
発達心理学研究

1995，第６巻，第２号，９９－１１１

幼児は園生活をどのように理解しているのか

一般的出来事表象の形成と発達的変化

藤 崎春 代
(帝京大学文学部）

原著

本研究では，３．４．５歳児に対して園生活の流れについて個別面接調査を行い，一般的出来事表象

(GEＲ）の形成と発達的変化について検討した。すべての子どもに，登園から降園までの園生活全体の

流れを聞く質問（上位レベルについての質問）を行うとともに，一部の子どもには，給食時および昼寝

時の流れを問う質問（下位レベルについての質問）を重ねて行った。分析の結果，まず，３歳児でも行

為を述べる際に主語なしで現在形表現をしており，また時間的順序も一定であるなど，ＧＥＲを形成して

いることが確認された。しかしながら，３歳児においては，報告行為数は４．５歳児より少なく，遊びの

ようにルーティン化の程度の低い活動については，具体的な遊びの内容や遊び仲間の名前をともなって

述べることが多い。また，上位レベルで述べられなかった行為が下位レベルで報告されるようになるの

も，４歳以降であった。なお，おやつをそのメニュー内容からごはんと呼ぶ子どもがいることからは，

子どもが園以外の場で獲得した知識を汎用していることが示唆された。多くの５歳児は，日常活動を階

層的に報告していたが，そうでない児もいた。報告行為数と構造において個人差がありそうである。

【キー・ワード】一般的出来事表象，スキーマ，日常活動，幼児，認知発達

本研究は,,幼児が園での１日のルーティン的な生活の

流れについてどのような出来事表象を形成しているのか

を，横断的および縦断的面接調査から検討しようとする

ものである．

ルーティンのような，現実世界のある特定の文脈で起

きる時間的，因果的出来事の連続に関する人々の理解を

反映した一般的，抽象的知識構造については，スクリプ

ト（script)(Schank,＆Abelson，1977）あるいは一般的

出来事表象（generalizedeventrepresentation，以下，

GERと略記)(Nelson,＆Gruendel,1981）などの概念を

用いて研究が進められてきている。スクリプトやＧＥＲは

スキーマ理論の一部であり，人々が日常経験の出来事知

識をどのように組織化しているかを記述する仮説的認知

構造を呼ぶ場合に広く用いられる。そして，子どもの持っ

ているスクリプトやＧＥＲの内容と構造の特徴についても

いくつかのことが分かってきている。

まず，幼児も，エピソードの目標に関連した中心的行

為に焦点化しており（Nelson,＆Gruendel,1981)，出来

事内の行為の因果的，時間的関係に敏感であり（Slackman，

Hudson，＆Fivush，1986)，行為の連続性は正確である

(McCartney,＆Nelson，1981；Hudson，1990）など，大

人の持っているスクリプトやＧＥＲの基本的な特徴を既に

獲得しているらしい。また，スクリプトやGERは，非常

にすばやく形成される（Bauer,＆Fivush,1992)。Fivush

(1984）は，４:９－５：６児30名の園児に対して（内28名は

ﾅー ｽﾘー 経験者)入園直後の'0週間に4回インタビュー
を行い，入園２日目でも一般化され，抽象化された報告

をすることを確認している。こうした先行研究からは，

スクリプトやＧＥＲの形成における幼児の有能性がうかが

われ，本研究で取り上げようとする園生活の基本的な流

れについても，幼児がＧＥＲｌ)を形成しているであろうと

推測できる。

一方，３，４歳児と，より年長の子どもとの相違点とし

ては，年齢と共に報告される行為数は増加し（Nelson,＆

Gruendel,1981;Price,＆Goodman，1990)，行為の連続

性は複雑になり（McCartney,＆Nelson,1981)，時間的

関係についても因果的関係と同様に理解されるようにな

り（Price,＆Goodman,1990)，連続性内で，より多くの

選択的な，順序の変わりうる行為が組み込まれ，条件的

制限が参照されるようになり（Slackman，Hudson，＆

Fivush,1986)，出来事の階層的構造の理解が容易になる

(Price，＆Goodman，1990；Ratner，Smith，＆Padgett，

1990)，などが報告されている。これらの結果からは，ＧＥＲ

の形成の初期のみでなく発達の道筋を検討し，年少児の

有能さを明らかにすることと同時に，年長児との違いを

明らかにすることが必要であることが示唆される。

l） 園生活についての一般的出来事表象を検討した研究とし
ては，無藤（1982)，Fivush（1984）などがあり，それぞ

れ「生活時間スクリプト｣，「schoolscript」とスクリプ
トの用語を採用しているが，本論文では，以下，一般的

出来事表象（ＧＥＲ）という用語を用いることとする。そ

の理由は，Schank，＆Abelson（1977）の指摘するスク

リプトの３要素一①特定の空間一時間的文脈に適した
行為と要素を含む，②目標を巡って組織化されている，
③時間的順序になっている－に照らすと，園での１日
の流れというのは単一の目標を考え難く②の要素を満た
し難い。したがって，園生活スクリプトと呼ぶのは適切

ではないと思われるからである。
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ところで，ＧＥＲを形成することは，子どもたちにとっ

てどのような意味があるのであろうか。先行研究では，

スクリプトやＧＥＲが，記憶の組織化（Lucariello,＆Nelson，

1985,Myles-Worskey,Cromer,＆Dodd,1986)，カテゴ

リー化技能（Nelson,1982)，遊び（Seidman,Nelson,＆

Gruendel,1986)，円滑なコミュニケーシヨン（Furman,＆

Walden,1990)，性役割（Levy,＆Fivush,1993）の発達

の基礎になることが検討されてきている。本研究では，

園生活についてのＧＥＲ（以下，園生活ＧＥＲと略記）を

検討するが，このことは，以下の点で重要だと考える。

第一には，幼児の園生活適応上の必要からである。従来，

入園時の不適応状態については，母子関係の視点から語

られることが多かった（人見，1988)。しかし，日本の幼

児の入園について検討したＰｅａｋ（1991）や，大学生の自

分史から入園の意味を検討した藤崎（1991a，199lb）か

らは，入園とは，母親という強力な安全基地から離れる

ことを意味するだけではなく，自分の生活を組み直すこ

とも意味していることが示唆されている。入園は「個人

の人生周期上，おそらく初めての移行体験である｣(山本・

ワップナー，1992)。各活動の内容は日々厳密には少しず

つ違うにもかかわらず，大枠としてルーティンとして理

解し，さらにはいくつかのルーティンが積み重なって園

での１日の生活が成り立っていると理解することは，次

に生じるはずの事柄についての期待を形成し，余分な手

間や思考を除いて園生活をスムースに送ることを可能に

してくれるであろう。このことは，ひいてはルーティン

外のことに集中して取り組むことを可能にすると思われ

る。第二に，子ども自身が生活の場，ひいては発達の場

を作り出していくという視点からも，ＧＥＲを検討するこ

とは重要と,思われる。近年，発達現象を文脈とのかかわ

りでとらえる必要性が指摘されている（Bronfenbrenner，

1979）が，その際，生活の場で子どもがさまざまな経験

をするという視点のみでなく，生活の場で発達するとい

うことは，生活それ自体の変化も含む（無藤，1992）と

いう視点が必要であろう。幼児自身の園生活GERの変化

は，園生活への適応状態の相違を生むのみでなく，その

場での経験のその子どもにとっての意味をも変える可能

性がある。

本研究では，前述のようなスクリプトやＧＥＲ研究の知

見をふまえ，幼児の園生活ＧＥＲの形成およびその発達的

変化について，以下の点を検討する。

ｌ）幼児が１日の園生活ＧＥＲを形成しているのかどう

かを検討する。一般化の程度を捉える測度としては，Nelson，

＆Gruendel（1981）にならい，行為が述べられる際の表

現面に注目する。Nelsonらは，一般的であることの言語

的標識として，＜generalyou＞の使用と時制のない動詞

の使用をあげている。本研究では，前日の経験（エピソー

ド）報告の分析結果（藤崎，1982)2)との比較を行うこと

により，エピソード報告におけるよりもルーティン報告

における方が，より一般的な形で行為の主語が述べられ，

また現在形が用いられることを確認する。さらに，行為

が時間的に順序だてて報告されることも確認する。

２）幼児は，どのような行為について，ＧＥＲを形成し

やすいのかについて検討する。年少児が報告する行為は

内容的にみてどのような特徴を持つのかは，ＧＥＲの形成

を考える上で興味ある問題である。生活とは日々同じよ

うな活動が繰り返されることが第一の特徴（無藤，1992）

だとはいえ，各活動の構成要素は厳密には少しずつ異な

る。こうした下位スロットの異なりにもかかわらず一般

的活動としてとらえることがＧＥＲの特徴である

(Lucariello,＆Rifkin,1986)。このためには，①まさに日々

繰り返されること，②行為の同一性，③場所，道具だて，

参加者などの要素によって他の活動から分節化されてい

ること，④活動としてのまとまりを与えるネーミングが

なされること，などが必要であろう。こうした点を考慮

すると，食事や昼寝などはGERを形成しやすいのに対し

て，遊びや設定保育3)などでは，その日その日で異なる場

所や道具だてのもと，異なる行為を行うことが多く，そ

の多様性の故に幼児にとってはＧＥＲを形成しにくいと考

えられる。特に，設定保育については,｢設定保育」とい

うようなネーミングを保育者が子どもに伝えることは希

であろうから，遊びに比べてより一層形成しにくいであ

ろう。

２）休日の経験をクラスの他児や保育者の前で一人一人報告

をするという保育場面を録音したもの。６０名の子どもか
ら１２３の分析対象報告を得た。ルーティン報告とエピ
ソード報告とを比較する際，藤崎（1982）の資料との比

較ではなく，本研究と同様の手続きで前日の園生活経験
についての報告資料を用いることが本来望ましいと思わ

れる。しかし，以下の２点より今回は対応するエピソー

ド報告資料を収集しなかった。①同一被験児にルーティ
ン報告とエピソード報告の両方を求めることは，質問の
順序効果を引き起こすことが予想される。したがって，
ルーティン報告児群とエピソード報告児群を分ける必要

があると思われるが，今回は対象児数が少なく２群を設
定することが難しい。②そもそも幼児に面接調査でエピ

ソード報告を求めることは難しいことが予想された。藤

崎（1982）の資料収集に先立つ予備調査として，質問者
が面接調査場面で前日（休日）の経験の報告を求めた際，
子どもの報告は，生活発表場面に比べると内容面でも表
現面でも著しく乏しいものであり，５歳児においても質
問者の具体的な内容を問う質問がないと報告がなされな

いことが多かった（それに対して，今回のルーティン報
告については面接上の難しさはほとんど感じられなかっ

た)。ルーティン報告に比べてエピソード報告の方が，面
接調査で聞き出しにくいという点は興味深い問題である

が，今回の研究の問題関心ではない。

３）遊び（自由遊び）においては，子どもの活動は，主題に
よって設定されることなく，自然発生にまかされている

ため，保育者の指導性は顕在化されない。それに対して，
設定保育とは，保育者が，保育教材の選択，保育方法．
形態の選択を積極的に行い，子どもの活動を組織するも

のである。通常，登園後の一定時間を自由遊びとし，そ
の後に設定保育が行われる。
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Tableｌ分析資料一覧

横断群
(分析１，２）

6回縦断群
(分析3）

階層縦断群
(分析4）

調査月

児数（男，女）

平均年齢

年齢範囲

調査月

児数（男，女）

平均年齢

年齢範囲

調査月

児数（男，女）

平均年齢

年齢範囲

6

15(１０，５）
３：９

３：４－４：２

１０

２０(１３，７）
４：２

３：８－４：６

１０

１５(１０，５）
４：１

３：８－４：６

9

17(７，１０）
３：１０

３：５－４：３

３

１５(１０，５）
４：５

４：２－４：１０

1

17(７，１０）
４：２

３：９－４：７

9

15(１０，５）
４：１１

４：６－５：４

1

22(１４，８）

５：２

４：１１－５：７

3

15(１０，５）
５：６

５：２－５：１０

２

１７(７，１０）
５：４

４：１０－６：1

１２

２１(１０，１１）
６：３

５：８－６：９

3

15(１０，５）
６：５

６：０－６：１１

３

１７(７，１０）

６：５

５：１１－６：１０

注．本研究では，分析対象とした資料の他に，２４名の子どもに対してのべ44回の面接調査を行ったが，それらは次のいずれかの理由により分

析対象から外された。①知的もしくは言語的な遅れが疑われる。②録音不良。③縦断群については，途中入園・途中退園。

３）園生活ＧＥＲの形成のみでなく，発達的変化を詳細

に検討する|ため，縦断的資料を基に，報告される行為の

数，内容においてどのような変化がみられるのかについ

て整理する。年齢と共に，数，内容共に増加すると思わ

れるが，その増加が直線的で単調な増加であるのかどう

かは検討を要する。数については，個々の出来事が階層

的に捉えられるようになると考えれば，園生活の流れ全

体をたずねたときには，報告数は増加しない，あるいは

むしろ減少することも考えられる。内容的には，園生活

GERの形成が，白紙の状態から始まるのか，既に家庭な

ど園外で形成しているＧＥＲを基にしているのかについて

検討する。園外で形成したＧＥＲを基にしているとすると，

園内外での要素の違い故に園生活ＧＥＲの形成において一

種の混乱が生じる場合があるかも知れない。縦断的な資

料収集からは，個人差の検討もできるであろう。なお，

ＧＥＲの形成が年齢に相関するのか，経験によるのかは重

要な問題であるが，今回は保育園児を対象とするため０

歳児クラスから入園している子どももいれば幼児クラス

から入園した子どももいるなど経験年数での比較が難し

い。この点については今後の課題としたい。

４）生活において，個々の行為は単独ではなく，いく

つかが集まってひとまとまりの活動を形成している。こ

のことをＧＥＲの階層的構造化という視点から検討する。

園生活の流れの中のいくつかの活動についてその流れを

改めて問い，幼児が，行為一活動一園生活全体という階

層的構造としてとらえているのかどうかを検討する。階

層的に捉えられているとき，園生活全体について尋ねら

れたときには報告されない行為が，下位の活動を問われ

たときには報告されるということがあるだろう。また，

階層的に捉えられているとき，下位の活動についての報

告において，そのまとまりを述べ終えた時点で報告が終

了され，１日の園生活の最後（降園）まで報告が続くと

いうことはないであろう。

方 法

本研究では，保育園の３，４，５歳クラス児を対象とし

て横断的及び縦断的個別面接調査を行う。保育園生活を

対象とするのは，日中の６～10時間にもおよぶ重要な生

活の場であり，内容的にも食事，おやつ，昼寝，着替え

などというようないわゆる生活習慣と呼ばれる活動と，

遊び（自由遊び)，設定保育などの日々異なる（言い換え

れば，ルーティン化の度合の低い）活動とが含まれるか

らである。面接調査手続きとしては，カード並べ課

題（Friedman，1977,1990)，モデルの行為系列の模倣

(Ｏ'Connell,＆Gerard,1985)，言語的叙述（Nelson,1986）

等が考えられるが，このうち言語的叙述による資料収集

を採用する。言語的叙述は，年少児の結果を低く見積る

という危険性があるものの4)，表象の性質についての‘情報

を得るという本研究の目的に最も適しているからである。

対象児と調査時期都内の１区立保育園の３，４，５歳ク

ラスにおいて（各年齢ｌクラスずつの園)，1987年から９０

年の４年間にわたり，Ｔａｂｌｅｌに示すような資料を得た。

資料は３つの対象児群から成る。１つは後述の手続き①

を実施した横断的資料群（以下，横断群と略記）であり，

87年度の３，４，５歳クラス児が対象となった。一方，縦

断的資料群は２つある5)｡第一は手続き①を87年３歳クラ

４）モデルの行為模倣を用いた研究では，Ｏ'Connell，＆

Gerard（1985）が24カ月児，Bauer，＆Mandler（1990）
が16カ月児において，順序系列の模倣が可能であること

を確認している。

５）今回は，おもに以下の２つの理由により繰り返し調査の

影響を検討するための統制群（１回面接群）を設けてい

ない。①途中退園児は分析対象から除くため，２群に分
けると縦断群自体の例数が少なくなることが予想された。

②Fivush（1984）によれば，入園後10週間という短期間
に４回面接を受けた群の報告と10週目にのみ面接を受け

た群の報告との間に内容面でも組織化の面でも差がみら

れなかった。



82.7

72.1

83.7

１０２

Table２言語報告における行為の主語（年齢別％）

歳
歳
歳

３
４
５

Ａ園生活Ｂ経験報告

クラス主語なし１人称;！３人称（総行為数）主語なし１人称ａ３人称（総行為数）

０
０
０

(７５）

（８６）

(104）

1０．７

２４．４

１４．４

6.7

3.5

1.9

(139）

(239）

(246）
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5.8

3.8

3.3

注．ａ1人称には「＊＊ちゃん（報告者自身の名)」という表現も含む。

94.2

96.2

96.7

ス時点から89年度５歳クラスまで６回実施した群（以下，

６回縦断群）であり，第二は手続き①，②，③を88年度

３歳クラス時点から90年度５歳クラスまで４回実施した

群（以下，階層縦断群）である。なお，８７年の３歳クラ

ス児の資料の一部は，横断群と６回縦断群の両方に含ま

れる。

手続き児の所属園のl室での個別面接調査。調査手続

きは次の３つからなる。

①3枚の絵カードを紙芝居のように見せて,｢これは（カー

ド上の登場人物を指す）＊＊ちやん（対象児の名前）で

す。＊＊ちゃんは，朝『おはよう』といって起きてから

(以上，カード１)，朝ごはんを食べて（カード2)，それ

から保育園に来ます（カード3)。では，保育園に『おは

よう』といって来てから，お家の人がお迎えに来て帰る

まで，いつも保育園でどんなことをするのか，順番にお

話してね｡」と教示する。質問者は，子どもの報告をもう

一度繰り返したり，相づちを打ったりする。報告が途切

れたときは,「それからどうするの？」と報告を促す。そ

れでも報告がなされない場合はそこで打ち切る。何も報

告を始められない子どもに対してのみ,｢給食食べるかな？」

という誘導質問を行う6)｡②「では，もう一度，給食の時，

何をするか順番に教えてね。先生が『お給食にしますよ』っ

ていったら，その後何するかな」と問う。質問者の対応

の仕方は①と同じ。③「じや，次は，お昼寝の時のこと

を教えてね。先生が,『お昼寝にしますよ』っていったら，

その後何するかな」と問う。質問者の対応の仕方は①と

同じ。

所要時間は，①②③とも実施した場合でも５～１５分程

度であった。面接担当者は筆者のみである。記録は録音

したのちに，子どもの答，質問者の誘導質問や対応を文

字化した。報告例を次に示す（カッコ内は面接者の発言)。

例ｌ［４：９]｢遊んでる,(それから)，ごはん食べる,(そ

れから)，わかんない,(ごはん食べた後いつも何するかな)，

遊んでる,(それから)，着替えて，ホールに行って，寝る，

(それから)，おやつ食べる,(それから)，お家帰るの」

例２［６：３]｢タオル掛けて，連絡帳みたいなの押して，

バック掛けて，遊ぶの,(それから)，テーブル出して，先

生のお話聞くの,(それから)，何か作ったり，遊ぶの,(そ

れから)，給食食べて，少し座ってるの,(それから)，お

着替えして，タオル持って，寝るの，それから起きてね，

布団たたんで，着替えてから，おやつ食べてね，ごちそ

うさまでしたして，遊ぶの,(それから)，お母さんお迎え

きたら，タオルバックの中入れて，さよならして，帰る

の」

行為の同定子どもが自分から答えた全ての報告を行為

の単位に分けた（上記の例では,",，，で区切られたものが

１単位を表す)。今回の分析においては，報告中の１種類

の動詞を１行為と考える。したがって,「ブロックして遊

んで，積木でも遊ぶ，お外でも遊ぶ」というように，対

象物や場所の違いに応じて同じ動詞が続けて述べられる

場合も，これらをまとめて１行為とみなす（｢遊ぶ」との

み述べるのか，対象物や場所の違いに応じて何回も述べ

られるのかは，分析（１）にて別途検討。また,｢ブロッ

クして遊んで」などは,「ブロックをする」｢遊ぶ」の二つ

の動詞とも考えられるが,「ブロックして，遊んで」とい

うように息継ぎやイントネーションにより分けて報告さ

れるのではなくひとまとまりに述べられる。このことか

らくブロックで遊ぶ＞と同義と思われるので,｢遊ぶ」と

して処理する｡)。なお，同じ動詞でも，間に違う動詞が

述べられた場合，異なるものとして扱う。

結果と考察

分析（１）ＧＥＲを形成しているのか

幼児が１日の園生活についてＧＥＲを形成しているのか

どうかを，横断群の資料について検討する（平均年齢，

性別等についてはTableｌ参照)。

子どもの報告を行為の単位にわけた結果，年齢別の平

均報告行為数は，３歳6.6(SＤ3.0)，４歳10.9(SＤ6.6)，

5歳１１．７(SＤ4.8)であった(Ｆ(2,60)＝6.11,Ｐ＜､01)。

年齢間では，３歳児は４，５歳児に比べて報告数が少なかっ

た（テューキーの検定により，３歳と４歳の間で５％（９

二3.92)，３歳と５歳の問で１％（９二4.6）水準で有意）

が，４，５歳児の間には差がみられなかった（９＝0.78)。

園生活について行為の主語がどのように述べられるか

をＴａｂｌｅ２のＡ欄に，前日の経験報告において行為の主

語がどのように述べられるかをTable2のＢ欄に示す。園

6）多くの子ども達は「給食食べる」とは言わず「ごはん食

べる」と言う。しかし，後述のようにおやつをごはんと

呼ぶ子どもも多いため，誤解を避けるために「給食」と

いう表現で教示を行った。



（７５）

（８６）

(104）

1０３

生活については，各年齢10名の報告を任意に選び，経験

報告については，藤崎（1982）の資料から，各年齢１０名

の報告を任意に選んだのち，保育者が行為そのものを導

入した援助（例：「＊＊ちやん（子ども名）は，おまつ

りに行ったの？」・「お母さんは，行かなかったの？」

等）に応答しての報告部分を除いて整理した。いずれの

資料においても，主語なしが圧倒的である。主語なしの

表現は，しばしば日本語の特徴として指摘されるため（平

井，１９７４；金田一，1988)，主語なしがすべてくgeneral

you＞に該当するとは言えない。本研究においても，園生

活報告と経験報告の両者において，３人称（園生活報告

での多数例：「先生が｣，経験報告での多数例：「お母さ

んが」他家族名）は冒頭で用いられることはなかったが，

経験報告においては，１人称（｢＊＊ちやんが」というよ

うに，報告者自身を指す表現を含む）が報告の冒頭に述

べられる例が，３歳で４名（1人称を用いている子ども

の数）中３名，４歳で２名中２名，５歳で２名中１名に

みられた。こうした事例からは，経験報告中の主語なし

のなかに１人称が省略されているものが含まれている可

能性も考えられる。しかしながら，園生活報告において

は報告途中はもちろん，冒頭にも１人称は用いられず，

３人称表現も少ない（年齢毎に，報告別（２）＊主語の

有（1人称と３人称をまとめた）無（２）でｘ２検定の結

果，３歳Ｘ2(１，Ｎ＝214)＝6.69,ｐ＜,０１，４歳Ｘ2(１，ｊＶ

二325)=21.77,Ｐ＜､０１，５歳X2(１，１V二350ﾘﾆ9.54,Ｐ＜､０１

で，すべて有意)。園生活報告における方が経験報告にお

けるよりも１人称や３人称という具体性を帯びた表現が

少ないことは，園生活報告における主語なしがくgeneral

you＞に近い性質を持つ可能性を示唆すると思われる。時

制については，Table3にやはり経験報告と比較させてま

とめた7)。経験報告においては，ほとんど全てが過去形で

あるのに対して，本研究では，過去形が３歳児１名にお

いて１行為にみられた他はすべて現在形であった。３歳

児においても，具体的エピソードとして自己の経験を報

告しているというよりも一般的な流れとして報告してい

ると考えてよいだろう。

時間的な順序性については，標準的な園生活の流れ（標

準的な流れは，筆者の保育観察記録および，保育者への

インタビューにより作成した）を参考に順序が逆転して

いる箇所をチェックした結果，３歳児1名，４歳児３名，

５歳児２名が各々１箇所ずつ逆転していた（標準的な流

れに一致しなくても，実際の保育上有り得る逆転につい

てはチェック対象外とした)。しかも，４，５歳児は自己訂

正している。このことから，幼児においても，行為は時

間的に順序だててとらえられていることがわかる。

分析（２）ＧＥＲを形成しやすい行為の特徴

どのような行為のＧＥＲが形成されやすいのかを横断群

の資料を用いて検討する。

行為の種類は，３，４，５歳込みで80種類におよび，内５２

種類が二人以上により述べられていた。これを年齢別に

みると，一人のみが述べた行為数：二人以上が述べた行

為数は，３歳が１２；１６，４歳２３；３１，５歳２８；３０種類であっ

た。Table4には，二人以上の子どもにより述べられた行

為を，標準的な時間的流れにしたがって並べて示した（行

為名は，それぞれ多くの子どもが用いた表現を採用した)。

表から，年齢にかかわりなく，個々の子どもによって異

なる項目をのべている一方で，高割合で一致して報告さ

れている行為があることがわかる。いずれかの年齢で1／

3以上の子どもにより報告されている行為の特徴をみてみ

ると（Table5のＡ欄)，３歳児からl/3以上の子どもによ

り報告されている項目「遊ぶ－ごはん食べる－寝る－お

やつ食べる－遊ぶ－帰る」のうち,｢遊ぶ」以外は，いず

れも生活習’慣の領域に属するものである。

さらに，これら高割合で報告されている項目が皆同じ

ように抽象化・シェマ化されているのかどうかを検討す

るため,「ごはん食べる」と「遊ぶ」について，その表現

を整理した。その結果,「ごはん食べる」については日々

多様な食事内容にもかかわらず，具体的な食事内容に言

及するものはｌ例もなかった（｢ごはん食べる」と述べる

のに続いて「デザート食べる」と報告する子どもは３，４

歳児各１名ずつのみいた)。それに対して,｢遊ぶ」につい

ては，具体的な遊びの内容（｢縄跳びして遊ぶ」など）や

場所（｢ホールで遊ぶ」など）・仲間（｢＊＊くん達と遊

ぶ」など）についての言及が，３歳で30例（Table4から

は「遊ぶ」が１日の流れの中で同一児において最高５回

報告されうることがわかる。ここでは，各自の各報告箇

所をｌ例として数える）中２１，４歳46例中２１，５歳40例

中１５でみられた。３歳児においてはまだ具体的・個別的

性質をともなって表象されている「遊ぶ」が年齢と共に

徐々に抽象化されてくることがわかる。３歳児において

も，主語が述べられず，時制が現在形となり，時間的順

序が一定という水準ではＧＥＲが形成されているとはいえ，

Table３言語報告における行為の時制（年齢別％）

lOO

９７．７

９９．０

Ａ園生活 Ｂ経験報告

過去現在（総行為数）過去現在（総行為数）

３
０
●
●

０
２
１

幼児は園生活をどのように理解しているのか

(139）

(239）

(246）

歳
歳
歳

３
４
５

９９．３

１００

１００

７
●０

０
０

7）報告において，子ども達は「寝る（寝た)，おやつ食べる
（食べた),｜……」などのように終止形で述べる他に，「お
昼ごはん食べて，パジャマ袋出して，着替えて，寝る
（寝た）の，……」というように「……して」で表現する

ことも多い。この場合最後が「……する」という終止形

で述べられていれば現在形，「……した」と述べられてい

れば過去形と判断した。
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Table4園生活の１日の流れ：年齢別の報告人数と比率〃（単位：％）

支度をする

手ふきを掛ける

ジャンパーを掛ける

カバンを掛ける

はんこを押す

お母さんにパイパイする

クラスの部屋にいく

遊ぶ

片付ける

机・椅子を出す（＊）

先生の所に集まる（＊）

先生の話を聞く（＊）

話をする（＊）

遊ぶ（＊）

本を読む（＊）

避難訓練で机の下に隠れるｂ（＊）

コーナー保育をするに（＊）

手を洗う

ごはん食べる

食器を片付ける

待つ

遊ぶ

パジャマに着替える

トイレに行く

足を拭く

ホールに行くｄ

寝る

起きる

布団をたたむ

洋服に着替える

机・椅子を出す

手を洗う

おやつ食べる

椅子を片付ける

遊ぶ

遅番をする

遊ぶ

お迎えくる

片付ける

手ふき・歯ブラシをカバンに入れる

さよならを言う

帰る

蚊 ２０(1００

ｌ（５）

２（１０）

０（０）

０（０）

０（０）

３（15）

１（５）

15（７５）

４（２０）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

１（５）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

１３（６５）

０（０）

０（０）

０（０）

４（２０）

０（０）

０（０）

０（０）

16（８０）

６（３０）

２（１０）

４（２０）

０（０）

０（０）

15（７５）

０（０）

12（６０）

０（０）

２（１０）

５（２５）

３（１５）

０（０）

０（０）

１０（５０）

Ｘ

３（14）

７（３２）

２（９）

３（14）

７（３２）

１（５）

４（１８）

20（９０）

３（１４）

１（５）

２（９）

０（０）

０（０）

３（１４）

０（０）

２（９）

３（１４）

２（９）

14（６４）

２（９）

０（０）

３（１４）

１０（４５）

０（０）

０（０）

２（９）

20（９１）

７（３２）

３（１４）

1０（４５）

２（９）

１（５）

20（９０）

２（９）

１６（７３）

４（１８）

７（３２）

７（３２）

３（１４）

０（０）

２（９）

11（５０）

１（５）

６（２９）

１（５）

３（１４）

１（５）

２（１０）

１（５）

19（９０）

１（５）

４（１９）

１（５）

２（１０）

２（１０）

２（１０）

２（１０）

０（０）

３（１４）

０（０）

17（８１）

０（０）

３（１４）

０（０）

13（６２）

２（１０）

２（１０）

３（１４）

21(lOO）

11（５２）

４（１９）

10（４８）

３（１４）

２（１０）

19（９０）

０（０）

17（８１）

３（１４）

３（１４）

７（３３）

０（０）

３（１４）

２（１０）

1２（５７）

注．太字は，全年齢で1/3以上の子どもにより報告された行為を示す。
（＊）は，設定保育の内容に該当すると思われる行為である。

ａいずれかの年齢で２名以上の子どもにより報告されている行為のみ記す。

ｂ避難訓練は月に１度行われている。したがって，この項目については，＜いつも＞す
ることに当てはまらないといえる。

ｃ調査実施当時，コーナー保育は週に２日行われていた。
ｄこの園では，ホールで昼寝をする｡
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Table５高割合で報告される行為

＊
＊
＊
十

Ａ

横断群

３４５

１０１１２

Ｂ

６回縦断群

３３３４４５

６１０３９３３

Ｃ

階層縦断群

３３４５

９１２３

資料群

クラス

調査月

行為

遊ぶ

片付ける

ごはん食べる

パジャマに着替える

寝る

起きる

布団をたたむ

布団を先生に渡す

洋服に着替える

おやつ食べる

遊ぶ

お迎えくる

帰る

ａ＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊ ＊
＋
＊
＋
＊
＋

ｂ

＊

＋＋

＋

＊＊

＋＋＊

＋

＋＊＊

十

＋＊

＋＊

＊＊

＋＋

＊
＋
＊
＋

＋
＊
＋

＊
＋
＊
＋
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＊＊

＋＋

＋ ＋

＋ ＋

＋

＊＊

十 ＊

＋
＊
＊
＋
＋

＋
＊
＊
＋
＋

＋
＊
＊
＋
＊

＊
＋
＋
＋

＋ ＋
＋

＋
＋
＋

＊
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ナー保育」という名称が子どもにも与えられている活動8）

については，４，５歳児において「コーナー保育をする」

という報告をする子どもがいることは，後者の可能性を

支持する傍証といえるかも知れない。ネーミングの役割

については，保育者（大人）が子どものＧＥＲ形成に果た

しうる役割を考える上で興味深い問題であり，さらに検

討が必要であろう。

＋＋

注．ａ＊：２/3以上が報告していることを示す。

ｂ＋：ｌ/3以上が報告していることを示す。

分析（３）報告行為の数と内容面における発達的変化

分析（１）（２）より，３歳児クラス進級後半年（平均

年齢４：２）のうちには，園生活についての一般的表象を

形成していることが分かった。そこで，表象の形成およ

び発達的変化を詳細に検討し，さらには個人差の検討を

行うため６回縦断群の資料（Tableｌ参照）を分析する。

３歳６月期（平均年齢３：９）に報告された行為につい

て，分析（１）にならい，主語，時制，時間的結び付き

を整理した結果，主語なしが94.4％に対して３人称が５．６

％（１人称は０)，現在形が98.6％に対して未来形が１．４

％（過去形は０)，時間的順序の間違いは０であった。

3歳児クラスの早い時期から，行為は一般化して捉えられ

ているようである。

次に，各時期別に，ｌ/3および2/3以上の子どもが一致

して述べた行為をＴａｂｌｅ５のＢ欄に示した。分析（１）

の横断群とほぼ同様の行為が多くの子どもたちによって

述べられていることが分かる。特に,「ごはん食べる」｢寝

る」｢おやつ食べる」の３行為については，３歳の６月期

にも1/3以上の子どもが報告している。ただし，これらは，

家庭生活でも共通して行われる行為であり，園生活のな

行為によっては，まだまだ具体性をともなってとらえら

れているものがあるといえよう。

一方，園生活において重要と思われる設定保育につい

てみると（Table4では＊印のついているものが設定保育

にあたると思われる)，３歳ではやはり１名しか報告がな

いが，４歳では延べ11名（実人数７名)，５歳では延べ人

数16名（実人数14名）が，設定保育にかかわりがあると

思われる行為を報告している。これは，実人数で４歳と

５歳のそれぞれl/3と2/3にあたり，年齢と共に設定保育

にかかわる行為の報告人数は増加するといえる。ただし，

年齢と共に人数の増加のみでなく行為の種類も増えると

いう結果は，遊びが年齢と共に具体性・個別性がなくな

り「遊ぶ」という表現に抽象化されてくるのとは異なる

傾向である。こうした結果は，５歳児においても設定保

育についてのＧＥＲが形成されていない可能性を示唆する

ものとも思われるが餌同時に,｢設定保育をする」という

ようなネーミングが保育者から子どもに与えられないた

め，それぞれの子どもが自分なりに抽象化した結果とし

て，多様なネーミングがなされたという可能性もある。

実際,｢先生の所に集まる」｢先生の話を聞く」｢話をする」

などの表現は，具体的・個別的経験を述べているという

よりも子どもなりの抽象化の試みと考えられなくもない。

クラス別の設定保育と同じく多様な内容を含みつつも「コー

８）設定保育の中の一つの形態。通常，設定保育は年齢別の

クラスを単位として行われるが，コーナー保育では，各

教室や園庭，ホールなどに製作コーナー，ごっこコー
ナー，運動遊びコーナー等が設けられ，３，４，５歳児が各

自好きなコーナーを選んで遊ぶ。
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差も見られたが，各時期毎に報告時の月齢と報告数の相

関を求めた結果は全体的にはあまり高い相関はみられな

かった（３歳６月期γ二－0.55,3歳10月期ｒ＝０．２３，３

歳３月期ｒ＝－０．１０，４歳９月期γ＝-0.31,4歳３月期

γ＝-0.04,5歳時期γ二一0.44)。

そこで次に，時期的な変化および個人差をさらに詳細

に検討するため，個々の対象児の報告数の時期別変化を

検討した結果，３つのタイプが見いだされた（Figurel

に各タイプの典型例を示す)。最も該当人数が多いのは，

多少の増減はあるものの全体的には年齢と共に報告数が

増えるタイプで15名中８名いた。一方で，増加傾向が顕

著にはみられないタイプが４名，５歳時点で報告数が大

幅に減少するタイプが３名いた。後２タイプについては，

年齢と共に総報告数が多くなるであろうとする通常の期

待に反する。そこで，報告の内容が中心的行為（Table

５にあげた13行為）なのか中心外の行為なのかを併せて検

討すると，５歳時点で報告数が減少するタイプ３名のうち

２名は，４歳時点で中心外の行為を多く述べて報告数が

多くなっていたのに対して（図中，○印のついているポ

イントは，中心的行為よりも中心外の行為のほうが報告

数が多いことを示す)，５歳では中心外の行為の報告数が

減った分，総報告数が減少していた。また，増加傾向が

顕著にみられないタイプ，および増加傾向がみられるタ

イプでも総報告数が平均して少ない子どもは，各時期中

心的行為の方を中心外の行為よりも多く報告していた。

４，５歳になっても中心外の行為の報告が中心的行為の報

告数を上回らない子どもが大半であるということ，さら

には，４歳時点で中心外の行為をより多く述べていた子

どもが５歳で再び中心的行為をより多く述べること，な

どからは，中心外の行為の表象ももっているが園全体を

たずねたときにはあえて報告しないという可能性を示唆

するものと思われる。もちろん，この資料の範囲では,｢実

際に中心的行為を中心外の行為よりも多く表象化してい

る」という解釈でも十分である。そこで，次節では，時

期的な変化と個人差を階層的構造化の視点から検討する。

Table６＜おやつ＞をどのように述べるか（単位：人数）
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注．全調査対象児１５名。

ａ１名は，「ごはん」と言ってから「おやつ」と言いかえた。

かで独自に形成されてきたのかどうかは疑問が残る。こ

の点を検討するため,｢おやつ食べる」をどのように表現

するかを時期別に整理したのがＴａｂｌｅ６である。対象園

では，おやつとしていなりずし，ピザ，やきそばなど

通常家庭ではおやつとはあまり考えられていないであろ

うと思われるメニューのことが多い。こうしたメニュー

に対して家庭生活での知識を汎用すれば，子どもは，ご

はんととらえる可能性が考えられる（なお，保育者はお

やつと呼び，ごはんとは言わない)。Ｔａｂｌｅ６からは，４，

５歳クラスにおいてもごはんと述べている子どもがいるこ

とが分かる。５歳児においてさえごはんととらえている

子どもがいることからは,｢おやつ」という保育者の働き

かけを一方的に受け入れていくのではなく，子ども側も

自己の経験に照らして行為の表象を形成していることが

うかがわれる。さらに，園生活に独自と思われる昼寝の

前後の「パジャマに着替える｣｢洋服に着替える｣(家庭で

の昼寝ではパジャマに着替えることはしない場合が大多

数と思われる）がl/3以上の子どもにより報告されるのは，

３歳児クラス３月期からである。園生活独自のＧＥＲ形成

には時間がかかるといえるのかも知れない。

報告数については，調査時期別（６）＊子ども別（15）

で分散分析の結果，時期別Ｆ(5,70)＝10.61,ｐ＜､01,個

人差Ｆ(14,70)＝2.07,ｐ＜､05で，時期的な差と共に個人
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分析（４）行為の階層的構造化

園生活についての出来事表象を階層的構造化という側

面から検討するため，手続き①②③を実施した階層縦断

群の資料（Tableｌ参照）について分析を行う（以下，手

続き①で得た資料を上位レベルの報告，手続き②③で得

た資料を下位レベルの報告と呼ぶ)。階層性を調べるため

に給食と昼寝の二つを選んだのは，分析（３）で明らか

になったように，すでに３歳の初期から1/3以上の子ども

によって述べられているからである。上位レベルの報告

をＴａｂｌｅ５のＣ欄に整理した結果からは，階層縦断群で

も「ごはん食べる｣｢寝る」は高割合で報告されているこ

とが確認された。

･

総報告数が５
歳時点で減少
するタイプ

歳
月

］

Figurel６回縦断群における報告行為数の時期的変
化の典型例

(○印は，中心的行為よりも中心外の行為のほうが報告数が多いことを示す｡）

総報告数が年
齢と共に増加
するタイプ

総報告数の増
加傾向が顕著
ではないタイ
プ
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幼児は園生活をどのように理解しているのか

’ Figure3給食と昼寝に関連して，上位あるいは下位

レベルにおし'ていずれかの時期に蒋（６名ノ
以上の児により報告された行為

（全対象児数は17名。行為名は標準的流れに沿って左から右に並べた｡）
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Figure2給食と昼寝の報告における最終行為

(全対象児数は17名。行為名は標準的流れに沿って左から右に並べた｡）

の最終行為なのか，それとも各々給食および昼寝の後に

くる系列に属する（つまり，次の行為系列に属する行為

を述べることで当該系列の締めくくりとする）のかにつ

いては，ここでは不明である。この問題は,｢寝る」｢おや

つ食べる」がいずれも園生活全体を報告する中では全年

齢において2/3以上の子どもにより報告されていることか

ら（Table５参照)，上位レベルで報告される行為が単に

時間的流れに基づいてのみ捉えられているのか，それと

も，下位レベルの諸行為を代表する行為として子どもに

も上位と位置づけられているのかを考える上で重要な問

題である。今後，＜給食（昼寝）の時に何をするか＞で

カードを選ばせるなどの方法で検討することが必要だろ

う。

Figure3には，給食と昼寝についての下位レベルでの

報告において，１/3以上の子どもにより述べられた行為を

示した（同一児が両方において同じ行為を報告する場合

は１名として処理)。下位レベルにも多くの子どもによっ

て述べられる行為があることがわかる。しかし，その多

くは,「ごはん食べる」｢パジャマに着替える」｢寝る」｢起き

る｣｢洋服に着替える」｢おやつ食べる」などのように既に

上位レベルで述べられていたり，｢机・椅子を出す｣｢手を

洗う」｢席に座る｣｢当番が配る｣「トイレに行く」｢足を拭く」

｢ホールに行く」｢布団をたたむ」などのように４，５歳になっ

て初めてl/3以上の子どもにより報告されている。下位レ

ベル独自の表象化という点では，３歳児は不十分なよう

である。

9）階層的構造を考える際には，どこから報告を始めたかと

いう点についても検討する必要がある。しかし，今回は，
「給食（あるいはお昼寝）の時のことを教えて」という聞
き方ではなく，「先生がお給食（お昼寝）にするよといっ

たら，それからどうする」というように，子どもの行為
ではないものの開始点となる行為を面接者が提示してい
るので検討できない。

Figure2には，給食と昼寝についてたずねたとき，個々

の子どもがどこで報告を打ち切ったかを整理した9)。３歳

では，そもそも報告がなされなかったり，｢帰る」ところ

まで話し続けてしまう子どもがいるが，年齢と共に,｢手

を洗って，椅子を出して，それで食べるの'(それから？)，

それで食べ終わったら，着替えて，ホール行く，（それか

ら？)，それだけ｣(６：５）という例のように，自分から「帰

る」よりも前の行為で報告を打ち切る子どもが増えてく

る。＜給食の時＞＜昼寝の時＞という教示のもとで，１

日の園生活全体とは異なる行為のまとめ方をしているこ

とが示唆される。さらに，年齢と共に，給食については

｢寝る」（５歳児で１７名中５名)，昼寝については「おやつ

食べる」（５歳児で17名中１０名）というように，報告の最

後にくる行為に子ども間の一致が出てくるようである。

なお，最終報告行為が，給食および昼寝の行為系列の中
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行為数＞がほぼ同数で，しかも，＜下位レベルの報告行

為数＞よりもく上位レベルの報告行為数プラス下位レベ

ルではじめて述べられる報告行為数＞の方が多く，上位

と下位とで異なる行為を述べている。このタイプは，階

層化のなされていないタイプといえよう｡｢混合タイプ」：

このタイプは,「一貫階層タイプ」や「階層化タイプ」に

近い特徴を持つが，同時にく下位レベルの報告行為数＞

がく上位レベルの報告行為数プラス下位レベルではじめ

て述べられる報告行為数＞よりも少なく，上位と下位と

のずれがやや感じられるタイプである。各タイプの該当

人数は，１７名中「一貫階層タイプ」が６名,｢階層化タイ

プ」が６名,｢上位・下位ずれタイプ」が２名,｢混合タイ

プ」が３名であり，全体としては，３歳児の頃より階層

化されている，あるいは加齢と共に階層化されてくると

いってよいと思われる。なお，上位レベルの報告行為数

については，大半が加齢と共に上昇傾向にあるのに対し

て,｢一貫階層タイプ」のうち２名,｢階層化タイプ」のう

ち３名,｢混合タイプ」のうち「一貫階層タイプ」に近い

１名では，横ばいであったり５歳時点で減少していた。

しかし一方で，これらの子どもも下位レベルでの報告行

為数は上昇傾向にあり，階層化が進んだ結果，上位レベ

ルが横ばいあるいは減少している可能性を示唆するもの

といえよう。

全体的まとめと今後の課題

本研究で，３，４，５歳児に対して園生活の流れについて

個別面接調査を行い，ＧＥＲの形成について検討した結果，

幼児期の共通点および年齢的変化と個人差について，以

下のことが明らかとなった。

年齢を越えた共通点

１）行為を述べる際に，主語なしで現在形表現をし，

時間的順序も一定であるなど，３歳児でも園生活ＧＥＲを

形成している。これらは，幼児も大人の持っているＧＥＲ

の基本的な特徴をすでに獲得しているという先行研究の

結果に合致する。

２）各年齢とも，多くの子どもにより共通に述べられ

る行為があり，内容的には，生理的必要'性の高い生活習

慣的なものが中心である。これは，生理的な行為をスク

リプトの核として考えるという無藤（1992）の指摘に沿っ

た結果といえる。

年齢的変化

１）ルーティン化の程度の低い活動については，低年

齢では，完全にはＧＥＲとはなっていない。たとえば，自

由遊びなどのように内容的にルーティン化の程度の低い

活動については，３歳児では，具体的な遊びの内容や場

所・遊び相手の名前などをともなって述べることが多かっ

た。さらに，園生活において重要であると思われる設定

保育については，関連する行為の報告数は年齢と共に増

▽レベノレの報早

て述ルの報告
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月

混 合
タイプ

上位･下位ずれ
タイプ

－貫階層
タイプ

階層化
タイプ

Figure4階層縦断群における報告行為数の時期的変
化の典型例

上位レベルと下位レベルの報告数を個人別に比較する

ため，下位レベルに対応して述べられる上位レベルを個々

に特定した。具体的には，まず，下位レベルについて，

給食と昼寝についての下位の報告を込みにして流れを作

り，その最初から最後までを下位レベル報告とした。た

だし，前述のように「帰る」ところまで話し続ける子ど

もがいるので，こうした子どもの下位レベルの報告数が

過剰に多く見積られることを防ぐため，５歳児の多くが

昼寝の終了項目として採用していた「おやつ食べる」で

便宜上下位レベルとしては打ち切った。次に，下位レベ

ル報告と上位レベル報告とを対比させ，個々の子どもの

下位レベルの最初の報告行為から最後の行為までの間に

対応する上位の行為を取り出し，これを下位レベルに対

応する上位レベル行為とした。これらをもとに，＜上位

レベルの報告行為数＞＜下位レベルの報告行為数＞＜上

位レベルの報告行為数プラス下位レベルではじめて述べ

られる報告行為数＞という３つの報告数を時期毎に比較

した結果，Figure4に典型例を示したように，３つの報

告数の関係および時期変化の点から次の４つのタイプが

見いだされた。

「一貫階層タイプ」：これは，全時期において，＜下

位レベルの報告行為数＞がく上位レベルの報告行為数＞

よりも多く，しかも，＜下位レベルの報告行為数＞がく

上位レベルの報告行為数プラス下位レベルではじめて述

べられる報告行為数＞とほぼ等しいタイプである。後者

は，表象はされてはいるものの，上位レベルの時には報

告されなかった行為が下位レベルではじめて報告される

ことを意味するものであり，階層的に表象されているこ

とを示唆するものといえよう。｢階層化タイプ」：これは，

初期にはく上位レベルの報告行為数＞のほうがく下位レ

ベルの報告行為数＞よりも多かったり同数であるが，後

期には階層的に表象されていることが示唆されるタイプ

である。｢上位・下位ずれタイプ」：これは，５歳の時点

でもく上位レベルの報告行為数＞とく下位レベルの報告
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加するものの，同時に行為の種類も増加した。この結果

は,｢設定保育をする」というようなネーミングが子ども

に与えられていないことによるのかも知れない。

２）園生活独自の行為の表象の形成は，４歳かそれ以

降の可能性がある。たとえば４歳児クラス中ごろまで，

おやつをそのメニュー内容からごはんと呼ぶ子どもが多

かった。保育者はごはんとは言わないことを考えると，

子どもが自ら園以外の場（たぶん多くは家庭であろう）

において獲得した知識を汎用していると思われる。その

他の報告数の多い行為も家庭生活にも共通するものが大

半であり，｢パジャマに着替える｣｢洋服に着替える」など

園生活に独自と思われるものは，３歳児クラスも終わり

ごろになって1/3以上の子どもにより報告されるようになっ

た。

３）３歳児でも下位レベルに関して報告をするが，上

位レベルになかった行為が下位レベルで報告されるよう

になるのは，４，５歳児になってからである。

Fivush（1984）は，入園２日目でも一般化され抽象化さ

れた報告をすることを確認している（対象児の年齢範囲

は４：９－５：６）が，上述の本研究の結果（年齢範囲は全

資料込みで３：４－６：１１）からは，３歳児もＧＥＲを形成

しているとはいえ，その抽象化，階層化，および園生活

に独自なＧＥＲという点では不十分なことがわかる。

個人差

ｌ）報告行為数については，横断群の結果を見る限り，

４，５歳児に比べて３歳児は少なく，年齢と共に報告行為

数が増加するとしたNelson＆Gruendel（1981）や

Price＆Goodｍａｎ（1990）の結果を支持する。しかしな

がら，縦断的資料からは，年齢差のみでなく個人差もみ

られた。つまり，年齢にともなった増加傾向が顕著には

みられない子どもや，５歳時点で報告数が減少する子ど

もがいた。

２）階層性に着目した分析からは，園生活の流れが３

歳時点から階層的に捉えられていること，あるいは年齢

と共に階層的に捉えられるようになることが示唆された。

また，階層的に表象した結果として上位レベルでの報告

数が横ばい，あるいは減少する可能性があることも示唆

された。ただし，一方で，５歳時点でも上位レベルの報

告数が下位レベルよりも多く，園生活の流れを階層的に

とらえていないと思われる子どももいた。報告行為数が

全体として少ない子ども，あるいは階層的に捉えていな

い子どもが実際にどのように園生活を送っているのかは，

GERと行動との関係を検討する上で興味深い問題である。

今後，資料数を増やしたり，あるいは詳細な事例検討を

行うことが必要である。

最後に，本研究では，表象の性質を検討したいという

目的から，言語報告を求めるという方法を採用したが，

言語報告であるという方法の故に低年齢児の結果が低く

なっている可能性はある。カードを選択させたり並べか

えさせたりといった方法を用いるなど，言語的負荷を軽

減した資料収集も必要であろう。さらに，今回，表象の

変化が年齢にともなって生じるのか，園生活経験にとも

なって生じるのかは，判別できていない。この点につい

ては，同年齢で園生活経験の異なる子どもの報告を比較

する必要がある。
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幼児の牽引および推進動作に対する運動イメージ語の影響：
認知意味論におけるイメージ図式の心理学的妥当性の検討

西尾新
(京都大学大学院教育学研究科）

発達心理学で言われていた概念形成における感覚運動スキーマの重要性について言語哲学の立場からLakoff

(1987)，Johnson（1987）によって新しい洞察が加えられた。彼らは「イメージ図式」（imagescheme）と

｢隠職的投射」（metaphoricalprOjection）という概念を用いて，概念形成と理解の成立にとって人間の身体

的経験が重要な働きをなしていることを述べている。本研究は，５，６歳の園児103名（平均年齢６；０）

を対象とし，この２つの概念のうちイメージ図式についてその心理学的妥当性を検討することを目的とし

た。第１実験では，「取る｣，「渡す」という言葉について，装置操作においてそれらの言葉の持つ「運動

イメージ」と同方向である順図式条件と，それとは逆方向である逆図式条件で反応の正誤数を比較した。

結果は「取る｣，「渡す」という言葉の違いによらず，逆図式条件の方が正反応数が有意に少なかった。第

２実験では，言葉の持つイメージが実際の運動の学習に及ぼす影響をより明確にするため，装置操作の学

習速度を指標とし，取る－渡す教示条件（運動イメージ語）とこっち教示条件（非運動イメージ語）とを

比較した。結果は，取る一渡す教示条件の方が学習試行数が有意に少なかった。このことは，実際の運動

と言葉の「運動イメージ」とのズレが学習手がかりとなったとも考えられ，第１実験と合わせてイメージ

図式の心理学的妥当性を高めたが，実験方法上に問題があった可能性も否定できない。

【キー・ワード】概念形成，認知意味論，身体，イメージ図式

問題

認知意味論における意味理解とは

私たちは日常会話の中で，

(1)彼の給料が上がった。

(2)歌手の人気が落ちる。

(3)物価は上昇を続けている。

というような言い回しを普通に話したり聞いたりするこ

とがある。一般的には，これらの言い回しは比喰表現と

は見なされないが，字義通りの意味を表しているわけで

はない。即ち「彼の給料が上がった」という文を聞いて

誰も「給料袋」がフワフワと浮き上がっていく様をイメー

ジしたり，その様に理解したりはしない。つまり，これ

らの例文は慣用化されてはいるが隠噛表現の構造（佐藤，

1978）を持つと言えるのである。

それでは，なぜ私たちは，字義通りの上下方向の運動

ではなく，量の増減として理解できるのであろうか。ど

のようにしてこれらの文の「正しい意味」を理解し得る

のであろうか。

この問題に対して，言語哲学の立場から，Lakoffと

Johnson（Johnson，１９８７／１９９１；Lakoff，１９８７／１９９３；

Lakoff＆Johnson，1980／1986）によって新しい知見が

示された。それは彼らfの隠喰の研究から，認知意味論

(cognitivesemantics；Lakoff,1987／1993）という形で提

示されたものであり，「イメージ図式」（imagescheme)，

｢隠職的投射」（metaphoricalprQjection）（Johnson,1987／

1991）という２つの概念を用いて，身体活動を基礎にし

た概念形成とその意味理解について以下のように説明し

ている。

例えば，私たちは，「積み木を積む｣，「コップの中の水

位を知覚する」というような日常経験の中で上一下とい

う方向付けを用いて意味のある構造を取り出す傾向があ

る。Johnsonは，この時用いられるイメージ図式を垂直図

式と呼んだ（1987／1991)。上の例文に関して言えば，「給

料が上がる｣，「人気が落ちる」などで用いられる上下方

向の表現はその量の拡大・縮小を意味している。ここで，

例文の隠れた構造として，上方向を量の拡大に，下方向

を量の縮小に関係づけているのは「より多いは上だ」と

いう隠職的な図式構造である。言い換えればこの構造を

理解していないと（或いは，この構造が成立しなければ)，

例文は意味をなさない。つまり，「より多いは上」という

図式が文の意味を形作っていると言える。そして，この

図式は「積み木を積む」ことや「コップの水位を知覚す

る」というような，それぞれ全く異なる日常場面の中で，

繰り返し出現する共通したパターンであり，そこから抽

出されたものである。Johnsonによるとイメージ図式とは，

行動・知覚・概念作用のような活動に伴って繰り返し出

現する共通のパターン，規則正しさのことであり，身体

を用いた環境との関わりの中から意味のある構造として

現れるものである。
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つまり私たちは誕生の瞬間から身体を通して「外的」

および「内的」諸力の作用を蒙っているわけであるが，

私たちが力と出会う相互作用の場には，私たちと環境と

の間で繰り返し経験されるパターン化された関係が存在

する。例えば，ある対象に対して力を加えればその対象

は力と同じ方向に動くという関係，力が作用する場にお

いては必ず反作用が存在するという関係，つりあいの関

係などである。これらの関係は，地球上で重力と摩擦が

作用し，且つ人間がこの様な身体構造を持っている限り，

あらゆる場所，時代，文化において成り立つ関係である。

Johnsonによれば，こうしたパターンの働きによって私た

ちは，世界が一定の整合性，規則性を持ったものであり，

それ故に理解可能なものであることを知る')という。

この身体と環境との関わりの中で形成されたイメージ

図式は，身体的な領域から徐々に，抽象的な領域へと拡

張される。言い換えれば，より抽象的な領域を「理解」

即ち構造化するために，身体領域で形成されたイメージ

図式が利用されるのである。Johnsonはこのイメージ図式

による抽象領域の構造化を隠職的投射と呼んだ。先の例

文に即して言えば，「人気」や「物価」などのような非常

に抽象的な概念を上下の方向付けによって理解できるの

も，その基礎に「積み木を積むこと」や「水位を知覚す

ること」によって形成された垂直図式が存在しているか

らである（Johnson，1987／1991)。

発達心理学におけるイメージ図式とその問題点

「意味の成立或いは概念形成とその意味理解にとって，

身体と環境との関わりが重要な役割を果たしている｣，と

いう認知意味論の主張は，発達心理学においてはそれほ

ど目新しいものではない。それは，現在最も広く受け入

れられている，Piagetの感覚運動スキーマから抽象概念

スキーマへ，という主張（Piaget,1964／1968）とほぼ同

様である。また，Werner＆Kaplan（1963／1974）は，

生後９ヵ月の女児が，「実験者が舌を突き出すときまって

自分の人差し指をたててそれをまねる」というPiagetの

観察事例を取り上げて次のように述べている。すなわち，

乳児は「素材的に異なった二実体（ここでは舌と人差し

指)」のあいだに「突き出すというベクトル的に共通な運

動パターン」を経験しているのであり，この「安定した

感覚運動パターン」が，後のシンボル形成活動に密接な

関連があるとした。このように認知意味論の概要は発達

心理学においては既に言われてきたことである。しかし，

これまでの概念形成の理論では，どのような感覚運動ス

キーマがいかなる抽象概念へと転換されるのかについて

十分に説明されてはこなかった（Mandler,1992)。唯一，

1）Johnsonは７乃ｅＢｏ‘Ｊｙｊ〃オノＺｅｍｉ"ｄの中で，「対抗力図式｣，
「つながり図式｣，「中心-周辺図式｣，「バランス図式」など
具体的な図式を幾つか示している。

Mandlerが認知意味論の知見を受け，イメージ図式を「知

覚と言語の中間レベルの表象を形成しているもの」（Mandler，

1992）と位置づけて，具体的な概念（生物と非生物）を

例にイメージ図式がどのように働いているかを考察して

いるのみである。

以上のことから考えて，Johnsonの認知意味論が心理学

にもたらした新しい知見は,(a）概念形成に対する身体経

験の役割を，具体的な図式を用いて明確に示したこと。

(b）概念形成や意味理解過程で働くと思われるイメージ

を視覚的イメージに限らず運動感覚や平衡感覚まで含め

た筋感覚イメージにまで広げたことである。これらの知

見は概念形成とその理解，及び言語発達に対して新たな

視点を与えると思われる。

しかし，ここまで説明してきたように，これらの研究

は言語学の立場で行われたものである。また，発達心理

学においてもその検討はなされつつあるが未だ考察の域

を出ず，実証的な検討を加えるには至っていない。よっ

て，本研究の目的は，認知意味論を構成する主要な概念

のひとつである「イメージ図式」の心理学的妥当性を実

験的に検討することとした。

さて，このイメージ図式の心理学的妥当性を実験的に

検討するに当たって問題となるのが，どのような状況に

おいてイメージ図式の存在とその働きが明確になるか，

ということである。これを以下の例文から考えてみたい。

（４）１ドルが100円から95円になって円高が進んだ。

上の言い回しは直観的に理解しにくい。これは上のよう

な言い回しが「より多いは上だ」という図式とは整合し

ないことに起因すると考えられる。また，例えばPiaget

の液量保存の実験で子どもが保存課題に失敗するのはま

さに「より多い方が上だ」という自らの経験によって構

成された図式に従って判断がなされているからであろう。

つまり，イメージ図式は，日常の言語活動においても具

体的な操作においても理解，判断などで中心的役割を果

たしているが，その存在と働きは，言葉の言い回しや，

具体的操作がイメージ図式と整合しない状況の時に明確

になると推測される。

実験１

目的

上記のように認知意味論は，概念形成とその理解につ

いて身体という視点を再認識させてくれる可能性がある。

よって，本研究では発達心理学の立場からイメージ図式

に焦点を当て，先に述べた「円高・円安」の言い回しの

ように，イメージ図式と整合しない状況を実際の操作レ

ベルで作りだし，そこでの被験児の反応からイメージ図

式の心理学的妥当性を検討してみたい。

本実験で使用する言葉とそのイメージ図式

まず最初に，第１実験では「取る」と「渡す」という
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言葉を刺激として用いることにした。その理由として，〈ト

ル〉或いはくワタス〉という行為そのものは発達的にか

なり早い段階で現れるものであること。また行為として

も言語使用としても私たちの日常生活の中でかなり頻繁

に行われるものであること。それ故，もしイメージ図式

があるとするならば，言葉と図式との結びつきがより強

固なのではないかと考えたからである。

次に問題となるのは，それぞれの言葉に付随するイメー

ジ図式であるが，それぞれの言葉の'慣用的な言い回しか

ら考えて，「取る」には引くことである牽引図式を，「渡

す」には押し出すことである推進図式を仮定した。例え

ば，「引く」という言葉の言い回しを調べてみると，「引

用する｣，「人の気を引く」，「人材の引き抜き｣，「辞書を

引く」，「子どもの手を引く」などくトル〉を意味する使

用法が多くみられる。一方，「押し出す」という言葉の言

い回しを見てみると，「差し出す」ことは相手に何かをくワ

タス〉ことであるし，「食事を出す｣，「手紙を出す」とい

う表現もある。また，多少ニュアンスは異なるが，「責任

を押しつける」という言い方もある。これらのことから

くトル〉には対象に働いて，自分に向かうベクトルで表さ

れる牽引図式が，〈ワタス〉には動作主体を始点として，

始点から遠ざかるベクトルで表される推進図式が付随す

ると考えた。よって本論文では，以下「取る｣，「渡す」

のような特定方向の運動イメージを持つと思われる言葉

を運動イメージ語，特定方向の運動イメージを持たない

と思われる言葉を非運動イメージ語とする。なおここで

使用する「イメージ」とは視覚的なイメージだけではな

く筋感覚的なイメージをも含む。

本実験で使用する装置と条件

また，本実験では，言葉が持つと思われるイメージ図

式と同じ方向の運動を順イメージ図式，反対方向の運動

を逆イメージ図式とした。したがって，「取る」は牽引図

式を持つと考えられるため，ある対象をくトル〉ために

引かねばならない状況を，取る・順図式条件，対象をくト

ル〉ために押さねばならない状況を，取る・逆図式条件

とした。また，「渡す」は推進図式を持つと考えられるた

め，ある対象をくワタス〉ために押さねばならない状況

を，渡す・順図式条件，〈ワタス〉ために引かねばならな

い状況を，渡す・逆図式条件とした。以上の4条件を操作

レベルで具体化し，且つ１台で４条件すべてを実行でき

る装置を４台作成し，これをイメージ図式装置（以下：

装置）とした（Figurel～８参照)。

本実験での仮説

先に述べたように，本研究の目的はイメージ図式とい

う概念の心理学的妥当性を検討することであり，また実

際の運動に対して運動イメージを持つ言葉がどのような

影響を及ぼすかを調べることである。そのために，次の

ような仮説を基に実験を行う。

仮説：意味レベルで「取る」という言葉には牽引図式が，

｢渡す」という言葉には推進図式がイメージ図式として付

随するならば，それらの言葉を受けて実際に行動すると

き，言葉が持つ特定方向の運動イメージに干渉されて，

逆図式条件は順図式条件と比べて装置の誤操作が多くな

る（仮説１－a)。また同様の理由から逆図式条件では，順

図式条件と比較して装置操作の学習が遅れる（仮説１－b)。

方法

被験者：幼稚園在園中の５，６歳児60名（男28名，女３２

名，５；７－６；６平均年齢５；１０）

装置：イメージ図式装置（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ)，ぬいぐるみ

(４種類)，ビデオカメラ（一式）

実験計画：イメージ図式装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの装置ごとに，

２×２の被験者間２要因計画を用いた。第１要因はイメー

ジ図式装置の構造で，順イメージ図式構造と逆イメージ

図式構造の２水準からなる。第２要因は実験で使用する

教示で，「取って｣，「渡して」の２水準からなる。

手続き：以下の手続きに従って個別実験を行った2)。

1．各被験者は，２×２（(順・逆図式の２水準)×(取る・

渡す教示の２水準))の４条件を４つの装置において

１回ずつ４試行行った。この時，装置の順序，教示，

図式の全てにおいて，被験者間でカウンターバラン

スが取られた。

2．実験に先立って，被験児全員にこの実験を行う目的

についてカバーストーリーを与えた3)。

3．最初に被験児を所定の位置につかせ（Figurel～8)，

実験者が前後２回ずつ装置の操作棒を動かして被験

児に装置の動かし方を示した。続いて被験児に同様

に数回装置を操作させた。

４．次に，目印となるマジックテープを，被験児の「手

前」と「奥」の２カ所まで動かす練習（Ｔｌ，Ｔ２）を

それぞれ１回ずつ，計２回行った（教示（a))。この

時の位置2カ所（手前と奥）のうちどちらか一方が本

試行（Ｔ３）でターゲットのぬいぐるみが移動してく

る場所と同じになる。また，この練習試行の試行順

序はカウンターバランスを行った。

・教示（a)(練習試行）：『(手前または奥を指さして）

この白いテープをここまで動かして下さい』

５．２回の練習試行（Ｔｌ，Ｔ２）が終わった後，ターゲッ

トとなるぬいぐるみをマジックテープの位置に取り

付け，その後本試行（Ｔ３）を行った。

5-1.｢取って」条件の場合は，被験児の場所からぬいぐる

みが直接手が届かないことを確認させた後，操作棒

2）実験１に先だって予備実験で「取る｣，「渡す」という言葉
が理解できるかどうかを調べた。その結果全ての被験児が
理解できたので本実験では省略した。

3）私（おもちやをつくる人：実験者）が作った「おもちゃ」
が子どもに使えるかどうかを調べている，というカバース
トーリーを与えた。
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マジックテープ

回転軸(支点） 被験児立ち位置

Figurel装置A順図式構造図

(回転棒は長さ70cm・操作棒は長さ62cm・操作棒の直径は被験児が握り
易いよう２cmにした。装置全体の高さは120cmであるが，被験児の身長

に合わせて調節するために，支え棒と回転棒の双方に５cm間隔で調節
用の穴が５つずつ空けてあり，回転軸の位置（即ち床から回転軸まで

の高さ）及び回転軸からマジックテープ（ぬいぐるみ）までの長さを
調節することができる。ただし，図を見やすくするために図中には書
き込まれていない｡）

マジックテープ

）

【
児立ち位置

Figure2装置Ａ逆図式構造図

(逆図式構造は順図式構造の場合の回転軸の位置と力点の位置を入れ替
えることで実現した。また，この場合も順図式と同様の調節によって，
操作棒の位置とマジックテープ（ぬいぐるみ）の高さは同じに保たれ
た。実験時には装置は床の上に置かれた｡）

マジックテープ

駆動輪 被験児立ち位置

Figure3装置B順図式構造略図

(装置全体の長さは90cm，高さは23cm，幅は30cm。２本の回転軸の間隔
70cm･操作棒の長さは60cm，幅は３cmである。操作棒と駆動輪の空回
りを防ぐため，駆動輪と操作棒の接触面には網目状ゴムシートが貼ら
れた｡）

操作棒
被験児立ち位置

Figure4装置B逆図式構造略図

(逆図式構造は順図式構造の場合の駆動輪と操作棒の接触位置をかえる
ことで実現した。逆図式構造の場合，駆動輪に操作棒を下から押しつ
けねばならないが，操作棒と駆動輪を安定して接触させるために，操
作棒受けを取り付けた。これによって，操作棒は必ず駆動輪と接触す
るので，被験児は操作棒を前後に動かすだけで，接触させることに注
意を払う必要はない。尚，装置の構造を分かり易くするため，操作棒
受けは図には書き込まなかった。実験時に装置は台の上に置かれ，操
作棒が被験児に操作しやすい位置になるようにした｡）
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マジックテープ

順図式位置
マジックテープ

／

逆図
被験児立ち位置駆動輪

／

に⑨

操作棒

被験児立ち位置

Figure7装置D順図式構造略図
(装置全体の長さは100cmで，２本の回転軸間の長さは90cmである。高
さは35cm，幅は23cmである。また，駆動輪の直径は１６cm・ベルトの幅
は約7cmであった。ベルトは帯状ゴムシートを使った。ベルトは８の字
にひねりが加えられている。人形はベルトの交差するところで取り付
けられる。順図式構造の場合，人形は被験児から見て右側につけられ

た。また，装置Ｄの場合，被験児は駆動輪を直接手で操作する｡）

Figure5装置Cを真上から見た図
(回転板の直径は80cm，高さは10cmである。操作棒の長さはllOcmo順
図式構造と逆図式構造は人形の取り付け位置を変えることで実現した。
即ち，被験児から向かって右に人形を取り付けた場合順図式構造であ
り，左に取り付けた場合逆図式構造となる｡）

発達心理学研 究第６巻第２号

ｎ

ｌｌ

Figure6装置Cの駆動部分の図
(駆動輪の直径は25cm･操作棒と駆動輪の空回りを防ぐために，操作棒
と駆動輪の接触面には網目状ゴムシートを張り，駆動輪と支え板で操
作棒を挟んで安定させた。実験時に装置は台の上に置かれ，操作棒が
被験児に操作しやすい位置にくるようにした。図には書き込まれてい
ないが，実際には駆動輪の下に回転軸受け台がある｡）

／

幻

Figure8装置D逆図式構造略図
(逆図式構造は，順図式構造の場合とは逆に人形は被験児から見て左側
に取り付けられた。実験時に装置は台の上に置かれ駆動輪が被験児に
操作しやすい位置にくるようにした｡）

操作棒

被験児立ち位置
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を動かしてぬいぐるみを取るように教示した（教示

（b))。この時，順図式ならばぬいぐるみを取るため

に操作棒を引かねばならず，逆図式の場合は押さね

ばならない。

・教示（b)(取って条件）：『(実験者が被験児の手を

とって，実際にぬいぐるみの方へ手を伸ばさせて

みて）ほら，ここからだと，○○ちやんはあのぬ

いぐるみに手が届かないから取れないよね。だか

らこの棒を動かしてあのぬいぐるみを取ってくれ

る？』

5-2.また「渡して」条件の場合は，ぬいぐるみを取り付

けた後，実験者は装置を挟んで被験児と反対側に立

ち，実験者からぬいぐるみに手が届かないことを確

認させ，操作棒を動かして実験者にぬいぐるみを渡

すように教示した（教示（c))。この時，順図式なら

ばぬいぐるみを渡すために押さねばならず，逆図式

なら引かねばならない。

・教示（c)(渡して条件）：『(実験者が実際にぬいぐる

みの方に手を伸ばしてみせて）ほら，ここからだ

と，僕はあのぬいぐるみに手が届かないよね。だ

からその棒を動かして僕にあのぬいぐるみを渡し

てくれる？』

６．３～５の手順を４つの装置全てについて繰り返した。

なお，実験は全てビデオに記録した。

結果の処理：実際にぬいぐるみを取ったり，渡したりで

きたかではなく，教示後の初発の反応の運動方向によっ

て正誤を決定した。すなわち，取る・順図式条件では引

いたもの，取る・逆図式条件では押したものを正反応と

し，渡す・順図式条件の場合は押したものを，渡す・逆

図式条件の場合は引いたものを正反応とした。

結果

装置ごとの順図式と逆図式の正反応数の差：各装置ごと

に，４条件（２×２）で正反応率について，角変換後に

分散分析を行った。この際，最初の２回の練習試行と本

試行合わせて３回の試行の中で１回でも正誤の判定が不

可能であった被験児は分析から全てのぞいた4)。装置Ａに

ついては，順・逆図式の主効果で有意差が認められ（ｘ２

(1,56)二6.50,Ｐ＜，05)，順図式条件より，逆図式条件

で正反応率が有意に低かった。また，取る・渡す教示の

主効果，図式と教示の交互作用に有意差は認められなかっ

た。装置Ｂでは，順・逆図式の主効果で有意差が認めら

れ（ｘ２(1,56)＝１５．１１，ｐ＜,001)，順図式より逆図式条

件で正反応率が有意に低かった。また，取る・渡す教示

の主効果，図式と教示の交互作用に有意差は認められな

かった。装置Ｃでも，順・逆図式の主効果で有意差が認

められ（ｘ２(1,57)＝12.39,ｐ＜､001)，順図式条件より

逆図式条件で有意に正反応率が低かった。また，取る・

渡す教示の主効果，図式と教示の交互作用に有意差は認

Tablel装置ごとの正反応率

０
３
１
１
０
２
９
犯
一
弱

装置Ａ装置Ｂ装置Ｃ装置Ｄ

取る渡す取る渡す取る渡す取る渡す

４
７
７
２
９
５
９
５
－
８

１

－
５

鱒|'::,:棚:裟鴬:洲‘差：
注．上記の正反応率を角変換した後，装置ごとに分散分析を行った。

Table２３試行の正誤パターンごとの人数分布

×
×
○
○
×
×
○
○
一
計

ＴｌＴ２Ｔ３順取る逆取る順渡す逆渡す

×
×
×
×
○
○
○
○

幼児の牽引および推進動作に対する運動イメージ語の影響

８
８
４
１
７
３
皿
７
－
帥

１

注．Ｔｌ，Ｔ２は非運動イメージ語による練習試行

Ｔ３は運動イメージ語による本試行である。

○は正反応，×は誤反応を示す。

×
○
×
○
×
○
×
○

正誤判定は取り付けられた人形の動きによって判定したが，
この時，被験児が装置を操作しようとして生じた動きか，
被験児が操作棒を掴んだときの勢いで生じた運動かが判定
できないとき，これを判定不可能とみなして分析から除い
た。全ての条件において，除かれたデータは試行数の５％
以下であった。

１人の被験者は４つの装置についてそれぞれ異なる条件で
１試行セットずつ（練習試行２回，本試行１回）４試行セッ
ト行う。装置の順序は被験者間でカウンターバランスがと

られているため，ひとつの教示条件内で，各装置ごとに，
その装置が第１試行セット目から第４試行セット目で行わ
れる場合まで４群ある。被験者内で考えたとき，先に行っ
た別の装置での試行が後の装置の試行に影響を与えている
可能性が考えられるため，装置を込みにした分析の妥当性
が問題となる。よって，各装置ごとに試行セット順序間の
正反応率（本試行）を比較したところ全ての装置において
有意な差は見られなかった。この結果から，被験者内で先
の装置での試行が後の装置の試行の正反応率に影響を与え
ているとは言えないことから，装置を込みにしてた分析は
可能であると考えた。

4）

められなかった。装置Ｄでも，順・逆図式条件で有意差

が認められ（ｘ２(1,59)＝46.44,ｐ＜､001)，順図式条件

より逆図式条件で有意に正反応率が低かった。また，取

る．渡す教示の主効果，図式と教示の交互作用に有意差

は認められなかった（Tableｌ)。

３回の試行の正誤パタンの分析：被験児は練習試行と本

試行を合わせて，一つの装置について３試行行った。こ

こでは，その３回の学習の過程をより詳細に検討するこ

とを目的として，装置を込みにした正誤パタンに焦点を

当てて分析した5)(Table2)。装置操作の学習に対する，運

動イメージ語の干渉の有無を検討するために，２回の練

5）
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同程度であると考えられる。この時，取って教示におい

ても，渡して教示においても，順図式条件では本試行に

おいて正反応を示すものが有意に多く，一方逆図式条件

では，本試行において正反応と誤反応で有意差は見られ

なかった。この事は，練習試行での学習が不完全な被験

児では，逆図式条件で教示（すなわち運動イメージ語）

が干渉として働いていたことを示唆するものであり，間

接的にではあるが，仮説１－ｂを指示する結果となった。

以上のように，逆図式状況における正反応率の低さ，

装置操作の学習の遅れから，イメージ図式が装置操作に

干渉していたことが示唆された。しかし，これらの結果

は言葉に付随したイメージ図式の干渉によるものか，単

に逆図式条件での装置操作の困難さによるものｶﾕが明確

ではない。また，逆図式における学習の遅れは，練習試

行での装置操作の学習が不完全である被験児に限られる

ものであり，また，練習試行も「手前」と「奥」の１回

ずつの計２回と少ない。よって，実際の運動に対する，

運動イメージ語の干渉の仕方をより明確に検討するため

第２実験を行った。

実験２

目的と仮説

第２実験では，逆図式状況における運動イメージ語教

示と非運動イメージ語教示での，装置操作の学習速度の

差を検討することを目的とした。即ち，装置に対する操

作を同じにし，教示のみを変化させることで，教示に使

われた言葉そのものの影響が明確になると考えた。実験

は第１実験で使用したイメージ図式装置Ｂの逆図式条件

で行った。その理由は，装置Ｂでは被験児の運動と対象

の運動とが正反対になり，正確に逆図式条件を作り出せ

るためである。教示は運動イメージ語として「取る」「渡

す」を使用する条件と非運動イメージ語として「こっち」

を使用する条件の２水準を用いた。本実験の場合「こっ

ち」という言葉は使用される文脈によってその場所・方

向が決定されるため，特定方向の運動イメージを持たな

いと考えた。よって上記の条件で以下に示す仮説を基に

実験２を行った。

仮説：もし教示（｢取る｣，「渡す｣）に特定の運動方向イ

メージが付随するならば，実際の運動に対してイメージ

が干渉し，運動イメージ語教示の方が非運動イメージ語

教示よりも装置操作の学習が遅れるであろう（仮説２）。

方法

被験児：保育園在園中の５，６歳児43名（男20名，女２３

名，５；８－６；８平均年齢６；２）

装置：装置Ｂ（逆図式構造)，ぬいぐるみ（１つ)，ビデオ

カメラ（一式）

実験計画：２×２の被験者間２要因の実験計画を用いた。

第１要因は保育園で，Ｔ保育園（男11名女11名５；

Table３２回の練習試行で１回は正反応１回は誤反

応であった被験児の,本試行における正誤反応

1５

１２

順取る 逆 取 る 順 渡 す 逆 渡 す
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４
４
１
１

1１

３

1１

４

習試行の内１回は正反応，１回は誤反応であった（正反

応・誤反応の順序は問わない）被験児のデータを取り出

して分析した。これは，２回の練習試行で正反応と誤反

応を１回ずつ示している被験児が装置操作について学習

途上にあると考えられるからである。分析の結果，「順取

る」条件では本試行（｢取って」という教示を伴う）で正

反応を示した者が11名，誤反応を示した者が３名で二項

検定を行ったところ，有意水準５％以下（ｐ二・029）で有

意に正反応が多かった。一方，「逆取る」条件では，正反

応を示した者が15名，誤反応を示した者が12名で正反応

と誤反応の間に有意な差はなかった。また，「順渡す」条

件では，正反応を示した者が１１名，誤反応を示した者が

4名でわずかに５％の有意水準には及ばなかったものの，

傾向差（ｐ二.059）は見られた。一方，「逆渡す」条件で

は正反応を示した者は14名，誤反応を示した者は１４名で，

正反応と誤反応の間に有意な差は見られなかった(Table３)。

考察

結果から分かるように，全ての装置において「取る」

条件でも「渡す」条件でも逆図式の方が順図式より正反

応率が有意に低くなっている。このことは「取って」教

示では，逆図式条件での「引く」反応が順図式条件での

｢押す」反応より（いずれも誤反応）出現し易く，また「渡

して」教示では，逆図式条件での「押す」反応が順図式

条件での「引く」反応より（いずれも誤反応）出現し易

かったことを示している。言い換えれば，〈トル〉という

状況においては「引く」という動作が，〈ワタス〉という

状況では「押す」という動作が出現し易かったことが分

かる。これは「取る」という言葉に牽引図式が，「渡す」

という言葉に推進図式が付随している（仮説１－a）を可

能性を示唆するものである。

また，それぞれの装置について，教示間の主効果，あ

るいは教示と図式の交互作用は全く見られなかった。取

る条件と渡す条件では正反応の運動方向が全く反対であ

るにもかかわらず，このような結果となったことは，本

実験のような，特定の状況（〈トル〉或いはくワタス>）

で働く図式の，運動に及ぼす影響の程度が，教示すなわ

ち言葉の違いにかかわらず等しく強固であることを示唆

している。

次に，練習試行から本試行への学習課程を被験児内で

より詳細に検討してみた。ここで，２回の練習試行で１

回正反応し１回誤反応している被験児は，順図式条件の

被験児も逆図式条件の被験児も装置操作の学習において
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９－６；８平均年齢６；３）とＩ保育園（男９名女１２

名５；８－６；７平均年齢６；ｌ）の２水準。第２要因

は教示で，「こっち」という非運動イメージ語教示条件（こっ

ち条件）と「取る｣，「渡す」という運動イメージ語教示

条件（取る一渡す条件）の２水準である。ここで，保育

園を要因に組み込んだ理由は，２つの幼稚園の立地環境

が全く異なっており，Ｉ保育園は山の中にあり，一方Ｔ保

育園は町中にあるためである。Ｉ保育園の子どもたちはよ

く山の中で遊んでいるとのことであり，２つの園で子ど

もの生活はかなり異なっていると思われた。このような

生活経験や環境の違いが結果に影響する可能性があると

考え，園の要因を分析に含めた。

手続き：以下の手続きに従って，個別実験を行った。

１．実験に先立って，被験児全員にこの実験を行う目的

についてのカバーストーリーを与えた6)。

2．最初に被験児を所定の位置につかせ，実験者ｌが被

験児に装置の動かし方を前後２回ずつやってみせた

後，装置のマジックテープにぬいぐるみを取り付け

た。また，実験者２は装置を挟んで被験児と反対側

に立った（Figure4)。

3-1.こっち条件の場合：教示（d）を与えた後，実験者１

が装置の手前と奥をランダムに指示し，その都度，

被験児にぬいぐるみを指示した場所へ移動させた。

ｌ試行の手順は以下の通りである。

「こっち」と言いながら目標となる場所（手前或い

は奥の２カ所の内どちらか一方）を指さして，ぬい

ぐるみを指示した場所へ移動させた。場所の指さし

は原則として１回としたが，被験児がどちらの場所

かを聞き直したときは再び「こっち」と言いながら

指さした。被験児がぬいぐるみの移動を終えたとこ

ろで１回の試行は終了し，実験者がぬいぐるみを元

の位置に戻した後，同様の手順を繰り返し行った。

この時被験児に対して反応の正誤についてのフィー

ドバックは与えなかった。なお，提示順序はすべて

カウンターバランスをとった。

・教示（d)(こっち条件）：『もし僕が（手前を指さし

ながら）「こっち」といったら，この棒を動かして

ぬいぐるみをここ（手前）まで動かして下さい。

それからもし（奥を指さしながら）「こっち」と言っ

たら棒を動かしてぬいぐるみををここ（奥）まで

動かして下さい。（指さしをしながら）「こっち」（手

前）と「こっち」（奥）のどっちがでるか分からな

いからよく見ていて，なるべく早く動かして下さい』

3-2.取る－渡す条件の場合：教示（e）を与えた後，実験

者ｌが「取って｣，或いは「渡して」のいずれかをラ

6）カバーストーリーは実験１に同じ。

7）提示順序は「こっち」教示条件の手前指示を「取って」に，
奥指示を「渡して」に代えたものである。

ンダムに指示し，その都度，被験児にぬいぐるみを

取ったり，実験者２にぬいぐるみを渡させたりした。

ｌ試行の手順は以下の通りである。

「取って」或いは「渡して」の指示を与え，被験児

自身にぬいぐるみを取らせたり，実験者２にぬいぐ

るみを渡させたりした。被験児が所定の行為を終え

た時点で１回の試行の終了とし，実験者がぬいぐる

みを元の位置に戻し，同様の手順を繰り返し行った7)。

なお，こっち条件の「手前」が「取って」に，「奥」

が「渡して」に対応している。

・教示（e)(取る－渡す条件）：『もし僕が「取って」

と言ったら，この棒を動かしてぬいぐるみを○○

ちゃんが取って下さい。それから，もし僕が「渡

して」といったらこの棒を動かしてぬいぐるみを

あのお姉さんに渡してあげて下さい。僕は「取っ

て」って言うか「渡して」って言うか分からない

からよく聞いて，なるべく早く取ったり，渡し

たりして下さい』

結果の処理：第１実験と同様，指示後の初発の反応の運

動方向によって正誤を決定した。この時，手前指示，ま

たは「取って」指示の場合は押したものを正反応とし，

奥指示または「渡して」指示の場合は引いたものを正反

応とした。各条件において連続して５回正反応をしたと

ころで，実験を終了した。また，４０試行までに連続５回

正反応しなかった場合と被験児本人が実験中止の意志を

示した場合は実験を中止した。４０試行までに連続５回正

反応しなかった被験児は５人，途中で「もうやめる」と

言って棄権した被験児が２人であった。なお，実験１と

同様，実験は全てビデオに記録した。

結果

平均試行数の差：学習基準を正反応連続５回，４回，３

回の３段階に設定し，それぞれの基準で連続正反応が現

れる直前の試行数，すなわち最後の誤反応の試行数をそ

の被験児が基準到達までにかかった試行数とした。条件

ごとに試行数の平均値を取ったものがTable4である。た

だし，試行数が平均試行数の２標準偏差以上の被験者は

検定から除いた。２標準偏差を越えた被験児は「取る－

渡す」条件で１名，「こっち」条件で１名であった。

各学習基準ごとに試行数について２×２の２要因分散

分析を行ってみたところ，連続５回と３回の正反応基準

では主効果，交互作用ともに有意でなかったが，連続４

回正反応の基準では教示条件間の主効果が有意になった。

(Ｆ(1,32)＝4.945,ｐ＜、05)。一方，保育園間の主効果

(Ｆ(1,32)二0.41,,.s.）及び交互作用（Ｆ(1,32)＝1.84,

,.s.）は有意にならなかった（Table４)。

考察

学習基準を３段階に設定しそれぞれ検定を行ってみた

が，５回連続基準，３回連続基準では主効果，交互作用
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Table４教示条件及び保育還『ごとの平均試行数（）内SＤ

連続５回

連続４回

連続３回

Ｔ保育園

I保育園

Ｔ保育園

I保育園

Ｔ保育園

Ｉ保育園

こっち条件

19.2(8.8）

10.3(5.6）

13.7(4.5）

９．８(6.1）

８．６(5.6）

８．３(4.5）

取一渡条件

11.3(6.7）

11.3(9.1）

６．７(4.3）

８．１(5.9）

６．１(4.3）

７．３(4.9）

共に有意にならなかった。これは５回連続基準では難し

すぎ，一方３回連続基準では易しすぎ，また偶然で生じ

る確率も高かったためと考えられる。４回連続基準では

教示間の主効果が有意になっているが，これは「適度な」

難易度であったと考えられる。本実験の目的はイメージ

図式の心理学的妥当性を検証することであった。そのこ

とからすると，本実験状況では特定の運動方向イメージ

を持たないこっち条件と特定の運動方向イメージを持つ

と考えられる取る一渡す条件の間で差が生じたことはイ

メージ図式の妥当性を高める結果と言える。しかし仮説

(２－a）とは逆にこっち条件群の方が平均試行数が多い結

果となった。仮説では，「取る」「渡す」という言葉に特

定の運動方向を持ったイメージ図式が付随しているなら

ば，それらの言葉を理解し，言葉に従って行動するとき

図式が活性化される。それ故，図式とは逆方向の運動を

行わねばならない場面で，図式が実際の運動に干渉し，

取る－渡す条件で学習を遅らせるはずであった。しかし

実際には，取る－渡す条件の方が相対的に学習が容易で

あった。この結果を解釈する上で，考えられる幾つかの

要因について検討してみたい。

イメージ図式が学習手がかりとなる場合の解釈

本実験は装置Ｂの逆図式条件で行われた。それ故，被

験児の腕の運動と対象の動きは逆になり非整合的である。

ここで，こっち条件は特定方向の運動イメージが喚起さ

れず，一方，取る－渡す条件においては「取る」では牽

引図式が，「渡す」では推進図式が喚起されると考えた。

その時取る一渡す条件は，教示で使用される言葉が特定

方向の運動イメージを持っている分だけ，実際の自分の

腕の運動と対象（ぬいぐるみ）の運動とのギャップが大

きくなり，腕の動きと対象の動きの非整合性がより大き

く印象付けられることになる。言い換えれば，言葉によっ

て特定の図式が活性化され，それに従って行動しようと

する時，次に生ずべき事態に対する予期（Neisser,1976／

1978）が生じる。本実験の場合で言うならば，「取って」

という言葉で活性化された牽引図式に従って「引く」と

いう行為が行われる時，そこでは当然ぬいぐるみは手前

に移動するだろうという予期が働いている。しかし実際

にはぬいぐるみは遠のいてゆき，その場合，固有受容器

からくる運動感覚或いは筋肉感覚と視覚的な空間認知に

ズレが生ずる。言い換えれば，逆図式条件での取る－渡

す教示は，被験児が予め持っている，運動時に生じる筋

緊張（tonus；Wallon,1983）のパターンと対象運動との

関係についての図式（予期図式；Niesser，１９７６／1978）

を活'性化することでズレを明確にする働きを持っていた

と考えられる。もちろんこのズレはこっち条件でも生じ

ているはずであるが言葉のレベルで運動方向イメージが

活性化されている分，相対的に取る－渡す条件でズレが

大きくなる，或いはそのズレが意識され易くなる。この

ことが強化因子として働いて図式の修正が行われ，学習

が促進されたと考えられる。これを裏付けるようなエピ

ソードがあった。実験の最後に，被験児に感想を求める

のであるが，多くの子どもは「面白かった」という感想

であった。更に，どこが面白かったか尋ねると，殆どの

子どもは何が面白かったかを言語化することはできなかっ

たが，ある言語能力の高い（担任談）子どもが，「押した

ら，（人形が）こっちくるのが面白かった」と答えてくれ

た。確かにこのように言語化ができる子どもは希であっ

た。しかし，このエピソードは子ども達が自分の運動と

対象の運動とのズレを面白いと感じ，関心を持っていた

ことを推測させるものである。

もう一つの可能性として考えられるのが，「こっち」に

も運動イメージが付随していた可能性である。「こっち」

という言葉が「あっち」と対立して使われる場合，「こっ

ち」は発話者に向かうベクトルで表される運動イメージ

を持つと考えられる。この運動イメージが実際の運動に

より強く干渉した結果，「こっち」条件での図式の修正が

遅れたという解釈も成り立つ。しかし，「こっち」は常に

発話者に向かうベクトルを持つとは言えない。例えば，

目の前にある複数のものの中のひとつを選んで「こっち

の方が良い」という場合，それは選ばれた対象に向かう

ベクトルを持つと考えられる。そういう意味では「こっ

ち」という言葉は使われる文脈に依存した方向のベクト

ルを持つと言える。そして，そのベクトルを規定するの

は，それが使われる文脈の中で焦点づけられている「場

所」と考えられる。「こっち」が発話者自身に向かうベク

トルを持つのは，発話者が発話者自身（の場所）を指し

てそれを使うときであろう。これらのことから「こっち」

という言葉は，使用される文脈の中で，ある「場所」を

焦点づけ，その「場所」に向かう運動イメージを持つと

考えられる。このことをふまえて第２実験を見た場合，

装置の横に立った実験者の「こっち」教示によって手前・

奥という場所が焦点づけられることになる。また，「こっ

ち」条件で被験児に要求されるのは，手前或いは奥とい

う場所へ対象（ぬいぐるみ）を移動させることである。

ここで活性化される図式を考えてみると，対象を手前に

近づけるために「引く｣，奥に近づける（自分から遠ざけ

る）ために「押す」という図式であろう。つまり焦点づ
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けられた「場所」へ向かう図式である。また，この対象

を操作する図式は，「取る一渡す」条件でも働いていて，

取る，渡すという行為の基礎になる図式と考えられる。

即ち，対象をくトル〉ためには手前に近づけ，〈ワタス〉

ためには遠ざけなければならない。このように，「こっち」

という教示によって活‘性化されるのはより基礎的な図式

であると考えられるが，それがより基礎的，直接的であ

ることから，変化しにくく，学習（図式の修正）が遅れ

た，という解釈も成り立つ。また「こっち」条件では，

教示に伴って一瞬ではあるが指さしによる場所の指示（手

前或いは奥）があるため，より場所を意識させることで，

上記の図式を強化し，より学習が遅れた可能性も考えら

れる。

図式以外の手がかりの可能性

本実験は言葉或いは場所と運動の対連合学習と見なす

ことができる。この場合，こっち条件では手前と奥を共

に「こっち」という表現で指示するため，使用する言葉

に手前と奥との区別がない。それ故，こっち条件では教

示で使用される言葉の違いを対連合学習の手がかりとす

ることは不可能であって，結局，対象の到達目標である

｢場所」という視覚的な刺激の差だけが手がかりとなりう

る。一方，取る－渡す条件では教示の言葉，「取って」と

｢渡して」で手前と奥とで差があることになり，教示で使

用する言葉の違いが，対連合学習の手がかりとなりうる。

その上，取って－渡して条件でも，「場所」の違いが手が

かりとなりうるわけで結局，取る－渡す条件はこっち条

件より手がかりが多くなり，それが対連合学習にとって

有利に働いていたとも考えられる。

他の可能性として，モチベーションの違いを考えるこ

とができる。即ち，こっち条件では，人形を手前，或い

は奥へ移動させるだけであるが，取る－渡す条件では被

験児は実際に人形を手にする。この違いが，装置操作の

学習に対してモチベーションの違いとなって現れ，結果

として学習速度に影響したとも考えられる。

また，こっち条件では，実験者は手前も奥もともに「こっ

ち」で表す。しかし，被験児の視点に立てば，手前は「こっ

ち」であるが奥は「あっち」である。即ち実験者が奥を

さして「こっち」という場合被験児は実験者の視点を取

らねばならず，その意味で手前より奥の方が難しいと考

えられる。しかし，実際の正反応率ではこっち条件の手

前が34.5％，奥が34.0％で正反応率に差はなかった。よっ

て，正反応率から見る限り，「こっち」条件は視点変換が

伴うことから難しくなる，という解釈はできない。

総合考 察

第１実験では，「取る」「渡す」という状況や，個々の

装置の見かけ，構造において，全く異なっているにもか

かわらず，一貫して順図式条件よりも逆図式条件のほう

が有意に正反応率が低かった。この事は，自らの運動と

対象の運動との間に，状況の違いに左右されることの少

ない，かなり「安定した運動パターン」があることを強

く示唆するものである。この「安定した運動パターン」

は言葉に付随するイメージ図式の基礎となるものであり，

その妥当性を高める結果であると考えられる。

しかし，この「安定した運動パターン」が認知意味論

で主張するように言葉に付随したものであるのか，行為

のレベルに付随したものとして，即ち対象の操作に対す

る運動パターンとしてのレベルにとどまっているのかが

明確ではなかった。そこで第２実験では，逆図式状況で

の正反応率の低さが，操作対象（ぬいぐるみ）に対する

実際の操作と，「取って｣，「渡して」という教示によって

喚起されたイメージ図式とのズレに起因するものか，単

に操作対象（ぬいぐるみ）を目的の場所に移動させるこ

ととの干渉なのかを検討したが，仮説とは逆の結果を示

した。この事により，逆図式での反応が言葉に付随する

イメージ図式に影響されたものとは必ずしも言えなかっ

た。先に示したように，運動イメージ即ちイメージ図式

と実際の操作のズレが学習を促進する手がかりとなって

いたという解釈も成り立つが，他にもいくつかの解釈が

考えられる。このように複数の解釈が考えられる原因と

して第２実験の方法上に問題があったと考えられる。

第一に第２実験では，「取る－渡す」条件と「こっち」

条件では操作対象（ぬいぐるみ）に対する操作は同じで

あり，それゆえ「取る・渡す」と「こっち」とが比較可

能であると考えた。確かに装置に対する操作は同じであっ

たが，２つの条件間ではぬいぐるみに対する扱いが異な

り，被験児のモチベーションの差を生じていた可能性が

ある。第二に「取って」「渡して」教示と比較する言葉と

して「こっち」を使用したことである。手前と奥をとも

に「こっち」で表現したため，「取る－渡す」条件と比較

して弁別性に差を生じてしまった。また「こっち」とい

う言葉が，より基礎的な運動イメージを喚起していた可

能性があり，加えて指さしによって場所を指示したこと

で，その基礎的な運動イメージの喚起を強化した可能性

もある。これは，単に教示で使用した言葉だけの問題で

はなく，言葉とその意味内容としての行為を分離しよう

とした点そのものに根本的な問題点があるのかもしれな

い。以上のように第２実験はいくつかの要因が統制され

ておらず，実験上の問題も明らかとなった。今後の改良

点としては，運動イメージ語を契機に実行される運動を

より単純なものとして（例えばレバーを押したり引いた

りするような)，順図式と逆図式の反応時間や正反応率の

比較などが考えられる。

また，今回の実験では，装置間の差を直接比較するこ

とはできなかったが，それぞれの装置で正反応率にかな

り違いが見られたｂこれについて考えてみると，装置Ａ
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Iま正反応率が高かったが，これは装置の構造が被験児か

らよく見えることで，自分の運動と対象の動きの関係が

比較的理解しやすかったと推測される。このことは同時

に，装置Ａと同じ回転構造を横にしたものでありながら，

その駆動部分が被験児から見えない装置Ｃについての正

反応率の低さ（装置Ａと比較して）をも説明していると

推測される。また，装置Ｄはかなり正反応率が低いが，

これは，他の装置とは異なり，自分の手によってより直

接的に駆動部分を動かす構造となっている。それ故「取

る｣，或いは「渡す」という行為に結びついた運動イメー

ジがより直接的に行動として現れやすかったことによる

と推測される。

本研究では「取る｣，「渡す」という２つの言葉しか検

討することができなかったが，今後は他の言葉や抽象語

などを用いてイメージ図式の妥当性を検討することが必

要であろう。また，認知意味論でのもう一つの重要な概

念である隠職的投射についての研究も残された課題であ

り，概念形成だけでなく，理解過程全般について，物理

的経験を基礎とする身体的要素の役割に目を向けていく

必要があると思われる。
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幼児の物語産出における「語り」の様式

西川由紀子
華頂短期大学社会福祉学科

原 著

本研究では，絵本を手がかりとした物語産出課題場面において，幼児が使用する「語り」の様式の差異

に注目し，物語的語りと情報伝達的語り，それぞれの「語り」の様式の特徴を明らかにすることを目的と

した。実験１では，３．４．５．６歳児52名を対象として，「語り」の様式が安定する時期を検討した。そ

の結果，４歳半以降で一定の「語り」の様式を用いて作話することが可能になることが示された。実験２

では，４．５．６歳児50名を対象として各「語り」の様式の特徴を検討した。その結果，物語的語りを用

いたプロトコルでは，叙述内容は物語の骨格がとらえられ，また，物語展開を精繊化する表現が用いられ

ること，叙述形式としては接続詞，副詞が多く用いられ，標準語的アクセントが使用されることが示され

た。また５歳半以降では「語り」の様式に応じて叙述内容に差が出る傾向が示された。実験３では，実験

１に参加した４．５．６歳児のうち19名を対象として，３歳児におはなしをするという状況で同一課題を

繰り返し実施した。その結果，実験ｌと実験３で物語的語りと，情報伝達的語りの双方を使用した被験児

が５歳半以降にIこ３名見られ，テスターが物語を語ることを要求しているのか，情報を伝達することを要

求しているのかという課題場面の解釈に応じて「語り」の様式を選択している可能性が示された。以上の

結果にみられた５歳児の特徴を，課題場面の解釈と物語産出能力の関連において考察した。

【キー・ワード】「語り」の様式，課題場面の解釈，物語産出能力，５歳児

問題

絵本の絵を手がかりにしておはなしを作る課題場面で，

子どもたちはさまざまな反応を示す。たとえばおはなし

を作り始めるまでの様子だけを取り出しても，「この絵本

のおはなしをつくってね」と絵本を手渡されたとき，す

ぐさま語り出す子，’慎重に絵本をながめテスターにいく

つか質問をしてからおもむろに語り出す子，「できない」

といったん拒否した後，テスターの「好きなように作れ

ばいいから」といったことばに支えられてようやく語り

出す子などさまざまな子どもがいる。こうした違いはど

こからくるのであろうか。その要因として，聞き手がど

のような情報を必要としているのか，聞き手が自分に何

を求めているのかといった課題場面の受け止め方が挙げ

られる。たとえば課題の意図の解釈において，「絵を見て

おはなししてね」というテスターのことばを，「あたかも

絵本の文字の部分のような物語を作る課題」と受け止め

るか，「絵に描かれた情報を他者に伝達する課題」と受け

止めるかといった違いがある。また，テスターを親しい

大人として受け止めるか，評価者としての受け止めるか

というテスターとの心的距離の取り方の違いや，課題を

どの程度真剣に応えるべきものととらえるかという判断

の違いがある。つまり「遊び」の一場面ととらえるか，「テ

スト」の一場面ととらえるかという違いである。そこで

同一教示で課題を実施しても，子どもにとっての課題場

面の持つ意味は異なってくるものと考えられる。

その場面の受け止め方を「語り」の様式の側面からみ

ると，「物語を作る課題」と受け止めた場合には物語的語

りになり，「情報を伝達する課題」と受け止めた場合には

情報伝達的語りになるのではないかと考えられる。従来，

物語産出課題の研究においては物語としての一貫性，因

果性をパフォーマンスの高さの指標とすることが多いが，

物語的語りをとったプロトコルの場合は，書きことば的

要素を持っており状況説明を詳しくしたり主人公の心的

状態にふれる傾向があるためパフォーマンスは高くなる

ものと考えられる。一方，情報伝達的語りをとったプロ

トコルは，純粋な話しことばであるため視覚で共有しう

る情報は言語化されない場合があるなどの理由によって

パフォーマンスは低くなるものと考えられる。こうした

パフォーマンスは子どもの物語産出能力の高さ自体を反

映したものではなく，課題場面におけるテスターの意図

の読みとり能力と物語産出能力の双方が関係しているの

ではないかと推察される。

物語産出課題における「語り」の様式に着目した研究

に，古屋（1991）がある。古屋（1991）は，２歳児１名

を対象として幼児が家庭で母親と１対１で絵本を読む場

面を記録し，発言内容および語り形式の分析を行ってい

る。その結果，過去形の使用や「です．ます体」を使用

する物語口調は２歳前半より出現し始めること，「はじま

り，はじまり」や「おしまい」など形式的オープニング
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やエンディングは２歳８カ月頃から使用されるようにな

ることが観察され，表面的には２歳後半で「語り形式」

が使いこなせるようになったことを示している。これは，

２歳後半で情報伝達的語りではなく，物語的語り，すな

わち「語り手」としての立場をとった物語の産出ができ

たことを示すものであり，幼児期後半の幼児であれば，

その必要性を認識すれば物語的語りで物語が産出できる

ことを示唆するものである。しかし，幼児期後半の幼児

の物語産出課題に対する応え方をみてみると情報伝達的

語りがかなり多い。これは，子どもたちが課題を「語り

手」の立場をとって物語的語りで課題に応えるべき場面

として認識していないことを示すものと考えられる。

そこでここでは，課題場面という制約の中で物語産出

を行う際にみられる「語り」の様式についてその特徴を

明らかにし，課題場面の受け止め方と「語り」の様式の

関連を考察したい。

分析にあたっては，「語り」の様式を語尾によって物語

的語りと情報伝達的語りに区分した。物語的語りとは，

書きことば的語尾を用いた語りを指す。たとえば「おつ

かいに行きました」のように，あたかもテキスト文があ

るかのように「です．ます体」を使用して語る標準語的

丁寧体である。この実験を実施した京都地方においては，

幼児は年長者を前にした場合でも方言の丁寧語を用いる

ため，書きことば的語尾を用いるということは，目前に

いるテスターに日常会話の延長として語りかけているの

ではなく，物語の語り手・絵本の読み手の役割をとって

いることを示すものと考えられる。これは課題を物語る

場面と受け止めたことを示すものであり，この物語的語

りをここでは「物語体」とした。次に情報伝達的語りと

は，方言での日常会話と同様の語尾を用いた語りを指す。

たとえば「おつかいに行かはった」などの敬体の方言体

や，「おつかいに行った」などの常体の方言体である。こ

れらは，子どもがテスターに直接語りかけているもので

あり，課題を絵本に描かれた情報を伝達する場面と受け

止めたものと考えられる。この敬体と常体は，京都地方

においては伝達内容によって使い分けられている。通常

常体が用いられるのは，自分および身内，親しい友達，

動物の行動に関してであり，その他の人物の行動に関し

ては敬体が用いられることが多い。そこで，敬体の方言

体は事態を日常生活で起こった出来事と同様に表現した

ものであるのに対し，常体の方言体は日常生活とは異な

る絵本の中の虚構の人物の行動として事態を客観的に簡

略化して表現したものであると考えられる。ここではこ

の日常的表現と非日常的表現の差異が絵本に描かれた事

態の捉え方の差異を表すものと考え，敬体の方言体を「日

常体｣，常体の方言体を「簡略体」とした。

本稿ではこの「物語体」「日常体」「簡略体」の３つの

｢語り」の様式について，その特徴を明らかにするために

以下の３点について検討を行う。第１に，「語り」の様式

の持つ特徴を検討する前提として，ひとつの様式で語り

続けることが可能になる時期を明らかにする。第２にそ

の安定した「語り」の様式を使用できる幼児を対象にし

て，それぞれの「語り」の様式におけるプロトコルの特

徴を明らかにする。第３に課題場面の受け止め方と物語

産出能力の高さとの関連を明らかにするために，場面が

物語ることを要求するものであることを明示して課題を

実施し，使用される「語り」の様式が変化するかどうか

を検討する。

実験１

（１）目的

「語り」の様式の特徴を明らかにする前提として，「語

り」の様式が課題の途中で変化することなく，一定の様

式で語り続けることが可能になる時期を明らかにする。

（２）方法

被験児

保育園３．４．５歳児クラス在籍児男児28名，女児２４

名，計52名。実験に先立って実施した新版Ｋ式発達検査

によって算出された発達年齢が，生活年齢より６カ月以

上低かった幼児は分析対象からはずした。その結果，３

歳児群は１５名（平均：３歳11カ月，範囲：３歳６カ月か

ら４歳３カ月)，４歳児群は20名（平均：４歳１０カ月，範

囲：４歳４カ月から５歳３カ月)，５歳児群は１７名（平均：

５歳１０カ月，範囲：５歳５カ月から６歳３カ月）を分析

対象とした。

材料

「はじめてのおつかい」（筒井頼子作，林明子絵，

福音館書店）を刺激材料に用いた。導入部で「ひとりで

おつかいに行く」という目標が呈示され，時間の流れに

沿って場面が構成された絵本であり，幼児が自分の生活

体験を想起することによって理解が容易になる絵本と考

えられる。絵本は15場面で構成されており，その第１場

面以外は文字の部分を白紙で伏せている。課題開始時に

｢この本知ってる？」と尋ねた際，知っていると答えた被

験児，および本文とまったく同じ言葉づかいをするなど

作話プロトコルに絵のみでは推測不可能な表現がでてい

た被験児に関しては分析の対象からはずしているため，

この絵本はすべての被験児にとって初めて出会った絵本

であると考えられる。

手続き

実験課題は保育室のとなりにある他児の入ってこない

｢倉庫｣，もしくは職員室の片隅の応接セットで実施した。

時間帯は昼食後および夕方の自由時間であった。自由時

間にあそんでいる被験児に向かってテスターが「『倉庫』

(もしくは『職員室』）で絵本を見て遊ぼう」と誘い，被

験児がテスターと遊ぼうという気持ちになった後に課題
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Tablel「はじめてのおつかい」第１場面

あるひ，ままがいいました。

｢みいちやん，ひとりでおつかいできるかしら」

｢ひとりで！」

みいちやんは，とびあがりました。いままでひとりで

でかけたことなんか，いちどもなかったのです。

｢あかちやんのぎゆうにゆうがほしいんだけど，ままちょっ

といそがしいの。ひとりでかってこられる？」

｢うん１みいちやんもういつつだもん」

を実施する部屋へ移った。テスターは被験児と１メート

ル四方ぐらいの空間に向いあって座った。テスターと被

験児の間には録音用のテープレコーダーを設置した。課

題の教示は次の通りである。テスターが「ここに『はじ

めてのおつかい』っていう本があるんやけど，最初のと

ころに字があるだけであとは字がないし，○○ちやんが

おはなし作ってね」といった後，「どんなおはなしか見て

みようね」といい１場面２秒程度で最初から最後の場面

まで黙って見ていった。その後，実験者が「物語体」で

書かれた第１場面を読み（Tableｌ参照）「次は○○ちゃ

んおはなしして」といった。被験児がはなし始めに祷曙

しているときには，「思ったように作っていいよ」などと

声掛けし，リラックスできるよう配慮した。作話がとぎ

れた時は「それで？」と促し，それでも言語反応がない

場合は「とばそうか？」と尋ね，承諾を得た後，次の場

面に進んだ。ストーリーや絵に関する質問には「なんで

かな？」とそのまま返し，テスターからの答えは与えな

かった。課題実施時には，テスターは常に肯定的なうな

ずきを入れ，被験児が自信を持って課題に取り組めるよ

う心がけた')。なお，テスターは実験を開始する１カ月ほ

ど前から保育園に通い，子どもたちとは十分なラポール

をつけていた。記録はテープレコーダーで行った。実験

に要した時間は１人約５分から１０分であった。

分析基準

作話プロトコルの「語り」の様式は以下の３つに分類

した。①物語体：標準語的丁寧体の語尾を使用している

もの（例．「行きました｣)，②日常体：方言での日常会話

と同様の語尾を使用しているもの（例．「行かはった」＜

京都地方の方言で簡単な敬語に該当＞)，③簡略体：方言

ではあるが日常生活での人物の行動描写とは異なる語尾

である常体を用いているもの（例．「行った｣)。以上の様

式の中で，各プロトコルにおいて最も使用頻度の高い様

式を基本様式とし，他の様式が侵入する回数を様式の変

化としてカウントした。例えば各センテンスが，＜物語

1）教示を日常体でおこなったのは被験児が課題場面をリラッ
クスして受け止められるよう配慮したためである。

体一物語体一物語体一日常体一日常体一物語体＞と続い

ている場合，基本様式は物語体，様式の変化は１回とし

た。ここでいう様式の変化は，「物語体｣，「日常体」およ

び「簡略体」の間における変化のみを指し，疑問やひと

りごとが出現した場合は様式の変化としてはカウントし

なかった。これはWolf,＆Hicks（1989）の指摘するよ

うに，被験児が「語る」場面から「日常会話をする」場

面に視点を移動させて疑問やひとりごとを発し，再び「語

る」場面に戻ってゆくという操作を行っている可能性が

あるためである。なお，「日常体」は動物やものの描写に

は用いないので，人物の行動を「日常体｣，それ以外の描

写を「簡略体」で語っているものについては一貫した様

式であると考えて様式変化としてはカウントしなかった。

疑問やひとりごとのみの場面および言語反応のない場

面が絵本全体の半数以上にわたる場合は，「おはなしをつ

くる」ということ自体ができていないものとみなして分

析対象からはずした。

(３）結果

被験児の分布

上記の条件を満たしたものは，３歳児群９名，４歳児

群19名，５歳児群15名であった。

結果

様式変化回数の平均および標準偏差は，３歳児群1.9（SＤ

0.74)，４歳児群１．４（SＤ0.48)，５歳児群1.0（ＳＤＯ､73）

であった。このうち４歳児群３名に主人公の行為につい

ては「簡略体｣，主人公以外の行為については「日常体」

で語っているものがみられた。例えば「みいちやんがお

かいものしようと思ったらな，よその人が来はって全然
一

できひんかつた。（５歳３カ月女児)」のようなものであ

る。これは自分および年少のきょうだいの行動に関して

は「簡略体」を用い，その他の人物の行動に関して「日

常体」を用いるという京都地方の方言使用様式にのっとっ

ているものであるため，様式変化の回数としてのカウン

トから除外した。その結果，４歳児群の様式変化回数の

平均は１．２，標準偏差は０．６１となった。

上述の修正を行った後，年齢群を要因とする１要因の

分散分析を「語り」の様式の変化回数について行った。

その際，人数の分布に偏りがあったため，部分モデルに

基づく平方和を用いた2)。その結果，年齢群の主効果（Ｆ

(２，４０)二4.59,Ｐ＜､02）がみられた。Tukey法で下位検定

を行った結果，５％水準で３歳児群＞４歳児群・５歳児

群の間が有意であった（Figurel参照)。様式変化の起こ

る箇所は特定箇所に集中することなく，まんべんなく見

受けられた。

2）ＳＡＳ統計パッケージ・リリース５．１８のＧＬＭを利用した。

実験２の統計も同じパッケージを利用している。
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各「語り」の様式のプロトコルの特徴を，叙述内容につ

いてはアイデアユニットの質によって示される物語構成

度の高さによって，叙述形式については会話体，接続詞，

副詞，形容詞の使用頻度によって明らかにする。

(2)方法

被験児

保育園４．５歳児クラス在籍児男児25名，女児25名，

計50名。すべて会話体で物語を作った４歳児３名を除く

と，４歳児群（平均：５歳２カ月，範囲：４歳10カ月か

ら５歳９カ月）２２名，５歳児群（平均：６歳２カ月，範

囲：５歳10カ月から６歳９カ月）２５名であった。

材料および手続き

実験ｌに同じ。

分析基準

Ａ・「語り」の様式：プロトコルの「語り」の様式を上

述の３つの様式に分類した。各年齢毎の「語り」の様式

の人数はTable2の通り。

(単位：回）

１０

１２

１２

９
５

８

６

４

様
式
の
変
化
回
数

鍵
鍵
〒

２

鷺
議
鱗
Ｔ Table２各年齢の／語り」の様式の分布

（単位；人）
ロ

３歳児群４歳児群５歳児群

誇りＪの様式の変化回数（中位点は平均、
は標準偏差，ひげは最大値・最小値を示す｡）

4７

物語体日常体簡略体計

計

Figurel 箱
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4歳児群

5歳児群

（４）考察

上述の結果より「語り」の様式が安定して使用される

のは４歳児群以上であることが示された。３歳児群の場

合，被験児の約半数が全場面の半分以上に対して「これ

何してんの？」といった疑問を述べたり，言語反応を示

さなかったりして分析対象からはずれていたこともあり，

そもそも物語産出課題が難しかったものと考えられる。

次に様式の変化の起こる原因としては，そのひとつに，

視点の移動があげられる。例えば，主人公の行動を「～

しはった」と「日常体」で語っているケースで，店の場

面になると「お店に着いた」と「簡略体」で語るものが

６例見られた。これはようやくたどりついた店の絵を見

たときに，被験児の視点が主人公の視点と重なったこと

を示すものである。一方様式の変化の少ない被験児の場

合は，様式が変化したときに修正をおこなって様式に一

貫性をもたせるというケースがあり，同じ調子で語るこ

とに注意を払っていることがうかがわれた。

以上より，物語産出課題において求められていること

を理解し，一定の様式で語ろうとする年齢は４歳児群以

降であると考えられる。

実験 ２

（１）目的

実験１より「語り」の様式が安定することが示された

４歳，５歳児の被験児を対象に物語産出課題を実施し，

１４

３

て『あ－，いたい』ってころばはった｣。各場面の基本IＵ

2４

とな，おはなししはった。場面５：それでな，かけていつ

Ｂ、物語構成度：作話プロトコルを内田（1983）にな

らいアイデアユニット（以下ＩＵと記す。１１Ｕ=１argument＋

1relation）に区切った。基本ＩＵの作成にあたっては成人

10名に対して同一課題を実施した。ＩＵはPoulsen,Kintsch，

Kintsch,＆Premack，（1979)，内田（1983）を参考にし

て以下の３つに区分した。

・基本ＩＵ：成人のプロトコルの半数以上に記入された

もので場面と場面を結び付けて一連の物語をつくる上で

不可欠なＩＵ･物語の基本構造把握の指標。

・物語ＩＵ：物語展開の精微化にかかわるＩＵ･複数の

場面を因果的に統合したり，人物の感情を推測したり，

描かれた絵画情報を詳細に語ることによって，物語らし

さを増幅させる。詳しい物語生成の指標。

・その他：疑問や独り言。描かれているものの命名等。

．'Ｕの算出例を以下に示す。５歳児群女児Ｈ児の場面

４および場面５のプロトコルは次の通りであった。「場面

４：それでな’途中で男の子にあったの。それでなうん

９

Iま「場面４：友達に会う。はなしをする。場面５：走る。

ころぶ。お金がころがる｡」であったので，傍線部を基本

ＩＵ，波線部を物語ＩＵとカウントし，基本ＩＵ４，物語

ＩＵ１とした。



Tukey法で下位検定を行った結果，基本ＩＵと基本ＩＵと

物語ＩＵの和は１％水準，物語ＩＵは５％水準で「物語体」＞

128

Ｃ・叙述形式：叙述形式としては以下の４項目を取り

上げた。第１にPoulsenetal.(1979)が物語慣用句の一つ

としてあげている接続詞，第２にWolf,＆Hicks（1989）

が「Voice」の使い分けのひとつの型としてあげている会

話体，第３にプロトコルの持つ情報を豊かにするものと

して形容詞および副詞である。各項目は以下のようにカ

ウントした。

・接続詞数：プロトコル中の接続詞数をカウントした。

ただし，ページを改めるごとに出てくる「それで」は，

Poulsenetal.(1979)にならい儀式的使用とみなしてカウ

ントしなかった。

・会話体数：プロトコルにあらわれる登場人物の会話

を，会話調の抑揚の有無に関わらず，同一話者による一

連の発話を１単位としてカウントした。

・形容詞数：形容詞１個を１単位としてカウントした。

・副詞数：副詞１個を１単位としてカウントした。

（３）結果

１．「語り」の様式と物語構成度

年齢と「語り」の様式の２要因の分散分析を物語の基

本構造把握の度合いを示す基本ＩＵ・物語ＩＵおよび物語

Table4ノ語り」の様式毎の接続詞・会話・形容詞・副

詞数
（単位：個）

発達心理学研究第６巻第２号

接続詞
平均(ＳＤ）

会話数
平均(ＳＤ）

形容詞
平均(ＳＤ）

副詞
平均(ＳＤ）

物語体

日常体

簡略体

0.0（－）

0.2(0.4）

0.2(0.4）

0.0（－）

0.3(0.6）

0.3(0.7）

物語体

日常体

簡略体

5.0（－）

2.7(4.0）

2.4(2.5）

1.0（－）

0.5(0.8）

0.4(0.7）

４
歳
群

｢日常体」・「簡略体」の間が有意であった。年齢の主効

果は基本IＵ（Ｆ(１，４１)＝5.20,ｐ＜,05)，基本ＩＵと物語

物語体

日常体

簡略体

4.8(6.0）

0.3(0.5）

0.0(0.0）

6.4(3.3）

4.3(5.1）

3.4(3.8）

0.9(0.8）

0.7(0.7）

１．０(1.2）

3.5(4.1）

0.5(0.7）

0.8(1.1）

５
歳
群

ＩＵの和（Ｆ(１，４１)=5.64,ｐ＜､05）にみられた。交互作

用は基本ＩＵと物語ＩＵの和（Ｆ(２，４１)＝2.61,ｐ＜,10）

2．「語り」の様式と叙述特性

年齢と「語り」の様式の２要因の分散分析を，接続詞

数，会話体数，形容詞数，副詞数について行った。その

際，人数の分布に偏りがあったため，部分モデルに基づ

く平方和を用いた。その結果，「語り」の様式の主効果は

接続詞数（F(2.41)=7.49,ｐ＜,002)と，副詞数(Ｆ(2,41)＝

5.69,Ｐ＜､01）でみられた。Tukey法で下位検定を行っ

た結果ともに１％水準で「物語体」＞「日常体」・「簡

略体」であった（Table４参照)。年齢の主効果および交

互作用はみられなかった。なお，プロトコルの長さが各

様式で異なるため，１１Ｕあたりの割合を見たところ，接

続詞数については「物語体」１７．１％，「日常体」1.1％，「簡

略体」0.7％であり，副詞数については順に12.6％，2.3％，

3.5％であり，平均数と同様の傾向がみられた。

（４）考察

１．「語り」の様式と物語構成度

上述の結果より，第１に「物語体」の使用は基本ＩＵお

よび物語ＩＵによって示される物語構成度の高さと関連す

ることが示された。これは「物語体」という「語り」の

様式に，物語の骨子をおさえた上でより物語らしく語る

という特性があることを示唆するものである。

第２に年齢差に関しては，基本ＩＵについては年齢が上

8.8（7.3）

5.6（2.4）

2.4（1.3）

４
歳
群

らしいＩＵの総量を示す基本ＩＵと物語ＩＵの和について

１４．０（－）

10.8（2.4）

11.2（2.2）

行った。その際，人数の分布に偏りがあったため，部分

モデルに基づく平方和を用いた。その結果，「語り」の様

式の主効果が，基本IＵ（Ｆ(２，４１)＝3.62,ｐ＜,05）と基

物語体

日常体

簡略体

本ＩＵと物語ＩＵの和（Ｆ(２，４１)＝5.06,ｐ＜､01）に，そ

16.0（－）

１３．８（5.5）

14.8（3.1）

の傾向が物語IＵ（Ｆ(２，４１)=2.77,ｐ＜､10）にみられた。

に交互作用の傾向がみられ，４歳児群と５歳児群では様

式差のあらわれ方が異なることが示された。詳細をTable

3によってみると，「簡略体」のＩＵ数の変化の様相が他の

｢語り」の様式と異なっていることがわかる。つまり，「物

語体」や「日常体」においては，年齢が上がるにつれて

ＩＵ数が増えるのに対し，「簡略体」ではＩＵ数の増加がみ

られないのである。これは４歳児群においてはどの「語

り」の様式を用いてもその物語構成度の高さには影響が

１６．９（2.9）

14.7（4.9）

10.8（0.7）

５
歳
群

25.7（8.1）

20.3（6.2）

１３．２（1.3）

に，その傾向がみられた（Table３参照)。

2.0（－）

3.0（3.2）

3.6（1.0）

られなかったが，これは５歳児群における様式差が大き

いためと考えられる。

第３に基本ＩＵと物語ＩＵの和において様式と年齢の間

基本ＩＵ数物語ＩＵ数

平均（ＳＤ）平均（ＳＤ）

基本ＩＵと物語

ＩＵ数の和

平均（ＳＤ）

がるにつれて多くなることが示された。これは発達にと

もなって物語の骨子をおさえた物語産出が可能になるこ

とを示唆するものである。物語ＩＵについては年齢差がみ
Table３/語り」の様式毎のアイデ､アユニット数

（単位：個）
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なかったのに対し，５歳児群においては各々の「語り」

の様式に応じた物語を産出し，「物語体」は物語の骨子を

おさえたうえでより物語らしく語り，「簡略体」は全体に

ＩＵ数の少ない簡素な語りをしていることを示すものであ

る。そこで，４歳児群は様々な「語り」の様式を形式的

に用いることが可能になった段階であり，５歳児群はそ

の「語り」の様式を形式のみでなくその叙述内容と対応

させて使いこなすことが可能になった段階‘であると考え

られよう。

２．「語り」の様式と叙述形式

上述の結果より，接続詞および副詞は「物語体」使用

のプロトコルにおいて多く用いられ，他の様式ではほと

んど見られないことが示された。接続詞とは文と文のつ

ながりを明示し，因果関係を明確にして，状況を伝えに

くい場面においても誤りなく情報を伝達することを可能

にするものでありγ書きことばにおいて多用されるもの

である。また，副詞は叙述内容を修飾し，よりリアルに

内容を伝達するもので，話者のいだいているイメージを

より正確に聞き手に伝達するものである。そこで「物語

体」という「語り」の様式は因果関係を明示し，イメー

ジ豊かに叙述内容を伝達するものであると考えられる。

また「物語体」においては，例えば副詞の「まだ」の

場合，関西方言のアクセントは［ｍadd］であるのに「語

り」の中では標準語的に［mda］と発音するなど，大人

が物語るときに用いる独特の標準語的アクセントを使用

するという特徴がみられた。これは被験児が課題場面を

非日常的語調で物語る場面ととらえていることを示唆す

るものである。

次に「語り」の様式による差がみられなかったものに

ついて考察する。差がみられなかったのは，会話体数と

形容詞数であった。会話体数に差がみられなかったのは，

「日常体」や「簡略体」においてもそこそこ会話体がみら

れたことによるものと考えられる。これは「日常体」や

｢簡略体」を用いていても，会話体に必要な箇所について

は「物語体」を用いている幼児同様に登場人物の視点か

ら場面をとらえることができていたことを示すものであ

る。形容詞数の差がみられなかったのは全体に出現数が

きわめて低かったためと考えられる。

３．各「語り」の様式の特徴

以上より本研究で区分した３つの「語り」の様式の特

徴は次のようにまとめられる。

まず「物語体」の特徴としては，物語構成度が高く，

接続詞，副詞が比較的多く用いられ，標準語的アクセン

トが使用されたことがあげられる。これは内容としては

より物語らしく骨子をおさえて，さらに詳細な描写を加

えて語ろうとしていたこと，形式としては大人と絵本を

読んだりストーリーテリングを楽しんだ経験と近い形式

を取ろうとしていたことを示すものと考えられる。これ

Iま子どもが自分の保有している物語の構造，叙述形式な

どの物語に関する知識を最大限に活用して，まさに物語

の「語り手」の立場をとって課題にこたえた姿であろう。

物語に関する知識を活用した例として，５歳10カ月の女

児のプロトコルを一部抜粋する。場面は，女の子がおつ

かい途中で転ぶエピソードの前後である。

第４場面：ともだちと会っておしゃべりして，おしゃ

べりが終わったら牛乳やさんとこにどんど

ん近づいて行きました。

第５場面：ある日こけました。
グ、ヶ、グミ〆Ｖ，ヅ、

第６場面：「あれっ，石がな'/､なあ」と思いました。

この第５場面における「ある日」は物語慣用句であり，

通常物語らしさを助長する働きをもつものであるが，こ

の例ではその使用箇所を誤ったために，プロトコルの流

れが途切れてしまっている。こうした物語慣用句の使用

の失敗は子どもたちが物語らしく語ろうと最大限に努力

したことを示すものである。また，「語り」の様式の修正

が行われた例として，別の５歳10カ月の女児の次のよう

なプロトコルがあげられる。

第２場面：それでおつかいに行きました。

第３場面：そして歩いていくとお豆腐屋さんが通りか

かった，自転車に乗って通りかかりました。

こうした様式の変化の修正がみられたのが「物語体」

のみであったことも「物語体」における「語り手」とし

ての意識の高さを示すものと考えられよう。

次に「日常体」の特徴としては，「物語体」に比べると

物語構成度が低く，接続詞や副詞があまり使用されてい

なかったことがあげられる。「日常体」は「語り手」とし

てではなく，テスターに向かって直接話しかける「語り」

の様式と考えられるが，この様式を用いたのは，物語産

出能力が低いために「語り手」になることが難しかった

ためであろうか。この点に関して示唆を与える例として，

６歳２カ月の女児のプロトコルを一部抜粋する。場面は

女の子が店でおばさんに抜かされる場面である。

第10場面：それで次はな，よう太ったおばさんが来はっ

てな’みいちゃんのとこをすり抜けてな「牛

乳一本ください」っていわはった。

このプロトコルには登場人物の視点から場面を語る「会

話体」が使用され，また「よう太った｣，「すり抜けて」

など場面の持つ雰囲気を伝えることばも巧みに織り込ま

れている。これは，「日常体」を使用した子どもが場面に

描かれた事態をリアルに言語化してテスターに伝える力

を持っている場合があることを示すものであり，物語産

出能力が「語り」の様式を規定するものではないことを

示唆している。

最後に「簡略体」の特徴としては，「物語体」に比べる

と物語構成度が低く，それが年齢によってほとんど変化

しないこと，接続詞や副詞があまり使用されていなかっ
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におはなししてあげてね。後で○○ちやんにどんなおは

なしやったか聞くし，よくわかるようにおはなししたげ

てね」といった。その後，実験ｌと同様の手続きで課題

を実施した。

．「同一条件」：実験ｌの約１カ月半後，実験１と同じ

手続きで物語産出課題を実施した。

分析基準

「語り」の様式を先述の「物語体」「日常体」「簡略体」

に分類し，基本様式の変化の様相を見た｡

（３）結果

「おはなし条件」と「同一条件」の「語り」の様式の

変化をTable５，Tabl6に示す。「おはなし条件」で様式が

変化した人数は９名で全体の47.4％であった。そのうち

｢物語体」と「日常体」もしくは「簡略体」を用いた者は

３名で，うち２名は実験１で「日常体｣，実験３で「物語

体」を使用し，残りの１名は実験ｌで「物語体｣，実験３

で「簡略体」を使用していた。この３名はいずれも５歳

児群であった。プロトコル例をTable7に示す。

たことがあげられる。この「簡略体」という「語り」の

様式は物語に関する詳細な情報を要するものではないた

めに発達差があらわれにくいのではないかと考えられる。

実験３

（１）目的

実験２では，「物語体」「日常体」「簡略体」それぞれの

語りの様式の特徴が明らかにされた。その中で「物語体」

をとるプロトコルは物語構成度が高く，また語り口も書

きことば的であるため物語らしいプロトコルになってい

ることが示された。これは被験児が課題場面を物語を作

る場面と受け止めたことを示すものと考えられる。

問題で述べたように，課題場面の受け止め方によって

｢語り」の様式が変わるならば，場面が物語ることを要求

するものであることを明示することによって，実験ｌで

｢日常体」や「簡略体」を使用していた被験児が「物語体」

を使用するという例が見いだせるはずである。そこで実

験１に参加した４歳児および５歳児を対象に年少児に「お

はなしをする」という場面を設定して，物語産出課題を

実施し，「物語体」を使用する被験児が増加するかどうか

を検討する。

（２）方法

被験児

実験１に参加した４．５歳クラス在籍児のうち都合に

より実験３に参加できなかった幼児を除く，男児16名，

女児18名，計34名を対象とした。４歳児群は19名（平均：

４歳11カ月，範囲：４歳６カ月から５歳４カ月)，５歳児

群は15名（平均：５歳11カ月，範囲：５歳６カ月から６

歳４カ月）で，計34名であった。被験児は下記の２条件

に分けられた。

材料

実験１に同じ。

手続き

。「おはなし条件」：実験１の約１カ月半後，被験児は

実験者および３歳児クラスの幼児とともに課題を行う部

屋に入室した。そこで被験児に「○○ちやん（年少児）

Table５実験Ｉと実験３のノ語りノの様式の変化
一賭はなし条佑の場合

（単位：人）

物 語体１００１

実験３の様式

物語体日常体簡略体合計

実
験
ｌ
の
様
式

実
験
１
の
様
式

物語体１０１２

第10場面：そしたら他の人が入ってきて牛乳一本く

ださいって言ってまた帰って行きました。

日常体２ ７ ４ １３

第８場面：ごめんくださいって言うたけどな，人が

いはらへんかってな，

第９場面：それでな違う人が来てな’たばこくださ

いって言うてな，えっと，出てきてな’買わはっ

て，そんで，

第１０場面：違う人がまた来てな’何かな一本ちょう

だい言うて帰らはってな’

簡略体０２２４

実験ｌのプロトコル

合計３９７１９

実験３のプロトコル

Table６実験Ｉと実験３の「語り」の様式の変化
一伺一条約の場合

（単位：人）

日常体１ ６ ０ ７

発達心理学研究第６巻第２号

第８場面：それで牛乳屋さんに着きました。ごめん

くださ－いって呼んでも返事がありません。

第９場面：それでもう一度ゆいました。それでおじ

さんが出てきました。

Table71V児（５歳１０カ月女児ノのプロトコル抜粋

簡 略 体 ０ ３ ４ ７

合計２９４１５
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「同一条件」で様式が変化した人数は４名で全体の26.7％

であった。そのうち「物語体」と「日常体」もしくは「簡

略体」を用いたものは５歳児群の１名で，実験１で「日

常体｣，実験３で「物語体」を使用していた。「おはなし

条件」と「同一条件」で，実験ｌで「日常体」もしくは

｢簡略体」を使用していた幼児が実験２で「物語体」を使

用する頻度の差をカイ自乗検定で検定した結果，有意な

差はみられなかった。

（４）考察

「おはなし条件」と「同一条件」で「語り」の様式の

変化に差がみられなかったことから，年少児に「おはな

しをする」という場面の設定によって，より多くの被験

児が「物語体」を使用する様相をとらえようとした本実

験の目的は達成されなかった。

これは，年少児に「おはなしをする」という課題場面

の設定が物語ることを要求するものであることを明示す

るための条件として不十分であったためと考えられる。

具体的には，課題場面において年少児に「おはなしをす

る」ということが，４歳児，５歳児に緊張を引き起こし

たこと，および聞き手である年少児が相づちをうったり

コメントを加えるケースがあったことなどが，落ちつい

て物語を作ることを妨げたためと考えられる。今後，例

えば被験児に，「絵本に書いてあるのと同じことばで話し

てね」と促すなど，課題場面の設定の工夫が課題として

残された。

しかし，少数ではあっても「物語体」と「日常体」も

しくは「簡略体」の両方を使用した被験児が５歳児群に

いたことは，高度の物語産出能力をもつものであっても

常に「物語体」を使用するとは限らないこと，つまり「日

常体」や「簡略体」を用いているケースの中に，「物語体」

を用いることが可能なものが含まれていること，そのよ

うな複数の「語り」の様式の使い分けが５歳児群で可能

になり始めることを示すものである。

総合考察

３つの実験を通して得られた知見は以下のようにまと

められる。第１に，「語り」の様式が安定するのが４歳児

群以降であったことから，課題を聞き手に対して語る場

面ととらえ，一定の様式で語ろうとするのは４歳児群以

降であると考えられる。

第２に，各「語り」の様式の特徴は次のようにまとめ

られる。課題場面を「物語を作る課題」と受け止めたと

考えられる「物語体」のプロトコルは，物語構成度が高

く，また叙述様式も物語らしく整えられ，物語に関する

知識を最大限に活用して課題にこたえたものであった。

一方，「情報を伝達する課題」と受け止めたと考えられる

｢日常体」および「簡略体」のプロトコルは，物語構成度，

叙述様式ともに「物語体」のプロトコルに比してパフオー

マンスが低くなっていた。また，「簡略体」のプロトコル

では物語構成度に年齢差がみられないという特徴が示さ

れた。こうした「語り」の様式の特徴を，年齢との関係

でみてみると，４歳児群においてはほとんどが課題場面

を「情報を伝達する課題」と受け止めていたのに対し，

５歳児群では「物語を作る課題」と受け止める被験児が

増え，物語構成度においても「語り」の様式に応じて「物

語体」ではより物語らしく，「簡略体」では簡素に語る傾

向がみられ，「語り」の様式を叙述内容と対応させて使い

こなすことが可能になっていた。

第３に，課題場面の受け止め方と「語り」の様式の関

係では，年少児に「おはなしをする」という条件設定が，

課題が「物語を作る場面」であることを被験児に十分伝

えるものとならなかったため，明確な知見を得ることが

できなかった。しかし少数ではあったものの，「物語体」

と「日常体」もしくは「簡略体」の双方を使用したケー

スが５歳児群にあり，「物語を作る場面」と判断するか，

｢情報を伝達する場面」と判断するかによって使用する「語

り」の様式を選択していることが示唆された。

以上の知見を発達の観点からみるとき注目されるのが，

４歳児群では課題で求められていることを理解し，一定

の様式で語ることが可能になること，５歳児群ではそれ

ぞれの「語り」の様式に応じた物語構成度を持ったプロ

トコルが産出されること，さらに課題場面に応じて使用

する「語り」の様式を選択しているケースがあったこと

である。つまり，３歳児群では，課題として呈示された

絵本を見ること自体を楽しんでいたのに対し，４歳児群

では課題で求められていることの枠組みの理解が可能に

なったと考えられ，さらに５歳児群では，「物語を作る場

面」なのか「情報を伝達する場面」なのかといった場面

の解釈にあたってのテスターの意図の読みとりがより正

確になり，その自分の解釈に応じたプロトコルが産出さ

れたと考えられる。

従来の物語産出能力に関する研究の中では，５歳児頃

にみられるプロトコルの質的変化を支える要因について

次のような指摘がなされてきた。例えば内田（1983）は，

４，５，６歳児を対象に絵画ストーリイを用いて物語産出課

題を行い，目標構造の役割を検討し，目標構造を呈示さ

れた４歳児が統制群の５歳児より高いパフォーマンスを

もたらしたことから，４歳児のパフォーマンスが５歳児

より低い理由を「認知的枠組みの適用範囲や柔軟性が相

対的に小さいこと」とし，「認知的枠組みが質的に異なっ

ているためではない」と結論づけた。また，Trabasso,Stein，

Rodkin,Munger,＆Baughn,（1992)は，３，４，５歳児を

対象に絵画ストーリィを用いて物語産出課題を行い，４

歳児のパフォーマンスが５歳児に比して低いのは，目標一

プラン知識が欠如しているためなのか，知識自身はあっ

ても言語化していないためなのかを情報量のコントロー
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ルおよび質問課題の付加によって検討し，４歳児は５歳

児のように必要な情報の吟味をすることができないため

に情報を省略しすぎて，場面間の因果的結びつきが欠如

した物語を産出してしまうのであり，目標一プラン知識

自体はすでに持っていると結論付けた。この二つの研究

が指摘しているのは，５歳頃に現れるプロトコルの質的

変化を引き起こしているのは，物語スキーマや目標一プ

ラン知識をうまく利用すること，および人に対して語る

際に必要な情報を吟味する力であるということである。

今回５歳児群にみられた課題場面の解釈をする力とは，

どの知識を利用して，どんな情報を伝達することをテス

ターが要求している場面であるのかを読みとる力と考え

られ，先行研究で指摘されている５歳児の質的変化を引

き起こす力を発揮するのに貢献するものと考えられる。

「物語体」を用いて物語構成度の高いプロトコルが産

出された場合，それは物語産出能力が高いことを示すも

のと考えられる。しかし，「日常体」や「簡略体」を用い

て物語構成度の低いプロトコルが産出された場合には，

それは物語産出能力そのものを表しているのではなく，

テスターの意図と被験児の場面の解釈にずれが生じた結

果である可能性があり，別の場面では「物語体」を用い

て物語を作る可能性があることが今回の研究によって示

された。

課題場面とは，テスターが自分の意図を被験児に伝え

ようとする場面であると同時に，被験児がテスターの意

図を正確に解釈しようとする場面なのである。心理学研

究においては課題場面をコントロールして被験児に対し

て同一場面をつくることに大きな努力が払われるが，厳

密な意味で同一場面をつくるということは非常に困難で

あり，とりわけ物語産出課題の場合にはその違いがプロ

トコルのパフォーマンスに大きく影響を及ぼすものと思

われる。課題場面の受け止め方によって物語産出能力の

発揮の仕方が異なるということに留意して，課題場面の

設定をテスターの意図をくみ取りやすいものに工夫する

こと，プロトコルのパフォーマンスと物語産出能力との

関連を考える際には十分な注意を払うことなどが，今後

物語産出研究を進めていく上で重要であると考えられる。
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時間，距離，速さの関係概念の形成が小学校５年算数「速さ」の理解に及ぼす影響

松田文子'）
(広島大学教育学部）

田中昭太郎'）
(徳島文理大学工学部）

原和秀'）
(下田市立稲生沢小学校）

松田伯彦
(鳴門教育大学）

２７名の児童が，小学１年生から小学６年生まで，毎年１回約30分，時間，距離，速さの間の関係概念（速

さ＝距離／時間）の形成過程を具体的操作を通して調べる縦断的研究に参加した。この児童達が小学５年

生になって算数「速さ」を学習したとき，このような実験に参加しなかった児童と比較して好成績をあげ

たことから，その原因が探られ，そしてそれに基づいて，一般に大変理解度が低いと言われている算数「速

さ」の授業改善について，若干の提言が試みられた。すなわち，(1)文部省指導要領及び指導書の算数編に

おけるように，異種の２つの量の割合として速さを捉え，単位時間当たりの道のりで表される，とするの

ではなく，時間，距離，速さ，それぞれを１つの関係概念を形成する対等な３つの量として，それぞれに

秒，ｍ，ｍ/秒，という計量単位を導入すること。(2)速さについての計量的な操作に入る前に，具体的操作

を通して等速直線運動を実感させ，（a)時間，距離，速さの関係概念の論理構造と，（b)同じ速さで走ると

いうことは，時間や距離が異なっていても速さが同じなのだという速さの同値性に関する論理構造を，しっ

かり構成しておくこと。

【キー・ワード】速さ，関係概念，算数，授業改善，認知発達

問題と目的

時間，距離，速さは，物理学的には速さ＝距離／時間

の関係を持つが，その関係概念はどのように形成される

のだろうか。Piaget（1946a,ｂ）以来いくつかの研究がな

されてきたが，松田・一谷・松田（1988a)，Matsuda（1991,

1994）が指摘するように，それらは必ずしも関係概念を

直接研究対象としていなかったり，速さ＝距離／時間，

距離＝速さ×時間，時間＝距離／速さの３つの関係が，

比較可能な形で調べられていない。そこで，Matsuda（1991,

1992,1994)，松田（1993）は，そのような問題点の克服

を目指した実験を，４歳Oか月から11歳11か月の子ども

を対象に横断的に調べ，その発達過程を詳細に分析しつ

つある。さらに松田・篠崎・松田（1994）は，幼稚園あ

るいは小学校１年生から小学６年生まで，毎年１回同じ

実験を同一被験者に行い，縦断的にもこれら関係概念の

形成過程を分析中である。

本論文は，遅くとも小学１年生から縦断的研究に参加

した27名の児童が，小学５年生のときの算数「速さ」の

理解において，（いわば実験参加の副産物として）好成績

をあげたことを報告し，その原因を探り，そしてそれら

の分析結果に基づいて算数「速さ」の授業改善について，

若干の提言を試みるものである。

さて，このような本論文の目的を遂行するためには，

小学校５年算数「速さ」がどのような特徴を持った教材

1）本研究実施当時所属：鳴門教育大学

で，現在どのように一般に教えられているかについて理

解しておく必要があろう。

学習指導要領（文部省，1977）及び指導書の算数編（文

部省，1978）によれば，小学校第５学年算数では，「速さ

の意味及び表し方を知ること。また速さを計算で求める

こと」（文部省，1977,ｐ､45）を指導することになってい

る。（1989年に学習指導要領が改訂されたが，この部分は

基本的に変わっていない｡）そしてそれは，異種の２つ

の量の割合として捉えられる数量として単位量当たりの

考えで指導する内容として扱われている。すなわち速さ

は，単位時間当たりに進む道のりで表されるとされてい

る。また教科書によっては，「単位量あたり」の単元の最

初で「平均」を教えることにより，速さを平均の概念を

基礎においた量である，あるいはここで取り扱う速さは

｢平均の速さ」であるとするものもある2)。

では，このような観点から教えられる「速さ」の理解

度はどうであろうか。松田・田中・門田・松田（l988b）

は，前年度に５年生を担任した教師23名を対象に調査を

行っているが，それによると，第５学年算数の単元の中

で，この速さを含む単位量当たりの学習は，多くの教師

2）教科書としては学校図書の「小学校算数５年下」がその典
型である。そこでは，「列車や自動車の速さは，いつも同じ
ではありませんが，平均して１時間当たり何kｍというよう
にして，速さを表します」（p,27）と記されている。この文
章の中には「瞬間の速さ」と「平均の速さ」の概念が，い
ずれも同じ「速さ」という言葉で表現されており，論理的
な文章になっていない。「瞬間の速さ」を教えることなく「平
均の速さ」を導入するのは，論理的になかなか難しいので
はなかろうか。



時間，距離，速さの関係概念の形成が小学校５年算数「速さ」の理解に及ぼす影響 １３５

によって最も指導しにくい単元と考えられている。そし

て教師達は，この単元を十分理解できた児童を４～５割

程度と平均的には思っている。従って，先述のような「速

さ」の教え方が成功しているとはいいがたい。しかも速

さを含まない単位量当たりの理解度はかなり高いのに，

速さに関する理解度が極端に低い（浅岡，1984）ことは，

単位量当たりの考えで速さを捉えることの難しさを示唆

している。

以下，縦断的研究の被験者となった児童達の関係概念

の形成過程の結果を簡単に示した後，算数「速さ」の理

解においてどのような好成績をあげたかを報告する。そ

して両者の結果を関係づけながら，先述のような現行学

習指導要領に従った教授の問題点を指摘し，改善の方向

を示したい。

方 法

参加者

地方小都市の，１学年１学級の，ある小規模校の昭和

63年度，平成元年度，平成２年度に５年生であった各々

27名，２５名，２３名（合計75名を以下統制群と呼ぶ)，及び

同じ小学校の平成３年度の５年生38名のうちで，少なく

とも小学１年生の時から６年生まで，毎年１回，下記に

述べる時間，距離，速さの関係概念の形成過程を調べる

実験に参加した27名（以下実験群と呼ぶ）がこの研究の

対象者である。いずれの群においても事前または事後テ

ストを欠席した児童は除かれている（全体で３名)。

時間，距離，速さの関係概念を調べる実験

実験群が毎年１回参加した実験については松田・田中・

門田・松田（1988)，松田・橋本・松田（1990)，Matsuda

(1991,1994）にくわしいので，ごく簡単に述べる。

装置149ｃｍの１本の走路，各々 ２５，１０，４ｃｍ/sで走る緑

(新幹線)，赤（特急)，青（普通列車）のおもちゃの汽車，

各々 2.0,5.0,12.0sの長さの汽笛を鳴らす赤，青，黄色

のボタン，出発点（茶色の大きな駅）から各々20,50,

125ｃｍのところにある白，灰，黒色の小さな駅が，装置の

主な部分である。

手続き実験は６つのセッシヨンＴＤ，ＤＴ，ＤＶ，Ⅶ，

ＴＶ，ＶＴを含む単純課題と，ＴLDL，ＴＳＤＳ，DLVL，

DSVS，TLVS，ＴＳＶＬの６問を含む複雑課題から成って

いる。

まず単純課題の説明をする。たとえばセッションＴＤ（速

さ（Ｖ）が一定の時，距離（Ｄ）が変わると時間（Ｔ）が

どう変わるかを問うセッション）であれば，(1)大きな駅

から３つの小さな駅までの距離を弁別させる。(2)３つの

汽笛の長さを弁別させる。(3)赤の汽車を提示し，以後い

つもこの汽車が同じ速さで走ることを教示する。(4)赤の

汽車（10ｃｍ/s）が青の汽笛（５s）が鳴っている間に，出

発点の茶色の駅から灰色の駅（50ｃｍ）まで走ることを示

す。これは(5)と(6)の判断のための前提条件である。（５）

同じ赤の汽車が，同じ速さで走って一番遠い黒い駅（125

ｃｍ）まで汽笛の鳴っている間に到着するには，何色のボ

タンを押せばよいと思うか判断させ，その判断の理由を

述べさせる。その後その判断にもとづいて実際に汽車を

走らせ，その判断が正しかったかどうかフィードバック

を与える。(6)同様に１番近い白い駅（20ｃｍ）の場合につ

いて判断と理由を求め，その後実際に走らせる。(7)３回

赤い汽車が走ったが，３回とも同じ速さであったかどう

かをたずねる。

次に複雑課題の手続きを述べる。まず単純課題の場合

と同様，後の判断のための前提条件として，赤の汽車が

青のボタンの汽笛で灰色の駅まで走ることを示す。その

後，TLDＬ問題であれば，１番遠い黒の駅まで１番長い

黄色のボタンの汽笛で行くにはどの汽車を走らせればよ

いか，の判断とその理由を求める（時間（T）も距離（D）

も共に一様に大きく（L）なったとき，速さ（Ｖ）が変わ

らないことが理解できるかどうかの問題)。ついでその判

断にもとづいて実際に汽車を走らせ，その判断が正しかっ

たかどうかフィードバックを与える。

実験はすべて１人ずつ個別に，約１週間の間隔をおい

て２日間にわけて行われた（１日に単純課題の３セッショ

ンと複雑課題の３問を行う)。１日の実験時間は約15分で

ある。また実験は毎年５月中旬から６月中旬にかけて行

われた。従って，５年生の実験時には，まだ「速さ」の

授業を受けていない。

なお，この実験は放課後大学の実験室で行われたので，

児童にとって実験への参加は，学校の勉強とは何の関係

もない，恒例の「楽しい行事」であった。

｢速さ」の授業と事前・事後テスト

「速さ」の授業は，いずれの学級においても，啓林館

の「新訂算数５年上｣3)を使用して，指導法についてはな

んら特別の指示なく，教科書の指導書に従って担任教師

によって行われた（８時限)。「単位量あたり」の単元は

１学期の最後の単元である。担任教師は，統制群の３学

級については，昭和63年度，平成元年度，平成２年度の

順に，教職歴４年目の25歳の男‘性，教職歴17年目の40歳

の女’性，教職歴５年目の28歳の男性であり，実験群は教

職歴６年目の28歳の男'性である。また５年生を担任する

のは（すなわち「速さ」の授業を行うのは)，統制群の教

職歴17年目の女性は３回目であるが，他の３名は，いず

れも初回である。なお，統制群の学級の担任教師はもち

ろん，実験群の学級の担任教師も，子ども達の参加した

実験の具体的内容は知らない。

3）啓林館の「新訂算数５年上」では，「平均」は「単位量あた
り」とは別の単元になっており，平均の考えを基礎に「速
さ」を教える形にはなっていない。どういう条件下での時
間と距離と速さの関係であるかについて明確な言及はない。
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Tableｌ事前テストの問題

1．それぞれの速さ，道のり，時間を求めましょう。

（１）200kｍを５時間で走る自動車の速さはいくらでしょ

う。

（２）分速65ｍで歩く人は1300ｍ歩くのに何分かかるで

しょう。

（３）秒速16ｍで走るキリンは50秒間で何ｍ走るでしょ

う。

（４）時速250ｍで歩くカメは1.5kｍ歩くのに何時間かか

るでしょう。

（５）1500ｍを１分間で飛ぶはとの秒速はいくらでしょう。

（６）分速850ｍで走る犬は１時間で何kｍ走るでしょう。

2．□の中にてきとうな数字を書きましょう。

秒速□m=分速240m=時速□km
3，秒速75ｍのつばめと時速234kｍの新幹線とではどち

らが速いでしょう。

４単位に気をつけて□の中へてきとうな数字を書き
ましょう。

（１）１時間30分=口時間（２）0.75時間=口分
5．時速200kｍの新幹線が450kｍ走るのに何時間何分か

かるでしょう。

６．Ａの印刷機は５分間に300枚，Ｂの印刷機は８分間に

464枚印刷できます。どちらの印刷機の方が印刷する速

さが速いでしょう。

7．時速50kｍの急行電車がＡ駅を出発して1430kｍはな

れたＢ駅に向かいました。同じ時刻に時速80kｍの特急

電車がＢ駅を出発してＡ駅に向かいました。２つの電

車は何時間後に出会うでしょう。

８．Ａの水そうには水が７０，Ｂの水そうには水が310

入っています。１分間にＡには９０ずつ，Ｂには５，

ずつ水を入れます。同時に水を入れ始めると，何分後

に同じ量になるでしょう。

注１．問題１，３，５，６の回答欄は「式」と「答え」にわかれてい
る。

注２．問題７と８の回答欄は，「式または表」と「答え」にわかれ
ている。

注３．問題８には，水そうＡとＢの絵が入っている。

「単位量あたり」の「１．単位量あたりの大きさ」の

学習が終わり，「２．速さ」の授業に入る直前と「３．速

さの問題」が終わった直後に，各１時限分の時間を使っ

て事前・事後テストが行われた（実施条件の統制のため，

担任ではなく我々が全て実施した)。実際に用いられた事

前テスト問題が，Tablelに示してある。事後テストは数

字が異なるのみで，問題の構成は事前テストに等しい。

このテストは六車・松田・田中・門田・松田（1993）で

使用したものと同じで，「２．速さ」と「３．速さの問題」

で学習した内容全般をカバーしている。問題の構成と特

徴は次の通りである。問題１の(1)，(2)，（3)は問題文中の

数値をそのまま速さ＝距離／時間，距離＝速さ×時間，

時間＝距離／速さの公式に当てはめれば解ける問題。問

題ｌの(4)，(5)，(6)は単位の換算がそれに加わる問題。問

題２と３は時速，分速，秒速の関係に関する問題。問題

４は小数を用いて分を時間に直す問題。問題５は問題４

の応用問題で時間＝距離／速さの公式も用いる4)。問題６

は仕事の速さの問題。問題７と８は，出会いと追いつき

の問題で，この教科書では速さの発展問題として扱われ

ているが，その解法においては，速さの公式は積極的に

用いられていない5)。

結 果

時間，距離，速さの関係概念の発達

時間，距離，速さの関係概念の形成過程を縦断的に調

べた実験の結果を詳しく分析・報告するのは，本論文の

目的ではない。松田ほか（1994）でも若干結果の報告を

しているし，また今後詳しく別の論文として発表する予

定であるので，ここでは本論文の目的の遂行に必要な限

りの分析にとどめる。

関係概念の形成過程は，単純課題だけ用いて同じ実験

を横断的に行った松田（1993）の基準に従い，ここでも

単純課題の結果のみを用いて，下記の５つの段階にわけ

られた。単純課題の結果のみを用いたのは，横断的研究

の結果との比較を可能にするためである。（なお，複雑課

題は１つの時間・距離・速さのシステムへの統合がなさ

れていないと正答が難しいと思われるが，各段階に属し

た延べ児童の複雑課題全体の平均正答率は，段階１から

段階５まで順に，、43,.47,.68,.77,.82で，偶然に

正答する率が.33であることを考えると，この段階分けと

複雑課題の成績は良く対応しているといえるだろう。ち

なみに大学１年生22名を調べたところ，単純課題ではも

ちろん全て正答であるが，複雑課題では.88の正答率であ

る。単純課題で２者関係で解答する構えを強く形成した

者は，複雑課題の第１試行を誤りやすいので，大学生で

も必ずしも100％正答とはならない｡）

段階１：具体的操作場面で，時間と距離，距離と速さ

の比例的関係を直観的にほぼ把握できるが，時間と速さ

の関係は混乱しているか，むしろ比例的にとらえられ，

全体的に不安定な段階である。

段階２：時間と速さの反比例的関係に気づきつつある。

段階３：２つの比例的関係と１つの反比例的関係とい

う，３つの２者関係の直観的把握がほぼ可能であるが，

１つの時間・距離・速さのシステムへの統合が不十分な

ため，全体にまだ不安定である。

4）Table7で明らかなように，問題４と５はとても難しく，し
かも「速さ」と基本的に関係がない。平成元年の指導要領
の改定後の啓林館の教科書「算数５年下」では，この内容
は除かれている。

5）Table6や７からわかるように，問題７と８も大変難しい。
出会いと追いつきの問題を取り上げている教科書は啓林館
と大阪書籍のもののみである。
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条件に，単純課題の理由づけの中で少なくとも１回は言

及した者は，横断的研究の９歳児ではおらず，１０歳児で

50％，１１歳児で20％であるのに対し，縦断的研究の４年

生で75％，５年生と６年生はいずれも88％であった（９

歳児と４年生，１１歳児と６年生の差は有意である。各々，

ｘ２（１，Ｎ=45)＝24.00,ｐ＜､01；ｘ２（１，１V=26)＝9.17,

Ｐ＜､01)。このように毎年わずか30分間の，具体物の運動

を用いての時間と距離と速さの関係の推論と，その推論

過程の言語化の努力は，３つの概念間の関係の洞察と把

握及びその意識化に，かなり大きな効果を持っていたと

言えるだろう。また６年生と11歳児を比較すると，実験

群の６年生の方が，「速さ」の授業による関係概念の意識

化への効果が大きかったのではないかと思われる。

事前・事後テストの成績

テスト全体の成績

各問題の式が出来ておれば１点，答えが合っておれば

１点として，テスト全体を26点満点で採点したところ，

各学級の平均点はTable3のようになった。事前テストの

段階では，４学級間の平均点に有意な差はないので，４

学級は「速さ」の授業に入る前の段階では，この領域の

学力はほぼ等しかったと思われる。事前テストから事後

テストへの平均点の上昇が，統制群３学級の中では，ベ

テラン教師の平成元年度の学級がやや良い傾向がみられ

るが，以降は３学級こみにして統制群として扱う。

まず，実験群対統制群（Ａ)×事前テスト対事後テスト

(Ｂ）の重みづけられない平均値にもとづく２要因の分散

分析を行ったところ，Ａ及びＢの主効果とＡ×Ｂの交互

作用のすべてが有意であった（Ａ，Ｂ，Ａ×Ｂの順にＦ(1,

100)=4.08,ｐ＜､05;Ｆ（1,100)＝196.22,ｐ＜､01;Ｆ（１，

１００)=8.01,Ｐ＜､01)。有意な交互作用の意味するところ

を分散分析の誤差項を用いてz検定して調べたところ，事

前テストでは両群間に有意差はなく（ｔ（100ﾘー ,3ａＰ＞,10)，

両群とも事前テストから事後テストにかけて有意に成績

が上昇したものの（実験群Z（100)二11.84,Ｐ＜､01;統制

実験群（縦断的研究ノの各学年ごとの，及び横
断的研秀の各年齢群ごとの，各段階に属する人
数の％

Table２

統制群

全体

７５

縦断的研究Ｗ＝２７）横断的研究（ｊＶ＝169）

年度

ｊＶ

学 年年齢

１２３４５６６７８９１０１１

2７

凪
帽
弱
６
３

０
躯
犯
則
７

００

１１４

２８１３

５６５７

６２６

０
４
４
卵
蛇

７
釦
幻
羽
４

０
，
泥
田
４

０
ｕ
巧
“
犯

０
４
７
羽
鋤

０
０
４
師
田

４
妬
羽
Ⅳ
０

１
２
３
４
５

段
階

ｕ
開
田
ｎ
ｏ

９．０

(3.2）

１２．８

(6.0）

注．太字は行または列における最頻値。

Table３実験群と統制群３学級の事前テストと事後テ

ストの平均点（26点満点ノ（（）内は標準偏差）

８．５

(3.8）

１４．１

(5.9）

実験群

時間，距離，速さの関係概念の形成が小学校５年算数「速さ」の理解に及ぼす影響

統制群

Ｈ１

２５

統制群

Ｈ２

２３

Table４実験群と統制群の問題ＩαノーＩ⑥の式の事前
テストと事後テストの正答率（％）

段階４：時間・距離・速さの１つのシステムによって

ほぼ理解していると思われるが，必要な場合もそれが十

分意識化されない。

段階５：1つの３者関係が，必要に応じて意識化され

て操作される。

なお，ここで言う比例的関係あるいは反比例的関係と

は，一方が増加すれば他方が増加あるいは減少する関係

を示し，一方がｘ倍になるとがｘ倍あるいは1／ｘ倍とな

る比係や反比例関係ではない。そのような量的関係まで

はこの実験では扱われていない。従って段階５の児童も

量的関係の理解にいたっているかどうかは明らかでない

ことに注意する必要があろう。

小学１年生から６年生に至るまで，実験群の子ども達

の何％が各段階に属するのかを示したのがTable2の左半

分である。Table2の右半分には，比較のために６歳Oか

月から１１歳11か月までの児童169名についての横断的研究

の結果も示してある。縦断的研究の各学年の平均年齢は，

横断的研究の各年齢群の平均年齢より０．６か月程度大き

いが，両者はほぼ対応している。なお，縦断的研究では

６年生のみ「速さ」を学習ずみであるが，横断的研究で

は10歳児の22％と11歳児の全員が学習ずみである。これ

をみると，実験群の子ども達の方が段階４や段階５によ

り速く到達する者が多い傾向のあることがわかる（ただ

しｘ２検定の結果は有意ではない)。また段階５に分類され

た子ども達の中で，赤い汽車（10ｃｍ/s）が青のボタンの

汽笛（5.0s）で灰色の駅（50ｃｍ）まで行ったという前提

9４８２

9０７４

前
後

事
事

７．９

(3.5）

１３．８

(5.8）

８．７

(4.3）

１５．６

(5.5）

９．０

(3.0）

１７．４

(4.9）

問題

使用する公式

注．太字は事前または事後テストの同一問題において，実験群と統制

群の間に有意差（ｘ2検定)。

八事前テストと事後テストを比較したとき，不等号の方向に有意差

（サイン検定)。

１（１）１（２）１（３）１（４）１（５）１（６）

Ｖ二D/ＴＴ二D/ＶＤ=ＶＴＴ=D/ＶＶ二D/ＴＤ二VＴ

塑
八
網

事 前 １ ０ ０ ９ ２ ７ ０ ５ ２ ９ ６ ７ ４

実験群

Ｗ＝２７）事後ｌＯＯｌＯＯ９３７４１００８５

事前９３７９７８

統制群

Ｗ＝７５）事後９１９０９０



９１２５６３２

９２２４６３２

発達心理学研究第６巻第２号

Table５実験群と統制群の問達7ＭノーＩ⑥の答の事前テストと事後テストの正答率及び誤答の内容別率（％）

統制群

Ｗ二７５）

問題

使用する式

１（１）

Ｖ二Ｄ/Ｔ

正答誤答

単位他

１（２）

Ｔ＝Ｄ/Ｖ

正 答 誤 答

単位他

ｌ（３）

Ｄ＝ＶＴ

正答誤答

単位他

１（４）

Ｔ＝Ｄ/Ｖ

正答誤答

単位他

１（５）

Ｖ＝Ｄ/Ｔ

正答誤答

単位他

ｌ（６）

Ｄ＝ＶＴ

正答誤答

単位他

答も統制群より有意に良い。(3)問題１(6)のように単位の

換算を２つ行わないと正答が出ない場合には，それにま

つわる誤答が事前テストでも事後テストでも多く，特に

統制群において著しい。また実験群の方が答の正答率が

事前テストでも事後テストでも有意に高い。しかしＤ＝

Ｖ･Ｔの立式そのものが，それほど困難なわけではない。

問題２と問題３の成績問題２は分速から秒速と時速を

求める問題である（２点満点)。正答数の平均値は，実験

群が事前・事後テスト各々０．１８と1.33,統制群が０．１５

と0.65であった。先と同様の２要因の分散分析を行った

ところ，２つの主効果とその交互作用のすべてが有意で

あった（Ａ，Ｂ，Ａ×Ｂの順にＦ（１，１００)=9.41,ｐ＜､01；

Ｆ（１，１００)=84.60,ｐ＜､01;Ｆ（1,100)=12.75,ｐ＜,01)。

有意な交互作用にもとづくｔ検定の結果，事前テストにお

いては両群間に差はなく（Z（100)=0.18,ｐ＞､10)，いず

れの群も事後テストにおいて有意に成績が上昇したが（実

験群Z（１００)＝70.99,ｐ＜､０１；統制群ｔ（100)二30.86,

p＜,01)，実験群の方が上昇の程度がはるかに大きく，事

後テストにおいては両群間に有意差が生じた（ｔ（１００)＝

４．１１，ｐ＜,01)。

前
後

事
事

巧
八
虹

妬
Ｖ
的

０８５４１１６６４３０

０９６０４８１０１９

釦
八
印

2３４７

７２６

胡
Ｖ
田

ｕ
八
訂

０３７３３３０

０４８３０２２

実験群

Ｗ＝２７）

７
八
弱

前
後

事
事

７
八
妬

蛇
Ｖ
帥

１ ７ １ ４ ２ ５ ６ ９４２７

５７７１０１３７７７１６

昭
八
㈹

６
Ⅲ

花
Ｖ
卵

副
Ｖ
妃

加
八
郷
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事後テストの成績が事前テストの成績より有意に高い（サイン検
定)。

実験群の成績が統制群の成績より有意に高い（ｘ2検定)。
事前テストから事後テストへの上昇の程度において，実験群が統
制群より有意に大きい（ＣＲ)。

注．記号や太字の意味はＴａｂｌｅ４と同じ。

群Z（１００)=7.89,ｐ＜､01)，その上昇の程度は実験群の方

が大きく，従って事後テストでは有意に実験群の成績が

良い（Z（100)＝2.48,Ｐ＜､05)，ということであった。

次に問題別に成績を調べてみよう。

問題１の成績問題ｌは３つの公式を使って時間，距離，

速さを求める問題で６間あるが，いずれも式と答を別々

に記入するようになっているので結果も別々に分析する。

６問中の最初の３問は，問題文中の数値をそのまま公式

にあてはめれば解ける問題であるが，あとの３問には単

位の換算が含まれている。Table4には問題別に式の正答

率が示してある。Table4には，事前テストと事後テスト

の差のサイン検定の結果，問題別事前・事後別に調べた

実験群と統制群の正答率の差のｘ２検定の結果も示してあ

る（いずれも有意水準は５％)。Table5は答の方の正答

と誤答の割合である。誤答のうち，「単位」は単位の換算

や単位の表示に関係した間違いを含む誤答で，「他」は立

式を間違えたための間違い，計算の間違い，無答などを

含んでいる。Table4と同様の検定結果も示してある（た

だしｘ２検定は最初２×３分割表で行い，有意な場合は２

×２分割表に直してさらに行った)。なお，Table4とTable

5のいずれにおいても，事前テストから事後テストの上昇

率に２群問に有意差のある問題はない。

Table4と５から，次のようなことが読みとれよう。（１）

Ｖ二Ｄ/Ｔの立式を間違えた者は，両群とも事前テストの

段階からほとんどいない。それにもかかわらず，そして

有意な授業効果が両群とも認められるものの，答の正答

率は事後テストにおいても30～40％である。誤答の原因

はほとんど単位にからむもの，すなわち「時速○○ｋｍ」

と書くべきところを「○○ｋｍ」と書くタイプの誤りであ

る。実験群と統制群にこのことに関して差はない。(2)Ｔ＝

Ｄ/Ｖの立式は，問題１(2)のように単位の換算が含まれな

いときはほとんど間違えないが，問題ｌ(4)のように単位

の換算が含まれて問題が複雑になると，誤りが大変多く

なる。しかしこの問題でも実験群は統制群にくらべると，

事前テストの段階から成績が良く，事後テストでは式も

八
ン
＊

Table6実裳群と統制群の問題３，７，８の式と答の事

前テストと事後テストの正答率（％）

ｕ
八
虹

式答

実験群統制群実験群統制群

９
八
伽

事前
一間題３

事後

事前
問題７

事後

４
八
弱

１
八
羽

１
八
訂

＊
ン

７
八
虹

９
八
⑲

８
八
羽

０
八
卵

事前
問題８

事後

０
八
弱

廻
八
⑲



９
８
８
１
１

７
１
５
１
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(％）実験群と統制群における事後テストの上位群と下位群の問題種別正答率Table７

7６

４１

問 題 ｌ 式 問 題 ｌ 答問題２．３問題４．５問題６問題７．８全問

１
５
２

９
４
３

6０

１４

6６

３９

9０

２１

実験群上位群‘（Ｎ二20）

下位群ｂＵＶ＝７）

時間，距離，速さの関係概念の形成が小学校５年算数「速さ」の理解に及ぼす影響

５
３
７
９
２

９
８
９
６
６

９
０
２
９
２

６
４
７
２
２

４
９
７

７
３
２

6８

２３

１０

上位群”Ｗ＝３５）

統制群下位群｡ｗ＝４０）

下位群．（ｊＶ＝２０）

９
２
４

５
３
２

問題３は秒速○○ｍで表された速さと時速○○ｋｍで

表された速さを比較するもので，問題２の応用である。

問題３の式と答，別々の正答率がTable6の最上段にある。

Table6には，事前テスト・事後テスト別々に，実験群と

統制群の間に正答率において有意差があるかどうかｘ2検

定した結果，各群において事前テストから事後テストに

かけて有意な上昇があるかサイン検定した結果，両群の

上昇率に有意差があるかＣＲを求めて検定した結果が示

してある（有意水準はいずれも５％)。

その他の問題の成績問題４，５，６は，運動の速さと直

接関係のない問題であるので，今ここでは取り上げない

(事前事後テストとも両群間に有意な差はない)。問題７

と問題８は出合いと追いつきの問題であるが，Table6に

みられるように事前テスト，事後テストとも，両群間に

有意なほどの差はない。

事後テストの成績下位群実験群の成績は全般に良いが，

それでも26点満点で13点（正答率50％）以下の者が７名

(26％）いる。この児童達はどのような問題が困難だった

のだろうか。統制群には正答率50％以下の者が40名（53％）

もいるが，この両下位群の成績を類似の問題種別ごとに

まとめて示すとTable7のようになる。Table7には，参

考までに残りの成績上位群の成績と，さらに統制群の成

績下位の方から27％（実験群の成績下位群のパーセンテー

ジと合わせてある）の者の成績も示してある。実験群下

位群と統制群下位群の成績の間に有意な差があるかどう

か５％有意水準でt検定した結果も，Table7に示してあ

る。

Table7からは，次のようなことが読みとれよう。(1)実

験群では成績下位の者でも問題１の立式の成績が大変良

い。立式を誤れば答えも必ず誤りになるから，問題ｌの

答えの成績も良い。(2)実験群の成績下位群の問題２と３

（時速，分速，秒速の関係）は上位群と比較して大変悪

いが，それでも統制群の成績下位群よりは良い。(3)実験

群の成績下位群の問題６（仕事の速さ）の成績は，成績

上位群と比較して大変悪いだけでなく，統計的に有意で

はないものの統制群の下位群よりも悪い傾向がある。

注．太字は同一問題種で実験群と統制群の下

ａ事後テスト得点が１３点（正答率50％
ｂ実験群のうち事後テスト得点が１３点
ｃ統制群のうち事後テスト得点が１３点
．統制群の下位から27％。

の下位群間の差が有意（Ｉ検定)。
50％）より高い者。
１３点以下の者。実験群の26％に当たる。
１３点以下の者。統制群の53％に当たる。

なお，実験群には５年生の実験時に関係概念の発達の

段階２の者が１名，段階３の者が２名いたが，段階２の

者と段階３の者のうち１名は，成績下位群の７名の中に

含まれている。残りの１名は，問題全体で65％の正答率

で上位群に入っている。

考 察

事後テストの結果は，運動の速さと直接関係した問題

において，実験群が統制群よりかなり好成績であったこ

とを明瞭に示している。両群の違いは，１年間に30分程

度の時間，距離，速さの関係概念についての具体的操作

にもとづいた思考経験があるか否かしかない。そしてこ

のような経験の積み重ねは，児童達の時間，距離，速さ

の関係概念の発達を促進する傾向がみられた。従って，

このような思考経験に基づいて構成された概念あるいは

論理の構造が「速さ」の理解を促したと考えて良かろう。

ではこのような経験が，どのように理解を促進したので

あろうか。またそのことは「速さの意味及び表し方につ

いて理解し，速さを計算によって求める」（文部省,、1989

a,ｐ､51）という教授目標に向かって現在一般的に行われ

ている指導方法に対し，どのような改善を示唆するであ

ろうか。

（１）実験群において形成が促進されたのは，３つの概

念間の（計量的でないという意味で）質的な関係概念で

ある。ところで横断的研究の結果にも示されているよう

に，あるいは統制群の事前テストの問題ｌの式の正答率

の高さが示唆するように，このような関係概念は日常経

験の中でもかなり形成される。ただし，日常経験の中で

は，３つの概念を３つともしっかり意識して論理的に操

作することは少なく，大人でさえ，複雑課題の正答率に

示されているように，多くの場合２者関係に還元して思

考の節約を行っていると思われる（たとえば，「時間がな

いから急がなくては」と言うとき，時間と速さの反比例

的関係の知識を利用しているが，「距離が変わらないのだ

から」ということを明瞭に意識していることは希であろ

う)。この点，実験に参加した児童達は，複雑課題の遂行
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によって，３つの概念を１つのシステムに統合した論理

構造を獲得することが促進されたと思われる。なぜなら

単純課題は３つの２者関係にもとづく関係概念（すなわ

ち段階３）でも正しい判断に到るが，複雑課題では誤判

断となる。それ故，判断後にその判断に従って汽車の走

るのを観察すれば，必然的に認知的葛藤に陥る。そして

その認知的葛藤は，それを解決するためのより高次の論

理構造（すなわち段階４や５）を形成する方向へ子ども

を向かわせたであろう。さらに，フィードバックは受け

ていないけれども，単純課題においても複雑課題におい

ても判断の理由づけを行っているので，理由を考えるこ

とにより概念間の論理的関係の気づきが当然促されたは

ずである。このように，実験群の子ども達は時間，距離，

速さの３者間の質的な論理構造を事前に構成していたの

で，「速さ」の授業において，３者間の計量的知識を教授

されたとき，その理解が統制群と比較して例外なく全員

にとって容易であったと思われる。ピアジェ理論にもと

づいてDeVries,＆Kohlberg（1987/1992）が主張するよ

うに，計量的な問題の解決の理解には，質的な論理構造

をすでに持っている必要があるのである。

しかし現行指導要領におけるように，異なった２つの

量の割合として，そして時間当たりに進む道のり（距離）

として，導入される速さ概念は，上述のような日常経験

の中で自然に子どもが形成し，また実験群の子どもが形

成を促進された速さ概念とはかなり異なる。子どもにお

ける概念発達の観点からみれば，時間の直観と距離の直

観がまず生まれ，それから除々に両者の割合としての速

さの直観が生まれてくる，というわけではない（Piaget，

1946a)。また３者の関係概念の形成についても，Matsuda

(1991,1992,1994）が示すように，時間と速さの反比例

的関係の気づきが，他の２つの比例的関係の気づきより

遅れながら，しかし９歳になれば，半数以上の児童は，

時間と距離と速さの３者の関係を１つの体系として直観

的に把握できる段階に到っている。すなわち，子どもの

認識においては，運動物体の時間と距離と速さは対等な

関係にある３つの概念であって，速さが時間と距離で決

まるように，時間は距離と速さで決まり，距離は速さと

時間で決まるのである。

日常経験を基礎として形成される素朴概念が，正しい

,科学概念と矛盾し，しかも正しい概念の学習を強固に妨

害する例は，力や運動の領域などでしばしば指摘されて

いるが（丸野，1994)，少なくとも等速直線運動の場合の

時間，距離，速さの関係概念のレベルでは，誤概念へは

向かわない。力や複雑な運動の場合と異なり，日常経験

の中で具体的に目に見える形でフィードバックがかなり

頻繁にあるからであろう。このように日常経験の中で，

年齢とともに時間，距離，速さが１つのシステムに統合

される方向へ発達しているとするならば，教授的行為は

この流れを促進する方向である方が，それに逆らう形で

行われるより得策ではなかろうか。村山・宮下（1987）

が指摘するように，我々は既有の知識に基づいてしか学

習できないのであるから。

そのことは，次のような結果にも示されている。時間

や距離の単位の換算を含まない簡単な問題の場合は，実

験群の子どもも統制群の子どもも，特に事後テストにお

いてはほぼ時間，距離，速さの関係を正しく立式できる

ものの，そのような単位の換算を含む問題となると，立

式そのものの誤りがＴ＝Ｄ／Ｖの立式に集中して多発し

ている。しかも統制群において一段と誤りが多い（布施

川・麻柄，1989でも小学６年生でＴ＝Ｄ／Ｖの立式の誤

りが多い)。現行の単位量当たりの考えで行われる授業の

中では，Ｖ＝Ｄ／Ｔの関係の理解は進んでも，他の２つ

の関係の理解の定着が難しい。とくにＴ＝Ｄ／Ｖは同じ

ように除法形式でありながら，これを単位量当たりで理

解することは出来ない。

単位量当たりの大きさとして速さを取り扱うことが，

子どもにとって不自然であるとすると，その両者をうま

く使い分けられない子どもも出てくるだろう。実験群に

おいて成績下位群の子どもは，問題６の仕事の速さの成

績が統制群よりさらに悪い傾向がみられるが，時間と距

離との関係概念としての速さと単位量当たりで考えて初

めて存在する仕事の速さがうまく関係づけにくいために，

実験参加による関係概念の形成が若干妨害的に働いたと

思われる。統制群においても半数の子どもは仕事の速さ

を十分理解できたとはいいがたく，これも子どもが自然

に形成してきた速さと関係づけにくいためではなかろう

か（単位量当たりの大きさの理解それ自体は，それほど

難しいものではないことは，浅岡，1984；松田・田中・

門田・松田，１９８８；六車ほか，1993に示されている)。

麻柄（1991）は，速さ，密度，温度などの例をあげ，

それらの保存概念の成立のしやすさの観点から「内包量

の概念を教える場合は２次的に導き出された量として扱

うことをやめて『初めから存在している量』として扱う

ことがその理解に有効だろう」（p,183-184）という一般

的な仮説を提言しているが，本研究の結果も関係概念の

観点からその主張を支持する。

（２）「速さ」の授業の中で，最も習得の難しいのは，

秒速・分速・時速の相互の換算である（六車ほか，1990,

1993)。実験群においても下位群の子どもは十分に習得で

きていないが，しかし問題２と３の結果で明らかなよう

に，統制群との差はこの点で最も大きく歴然としている。

これは何故であろうか。秒速・分速・時速の換算という

計量的問題が解決可能であるためには，布施川・麻柄（1989リ

の言うところの「速さの保存」が論理構造として成立し

ている必要がある。しかしこれがなかなか難しく，布施

川・麻柄（1989）によれば６年生でも半数以上の子ども
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|ま未成立である。その点で，関係概念の実験では，同じ

速さの汽車が３種の距離の駅まで走るとか，同じ速さの

汽車が３種の時間走る，という事態をくりかえし経験し

ており，「速さが同じである」という運動の状態の同値性

を，ごくわずかの子どもを除き，潜在的に学習していた

と思われる。そういうわけで，同じ速さが秒速，分速，

時速で表される，ということに違和感が少なく理解しや

すかったのであろう。

そして「速さが同じである」という運動の同値性を具

体的に直観的に把握するためには，等速直線運動が好都

合であるが，関係概念の実験では，３種の速さの汽車が

３種の距離を，あるいは３種の時間，等速直線運動する

ので，実験群の児童達は，彼らの受けた「速さ」の授業

の前提にある等速直線運動という（暗黙の）仮定を，無

理なく受け入れることが出来たと思われる。

等速直線運動を暗黙にでも仮定しない場合は，平均の

考えに立った速さの概念を導入し，時間，距離，速さを

関係づけることになろう。「平均の速さ」という概念を導

入した授業を受けた比較群の成績がないので断定的なこ

とはいえないが，等速直線運動による関係概念の形成の

実験への参加が，このように秒速・分速・時速の換算の

成績の向上に貢献したという事実は，平均の速さを導入

する授業の不利益を示唆する。なぜなら平均の速さでもっ

て，時間の長さにかかわらず，距離の大小にかかわらず，

｢速さが同じである」という運動の状態を具体的に提示す

ることは難しいからである。また直前に学習しているの

は，個々の数や量が分かっているとき全体を個数で割っ

て求めるという平均であり，仮定としての平均の状態を

想定することはそれよりかなり高レベルの理解を必要と

するだろう。

（３）実験群であれ統制群であれ，速さを求めるとき，「秒

速○○ｍ」と書かないで，「○○ｍ」と書くような種類

の誤りが大変多い（布施川・麻柄，１９８９；定岡，1980で

も同様の結果が示されている)。

異種の２つの量の割合としての内包量の強調は，しば

しば量としての速さよりも，割り算の結果としての速さ

を強調することに結びつく。田中（1988）は，啓林館の

１年生から６年生までの算数の教科書「新訂算数」を詳

しく分析し，次のように述べている。「速さの量観念・量

感でなく，どんな距離かの計算の指導を考えているよう

に思われる。つまりこの指導体系では，速さの観点も速

さの感覚も速さという用語も必要なく，『１時間当たり何

kｍ』ですべてが済むようになっている。つまり，『進む』

が抜け落ちて，『どれだけか』の問題になり，‘１キログ

ラムの銅線は５メートルです。３キログラムは何メート

ルですか｡，というような長さの計算と同じようなことに

なっている」（P､4)。従って，速さを単位時間当たりに進

む距離で表すとすると，麻柄（1992）も指摘するように，

速さと距離の単位を混同しやすい。それよりも，時間，

距離，速さ，それぞれを対等な関係概念を形成する３つ

の量として，それぞれに秒，ｍ，ｍ/秒という計量単位を

導入すれば，このような単位がらみの誤りは激減するで

あろうし，また(1)で述べたように，その方が子どもが自

然に持つに到った認知構造と良く一致するので，単に単

位の誤りの減少以上の効果を持つはずである。

以上３点の考察からの授業改善に関する提言をまとめ

ると次のようになろう。

（１）授業改善の域を越えているかもしれないが，「速さ

の意味及び表し方について理解する」（文部省，1989a,ｐ、

51）という教授目標の具体的内容を変える。すなわち速

さを，異種の２つの量の割合として捉えられる数量であ

り，単位時間当たりの道のり（距離）で表される，とす

るのではなく，「初めから存在している」（麻柄，1991,

p､184）「物体の動き（運動・位置の移動）の激しさとも

いうべき量」（田中，1988,ｐ,1）として意味づけ，時間

(秒）と距離（c、）と速さ（ｍ/秒）の対等な３概念で１

つの論理のシステムを構成するものとして位置づける6)。

その方が，次の中学理科第１分野での速さの学習（等速

直線運動下での時間，距離，速さの関係，落下運動下で

の速さの変化等）（文部省，l989b）にもつながりやすい。

このような内容の変更は，算数・数学教育にとって大き

な不都合をもたらすのだろうか。

（２）等速直線運動を便宜的に導入する。その際，本論

文の実験群の子ども達に用いたような実験装置の簡便な

ものを作り，等速直線運動上での時間，距離，速さの関

係概念の論理構造ならびに速さの同値性の論理構造を前

もって積極的に形成しておくことが有効であろう。横断

的研究の結果をみると，日常経験にまかせておいてもほ

とんどの４年生は段階３以上であるので，意図的に行う

ならこれらの論理構造の構成にそれほど時間がかかると

は,思えない。

そして以上のような改善は，教授目標の後半の「速さ

を計算によって求める」（文部省，l989a,ｐ､51）ことの理

解と技能を確実に増すであろう。

6）単位当たり量の一つとして速さを教え「秒速○○ｍ」とい
う単位を導入した場合，たとえば「１ｋｇ当たりじやがいも
は何円ですか」という問いには「○○円」と答えればよい
のに，なぜ速さのときだけ，数値の前に「秒速」を付けな
ければならないのか，子どもには納得しがたいであろう。
また数値の前に何かくっつけて単位とする，というような
単位の表示法にも全くなじみがない。それよりも速さを表
す基本単位として１ｍ/秒（この読み方を「秒速１メートル」
とすればよい）を導入し，１ｍ/秒という速さは，１秒間この
速さで走り続けると１ｍ走るような速さ，とする方が理解
しやすいだろう。そしてこの速さで60秒間（1分間）走り
続けると60ｍ走ることになるので，１ｍ/秒という速さは60m／
分とも表されるという説明は，「速さの保存」を形成しやす
いのではなかろうか。
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幼児・児童における円筒形の描画過程の発達的研究

平井 誠也竹中郁子
(広島大学）（労働省）

本研究は，子どもにおける描画行動の発達的変化を明らかにしようとする試みである。４歳児，５歳児，

６歳児，７歳児，８歳児，９歳児とも，それぞれ同一の３種類の課題を与えられた。最初は一組のカード

の中から，彼らが最も円筒形を表していると思う線画を選択することであり，第二は，彼らが最も描きた

いと思う円筒形を表した線画を選択することであり，最後は，円筒形をクレヨン（幼児）または鉛筆（児

童）で描くことであった。３種類の課題のうち，認知課題は最も簡単な課題であり，５歳から６歳にかけ

て急激な発達を示した。次に困難だったのは構想課題であり，６歳から７歳で急激な発達があった。描画

課題は最も困難で，９歳児の30％しか遠近画法によって円筒型を描画することができないことが示された。

幼児および児童の円筒形の描画が認知一構想（プランニング)－描画の３つの過程を中心として，その関

係が分析され，発達的に考察された。

【キー・ワード】描画行動，認知発達，プランニング，幼児，児童

Luquet（1927）は子どもの描画の特徴を知っているこ

とを描く知的リアリズムの現れであるとして，８．９歳

頃に出現する，見えるように描く視覚的リアリズムと区

別している。Arnheim（1954）は描画の知覚説の立場から

子どもは見えるように描かず知っているものを描くとい

うことを否定し，子どもがそのように描くのはそのよう

に知覚しているからであると述べている。すなわち，知

的リアリズムの出現は対象の知覚または認知の仕方が成

人と異なっているからであると考えることができよう。

しかし，近年何故幼児が知的リアリズムによる表現を

行うかに関して，いろいろな検討が行われてきている。

例えば，Freeｍａｎ（1980）は子どもの描画技法の特徴を

見えではなく，その対象がもつ特徴としての標準型

(canonicality）を描こうとするものであるとし，それによっ

てなされる子どもの描画反応を，標準型志向の産出上の

誤り（productionerrorinfavorofcanonicality）とした。

つまり，子どもは描画対象の見えよりも，その特徴を最

もよく表わしていると考えられる「標準型」を優先して

描画しているのである。また，Davis（1983）は場面・文

脈によっては，５～６歳の幼児でも見えを表現すること

が可能であるとも述べている。彼女は，把手が隠れて見

えないカップの描画において見えない筈の把手を描いて

しまう子どもに対して，把手が隠れて見えないカップと

把手の見えているカップを対呈示して描画させた。その

結果，対比効果が現れ，把手の見えない方のカップには

把手が描かれなくなったと報告している。

一方，松村（1989）は，描画によって子どもが他者に

何を伝えようとしたかという課題の上位認知（Flavell,1985）

について言及している。つまり，子どもの描画は，何の

ために描くのかという課題意識によって影響されており，

このような課題意識は６歳頃からできてくると指摘して

いる。

それならば，教示や呈示条件によって，「見え通りに描

くこと」を課題として明確化すれば，子どもは見え通り

の描画をするのではないだろうか。Light，＆Simmons

(1983）は「どこから描いたか，後から絵を見た他の子が

当てられるように描いて下さい」と教示したところ，そ

の効果が５歳児以降で見られたことを報告している。こ

のことから子どもは，課題に対し「見え通りに描く」と

いう意識を抱いていないために見えとは異なった描画を

するが，教示や呈示条件によって，「見え通りに描く」と

いう課題意識が喚起されれば，見え通りの描画をすると

言える。このような状況依存性は，Piaget，＆Inhelder

(1969）が述べた移行期としての知的リアリズムの段階

の特徴を示していると言えるだろう。ただし，Light,＆

Simmons（1983）で示された通り，ある年齢以上になら

なければ，教示や呈示条件の効果は見られないと考えら

れる。

さらに，遠近画法的に対象を認知し，構想できても，

それを二次元上に表現する描画技能が獲得されていない

ことが幼児独特の表現の原因として考えられる。

これらを考え合わせると，子どもの描画には，描画対

象のどのような特徴を捉えるかという認知，どの特徴を

選択し，どのように描画対象を描こうとするかという構

想（プランニング)，実際にどのような表現をするかとい

う描画の３つの過程が含まれていると言えよう。描画は

この認知一構想一描画という過程')から成るものと考えら

れる。



幼児・児童における円筒形の描画過程の発達的研究 １４５

ところで，このような描画過程の違いという観点から

幼児の描画の発達を捉えた研究として平井・武藤・竹中

(1993）がある。この研究では，描画過程は知覚一構想一

描画から成ると考え，幼児の描画が成人と異なるのは知

覚から構想への過程，あるいは構想から描画への過程の

どこかで歪みが生じるためではないかと考えられた。描

画過程は「見え通りに構想せず，構想通りに描かない」

→「見え通りには構想しないが，構想通りには描く」→

｢見え通りに構想し，構想通りに描く」の順で発達するこ

とが示された。しかし，この研究における最年長児であ

る５歳児でも見え通りの構想を抱き，その構想をそのま

ま実現し，完全な遠近画法の描画をする過程は出現しな

かった。

本研究では，平井ら（1993）にしたがって，円筒形を

描画対象とし，認知についてはどのように見えるかを，

構想についてはどのように描こうと思うかを複数の選択

肢から選択させ，描画については実際に描かせることで

捉えた。見え通りの構想をし，その構想通りに描くとい

う過程を経て完全な遠近画法による描画に至るまでに，

描画過程がどのように発達するかを被験児の年齢範囲を

児童期まで拡大して検討することを目的とした。

さらに，何故見え通りに構想しないのか，何故構想通

りに描けないのかについて，上述の要因との関連を検討

する。そのために，まず，八木・中津（1986）と同様に

子どもに何故そのように構想したか，何故そのように描

いたかについて言語反応させ，それらの反応を分析する

ことを目的とした。

ただし，以下の２点について平井ら（1993）とは異なっ

ていた。

一つは円筒形の色である。平井ら（1993）では出来上

がった描画と描かれた面の対応を把握し易くするために，

円筒形の３面の色をそれぞれ青・黄・赤とした。しかし，

見え通りに構想しない者や構想通りに描かない者に理由

を尋ねたところ，「その色を使いたかったから」という回

答が多く見られ，色の要因が大きいことが示された。そ

こで本研究では，円筒形の色を黒・白・灰色とし，黒色

のクレパスだけを与えて描画させた。

もう一つは，認知を尋ねる際に用いられる選択肢の形

態である。平井ら（1993）では円筒形を真上・真下・真

横・斜め上・斜め下の５つのアングルから撮影した写真

を選択肢として用いた。しかし，これは実際にある見え

ばかりを示したものであり，Piaget,＆Inhelder（1969）

の言う子どもの認知自体が独特で，成人の認知とは異なっ

ている可能性を考慮していない。つまり，子どもは描画

l）平井ら（1993）では一定の方向から撮った写真を使用した
ので，知覚一構想一描画と呼んだが，本研究では，認知一
構想一描画とした。知覚では，見えないはずの「見え」ま
で含んだ線画を使用したからである。

対象を認知する時点で実際にはありえない見え，例えば，

３面が同時に見えるような形で描画対象を把握しており，

そのために成人のするような視覚的リアリズムによる描

画ができないということも考えられる。そこで本研究で

は，構想を尋ねる際に用いた線画を，認知を尋ねる際に

も使用した。このことによって，子どもの見え自体が成

人と異なっている可能‘性を検討すると同時に認知と構想

との対応関係，つまり見えた通りに構想しているか否か

も明確に把握することができるのではないかと考えたか

らである。

以上に基づいて本研究では，(1)子どもが，どのような

過程を経て描画対象に対して成人と同様の捉え方をし，

その見え通りの構想をし，その構想通りに描く完全な遠

近画法による描画をするようになるのかに関して，描画

過程の発達的変化を検討した。また，(2)見え通りに構想

しない，あるいは構想通りに描かない理由として挙げら

れた言語反応から何故見え通りに構想しないのか，何故

構想通りに描けないのかに影響を与えている要因を検討

することを目的とした。

方 法

実験計画

６×３の要因配置計画を用いた。第一の要因は被験者

の年齢（年少児．年中児・年長児・１年生・２年生・３

年生）であり，第二の要因は課題（認知・構想・描画）

であった。年齢は個人間変数，課題は個人内変数であり，

また従属変数は各課題での反応であった。認知・構想課

題では複数の選択肢からの選択が，描画課題では円筒形

の描画をすることが課題であった。各課題の従属変数は

認知・構想課題では選択された線画であり，描画課題で

は実際の描画であった。

被験者

幼児：保育園及び幼稚園の園児，年少児28名（男児13名，

女児１５名，年齢範囲３歳10か月～４歳８か月，平

均年齢＝４歳３か月)，年中児29名（男児１５名，女

児14名，年齢範囲４歳８か月～５歳８か月，平均

年齢＝５歳３か月)，年長児30名（男児15名，女児

１５名，年齢範囲５歳８か月～６歳７か月，平均年

齢二６歳３か月)，計87名。

児童：市立小学校の児童，１年生32名（男児１４名，女児

１８名，年齢範囲６歳６か月～７歳６か月，平均年

齢＝６歳１１か月)，２年生35名（男児18名，女児１７

名，年齢範囲７歳６か月～８歳６か月，平均年齢

＝８歳lか月)，３年生30名（男児14名，女児１６名，

年齢範囲８歳６か月～９歳６か月，平均年齢＝８歳

１１か月）の計97名。合計184名。

材料

(1)呈示物
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①円筒形：直径7.8cm，高さ14.8cm，上部が黒色，底部

が灰色，側面が白色の円筒形を作成した。

②線画：認知課題構想課題での選択材料としてFigure

lに示したような９種類の線画を用いた。幼

児についてはこの線画をＢ７判の画用紙に

描き，クリアケースに入れてカード状にし

た。カードの裏側には，どちら側が上側に

なるかが記されてあった。児童については，

Ｂ５判の用紙に９つの線画を縦３列・横３

列に並べて印刷したものを用いた。これら

９種類の線画のうち，線画１を除く８種類

の線画は，フオルケルト（関（1957）によ

る）の６歳児の円筒形の描画反応を基に作

成された。線画１は，フォルケルトの研究

では見られなかったものだが，平井・武藤

（1989）で，５歳児・６歳児の円筒形の描画

に見られた反応を基に作成された。

(2)描画材料

幼児はＡ４判の画用紙と黒色のクレパスを使用し，児

童はＢ５判の西洋紙とＢ・ＨＢの鉛筆を用いた。

(データとなる反応を得るまで何回選択を行うか）が個人

によって異なることと，幼児は他者の反応に影響されや

すいことを考慮したためである。しかし，児童では教示

の理解など集団で実施しても可能と考え，集団法を採用

した。５～６人の児童に実験補助者を１人ずつ配置して

行った。ただし，児童でも他者の反応に影響されること

は予想されたので，その点については机間を広げるなど

座席の配置を考慮して行った。

幼児と児童とでは実験の実施法が異なるため，以下，

幼児と児童別々に，その手続きを記述する。

まず，幼児については以下のように実験を行った。

円筒形の呈示：実験者は視点が変わると円筒形の見えが

変わることを説明した後，被験者が斜め上から円筒形の

上面と側面が見えるように円筒形を呈示した（Figurelの

⑤参照)。円筒形の呈示終了後，円筒形は黒い面を上にし

て実験終了まで，そのまま決められた呈示位置に置かれた。

認知課題：認知課題は，Figurelの９枚の選択線画の中か

ら円筒形がどのように見えるかを選択することであった。

｢今そこにある缶はどのように見えますか。ここにある絵

のなかから選んでください」と教示した。

構想課題：構想課題は，円筒形をどのように描こうと思

うかをFigurelの９枚の選択線画の中から選択すること，

及びどうしてそのように描こうと思ったのかの構想理由

を述べることであった（Tableｌ参照)2)。

描画課題：描画課題は実際に円筒形を描画すること，及

びどうしてそのように描いたのかの描画理由について回

答することであった。描画理由はTable2に示す。実験者

は，画用紙と黒のクレパスを与えて，円筒形を描画させ

た。思った通りに描くように指示し，時間は特に制限し

なかった。

補助質問：最後に，補助質問として「上手に描けたと思

うか｣，「思った通りに描けたか｣，「簡単だったか」に回

答させた。

そう見えるから．見える通りに描きたいと思うから

好きだから．そう描きたいから

きれいだから

簡単だから

なんとなく似ているから

どうしても

わからない

その他

Tablel構葱理由の分類

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

構想理由

発達心理学研究 第６巻第２号

Figurel選択線画

手続

実験は認知課題，構想課題，描画課題の順序で行った。

幼児については１人10分から15分程度の個別法で，児童

については20分程度の集団法で実施した。幼児に対して

個別法を採用したのは，選択課題における選択の安定度

2）幼児の場合個別法で行ったので，幼児と実験者との言葉の
やり取りの中で理由を尋ねた。まず幼児に理由を尋ね，回
答があればそのまま記録し，回答がない場合は実験者がＴａｂｌｅ
ｌの構想理由の中から例を挙げて尋ねた。



次に，児童については以下のように実験を行った。

実験は集団法で行われ，課題を印刷した冊子にそって

行われた。

円筒形の呈示：実験者は，幼児の場合と同様に，被験者

から円筒形の上面と側面が良く見えるように円筒形を配

置した。

認知課題：認知課題は，幼児と同様線画選択であったが，

児童の場合は，冊子の中のページをめくって，絵の番号

に丸をつけることを課したところが幼児の場合と異なっ

ていた。

構想課題：構想課題も幼児と同様に，Figurelの９枚の選

択線画の中から選択することであったが，冊子の絵の中

のページをめくって，描こうと思う絵の番号に丸をつけ

るように教示したところが幼児と異なっていた。

さらに，自分が先程選択したような構想を抱いたのは

何故かをTablelに示した選択肢の中から選択するよう教

示した。この選択肢は，平井ら（1993）での幼児の反応

を基に作成された。またこのうちの「その他」と回答し

た者には，その理由を自分自身で書くように教示した。

描画課題：描画課題は，幼児と同様に実際に円筒形を描

画すること，及びどうしてそのように描いたのかについ

て描画理由を述べることであった。描画終了後，実験者

は児童がどうしてそのような描画をしたのかを，Table2

に示した選択肢の中から選択するよう教示した。この選

択肢は，平井ら（1993）での幼児の反応を基に作成され

た。また，このうちの「その他」と回答した者には，そ

の理由を自分自身で書くように教示した。

結果と考察

反応の分類

認知・構想課題で各選択肢（Figurel参照）を選択した

人数を年齢別に数えた。また，描画課題での反応を，Figure

lの９つの選択線画を基に分類基準を設定し，このカテゴ

リーにしたがって分類した。描画の分類基準については

Table3に示す通りであった。描画の判定は，実験者も含

幼児・児童における円筒形の描画過程の発達的研究

めて心理学研究室所属の３名の学生によって独立に行わ

れた。３名の判定の一致率は95.7％であり，不一致の８

例については，３名の合議で判定を決定した。各カテゴ

リーの反応例はFigure2に示す通りであった。選択課題

の①～⑨のカテゴリーに含まれていないものが描画課

題の反応の中に見られたので，⑩の反応カテゴリーを設

けた。

Table３描画の分類基準

Table２描画苫理由の分類

轡
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

描画理由番号

「
１
１
‐
‐
‐
ｌ
‐
‐
ｌ
‐
ｌ
‐
ｌ
‐
ｌ
‐
ｌ
‐
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
Ｉ

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

そう見えるから．見える通りに描きたいと思うから

好きだから．そう描きたいから

きれいだから

簡単だから

さっき選んだの(構想)と同じように描こうと思ったから

なんとなく似ているから

構想が途中で変わったから

どうしても

わからない

その他

｜
①
⑤

－
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

分類基準線画番号

|ｺ齢

窟雛

上部または底部のみを円形で表したもの

側面の白い部分のみを四角または円，または楕円
で表したもの

側面の部分を長方形，または楕円で表し，その上の
輪郭に沿って上部及び底部を描いているもの

１つの円の下に長方形を連ねたもの

完全に遠近画法で描かれたもの

不完全な遠近画法のもの

円,半円,または楕円を長方形でぴったりと付けたもの

側面の部分を長方形で表し，その両端に上部及び
底部を円で表したもの

側面をアーモンド型で表し，その両端に上部及び
底部を円で表したもの

側面を表す楕円の内部に，上部及び底部を表す円
が描かれているもの

①～⑨いずれにも分類できないもの

Ｊ
②

ａ

２年生早年少児早年長児早年長児８

147

Figure2各カテゴリーの反応~勿

鍵鶏

年長児８年長児早年少児早

識

鶴
》
岸
Ｌ

鰻
⑨ ⑩

鰯懲
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１４８

反応の得点化：各課題で得られた反応の発達の程度を

分析するために，Piaget,＆Inhelder（1956）の射影的な

空間表象の発達理論に基づき，構造の観点から各課題で

の反応の発達水準の判定基準を設定した。基準は以下の

通りである。

０水準：１つ１つの面に対して，独立した面という概

念がない。

１水準：単一面の形にのみ注目している。

２水準：複数の面に着目しているが，本来隠れている

筈の面にまで注目している。

３水準：複数の面に着目しており，隠れている面には

着目していないが，面と面とのつながりが不

正確で，正しく構造化されていない。

４水準：複数の面に着目し，隠れている面には着目し

ない。また，水平・垂直の概念をもち，面と

面とのつながりが構造化されて正確である。

この基準に対応させ，各課題の反応は以下のように分

類された（Figure3)。１水準には，Figurelの選択線画

で言えば，選択線画①．②が分類された。２水準には，

同じく選択線画の③。⑦.⑧．⑨が分類された。３水準

には，選択線画④．⑥が分類され，４水準には選択線画

⑤が分類された。０水準には，描画課題での反応で，①～

⑨のいずれにも分類できないものを充てた。

課題ごとの各水準の人数の百分率を年齢別にFigure4

に示した。

０水準を０点，１水準での反応を１点，２水準での反

応を２点，３水準での反応を３点，４水準での反応を４

点として，各課題での反応を得点化し，それぞれを認知

得点，構想得点，描画得点とした。年齢別に課題ごとの

得点の平均値を示したのがFigure5である。
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年齢変化

年齢と課題の効果を検討するために，各課題での得点

について年齢×課題の分散分析を行ったところ，年齢の

主効果（Ｆ（5,177)＝16.86,ｐ＜、01)，課題の主効果

(Ｆ（2,354)二47.88,ｐ＜,01）が有意で，年齢×課題の

交互作用の傾向（Ｆ（10,354)＝1.73,ｐ＜・１０）が見られ

た。下位検定の結果，年齢に関しては年少児が他のすべ

ての年齢群より得点が低く，年中児が小学１．２．３年

生より，また年長児が小学３年生より有意に低かった。

しかし児童期間では有意差は見出されなかった。他方課

題の効果に関しては，認知得点が構想得点や描画得点よ

り有意に高く，また，構想得点が描画得点より有意に高

かった。

これらの分散分析の結果と同様に，課題ごとに見た年

齢別の描画水準による分類（Figure4）においても，認知

課題，構想課題，及び描画課題の発達の様子が見られる。

認知課題では年少児の約半数がすでに４水準に達してお

り，小学２年生になると85.7％，３年生で93.3％がその最

も高い水準に達している。これに対して，構想課題では，

年少児のわずか21.4％しか4水準に達せず，幼児期におい

て少しずつ達成され，児童期になると１年生で84.4％，

２年生で88.6％，３年生で90.0％が可能になり，幼児期

と児童期で際立った対照を示している。他方描画課題で

は，４水準に達しているものは年少児や年中児では皆無

で，年長児や児童においても３水準が最も多くの割合を

占め，小学１．２年生になっても４水準はそれぞれ9.3％，

8.6％しか現れず，３年生になって初めて30.0％に達して

いる。

描画過程

認知課題において成人と同じように対象を遠近画法的

に捉えているか否か，構想課題において見え通りに描こ

うとしているか否か，描画課題において構想通りに描い

ているか否かによって，Figure6に示された８つの描画過

程（平井ら,1993）が考えられる。そこで被験児の反応を

この８つの描画過程によって分類した。

結果はTable4に示す通りであった。相対的に比率の高

い過程が発達に伴って，どう変化しているかを見ると，

過程７→過程３→過程２→過程１の過程を辿る傾向が見

られる。すなわち，「対象の捉え方が成人とは異なり，そ

の捉え方通りには構想しないが，構想通りには描ける」

→「対象の捉え方が成人と同様に遠近画法的であるが，

その通りには構想しない。しかし，構想通りには描ける」

→「対象の捉え方が成人と同様で，その通りに構想する

が，完全な遠近画法的描画はできない」→「対象の捉え

方が成人と同様で遠近画法的であり，その通りに構想し，

その通りに描画できる」という発達過程を辿るのではな

いかと考えられる。この結果は，対象に児童期を含める

ことによって，幼児期の描画過程を検討した平井ら（1993）

の予想をさらに検証したと言えよう。

構想理由

見えと一致しない構想をした者（過程３，４，７，８）

の構想理由はTable5に示す通りであった。多く挙げられ

た理由は「好きだから．そう描きたいから」（全体の20.5％)，

｢きれいだから」（同17.8％)，「簡単だから」（同17.8％）

であったが，同時に「どうしても，わからない，その他」

(同27.4％）も多かった。「好きだから．そう描きたいか

ら」「きれいだから」「簡単だから」は，いずれも見え通

りに描くことを重視していない反応である。これは，松

村（1989）のいう，何のために描くのかという課題意識

の希薄さの反映と考えられる。つまり，子どもは認知選

択から構想選択の流れのなかで，見えた通りに描こうと

いう意識が低い。ただし，本実験では，Light,＆Maclntosh

(1980）や八木・中津（1986）が報告したような伝達しよ

うとする意図がうかがえるもの，例えば，「灰色の面もあ

るから」「ないとおかしいから」といった反応は見られな

かった。

また，見える通りに描こうとする者は，幼児では約半

数で年齢間に差はないが，１．２年生で３分の２となり，

Ｊ
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四
囲
回
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３年生では約90％とほとんどが見える通りに構想する。

このことから描画対象を呈示され，それを描画するよう

に指示されたときに，見える通りに描く課題意識は年長

児から就学期以降に発達し，３年生前後でピークとなっ

ていることがわかる。これは，課題意識は６歳頃からで

きてくるという松村（1989）の指摘に対応している。

一方，見える通りに描かない理由として，多くみられ

た「どうしても，わからない，その他」の反応は，年少

児及び年中児で特に多く見られた。その原因としては，

この段階の子どもにおけるメタ認知の欠如，すなわち，

自分の認知過程に関する理解が出来ていないということ

が考えられよう。

描画理由

構想と一致しない描画をした者（過程２，４，６，８）

の描画理由はTable６（過程２），Table７（過程４，８）

に示す通りであった。遠近画法による構想を実現できな

い過程２を経る者が多く挙げた理由は，「構想と同じよう

に描こうと思ったから」（全体の35.4％）と，「そう見え

るから．見える通りに描きたいと思うから」（同30.5％）

であった。後者について，補助質問で尋ねた「思った通

りに描けたか」への回答との対応を見ると，２５名中１名

以外全員が「はい」と回答していた。ほとんどが「見え

＝構想＝描画」と捉えていると考えられる。子どもが，

９つの選択肢の中から不完全な遠近画法ではなく，完全

な遠近画法の描画を選択していることから，不一致に対

する構想と同じように描いたや見え通りに描いたの原因

が，両者を区別できないという識別能力の低さにあると

は考えにくい。したがって，ここで考えられるのは，Luquet

Table４年齢別描画過程による分類 (人数（）内は％）

過程１過程２過程３過程５過 程 ７ 過 程 ４ 過 程 ８ 過 程 ６ 計

年少児

年中児

年長児

1年生

２年生

３年生

計

ｌ

（3.3）

４

(12.5）

２

（5.7）

１０

(33.3）

１７

（9.2）

４

(14.3）

１０

(34.5）

１２

(40.0）

１６

(50.0）

２４

(68.6）

１６

(53.3）

８２

(44.6）

①そう見えるから.見える

通りに描きたいと思うから

②好きだから．そう描きたいから

③きれいだから

④簡単だから

⑤なんとなく似ているから

⑥どうしても，わからない，

その他

計

７

(25.0）

４

(13.8）

９

(30.0）

２

（6.3）

３

（8.6）

２５

(13.6）

７

(25.0）

４

(13.8）

１

（3.3）

１

（3.1）

１

（3.3）

１４

（7.6）

５

(17.9）

９

(31.0）

４

(13.3）

４

(12.5）

４

(11.4）

ｌ

（3.3）

２７

(14.7）

３

(10.7）

ｌ

（3.4）

２

（6.7）

２

（6.3）

ｌ

（2.9）

２

（6.7）

１１

（6.0）

Table５認知一構想の不一致者の構想理由

２

（7.1）

１

（3.4）

１

（3.3）

３

（9.4）

ｌ

（2.9）

８

（4.3）

０

（0.0）

２８

(100.0）

２９

(100.0）

３０

(100.0）

３２

(１００．０）

３５

(100.0）

３０

(１００．０）

１８４

(100.0）

(人数（）内は％）

年少児年中児年長児１年生２年生３年生計

５

(26.3）

２

(10.5）

４

(21.1）

ｌ

（5.3）

７

(36.8）

１９

(100.0）

７

(43.8）

ｌ

（6.3）

ｌ

（6.3）

２

(12.5）

５

(31.3）

１６

(100.0）

１

（6.7）

３

(20.0）

６

(40.0）

２

(13.3）

３

(20.0）

１５

(100.0）

５

(45.5）

２

(18.2）

１

（9.1）

３

(27.3）

１１

(100.0）

２

(22.2）

４

(44.4）

１

(１１．１）

２

(22.2）

９

(100.0）

２

(66.7）

ｌ

(33.3）

３

(100.0）

７

（9.6）

１５

(20.5）

１３

(17.8）

１３

(17.8）

５

（6.8）

２０

(27.4）

７３

(100.0）
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Table６構想（遠近画ﾉｰ描画の不一致者の描画理由 (人数（）内は％）

年少児年中児年長 児１年生２年生３年生計

①そう見えるから．見える

通りに描きたいと思うから

②好きだから．そう描きたいから

③きれいだから

④簡単だから

⑤さっき選んだの（構想）と

同じように描こうと思ったから

⑥なんとなく似ているから

⑦構想が途中で変わったから

⑧どうしても，わからない，

その他

計

ｌ

(25.0）

ｌ

(25.0）

２

(50.0）

４

(100.0）

８

(80.0）

ｌ

(10.0）

ｌ

(１０．０）

１０

(100.0）

ｌ

（8.3）

１０

(83.0）

ｌ

（8.3）

１２

(１００．０）

６

(37.5）

３

(18.8）

ｌ

（6.3）

２

(12.5）

２

(12.5）

２

(12.5）

１６

(100.0）

１５

(62.5）

５

(20.8）

１

（4.2）

１

（4.2）

２

（8.3）

２４

(100.0）

４

(25.0）

１

（6.3）

５

(31.3）

ｌ

（6.3）

５

(31.3）

１６

(100.0）

２５

(30.5）

９

(11.0）

３

（3.7）

５

（6.1）

２９

(35.4）

ｌ

（1.2）

１

（1.2）

９

(11.0）

８２

(100.0）

Table７構想（非遠近団-描画の不一致者の描画理由 (人数（）内は％）

年 少 児 年 中 児 年 長児1年生２年生３年生計

①そう見えるから．見える

通りに描きたいと思うから

②好きだから．そう描きたいから

③きれいだから

④簡単だから

⑤さっき選んだの（構想）と

同じように描こうと思ったから

⑥なんとなく似ているから

⑦構想が途中で変わったから

⑧どうしても，わからない，

その他

計

２

(40.0）

３

(60.0）

５

(１００．０）

２

(100.0）

２

(100.0）

(1927）やFreeｍａｎ（1980）の指摘する描画技術の未熟さ

か，あるいはその理由を挙げた者が１名ではあるのだが，

Thomas,＆Ｓｉｌｋ（1990）の言う描画中の構想変化と考え

られよう。一方，見え通りに描こうと構想しないし，描

けない過程４．８を経る者が多く挙げた理由は「どうし

ても，わからない，その他」（全体の57.9％）であった。

比較的はっきりしている回答としては，「好きだから・そ

ｌ

(33.3）

２

(66.7）

３

(１００．０）

ｌ

(20.0）

２

(40.0）

ｌ

(20.0）

１

(20.0）

５

(100.0）

ｌ

(50.0）

ｌ

(50.0）

２

(１００．０）

２

(100.0）

２

(100.0）

１

（5.3）

３

(15.8）

０

（0.0）

１

（5.3）

３

(15.8）

０

（0.0）

０

（0.0）

１１

(57.9）

１９

(100.0）

う描きたいから」（同15.8％)，「構想と同じように描こう

と思ったから」（同15.8％）があった。好きだからの反応

については，好きなものが描こうとするもの（構想）に

変わってしまった可能性，また，構想と同じように描い

たという反応については，自分の選んだ構想を保持して

いなかった可能性が考えられる。



152 発達心理学研究第６巻第２号

全体的考察

描画過程の発達

分散分析の結果，年齢の主効果が有意であり，認知得

点，構想得点，及び描画得点が年齢に伴って上昇するこ

とが示された。また課題の主効果も有意であり，認知得

点が最も高く，次に構想得点が続き，描画得点が各年齢

群を通して最も低かった。これは対象の認知が比較的容

易で，幼児期において主に発達するのに対して，「見え」

通りに描くという構想は，課題意識が生まれる幼児期の

終わりから児童期にかけて発達することを示している。

しかし，この「見え」（認知）も，小学３年生の児童と比

較すると，年少児及び年中児の得点が低いことが示され

た。３年生の認知得点は４点満点の3.8点であることから，

この時期の子どもは描画対象の認知が完成し，成人と同

じ捉え方ができていると考えられる。平井ら（1993）で

も，年少児及び年中児の半数以上が実際の呈示とは異な

る見えで描画対象を捉えていたが，本実験の選択肢には，

実際には見えないはずの見え（３面が同時に見えるもの）

も含まれており，このような実際にはない筈の見えを選

んだ者は，年少児で35.7％，年中児で17.2％，年長児で

20.2％であった。他方，児童になると１年生で3.1％，２

年生で2.9％と大幅に減少し，３年生では全く見られなかっ

た。特に３面に注目した者は，年少児で28.6％，年中児

で13.8％であった。

平井ら（1993）における実際に存在する見えだけに限

られた写真選択と異なって，本研究の線画選択には見え

ないはずの見えまで含んでいる。それ故，認知課題は対

象をどのようなものとして把握しているか，換言すれば，

どのような線画がもっとも対象らしい表現なのかの判断

を求めている課題と考えられる。他方，構想課題におい

ても子どもが認知した対象を表現するのにどの線画がもっ

ともふさわしいのかの選択を求めていると考えられる。

構想課題に関しては，小学２年生及び３年生の構想得点

が幼児より高いことが示された。つまり，幼児期の終わ

りから児童期にかけて急激に上昇し，「見え」通りに構想

するようになることが示された。描画課題については，

幼児の描画得点は認知得点に比較して低く，対象の認知

は可能でも認知したものをそのまま２次元上に表現する

ことは幼児においては大変困難であることが示唆された。

幼児期を対象とした平井ら（1993）と本研究の幼児に関

する結果を比較することはデータの信頼性を検討する上

で重要と思われる。年齢の課題得点への効果に関しては

平井ら（1993）では年少．年中児と年長児との間に有意

差が見られたが，本研究では年少児と年中・年長児の間

に有意差が見られた。また全体として本研究の得点が平

井ら（1993）より高かった。その原因としては，認知課

題の場合課題内容が異なることも考えられるが，むしろ

被験児の平均年齢が年少・年中・年長児とも６か月～９

か月高かつたことが考えられよう。さらに，課題の効果

に関しては，平井ら（1993）では第１・第２課題（知覚・

構想）と第３課題（描画）の間に差が見られただけであっ

たが，本研究では認知，構想及び描画それぞれの間に有

意差が見られた。本研究の認知課題と平井ら（1993）の

知覚課題が異なるので両研究を直接比較することは困難

であろう。しかし，両研究の構想課題と描画課題は直接

比較が可能であり，描画課題が構想課題より有意に得点

が低く，幼稚園の年少児と年長児を対象にした平井・武

藤（1989）及び年少児．年中児・年長児を対象とした平

井ら（1993）の結果と一致した。さらに，認知と構想間

及び構想と描画間の不一致者数に関しても平井ら（1993）

と同様の傾向を示した。

このように課題間の年齢傾向，困難度及び一致・不一

致者数において平井ら（1993）と近似した傾向を示した。

また，小学１年生及び２年生においても，描画得点は構

想得点より低く，これは見え通りに描こうと思っても，

それを遠近画法を用いて描画することが困難であること

を示している。

完全な遠近画法による描画（Figurelの⑤）は年長児

で２例（年長児の6.7％）出現したが，その後1年生・２

年生でも３例（9.4％）と２例（5.7％）で同程度であっ

たが，３年生で10例（33.3％）に増加した。また，不完

全な遠近画個１の⑥）については年少児ではl例(3.6％）

しか見られなかったが，年中児で８例（27.6％)，年長児

で14例（46.7％）と増加し，１．２年生でそれぞれ24例

(75.0％）・２６例（74.3％）とピークを迎えたが，３年生

では19例（63.3％）と減少している。これは完全な遠近

画が増加したためである。

Luquet（1927）は視覚的リアリズムの表現が出現する

時期を８．９歳頃としている。Freeman,＆Janikoun（1972〉

はこの知的リアリズムから視覚的リアリズムへの変化は

Luquetよりもっと年少で起こり，しかも急激に起こると

述べている。これに対して，Phmips，Hobbs，＆Pratt

(1978）は，９歳半まで知的リアリズムは残るが次第に減

少することを示唆した。本研究の結果は，完全な遠近画

法による描画（Figurelの⑤）を基準にすれば，小学３

年生（平均年齢８歳11か月）で33.3％であり，まだ知的

リアリズム的表現を脱することが困難であることを示し

ている。いつ頃にほとんどの児童が遠近画法を用いて描

けるようになるのかは，４年生以降の児童を対象にした

今後の研究を待たねばならない。発達の方向性としては

幼児・児童における描画行動は，見えをあまり考慮せず

に対象の情報を描画に含ませようとする対象中心（object

-centered）の表現からある１つの固定した視点からの見

えの表現である視点中心（viewer-centered）の表現へ変

化すると考えられよう。しかし，Phillipsetal．（1978）
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がもともと描画というものは発達のどの段階においても

対象の一般的特性に関する知識と，ある特定の視的観点

からの知識の両方に基づいていると示唆していることか

ら考えると，知的リアリズムから視覚的リアリズムへ完

全に移行する時期が存在するかどうかは今後検討される

必要があろう。

構想理由と描画理由

見え通りに構想しない理由として多く挙げられた「好

きだから．そう描きたいから」「きれいだから」「簡単だ

から」は，いずれも見え通りに描くことを重視していな

い反応である。平井ら（1993）では円筒形の各面を彩色

したために知覚と構想の不一致の幼児の場合，「その色が

好きだから」「その色を使いたかったから」が多く見られ

た。しかし，明度差だけの本研究の場合，このような色

に関する反応は見られなかったが，それでも「好きだか

ら．そう描きたいから」が多く見られた。これは，子ど

もは色にかかわりなく好きなものを描くことを示している。

また構想と描画の不一致の幼児に関しても「その色が

好きだから」という理由は当然見られないが，幼児期を

通して「構想と同じように描こうと思ったから」という

理由づけが多く見られた。これは構想通りに描いたが，

結果として構想と異なった描画になってしまったことを

示している。Kosslyn,Heldmeyer,＆Locklear(1977)も幼

児や児童における描きたいものと描かれたものとの不一

致が非常に大きいことを見出している。そして「すみま

せん，これが私の描けるベストですもの｣，「また，ひどい

のを描いちやった」とかの不満の反応を報告している。

構想と描画のずれは，児童期から青年期や成人期にか

けて，遠近画法などの描画技能の獲得により次第に埋め

られていくと考えられる。
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自己主張タイプ児の遊びをめぐる交渉の発達

高漬裕子
(お茶の水女子大学家政学研究科研究生）

自己主張タイプの５歳児２名の遊びをめぐる交渉の発達を，縦断的に検討した。対象児の行動は，２つ

の幼稚園の自由遊び場面において，１年間に３回，合計６日間観察された。交渉過程をプラン共有不成功

後に状態改善を図る行動ととらえ，３つの視点から分析した。すなわちどのようなスキルを用いて交渉が

行われるか，どのような問題をめぐって交渉が行われるか，どのような遊びグループとの間で問題が発生

するかである。当初は交渉不成立後の状態改善の試みは少ないが，２カ月後には状態改善を試みるように

なり，しかも状態改善数が増加した。５カ月後には状態が改善されない場合にも，遊びが進行した。交渉

するためのスキルは，対象児と相手の双方で変化し，対象児はより方略的、説得的になった。交渉の行わ

れる問題は，遊びの成立に関わる問題から，遊びの進行に関わる問題へと移行した。しかも，“構造面”

から“内容面''へと分化した。問題の発生するグループは，同じ遊びグループ内（1Ｎ）から外部のグルー

プ間（ＯＵＴ）へと移行した。本研究は，先行研究で指摘された1ＮとＯＵＴとの方略の相違を裏づけ，さ

らに1Ｎの発達的変化，１ＮとＯＵＴとの関係性をも明らかにした。

【キー・ワード】交渉，遊びの状態改善，社会性の発達，自己主張タイプ児

問題

幼児は，遊びを通して仲間との粋を強めていくといわ

れる。とはいえ仲間と一緒に遊ぶことは，それほど容易

なことではない。２名以上の幼児が遊びを成立させ，維

持するためには，相手との何らかの調整が必要である（斉

藤・木下・朝生，1986)。主張と主張とが対立した場合，

双方が主張し続ければ遊びは修着状態に陥り，やがて決

裂をみるだろう。一方が折れれば，他方の主張が通るか

も知れない。双方が接点を見出すべく調整をして，新た

なアイディアが生み出される可能性もある。自分の考え

を反映させつつ遊びを進行させるには，折り合いをつけ

ることが必要なのである。幼児はこのような交渉を繰り

返しながら，仲間との遊びを進行させる。交渉を成功さ

せるためには，スキルの熟達も必要であろう。また発達

にともなって遊びが複雑になる（G6ncii＆Kessel,1988）

ことから，交渉の内容が変化することも予測される。

ところで従来の研究では，遊びをめぐる交渉よりもい

ざこざやトラブルの方に焦点が当てられている。いざこ

ざの発生頻度，継続時間，争点となる問題，使用される

方略，結果などが検討されてきた（Shantz,1987)。いざ

こざは次のように定義される。要求と要求との対立が明

確に認められた場合を開始とし，一方が退去したり解決

されたと認められる信号をもって終了する（例えばHartup，

Laursen,Stewart,＆Eastenson,１９８８；倉持，1992など)。

この定義にしたがえば，前提には二者の対立があると考

えられる。

しかし遊びの中では，明確な対立以前のやり取りや対

立に至らないやり取りもあると予測される。したがって

やり取り自体がどのように開始されるのか，問題が未解

決のまま終了した場合その遊びはどうなるのか，あるい

は問題が解決後の遊びにどう取り込まれるかという観点

が必要ではないだろうか。いざこざやトラブル場面へ焦

点化した研究では，これらの問題が抜け落ちていると考

えられる。どのような遊びが進行しているか，何をめぐっ

て交渉が行われるか，どのような方略によって交渉を成

立させるか，交渉不成立の時にどう対処するか，交渉成

立後の遊びがさらにどう展開していくかなど，遊びの進

行から切り離さずに検討することが必要である。したがっ

ていざこざをも包含した交渉を射程に入れ，交渉不成立

から交渉成立への過程を検討することによって，これら

が明らかになると思われる。

本研究では，遊びを組み立てていくために必要な計画

であるプランを分析する。プランは，相手への提案や要

求によって表明される。したがって遊びをスムーズに進

行させるには，プランが共有されなければならない。プ

ランが２名以上の幼児によって共有された時を交渉成立，

プランの共有が不成功に終わった時を交渉不成立ととら

える。プラン共有が不成功に終わった時，幼児は何らか

の改善を図るのか否か，さらに改善を試みた結果，状態

が改善されるのか否かを検討する。しかもこれら一連の

過程は，発達によって変化することが予測される。この

ような交渉過程やその変化をとらえるには，ひとりの幼

児が交渉能力をどのように発達させていくかという視点
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が有効であろう。そこで自己主張タイプ児に焦点を当て

る。このタイプの幼児は，一方的に自分の意思を通す場

面が多いと思われる。しかし相手が容易に譲歩せず，交

渉が必要な状況に置かれた時，このタイプの幼児はどの

ように行動するのだろうか。

先行研究からは，相手を説得する方向への発達的な変

化が示唆される。例えば遊びの葛藤場面において，幼児

は強く主張したり主張の繰り返しや換言をするだけでな

く，理由や行動の正当化を示す方略を使用する

(Eisenberg,＆Garvey,1981)。１．２歳のものをめぐる

対立では，優先権に関係なく取ろうとする相手に抵抗す

る。３．４歳になると先取りによる優先権を当事者双方

が了解しているため，優先権の主張に対する激しい抵抗

は少ない（Bakeman，＆Brownlee，1982)。加齢にとも

なって自己主張の形式は単純な自己主張から，状況や相

手に応じた方略的な自己主張に変化する（Kuczynski,＆

Kochanska，1990)。

おそらく自己主張タイプの幼児にも，同様の傾向が認

められるのではないだろうか。対象を自己主張タイプに

する理由は，外的表出が明瞭でとらえやすいこと，自己

抑制タイプよりもこのような変化が顕著に示され，変化

自体もとらえやすいことが期待されるからである。

幼稚園の自由遊び場面の観察から，仲間関係を生態学

的な視点でとらえたCorsaro（1985）は，次のような知見

を得た。幼児は進行中の遊びを維持しようとする一方で，

他者に対しては排他的である。他者の参加は遊びの崩壊

をもたらす恐れがあるため，抵抗を引き起こすのである。

ものをめぐるいざこざを検討した倉持（1992）は，遊び

集団内と遊び集団外では使用される方略が異なることを

見出した。幼児同士の関係の相違によって，方略が選択

されるのである。これらの知見は，遊びの構造と仲間関

係との有機的な関連を示す。メンバーの親密さが集団の

凝集性を高め，その結果他集団との関係を規定するので

ある。

このようなアプローチは，対象児を含む幼児同士の関

係を，例えばテーマとプランあるいは集団内と集団外の

ような，遊びの構造という視点からも検討可能なことを

示唆する。と同時に，メンバーの出入りのような遊びの

時系列上の変化をも，このような構造からとらえること

ができよう。さらに対象児の仲間関係は発達にともなっ

て拡大する（高漬，1993）ことから，他の遊び集団との

接触も予測される。これは遊びの構造の変化と考えられ

る。そうだとすれば，交渉と遊びの構造とはどのように

関係するのだろうか。つまり対象児を含む遊び集団内の

交渉や遊び集団同士の交渉はどのように行われるのだろ

うか。そして構造の変化と交渉の発達には，どのような

関係があるのだろうか。これらを検討するには，発達的

視点を導入することが必要であろう。

以上から本研究は，次の２点の検討を目的とする。第

一に，幼児の遊びをめぐる交渉がどのように発達するか

を明らかにする。その際プラン共有不成功後の状態改善

行動を，どのようなスキルを用いて交渉が行われるか，

どのような問題をめぐって交渉が行われるか，どのよう

なグループの仲間との間で問題が発生するかという３つ

の視点から検討する。第二に，３つの視点を統合して，

交渉の発達を有機的に検討する。

方法

対象：自己主張タイプの５歳児，男児Ｆ也（５歳11カ月）

と女児Ｍ江（５歳10カ月)。２名はともに４歳から入園し，

それぞれ盛岡市立Ｙ幼稚園きいろ組（36名)，盛岡市立○

幼稚園ばら組（22名）に所属する。両園とも２年保育で

年少年長各１組からなり，遊びを中心とした指導を行っ

ている。Ｆ也の担任はＫ教諭で，保育経験19年，５歳時

からＦ也の組を担任した。Ｍ江の担任はＡ教諭で，保育

経験20年，４歳時から継続してＭ江の担任であった。ｌ

学期末に保育者と協議の上，対象児を抽出した。すなわ

ち明確に意思表示をし，遊びの中で自分の主張や考えを

通すことが多いと保育者が感じる幼児である。保育者の

判断の信頼性を確認するため，幼稚園修了間際に，柏木

(1988）の『教師による幼児の行動評定尺度』を保育者に

実施した。Ｆ也は自己主張・実現尺度得点が84,自己抑

制尺度得点が122,Ｍ江は自己主張・実現尺度得点が97,

自己抑制尺度得点が115であった。自己主張・実現尺度，

自己抑制尺度それぞれの平均得点の差（差異スコア）は，

Ｆ也が＋0.92,Ｍ江が＋1.67であった。したがって２名

ともに自己主張・実現面が，自己抑制面より相対的に強

いと解釈された。

観察時期：年長４月から担任となったＫ教諭が幼児の状

態を把握するための期間を考慮して，1991年９月，１１月，

1992年２月に行われた。対象児は毎回２日間ずつ連続し

て観察された（Ｆ也の欠席により，２月は１７日と１９日に

行われた)。総観察日数は２名とも６日，総観察時間数は

Ｆ也が12時間11分（各月４時間，４時間20分，３時間５１

分)，Ｍ江が10時間43分（各月３時間50分，３時間56分，

２時間57分）であった。

観察方法：観察は，筆者によって行われた。対象児が登

園後自由遊びを開始し，保育者の合図などで終了するま

での一連の行動と，そこに関わる保育者の働きかけとを，

フィールドノートに記録した。対象児と一緒に遊んでい

るメンバーと対象児を含む２名以上の相互交渉に留意し，

相互交渉のきっかけややり取りの内容および結末などを

言語，行為，表情なども含めてとらえた。保育者にはマ

イクをつけ，小型のテープレコーダーに音声を録音し，

観察記録の補助として用いた。保育者に対する事前の教

示は行わず，保育終了後にインタビューを行った。内容
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Iま，週や期の保育のねらい，その日の活動の展開と保育

者の意図，対象児の遊びの状態の把握と保育者の働きか

けの意図などであった。

分析方法：観察記録と録音テープから作成したプロトコ

ルを，エピソードに分割した。エピソードとは，同一の

テーマで進行する一種類の遊び方による活動である。総

エピソード数は，Ｆ也が5９（各月２６，２１，１２)，Ｍ江が５２

(各月２７，１５，１０）だった。それぞれのエピソードの中か

ら，プラン共有不成功の事例を抽出し，共有不成功後の

遊びの経過を包含して検討した。共有不成功とは，対象

児の意図やプランに沿うような相手の反応を引き出せな

い場合とし，言語的反応のほか，拒否的な表情を表出さ

せたり，泣いたり無視するなどの否定的な非言語的反応

も含む。このプラン共有不成功の事例について，交渉す

るためのスキル（分析Ｉ），交渉の行われる問題と問題の

《構造》および《内容》（分析Ⅱ)，状態改善行動の発生す

るグループ（分析Ⅲ）という視点から分析を行った。各

分析毎のカテゴリの信頼性は，筆者と１名の大学生との

一致率で検討された。交渉するためのスキルは，平均一

致率79.8％であった（相手の行動が69.7％～76.5％，相

手の行動に対する対象児の行動が82.5％～90.4％)。交渉

の行われる問題と問題の《構造》および《内容》は，平

均一致率85.3％であった（問題が86.1％～96.0％，構造

および内容が79.9％～82.3％)。状態改善行動の発生する

グループは，平均一致率93.2％であった（90.0％～96.3％)。

不一致箇所は協議により調整を図った。

結果と考察

出現したプラン数と共有成功および共有不成功の内訳

を，Ｔａｂｌｅｌに示した。プラン出現数は，Ｆ也が68,92,

69,Ｍ江が111,127,99と推移した。１１月をピークとし

て，９月と２月はそれより少ない。一方プラン共有率は，

Ｆ也が63.2％，62.0％，75.4％，Ｍ江が62.2％，57.5％，

72.7％と推移した。この結果からは，時期的に顕著な差

は認められない。

次にプランの共有がうまくいかない場合を検討する。

プランが共有不成功に終わった時，幼児はそのままの状

態にするのか，それとも何らかの行動を起こして状態の

改善を図るのだろうか。この視点から分析した結果を，

Table2に示した。共有不成功のまま終了する割合，すな

わち状態改善行動無しは，２名とも９月から１１月にかけ

て減少する傾向が認められる。９月の状態改善行動は30％

台に留まり，状態の改善の試みが少ない。１１月になると，

状態の改善を図る行動が60％以上になる。これは，幼児

が状態改善に積極的になったことを示唆するものであろ

う。２月の改善行動はＦ也ではやや増加し，Ｍ江では減

少する傾向が認められる。

Tablel辻|現プラン数およびプラン共有数

月

Ｆ也プラン

共有成功

共有不成功

共有不明

Ｎ(％）

Ｍ江プラン

共有成功

共有不成功

共有不明

Ｎ(％）

９月

43（63.2）

17（25.0）

８（11.8）

68(100.0）

６９（62.2）

３２（28.8）

１０（9.0）

111(100.0）

１１月

57（62.0）

20（21.7）

15（16.3）

92(100.0）

７３（57.5）

４５（35.4）

９（7.1）

127(100.0）

２月

52（75.4）

１３（18.8）

４（5.8）

69(100.0）

72（72.7）

20（20.2）

７（７．１）

99(100.0）

注．総観察時間数はＦ也が12時間11分(４時間,４時間20分,３時間51分)，

Ｍ江が１０時間43分（３時間50分，３時間56分，２時間57分)。

Table２プラン共有不成功後の状態改善

月

Ｆ也

改善行動無

改善行動有

Ｎ(％）

Ｍ江

改善行動無

改善行動有

Ｎ(％）

９月

11（64.7）

６（35.3）

17(100.0）

22（68.8）

10（31.2）

32(100.0）

１１月

７（35.0）

13（65.0）

20(100.0）

1７（37.8）

28（62.2）

45(１００．０）

２月

４（30.8）

９（69.2）

13(100.0）

12（60.0）

８（40.0）

20(100.0）

分析Ｉ交渉するためのスキル

対象児の要求表明から共有成功あるいは共有不成功に

至る一連の過程を，対象児が相手の幼児との相互交渉で

使用するスキルという視点から分析する。対象児の要求

(提案）に対する相手の行動，さらに相手の行動に対する

対象児の行動を次のように分類した。連続的な相互交渉

については，対象児の行動が途中から変化すれば，分類

は②に従った。また同一の行動の繰り返しは，１回分と

してカウントした。

①相手の行動

く無抵抗〉否定や拒否をせず，対象児の要求するままに

追従する。〈拒否（否定)〉「いや」「だめ」と対象児の要

求を拒絶する。〈条件つき〉全面的に要求したり対象児に

追従したりせず，「少しだけ」「１回だけね」と時間的量

的条件を提示する。〈暖昧〉ストレートな諾否を表明せず，

ぼやかす。〈要求（提案)〉自分のプランを対象児に提案

したり要求したりする。

②相手の行動に対する対象児の行動

く説明・理由〉自分の要求の正当性や根拠をより詳細に

述べる。〈保育者〉保育者に関与を要請したり，保育者が

自発的に関与する。〈表出形式変更〉「やれ」という命令

口調から，「お願いやって」と椀曲化した表現に変更する。
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<譲歩〉自分の要求の本質部分は残し，他は部分的に譲り

ながら相手の要求をある程度聞き入れる（例えばその場

面に必要な役割を相手に要求するが，自分でやるように

切り返される。その役割を確保するために，自分を含め

た誰かが確実に役割を引き受けることになるじゃんけん

を提案する)。〈方略変更〉ある方略が有効でない時，別

の方略に切り換える（例えばカルタ遊びへ仲間入りしよ

うと紙袋を被って接近するが，排除される。今度は「入

れて」というが，相手が祷曙したので，じやんけんをし

かける)。

分析Ｉの結果をFigurelとFigure2に示した。９月は

共有の成否に至る過程が単純だが，１１月になると複雑に

なる。つまり幼児がさまざまなスキルを用いて，状態の

改善を図るようになる。２月は再度単純になり，２通り

の共有不成功が出現する。ひとつは否定的な結果に至る

不成功であり，もうひとつは遊びの進行が可能な不成功

である。

９月の相手の行動は，拒否（否定）が中心であり，そ

の結果は大部分が不成功に直結する。Ｍ江だけに出現し

た共有成功は，相手が条件つきで受け入れたものと，保

育者の関与によるものであった。相手の拒否に対する対

処方略としては説明・理由を用いるが，有効ではない。

Ｍ江は保育者に要請するが，これもあまり有効とはいえ

ない。

１１月にはゴールへの道筋が，２通りに分岐する。相手

から，拒否に加えて要求が引き出されることが原因であ

る。相手の拒否に対する対象児の行動が９月とは異なり，

拒否から不成功へと直結しない。拒否に対して，説明・

理由あるいは表出形式変更を用いる。これは相手を説得

しようとする試みを示すものであろう。その結果数は少

ないが，Ｆ也で３，Ｍ江で２が共有された。一方相手が

要求を持ち出して要求と要求とが対立した場合，事態を

収拾するには，双方の調整と相応のスキルが必要になる。

この過程において譲歩が引き出され，譲歩はすべて共有

に至った。またＭ江の場合，保育者の関与によって引き

出された譲歩は，３つとも共有された。また相手がＦ也

の要求をのめない時，「おまえこそやれ！」と切り返した。

相手に向けた要求の強さがＦ也自身にフィードバックさ

れ，Ｆ也は困惑した。このエピソードでは，Ｆ也から譲

歩が引き出された。桔抗状態では保育者も利用されるが，

必ずしも共有には至らない。

２月には要求と要求との対立になり，調整し合う様子

が認められる。ある方略が効果を持たない時，対象児は

即座に他の方略に切り換えるようになった。対象児のレ

パートリーが増え，方略的になったことを示すものであ

ろう。一方，要求と要求との対立状態で終始し，共有不

成功のまま遊びが進行した場面がある。双方譲らずに要

求を応酬し合い，連鎖的な相互交渉が展開された。共有

対象児の行動（１）輯手のf頑ｂ対象児の同助（２）結果

く９月＞

&…'＜駕亙匡二蓋

対象児の行動（１）相手の行動対象児の行動（２）結果

く９月＞

９ ４８９
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Ｚ
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２
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３

共有

３

不成功

３
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Figure2M江の交渉するためのスキルFigurelF他の交渉するためのスキル
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には至らなかったが，当事者双方は何事もなかったよう

に再び自分の遊びに専念した。

分析Ｉから，対象児と相手の幼児双方のスキルの変化

が明らかにされた。９月と11月とでは，プラン共有不成

功後の状態改善行動に相違が見られた。状態改善数の増

加は，スキルの熟達と関連することが推測される。しか

し改善行動が増加した原因については，この分析からは

判然としない。

分析Ⅱ問題と問題の《構造》および《内容》

１１月になって状態改善行動が増すのは，交渉の内容の

変化と関連することが予測される。そこで，幼児が何を

問題にしているのかを検討する。

先行研究から，ものをめぐるいざこざの発生頻度が高

いこと，ものの所有および仲間入りをめぐる問題が社会

認知的に重要なことが指摘される（例えばShantz,1987)。

つまりものと人とに関わる問題ということになろう。ま

たごっこ遊びは，役割・プラン・もの・状況設定から構

成される（Garvey,1977)。本研究の観察場面には，ごっ

こ遊び以外の遊びも含まれるためものと人およびGarvey

の指摘する要素を組み合わせてカテゴリを作成する。そ

して幼児の関心が何に焦点化されているか，何を問題と

して交渉が行われるかという視点から分類した。〈人・役

割〉誰がどんな役を引き受けるか；誰と遊ぶか；仲間入

りの諾否に関することなど。〈もの．見立て〉遊びに何を

使用するか；ものの貸借に関すること；何を何に見立て

るかなど。〈場面・状況〉どこで遊びを始めるか；昨日の

遊びの続きをどうするか；何を構築しようとするか；ど

のような場面や状況を作り出すか（例えば買物に行く，

夜になったことを表すために灯を消す）など。

相互交渉過程とそのゴールによって，問題をさらに構

造面と内容面とに分類した。《構造面》問題の骨組みで，

解決されない場合は成立・進行しないもの。例えば対象

児がある役割を引き受け，他児には譲れない場合；現在

進行中の場面には必ず巧技台が必要で，他のものでは代

替できない場合；買物に行くという状況設定そのものが

不可欠な場合。《内容面》骨組みから派生し，遊びのディ

テールを豊かにするもの。例えば留守番役はその場面に

不可欠だが，誰が引き受けても良い場合；食卓は必要だ

が，テーブル以外の物でも代替可能な場合；買物に行く

状況設定が盛り込まれれば，行先はヨーカドーでもダイ

エーでも構わない場合。

分析Ⅱの結果をTable3に示した。９月の問題は，人・

役割ともの．見立てとである。１１月になると，人・役割，

もの。見立て，場面・状況のすべてが問題になる。しか

も３つの問題は，ある程度改善されるようになる。２月

は他の問題も出現するが，主な関心は場面・状況にある。

２月には，人・役割ともの．見立てに関する問題がある

程度片づいたのではないか。その結果関心の焦点が，場

Table３交渉の行われる問題と問題の《構造》)および

《内容》

く人・役割

Ｆ也

Ｍ江

くもの．見立て〉

Ｆ也

Ｍ江

く場面･状況〉

Ｆ也

Ｍ江

ＮＦ也

Ｍ江

ノ

l(0）ｌ(0）３（１）ｌ(1)３(2)０(0）

6(0）２（１）５（１）１(1)０(0）２(0）

3(0）０(0）４(3)ｌ(1)１(1)０(0）

2（１）０(0）７(1)３(0）０(0）ｌ(0）

l(0）

0(0）

5(0）

8(１）

0(0）

0(0）

1(0）

2(1)

２(1)

７(3)

９(5)

19(5)

2（１）

5(0）

4(3)

9(1)

1(0）

0(0）

5(3)

0(0）

4(0）

5(1)

4(0）

8(1)

注．（）は改善された数を示す。

面・状況に移行したと考えられる。また２月の場面・状

況に関する問題には，他とは異なった特徴が認められた。

共有不成功13のうち９例が場面・状況の問題であり，７

例（Ｆ也３，Ｍ江４）でそのまま遊びが進行した。対照

的に９月と11月の共有不成功場面では，状態が改善され

なければ遊びの進行は困難であった。

２月の状況を明らかにするために，問題をさらに構造

面と内容面とに分類した。９月の問題はほとんど構造面

に関わるが，１１月になると問題は構造面から内容面へと

分化する。この分化は３つの問題すべてにおよび，特に

場面・状況で顕著である。２月になると，問題の約70％

が内容面へと変化する。Ｍ江では全てが内容面に関わる

問題であり，これが状態改善行動の個人差に反映されて

いると思われる。共有不成功でも遊びが進行可能なこと

と，場面・状況に関する問題の内容面への変化とは，表

裏をなしていることが示唆される。

分析Ⅱから，交渉する問題の変化が明らかにされた。

遊びの成立・維持に関する問題から，遊びの進行に関わ

る問題への変化である。状態改善行動の増加は，この変

化に関係すると思われる。しかし２月には，なぜ共有不

成功でも遊びが進行するのだろうか。重要な問題であれ

ば，共有は不可欠のはずだ。共有不成功でも遊びが進行

するのは，プランの多様さあるいは重要度の違いを反映

するのではないか。とすれば，交渉相手に何らかの変化

が起きている可能性がある。そこで次に，交渉相手が同

じ遊びグループにいるか，外部のグループにいるかを検

討する。

分析Ⅲ状態改善行動の発生するグループ

どのようなグループの仲間との間で，状態改善行動が

発生するかを検討する。〈1Ｎ〉とくＯＵＴ〉の分類は，対

象児が登園後に所持品の始末を終えて遊び始めた時を基



也
江
一
也
江
一
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Table４状態改善行動の発生するグループ の拒否をする。Ｍ江は「だって－」と口ごもるが，再度

要求を繰り返した。

９月の問題は，遊びの成立や維持を直接左右する。問

題解決を図ろうにも，問題自体が幼児の手に余るのでは

ないか。したがって改善行動を起こせないのであろう。

状態が改善されないのは，このように問題の内容とスキ

ルの未熟さ両方に起因する。対象児の主張の強さも関係

すると思われる。対象児はプランを一方的に要求し，相

手も拒否的に反応するため，双方が否定的な感情を抱き

やすい。そして十分な説明もないまま決裂する。その結

果ネガティブな感情を払拭し切れず，ぐずぐずしたりそ

の後も引きずる場面が多いのだろう。対象児は衝突して

初めて，相手の意向が自分とは異なることに気づく。

１１月になると，幼児の関心が３つの問題すべてにおよ

ぶ。遊びの成立を左右する２つの問題が解決可能になり，

幼児の関心が遊びの進行に関わる場面・状況の問題へと

拡大したことを意味するのではないか。状態改善行動の

増加は，遊びに対する動機づけの高まりを示唆するもの

と思われる。幼児双方のスキルの熟達によって，状態も

改善される。つまり遊びが成立し，ある程度進行するよ

うになったのである。また衝突した時あるいは交渉の過

程で，対象児が相手の意向に敏感になり，「どうしたいの？」

｢どう思うの？」と聞き出す。相手の要求をのめるか否か

は別として，相手の意向に耳を傾けるようになったので

ある。

相手が拒否した場合，対象児は正当性の主張や詳細な

説明によって，相手を説得する必要に迫られる。例えば

Ｍ江は，花屋さんごっこにＡ美を誘った。前日遊びの約

束をしたとはいえ，その日のＡ美はレストランごっこの

方に関心があった。Ｍ江に押し切られた形で花屋さんを

始めたが，途中でＡ美は「レストランしたい」と表明す

る。Ｍ江は「え？」と困惑するが，「Ａちやんもいれば金

持ちになる。金もうけったら金もうけ」とＡ美の説得を

試みた。また表出形式が椀曲化され，例えば「やれ」か

ら「お願い，やって」と変化する。

加えて交渉するためのスキルは，相手が要求を表明す

ることによって変化する。対象児の要求と相対立する相

手の要求が突きつけられた場合，対象児自身も修正を迫

られる。双方が調整しながら接点を見出さなければなら

ない。例えばＦ也が「誰か留守番してて」と基地にいる

仲間に要求した。するとＫ夫が「おまえ，やれ」と切り

返した。Ｆ也は「じや，いく意味がない」と一瞬薦曙す

るが，「じやんけんで決めよう」と提案した。これには他

の２人も同意した。Ｆ也は負ければ自分が引き受けなけ

ればならないことを承知で，遊びに必要な留守番役を導

入したのである。対象児からこのような譲歩が引き出さ

れ，譲歩はすべて共有に至った。保育者の関与によって

引き出された譲歩もあるが，保育者の関与がすべて譲歩

10（６）

25（６）

グル ープ、月９月 11月 ２月

０（０）

４（１）

16（２）

発達心理学研 究第６巻第２号

6（０）

6（１）

4（１）

3（０）

注．１Ｎは対象児と同じ遊びグループ,ＯＵＴは対象児以外の遊びグループ。

（）は改善された数を示す。

３（２）

３（０）

41(14）

５（２）

５（１）

17（４）

点とした。対象児が仲間を誘ったり，対象児に他児が合

流して遊びが開始された場合はく1Ｎ>，対象児が他児や他

の遊びグループに仲間入りした場合をくＯＵＴ〉とした。

それ以降は，遊びグループからの対象児の出入りによっ

て，〈1Ｎ〉とくＯＵＴ〉を判断した。また対象児を含む遊

びグループへ他児が関与すれば，〈ＯＵＴ〉と分類した。

分析Ⅲの結果をTable4に示した。２名ともに，９月と

１１月の状態改善行動は，主に同じ遊びグループ内（1Ｎ）

で発生する。外部のグループ間（ＯＵＴ）でも発生するが，

全体の約70～80％は1Ｎで発生する。９月は改善行動自体

少なく，状態もほとんど改善されない。１１月になると改

善行動が増すと同時に，状態も改善されるようになる。

２月になると1ＮとＯＵＴ両方のグループで発生し，むし

ろＯＵＴでの発生が1Ｎを凌ぐ。

２月は改善行動が少なく，あまり状態が改善されない。

しかし９月の状態とは異なり，ＯＵＴで発生する状態改善

行動が約60％を占める。つまりＯＵＴでの共有不成功の改

善に，より強く動機づけられていることが分かる。ＯＵＴ

での発生が多いことは，ＯＵＴからの関わりにしる対象児

からＯＵＴへ関わるにしろ，幼児相互の接触の機会が増え

たことを示すのではないか。１ＮからＯＵＴへの移行は，

活動領域の拡大あるいは遊びの広がりを示唆するもので

あろう。またＯＵＴでの共有不成功７のうち５（Ｆ也２，

Ｍ江３）は，進行可能な不成功であった。

遊びの構造とスキル・問題・グループの変化

分析Ｉ，Ⅱ，Ⅲから得られた結果を統合して考察する。

９月の問題は主に1Ｎで発生する。幼児の関心は人・役割

ともの．見立てに焦点化されている。すなわち誰と遊ぶ

か，役割をどう取得するか，遊びに何を使用するかとい

うことである。遊びの開始時から交渉が行われ，容易に

遊びが成立しない。交渉するためのスキルのレパートリー

も少なく，対象児の要求は相手の拒否を引き出す。例え

ばＭ江はジュース屋さんを始めるやいなや，「葉っぱ取っ

てきて」と要求した。一緒に遊んでいたＳ恵とＡ美はそ

れを無視する。さらにＭ江が声を張り上げて要求を繰り

返すと，Ｓ恵は「ちゃんといえばいいでしよ」と精一杯
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や共有に結びつくわけではない。特にＭ江の場合，保育

者は幼児が互いのプランや要求を了解するまで，双方の

意図や考えを聞き出すことに専念した。そして事態の収

拾を図るような関与は，意識的に控えていた。このよう

な保育者の方略は，対象児が自己主張タイプであること

に関係していた。

対象児は自分のプランへのこだわりが減り，別な方法

を模索するようになる。つまり自分にとって重要な問題

の，共有可能な部分を見出せるようになる。すると共有

部分が遊びの核になるのではないか。したがってそれ以

外の周辺部分は，許容の範囲になると思われる。問題の

構造面から内容面への分化は，このことを示すと考えら

れる。ここでは，遊びを進行させることが関心事になる

のである。

２月になると状態改善行動はＯＵＴでの発生が多くなり，

一方問題は場面・状況における内容面に焦点化される。

Ｆ也よりもＭ江で，この傾向が著しい。そして共有不成

功でも，遊びが進行するようになる。例えば，おひなさ

まを作っているＭ江のそばを，Ｓ子が「フランクフルト！

フランクフルト！」と売り声を上げながら通りかかった。

Ｓ子の腕を引き寄せたＭ江は，「チョコレートフランクに

して」と要求するが，Ｓ子は「いやだ－，これはフラン

クフルト」と拒否した。Ｍ江が再度「チョコレートフラ

ンク持ってきて！」というと，Ｓ子は「やだ－」といっ

てその場から去り，Ｍ江は，何事もなかったように自分

の活動に専念した。

１Ｎでの進行可能な不成功３（Ｆ也１，Ｍ江２）のうち

２は，保育者が仲介して進行を支えた。したがってＯＵＴ

での５とは，質的に異なる。ＯＵＴでは，取りあえず問題

があっても遊びを進行させていくように思える。交渉を

経て双方のプランが明確化するため，互いのずれも鮮明

になる。しかし完全な一致を目指すわけではない。互い

の相違を認めたり，相違がもたらす遊びの変化を取り込

みながら，遊びを進行させるのではないだろうか。場面・

状況の内容面の問題では，イメージの調整に焦点が当て

られる。これは，遊びのストーリーの拡大にともなって

生ずるものであろう。状況や場面設定の広がり，ストー

リーの展開にともなう遊び場からの出入りなどが直接的

要因と思われる。自分のプランを強要したり相手に変更

を要求するが，必ずしも一本化するつもりはないようだ。

したがって状態の改善は，選択的に図られていると考え

られる。

全体的考察

本研究は自己主張タイプ児の交渉の発達を，プラン共

有不成功後の状態改善行動を通して検討した。３つの視

点を統合することにより，交渉の過程や遊びの構造の変

化を有機的にとらえることができたのである。

９月と１１月の共有不成功は，もっぱら1Ｎで発生する。

９月は状態改善を図る行動を起こさず，問題解決を試み

ない。これは問題が遊びの成立・維持を直接左右するた

め，一旦決裂すると解決が困難なことに依存する。また，

対象児と相手の幼児双方のスキルの未熟さにも起因する。

11月になると，幼児は状態改善を図るようになる。状

態改善に有効な行動を，試行錯誤するようだ。問題が遊

びの成立・維持から，遊びの進行に関わるものへと拡大

し，幼児がスキルフルになることが要因だろう。スキル

の変化は，対象児の要求に対する相手の反応が，拒否か

ら要求へと変化することに起因した。これらの方略は相

互作用的であり，相手が使用する方略と関連する（Garvey，

1984；Shantz,＆Hobart,1988)。改善を図る行動が有効

になり，状態も改善される。１１月には1Ｎの問題が相当程

度解決され，遊びの進行は容易になったと考えられる。

２月は1ＮとＯＵＴの共有不成功の発生率が逆転し，む

しろＯＵＴで高くなる。つまり，問題の焦点がＯＵＴへと

移行するのである。しかし状態はあまり改善されない。

これは，次のように推論できよう。遊びが成立・維持さ

れ，進行するようになると，幼児はさまざまなプランを

持ち込む。遊びのテーマを共有していれば，個々の幼児

が独自のプランに基づいて遊びを進行させることも可能

である（藤崎・無藤，1985)。幼児の関心事はそれぞれ異

なり，個々のプランすべてが共有される必要はない。あ

る幼児にとって重大な問題がメンバーに提示されれば，

交渉を経て共有される。特定の幼児に重要な問題でも，

他のメンバーにとって重要度が低ければ，簡単に受容さ

れる。問題の構造面から内容面への分化は，これを裏づ

けてもいる。例えば買物に行くという状況設定が盛り込

まれれば，行き先は相手に任せるという許容の仕方になっ

た。１１月の1Ｎでは，このような状況が進行していた。

自分のプランに基づいて遊びを展開し，必要に応じて

他児との交流も楽しむ。これは幼児同士の関係が，自律

的になったことを示唆するものであろう。このような関

係が，１ＮからＯＵＴへと移行するのではないか。つまり

遊びの進行に欠かせないプラン，あるいは遊びのディテー

ルを豊かにするプランを，ＯＵＴとの相互交渉から必要に

応じて共有するのではないか。相手との相互交渉から自

分の遊びに必要と判断すれば取り込み，面白そうだと思

えば取り入れるのであろう。プランの意味合いが相互調

整の過程で鮮明になり，共有の成否が決定されると思わ

れる。したがってＯＵＴの状態改善は，オプションだと考

えられる。

本研究の９月と11月の結果は，仲間関係の相違がいざ

こざ処理の方略に相違を生み出す（Hartupeta1.,1988；

倉持，1992）という指摘を裏づける。しかし'１月と２月

の結果の相違は，新たな示唆を与える。すなわち幼児は

1Ｎで洗練されたさまざまな技能を，ＯＵＴとの相互交渉
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に般化するのではないだろうか。それまでの状態改善を

通して得たレパートリーの洗練と蓄積とが２月のＯＵＴに

影響を与えているとすれば，遊びの構造の変化と仲間関

係の変化とは表裏をなすものだと思われる。

複数の幼児がテーマを共有することによって，ひとり

ひとりは個々のプランに基づいて遊びを展開することが

できる。進行途中不可欠なプランは，当事者によって相

互調整される。この過程は自己主張タイプの幼児から，

譲歩さえ引き出す。一方で調整を必要としないプランも

あるだろう。それは，個々の幼児の興味や関心と関わっ

ている。プランが多様になり，遊びのストーリーやイメー

ジが拡大し，遊びが複雑になったのである。11月の1Ｎと

２月のＯＵＴは，この状況を反映していると考えられる。

そうだとすれば倉持らの結果は，仲間関係の相違と遊び

の構造との関係は示したが，仲間関係の変化と遊びの構

造の変化についての視点が抜け落ちている。すなわち1Ｎ

での経験がＯＵＴへと持ち込まれ，１Ｎの経験とＯＵＴの

経験とが結びつく。この関係から推論すれば，おそらく

次にはＯＵＴの経験が1Ｎに持ち込まれるのではないか。

そして1ＮとＯＵＴの経験が行き来しながら幼児のレパー

トリーを拡大させ，飛躍させることが予測される。本研

究は，１Ｎの発達的変化，１ＮとＯＵＴとの相違，１ＮとＯＵＴ

との関係'性を明らかにした。しかし1ＮとＯＵＴの行き来

については，今後さらに検討しなければならない。

本研究の対象児は，自己主張タイプである。２名の自

己主張は，幼稚園修了時においても強かった。しかし個

人内では，他者の感情や意図を理解する方向に変化した。

この変化は，仲間との交渉経験によって促進される（Corsaro，

1985；斉藤・木下・朝生，1986)。一方母親や他の社会化

の担い手によって，子どもの自己制御機能の発達が促進

される（Kopp,1982）ことや，礼儀，情緒，従順を重視

し，同輩集団での社会的スキルや自己主張を後回しにす

る日本の母親に特徴的な発達期待（柏木，1988）が知ら

れている。この傾向は保育者にも共通し，対象児の担任

は「自己主張を抑えたりつぶさずに，伸ばしていくのが

難しい」と語る。幼児の自己主張が強ければ「他者と折

り合えるように」と願い，ともすると自己主張を抑える

関与になりがちだという。このような保育者の関わりが

幼児に影響を与え，状態改善の行動に影響を与えること

も予測される。保育者の方略と自己主張や自己抑制との

関係を，さらに検討したい。
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今回の企画について

今回の意見欄は，編集委員会の企画のもとに，内容的に関係の深い先生方に論文執筆をお願いしたもので

す。

執筆された各先生方も，被災した方々への配慮，また自分の力量，社会状況などを，執筆の引き受けに際

して，いろいろ考慮され，祷曙された点もありました。そこをあえてお願いをいたしました。

と申しますのは，今後このような災害時に，発達心理学に携わる者として，どのように関わり，貢献でき

るのかを，ぜひこの時期に検討しておきたいとの強い願いを，企画者として持ったからです。企画上配慮の

及ばなかった点も多々あろうかと存じますが，この企画意図をご理解いただき，各論文をお読みいただけま

すと有難いと存じます。

なお，今回掲載いたしました論文や企画にご意見がありましたら，通常の意見欄への投稿論文の掲載手続

きにより，意見論文として掲載して参りますのでご投稿下さい。

最後になりましたが，執筆いただいた先生方に心よりお礼を申し上げます。

震災と発達心理学者の役割

荻野美佐子
(上智大学）

阪神・淡路大震災という未曾有の災害，および災害後

という常に現在進行形であり続ける問題について，多く

の人がさまざまな状況の中で考えていることと思う。終

わりのないこの問題について，少し過去を振り返る中で

考えてみたい。

何人かの仲間達と共に「大震災を体験した子どもたち

と先生方のための資料集」という小冊子を作成し，４月

初旬に被災地の学校約230校に送付した。Ｂ５判40ページ

程の冊子であり，手紙や電話を下さった先生もあったが，

多くの被災校の先生方に実際にどのように受けとめても

らえたのかはわからない。これは今後の課題とし，ここ

に至る経緯とそこからの示唆について述べたい。

なぜ小冊子を作ったか

冊子を作った契機は，次の３つに集約できるだろう。

一つはパソコン通信からの諸情報，二つ目は他の学会等

の動き，三つ目は偶然の人的ネットワーク，である。

①パソコン通信を通した諸情報

震災直後のパソコン通信での情報の流れはかなり早く，

１７日午後８時には現地の諸情報が通信ネットワークを通

じて流されており，２４日までにはかなりの'情報量になっ

ていた。これらの多くは，被災地で必要としている物や

ボランティアなどのニーズとその提供についてであった。

そして１週間頃からネットワーク上や新聞でもＰＴＳＤ(Post-

TraumaticStressDisorder心的外傷後ストレス障害）の

(発達心理学研究編集委員長落合良行）

ことが話題になり始めた。同じ頃，インターネットでの

PTSDの問い合わせに対してのアドバイス，資料提供の

申し出がみられ，さらに直接資料が送られてきた。これ

らの膨大な資料の多くは，ＦＥＭＡ（FederalEmergency

ManagementAgency,1991）など，アメリカ心理学会の

DisasterResponseNetwork，といった組織を通してのも

のであり，また，ちょうど１年前に大震災を体験した

NorthridgeのCalifomiaStateUniversityが提供してくれ

たものであった。こうした素早い対応が個人的な厚意も

さることながら，組織的なシステムと連動するように仕

組まれている状況は驚くべきものであった。

②国内組織，研究者等の動きと対応

もちろん，国内でも震災後１週間くらいのうちに，心

のケアの必要性を認識した諸機関が動き始めていた。知っ

ている範囲では大阪ＹＭＣＡ，臨床心理士会，小児精神

医学研究会などであり，北海道南西沖地震の被災におい

ても積極的にＰＴＳＤにかかわってきていた藤森・藤森（1995）

は危機介入ハンドブックなどの有用な資料を直後に現地

に送付するなど，きわめて重要な役割を果たしていたと

思う。

③人的ネットワーク

これらのことを通して震災後の心のケアの重要性を痛

感し始めていた頃，臨床の立場から神戸に行って実際に

かかわってきた人たちの話を聞く機会があり，軽視でき
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ない問題と思われた。そして，神戸での臨床体験を整理

したいという人，もともとＰＴＳＤをテーマとして研究を

してきた人，子どもの問題にかかわってきた人，発達研

究をしているが何か手伝えないかと思っている人，など

が集まって来た。

当初より子どものための対処マニュアルの作成を考え

ていた。理由は，臨床家でない者が直接かかわることの

限界と継続性の困難（現地にいない人間が直接内的問題

にかかわることへの危'倶）から，子どもの心理的な問題

について間接的に対応するとしたら対処マニュアルとい

う形が考えられると思ったためである。そして，被災直

後に配布されていた短いリーフレットではなく，もう少

し丁寧に情報を伝えるようなもの，気持ちの持ち方や考

え方を中心に伝えられるものを考え，「……のための資料

集」という名称とし，小冊子とした。そして，身近なと

ころで子どもにかかわる人たちをまず支えること，特に

園や学校の先生に安心してもらえるような情報やメッセー

ジを伝えることとした。サポートシステムは，多重構造

で考えるべきである。園や学校の先生方を支えることは

親を支えることとなり，さらには子どもを支えることに

なる。ＦＥＭＡからの資料においても，被災者を援助する

ボランティアのメンタルヘルスや災害救助の専門家の心

理面へのケアの問題が指摘されている。

なにができるか

上記のことはさほど特殊なことでも目新しいことでも

なく，多くの人が既に認識している当り前のことかもし

れない。実際には心のケアに関する多くのマニュアルが

現地に送付され，どれを読むべきか迷うような状態であっ

たようである。

こうした問題も含めて次の３つの観点から考えるべき

と思われた。大きな災害を体験した場合に私たちがすべ

きことは，災害後の時間経過に伴って変わって来るだろ

う。

①直後の対応：一人一人がさまざまな意味で強い市民

であること。その場で応急的に対応できるような知識を

もっていること。そして，この状態は災害以前に作られ

るべきものである。

②援助体勢のネットワーキング：それぞれの能力，条

件等の中で援助を組織化すること。精神的ケアをする専

門家の派遣およびそれを支える体制づくり，災害後の心

理に関する情報の提供。

③継続的なケアと今後の対処に向けて：恒常的にかか

わる相談機関が確保されていること。さらに，今後に向

けてのできるだけきちんとした情報の集積とそのまとめ

をしていくこと。そして，それらを広い範囲での共通知

識としていくこと。これは結果として①につながってい

くものである。

震災の危険は常に私たちの周囲にあり，これまでもあっ

たものである。さらに広く心理的な問題にかかわるよう

な被害は，残念なことに決して稀ではない。それにもか

かわらず，私たちのこの問題に対する関心が必ずしも十

分ではなかったように思われる。冊子を作成するに当り，

できるだけデータを確認した上でまとめたいと考えたが

困難であった。ＰＴＳＤの中長期の影響について日本での

適切なデータを確認することができなかった。また，直

後のストレス反応は誰もが体験するものと思われるが，

反応の個人差をどのようなものとして捉えたらよいのか，

アメリカでのハンドブックにおいて紹介されていたが（Ｌａ

Ｇｒｅｃａｅｔａ1.,1992)，これが日本で当てはまるかどうか不

明であった。こうした意味で上記③は重要な課題であろ

う。また，ＰＴＳＤの現れは発達によっても異なり，発達

時期によって他の発達的問題と結びついたり，表現の仕

方が異なってくると考えられた（Pynoos,＆Nader,1993）

が，これについても十分なデータを確認することができ

なかった。

現状で得られる研究等に基づいて，資料集は次の内容

をもつものとした。これは，私たちが情報として提供す

べき項目の一例と考えられるだろう。

１.心の理解と癒し（自分自身の心や相手の心と向き合

うことについて）２.災害後のストレスについて３.年

齢別ストレス症状とその対応のポイント４.専門家への

相談について５.学校という場での問題一Ｑ＆Ａ－，さ

らに資料として６.児童・青少年のストレス反応（特に

中期の反応について）７.おとなのストレス反応８.絵

を描く活動（描画がマスコミでも取り上げられていたの

で，それを実施する際の注意や表現の理解について）９．

教室でできる活動（感′情理解や表出について，また再度

の災害への心の準備について可能な活動例を挙げた)。

これらは発達研究者がかかわっている問題とつながり

をもつものであろう。しかし，発達研究それ自体は具体

的な問題解決や情報提供と直結するものではない。こう

した意味での無力さを感じるが，個々の研究を総括し，

社会の諸問題と結び付け，質のよい情報の発信をするよ

うな役割を，学会という組織が中心になって果たせない

だろうか。また，援助を必要とする場に対するサポート

を構造化し，発達心理学，臨床心理学，精神医学などの

領域間の連絡を密にすることで，援助を受ける側での無

用な混乱を避けることができるように思われる。ＰＴＳＤ

の問題に限らず，発達的な諸問題の外に向けての情報発

信の役割および他との連携をどう果たせるのかは，今後

の課題であろう。
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阪神大震災に対する電話相談活動に関わる中で

伊藤美奈子
(南山大学文学部）

阪神大震災から９ヶ月が過ぎようとしている。朝まだ

き，街が活動を始めようとしていた瞬間を襲った大地震

は想像を絶する被害をもたらした。加速度的に累加され

ていく死者の数，テレビの画面に映し出される無惨な映

像。さめやらぬ恐'怖と不安の中，緊張した時間を過ごし

た。麻庫していた被災地周辺の交通機関が回復した地震

５日後，京都・大阪・奈良の臨床心理士会で「今とりあ

えずできること」として，電話での心理的援助を始める

ことが決定された。京都大学での緊急会議を経て，事務

局となった悌教大学心理クリニックセンターを中心に，

１月24日の開設に向けて場所と人員の確保が急ピッチで

進められた。直接相談業務に当たられた臨床心理士60名

余りとともに，筆者も（心理臨床系）大学院生としてこ

の活動に関わることができたのであるが，その支援活動

の中から何か“発達的”な意見があればと，今回の原稿

依頼をいただいた。

まずは，ホットライン活動そのものの実施状況につい

て簡単に報告したい。１月24日から２月６日までは24時

間対応，その後２月28日までは午前10時から午後６時と

いう体制に切り替え，計30日間の実施となった（筆者が

関わったのは前者のみ)。電話相談の件数は総計306件（内

被災者からは61件)。相談の内容として，被災者からは体

感異常や不眠などの身体症状，諺症状や近親者を失った

喪失感などの深刻な精神的症状，また余震に対する底知

れない恐怖や不安が聴かれた。

一方，非被災者からは，「'怖くて一人ではいられない」

｢いつまた地震が起こるか」などの恐怖や予期不安，さら

には被災者を受け入れたことから生じる人間関係のトラ

ブルや気疲れ等の悩みが相談の多くを占めた。これ以外

にも，「次は○○に大地震が起こる」「△△は活断層の真

上にあたる」などマスコミが流す不確定な情報に，過敏

になった神経を逆なでされるような恐怖感を訴えての相

談も多く，やりきれない思いを共有しながら耳を傾けた。

そういう，デマ情報が氾濫する一方で，ライフラインや

さまざまな社会資源など，“目の前の生活”に必要な情報

を求める問い合わせも多かった。このように，地震直後

の電話相談に寄せられた訴えは，個々様々な“現実問題”

であり，今回の地震が老若男女に与えた影響は“発達的

傾向，，として一括りにするにはあまりに大きい。

そこで本論では，自らの心の動きをも見つめながら，

この大地震が人々の心に与えた波紋について考えてみた

い。

まず地震直後，多数の犠牲者を出した現場の映像を目

にし“生き残った者',として，何かしなければ，何かで

きることはないかと，居ても立ってもいられない思いで

あった。とくに臨床に携わっていながら，供手傍観する

しかない自分に，何か罪悪感にも似た焦燥と腹立ちに苦

しめられた。この思いが筆者だけのものではないことは，

異様な興奮の中で続けられた支援活動や，被災地内外で

活動に関わったボランティアの多さとその熱心さからも

うかがえよう。そんな中でのホットラインの開設であっ

た。相談を受ける我々が“無傷”であることを知り「そ

れじゃあ，こんな気持ちわからないですよね」とささや

かれた受話器の向こうの一言に，自らの非力さと“共感'，

の難しさを痛感した。「非常時に誰が電話なんかできるも

のか」「直接惨状に触れることなく，待っているだけで何

になる」等，批判もあった。確かに，細い電話線一本で

の支援は靴下掻捧の感を免れまい。しかし，客観的で的

確な情報を提供し，被災地周辺の人々の予期不安や，被

災者の受け入れ先となった非被災者側の悩みなど，軽視
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され後回しにされやすい人々の心のケアに，わずかでも

貢献できたことは，せめてもの幸いであった。

ところで，震災直後，被災地内外を巻き込んだこの異

様な高ぶりと，人を突き動かすような得体の知れない力

は，一体何だったのであろうか。動くはずがないと信じ

ていた大地が（関西では地震にはあまりに無防備であっ

た）地鳴りとともに激震し，人も建物も，すべてを放り

出した。長年の努力の末やっと手に入れた私財が，一瞬

にして無に帰す状況を目の当たりにし，モノ（ｔｏhave）

の空しさを思い知らされた人も数多い。自分が拠って立っ

ていた基盤に対する信頼感が崩壊し，それが人々の人生

観をも染め替えた。今回は何とか生き残ったけれども，

その惨禍がいつ我が身に降りかかってくるかわからない

"今ここ”に安住できないという不安。そういう基底欠損

にも似た状況で生じてくるのは“人間は所詮，何ものか

に生かされているのだ,，という諦観と悟り。そういう中，

自己の存在を確認するために必要となるのが，与えるこ

と（togive）から得られる喜び（落合，1993)，つまり他

者との分かち合いを通してはじめて得られる生の充実な

のであろう。自分自身の家が全壊の被害を受けているに

もかかわらず，隣人の救出や避難所の世話に奔走する被

災者や，全国各地から駆けつけて支援活動に粉骨砕身す

るボランテイアの姿に，人間愛に支えられた，この自己

回帰的な－自らの心の空洞を埋めるためともいえる一心

の作業が読みとれるのではないだろうか。

ところが，時の流れとともに一過性の異様な興奮状態

が冷め，地震報道も下火になった。地震直後の恐怖や絶

望を遅延させる効果を持っていた，どこか燥的ともいえ

る異常な空気が沈静化する中で，被災地の状況も日々刻々

と変わっていく。地震当初，直接的被害は神戸淡路を中

心とする一部の地域に集中し，川一つが運命を分けたと

いう。その“地域による被害の不平等”が，やり場のな

い怒りを醸成する。「どうして我々だけが……」「被害を

受けない者に何がわかる｣，そんな怒りを紳として過酷な

避難所生活に耐えた被災者たちの中にも，やがて不平等

が生じてくる。仮設住宅に当たった人，他地域に転出し

ていく家族……。残された人たちの焦燥と不安は増す一

方である。そのような中，やっと入れた個室の中で孤独

に死を迎える老人もいる。生活面では徐々に改善されつ

っも，被災者たちの心の傷は今なお癒えず，子どもたち

を中心に心的外傷後ストレス症候群（PTSD）が懸念され

ている。それに加えて見逃せないのは，援助活動を終え

て日常生活に戻ったボランティアの中に，震災ストレス

症候群ともいえる症状を訴えるものが多いとの報告であ

る（鵜養，1995)。無気力や抑診，震災直後の惨状が常時

フラッシュバックしてくるという訴え。被災地の惨状の

凄まじさとその波紋の大きさを物語る。

このように，時間の経過に従い少しずつ姿を変えなが

らも，人々の心を浸食し続ける大震災。未曾有の出来事

だけに，この地震による影響は計り知れない。これまで

も，第二次世界大戦やオイルショックなど，社会的な大

変動はその都度人々の意識を塗り替えた。今度の地震も，

１つのライフイベントとして個人の人生に大きな転換を

もたらすだけでなく，個人を越えた社会的・世代的な出

来事として，人々の意識に重大な転機を与えるものと予

想される。時間という縦軸と社会という横軸の中で，人

間の発達変化をとらえることの重要性を再確認した思い

である。

以上，電話相談の紹介という当初の目的を外れ，地震

直後に日本全土を跳梁した異様な空気とそこでの人々の

心の動きについて一考を加えさせていただいた。文明を

超える自然の脅威，形あるものが崩壊する空しさを実感

するとともに，それにも挫けず立ち上がっていく被災地

の今後ますますの復興を（関西出身者の一人として）心

より祈りたい。

謝辞電話相談の資料収集にあたっては，ホットライン

開設にご尽力くださいました悌教大学心理クリニックセ

ンター江口法子先生にご教示いただきました。ここに謹

んでお礼申し上げます。
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震災での障害児をもった家族への援助をめぐって：

重度の知的障害・運動障害を持つ子どもとその家族を中心に

井上雅彦・藤田継道
(兵庫教育大学）（兵庫教育大学）

1995年１月１７日，兵庫県，大阪府を中心に襲った大震

災は，多くの人命を奪い，人々に計り知れない悲しみや

苦しみを与えた。そして，それは震災後半年以上経過し

た現在においても，人々の暮らしに大きな影を落として

いる。震災について，あるいは被災した方々について語

るとき，筆者には今なお強い葛藤がある。筆者自身，被

災地域である神戸から六甲山を隔てた隣接地域におり，

普段の生活の中で感じる「たまたま被災しなかった」幸

運が，被災した方々について語るとき罪悪感に近いもの

に変化していくからである。ボランティア活動の帰り道

には，山一つ越えた先の自分の日常との落差を痛感させ

られ，そのことは筆者にとって苦痛ですらあった。

震災のため大学での教育相談・指導に通えなくなって

いた子どもらが，以前のように通ってこられるようにな

るには，震災後３ヶ月を要した。その間の家族の体験や

気持ちは，子どもの指導や母親との面接を続ける中で伝

わってきた。親たちが徐々に語れるようになっていく姿

に，逆に自分自身が解放される感じを得た。このような

いくつかの葛藤の中，筆者らが見聞きした障害児，障害

児を持つ家族のことについて報告することが，今後の障

害児やその家族の援助に少しでも役立つことを願う。

本報告では95年６月に行われた兵庫リハビリテーショ

ン心理研究会（会長：藤田継道）第１１回大会における親

と教師によるシンポジウム（企画者：冨永良喜）と，筆

者が行っている教育相談における親面接の中から，障害

児やその親の震災時の様子や必要とされるケアについて

取り上げ考察を加えるものとする。現在，養護学校に在

籍する児童・生徒の詳細な被災状況について，地元校長

会の手による詳細な調査が行われている。統計的データ

は校長会等の調査を待つものとして教育相談等の中であ

がってきた生の声は，また違った示唆を与えるものであ

ると考える。

震災後，視覚障害や聴覚障害を持つ人々の様子やニー

ズ，緊急時の援助のあり方については様々な報道機関で

取り上げられた。しかしながら，知的障害を持つ人々に

対する情報は，これらに比べて少ないものであった。知

的障害といっても，運動機能の障害を持っている場合，

こだわりやパニック等の行動障害を持っている場合，そ

れぞれに生じる問題は様々である。本報告ではその中で

も重度の知的障害・運動障害を持った障害児（以下重度

児とする）とその家族への影響を中心に取り上げる。

震災後の重度児の変化として，主な症状として報告さ

れたのは，引きつけや発作の再発や頻発，食欲不振，睡

眠リズムの乱れ，発声の減弱，笑顔など感情表現をしな

くなる，ずりぱい移動等の運動をしなくなる，便秘等で

あった。これらの行動の変化には，地震体験（余震も含

む）の揺れの直接体験のショックによるものと生活環境

やリズムの急激な変化によるものが複雑に絡み合ってい

ると考えられる。

生活場所については，筆者の知る限りでは避難所で長

期生活しているケースはなく，親戚や知人の家に避難し

たり，避難できず半壊の自宅にいたり，テント生活を余

儀なくされるケースもあった。震災直後の避難所の状況

は食料の配給も暖房も電気もなく，子どもを寝かせるス

ペースを確保するのがやっとであった。奇声をあげる子

どもの場合の周囲への気遣いや，移動が困難な子どもの

場合の排池の問題等，重度な障害を持った子を抱えての

生活での不安や心労は計り知れないものであったと思わ

れる。Ｋさんの場合も自宅倒壊の不安と避難所ではパー

ソナルなスペースが確保できないことから公園でのテン

ト生活を余儀なくされる。子どもさんは，その後気管支

炎をおこしたが運良く入院でき，一命を取りとめた。Ｔ

さんの場合も子どもさんは歩行が可能であったが，避難

所の集団生活での不安から２日目より半壊の自宅で過ご

していた。

岨噛が難しくミキサー食や食事に特殊な加工が必要な

子どもの場合は，配給されるパンや弁当，インスタント

食品では不十分であり，また電気，ガス，水道といった

ものが使えないため「食材はあったが，調理ができなかっ

た」（Ｔさん等）という報告が多かった。対処としては，

やっと手に入れた牛乳でパンをひたして与えたり，電気

が復旧してからは炊飯器で材料を柔らかくして与えたり

といった様々な工夫をされていた。食欲不振になったと

いう子どもの報告が多かったが，逆に普段食欲のほとん

どなかった子どもが「震災後，まるで食べ物がなくなる

前にちやんと食べておこうと思っているかのように食べ

ていた」（Ｎさん）という例や，「震災２日後以降の食事

の配給の際に，以前食べなかった食べ物（たくあん，バ

ナナ，カップラーメン等）を食べた」（Ｋさん）という事

例も報告された。

生活のためのライフラインは電気，水，ガスの順で復

旧した。特に水の確保は生活の大きな負担であった。筆
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者は震災２日目に市内に入ったが，自動販売機の類はほ

とんどが売りきれとなっていて，どこに行けば水が得ら

れるか全くわからない状況であった。また特に上階のマ

ンションで生活している人の場合，水の確保はより大き

な負担になっていた。入浴も避難所等に設置された風呂

では，肢体不自由を持っている子どもは困難であり，体

を拭いたり，大型の水中ヒータを購入して親の会で日替

わりで回して入浴したりといったことでしのいでいた。

本学の障害児教育実践センターにおいても冨永良喜助教

授を中心として入浴サービスを行ったが，一番の障壁は

被災地からの交通であった。

このような現状に際し，多くの人が様々な形で復旧活

動や援助活動を行ってきた。前述のシンポジウムでは，

養護学校教師からの活動報告もなされた。Ｎ養護学校の

報告では，震災３週間後から家庭訪問を行ったが，多く

の重度児が，筋緊張が以前より強くなっており，呼吸障

害，睡眠障害，摂食障害がみられたとのことであった。

また学校再開にあたっては，特に医療的なケアが必要に

なった場合学校で充分な対応ができるか等が職員の間で

論議の中心となったことが報告された。学校では，再開

後，親から離れると情緒的に不安定になる子も多く，教

師はできるだけ子どもを抱っこして一緒にいることで不

安を和らげようと努力していた。学校再開に関しては，

まず子どもたちの通学手段の確保が前提となる。スクー

ルバス自体が壊れたり，運転手の方が被災していたり，

交通の途絶や渋滞の影響を受けたりといったことが障害

となっていた。交通渋滞は，急な発作の際の病院への通

院や薬の供給などにも大きな影響を与えた。また多くの

教室が避難所となっているため場所が限定され，給食も

再開できない学校が多く，午前中のみの授業となるとこ

ろが多かった。再開当初登校できたのは，学校の近所に

住んでおり，車で親が送迎できる子どもたちに限定され

ざるを得なかった。各学校では先生方が一日も早く学校

を再開するため，泊まり込みで片づけや避難所の人々の

お世話を超人的な努力で続けられていた。

しかしながら，我々援助する側の予想以上に，親たち

には子どもを自分の手から離すということに対して大き

な不安を持っていたことが明らかになった。学校の再開

に際し，「すぐ登校して下さいといわれたが，重荷だった。

子どもを手放しているうちに余震が来たらと思うと，子

どもを手放せなかった。来て下さいという言葉，励まし

の言葉が本心では重かった」（Ｍさん）や，「子どもをあ

ずかってくれるという申し出もあったが，非常事態だか

らこそ，子どもは手放せなかった。でも，本当にどうし

ようもなくなったときに行ける場所があると思うと励み

になった」（Ｔさん）というような声が多く聞かれた。震

災ケアとして子どもを預かるサービスが多く行われたが，

重度の子どもを持つ親においては，必ずしも気軽に利用

できる状況ではなかったと考えられる。レスパイトサー．

ビス')を普段から体験させ，信頼できるシステムとして定

着させていくこと，入浴や食事や医療といった特別なニー

ズに応えうる，かつプライバシーが保たれ親子で安心し

て避難できる施設，システムの検討が望まれよう。また，

家族は「自分たちだけがとり残されているのではないか

という不安」を皆抱えており，学校や親の会等の連絡（情

報交換や励まし）によって救われたという声も多かった。

｢最後には，学校がついているから。という一言で救われ

た」という声にあらわされているように，よりどころと

なる人，集団の存在というものが逆境を乗り越える原動

力となっていくと思われる。

必要な援助が刻一刻と変化する中で，援助する側は，

何をどこで誰にどのように援助すればよいのかがわから

ない状況であった。情報不足の中，当初，援助者は被災

した人が必要とすることを想像して行動せざるを得なかっ

た。振り返ってみると，その中には援助者側と被災した

人の側との視点が必ずしも一致していないものもあった

と思われる。震災時，障害児を持った家族に対してどの

ような援助が必要か，個々の障害に応じてより細かく検

討していく必要がある。我々はそのことについて雲，今，

ようやくじっくりと話せる，聞ける時期にきているのか

もしれない。

しかしながら，今なお深い傷を持っている子どもたち

や家族がいることを忘れてはならない。当事者にとって

は震災はまだ過去のものでは決してない。今後，震災に

関連して様々な調査がなされると予想されるが細心の配

慮が必要である。今こそ研究者のそして研究の倫理‘性が

問われるときであると思う。

注ｌ）レスパイトサーピスとは障害児（者）を持つ親，家族を，
一時的に，一定の期間，障害児（者）の介護から解放する
ことによって日頃の心身の疲れを回復し，ほっと一息つけ
るようにする援助（麿瀬,1992）とされている。
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震災と子ども達

小石寛文
(神戸大学発達科学部）

今回の阪神・淡路大震災においては，神戸市について

だけみても，子ども達（幼稚園児・小学生・中学生・高

校生・障害児学校）の犠牲者は178人，重傷者は38人，軽

傷者は896人に達している。また，同居家族を亡くした者

は403人，そのうち孤児になった者は27人となっている。

１日でも避難所・テント生活を経験した子どもは17,000

人を越え，１カ月以上に及んだ者は3,290人となっている。

さらに，神戸市立学校の子ども達のうちで，市外へ転

出した数とその割合は，２月１日現在で小学生11,932人

(１１．９％)，中学生1,530人（3.1％）であり，５月１日現

在で復帰した数と転出数に対する復帰率は小学生6,819人

(67.2％)，中学生528人（40.7％）にとどまっている（神

戸市教育委員会，l995b)。これらの数字を見ただけでも，

子ども達がいかに過酷な状況に置かれていたかがわかる。

このような状況の中で，とくに心のケアに関してどの

ような対応がとられてきたのか，心理学関係者がどのよ

うな活動をしたか，どんな活動が必要かについて，主に

学校関係を中心に述べてみたい。

公的機関による学校への対応を巡って

子どもの心のケアで，一番戸惑いを感じたのは教師達

だっただろう。教師達の多くは，子ども達が登校するよ

うになってから，どのように対応すべきかということに

ついての不安があった。神戸市教育委員会は，専門家が

作成した子どもへの対応マニュアルをコピーするなどし

て学校に配付しているし，教師に対して研修を実施して

いる。被災地以外の教員もボランティアとして動員され，

子ども達の話を聞くとか一緒に遊ぶなどの心のケア活動

を交替で行った。

しかし，心のケアについて，教育委員会が本格的に対

応し始めたのは４月以降であった。精神科医に依頼し，

とくに対応を必要とする学校への巡回相談をしたり（４

月より７月)，「心のケア」相談室を総合教育センター内

に設けて対応している（1995年４月より1996年３月まで）

(神戸市教育委員会，l995a)。６月には全市の学校に，震

災による子どもの心への影響について，教師が把握して

いる範囲ではあるが実態を調査している。その結果では，

専門家の治療を受けている者83人を始め，恐怖感や不定

愁訴等，何等かの問題をもっている者は3,207人となって

いる（神戸市教育委員会，1995b)。

ところで，そのような心のケアが，どの程度現場にい

きわたっていたかについては問題がありそうである。た

とえば，上述したような公的な機関による対応について，

教師達が必ずしも熟知していなかったり，相談すべきケー

スかどうかの判断に迷ったりし，結局，教師がひとりで

抱えているのではないかと思われるケースがあった。

心理学関係者のかかわり方を巡って

震災直後，子どもの心のケアということでは，公的な

対応よりも個人的な形で，主として精神科医や臨床心理

学関係者がボランティアの力を借りながら，避難所を巡っ

たり，どこかに拠点を構えたりして，話を聞いたり，一

緒に遊ぶなどの活動が行われた。

しかし，身体についての医療の場合には，緊急性も高

かったためでもあろうが，地域を配慮して受け入れ体制

が整えられたが，心のケアについてはそのような対応は

なかった。心のケアの必要性が叫ばれる割には，その必

要性についての認識が必ずしも高くなかったためであろ

うか。心のケアのノウハウがまだ必ずしも確立していな

いことも，その原因のひとつだったかもしれない。これ

が何か信頼ある機関が支援するということになっていた

ら，もっと入りやすかったし，活動しやすかったのでは

ないかと思う。ただ，心のケアに関しては，緊急性とい

うよりは持続‘性が求められるので，これからもその必要

性は続くであろう。

また，学校という組織の中へ個人的に入っていくこと

の判断もむずかしかった。というのは，上述したように

すでに公的な機関によってサポート体制がとられている

ところへ入ることは，かえって現場に混乱を招くのでは

ないかと懸念されたからである。事実，児童相談所関係

者の話では，現場にはかなりの数の調査が入っていたよ

うであり，いたずらにかかわろうとすることがためらわ

れたというのも事実である。援助が求められているのか

どうかの判断は困難であった。しかし，今回のように広

範囲にわたって被災し，しかも対応のしかたが十分に確

立されていない状態では，公的機関だけでは十分に対応

しきれなかった点もあろう。心理学関係のどこかの機関

が窓口になり，公的機関との連携をとりながら対応する

必要があったように思う。

時間経過と共に変化する問題への対応

現時点で，子ども達の問題は解決されたわけではない。

むしろ時間経過と共に，子ども達のもつ問題は形を変え

て現れてきているようである。

直後より今日まで，心的外傷後ストレス障害（PTSD：

Post-traumaticStressDisorder）が取り上げられているが，

それと並行して，避難所生活や仮設住宅での生活，親戚
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等の知人宅での生活，転校など新しい環境への適応の問

題が出てきた。とくに今回の転校では，両親と離れて親

戚等の知人宅にあずけられた子どもが多く，そのことに

よるストレスを養護教諭に訴えている子どもは多かった

ようである。

親達が住居や仕事など先行きのことを本格的に考えな

ければならなくなり，親達が強いストレス状況におかれ

ることで，子どものストレスを増大させていることがあ

る。教師達が述べているなかには，親の不安定から親子

喧嘩をしたとか，急に手の皮が剥けるほど手を洗うなど

強迫神経症の徴候がみられるようになった，というケー

スなどがあった。

また，震災直後にはあまり深く考えなかったが，時間

が経ち冷静になったとき，あるいは子ども達の認知発達

が進んで，改めて地震のことを解釈しなおしたときに，

恐'怖心や自責の念がよみがえったり強まることもあるだ

ろう。震災１年後というような時期が気がかりである。

このようなことを考えると，これからもまだ心理学関

係者が注目し続け，支援していかなければならない課題

は多い。

発達心理学の課題

これまで，主に臨床心理学的な観点から述べてきたが，

発達心理学にとってもいろいろな課題が提示されたよう

に思う。たとえば，子ども達のこのような大きな体験が，

その後の発達にどう影響していくかを追跡したり，大き

な環境変化によって示された子ども達の様子の変化から，

発達について検討しなおしてみることも必要であろう。

児童相談所関係者は，今回の震災で，たとえば，思春

期に強迫神経症が出るのではないかと思われる子どもが，

就学前にその症状を示してしまうというように，症状が

年齢的に前倒しになって出てきているような印象がある

と述べている。一方，震災後にそれまでの不登校児が登

校し始めたという報告がいくつかあるし（神戸市教育委

員会，l995b)，若者のボランティア活動が注目を集めた。

このように，今回の震災によって生じた子ども達の行動

の変化は，発達や教育を考えるための示唆に富んでいる

ように思う。

この際，大規模で責任ある追跡調査は必要であろう。

しかし一方で，不適応を起こしている子ども達や親達に

対して，教師と共にきめ細かく援助的にかかわりながら

研究する方法も必要であろう。今回の震災では，子ども

への対応で最も戸惑いを感じたのは教師達であり親達で

あったし，子ども達の問題はまだこれから解決されなけ

ればならないのだから。
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