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自閉症児における他者への教示言語行動の獲得と般化
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自閉症児について，機能的な教示言語行動の獲得とその般化について検討した。実験１では，２名の自

閉症児について，パズル片が足りないで困っているという課題場面を設定し，他者に対する教示言語行

動が自発するか否か，またその成立条件について検討がなされた。その結果，言語モデルによるプロン

プトとフェイデングアウトにより，教示が可能となり，その行動は，パズルプレイヤーの困難状況，自

らの解決情報の保有という２つの変数によって制御されうる機能的な行動として成立していくことが示

された。実験２においては，実験１で成立した教示言語行動が他の状況でも般化するか否か評価された。

その結果，本研究に参加した自閉症児について，他者の行動や自らの解決情報の保有の有無という複雑

な社会的文脈においてそれらを弁別し，教示言語行動を自発することが可能であることが示され，それ

らの弁別性を促進するためには，行動自発の手がかりとなる刺激と，結果に対して明確な視覚的言語的

フィードバックを行うことが有効であることが示された。また，実験の結果から機能的教示言語行動の

成立条件，般化のための条件について，複雑な社会的刺激の弁別と社会的強化の成立という視点から考

察された。
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問題

自閉症児の社会的・対人的な障害については，他者感

情認知，感情表現，非言語的コミュニケーション，言語

コミュニケーション等，多様な領域でまた様々な方法論

を用いて研究されてきている。その中で発達的研究・認

知心理学的研究・行動分析学的研究等の一連の研究にお

いて共通に示されていることは，自閉症児の社会的・対

人的な障害は生活年齢，発達水準によって変化するもの

であり（GoldFarb,1974;Wing,1978)，変容可能である

(Mesibov,1984;Williams,1989）ということである。

しかしながら，何らかの音声言語を有している自閉症

児においても，Wetherby(1986）は，自閉症児が人の注

意を引きつけたり，それを特定の対象に向けさせたりす

る社会的伝達技能が，要求などの社会的伝達技能の出現

に比較して遅れて発達する傾向があることを指摘した。

自閉症児において，言語によって人に何かを知らせたり，

人の行動を修正したり統制したりという伝達機能の困難

性は，他の多くの発達研究からも指摘されている

(Tager-F1usberg,1989)。こうした知見は，認知研究に

おいて，自閉症の問題は他者と自分は別個の存在であり，

互いに違う意志を持つという対人認知能力の欠如として

論じられてきた。また,Baron-Cohen,Leslie,＆Frith

(1985）は，自閉症児は他人の信念，欲求，知識など心

の状態を理解し推論することに独特の障害を持つとし，

自閉症の障害の本質は「心の理論（theoryofmind)」の

欠如にあるとし，様々な実験研究が行われ発展してきて

いる。

一方，自閉症児の教育を考えた場合，先に指摘したよ

うな言語の伝達機能の障害や困難性について，困難場面

の社会的文脈や，かかわり手の対応といった環境要因と

の関わりの中で分析していく必要がある。近年，発達障

害児のコミュニケーション障害における語用論的障害が

強調されてきているが，応用行動分析的アプローチにお

いても６０年代の初期のプログラムから発展し，単に動

作模倣から音声模倣へといった音声言語を唯一の目標と

する画一的なコミュニケーションモードの反応形成では

なく，個々の対象児に適した，視覚性シンボルやサイン

等の多様なモダリティーを用い（野呂・山本・加藤，

1992)，さらに言語の機能（要求，質問，応答，教示，

助言，警告等）を最重視し（藤原，1985;伏見・野呂・

加藤，1993)，学習された言語行動が日常場面で実際に

使用されるか，長期に維持されるかに研究的関心が集ま

っており，成果を上げてきている（加藤,1994)。

しかしながら，応用行動分析におけるアプローチにお

いても，現在まで要求機能の獲得に関する研究は多く行

われてきているものの，報告，教示，助言，警告といっ

た言語機能の獲得に関する研究は少ない。勿'1田・山本

(1991）は，自閉症児に対して，報告・伝達行動の成立

条件の分析を行い，先行条件としての“自らの遊び'，に
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ついて，対象児に条件性弁別を獲得させることで報告行

動を形成しうることを明らかにし，さらに遊びにともな

う内的事象（楽しかった，びっくりした）の報告につい

ても獲得することが可能であり，未訓練の遊びにも般化

することを示した。しかしながら，勿佃・山本（1991）

の研究では，相手に情報提供を行う言語行動が成立する

ということは示されたものの，自閉症児が聞き手となる

相手の状態に応じて情報提供を行えるかは示されていな

い。また，援助行動を教えようとする試み（Harris，

Handleman,＆Alessandri,1990;松岡・小林，1995）も

徐々に行われるようになり，その教育可能性も示されて

きているが，自己の解決情報の有無（他者の困難状況を

解決する情報を本人が知っているか否か）と他者である

聞き手の状況とを複雑に状況弁別して，教示・援助を行

えるか否かの分析は行われていない。報告，教示，助言，

警告といった機能の言語行動においては，話し手の行動

の生起だけではなく，聞き手からの制御という視点と併

せて分析していく必要があると考えられる。

井上（1994）は自閉症児３名に対し，自らの活動を他

者に報告するという報告言語行動を指導し，その後彼ら

が複数の聞き手の中から社会的な同意や共感的言語応答

をしてくれる聞き手を選択し報告することが可能か実験

を行った。聞き手となる人物の応答様式は条件ごとに反

転された。結果，すべての対象児が特定の反応をする聞

き手を選択し報告した。これによって，自閉症児におい

ても聞き手の反応を予測し，それに応じて報告する聞き

手を選択可能であることが示された。

自閉症児の言語行動における聞き手の制御に関する知

見は，彼らが獲得した言語行動を言語共同体の中で機能

的に使用していくために重要であると考えられる。特に，

相手に情報を提供する報告言語行動，質問に対する応答

言語行動，教示言語行動は，聞き手を強化する行動であ

り，複数の聞き手の中でどの聞き手が情報を必要として

いるのかというだけでなく，その聞き手が必要としてい

る情報は何か，どのような場合に，どのような方法で聞

き手に伝達すればよいかというような様々な条件に応じ

て，自らの言語行動をコントロールしていく必要がある。

自閉症児にこのような言語行動を獲得させるためには，

聞き手に関する様々な条件を一つ一つ弁別させながら高

次化していく必要があると考えられる。

行動分析学においては，行動の基本的記述的単位とし

て，先行条件(弁別刺激)＝>行動＝>後続条件(強化）とい

う三項強化随伴性を用いる。しかしながら，聞き手の制

御を含む複雑な社会的文脈での言語行動を扱う場合，行

動の先行条件，つまり手がかりとなる刺激要素はより複

雑になる。そしてそのような複雑な言語機能を分析する

ためには，“刺激一刺激'，関係を制御するより，高次の

刺激（文脈刺激:contextualstimulus）の機能分析が必要

となってくる（坂上・山本・実森,1994)。Ｓｉｄｍａｎ(1986）

は従来の三項強化随伴'性を発展させた四項強化随伴性，

五項強化随伴性の枠組みを示している。これは従来の条

件性弁別に対して高次条件性弁別(high-ordercondition‐

aldisCrimination）と呼ばれている。これにより，例え

ば，困っている人（弁別刺激)＝>教示（行動)＝>社会的

賞賛（強化）という単純な枠組みではなく，解決情報

(文脈刺激1)＋親密な人（文脈刺激2)＋困っている状態

(弁別刺激)＝>教示(行動)＝>社会的賞賛(強化)等といっ

た形のより社会的な高次的分析が可能となる。

嶋崎（1996）は，発達障害児のソーシャルスキル訓練

(socialskillstraining）において，高次条件性弁別という

パラダイムが有用な分析手段となるとしている。教示行

動は他者を強化する行動であり，ソーシャルスキルの中

でも重要な行動である。ロールプレイングやモデリング

といった従来の訓練に加えて，このような機能分析のパ

ラダイムが導入されることは，訓練された技能の機能性

を評価し，より汎用的なものにしていく上で，またどの

ような場面をどのように構成して教えていけばよいかと

いうことについても重要な知見を提供すると考えられ

る。

本研究においては，２名の自閉症児を対象に情報要求

事態におかれた他者に対する教示言語行動の成立につい

て実験を行った。実験は以下の点について分析を行うこ

とを目的として計画された。①自閉症児の他者への教

示言語行動において，他者情報要求事態（パズルがたり

ないで困っている人にパズルの入っている箱の位置を教

示するという課題場面）を設定し，他者の行動に応じた

自発が可能か，②他者情報要求事態において自らが情

報を保有しているか否かによって分化的に教示言語行動

を自発することが可能か，またそれを可能にする条件は

何か（以上実験1)，③訓練された教示行動は他の状況

に対して般化するか否か（実験２)。また実験の結果よ

り教示言語行動の成立についての先行条件，及び社会的

強化について考察を行う。

実験１

方法

対象児自閉症と診断された２名を対象とした。Ｓ１は

生活年齢12歳で普通小学校の障害児学級に在籍してい

た。Ｓ２は生活年齢６歳１ヶ月で保育所年長組に在籍して

いた。精神年齢はＳ１が３歳，Ｓ２が３歳８ケ月であった

(新版田中ビネーによる)。Ｓ１とＳ２の２名はＡ大学教育

相談部門において，「自閉症」との診断を受けていた

(小林，1980の自閉症教育診断基準に適合)。ＣARS:小児

自閉症評定尺度（Schopler,Reicher,＆Renner,1986）に

よる評定は両名とも軽・中度自閉症であった。Ｓ１は１０

歳時より，Ｓ２は４歳時より，大学において言語指導や
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スライン条件からプローブ１条件までは５試行，プロー

ブ２からは10試行で構成された。

実験デザイン対象児間で介入時期をずらすことで，介

入効果の時系列的要因を排除できる対象者問多層ベース

ラインデザイン（multiple-baselinedesignacrosssub‐

jects）を用いた。

材料４片で完成する羽目板パズル２組（果物と動物)，

パズル片を隠すための箱３０ｃｍ×２０ｃｍ×１０ｃｍが３つ

(赤，青，緑）が用いられた。

セッティング場面１と場面２（Figurel）の２つのセッ

ティングを設定した。室内の中央には長机，壁には高さ

２ｍ（対象児には届かない位置）のところに棚が設置さ

れ，パズルを入れるための赤，青，緑の箱がセットされ

た。場面１では対象児と指示者が並んで座り，向いの棚

の下にはパズルを棚の箱の中に入れる人（以下補助者と

する）が立った。場面２では，対象児以外の２人は退室

し，パズルをする人（対象児から教示を受ける役割;以

下プレイヤーとする）が対象児のいる部屋へ入室し，パ

ズルをした。

手続き

①前訓練：場面1,2に関わらない訓練者によって行われ

た。まず３つの色の箱（赤い箱，青い箱，緑の箱）につ

いての命名訓練を行った。３つの色の箱のいずれかが対

象児の前に提示され，「これは何？」と質問された。誤

反応または無反応の場合は正しい反応「○○箱」（例え

ば赤い箱）が訓練者によって示され，対象児にはそれを

模倣することが求められた。正答については言語賞賛が

なされた。また同様な手続きで実験に参加する補助者役

の写真カードを使用して，補助者役の名前がいえるよう

訓練がなされた。これらの命名訓練において各々の刺激

集団適応のための指導を継続して受けていた。本指導開

始時は，２名とも「～とって」「～はどれ」等の簡単な

指示理解が可能となっていた。言語表出においては，

Ｓ１は１～２語文レベル，Ｓ２は２～３語文レベルでの要求

が可能であった。写真カードや実物を提示しての「これ

は何？」，「これは誰？」等のＷＨ質問（誰，どこ，何）

に対しての応答も可能であったが，「○○と＊＊はどち

らが好きですか？｣，「どうして～したの？」等に対して

は，応答が困難で質問をオウム返しすることが多かった。

本研究前においては，両名とも，要求言語以外での対象

児から他者への自発的コミュニケーションはほとんど見

られず，その場合も自分の予定に関する質問であった

(｢木曜日，大学？｣:Ｓ２)。

認知面においては，学習指導の結果，両名ともひらが

な単語を読み書きすること，色名の理解，数の理解

(Ｓ１は１～１０まで，Ｓ２は20程度）が可能になっていた。

また，Ｓ１は，当初，自傷行動が主訴で来所したが，セ

ルフコントロール訓練，コミュニケーション訓練を行っ

てきた結果，本研究開始時にはほとんど消失していた。

両対象者とも実験者らの療育グループによる２年程度の

訓練歴を持ち，パズル等の認知運動課題，着席や指示理

解，前訓練で行われたような御用学習的なやりとりとい

った基本的な学習体制が確立し，情緒的にも安定してい

た。

実験期間両対象児は大学において週１回の教育相談

(Ｓ１はセルフコントロール訓練，数学習，コンビニでの

買い物学習，Ｓ２は就学に備えた言語，数学習）を受け

ており，実験は教育相談終了後の１５分間を利用して行

った。また，対象児の負担にならないよう基本的に週１

回１セッション行われた。また，１セッションは，ベー

指示者!／

○回

Figurel実験Ｉにおける場面Ｉ及び場面２のセッティング

緑の箱 緑の箱

青い箱パズル

１８１

⑳ ‐
ﾌﾟレイヤー

●
対象児

●
対象児

“
図

赤い箱赤い箱

補助者慰霞
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についての正答が３回以上連続することが達成基準とさ

れた。次に場面１でのやりとり（Tableｌ）の訓練が行わ

れた。指示者と補助者との対象児のやりとりについて

①指示者の指示を聞いて補助者のところへ移動できる

こと，②補助者に「△△先生，（色名）の箱に入れて」

(S2）または「(色名）入れて」（Ｓ１）と指示者からの指

示に従って要求できること，③補助者がパズルを箱に

入れるのを確認した後（補助者は声かけをしながら対象

児にパズル片を箱に入れるところをみせる)，指示者の

ところに戻ることを訓練した。これらの一連のやりとり

の行動連鎖について，対象児が誤反応または無反応の場

合は訓練者が言語でモデル等のプロンプトを行いながら

一連の流れを遂行する全課題呈示法（totaltaskpresen‐

tation）が用いられた。対象児が最後に指示者のところ

に戻ってきた時，指示者は言語賞賛とともに握手等の身

体接触を行った。

②ベースライン条件：指示者は，前訓練と同様に場面１

において，Ｔａｂｌｅｌに示した流れにしたがって，対象児

に任意のパズル片を１片わたし，補助者に箱に入れても

らってくるよう教示した。指示者は，対象児に補助者が

パズル片を指定された箱に入れたことを確認させた後，

残ったパズル片をパズル板からはずし，それらを机の上

に置き，補助者とともに退室した（パズルは１片が不足

した状態で机上に置かれた)。対象児には，「ここで待っ

ててね」という教示がなされ，そのまま座って待つこと

が要求された。続いて，場面２において教示言語行動が

生起するかテストした。指示者と補助者が退室するのと

入れ替わりに，プレイヤーが入室した。プレイヤーは入

室後，着席してパズルを一片ずつパズル板にはめていっ

た。そして，パズル片がたりない状況になったとき「た

りないなあ」といった。この際，プレイヤーは対象児に

何かを促すような視線やそぶりはいっさい行わなかっ

た。プレイヤーは最初に「たりないなあ」といってから

4秒間待ち，もう一度繰り返した。その後，５秒待って

対象児が何ら反応を示さない場合は退室した。対象児が，

パズル片が隠された箱の名前を言ったとき，あるいは指

さしなどの行動を行った場合，プレイヤーはパズルを箱

からとりだし，パズル板にはめた後，退室した。対象児

が何ら反応せずプレイヤーが退室した場合，試行終了直

後に，対象児の記憶の保持を確認するため，対象児にパ

ズル片の場所について質問し，答えられるか否か確認し

た（正しい箱の名前を言えても特にフィードバックはな

されない)。この確認は原則として補助者が行い，同一

セッション内の無反応試行の内，任意の１～２試行につ

いてのみ行われた（確認の反復が変数になるのを防ぐた

め)。また，ベースライン条件では，人による教示の生

起の違いを調べるため,プレイヤーの役は複数の人によっ

て交代で行われた。なお１セッションは５試行から構成

された。対象児の無反応が連続した場合，場面そのもの

に対する飽きが生じないよう，各試行間には時折「がん

ばってるね」「えらいよ」等の課題場面参加に対する賞

賛が行われた。

③指導条件：場面１での指示者や補助者とのやりとり

は，ベースライン条件と同様に行われた。その後，指示

者と補助者が退室した後，プレイヤーと一緒にプロンプ

ター（介助者）が入室した。プロンプターは対象児のそ

ばに待機し，プレイヤーが最初の「たりないなあ」をい

ってから５秒待っても無反応の場合，プロンプターがパ

ズル片の入った箱をポインティングした。さらに無反応

の場合は音声モデルを提示した。対象児がパズル片が隠

された箱の名前を言った場合，プレイヤーはパズル片を

箱からとり，パズル板にはめた後，「ほんとだ，ありが

ｎ１ｂｌｅｌ場面I，場面２における文脈設定

場面１（前訓練）

指示者：「○○ちゃん，（パズル片の名前：例，リンゴ）のパズルを

（色名：例，赤）の箱に入れてきて」

対象児：（パズルを持って補助者のところへ移動）

対象児：「△△先生（色名：赤）の箱に入れて」または「（色名：赤）入れて」

補助者：「はい」（パズルを箱に入れる）

対象児：（指示者のところへ移動）

指示者：「ありがとう」（パズル板を机に置く）

（指示者と補助者は部屋を出る）

場面２

ﾌﾟﾚｲﾔｰ：（入室着席し，パズルを行う）

プレイヤー：「たりないなあ」

対象児：「(色名：赤）の箱」

ﾌﾟﾚｲﾔｰ：（棚の箱からパズル片を取り出しパズル板にはめて完成させる）

ﾌﾟﾚｲﾔｰ：「ほんとだ。ありがとう」（握手等の身体接触）
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とう」というとともに握手，グルグル回し等の身体接触

を行った。３セッション（１セッションは５試行）連続

100％生起した場合に指導を終了した。

④プローブ１条件：場面２において，プロンプターを外

し，ベースラインと同様の手続きで測定した。

⑤プローブ２条件：機能的な教示言語行動であること

の成立条件の一つとして，相手が’情報要求事態にあるか

否かが，弁別刺激になっていることがあげられる。すな

わち相手が教示を欲している状態の時には教示をし，そ

うでないときは教示をしないというように，相手の状態

にあわせて自分の行動を制御できることが里要であると

考えられる。プローブ２では，相手が教示を必要として

いる状況（教示試行）と教示を必要としていない試行

(教示不要試行）を１セッション（１０試行）中，５試行

ずつランダムに混ぜて行い，教示行動が分化的に生起す

るかテストした。指示者は，教示不要試行では，場面１

で補助者が箱に入れたパズルとは異なる別種のパズルを

机上において退室した（つまり場面１で「動物パズル」

を箱に入れた場合は，「果物パズル」をおいて退室した)。

このため教示不要試行では，プレイヤーは箱に入れたパ

ズル片と関係なくパズルを完成させることが可能になる

（したがって「たりないなあ」という言語行動は発せら

れなかった)。プレイヤーは，教示不要試行において，

パズルを完成後約１０秒程度待って（教示試行と同様の

時間）から退室した。ただしプレイヤーは，対象児がこ

の間，教示言語行動を自発しても反応しなかった。教示

試行でのプレイヤーの対応はベースラインと同様であっ

た。

⑥プローブ３条件：プローブ２までは，教示試行におい

てプレイヤーはパズルがたりなくなってから「たりない

なあ」という言語を発していた。プローブ３では言語

(たりないなあ）のみが弁別刺激になっていないことを

確認するため行った。すなわちプレイヤーはパズルがた

りない状況でも教示不要条件と同様に何もいわず１０秒

間待った。

⑦プローブ４条件：機能的教示言語行動のもう一つの

条件として，自らが相手の要求している情報を知ってい

るか否かが弁別刺激となることがあげらける。つまり，

相手の困っている状況を解決する情報を自分が知ってい

る場合には教示し，知らない場合は教示しないこと（で

たらめな情報提供となる）が成立しているか否かテスト

した。対象児にパズルの入っている箱を知らせない未知

情報試行では，対象児が補助者に要求してパズルを入れ

てもらうという場面１の文脈は行われず，場面２のみ行

われた。具体的には未知情報試行の開始前に，まず，指

示者が入室し，パズルを机上にセットした。この際，指

示者はパズル片１片を対象児に気づかれないよう自分の

ポケットに入れて退室した後，対象児に声かけして対象

児のみ入室させ，その後でプレイヤーが入室するように

した。既知情報試行では対象児と指示者，補助者が一緒

に入室し場面１の文脈を行うことで開始された。対象児

が未知情報試行で教示言語行動を自発した場合，プレイ

ヤーは箱のところにいき，中を覗いて帰ってくるだけで

特に対応しなかった。既知情報試行の手続きはベースラ

イン条件，プローブ条件の教示試行と同様とした。未知

情報試行，既知情報試行は５試行ずつランダムに行われ

た。

⑧未知情報試行結果操作条件（Feed-Backl）：未知情

報試行で教示言語行動が生起した場合，プレイヤーは箱

の中を対象児に示すと同時に「ないよ」という言語フィ

ードバックを行った。

⑨未知情報試行先行刺激操作条件（Feed-Back2）：Ｓ１

のみ行った。未知情報試行では場面２を行う前に各々の

箱の中身を見せ，パズルがないことを対象児に確認させ

た。

結果の処理対象児の様子はすべて記録者によってチェ

ックリストに記録される他，ビデオに録画された。

信頼性それぞれの対象児について全試行数の３０％以

上の試行をランダムに抽出して評定した。評定はセッシ

ョン中にビデオ撮影したテープを利用した。評定者２名

について評定者間の一致試行数が算出され，これを全評

定試行数で除し１００を掛けたものを一致率とした。一致

率はＳ１，Ｓ２ともに100％であった。

結果

Figure2に１セッション（５試行）中の対象児の教示

言語行動の生起率を示す。グラフの縦軸は５試行中の生

起率，横軸はセッション数を表している。丸，正方形，

菱形，平行四辺形の各プロットの形の違いは，プレイヤ

ー役をつとめた人の違いを表している。白抜きプロット

は，教示不要試行，または未知'情報試行における教示言

語行動の生起率を表している。

Ｓ１はベースライン条件では教示言語行動やそれに類

するポインテイング等も全く生起しなかった。これに対

しＳ２においては，１セッションのみ０％であったが，そ

れ以降は各セッションで適切な教示言語行動が自発し

た。しかしながらこの生起率はセッションごとに変動し

た。また，言語行動が生起しなかった任意の試行につい

て，対象児の記憶保持の確認が行われたが，両対象者と

も正しく言語で応答可能であった。指導条件においては，

Ｓ１，Ｓ２ともに適切な教示言語行動の生起率は上昇し，

Ｓ１は９セッション，Ｓ２は１３セッションで達成基準に達

した。

また，プロンプターのいないプローブ１においても

Ｓ1,Ｓ２とも適切な教示言語行動が100％生起し，プレイ

ヤーが指導条件以外の人に交替しても生起していた。プ

ローブ２において，Ｓ１は教示試行では教示言語行動が
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行動の分化が見られなかったＳ１に対して，未知情報試

行において場面２を行う前に各々の箱の中身を見せ，あ

らかじめパズルがないことを対象児に確認させるという

先行刺激操作条件が導入された。その結果，２３セッシ

ョンでは未知情報試行での不適切な教示言語行動の生起

率は66.7％に減少し，続く２４，２５セッションでは０％

となった。

考察

本実験は，２名の自閉症児を対象とし，パズルがたり

ないで困っている人にパズルの入っている箱の位置を教

示するという他者'情報要求事態を設定し，教示言語行動

が生起するか否か，指導によって獲得されるか否か，ま

たその言語行動が適切な教示としての機能を獲得するた

めの要因について検討した。

その結果，両対象児とも指導によって教示言語行動を

獲得することが可能であり，その言語行動はパズル片が

たりない（教示試行）か，たりている（教示不要試行）

かによる分化的生起が可能であることが示された。しか

しながら，自らがパズルの位置を知っている場合（既知

情報試行）と知らない場合（未知情報試行）においては，

教示言語行動は分化していなかった。そしてＳ２におい

ては，プレイヤーが箱の中にパズルがないことを言語フ

ィードバックするとともに，箱の中身を見せるという結

果操作条件によって教示言語行動が分化した。Ｓ１にお

いては，結果操作条件のみでは教示言語行動の分化が成

立せず,先行刺激操作条件の導入によって分化が成立した。
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実験Ｉにおける各セッションこ諜との教示言語行動の生起率Figure2

100％生起したが，１３セッションの教示不要試行ではパ

ズルが完成しているにもかかわらず，教示言語行動を行

う試行も見られた（33.3％)。教示不要試行での教示言

語行動の生起率は，その後，低率で推移した。Ｓ２は，

プローブ２の初回のセッション（第１８セッション）の

教示試行で１試行だけ教示を行わない試行があった他

は，教示試行では100％，教示不要条件では０％であっ

た。また，プローブ３では両対象児とも教示試行では

100％，教示不要試行では０％の生起率を示した。

しかしながら，プローブ４では両対象者ともに自らは

解決情報を知らない試行（未知情報試行）でも教示言語

行動が生じた。この未知情報試行での教示言語行動は，

前試行が既知情報試行であった場合，前試行に教示した

箱と同じ名前を言ったり，複数の箱の名前を次々という

ような反応パタンを示した（以下不適切な教示言語行動

とする）。さらにこれらの言語行動と同時に指さし行動

も多く生起した。続いて，未知情報試行結果操作条件に

おいて，未知情報試行で対象児が不適切な教示言語行動

を自発した場合，プレイヤーが箱の中にパズルがないこ

とを言語フィードバックするとともに，箱の中身を見せ

るという結果操作が導入されれた。その結果，Ｓ２は未

知情報試行における不適切な教示言語行動が減少した。

しかしながら，Ｓ１においては未知情報試行における不

適切な教示言語行動の生起率は，一時は66.7％に減少す

るセッションも見られたが，２２セッションでは再び

100％に増加した。そこで，結果操作のみでは教示言語

２３４ ５６７
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実験２

実験１において形成された教示言語行動の反応型は，

｢～の箱」というパズル片の入っている場所を特定する

言語反応であった。しかしながら，日常生活において教

示の生起する状況は多様であり，教示が単なる“場所に

関する記述'，ではなく，“困難状況を弁別し，その状況

に応じた多様な情報を提供する言語行動'，として機能す

ることが，訓練場面以外の状況においても教示が生起す

るようになるために重要となる。

実験２においては，実験１に参加した自閉症児Ｓ２を

対象とし，まず実験１における箱以外の場所についての

般化プローブを測定し，更に新たな他者困難状況におけ

る解決物品名の教示言語行動についての反応般化プロー

ブの測定を行う。

方法

対象児実験１に参加したＳ２とした。なおＳ１は，本人

の学校進学のため週一回の教育相談が，学期に１，２回

程度の親指導を中心とした内容になったため本実験には

参加できなかった。

セッティング・材料

①場所に関するプローブ：パズル片を入れるための３

色の「箱」のかわりとして，赤・青・緑・黄の４色の紙

袋がおかれる条件（色条件）と机，鞄，布袋，菓子缶，

帽子がおかれる条件（場所条件）の２条件が設定された。

他の基本的セッティングは実験１と同様であった。

②反応に関するプローブ：Table2にＡ系列,Ｂ系列の２

つのセットの他者困難状況（１系列４種類計８種類）と解

決物品，誤物品の組み合わせを示した。そしてFigure3

に示したように，プレイヤーの後ろに棚のかわりに長机

を設置し，その上にＡ系列またはＢ系列どちらかの解決

両対象児ともプローブ２において，教示試行と教示不

要試行によって教示言語行動が分化して生起したこと

は，相手のパズルがたりないか，たりているかという刺

激事態が教示言語行動の生起を制御する弁別刺激として

機能していたことを示している。また，プローブ３では，

教示試行でプレイヤーが何もいわないことで，教示言語

行動の生起が，プローブ２の教示試行のみで発せられた

プレイヤーの言語行動（たりないなあ）によってのみ制

御されているのではないことが証明された。プローブ４

においては，両対象児ともに既知情報試行と未知情報試

行において，教示言語行動の分化が見られなかった。プ

ローブ２，３での教示試行と教示不要試行における教示

言語行動の弁別刺激は，現前の視覚刺激として存在して

いた（教示試行では目の前のプレイヤーのパズルがたり

ない，教示不要試行ではたりている）。しかしながら，

プローブ４の既知情報試行と未知情報試行における弁別

刺激は，場面１を経験するかしないかという対象児の過

去の体験（指示者や自己の言語行動，補助者がパズルを

箱に入れている様子等の視覚/聴覚の複合刺激）であり，

弁別刺激が教示を行おうとする際に対象児の現前には存

在しなかったことがプローブ４での教示言語行動の分化

を困難にした大きな要因と考えられる。

また，Ｓ１は結果操作だけでは，情報の有無を弁別刺

激とした学習を成立させることが困難であり，場面２の

前に箱にパズルがないことを見せるという視覚的な弁別

刺激の付加が必要であった。Pearl(1985）は「他者が援

助を必要とすることの理解」について，９歳児では場面

の中の微妙な手がかりだけで可能であるのに対し，４歳

児ではより明確な手がかりが必要なことを実験的に示し

た。一方，Frith(1989）は，自閉症児の認知的障害につ

いて「情報を統合的に活用することの困難性」を指摘し

ている。本実験におけるＳ１とＳ２の結果の差（Ｓ１にと

っては場面１での‘情報を場面２との関連から有用な弁別

刺激として機能させることが困難であったこと）が，単

なる「発達レベルの差」に起因すると考えるのか，自閉

症という障害が示す「認知的障害」の特異性や程度の差

に関連するかについての検討のためには，本実験課題に

よる健常児のデータの付加が必要であると思われる。

Prizant,＆Wetherby，（1989）は，自閉症児のコミュ

ニケーションにおける視覚刺激の有用性を指摘してい

る。教示のように，社会的な文脈の中で，複雑な要素を

弁別することを要求される言語行動は，日常的に数多く

存在する。本実験により，「何を手がかりとして反応し

たらよいか」を対象児にとって理解しやすい環境設定の

中で系統的に学習させていくことで，社会的に複雑な機

能を持つ言語行動を獲得することが可能であることが示

唆された。

⑳

解決物品×４

誤物品×４
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ﾌﾟレイヤー

長机

●
対象児

Figure3実験２における反応に関するプローブ条作の
セッテインクﾞ
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ｎｌｂｌｅ２反応に関するプローブにおける他者因難状況

Ａ系列

①紙が破れてしまった（ｾﾛﾃー ﾌ゚ )[のり］

②パｯｸのｭー ｽが飲めない（ｺｯﾌ゚ )[皿］

③勉強ができなし、（鉛筆)[絵具］

④黒板が拭けない（黒板消し)[消しゴム］

Ｂ系列

①厚紙が切れない（鉄)[爪切り］

②ﾘー が食べられない（ｽﾌ゚ ﾝー)[箸］

③ｶｾｯﾄが聴けない（電源ｺー ﾄ')[乾電池1本］

④パｿｺﾝが使えない（ﾌﾛｯー )[ｵﾃー ﾌ゚ ］

）内は解決物姉，［］内は誤物払

物品４つとそれに対応する誤物品４つの計８物品を置い

た。

手続き

①場所に関するプローブ：実験１と同様に２つの場面が

用意された。場面１において対象児は指示者から「××

のパズルを～の袋（机，鞄）に入れて」というように

｢箱」の代わりに「袋」または「机」「鞄」などにパズル

片を入れるよう教示された。プレイヤーは場面２におい

てパズルを行った。手続きは実験１のプローブ３の手続

きに準じた。色条件では４色＝４試行を１セッション，

場所条件では５種類の場所＝５試行を１セッションとし

て各２セッション測定した。

②反応に関するプローブ：実験２においては，解決物

品および誤物品について正しく命名できることが前提と

なる。このための前訓練として，１６物品すべてについ

て命名訓練を行った。物品のいずれかが対象児の前に提

示され，「これは何？」と質問された。誤反応または無

反応の場合は正答が訓練者によって示され，対象児には

それを模倣することが求められた。正答については言語

賞賛がなされた。１６試行（=16物品）を１セッションと

して，２セッション連続で100％の正しい命名反応という

達成基準を満たすまで命名訓練を継続した。本実験では，

Table2に示す８種類の他者困難状況と解決物品，誤物

品の組み合わせを用意し，４種類ずつ２つの系列に分け

て測定した。２つの系列は，同一の指導時間内に両方測

定することはなく，常に別々のセッション内で測定し

た。

まず，プレイヤーが困難状況にある場面で指示者が室

外の対象児に声をかけて入室させた。プレイヤーは特に

｢困った」等の発言をせず，黙ったままで１０秒待った。

例えばプレイヤーは，Ｔａｂｌｅ２のＢ系列の「厚紙が切れ

ない」場合，切取線の入った厚紙（ボール紙を重ねたも

の）を両手で持ちそれを左右に引っ張り裂こうとするが

全く裂けないというジェスチャーを行った。対象児が何

らかの物品名を言った場合には，「(物品名）？」と言っ

てその物品を取った。対象児の言った物品名が正しい解

決物品名の場合は，それを用いて状況を解決した後，

｢どうもありがとう」と言い言語賞賛を行った。誤物品

であれば，「できないなぁ」という言語フィードバック

のみを行った。その後，指示者は，対象児が複数の物品

名をでたらめに言い続けるのを防ぐため，対象児を退室

させた。対象児が１０秒間待っても何も言わない場合に

は，指示者が声をかけ，退室させた。先の条件と異なる

点は，特定化された物品（パズル）が存在しないこと，

期待される教示言語行動が場所名でなく物品名であるこ

とである。

結果

場所に関するプローブ，及び反応に関するプローブの

結果をFigure4に示す。縦軸は１セッション中の教示言

語行動の正反応率を示している。丸プロット，正方形プ

ロットは，それぞれ場所に関するプローブの色条件，場

所条件での正反応率を，菱形プロット，平行四辺形プロ

ットは，それぞれ反応に関するプローブのＡ系列，Ｂ系

列の正反応率を示している。

場所に関するプローブでは，色条件，場所条件の両条

件について，対象児は全てのセッションで100％の正反

応を示した。続いて測定された反応に関するプローブに

おいては，測定当初の５～８セッションでは全試行にお

いて対象児は無反応であり，指示者によって室外に呼び

戻されるというパターンが続いた。Ａ系列，Ｂ系列とも

同様であった。しかしながら，９セッションではＢ系列

の「①厚紙を切ろうとしてハサミがない」という状況

で，「ハサミないと切れない」という反応をし，続く１０

セッションでは同様の試行で「ハサミ」という言語反応

が生起するようになった。１１，１２セッションでは，Ａ

系列が行われたが，全ての試行において適切な物品名を

プレイヤーに伝えることが可能となった。１３，１４セッ

ションでは再びＢ系列に戻されたが，１３セッションで

は「④コンピュータを使おうとしてフロッピーがない」

状況において，「ビデオテープ」という反応が見られた

が，プレイヤーが「できないなあ」というフィードバッ

クを行うと次の１４セッションでは正しく「フロッピー」

と反応するようになった。

考察

実験２では実験１に参加した自閉症児Ｓ２を対象とし，

訓練場面において箱以外の他の場所についての般化プロ

ーブ，また新たな他者困難状況における解決物品名の教

示言語行動についての反応般化プローブの測定を行っ
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た。その結果，場所に関する般化プローブに関しては，

すべてのセッションで100％の正反応率が得られ，反応

に関する般化プローブにおいても９セッションより正反

応が自発し，最終的にすべての物品名を教示することが

可能となった。

２種類の般化プローブのうち場所に関する般化プロー

ブは，場所に関する名称が変わるのみであり，パズル場

面が同様に使用されることからも実験１の文脈とも共通

点が多く，このことが最初から100％の正反応率が得ら

れたことの要因であろう。これに対して，反応に対する

般化プローブは，各困難状況に解決物品がそれぞれ１対

ずつ対応しており，実験１や先のプローブのような解決

‘情報としての「パズルの位置」を教示する反応とは質的

に異なっていたこと，これらの困難状況と解決物品との

関係性が，対象児にとってなじみの薄いと考えられるも

の（例えばコンピュータとフロッピーディスク）が含ま

れていたことなどが導入初期の対象児の無反応に影響を

与えていた要因と考えられる。

また，対象児が９セッション目に初めて自発した「ハ

サミがないと切れない」という言語行動は，それ以前の

場所に関する般化プローブ条件の言語行動とは異なり，

プレイヤーの方を注視して発せられたものではなかっ

た。プレイヤーはそれを教示言語行動と受け取り，行動

し，困難状況の解決に対して，対象児の言語行動を強化

していった。その後，次のセッションでは，同様の場面

でプレイヤーを注視した形で「ハサミ」という言語行動

を表出した。実験的な証明は不可能であるが，このよう

な対象児の微妙な反応変化は，初発時での「困難状況に

対する記述」的機能を持つ言語行動が，その後の聞き手

の対応によって徐々に教示的機能を持つ言語行動に移行

し，決定づけられていったことを示すものであるとも考

えられる。さらに実験２においては，対象児に対して特

別な訓練（プロンプトやモデル提示）は行われなかった。

反応に関する般化プローブにおける教示言語行動の成立

は，プレイヤーの自然な対応による試行錯誤的，排他律

的な学習の成立の結果であると考えられ，教示機能の確

立後においては特別な指導手続きなしでもこれらの言語

行動が般化，定着していく可能性を示しているといえ

る。

１２ ３４５６７８９１０ １ １ １ ２ １ ３ １ ４
ＳＥＳＳＩＯＮＳ

Ｆｉｇｕｒｅ４実験２における各セッションごとの裁示言語行動の正反応率

総合考察

本研究は，情報要求事態におかれた他者への情報提供

言語行動を教示言語行動とし，自閉症児の他者への教示

言語行動において，他者の情報要求事態に応じた自発が

可能か，他者情報要求事態において自らが情報を保有し

ているか否かによって分化的に教示言語行動を自発する

ことが可能か，またそれを可能にする条件は何か，訓練

された教示行動は他の状況に対して般化するか否かにつ

いて分析を行った。

結果，両対象児とも指導，それも言語モデルによって

教示言語行動を獲得することが可能であり，他者の'情報

要求事態に応じて自発が可能であることが示された。ま

た，他者情報要求事態における自らの情報の有無による

教示言語行動の分化については，視覚的・言語的フィー

ドバックを行うことによって可能となることが示され

た。

要求機能を持つ言語行動とは異なり，教示や助言とい

った機能を持つ言語行動は，自らの直接的欲求ではなく，

他者の行動や事実を手がかりとして自発されるため，多

くの複雑な社会的刺激を弁別し，反応できることが必要

となる。本研究においては，教示言語行動について高次

条件性弁別の分析的枠組みから，この行動の成立Iこかか
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わる先行条件について，他者困難条件の有無，自己の解

決情報の保有の２つを機能的弁別刺激として仮説し，条

件別に文脈を構成し検討した。本研究の結果から，対象

児は単にステレオタイプに教示言語行動を自発していた

のではなく，これら２つの状況を弁別し，機能的に自発

していたといえる。

また，本研究の最初の指導条件で用いられた手続きは，

特殊な手続きではなく，プロンプターからの言語モデル

という日常生活の中でも教師や親が自然に用いるような

方法であった。教示言語行動の日常場面への般化につい

ては，Ｓ２において本研究終了後，大学での指導の遊び

時間中の野球ゲームの時に，用具がなくて困っていた指

導者の「バットがないよ」という言語行動に対して，

「あっちの部屋」といいながら指さすことが観察された。

対象児たちが日常場面においてなぜこれらの言語行動の

獲得に困難をきたしていたか，本研究の結果のみから同

定すること困難であるが，一つの視点として，日常場面

において彼らが他者に対して教示し手助けするような機

会を与えられているか再検討してみる必要がある。また，

教育効果を上げるためには，そのような機会が偶発的に

存在するのではなく，ある程度反復的に，しかもできる

だけ似たような社会的文脈の中で組織的に設定される必

要がある。そしてその中で最も大切なことは，本研究の

実験１での未知情報試行結果操作条件や先行刺激操作条

件，実験２のプローブ条件での変容にみられるように，

子どもの反応に対して言語的/視覚的にわかりやすく確

実なフィードバックを返してやるという応答的環境が用

意されることであろう。

自閉症児に様々な社会的文脈を理解したり弁別させる

ことが可能かどうか，他者の「信念」を推論することが

可能かどうかについての研究は，「心の理論」研究と絡

んで認知心理学の分野を中心に行われ始めている。

Pemer,Leekam,＆Ｗｉｍｍｅｒ（1987）は，「ジョンが机の

引き出しにチョコレートを隠し，彼が見ていないときに

母親が別の箇所に移す」という誤信念課題について「ジ

ョンがチョコレートがあると思っている場所」について，

健常幼児の３歳後半で約５割，４歳前半で約８割が正答

可能であったとしている。実験１に参加した対象児の精

神年齢がＳ１が３歳，Ｓ２が３歳８ケ月であったことを考

えると，ｓｌの教示言語行動獲得の困難性（未知'情報試

行先行刺激操作条件の付加が必要であったこと）につい

ても，先行研究の発達的データを支持したものであると

いえる。ただし本研究は，対象児が「プレイヤーはパズ

ルの在処を見ていない/知らない｣，「プレイヤーは困難

状況を解決する物品を知らない」ということを知ってい

たかどうか（応答可能か）という問題と，教示言語行動

の成立との関連性を検討したものではない。この点を確

かめるためには，本研究の対象児らに「○○さんは～を

見ていますか/知っていますか」という質問に対して機

能的な応答が可能となるよう別な場面で指導しておき，

信頼できる応答行動が確立していることを前提条件と

し，課題を実施していく必要がある。このような心的言

語行動の確立と，教示言語行動が可能であることの関連

性についても今後検討していく必要がある。

従来の「心の理論」研究の多くは，多数の子どもに１

～２回のテストを行い統計処理したものがほとんどで，

一般的傾向は把握できるが個々の事例の違いや，教育可

能にするための要因の抽出には至っていない。本研究で

は，単一事例の実験デザイン（singlecasesubject
design）を用い，先行条件となる社会的文脈の要素を一

つ一つ条件を変えて導入することでそれらの文脈を対象

児が弁別刺激としているか否か分析しようと試みた。行

動の手がかりとなる弁別刺激とは，単なる先行条件とは

区別され，行動出現以前に物理的または形式的用語では

定義する事はできない（坂上・山本・実森，1994)。し

たがって，特定の刺激が，ある行動の弁別刺激として機

能しているか否かは，仮説しうる刺激の挿入/除去とい

う操作を通して行動がどのように変化するかを検討する

ことで初めて証明が可能となる。複雑な社会的刺激によ

って制御される行動について，その成立条件となる複数

の弁別刺激を分析し特定するためには，仮説される刺激

要素を一つずつ挿入/除去操作するような方法論を確立

していく必要がある。

自閉症児において，本研究で取り上げたような教示機

能が成立するためには，行動の直前の先行条件の弁別だ

けでなく，対象児のプロフイールに記述されたような下

位の行動群が成立していること，前訓練で行われたよう

なやりとりが可能なこと等が前提となる条件として考え

られる。このためには，人の行動に対して注目したり，

模倣したり，追従したりといった行動の成立やそれに付

随する強化歴が必要となる。これらは，愛着行動や共同

注視，リファレンシャル・ルッキングという文脈で研究

されており，今後これらの発達との関連からも検討して

いく必要がある。

また自閉症児においては，社会性の刺激が強化刺激と

して機能しにくいといった指摘が従来からなされてきて

おり（Lovaas,Freitag,Kinder,Rubenstein,Schaeffer,＆

Simmons,1966;Ferster,1961)，自閉症児に質問行動を

指導する際も聞き手からの応答自体が強化として成立す

ることの困難性が指摘されている（Hung,1977)。本研

究に参加した対象児は，日常の指導の中で対人的な刺激

に対する緊張反応を抑制し，声かけや言語賞賛，抱っこ

や握手が子どもにとって’快適な刺激になるよう配慮され

てきた。刺激に対する過敏性，対人回避傾向が強い自閉

症児の場合は，まずこれを除去することが必要と考えら

れる。機能的な教示言語行動の成立のためには，認知的
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な他者理解つまり先行事象の弁別だけの問題ではなく，

社会的な他者の行動が強化として機能することが重要と

考えられる。社会的な刺激に対する弁別性を上げるため

には，他者に着目すること，他者が子どもにとって強化

的な存在であることが不可欠であると考えられるからで

ある。
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異なった意見をもつ児童間で行われる話し合い過程の発達的検討

倉盛美穂子 高 橋 登
(広島大学教育学研究科）（大阪教育大学）

本研究は，小学校の児童が，道徳判断課題について，自分と異なる意見を持っている児童と話し合う

時，どのような発話を行い，どのようにして結論にいたるのか，また，そこに発達的な違いがみられる

かについて検討することを目的とした。意見の異なるペアをつくるために，１年生，３年生，５年生の被

験児に，事前に道徳判断課題のプリテストを行わせた。そして，意見の異なる者同士をペアにし，意見

を１つにまとめるように教示し，話し合いを行わせた。その結果，１年生では，理由を述べる発話は少な

く，理由の道徳発達レベルは低く，互いに理由を述べる前に結論が得られてしまうという特徴がみられ

た。一方，３．５年生は，互いに理由を述べ，しかも高低両方のレベルの理由をあげ，互いに意見を出し

合った後で，多くの新規な理由を出した側に結論を収束させていた。つまり，１年生から３年生にかけて

は，理由の数，特に，高いレベルの理由が増えるといった量的な変化に伴って，話し合い過程が結論先

行型から説明先行型になるというような，質的な変化がみられた。また，３年生から５年生にかけては，

同じ説明先行型の話し合いスタイルの中でも，意見を主張するという種類の発話量だけが量的に変化す

ることが示された。

【キー・ワード】仲間での話し合い，小学生，道徳判断課題

問 題

われわれはコミュニケーションを通して相互に社会的

関係を保っている。他人とのコミュニケーションは，対

人関係を築き，維持するうえで大きな役割を果たしてい

ると考えられる。このことは児童においてもあてはまる

ことであり，友達との遊びの相談など，話し合いの場面

は日常的に数多く存在する。また，学校においてもヅ学

級会や班活動など話し合う機会は多く設定されており，

近年では，多くの教科において，話し合い活動が授業に

積極的に導入されている（邑上，1994)。それでは，児

童が与えられた課題について話し合いを行う時，どのよ

うな発話を行い，どのようにして結論に至っているので

あろうか。また，児童の話し合いには，発達的な違いが

みられるのだろうか。

これまで，話し合いの場面において，児童同士がどの

ように互いの意見の調整を行っているかについて検討し

た研究は，主に共同での問題解決（jointproblemsoMng）

の研究の枠組みの中で行われてきた。具体的には，空間

表象課題（3つ山課題)（Bearison,Magzamen,＆Filardo，

1986;Doise,＆Mugny，1979；Emler,＆Valiant，1982；

Mackie,1983)，保存課題（DoisqMugny,＆Ｐｅ汀et-Cler-

mont,1975;Russell,１９８２），算数・理科の論理的類推課

題（Dimant,＆Bearsion,1991;Ｆｏｒｍan,＆Cazden,1985；

Phelp,＆Damon,1989)，地図の道順計画課題（Gauvain，

＆Rogoff,1989;Radziszewska,＆Rogoff,1988)，道徳判断

課題（Berkowitz,Gibbs,＆Broughton,1980;Berkowitz，

＆Gibbs，1983；Ｄａｍｏｎ，＆Killen，1982；Kruger，＆

Tomasello，1986;Kruger，1992,1993；Maitland,＆Gold‐

man,1974;Roy,＆Howe,1990）などが課題として使用さ

れている。そして，それらの研究では，例えば，子ども

同士のペアと大人と子どものペア（Kruger,1992,1993)，

同レベルのペアと異なるレベルのペア（Doise，＆

Mugny,1979)，プレテストでの意見が一致していたペ

アと意見が不一致だったペア（Maitland,＆Goldman，

1974)，または，共同で問題解決を行う時と単独で問題

解決を行う時（Doise,Mugny,＆Perret-Clermont,1975）

などの比較を行い，それらの間での問題解決を行う過程

での発話，課題に対する認知の変容などについて検討が

行われている。

上述の課題のうち道徳判断課題を用いた研究は，話し

合し､を行うことが道徳判断のレベルを高める有効な機会

となることを示す実証的な研究が多い。具体的には，道

徳授業において話し合いを行う意義を示した研究や

(Blatt,＆Kohlberg,1975;Colby,Kohlberg,Fenton,Spe

icher-Dubin,＆Ljeberman,1977;内藤，1985)，道徳判断

課題を単独で行う時とペアで行う時，またはペアの組み

合わせに関する条件を変えることによって，ペアで課題

を行う効果について検討した研究（Berkowitz,Gibbs,＆

Broughton，1980;Berkowitz,＆Gibbs，1983;Kruger,＆
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Tomasello,1986,Kruger,1992,1993）がある。

ただし，道徳判断課題を共同で問題解決を行う一課題

としてみた場合には，他の共同問題解決課題とは異なる

特徴がある。第一に，唯一の正答があらかじめ決まって

いる他の課題の場合とは異なり，道徳判断課題では，課

題に正解か不正解かというような二値的な答えはなく，

高いレベルの理由か否かというレベルの差しか存在して

いないことがあげられる。というのも，道徳判断課題は

もともと，その人が述べた判断やその理由，すなわち道

徳判断における内容的な側面を分析することにより，道

徳的価値に対する考え方，つまり道徳判断の形式レベル

(以下道徳判断のレベル）をあきらかにしようとしたも

のだからである（Kohlberg,1969/1987)。従って第二に，

問題解決場面（話し合い場面）では，被験者は他の課題

のように協力して単一の正答を探索することを目指すと

いうよりも，互いの考えの正当性を主張しあう中でコン

センサスを得ることが目的になる。また第三に，道徳判

断課題は，単一の正答がないということから，ある年齢

に達すれば大部分の被験児が単一の答えに収束してしま

うということがなく，また道徳判断のレベルを指標にす

ることにより，異なった年齢の子ども達の話し合いを比

較することが可能である。これらの点は，道徳判断課題

が，話し合い過程を分析する題材として適切であること

を示していると言えるだろう。

また実際に，先行研究では，話し合い過程において被

験児がどのような発話を行っているかを分析している研

究もある。そうした研究によれば，道徳判断レベルが向

上したペアは，他者の考えを自分の中で処理するような

発話が多く，それらの発話と道徳判断レベルの向上には

関係があることが示されている（Berkowitz,＆Gibbs，

1983;Kruger,1992,1993)。しかし，これらの研究は話

し合い過程の分析としては，いくつかの点で不十分な点

があると言わざるを得ない。

それは第一に，先行研究では，発話者は，課題に関連

し他者の発話に関わる発話を述べているのか，そしてそ

れは結果と結びついているのか，という分析は行われて

きたが，そこに存在していると考えられる発話の質的な

差異にまで踏み込んだ分析はあまり行われてこなかった

点である。例えば，単に自分のこれまでの主張を繰り返

すだけであるような発話と，新たに解決策を提案してい

るような発話を比べてみると，いずれも課題に関連のあ

る発話ではあるが，後者の方が明らかに発話者は課題に

ついてより深い処理を行っていると考えることができる

だろう。そこで本研究では，課題についての処理の程度

の違いを反映するような発話のカテゴリを用いることに

よって，話し合いの質的な違いも考慮に入れた上で，話

し合いと結果としての解決策との関係について分析す

る。さらに本研究では，被験児が話し合いの中で相手を

説得する際に述べた理由が，道徳判断レベルのどのレベ

ルに該当するかを示すことによって，述べられた理由の

質的な違いも検討する。

先行研究の二番目の問題点は，話し合いの中で全体と

してどういった種類の発話が多く述べられていたのかと

いう分析はあるものの，話し合いの過程を時系列的に分

析することはなかったという点である。このことは，特

に話し合いの過程で被験児が相手を説得するためにどう

いったレベルの解決策を提示し，最終的にどういった結

論に収束したのか，というような話し合いの中での被験

児同士の相互作用の過程を知る上で必要不可欠な作業で

あろう。

第三の点は，課題について行われる話し合いが年齢に

よってどのように異なるのかといった発達的な検討がな

されてこなかったという点である。各年齢での話し合い

の特徴について知ることは，対人交渉の発達を考える上

でも，年齢にあった適切な話し合いの指導を考える上で

も重要なことである。そこで，本研究では，全ての年齢

のペアに同じ道徳判断課題を提示し，被験児が相手を説

得するために述べた理由を分析することによって，話し

合いの背景にある，年齢によって異なると考えられてい

る道徳判断レベルが，話し合いの時系列的な展開過程や

話し合いの内容にどのように反映され，またそれらが年

齢によってどのように異なるのかを検討する。

話し合いでの発話を分類するカテゴリとしては，

Berkowitz,＆Gibbs（1983)，Kruger（1992）のものがよ

く知られている。Berkowitz,＆Gibbs（1983）は，課題

内容について述べ，他者の発話（考え）を自分の中で処

理するような発話を交流的発話と定義し，交流的発話に

は，他者の発話（考え）をそのまま引用しただけのよう

な自分の中で処理する程度が低い発話と，他者の発話

(考え）に新たな内容をつけ加えたような自分の中で処

理する程度が高い発話があるとした。また，Kruger

(1992）は，発話を非交流的発話(Ｎ）と交流的発話に分

け，交流的発話を交流的意見(s)，交流的質問・提案(Ｑ)，

交流的応答(R)の３種類に分類し，さらに，この３つを

他人に対して向けられた発話と自分自身に向けられた発

話の２つに分類した。交流的意見とは，課題内容に関し

て自分の意見を表明する発話で，具体的には，私はこう

思う，思わない，こうする，こうしないなどの賛成，反

対の発話が該当する。交流的質問・提案とは，課題内容

に関して相手の意見を尋ねたり，相手に対して質問をす

る発話で，具体的には，質問（どうしますか)，提案

(こうしませんか)，依頼（こうしてくれませんか）とい

う発話が該当し，交流的応答とは，交流的質問・提案に

対する返答となる発話が該当する。本研究では，

Krugerのカテゴリに基づき全発話を非交流的発話(Ｎ)，

交流的意見(S)，交流的質問・提案(Ｑ)，交流的応答(R）
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に分け，さらに，Berkowitz,＆Gibbs（1983）を参考に，

この３種類の交流的発話を，発話内容が課題内容や相手

の述べた発話からどれだけ質的に変化したかの程度（高

低）によって，‘‘処理が浅い（shallow）発話”と“処理

が深い（deep）発話'':に分類した。“処理が浅い発話'，

とは，相手の意見の繰り返し，課題内容の確認といった

発話（例：さくらは，泥棒をしたんだよね）であり，

"処理が深い発話”とは，理由をあげながら自分の判断

を説明したり（例：泥棒は，黙って盗むから，悪いと思

う），質問を行ったりするような発話である。この２つ

は，いずれも課題に関連のある発話ではあるが，後者の

方が明らかに発話者は課題内容や相手の述べた発話につ

いて，より深い処理を行っていると考えられる。また，

Kruger(1992）は，他人に対して向けられた発話と自分
自身に向けられた発話の分類を行っているが，彼女の結

果では，自分自身に向けられた発話は，大人一子どもペ

アでの大人の発話に多くみられただけである。そこで，

被験者が子どものペアである本研究では，この発話カテ

ゴリの分類は行わないことにした。

本研究は，道徳判断課題を用い，課題に対して異なっ

た意見を持つ（どちらが悪いと判断するか，すなわち，

道徳判断の内容が異なる）２名の児童を組にして，相談

しながら意見を１つにまとめるように教示したときに，

話し合いの過程が年齢によってどの様に異なるのか，ま

た，そのような年齢差を生み出す要因は何なのかをあき

らかにすることを目的とする。話し合いの発達的な特徴

をあきらかにすることは，児童の対人関係・社会性の発

達を知る上で欠かすことの出来ないものであり，学級会

活動，班活動などの学級指導における指導の指針をも示

すことになると考えられる。

方 法

被験児

大阪府公立小学校の１年生，３年生，５年生各１クラス

の児童が後述するスクリーニングテストに参加した。そ

して，各クラスの担任教師が，スクリーニングテストで

意見（どちらが悪いと判断するか，すなわち，道徳判断

の内容）が異なっており，かつ日頃，休み時間などに一

緒に遊ぶことがあるという条件にあてはまる者を２人ず

つ組にした。組み合わせに性別は考慮しなかった。ペア

を組む際に，日常場面の観察において，常に一方が話し

合いの主導権をにぎるような関係にある者同士はペアと

して組まないようにしたので，厳密な意味で統制は行っ

ていないが，ペアの関係についてはゆるやかな統制は行

っていると考えている。その結果、１年生，３年生，５年

生の各学年22名１１組の児童が被験児として参加した。

材料

話し合いの題材を選定するにあたって，次のような点

を考慮した。（１）児童の日常生活からほど遠くない内容

である，(2)知識の差のでない内容である，（３）児童が

自分の意見を述べやすい内容である，(4)意見がわかれ

やすい内容である。これらの点を考慮し，Kohlbergの

道徳発達理論を基にした「青年期における道徳判断の発

達測定のための質問紙一ＤＩＴ日本版」（山岸，1985）か

ら物語を選択した。

この課題を使用したのは，(1)与えられた選択肢のう

ち，どちらを選んでも正答というものがないので，意見

がわかれやすく，話し合いが活発に行われると予想され

る，(2)話し合いの内容を分析する方法として，児童が

述べた判断理由をＤＩＴの６段階の道徳的基準に照らし合

わせて判定できる，(3)具体的な内容で，誰もが推測可

能であり，経験差がでないと考えられたからである。

手続き

刺激材料を選定するために最初に，児童の生活経験に

即した内容であると思われる物語として，ＤＩＴから２つ

とＤＩＴの基準にあてはめることのできるPiagetが用い

た道徳判断の例話（Piaget,1930/1955）から２つ，合計

４つの物語を選んだ。児童が内容を理解しやすいように，

物語の場面設定等をさらに具体的なものにした。予備調

査として，この４つの物語を本実験の被験児と同一の小

学校の２年生３２名に聞かせ，どちらが悪いと判断する

かの意見の分かれる率が最も高かった物語を本実験の刺

激材料にすることにした。

また，本研究では，児童の物語に対する理解を促すた

めに物語を４つの場面に分け，それぞれの場面を絵にし，

その４枚の絵を見せながら，物語を話して聞かせること

にした（物語の内容は資料を参照のこと)。

本研究は意見の異なる組を作るためのスクリーニング

テストと，本実験の２つのステップで行われた。スクリ

ーニングテストは以下の手順で行われた。朝，授業の開

始前に実験者が材料の物語を，絵を見せながら２回話し

て聞かせた。その後，「サクラは泥棒をしてお金を手に

いれました。モモコは人を編してお金を手にいれました。

泥棒をしたことと，編すことでは，どちらの方が悪いこ

とをしたと思いますか？周りの人とは相談をせずに考え

て下さい」と教示をし，目を閉じた状態で悪いと,思う方

に挙手をさせた。ここで，担任の教師にどの児童がどち

らの意見に挙手したのかをチェックしてもらい，このデ

ータをもとに，意見が異なる児童同士を２人１組にし

た。

本実験は，スクリーニングテストと同じ日の放課後

行われた。個室に２人１組ずつきてもらい，再度，実験

者が絵を見せながら話を聞かせた。次に，「２人で話し

合ってどちらの方が悪いことをしたかを決めてくださ

い。決まったら，紙に，決まった方の名前と，どうして

そう決めたかの理由を書いてください。２人が話し合い
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をしている間は，私（実験者）は部屋の外にいるので，

終ったら呼びにきて下さい」と教示を行った。つまり，

本研究では，道徳判断における内容面である「どちらが

悪いか」と「その判断理由」の２つの点で合意をするよ

うに教示を行った。

個室で話し合いを行うという条件設定や，話し合いの

結果や理由を紙に書かせるようにしたのは，被験児の話

し合いを行う動機づけを高めるためであった。このよう

な手続きの結果，実験場面の被験児は，全てのペアにお

いて，実験者が退出後すぐに課題についての話し合いを

始めていた。また，実験開始時には，話し合いに要する

時間の制限は行わなかったが，実験開始後１０分が経過

したときに，後５分でまとめるように促し，その結果す

べての組が１０分前後で話し合いを終了した。この時間

の制限は，ペアによって，話し合いの時間が極端に異な

らないようにするためであった。また，時間の催促によ

っていきなり結論を得ようとするなど，促しによって，

話し合いの内容が大きく変化したと思われるペアはなか

った。話し合いはすべてカセットテープレコーダで録音

された。

結 果

最初に，テープレコーダに録音した会話を文章に書き

起こした。それぞれの発話は，述部ごとの区切りを１つ

の発話単位として数えた。次に，それぞれの発話は，非

交流的な発話(Ｎ)，浅い交流的意見(SS)，深い交流的

意見(ＳＤ)，浅い交流的質問・提案(ＱＳ)，深い交流的質

問・提案(ＱＤ)，浅い交流的応答(AS)，深い交流的応答

(ＡＤ）の７つのカテゴリに分類された。また，「うん，

うん」というあいづちは独立した発話単位とは扱わなか

った。２人の評定者が独立に，すべての発話について７

つのカテゴリに分類を行ったところ，一致率は84.3％で

あった。不一致のものの評定は評定者問の議論によって

行った。

次に，話し合い時間を計測した結果，１年生が平均

7.86分（ＳＤ＝2.07)，３年生が平均9.56分（ＳＤ＝1.64)，５

年生が平均11.37分（ＳＤ＝2.51）であった。学年によっ

て話し合い時間に差がみられるかを検討するため，１要

因の分散分析を行った。その結果，学年の主効果（Ｆ(2,

30)＝7.71,’〈.01）が有意であり，′、key法により学年間

の多重比較を行ったところ，１年生と５年生の間に差が

みられた（5％水準)。

ペアによって話し合い時間に違いがみられたので，総

発話数を話し合い時間で割り，１分あたりの発話生起数

を算出した。１分あたりの平均発話数をＴａｂｌｅｌに示す。

はじめに，学年によって非交流的な発話と交流的発話の

生起数に差がみられるかを検討するために，学年(3)×

発話の種類（２；非交流的な発話・交流的発話）の分散

分析を行った。その結果，学年の主効果(Ｆ(2,30)＝6.01,

'〈､０１)，発話の種類の主効果（Ｆ(1,30)＝50.87,’〈､01)，

学年×発話の種類の交互作用（Ｆ(2,30)＝4.58,’〈､05）

が有意であった。交互作用がみられたので，Tukey法に

より発話の種類ごとに学年間の多重比較を行ったとこ

ろ，交流的発話にのみ１．３年生と５年生の間に１％水準

で有意差がみられた。従って，非交流的発話は学年によ

る差はみられないが，課題内容について述べ，他者の発

話を自分の中で処理するような交流的発話は，３年生か

ら５年生にかけて急激に増加することが示された。そこ

で次に，具体的に交流的発話の中でも特にどの発話に学

年差が生じたのかを検討する。

交流的発話の６つの下位発話カテゴリのうち，どの発

話カテゴリに学年差がみられるかを検討するために，学

年(3)×発話の種類（３；意見・質問提案・応答）×処

理の深さ（２；浅い．深い）の分散分析を行った。その

結果，学年の主効果（Ｆ(2,30)=6.23,,〈､01)，発話の種

類の主効果（Ｆ(2,60)＝27.78,’〈､01)，処理の深さの主

効果（Ｆ(1,30)＝141.36,’〈.01)，学年×発話の種類の交

互作用（Ｆ(4,60)＝3.71,’〈､01)，発話の種類×処理の深

さの交互作用（Ｆ(4,60)＝14.26,ｐ〈､01）が有意であった。

学年×発話の種類の交互作用について，′、key法を用い

て発話の種類ごとに学年間の多重比較を行ったところ，

交流的意見の生起数は１．３年生と５年生の間に１％水準

で差がみられ，交流的質問・提案，交流的応答には学年

差はみられなかった。また，発話の種類×処理の深さの

交互作用について，Tukey法を用いて処理の深さごとに

発話の種類間の多重比較を行ったところ，処理の浅い発

話では，交流的応答，交流的質問・提案，交流的意見の

順に生起数が多くなり，処理の深い発話では，交流的応

答，交流的質問・提案より交流的意見の生起数が多いこ

とが示された。

従って，自分の意見を表明する発話は１．３年生より５

年生の方が多く，相手に対する質問・提案の発話や，相

手の質問・提案に返答する発話は，学年間に違いがみら

れないことが示された。このことから，交流的発話が学

ｎｂｌｅｌ各カテゴリの１分あたりの平均発話数

学年

1

３

５

非交流的発話

０．６０

(0.65）

０．５９

(0.40）

０．８３

(0.96）

交流的発話

交流的意見交流的質問･提案交流的応答

浅い深い浅い深い浅い深い

０．８０

(0.38）

１．００

(0.45）

１．７１

(1.35）

０．５４

(0.10）

０．４０

(0.29）

０．７７

(0.64）

０．４６

(0.33）

０．６３

(0.34）

０．７５

(0.40）

０．００

(0.00）

０．１５

(0.14）

０．３９

(0.18）

０．３２

(0.23）

０．３０

(0.29）

０．３７

(0.18）

０．０２

(0.05）

０．０５

(0.07）

０．１６

(0.13）

内の数字は標準偏差
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された（１％水準)。次にそれぞれの理由のレベルを山

岸（1985）に基づいて，Kohlbergの道徳発達段階にあ

てはめ分類した。各学年ごとに，挙げられた理由とその

道徳発達段階をＴａｂｌｅ２に示す。また，学年別に道徳発

達段階ごとの理由の生起数をFigurelに示す。ただし，

第２段階のカテゴリの理由はみられなかった。Table２，

Figurelから，学年が上昇するに従って，理由の数が増

えるばかりでなく，理由の内容も発達段階上のより上の

段階の内容に移り変わっていくことがわかる。具体的に

は，１年生は，理由の数は１組にほぼ１つ，しかも１段

階に対応する内容が多く，３年生・５年生は，理由の数

は１組に複数で，３段階から５段階に対応する内容が多

かった。

ここまでの結果をまとめる。会話を発話カテゴリごと

に分析すると，学年が上がるにつれて，被験児自身の新

規な考えが含まれている処理の深い発話も，提示された

課題の内容を単に繰り返しているだけであったり自らが

既に述べた主張を繰り返すだけの処理の浅い発話も含

年の上昇とともに増加するのは，主に自らの意見を主張

することが多くなるためであると言えるだろう。また，

処理の深さについては，いずれの学年でも処理の深い発

話よりも処理の浅い発話の方が多く，学年の上昇によっ

て深い処理の発話のみが増加するといったことはなかっ

た。つまり，学年の上昇によっていずれの処理の発話も

増加していた。この点に関して特に興味深いのは，

Tablelに示されているように，１年生では処理の深い発

話がほとんどみられていないという点である。この点に

関しては他の分析とあわせて考察で検討する。

次に，各被験児が相手を説得するためにあげた理由の

分析を行った。各学年の理由の平均の数は１．３．５年生

それぞれ０．８２（ＳＤ＝0.40)，２．２８（ＳＤ＝1.10)，２．８２

(ＳＤ＝1.47）であった。学年によって理由数に差がみら

れるかを検討するため，１要因の分散分析を行った。そ

の結果，学年の主効果がみられた（Ｆ(2,30)＝9.95,

'〈.01)。Tukey法による多重比較の結果，１年生より

３．５年生の方が多くの理由をあげて説得することが示

脳bｌｅ２被験児が相手を説得するために用いた理由とその発達段階

１年生

段階学 年

異なった意見をもつ児童間で行われる話し合い過程の発達的検討

泥棒をしたから（７名）

嘘つきだから（１名）

黙ってお金を盗んだから（１名）

１
１
３
－
１
１
１
１
３
３
３
３

お金を取ることは悪い（2名）

（泥棒は）嘘つくことよりすごい悪いことだから（１名）

泥棒は一生返さない（１名）

嘘つきだから（１名）

お金を返すか返さないかはわからない（5名）

お金を返すのは編したほうが可能性が高い（5名）

嘘つきは返すといったのに返さないから悪い（3名）

盗んだら誰が犯人かわからないから悪い（4名）

年寄りの人からお金を奪ったら年寄りの人のところには

お金が入ってこないけど会社にはお金が入る（２名）

泥棒は警察に捕まえられる（２名）

働いた人のお金を盗むことは悪い（１名）

お姉さんが元気なのに嘘つきは悪い（１名）

３年生

４
４
４
４
’
１
３
３
３
４
４
４
４
５
５
５

盗んだら悪い（１名）

年寄りを編したから（11名）

泥棒は絶対お金を返さないから（5名）

泥棒は黙って盗むから（４名）

泥棒は捕まるから悪い（１名）

人の汗水たらしたお金を盗むのは悪い（１名）

編したら嘘を次々重ねて罪を重ねる（１名）

泥棒は犯罪やから悪い（２名）

人の心を傷つけるのは悪い（２名）

おじいさんは子どものことを信じている（１名）

親切な人を編したから（１名）

５年生
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め，自分の意見を主張する発話の増加が示された。また

被験児が述べた理由に注目してみると，学年が上がるに

つれて理由の数が増加し，理由のレベルも多様化するこ

とが示された。しかし，会話を発話単位に分析し，理由

の分析を行っただけでは，話し合い全体が学年によって

どのように異なるのかはあきらかではない。

そこで次に，学年によって話し合いがどのように展開

されているのかを分析するために，話し合い開始時から

終了時までに行われた発話の中で，理由が述べられてい

る交流的意見の発話単位に着目し，理由と最終的な結論

の時系列的な関係について検討する。全ての発話を時系

結論ＢＢＳＳｌ

結論ＢＢＳＳｌ

結論BBSS1

ASSl結論Ａ

結論B

BSD3結論Ｂ

結論ＢＢＳＳ１

結論ＢＢＳＳｌ

ＡＳＳｌＡＳＳ結論Ａ

結論Ｂ

結論ＢＢＳＳｌＢＳＳ

1段階

2段階

3段階

4段階

5段階

1６

２
８
４
０

１

|IIIil
０１ 年生 ３年生５年生

Figurel学年別の道徳発達段階ごとの理由の数

ＢＳＤ４ＡＳＤ３

ＢＳＤ３ＡＳＳｌ

ＢＳＳ１ＢＳＳ

ＢＳＤ４ＡＳＤ３

結論ＢＢＳＳｌ

ＡＳＤ３ＢＳＳｌ

ＡＳＤ３ＢＳＤ３

ＢＳＤ３ＡＳＤ４

ＡＳＤ３ＡＳＳ

ＡＳＤ３ＢＳＤ３

ＢＳＤ３ＡＳＤ３

ＢＳＳｌＡＳＤ５

ＡＳＤ３ＢＳＤ３

ＡＳＤ３ＢＳＤ３

ＡＳＤ３ＢＳＤ３

ＡＳＤ３ＢＳＳ１

ＡＳＤ３ＡＳＳ

結論ＢＢＳＤ３

ＡＳＤ４ＢＳＳ１

ＡＳＤ３ＡＳＳ
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ＢＳＤ３

結論Ｂ

ＢＳＤ３

ＢＳＳ

ＢＳＳ

ＢＳＤ３

ＢＳＤ３

結論Ａ

ＡＳＤ３

ＢＳＳ

ＡＳＳ

ＡＳＤ５

ＡＳＤ５

ＡＳＳ

結論Ａ

ＢＳＤ４

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
’
１
２
３
４
５
６
７

１年生

ASD４ＡＳＤ３ BSD4BSS結論Ａ

結論Ａ

ＢＳＤ３ＢＳＳＡＳＳ結論B

BSD3結論Ｂ

結論Ｂ

ＢＳＤ３ＢＳＳＡＳＳＢＳＳＢＳＤ３結論Ｂ

ＡＳＤ３ ＢＳＳ

ＢＳＳＡＳＳＢＳＤ４

ＢＳＳＢＳＤ４ＢＳＤ３

ＡＳＳＡＳＳ結論Ａ

ＡＳＳＡＳＳ結論Ａ

ＡＳＳ結論Ａ

ＡＳＳＡＳＤ５結論Ａ

ＢＳＳＢＳＳ結論 Ｂ

3年生

ASD4BSS結論Ａ

結論Ｂ

ＡＳＤ３ＡＳＳ結論Ａ

８
９
ｍ
ｕ
ｌ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｎ

ASS結論A

ASD3BSD4BSD3結論Ｂ

BＳＳＡＳＤ３ＢＳＳＡＳＳＢＳＳＢＳＤ３ＢＳＳ結論Ｂ

結論Ｂ

５年生

注．あらかじめ異なる意見の被験児同士がペアリングされている。嘘が悪いと述べた被験児をA，泥棒が悪いと述べた被験児をＢ，浅い処理の理由をSS，

深い処理の理由をＳＤと記述した。また，上付き文字で示した数字は，理由の道徳発達段階を示し，数字が付加されていない理由は，前に述べられた

理由が繰り返されたものであることを示す。

Figure2会話全鉱の中での理由と結論の時系列的関係
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いる点を考えれば，この結論先行型という分類は適切な

ものと考えられる。こうした結論先行型の組は，１．

３．５年生でそれぞれ８，１，１組，説明先行型は，３，１０，

１０組であった。話し合いのスタイルに学年間で違いが

みられるかを検定したところ，１年生と他の学年の間に

のみ有意差がみられた（直接確率法による，ｐｓ〈､01;両

側検定)。従って，１年生と３．５年生とでは，話し合い

のスタイルが異なっていることが示された。

次に，説明先行型の話し合いの特徴を検討する。Fig‐

ｕｒｅ２を見て顕著なのは，説明先行型の組では一方の理

由だけで結論が決まることは少ないということである。

説明先行型23組中18組（78％）でペアの双方が互いに

理由を述べあっており，二項検定の結果，有意差が見ら

れた（'<､01;両側検定)。二番目に顕著な特徴は，多く

の理由があげられている側に結論が収束することが多い

という点である。２３組中１８組（78％）がその様な組で

あった。ただしこの結果は，単純に自己主張的な子ども

の主張がペアの結論となりやすかったと解釈すべきでは

ないと思われる。というのも，深い処理の理由，すなわ

ち新規な意見だけを取り出してみても，その数が多い方

に結論が収束することが多く（２３組中１６組，７０％)，

またこのいずれかには23組中２２組（96％）が該当して

いた。また，ペアの双方が互いに理由を述べたペア１８

組において，双方が述べた理由のレベルを考慮した場合，

より高いレベルの理由を示した被験児の意見に（１６組

中16組)，また，両者が同じレベルの場合には新規な理

列的に並べるのではなく，理由が述べられている交流的

意見の発話単位のみに着目したのは，これまでの分析に

おいて，交流的意見の生起数と理由の生起数に学年差が

みられたため，これらが学年による話し合いの違いを生

じさせる主要な要因であると考えたからである。

各組ごとに，話し合いがどのように展開されていった

かを検討するために，理由が述べられている交流的意見

を抜き出し，それと最終的な結論との時系列的な関係を

Figure2に示した。また，Ｔａｂｌｅ３に会話の具体例を示

した。理由部分とは，各被験児がそれぞれ支持する意見

について理由として述べたものであり，結論部分とは最

終的に２者間で合意が得られた発話，つまり，例えば一

方の「さくらが悪い」という発話に対して他方が同意し，

それがその組の最終的な結論となった場合のその発話を

指している。

Figure2から，結論の得られ方として２つの話し合い

スタイルの存在が示唆された。一つは，何の理由もあげ

られないままに最終的な合意が得られてしまい，その後，

一方がその理由を述べる結論先行型，もう一つは，理由

が挙げられたあと最終的な結論が得られる説明先行型で

ある。もちろん結論先行型の組であっても話し合いの参

加者の一方がいきなり結論を述べ，他方がそれに賛同し

たわけではなく，迷いの発話（｢どうしよう」などの発

話）や課題内容の確認などは，結論に至る前には行われ

ていた。けれども被験児の双方が一度も課題についての

自らの意見を主張することなく合意が得られてしまって

ｎｂｌｅ３話し合いの具体例（３年生ノ

Ｃ
ｅ
●
●
●
●
●
●

Ａ
Ｂ
Ａ
・
Ｂ

理由の種類

(1)BSD4とは，発話者Bが，深い（Ｄ）交流的意見（S）を述べ，理由のレベルは４段階であることを表している。
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｢どっちと思う？」

｢サクラが悪いと思う。」

｢サクラかなあ。」

｢サクラは泥棒したんやで，そんなん警察に捕まえられるやん。」BSD４（１）

……………（略）……………

｢でも，嘘つきは返すって言ったのに返さない。返すって言ってるのに」ASD３

｢そんなんわからへんで，後で気になって返すかも。」

｢そんなのどっち（泥棒も編すのも）も同じちがうの？」

｢それはそうやけど」

｢そうやん。」

｢お金を返すのは霜した方が可能性が高いで，返すって言ってるねんから，でも泥棒は返さん」BSD３

．………･…。（略）……………

｢(返すって）言ったけどしないのだから，それは悪い」ＡＳＳ

….………･・（略）……………

｢泥棒 した ら警 察に 捕まるねんから」ＢＳＳ

｢そうやなあ。そっちの方が罪が重いかも，警察に捕まえられるんやから」 結論Ｂ

●
●
●
●
□
●
●
●
●
●
●
ａ

Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ

Ａ：
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●
■
●

Ｂ
Ａ
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由を多く述べた被験児の意見に（2組中２組)，２人の結

論が収束していた。従ってこれらの結果は，より多くの

理由を主張すること，より高いレベルの理由をあげるこ

と，より多くの新規な理由をあげること，という要因が，

話し合いの結果に影響を及ぼすことを示していると言え

るだろう。

これらのことから，話し合いのスタイルを学年ごとに

比較してみると，１年生では理由は必ずしも相手を説得

する役割を果たしていなかったと考えられ，あげられた

理由を基にして合意が形成されることが多い３．５年生

とは，話し合いの過程そのものが質的に異なっているこ

とが示された。また，理由を基にして話し合いがなされ

る場合には，多数の多様な理由を述べることが，相手を

説得する上で必要とされることが示唆された。

考 察

本研究では，道徳判断課題を用いて共同での問題解決

場面における，児童の話し合いの特徴を発達的に検討し

てきた。

学年による違いがみられたのは，次の３点である。第

一に，課題に関して自分の意見を主張する発話は，１．３

年生より５年生において多くみられた。しかし，その他

の発話では，学年による違いはみられなかった。また，

すべての学年において，深い処理の発話，すなわち課題

について新規な主張や提案をする発話は，浅い処理の発

話，すなわち課題を単に繰り返している発話や，自らが

既に述べた主張を繰り返すだけの発話よりも少なく，特

に，１年生では，深い処理の発話はほとんどみられなか

った。第二に，話し合いの中であげられる理由数は１年

生より３．５年生の方が多く，さらに，理由の内容に関

しては，１年生ではほとんど１段階の理由しかみられな

かったが，３．５年生では高低両レベルの理由がみられ

た。第三に，理由と結論との時系列的な関係を調べた結

果，１年生は結論先行型の話し合いを行うが，３．５年生

は説明先行型の話し合いを行うことが示され，１年生と

３．５年生では話し合いのスタイルが質的に全く異なる

ことが示された。

１年生と他の学年の違いに注目すると，１年生では，

発話数は少なく課題に関する新規な発話もほとんどみら

れず，主張された理由は１段階のものであり，話し合い

のスタイルは結論先行型であるといった特徴をあげるこ

とができる。これらの特徴は，すべて１年生の道徳判断

レベルが低いことが原因となっていると思われる。なぜ

ならば，道徳判断レベルが低いと，思いつく理由も限ら

れるので理由数も少なく，また述べた理由の内容も「泥

棒は悪いから悪い」というように課題で述べられたこと

を単に繰り返しているだけの同語反復的な理由になり，

結論をそのまま述べていることと同じになるからであ

る。つまり，１年生は，結論以外に言うべきことが見つ

からないので，最初の結論の提案がそのまま受け入れら

れる結論先行型になりやすいと考えられる。

一方，３．５年生は，互いに理由を述べ，しかも高い

レベルのものも（単に繰り返しではなく，新規なものも）

あげるので，相手を納得させるために相互交渉を行った

後，最終的な結論を決定する。そして，この時行われる

相互交渉過程では，必然的に意見を主張する発話数は多

くなる。このように考えると１年生では，最初に提案さ

れた結論が受け入れられた後に理由が述べられ，３．５

年生のように理由が相手を説得する役割を果たしていな

いことから，３．５年生とは話し合いの中で理由の果た

す役割が異なっていると考えられる。まとめると，１年

生から３年生にかけては，理由の数，特に，高いレベル

の理由が増えるといった量的な変化に伴い，話し合い過

程が結論先行型から説明先行型になる質的な変化がみら

れ，３年生から５年生にかけては，同じ説明先行型の話

し合いスタイルの中でも，意見を主張するという発話量

だけが量的に変化することが示唆された。

今後の課題として次のようなことが考えられる。第一

に，本研究の１年生では充分な理由が，あげられなかっ

たわけであるが，１年生であっても多様な意見がでやす

い課題を用いた場合にどういった結果になるのかという

ことを検討する必要があるだろう。そうすることで，学

年によって話し合いの違いが生じる要因を，さらに，あ

きらかにすることができるだろう。第二に，本研究では，

2者間の会話を扱ったが，実際の学校教育場面を考える

と２人以上の会話場面というものも多く存在する。今後，

2者間の会話についての基礎的な検討を基に，２人以上

の会話における意見調整過程の研究を進めることも必要

であると考えている。
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四則演算の処理：成人に老人を加えての検討

石 原治権藤恭之中里克治下仲順子厳島行雄
(東京都老人総合研究所）（東京都老人総合研究所）（東京都老人総合研究所）（東京都老人総合研究所）（日本大学）

四則演算の数操作の処理について検討することを第１の目的とした。四則演算の加齢の影響について

検討することを第２の目的とした。被験者には成人と老人の18名ずつを用いた。答えが整数となりかつ

四則演算に共通して用いることができる，一桁の数の組み合わせを刺激とした。組み合わせた数が同じ

条件（同数問題）とそれ以外の条件（非同数問題）の２つに分けた。さらに，組み合わせた２つの数を

単に加算し，その数の大きさによって大小２つの条件に分けて平均反応時間を求めた。主な結果は以下

の通りであった。（a)非同数問題，同数問題いずれの条件においても，加減乗除すべてにおいて老人群の

方が成人群より反応時間が長かった。（b)成人群の非同数問題については，加算と乗算のみで問題の大き

さの効果が得られた。しかしながら，それらの条件を除いては，加減乗除の４条件が異なっても反応時

間に顕著な差はみられなかった。（c)老人群の非同数問題については，加算，減算，乗算で問題の大きさ

の効果が得られたが，除算では問題の小さい方が大きい方より長かった。さらに，加減乗除の４条件で

は，反応時間に顕著な差がみられた。以上の結果から，成人の四則演算では，同じ処理を仮定すること

が可能であった。また，加齢の影響によって処理が遅くなることが示唆されたが，その影響は四則演算

すべてに一様ではなかった。

【キー・ワード】認知的発達，加齢，数能力，情報処理，演算

問 題

人間は心の中でどのように四則演算を行っているのだ

ろうか。四則演算について，認知心理学では，心的演算

(mentalarithmetic）や認知的演算（cognitivearithmetic）

という名称のもとに１９７０年代の初頭から研究が続けら

れてきている。そこではおもに加算（mentaladdition）

と乗算（mentalmultiplication）について，専ら一桁の数

を用い，それらの数が記憶表象からどのように検索され

るのかを検討してきた。たとえば，典型的なAshcraft,＆

Battaglia（1978）の実験では，大学生を被験者にして，

加算の検討を行っている。加算には一桁の整数の組み合

わせを用いて（たとえば，４＋５)，加算の答えも同時に

呈示し，その答えの真偽判断を行わせた。刺激呈示から

被験者の真偽判断に要した時間を反応時間として測定し

た。このような検討から，加算や乗算における記憶の処

理メカニズムを示唆するいくつかの現象が次第に明らか

にされてきている。具体的には，問題の大きさによる効

果（problemsizeeffect）や同数効果（tieeffect）が挙げ

られる（Groen,＆Parkman,1972)。ここでの問題の大

きさとは，被加数と加数もしくは被乗数と乗数の２つの

数を単に加算した数である。たとえば，加算の４＋２の

合計は６であり，乗算の４×２の合計も６である。問題

の大きさによる効果とは，加算や乗算においてこの合計

した数が大きくなると，反応時間つまり，処理時間が長

くなりかつ誤反応が多くなる現象である。たとえば，

1＋２よりも８＋９の方が処理時間が長くかつ誤反応が多

くなる（たとえば，Parkman,＆Groen,1971;Parkman，

1972)。また，同数効果とは，３＋３，８＋８というように

被加数と加数が同じ場合には処理時間が一定で，問題の

大きさの影響を受けないという現象である（たとえば，

Groen,＆Parkman,1972)。

これらの数処理の基底にあるメカニズムを説明するた

めに，いくつかの説明モデルが提唱されてきた

(Ashcraft,1987;Campbell,＆Clark,1989;Campbell，

1987a;Graham,1987;Siegler,1988;Siegler,＆Jenkins，

1989;Siegler,＆Shrager,1984)。最近，Ashcraft（1992）

は心的演算を説明する有力な３つのモデルをレビューし

ている。それらは，Ashcraft（1987）のネットワーク検

索モデル（networkretrievalmodel)，Siegler（Siegler，

1988;Siegler,＆Jenkins,1989;Siegler,＆Shrager,1984）

の連合分布モデル（distributionofassociationsmodel)，

Campbell（Campbeu,＆Clark,1989;Campbell,1987a）の

ネットワーク干渉モデル（networkinterferencemodel）

である（ただし，Sieglerの連合分布モデルは児童のみ

を対象としており，本小論ではこれ以上このモデルには

言及しない）。またAshcraft（1992）と同じように，

McCloskey,Harley,＆Sokol（1991）も心的演算のモデル
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をレビューし，成人を対象とした場合，Ashcraft(1987）

のネットワーク検索モデルとCampbell（Campbell,＆

Graham,1985;Campbell,＆Clark,1989;Campbell,1987a，

1987b,1987c）のネットワーク干渉モデルの２つを支持

している。ここでは両モデルを紹介して，心的演算がい

かなる処理によって行われているかを考えてみよう。

まず，AshCraft（1987）のネットワーク検索モデルで

は，数表象にネットワーク構造を仮定する。そして数も

単語と同じようにネットワークのノードとして表象さ

れ，それらのノードの活性化の拡散（たとえば，

Collins,＆Loftus,1975）によって答えの数が検索される

としている。たとえば，６×３では，最初の数の“6”の

ノードと２番目の数の“3'，のノードがそれぞれ活性化

される。次に，それら２つのノードに最も強く結合した

答えの数のノードが活性化され，“18,,という数が検索

されると説明される。問題の大きさの効果や同数問題は，

ノード間の結合の強さによって説明されている。たとえ

ば，問題の大きさの効果については，答えの数が小さい

方が大きい方より問題の数のノードと答えの数のノード

の結合が強いため，より速い検索が行われると仮定して

いる。

次に，Campbell,＆Graham（1985）のネットワーク干

渉モデルであるが，このモデルでも数表象にネットワー

ク構造を仮定している点ではAshCraftのモデルと基本的

には同じである。ただし，ネットワーク構造がより複雑

になっている点で異なっている。たとえば，Ashcraftの

モデルでは検索される数と答えの数のみの結合を仮定し

ているが，Campbellらのモデルでは，さらに検索され

る数と誤答の数とのネットワーク結合も仮定している。

先ほどの例で説明するならば，正答の“18,,に加えて，

"１２，，，“15”といった数との結合も仮定している。つま

り，Ashcraftのモデルでは誤答の生起するプロセスが説

明できないが，Campbellらのモデルでは誤答の生みだ

されるプロセスを容易に説明できるような工夫がなされ

ている。このようにCampbellらはネットワーク構造に

いくつかのパラメータを付加することによって，

Ashcraftのモデルを発展させていると解釈することがで

きよう。

心的演算のモデルを概観したが，これらのモデルによ

って加算や乗算における数処理の理解が進んできたこと

は確かである。しかしながら，今日まで減算や除算とい

った数処理の検討は，ほとんど手つかずの状態である。

減算や除算は，加算や乗算と同じように，日常生活にお

いてはしばしば使用されている演算であり，これらの演

算の重要性はここに例を出すまでもなく，社会生活を営

む上で必要不可欠な心的機能と言わざるを得ない。さら

に，これら減算や除算に関するメカニズムを解明するこ

とは，もちろん個々の演算の処理を解明する重要性を担

うばかりではなく”四則演算の認知機能を総合的に理解

する上で重要な課題と言えよう。

このような背景から，本研究では数処理についての理

解を一層深めるために減算や除算も含めた四則演算の検

討を行うことにした。減算や除算にも加算や乗算と同じ

ようにネットワーク構造を仮定するならば，処理される

数に該当するノードの活性化の拡散によって答えの数が

検索されることになるから，当然，加算や乗算と同じ現

象がみられるはずである。つまり，減算や除算でも問題

の大きさによる効果や同数効果が予想される。しかしな

がら，減算や除算に固有の処理が介在するとすれば，今

までの加算や乗算で報告されてこなかった現象も認めら

れるはずである。もし，そのような現象が認められると

すれば，従来から提唱されたモデルを修正するなりして，

より説明力のあるモデルを検討する必要性が生じる。

ところで，前述したように，加算や乗算の研究では専

ら一桁同士の整数の検討が行われてきた。確かに

「256＋123」という数の組み合わせも，加算である。し

かしながら，ここでのネットワークモデルが説明しよう

としているのは，日常生活において繰り返し使われ，使

､用頻度が高いと思われる一桁同士の整数の組み合わせに

限定した場合である。すなわち，加算であれば一桁同士，

乗算であれば「九九」の範囲内である。事実，前述の心

的演算のパラダイムでは，これら限定された数の組み合

わせを用いて実験が行われている。したがって，一桁同

士の除算と言っても，あらゆる数の組み合わせではない

だろう。たとえば，９÷３という答えが整数の場合とは

異なり，２÷３は同じモデルで説明できる除算ではない

であろう。つまり，加算や乗算と同じようなネットワー

クで説明できるかもしれない減算，除算としては，減算

であれば加算の逆，除算であれば乗算に対しては「九九」

の逆であろう。たとえば，１＋1=２の加算に対しては２－

１の減算，４×２=８の乗算に対しては，８÷２の除算であ

る。

このように同じようなネットワークによって説明でき

るかもしれない減算，除算は，ある限られた数の組み合

わせの場合であるが，減算や除算についてはほとんど研

究が行われていないことから，ここではまず以下の点に

ついて検討することから始めることとした。すなわち，

四則演算において，問題に一桁同士の整数の組み合わせ，

かつ，答えが整数の場合のみの組み合わせを問題として

用いることにした。したがって，四則演算の問題の大き

さは同じになるが，答えの数の大きさは異なることにな

る（たとえば，８と４の整数の組み合わせでは，８＋４，

８－４，８×４，８÷４である)。そして，加算や乗算で見い

だされた大きさによる効果や同数効果が減算や除算にお

いても存在するかどうかを検証し，さらに，ネットワー

クモデルによって減算や除算も説明可能であるかを検討



四則演算の処理 203

することを目的とした。したがって本研究は，一般的な

四則演算の直接比較，すなわち加算と減算，乗算と除算

それぞれをただ単に比較するものではない。

さらに本研究では，加齢（aging）の影響についても

検討することを目的とした。最近，さまざまな認知機能

における加齢の影響について実験的検討が盛んに行われ

るようになってきており，心的演算についても徐々にで

はあるが検討が行われるようになってきた。たとえば，

Allen,Ashcraft,＆Weber（1992）は大学生と６１～76歳

の老人の２群を被験者として，一桁同士の乗算の答えの

真偽判断課題を用いた。その結果，老人群の方が大学生

よりも反応時間が長く，加齢の影響によって処理が遅く

なることが示された。さらに，問題の大きさの効果も両

群で同じように得られた。ここで重要なのは，年齢群と

問題の大きさとの間で交互作用が認められず，加齢によ

る質的な心的演算の処理の違いが示唆されなかったこと

である。彼らは，加齢が情報処理のある特定の段階に影

響するのではなく，むしろ，全般的に処理を遅延させた

結果と解釈している。また，加算を検討したGeary,＆

Wiley（1991）でも年齢と実験条件との間に交互作用は
認められなかった。したがってこれらの結果から，加齢

が心的演算の情報処理のある特定の処理過程に影響をお

よぼさないことが予想される。さらに最近，Geary，

Frensch,＆Wiley（1993）は老人の減算の成績が大学生

より優れている結果を報告したが，それとは逆の結果も

報告されている（Salthouse,＆Coo､,1994)。そこで，本

研究では減算や除算について，そのような加齢による交

互作用が介在するか否かも検討するために，被験者の年

齢を変数にした。

以上のようにまず，被験者に成人を用いることによっ

て四則演算の処理を検討を行い，さらに，老人を被験者

に用いることによって老人の四則演算の処理，すなわち

加齢の影響も検討することにした。

方法

被験者２群の被験者を用いた。成人群は大学生および

大学院生１８名（男’性１１名，女性７名）である。年齢は

22～30歳までの健康な成人であり，平均年齢は24.6歳

(SＤ2.9）であった。老人群は東京都内の軽費老人ホー

ムの居住者１８名（男'性１名，女性１７名）である。年齢

は７１～90歳までの健康な老人であり，平均年齢は78.5

歳（SＤ6.9）であった。なお，老人群については，軽費

老人ホームに従事する職員４名全員から老人の被験者全

員が健康であることの確認をとった。

装置パーソナルコンピュータ，ＣＲＴ（20インチ)，マ

イク，デジタルテープレコーダを用いた。黒色のついた

てをＣＲＴの前に置き，ＣＲＴ上の刺激呈示のために縦

10ｃｍ，横15ｃｍの長方形の窓を開けた。

刺激加減乗除の４種類の刺激を用いた。まず，除算の

刺激として，１から９の整数の組み合わせのなかから，

割り切れる計算式23組を用いた。たとえば，２では２÷

１，２÷２，８では８÷１，８÷２，８÷４，８÷８である。除算

と同じ整数の組み合わせを残りの加算，減算，乗算でそ

れぞれ23組ずつ用いた。ＣＲＴ上の数字１文字の大きさ

は縦約18ｍｍ，横８ｍｍであった。計算式全体では横約

38ｍｍで，視角にして約３．であった。

手続き実験者が１試行ずつ刺激をコンピュータによっ

て呈示した。試行問間隔を実験者が制御した理由は，老

人のペースに合わせるためであった。また，成人群も統

制のため同じ手続きを用いた。まず，実験者がＣＲＴの

画面中央に‘キーを押します，という合図を呈示し，被

験者のキー押しによって消失した。直後に‘？，を１秒

間呈示し，続いて計算式を呈示した。計算式は被験者の

発する答えの音声によって自動的に消失した。加減乗除

の４種類の刺激を１回ずつ使用した92試行を１ブロック

として２ブロック行った。２ブロック採用した理由は，

加齢研究においてしばしば，高齢者の課題への‘慣れや疲

れが問題となる（PCO､,＆Fozard,1978）ことからであ

った。４６試行ごとに数分間の短い休憩を挿入した。練

習として本実験の前に４６試行行った。練習問題の刺激

は本試行の刺激から被験者ごとにランダムに選んだ。各

ブロック内で加減乗除の計算式はランダムな順序で呈示

した。

被験者の課題はできる限り速くかつ正確に計算式の答

えを報告することであった。刺激呈示から被験者の発す

る音声までの時間を反応時間として測定した。１人あた

りの実験所用時間は，成人群では約４０分，老人群では

約60分であった。

結 果

誤反応について

まず，成人群，老人群の加減乗除の条件ごとに，正答

を除いた反応すべてを誤反応率としてＴａｂｌｅｌに示した。

誤反応率について，年齢（成人群と老人群の２水準）

を被験者間要因，ブロック（２水準)，四則演算（加減

乗除の４水準）を被験者内要因とした誤反応率の３要因

の分散分析を行った。その結果，年齢（Ｆ(1,34)＝13.86,

'〈､001)，四則演算（Ｆ(3,102)＝18.74,ｐ〈､001）に主効

晒ｂｌｅｌ肋α〃ｇγ”γｍｔｅｓ（j”e”"/zzgFsノａｓα/W"cｵ加

〆αγ肋沈e"c”e、ｵ伽ａＭｂﾉOchんγeacルｙ”堰
α"ｄｏ〃ｇ””

AdditionSubtractionMultiplicationDivision

BlocklBlock2BlocklBlock2BlocklBlock2BlocklBlock2

Young1.2０．７

０１．３．１２．２

1.0

3.4

1.7

4.1

2.9４．８４．１２．９

５．３２．７１９．１１６．７



Figurel

Meanreactiontimestosmalｌａｎｄlargeproblemsasahmctionofarith‐

meticoperationibrnon-tieprobleｍｓ．Ｓ=Smallproblem;しLargeprob‐
lem;Ｂ１=Ｂｌｏｃｋｌ;Ｂ２=Ｂｌｏｃｋ２．

発達心理学研究第９巻第３号

果，また年齢×四則演算（Ｆ(3,102)＝11.00,’<､001）に

有意な交互作用が認められた。年齢×四則演算の交互作

用が認められたので，２群の被験者ごとに四則演算の単

純主効果を求めた。その結果，成人群では，主効果が得

られなかったが，老人群では主効果が得られた（Ｆ(3,

102)＝28.45,ｐ〈､001)。ライアン法による多重比較（有

意水準５％，本研究の多重比較ではすべてこの手法を用

いた）の結果，老人群の除算の誤反応率が加算，減算，

乗算の３つの条件より有意に高いことが認められた。

次に，四則演算ごとに年齢の単純主効果を求めた。そ

の結果，除算のみに単純主効果が得られた（Ｆ(1,136）

=45.92,ｐ〈.００１)。このことは，除算のみで老人群の方が

成人群より誤反応率が有意に高いことを示している。老

人群の除算の誤反応率が高かった理由の１つに，老人群

では第１ブロックの79個の誤反応のうち57個（72.2%)，

第２ブロックの69個の誤反応のうち４５個（65.2%）が，

たとえば，４÷４を‘０，というように，数の組み合わせ

が同じ場合に‘０，と答えていたことが挙げられる。

反応時間について

まず，誤反応を除外した。次に，個人ごとに平均反応

時間の±２ＳＤを越える反応時間を異常値として除外し，

分析から除外した（成人群9.9%，老人群15.7%)。前述し

たように加算や乗算を検討した先行研究では同数問題と

非同数（non-tie）問題では異なる処理が報告されてい

ることから，同数問題と非同数問題に分けて結果を整理

した。

非同数問題の結果問題の大きさの効果が報告されてい

ることから（Parkman,＆Groen,1971)，四則演算の加

減乗除の条件ごとに，刺激に用いた２つの数を合計した

数の大小（10以上，未満）によって２つに分けた。これ

は加算や乗算の先行研究でこのような分析方法が用いら

れてきているからである（たとえば，AshCraft,＆

Battaglia,1978;Allen,Ashcraft,＆Weber,1992)。

加減乗除の条件ごとに成人群と老人群それぞれについ

て平均反応時間を求め，Figurelに示した。

反応時間について，年齢（成人群と老人群の２水準）

を被験者間要因，ブロック（2水準)，合計数の大小（２

水準)，四則演算（加減乗除の４水準）を被験者内要因

とした４要因の分散分析を行った。その結果，年齢（Ｆ

(1,34)＝106.27,’〈､001)，合計数の大小（Ｆ(1,34）

=49.51,ｐ〈､001)，四則演算（Ｆ(3,102)＝19.102,′<,001）

に主効果が得られた。また年齢×四則演算（Ｆ(3,102）

=10.65,ｐ〈.001)，合計数の大小×四則演算（Ｆ(3,102）

=29.51,’〈､００１）に有意な１次の交互作用，年齢×ブロ

ック×合計数の大小（Ｆ(1,34)＝4.19,力〈､05)，年齢×合

計数の大小×四則演算（Ｆ(3,102)＝8.04,’〈.001）に有

意な２次の交互作用が認められた。

ブロックについては年齢×ブロック×合計数の大小に

２次の交互作用が認められたことから，単純交互作用の

検定を行い，単純・単純主効果の検定を行った結果，老

人群の合計数が大きい条件のみにブロックの主効果が得

られ（Ｆ(1,68)＝8.05,ｐ〈.01)，第１ブロック（平均

1207.伽s）の方が第２ブロック（平均1144.伽s）より

も有意に長かった。ブロックによる反応時間の違いは，

老人群の合計数が大きい条件以外では認められなかっ

た。

年齢，合計数の大小，四則演算については，年齢×合

計数の大小×四則演算に２次の交互作用認められたこと

から，単純交互作用の検定を行った。その結果，加算，

除算における年齢×合計数（Ｆ(1,136)＝12.31,ｐ〈､001;Ｆ

(1,136)＝10.50,,〈､005)，合計数の大小における年齢×

四則演算（Ｆ(3,204)＝16.33,ｐ〈､001;Ｆ(3,204)＝3.09,

'〈.05)，成人群，老人群における合計数の大小×四則演

算（Ｆ(3,102)=9.97,,〈.001;Ｆ(3,102)＝27.59,ｐ〈､001）
の条件が有意であった。

四則演算における問題の大きさによる効果の検定を行

った。まず，合計数の大小における年齢×四則演算の単

純交互作用が有意であったので，合計数の大小について

単純・単純主効果の検定を行った。その結果，成人群の

加算，成人群の乗算，老人群の加算，老人群の減算，老

人群の乗算，老人群の除算に合計数の主効果が得られた

(Ｆ(1,136)＝4.61,,〈､05;Ｆ(1,136)＝48.58,,〈､001;Ｆ(1,

136)＝50.51,’〈､001;Ｆ(1,136)＝4.10,’〈.05;Ｆ(1,136）

=22.78,ｐ〈.001;Ｆ(1,136)＝27.60,'〈､001)。成人群の減

算と除算では主効果が得られなかった。これらのことは，

成人群では，加算と乗算の条件において合計数の大きい

方が小さい方より有意に長いが，減算と除算では合計数

の大きい方と小さい方では有意な差がないことを示して

いる。しかし，老人群では加減乗の条件において合計数

の大きい方が小さい方より有意に長く，逆に，除算の条

件では合計数の小さい方が大きい方より有意に長いこと
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四則演算の処理

まず，ブロックについて四則演算との１次の交互作用

が認められたことから，単純主効果の検定を行った。そ

の結果，四則演算におけるブロックの主効果は得られな

かった。これはブロックが異なっても反応時間は変化し

ないことを示している。

年齢，合計数の大小，四則演算については，年齢×合

計数の大小×四則演算に２次の交互作用が認められたこ

とから，単純交互作用の検定を行った。その結果，加算，

減算，乗算における年齢×合計数（Ｆ(1,136)＝19.91,

,〈､001;Ｆ(1,136)=8.05,ｐ〈､01;Ｆ(1,136)=10.54,'〈､005)，
合計数の大における年齢×四則演算（Ｆ(3,204)＝16.26,

p〈､001)，成人群，老人群における合計数の大小×四則
演算（Ｆ(3,102)=2.79,ｐ〈､05;Ｆ(3,102)＝21.94,ｐ〈.001）

が有意であった。

四則演算における問題の大きさによる効果の検定を行

った。合計数の大小における年齢×四則演算の単純交互

作用が有意であったので，年齢と四則演算における合計

数の大小について単純・単純主効果の検定を行った。そ

の結果，成人群の加算（Ｆ(1,136)＝5.19,,〈､05)，乗算

(Ｆ(1,136)＝8.14,ｐ〈.01)，老人群の加算（Ｆ(1,136）

=73.78,’〈.001)，減算（Ｆ(1,136)＝12.47,’〈.05)，乗算

(Ｆ(1,136)＝55.40,’〈.001）に主効果が得られた。これ

らのことは，成人群では加算と乗算の条件においてのみ

合計数の大きい方が小さい方より反応時間が有意に長い

ことを示している。老人群では加算，減算，乗算の条件

において合計数の大きい方が小さい方より反応時間が有

意に長く，除算の条件では合計数の大小による有意な差

がないことを示している。

加齢の影響についての検定を行った。成人群，老人群

それぞれにおける合計数の大小×四則演算の成人群，老

人群ともに単純交互作用が有意であったので，年齢につ

いての単純・単純主効果の検定を行った。その結果，合

計数の大小と四則演算のすべての組み合わせにおいて年

齢の主効果が得られた（合計数の小の加算（Ｆ(1,272）

＝31.69,ｐ〈.001)；合計数の小の減算（Ｆ(1,272)＝59.45,

ｐ〈､001)；合計数の小の乗算（Ｆ(1,272)＝58.15,ｐ〈､001)；

合計数の小の除算（Ｆ(1,272)＝128.00,’〈､001);合計数

の大の加算（Ｆ(1,272)＝75.51,′〈､001);合計数の大の減

算（Ｆ(1,272)＝93.24,’〈001);合計数の大の乗算（Ｆ(1,

272)＝97.06,ｐ〈､001)；合計数の大の除算（Ｆ(1,272）

＝110.08,’〈､001))。これらのことは，合計数の大きい

場合も小さい場合も，四則演算すべてにおいて老人群の

方が成人群より反応時間が有意に長いことを示してい

る。

を示している。

加齢の影響についての検定を行った。まず，成人群，

老人群における合計数の大小×四則演算の単純交互作用

が有意であったので，年齢についての単純・単純主効果

の検定を行った。その結果，合計数の大小と四則演算の

すべての組み合わせにおいて年齢の主効果が得られた

(合計数の小の加算（Ｆ(1,272)＝43.51,'〈､001)；合計数

の小の減算（Ｆ(1,272)＝44.55,,〈.001);合計数の小の乗

算（Ｆ(1,272)=98.09,'<､001);合計数の小の除算（Ｆ(1,

272)＝133.25,’〈､001)；合計数の大の加算（Ｆ(1,272）

=82.87,'〈.001)；合計数の大の減算（Ｆ(1,272)＝48.15,

p<､001);合計数の大の乗算（Ｆ(1,272)＝77.32,ｐ〈､001)；
合計数の大の除算（Ｆ(1,272)＝85.15,’〈､001))。これら

は，合計数の大小にかかわらず，四則演算すべてにおい

て老人群の方が成人群より反応時間が有意に長いことを

示している。

同数問題の結果非同数問題と同じように結果を整理し

た。四則演算の条件ごとに数の合計数の大小（10以上，

未満）によって２つに分けた。これらを加減乗除の条件

ごとに成人群と老人群それぞれについて平均反応時間を

求め，Figure2に示した。

反応時間について，非同数間題と同じように年齢（成

人群と老人群の２水準）を被験者間要因，ブロック（２

水準)，合計数の大小（2水準)，四則演算（加減乗除の

４水準）を被験者内要因とした４要因の分散分析を行っ

た。その結果，年齢（Ｆ(1,34)＝110.47,’〈､001)，合計

数の大小（Ｆ(1,34)＝62.55,’〈.001)，四則演算（Ｆ(3,

102)＝17.44,ｐ〈.００１）に主効果が得られた。また年齢×

合計数の大小（Ｆ(1,34)＝21.93,’〈､００１)，年齢×四則演

算（Ｆ(3,102)＝10.45,′〈.001)，ブロック×四則演算（Ｆ

(3,102)=2.89,’<､001)，合計数の大小×四則演算（Ｆ(3,

102)＝18.71,’〈､001）に有意な１次の交互作用，年齢×

合計数の大小×四則演算（Ｆ(3,102)＝8.04,ｐ〈､001）に

有意な２次の交互作用が認められた。
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Figure2
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考 察

非同数条件の成人群の結果から，加算や乗算では合計

数の大きい方が小さい方より反応時間が長いことが認め
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られた。これは先行研究で報告されている問題の大きさ

による効果（Groen,＆Parkman,1972）が本研究でも検

証されたと考えられる。そして，ネットワーク干渉モデ

ル（Campbell,＆Graham,1985）によって説明すること

が可能である。すなわち，検索される答えの数の大きさ

が大きくなるに連れて，ネットワーク上での問題の数と

答えの数との結合が弱まるために，検索が遅くなると説

明される。また，加算と乗算では，乗算の方が問題の大

きさによる効果が顕著であった。これは答えの数の大き

さが異なるためであると推察される。つまり，加算の答

えの数は２から１８の範囲であったのに対して，乗算で

は１から８１の範囲というように数の大きさが大きいこ

とから，乗算の方が答えの数の検索により時間が必要で

あったためであると推察される。減算や除算についても

同じように説明することが可能である。減算では答えの

数は１から８，除算では２から９までであり，数の大き

さに違いがなかったため，ネットワーク上での問題の数

と答えの数との結合の強さが大きく異ならなかったこと

から，答えの数の検索時間に違いがみられなかったと考

えられる。しかしながら，本研究では四則演算に共通し

た数の組み合わせのみを用いるという制約があった。も

し，答えの数の大きさが検索に影響しているかどうかを

明らかにするためには，四則演算それぞれに新たな組み

合わせを加えて検討する必要がある。

加算や乗算の同数問題では問題の大きさによる効果が

得られないことが報告されている（たとえば，Miller，

Perlmutter,＆Keating,1984)。しかし，本研究ではこの

効果が得られ，答えの数の大きさが検索時間に影響した

と思われる。この結果の違いは，課題が先行研究と異な

るためであると考えられる。すなわち，本研究では課題

に四則演算すべてを用いたのに対し，先行研究では加算

もしくは乗算のいずれかが用いられていた。可能性とし

て，四則演算すべてを行う方が課題の難易度は高くなる。

したがって，この難易度が数の検索に影響し，大きな数

ではより処理に時間がかかったと推察される。

成人群の減算や除算に関しては，加算や乗算の非同数

問題，同数問題のいずれの条件と比べても反応時間に大

きな違いはみられなかった。つまり，答えの数の検索時

間は，四則演算によって大きく異ならないことが示唆さ

れる。したがって，減算や除算も加算や乗算と同じよう

にネットワークモデルによって説明することが可能であ

る。つまり，減算や除算においても，処理される数に該

当するノードが活‘性化されることによって，答えの数の

ノードが活性化され，検索されるという一連の処理過程

が考えられる。

次に，加齢の影響についてみると，四則演算の非同数

問題，同数問題いずれにおいても老人群の方が成人群よ

り反応時間が長いことが認められた。このことは，加齢

の影響によって四則演算の処理が遅延することを示して

いる。老人群の非同数問題に関しては，加算や乗算で成

人群と同じように問題の大きさによる効果がみられた。

さらに，この効果は成人群に比較するとより顕著であっ

た。数の合計数が大きい場合，加齢の影響によって数処

理がより遅延することが推察される。また，減算におい

ても問題の大きさによる効果が影響していることが認め

られた。これはブロックの効果の影響，すなわち，練習

効果のためであったと考えられる。ネットワークモデル

によって説明するならば，減算では，答えの数の検索の

回数が多くなるに連れて，活性化の拡散が速くなること

から，答えの数の検索時間が短くなるか，もしくは数表

象のノードの活性化が依然として残っているために閏値

に到達しやすいようなメカニズムが関与していると推察

される。このように減算の練習効果についてはネットワ

ークモデルによって説明可能であるが，どうして減算の

みで練習効果が認められたかは，明らかではなかった。

また，除算では，加算，減算，乗算の結果とは逆方向の

問題の大きさによる効果が得られた。誤反応の分析から，

老人群の除算の誤反応率が加算，減算，乗算よりも有意

に高い結果が示された。このことから，加齢によって除

算の数処理がより困難になることが示唆されるが，除算

のみに認められた逆方向の問題の大きさによる効果につ

いては，どのような処理が介在したために生じたのかは

今後の検討課題である。

成人群の四則演算は，ネットワークからの検索による

処理を仮定することによって説明することが可能であっ

た。ところが，成人群とは異なり，老人群の非同数問題

の合計数が小さい条件では，加算や減算より乗算の方が

処理時間が長く，さらに乗算より除算の処理時間が長い

ことが示唆された。これは，加齢が答えの数の検索に対

して，四則演算それぞれに異なって影響することを示唆

している。さらに，合計数の大きい場合，四則演算の反

応時間の変化のパターンは，合計数の小さい場合とは異

なっていた。これらのことから，老人群についてはネッ

トワーク構造に新たな処理を考慮する必要性がある。つ

まり，成人群では処理される２つの数はパラレルな検索

によって行われており，答えの数の大きさの違いのみが

検索時間に影響していたのに対し，老人群では検索され

る２つの数の活性化の段階において付加的な処理が介在

する可能性がある。そして，検索される２つの数に該当

するノード自身の闘値の上昇が考えられるが，ノードの

閏値が上昇することによって，活性化の拡散も遅延する

という可能性もある。さらに，検索される２つの数の大

きさの違い，すなわち，ノード間の結合強度の要因も関

与する。つまり，これらのノード間の結合が弱まるに連

れて，検索がより遅くなることが考えられる。このよう

に，加齢の影響によってあらゆる段階において処理の遅
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延の可能性が想定される。さらに，この処理の遅延をネ

ットワークモデルで説明するには，少なくともノードの

閏値とノード間の拡散の要因が重要である。したがって，

加齢のメカニズムを解明するには，これら２つの要因を

明らかにする必要があると考えられる。

最近，老年心理学の分野において，加齢を説明するため

に全般的遅延モデル（generalslowingmodel)(Cerella，

1990）とよばれる認知モデルが注目されている。このモ

デルでは，加齢によって'情報処理速度が低下するのは，

脳内の神経細胞の結合が崩壊して迂回したり，情報が途

中で消失するためであると仮定している。この仮定をネ

ットワークモデルに取り込めば，前述のようなネットワ

ーク構造の付加的な処理を類推することも可能である。

このように老人群では，ネットワークに新たな概念を導

入する必要があるが，加齢の影響も基本的にはネットワ

ークによって説明される可能性が示され，ネットワーク

モデルの汎用性が示唆された。
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保育園の食事場面における幼児の席とり行動：ヨコに座ると何かいいことあるの？

外山紀子
(お茶の水女子大学ジェンダー研究センター）

保育園の２歳児・４歳児クラスの食事場面を観察し，子ども達がどのようにして席を決めるのかを分

析した結果，以下のことが示された。第１に，４歳児の方が２歳児に比べて，自分または他者の着席位置

に関して身体的・言語的行為による意見表明をより多く行っていた。第２に，２歳児も４歳児も，対面あ

るいは斜めに相対する位置関係（タテの位置関係）よりも，隣合わせあるいは直角に並ぶ位置関係（ヨ

コの位置関係）を好んだ。第３に，２歳児については，相互交渉の頻繁さと着席位置の間に関連がみられ

た。すなわち，タテよりもヨコの位置関係において，より多くの相互交渉が生起し展開していた。第４

に，２歳児は身体接触や目前にある事物への注目から相互交渉を始めることが多く，４歳児は目前の事物

に縛られない話題から始めることが多かった。第５に，２歳児の場合，身体接触や事物への注目をきっか

けとした相互交渉はタテの位置関係よりも，ヨコの位置関係において頻繁にみられた。以上の結果に基

づき，食事場面における着席位置の好みと，社会的相互交渉との関連性を議論した。

【キー・ワード】食事，着席行動，社会的相互交渉，幼児教育

問 題

「ご飯の時間にしよう」という先生の声がかかると，

子ども達は椅子をひきずってきて，「わこちゃん一緒に

食べよう｣，「うんいいよ・どこ座る？」といったやり取

りを始める。時には，席の奪い合いが高じて，先生の仲

裁が必要になることもある。本論文は，保育園における

幼児の席とり行動を分析し，なぜ幼児が食事時の着席位

置に執着するのか，そこになんらかの意味があるのかを

探るものである。

食事はあまりに日常的であるためか，普通の人が普通

に食べる行動はこれまであまり研究されてこなかった

(中島，1996)。あったとしても“何を食べるか”という

観点からの検討が主で（Birch,1984)，席とりのような

"いかに食べるか”という観点からの検討はほとんどな

い。

席とり行動は一見何気ないようでも，幼児のもつ様々

な認知的・社会的能力が反映されているだろう。まず席

とり行動は，仲間関係の成立・発展に関わる社会的能力

の発達と密接に関わっていると思われる。幼児期におけ

る仲間関係の特徴のひとつに，少なくとも３歳後半から

4歳までには，特定の他者を充分に意識した上での友だ

ち関係（friendship）が形成されることがある（Hartup，

1992)。もちろん，それ以前の子ども達にも，「肯定的な

社会的相互交渉を他の相手に比べてより頻繁に行う相

手」という意味での“友だち'，の存在を示唆する研究は

ある（ROSS,＆Lollis,1989)。しかし，特定の仲間に対す

る噌好が明確になり，友だちの果たす心理的意味あいが

大きくなるのは３歳後半から４歳頃だと考えられている

(Rubin,Bukowski,＆Parker,1997)。幼児期の仲間関係

に関するこれまでの研究によれば，３歳後半には遊び相

手が特定的になり，その関係がある程度持続的であるこ

と（Hinde,Titmus,Easton,＆Tamplin,1985)，そして共

に過ごす時間が実際に長い相手を，ソシオメトリックテ

ストにおいて“特に好きな相手'，とこたえるようになる

(Hartup,Laursen,Stewart,＆Eastenson,1988)。さらに，

そのような友だちとの間には，友だちでない相手との間

よりも，肯定的な関わりがより頻繁にみられ（Masters，

＆Furman,1981)，いざこざの回数自体は決して少なく

はないものの，その解決方法は話し合いによることが多

く，いざこざ後にも相互交渉が生起し易い（Hartupeta1.,

1988）という相違があることが認められている。

幼児期におけるこうした友だち関係は，就学以降のそ

れに比べれば偶発的な側面も多く一時的でこわれやすい

ものかもしれない。しかし，３歳後半から４歳以降の仲

間関係は，それ以前の仲間関係に比べれば，より特定的

でありまた持続的である。食事前の席とりにおいて「わ

こちゃんと食べたい」という言動は｢わこちやん」という

特定の他者に向けられたものであり，したがって，仲間

関係が特定化されてくるのに伴い，食事時の席とり行動

はより頻繁になると考えられる。本論文ではこの可能性

を検討するために，特定的な仲間関係が芽生えてくると

考えられている３歳後半から４歳時期の前後，すなわち

2歳児と４歳児の席とり行動を比較検討することにする。
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次に，幼児の席とり行動は着席行動の観点からも検討

できるだろう。他者との相互交渉場面において，我々は

相手との関係や状況に応じて適当な距離や方向をとる。

着席行動および座席配置に関するこれまでの研究によれ

ば（山口，１９９６に概観がある)，成人は会話場面では直

角および対面の位置関係を好み，隣合わせを好まない

(Cook,1970)。これは成人の相互交渉場面では視線が重

要な役割を果たしており（大坊，1990)，隣合わせの位

置では相手が視野に入らないからだろうと推測されてい

る（山口，1996)。実際，成人については，対面および

直角の位置関係の方が，隣合わせの位置関係よりも会話

量が多くなるという報告もある（Mehrabian,＆Dia‐

mond,1971)。しかし，着席行動には文化や性による差

も認められており，アメリカ人は対面や直角を好むが，

台湾人は隣合わせを好むこと（Cline,＆Puhl,1984)，ま

た男性は対面を好むが，女性は隣合わせを好むこと

(Fisher,＆Ｂｙｍｅ,1975）も見いだされている。

本研究で対象とする日本の保育園では，一般に長方形

のテーブル（短い辺に１名，長い辺に２名座ることがで

きる）が使われており，こうした長方形テーブルに絞っ

た場合にも，成人については対面する位置関係が好まれ

ていることがわかっている。まず，アメリカの大学のカ

フェテリアでの学生達の着席行動を観察したＳｏｍｍｅｒ

(1965）では，学生ペアの９割以上が直角あるいは対面

関係の座席を選んでおり，続く質問紙調査でも，会話を

するという設定のもとでは，９割近い学生が直角あるい

は対面の着席位置を好むと答えていた。また，Ｃｏｏｋ

(1970）では，パブとレストランの長方形テーブルでの

成人の着席行動を観察し，パブでは隣合わせが，レスト

ランでは対面が好まれることを見いだしている。パブと

レストランでの相違については，一般に，隣合わせの位

置関係はインフォーマルを意味することが多く（Rus‐

sell,Firestone,＆Baron,1980)，そのためにパブのよう

な比較的気楽な場面では隣合わせが好まれたのではない

かという推測もある（Broekman,＆Moller,1973)。以上

のようにタ文化，性，あるいは場面による差はあるもの

の，概していえば，成人に関しては，相互交渉が重視さ

れる場合，隣合わせよりも対面の位置関係が好まれ，ま

た，実際にその方が相互交渉の量が多くなるということ

ができる。

では，幼児は保育園の食事場面において，どのような

着席位置を好むのだろうか。この問題を考えるとき，い

ま概観した研究が示唆するところとして忘れてはならな

いのは，着席行動は，その場面をいかなる場面として捉

えているのかという問題と深く関わっているということ

である。現代日本において，食事は社交の場としての意

味あいが強い（飽戸，1992)。歴史的にみれば，古来よ

り食べることについてとやかくいうのは卑しいことであ

り，黙ってすばやく食べることが作法と考えられていた

(飽戸，1992）が，昭和30年代以降会話を楽しみながら

食事するという発想が徐々に浸透していったようである

(井上，1989)。人間にとっての食事が社会的相互交渉と

しての機能をもつことは，人類と霊長類を分かつ特性の

ひとつであり（山極，1990)，また人類の食物選択に

様々なタブーが設けられていることは，食事が単に生理

的機能をもつものではないことを示唆している（山内，

1994)。こうしたことから，少なくとも現代の日本人に

とって，食事は社交の場，相手との親好を深める場とし

て捉えられているといえる（外山，1990)。

では，幼児にとって，保育園での食事場面とはどのよ

うな場面なのだろうか。もちろんそれは，食欲を満足さ

せ，成長期に必要な栄養を摂取するための場であるが，

それと同時に，クラス全員が顔を合わせ，色々な話を楽

しむ場面でもある。本論文では，保育園での食事という

場面の特性を考慮に入れながら，幼児における着席位置

の噌好およびそこに含まれる意味を，３つの研究によっ

て検討していく。

研究１では，保育園の２歳児・４歳児クラスの食事場

面を観察した資料に基づき３つの問題を検討する。第１

に，席とり行動の頻繁さにおいて，２歳児と４歳児で年

齢差があるのかどうか。第２に，席とりが行われた場合，

特定の位置関係への噌好がみられるのかどうか。そして

それは，成人同様対面する位置関係なのか，それとも成

人とは異なるのか。第３に，着席位置と社会的相互交渉

の頻繁さとに関連がみられるのかどうか。成人では，対

面する位置関係において相互交渉量が多くなるという結

果があったが，幼児の場合にはどうなのだろうか。次の

研究２では，研究１での結果を踏まえて，着席位置と相

互交渉量との間にみられた関連性が，着席位置自体の効

果によるものなのか，それとも普段の仲間関係の効果に

よるものなのかをみるために，着席位置が固定された場

面での席とり行動を観察する。そしてそのデータを，研

究１同様，着席位置と社会的相互交渉の頻繁さという観

点から分析する。最後の研究３では，研究１と研究２の

データを，相互交渉が開始されたきっかけという視点か

ら分析し，幼児における着席位置の噌好と，社会的相互

交渉との関連性について示唆を得る。

研究１

観察の方法

対象東京都内および近郊における４つの保育園におい

て，ひとつの保育園あたり２歳児と４歳児を各１クラス

(各年齢合計４クラス)，昼食時間にビデオ観察を行った。

観察は，各クラスについておよそ１週間の間隔をおいて

各３回行った。４つの保育園のうちひとつの保育園は２

歳児クラス５名・４歳児クラス８名と小規模で，長方形
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のテーブル（60ｃｍ×９０ｃｍ）を組み合わせてひとつの大

テーブルをつくり，クラス全員が互いの顔を見られるよ

うな配置で食事をしていた。他の３つの保育園は２歳児

クラスは13～18名，４歳児クラスは15～23名の規模で，

いずれも６名の子どもが座ることのできる長方形のテー

ブル（60ｃｍ×９０ｃｍあるいは60ｃｍ×100ｃｍ）を３～５

卓，各々を離して配置していた。２歳児クラスでは，ひ

とつのテーブルあたり１名の保育者が子どもと共に着席

し，ひとつのテーブルあたりの着席者数は３名から６名

の間だった。各クラスにおいて３回の観察を行ったため，

観察回ごとに観察対象者の人数は異なるが，３回の観察

回全てにおいて観察対象となった子どもの数は，４つの

保育園を合計して２歳児クラスでは43名（女児１８名・

男児25名，平均年齢＝2.7歳，レンジ＝2.3～3.2歳)，４

歳児クラスでは45名（女児22名・男児23名，平均年齢

=4.6歳，レンジ＝4.4～5.3歳）だった。

観察手続き午前中の活動終了後，テーブルないし椅子

を並べ始めるところから全員が食べ始めるまでは，クラ

ス全員の動きがわかるような位置からビデオ録画を行

い，食べ始めてからはひとつのテーブルに絞り，対象テ

一ブルの子ども全員が食べ終わるまで録画した。食べ始

め以降の観察対象テーブルの選定にあたっては，３回の

観察を通して，なるべくクラスの全員が観察できるよう

に配慮した。

分析１：席とり行動の頻繁さの分析

分析１の方法午前中の活動が終了した後から，クラス

全員の子どもが席を決めるまでの間，「席とり行動」が

みられたかどうかを検討した。ここでいう席とり行動と

は，「自分または他者が座る位置について，自分の意見

を身体的・言語的行為によって表明する行動」であり，

具体的には７つのカテゴリーに属する行動である。各カ

テゴリーの定義については，Ｔａｂｌｅｌにまとめて示した。

２人の評定者が全体の半分の観察ビデオをみて，席と

り行動カテゴリーの定義をみながら，独立に評定を行い

(一致率')＝.95)，不一致の点については協議して決定し

た。

分析１の結果と考察保育園間で顕著な差が認められな

1）ここでの一致率は，２名の評定者が独立に評定した全ての

席とり行動数に対して，評定が一致した行動数の占める百

分率である。なお，以下，一致率の計算については，すべ

てこの計算式を用いている。

ｈｂｌｅｌ席とり行動カテゴリーの定義

(a)事前相談：観察時間の以前より既に子ども達の問で，食事時の着席位置について合意が成立していることが席とり時

に言語的に表明され，それに従って着席位置が決められること。事前相談がなされていても言語的に表明

されない場合には，観察者に事前相談のあったことがわからないため，ここには含まれない。

(b)誘い：言語的・非言語的に，自分と他者が近接する場所に座れるよう働きかけること。言語的働きかけは「提案｣，

非言語的働きかけは「移動」とした。

(ｂｌ)提案：自分と他者が近接する位置に座れるよう言語的に誘うこと。たとえば，着席位置を決めてない段階で「……

ちやん，一緒に座ろうよ－」と誘う．自分が着席位置を決めた後で「……ちやんここ来てよ－」と呼び寄

せるなど。

(b2)移動：自分と他者が近接する位置に座れるよう非言語的に働きかけること。たとえば，既に他者が着席位置を決

めてある段階で，明らかにその他者に注目しつつ，近接する位置に近寄っていく行動．既に自分の着席位

置を決めてあったのに，他者が自分と離れた位置に席を決めたことで，自分の位置を他者に接近する方向

へと移動させるなど。

(c)拒否：言語的・非言語的に，他者からより離れた位置に座れるよう働きかけること。言語的働きかけは「抗議｣，

非言語的働きかけは「回避」とした。

(c-1)抗議：他者からの「誘い」を言語的に拒否すること。たとえば，「一緒に座ろう」という誘いに「やだよ」と客

える．自分が位置を決めた段階で，「ここには座っちゃだめ！」というなど。

(c-2)回避：他者から離れた位置に着席できるよう非言語的に働きかけること。たとえば，自分と近接する位置に他者

が座ろうとした場合,テーブルに手を置くなどして着席を妨害する．他者が自分の近接する位置に座ったこ

とをきっかけとして，その他者からより離れた位置へと自発的に移動するなど。

(d)受諾：他者からの「誘い」を受諾する働きかけ。他者からの誘いの実現に，自分も積極的に関わった場合は「積

極的受諾｣，自分は積極的には関わらず単に他者からの誘いを受容した場合は「承諾」とした。

(d-1)積極的受諾：自分から提案したわけではないものの，他者と自分が近接する位置に座れるように積極的に働きかけるこ

と。たとえば，「一緒に座ろう」と誘われ，自分も他者と共同して席を探すとか，既に自分の位置を決

めていたにも関わらず，誘いにこたえて位置を移動させるなど。

(d-2)承諾：他者からの誘いに従うこと。たとえば，自分がまだ位置を決めていない段階で「こっちに来て」と誘われ，

それに従うとか，既に位置を決めていた段階で，他者が自分の近接位置に座ることに関して了解を求めら

れた場合に許可を与える（「ここいい？」に「し､いよ」と答える）など。
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太郎○かつたため，以下の分析では観察した保育園の全てを合

計した値を用いる。各カテゴリーごとに，３回の観察回

のなかで１度でもその席とり行動を示した子どもの数が

全体数に占める比率を算出した。結果はTable2に示し

た。２歳児クラスではどのカテゴリーについても，席と

り行動を示した子どもは１割に満たないが，４歳児クラ

スになると提案では３/４以上，事前相談・移動・抗議に

ついては２－３割にものぼっている。

２歳児クラスと４歳児クラスで，席とり行動の生起率

に差があるかどうかを検討するために，各々の子どもが，

各観察回において上記７つの席とり行動のうち１つの席

とり行動でも示した場合１点を与えた。各々の子どもに

ついて３回の観察を行ったので得点レンジは０～３点と

なる。平均値を２歳児・４歳児クラスごとに算出し平均

値の差の検定を行った結果，４歳児クラスの値は（1.71,

sＤ＝0.89)，２歳児クラスのそれよりも（0.30,sＤ＝0.59）

有意に高かった（#(86)＝8.62,,〈､01)。

分析２：座席位置の分析

分析２の方法分析１において席とり行動と評定された

場合について，７つの席とり行動カテゴリーの各々が，

どこに位置する他者に向けられたものかを分析した。ま

ず，着席位置の位置関係をタテ，ヨコ，その他に分類し

た（Figurelにそれぞれの例を図示した)。タテの関係

とは，身体が正面から向き合う対面関係および斜めに相

対する位置関係であり，かつ子ども達が互いに握手でき

るほど近接した距離内にある場合である。ヨコの関係と

は，テーブルの一辺に隣合わせて座る場合と，テーブル

の角をはさんで並ぶ場合を含み，いずれにおいても，子

ども達が互いに握手できるほど近接した距離内にある場

合である。一辺に隣合う関係とテーブルの角をはさむ直

角関係をまとめたのは，“手をつないだまま座れる，’こ

とに意味があるように思われたことと（共に手をつない

だまま座ることができる)，直角関係を「横だよね」と

いう発言が３事例観察されたことによる。その他の関係

とは，子ども達が互いに握手できないほど離れた距離に

ある場合をいう。

２名の評定者が，全員の座席が決まった場面のビデオ

をみて，分析１で席とり行動があったと評定された場合

花子○×

｡に.‘
△△

相談 提案移動抗議回避積極承諾

○
△
×

×
×

×××

＜ａ＞＜ｂ＞

○：ヨコの位置関係

△：タテの位置関係

×：その他の位置関係

Figurel座席の位置関係の一例

についてのみ，着席位置がタテ・ヨコ・その他のいずれ

にあたるのかを評定し（一致率＝.94)，不一致の点は協

議して決定した。

分析２の結果と考察この分析により以下の結果が得ら

れた。第１に，２歳児では，全ての席とり行動がヨコの

位置関係で生じていた。第２に，４歳児では，「移動」に

ついては９例のうち４例がタテの位置関係で生じてい

た。第３に，他の６カテゴリーについては，その全てが

ヨコの位置関係で生じていた。幼児が「今日は一緒に食

べようね」と相談したり，提案したりする場合，それは

ヨコに並んで座ることを意味しているのであり，タテに

座ること，あるいは“握手できないくらい離れた距離”

をおいて座ることを意味しているのではない。他者が自

分のヨコに座ろうとした時には，時として「ここ座らな

いで－」と抗議したり，黙って他の場所に席をとること

がある。しかし，近接する距離内でもタテに座ろうとし

た場合，あるいは離れた場所に座ろうとした場合には，

こうした拒否行動を示さない。

ただし，「移動」については，ヨコとタテの関係で生

ずる席とりがほぼ半数（５ｖｓ､４）ずつ観察された。「移

動」は，他者の動きを気にしながら，何もいわずに自分

の位置を他者に接近させるという行動であり，観察され

た範囲内では，数名の他者が事前相談等によってすでに

仲間を組んで座っているところに，アプローチするとい

う文脈でみられた（6/9)。既に形成されている仲間集

団に仲間入りを求めていく際には，仲間入りを拒絶され

るという危険性がある（倉持，1994)。そのため，他者

からより拒否されにくいタテの座席が選ばれることも生

じたのではないかと考えられる。

分析３：２歳児の座席の好みの分析

分析２では，食事場面の着席位置について，４歳児は

タテよりもヨコの関係を好むことが示された。先の分析

１（席とり行動の頻繁さの検討）で示されたように，２

歳児は着席位置に関する意見を表明することが少ない。

'1をｌｂｌｅ２各席とり行動カテゴノノーについて，一度でも

席とり行動を示した子どもの比率と頻度
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これらの結果は，２歳児も４歳児同様，現象的には他

者に対してタテよりもヨコの位置関係をもつ座席を好む

ことを示している。ただし，分析１および２で示された

ように，４歳児の場合には「一緒に座りたい子」に対す

る明確な働きかけであるのに対し，２歳児の場合には，

対象が特定された働きかけであるとは必ずしもいえな

い。したがって，２歳児も４歳児同様の噌好（すなわち，

タテよりもヨコを好む）を示しているが，必ずしも同じ

意味をもった行動とはいえないかもしれない。この点に

ついては，全体的考察において議論する。

分析４：座席位置と相互交渉の頻繁さの分析

では，なぜ幼児はヨコの位置関係を好むのだろうか。

そこにはどのような意味があるのだろうか。前述したよ

うに，成人における対面関係への噌好は，実際の相互交

渉量の多さに関連していることがわかっている（山口，

1996)。これを考慮すると，幼児がヨコの関係を好むこ

とについて２つの対立する仮説がたてられる。第１に，

幼児においても成人同様，対面あるいは斜めに相対する

位置関係，つまりタテの位置関係の方が相互交渉が生起

しやすく，幼児におけるヨコの位置関係への噌好は，相

互交渉の生起しやすさによる裏付けをもたない。第２に，

幼児の場合，成人と異なりヨコの位置関係の方が相互交

渉が起こしやすく，ヨコヘの噌好は相互交渉の生起しや

すさという裏付けをもった行動である。分析４ではこの

問題を検討する。

分析４の方法

く分析の対象＞ひとつのテーブルに着席した全員の子

どもが食べ始めてから，子ども達のやり取りを撮影した

ビデオを分析した。４つの保育園で各３回観察を行った

ので，この分析で対象とするテーブル数は各年齢１２卓

である。着席した全員の子どもが食べ始めてから１０分

間の全ての発話と主だった視線および行動を転記した。

ただし，ひとつの保育園では準備のできた者から食べ始

めるという様式をとっていたため，参加者全員が食べ始

めてから１０分経過するまでに１名が食べ終えてしまっ

たという観察回が１回あった。そのためこの回について

のみ８分２５秒分の分析資料である。ひとつのテーブル

あたりに座った子どもの数は，各年齢１２テーブルを平

均して２歳児クラスで４．８名（ＳＤ＝0.72)，４歳児クラス

で５．１名（ＳＤ＝00.76）だった。男女の比率はほぼ１:１だ

分析２では，着席位置の噌好が「言語的・身体的行為に

よって表明された」場合のみを分析したため，２歳児が

着席位置に関して特定の噌好をもっているのかが明確で

はない。そこで，分析３では，２歳児がいかに着席位置

を決めていくのかを検討することにする。

分析３の方法２歳児が席を決めるときに，テーブルに

既に座っている他者に対してどのような位置関係をもつ

席を選ぶのかを，子どもが，既に座っていた子どもに対

して，タテ・ヨコ・その他の関係をもつ座席のどこに座

ったのかを調べた。Figurel＜ａ＞のように，太郎が座

っているところに次郎が現われたとする。次郎が座れる

座席の選択肢は５つあり，うち２つが太郎に対してヨコ

の位置関係（○印）にある座席，２つがタテの位置関係

(△印）にある座席，そして残り１つがその他の位置関

係（×印）にある座席である。そこで，次郎が既に席を

決めている他者（太郎）に対して，ヨコの位置関係に座

る期待値は２／５，タテの位置関係に座る期待値は２／５，

その他の位置関係に座る期待値は１／５となる。

座席を決める順番が遅くなるにつれ座席の選択肢が少

なくなるので，各テーブルについて２番目に座席を決め

た子ども，３番目に座席を決めた子どもについてのみ，

ヨコ・タテ・そ雲の他の位置関係にある座席に座る期待値

と，実際にどの座席を選んだのか（実際値）とを比較し

た。こうした方法をとったのは，子どもが選択すること

のできる座席の位置およびその数が，一番初めに席を決

めた子どもや保育者の座る場所等によって変わってくる

からである。

４つの保育園各３回の観察を通して，全部で29テーブ

ルのデータが得られたため，この分析の対象者数は，２

番目に座った子どもと３番目に座った子ども各29名で

ある。これらの対象者を，ヨコの位置関係にある座席と

タテの位置関係にある座席に座る期待値が（１）ヨコ＞タ

テの子ども，（２）ヨコータテの子ども，（３）ヨコ＜タテの

子どもという３つのケースに分類し，実際にどの座席に

座ったのかを調べた。

分析３の結果と考察２番目に席を決めた子ども，３番

目に席を決めた子どもの各々について，Ｔａｂｌｅ３に結果

を示した‐期待値がヨコ＞タテの場合，ヨコータテの場

合，ヨコ＜タテの場合の各々について，実際にヨコの座

席に座った子どもの人数ｖｓ・タテに座った子どもの人数

についてサイン検定を行った。その結果，２番目に座席

を選んだ子どもについては，ヨコータテの場合について

有意な差が認められた（１４ｖｓ,１，’〈､01)。３番目に座席

を選んだ子どもについては，ヨコータテの場合と（１２

vs､１，Ｐ〈､０１)，ヨコ＜タテの場合について（１０ｖｓ､２，

p〈.０５）有意な差が認められた。いずれの場合も，子ど

もは他者とタテの位置関係にある座席よりも，ヨコの位

置関係にある座席を選ぶことが多かった。

ｎｌｂｌｅ３２歳児クラスにおいて，席に座る際の位置関係

５
ｕ
２

2番目に座った子ども３番目に座った子ども

０
１
４

保育園の食事場面における幼児の席とり行動

０
皿
⑩

期待値がヨコ＞タテ
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２
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１

０
３
０

０
１
２
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＜エピソードの認定＞相互交渉をエピソードに区切っ

た。エピソードとは，２名以上の参加者が，身体的（視

線・表情を含む）・言語的行為を交換した時点で開始さ

れ，ひとつあるいは関連する話題についてひとしきり交

わされるやり取りのまとまりのことをいう。太郎が「こ

れおいしいね－」と次郎に話しかけたとする。太郎のこ

の発話に対して次郎が太郎に視線を向けたり，太郎の方

に身体の向きを変えたり，太郎に話しかけたりといった

応答行動を始めたときに，エピソードが開始されたもの

とみなす。次郎が何の応答行動も示さなかった場合には，

エピソードとはみなさない。太郎と次郎がやり取りをし

ているところに，三郎が「これもおいしいんだぜ」と加

わってきたとすると，三郎はこの発話を行った時点で太

郎と次郎のエピソードに参加したものとみなす。ここで

は，子ども問の相互交渉を分析の焦点としているので，

先生と子どもが１対１で関わっている場合には分析の対

象からはずした。また，エピソードへの参加が先生の働

きかけによっていた場合には，エピソードに参加したも

のとはみなさなかった。エピソードの終了は，（a)参加

者の注意がエピソードの他の参加者の誰からも離れ，５

秒以内に戻らなかった場合，（b)別のエピソードに参加

した場合のいずれかとした。ひとつのエピソードが展開

しているときに，明らかに異なる話題に転換した場合に

は，そのエピソードは終了し新しいエピソードが開始さ

れたものとみなした。

転記資料に基づき，必要な時にはビデオをみながら，

各々の子どもがエピソードに参加を開始した時点，参加

を終了した時点を，２名の評定者が独立に評定した（一

致率＝､92)。不一致の点は協議して決定した。エピソー

ドの平均個数は，２歳児クラスで8.0個（ＳＤ＝02.71)，４

歳児クラスで11.8個（ＳＤ＝０２．８）だった。ひとつのエピ

ソードへの平均参加者数は，２歳児では２．３２名（ＳＤ＝

0.52)，４歳児クラスでは３．０９名（ＳＤ＝01.06）だった。

保育園間での差はなかった。

＜エピソードの開始者＞エピソードはひとりの子ども

が，他の子どもに身体的・言語的行為で働きかけ，それ

に対し他者が応答することで始まり，その後徐々に複数

の子ども達が参加してくる。春子が夏子のスプーンを指

さして「セーラームーン，かわいい」という。これに答

えて夏子が春子によくみえるようにスプーンの位置を変

える。その後，秋子が「わたしのもセーラームーン」と

いって参加してくる。このエピソードは，春子と夏子の

やり取りが開始のきっかけとなっている。「エピソード

の開始」の分析では，各エピソードについて開始のきっ

かけとなった２者（３者以上もある）をチェックした。

先の例では，春子と夏子がエピソードの開始者である。

エピソードのきっかけになった発話が特定の他者に向け

たものではなかった場合には，その発話に対して応答行

動を返した子どもとの間でエピソードが開始されたもの

とみなした。

観察対象のテーブルに座った子どもの中から１名を選

び（全員の名前が書かれた札の中から，くじ引きの要領

で１枚を選んで決定した。ただし，他の観察回で既に選

ばれていた子どもについてはくじ引きの対象からはずし

た）分析の対象とした。この分析で対象とするテーブル

数は12卓なので，分析対象者数は各年齢で12名となる。

2名の評定者がビデオをみて，各々の子どもについてヨ

コの位置関係にある他者，タテの位置関係にある他者，

その他の位置関係にある他者を特定した（評定者間の一

致率＝.96)。次に，各々の子どもについて，ヨコ・タ

テ・その他関係について相互交渉が生起すると期待され

る値を算出した。ヨコに２名，タテに２名，その他の位

置関係に１名がいる座席に座っている場合，ヨコの位置

関係において相互交渉が生起する期待値は２/５，タテの

位置関係についても２/５，その他の位置関係については

1/５となる。実際に観察された相互交渉では，エピソー

ドの開始者となったことが５回あり，うちヨコに位置す

る他者とが４回，その他の関係に位置する他者とが１回

だったとすると，実際値はヨコが４／５，タテが０，その

他が１/５となる。

こうして得られたエピソードの開始に関する期待値と

実際値に基づいて，子ども達を２つの次元で４分類した。

第１の期待値の次元では，ヨコの位置関係においてエピ

ソードが生起する期待値がタテの位置関係における期待

値よりも大きかった場合と，等しいかもしくは少なかっ

た場合である。第２の実際値の次元でも，実際値がヨコ

の位置関係にある他者に対する方がタテの位置関係にあ

る他者に対するよりも大きかった場合と，等しいかもし

くは少なかった場合に分けた。

この分析の焦点は，２歳児・４歳児が他者とタテより

もヨコの位置関係をとりたがるという噌好が，相互交渉

の頻繁さによって裏付けられているかどうかを検討する

ことにあり，これは「相互交渉が開始される期待値がヨ

コとタテで等しい，もしくはタテの方がヨコよりも高い

にも関わらず，実際の相互交渉はタテよりもヨコの関係

で多く生起している」ということがあり得るのかどうか、

という問題に置き換えられる。そのため，期待値がヨコ

とタテで等しいもしくはタテの方が高い場合に，実際に

エピソードが開始された相手がタテよりもヨコの方が多

かった子どもｖｓ､タテとヨコで等しいもしくはヨコの方

が少なかった子どもの人数を比較することにする。

＜エピソードの参加者＞次にエピソードが展開してい

く過程で子どもがどこに位置する他者と関わったのかを

分析する。たとえば，花子はエピソードに４回参加して

おり，そのうち３回がヨコの位置関係にある他者との２
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者参加のエピソード，１回がヨコに座った他者と，タテ

に座った他者との３者参加のエピソードだったとする。

この場合，花子は延べ５名の他者と相互交渉したことに

なり，実際値はヨコの位置関係については４/５，タテの

位置関係については1/５となる。先の分析同様，期待値

がヨコとタテで等しい，もしくはタテの方が高い場合に，

実際にエピソードに共に参加した相手がタテよりもヨコ

の方が多かった子どもｖｓ,タテとヨコで等しいもしくは

ヨコの方が少なかった子どもの人数を比較することにし

た。

分析４の結果

くエピソードの開始者＞結果を各年齢についてTable4

に示した。

期待値がヨコとタテで等しいもしくはタテの方が高い

場合に，実際にエピソードが開始された相手がタテより

もヨコの方が多かった子どもｖｓ,タテとヨコで等しいも

しくはヨコの方が少なかった子どもの人数をサイン検定

により比較した。その結果，２歳児についてのみ，ヨコ

に位置する他者との方がタテに位置する他者とよりも相

互交渉を開始させにくい場合にも，タテに位置する他者

とよりも，ヨコに位置する他者と相互交渉を開始させる

ことが有意に多かった（９ｖｓ､１，’〈.01)。４歳児につい

ては，有意差は認められなかった。

＜エピソードへの参加者＞

先の分析同様，期待値がヨコとタテで等しい，もしく

はタテの方が高い場合に，実際にエピソードに共に参加

した相手がタテよりもヨコの方が多かった子どもｖｓ,タ

テとヨコで等しいもしくはヨコの方が少なかった子ども

の人数をサイン検定によって比較した（結果は先に示

したTable４)。２歳児はヨコの期待値がタテの期待値と

等しいもしくは少ない場合にも，タテに座っている他者

とよりも，ヨコに座っている他者とより頻繁に相互交渉

に参加していた（１０ｖｓ､０，’〈､01)。４歳児については，

有意な差は認められなかった。

研 究 ２

研究１では，２歳児についても４歳児についてもタテ

よりもヨコの位置関係を好むこと，そして２歳児につい

ては，タテよりもヨコにおいて社会的相互交渉が頻繁に

生起していることが認められた。研究１で対象とした食

事場面は，いずれも子ども達が自由に席を選ぶことので

きる食事場面だった。そのため，子ども達は普段から仲

のよい仲間とヨコに座っていた可能性がある。したがっ

て，２歳児においてヨコの位置関係で相互交渉が多かっ

たという結果は，着席位置による効果というよりもむし

ろ，普段の仲の良さによる効果だったという可能性を排

除できない。そこで研究２では，席順が固定された場面

での観察を行い，そこでも着席位置と相互交渉の生起頻

度に関連があるかどうかを検討する。

方法

対象東京都内にある２つの保育園で，２歳児・４歳児

クラスの食事場面を３日間ビデオ録画した。保育者の先

生には，あらかじめ席順を指定しておいてもらい，その

際，普段から仲のよい子ども達をなるべく隣合わせて座

らせないように配慮してもらった。また，３日間の観察

で席順はいつも変えてもらった。各観察回について２つ

のテーブルを観察対象とし，３日間の観察を通してなる

べく多くの子どもを録画できるようにした。

分析方法先の分析と同様の手続きでデータを分析し

た。すなわち，テーブルに座った子ども全員が食べ始め

てからの１０分間について発話と行動の転記を行い，エ

ピソードを認定し（評定者間の一致率＝.91)，分析対象

者を無作為に選び，座席の位置関係を認定した（一致率

=､94)。１回の観察回あたりの平均エピソード個数は，２

歳児クラスでは６．８個（ＳＤ＝02.1)，４歳児クラスでは

9.5個（ＳＤ＝02.2）だった。また，ひとつのエピソード

への平均参加者数は，２歳児クラスでは２．４名

(ＳＤ＝００．５)，４歳児クラスでは3.5名（ＳＤ＝00.6）だった。

これらの値は，子どもが自由に席を選んだ保育園の値と

有意に異ならなかった。

結果

２つの保育園で３回の観察を行い，各観察回について

2つのテーブルを観察対象とした。ひとつのテーブルに

ついて１名ずつ（先の分析同様の手続きでランダムに選

ばれた）を分析対象者としたため，ここでの分析対象者

数は各年齢１２名である。これを，先の分析同様，タテ

およびヨコで相互交渉が生起する期待値と実際値の次元

での分類した。結果はＴａｂｌｅ５に示した。

エピソードの開始および参加について，前述の手続き

でサイン検定を行った結果，２歳児では，ヨコに座る期

待値がタテに座る期待値と等しいもしくはタテの方が高

くても，エピソードが開始された相手はタテよりもヨコ

Tをｌｂｌｅ４子どもが自由に席を決めた場面で，エと｡ソー

ト誤を開始した他者およびエピソードに共に参

加した他者の位置関係

２
９

2歳児("＝12）４歳児("＝12）
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２
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ｎｂｌｅ５席順が指定された場面での，エと｡ソーバを開

始した他者およびエと｡ソー脚こ共に参加した

他者の位置関係

それに注目することから相互交渉が始まるもの。(3)食

べ物への注目：食べ物の名前をいう，食べ物の好みにつ

いて感想をいう．感想を聞く（これ好きな人)，味につ

いて感想をいうというように，目前の食べ物に直接関連

してやり取りが始まるものが含まれる。（c)会話：目前

にある道具・食べ物に規定されない話題で開始された場

合。ここには，(1)歌，(2)家族に関する情報交換（た

とえばきょうだいの有無など)，その他の個人情報の交

換（誕生日，家の場所，旅行など）が含まれる。（d)そ

の他：上記の３カテゴリーに含まれないもの。２名の評

定者が転記資料をみて，各エピソードが開始されたきっ

かけとなった話題について，カテゴリーの定義をみなが

ら独立に評定を行い（評定者間の一致＝.97)，不一致の

点は協議して決定した。

結果と考察

保育園間で顕著な差が認められなかったため，６つの

保育園各３回の観察回を合計した値を分析対象とした。

Table6に，エピソードがヨコ・タテの関係で開始され

た場合の各々について，合計エピソード数に対する各カ

テゴリーに属するエピソード数の比率を示した。

２歳児と４歳児の相違をみるため，ヨコ・タテの位置

関係に関わらず，各年齢クラスにおいてエピソード開始

のきっかけとなった話題内容に差があるかどうかをｘ２

検定によって検定した。年齢（2歳児ｖｓ､４歳児)×きっ

かけの内容（身体接触・事物への注目・会話）のｘ２検

定を行った結果，有意な差が認められた（ｘ２(2,〃=261）

=15.86,ｐ〈.01)。２歳児クラスでは事物への注目によっ

てエピソードが開始されることが多かったが，４歳児ク

ラスでは会話が多くなっていた。

座席の位置とエピソード開始のきっかけとなった話題

との間に関連があるかどうかをみるために，位置関係

（ヨコｖｓ・タテ）×きっかけの内容（身体接触・事物への

注目・会話）のｘ２検定を，年齢別に行ったが有意差は

得られなかった。身体接触と事物への注目は，身体・事

物といった食事の場にある実在の事物に規定されている

という点で，会話とは異なるため，身体接触と事物への

注目をあわせて，位置関.係（ヨコｖｓ・タテ）×きっかけ

研究３

以上の研究では，２歳児クラスについては，タテに座

った他者とよりもヨコに座った他者と相互交渉を開始さ

せ，また展開させる頻度が高く，それは子どもが自由に

席を選んだ場合にも，先生によって指定された場合にも

共通に認められた。したがって，少なくとも２歳児につ

いては，成人とは異なりヨコの位置関係の方が相互交渉

が生起しやすく，そのことがヨコヘの噌好を裏付けてい

るといえるようである。では，なぜ２歳児はヨコに座っ

た他者と，相互交渉をより開始・展開させやすいのだろ

うか。この問いに対する示唆を得るために，次に，観察

されたエピソードが何をきっかけとして開始されたのか

を分析した。

方法

対象研究１および研究２で分析した資料を対象とす

る。すなわち，合計６つの保育園の２歳児・４歳児クラ

スを３回ずつ観察し，各観察回ごとにひとつのテーブル

について，着席した全員の子どもが食べ始めて１０分間

分の相互交渉を転記した資料である。そこで得られ研究

3で分析するエピソードの個数は，２歳児クラスでは125

個，４歳児クラスでは161個である。

エピソードが開始されたきっかけの分類各エピソード

が開始されたきっかけを以下のカテゴリーに分類した。

(a)身体的接触：手があたる，腕をつかむ，足があたる

といった身体的な接触をきっかけとして相互交渉が始ま

るもの。（b)事物への注目：目前にある道具・食べ物に

注目することによって開始されたもの。ここには，（１）

道具への注目：タオル，コップ，箸やフォークといった

個人の所有物をみせる，あるいはみるといった行為から

相互交渉が始まるもの。(2)落下物への注目：テーブル

の下，あるいは椅子の脇等に食べ物や道具が落ちたとき，

2歳児("＝12）４歳児("＝12）

ｎｌｂｌｅ６２歳児と４歳児クラスにおいて，ヨコ・タテ

の関係各々についてエと｡ソーバが開始された

きっかけ
（％）

39.3

(11）

37.5

(15）

実際の相互交渉でヨコ〉タテヨコ≦タテヨコ〉タテヨコ≦タテ

8.2７．１

(8)（97）（２）

8.3７．５

(10）（121）（３）

＜エピソードの開始＞

期待値がヨコ＞タテ

ヨコ≦タテ

＜エピソードの参加＞

期待値がヨコ＞タテ

ヨコ≦タテ

３
８

０

１

２
６

１

３

３
８

０

１

２
５

１

４

注．上欄は比率，下欄（）内は頻度。

の方が有意に多いこと（８ｖｓ､１，’〈.０５)，またエピソー

ドに共に参加した相手についても，タテよりもヨコの方

が有意に多いこと（8vs,１，Ｐ〈.05）がわかった。しかし，

4歳児クラスについては有意な差は認められなかった。

22.7

(22）

48.8

(59）

接触事物会話その他総数接触事物会話その他総数

ヨコの関係 タテの関係

2歳児１９．６

（19）

4歳児６．６

（８）

10.7

(3)（28）

10.0

(4)（40）

49.5

(48）

36.4

(44）

42.9

(12）

45.0

(18）
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の内容（身体接触と事物への注目ＶＳ,会話）のＸ２検定を，

年齢別に行った。その結果，２歳児クラスについてのみ

有意な差が認められた（ｘ２(1,〃＝114)=5.05,ｐ〈､05)。２

歳児クラスではヨコの位置関係でエピソードが始まる場

合，身体接触ならびに事物への注目をきっかけとしてエ

ピソードが開始されることが，タテの位置関係に比べて

多い。

これらの結果は何を意味するのだろうか。第１に，２

歳児では相互交渉のきっかけが食事場面に実在する事物

に規定されているものの，４歳児になると状況に規定さ

れない話題によって相互交渉を始められるようになる。

これは会話能力の発達によるところが大きいと考えられ

る。第２に，２歳児において顕著にみられた，身体接触

ならびに事物への注目をきっかけとした相互交渉は，２

歳児に関してはタテの位置関係にあるよりもヨコの位置

関係にある方が生じやすい。身体接触は，対面あるいは

斜めに向き合う関係に位置する他者とよりも，隣合わせ

あるいは角をはさんで直角に並ぶ他者との方が，はるか

に起こり易いだろう。隣合わせた他児とは，腕が触れた

り，肩がぶつかったりという偶発的な接触がしばしば生

じるからである。また，２歳児の相互交渉のきっかけと

して大きな役割を果たしている事物への注目について

も，タテの位置関係にある場合よりもヨコの位置関係に

ある場合の方が，他者の視線と自分の視線を重ね合わせ

ることが容易である。すなわち，共同注意（jointatten‐

tion）を成立させ易いといえる。ヨコの位置関係にあれ

ば，テーブルの下に落ちた食べ物を他児と同じ方向から

見ることができる。また，コップに描かれた「セーラー

ムーン」も，コップの向きを変えずとも見ることができ

る。２歳児の相互交渉においては，共同注意を成立させ

る際の容易さが大きな役割を果たしており，そのために，

ヨコの位置関係にある場合に相互交渉が起こり易かった

のではないかと考えられる。

全体的考察

本論文は，保育園の２歳児・４歳児クラスにおける食

事場面を観察することにより，以下４つの結果を得た。

第１に，２歳児と４歳児を比較した場合，４歳児の方が席

とり行動が多くみられる。自分または他者の着席位置に

ついて，なんらかの形で一度でも意見を表明した子ども

の割合は，２歳児の場合，どの席とり行動カテゴリーに

ついても１割以下にとどまるのに対し，４歳児の場合，

最も多いものでは３／４に達していた。第２に，２歳児も

4歳児も，食事場面において，他者とタテの位置関係

(近接する距離内において身体が正面または斜めに向き

合う関係）に座ることよりも，ヨコの位置関係（近接距

離内において隣合うか，テーブルの角をはさんで直角に

並ぶ関係）に座ることを好んだ。４歳児が席とり行動を

起こす相手は，近接する距離内にヨコに座った他者であ

り，近接する距離内でもタテに座った他者，あるいは離

れた座席に座った他者ではない。２歳児は，４歳児のよ

うに明示的な席とり行動は起こさないが，タテの位置関

係にのみ他者が座っている座席よりは，ヨコの位置関係

にのみ他者が座っている座席を選ぶことが多かった。第

３に，２歳児はタテの位置関係に座っている他者に対す

るよりも，ヨコの位置関係に座っている他者に対して，

より多くの相互交渉を開始させ，展開させていた。しか

し，４歳児ではこうした差は認められなかった。第４に，

相互交渉のきっかけとなった話題について分析した結

果，２歳児においては身体接触や目前にある事物への注

目から相互交渉が始まる場合が多いものの，４歳児にお

いては目前の事物に縛られない話題から相互交渉が始ま

る場合が多かった。そして，身体接触や事物への注目を

きっかけとした相互交渉は，２歳児では，タテよりもヨ

コの位置関係にある他者との間で多くみられた。

本研究で示された幼児における着席位置の噌好は，成

人におけるそれとは対照的であるようにみえる。すなわ

ち，２歳児も４歳児も，保育園の食事場面では他者と対

面あるいは斜めに向き合う位置関係（タテ）よりは，隣

合わせあるいは直角に並ぶ関係（ヨコ）を好む。本研究

でのタテとヨコの定義は，これまでの成人に関する着席

行動研究における対面関係と隣合わせの定義と必ずしも

一致していないという限定はあるものの，成人に関して

は，会話やレストランといった多くの場面で，他者と隣

合わせる位置関係よりも，対面する位置関係を好むとい

う結果がある。

以上の結果に基づき，ここでは，第１に，成人と幼児

の着席位置に関する噌好の相違，第２に２歳児と４歳児

における着席行動の相違について考察する。まず，成人

は対面する位置関係を好むのに，なぜ幼児は隣合わせあ

るいは直角に並ぶ位置関係を好むのだろうか。この問題

に関しては，いくつかの可能性を指摘できる。第１に，

幼児でも成人でも相互交渉スタイルは同じなのだが，場

面の捉え方が異なるという可能性がある。アメリカでの

観察研究（Cook,1970）が示唆するように，成人でもパ

ブのような気楽な場面では隣合わせの位置関係を好むこ

とがある。幼児と成人の着席位置の噌好の相違が場面の

捉え方によるものだとしたら，幼児でも場面によっては

対面する位置関係を好むことがあるということになる。

しかし，幼児が成人のように場面によって振舞い方を変

えているという可能'性は高くないと考えられ，この説明

はあまり妥当ではないだろう。

第２に，幼児と成人では相互交渉のスタイルが異なっ

ており，それが着席位置の噌好に反映しているのではな

いかという可能性がある。では，相互交渉のスタイルの

相違とは何だろうか。ひとつには，対人距離のとり方が
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違うのかもしれない。本論文でのタテとヨコの位置関係

は，いずれも互いが着席したまま握手ができる距離，す

なわち近接した距離内にあるが，タテに比べればテーブ

ルという障害がない分，ヨコの方が対人距離は短くなっ

ている。一般に人は，嫌いな人よりも好きな人との距離

を小さくする（和田，1996)。そしてこのことは，成人

についてのみならず（Heshka,＆Nelson,1972)，小学生

についても認められている（青野，1979)。小学生以下

の子どもに対する検討はないが，もしかしたら，幼児は

成人よりも対人距離を小さくとることを好むのかもしれ

ない。そのために，２歳児も４歳児も対人距離がより小

さいヨコの位置関係を好んだのかもしれない。さらに，

2歳児では，対人距離を小さくとることが実際の相互交

渉になんらかの機能を果たしており，そのためにヨコの

位置関係でより多くの相互交渉が生起していた可能性も

ある。

もうひとつ考えられる相互交渉スタイルの相違は，視

線の使い方の違いである。成人の相互交渉においては，

視線を交錯させることが重要な機能を果たしている（和

田，1996）が，本論文の研究３で示唆されたように，幼

児期初期（2歳児）における相互交渉については，むし

ろ視線を重ね合わせることが，相互交渉のきっかけをつ

くるという意味において役割をになっている。そのため，

同一方向からの視点をとることのできるヨコの位置関係

が幼児においては好まれ，視線を交錯させることのでき

る対面の位置関係が成人においては好まれたのかもしれ

ない。以上の可能性が妥当なものかどうかを検討するた

めには，幼児および成人について相互交渉スタイルの相

違を調べる必要があるだろう。

次に，２歳児と４歳児の相違について考察する。本研

究では，仲間関係が特定化されてくるのに伴い，食事時

の席とり行動もより頻繁になるのではないかと仮定し，

そのために，特定の仲間関係が芽生えてくる前後の２歳

児と４歳児を比較した。そしてその結果，２歳児におい

てよりも４歳児において，着席行動について言語的・身

体的に意見を表明するという意味での席とり行動が，よ

り頻繁にみられることが示された。しかし，本論文の結

果は，仲間関係の特定化と頻繁な席とり行動の関連性を

示す証拠として充分なものとはいえない。両者の関係を

みるためには，食事場面以外での普段の仲間関係を測定

し，それと食事場面での着席位置との関係を検討する必

要がある。もし，仲間関係の特定化が席とり行動を頻繁

に生起させているのであれば，仲間関係が形成される時

期と席とり行動が生起する時期が一致し，かつ普段仲の

よい相手と席とり行動を向ける相手とが符合するはずで

ある。今後の課題である。

ところで，本論文で示された２歳児と４歳児の席とり

行動の相違は，その頻度だけではない。研究１で示され

たように，４歳児は「一緒に座りたい相手」が明確にあ

り，その相手に対してヨコに座れるように働きかけるの

に対し，２歳児は４歳児と同様ヨコの位置関係を好むと

いっても，特定の相手に向けて働きかけるわけではない。

誰とでもいいからヨコに座ろうとする２歳児に対し，

｢○○ちやんのヨコでなくてはだめだ」という決意のも

とで積極的に働きかける４歳児の姿が浮かび上がってく

る。しかも，２歳児と４歳児のこうした相違をより興味

深くさせているのは，２歳児におけるヨコの位置関係へ

の噌好は，積極的働きかけとして表出されるわけではな

いのに，相互交渉をより頻繁に生起させるという機能を

実際に果たしている一方，４歳児のそれは言語的脅･身体

的行為として頻繁に表出されるのに，実は社会的相互交

渉を引き起こすという機能をもたないということであ

る。

ただし，本論文では，社会的相互交渉が生起する頻度

にのみ焦点をあて，その内容について分析したわけでは

ない。そのため，４歳児の場合，ヨコに座った場合とタ

テに座った場合とで，相互交渉の中身が違っていたとい

う可能性はある。たとえば，食事中，意見が対立するよ

うな場面になった時，ヨコに座った子ども同士の方が，

タテに座った子ども同士よりも，対立を解消させやすい

ということがあるのかもしれない。もしそのようなこと

があれば，４歳児についても，ヨコの着席位置への噌好

は，社会的相互交渉を頻繁に生起させるという意味では

機能をもたないとしても，その中身をより肯定的なもの

へと導くという意味での役割を持っているということが

できる。今後の課題である。

こうした可能性は残されているとしても，なぜ４歳児

は，社会的相互交渉を頻繁に生起させるわけでもないの

に，ヨコの位置関係を増好するのだろうか。第１に，手

をつなぐ，肩を組むといった身体接触行為が友だち関係

を媒介する重要な役割を担っているのかもしれない。本

論文の観察資料では，事前相談による席とりの場合には，

手をつないでテーブルに走ってきてそのまま席に座ると

いう行動が，また特定の席とり行動によらず，着席位置

を決めた後には，ヨコに座った他児と肩や手を組む，あ

るいは顔を触り合うといった行動が少なからずみられ

た。幼児の日常生活では，手をつなぐ，肩を組むといっ

た行為が頻繁にみられ，しかもこれらの行為は友好関係

を示す手段として使われているようだ（喧嘩をして仲直

りした時など)。身体接触は最も直接的で発達的にも初

期の段階から用いられるコミュニケーションであり（大

坊,1990)，ヨコの位置関係に座ることはそれを可能とす

るために，幼児はヨコに座ることを好むのかもしれな

い。

第２に，食事時にヨコに座ること自体が，なんらかの

象徴的意味を持っているのかもしれない。次の会話は，
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ある幼稚園の４歳児クラスで観察された資料である。

（春子は夏子の横に座りたいと希望を述べるが，夏子

に受け入れられない。春子を除いた子ども達は全員座席

を決めている。空いているのは夏子の対面にある座席だ

けだが，春子は夏子に「一緒に食べようよ」と説得を続

けている。そこへ先生が登場する｡）

先生；春子ちやん，この席（夏子の対面）が空いてる

よ。

春子；だめ，夏子ちやんの横じやなきやダメなの。

先生；仲良しっていうのは，ご飯の時に横に座ること

じゃないのよ･

春子；ちがうんだもん。仲良しっていうのは，横に座

って食べなきゃいけないんだもん。そうじゃな

いと，仲良しじゃないんだもん。

幼児にとって，隣合わせて座ることは，仲の良さを象

徴する行為として受け取られているのかもしれない，幼

稚園や保育園では全員が着席する場面は，食事，登園

後・降園前の集まり程度に限られていることが多い。そ

れ以外のたとえば自由遊び場面等においては，複数の遊

び集団が漸次形成・解消されるが，全員が着席するとい

う場面では，クラス内の仲間関係が座席の順番という目

にみえる形で顕在化する（倉持・柴坂,1998)。そのため，

そうした場面での席順は友情関係を示すものとして，そ

してそこで隣合わせて座ることは仲良しの象徴として機

能している可能性がある。

中川（1994）は，霊長類の採食行動を「すべての個体

は，より多くの食物を手にいれるべく，限られた食物資

源をめぐって激しく競合する」（p,178）と表現したが，

これになぞって，幼児の席とり行動を表現すれば，「(す

べての）子どもは，より多くの相互交渉を成立させるべ

く，限られた座席位置をめぐって競合する」といえるか

もしれない。ただし，この表現が実際に正しいことが示

唆されたのは，本論文の範囲では幼児期初期（2歳児）

についてのみであり，幼児期後期についてもこのような

ことがいえるのかどうかは，今後の課題として残されて

いる。
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幼児は園生活の多様性をどのようにとらえているのか
一般的出来事表象の形成と出来事の多様性

藤崎春 代
(帝京大学文学部）

本研究では，１日および１週間単位での日課が異なる２園（幼稚園と保育園）に所属する４．５歳クラ

ス児に対して，園生活の流れについて個別面接調査を行い，多様な出来事についてどのような一般的出

来事表象（ＧＥR）を形成しているのかについて検討した。すべての子どもに，「いつも園では何をする

か？」と園生活全体の流れを聞く質問を行うとともに，幼稚園の一部の子どもには「今日は何をしたの

か？｣，残りの子どもには「＊曜日は何をするか？」という質問を行った。分析の結果，まず，行為を述

べる際に主語無しで現在形表現をしており，時間的順序も一定であるなど，幼児が園生活ＧＥＲを形成し

ていることが確認された。しかしながら，幼稚園児の特徴として，子どもが共通に述べる行為数は少な

く，これは幼稚園生活において生活習慣的活動が少ないことによると思われた。多様性の表象の仕方に

ついては，ＧＥＲとしてではなくエピソード的に記‘億する，多様性を園生活ＧＥＲの変化項としてとらえ

る，条件により園生活ＧＥＲを形成し分ける，の３タイプが検討された。

【キー・ワード】一般的出来事表象，スキーマ，日常生活の多様性，幼児，認知発達

問題

本研究は，幼児に園生活の流れについての個別面接調

査を行い，出来事の多様性をどのように表象しているの

かについて検討しようとするものである。

Friedman（1977）は，時間概念に関する研究を，論理

的時間関係の知識（例：年長児や大人は二人のランナー

が同時に走り始めた時，勝者は所要時間が短いと推測で

きる）と社会的表象の知識（時間環境を組織化している

社会的に共有されたシステムの知識）と知覚や直観（時

の流れの主観的印象）の３つに対応づけて整理したが，

社会の中に個々人の生活時間を位置づけるという時に

は，２番目の社会的表象にからんだ社会的時間への注目

が必要であろう。Friedman（1992）は，環境は繰り返し

や時間的規則性（規則性は習慣的出来事の短い連鎖から

人間の活動や自然のもっと長いサイクルまで）に満ちて

おり，こうした時間環境の規則性を表象することにより，

我々は環境の予測可能性を高め，直後や将来に起こりそ

うなことについて準備することが可能になるという。社

会的時間いいかえれば「通常，何がなされる時か」とい

う一般的な出来事連鎖としての時間の流れについての表

象は，社会生活適応上重要な役割を持つ可能性が考えら

れる。

出来事連鎖についての知識構造をめぐっては，スキー

マ理論の中でも特にスクリプト（Schank,＆Abelson，

1977）や一般的出来事表象（generalizedeventrepresen‐

tation,Nelson,＆Gruendel,1981）などの概念を用いて数

多くの研究がなされてきた。Schankらの定義によれば，

スクリプトは特定文脈内での出来事の適切な連続性を記

述する一般的・抽象的知識構造であり，スロットと何が

スロットを埋めることができるかについての要件とから

成り立っているという。この定義は，スクリプトが一般

化へ向けての記述枠組みであることを示すと同時に，選

択的要素を併せ持つという一般化とは反対とも思える方

向を含むものといえよう。このうち，前者の一般化へ向

けての方向性については，大人および幼児を対象として

数多くの研究があり，３，４歳になれば，昼食時に何が

起きるか，クッキーを作るときに何が起きるか，誕生パ

ーティーでは何が起きるかなどを時間的順序に従って述

べることができることなどが明らかにされてきた（Ｎｅl‐

so､,＆Gruendel,1986)。これに対して，スロットを埋

める変数的要素の表象については，子どもの言語表現に

注目して分析したり（Fivush,1984;Slackman,Hudson，

＆Fivush,1986)，行為の対象物や行為自体を実験的に操

作して，再生量を比較したり（Kuebli,＆Fivush,1994；

Farrar,＆Goodman,1990）という方法を用いて検討がな

されてきている。実験的操作を用いた研究からは，年長

児に比べて年少児はルーティン出来事からの多様'性を覚

えることが困難であり，年長児ほど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

されるようになるという。しかし，多様性に注目した研

究はその数が少なく，実験的に操作されているのは多く

の場合対象物の水準であったり，行為が操作されている

場合も出来事のタイムスパンがせいぜい１時間程度と短
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い。これは，Schank,＆Abelson（1977）の指摘するス

クリプトの３要素……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……のうち，②の要

素によるものであろう。目標という要素を考慮したと

き，＜食事をとる＞・＜クッキーを作る＞といった比較

的短いタイムスパンが検討対象となり，そこでのスロッ

トは対象物の水準が中心だったり，行為の選択の幅も狭

いと思われる。しかしながら，日々の生活において

は，＜食事をとる＞時にどのような行為が順番になされ

るかというのみではなく，１日の生活の中でく食事をと

る＞ことはどのような出来事連鎖の中に位置付くのか，

その連鎖は変わりうるのか，変わるとすればどのような

条件の下でどのように変わるのか，などが理解される必

要があるだろう。本研究では，幼児が園での長時間にお

よぶ生活について，出来事連鎖をどのようにとらえてい

るのかを多様性の側面に注目して検討することにより，

従来一般化の側面を中心に検討されてきたスキーマ理論

に新たな理論的展開を促したい。

なお，以下では，スクリプトという用語ではなく，一

般的出来事表象という用語を用いる。その理由の第一は，

園での１日の流れというのは単一の目標を考え難く，先

のSchankらの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ため

である。さらに第二に，コンピュータモデルの研究文脈

の中で提案されてきたスクリプト概念は，出来事それ自

体と内的表象，さらには，表象の言語的叙述を区別して

いない（Nelson,1986）が，本研究では表象の言語的叙

述に注目したい。この点を明確にするには，スクリプト

よりも一般的出来事表象（以下，ＧＥＲと略記）の用語

の方が適切であると考えるからである。近年，行為の連

鎖をまねさせ，数週間後に再実行させるという方法によ

り，１，２歳児においても出来事表象の形成がなされて

いることが示唆され（Ｏ，Connell,＆Gerard,1985;Bauer，

＆Mandler,1989,1990;Bauer,＆Fivush，1992;Bauer，

Hertsgaard,＆Wewerka,1995)，言語的叙述がなくとも

内的表象が存在する可能性が指摘されてきている。しか

しながら，表象が言語化され，意識化された時，初めて

Neisser（1988）のいう拡張された自己（theextended

self）に寄与するといえるのではないかと考え，本研究

では，言語的叙述に注目することとした。Neisserは，

自己についての知識を５つに分け，そのうちの個人的記

憶や予期（ルーティン）に基礎をおく知識を拡張された

自己と呼び，今の自己と過去や将来の自己とをつなぐ働

きをするとしたが，行動できるというのみではこの拡張

された自己としての働きは弱いといえよう。

ところで，園生活ＧＥＲの多様性を検討する際には，

設定保育'）についての叙述に注目することができる。園

生活においては，生活習慣も重要な保育の対象領域であ

るが，これと並んで，保育者が日々心を砕くのは設定保

育であろう。しかし，この設定保育については，毎日取

り組まれているにもかかわらず保育園児を対象とした藤

崎（1995）において，報告する子どもは５歳クラス児で

も少なかった。設定保育についての言及の少なさは

Fivush（1984）でも指摘されているし，日本の幼稚園児

を対象とした無藤（1982）においても，多くの子ども

(４０％以上）により報告されているのは，「遊ぶ－体操

一給食一遊ぶ－帰る」の５項目のみであった。こうした

重要な活動が園生活ＧＥＲとなっていない理由としては，

その活動の多様性が大きな理由と考えられる。給食にし

ても毎日メニューという対象水準が異なるという点では

確かに多様であるが，しかし「食べる」という行為の水

準では一貫している。それに対して，設定保育の場合は，

何を扱うかという対象水準のみでなく，行う場所やそも

そも活動内容自体が日々異なる（たとえば，園外へ散歩

に出かけることもあれば，園庭で砂遊びをすることもあ

るし，室内で絵を描くこともある)。こうした行為水準

での多様′性故に園生活ＧＥＲとなりにくいのであろう。

さらに，本研究では，園生活ＧＥＲの多様性を検討す

るにあたり，かなり異なるタイプの保育・教育・生活形

態をとっている二つの園に通う園児のＧＥＲを比較する

こととする。具体的には，Ｔａｂｌｅｌに１週間および１日を

単位としてみた日課の概要を示したＡ，Ｂ２園を対象と

する。Ａ園は幼稚園，Ｂ園は保育園である。Ｔａｂｌｅｌに示

す通り，Ｂ園に比べて，Ａ園は，その保育時間の短さか

ら午睡やおやつがないなど生活習'慣的な部分の占める割

合が少ないだけでなく，曜日により生活習慣も異なるこ

とが多い。園生活ＧＥＲ形成上の特徴としてとらえるな

ら，ＧＥＲのスロット自体が曜日によってあったりなか

ったりするということになる。藤崎（1995）において，

Ｂ園の園児については生活習慣的な行為を中心として園

生活ＧＥＲを形成していることが明らかとなっているが，

そうであるなら，Ａ園の園児は生活習'慣的行為を中心と

した園生活ＧＥＲを形成しにくい生活を送っているとい

える。多様性表象の問題を，スロット内の要素の多様性

のみならず，スロットの有無という点についても検討で

きることから，両園の園児を比較することとした（Ｂ園

については，藤崎（1995）の資料の一部を再分析する)。

本研究において具体的に検討したい点は以下の通りで

ある。

1）保育形態を保育者の指導性の観点から分類するときのカテ

ゴリーであり，自由遊びと対比される。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

教材の組織,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ことが多い。
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ｎｂｌｅｌ－Ａ調査実施時点での対象園Ａ・Ｂの１週間'）を単位としてみた日課の概要

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

Ａ園2）

縦割り保育3）（月２回）

体操教室

習字

早帰り（=昼食なしで降園）

縦割り保育（月２回）

２，４土曜は休園

早帰り（=昼食なしで降園）

給食

弁当

給食

弁当

B園2）

＊４）

＊

コーナー保育5）

＊

＊

休園ではないが家庭の都合で

休む子どもも多い

給食

給食

給食

給食

給食

ｎｌｂｌｅｌ－Ｂ調査実施時点での対象園ＡＢの１日を単位としてみた日課の概要

Ａ園 Ｂ園

7:３０

8:３０

9:3０

１０:0０

登園

所持品の始末後自由遊び

集まり（歌,出欠,先生の話）

設定保育

(一)6）自由遊び

登園

所持品の始末後自由遊び

集まり（出欠,先生の話）

設定保育

自由遊び

１１:0０

１１:４５

１２:３０

１３:３０

１３:４５

１５:００

(一)6)昼食（給食or弁当）準備・昼食

(－)6）自由遊び

(11:00)6)集まり（歌，先生の話）

(11:15)6)降園準備．

降園まで自由遊び

(12:30)6）

11:3０昼食（給食）準備・昼食

12:3０午睡準備・午睡

１４:４５

１５:００

１６:0０

１８:００

めざめ，着替えなど

おやつの準備・おやつ

集まり（先生の話）

降園準備・降園まで自由遊び

1）この他，両園ともに，１ヶ月を単位としてみると，誕生会や避難訓練が毎月行われる。また1年を

単位としてみると，遠足や運動会等のほか各種季節の行事がある。

2）Ａ園は都下にある幼稚園，Ｂ園は都内にある保育園である。

3）通常の保育は年齢別のｸﾗｽを単位としているが，縦割り保育においては３．４．５歳の異年齢でグルー

プが構成され，そのグループで設定保育に取り組む。

4）曜日に特定の保育内容・形態なし。

5）設定保育の一つの形態。各教室や園庭，ホールなどに製作・ごっこ・運動遊び等のコーナーが設

けられ，３．４．５歳児が各自好きなコーナーで遊ぶ。

6）水．土曜日については，設定保育後すぐに，集まり・降園準備となる。
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1）園生活に適応するという必要上，主語無しで現在形

表現をし，時間的順序も一定であるという基準（Ｎｅl‐

so､,＆Gruendel,1981）においては，Ａ園の園児（以下，

Ａ園児と略記）も園生活ＧＥＲを形成していると思われ

る。ただし，Ｂ園の園児（以下，Ｂ園児と略記）に比べ

ると多くの子どもに共通して述べられる行為は少ないで

あろう。こうした点を確認する。

2）多様性がいかに表象されているかについて，いくつ

かの可能性を検討する。第一のタイプは，ＧＥＲとして

ではなくエピソード記憶として残る，というものである。

これについては「いつも園では何をするか」という質問

に加え，「今日何をしたか」という質問をすることで，

後者の質問に対してどれほどエピソード的な内容が報告

されるかを検討する。ただし，入園２日目に前日の園で

の経験をたずねたFivush（1984）においても，特定の内

容を覚えていた子ども（4:9-5:6）は半数に満たなかっ

た。また，一般的記憶にアクセスする能力は３歳児でも

あるが，特定の記憶にアクセスする能力は４．５歳児間

で増加するという結果（Nelson,＆ROSS,1980）や，４歳

児は７歳児に比べてルーティン出来事からの多様性を覚

えることが困難という結果（Farrar,＆Goodman,1990)，

自己や他者の行為や内的状態をたずねられた際，特定の
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時のことをたずねられても一般的なよくあることで答え

る割合が３歳・５歳ともに高く，低年齢児ほど特定的な

答えの比率が低かったという結果（Eder,Gerlach,＆

Perlmutter,1987;Eder,1989）などからは，このタイプ

のみで多様性の表象を考えるのは無理かと思われる。

この他のタイプとしては，生活習'慣的ルーティンほど

の毎日の決まりきったこととしてではなく，選択的ある

いは条件的なこととして捉えるのではないか，というも

のが考えられる。この点については,択一的叙述(optional

statement;eitherXornotY）や選択的叙述（altemative

statement;eitherX,Ｙ,ｏｒＺ）をするのか，あるいは条件

的叙述（conditionalstatement;ifX,thenＹ）をするのか，

といった子どもの言語表現に注目して分析する（Fivush，

1984;Slackman,Hudson,＆Fivush,1986)。これらの言語

形式は，反復的出来事の個々のエピソードが時によりど

のように予期的に変化するかを述べることを可能にす

る。年長児ほど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ると

いう結果もある（Slackman,Hudson,＆Fivush,1986)。

択一的叙述や選択的叙述は，多様性をＧＥＲ内のスロッ

トの変化項としてとらえるものであり，一方，条件的叙

述は，条件によりスロット自体が異なり，いくつかの

GERの使い分けをするものといえよう。なお，後者に

ついて，Ａ園の場合，曜日がその条件項になりうる可能

性がある。これは，ひとつには，Ｔａｂｌｅｌに示したよう

に日課が曜日により異なることが多いという点からであ

り，もうひとつには，曜日に関する語棄獲得が幼児期に

既になされているという先行研究からである。岩淵ほか

(1968）によれば，５歳児の80％以上，４歳児でも６０％

以上が曜日に関する語黄を持っているという。岩淵の調

査から約30年が経過している現在，曜日に関する語棄

獲得がさらに進んでいる可能性が考えられる。１週間と

いうサイクル性の獲得はより年長児まで待つ必要がある

としても（Friedman,1977,1986)，曜日を条件に入れた

園生活ＧＥＲ形成の可能性はあるのではないだろうか。

この点については，「＊曜日にはいつも何をするのか」

という曜日を条件に入れた質問をし，「いつも園では何

をするか」という質問と比較することで検討できよう。

方 法

対象児Ａ園；５歳クラス児５２名（平均６:４，レンジ

5:10-6:１０；男２８，女２４；３歳クラスより入園２９，４歳

クラスより入園23)，４歳クラス児52名（平均5:４，レン

ジ４:10-5:１０；男３５，女１７；３歳クラスより入園３１，４

歳クラスより入園２１)。Ｂ園；５歳クラス児21名（平均

6:３，レンジ５:8-6:９；男１０，女１１；３歳クラス以前入

園１６，４歳クラスより入園５)，４歳クラス児22名（平均

5:２，レンジ４:11-5:７；男１４，女８；３歳クラス以前入

園１６，４歳クラスより入園６)。この他，両園込みで９名

に調査したが，録音不良および５歳クラスからの入園な

どの理由のため，分析対象から外した。

実施時期Ａ園；２－３月。Ｂ園；１２－１月。年度末に近い

時期に実施したのは，各年齢クラスにおける最終的な

GERが検討できると考えたからである。

実施状況対象児の所属園の１室で個別に面接した。面

接者は筆者。

面接時間帯Ａ園；登園直後（この時間帯の対象児を朝

グループと呼ぶ。５歳クラス児28名，４歳クラス児18名）

と降園前（帰りグループ，５歳クラス児24名，４歳クラ

ス児34名）の自由遊び時間帯。各子どもをどちらのグ

ループで調査するかは通園バスの到着・出発時間の関係

で，どちらの自由遊び時間帯に在園しているかによった。

後述のように，グループにより一部の質問項目が異なる。

Ｂ園；登園直後と午睡前の自由遊び時間帯。面接時間帯

による質問の異なりはない。

手続き以下の質問を番号順に実施。

①両園児に対して：導入として，芝式語葉理解検査

(C-P版，Ｃ－Ｑ版）（芝，1978）の一部10問を実施2)。

②両園児に対して：「一日の流れ」質問；３枚の絵カ

ードを紙芝居のようにみせつつ，Ａ園児には「幼稚園で

はいつもどんなことをするかしら？いつも幼稚園です

る事を順番にお話ししてね。朝おはようと起きて（カー

ド１提示)，朝ご飯を食べて（カード2)，幼稚園へ行く

お支度をして（カード３)，それからどうするかな？」

と教示。Ｂ園児には「保育園ではいつもどんなことをす

るかしら？朝おはようと起きて（カード１提示)，朝

ご飯を食べて（カード２)，お支度をして保育園に来ま

す（カード３)。では，保育園に来てから帰るまでいつ

もどんなことをするのか，順番にお話ししてね」と教示。

面接者は，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。報告がとぎれた時は，「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

ときには，そこで打ち切る。何も報告を始められない時

のみ，Ａ園児には「バスに乗る所にいくかな？（あるい

は，おかあさんと幼稚園来るかな？）3)｣，Ｂ園児には

2）正確な語糞能力を測るというよりも，対象児との関係をつ
けることを目的としたため，一部実施とした。Ａ園の４，５

歳クラス児．とＢ園の４歳クラス児にはＣ－Ｐ版を，Ｂ園の５

歳クラス児にはＣ－Ｑ版を実施した。同じ版を実施した４歳
クラス児について，語黄理解能力の点で園問で差があるか

否かを検定した結果（ただし，全項目を実施していないの
であくまで参考程度であるが)，Ａ園児の平均は１０点満点

で7.3（SＤ1.8)，Ｂ園児の平均は７．２（SＤ1.4）で有意な差

はなかった。また，両園は，地域的には東京２３区内と東
京郊外という違いはあるが，特別な保育方針を立て，それ

に応じて特定の環境や教育方針を持った家庭の子どもが集

まっているわけではない。子どもの言語能力面などについ

てほぼ同質と考えることは許されるだろう。

3）Ａ園は，通園バスがあり，多くの子どもはそれを利用して
いるが，一部徒歩通園の子どもがいる。Ｂ園は，家庭の状
況により徒歩・自転車・車などで登園している。
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幼児は園生活の多様性をどのようにとらえているのか

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（｢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。

｢お給食食べるかな？」と誘導質問を行う４１。

③Ａ園児に対してのみ，曜日について聞く５１．朝グル

ープと帰りグループとで質問の順序と内容が一部異な

る。朝グループ：１）「今日何曜日かな？」と問う。２）

｢曜日別の流れ」質問；１）で何らかの曜日を答えた者

にのみ，「＊曜日（調査実施日の曜日）は，いつも幼稚

園でどんなことをするかな？順番にお話しして｡」（１）

に答えない者は，３）へ）と問う。面接者の対応は②の

｢一日の流れ」質問に準じる。３）「明日何曜日かな？」

｢その次は？」と元の曜日に戻るところまでたずねる。

途中で答えられなくなった場合はそこで打ち切る。４）

｢お給食もお弁当も食べないで帰る日があるかな？」と

問い，「ある」と答えた子どもには「それは何曜日か

な？」（正解は水と士)。以下，５）「お弁当を食べるのは

何曜日？」（正解は火と金)，６）「お給食を食べるのは何

曜日？」（正解は月と木)，７）「体操をするのは何曜日？」

(外部の指導者を招いて火曜日に実施)，８）「お習字をす

るのは何曜日？」（外部の指導者を招いて水曜日（１ク

ラスのみ木）に実施)，とたずねる。帰りグループ：１）

結果と考察

分析１：幼児は園生活ＧＥＲを形成しているのか

幼児が園生活ＧＥＲを形成しているのかどうかを，

Nelson,＆Gruendel（1981）の基準にならい，主語・時

制表現・時間的順序に注目して検討する。

「一日の流れ」質問に対する子どもの報告において，

行為の主語がどのように述べられるかを全ての報告行為

について検討した結果（Table２)，主語無しが，Ａ園で

は４歳クラス児の92.9％，５歳クラス児の９５．２％，Ｂ園

では４歳クラス児の96.2％，５歳クラス児の96.7％にみ

られ，特定の個人名は両園込みで４，５歳クラス児とも１

名１行為ずつのみであった。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generalｙｏｕに該当すると

はいえないが，園生活報告と経験報告（日曜日の経験を

園でクラスの他児に報告したもの）とを対応させた藤崎

(1995）では，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

ないことが見いだされ，園生活報告における主語なしが

generalｙｏｕに近い性質を持つことが示唆されている。

時制については，両園込みで，４歳クラス児１名が１行

為において過去形表現を用いていたが，他は全て現在形

表現であった。また，行為の時間的順序を保育観察とて

らした結果，明らかに間違いと思われるものはなかっ

た。

以上の結果から，特定の主語がなく，現在形表現をし，

歳
歳
歳
歳

４
５
４
５

｢今日の流れ」質問；「さっきは，いつも幼稚園でする事

をお話ししてもらったけど，今度は今日のことをお話し

して。今日，幼稚園におはようございますって来てから

どんなことをしたか，順番にお話しして｡」と問う。面

接者の対応は②の「一日の流れ」質問に準じる。２）

｢今日は何曜日かな？」と問う。以下，３)～８）は朝グ

ループと同じ。

所要時間は，①から③までを通して7-15分程度であ

った。記録は録音したのちに，子どもの答，面接者の誘

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［Ａ園，５:2］「着替えて，座る，（それから)，手を

お膝にする，（それから)，先生が来る，（それから)，お

集まりする，（それから)，お帰り」

行為の同定子どもが自分から答えた全ての報告を行為

368（92.9）

419（95.2）

230（96.2）

238（96.7）

4）教示および誘導質問が２園で異なるのは，両園の園児が毎

日行う行為を誘導質問の際に採用するにあたり，Ｂ園では

給食をそれにあてることが出来たが，Ａ園では昼食をそれ

にあてることが出来なかったためである。

5）園の曜日指導について，担任への質問や保育観察を行った
結果，教室内に月・日・曜日を示したカードが掲示してあ

り，行事の日程説明の時などを中心に曜日の確認をしたり

している。しかし，それ以外には特別な指導はない。

ｎｂｌｅ２報告行為の主語

報告行為数，（）内は園別・年齢別の比率％

A園
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計

1５（3.8）

６（1.4）

７（2.9）

７（2.8）

1０（2.5）

1２（2.7）

２（0.8）

１（0.4）

396（100.0）

440（100.0）

239（100.0）

246（100.0）

２（0.5）

２（0.5）

０（０）

０（０）

１（0.3）

１（0.2）

０（０）

０（０）

B園
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時間的順序に間違いがないという点では両園児とも園生

活ＧＥＲを形成していることが確認された。

分析２：多くの子どもに共通に述べられる行為の検討

園別・年齢別の平均報告行為数は，Ａ園の４歳クラス

児6.4（SＤ5.1)，５歳クラス児7.2（SＤ3.9)，Ｂ園の４歳

クラス児10.9（sＤ6.4)，５歳クラス児11.7（SＤ4.7）で

あった。各園とも，クラス間では差がなかった（Ａ園Ｆ

(1,102)＝0.86,Ｂ園Ｆ(1,41)＝0.23）が，年齢別に園間

の比較を行ったところ，両年齢とも，Ａ園児の方が，平

均報告行為数が少なかった（４歳Ｆ(1,72)＝10.09,

'<0.01,5歳Ｆ(1,71)＝17.10,’<0.01)。なお，両園とも，

各年齢クラスにおいて，３歳クラス以前の入園か４歳ク

ラスよりの入園かという入園時期による平均報告行為数

について検討した結果は差がなかった（Ａ園４歳Ｆ(1,

50)＝0.05,5歳Ｆ(1,50)＝1.48,Ｂ園４歳Ｆ(1,20)=0.87,

5歳Ｆ(1,19)＝1.28)。

次に，どのような行為のＧＥＲが形成されやすいのか

を検討するため，行為の内容を整理した。その結果，

４．５歳クラス児込みで，Ａ園児では135種類，内８１種

類が二人以上により述べられていたのに対し，Ｂ園児で

は，７０種類，内二人以上が述べているものが４５種類で

あった。Ａ園児の方が平均報告行為数が少ないにもかか

わらず，行為の種類が多いことがわかる。Ｔａｂｌｅ３は，

いずれかの年齢で１/３以上の子どもにより共通して報告

された行為を示した表であるが，Ｂ園児においては，各

年齢とも生理的必要性の高い生活習'慣的なものを中心に

多くの子どもに共通して述べられる行為がいくつかあっ

たが，Ａ園児においては，多くの子どもによって共通に

述べられる行為は少なく，特に２/３以上の子どもにより

述べられるのは，５歳クラス児の「遊ぶ」のみであるこ

とがわかる。Ｂ園児においても，たとえば４歳クラス中

ごろまで，おやつをそのメニュー内容からごはんと呼ぶ

子どもが多く，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た（藤崎，

1995）ことなどを考えあわせると，在園時間が短くて午

睡やおやつなどの生活習』慣的ルーティンが少ないこと，

つまり家庭において既に形成しているＧＥＲが使えそう

な活動が少ないことが，Ａ園児が共通に報告する行為の

少なさにつながるのかと思われる。なお，登園後の自由

遊びの報告割合に比べ，降園前の「遊ぶ」は５歳で２５

名中５名（２０％)，４歳で35名中９名（25.7％）と少な

い。その理由としては，降園前の自由遊び時間帯には，

その日の設定保育で終了しなかった課題（たとえば，描

画や製作など）に取り組むこともあったりして，子ども

によっては自由遊びではないことがあったり，また，降

園前ということでバス待ちの時間という位置づけがある

からかもしれない。

分析３：園生活ＧＥＲにおける多様性表象のタイプ分け

まず，Ａ園児の「一日の流れ」質問に対する報告と

｢今日の流れ」質問に対する報告との比較を行い，ＧＥＲ

としてではなく特定のエピソード記憶として残る，とい

う可能性について検討する。Ｔａｂｌｅ４に「今日の流れ」

において，その日に特定の行為を報告したかどうかを整

理した。特定の行為には，曜日に特定ではあるがその日

に特定の具体的詳細な報告ではないもの（例：お弁当食

べた．､体操した）と，まさにその日に特定の具体的詳細

な報告（例：＊ちやんとけんかした・剣みたいなの作っ

た）とを区別した。その日に特定の言及ありか，曜日に

特定の言及ありか，特定の言及なしか（｢わからない」

Table３各年齢で1忽以上の子どもにより報告された

行為の園比較

（）内は園別・年齢別の比率％

2０（90.9）

1４（63.6）

1０（45.5）

2０（90.9）

７（31.8）

1０（45.5）

2０（90.9）

1６（72.7）

７（31.8）

1１（50.0）

Ａ園児

4歳（52名） 5歳（52名）

遊ぶ

食べる

パジャマに着替える

寝る

起きる

洋服に着替える

おやつを食べる

遊ぶ

お迎えくる

帰る

15/45名中a(33.3）

２２（42.3）

２９/34b(85,3）

２１（40.4）

１８（34.6）

３２（61.5）

３２（61.5）

9/49名中a(18.4）

２５（48.1）

１３/20b(65.0）

２５（48.1）

２２（42.3）

２３（44.2）

２６（50.0）

バスに乗る

着替える

遊ぶ

お集まりする

歌う

食べる

帰る

ｎｂｌｅ４ｒ今日の流れＪの報告はエと｡ソード的か

人数，（）内は年齢別の比率％

4歳１０(29.4）１０(29.4）７(20.6）７(20.6）３４(100.0）

5歳１４(58.3）７(29.2）１（4.2）２（8.3）２４(100.0）

Ｂ園児

4歳（22名）

226

バス通園をする子どもの数は，４歳で49名，５歳で45名であった。

登園後お集まりまでに，自由遊び時間のある子どもは，４歳で20名，

5歳で34名であった。これは，通園バス2台がそれぞれ２回子どもたち

を送迎するというシステムから生じる。先の便の子どもは，登園後自

由遊び時間があるが，後の便の子どもは，園に到着後すぐに身支度を

してお集まりとなる。降園前は，逆に先の便の子どもは自由遊び時間

がなく，後の便の子どもは自由に遊ぶことになる。

1９（90.5）

1７（81.0）

1３（61.9）

21(100.0）

1１（52.4）

1０（47.6）

1９（90.5）

1７（81.0）

７（33.3）

1２（57.1）

ａ
３
Ｄ その日に特定の曜日に特定のその日・曜日に「わからない」

言脇り訓あり特定の言肋し「忘れた」
計
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準なのかをＡ園児とＢ園児について年齢別に整理した。

年齢と水準を組み合わせた４群において，Ａ園児とＢ園

児との間で選択的表現をした子どもの数に差があるかど

うかを園別２群×報告ありとなし２群でＸ２検定（イェー

ツの修正）した結果，４，５歳クラス児とも対象水準で

は有意差はなかった（４歳Ｘ2(1,ﾉV=7)＝0.03,5歳Ｘ2(１，

Ｎ=73)＝2.10）が，行為水準では有意差がみられた（4歳

Ｘ2(1,Ｎ＝74)＝７．５８，，〈０．０１，５歳Ｘ2(1,ﾉV＝７３)＝4.32,

'〈0.05)。行為水準においてＡ園児の方がＢ園児よりも

選択的表現を用いていることが示され，その割合も５歳

では５３．８％と半数におよんでいることから，ＧＥＲのス

ロットの変化項として多様'性をとらえようとするタイプ

の存在が支持されると考えてもよいだろう。

次に，条件によりＧＥＲを形成し分けているタイプを

検討する。本研究において，条件的表現は「……になっ

たら，……したら（例：お昼になったら，先生来たら)」

｢先生が……て言ったら」「おかあさんお迎え来るまで」

｢雨だったら」「今日は」の５種類の表現がなされていた。

このうち，前３タイプはある行為の行われるタイミング

を示すものであり，多様性につながる前提条件を示すの

は後ろ２タイプといえる。Ｔａｂｌｅ６には，行為のタイミ

ングと前提条件の２群に分けて，年齢別の報告行為数と

報告実人数を示した。４，５歳クラス児各々において，Ａ

園児とＢ園児との間に条件的表現を用いた報告児数の差

があるのかどうかを行為のタイミングと前提条件別にｘ２

検定（イェーツの修正）（園別２群×報告あり．なし２群）

した結果，各年齢とも行為のタイミング（４歳ｘ2(１，

ﾉV=74)＝1.16,5歳ｘ2(1,Ｎ=73)＝2.14）についても前提条

件（4歳ｘ2(1,jV=74)＝0.13,5歳ｘ2(1,Ｎ=73)＝0.06）に

ついても園差はみられなかった。しかし，前提条件的表

現の内，曜日あるいはそれに準ずるものに言及した例

(例：火曜日だったら体操する，お弁当だった日にはお

弁当食べて）は，Ａ園の４歳クラス児で２名４行為，５歳

クラス児で５名５行為であったのに対して，Ｂ園児には

1名もなかった。比率にして４歳クラス児で3.8％，５歳

クラス児でも９．６％と低いものではあるが，Ｂ園児には

1名もいないことを考えると，日課の曜日別の特徴が曜

日別ＧＥＲの形成を促している可能性はあるのかもしれ

｢忘れた」を含める）の３群でＸ２検定の結果，４歳クラ

ス児は５歳クラス児に比べてその日に特定の言及が少な

い（ｘ２(2,ﾉV=58)＝6.79,ｐ〈0.05)。その日に特定の内容

が４歳で３割，５歳で６割という害'1合を多いと考えるの

か，少ないと考えるのかは難しいが，まさに当日直前ま

での経験をたずねていること，および藤崎（1982）が分

析した休日の経験報告では，３歳児（2:11-3:11）でも

30例中２２例（73.3％）が前日のことについて何らかの

エピソード的な経験を自発的に報告できていた（ただし，

この経験報告資料は，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であり，

今回の手続きとは異なるため，厳密な比較とはならない

点は留意する必要がある）ことを考えると，少ないと考

えてもよいのではないだろうか。さらに，全て現在形の

子どもが４歳クラス児に１名いた他，過去形で話し始め

たにも関わらず，途中から現在形に変わってしまう子ど

もが４歳34名中５名，５歳24名中１名いた。現在形使用

の理由としては，ひとつには質問の順序効果が考えられ

るが，同時に，今日したことがたずねられているにもか

かわらず，いつもすることで答えてしまっている可能性

も考えられる。後者の可能性は，自分や友だちの特性を

判断するときに，ある特定の時のことを聞かれてもいつ

ものことを答えるという結果（Edereta1.,1987;Eder，

1989）と同傾向のものといえよう。こうした一連の結果

からは，日々の幼稚園生活をエピソード的にとらえると

いうタイプ以外も検討した方がよいことが示唆される。

そこでまず，生活習'慣的ルーティンほどの毎日の決ま

りきったこととしてではなく，選択的なこととして日々

の園生活を捉えているタイプを検討する。Ｔａｂｌｅ５に

｢一日の流れ」を述べる際に択一的叙述をするのか（二

つの内のいずれかというもの，例：「粘土かお絵かきか

するの」「ビデオみるか外で遊ぶ｣)，選択的叙述をする

のか（二つ以上の対象あるいは行為の代表としてある対

象や行為を述べる，例：「給食とか食べる」「うたったり

する｣)，そして，先行研究にはないが，不特定叙述をす

るのか（具体的な対象や行為を述べることをしない，

例：「何か遊ぶ」「自由になる｣）といった選択的表現を

用いているか否かと，その選択が対象水準なのか行為水

ｎｌｂｌｅ５選択的表現を用いて報選択的表現を用いて報告された行為数と報告児数の園比較

（）内は総行為数．総対象児数に占める比率○℃

クラス 多様性の水準

Ａ園児

行為数：実人数

Ｂ園児

行為数：実人数

4歳

5歳

対象７（1.8）：７（13.5）５（2.1）：４（18.2）

行為２５（6.3）：１７（3 2.7）０（０）：０（０）
＝ーーーー一一一－‐一‐‐‐ー－－ー‐ーー‐‐‐ー一一ー‐ーー＝ーー＝一一‐ー一一一一一一‐ー一一ーー‐ー一一一‐ｰ‐‐‐一一ーーーーーー‐ー一一一‐一一－－＝ーーーーー－－‐‐‐ｰ一一一一一一一一ーー‐

(総行為数：総対象児数）３９６（100.0）：５２（１００．０）２３９（100.0）：２２（100.0）

対象２５（5.7）：１８（34.6）６（2.4）：３（14.3）

行為６０（13.6）：２８（53.8）７（2.8）：５（23.8）
一‐一ーー一一－－一つ一一‐一一一ーーーー一‐ー一‐‐一一一＝＝ーーー一一一一‐ー一一‐ー‐ーー一ーーー一一一ー●ｰーーー一ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－一一ーー一一一一一一一一ー‐－

(総行為数：総対象児数）４４０（100.0）：５２（100.0）２４６（100.0）：２１（100.0）
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ｈｂｌｅ６条件的表現を用いて報告された行為数と報告児数の園比較

（）内は総行為数．総対象児数に占める比率％

クラス 条件のタイプ

Ａ園児

行為数：実人数

Ｂ園児

行為数：実人数

4歳 行為のタイミング

前提条件

(総行為数：総対象児数）

２４（6.1）：１１（21.2）

８（2.0）：４（7.7）

396（100.0）：５２（100.0）

２９

３

２３９

（12.1）：８（36.4）

（1.3）：３（13.6）

(100.0）：２２（100.0）

5歳 行為のタイミング

前提条件

(総行為数：総対象児数）

３３（7.5）：１６（30.8）

１３（３．０）：９（17.3）

440（100.0）：５２（100.0）

１６

３

２４６

（6.5）：１１（52.4）

（1.2）：３（14.3）

(100.0）：２１（100.0）

ない。そこで，次にＡ園児に対する「曜日別の流れ」質

問での報告において曜日に特定の言及をしたか否かを整

理してみると（Table７)，曜日に特定の行為を報告する

子どもが４歳クラス児では２２．２％，５歳クラス児では

57.1％と半数以上におよんでいる。曜日に特定の言及を

した子どもとしない子ども（｢曜日に特定の言及なし」

｢わからない」「質問対象とせず」を含む)×年齢でｘ２検

定の結果，Ｘ２(1,Ⅳ=46)＝5.45で５％水準で有意であった。

また，曜日についての質問結果（Table８）からは，「今

日は何曜日か」「１週間の曜日名」に答えられる子ども

が２/３程度おり，「給食」や「お弁当」「体操」などが何

曜日にあるのかたずねた質問にも５歳クラスでは半数程

度が正解している。１日単位のＧＥＲではなく，１週間を

単位とした曜日別のＧＥＲ形成のタイプを考えてもよさ

そうである。

Ｔａｂｌｅ９は，Ａ園児について，個人毎に選択的表現

(行為水準）と条件的表現（前提条件）の用いられ方を

整理したものである。４歳クラスでは２/３の子どもはい

ずれの表現も使用しないが，５歳クラスになると逆に６

割近い子どもがいずれかの表現を用いるようになり，併

用する子どもも１割近くいることがわかる（年齢２群×

両表現ともに使用・いずれか一方を使用・両方とも使用

せずの３群でＸ２検定の結果X2(2,Ｎ=104)＝6.54,’<０．０５)。

園生活ＧＥＲの形成としては，まず，一般化の方向で形

成され，後に多様性を含み込んだ園生活ＧＥＲとなって

いくことが示唆されたといえよう。次にあげるのは両表

現を併用した子ども（6:3）の例だが,「わからない」と

述べた後，重ねて報告を促すと選択的表現や条件的表現

を用いて報告を続けてくれた。多様性をいかに表現しよ

うかと苦心する様子がうかがわれる（破線は行為水準の

選択的表現，実線は前提条件的表現)。「バスが来る所ま

で行って，そしてからバス乗る順番並んで，それからバ

スに乗って，幼稚園来て，外で遊ぶ用意してから，着替

えて，外で遊ぶ，（それから)，お集まりしてね，その後

みんなおはようの歌うたって，その後全然わかんない，

（それから何するかな？），歌の練習とかしてる，（それ

から)，火曜日だったら体操行くけど，製作帳とかやつ

ｎｂｌｅ７／曜日別の流れＪの報告は曜日に特定か
人数，（）内は年齢別の比率％

曜日に特定の曜日に特定の「わからない」質糊象とせず計
言及あり訓なし

4歳４(22.2）３(16.7）４(22.2）７(38.9）１８(100.0）

5歳１６(57.1）３(10.7）３(10.7）６(21.4）２８(100.0）

ｎｂｌｅ８曜日についての理解

人数，（）内は年齢別の比率％

今日は何曜日か正答

1週間の曜日名全て正答

１日抜ける

日曜日まで正答

数日後まで正答

不正解

食べずに帰る日２日正答

１日のみ正答

不正解

食べない日は「ない」

お弁当の日２日正答

１日のみ正答

不正解

給 食 の 日 ２ 日 正 答

１日のみ正答

不正解

体操の日正答

習字の日正答

4歳(52名）５歳(52名）

2３（44.2）

1９（36.5）

１（1.9）

３（5.8）

１（1.9）

2８（53.8）

３（5.8）

1１（21.2）

2６（50.0）

1２（23.1）

４（7.7）

1０（19.2）

3８（73.1）

３（5.8）

1２（23.1）

3７（71.2）

2１（40.4）

1８（34.6）

3３（63.4）

3６（69.2）

１（1.9）

２（3.8）

２（3.8）

1１（21.2）

1４（26.9）

1３（25.0）

2２（42.3）

３（5.8）

1８（34.6）

1１（21.2）

2３（44.2）

1６（30.8）

1０（19.2）

2６（50.0）

3１（59.6）

3１（59.6）

'1をｌｂｌｅ９ｒ一日の流れＪにおける行為水準の選択的表

現と前提条件的表現との使用

人数，（）内は年齢別の比率％

両者を使用条件的表現
のみ使用

選択的表現ともに使用せず計
のみ使用

4歳３（5.8）１（1.9）１４(26.9）３４(65.4）５２(100.0）

5歳５（9.6）３（5.8）２３(44.2）２１(40.4）５２(100.0）
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たりする，（それから)，ごはん食べる，（それから)，ご

はん食べ終わったら自由にしてて，半までに食べたら自

由にしてて，５０分にはバス来る｡」（２回の「自由にして

て」は言い直しと思われるので報告行為数としては１と

数える｡）

全体的まとめと今後の課題

１日および１週間単位での日課が異なる２園に所属す

る４．５歳クラス児に個別面接調査を行い，園生活ＧＥＲ

の形成について検討した結果，以下のことが明らかにな

った。

第一に，行為を述べる際に主語なしで現在形表現をし，

時間的順序も誤りがないなど，両園児とも園生活ＧＥＲ

を形成している。しかし，Ｂ園児に比べてＡ園児では，

平均報告行為数が少ないにもかかわらず報告行為の種類

は多く，多くの子どもに共通して報告される行為数は少

ない。後者の結果は，Ｂ園の園生活に比べてＡ園の園生

活の方が，生活習'慣的活動が少ないことによると思われ

た。

そこで次に，多様な生活をいかに表象しているのかに

ついて検討した。第一のタイプとしては，一般化された

表象としてではなく，エピソード的に日々の生活が記憶

されるというものである。これについては，Ａ園児に

｢今日の流れ」をたずねたときに「一日の流れ」では報

告されないエピメード的な内容が述べられていたが，そ

の報告児の比率は５歳クラスでも６割であり，面接当日

直前までの経験を聞いている状況としては少ないと考え

てよいかもしれない。第二のタイプとしては，多様性を

園生活ＧＥＲのスロットの変化項としてとらえるという

ものである。報告の選択的表現に注目した結果，Ｂ園児

よりもＡ園児の方が行為について選択的表現を用いて報

告しており，また，５歳クラスでは半数の子どもがこの

表現を用いていた。多様性表象の一つの可能性として考

慮してよさそうである。第三のタイプは，条件により園

生活ＧＥＲを形成し分けている，つまり存在するスロッ

ト自体に違いがあるというものである。これについては，

｢一日の流れ」をたずねられたとき，Ｂ園児には１名も

曜日に言及した条件的表現をした者がいないのに対し，

Ａ園児にはわずかではあるがいた。また，「曜日別の流

れ」質問に対して曜日に特定の行為を報告する子どもが

5歳クラスでは半数以上いた。１日単位ではなく，１週間

を１サイクルとして形成されるＧＥＲのタイプを考慮し

てもよさそうである。今回の結果からは，子どもたちの

園生活表象が，必ずしも「何歳児は……」というように

一律にくくれるものではなく，所属園の日課の特徴を反

映していることが示唆されたといえるだろう。

なお，Ａ園の４．５歳クラス児を比較した結果からは，

５歳クラス児の方が選択的表現や条件的表現を用いる子

どもが多く，園生活ＧＥＲはまず一般化の方向で形成さ

れ，後に多様性を含むようになっていくことが示唆され

た。ただし，２．３月の５歳クラス児（つまり，卒園間近

の幼児）においても，４割程度の子どもが選択的表現も

条件的表現も用いないという結果からは，発達の方向と

して，すべての子どもが多様性を含んだ園生活ＧＥＲを

形成するようになると結論づけてよいのかは疑問が残

る。藤崎（1995）の縦断的資料の結果からは，園生活

ＧＥＲ形成における個人差が示唆されており，多様'性の

表象についても個人差を考える必要があるかもしれな

い。今後，多様性についても縦断的資料の検討が必要で

あろう。また，表象面での個人差や園差が園生活への適

応の仕方とどのようにかかわるのかは，今後検討したい

問題である。

最後に，本研究では，ＧＥＲとエピソード記憶とを

｢一般対個別」という軸において対比的に取り扱ってき

たが，本来両者はどこかでリンクしており，そのリンク

によりエピソードが記‘億として成り立ち，あるいは，他

者に了解可能な形式で語られるようになるものと思われ

る。ただ，今回の資料の範囲では両者のリンクの時期や

リンクの仕方については十分な考察を加えることはでき

なかった。今後検討を進めたい課題である。さらに，本

研究では，多様性表象を検討するにあたり，選択的表現

や条件的表現がなされない場合，多様性が表象されてい

ないと考えたが，これについても，出来事の多様性を語

るのに必要な言語的叙述的技能が十分でないために生じ

た結果であるという反論があり得る。今後，幼児が今回

分析対象とした表現をどの程度獲得しているのかを確認

することが必要だろう。しかしながら，現時点では，今

回対象とした２園の園児間には言語能力的に差がないと

思われるのに，Ｂ園児よりもＡ園児の方が選択的表現や

条件的表現を多く用いていたという結果から，やはり多

様性を表象する必要性がこうした表現を用いた報告を促

したと考えてもよいのではないだろうか。
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乳児における規準ﾛ南語の出現とリズミカルな運動の発達的関連

江尻桂子
(日本学術振興会・お茶の水女子大学人間文化研究科）

従来より，音声発達期の乳児において，規準11南語の出現とリズミカルな運動のピーク期のあいだに発

達的同時性が見られることが示唆されている。本研究ではこの現象についてより詳細に検討するため，

乳児５名の月齢６～１１カ月の縦断的観察データをもとに，リズミカルな運動の質的分析を行った。また，

これらの運動と発声との同期的関連を調べ，先の研究で議論された音声とリズミカルな運動の同期現象

のメカニズムについて検討した。分析の結果，噛語の出現とリズミカルな運動のあいだに発達的同時性

が見られることが実証された。ただし，音を産出しないリズミカルな運動（e､g､,上下に手が揺れる）は

ﾛ南語出現期をピークに減少してゆくのに対し，音を産出する運動（e,9.,玩具を打ちつける）はﾛ南語出現

以降，増加することが明らかとなった。また，これらの運動と音声の同期性を見ると，特に，音を産出

しないリズミカルな運動において同期する割合が高いことが明らかとなった。この運動が，乳児によっ

て，より非目的的に行われるものであると想定すると，噛語出現期に見られる音声とリズミカルな運動

の同期現象は，乳児によって意識的に行われる行動というよりもむしろ，彼らの音声生成や身体運動の

コントロール機能がまだ未成熟なものであるために生じるものなのではないかと推測される。

【キー・ワード】音声発達，規準哨語，リズミカルな運動，同期現象，乳児

問題

乳幼児期の発達における最も重要な事柄のひとつとし

て，音声言語獲得があげられる。これを獲得することに

よって乳児は周囲の人々とのコミュニケーションが可能

となり，生きてゆくための重要な術を身につけることと

なる。通常，音声言語獲得における第一歩は，１歳前後

で見られる初語の発現であると考えられがちである。し

かし実際はそうではない。乳児は，生後６～１０カ月と

いう月齢段階において既に，音声言語の基礎となる哨語

を発するようになる。これは，規準噛語（canonical

babbling）と呼ばれ，［baba}，Idadalといった音声が典

型例としてあげられる。規準哨語の出現時期はどの言語

圏の乳児でも等しく，ロ南語を構成する子音要素の種類

([h,。,ｂ,ｍ,t,９，Ｗ,、,ｋ１が80％を占める）も，ほぼ一致

することが報告されている（Locke,1983)。規準哨語が，

それまで発せられていた音声と異なるのは，ＣＶ(子音十

母音）構造を含み，かつ複数音節から構成されるという

点である。これらの２つの特徴は，音声言語を生成する

ための必須条件となるものである。また，この噛語はリ

ズミカルな性質を有し（Bickley,Lindblom,＆Roug，

1986;Davis,＆MacNeilage,1995)，各音節は通常１音節

あたり２００，s程度の速さ，すなわち大人の日常会話に

等しい速さをもって反復される（Kent,＆Bauer,1985)。

このように，規準ﾛ南語は音声言語の重要な基盤となるも

のであり，それゆえ，乳児がいかなるメカニズムに基づ

いてこの噛語を産出できるようになるのかということ

は，重要な問題として議論されてきた（Oller,1980,

1986;Oller,＆Lynch,１９９２などにレビューされている）。

乳児の音声発達研究は，音声発達段階を示したOlleｒ

(1980）をはじめ，ここ２０年ほどの間に急速に発展した。

規準哨語に関しても，その産出過程を支える成熟要因や

学習要因について検討されてきた。そして，健常児だけ

でなく，難聴児やダウン症児，早期出産児，脳損傷児な

どを対象に研究が行われ，こうした障害にも関わらず規

準噛語の音響的特徴は変わらないことから，この哨語を

生成する発語器官の運動が生得的にかなり頑強にプログ

ラムされたものであることが示唆された（Eilers,Oller，

Levine,Basinger,Lynch,＆Urbano,1993;Smith,＆Oller，

1981；Marchman,Miller,＆Bates，1991；Stoel-Gammon，

＆Otomo,1986)。しかし一方，難聴児においてこのﾛ南語

の出現が健聴児に比べてかなり遅れることや，たとえ出

現しても頻度は少なく子音要素の種類も少ないことなど

から,規準噛語の産出には聴覚フィードバックにもとづく

学習経験が重要であることが示された（Stoel-Gammon，

＆Otomo,1986;O11er,Eilers,Bull,＆Camey,1985；Oller，

＆Eilers，１９８８；Clement，＆Ｋｏｏｐｍａｎｓ－ｖａｎＢｅｉｎｕｍ，

1996)。また，一般に運動発達の速度が遅いとされるダ

ウン症児において，彼らが聴覚的ハンディキャップがな

いにも関わらず規準噛語が遅れることから，この哨語の
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生成に運動機能の発達が重要であることが明らかにされ

た（Lynch,＆Eilers,1991)。

こうした研究背景のなか，特に興味深い議論として取

りあげられるのは，乳児の噛語発達と運動発達との関連

である。規準噛語の開始を予測する運動発達の指標とし

て，過去の音声発達研究が一致して注目しているのは，

乳児のリズミカルな運動の発達である（Ｅｉｌｅｒｓｅｔａ1.,

1993；Kent，＆Bauer，１９８５；Locke，Ｂｅｋｋｅｎ，ＭｃＭｉｎｎ‐

Larson，＆Ｗein，１９９５；Ｓｍｉｔｈ，＆Oller，１９８１；

Stark,1980;Ramsay,1985)。リズミカルな運動（rhyth‐

micstereotypies）とは，ある身体部位において同じ運動

が３回以上続けて，しかも各回１秒間以上の間隔をあけ

ない速さで行われる動作と定義されている（Thelen，

1979,1981a,1981b)。典型的なものでは，足を蹴り出す，

手をばんばんと打ちつける，腰を上下に揺らすなどが挙

げられる。乳児のリズミカルな運動は，これを「第二次

循環反応」と名付けたPiaget（1952）をはじめ，古くよ

り心理学者たちに注目されてきた。しかし多くは現象を

記述するのみにとどまっていた。そうしたなか，Thelen

(1979）は，２０名の乳児を対象に，生後４週から５２週ま

での約１年に渡って２週間に１度の縦断的観察を行い，

リズミカルな運動を詳細に調べた。そして，この運動が

養育者との相互作用場面や，わめきたて場面において生

起しやすいこと，また，リズミカルな運動全体の生起頻

度は６～７カ月齢に，手によるリズミカルな運動は６～

８カ月齢にピークを迎えることを報告した。

これらのピーク期がまさに規準噛語の出現時期と重な

ることに音声発達研究者らは注目した。規準哨語とは，

リズミカルな顎の上下運動によって音節が反復されるも

のであり（Davis,＆MacNeilage,1995)，その点でこの

発声行動もリズミカルな運動の一種と考えられる。以下

では，従来の研究において規準哨語とリズミカルな身体

運動の発達的同時性に関してどのような言及がなされて

きたのかを見てゆく。

Kent,＆Bauer（1985）は，規準哨語の音響的特徴につ

いて示した論文の中で，Thelen（1981a）の報告をもと

に，リズミカルな運動のピークと規準哨語の出現が時期

的に一致することを示唆した。そして，規準噛語は音声

発達という枠組みのみの中で発達するのではなく，乳児

のリズミカルな運動という発達のラインに乗って出現し

てくるのではないかと述べた。また，Ｒａｍｓａｙ（1985）

は，１J南語開始期に，利き手の選好使用が見られることを

示し，その際よく見られる運動として，玩具を打ちつけ

るなどのリズミカルな運動を挙げた。そして，規準ﾛ南語

もこれらの運動も同じ時間的特徴を持つものであり，両

者には，共通したメカニズムー時系列的処理および微

細な運動コントロールを受け持つ優位半球一が媒介し

ているのではないかと論じた。最近では，Eilersetal．

(1993）が早期出産児20名と正期出産児２９名の音声発

達および運動発達を調べ，修正月齢で比べた場合，早期

出産児は規準噛語だけでなく，バンギング，すなわち音

を鳴らすリズミカルな手の運動の出現が早まることを報

告した。そして，バンギングも規準ﾛ南語もパタン化され

た反復運動である点で共通しており，両者ともそれを遂

行するためには運動によって与えられる聴覚情報をモー

ターしつつ運動諸器官の調節を行う必要があることを指

摘した。すなわち両者とも聴覚経験による学習を基盤と

して生じる行動であると示唆した。Lockeetal.（1995）

もまた，両者の関連に注目し，規準噛語が出現する前後

の乳児60名を対象に，リズミカルな手の運動の生起頻

度を測定した。実験では，乳児に音の鳴る玩具．鳴らな

い玩具を左右の手に同じ回数ずつ握らせ，それらをリズ

ミカルに振った頻度を測定した。その結果，１１南語が出現

する前の段階の乳児はリズミカルな動作をほとんど行わ

ないが，ロ南語出現期の乳児，および出現後の乳児はこの

動作を頻繁に行うこと，また，その際，右手の運動の頻

度が高いことを示した。ただし運動の生起頻度は，乳児

の振っている玩具が音の鳴るものであるか否かによって

は影響されなかった。従って，規準噛語出現期の乳児は，

音響フィードバックの有無に関わらず，リズミカルな手

の運動を頻繁に行うのだと報告された。

このように，過去いくつかの研究が規準噛語の出現と

リズミカルな運動の発達的同時性を示唆している。しか

し，上記に挙げたEilersetal.（1993）の知見と，Locke

etal.（1995）の知見の間には，以下のような相違がある

ことが指摘される。まず，Eilersetal.（1993）は，規準

ﾛ南語と同時期に出現するリズミカルな運動として，バン

ギングといった，音を産出するリズミカルな運動をあげ，

両運動における聴覚フィードバックの重要性を示唆して

いる。一方，Lockeetal.（1995）は，音の産出の有無に

関係なく，この時期リズミカルな運動が高まることを報

告している。ただ，ここで問題として挙げられるのは，

Eilersetal.（1993）は，ロ南語出現後の乳児について，音

を産出するリズミカルな運動が見られるかどうかのみを

観察しているため，音を産出しないリズミカルな運動は

どうであったのかは明らかでない。一方，Lockeetal．

(1995）は，あくまで実験状況において乳児が玩具を何

回振ったかということを測定結果としているため，自然

な日常場面において，乳児がこの運動をどの程度で行っ

ているのかは明らかではない。また，１群１０名とする６

つの月齢群を対象とした横断的研究であるため，リズミ

カルな運動が哨語の出現前後でどのような発達的変化を

遂げるのかということは，厳密には明らかにしていない。

以上のように，従来の研究のみでは，規準哨語出現期の

乳児において，どのようなリズミカルな運動がどの程度

見られるのかということは明確ではなく，従って，何が
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要因であるのかを議論することは難しい。

こうした問題を明らかにするために本研究で取り上げ

るのは，噛語出現期の乳児の発声行動を調べた江尻

(1998a）の観察データである。江尻は，健聴児４名を対

象に６～１１カ月齢まで縦断的観察を行い，そのビデオ

分析をもとに音声と身体運動の関連を検討した。その結

果，ロ南語の出現初期に発声とリズミカルな運動の間に同

期性が見られること，また，この同期現象は規準噛語の

出現後は消失してゆくことが明らかとなった。さらに，

音響分析（江尻・正高，印刷中）の結果，リズミカルな

運動と実際に同期した音声は，同期しなかった音声に比

べ，より規準ﾛ南語成立のための音響的特徴を備えている

ことが示された。規準11南語の生成には，それ以前の音声

に比べてはるかに複雑で迅速な発語器官の運動が要求さ

れる。それゆえ，身体運動が伴うことによって，こうし

た発語器官の迅速な運動が援助されているのではない

か，すなわち，音声とリズミカルな運動の同期現象は，

規準哨語の成立を援助するものとして機能しているので

はないかと示唆された。

以上を踏まえ，先述の問題，すなわち，規準哨語出現

期における乳児のリズミカルな運動がいかなる様相を示

すかという問題について考えると，上記の観察データに

ついて，次のような検討を行う必要'性が生じてくる。ロ南

語出現期に見られるリズミカルな運動とはどのような種

類の運動であるのか，それは音を産出するものであるの

か否か，また，各リズミカルな運動と音声との同期はど

のようであるのかといったことである。これらを調べる

ことによって，従来の研究によって示唆されてきた，規

準ﾛ南語の出現とリズミカルな運動の発達的関連について

検討できるのではないかと期待される。また，先の研究

(江尻，1998a）で指摘された噛語期の乳児における音声

と身体運動の同期現象についても，そのメカニズムに迫

ることができるものと予測される。江尻（1995,1998a）

は，１１南語期の乳児にこうした同期現象が見られるのは，

乳児の音声生成および身体運動のコントロール機能がま

だ成熟途中にあるためであり，脳内で音声生成のための

運動の指令が送られる際，発声器官を司る部位だけにそ

れが命中されず，その他の身体運動を司る部位にまで及

んでいるためではないかと推測した。こうした推測が妥

当であるならば，本研究で調べようとする同期場面にお

けるリズミカルな運動とは，机を叩く，おもちゃを叩き

つけるなどの，音を産出するために行われる目的的運動

よりはむしろ，ただ単に手が上下にリズミカルに揺れる

といった，非目的的な運動であるのではないかと推測さ

れる。

以上の問題意識のもとに，本研究では，先の研究（江

尻，1998a）で得られた観察データをもとに，リズミカ

ルな運動の質的分析を行い，噛語の出現とリズミカルな

運動のあいだに見られる発達的同時性について検討す

る。また，この時期見られる音声とリズミカルな運動の

同期現象について，そのメカニズムを検討する。

方法

被験児

対象となったのは，1993年～1994年に産まれた健聴

乳児５名である。どの乳児も胎児期，新生児期の発達に

特に異常はなく，満期出産であった。また，どの乳児も

第一子であった。以下では各乳児を，ＧＹ(男児)，ＨＡ

(男児)，ＭＫ(女児)，ＫＭ(女児)，ＵＫ(女児）と呼ぶ。

このうち，ＵＫに関しては本研究で新たに加えた被験児

であり，他の被験児については，先の研究（江尻，

1998a）で対象とされたのと同様の被験児である。

手続き

被験児ＨＡ，ＧＹ，ＭＫ，ＵＫについては６～１１カ月齢

の６カ月間，ＫＭについては４～１１カ月齢の８カ月間に

わたってビデオ収録を行った。観察者（筆者）は毎月１

回乳児の家庭を訪問し，母親と乳児の自然なコミュニケ

ーション場面をビデオカメラ（ＳＯＮＹＨａｎｄｙｃａｍＣＣＤ‐

TR900）で撮影した。撮影時間は約１時間である。ビデ

オカメラは母子より１．５～２メートルの場所に床から約

30センチの高さで設置された。母親には「普段と同じ

ように赤ちやんと遊んで下さい」と教示し，あらかじめ

指定した範囲内で乳児と遊ぶよう依頼した。ただし，乳

児が自ら移動して範囲から外れた場合には，カメラで追

う必要があった。撮影開始にあたっては，乳児が睡眠を

十分に取り，お腹を空かせていない機嫌の良い状態であ

ることを条件とした。撮影場面としては，母親が被験児

に語りかけたり，玩具（普段の生活の中で使い‘慣れたも

の）を用いて遊んでいる場面を設定した。撮影中に被験

児の機嫌が悪くなった場合は，ただちに撮影を中止し，

その時々に応じて，おむつを交換する，ミルクを飲ませ

るなどした。また，場合によっては軽く睡眠をとっても

らうなどして，機嫌が良くなるのを待った。被験児は各

月齢時の姿勢保持能力にあわせて，(1)仰臥させた状態，

または，(2)上半身を起こして座らせた状態の，いずれ

かの姿勢で床の上におかれた。ＨＡ，ＭＫ，ＵＫの月齢６

カ月時，およびＫＭの４，５カ月時においては(1)の姿勢

がとられ，その他においては全て(2)の姿勢がとられた。

撮影の際，母親には被験児の身体運動を妨げるような行

為（e､9.,被験児の手足をもってあやす，抱き上げて逆さ

にする）は行わないよう求めた。観察者は撮影中，母子

とは身体的にも言語的にも交渉をもたないようにした。

なお，本研究の協力を母親に依頼する際には，乳児の音

声や身体運動の発達について調査する旨を伝えた。

分析方法
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規準哨語の出現時期はじめに，先の研究（江尻，

1998a）で得られた，各乳児，各月の収録ビデオをもと

に，各被験児の規準ﾛ南語の出現月齢を調べた。本研究で

は，観察時間中に実際に規準噛語の発声が認められた月

をもって，ロ南語出現期とみなしたＵ･

リズミカルな運動の分類次に，上記の収録ビデオか

らおこした，各乳児，各月４０分間のコーディングデー

タ2)をもとに，リズミカルな運動が生起している部分の

みをビデオテープで総覧し，どのような種類の運動が見

られるのかを調べた。そして，この運動がどの身体部位

を用いて行われたのか，また，運動の結果，音響フィー

ドバックが得られたかどうかの２点に注目してカテゴリ

ー分類の基準を設けた。その結果，リズミカルな運動は

Ｔａｂｌｅｌに示す４つのカテゴリーに分けられた。まず，

リズミカルな運動が生じた部位が足であるか手であるか

によって分類した。そして，手による運動のなかでも，

上下（垂直）方向に揺れる運動か，横（水平）方向に揺

れる運動かによって分類した。さらに，手による上下方

向の運動のなかでも，運動の結果リズミカルな音が産出

されたか，されなかったかによって分類した。なお，足

の運動はほとんどが音を産出しないものであり，また，

手の横方向の運動は全体として頻度が少なく，また，玩

具を叩きあわせるなどの音を産出するものが多かったこ

とから，両運動に関しては音の産出の有無による分類は

行わなかった。このようにして全てのリズミカルな運動

は，〔足〕，〔手：上下方向（音有)〕，〔手：上下方向（音

無)〕，〔手：横方向〕の４つのカテゴリーに分類された。

これらの分類に加え，さらに各運動について，左右，両

手（足）のうち，どれが用いられたか，また，振動回数

が何回であったか（e､g､,上下に何回振ったか）を測定し

た。

同期場面の分析上記の手順で，全てのリズミカルな

運動についてコーディングを行った後，さらに，これら

の運動と音声が同期している場面について，音声，身体

運動のどちらが先に生じているのかを調べた。そして，

１）音声がリズミカルな運動より１秒以上先行した同期，

２）音声，リズミカルな運動がほぼ同時に生起した同期，

３）リズミカルな運動が音声に１秒以上先行した同期，

の３つのカテゴリーに分類し，同期が起こる際の音声と

1）本研究では，月１回の観察をもとに規準哨語の出現月を特

定したが，この方法だと実際の哨語出現期から日数が経っ
てしまっているという可能性がある。本研究で示した哨語

出現期と各リズミカルな運動の間の発達的関連は，最近の

研究（江尻，1998b）によっても支持されているが，より
厳密に捉えるためには月２～３回の観察を実施することが
望ましいだろう。

2）本研究で新たに加えた被験者ＵＫに関しては，他の４名と
同様の手順で，各月４０分間のビデオデータについて，音
声およびリズミカルな運動のコーディングを行った。コー

ディング手順の詳細については，先行研究（江尻，1998a）
を参照されたい。

足

Tableｌリズミカルな運動のカテゴリー分類

足が上下の方向に揺れる

足が上下の方向に揺れて床などを叩く

手：上下方向（音無）

手が上下の方向に揺れる（音無し）

手：上下方向（音有）

手が上下の方向に揺れて床，机などを叩く（音有り）

手に物（音の鳴る玩具など）を持って上下の方向に振る（音有り）

手で物を持って何かに叩きつける（音有り）

手：横方向

手を水平方向に振る

手に物を持って水平方向に振る

両手で物を持って叩きあわせる

片手に物を持って，もう一方の手と叩きあわせる

両手を叩きあわせる

リズミカルな運動の時間的関連を調べた。

コーディングの一致率以上のコーディング作業は，

2名の分析者によって行われた。２名のうち１名は観察

者（筆者)，もう１名は研究の仮説を知らない学部学生

であり，コーディング方法についてトレーニングを受け

た者である。Hannan（1987）の手法に従い，全データ

の２０％について２名が独立にコーデイングした結果を

もとに一致率を求めた結果，リズミカルな運動のカテゴ

リー分類に関しては86.6％，使用された手足の分類（左

/右／両）に関しては93.3％，同期場面の分類について

は91.4％の高い一致率を得た。また，振動回数に関して

は，両分析者の数えた回数の差は平均0.77であり，低い

値を示した。よって，後の分析は２名がそれぞれ行った。

また，コーディングの判定が難しい場面については，両

者で討議の上，決めた。

結 果

1．各リズミカルな運動の出現頻度

各リズミカルな運動の発達的変化を，Figurelに示し

た。ここでは規準哨語の出現時期との関連を見るために，

各被験児の結果を，実際の生活月齢ではなく，規準ﾛ南語

が出現した月齢であわせて，出現２カ月前から出現３カ

月後までの各月における出現頻度（平均値）を求めた。

なお，ＨＡは観察開始時の６カ月齢の段階で既に楠語が

出現していたため，哨語出現２カ月前および１カ月前の

結果に関しては，この被験者のデータは含まれていない。

他の被験児の哨語の出現に関しては，ＧＹ,ＭＫＵＫで８

カ月齢，ＫＭで６カ月齢と，観察開始月齢から数えて３

カ月目の段階で規準哨語が観測されたため，ロ南語出現２

カ月前から３カ月後までの各月の結果を示した。Figurel

に見るように，初期の段階では足のリズミカルな運動が
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多く，その後，手によるリズミカルな運動が増加してい

る。これは，Thelen（1979）の結果に一致する。また，

手の運動の中でも上下方向の運動の方が横方向の運動に

比べて先に出現しており，全体の頻度も高い。おそらく

前者のほうが，運動コントロールがより容易であるため

であろう。さらに手の上下運動の中でも，音響フィード

バックの無い運動〔手：上下方向（音無)〕は，規準１１南

語出現１カ月前をピークとして，その後減少してゆくの

に対し，音響フィードバックの有る運動〔手：上下方向

(音有)〕は，ロ南語出現後も現れている。また，これら２

つの運動と噛語出現期との関連を見ると，噛語出現１カ

月前から哨語出現期にかけてこれらの運動は最も頻繁に

生じている。以上の結果は，従来より指摘されてきた，

規準11南語の出現とリズミカルな運動の発達的同時性を支

持するものと考えられる。

2．リズミカルな運動と音声の同期率一その発達的変化

次に，上記で示したリズミカルな運動全体と音声のあ

いだに見られる同期現象の発達的変化を各被験児ごとに

示す。まず，Figure2の(a)列にリズミカルな運動の頻

度を示した。次に(b)列は，リズミカルな運動が生じた

ときにどのくらいの割合で音声が同期したのかを，［音

声と同期したリズミカルな運動の頻度／リズミカルな運

動の総頻度×１００(％）］の式を用いて求めたものである。

そして(c)列は，音声が生じたときにどのくらいの割合

でリズミカルな運動が同期したのかを，｛リズミカルな

運動と同期した音声の頻度/音声の総頻度×１００(％)］の

式を用いて求めたものである。（b)，（c)の結果から，各

被験児によってピーク期は多少異なるものの，全体とし

て同期率は哨語出現１カ月前から噛語出現期にかけて高

く，ロ南語出現以降は減少してゆくという傾向が見られ

る。
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Figurel各リズミカルなi重動の平均頻度一規準輔語出現期（OnserofCBノとの関連で

3．音声とリズミカルな運動の同期率一カテゴリー間の比較

以上の分析より，規準１１南語の出現前後で同期率が変化

することが明らかとなった。そこで今度は，これらの同

期率を，各運動カテゴリーごとに哨語の出現前後で見る

ことにした。ここでは，噛語が出現する２カ月前，１カ

月前，出現した月，の３カ月間を〔哨語出現前〕とし，

噛語が出現した１カ月後，２カ月後，３カ月後，の３カ月

間を〔ﾛ南語出現後〕とした。まず，はじめにFigure3に，

噛語の出現前後における各リズミカルな運動の頻度を示

した。〔足〕と〔手：上下方向（音無)〕の頻度は，哨語

出現前は高いが，出現後は低い。次に，これら各カテゴ

リーと音声の同期率を，｛音声と同期した各リズミカル

な運動の頻度/各リズミカルな運動の総頻度×１００(％)］

の式を用いて求めた。Figure4に示すように，〔手：上

下方向（音無)〕において特に同期率が高い。各運動に

おける同期率に逆正弦変換を施し，リズミカルな運動の

カテゴリー(4)×哨語出現の前後(2)の２要因の反復測定

分散分析を行ったところ，運動カテゴリーの主効果が見

られた（Ｆ(3,12)＝4.00,ｐ＝､034)。そこで，ＬＳＤ法によ

る下位検定を行ったところ，〔手：上下方向（音無)〕＞

〔手：横方向〕(p＝､005)，〔手：上下方向（音無)〕＞〔足〕

(ｶー ,03）のあいだに有意差が見られた。

4．各リズミカルな運動における振動回数

次に，各リズミカルな運動における振動回数をFigure

5に示した。これらの振動回数について，リズミカルな

運動のカテゴリー(4)×噛語出現の前後(2)×同期の有無

(2)の３要因の分散分析を行ったところ，運動カテゴリ

ーの主効果のみ有意であった（Ｆ(3,1106)＝2.97,’＝､03)。

LSD法による下位検定の結果，〔手：上下方向（音

有)〕＞〔手：上下方向（音無)〕（'＝､03)，〔手：上下方

向（音有)〕〉〔足〕（カー,02）のあいだに有意差が見られ，
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使用した手足（３：右，左，両)×同期の有無(2)のＸ２検

定を行ったところ，被験児ＧＹ（Ｘ２(2)＝7.49,カー,02)，

KＭ（ｘ２(2)＝26.97,カー､0001)，ＵＫ（ｘ２(2)＝10.19,

'＝.006）において有意差が見られた。そこで残差分析を

行った結果，どの乳児においても，両手（足）によるリ

ズミカルな運動において同期する割合が高いことが示さ

れた（被験児ＧＹ:’〈.05,ＫＭ:ｐ＜､01,ＵＫ:ｐ＜､01)。

6．同期の種類の分類

同期場面について，音声，身体運動のどちらが先に生

じているのかを調べたが，有意な結果は得られなかっ

た。
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beforeonsetafteronset

ofCBofCB

Hgure3各リズミカルな運動の平均頻度

一規準I南語出現期（onsetofCB）の前後で 考 察

乳児において，規準哨語とリズミカルな身体運動のあ

いだに発達的同時性が見られることが従来より示唆され

てきた。しかし，哨語出現期の乳児の実際の行動のなか

で，どのようなリズミカルな運動がどの程度見られるの

かということは明確にされていなかった。この問題を検

討するため，本研究では，乳児５名の６～１１カ月齢の観

察データをもとに，リズミカルな運動の質的分析を行っ

た。

その結果，規準哨語出現期における手のリズミカルな

運動については，音響フィードバックの有る運動，無い

運動のどちらも見られるが，前者はⅡ南語出現１カ月前か

ら出現期をピークに減少してゆくのに対し，後者はⅡ南語

出現後も高い頻度を保つことが示された。これらの結果

は，哨語出現期に，音の有無に関わらずリズミカルな運

動が頻繁に見られるとするLockeetal．（1995）の知見

を支持する一方，哨語出現以降に，音を産出するリズミ

カルな運動（バンギング）が見られるとするEilersetal．

(1993）の知見をも支持するものと言える。しかし本研

究において興味深いのは，これらの運動が，単に音響フ

ィードバックの有無や，その頻出時期において異なるだ

けでなく，音声との同期性という観点から見た場合に，

異なる様相を示すものであるということであった。

音声とリズミカルな運動の同期率を各カテゴリー間で

比較した結果，特に，音響フィードバックの無い手のリ

ズミカルな運動において同期率が高いことが明らかとな

った。すなわち，規準哨語期の乳児においては，音響フ

ィードバックの有無に関わらず手のリズミカルな運動が

頻繁に生じるのだが，音声と同期するのは，特に音響フ

ィードバックの無い運動のほうであるということであ

る。この運動は，単に上下に手（腕）が揺れる運動であ

り，音を産出する運動（ｅｇ,手で音の鳴る玩具などを鳴

らす，何かを叩きつける）に比べて，より意図性，随意

,性の低い運動であると推測される。このように考えると，

規準哨語期に見られる音声とリズミカルな運動の同期現

象は，乳児によって意識的に行われている行動というよ
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Figure5各リズミカルな運動の平均振動回数
－６カ月全体

音響フィードバックの有るリズミカルな手の運動におい

て振動回数が多いことが示された。

5．各リズミカルな運動における左右間の優位性

各リズミカルな運動における左右間の優位性を調べた

結果，被験者のあいだで一貫した傾向は見られなかった。

また，同期現象における左右間の優位性を調べるため，

各被験児ごとに，リズミカルな運動の総頻度を用いて，

F;足

園･陸.!zドヵ:向く音無）

｡Ｔ、二z:､万:４」〈古有）

蹄等：横方向

弱､虞

I|Ｉ蕊
可 二蕊雲ｉ ＝
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りもむしろ，内部発生的に生じるものなのではないだろ

うか。すなわち発達の初期段階では，発声活動も四肢の

運動も，その随意的なコントロールがまだ不完全であり，

両者は互いの活性化により誘発されやすい，いわば未分

化な状態にあるのではないか。そして加齢に伴い，運動

コントロール機能が成熟することによって，発声活動に

おいては発語器官の複雑な運動調節が可能となって規準

哨語が出現し，一方，リズミカルな運動においては，内

部発生的な運動は減少し，より音を出すことを目的とし

た意図性の高い運動のみが生ずるようになるのではない

かと推測される。そしてこうした精綴化された運動が可

能となった時点では，もはや両者のあいだに同期は起こ

らないのではないだろうか。本研究の結果で，音声と同

期するリズミカルな運動が，両手によるものが多かった

ことからも，これらの同期現象は，コントロールされた，

精徴化された行動というよりはむしろ，そうしたコント

ロールが不可能であるゆえに生じたものなのではないか

と考えられる。また，リズミカルな運動の振動回数は，

音響フイードバックの有る運動において多いという結果

が得られたが，このことは，乳児が運動によってもたら

される音響フィードバックによって強化を受け，これら

の運動をより持続させようと（ただしそこに意図が働い

てるとは限らない）手の運動をコントロールしているこ

とを意味するのではないだろうか。

VerbotonalMethodと呼ばれる発声訓練法では，発声

する際に意図的に身体リズム運動を付随させることによ

って，発声過程を促すことができると報告している。そ

の理論的背景としては，我々が発声する際には発語器官

だけでなく身体の様々な部位で筋運動の微細な緊張や弛

緩が起こっており，音声の生成には身体全体が関わって

いるのだと主張している（Guberina,1979)。音声生成に

関与する主要な系としては，呼吸器官系（肺，胸壁，横

隔膜)，発声器官系（喉頭)，調音器官系（舌，唇，顎，

軟口蓋）の３つが挙げられるが，なかでも音声生成にと

って不可欠なのは呼吸器官系であり，残る二系は呼吸器

官系で生成された空気力学的エネルギーを調節し，より

言語的な音声に変える役割を担っている。息を吸ったり

吐いたりといった呼吸器官系の働きが発声活動だけでな

く身体運動全体の生起に関わるものであると想定する

と，発声と身体運動のあいだに関連性が見られるのは，

こうした呼吸運動が媒介となっているのかもしれない。

本研究では，特にリズミカルな運動に焦点をあててその

音声との同期現象を見てきたが，実際には観察者が捉え

きれなかった身体運動も発声に伴って生じていた可能性

があるだろう。

以上のように，本研究では，リズミカルな運動の質的

分析をもとに，０南語期に見られる音声とリズミカルな運

動の同期現象のメカニズムについて考察した。しかし，

これらはあくまでも推測にとどまるものであり，今後さ

らに解明するためには，解剖学的，神経生理学的な裏付

けが不可欠である。また，本研究では，乳児の自然な日

常行動場面を観察対象としてリズミカルな運動の発達的

変化を調べたか，より厳密に調べるためには，各月齢時

の観察において，音の鳴る玩具を持たせる頻度や，手に

何も持たせない状態で遊ぶ時間などを統制し，そうした

半統制的自然場面で，どういったリズミカルな運動がど

の程度の頻度で起こるのかを測定するべきであろう。さ

らに今回は，被験児が緊張せず，安定した心理的状況で

行動できるよう，観察は被験児の家庭で行われたが，各

家庭で全く同一の撮影状況（e､g､,部屋の広さ，物の配置，

etc）を設定することは困難であった。大学のプレイル

ームなどに来所してもらい，同一の状況下で観察を行う

ことが望ましいのは言うまでもない。また，今後の分析

としては，各リズミカルな運動が生じた場面について，

それぞれどのような状況で生じたのか，また，音声との

同期はいかなる条件下において生じやすいのかといった

ことも細かく見てゆく必要があるだろう。江尻による最

近の研究では（江尻，1998b;Ejiri,inpress)，上記の問

題を考慮した上で，多数の被験児を対象とした縦断的実

験研究を行っており，今後，これらをもとにさらなる議

論を展開する予定である。
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これから育つ投稿者へ：投稿者，審査者，指導教官の立場から

1．研究テーマの絞り込み

大学院に入ったものの，研究テーマが定まらず，また

大きなテーマから絞り込めず，いたずらに時間を費やす

学生がいる。労を惜しまず関連文献を徹底的に読むこと

をお勧めする（領域によっては，徹底的に現場をみる)。

十分文献を読むことなく思いつく研究テーマの類は，た

いてい誰かがすでにやっていると思ってよい。凡人の創

造性は豊かな既有知識の上にしか花咲かない。文献を広

く深く精読しておかないと，論文を書いたとき，最初の

｢問題と目的」でつまずく。初心者の投稿論文の欠点の

1つは，自分の行った研究の必然性，必要性を読む者に

感じさせることができないところにあるが，この欠点の

克服の最初の一歩は先行文献の精読による，自分の研究

の位置づけであろう。

現在私は，（１）内外の学術雑誌への現役の投稿者であ

り，（２）『発達心理学研究」の常任編集委員であり，（３）

博士課程後期課程を持つ大学の教授である。キャリアー

から言えば（１）が(2)(3)より圧倒的に長い。もっぱ

ら投稿者の立場であった数１０年間は，審査者からのコ

メントが返ってくるたびに腹を立てることが多かった

が，審査者になってみると，これだけ真剣に，無報酬で，

赤の他人のために（?）仕事をして，なお文句を付けら

れたのではかなわない，と思ってしまう。さらに指導教

官となると，審査者のコメントは指導教官の指導へのコ

メントの意味も持ち，心境は複雑である。

しかし，投稿者，審査者，指導教官は，同じ研究者仲

間であり，私のようにしばしば重なっており，いずれも

有意義な研究を公表し，その蓄積によって，世に貢献し

ようという共通の目標のもとにいると思ってよいだろ

う。本稿では，若い投稿者に対して，３者をかねる年輩

者からの，論文作成上の助言を述べたい。

工夫で避けうる，しかも重大な欠陥がある場合には，採

択が難しくなる。このようなことを事前に避けるために

は，具体的な研究計画を立てた段階で行う次のような手

だてが有効なことも多い。（１）結論的に言いたいことを

はっきりさせる（｢Ａである」でも「Ａであるかないか」

でもよい)。（２）それが言えるためには，今の研究計画

でどういう結果がでてほしいのかを考える。（３）そのよ

うな結果が得られたとして，その結果の解釈は，自分の

考えているもの以外にあり得ないか，を考える。多様な

解釈が成り立つときは，さらに研究計画を練り直す。（４）

いよいよ研究を実施するという前に，指導教官，及び十

分コミットメントしてくれる先輩，同輩，後輩に対し，

研究計画を発表する。この段階でのチェックの指導教官

の役割は大きいが，後輩の何気ない一言から，研究計画

上の思わぬ欠点に思いが及ぶこともある。

3．データ整理

初歩的なことでよく気になるのは，（１）表などで有効

数字への配慮が欠けていることである。たとえば，平均

値を求めると（数学的には）有効数字の桁数が増えるこ

とが多いが，その感覚でパーセントのときも有効数字の

桁数を増やしている。（松田，1991,が有効数字について

詳しい｡）（２）連関のあるデータと独立なデータを区別

することなく一緒にして，検定にかけるという統計用法

上の誤り。（３）統計的仮説検定は，記述統計量.(平均値，

相関係数など）の解釈に際しての，１つの客観的手がか

りであるから，検定の対象となる記述統計量が主であり，

検定が従であるはずであるが，主客転倒した記述になっ

ていたり，ひどい場合には，記述統計量の記述がなく，

何％の有意水準で帰無仮説が棄却されたかのみが書いて

ある場合がある。被験者の人数が多くなれば，心理学的

には意味のないごくわずかの差でも有意になりうること

は，どの統計書にも書いてあることだが，有意水準信仰

はなかなか根強い（もう一度読みたい方には，Cohen，

1994,とそれに対するHubbardeta1.,1995,のＣｏｍｍｅnｔ

もお勧めである)。（４）検定結果を書くとき，「条件Ａの

平均値と条件Ｂの平均値の差が有意であった」という不

親切な記述がよく見られる。「条件Ａの平均値が条件Ｂ

の平均値より有意に大きかった」と有意な方向を入れた

記述であれば，読者は表や図を見直さなくて済む。

2．研究計画の立案

審査をしていて頭を抱えるのは，「後の祭り」とも言

うべき研究計画上あるいは研究方法上の欠陥がある場合

である。その欠陥のために，結果はいかようにも解釈可

能となっている場合がある。あらゆる研究は，ある条

件・方法・環境の下で得られた結果という限界を持つか

ら，そのことを十分認識した上での論文記述になるよう

にコメントすることで済む場合もあるが，ちょっとした
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4．結果の解釈

前述のように，統計的仮説検定の結果を，記述統計量

の解釈に際しての，１つの客観的手がかりであると考え

れば，そのような検定をしなくても説得‘性のあるデータ

であればしなくてよいし，検定で有意であったことにつ

いても心理学的に意味のあることか再吟味が必要であ

り，検定で有意でなかったことについても，データの傾

向から心理学的に意味のあることを読みとった方がよい

こともあり得る。たとえば，１０人の似たような特徴を

もつ学習障害児にある教育的介入をして，全員に改善が

みられたとき，偶然の確率以上に改善の見られた人の割

合が多い，という検定をわざわざ行う必要があろうか。

また８人にのみ改善がみられたとき，二項検定で有意で

ないからといって，このすばらしい教育的介入の成果を

無視するのが研究者の望ましい態度だろうか（ただし，

このあたりのことは審査者によって多少考え方の違いが

あるので，特に強い主張を持っているのでなければ，審

査者の好みに合わせておくのが無難であろう）。あるい

はまた，条件Ａのもとでは，条件ａとｂの平均値の間に

有意差があったが，条件Ｂのもとではなかった，という

検定結果がでた場合，条件ＡとＢで全く違った結果がで

たような解釈をする前に，両方の平均値とその差をじっ

くり眺めてみよう。どちらもよく似た傾向だが，条件Ａ

のほうが少々その傾向が強いだけなのかもしれない。

5．論文作成

論文には論文作成のマナーとか修辞学があり，その基

本が執筆要項であるが，日本の場合ＡＰＡマニュアルに

相当する徹底した親切な物がない（中里，1998,が指摘

しているように，ＡＰＡマニュアルは日本語論文を書くた

めにも読破の価値あり）。あまりにマナーからはずれて

いるために不採択になるのを防ぐため，執筆要項を熟読

してそれにあわせるだけでなく，最初の数回の論文は是

非指導教官にチェックしてもらうことをお勧めする。

さて，科学論文は論理的に読者をいかに説得できるか

が勝負である。自分では論理的に論を展開したつもりで

も，無理な飛躍，一方的な推論，関連と因果の混同など，

自分の投稿論文に対して，審査者からどっさりコメント

が戻ってくるのがふつうである。そのコメントの中には

的外れなものや誤解に基づくものもないではないが，そ

のような誤解を招いたのも，やはり論の展開が悪いのだ

と（まずは）思った方がよい。自分の経験からすれば，

このコメントを乗り越えることによって，論理は鍛えら

れる。コメントの多さに圧倒されることなく，果敢に立

ち向かってほしい。ベテランの投稿者であっても，修正

再審査から始まるのがふつうであるが，修正再審査の回

数を減らし，投稿から発刊までの時間を短縮するには，

投稿の前に，同輩や指導教官など数名に読んでもらうの

がよい（だれでも，自分の書き物の論理のおかしさには

気づきにくいが，他人の書き物のそれには気づきやすい

のである)。これをだいたいクリアーしてから投稿すれ

ば，かなり読者の視点に立った論文になっているはずで

ある。

6．審査

芸術作品ほどではないが，論文の評価も審査者によっ

て分かれることがある。不採択あるいはそれに近い評価

が返ってきたとき，まずは謙虚に指摘された問題点を再

考するにしても，もし自分の研究の良さが十分理解され

得ないと感じたときは，メゲルことなくさらに推敵を重

ねて，他の雑誌に挑戦しよう。英語にすれば投稿先はさ

らに広がる。

投稿して３か月たっても審査結果がこないときは，臆

することなく事務局に電話してみよう。世の中には，督

促がきてから仕事に取りかかるという習性の人もいる。

発達心理学会ではないが，「アラッ，送ったと思ってい

ましたが………」と，事務局が審査結果の送付を忘れて

いたという経験もある。

7．別刷

めでたく発刊の運びとなったら，別刷代をケチらず

(初心者の投稿者はたいがい貧しいのだけれども)，研究

でお世話になった方々や協力してくれた学友はもちろ

ん，就職活動の意味も込めて，ちょっとした挨拶文とと

もに，多方面に送付されることをお勧めする。
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発達研究の質の転換を促す研究者倫理問題：研究者の自己言及性の高まり

斉藤こずゑ
(国皐院大学）

周知のごとく，発達心理学会の倫理問題検討ワーキン

ググループでは倫理綱領をめぐる作業が進められてい

る。すでに二期前の編集委員長である落合氏の意見論文

(1996）でも倫理問題の萌芽が報告され，学会の質的変

化の徴候と見なされていた。無責任なようだが，このよ

うな重要課題に偶然とはいえ自分が関与することになる

とは夢にも思わなかった。

しかし発達心理学における倫理問題の出現自体には，

偶然とはいえないいくつかの契機があったと思われる。

特に，発達研究の外から押し寄せてきた変化の要因（社

会的環境条件の変化）だけではなく，発達研究の内部に

生じた要因（研究の意味づけの変化）は研究の本質と関

わり，発達研究の将来に向けての質的変化をはらむよう

に思われる。このような観点から倫理問題を捉えること

は，研究者倫理を問うこと自体の積極的な意味づけを可

能にする。以下にこの論点を解説したい。

1．倫理問題をめぐる対話はいかに始まるか

筆者はさまざまな現場で参加観察を行う機会を得る中

で，常に観察者という役割に伴う問題に無関心ではいら

れなかった。問題の中心は，子ども，保育者との関係の

あり方で，幸い今までのところ，大きな問題もなく好意

的環境で観察させてもらっていると思われるのではある

が，その事がむしろ漠然とした「不安」を感じさせる。

それは平山（1997）の言う「現場から苦情が届いていな

いとしたら……本音が語られていない……倫理問題を含

んでいる……」ことを予感するからなのだろうか。平山

は保育現場サイドからの倫理問題をざっくばらんに記述

している。そのどれもが研究者と現場とのコミュニケー

ションの欠如を示唆するのだが，平山自身は「本音で共

同研究がしたい」と結び，貴重な本音の対話を開始して

いる。

倫理問題の出現は，現場にも研究者にとっても否定的

事象とばかりはいえない。それは確かにネガティブな内

容を持つが，対話であり，立場の違いを知らせ，自他の

相対化を可能にする。残る課題は不一致をめぐる交渉と

いう対話である。ではどのようにして倫理問題をめぐる

実り多い対話が始まりうるのだろうか。欧米の心理学会

ではすでに半世紀近く前から倫理規定が作られ始めてい

ることを考えても，倫理問題の対話が各文化社会の歴史

に基づく個別的状況に起因するのは明らかである。日本

の発達心理学関連では，２０年以上前に小嶋（1975,1979）

が諸外国の倫理規定を紹介し，日本独自の規定作りへの

警鐘を鳴らしていた。それにも拘らず，やっと今，対話

が始まったのはなぜだろうか。第１の契機として，日本

の社会情勢の変化，マイノリティー問題や権利意識の変

化といった外的要因が，機が熟したという意味で関わる

のは確かである。だが，発達心理学会の倫理問題が発達

心理学研究の投稿論文の審査作業の中から始まったこと

を考えると，発達心理学論文のテクストおよびそこから

読み取れる背後の研究行為に対する，研究者自身の問題

意識が，紛れもなく第２の契機として存在していたとい

える。それは研究者個人というよりもむしろ現在の日本

の発達研究者集団の意識的，再帰的な視点に基づく反省

的，自己言及的態度の現れでもあるように思われる。

このような内的要因に基づく問題意識は，発達心理学

の外の社会からの倫理的要請に先んじて研究者集団に発

生するのが理想だといえる。しかし実際には，既成の心

理学内に留まった個人の視点のままでは容易ではなく，

筆者の観察への「不安」のように，漠然とした暖昧なレ

ベルの自覚に留まる可能性があろう。ではどのようにし

たら明確な自己言及的態度によって倫理問題を発見でき

るのだろうか。

2．研究者と現場の相互性の２つのレベル：暗黙の状況

の共構成と意図的共同

観察にせよ実験にせよ，研究実践は研究者と対象の

人々とのコミュニケーション，すなわちやり取りの相互

性に依存する。その相互性は単純化すると２つのレベル

でとらえられよう。１つ目は無自覚的な「暗黙の共同レ

ベル」であり，研究実践の開始と同時にその場の状況が

無自覚的に参加者によって共構成されていくことを意味

する。例えば筆者の参加する観察の場は筆者が存在する

だけで，存在しない時とは異なる関係として刻一刻と構

成されて行くが，筆者はそれと気づかなければ観察した

ことを自己の外の世界に帰属させうる。

２つ目のレベルは自覚的な「意図的共同レベル」で，

研究者が対象の人々と互いに影響し合い，共同参加のプ

ロセスおよび結果として研究実践をとらえることを意味

する。したがって意図的共同レベルの内容は，大抵は研

究者や参加者によって言及可能なものと見なせる。筆者

の観察に伴う暖昧な「不安」は，言語化できていないと
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いう意味で２つ目のレベルに達していない。他方，倫理

問題の対話は，暗黙の共同レベルすなわち共構成という

状況での研究者と対象者のやり取りを前提とした上で，

それを自覚し，言語化し，さらに新たな実践のやり取り

を加えていく性質をもつものと見なされる。そこで，倫

理問題の対話が実現するには意図的共同レベルの相互性

の実践が不可欠と考えられる。

では，意図的共同レベルの相互性の実践について，ど

のようなモデルが立てられるだろうか。その例として，

南（1997）は「参加観察における倫理次元への配慮は…

…参加の様式の吟味に向かうべき」であり，「対象者側

が研究のプロセスにどのように関与するかという逆方向

の参加の様式について議論をすすめていくことが」本質

的で，このような参加の相互性の基では対象者は「協力

者として」研究者と「話し合う」ことによって倫理上の

ジレンマに対処する必要があると言う。これは研究者と

協力者の話し合いのモデルである。では，話し合いに至

る前の無自覚的な暗黙の共同レベルの相互性をも含むモ

デルは可能だろうか。鯨岡（1998）はメルローポンテイ

の比職を発展させ，参加観察における観察者と被観察者

の関係は，大人と子どもの関係と同じく，無限に映し合

う二つの向かい合う鏡であり，そこから間主観的に把握

される意味が得られると言う。もっとも，ここで述べた

単純な２段階のレベルと違い，このようにして把握され

る内容は何度かの異なる言語化の次元を経ると仮定され

ている。鯨岡は特にそれを意図してはいないが，倫理問

題の把握のためにも有効な，参加の状況の共構成と意図

的共同のモデルだと思われる。

3．研究課題としての倫理問題と自己言及性

結論を急げば，発達研究において倫理問題を解決する

には，意図的共同レベルの実践を積み重ね，研究者の自

己言及のテクスト化の試みを続ける必要があるだろう。

その指針として発達心理学に先立ってそのような課題解

決に向かった他の学問分野の知見から学ぶことも重要で

ある。例えば伝統的心理学の客観性，実証性重視の科学

的立場は，文化人類学，社会学などにも共有されており，

研究者の価値的中立，特権的テクストの権威（ギアーツ，

1996；クリフオード＆マーカス，1996）といった問題

をもたらした。それに対して，社会心理学者のガーゲン

(1998）は，中世では神が，１９世紀では科学が倫理問題

を解決しうると考えられていたが，科学が，価値に汚染

された相対的な性質をもつことに気づいた現在では，科

学者はモラル・エージェントとしての役割を果たしてし

まうことを自覚し，「道徳的関心を取り戻すことが望ま

れ……新しい科学においては，道徳的判断をめぐる議論

が，再び，脚光を浴びるに違いない（p､278)」と言う。

すなわち，研究者が価値中立性の装いやテクストの特権

的権威にもはや依存し得ない現在では，自己の問題とし

てのモラルを不問にできないのである。

発達研究においても研究者のおかれた立場は類似して

いる。その依拠する立場が相対化された研究者は，研究

者自身の拠って立つ価値観に自覚的になり責任を持つ必

要がある。それは自己を知ることであるが，その内容は

同時に他者にも共有されていく必要があり，そのために

自己言及’性を研究の課題として引き受け，テクスト化す

ることが重要になる。自己言及性は自己の系の中だけで

循環すれば閉塞的，ナルシスティックで非生産的な性質

をもちうるが，他者との相互性に向かって開かれて行く

ことで視点が広がり，関係を明確化する可能性があると

考えられる。

発達研究者が倫理問題に関与し自己言及のテクスト化

を進めることは，発達研究自体の本質的変化に結び付き，

発達研究の成果の質を変えていくものと予想される。現

時点では漠然としたイメージしか描けないが，それはお

そらく発達観そのものの変化をも含むだろう。例えば，

研究者が協力者と意図的共同レベルの相互性を実践し，

そこでの対話を通して，自己を含めた子どもの発達の場

で共構成されていくことがらについて学び，かつそれを

記述することによって，研究のパラダイムが，藤永

（1994）の言うように，欧米の伝統的発達パラダイムと

しての「向上進化的価値観」から，アジアや日本の状況

に基づいた「別種のエスノパラダイム」へと変化し融合

する可能性もあろう。

発達研究における倫理的妥当性の追求が，並行して実

証一辺倒でない発達心理学研究への質の転換，多様化へ

とつながるとしたら，筆者には一挙両得のようにも思え

るのだが，楽観的すぎるだろうか。ただしあくまでも上

記のような自己言及性を求める努力の結果が副産物とし

て倫理規定への適合という結果に結び付く可能'性がある

のであって，既成の倫理規定にしたがうことが自動的に

真の自己言及性を導くわけではないことを付け加えてお

きたい。
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