ったスポ
ンジ１０ケである。

セットⅡの遊具は人形，くまのぬいぐるみ，ゴム製動
物，ブラシ，鏡，ネックレス，ポシェット，タオル，ガ
ラガラ，電話，ミニチュア人形ののったトラック，丸太
の入ったトラクター，箱が各１ケである。

Tablel被験児

月齢範囲

１６～2３

２４～3５

３６～4７

４８～５４

計

）内はサインと音声言語併用者の人数

_畠Ｌ
４（１）

６（４）

７（４）

１（0）

1８（９）

期療育プログラムの中で，SignedExactEnglish（ア

メリカンサイン言語に基づいているが機能語や時制など

の要素も含まれている）とサインを指導されている。サ

インは映像的でわかりやすく，運動的につくりやすい特

徴がある。Ｔａｂｌｅｌにはサイン使用者の人数も示した。

手続被験児ごとに観察と面接調査を実施した。センター

の録画室で行った観察では，まず１０分間ずつセットＩ（食

事等の遊具）とセットⅡ（身づくろい等の遊具）の遊具注２

で母子に自由に遊んでもらった。母親には子どもへ積極

的に働きかけず，子どもが働きかけてきた時，応答する

ように依頼した。遊びの後，５分間４冊の絵本を自由に

母子でみてもらった。観察場面は全てＶＴＲ録画した。観

察終了後，ＶＡＢＳのコミュニケーション領域・語結合・

サイン結合の有無・聴力障害の有無について母親から面

接調査した。

分析（１）遊び

１．遊びのカテゴリー分類

子どもの事物への行動は，なめたり，たたいたりの未

分化な初期の探索行動から，事物の特性にあった行動，

生後２年目に入っての事物を象徴遊びの中で使用する行

動へと変化する。象徴遊びには脱文脈化，脱中心化，系

列化という特徴がある。本研究では遊びの脱脈化の程度

を象徴化の程度とよび，Belsky＆Ｍｏｓｔ（1981)の事物

操作の発達シークエンスを参考にＴａｂｌｅ２に示すカテゴ

リーを作成した。象徴化の程度の最も低い段階の「関係

づけ操作」は，McCune-Nicolich（1981)がとりあげた

前象徴シェマ（後述）以前のカテゴリーと言える。象徴

化の程度の最も高い段階の「象徴遊び」の分類はBaron-

Cohen(1987)の定義に従っている。Baron-Cohenはふ

り遊びを次の３つに分類した。第１は，ある物をあたか

も他の事物の如く用いている遊び，第２は，その事物が

持っていない属性を事物に与える遊び，第３は，実際に

存在しないものにある如く言及する遊びである。本研究

では，第１をｒ代置｣，第２を「属性｣，第３を「想定」

と呼び，これらにある事物を身振りで示す「マイム」を

加えて象徴遊びの下位カテゴリーとした。カウントは，

象徴遊びについては発話内容や遊び中の関連行為から象

徴であるとはっきり認められる時にのみ行った。属性は

その事物が現在有していない特性を事物に与えていると
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Table２遊びのカテゴリー（象徴化の程度）

関連関係づけ

容れものと容れられるものの関係づけ。おくものとおかれ

るものの関係づけ。同じもの，同じ種類のものを結びつけ

る。機能的に関連のある2つ以上のものを結びつける。

例

積木をティーポットでたたく。

積木を容器にいれる。

積木をあつめる。

皿の上にコップを置く。

ガスのダイヤルをまわす。

ティーポットからコップへなにかをそそぐふりをする。

ガス台にさわり，“あつい'，という。

スポンジを食物にみたててたべるふりをする。

手でコップの形をつくる｡

想定

属性

代置

マイム

実際は存在していないものがあるかの如くふりを示す。

実際はその事物がもっていない特性を事物に与える。

事物をあたかももう１つの事物かの如く用いる。

ある事物を身振りで示す。

いうことで想定と同じ機能が関与しているので両者を一

緒に，またマイムは自分の身体を他の事物に用いている

ということで代置と同じ機能が関与しているので両者を

一緒にカウントした。系列をなした遊びは個々の行為に

わけカウントした。脱中心化は「慣用的“命名，，行為」

と「象徴遊び」での行為が自分でなくて人形や他者に向

けられる場合にカウントした。

２．系列をなした遊び

「系列をなした遊びは関連のある２つ以上の行為が同

時あるいは継時的に結合したもので，結合したものに関

係のない行為が介在した時終了する。ただし，途中で母

親から喚起された行動がある時はその行動はカウントせ

ず結合は続く」という定義に従って系列をなした遊びを

確定し，その頻度を算出した。さらに，系列をなした遊

びに含まれる行為の分析を通して「シンボル数」「行為種

類数」「行為結合数」「シンボルの最高数」「行為種類の最

高数」「行為結合の最高数」を算出する一方で，その行為

の内容から１で述べた遊びのカテゴリー分類を行った。

例えば，「カップの中をスプーンでかきまわし／口へスプー

ンを持っていって食べるふりをし／再びスプーンでカッ

プの中をかきまわし／ナプキンで口のまわりをふく」と

いう系列をなした遊びは，／を切れ目とする４つの行為

と，カップの中に食物を想定した１つのシンボルを含み，

かきまわす，口へスプーンを持っていく，ナプキンで口

のまわりをふくという３種類の行為が結合した遊びであ

る。発話や遊び中の行為からシンボルが認められない場

合には，シンボル数が０の系列をなした遊びとした。系

列をなした遊びのうち，遂行に先立つふり遊びや言語化

が認められるものを「プランの関係した遊び」とし，そ

の頻度も算出した。

３．遊びの水準

遊びの最高水準を元に各児を６水準（０～５）に分類

した。０を除く５水準（１～５）はMcCune-Nicolich

（1981）の遊びの５水準に対応する。水準Ｏは関連づけ

操作の段階が該当する。水準１は「前象徴シェマと名づ

けられ，事物の機能を知り事物に応じた慣用的身振りを

示す遊び」の段階で，本研究の慣用的“命名，，行為が該

当する。水準２は「自動象徴シェマと名づけられ，自分

に関係したふり遊び」の段階で，本研究の，象徴遊びの

想定・属性が該当する。水準３は「脱中心化した象徴ゲー

ムでの遊び」の段階で，人形・他者への遊びが該当する。

水準４は「１つのシェマを一連の受け手に適用したり，

多シェマを組合わせた複合的象徴ゲームをする」段階で，

本研究のプランの関係していない系列をなした遊びが該

当する。

４．信頼性

遊び水準Ｏ～５の７名の被験児(１６ケ月～４７ケ月）を

選び，セットＩの１０分間の遊びについて２人の評定者問

の一致‘度を求めた。カテゴリー分類に関する一致度は.85,

行為のカウントに関する一致度は.７１であった。最終的な

算出は１名が行い，不明な点はもう１名の評定者と協議

して結論を出した。

分析（Ⅱ）言語

まず，ＶＡＢＳのコミュニケーション領域の表出領域と

理解領域の得点を算出した。次に，合計25分間（セット

１，セットＩIでの遊び場面２０分間と絵本場面５分間）に

発せられた自発発話とサインを記述し，それを元に「総

発話数」「総異なり語数」「形態素での平均発話長（ＭＬＵ）

(＝総形態素数／総発話数)」「内容語での平均発話長（＝

総内容語数／総発話数)」「形態素での最高発話長」「内容

語での最高発話長」「サイン数」「サイン結合数」を算出

した。発音不明瞭でも一部の音声を含み，意味が明確な

時は発話として扱った。例えば“blo''といって“block，，を

意味している時である。次の発話まで３秒以上のポーズ

がある時，発話の切れ目とした。また，指示物，指示事

象のある名詞，動詞，形容詞，人称代名詞，量をあらわ

すことばを「内容語」とした。

多語発話の構造面の測度として，二語発話における語

順での「位置的パターン」（McCune-Nicolich＆Brusk‐

in，１９８２）の種類数と頻度を算出した。位置的パターン

とは，１つの単語が他の単語との組合せで同じ位置を占

めている事である。例えば，“Ｙｏｕsee”と“Yousing，，
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の場合「Ｙｏｕ＋Ｘ」の位置的パターンが１種類，頻度２

あったことになる。一種類以上の位置的パターンを示す

二語発話か，一つ以上の三語発話がある場合を，「ルール

に支配された語結合」があるとしてそれらの頻度を算出

した。

８名の発話について英語を母国語とする二人の評定者が

２５分間のテープの発話を記述して言語の信頼性を検討し

た。記述内容の一致度は.78,自発発話の総数の一致度は.88,

ＭＬＵの相関は.９５であった。

結果

ヴァインランド適応行動尺度のコミュニケーション領域

と遊び

生活年齢を一定にした時の遊びの各カテゴリーと理解・

表出の得点との偏相関係数を算出し，有意な偏相関のあっ

たカテゴリーをＴａｂｌｅ３に示した。「象徴遊び全体」のよ

うに表出・理解両方と有意な偏相関を示すものもあるが，

その他のものは片方とだけ有意な偏相関を示している。

観察場面での言語と遊びの下位カテゴリー

生活年齢を一定にした時の言語測度と遊びの測度の偏

相関係数を算出した（Table４)。総発話数と総異なり語

数が遊びの各カテゴリーと有意な偏相関を示しているの

に対して，平均発話長では有意な偏相関はほとんど見ら

れない。

Table３

コミュニケーション領域と遊びの下位カテゴリーの

偏相関係数（ＣＡ一定）（Ｎ＝18）

生活年齢
カテゴリー

慣用的“命名''行為

想定・属性

代置・マイム

象徴遊び全体

人形・他者への遊び

系列をなした遊び

生活年齢（相関）

､586**3）

､452＊

､750**＊

､690**＊

､527＊

､796**＊

､532*2）

､651*＊

､274

.643*＊

､485＊

､430＊

－．０５５２）

、３７１

．６５２*＊

、611*＊

、３２３

．４７６＊

**＊Ｐ＜､001,＊＊ｐ＜､０１，＊ｐ＜､0５
１）VinelandAdaptiveBehaviorScales
２）偏相関係数

３）相関係数

観察場面での言語と系列をなした遊び

系列をなした遊びを行った被験児１２名について，観察

場面での言語測度と系列をなした遊び測度間の，生活年

齢を一定にした時の偏相関係数を算出した(Table５)。

ほとんどの箇所で有意な偏相関が認められるが，系列を

なした遊びでは行為種類の最高数で，言語では内容語で

の平均発話長のところで有意なものの数が少ない。Table

５にはプランに関係した遊びと言語測度との偏相関係数も

示してある。それを見ると，内容語での平均発話長を除

Table４遊びの下位カテゴリーと言語測度間の偏相関係数（ＣＡ一定）
（Ｎ＝18）

言語測度 内容語での

平均発話長

、２５３

．２８９

．３４０

．１３０

．７２８**＊

カテゴリー

＝

墨聖圭記
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生活年齢

＊*＊Ｐ＜､001,＊＊Ｐ＜､01,＊Ｐ＜・O5

Table5言語と遊びの系列測度間の偏相関係数（ＣＡ一定）
(Ｎ＝12）

､937**＊

､571＊

､637＊
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､409

,617＊

,809**＊

､335

.417

.592＊

.672＊

､580＊

,４１６

．４５０

言語

系列をなした遊び

シンボル数の平均

行為種類数の平均

行為結合数の平均

シンボルの最高数

行為種類の最高数

行為結合の最高数

プランの関係した遊びの頻度

､860**＊

､445

.639＊

､627＊

､322

.601＊

.705*＊

､965**＊

､568＊

､610＊

､681＊
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.626＊

､827**＊
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､899**＊

､515

.662＊
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､393

.600＊

.771*＊

生活年齢（相関係数）

**＊ｐ＜､001,＊＊ｐ＜､０１，＊ｐ＜､0５
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Table６

内容語での最高発話長と系列の遊びに含まれるシン
ボルの最高数，行為種類の最高数，行為の最高数に
おける被験児の分布

に含まれた２つのシンボルは想定と属性であった。もう

１名（Ｒ児）はチューブが挿入され，聴力障害は現在な

いとのことだった。この被験児の異なり語数は４，異な

りサイン数は３で，系列に含まれたシンボル（スポンジ

を人形の口にもっていった）は代置と想定であったが，

この系列は母親の“Ｄｏｙｏｕｗａｎｔｔｏｆｅｅｄｂａｂｙ?'，に喚

起されたものである。内容語での最高発話長が１以下の

被験児はＲ児をのぞいて，代置を含む系列の遊びはなかっ

た。また，系列に含まれる２つのシンボルの中に最低１つ

の代置を含む遊びをした被験児は，内容語を２つ含む多

語発話を発した。分析対象の１２名のうちプランの関係し

た遊びを行った者は５名で，この５名の内容語での最高

発話長はすべて２以上であった。残り７名の内容語での

最高発話長は１以下であった。内容語での最高発話長と

プランの関係した遊び間のクラメールのＶ係数はTable

７の通り１．０だった。形態素での最高発話長については，

プランの関係した遊びを行ったものはすべて２以上であっ

たが，プランのない系列の遊びを行った２名も形態素で

の最高発話長が２であった。プランの関係した遊びを行っ

た５名の被験児の，二語発話・三語以上の発話・二語発

話で位置的パターン・位置的パターンの種類の頻度はTable

８の通りだった。ＳＡ以外の４名は位置的パターンを示し

たが，位置的パターンを示す発話の種類は１－６と少なく，

三語発話以上の発話数もＳＴ以外わずかだった。プランの

関係しない遊びを行った者で二語発話のあった２名（形

態素での最高発話長が２）のうち１名は「Ｈｉ＋Ｘ」の位

置的パターンを２度発しただけだった。

観察場面の言語と遊びの水準

遊びの水準に対応させるために，言語に関して３水準

(一語発話段階，ルールに支配されない語結合の段階，ルー

ルに支配された語結合の段階）を設定してクロス表を作

成した（Table９)。Ｔａｂｌｅ９には，McCune-Nicolich

(1981）の遊びと言語の５水準も示した。McCune-

Nicolichの考えによれば，遊びの水準が４になればルー

ルに支配されない語結合が，水準５になればルールに支

配された語結合が生じると予想できる。Ｔａｂｌｅ９を見る

と予想通りの部分も多いが，遊び水準がＯなのに一語発

話を発する１名，遊び水準４なのに一語発話に留まって

いる５名と遊び水準が５なのにルールに支配されない語

結合の段階にいる１名が予想と違っていた。もっと細か

２
０１

内容語での最高発話長

弘
剛
必
皿
別

０１≧２計

１
９
０
３
１

３
２
２
５

シンボルの最高数

１

≧２

１

０

４
２

０
５

５
７

行為種類の最高数
２

≧３

１

０

２
４

０
５

３
９

、737*'）

、６３８

．４４７

１．０００**＊

行為結合の最高数

２

≧３

０

１
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八
Ｕ
－
Ｏ

０
２
２
１
７０１

Table８プランの関係した遊びを行った被験児の多語発話と位置的パターンの頻度

Table７言語と遊びの系列測度間の連関

いて有意な偏相関があることがわかる。

次に，１２名各々の発達特徴をとらえるために，最高発

話長（形態素・内容語の２種類がある）と最高数（シン

ボル・行為種類・行為結合の３種類がある）間のクロス

表を作成し，連関を算出した（Table６，Table７）。

内容語では３×２，形態素では２×２の分割表で，内容

語での分割表のみＴａｂｌｅ６に示した。有意な連関が認め

られたのはシンボルの最高数と内容語での最高発話長の

間だけだった。次に，分割表の一部について具体的に説

明する。シンボルでの最高数が１の被験児５名が発した

シンボルは全て想定で，５名の中，内容語での最高発話

長が０の被験児は‘‘byebye”と“hi”のみ発した。シンボ

ルの最高数が２以上で内容語での最高発話長がｌの２名

の中の１名（Ｄ児）は軽度の難聴があり異なり語数は１５，

異なりサイン数は５であった。この被験児の系列の遊び

０
２
０
３
４

１
１
１

言語

遊び

シンボルの最高数

行為種類の最高数

行為の最高数

プランの関係した遊び

形態素での

最高発話長

、３１４１）

、２９３

．０７６

．７１４＊

被験児名

**＊ｐ＜,001,＊ｐ＜､０５
１）クラメールのＶ係数，全てＮ＝1２

位置的パターン
の種類

０

１

３

４

６

言語
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１（１）

２
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Table９遊びの水準と言語の水準

０
１
２
３
４
５
｜
計

ルールに支配された
語結合

ルールに支配されな
い語結合

言語の内容'）遊びの内容'）遊びの水準
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前象徴的な音声

全体指示の単一語

分化した語業

共通文脈による語結合

ルールによる階層的発話

前象徴シェマ

自動象徴シェマ

脱中心化象徴ケーム

複合的象徴ケーム

プランによる象徴遊び

２（２）

１（１）

数字は人数，（）はサイン併用者の人数

'）McCune-Nicolich（1981）による。

解は代置より低いレベルの遊びと関係する」という点が

あげられる。それでは今回の研究結果はどうなっている

だろう。Ｔａｂｌｅ３を見ると，表出・理解両方と偏相関す

るもの（象徴遊び全体，系列をなした遊び）と，表出・

理解の片方と偏相関するもの（慣用的“命名，，行為，想

定・属性，代置・マイム，人形・他者への遊び）がある。

後者中の想定と代置に関する点はこれまでの研究とも一

致している。Ｔａｂｌｅ４を見ると，遊びの下位カテゴリー

と，多くの偏相関関係を持つもの（総発話数，総異なり

語数）と持たないもの（形態素での平均発話長，内容語

での平均発話長）がある。Ｔａｂｌｅ４ではＴａｂｌｅ３と違っ

て値は低いが想定・属性の項目が表出の測度と有意な偏

相関を示している。これらの結果から，ＬＨモデルは成

り立つが，必ずしも一般的な結論を出すことはできない

と言えるだろう。

発話の構造と遊びの系列との関係

Ｔａｂｌｅ５を見ると，形態素では平均発話長・最高発話

長とも系列をなした遊びの多くの測度と偏相関を示して

いるのに，内容語では最高発話長に比べて平均発話長で

偏相関の数が少ない。このことは内容語と形態素では違っ

た部分を測定していることを予想させる。Bretherton，

ＭｃＮｅｗ,Snyder＆Bates（1983）に従って，内容語

に関するものを「指示クラスター｣，形態素に関するもの

を「文法的形態素クラスター」と呼ぶとすれば，後者は

子どもの世界に明確な対応物のない構造上の特に言語学

的要素であるので，注目すべき結果と言えるだろう。Table

７でシンボルの最高数と内容語での最高発話長の間で連関

が高かったのは，両者が両者とも指示物をもつシンボル

だったからと考えられる。また，位置パターンを持った

二・三語発話を発した被験児（Table８）が，代置を含

む２つ以上のシンボルを含む系列をなした遊びを行った

ことから，言語・遊び共にシンボリックなレベルでの実

体の認知結合が平行して生起していると考えられる。し

かし，系列をなす遊びを行った被験児が１２名と非常に少

ないので被験児数を増やしてさらに検討する必要がある。

遊びの水準と言語の水準（MCCuneNiC⑪liChの仮説の実

く見ると，水準０の１名は“ｍａｍａ''と“no”を発した。

水準１の２名中１名は異なり語数が１（ｙｅａ)，残り１名

は異なり語数２（daddy,ｂａｂｙ）＋異なりサイン数５で

あった。水準２の１名は異なり語数２（drink,juice）＋

異なりサイン数３であった。水準３の２名中１名は異な

り語数１（ｂｙｅ），残り１名は異なり語数４（ｈｉ，bye，

no,ｄｕｃｋ）で，分化した語童の獲得はなされていなかっ

た。水準４で一語発話段階の５名の中１名は異なり語数

２（byebye,ｈｉ)，１名は異なり語数４＋異なりサイン数

３，もう１名は異なり語数３＋異なりサイン数７であった。

残り２名は異なり語数１５以上（語結合なし）で異なりサ

イン数は５と２２であった。異なり語数１０以下で簡単な

語結合（hidaddy,daddybyebye）を行ったものが２

名いた。この２名の異なりサイン数は１と４であった。

水準５の５名はＴａｂｌｅ８の４名（ＭＡ，ＬＡ，Ｍ１，ＳＴ）

と内容語２の語結合がｌあった１名(ＳＡ)であった。この

１名は異なり語数も異なりサイン数もそれぞれ１７であっ

た。遊びの水準が高くても言語水準が一語発話段階に留

まっている者が多い。

考察

今回の研究は変数が多く，結果も複雑なために，解釈

は非常にむずかしい。ここでは，「問題」で述べた３つの

研究目的にそってまず考察し，最後にダウン症児と健常

児の若干の比較をしてみたい。

言語と遊びの関係（象徴遊びの下位カテゴリーと言語測

度の相関）

「問題」で述べたＬＨモデルの問題点は，次の３点に

ある。第１は，そもそも両者には関係があるのか，第２は，

関係がある場合どんな関係があるのか，第３は，関係が

ある場合どうしてそれは生じたか，という点である。こ

れまでの多くの研究から，第１の点に関しては「関係は

存在する｣，第２に関しては「必ずしも一致しないが，部

分的な共通結果も出てきている｣，第３に関しては「意見

の一致を見ていない」となろう。第２の部分的な共通結

果の例としては，「言語表出は象徴遊びの代置と，言語理
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証）

Ｔａｂｌｅ９の結果は水準の比較では，概ねMcCune-

Nicolich（1981）の考えに近かったが，中味を詳しくみ

ると遊びの水準が高くなるとそれに対応した言語の発達

がなされていなかった。水準３での分化した語棄の未獲
得，水準５での位置的パターンの種類の少なさ，また遊

びの水準が４なのに一語発話段階に５名がいたことはこ

のことを示している。水準４で一語発話段階の５名中２名

は異なり語数が１５以上なのに語結合ができなかった。こ

の原因として彼らがサインを使用していた点が考えられ

る。Abrahamsen,Cavallo＆McCluer（１９８５）は，

初期段階では身振りが話しことばよりコミュニケーショ

ンの点で有利だが，シンタックスの出現前に身振りの利

点はなくなり，構造化されてくるのは身ぶりではなく話

しことばであると述べている。一語発話段階では，サイ

ンは語葉獲得は促進するが，語結合の習得は促進しない

のかもしれない。これについては聴力障害の有無との関

連等，より詳しく検討される必要があろう。

健常児と比較したダウン症児の言語発達

Beeghly＆Cicchetti（１９８７）はダウン症児で表出言

語が遅れる原因として，生理的なもの（例えば，視聴覚

の欠陥・構音器官の構造的変形）や認知的なもの（例え

ば，ゆっくりした情報処理・言語の記号化の困難）など

多数を挙げている。したがって健常児との比較を行うに

は多数の要因に配慮する必要があるが，本研究では資料

不足（例えば，精神年齢や聴力の資料が全ての被験児に

そろっていない）から明確にできない点が多数残った。

しかし，相関分析を使って健常児の場合に類似した，言

語と象徴遊び間の強い関係を示すことができた点，また

健常児とは違うダウン症児の特徴を示せた点は意味があ

るだろう。後者の例として，Ｔａｂｌｅ８で位置的パターン

を示した発話の頻度と種類がきわめて少なかった点が挙

げられる。Kelly＆Dale(1989)によれば健常児の場合遊

びの水準が５になれば，意図の明確なしかも位置的パター

ンをもった発話を活発に発するようになる。ところが今

回の研究対象であるダウン症児の場合，そのような活発

な発話を発したのは１名（ＳＴ）のみであった。ダウン症

児では言語の発達が遊びの発達に比べて遅れるようだ。

このことから，非定型的な発達をしている子どもを対象

とする時，彼らの病理や特異性を念頭に置いた研究枠組

みが必要になることがわかる。
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｢空書」にみる表象の形成

村 上志保
(お茶の水女子大学人文科学研究科）

原著

Murakami,Shiho（OchanomizuUniversity)．Ｒ"”Ｓ”/α/伽Ｆｏγ”"ｇ伽Ｋ"SyoB2加zﾉ加灰THE

JAPANEsEJouRNALoFDEvELoPMENTALPsYcHoLoGY1991，Vol,２，No.１，２５－３１．

ThisstudyaimedtoclarifytherelationsbetweenKusyobehaviourandKanjirepresentations、

InExpenmetl，l00subjects（fromschoolchildrentoadults；５agestages）engagedinthe

Kanjigraphemeintegrationtaskswhichincluded21evelsofdifficulty，Resultsshowedthat

theeasytasksweresolvedbyonlyoperatingKanjirepresentations，indicatingthatmotor

imageryofwritingwasbeingintemalized・InExpenment２，subjects（sameagestages)were

presentedtheintegrationtaskwhichwasfreefromthemaintenancｅｏｆｔｈｅｇｉｖｅｎｇｒａｐｈｅｍｅｓ・

Kusyobehaviorappeardlessfrequentlyamongelementalyschoolers・InExpenment3,subjects

wererequiredtorecollectKanjiswhichhadaspecificgrapheｍｅ・Theoldersubjectsoften

usedKusyotorecollecttheKanjisespecialywhentheirmeaningsdidnotinculdethatof

thegrapheme・Fromtheseresults，ｉｔｗａｓｃｏｎｃｌｕｄｅｄｔｈａｔＫｕｓｙｏｗａｓｉｎｄｅpendentfromthe

representationsaｎｄｔｏｈａｖｅｉｔｓｏｗｎｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｒｏｌｅｓ．

【ＫｅｙＷｏｒｄｓ】Mot⑪rlmageryofWriting，Intemalizati0n，Representation，ＦunctionalRole

問題

漢字の形態を想起しようとする時などに起こる書字類

似行動を「空書」という（佐々木・渡辺，1983)。机の

上や手のひら，あるいは空中で手指を動かす空書行動は，

ほとんど無意識に行われており，外国人の指摘によって

初めて研究対象となった（蓮責，１９７７）。

佐々木・渡辺(1984)の漢字圏と非漢字圏との比較研究

によると，英単語課題においても，高頻度の空書出現は

漢字圏の被験者に限られていた。このことから，空書は

漢字の特殊性，特にその習得経験に由来すると考えられ

た。つまり，視覚的に複雑な漢字は，繰り返し書くこと

によって習得され，加齢に伴って自発的に出現し増加す

る空書行動の起源になるのである。

空書行動の出現率の発達的変化は，主体の内面のどの

ような変化を示しているのだろうか。佐々木（1984）は，

幼児期には見られなかった空書行動が１０才で約半数に，

成人で100％に出現するようになることを明かにし，漢

字「形」表象が，書字の運動感覚成分を伴って記憶され

たという仮説を立てている。しかしながら，表象と運動

感覚が緊密化されていく証拠として空書を解釈すること

には，次のような問題点がある。

第一には，空書の出現が表象の発達理論（ヴイゴツキー，

1962など）に矛盾することである。もし，運動感覚成分

が表象に付加されたのならば，それはなぜ次第に内化さ

れないのだろうか。運動感覚が内化されて心内操作だけ

で能率的な課題解決が可能となれば，空書行動などのか

らだの動きはむしろ減少し，消滅していくはずである。

第二に，もし，漢字表象と運動感覚のつながりが，内

化とは関係なく緊密化されるならば，漢字表象の使用に

は常に運動感覚が伴われ空書行動が出現することになる。

佐々 木(1984)の実験では，確かに成人にほぼ100％空書の

出現が見られた。しかし，この実験で用いられた課題は，

漢字の複雑性を強調するような難度の高いものだった。

そのため，この実験結果からだけでは，運動感覚が表象

の操作につきものであるとは断定できない。

珠算のようにごく少数の操作が繰り返される場合，演

算の筋肉的運動は次第に内的運動の水準へと移行する（波

多野，1988）。漢字についても筋肉的運動を用いて学習

する以上，同様の心内化が進んでいると考えられる。つ

まり，書字の運動感覚も内化されるものであり，漢字表

象の操作とからだの動きは必ずしも連動しないだろう（仮

説１）。

もし，仮説ｌが成り立ち，漢字表象の操作の際に空書

をするときとしないときがあるとすれば，その出現の差

は何によるものだろうか。

佐々木（1984）は，漢字「形」表象が運動感覚成分の

加わった表象として記憶される前の，空書があまり出現
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しない段階（１０才以下）では，漢字はもっぱら視覚的コー

ドとして表象化されていると考えている。これは，表象

の発達が視覚的なイメージの減少という形で推移すると

いうイメージの発達に関する理論（Bruir1er，Olver＆

Greenfield，１９６６；Kosslyn，１９７８ａ,ｂ，１９８０）に一致

している。空書行動の出現が少ない年齢段階で課題解決

が可能なのは，空書に代わるものとして視覚イメージを

有効に用いているからだと考えられる。

一方，視覚的なイメージが相対的に低下している年齢

段階（１０才以上）では，仮説１に従えば表象操作の際に

空書行動が出現する場合としない場合があり，空書が見

られない時には，内化された運動感覚が使用されている

はずである。長年の書字経験の積み重ねによって運動感

覚の内面化，微小化が進んでいる一方で，内面化してい

ない行為である空書行動が出現し課題解決を援助するの

なら，後者の場合の運動感覚は漢字表象とは別のもの，

表象に付加されたものではなく独立しているもの，と考

えるべきではないだろうか。つまり，書字の運動感覚は，

内面化していくのと平行して，漢字の表象と独立して機

能分担をしていくようになるのではないだろうか（仮説

２）。

本研究では，実験１で仮説１を確認し，実験２，３で

空書行動の機能を字形素の保持及び漢字の想起の点から

検討しながら，仮説２を検証することにした。

まず実験１で，課題の難易によって空書行動の出現に

違いがあるかどうか，それが発達年齢に応じてどのよう

に変化するか調べた。その目的は漢字表象の操作のやり

易さに幅をもたせることで，(1)書字運動の心内化は起こ

りえるのか，(2)漢字表象と運動感覚は常に連動している

のかを確認することである。

実験１

【方法】

被験者：小学４年生，６年生，中学１年生，３年生，

大学生；各40名。小・中学生の男女比ｌ：１，大学生は

女子のみ。各年齢段階の被験者を男女の偏りがないよう

にランダムに２分し，半数は易しい課題を与える群（｢易」

群)，残りの半数は難しい課題を与える群（｢難」群）に

振り分けた。年齢(5)×課題水準(2)の２要因計画である。

課題：佐々 木・渡辺(1983)が考案し，佐々 木(1984)で

も用いられた「漢字字形素統合問題」と同様の課題を使

用した。ある漢字の字形素になる漢字（例えば，「心」と

｢音｣）を継続的に提示し，それらが組み合わされてでき

る一つの漢字（｢意｣）の解答を求める課題である。漢字

の難しさには，画数の多さ，意味の難解さ，頻出度・使

用度の低さなどが寄与しているが，これらの要因を両群

で等しくするために，「易」群と「難」群で用いる漢字は

同じものにした。そして，漢字の字形素の分解の仕方や

Tableｌ実験１で用いた漢字材料及びその提示順序

被験者

小学４年生

小学６年生

中学１年生

中学３年生

大学生

字形素の提示順序

!L雲
＊（）の中の数字は教育漢字配当学年

提示順を変えることによって，難易度に差をつけた。材

料として使用した漢字及び各字形素の提示順序はＴａｂｌｅ

ｌに示した。

年齢によって別の漢字を用意したのは，同一問題にす

ると，高学年であるほど課題が相対的に易しくなってし

まうからである。ただ，たとえ相対的難度に違いがあっ

ても，他の側面からみた難易度が全く同じである漢字で

比較することも重要であると思われたので，各年齢段階

で使用する３つの漢字のうちの１つは，隣り合う段階と

共有するものとした。

各段階に３つずつの漢字を選択したが，そのうち２つ

の漢字は字形素への分解の仕方が２通りあるものである。

例えば，「男」という字は，①「田」と「力」の２つの字

形素への分解も，②「口」と「十」と「力」という３つ

の字形素への分解も可能である。字形素数の少ない方を

｢易」群，字形素が多くて二重構造になっているものを「難」

群で用いた。

一方，このように課題の構造的な難度が高まる際には，

字形素数の増加が伴うことは逃れられない。それで，３課

題中１題には，字形素数の違いのみが空書の出現を左右

するのではないことを確認するために，字形素の数が変

わらない順序的な難度差を用いてみた。つまり，全く同

じ字形素を用いるが，その提示順序を変えることで，困

難度に差を付けた。「易」群では筆順通りに提示し，「難」

群では順不同とした。

小学生被験者については，学校で前学年以前，３年以

内に習っている漢字の中から，課題に使用する漢字とそ

の字形素を選んだ。

予備実験でそれぞれの課題の難易度について「とても

簡単一簡単－難しい－答えがわからない」の４段階で評

定してもらい，予想と大きくはずれるものがないか確認

した。

佐々 木(1984)の実験に倣って，実験を行う前に，材料

となる漢字が各被験者の名前に含まれていないことを確

認した。

手続き：実験は個別に行われた。小・中学生被験者は
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在籍する学校の一室に，大学生被験者は大学にある心理

学実験室に呼び出され，実験者と向い合って着席した後，

課題の説明が行われた。字形素を組み合わせるときには

単に並び方を変えるだけでなく，字形素を接触させたり，

はめ込んだりしてもよいこと，また，大きさを変えたり，

上下左右の引き伸ばしをしてもよいことも説明された。

３つの課題はランダム順に行われた。各字形素の提示は

約３秒ずつで，２つ目以降の字形素が提示されると先行

した字形素は被験者の前から取り除かれた。一つの材料

漢字の字形素をすべて提示し終わると，実験者は「はい」

と合図し，それから２０秒を越えても解答がない場合には，

次の材料へと移った。

答えは口頭であり，被験者の声はすべて録音テープに

収められた。実験中，実験者は被験者のからだの動きに

注目し，被験者が課題遂行中にどのような行動を自発す

るのかを慎重に観察・記録した。佐々木の実験に倣って，

実験者は手続き中に被験者の特定部位（特に手指）だけ

に注目しないこと，偶発的にも空書を示範しないことに

十分注意した。

全課題終了後，普段漢字をどのように学習しているか，

あるいは，かつてどう学習してきたかを被験者に尋ねた。

また，中１以上の被験者には，本人の英語の学習方法に

ついても語ってもらった。

【結果と考察】

各年齢段階の各群の正答率及び空書出現率は，Fig.１

，の通りである。正答率・空書出現率とは，それぞれ，課

題別に正答・空書した人数の割合を算出した後，３課題

における平均値を求めたものである。

まず，正答数について２要因の分散分析を行ったとこ

ろ，課題（Ｆ（1,190)＝91.49,ｐ＜､０１）の主効果のみ

1％水準で有意であった。Tukey法により対間比較を行っ

た結果，どの年齢段階でも課題条件による差があること

がわかった（小４＝５％，小６以上＝１％水準)。このこ

とから，課題の難易度の差はかなり大きく，課題が実験

条件を満たしていたと言ってよいであろう。

次に，空書出現率について同様の分散分析を行ったと

ころ，課題（Ｆ（1,190)＝72.39,ｐ＜,01），年齢（Ｆ

(4,190)＝4.20,ｐ＜､０１）いずれの主効果も１％で有意

であった。Tukey法による対間比較の結果，小６以上で

課題による差があり（小６，中１＝５％；中３，大学生＝

１％水準)，「難」群の方が空書を多く行っている。高学年

ほどその差が大きくなる傾向があった。これは，「難」群

においては空書出現の発達的変化には佐々木の実験結果

に近い傾向が得られたのに対し，「易」群では小６以上で

も出現率に変化が無かったことに依っている。

小学４年生では，両群の空書出現率の差が有意ではな

かった（Ｆ(１，３８)＝0.75；、.s,）。「易」群でも「難」群

でも課題解決の方法がほぼ同じだったと考えられる。ま

た，空書をした時としなかった時とで，正答率にも有意

差はなかった（Ｆ(1,78)＝２．４５；、.s､）。「どのようにし

て答えを考えたか」という，実験後の内観質問に対する

答えを見てみると，空書をしなかった被験者には「見て

たらわかるよ」「パッとひらめいた」「字（字形素）と字

(字形素）がパチッと合った」など視覚的なイメージを使

用していると思われる答えをした者が「易」群で64％，「難」

群で59％ほどいた。彼らが用いた視覚的イメージは「難」

群の課題解決にも「易」群に劣らず有効であったので，

両群での空書行動の出現率に大きな差が出なかったと考

えられる。

両群で空書率に有意差があった小６生以上では，どの

年齢段階でも「易」群で30％程度しか空書が見られなかっ

た。空書をしなかった被験者には「頭の中でいろいろ書

いてみた」「じっとして書いた」といった，内在化してい

る運動感覚を持っていて課題の解決に用いたことを伺わ

せる答えが高学年に多かった（小４；７％，小６；２２％，

中ｌ；５９％，中３；６４％，大学生；６７％）。特に低学年

では内観がうまく言えていないかもしれないという可能

性を残しながらも，運動感覚の内化が加齢に伴い進行し

ていることが示唆された。

成人で空書行動の出現率が１００％に近かったのは「難」

群だけであり，漢字表象は，からだの動きを常に伴うも

のではなく，それ無しで利用可能なものであることが明

らかになった。また，空書をあまりしない「易」群では

内在化した運動感覚を用いて課題解決をしていることが

示され，仮説１が支持された。さらに，①加齢に伴い，

運動感覚の内化が進む一方で空書行動が増加すること，

及び②その増加は複雑な操作が要求される場合（｢難」群）

に見られることから，漢字表象一それには内化さ虹た運

動感覚成分が付加されているかもしれないが－と空書の

遂行によって生じる運動感覚は，独立に機能分担してい

るという仮説２も支持される。成人なら，課題解決が表

(％）
lOO

｢易」群正答率
一一△

０５

課
題
正
答
率
・
空
害
出
現
串

｢空書」にみる表象の形成

八

注牢喜拙現囚

五一一(〕～へ
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Fig.１課題の難易による正答率と空書出現率
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象操作のみで不可能な時に運動感覚をうまく利用できる

が，低年齢では２者がうまく機能分担できないので運動

感覚は使用しないのではないかと考えられよう。そのよ

うな機能分担が可能となるには，運動感覚が内化するほ

ど書字行動を繰り返し，書くという経験を積み重ねる必

要があるのかもしれない。

運動感覚と漢字表象は明確な機能の分担をしているの

であろうか。実験２．３では，空書行動が漢字字形素の

保持及び想起において機能しているかどうかを明らかに

し，仮説２をさらに検証する。

実験２

実験ｌの課題には字形素の保持や組み合せ，漢字の検

索など多くの作業が複合されていた。この課題で字形素

を保持する必要性は，全字形素を提示し終わった後も漢

字が完成するまで続く。特に３つの字形素を用いる「難」

群では，１つを保留し他の２つを先に統合してみるといっ

た操作を行う場合も多くあると考えられるが，そのとき

も，統合の作業と平行して，保留している字形素を記憶

しておくという保持作業が成されなければならない。そ

こで，第２実験では，字形素統合問題における保持の作

業をできるだけ取り除くようにして，空書出現率がどう

変化するか調べることにした。

【方法】

被験者：小学４年生，６年生，中学１年生，３年生，

大学生；各40名〉合計200名を男女半々になるようにし

て保持不要群と保持群に振り分けた。課題水準(2)×年齢

(5)の２要因計画である。

課題及び材料：第１実験の「難」群で用いた漢字とそ

の字形素からなる字形素統合問題を用いた。保持群につ

いては，字形素の提示方法も第１実験の「難」群と同じ

で，２つ目以降の字形素が提示されると，先行した字形

素は取り除かれた。そのため，被験者はその字形素が何

であったか自分で記憶しておくことを要求された。これ

に対し，保持不要群では，一旦提示された字形素は，そ

れに続く字形素の提示後も被験者の前にそのまま提示し

続けた。被験者は最終的に複数の字形素を同時に見なが

ら課題に取り組んだ。字形素の提示を一斉にではなく，

継時的に行ったのは，提示の順が問題となる課題が含ま

れるからである。

手続き：実験は個別に行った。第１実験と同じ教示が

与えられた後，字形素の書かれたカードが，約３秒毎に

提示された。保持群ではカードが次々と変えられていっ

たが，保持不要群では机の上に左から右へと追加的に並

べられた。記録方法は第１実験と同じである。

【結果と考察】

各年齢段階における保持群と保持不要群の正答率及び

空書出現率をFig.２に示した。
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Fig.２字形素の要・不要による正答率と空書出現率

正答数について，２要因の分散分析を行ったところ，

課題水準・年齢の主効果はともに有意ではなかった

(Ｆ（1,190)＝２．８３；、.s・Ｆ（4,190)＝２１，９３；ｎ.s､）。

保持不要群の成績が，保持群に見られた成績に酷似して

いることは，保持する作業が無くなっても課題の困難性

は変わらなかったことを示している。また，各年齢別の

正答率に有意差が無かったことから，課題の難易がどの

年齢段階でもほぼ同じであったといえる。

空書出現率について，同様の分散分析を行った結果，

課題水準(Ｆ(1,190)＝４．６５；ｐ＜,05)，年齢（Ｆ(4,190)＝

22.34；ｐ＜,０１），両者の交互作用（Ｆ（4,190)＝２．４８；

ｐ＜､０５）とも有意となった。Tukey法により対間比較

を行うと小学４年生と６年生に課題による差が検出され

た(Ｆ(1,38)＝０．９５；ｐ＜､０５，Ｆ(1,38)＝１．０５；ｐ＜,01)。

保持の有無の違いで小学生にのみ生じた空書出現の差

は，低年齢期には空書が保持作業に役立っていたことを

示している。保持群が，字形素を記憶しておく必要のな

い保持不要群と同じくらいの正答率を得ることができた

のは，有意に多く空書行動を行ったからであろう。つま

り，保持群では３秒間提示されては取り除かれる字形素

を空書をすることで忘れぬよう保持していたと考えられ

る。

一方，中学生以上については，字形素を保持する必要

が無くても空書行動が出現しており，その出現率は高学

年ほど高くなっている。加齢に伴って，空書出現率が保

持作業の有無に左右されることなく高くなっていくとい

うことは，１）空書が字形素の保持以外の作業を担うよ

うになったこと，２）保持作業の遂行が，空書ではなく

表象操作のみで行われるようになったことを示している。

保持作業が不要であるときに起こる空書行動は何のた

めなのか。実験３では，課題解決過程に必要な，漢字の

検索・想起と空書行動の関係をみた。
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【方法】

被験者：小学４年生，６年生，中学１年生，３年生，

大学生；各30名，合計150名。小・中学生については男

女比はほぼ１対１であったが，大学生は女子のみであっ

た。実験計画は５つの年齢段階における差をみる１要因

である。

課題及び材料：一定の条件を満たす漢字を想起し，口

頭で答えるという課題を用いた。その条件とは，「｢木ｊ

という字形素を持つ」ということにした。小学３年まで

に習う漢字でこの条件に当てはまるものは３０を越え，被

験者の中で最年少の４年生もあまり不利ではないからで

ある。

手続き：書籍や掲示物のない部屋に被験者を個別に呼

び，課題を説明した。その際，解答例である「校」「楽」

を別々に書いた１２ｃｍ四方のカードを被験者に見せなが

ら，「『木」という字を持つ漢字」を思いつくまま答える

ように教示した。被験者の答えは録音テープに収め，実

験者は，被験者がどのようにして課題に答えているか，

注意深く観察して記録した。制限時間は特に設けなかっ

たが，被験者の答えた漢字が１０を越えた時点で，実験を

終了した。それ以前に被験者が「もうありません｡」等，

課題を終えようとしたときや，考え込んで１分以上沈黙

したときは，「後１つでいいですから，思い出してみてく

ださい｡」と言って励ました。さらに約３０秒経過しても

答えが得られないときには，その時点で終了とした。

【結果と考察】

一人の被験者が空書をして想起した漢字の割合につい

て分散分析を行ったところ，年齢（Ｆ(4)＝10.83,ｐ＜,01）

の主効果が１％水準で有意であった（Fig.３）。さらに

Tukey法で多重比較した結果，小４生＝小６《中３＝大

学生の間が有意であった（《１％水準)。

年齢に伴い空書行動は増加傾向にあるが，高学年被験

者の空書出現増加率の少なさが特徴的である。中ｌ以降，

出現率に変化があまり見られなかった。その原因として

空書をしないで想起した漢字

Ｔｒ；

空
書
出
現
率

5０

小４小６中１ 中３大学生

Ｆｉｇ．３想起課題における空書出現率

考えられることは，高学年被験者における課題の相対的

な難度低下である。同一の問題を全被験者に課したため

に大学生らにとってはかなり易しい問題になったと考え

られる。実験ｌで実証された通り，課題が易しければ空

書行動は起こりにくい。空書の出現を待たずに内的処理

が可能なのである。高学年では第１実験の「易」群に近

い状態であったために加齢に伴う空書の増加が頭打ちに

なったと言えるだろう。

さらに，被験者が空書をしながら想起した漢字とから

だを動かさないで想起した漢字を，その文字が持つ意味

によって分類してみた（Table２)。空書しないときには

｢木の名前」や「木で作られたもの」など，「木」という

文字が表している対象に関する漢字を想起する傾向が小

6生以上で見られた。例えば「松」を想起すると「杉」「楓」

などがチェーンのように続いて出て来るのである。逆に

空書をしながら想起されるのは「木」の意味と関係の薄

い「相」「柔」「村」などの漢字，及び一連の「木の名前」

の後で「机」「棚」など新たなチェーンが始まる時が多かっ

た。木をめぐる概念を媒介にして「木」という字形素を

持つ一連の漢字を空書無しで想起し，それが行き詰まり，

文字の形態の方を問題にすると空書が起こるようである。

以上のことから，ある文字を想起する方法として①字

｢空書」にみる表象の形成

被験者

小学４年生

６年生

中学１年生

３年生

大学生

空書をしながら想起した漢字

うち「木」に関係する漢字＊数

２２（52.3％）

３１（50.0％）

３９（48.8％）

４２（53.8％）

４５（61.2％）

数
１
７
０
２
９

１
９
７
５
６

総
１

数
２
２
０
８
０

総
４
６
８
７
８

＊「木」を字形素に持つ漢字は，その語源を探ればほとんどが「木」に関連したものであり，厳密な分類は
困難だが，日常用いる意味をもとに実験者以外にも２名が評定した。その方法は，被験者が回答した計７６
種の漢字をランダムにして，個々の字の意味が「木」に関係するものであるか否か分類するもの。関係す
る漢字「松，杉，机，棚」など32,関係しない漢字「相，柔，村」など44となった。３人の一致率は91.0％。
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形素となる文字が持つ意味を直接手がかりにする場合と

②意味にはあまり注意を払わない，或は１つの捕らわれ

た意味から離れて注意を他に切り替えることで該当漢字

を思いつく場合の少なくとも２つが成人にはあり，②の

場合に空書行動が多く出現されるといえる。低年齢では，

漢字の想起に関して空書行動の果たす役割は小さいが，

加齢に伴い，空書は能率的な想起を行う方法の一つとし

て，その利用価値がある時（②の場合）に出現するよう

になるのである。

全体的考察

課題の難易度による空書出現率の発達的変化をみた実

験１において，「易」群では年齢が高くなっても空書はあ

まり増加しなかったことから，書字の運動感覚の心内化

が進んでいること，漢字表象と運動感覚のつながりは強

くなっても表象操作にからだの動きが常に連動するわけ

ではないこと（仮説１）が支持された。よって「難」群

で加齢に伴い空書出現率が高まる理由は，表象への運動

感覚成分の付加（佐々木，1984）ではなく，漢字表象か

ら独立した運動感覚の積極的な活用による（仮説２）の

ではないかと考えられた。

仮説２を検証するために，実験２では，課題解決過程

における字形素の保持作業への空書の関与を調べたとこ

ろ，小学生では保持作業が必要な場合に空書行動が多い

のに対し，高学年ほど保持の有無と空書出現率の関係が

薄かった。成人では保持作業があっても無くても空書行

動の出現率が高く，空書行動が保持以外の作業を分担す

るようになったと考えられた。逆に言えば空書行動が担っ

ていた保持作業が次第に表象操作のみでなされるように

なるということだが，その変化は書字の運動感覚の内化

が進むことと関係しているかもしれない。心内化が進む

ことで漢字表象の作業能力が高くなり，保持作業も取り

込むことができたと思われる。そのようにして保持作業

に空書が必要でなくなっても，空書行動は減少・消滅す

るどころかしだいに増加していったことは，空書行動が

補助的なものではなく，より重要な地位を与えられてい

くものであることを示していると考えられる。

実験３では，漢字の想起と空書行動の出現について調

べ，保持作業とは別の任務として空書が果たしているも

のの一つが想起の作業であることを明らかにした。課題

に漢字を使用する以上，漢字の意味の側面が課題解決に

関わってくるが，空書をすることで一つの意味から自由

になって，滞りがちな想起の流れを変えていることが示

唆された。実験１．２で用いられた字形素統合問題を解

決する中で，漢字の想起は始終行われているはずで，そ

の際にも運動感覚を用いてその作業を能率的に処理して

いると考えられる。

空書行動を約半数に引き出すことができる小学４年生

では，運動感覚は主に静的な作業である字形素保持を担っ

ているが，中学生から成人にかけて保持作業は空書を行

わなくてもできるようになり，空書は漢字の想起作業の

一部一それは想起の流れを変えるという，より動的で創

造的な面である－を分担するようになることが明らかに

なり，仮説２は支持された。佐々木(1987)のいう「から

だ」の重要性は，それが表象の一部となることではなく，

個人において表象と同様の地位を与えられるべきものと

して，強調できると思われる。ただし，漢字字形素統合

問題に限っても，課題解決のためには，字形素保持と想

起以外にも，字形素の変形・組立て，漢字の検証など多

くのことがなされている。空書の任務を全て明らかにす

るには今後の研究を待たねばならない。

先に述べた珠算（波多野，1988）の場合，手指の運動

感覚は自動化，心内化され，熟達の域に達すると全くの

内的操作だけで演算が行われる。漢字が切り捨てられぬ

意味や音や用途を持っているのに対し，珠算は限られた

パターンの繰り返しであり，課題解決に必要な作業が少

ない。よって珠算の熟達過程において，空書に類する実

際の筋肉運動は，熟達の最終段階の前に現れる補助的な

行為に過ぎないのであろう。その後しだいに，内的操作

だけで間に合うようになり，そのときには空書のような

行為ををする余地も必要もないと思われる。

空書行動の出現及びその機能分担の発達的変化をみる

ことで，書字の運動感覚が漢字表象と同様に課題解決に

積極的に用いられるようになることが示されたが，その

際，運動感覚を利用しているかどうかは，表象の操作が

無意識なのと同様に，意識されることなく行われていた。

それを可能にしたものは，長年の書字行動の繰り返しで

あろう。努力を必要とすることなく書字ができるという

手先の訓練がまずなされなければ，実際の筋肉運動は表

象操作を邪魔するものとなってしまう。空書出現率が半

数を越え，空書が行動のレパートリーに入るとみなすこ

とができるのは１０才前後であった。よって１０才頃まで

には，書字の運動感覚を用いることに特別の注意を払う

必要が無くなっていると思われるが，その後も新しい漢

字を記憶・習得するために，また漢字を用いて文章を書

き綴るために書字行動は日常繰り返されていく。空書の

任務が保持から想起へと移行するのは，ほぼ小６生から

中ｌ生の間であったが，この時期の書字に関する変化と

して英語の学習の開始がある。中ｌ生で英単語を書かず

に覚えると答えた人は皆無であった。書字対象が漢字で

なくても，手指を動かし書いて覚えるという作業の急増

が，外的要因として漢字を書く運動感覚にも影響してい

るのかもしれない。日常の様々な書字の経験が土台となっ

て，空書の機能が単なる補助的なものから漢字表象と対

等なものへと変化し相互作用していくのであろう。どの

ような文字であっても書字するということは，機械を介
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しない限り，ある形を「なぞる」ものであるという点で

共通の経験である。固定した書き順というものがあって

字形素一つ書くのにも，個人個人正しいかどうかは別と

して，一つの書き順に従っていることであろう。書字の

運動感覚が内化されるとき，それは，書かれる文字が持

つ動きと同じ動きであると思われるが，漢字表象と相互

に機能する空書の運動感覚についてはどうであろうか。

今後の課題として残されるのは，紙と鉛筆が無いから「空」

に書字しているのか，また，それは以前に経験したこと

のある動きの再生なのかといった，空書の内容について

であろう。
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体を起こすことと外界を受容すること－重度・重複障害児の事例研究一
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Vol､２，No.１，３２－４０．

Thisisalongitudinalcasestudyofoneprofoundlyretardedgirl・Ｉｅｄｕｃａｔｅｄｈｅｒｆｏｒｌ２ｍｏｎｔｈｓ

ｓｉｎｃｅｓｈｅｗａｓｌｌｙｅａｒｓｏｌｄ・Herheadraisingactivityandposturemaintainingwereobserved，

Sheraisedherheadonvarloussituationsbasedonherauditoryandtactualperception・

Ｗｈｅｎｓｈｅｆｉｒｓｔｔｒｉｅｄｔｏｒａｉｓｅｈｅｒｈｅａｄ,shefelldownbackwardButlater,sheraiseditupright・

Ｓｈｅｗｏｕｌｄｓｕｐｐｏｒｔｈｅｒｂｏｄｙｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆａｄｅｓｋｏｒｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄｕｓｉｎｇｈｅｒｅｌｂｏｗｓ

ａｎｄｆｅｅｔｔｏｍａｉｎｔａｉｎｈｅｒｕｐrightposture・Shemaintainedherpostureutilizinginformation

abouttheoutsideworldthroughauditoryandtactualsensorySystems・Itwasshownthat

understandingtherelationsbetweenpostureandtheoutsideworldisessentialwhenweeducate

profoundlyhandicappedchildren．

【ＫｅｙＷＯｒｄｓ】SeverelyHandicappedChildren，HeadRaising，POsture，Surface

問題と目的

本研究は，筆者が１人の重度・重複障害児（以下，重

障児と略す）と教育的関わりをもった実践的事例研究で

ある。対象児は，体を起こし，その姿勢を保持すること

自体を発達上の課題としており，筆者はそれを促すため

に様々な状況を設定した。そこで見られた体の起こし方

の変化の過程を分析する中で，外界を受容することと体

を起こすこととの関係の問題，自分の身体部位の支点化

の問題について考察し，それらをふまえて，重障児の教

育上の課題としての「姿勢」をどのようにとらえるべき

かを考察する。

「体を起こす」過程については，健常児の運動発達の

枠組みの中でも，暦年齢を基準とし，仰臥位，腹臥位，

座位，起立位等というそれぞれの姿勢がどの月齢で可能

になるかという形で示されている（Gesell,１９４１；Hellb‐

iigge,１９７８）。こうした，体を起こすことが可能になって

いく過程を，反射によって説明しようという考え方があ

る。「姿勢の平衡の乱れに対して重力に抗し自動的に姿勢

を安定・維持する反射機構」（北原，松井，１９７９）が中

枢神経系で多くの場合は無意識に働き，それが上位の中

枢で協調・統合された結果，姿勢の保持や複雑な運動を

随意に作り出していくとされる。中枢神経系の成熟によっ

て様々な姿勢をとることが可能になると考える神経発達

学的アプローチは，特に，脳の機能に障害を抱えている

とされる障害児の姿勢の困難さを説明する際に大きな影

響を持ち，そこから様々な訓練法も考案されている。

しかし，以上のような身体内部の要因のみで姿勢を説

明するのは一義的にすぎると言わざるをえない。これに

対して，身体外部，つまり外界との関係が姿勢に及ぼす

影響を重視する考え方も提出されている。

外界を知覚することと姿勢との関連では，佐々木（1989）

が，Gibsonの「生態学的視覚論」において展開されてい

る「アフォーダンス」に注目し，１つの姿勢は環境の見

えを成立させ，それを持続させるためのアクションであ

るとしている。つまり，「重力へのリアクションではなく，

環境の見えを成立させているアクション」なのである。

そうすると，見えの変化が姿勢の変化につながることに

なり，それを支持する実験結果も示されている（Lee＆

Aronson，１９７４，吉津他，1985,Bertenthal＆Bai，

１９８９）。

また，外界に働きかけることと姿勢との関連では，特

に，ある姿勢をとることが外界に働きかける運動の起こ

し方を規定するという形での関係が示されている。例え

ば，乳児（４Ｍ～１０Ｍ）の把握行動と座位保持能力とを

比較し，把握行動の発達は，年齢要因より姿勢能力の要

因によってよりよく説明されること（Fontaine＆Bonniec，

1988)，また，姿勢の発達が，reaching,kicking,head

orienting等の外界への運動の発達と密接に関係している

こと（Goldfield，１９８９）が示されてもいる。
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このように，外界の受容の仕方や外界に働きかける仕

方が，姿勢の作り方と密接に関係していることが指摘さ

れたことは，重障児の教育方法を探る上で非常に重要で

ある。なぜなら，ある姿勢の保持を目的とした教育的な

関わりの方法を考えたとき，積極的に外界との関係にお

いて姿勢を見直していくことにつながるからである。

仰向けで寝たきりの重障児との関わりの中で，体を起

こしていくことを重視した働きかけが数多くなされてい

る。中島（1982,1983）は，体を起こした状態で一定

の姿勢を保持することを「人間行動の成り立ちの原点と

しての運動の自発」と位置付けている。そして，そのよ

うな新しい姿勢の変化とその姿勢の保持のためには新し

い外界の受容が重要であり，「新しい姿勢の変化が受容の

高次化を生み，その高次化によって姿勢が安定する」の

である。こうした，外界との関係を結びながら体を起こ

す姿勢を作っていく過程が実践の中でも報告されている

(高杉・大坪，１９８２；北島，１９８４；小林，１９８４；進，

1987,1988；柴田，１９８９ａ）。

さらに，このような外界との関係の中で，「面」の成立

が重視される。中島（1984）は，「その面に力を加える

ことによって，体を起こす運動が逆に起こる」ことが重

要であるとしている。例えば，体を起こす運動の基盤と

して，「肘をつく，足を踏みしめるなど，机や床などの面

に対して力を加え，その反作用を利用するという活動」（柴

田，１９８９ｂ）が挙げられている。こうした，肘を支点と

して机面に力を加え，また足を支点として地面（床面）

に力を加えるという形での外界上の面の利用が，体を起

こした姿勢を作ることに重要であると言える（注１）。

以上のことをふまえ，本事例においては，対象児が外

界をどのように受容しながら体を起こすことを自発した

か，また，外界上の面をどのように使いながら自らの身

体部位を支点化したかという視点から，対象児の体を起

こす過程を分析し，整理する。

方法

１．対象児：Ａ子

1977年１０月生まれの女児。３６Ｗで胎盤早期剥離，心

音が弱まったために人工陣痛により出生（12809)。出

生時は仮死状態（アプガー１点)。その後，小頭症，脳性

小児マヒ，てんかん，精神遅滞の診断がなされている。

指導開始時はＡ県内養護学校小学部（訪問学級）５年に

在籍していた。

注１：健常児の姿勢の発達の過程を考えたとき，例えば，腹臥

位において，身体の前面が底面にベッタリとついている状

態から，肘等を用いて底面に力を加えて顔を上げたりする
ことが，姿勢の発達において重要視されるが，ここにも，

底面との関係が見られている。

指導開始時のＡ子は，普段は横向きで寝たきりの状態

であり，自分で移動したり姿勢を変えたりすることはな

かった。日常生活動作は全面介助である。手は物を握る

ことはほとんどなく，自分で体の部位を動かすことは非

常に少ない。音はよく聴いていて，母親が呼びかけたり，

音楽のテープが流れてきたりすると，横向きの姿勢から

うれしそうに笑いながら顔を上げていた。また，椅子に

座らせることには抵抗はなく，前の机に上半身をもたれ

させるようにしてそこから崩れずにその状態を保ってい

た。視覚は，明暗がわかるということであったが，指導

中に視覚を使っていることは認められなかった。

以上のことから，体を起こすこと自体が発達上の課題

となっていると考え，Ａ子が自ら体を起こし，それを保

持することができるような状況を設定することにした。

その具体的方法については以下に述べる。

2．指導の方法

筆者がＡ子の自宅において，母親も同席して，個別指

導の形で行う。具体的には，Ａ子が椅子に座っている状

態のときに，筆者が様々な仕方で顔を上げる運動を起こ

すよう促した。その際，１回の指導の中において，この

方法を何回というようにあらかじめ回数を決めておくの

ではなく，その時のＡ子の状態に合わせて，自発しやす

い仕方を中心に進めていった。指導は，1988年１１月を

初回として，lか月に１回の割合で行った。ここでは，

1988年の９月にＡコロニーにおいて行われた合宿指導か

ら，次の年の合宿指導に至るまでの間で，Ａ子の自宅に

おいて行われた９回の指導（Ａ子：１１才１か月から11才

１０か月）についてとりあげ，こちらからの働きかけに対

するＡ子の顔を上げる運動の起こし方を分析する。

３．Ａ子が椅子に座るときの基本的な姿勢

Ａ子が椅子に座るときには机に上半身（胸から顔にか

けて）をもたれさせ，両手とも前に出して机の上に置い

ていた。指導時には，Ａ子の両肘が開きすぎないように，

また，外側で止めることによってそこを利用して肘でふ

んばることができるようにすることを目的としてＡ子の

両手と顔がその中に入るような台（図１参照：肘台）を

用いた。足に関しても，足の踏みこみを促すことを目的

として，３回目の指導から，両足がその中に入る台（図

ｌ参照：足台）を用いた。

４．机に顔をふせている状況から顔をあげるように促すた

めのこちらからの働きかけ

①肘台を動かす（働きかけ：Ａ，Ｂ，Ｃ）

Ａ子は，椅子に座り机に上半身をもたれるときに，まっ

すぐ前を向くようにして顔をふせるのではなく，左右ど

ちらかを向いて，右頬，あるいは左頬を机につけるよう

にしてもたれることが多かった。左右どちらを向いてい

るかということに関しては，そのときの体幹の傾き，台

の位置等と関連して，左右のいずれかに向きやすい姿勢
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図１．肘台と足台

があった。例えば，右を向いているときは，体幹は左に

傾き，台は腰の位置を中心とすると，それよりも左の方

に置いてあった。このようなときに，台をこちらで動か

すことによって，体幹の傾きを変え，それによって顔の

向きを変えるように促すということを行った。例えば，

右を向いているときには，台を左の方に動かすことによっ

て体幹の傾きの方向を右に傾くようにする。つまり，Ａ

子にとっては左の方に顔を向ける姿勢を作るわけである。

そうすることによって，机に上半身をもたれている状態

から，顔を上げて右向きから左向きに変えるという運動

を起こす状況を作る。台の動かし方は次の通りである（図

2参照)。

Ａ１：Ａ子が左を向いているとき，台を，右を上，左を

下にするように傾けて，左の方に動かす。

Ａ２：Ａ子が右を向いているとき，台を，左を上，右を

下にするように傾けて，右の方に動かす。

Ｂ１：Ａ子が左を向いているとき，台を，机から水平に

持ち上げて，左の方に動かす。

Ｂ２：Ａ子が右を向いているとき，台を，机から水平に

Ａ１ Ｂｌ

持ち上げて，右の方に動かす。

Ｃｌ：Ａ子が左を向いているとき，台を，机につけたま

ま面上をすべらせるようにして左の方に動かす。

Ｃ２：Ａ子が右を向いているとき，台を，机につけたま

ま面上をすべらせるようにして右の方に動かす。

②Ａ子の好きな音楽のテープをかける（働きかけ：Ｔ）

Ａ子は聴覚的な刺激は選択的に受容しており，好きな

音楽，あるいは母親の声等に対しては，うれしそうに笑

い，横向きに寝ている状態からも顔を上げようとするこ

とが度々見られた。そこで，椅子に座った状態において

も，Ａ子の好きなテープ（童謡やテレビ番組の主題歌等

が入っている）をかけて，Ａ子の運動を促すことを行っ

た。

なお，テープがかかっているときでも，こちらが台を

動かすなどしたときには，こちらの促しとしてはＡ，Ｂ，

Ｃのいずれかに分類することにした。原則として，こち

らが台やＡ子の体には触れないでＡ子が顔を上げたとき

に，Ｔとして分類するようにした。

③声かけをする（働きかけ：Ｋ）

Ｃｌ

図２．Ａ，Ｂ，Ｃの肘台の動かし方

Ａ：台を傾けて=>の方向に動かす

Ｂ：台を水平に上げて=>の方向に動かす

ｃ：台を机につけたまま=>の方向に動かす

なお，本図はＡ子が左を向いている状態からの動かし方である。右を向いている
ときは本図とは逆の，右方向へ動かす。Ａ２の台の傾きも左を上，右を下にする。
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ａ ｂ

図３．Ａ子の顔の上げ方

ａ：後ろにのけぞる

ｂ：あごを台につけたまま顔を上げて前を見る

ｃ：後ろにのけぞることなく，まっすぐ上に上げる

Ａ子は母親などに呼びかけられると，横向きで寝てい

るときなどにうれしそうに顔を上げてきていた。椅子に

座ったときにも，母親や筆者の呼びかけに対して，顔を

上げて応えるということが見られた。顔上げを促すため

の意図的な働きかけではない場合もあったが，この声か

けも１つの働きかけとして位置づけておく。

5．記録について

指導の様子は毎回ＶＴＲ録画し，それを基にして分析

を行った。指導中の全ての顔を上げるという運動につい

て，こちらの働きかけの種類，そのときのＡ子の顔の上

げ方，上げていた時間，そのときの足の状態について整

理し，記録した。

結果

１．Ａ子の顔の上げ方

こちらからの様々な働きかけに応じて，Ａ子が机にも

たれていた状態から，様々な仕方で自ら顔を上げるとい

うことが確認された。顔の上げ方を分類すると次のよう

になる。（図３参照）

ａ・上半身全体を起こすようにして顔を上げ，後ろにの

けぞるようにする。このときは，上体が後ろにいくよう

になって，こちらでＡ子の肘等をおさえていないと後ろ

に崩れてしまう。足は膝を伸ばして前に投げ出すように

することが多い。

ｂ、あごを台につけたまま，顔だけ前を見るようにして

上げる。

ｃ・あごを台から離し，肘は台につけたまま顔を上げて

くる。このときは，頭は背骨の延長線上より後ろにいく

ことはなく，こちらで肘等を支えている必要はない。足

は膝を曲げて地面につけていることが多い。

このように，Ａ子の顔の上げ方には３つの形が見出さ

れた。そこでは，「後ろへ」という運動によって体を起こ

す仕方と，「上へ」という運動によって体を起こす仕方が

見られたと言える。

つまり，ａにおいては，腰を中心にして，上半身は後

ろへ，下半身は前へという運動の方向であり，体全体と

しては後ろへの運動を起こしていたと言える（図４－１参

照)。そして，腰においては前後に体重の移動が起こって

いた。Ａ子は，この「後ろへ」という運動を起こすこと

図４．Ａ子の顔の上げ方における「後ろへ」の力と「上

へ」の力

（１）後ろへのけぞる

（２）上へ上がる

＝>は，力のかかる方向
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によって，机にもたれていた上体を上げていたのである。

しかし，ｂ，ｃにおいては，体の各部位を下に押しつけ

ることによって，その反作用を利用するような形で，「上

へ」という方向を持つ運動を起こすことによって顔を上

げていたと言える（図４－２参照)。つまり，肘台を利用

しつつ肘で机に体重をかける，また，足台を利用しつつ

足で地面をふんばるというように，接している水平面に

対して下に押しつけることによって顔を「上に」上げて

いたのである。このような，「後ろへ」という運動方向と

｢上へ」という運動方向とを使い分けることによって，Ａ

子は自分の姿勢を作ることを調節していたと考えられる。

以下，Ａ子が様々な状況においてどのように顔を上げ

たか，それぞれの状況ごとに見ていくこととする。

2．肘台を左右に動かしたとき（Ａ，Ｂ，Ｃ）（表１，２

参照）

表１

Ａ１

Ａ２

Ｂ１

Ｂ２

Ｃｌ

Ｃ２

Ａ，Ｂ，Ｃの促しに対するＡ子の顔の上げ方：こ
ちらからの促しの回数とそれに応じて顔を上げた

回数

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

主 差 斧 雪０ ％ 堤 ％ 差 ％

莞 雪０ 7１１ 砦２ 莞 完 杉 ％ ％

芝 主 君 埼 ％ ％ ％ ％ ％

芝 竜 芝 ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ 堵 ﾘ![８ 雪２ 完 芝 ％ 身３

9ｆ ％ ％ 君２ 毛５ 雪２ 完 身４ 労１

1～9は指導回，Ａｌ～Ｃ２は筆者の台の動かし方

図::妻離:鵬室聯鶏蝿げた回数

表２Ａ，Ｂ，Ｃの促しに対するＡ子の具体的な顔の上

げ方：ａ，ｂ，ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

／
ａ

ｂ

Ｃ

４

３

０

７

３

０

１

1２

０

１

1８

０

２

３

１

０

３

０

０

1

０

０

３

２

ソ し／
ａ

ｂ

Ｃ

４

０

０

６

０

０

２

１

０

０

４

０

ａ ０ １ ０ １ ０ ３ ０

ｂ １ １０ ６ ８ ２ ６ ８

Ｃ ０ ４ 1０ ５ ６ ８ 1２

各指導回にそれぞれの促し方に応じてａ，ｂ，ｃの上げ方で顔

を上げた回数

なお，／はその指導回においてはその促しに対しては顔を上げ

なかったことを示す

こちらから肘台を左右に動かしてＡ子に顔の向きを変

えるよう促したときのＡ子の顔の上げ方は，初めの頃は，

一旦のけぞるようにして顔を上げた後に，そこから顔の

向きを変えながらあごから下ろしてくるというやり方で

あった。特に，Ｂの促し方に対しては，肘台を上に持ち

上げた時点でのけぞるように顔を上げ，そこからこちら

が左右に台を動かすと，それに応じて顔の向きを変えて

下ろしていた。

それが３回目の指導では，Ａの促し方に対して，あご

をつけたまま顔の向きを変えるというやり方を示すよう

になった。このときは，台を動かすと同時に顔を動かす

というのではなく，ある程度こちらが左右に台を動かし

た後に，下を向いていた状態から少し顔を前を向くよう

にしながら，あごをつけたまま顔の向きを変えるように

していた。その後は，Ｂにおいてものけぞる顔の上げ方

は徐々に見られなくなり，あごをつけたまま顔の向きを

変える上げ方が多くなっていった。

Ｃの促し方に対しては，初めの３回の指導では，こち

らの促しに対しても顔を上げてくることはほとんどなかっ

た。しかし，４回目の指導から，特にＣｌにおいて，こ

ちらの促しに応じて顔を上げて向きを変えることが見ら

れるようになった。その後は，Ａ，Ｂの促しに対しては

ほぼ確実に自分で顔を上げてくるようになったのを受け

て，Ｃの促しに重点を置いて行うようになった。Ｃにお

いては，のけぞるように顔を上げることはほとんど見ら

れず，初めはＡのようにあごをつけたまま向きを変える

ことが多かったが，まっすぐ上に顔を上げてから下ろす

ときに顔の向きを変えるというやり方が多く見られるよ

うになった。

３．テープ，声かけに対して（Ｔ，Ｋ）（表３，４参照）

音楽のテープがかかったとき（Ｔ)，あるいは母親や筆

者が呼びかけたとき（Ｋ)，それに応じたＡ子の顔の上げ

方をまとめておく。

Ｔ，Ｋにおいては，あごをつけたまま顔だけ前を向く

ようにすること（ｂ）は見られず，のけぞるようにして

表３各指導回におけるＴ・ＫのときのＡ子の顔を上げた
回数，並びに頻度

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

Ｔ ８ １１ ７ 1７ 9９ 6８ 107 7６ ８

Ｋ ０ １ １ ２ ２ １ ７ ０ 2９

Ｔｉｍｅ 2530 3030 1030 2160 3975 1780 2735 2010 205

Ｔｉｍｅ／Ｔ 210.8216.4147.0127.1 38.6 25.8 1９．７ 21.8 1８．６

Ｔ・テープをかけているときに顔を上げた回数

Ｋ．声かけに応じて顔を上げた回数

Time、その指導回においてテープをかけていた時間（秒）
Ｔｉｍｅ／Ｔ・テープをかけているときに，何秒に１度の割合で顔を上
げたか（頻度）



(ａ，ｂ，ｃ，ｄ）
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表４Ｔ・ＫのときのＡ子の具体的な顔の上げ方（ａ，ｃ）４．足についてについて（表５参照）

Ｔ・Ｋのときの足の様子

椅子に座っているときのＡ子の足の様子に関しては，

以下のような特徴が見られた。（図５参照）

指導を始めるときに，Ａ子の椅子に座って机にもたれ

る姿勢を作るのであるが，そのとき足に関しても，両足

を地面につけて真下にふんばるような姿勢から始めてい

る。そこからＡ子自身が足を動かして様々な足の様子が

見られたわけである。初めは，Ａ子は顔を上げるときに

は足を前に蹴り出すようにすることが多く，特にのけぞ

る上げ方をしたときには足を地面から浮かすこともあっ

た（図のａ，ｂ)。その後，３回目の指導回から足台を置

いたのであるが，その枠のところに足を当てながら，こ

のような前に蹴りだすような足の使い方に加え，膝を曲

げて真下に地面を踏みこむことが見られるようになった。

右足だけを前や横に出して左足は真下に踏みこむように

している（図のｃ）ことが初めは多かったが，次第に，

両足を真下に踏みこんだ状態（図のｄ）のまま顔を上げ

ることが見られるようになり，その割合が次第に増えて

いった。このｄの足の時には顔をのけぞるようにして上

げることはほとんどなく，まっすぐ上に顔を上げていた。

また，両足が右に流れる（図のｅ）こともよく見られ

た。これは，こちらで肘台を左右に動かしたときに，上

体の動きに合わせて足も左右に動いた結果として出てき

たことであるが，特に上体を左にもっていったとき（Ａ

１，Ｂ１，Ｃｌ）に右足を横の枠に当てて蹴りだすように

していることが見られた。この状態のときに肘台を右に

もっていくと，Ａ子は顔をあまり上げてはこないで，非

常に顔の向きを変えにくそうにしていた。あまり極端に

右に足を蹴りだしているときにはこちらで足を直すよう

にするのであるが，そうすると比較的スムーズに顔の向

きを変えることが見られた。

５．後ろから背中を支えることに対して

体を起こすことと外界を受容すること

ａの上げ方で顔を上げた回数

ｃの上げ方で顔を上げた回数

Ｔ・Ｋのときの上げ方においてｃの上げ方が占める割合（％）

ａ．

Ｃ･

Ｃｐ．

顔を上げる（ａ）か，まっすぐ顔を上げる（ｃ）かのい

ずれかの上げ方であった。初めはのけぞるようにして顔

を上げることが多かったのだが，４回目の指導からまっ

すぐ上に顔を上げることが多くなった。このことは，そ

の後の指導回を通じて見られたＡ子の上げ方の特徴であっ

た。そして，テープがかかっているときに，どれくらい

頻繁に自分から顔を上げていたかを見てみると，最初の

4回の指導回とその後の指導回とにおいて，明らかにその

頻度（テープをかけている間，何秒に１回の割合で顔を

上げてきたか）に差が見られた。初めの頃は，テープが

かかった瞬間，あるいは曲が変わった瞬間に顔を上げて

くることが多く，その他の時は肘台に顔を伏せている時

が多かった。しかし，５回目以降テープがかかっている

ときに，かなり頻繁に顔を上げるようになり，曲の変わっ

た瞬間だけでなく，それをきっかけとしながらその後連

続的に上げてくるということが多かった。

そのような変化が起こったのは，Ａ子の顔の上げ方が

連続的になり，また小刻みになったからである。３回目

までは，顔の台に一旦つけてからすぐまた上げるという

連続的な上げ方（一旦顔を下ろして台に付けてから３秒

以内に顔を上げたときに連続的に上げたと判断した）は

見られなかったが，４回目から徐々に連続的に上げるこ

とが見られるようになり，その回数も増えていった。

また，顔を上げた状態を維持している時間に関しては，

のけぞる上げ方では肘をこちらで支えていることが多い

ため，初めの頃から，顔をあげたままの状態で長い時間

いることも可能であった。しかし，まっすぐ上に顔を上

げたときは，原則としてこちらはＡ子の体に直接触って

支えていることはないこともあって，自分の力のみで顔

を上げ続けることは難しく，従ってのけぞる上げ方に比

べて上げている時間は短いものであった。４回目までは，

５秒以上の間上げていたのは，２２回中１回であった（の

けぞる上げ方では２４回中２０回)。しかし，５回目以降は

297回中５２回にのぼっており，１０秒以上顔を上げていた

ことも毎回見られていた。このときもこちらからは直接

体に触るような形で支えていないし，顔を上げることを

促してもいない。Ａ子自身の力で顔を上げ，のけぞるの

ではなくてまっすぐ上へ顔を上げる状態のままで維持し

続けることがこの頃から可能になったと言える。

導回においてＴ・Ｋのときに顔を上げたときの足の様子の分類

ｄの足の様子を示した回数(ａ～ｄの内容については図５参照）

内の数値は全体に占めるその足の様子を示した回数の割合(％）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

Ｔ
・
Ｋ

ａ

Ｃ

cｐ

５

３

3７．５

８

４

33.0

５

２

2８．６

６

1３

6８．４

3２

6９

6８．３

2３

4６

6６．７

2１

9３

8１．５

1７

5９

7７．６

７

3０

8１．１

ａ ｂ Ｃ ．

１ 4(５０） 4(５０） ０ ０

２ 8(66.7） 4(33.3） ０ ０

３ 2(２５） 6(７５） ０ ０

４ 1（5.2） 15(78.9） 3(15.8） ０

５ ０ 45(44.2） 45(44.2） 11(10.6）

６ ０ 13(18.8） 48(69.6） 8(11.6）

７ ０ 8（7.0） 70(61.4） 36(31.6）

８ ０ 3（3.9） 49(64.5） 24(31.6）

９ ０ 4(１１．１） １６(44.4） 16(44.4）



3８ 発達心理学研究第２巻第１号

ｂ Ｃ

図５．顔を上げた時のＡ子の足の状態

ａ：両足をのばし，地面から浮かす

ｂ：両足をのばし，つま先を台につける

ｃ：両足をのばし，左足をヒザをまげて真下にふんばる

ｄ：両足ともヒザをまげ真下にふんばる

ｅ：両足が右に流れる

Ａ子が後ろにのけぞるようにして顔を上げるとき，そ

のままにしておけば後ろに崩れてしまうので，筆者が前

から肘を持っているのであるが，このとき後ろにいる母

親も背中を後ろから支えてくれることがよくあった。あ

るいは，顔を伏せているときにも，背中に触れるように

して呼びかけたり背中をさすったりしていた。このよう

に，母親が背中を触っているときにＡ子が顔を上げてく

ることも多かった。これらは，意図的に筆者が作った促

しの状況ではないが，母親が背中を触っているときのＡ

子の顔の上げ方も特徴的であるので，ここに挙げておく

こととする。

テープをかけているときに，母親が背中を触るという

ことは多かった。それは，６回目の指導の頃から，つま

り，Ａ子の顔の上げ方が段々多くなってきたのに伴って

増えてきている。このときのＡ子の顔の上げ方の特徴は，

注２：ワロンは，自己受容性感覚について，関節や筋肉にその
末梢があり，姿勢や動作が刺激となって引き起こされる

感覚であるとしている。そしてそれは，姿勢的活動と密
接に関係し，また，自らの外界への活動の過程の中で，
活動の様子をフィードバックするためにも働くなど，特
に人間の初期の精神発達において，その基礎となる感覚
として重視している。

まっすぐ上に顔を上げること，つまりｃの上げ方はほと

んどなく，のけぞるようにして顔を上げること，つまり

ａの上げ方が多かったということである。５回目以降の

指導において，背中を触られているときに顔を上げたの

は全部で８５回であるが，そのうちａの上げ方が８３回に

ものぼっていた。この５回目以降においては，こちらが

Ａ子の体に触っていないときにはまっすぐ上に顔を上げ

ることが多くなってきたことを考えると，非常に特徴的

であると言える。また，このときには，背中に触れてい

る母親の手に自分の背中をおしつけるような状態で，か

なり長い間顔を上げ続けていることが多かった。それに

加えて６回目以降は，背中に触っている間に連続的に顔

を上げ下げするということも見られた。

考察

１．外界の受容と姿勢の問題

肘台を左右に動かすときには，Ａ子の体の向きと顔の

向きのバランスをこちらで変えることによって，Ａ子自

身がそれに応じて楽な方向に顔の向きを変えてきていた。

これは，自分の姿勢が変わった（変えられた）という身

体的な状況から生じる新たな自己受容性感覚（注２）を
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基に，それに対処すべく顔を上げて向きを変えるという

運動を起こして姿勢を調節したと言える。これは，Ａ子

にとっては，自分の椅子の座り方が変わったことがきっ

かけとなり，その中で姿勢を変えるという運動を起こし

たと考えられる。

しかし，Ａ子が姿勢を変えるのは，身体内部において

起こる感覚の受容のみが基になっていたわけではない。

外の世界からの刺激の受容，特に，触覚的なきっかけと

して，「背中に触る」ということも重要であった。この後

ろからの触刺激に対して，Ａ子が自分の体を押しつける

ことによって机にもたれている上体を起こすことがよく

見られた。さらに，そこに押し続けることにより，上体

を起こした姿勢を保ってもいた。その意味で，まさに背

中に触れた手を利用して，「後ろへ」という運動を起こす

ことにより，姿勢を作っていたと言える。

さらに，聴覚的な刺激の受容に関しても，好きな音楽

のテープに応じて顔を上げてくることに象徴されている

ように，Ａ子にとって重要なきっかけの１つとなってい

た。このときＡ子は，非常にうれしそうに笑いながら，

時には声も出して顔を上げてくることが多かった。浜田

（1984）は，子供との情動的な関わりが，ある種の情動

興奮を伴いつつ身体の中に「ある力」をもたらし，その

力が外に向かって方向付けられていくことによって姿勢

を作っていくという図式を提出している。Ａ子も，音楽

のテープを聴くことによってある種の情動的興奮を自ら

の内に作り，それによって体を起こすという運動につな

げていたと考えられる。母親や筆者が呼びかけたときに

うれしそうに顔を上げてくるということも同様なことが

考えられる。ある種の情動が一義的にある姿勢を作ると

は言えないが，テープの音に対して機械的，条件反射的

に顔を上げてきたわけではない。聴覚的な刺激が何らか

の力をＡ子の中にもたらし，なおかつ，椅子に座り机に

肘をつくという状況があったことが，このようなＡ子の

体を起こす運動の自発・調節の過程につながったのであ

る。外界との関係において視覚的刺激を用いることが難

しいＡ子の場合，こうした触覚的，聴覚的な刺激の受容

がＡ子自身の姿勢を作ることにつながったということは，

外界との関わりと姿勢を作ることとの関係を示唆する上

で非常に重要な問題である。

２．体の部位の支点化：肘，足，腰の使い方

「後ろへ」と「上へ」というそれぞれの運動において，

Ａ子の体の部位の使い方に違いが見られた。特に，机と

肘，椅子の座板と腰，地面と足の関係という点に注目し

たい。

「後ろへ」という運動を起こすときには，机，地面と

いう，Ａ子にとっての水平面は，体重をかけるべき場と

しては用いられていない。顔，上体がまず机から離れ，

肘はそのまま机の面にそって後ろにひかれていくか，机

から離れて上体とともに上に上がっていた。足は前に投

げ出すようになり，地面から離れて浮いていることが多っ

た°そして，座板に面として接している腰のところで前

部から後部への体重の移動が起こっていた。この上げ方

においては，水平面を利用して姿勢を作り体を支えると

いうより，そこから離れることによってある姿勢を作っ

ていたと言える。

「上へ」という運動を起こすときには，机の面，地面

という水平面に体重をかけて，それを利用しつつ自ら姿

勢を作っていた。「後ろへ」という運動においては，こち

らからの支えが必要であったのだが，この上げ方におい

ては他からの支えを必要としていなかった。それは，Ａ

子自身が自らの身体の部位を使いつつ，外界である水平

面を利用して姿勢を作っていたからである。机の面に関

しては，上半身をもたれていた状態から両肘が体重をか

けるべき支点として分化し，そこで下に押しつけること

によって上へという運動を起こすことができた。さらに，

足台の枠を利用しつつ，次第に両足を真下に踏みこむこ

とが見られるようになったのであるが，それに伴って，

この「上へ」という運動もより多く見られるようになっ

た。このことは，肘台を左右に動かすという状況におい

ても，のけぞることよりあごをつけたまま顔を上げたり，

まっすぐ上に顔を上げて顔の向きを変えることが多く見

られるようになったことからも示されている。さらに，

足の状態によって顔の向きの変え方が変わる（足が右に

流れているときには右向から左向には変えにくい）こと

からも，足と地面の関係の付け方が顔の上げ方に影響す

ることを示している。

Ａ子が上体を起こして顔を上げるとき，それは上半身

の問題だけではなく，他の外界と接している部分，すな

わち，腰，足の使い方とも密接に関係してくる。それは，

水平面という外界といかに接し，どの部位を支点として

体重をかけ，体全体としてどのようなバランスを作って

いるかという問題である。Ａ子自身の姿勢の作り方，特

に上体を起こした姿勢を作るというときに，外界の水平

面との接し方，支点の作り方によって，その姿勢の作り

方も大きく影響を受けていたことが示された。

３．重障児教育上の課題としての「姿勢」

本研究においては，Ａ子という１人の重障児との，顔

を上げる運動を起こすことを促す教育的な関わりの中で

のＡ子自身の運動の自発の様相を見ながら，そこから上

体を起こす姿勢を作っていく過程を明らかにしてきた。

本事例においては，Ａ子自身が顔を上げ上体を起こすと

いうことが，指導開始当初は非常に困難であったため，

顔を上げること自体が関わりの中での課題となったので

ある。１つの姿勢を作ることが目的となる場合，どうし

てもその姿勢の保持に重点が置かれ，静的な姿勢が考え

られがちである。しかし，例えある姿勢を作ること自体
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が課題となった場合でも，あくまで子供自身がその姿勢

を自ら作ることができるような状況を考えなければなら

ない。Ａ子の場合は，それが，椅子に座り，肘台，足台

の枠を利用しつつ，外界の受容を様々な形で利用すると

いうことであった。その状態において，筆者と母親の支

えを利用しつつ，Ａ子は自分の身体を使って顔を上げ上

体を起こし，さらに自分で机にもたれた状態に戻るとい

う，一連の姿勢的活動を自発し調節したのである。姿勢

を１つの状態としてではなく，より動的な活動としてと

らえながら，そこから外界の受容，働きかけという，外

界との関係づけがどのようなされているかを考えること

が，重障児と関わりを持つうえで重要な視点となると考

えられる。
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調査研究について

松田浩平
(東海大学短期大学部）

１．はじめに

心理学的測定は，構成概念と直接的にせよ近似的にせ

よ，対応する指標が存在しておらず，他の物理的測定と

は異なっている。身長や体重のように特性概念を表わす

変量には，ＭＫＳなどの絶対単位系が存在するが，発達は

構成概念として実存するもので，その実体は実在しない。

われわれは発達を促えようとするとき，発達によって

変化する（と思われる）変量をいくつか選び，基点を得る

ために外的基準として記述された何らかの変量（たとえば

時間軸など）と対応させる事が多い。すなわち発達研究な

どでは，仮説構成概念をある種の潜在変量とおき，いく

つかの測量変量から本質的には推定するしかないのであ

る。

本稿では，調査研究における因子分析法の位置づけと

技法的特徴をベースとして，調査研究とデータ処理の関

係について考察する。

2．調査研究の２つの目的と１つの方法

調査研究では，項目への反応として得られた資料の整

理に因子分析的手段を用いることが多い。因子分析法は，

1)複雑な多変量の関係を単純化する目的と，２)多変量を

ドライブする小数の潜在法則を発見する場合に用いられ

る技法である。ところが，この二つの目的間で，方法論

上の差異はない。あくまでも研究目的センスの問題であ

る。しかも，前者は明らかに主成分分析モデルを背景に

しているし，後者は共通変動成分と特殊変動成分の分離

を前提としている。したがって，この２つの目的が異な

れば，測定変数の選び方から因子の解釈まで含めて質的

にまったく異なる研究を行なっていることを意味してい

る。

本稿では，後者を中心として論議を進めてゆく。この

中では，共通因子として得られるGeneral-Lawと固体

特性を記述する因子スコアとして得られるSpecific-Law

の関係を考察する必要があろう。

３．因子の構造と仮説構成概念

因子分析でしばしば用いられる解析的回転法に直交解

のVarimax法がある。

こりは，Thurston(1947)によって概念的に提案され，

さらにHorst(1965)によって数学的表現が可能ように具体

化された単純因子構造に，自分の研究で得た因子解の構

造を近似させる一つの方法にすぎない。測定変量相互の

関係を一定に保つという条件のもとで得られる因子解は，

意見欄

１組の資料について各変量ベクトルを固定して因子軸の位

置を任意に設定すれば無数に存在する。そこで本来なら，

研究の分脈に沿って因子の構造を規定する前提条件につ

いて論議されるべきである。しかし，このような研究報

告は調査研究に限らず見たことがない。

かって心理学者には，因子分析を用いた研究で手作業

による職人芸的な因子回転を延々と繰り返し，自分の仮

説構成概念と一致した回転解を求めて，自分の構成仮説

が支持されるか否かで感動を得る喜びがあった。コンピュー

タと解析的回転解の普及は，この喜びとともに因子回転

の前提条件を構成仮説に基づいて検討することも心理学

者から奪い去ってしまったかのように見える。特にＳＡＳ

やＳＰＳＳなどのパッケージソフトを利用するようになっ

てからこの傾向が顕著で心配である。

いずれにしても，自分が選択した因子抽出現基準と因

子回転基準の仮説構成上の前提をあらかじめ文献などを

とおして理解しておくべきであろう。とくに，始めて因

子分析に限らず多変量解析的技法を研究の中に取入れる

場合や，一連の自分の研究の中に始めて適用する技法な

どについては，たとえパッケージソフトを利用するにし

ても，その技法の解析上の目的を理解してから利用すべ

きである。

また，因子分析などの多変量解析的技法の利用が調査

研究であらかじめ予想される場合には，全ての項目につ

いて，独立変数と従属変数を導入する解析変量との区別

を明らかにしておかなければならない。年齢などと自己

制御機能の関係を質問紙で測定する場合を例にすれば，

表側項目(facesheet)に記述される年齢・性別・地域な

どの項目が独立変数となり，質問紙を構成する下位項目

が解析変量となる。

さらに，データ要因を規定する独立変数の選定には慎

重であるが，それらの特性を記述する従属変数のもとと

なる解析変量の選定については注意を払わないのも最近

の傾向である。とくに，因子分析では，解析変量の選択

が結果を左右することが多い。これらについては，Ｈａｒｍａｎ

(1976)や芝(1979)に詳しく述べてある。そして処理計画

を立てる前にデータ収集を行なわないことと，データ処

理方法が研究方法に含まれていることを忘れないことが，

研究者に求められる最低限のことがらである。

４．因子モデルと発達モデル

心理学における因子分析モデルは，心理的要因を潜在変
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量として置き換えた因子スコアが，すべての出発点となっ

ている。ここで，概念構造モデルとして得られた共通因

子は，解析したデータグループに共通した性質を表わす

ものである。この共通因子をもとに算出された，各個人

の因子スコアは，共通因子空間で表わされる共通変動成

分の範晴で表わした固体特性を意味している。

すなわち，因子分析は実際に測ることのできない概念

構成変量を因子スコアに反映しようというものである。

さらに，複数の因子が得られることが通常であるので，

単独または交互的に因子に対応したタイプの固体が存在

することが考えられる。これら個体のタイプの存在と，

研究の文脈に基づいて構成した仮説概念との対応関係の

発見に喜びを見いだすことは無意味ではなかろうか。

また，因子スコアの抽出に簡便な方法として，因子パ

タン（負荷）の大きい項目の実測値を単純に加算する簡便

な方法も認められるが，これは調査研究で用いた質問紙

を心理検査として市販する場合を除いて好ましくない。

共通因子パタン（負荷）を１と０だけで表わすことに満足

できる研究者はこの限りではない。因子スコアの計算式

は因子抽出基準と密接な関係を持っているので，自分の

選択した解法と対応する因子スコアの推定式を用いるべ

きである。とくに，ＳＡＳやＳＰＳＳなどのパッケージソフ

トを利用するならなおさらである。

フィールド調査や質問紙調査による発達研究では，結

果の整理には相関分析法が酷使される。この種の研究で

得られる測定変数の束縛要因は，研究の文脈に沿って概

念的に構成されたものである。さらに，発達研究では表

測項目から得られた非数値型の回答を数量に当てはめる

(ハイー１，イイエーＯなど）ことが多いので，計算のた

めに用いる解析変量と解釈の対象となる測定変数の対応

にも結果を解釈する際に注意する必要がある。

因子分析を行なえば，いくつかの数的操作を経て，い

くとおりかの因子パタンベクトルが得られる。このこと

は，測定された変数そのものにも複数の束縛要因が存在

することを意味し，それから抽出された因子が絶対的な

現象記述するものではなく，ある解釈上の切り口を与え

たことを意味している。研究の目的にそって用意した測

定変数から設定された解析変量が影響を受けない潜在構

造まで因子分析では発見できない。したがって，データ

解析技法の能力を越えた解釈をしても無意味である。こ

の科学の前提を一つ覆そうとする過ちへと研究者を誘惑

するには，因子分析という一見複雑なデータ解析手法は

充分すぎるほど魅力的である。そのためか，意味なくデー

タを収集してから自分の納得する結果が得られるまで，

意味なく複数の多変量解析を試すことも希ではない。

5°まとめと考察

潜在変量のScripterとしての因子パタンは，無数に存

在する。研究者は，研究の文脈に沿って採用すべき因子

モデルを検討しなければならない。

発達研究スタイルの多くでは，概念的に構成された潜在

変量のIdeaである因子スコアが，研究の出発点となる。

これによりGneral-Lawとしての共通因子の構造と，個

体のSpecific-Lawを反映する因子スコアが意味を持つ。

すなわち，因子分析をはじめとする多くの多変量解析

的技法（クラスタ分析を除く）は，従属変数の共通性を探

査し小数の潜在変量に圧縮する作業にほかならない。こ

れは，科学の目的の一つでもあったはずである。
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１９９１．５．７受稿，１９９１．７．７受理

調査研究をおもしろくするために－西野の提言を受けて－

臼 井博
(北海道教育大学札幌分校）

発達心理学研究（第１巻第２号）で，西野（1991）は

発達研究における調査研究をおもしろくするための工夫

についていくつか具体的な提案を行っている。その内容

については，筆者も基本的には同意見だが，そこでは，

質問紙調査を中心にその分析法に主眼をおいて述べてい

たので，ここではもう少し調査研究の枠を広げて，どの

ような調査研究が求められるかを考えてみたい。

1．基準データベースの必要性

西野は，因子分析法を例にあげ，細かな論議を行って

いる。筆者は，このような多変量解析法の妥当性を論評

する知識を持たないが，仮に因子得点の有用性がより重

要であるとしても，そこで得られた因子の構造の交差妥

当性に関して十分な保証があるのかどうかにつねに疑問

を感じてきた。
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具体的な事例について考えてみよう。乳幼児の気質間

紙にいろいろなものがあるが，その因子的妥当性につい

てはほとんど確認されていないのが現状ではなかろうか。

実際には，アメリカで用いられたスケールをほぼそのま

ま翻訳して用いてきている。という筆者自身もそうして

きている一人である。こうした矛盾を強く感じながらも，

あえてこうしてきたのは，一つには，とりあえず当座の

使用に耐えらそうだという「表面的な妥当性」があるか

らである。また，オリジナルのスケールと一応だが，デー

タが比較可能だという理由もある。加えて，すぐないサ

ンプルの情報をいくら細かな分析をしたところでどうに

もならないという思いもあり，これが一番強いかも知れ

ない。

ところが，最近では多少事情が変わってきたように思

われる。例えば，今年の発達心理学会第２回大会の発表

の中で，ＩＴＱ（InfantTemperamentQuestion‐

naire）を用いた研究がいくつも見られたが，そろそろど

こかで集約してＩＴＱのデータベースをつくり，日本の子

どもの気質についての基準尺度をつくるべき時期にさし

かかっているのではないかと思うのである。その思いを

強くしたのは，菅原（1991）の「乳幼児のstrangerに

対する対人行動に関する研究」のように，７００名以上の

サンプルによるＩＴＱの因子分析のデータがあることを知っ

たからである。

そのための必要な作業としては，まずこの分野で活発

に研究をしている研究者で，プロジェクトチームを作り，

スケールの決定版を作ることである（翻訳版の中には，

日本の生活実態から馴染めないために，誤解しやすいよ

うな文章も当然あるだろう)。できれば，これに加えて岩

井の指摘したような（岩井，1983）日本の子どもに特徴

的と考えられるような部分も加えて欲しい。それをでき

るだけ多くの研究者に実施していただき，基準尺度を作

る。これができれば，たとえ少数のサンプルからでも，

かなり信頼性のある個人差のデータとして利用可能なも

のになる。

2．生態学的に妥当な調査データの収集

もう１０以上も以前のことになるが，筆者の指導の学生

が卒業論文で，札幌市の子どものテレビの視聴時間を調

べたところ，東京の子どもに比べると２倍近かった。こ

のことより，札幌市の子どもが特別にテレビが好きだと

結論してよいだろうか。

しかし，こう結論するのは危険である。というのは，

どんな季節に調査したかにより，視聴時間の長短が大き

な影響を受けるからである。さきにあげた調査は，１２月

に実施したもので，札幌ではこのころになると，日暮れ

が早く，気温も低いため外遊びをする子どもが極端に減

少するから，家の中で過ごす時間が長くなり，必然的に

｢ながらテレビ」を含めたテレビ視聴時間が増すのである。

じつは，これとよく似た経験を，農村と札幌市の生活

実態調査を行ったときにしたことがある。農村の幼児（３

歳児）のテレビ視聴時間が目立って多かったが，それは

農家の家庭では祖父母が同居する場合が多く，彼らの中

にはテレビをまるでラジオのようにいわば，ＢＧＭがわ

れに使う人がすぐなからずいたのである。

これほど極端ではないかもしれないが，各種の「実態

調査」や「地域差」の研究では，どれほどまでに地域の

実態について知ったうえで調査しているのだろうか。そ

の意味で，もっと細かく地域の実態に即した調査研究が

あるべきだと考える。

3．継続的な調査研究の必要性

小学校の入学が近づくころになると，ひらがななどの

文字をどの程度まで習得しておくべきか，いつも議論に

なる。早期教育論者たちは，入学前の文字習得の乏しさ

が，後の「落ちこぼれ」の主要な原因になると主張する

し，その一方では，「生兵法は，’怪我のもと」式にむしろ

なんでも学んでこないほうがかえってよいといった極端

な楽観論も存在する。

このいずれの考えにくみすべきか。国立国語研究（1972）

の調査によると，清音，濁音，半濁音の７１のひらがな文

字の読字数の分布では，４歳児でＵ字型の分布の曲線を

示すのに対して，５歳児ではＪ字型の曲線を示した。つま

り，５歳になれば（この場合は，入学の５カ月前）ほと

んどの子どもは大半の文字を読むことができるが，その

１年前の４歳児のグループでは，全く読めない子どもと，

ほとんど読める子どもが最も多かったのである。

また，５歳児のグループについては，その一部を入学

直前に再調査しているが，そこでは，前の調査で60文字

以上読める子どもの割合が63.9％から87.8％へと，24.5％

も増大したのである。

西野（1991）も指摘したように，縦断的な調査研究の

必要性がここにある。ただし，筆者がもっとも強く関心

を持つのは，幼稚園の時期から小学校，小学校から中学

校，中学校から高校といった公教育のシステムが変わる

時期にかけての縦断的な調査データである。例えば，か

なり前のことになるが，White（1965）が，５－７歳の

学習能力の質的な変化を示唆したことは有名だが，その

原因は，内的な成熟と学校経験，さらには，周囲の期待

や自己概念の変化などさまざまな要因の複雑な相互作用

によるだろう。こうしたダイナミックな発達的な変化が

比較的短期間に生じやすいのは，上にあげたような学校

の変わり目であろう。

筆者自身も幼稚園期から，小学校の低学年にかけての

｢熟慮性-衝動性」の縦断的な調査データを得たことがあっ

たが（Usui，1987)，全体としてみると，学校システム

の変わり目にかけての縦断的なデータが非常に乏しいよ

うに思う。



4４ 発達心理学研究 第２巻第１号

文献

国立国語研究所（村石昭三・天野清）1972幼児の読

み書き能力．東京書籍．

岩井勇児１９８３概観児童心理学の進歩（1983年版)．金

子書房．１－２３．

西野泰広１９９１調査研究をめぐって発達心理学研究

１，１５１－１５２．

菅原ますみ１９９１乳幼児のstrangerに対する対人行動

に関する研究発達心理学会第２回大会発表論文集，７６．

Usui，Ｈ、１９８７Reflection-impulsivityandcogni‐

tivematurity：Alongitudinalandcausalanal‐

ysis．Ⅸ肋Ｂ伽伽ﾉ肋e伽9Ｍ/〃eγ邦ａｔ伽αノＳｏ．

ｃ/卿／bγ伽Ｓ/"ｄｙＱ／Ｂｅ〃α伽”ノＤ”e姉加”/、

Ａ6s”Ｃｆ,３７．

White，Ｓ､H1965Evidenceforahierarchialar‐

rangementoflearningprocesses・Ｉ、Ｌ．Ｐ．Lipsitt

＆ＣＣ、Spiker（Eds,)，Adzﾉα"“伽ｃﾙﾉ〃庇zﾉe”‐

””/α"ｄ６ｅﾙα"/”Vol、２．AcademicPress、

１９９１．５．９受稿，１９９１．６．２８受理
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(東京都立大学人文学部）

調査研究の意義

西野（1991）によれば，発達研究という文脈における

調査研究はその安易さを指摘されることが多いという。

確かに１回や２回の調査で発達という時間的変化の現象

を捉えることは原理的に不可能であり，その点で安易で

あることは否めない。しかし，何事も長所は短所，短所

は長所である。発想を変えるならば，調査研究の強みは

因果関係を直接検討していない，あるいはしなくて済む

ところにあるのではないだろうか。因果関係の検証をす

るためには，実験的研究がより望ましいということになっ

ているが，被験者への影響や負担という面から考えると，

質問紙，観察，実験の順に増えていくことになる。実際，

発達研究においては，被験者や問題の性質上因果的な実

験を組めないような問題も存在する。母親の話す言語の

影響を除いた上で初語の研究をしたいからといって，中

世の絶対君主のように食事を与えるだけの養育を行って

研究することは不可能なのである。同様に，養育態度や

母親の就業形態が子どもに与える影響について研究する

際などにも研究者の側で条件を統制することは不可能で

あり，調査研究の果たす役割は小さくないはずである。

それにもかかわらず調査研究の評判が良くないのは，お

そらく，実際のやり方の問題であろう。西野（1991）は，

安易さ批判を乗り越えて面白い調査研究を行うためには，

1）仮説は大胆に，２）処理は慎重にすることが必要であ

ると提言している。つまり，調査研究の多くは，仮説は

臆病だが処理は荒っぽいということなのかもしれない。

調査研究の問題点

まず，問題設定，仮説について考えよう。佐伯は（教

育心理学において）おもしろい研究をする上で大切なこ

とは，メタ理論を持った上で経験世界に根付いた仮説を

立てて命がけで検証することだと論じている（佐伯，1986)．

調査研究においては，数値化したあとの解釈やその後の

考察は洗練されているが，仮説やその仮説の背景になっ

ていたメタ理論や現象そのものの凄さについての考察が

忘れられているようなものが多いのかもしれない。しか

も仮説に対する思い入れが少ないので，何となく因子分

析して，その結果を用いて何か有意な相関なり，平均値

の有意義が出ればまあいいか，となってしまうのである。

最悪の場合には仮説と反対の結果が出たとしても理論を

多少修正して強引に解釈してしまうことも出来るのであ

る。

次にデータ収集について考えてみる。調査研究は“同

じ質問を多くの人に行い，その採点も誰が行っても同じ

である'，という意味で客観性の高いという論法があるけ

れどもこれは本当だろうか。実は，同じ質問をしている

と言ってもそれは見かけ上の問題であり，尺度項目の意

味やその評点の意味は研究者にとってのみ一義的なので

ある。つまり，各被験者にとって質問文の意味やその評

点の意味は同一であるとは言えないのである。例えば，“パー

ティーなどで人と楽しく過ごすのが好き'，という項目に

対して“当てはまる,，，“やや当てはまる,，というような

4件法で被験者が回答するとして，パーティーとは，楽し

く過ごすとは，“当てはまる”と“やや当てはまる”の違

いは，といったことに各被験者の判断が絡んでいるし，

その判断には各個人の生きてきた経験や生きてきた文化／

歴史の影響が絡んでいるのである。こう考えると調査研

究の結果の一般化には十分な注意が必要であろう。この

他にも，項目の予測力と概念の予測力を混同しているこ

とや，異なる尺度の相関を計算する時に，尺度は違って

いてもそれらに含まれている項目の内容が意味的に重複

している場合があること，などには注意を要する（渡遷・

佐藤，１９８９)．
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さて，データ処理の問題である。因子分析と統計的検

定についていくつか考えてみたい。因子分析については

その安易な使用法について反省の声が強まってきている

ので，ここでは，因子は“抽出された”のではなく，“抽

出した”のだという点について注意を喚起するにとどめ

たい。言うまでもなく，因子分析は“外的基準'，のない

場合の多変量解析であり，実際の因子抽出に際しては何

らかの基準が用いられているのである。ところが実際の

因子数決定にあたっては，多くの計算プログラムにガッ

トマンーカイザーの基準（固有値１．０以上のものを採択）

が組み込まれているため，因子が“抽出された”ように

見えてしまう。因子は天からの授かりものではなく，本

来解析をする研究者自身が決定するものなのであり，自

分が抽出したという自覚をもつことが重要であろう。そ

ういった意味で西野（1991）が指摘したように様々な手

法で因子分析を行うことは必要である。また，南風原（1991）

は，因子の命名を行なう時には，その因子構成がもとも

との項目構成の影響を受けていることを考慮に入れた上

で，単なる分類作業をしたと考えた方がよいということ，

因子分析における因子の抽出は，概念の構成を明らかに

する作業とは異なるということを指摘している。

もっと厄介なのは統計的検定である。ここでは紙幅の

関係もあるので，調査研究の根幹をなすと言っても良い

であろう相関係数の有意性検定に焦点をあてる。筆者は

ある学会で，少人数を対象にした実験研究が“ｒ＝.60で

すが有意になりませんでした，，などと言っていた次のセッ

ションで，数百人を対象にした調査研究では“ｒ＝.１７で

したが有意になりましたので，○○と◇◇には関係があ

ると言って良いと思います，，という発表が行われている

のを聞いた経験がある。これはいかにも不思議であった。

相関係数はまず数値の大きさが関係の強さを示す指標で

あり，関係が大きくないものについて数値がｏであるか

否かの検定を行っても仕方がないのではないだろうか。

相関関係についてはまず相関図を描いてみてそれを見た

上で相関係数を計算し検定をすべきであろう。検定は謙

譲の美徳に基づいて使用するものであって権威の押しつ

けのために使用してはならない。調査研究は相関関係を

基にして因果関係まで考えようとする論法なのであるか

ら，相関係数の扱い方をもう少しデリケートにしても良

いのではないだろうか。

調査研究をどうするか

以上いくつかの問題点について述べてきたが，調査研

究において最も問題なのは，西野（1991）や筆者の意見

が決して新しいものではないということにある。データ

解析における統計の使用に関してはそれが顕著である。

現状を打開するために，統計の使用に関して編集委員会

が詳細な検討をして（専門家に委嘱しても良い)，通達を

出してみてもいいのではないかと思う。統計をどのよう

に使いこなし，どの程度の情報を呈示すべきなのかとい

う論議は専門外の研究者には少し難しい問題なのである。

もちろんこの通達が権威になってしまう怖れもあるが，

通達自体を絶えず批判的に検討するという作業を欠かさ

なければ，論文執筆にあたって最低の要件としての機能

は持ちうるだろう。

さて，調査研究の実施にあたっては，単一の仮説を巡

る研究を組み立てるのではなく，理論的に可能なモデル

をいくつか考えておいて，その中でどれが望ましいかと

いうスタイルで行うこともできる。共分散構造分析を応

用したり（柴田，1991参照)，ＡＩＣ（赤池，1976など）

を用いたりすることで，モデル間の比較を行う試みは今

後発展するであろう。また，データを厚くして，個人の

状況（はやり言葉で言うと文脈）を理解することで，調

査研究の欠点をある程度克服できる。たとえば，適切な

外的変数を導入することも意外に有効である。短大生を

対象に調査を行う時に，入学直後と夏休み前後，就職活

動の前後，などといった短大生活のメルクマール的出来

事の前後の時期を選んで調査を行えば，解析や結果の解

釈の際にさまざまな出来事の情報が使用でき，説得力が

増す。これ以外にも，出身地（外国との比較も含む)，下

宿か否かなどの情報を使うことが出来るのだが，単なる

平均点の比較に終わってしまってはもったいないし，因

子分析など外的基準のない解析法にとってもこれらの情

報が貴重なものとなることがある。また，質問紙調査で

あっても可能な場合には連絡先を記入してもらい，この

人という人物には追調査（質問紙でも面接でも）を行う

ことも有効である。面接を行えば，過去の出来事との因

果関係を検討する際にも，（遡及的ではあるが）単なる相

関を越えたデータがとれるはずである。

相関研究は決して劣った研究スタイルではないし，与

えられる評価が低いわけでもない。平成２年度の日本心

理学会研究奨励賞は，質問紙による調査に最も馴染まな

いとさえ思われる会話の研究（桑原，西田，浦，椎野，

1989）に，“相関分析のみに依存しており，現実の会話行

為との対応づけが不十分”ではあるが“欠点や次のステッ

プを見通した上で意欲的に踏み出された'，研究であると

して与えられているのである（心理学研究，１９９０）．
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事例研究における厳密性と妥当性一鯨岡論文（1991）を受けて－

南博文
(広島大学教育学部）

〔目的〕発達心理学研究は，従来の学会誌と比べてオー

プンな姿勢が特徴的であり，事例研究に対する寛容性に

その編集方針の一端が現れている。しかし，事例研究の

あり方，発表の仕方については問題が残されており，本

誌の審査者の抱くいくつかの危倶や要望を岩立（1990）

は，やや保守的な色調で呈示した。それに対し，鯨岡（1991）

は，事例研究独自の意義は何かという本質論の視点から，

｢発達の意味＝問題性を捉え直す作業の一貫として事例研

究」が満たす要件を提案している。

本論では，岩立（1990)，鯨岡（1991）の議論を前提

としたうえで，近年，文化人類学を中心として，人文・

社会科学で議論されている解釈学的（interpretive）ア

プローチ（例えば，Geertz,1973）や質的分析（quali‐

tativeanalysis）’)の視角からの問題提議を行ないたい。

筆者自身の立場としは，客観主義的観察研究の規準を事

例研究に無批判に適用することは妥当ではないという点

では，鯨岡（1991）の主張に賛同するが，事例研究独自

のパラダイムの中で，学問的理性が要求する厳密性

(rigour）をいかに満たすべきかという問題について検討

を進めることが，岩立（1990）の危倶に応える１つの方

向性であり，事例研究の今後にとって建設的であると考

える。

〔事例研究の積極的意義〕

事例研究を行なう動機としては，まず扱う事例そのも

のがある特殊な条件を備えているために科学的関心を呼

び起こす（臨床的な事例研究に代表される）場合と，事

例そのものは特殊ではないが，通常の多数標本研究では

注lSagePublicationsからシリーズで出版されている

“QualitativeReserachMethods，，（Maanen,Ｊ,Ｖ,，
Manning，Ｐ，Ｋ，＆Miller，Ｍ、Ｌ､編：現在１６冊発

刊）が基礎的な参考文献としてあげられる。

見逃されてしまう現象の詳細を明らかにしたい場合とが

あろう。

さらには，鯨岡（1991）のように，既存の発達研究が

ともすれば無批判に依存する固定化した事実認識の様式

や，暗黙の理論を批判的に捉え直す作業として事例研究

を行なう場合もある。いずれの場合にせよ，事例研究で

は事例から学ぶという姿勢に裏打ちされて，取り上げた

事例を正確に把握し，記述的に現象を説明することが主

要な課題となる。このような事例研究は，現象をあらか

じめ定められた心理学的「変数」の観点からのみ切り取

り，多数標本を用いた確率論的相互関連から現象の背後

にあるメカニズムや因果関係を解明する方法では，「すく

い取ることのできない心理学的リアリティ」（鯨岡，1991）

を明らかにするパワーを持っている。

[事例「内」での厳密性，妥当性の要求］

以上のように，事例研究が志向するのは，文化人類学

者Geertz（1983)が「ローカルな知識」（localknowl・

edge）と呼んだ認識の様式に近い。ここでは，事例「内」

での現象把握の確かさが研究者の主要な関心であって，

得られた知見が，どれだけ一般性を持つかは二義的な問

題となる。従って，多様標本の観察研究で問題とされる

サンプリングの無恋意性や，結果の再現性，独立した評

定者間の一致率など，通常「客観性」にかかわると見な

される必要条件は，事例研究の本質的な評価規準として

は不適切な場合が多いと考えられる。

しかし一方で，事例研究，あるいは「ローカルな知識」

においては，研究者は第三者からの吟味を受けないため

に，単純な事実誤認に陥ったり，自身の暗黙の前提や無

意識的なバイアスによって解釈に歪みが生じる可能性が

あることも確かである。文化誌（ethnography）を紀行

文から区別し，研究論文をエッセイから区別するのは，
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事実認識と解釈の妥当性に対する方法論的な厳密性（rigour）

への要求の高さにあると思われる。以下に事例研究の厳

密性・妥当性を検討する上で重要と思われるいくつかの

視点と鍵概念をスケッチしてみよう。

１．主観性一客観性から相互主観性へ：事例研究に向

けられる批判の代表的なものは，対象主体の行為の意味

や意図性に言及することをもって，研究者の「主観的解

釈」に過ぎないとする意見である。例えば，実子を対象

とした日誌研究において麻生（1990）は，次のような観

察記述を行なっている。「少し遊び相手をしてくれた来客

の男性の口に，自分のかじっていたゴム製の人形をあた

かも挨拶の印であるかのように差し出す」（観察30)。こ

こで，対象児が「挨拶の印であるかのように差し出」し

たかどうかを裏付ける「客観的」証拠は示されていない。

しかし，このようなとらえ方は，ひとり観察者にのみ認

識されるものではなく，その場に居合わせる「参加者」

に共有されるごく自然な解釈である。参加者は，この子

の行為をそのようなものとして受けとめ，それに合った

対応を現実にしている。ここでの解釈は，参加者が実際

の相互作用の中で用いている「相互主観的」な解釈であ

ると言えよう。事例研究でめざされるべきは，研究者の

独裁的な解釈や説明ではなく，対象主体の視点からとら

えた相互主観的な現象領域への接近であり，それに近づ

いている程度に応じて記述は妥当性の高いものとなる。

２．「厚い記述」：相互主観性の領域に接近し，妥当

性の高い記述や解釈を行なう作業は，具体的にはどのよ

うに進められるのであろうか？Geertz（1973）は，こ

れを「厚い記述」という概念で表している。ある行為や

出来事の断片を，それが置かれた具体的な状況・文脈や，

そこに到った歴史的（短時間のエピソードも含む）な経

過と合わせて記述し，内包された意味構造を読み取るの

が厚い記述である。麻生（1990）や横山（1990）の中

でも，実子の行動にそれ以前には見られなかった「画期

的」な転回に言及する点や，ある種類の発語の初出や消

失の過程を丹念にたどっているのは，厚い記述の実例と

言えよう。このような記述を実現するためには，対象主

体と長期的な関わりを持つ事が望ましく，対象の経験し

てきた文脈（例えば，麻生（1990）のように“口'，概念

をめぐるエピソードの連なり）を研究者がどれだけ把握

しているかが，記述の「厚み」を決定する。

３．コミュニケイションに対する厳密さと法廷モデル：

対象主体の文脈に参加し，厚い記述をこころざす研究者

は，対象とのコミュニケイションについてとりわけ洗練

された意識と技術を持つことが要求される。相手がどの

ような構えで自分に対時しているのか，あるいは，相手

の発言や行為を理解する共通の基盤が築かれているかど

うか，そして研究者自身の持つバイアスや関係のとり方

の特徴についての自己理解がどれだけあるか，これら対

象とのコミュニケイションを取り巻く枠組み，状況につ

いての方法論的な意識化がどれだけなされ，研究報告に

明示されているかが，事例「内」での厳密性の条件の１つ

となろう。この点について，Habermas（1981）のコミュ

ニケイションの理論に基盤を置く社会科学のアプローチ

が示唆に富んでいる。特に，自然科学の実験ではなく，

法廷での審議，立証のプロセスをモデルとした社会科学

のパラダイムとその厳密性についての彼のプログラムか

ら学ぶべきところは多いであろう。自らの主張を説得的

に展開するために，論者は主張を裏付けるあらゆる物的

証拠や，関係者の証言などを提示する。しかし，これら

に基礎付けられた事実認識と「事実」の意味づけは，議

論のフォーラムにおいて多くの人間の共同作業と合意に

よって導かれる。このように，様々な代替的な

(altemative）解釈や批判に対して「開かれている｣，そ

して共同的な認識作業を可能にする資料（｢データ｣）が

提示されていることこそが，質的分析における厳密性・

妥当性の基本条件であると考えられよう。
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比較行動学からみた発達研究と事例研究

南徹弘
(大阪大学人間科学部）

筆者はニホンザルやカニクイザルなどサル類の初期行

動発達と母子関係などの研究を行っている。自然観察を

行う場合もあり，ある程度手を加えて実験的研究を行う

こともある。しかし，基本的には，研究目的に応じて行

動目録を作り，それに基づいて観察結果を整理・分析す

るという比較行動学の一般的方法にしたがって研究を行っ

ている。このような立場から，ここではまず発達につい

て，そして事例研究についてどのように考えるかをまと

めてみたい。なぜならば，筆者も，鯨岡(1991)が指摘し

ているように，事例研究の積極的な意義について問題を

整理することが第１に必要であり，そのためには自らの

研究の立場と発達に対する考え方を最初にまとめておく

必要があると考えるからである。

１比較行動学における発達と発達研究

発達研究においてほぼ共通することは，基本的考え方，

あるいは方法論のなかに時間軸をもっているということ

であろう。つまり，発達研究は，いわば，静的ではなく，

動的思考に基づいて成り立っている。発達研究における

時間軸とは，ひとつは個体史あるいは個体発達の時間軸

であり，他のひとつは人間や動物が辿ってきた長期間に

わたる行動変容の時間，つまり系統発生の時間軸である。

各種の動物について発達を比較研究する比較行動学，

比較発達学，あるいは比較発達心理学などの研究分野に

おいて，動物はきわめて長い時間経過のなかで変容し続

けてきた歴史をもって現在生存しており，出生後の個体

史のなかに種としての歴史を発現させている，と考える。

つまり，個体発達のなかには進化の過程で獲得してきた

種としての特徴が次々と現れてくるのである。このよう

な視点は発達研究，とりわけ事例研究において大変重要

であると考えられる。

飼育室から脱走したり，数概念の獲得などの研究で知

られる京都大学霊長類研究所のチンパンジーを用いた実

験においてアイだけが好成績を挙げることは，たとえ単

一個体の成績であっても，これは単なる事例研究として

の枠組みを越えて，むしろチンパンジーのなかでそれだ

けの成績を挙げることの出来る個体のいることを証明し

た事実そのものが重要なことといえる。

また，個体の特徴の大きなサル類にあって，いかなる

実験・観察を行ったとしても必ず個体差の問題に直面す

ることになる。さらに，チンパンジーなどのように入手

の困難な動物を研究する場合，実際には数少ない個体を

用いたり，事例を丹念に積み上げるような研究にならざ

るを得ない。このような研究にとって重要なことは，数

少ない個体であろうとも，いかなる方法を用いていかな

る事実を発見したかということである。

２発達と発達研究

発達はきわめて複雑な現象であり，そのためなんらか

の理論に基づいて問題点を整理し，データを収集し，お

よび結果を解釈することが必要となる。発達研究におい

て理論が重視されてきた由縁であろう。まさしく，鯨岡

(1991)が述べているように，「発達心理学は単なる事実学

にとどまらず，その意味を問い直し何が発達であるかを

考える学」であるということになる。同様の意識は岩立

(1990)にもみられ，彼の指摘の一部は理論に関することで

あった。同じ発達という言葉を使っても，行動発達もあ

り，直接には行動を研究対象としない発達の分野もある。

実験的研究も，観察的研究も，調査研究もあり，縦断法

も横断法もあり，あるいはそれらの組合せもある。発達

現象が複雑であるだけに，さまざまの理論や研究法が必

要であり，そのひとつとして事例研究がある。

３発達研究における事例研究の意義

これまでの議論のなかで，そもそも事例研究とはいか

なる研究であるのかふれられなかったが，一般的に，事

例的研究とは，例えば１とか２といったきわめて小人数

の対象者あるいは集団を対象として，多面的あるいは多

角的に資料が収集される研究のことであろう。通常，一

人か二人の人について比較的に長期間にわたる資料を収

集する研究が多いようであるが，ひとつの集団に関する

長期間にわたる実験・観察も事例研究に含めても良いの

ではないかと思われる。

これまで述べたことを基にして，事例研究の特徴につ

いてまとめると次のようになる。

(1)同一の対象者についてさまざまの側面の資料が得られ

ること

限られた数であってもさまざまに異なる側面の資料が

収集されるので，例えば親子関係と子供の言語発達との

関連性，実験的場面と家庭における同じ子供の行動比較，

などといった多面的な解析ができる。

(2)同一の対象者の長期間にわたる資料が得られること

時間経過にともなう，さまざまの変化を解析すること

が出来るので，発達に関与する要因を絞り込む，さらに

ある場合には実際に要因の分析が可能となる。つまり，

ある発達の時期に生じたことが後の発達にいかなる影響

を及ぼしうるかといった問題を解決するための資料を収

集することができ，発達における因果性の分析に役立つ。

(3)上述のことから，個人差や性差などの課題と関連する
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資料を収集することが出来ること

とりわけ人間にあっては，発達上，大きな個人差があ

る。また，さまざまの側面において性差もみられる。健

常の，あるいは発達に遅れのある子供の発達の経過を辿

ることによって，かれらの発達の特徴がいかなるところ

にみられるか，個人差や性差が発達のいかなるところに

みられるか，あるいは発達にともなってかれらがいかに

変化するかといった問題を解明するためにも事例研究は

不可欠の方法である。

(4)しかし，事例研究は，研究をまとめるにあたって，少

なからず工夫をすることが必要であること

全ての研究にとって重要なことは，研究の成果を多く

の研究者が分かるようなかたちで発表することである。

当該の問題について，他の研究者からの批判に応え，普

遍的な結論なり法則性を得ようとするならば，自らの結

果を他の多くの研究結果と比較検討し，資料の実証性を

高めることが必要である。このことは，なにも事例研究

にのみ問題になることではなく，他の研究一般にもあて

はまることである。

日誌研究などは他の研究では得られない資料を得るこ

とが出来るが，記録された背景や方法が他の方法以上に

記録者や研究者の個性を反映しやすいことから，その長

所を活かすためにも，資料の実証性を他の方法以上に高

める努力が必要である。この点に関して，岩立(1990)が

既に指摘しており，この指摘はとりわけ事例研究におい

発達研究は保育現場に何を語るのか

河 崎道夫
(三重大学教育学部）

もう２０年前くらいになるだろうか，教育心理学会で「教

育心理学の不毛性」とか「不毛性議論の不毛性」などと

論議されていたのは。まだ大学院生だった私は，なんと

か教育保育の現場に根をおろした研究ができないものか

と思っていたが，正直に言ってその学会での議論には失

望した。以来私は現場を知ろうと足しげく保育現場に通

いだした。保育園や幼稚園で子どもたちと遊ぶことがそ

の中心だった。時には保育者の代わりをしたこともある。

もちろん保育者たちとの勉強会もいろいろな形で継続し

てきた。今もそうである。

一方でどういう発達研究ができたのかを考えると，い

たずらに１７～１８年を費やしたような気もしないでもな

い。それでも心理学研究という「本分」を忘れたつもり

もない。その中で，本誌前号で柴崎氏も強調していたよ

うな，保育の見通しにつながるような発達研究とはどう

いうものかを少しは考えることができた気もする。その

ては，いわば当然のことといえる。

以上，筆者の発達に関する考え方とそれに基づく事例

研究に関する考え方を述べた。

発達研究と事例研究をめぐる議論と関連して重要な問

題であると考えられるが，本稿においては，発達理論を

めぐる問題や発達と発達臨床をめぐる問題（長崎，1991）

を取り上げることが出来なかった。また，岩立(1990)と

鯨岡(1991)で議論された問題は多く，そもそも事例研究

とはいかなる研究のことであるのか，発達研究における

事実とはなにか，発達研究における理論のはたす役割と

意義はどこにあるのか，あるいは発達研究における事実

と理論の関連性をどう考えるか，といったことが両者の

議論のなかにはあるように思われる。これらの問題や議

論は発達研究の根幹にかかわる問題であり，今後さまざ

まの立場の研究者の議論が必要である。

文献

岩立志津夫１９９０事例研究のあり方と発表の仕方をめ

ぐって．発達心理学研究，１，７９

鯨岡峻１９９１事例研究のあり方について－第１巻第

１号意見欄の岩立論文を受けて－．発達心理学研究，１，

１４８－１４９

長崎勤１９９１発達臨床と発達研究のかかわりを考え

る．発達心理学研究，１，１４９－１５１

１９９１．５．９受稿，１９９１．７．２４受理

考えのともかくも最初の命題は，たいていの保育者に通

じることばと事実で発達を語るということであろうか。

たとえば筆者は，ある保育園で次のような経験をした。

ある朝，４～５才児クラスで満月になると狼になるとい

うごっこ遊びをした。狼役は筆者である。なぜかという

と，このクラスに通い始めた最初の頃から，「カワサキ先

生はほんとうは狼男なんだよ」という噂が父母たちから

子どもたちに流され，子どもたちは半ば本気で私を狼男

と思って扱っていたからである。ふとんをかぶりいびき

をかいて寝たふりをしていると，子どもたちが「まんげ

つ－」と言いながら，くずかごの丸い底を狼男に見せる。

｢満月になると－，オオカミになるう－」「ウゴゴゴー」

などと大声を出して私が起き上がると子どもたちは「キャー」

｢ウォー」と騒ぎながら逃げる。一人つかまえて，「ギャ

オー，ガブガブガブ」とかむまねをして，「狼男にかまれ

ると狼になつちやうんだぞ」とおさえつけておく。２回
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目，満月はバケツの底になる。捕まって「ガブガブガブ」

と押さえつけられていた子が笑いながら「助けてくれ助

けてくれ－」「牢屋を作ってタッチしたら助かるのがいい－」

と叫ぶ。筆者「そんなの，狼一人だったらすぐに助かっ

ちゃうよ－｣，子ども「ええやないか，カワサキは狼なん

だから｣，筆者「しょうがねーな－，ま－ええわ」と，３

回目が始まる。この狼が，どんどんと子どもを捕まえて

全滅させてしまった。「カワサキ強いな－」「もう１回や

ろ」と子どもが乗ってきたところで，「そんなら外でやろ

う」「今度は，狼になるやつもう少し増やそうぜ」と呼び

かける。それからは園庭で「満月」の掛け声なしのルー

ル遊び「狼男鬼」に変わる。この狼男鬼は，捕まった牢

屋に来ない，タッチされないのに牢屋から逃げるなどの

お決まりの違反を繰り返しながらも定着した。園庭はも

ちろん，稲刈り後の田んぽ，散歩先の公園などで，思い

きり駆け回る遊びとして人気を得る。

実際の記録よりはかなりまとめすぎてはいるが，それ

でもたいていの人にどういう状況かは読み取れるだろう。

これに，どういう保育園でどういうクラスか，このエピ

ソードがどういう日常の流れの中でのことであるかなど

を加えれば，一つの保育場面として保育者たちと共有で

きるだろう。何はともあれ私の発達研究はそういう共有

をめざすことから始まった。

しかしこの共有ということは単に理解し易い語が使わ

れているということだけではない。語られていることが

ら全体が保育者にとっても共有に足るものでなければな

らないという要請も含まれているのである。保育にかか

わる発達研究にとってそのような共有を実現していくこ

とは困難であるがどうしても必要なことである。

一方で，我々心理学研究を本分とするものにとって重

要なことは，そのようなエピソードからどのような発達

心理学的な意味をとりだすことができるのか，どのよう

に発達の問題として語ることができるのか，ということ

であろう。発達研究者の存在価値は一方では保育現場に

とって意味あることを語りながら，同時にそれをより普

遍的な発達理論として体系化していくことにあろう。もっ

ともこのことの具体的な内容は自明なことではなく，多

様な試みを重ねることが必要なのであるが。たとえば前

述のエピソードからは①「カワサキ先生は狼男である」

ことを半分本気にしているような子どもの心理とはどの

ようなものか，②「ごっこ遊びからルール遊びへの発達」

の例であるか，という発達心理学上の問題を考えること

ができる。

「半分本気」「半信半疑」というのは日常的によく使用

する語であるが，いったいどういう状態の心理なのだろ

う。半分というのは量的な意味ではないはずだ。この年

齢の子どもたちを実験室に呼んで「カワサキ先生は狼だ

と思うか」と問えば，「そう思う」「思わない」が半分く

らぃに分かれるかもしれない。ずつと年齢の高い子ども

では「そう思わない」がほとんどになるだろう。しかし

それは「半分本気」という個々の子どもの心理状態につ

いて，いわんやその発達については何も語っていない。「半

分本気」というのは，生活や遊びのある局面では「そう

思い込んでいる」のに，別の局面では「そんなこと思っ

ていない」ということの移り変わりの特定の様相を指し

ているようである。我々はこの様相をとらえていきたい

と思う。そのためには我々は子どもの生活や遊びの多様

な局面に「立ち会う」ことが必要なのである。この「狼

男鬼」ごっこでは，私を「狼男」と思い込んでいるとい

うよりは，「狼男」にみたてて遊んでいる。だから後で子

どもも狼男になる。ところが別の場面では「カワサキ先

生，ほんとに狼なん？」と聞いてきたし，満月の夜のお

泊まり保育で「カワサキが狼になって来るのではないか」

と怖がった。ある子は家に帰る途中，大きな満月を見つ

けてパタと止まり，三歩後ずさりして「カワサキが狼に

なる」と言った。この子は私がみんなと遊んでいる最中

に突然私の背後で「カワサキ先生，狼にならんといて－」

と泣きだした。私は「大丈夫，Ｋの家の方には絶対行か

ないからね」というと泣きやみ顔はバツと明るくなって，

以後仲良しになる。こうした局面毎に見られる様々な行

動や発言から保育上意味のある「半分本気」を解明して

いきながら，それが子どもの心理発達のより一般的な理

論の中にどのように位置づくのかが追求されねばならな

いだろう。

ごっこ遊びからルールのある遊びへの発達という問題

もやっかいである。もう紙数が尽きるので詳述しないが，

保育実践，とりわけ遊びの発展とその指導を考えるうえ

では，ピアジェやヴィゴツキーやエリコニンらの主知主

義的なとらえ方は役立たない（河崎１９８４）

保育者が子どもたちのごっこ遊びやルールのある遊び

を見つめ，時には加わり，時には遊びが膨らむような様々

な手だてをとることにとって，遊びの発達的交替も「ルー

ルの質の変化」も，そしてその背後にあるかもしれない

｢認知構造の変化」も，そう大きな意味はないと思われる。

保育実践の見通しにとっては，子どもが遊びのどこに喜

びを6感じていて，どんな働きかけがあれば遊びがより面

白く開展するのかが問題になっていく。そうした観点か

らルールのある遊びの面白さの基本を考えると，「対立を

共に楽しむ」というパラドキシカルん心理状態にあると

の仮説が生まれる。それはルールのある遊びが，ルール

を指定し共有するところから始まるというよりも，役割

間の対立的行動から容易に始まるという多くの実例から

わかる。また子どもたちはルールを知り理解していても

違反するし，しばしばその違反はルールを知っているか

らこそ起こるもの（つまりインチキ）でもある。先の狼

男鬼の始まりからその後の展開についてのエピソードは
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このことを示す豊かな資料になるはずである。

最後に，研究結果の検証の問題がある。これも重大な

ことであるが，簡単に提起するにとどめる。学問内部で

検証できる研究と，学問内部ではついに仮の検証にしか

なりえない研究とがあるのではないか。保育にかかわる

発達研究は結局保育実践によってしか検証できない，と

言ったら言い過ぎだろうか。保育者のする保育実践にお

いて，その意図性，計画性の部分と，実践の評価の部分

に発達研究がうまく組み込まれるような方途が確立して

いけばそうした検証も可能であると思われる。その点で

も発想の転換が要請されているように思われる。

文献

柴崎正行１９９１保育に対する発達研究のかわり発達,心、

ｊ理学研究，１，１５２－１５４

河崎道夫１９８４ルール遊び研究への一視点心理科裳

８，１－８

１９９１．５．７受稿，１９９１．７．２７受理

柴崎氏の意見「保育に対する発達研究のかかわり」によせて

中沢和子
(上越教育大学学校教育学部）

１柴崎氏の見解……保育の場に何が必要か

本誌１巻２号に載せられた上記表題による柴崎氏の意

見は，三つの見解から成り立っていると思われる。

第一は，発達心理学の知見を保育者が保育実践に活か

せるようになるには，発達の幅や要因についての実態分

析的研究がなされなければならないこと，その研究方法

としては，山田，麻生らが用いた日誌的方法が有効であ

るとするものである。ここで保育実践に活かせる発達の

知見とは，保育者が保育に見通しを持つための知見で，

幼児の援助と「教育課程編成」「指導計画作成」等に役立

つものを指していると読み取れる。

第二は，日誌的研究方法が有効である理由として，保

育者の大部分がつけている保育日誌を研究資料として用

いられることをあげている。そのために保育日誌の実証

性に対する研究者の共通理解と，日誌の読み取りの研究

が行われる必要があることを述べ，日誌の記録の取り方

や読み取り方について，研究者と保育者の実践的共同研

究が提唱されている。

第三に挙げられているのは，保育者の心理や保育者と

しての発達研究の必要性である。従来発達研究は子ども

の発達にのみ焦点が当てられてきたが，絶えず子どもの

発達を読み取りながら対応して行かなければならない保

育者の悩みや，保育者としての成長過程を研究すること

が，保育者教育と保育者養成のために必要であるとして

いる。

以上が柴崎氏の意見から私が読み取った要旨である。

この意見は，当然，発達研究者として同じ研究者に向け

られたものであろう。しかし，いまの保育者の実状の中

で，柴崎氏が保育者にとって必要と考えられているもの

を挙げている点で，氏は保育者の立場に立つ。ここで私

が疑問に思うのは，この意見が保育者に対し「これこれ

が必要である」という形でのみ実践の場を語っているこ

とである。実践の場の保育者は，発達研究の知見を保育

に「活かす」だけの存在なのだろうか？発達の要因を

教えて貰わなければ適切な援助ができないのだろうか？

逆に言えば，発達心理学研究はそれほど大きな力を持っ

ているのだろうか？私には，決してそうは思えないの

である。その理由の一つとして，現在保育者によって広

く行われている実践研究を挙げたい。柴崎氏が何故これ

に触れようとしないのか，その理由はわからないが，保

育者による実践研究は，現在の保育の実状を示すと同時

に，保育者の実力と可能性が示されていると考えるから

である。

２保育者による保育実践研究

①その成立ち

日本では1950年代から爆発的に幼児公教育機関が増え，

これにともなって保育所・幼稚園の組織化が進められた。

そして組織ごとに，或は地域ごとに保育者の研修会が開

かれ，ここで保育者による保育研究の発表をするという

形式が定着していった。研究テーマとその主旨はふつう

上部指導層によって決められ，実践の場に下ろされて園

単位の共同研究という形をとる。このシステムは小学校

についても普及している実践の場独特の研究様式なので，

これによる研究を私は学校研究と呼んでいる。

学校研究で各園（学校）に下りてくるテーマは，たと

えば「子どもの主体性を育てる教育課程の編成」「生き生

きと遊ぶ幼児を育成するために」などで，それを受けて

実践に当たる保育者が「どうすればよいか」を探る形式

をとる。このシステムは現在に至るまで広く普及し，定

着し，膨大な数の教師・保育者を参加させてきたのであ

る。

②その特徴

学校研究がこれほどの動員力を持ち，これほど長い年

月を重ねてきているのに，発達研究との接点が見いだせ
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なかったのには，いくつかの理由が考えられる。その第

一は，学校研究が園単位で行われるために，園の保育形

態，園長など指導層の保育観が強く反映され，加えて例

証に抽出児を取る場合が多いので，結果を追試し，他の

園で応用することはきわめて困難なことである。そして

１年または長くても３年で次のテーマに直面するから，研

究の結果も蓄積されにくい。言い換えれば，学校研究は

個々の園（学校）に研究期間を指定し，教師に実践を見

直させるために作られたシステムなのである。

第二は，学校研究が実践見直しの方法として，いつも

｢どうすればよいか」だけをを研究の目的としてきたこと

である。この意味で研究は教師のためのものだから，豊

富な記録があったとしても，教師の働きかけの対象とな

らなかったものは切り捨てられ，一貫して子どもの発達

を知ろうとする機会は失われてしまうのである。

しかしこの範囲で，学校研究は徐々にその質を高め，

観察・記録・記載の方法も洗練されたものとなってきた。

特に下りてきたテーマに実践者がノルマとして当たる段

階を脱出し，自主的研究として起こされたものには極め

て優れた観察が多い。もしこれを発達の視点から検討し，

保育者が切り捨てざるを得なかった部分も必要に応じて

活かせるなら，「どうすればよいか」に縛られた視点では

見えなかった発達の様相を，保育者が自分の力で知るこ

とができるであろう。

柴崎氏が例示する日誌的方法が優れた成果をあげたの

は事実であるが，これは優れた研究者自身の日誌による

からである。「大部分の保育者がつけている保育日誌」を

資料とするために「日誌の記録の取り方や読み取り方」

から共同研究を起こすには，保育者の側に必要性がなけ

ればならない。この必要性を最も強く持っているのは，

学校研究に限界を感じている保育者たちである。

３研究分野としての保育実践

現在日本では，４．５歳児の約90％以上が保育の場に

生涯発達とライフイベント

下仲順子
(東京都老人総合研究所）

わが国は，平均寿命の急速な伸びによって今や世界の

長寿国の一つになった。すなわち「人生50年」から「人

生80年」となったなかで人生の後半期がこれまでになく

長くなり，それと共に成人・老年期が発達的にも社会的

にも脚光をあび始めている。

従来の発達心理学では，発達は青年心理学で終ってし

まい，その後のadulthoodは発達的見地からは関心がも

たれず，老年期になり老化が問題になる頃に心身面の諸

在籍し，３歳児就園率も近年急速に増えた。しかも幼児

たちは，１日のうち最も活動的な時間を保育の場で過ご

すのである。従ってもし幼児の発達について知ろうとす

るなら，保育の場にある子どもを避けて通ることはでき

ないであろう。このとき問題となるのは，先にも述べた

個々の園の独自性である。おとなに依存度の高い幼児は，

園により，保育者によってその行動に大きな違いがある。

戸田が「遊べていないという殺し文句」として挙げてい

るのは，保育者も相互にこの違いを感じ合い，その悩み

の代表的なものとなっていることを示している。

研究者に求められるのは，個々の悩みに答えるよりも，

まず幾つかの園を比較し，その相違が起こる要因を追究

することではないだろうか。それは日々実践に当たる保

育者には殆ど全く不可能なことだからである。現段階で

｢大部分の保育者」と日誌の付け方から共同研究を起こそ

うとすれば，勢い研究者主導型となり，結果として研究

者の研究は保育の役に立たないという印象を重ねること

になろう。上越教育大学が新潟県の幼稚園を対象に行なっ

た調査では，幼児理解のように最も発達研究と関係の深

い分野でも，保育者は保育者どうしの研究の方が有効で

あると答えている。保育者との共同研究では，一つの作

業を共にするよりも，相手ができない部分を分担し合う

ことがまず必要ではないかと考える。

文献

上越教育大学幼児教育講座１９８８幼稚園教諭養成カリ

キュラムの改善に関する研究，上越教育大学．

川崎道夫ｌ９８３こどものあそびと発達，ひとなる書房．

中沢和子１９８７教育は何をのこしたか，国土社．

戸田雅美１９９１保育実践に遊び理論は必要か，発達４８，

５０－５９，ミネルヴァ書房．

１９９１．５．１７受稿，1991.6.28受理

能力の老化プロセスが研究されるのが現状であった。

Neugarten(1979)は，アメリカにおいて人の発達をラ

イフサイクルの視点からみられるようになったプロセス

について，次のように述べている。“アメリカでは，１９４０

年から５０年代の頃，行動科学者達は老人人口の増加に伴っ

て老年期におこる諸問題を研究し始め，成人期から老年

期の間で様々な加齢パターンがあることを認識すること

となった。更に’960年頃，老年学者達は老人特有の問題
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より加齢プロセスに注目し，ライフサイクルにおいて研

究対象の年齢を徐々に下げ始めたが，同じ時期に幼児や

児童の追跡研究を行っていた児童心理学者達は，幼児や

児童がadultに向かっていることを発見し，今や老年学

者と児童心理学者が人生の真中で連結し，人の生涯発達

に興味関心が抱かれるようになったのである。（ｐ887）'，

わが国においても，ここ数年，発達心理学分野で人の

発達を成人期・老年期を含めた生涯発達の視点から見る

ことの重要性が認識され始めている。幸いなことに，１９８９

年時の日本教育心理学会第３２回総会においても準備委員

会企画の公開シンポジウムとして，「中年の発達心理学」

が開催され，ライフサイクル上の中年期の意味や中年の

危機等がトピックスとして取り上げられ，白熱した論議

がかわされたことは記憶に新しい。そのような気運の高

まりつつある中で，日本発達心理学会第２回大会準備委

員会が「生涯発達からみた成人および老人」のシンポジ

ウムを企画されたことは，まことに時期を得ていたと思

われる。

話題としては，シンポジウムのテーマに即して生涯発

達の観点に立ち，心理学，社会学，精神医学，老年学の

立場から，成人・老年期における自己概念の発達と老化

(下仲順子)，定年退職のイベントの影響（袖井孝子)，中

年期の発達とその危機（町沢静夫)，知的能力の発達と老

化（中里克治)，人生の最終課題としての死の受容（杉山

善朗）の今日的な課題が提供された。これらの話題提供

の中で，成人・老年期におこりやすいライフイベントが

人生後半期の人格的な成熟にとって，或いは心理的適応

を得る上で重要な役割をになうことが示唆された。

ライフイベントにかかわる研究は，わが国の発達心理

学分野ではまだ未開拓というか，馴みの薄い領域と思わ

れたので，本文では老年期におこるライフイベントを取

り上げ，生涯発達研究にとってライフイベントが研究の

糸口となることを述べたい。

われわれは，生涯において種々のライフイベントを体

験する。広い意味でライフイベントは人の発達にとって

有益であるといわれている。しかし，ストレスフルで危

機的なライフイベントとなる場合もあり，どちらの場合

もそれらを体験する者がイベントに適応したり自分自身

を変えてゆかなければならない。

生涯発達見地からみると，ライフイベントは暦年齢に

関係しておこるイベント，社会や歴史の流れに関係して

おこるイベントに大別される。前者は結婚，子供の誕生，

閉経，定年退職といった生物学的要因や環境要因に関係

しており，大多数の人々がほぼ同じ位の時期に体験する

が，これらのイベントはこれを体験する者に影響を与え，

ひいては家族にも影響を与えやすい。後者のイベントは

戦争，移民等といったある世代の大部分の人が経験する

ものをいい，特定の世代の発達を特徴づけるし，後の世

代にも影響を及ぼしやすい。（Hultsch＆Deutsch,1981）

だが，いずれにおいても，ライフサイクルの中でライ

フイベントは個々人の適応や成熟に影響するのみでなく，

ライフイベントが他者にまで広がってゆくことに注意す

べきである。

下仲(1988)は，シンポジストの一人として自己概念を

取りあげ，更に家族関係，対人関係，価値意識の３次元

を加えてそれらの中での自己のかかわりを２５～９２歳の

在宅者男女を対象にしてＳＣＴを用いて測定した。家族

関係の中で，配偶者と自己のかかわり（妻（夫）と私は

…）において，老年期（６５歳以上）で女性が男性よりも

配偶者と肯定的にかかわることが少なくなっており，こ

の現象は成人（25～44歳)，中年（４５～64歳）期には

みられないものであった。現在の社会で定年退職という

ライフイベントを体験した男性に対して，彼らの配偶者

とのかかわりをぬれ落ち葉等々と呼び，その適応状況が

問題とされているのであるが，ＳＣＴの結果をみる限り，

定年退職のライフイベントの体験を通して男性老人より

も女性老人の配偶者へのかかわりや自己意識の変容が注

目されたのである。

次に，袖井氏は社会学の立場から定年退職のイベント

の影響を，それはライフサイクルにおける危機的なもの

であり，とくに男性老人にとっては自己の存在証明の喪

失（rolelessrole）を意味し，更に夫婦に対して与える

影響も大きいことを指摘された。又寿命の延長と子供の

出生数の低下により，日本人のライフサイクルが変わっ

てしまったために生涯で種々のイベントを経験する時期

が男女でずれてきたことも間接的に影響を及ぼすことに

なったという。とくにライフサイクルの変化をもろに受

けたのは女性であり，一昔前に比べて子育て終了期がは

やくなり，男性よりも一足先に中年期でemptynestの

イベントを経験する。このemptynestについて，町沢

氏は中年期の発達とその危機の発表で，発達心理学では

中年期は一番安定している時期とされていたが，うつ病

は中年期に一番多く，とくに中年の危機に陥った女性で

は子供の結婚後にうつ病が多いと報告され，ｅｍｐｔｙｎｅｓｔ

が中年期の女性にとって発達上，とくに次にくる老年期

の適応にとって重要なイベントであることが報告されて

いる。続いて袖井氏は，社会，歴史的な流れとして1975

年にスタートした国連婦人の１０年キャンペーンによって

女性の自立が声高に叫ばれたためにemptynestを転機

として，女性は職業活動に転換してゆく，或いはカルチャー

産業の繁栄により趣味活動に生きがいをみい出してゆく

というように男性よりも一足はやくに社会参加に目ざめ，

新しい自己役割を習得する努力をし，老年期に至ってい

る者も多いことを指摘された。このため，女性よりも遅

れて体験した定年退職のイベントに対して男性が自己の

新しい役割すなわち，家事参加，地域活動への参加の努
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力をしない限り，夫婦間の精神的な溝は加齢と共に深く

なりやすく，そのことを意味する結果がＳＣＴに反映さ

れていたことをも指摘されたのである。

以上のように，本シンポジウムで話題となったライフ

イベント（定年退職）を老年期という特定の時期におこ

る特有のライフイベントとしてとらえるのではなく，ラ

イフイベントを人生の節目として生涯発達という観点か

ら展開してきたことが重要である。更には人の生涯の発

達を理解するためには無視することができない社会や時

代の流れの影響をも組み入れて，広い視野の下から人生

後半期の男女の発達過程をみることにより，成人・老年

期においても男女は成熟（maturation）し続ける可能性

があり，また男女で異なる発達過程があることが示唆さ

れたのである。ライフイベントは，前述したように人の

生涯発達研究において１つの発達時期から次の発達へと

橋渡しをする重要な役割を担い，それによって人が発達

してゆく過程を明らかにしてくれるのである。
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