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｢私」への「なぜ」という問いについて

面接法による自我体験の報告から

灘大藤焼教育』選科学研究科）

問題と目的

か鰯Wf＃無膜篇毒薫蛎

議鴎瀬離幾礁蕊
来たのか｣｢なぜ私は他『時代ではなくこの特定の時代に
生まれたのか」という種の問いに特に注目する。

二の｢私……#｣という震いにおいてはJ私』
と表記される水準が２種類見られると思われる。本研究

では，「私はなぜ私なのか」における，第１に出てくる「私」

謹繊j綱|轟職篭
ので，純粋に“この私と血いう特別なあり方そのもの（永

騨'戦醗柵鱒Ji無戦僅iを

識群溌離鮒
は，デカルトの「私」について，“世界も身体も剥ぎ取っ

た純粋なく私>，純粋な内面性”と説明している。他方「私

2」とは，「ここにいる，この時代にいる，このような体

で，このような特性をもつ」ようなIz私」をさし，特性・

個性・他の人と分ける特徴・肩書き・その人の体，記憶

原著

などで説明される。一回限りの現在の自己（今の肩書き，

今の時代，今の体，今の居場所）とも言える。そしてこ

の「私2」は，心理学における自己意識研究で扱われる「私」

の水準に相当すると思われる。

以上のような「私ｌ」「私２」という捉え方を取り入れ

ると，先の「なぜ私は私なのか」という問いは,「なぜ私

１（永井（1991）におけるく私>，デカルトの「私｣）は，

ＡさんやＢさんでなく，たまたま私２（この身体をもち

この属性をもつ私）なのか」という問いとなる。この事

例をはじめとして，私１を想定し，それを中心とした問

いや思考は，素朴に人々に考えられ（Ｔａｂｌｅｌ：梶田の事

例)，古来から哲学の分野（主に存在論）で問題とされて

きた（Ｔａｂｌｅｌ：パスカルの事例)。

さて，心理学においては，このような問いは，松田（1990）

による“いわゆる自我体験”と呼ばれる現象に相当する

と考えられる。自我体験については，青年期のはじまり

の現象として，Spranger（1932／1973）によって，“個性

化の形而上学的根本体験"，“主観をそれ自身一個の世界

として見出すこと，'，Bijhler（1967／1969）によって“自

我が突如その孤立性と局限性において経験される”もの

として提起された。そして松田（1986）は，自我体験を

思春期から青年期への移行の問題として，一連の自己発

達の流れの中に据えている。また西村．（1978）は自我体

験を，１２～13歳頃に起こる“自分が自分自身であるとい

う，内なる自己との出会いの体験”“一種の啓示的体‘験”

とし，これを基礎に安定した青年期後期を迎えるとした‘
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Tableｌ自我鉱駿の具紘例

く存在への問い〉

①永井(1996,ｐ､６４より）
ぼくが永井均だったこと，永井均がぼくだったこと，のく偶然〉性に驚くとき，それはある意
味で確率的な驚きであるともいえる。なぜなら，その驚きは，徳川家康がくぼ<〉であったり，
ポチがくぼく〉であったり……することもできたはずなのに，永井均がくぼ<〉であった，と
いうことへの驚きであり……

②永井(1996,ｐ､６５より）

〈ぼく〉が存在したことの驚きはそうではない。〈ぼく〉が存在しなかった可能性と対比された，
〈ぼく〉が存在していることへの驚きは，確率的考慮などまったく寄せつけない。

③西(1996,ｐ､４０より）
「宇宙がわかれば，わたしが存在している意味もわかるにちがいない」と思っていた。しかし

物理学は，宇宙が「いかに」存在しているのかを説明してくれても，宇宙が「なぜ」存在して
いるのかも，わたしがなぜ存在しているのかも，説明してはくれない。それに気づいたとき，
大きなショックを受けた，という。

④渡辺(1994,ｐ,７５２０歳男性の事例より）
なぜ僕が生まれたのだろう。僕がもし友人に生まれたなら僕はだれなのだろうと思ったことが
ある。

く起源・場所への問い〉

①小阪(1997,ｐ､155より）

私はなぜこの父母から生まれたのかという問いは，最終的には解答不可能
②パスカル(undated／1990,ｐ､８５より）

なぜあそこよりもここにおかれているのか，なぜわたしが生きるために与えられたこのわずか
な時間が，わたしの先にあった全永遠とわたしの後につづく全永遠とのどこにも指定されない
で，この点に指定されたのかを知らない。

③永井(1991,ｐ､173より）
これからも続くであろう人類の歴史の中で，なぜか私は，二十世紀の後半というこの時期に，
そしておそらくはこの時期だけに存在している。私は十三世紀にも，二十三世紀にも存在する
ことができたはずだし，いかなる時代にもまったく存在しないこともできたはずである。だが
しかし，私は誕生し，今ここに（だけ）存在している，これは驚くべきことではないか。

④渡辺(1992)の１９歳女性の事例
自分はどうしてここにいるのかなあ，この広し､宇宙のなかの銀河系の地球という惑星のこの日
本の国の中のこの地でどうして生きているのだろうかと漠然と考えた。

〈存在への感覚的違和感〉

①梶田(1988)のゼミに属していた２０歳の女子大生の事例
私は本当に三浦裕子なのだろうか？確かに人は私のことを“裕子ちやん”とは呼ぶけれど，私
は本当に三浦裕子なのだろうか？私のまわりの人は，私の中に三浦裕子という人間の存在を認
めているかもしれないけれど，私は自分の中に私という存在を感じることはできても，三浦裕
子の存在を感じることはできない。私は私であり，その私は確かに三浦裕子である。それは確
かにそうなのだけれど，しかし，私が私であると感じる“私が”の私と，三浦裕子であるとい
うこととはどうしても結びつかない。なんだか変だな。

②中村(1977,ｐ､９４より）
自分とは，自己とはなんなのか，私は何によって私なのか，というかたちで考えていくなかで，
そういう自分と手・足・肩や躯とはどういう関係なのかとふりかえってみると，躯とか身体と
かいうものがふだん思っていたよりもはるかにわかりにくいものであることがわかる。

③鷲田(1996,ｐ,４７より）
たとえば，身体をもたないくわたし〉がありえないことはあまりに明白であるのに，それでは
くわたし〉と身体とはどのような関係にあるかと間うてみると，じぶんがほとんどなんの確か

な答えももっていないことに気づかされる。

④渡辺(1992)の２０歳女性の事例
なぜこの私のからだにこの精神が宿ったのかがわからない。

<混合例〉

①渡辺(1994)の２０歳女性の事例
６歳か７歳くらいの頃，ある晴れた日の日曜日の正午ちょっと前，自宅の二階の部屋にいて，窓
からさしこむ日差しをぼ一つと見ているときに，「私はどうして私なんだろう。私はどうしてこ
こにいるんだろう」と思った。

②西(1996,ｐ､３２より）
私はなぜ，いまここに，このようにして，存在しているんだろうか？

(問いの形式）

なぜ私ｌは私２なのか

なぜ私ｌは存在するのか

なぜ私ｌは存在するのか

なぜ私ｌは存在するのか。

私ｌは誰だろう。

私ｌはなぜこの父母から生

まれたのか

私ｌはなぜこの時代に存在
するのか

私ｌはなぜこの時代（この時

間に）に,ここに存在するの
か

私ｌはなぜこの場所に存在

するのか

私ｌと私２の名前との関係

私ｌと私２の身体との関係

私ｌと私２の身体との関係

私ｌと私２の身体との関係
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そして高石（1988）は，自我体験を“意識の中心である

自我が，無限の時間的，空間的広がりを持った自己とい

う内的世界の全体性の中にはっきりと位置づけられ，自

我が自己と新しい結びつきを獲得して，より高次の統合

性に向かう原動力となる体験'，と定義した。また渡辺・

小松（1999）では，大学生への調査結果をもとに，自我

体験を“なぜ私は私なのかという問いを中心に，それま

での自己の自明性が疑問視される体験，および，この困

難な疑問に解決を与えようとする思索の試みであって，

自己の独自性・唯一性の強い意識を伴うこともある”と

している。

以上の自我体験の定義については，扱う「私」の水準

について，明確に整理されていないと思われる。よって，

先行研究における自我体験の定義やその問題点を考慮し，

自我体験に相当する事例を検討したうえで，本研究では，

自我体験を“｢私ｌ」について「なぜ？」という問いや感

覚的違和感を持ち始める体験'，と定義する。自我体験に

おいて，問いを中心的核に据えるのは，問いを持ち，自

ら考えることそのものが重要であると考えられたからで

ある。自我体験に関する先行研究において，問いの重要

性に注目したものは見られない。渡辺・小松（1999）に

おいては自我体験を，「問い」を中心として定義している

が，実際の下位側面では，「自己の独一性の自覚」のよう

に，「問い」ではない面が含まれている。

そして本研究では，先の自我体験の定義のもと，自我

体験に関する先行研究や，定義に沿った具体例の検討の

結果，以下の３つの下位側面を仮に設定した（具体例は

Tableｌ)。まず第１は，「存在への問い」である。この下

位側面には，「私ｌはなぜ私２なのか」といった私ｌが私

２である必然性（もしくは偶然性）への問い，「私１はな

ぜ（他の人ではなく）私２なのか」といった私ｌと他者

との関係，「私ｌはなぜ存在するのか」といった私ｌの存

在理由への問い，「私ｌは本当に私２なのか」「私ｌは本

当に私ｌなのか」といった（私ｌの有無を含めた）私ｌと

いう存在自体への問いが挙げられる。つまり，私ｌその

ものへの問いが，この下位側面に相当する。第２は，「起

源・場所への問い」である。「私ｌはなぜこの時代に存在

しているのか」「私１はなぜこの場所に存在しているのか」

｢私１はなぜこの父母から生まれたのか」といった私ｌの

起源や，私ｌが時間的空間的に現在の私２の状態として

存在していることへの疑問，私１と時空間の関係などが

挙げられる。浜田（1993）は，“長大な時間と広大な空間

の一点として自分が生きてあるのだ，，という素朴な考え

に，子どもがおとなになる過程でめざめてくることを指

摘している。これは，（長大・広大な水準での）時間や空

間認識は，子どもがおとなになる移行期において，「私」

について考え意識する上で重要な役割の一端を担ってい

ることを示している。第３は，「存在への感覚的違和感」

である。「私ｌはなぜ○○という名前（私２の名前）なの

か」といった，私ｌと私２の名前との間の関係，また私

ｌと名前との間の感覚的違和感，「(鏡などで自分を映して

いて）これ（私２）は自分（私ｌ）であるはずなのに，一

体何だろう」といった，私ｌと私２の身体との間の違和

感が挙げられる。ここで身体や名前が特に挙げられたの

は，身体・名前と「私」との関係が，私達にとって最も

身近であることに由来する。自己意識の発達に関する研

究においても，自己の発生と名前・身体との関係がまず

注目される（例：鏡映自己，幼児の名前へのこだわり）。

この点について，浜田（1992）が自我形成論の中で，“｢私」

は，身体の働きのうえに発生し，形成される”と述べ，「私」

というもののなりたちを考える上で，身体の重要性を指

摘している。

また，自我体験の実証的研究に関しては，以下の研究

が見られる。宮脇（1984,1986）は，自我体験尺度を作

成し，児童期から青年期を対象に，初めて質問紙調査を

行い，渡辺・小松（1999）は大学生への調査を行った。

しかし，実際に自我体験を経たと思われる人から直接面

接にて体験内容を報告してもらったものは見られなかっ

た。そこで天谷（1998）は，大学生を対象に，自我体験

と思われる現象が体験として実際に報告されるかどうか

を，探索的に面接法により調査した。調査対象者48名中，

自我体験の内容に近い体験をしたと口頭で答えた１８名に，

1対１の面接調査を行った。その結果，１６名から自我体

験と思われる体験を収集し，探索的に下位側面について

検討した。これにより，面接法による大学生からの自我

体験の収集は可能であることが示された。しかし天谷（1998）

での調査手続きは探索的で構造化されていない点に問題

が残った。

また自我体験は，いわゆる「子ども」の時期に生起す

る現象と考えられる。Jaspers（１９４９／1954）は，“人間

は人間である限り，根源的に哲学するものであるという

事実を示す驚くべき証拠は，子どもによって発せられる

問い''に見られると述べている。また，Ｔａｂｌｅｌの永井（1991,

1996）の事例では小学３年から中学２年，梶田（1988）

の事例では小学校５．６年の頃と報告されている。そして，

渡辺・小松（1999）の大学生を対象とした調査において

も，自我体験の初発が児童期という報告が多く見られて

いる。しかし，実際に児童期や青年期初期を対象とした，

面接法による調査はまだ見られない。

本研究は自我体験が一般の人においてもある程度の割

合で見られ，また子どもの時期に見られるという仮定の

もと，その事例を面接法により広く収集し，先述で設定

した下位側面を検討し，自我体験の内容や体験時の様子

について明らかにすることが目的である。そのために，

まず予備調査Ｉでは大学生を対象に，自我体験の下位側

面や手続きについての検討を行う。そして予備調査Ⅱで
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Iま，中学生を対象に，大学生を対象とした予備調査Ｉで

の手続きをそのまま適用できるかどうかを確認する。そ

の後本調査にて，中学生を対象に，自我体験の事例を収

集し，自我体験がどのようなものなのかを検討する。

なお本研究における自我体験は，問いに焦点を当てて

いる。いわゆる心身二元論的な問いの立て方そのものが

仮定的であるとか間違っているかという視点や，この問

いの答を見出すという視点は，本研究では問題としない。

本研究では，このような心身二元論的な思考スタイルを

知らない一般の人，特に子どもにも素朴に自我体験が見

られ，この問いにどのように取り組んでいるのかに，焦

点を当てるものである。

予備調査Ｉ

目的

大学生を対象に，半構造化面接法により，設定した自

我体験の下位側面に相当する報告が収集可能かを確認的

に調査する。また，組織的な調査が可能であるか，自我

体験収集に適切な調査手続きであるかを検討する。そし

て自我体験初発時期直後の世代に調査を行うためにまず，

自我体験初発時期を大まかに推測する。

方法

対象質問紙調査対象者は，大学生160名（男５５名，

女１０５名)。面接対象者は，この160名のうち，質問紙に

記入された自由記述内容が自我体験の定義に相当すると

思われる人50名（男１２名，女38名）の中から面接への

協力に同意した人２２名（男４名，女１８名）であった。

質問紙天谷（1998）で得られた自我体験の例と，先

行文献における自我体験の例をもとに，２５項目作成した

(例：“自分はなぜ自分なのだろう｡”“自分はなぜ今ここ

にいるのか｡”等)。各項目に類似した体験を想起できた

項目について，「きっかけ，状況，その時の気持ちなどを

具体的に再現できるくらいはっきりと考えたり，感じた

り，意識したことを覚えているく４>｣，「考えたり，意識

したことを確かであるが，具体的な状況などは特定でき

ないく３>｣，「なんとなくあったような気がするく２>｣，

｢なかったく１〉｣，「わからない，覚えていないく０>」の

５段階の評定を求めた。さらに，想起が明確な体験（評定

く３〉以上）についての自由記述も求めた。

面接調査上記の質問紙調査を集団実施後，記入され

た自由記述内容が自我体験の定義に相当すると思われる

人に，後日面接を依頼する。面接形式は，１対１の半構造

化面接法を採用し，体験内容を報告してもらう。面接で

の質問内容は，質問紙での自由記述内容や，５段階評定の

高い得点が得られた項目について，体験内容，体験の初

発時期等であった（詳細は天谷，1999参照)。面接内容は，

面接対象者の了承を得て，テープに録音された。

データの整理得られたすべての面接データは，筆者

と大学院生（１名）とで，チェックシートを使用して整理

し，整理項目ごとの一致率を算出後，正規のデータとし

て扱うこととした。チェックシートの整理項目の内容は，

(1)体験が自我体験とみなせるか（原則として，下位側

面のいずれかに当てはまるものは自我体験とみなした)，

(2)体験内容が下位側面のどれに当てはまるか（１つの体

験が複数の側面に該当することも可とした）であった。

どのような報告を自我体験とみなすかという基準は，ま

ず第１に，私ｌに問いの重点が焦点付けられていること

(詳細は天谷，1999参照)，第２に，「なぜ」という問い方

や感覚的な違和感が含まれていること，第３に，自発的

に問いに取り組んでいるということである。自我体験と

みなせるかに関する一致率は61.1％，自我体験と判定さ

れた各報告について，下位側面のどれに当てはまるかに

関する一致率（分母は全ての体験）は，「存在への問い」

が68.4％，「起源・場所への問い」が76.3％，「存在への

感覚的違和感」が89.5％で，３つの下位側面の平均一致

率は78.1％であった。チェックシートで筆者と大学院生

の２者間の整理結果が食い違う場合には協議を行い，統

一見解を分析に使用した。一致率の値はそれほど高くな

かったが，協議の中でお互いの基準や意見を出し合い，

分類基準についての合意点が見出された。

結果と考察

自我体験の割合面接調査に先行して実施された質問

紙調査における自由記述内容の検討の結果，160名中５０

名の報告が自我体験の定義に相当するとみなされた。ま

た，その中で面接調査を行った22名のデータを整理した

結果，１７名から得られた２２の体験が自我体験とみなされ

た。従って，自我体験が見られる割合は，高率とは言え

ないが，ある程度の割合で見られ，対象を特別に選択し

ない調査でも収集可能であることが確認された。

自我体験の内容得られたデータの分類結果を下位側

面ごとに見てみると，「存在への問い」が15体験（１２名）

見られた（例：そういえばというかなんか，何で自分が

いるんだろうというか，何で自分が自分なんだろうとい

うか，他人じやなくて自分なんだろうというか。……な

ぜ自分なのか。（１９歳男))。そして「起源・場所への問い」

が１０体験（１０名）見られた（例：どこへ行くのか，とか，

自分の今考えていることとかIまどうなってしまうのかと

か，自分の精神というか，こういう，肉体がなくなるの

はわかるんですけど，精神的なものはどうなるのかとい

うことをよく考えていました。……なぜここにいるかと

いう，私というのはどうしてここに生まれてきて，こう

いう私という人格を持って生まれてきたのかというのが

出てきたり。（18歳女))。そして「存在への感覚的違和感」

は11体験（１０名）見られた（例：じっと鏡を見ていると，

目とか鼻とか口とかが部分的に見ているうちに，これは

私知らないとか変な感覚に。これは私なんだろうかとい
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う，この容器は，ということなんですけど，知らない，

この人知らないというような感覚に陥りかけていかんい

かん，って。……私は私なんだから，変わらないのよっ

て，また戻しているとか。……何で私は○○って呼ばれ

ているのとか・（２８歳女))。

また，１つの自我体験が１つの下位側面にのみ当てはま

ったものは１０体験（９名）で，複数の下位側面に当ては

まったもの（例：ただふあ－つと考えたというか，私は

何で私でいるんだろう，何で私は○○という名前で，こ

の親のもとに，この時代に，この時期にこの場所に生ま

れて育っているんだろうとか。（21歳女)）が１２体験（１０

名）であった。この３つの下位側面は，それぞれ具体的

な問いの内容は異なるが，1つの出来事として意識されて

いる人もいることが示された。なお，収集された自我体

験は，すべて設定した下位側面に含まれるものであった。

以上から，設定した３つの下位側面が適切であることが

確認された。

想起体験の時期想起された自我体験の時期に関して

は，小学校低学年が４体験（４名)，小学校中学年が９体

験（７名)，小学校高学年が８体験（６名)，中学がｌ体験

(１名）と報告された。この結果により，小学校中学年か

ら高学年の時期に主に初発しやすいことが示された。西

村（1978）によると１２～１３歳，宮脇（1986）によると

１０歳前後が一番多いとされており，小学校中学年から高

学年（８歳から１２歳）に多く見られた本研究の結果は，

これらの知見と一致している。以上から，自我体験初発

時期の直後で，調査を行うために適切な世代は，中学生

の頃と考えられる。

予備調査Ⅲ

目的

予備調査Ｉの結果，自我体験初発直後の時期は中学生

と考えられる。よって予備調査Ⅱでは，大学生を対象と

した予備調査Ｉの手続きを中学生に適用し，自我体験を

収集できるかどうかを予備的に確認する。

方法

対象中学生１８名（男７名，女１１名)。

手続き予備調査Ｉの手続きに準じ，自我体験の例を

示した質問紙（評定と自由記述）に記入後，質問紙の記

述をもとに，１対１の半構造化面接法にて，詳しい内容を

報告してもらう。

質問紙質問紙の質問項目は，予備調査Ｉで使用した

質問紙（25項目）のうち，予備調査Ｉの面接で自我体験

の報告に貢献しなかった質問項目，誤解されやすかった

項目は削除した上，言語的言い回しのみを易しくし，１４

項目とした。項目は“１．自分はどこから来てどこへ行く

のだろう，と,思ったことがありますか｡”“2．自分は何だ

ろう，だれだろう，と思ったことがありますか｡'，“３．日

分は本当に「○○（自分の名前)」という名前で呼ばれて

いる自分なのだろうか，と思ったことがありますか｡'，“4．

自分はなぜ自分なのだろう，と思ったことがありますか｡,，

"5．自分について考える，もう一人の自分に気づいたこ

とがありますか｡”“6．自分を鏡にうつしていて，同じは

ずなのにいつもとは違ったように見えたことがあります

か｡”‘‘7．自分というものが２つあるような感じになった

ことがありますか｡”‘‘8．自分と似た人はいるかもしれな

いけど，自分は一人しかいないんだ，と,思ったことがあ

りますか｡'，“9．ふと，自分はひとりぼっちなんだと思っ

たことがありますか｡'，“１０．自分は本当に自分なのだろ

うか，と思ったことがありますか｡'，“11．どんなに努力

しても，自分は，自分以外のほかのものに変われないん

だ，と思ったことがありますか｡”“12．自分はなぜ今，

ここにいるのだろう，と思ったことがありますか｡”“13．

なぜ自分というものがこの体の中にあるのだろうと思っ

たことがありますか｡”‘‘14．自分はなぜほかの人間でな

いのだろう，と思ったことがありますか｡'’から構成され

る。この１４項目の評定は，はい，いいえ，わからないの

いずれかに丸をつけるもので，はいに丸をつけたものに

ついて自由記述も求めた。

結果

余対象１８名中１７名から，自我体験に相当する報告を

収集した。よって，この１４項目の質問項目を面接導入の

手がかりとして使用することは適切と考えられた。また，

自我体験が報告される割合が高かったことから，本調査

では質問紙による事前の選別は行わず，面接における質

問の足がかりとしてのみ，質問紙を使用することとした。

また，大学生を対象とした予備調査Ｉでは，被面接者が

体験の詳細や考えていることを自発的に詳しく報告した。

しかし，中学生を対象とした予備調査Ⅱからは，質問内

容以上の内容を自発的に詳しく報告しないことが感じら

れた。従って，本調査においては自我体験の発言を促す

できるだけ多くの質問をはさむこととした（例：「そした

らどういう感じになった？」「(面接対象者の言葉をその

まま返して）○○というと？」)。

本調査

方法

面接対象中学１年生１８名（男１０名，女８名)，中学

２年生２１名（男１０名，女１１名)，中学３年生２１名（男

１１名，女１０名）の計６０名（男３１名，女29名）を面接

対象とした。

手続き予備調査Ｉ．Ⅱの手続きに準じ，自我体験の

例を示した質問紙（評定と自由記述）に記入後，その記

述をもとに，１対１の半構造化面接法にて，詳しい内容を

報告してもらう。質問紙の質問項目は，予備調査Ⅱで使

用したものと同様（１４項目十自由記述）である。１４項目
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の評定は，はい，いいえ，わからないのいずれかに丸を

つける形式であった。

面接調査の質問内容（１）体験の内容，（２）体験初発

時期，体験回数，（３）その他の関連情報（体験に至るき

っかけ，体験時の感情，他者に体験内容を開示したこと

があるか，体験前後で変化が見られたか）から構成され

る。また，自我体験を体験していないと思われる人も面

接対象に含まれる。よって，質間紙のどの項目も「思っ

たことがない」という評定をした人には，質問紙の内容

について本当に,思ったことがないかを確認した。

データの整理面接で得られたデータの整理手続きは

予備調査Ｉ．Ⅱの手続きに準ずる。中３の２１名の面接デ

ータについて，筆者と大学院生１名とで，チェックシー

トを使用して整理し，一致率を算出した。その結果，自

我体験とみなせるかに関する一致率は82.0％であった。

下位側面のどれに当てはまるかに関する一致率は，「存在

への問い」が100.0％，「起源・場所への問い」が94.0％，

｢存在への感覚的違和感」が96.0％であり，３つの下位側

面の平均一致率は96.7％であった。それぞれの一致率が

十分高いと考えられたので，残りの面接データについて

は，筆者が1人で整理し，その結果を分析に使用した。

結果と考察

本調査の結果は，対象とした人数が少ないので一般論

として結論づけることはできないが，以下のような可能

性が示唆される。

自我体験の割合面接対象者60名のうち，３８名から得

られた５１体験が自我体験とみなされた（１人１体験は２５

名，１人複数体験は１３名)。学年別では，中３では１５名

から得られた２１体験が，中２では１４名から得られた１７

体験が，中ｌでは９名から得られた１３体験が，自我体験

とみなされた。この結果を割合で示すと，中３が71.4％，

中２が66.7％，中１が50.0％であり，平均63.3％となっ

た。本研究の結果，半数強の人から自我体験が報告され，

中学生にとっては，自我体験はかなりの割合で見られる

身近な体験と考えられる。また，学年が上がるにつれて，

報告される割合が高くなる傾向も見られた。

自我体験の見られる割合については，自我体験に関す

る先行研究の問で，論が分かれていた。西村（1978）は

自我体験を「特殊な人」に見られると指摘し，高石（1988）

は“あらゆる人に普通におこりうるもの，，と記述してい

る。また渡辺・小松（1999）の調査結果は，それぞれの

質問項目の肯定回答割合が高いものも見られるが，自由

記述で自我体験と判定されたのは，大学生345名中９５例

(27.5％）であった。また，本研究の予備調査Ｉにおいて

も，質問紙の自由記述の分析結果では，31.3％であった。

しかし本研究での，中学生を対象とした本調査では，自

我体験は特別なものではなく身近なものである可能性が

示唆された。大学生から報告される自我体験は，′l､学校

時代の自我体験が本人にとって印象的であったり，その

後も意味を感じていたりしていた人から多く報告され，

それほど印象的でなかった人にとってはすでに想起しに

くいと思われる。一方，中学生から報告される自我体験

は，本人にとって印象的であった人に加え，印象的では

ないが比較的最近に体験され，想起が容易になされる人

からも報告されたと思われる。以上から，自我体験は高

石（1988）の主張のように全ての人に見られるわけでは

ないが，西村（1978）の主張のように特殊な人にしか見

られないわけでもなく，かなりの割合で共有されている

と,思われる。

自我体験の内容得られた自我体験の報告の具体例を

Ｔａｂｌｅ２からＴａｂｌｅ５に示した。本研究では生き生きと

した自我体験を収集でき，実際に子どもが自我体験を経

ていることが示された。

また，得られた自我体験がどの下位側面に当てはまっ

たかを見てみると，「存在への問い」が36体験（３３名)，

｢起源・場所への問い」が20体験（１８名)，「存在への感

覚的違和感」は１０体験（9名）であった。「存在への問い」

が他の２つの下位側面よりやや多く見られる結果となっ

た。

「存在への問い」に含まれた事例について，Ｔａｂｌｅ２①

の例（｢私は私としてではなく，例えば他の誰かとして生

まれて来たりとか｣）では，最初に出てくる「私」は本研

Table２存在への〃いの具鉱例

①私が私であることが不思議。別に私は私としてではなく，例えば他の誰かとして生まれて来たりとか’そういうこともあり
えたのかなとか。どうして私は私で，こういう顔になって，こういう性格になったんだろうとか。自分自身の存在が不思議
になる（中３女，小４初発)。

②自分は，誰だろうとか，何だろうとか思うのは，そういう本とかですけど，人間っていうのは何だろうって，考えることは
また，突然あります（中ｌ女，′1,2初発)。

③なんていうかな。僕って誰だろうって，ただ漠然と，ですかね。ほんとに僕かな，とか仲３男，中２初発)。

④なぜ他の誰かじゃなく，自分なのか。自分になっているのか（中２男，小学校高学年初発)。

⑤どうして自分は自分なんだろう。けつこういろんな人にも聞いたりしたんですけど,ぜんぜんわかんないとかばっかで｡……
ぜんぜん結論が出なくって，どうしてだろうって。……自分は何で自分なんだろう，本当に自分なのか（中２女，初発不明)。
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Table３起源・場所への閉いの具鉱.例

①地球ができて，人類が誕生してから，長いじやないですか．なのに，どうして今，ここにいるんだろうって（中２女，小学

校高学年初発)。

②どっから来たんだろうとか．何でいるんだろうとか，なんか，晶初の人間はどこから始まったのかな，とか，なんか，それ

を思っていたら，どんどん思っちゃって，なんか．……お母さんと話していて，で，そんなことを話していたらきりがない

から，って言われて，だけど，自分はどこから来たんだろうとか。……うん。何でこんな本当にいるんだとか，なんか，ど

うしてこの……言い表せないけど（中２女，中学初発)。

⑧1自分は何だろう。この自分しか本当にいないと思って，一つの生命体という感じに思うんだけれども。結局はその根っこが

わかんなくて。……なぜ自分がこの時代に生まれたのだろうかとか（中２男，中ｌ初発)。

④自分が今ここにいるということがf思議（中２女，中ｌ初発)。

⑤,自分が死んで，もし前世とかそういうのがあるんだったら，そこの前世にｲ丁って，で，またそれが死んで繰り返しですよね。

だから，そういうのを考えていったら，自分て，何でここにいるんだろとか，そういう感じで（中３女，小６初発)。

⑥どこから来たと考えると，ずっと前から魂みたいなものがあって，何度もリサイクルみたいに使われているのか。どこに行

くのかは，原点みたいなところへ戻って，もう－度……力というか，そういう固まりが単なる器みたいなものに入ってくる

だけで（中ｌ女，小５初発)。

Table４存在への感覚/ZI違和感の具紘〃

①不思議系ですね。自分の手とか，全体は見えない。で，他人は見えるけど，自分はこれだけしか見えない。何でいるんだろ

う，何で体の中にあるんだろう（中２女，小学校中学年初発)。

②今自分の視界ってありますけど，それはあなたから見た視界もあるだろうし，それは自分自身にしかない視界じやないです

か。で，他の子から見た他の子の世界，見える世界があるだろうし，だから何でそれが，たまたま自分じやないですか。こ

の世界が。だから，他の子である可能性も，あるような気もしないでもない，で，何で自分なんだろう。……この体を選ん

だ，選んだのかどうかはわからないんですけど，この体と気持ちが合わさっているから，何でそれがこれだったんだろう，

何で違うんだろうとか（中２男，小学校低学年初発)。

③なんていうかな。僕って誰だろうって。ただ漠然と，ですかねほんとに僕かな，とか。なんか，名前呼ばれて，う－んとか。

名前がただの記号みたいな気がしちゃって。自分がいるということについても，ん？って。なんか変だなって（中３男，初

発不明)。

④鏡はいつつも見てるんだけど，だけど，じ－って見とったの。あ－誰だろうって（中３女，中ｌ初発)。

Table５混合例の具紘〃

①星を夜とか見ている時に，何で今ここにいるんだろうとか思ったり，何で自分は自分なんだろうって思ったり（中３女，小

学校高学年初発)。

②自分はなぜこの世界に，この場所に存在するのだろう。……だから，ぼくはなんでぼくとして，ここに存在しているのって

聞いた，かもしれない（中ｌ男，′1,4初発)。

③何かの時に，誰でもなくて，何で自分は自分なんだろうかって思ったことが１回かあったんだけど，うん。どうして意識が

自分だけなんだろうかというのも思ったし，……う－ん，その考えの延長だった気がするんだけど，その自分は今になぜこ

こにいるのだろうと思った後に，自分はなぜ他の人間じゃないのだろうと思って。その考えの延長だと（中１女,初発不明)。

究における私ｌであり，２番目に出てくる「私」は，本研

究における私２と考えられる。そして，「なぜ」という問

いの形式であり，自発的に問いに取り組んでおり，自我

体験に相当すると考えられる。そして，「自分自身の存在

が不思議になる」とも報告しており，内容的に私ｌその

ものへの問いと考えられる。

また，「起源．場所への問い」に含まれた事例について，

Ｔａｂｌｅ３①の例（｢地球ができて，人類が誕生してから，

長いじやないですか。なのに，どうして今，ここにいる

んだろうって・｣）は，私ｌが現在の私２の状態である「今，

ここ」になぜいるのかについて疑問を持っていると思わ

れる。よって，私ｌの起源・場所への問いであると考え

られる。また，この問いは，私ｌが生死を越えてなお存

続可能であることを想定している。やまだ（2000）は，

日本文化の根底に生命循環のイメージがある点を指摘し，

この生命循環モデルにおける死から生へとつなぐ媒介概
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念に「たましい」概念や「生まれ代わり」概念を挙げて

いる。そして永井（1991）においても，〈私〉と「霊魂」

概念との類似性を認めている。つまり，「起源・場所への

問い」における私ｌは，現在ある個々人の生死をも伴っ

た，時間や空間を越えて存続可能と想定されている。

そして，「存在への感覚的違和感」に見られるＴａｂｌｅ４

①の例（｢自分の手とか，全体は見えない。……何でいる

んだろう。何で体の中にあるんだろう｡｣）は，私ｌがど

うして現在の私２の体のｌｌｌにあるのかという問いであり，

私ｌと身体との間の感覚的違和感をあらわしていると思

われる。

また，１つの体験が１つの下位側面にのみ当てはまった

ものは３８体験（30名)，１つの体験が複数の下位側面に

当てはまったもの（Table５参照）は１３体験（１３名）で

あった。複数の下位側面に当てはまったものは，１つの自

我体験について，下位側面が混合した形で報告されたも

のであり，本研究で設定した下位側面が，どの側面につ

いても私ｌへの問いであることを示唆していると思われ

る。なお，収集された自我体験は，すべて設定した下位

側面に含まれるものであった。以上から，本研究で設定

した３側面が内容的に適切であることが示された。

また本研究の結果から，子どもにとっては身近な体験

であるにもかかわらず，表現しづらいという被面接者も

見られた（例：Ｔａｂｌｅ３②，Table4③)。永井（1986）

は，自身の著書における「私」の問題についての考察の

大部分は，“子供時代の思索の総決算”であり，“小学生

時代から高校生時代にかけてのわたしがぼんやりと（非

学問的に）考えていたことに「哲学的な」表現をあたえ

てみたものにすぎない，，と述べている。「子ども」は永井

の言うところの“うまい言い回し”はできないけれども，

自我体験は「子ども」だからこそ素朴に考えうる内容と

思われる。

体験時期と体験回数自我体験初発時期については，

中学が１３体験（１２名)，小学校高学年が１４体験（１３名)，

小学校中学年が１０体験（１０名)，小学校低学年以下が９

体験（８名)，不明が５体験（５名）であった。学年別で

は，中３については，中学が８体験（７名)，小学校高学

年が６体験（５名)，小学校中学年が４体験（４名)，小学

校低学年以下が２体験（２名)，不明がｌ体験（１名）で

あった。中２では，中学が５体験（５名)，小学校高学年

が５体験（５名)，小学校中学年が３体験（３名)，小学校

低学年以下が２体験（２名)，不明が２体験（２名）であ

った。中ｌでは，中学が０体験（０名)，小学校高学年が

３体験（３名)，小学校中学年が３体験（３名)，小学校低

学年以下が５体験（４名)，不明が２体験（２名）であっ

た。自我体験初発時期については，どの学年も小学校中

学年から高学年の時期に約半数が含まれる（中３が２１体

験中１０体験，中２が１７体験中８体験，中ｌが１３体験中

６体験)。自我体験の初発は小学校半ばから後半を中心と

して，その前後に，ある程度のバラツキが見られると考

えられる。今後大きなサンプルでの調査により，明らか

にすることが必要であろう。

また自我体験が見られた回数については，体験回数が

１回のみというものは３体験（３名)，最初の体験後ある

一定期間何回か見られたものは33体験（２８名)，今でも

見られるものが９体験（９名)，不明は６体験（６名）で

あった。何回か見られたものは「いつも考えることは同

じなの（中３女，小学校高学年初発)｡」というように，

何回も同じように体験される様子がうかがえた。そして

現在は見られない場合，その理由として，考えることを

自分からやめる例，忙しくなったからもう考えない例が

見られた。また，今でも見られるものについては，今後

も見られるだろうと自覚しているものも見られた。つま

り，自我体験は瞬間的に，「体験」として意識されるもの

であり，「初発の瞬間」と「その後の思考」といった部分

から成立している。そして，「その後の思考」については，

こだわる人と忘れる人がいるのかもしれない。稲垣（1980）

によると，子どもの知的好奇心は２つのタイプが見られ

るという。１つは拡散的好奇心で，１幅は広いが浅い型であ

り，もう１つは特殊的好奇心で，幅は狭いが深い型であ

る。自我体験を経ている人の中で，拡散的好奇心のタイ

プの子どもは，単なる知的疑問として自我体験の問いを

処理するのに対し，特殊的好奇心のタイプの子どもは，

自我体験の問いにこだわり，深く考え続けるのかもしれ

ない。

その他の関連情報自我体験に至るきっかけについて

は，自我体験の内容に直接関わる出来事が見られたとす

るもの（例：ＮＨＫスペシャルでしたつけ？命，小宇宙で

したつけ？……命はどこから来て，というのなんですけ

ど，その中でアミノ酸とか蛋白質とかのかたまりが，な

ぜ命を持つのか，という一文があったんです。それもあ

って少し考えるようになったかもしれません。（中３男，

中１．２初発)）は１６体験（１５名)，自我体験の内容に直

接関連しない出来事から自我体験が見られたとするもの

(例：魔女とか，そこらへんの本が好きだったから，そう

いう本とかを見ていて思ったり。（中ｌ女，幼稚園初発)）

は９体験（８名)，きっかけが特にないとするもの（例：

いつもなんも前触れもなく，ふって浮かんで，で，終わ

る。（中ｌ男，小４初発)）は２１体験（２１名)，不明のも

のは５体験（４名）であった。自我体験が見られる状況に

ついては，「夜寝る前」「ぼ－つとしている時」が多く見

られた。自我体験に至るきっかけが特にないと報告する

ものがやや多く見られたこともあわせて考えると，自我

体験は直接的なきっかけがなくても発生しうることがう

かがえる。

体験時の感'情として，恐怖感を感じるもの，不思議と
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Table６自我鉱溌時/こ恐怖感・祇思議さを感じる例

･普通に生活していて，夜とかふっとこういうことを思いだすと，すごい恐くなる。……恐くて泣きそうになる（中３女，小学

校高学年初発)。

･自分が自分じやない？ええ－って。思った時に，ちょっと恐いなあって，それだったらそうで。でまた，いつもどおりに。で

も自分は自分だって考えるから，だから，恐‘怖感もいつときですね（中２女，小学校高学年初発)。

．恐いとは思いませんけど，不思議。自分自身とか，人間が生きているという事に対しては不思議と思いますね（中２男，小学

校低学年初発)。

．わけわかんないような,モヤモヤってしたような感じが｡……モヤみたいなものがぼや一つと広がってくるから，もうやめちや

うみたいな（中３女，小６初発)。

･不思議な感じで，モヤモヤしてきて，一回泣けてきたこともある。……でも結構尾を引きます。それは。なんか，その次にな

んか，考えた次になんか，学校に行くとか，そういうことがあればいいんだけど，その後にただ寝るとか，そういうボーッと

した時間があれば，やっぱり考えちやいます（中３女，小３初発)。

．恐いというか，頭の中で複雑になりすぎちやって考えれなくなつちやうんですよ（中３女，小５．６初発)。

感じるもの等が見られた（Table６参照)。また自我体験

時に，その内容を他者に話したり，作文に書いたり等の

開示が１７体験（１４名)，開示の見られなかったものが２７

体験（２３名）であり，不明は７体験（７名）であった。

開示しない理由としては，うまく言葉にできないから，

自分だけ考えているかもしれないから，話してもしょう

がないから等が挙げられた。また，開示が見られた場合

も，相手にされなかったケース，開示の相手が受容して

くれたので，さらに自分で考えるようになったケース等

が見られた。

そして，自我体験の前後で何らかの変化が見られたと

報告された１３体験（１２名）（内訳は，中３が８体験（7名)，

中２が４体験（４名)，中ｌがｌ体験（１名)）のうち，よ

く考えるようになったというもの，自分が成長したとい

うものが見られた。しかし，その他のものについては，

普通の考え事と同じで何も変化はない，よくわからない

という報告が見られた。一部の人を除くと，自我体験が

現段階では普通の考え事であり，自分が変化するほど大

きな体験ではないという認識をしていることが示された。

総合 考 察

本研究の目的は，自我体験を経た直後の世代を対象に，

面接法により広く自我体験を収集し，設定した下位側面

の検討を行うことが目的であった。その結果，半数強か

ら自我体験の報告が得られ，存在への問い，起源・場所

への問い，存在への感覚的違和感の３つの下位側面が示

された。そして初発は主に小学校半ばから後半を中心に，

ややバラツキが見られるが子どもの時期に見られること

が示された。

1．自我体験の意味

自我体験は，その人（私l）の発生理由，存在の必然（も

しくは偶然）を自分に問う現象である。それにより，普

段は意識されないが，その人の存在基盤やllt界・人問理

解の仕方にも関わる意味を持つと思われる。梶田（1993）

は，私達が自分自身について一定のく公理〉（例：自分は，

自分自身の主人公であり，自由意志による自主的判断を

行う）を持ち，それを大前提として生きており，それを

枠組みとして，態度や生きていく姿勢，またアイデンテ

ィティの構築が行われていくことを指摘している。自我

体験は，この梶田（1993）のいうく公理〉に対する素朴

な問いとも考えられ，その問いに向き合うことで，その

人の態度や生きていく姿勢のよりどころになると考えら

れる。

2.自我体験での問いへの対処

自我体験の問いには，明確は答えはない。本研究では，

自我体験での問いに対し，自分から考えることをやめる，

忙しくなったからもう考えないという報告が得られ，そ

の後自我体験の問いは忘れられていくと思われる。しか

し，考え続ける人にとっては，いきづまりを見せるであ

ろう。この点について西（1996）は，自分が存在してい

ることそのものに対して，普通は誰も答えを出せず，「存

在しているから存在しているんだよ」と言うしかないが，

開い方の変更をすることで，回答不可能な問いでなくな

ることを指摘している。西（1996）の言う「問い方の変

更」とは，例えば，私ｌではなく私２への問い，またよ

り実践的な問いへと移行させることが挙げられる。「私」

に関する問題では，青年期の自我同一性の問題がよく取

り上げられたきたが，自我同一性の概念における「私」

は，本研究での私２に相当すると思われる。錆・上里（1979）

は自我同一性について，“これまで自分の経てきた全生活

史つまり全人生経験，全臨床経験，全研究，思想，心情

とを統合すること，，に関わるとしていることからもそれ

がうかがえる。青年期の「私」への問いは，社会的な文

脈における個人的な人生が大きな主題となり，本研究に

おける「私2」をどのように統合していくべきか，社会的

にどのように帰属させるかといった問いの形式と思われ

る。従って，子ども時代に生起する自我体験での問いを，

例えば，「私はどのように生きるべきか」「私はどのよう
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な人なのか」といった，「どのように」「どのような」と

いう青年期的な，より実践的な問いへの変更が考えられ

る。この点について，天谷（1998）の大学生による自我

体験の事例の中でも，そのような問いの変更が行われた

報告を収集している。また松田（1986）が，自我体験を

"児童期を青年期へとつなぐ，心理的な現象，，と位置づけ

ているのも，自我体験後の問い方の変更が発達の契機と

とらえられうるからかもしれない。

また，自我体験での問いにいきづまりを見せて，心理

的危機に陥る可能性も考えられる。西村（1978）は，自

我体験をうまく乗り越えられない場合，離人感に陥る点

を指摘している。そして田畑（1985）は，その臨床事例

の中で，あまりに早い時期の自我体験は，思春期に至り，

心理的危機をもたらすことを示唆している。つまり，自

我体験で発現した問いにとらわれつづけることで，自分

が自分として実感できないという状況に陥る可能性が考

えられるのである。また，離人症状を呈するまで重篤で

なくても，空虚感や抑うつといったものとの関わりも考

えられる。

3.自我体験生起の時期

本研究の結果から，自我体験は，子ども時代にクリテ

ィカルに生起する現象と思われる。Montemayor＆Eisen

(1977）は文章完成法で自己概念の領域を分類し，「人」「人

間」「宇宙の小さな点」といった抽象的概念への言及につ

いて１２歳でピークが見られた点や，その他の記述内容の

年齢的変化を指摘している。これについて松田（1990）

は，“自我体験にともなう視点の変化に対応するもの”と

指摘している。続けて松田（1990）は１０歳以降から“や

や内面化された一般的，普遍的特性への注目が起こる'，

とも指摘している。つまり，小学校後半の時期は哲学的

もしくは抽象的概念について言及しやすく，また「自分」

に関しても「自分という存在・人間」という視点を持ち，

｢世界・宇宙」といったより普遍的な水準と対比して考え

る独特の時期なのかもしれない。またこの時期は有限性

を身体が持っていることにまだ直面していない時期とも

思われ，その後有限性を認識し，実感していくに伴い，

この時期独特と思われる自我体験的発想は消滅していく

のかもしれない。

４.今後の課題

自我体験は，自我発達の基礎として，また哲学的問い

の中で最も素朴なものへの興味のはじまりとして，さら

に知的好奇心の発達といった認知発達と関連して，捉え

ることもできよう。これらの点を踏まえた教育的指導や

サポートも視野に入れながら，自我体験について今後具

体的に検討していく必要性があるだろう。
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幼児の説明の発達：

理由づけシステムにおける領域知識と推論形式の関係

内田 伸子
(お茶の水女亨子大学大学院人間文化研究科）

大宮明子
(お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士課程）

生物的・物理的な現象を説明するときには私たちはいくつかの理由づけのシステムを用いている。本

研究では説明に用いる理由づけシステムにおける領域知識の獲得と推論枠組みの関係について検討する

ために２つの実験を行った。実験ｌでは，３．４．５歳児と大人合計120名に自然現象の条件推論の形式

を翻案した４つの問からなる「説明課題」を与えた。実験２では５歳前半児，５歳後半児と大人合計９０

名に実験ｌと同じ形式の説明課題を与えた。これらの課題は既知文脈と未知文脈に埋め込まれている。

被験者は２度のＷＨ質問に対して詳細な理由づけを行った。実験結果は次の通りである：（１）幼児は説

明課題の解決において大人に匹敵するような推論を行った。（２）３歳児すら帰納推論だけではなく演鐸

的推論を行うことが可能であった。（３）幼児は，心の理論や生物学，物理学などの分化した領域知識に

基づいて柔軟で適切な説明を行うことができた。子どもの（４）領域固有の知識を獲得するに伴い，領

域一般の推論スキーマに基づく帰納的推論や演鐸的推論が活性化された。また，大人の説明は，推論を

働かせた非常に洗練された説明か，機械的記‘億のあてはめによる資源節約型の説明のいずれかに二極化

した。（１）と(2)の結果は，推論枠組みは領域一般の知識であることを含意している。一方，（３）と

(4)の結果は科学的知識の増大は帰納的推論や演緯的推論を活‘性化するのに強い影響をもつことを示唆

している。

【キー・ワード】説明の発達，理由づけシステム，領域知識の獲得，推論スキーマ，認知発達

問題

私たちが日常の現象を説明するときには関連する領域

知識が豊富なほど説明は容易になる。聞き手を納得させ

る説明には原因と結果を因果的に筋道をはっきりさせる

｢因果律」（Watanabe,1998）が使われる。因果律とは，

因果推論，即ちある出来事を原因へと遡って推論する「逆

順方略（Backwardreasoning:Why-becausereason‐

ing)」を表現するための言語形式である。幼児期には現

象生起の時間関係に強く制約を受けるため原因や過去の

現象に遡って説明することが難しい。内田（1985）は認

知的処理資源（リソース）の拡大に呼応してモニタリン

グ機能が出現するようになる５歳後半すぎになると，可

逆的操作を用いて事象生起の時間関係を原因と結果の関

係に置き換えることができるようになり，２歳代から抗弁

の文脈で用いていた「だって～もん」を理由づけの言語

形式に転用し，因果律による説明ができるようになるこ

とを見いだしている。

これらのことから，説明にはいくつかの「理由づけシ

ステム」が働いていると考えられる。理由づけシステム

は，①領域固有の知識（宣言的知識)，さらに②推論形式

や③推論形式を表出するための言語形式などの手続き的

知識から構成されており，これらの下位システムが協働

して働くときに説明は適切なものになると想定される。

では，幼児の説明は，生活経験や学習による知識の質や

量の変化と推論形式の発達とがどのように関わりながら，

発達するのであろうか。

素朴理論の発達に関する知見は知識と推論形式の関係

についての論考に示唆を与えてくれる。幼児が生物学や

物理学，心理学などについての素朴理論を所有するよう

になると，その推論はもっともらしいものになり，日常

現象について適切な説明ができるようになることを示し

てきた。Inagaki＆Hatanｏ（1987)，稲垣(1995)は就学

前児は生物学領域で擬人化による類推を行うことを示し

た。Ｇｅｌｍａｎ＆Ｏ，Reilly（1988）は４，５歳児が自然物と

人工物をその内部構造や機能の観点から存在論的に区別

していること，自然物の方が基礎レベルでの帰納的推論

を多く引き出すことを見いだしている。さらにWellman，

Hickling,＆Schult（1997）は３，４歳児に人間の行為や

動作について説明させたところ，刺激の領域に合わせて

心理学的，生物学的，物理学的に分化した説明ができる

ことを見いだした。また言語発達縦断研究のデータベー

ス（CHILDES）の発話資料の分析に基づき，２歳初期か

ら日常会話の1'１で多種多様な理由づけシステムを使い始
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めており，領域固有の知識を関連領域に応じて使い分け

ていることを見いだしている。

カテゴリー化の過程で帰納的推論が起こる条件につい

ての知見は多い。幼児は成人と同様，基礎レベルのカテ

ゴリーメンバー同士の類似性に気づけば対象の属性をカ

テゴリーメンバーに当てはめて帰納的推論ができる（Gel‐

ｍａｎ＆Markman,1986,1987;Ｇｅｌｍａｎ＆Ｏ'Reilly,1988；

Gelman，1988;Ｇｅｌｍａｎ＆Coley，1990；住吉，2001)。

帰納的推論の成否はカテゴリーメンバーのもつ属性につ

いての知識に依存しており，カテゴリーメンバーの属性

についての知識が十分ならば，その属'性を他の対象に拡

張でき，一般化可能性も大きくなる（Coley,1995)。また

属性同士を比較しやすくするために対照的な形式で情報

を提示したときには適切な帰納的推論が起こりやすくな

る（Waxman,Lynch,Casey,＆Bear,1997)。

大泉・波多野（1999）は，物の認識と心の認識におけ

る推論についての知見を概観し，これら２つの領域にお

ける推論の形式や過程はかなり早期から区別されている

こと，また，領域によって，異なる理由づけシステム（大

泉・波多野は「因果装置（causalsystem)」と呼んでい

る）が活性化されるのではないかと推測している。

この点を確かめる実証研究は未だ行われてはいないが，

Markovits,Venet,Janveau-Brennan,Mal-fait,Pion,＆

Vadeboncoeur（1996）の方法はこの問題を解く方法論へ

の示唆を与えてくれる。彼らは児童に条件推論問題を与

え，４つの論理式への真偽判断とその理由づけを求めたと

ころ，子どもでも知識が活'性化できる場合は真偽判断は

大人と変わらないことを見いだしている。日常の「郵便

配達の宛先仕分けの場面」のような関連領域の知識を活

性化する文脈情報が与えられると大人の因果推論や条件

推論の成績が上昇する（Tversky＆Kahneman，1973；

Evans,1989／1995）ことが知られているが，子どもも現

象が日常か架空かにかかわらず，文脈情報が手がかりと

なり正しい真偽判断ができることを示した。彼らの関心

は条件推論にあったため，理由づけシステムの発達とい

う視点からの論考はなされていないが，文脈情報が真偽

判断の手がかりになるという知見を踏まえると，説明が

求められる現象が属する領域の既有知識が活性化されや

すいときには適切な合理的推論が起こると推測される。

日常の推論では合理的推論はあまり使われず，主とし

て，最初に述べたように原因と結果の関係についての因

果推論（因果律）が用いられることが多い。しかし，ア

イディアを検証したり他者を納得させるときには，合理

的・公式的な分析や三段論法，体系的な帰納法などの合

理的な推論形式が主要な働きを担うようになると思われ

る。たとえば論理式の真偽判断を行った後，判断の論拠

について説明を求められるときには体系的なやり方で推

論を行うことが必要になる。そのような事態では様々な

推論形式が使われる可能性があると考えられるため，説

明に用いられる知識と推論形式の関係を知ることができ

ると考えられる。幼児が条件推論の原課題（If……,then

……）に対して理由づけができないからと言って彼らが

説明の理由づけシステムをもっていないとは直ちに断定

できない。そこで，条件推論の真偽判断課題を幼児にも

理解可能な設問の形式に翻案した説明課題')を用いて，幼

児の説明の発達過程を明らかにすることにした。

以上に概観した一連の知見から，人を納得させるよう

な説明を行うためには２歳代から使われ始める言語形式

を因果律や他の合理的な推論形式に転用するという言語

と認知の発達過程において次の反応が推測される。第１に，

説明領域に関する知識と推論形式が活性化され，うまく

絡みあって働くことが必要であり，どちらか一方が十分

に機能しないときには説明は不十分になるだろう。第２に，

幼児期から知識領域は分化しており，加齢に伴い知識の

質（概念水準）は洗練されていき，素朴概念から科学的

概念へと向上する。第３に，知識の概念水準の向上に伴

い，合理的な推論形式が活性化されるようになると推測

される。これらの推測を説明課題の論理式に対応させて

翻案した設問2)に対する真偽判断とその理由づけを求める

という実験場面での反応予測と関わらせてまとめると，

以下の仮説が立てられる。

仮説１：幼児も大人と同様に設問のタイプ（論理式に対

応させて翻案した）によって真偽判断のしやすさが異な

る。低年齢児であっても「肯定式」や「否定式」は解決

可能だが，「後件肯定」と「前件否定」は解決が難しいで

あろう。

仮説２：説明の論拠に使われる知識は領域により分化し

ている。

仮説３：知識の概念水準は加齢に伴い，素朴概念から科

学的概念へと洗練されていく。

l）予備実験を行ったところ，条件推論の真偽判断課題（原課題）の形

式の質問は幼児には不適切であることが判明した。そこで，児童期

を対象にしたMarkovitsetal．（1996）の課題形式を参考にして，

条件推論の真偽判断課題を翻案した。大学生30名をランダムに１５

名ずつ条件推論の真偽判断課題を解かせる「原課題群」と幼児用に

翻案した形式の課題を解かせる「翻案群」に割り当て，真偽判断を

行わせたところ，両群の真偽判断の得点ペターンには有意差がなく，

前件否定や後件肯定が難しく，否定式や肯定式が易しいというタイ

プによる難易度の違いも同様に検出された。これは翻案課題と原課

題とが同じ意味内容をもつことを保証するものではないが，新たに

別の被験者で行った実験１（１）でも結果は再現されたことから幼

児に対しても使える課題に翻案できたものと判断した。

2）設問の形式は論理式く肯定式〉〈否定式〉〈前件否定〉〈後件肯定〉

の形式に対応させて翻案したため，「擬肯定式的課題文」「擬否定式

的課題文」などと表記するべきであるが，文字数の節約と課題の来

歴を明示するため，本稿では「肯定式」「否定式」のように元の論

理式の略称に「」をつけて用いることにした。
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に住んでる？」〈不定（住むものも住まないものもいる)〉

からなる。積木課題も金魚課題に準ずる。次にパベット

の声色で「どうして？」か「なんで？」と問い，各設問

毎に真偽判断の理由づけを求めた。大学生はパペットを

用いる以外の手続きは同一である。各年齢段階の被験者

の半数は「肯定式」→「後件肯定」→「否定式」→「前

件否定」の順，残り半数は「前件否定」→「否定式」→

｢後件肯定」→「肯定式」の順で合計８門の真偽判断と理

由づけを求めた。幼児は幼稚園，保育園のｌ室で，大学

生は大学の実験室で個人面接によりデータを収集した。

結果と考察

（１）各条件推論に対する反応真偽判断課題からの翻

案が妥当かどうかを確かめるため，得点差がなかった生

物課題と人工物課題の得点を込みにして設問毎の正答得

点を算出し，論理式タイプ別にFigurelに示した。正答

の頻度について，論理式タイプ４×年齢４の対数線形分

析（ＳＡＳのＣＡＴＭＯＤＰＲＯＣＥＤＵＲＥの解析）を行っ

たところ，年齢の主効果（x2(3)＝63.42,ｐ〈､０００１）と

論理式タイプ×年齢の交互作用（ｆ(9)＝56.47,ｐ〈､０００１）

が有意であり論理式タイプの主効果（f(3)＝5.60,ｐ〈.１０）

は有意傾向が認められた。モデルの適合度の検討と頻度

の偏りの期待値とのズレについて残差分析を行ったとこ

ろ，３歳より４歳，４歳より５歳の成績が優れており，５

歳と大学生の間には有意差はなく，大人と変わりない真

偽判断をしていることが判明した（概括して３〈４〈５＝

大と略記)。また「後件肯定」は「前件否定」より成績が

仮説４：説明に使われる知識と推論形式には関連性があ

る。

仮説５：知識の概念水準が向上すると帰納的推論や演鐸

的推論などの合理的な推論形式が増えるであろう。

実験１では，説明課題は幼児の真偽判断を判断を引き

出すような課題文に翻案されているか（仮説1)，理由づ

けプロトコルから知識領域の同定が可能かどうか（仮説

2）について検討する。これを踏まえて修正した説明課題

を用いた実験２では，仮説３，４，５を検証して，理由づ

けシステムにおける知識と推論形式の関係について明ら

かにする。

実験１

目 的

説明課題（真偽判断課題から翻案した）の妥当性を検

討するとともに，翻案した設問（論理式に対応させて翻

案）の真偽判断と理由づけのプロトコルから真偽判断能

力［仮説ｌ］と知識の領域による分化［仮説2］を検証す

る。

方法

実験計画領域２（生物／人工物)×論理式４（｢肯定式｣／

「否定式｣／｢前件否定｣／｢後件肯定｣）×年齢４（3歳児／

４歳児／５歳児／大学生）の３要因計画である。第１と第

２の要因は被験者内，第３要因は被験者間要因である。

被験者３歳児（平均(〃）＝３：７，範囲(γ)＝３：ｌ～

３：１１)，４歳児（"？＝４：６，γ＝４：１～４：１１)，５歳児

("７＝５：７，γ＝５：Ｏ～６：２)，各年齢男女半々 ，規準

データを得るため女子大学生の各年齢段階30名ずつの計

120名からなる。

材料生物は金魚，人工物は積木に関する現象（金魚

は水の中に住んでいる／積木は水に浮かぶ）を取り上げ，

各４問からなる説明課題を作成した。真偽判断パラダイ

ムでは前提命題を知識領域を明示する形式「ある生き物

えるが，本研究では知識領域の分化を検出する目的によ

り，前提命題では知識領域を明示せずに「金魚知ってる？

金魚はお水の中に住んでいるよね」の形式で与えた。

手続き前提命題として絵カード（各問２枚：例．金

魚課題：①金魚，②金魚が水中を泳いでいる）を提示し

て，大人の声で前提命題「金魚知ってる？金魚はお水の

２．０
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１．６

１．１
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件肯定」「水の中に住んでる生き物知ってる？それ，金魚？」

<不定（金魚とは限らない)>，「否定式」「水の中に住んで

いない生き物を知ってる？それ，金魚？」〈いいえ>，「前

件否定」「金魚じやない生き物知ってる？それ，お水の中

発達心理学研究第 １３巻第３号

れ（金魚）はお水の中に住んでる？」〈正答；はい>，「後

Figurel論理式タイプ毎の真偽判断の反応パターン
（得点ﾉ注）

注.翻案課題の論理式毎の難易度パターンの変化を比較しやす
くするため変化量を棒線でなく折れ線で表示した。

中に住んでいるよね」と確認した後，被験者が幼児の場

合は，パペット（『セサミ・ストリート』のアーニー）を

使い，その声色で真偽判断を求めた。設問は「肯定式」「そ

｢肯定式」「否定式」「後件肯定」「前件否定」

論理式
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Tablelプロトコルの認定規準；αノ知識領域；②概念水裟③推論形式

[項目］ 定義 ｢プロトコル例」

(1)知識の領域（実験１）

[心理学］ 欲求・願望・信念などの心的状態から説「金魚はお水が好きだから」（４：１０女児）
明する

[生物学］

[物理学］

[ソース］

生物学の機能やメカニズムについて説明

する

物理学の概念を用いてメカニズムについ

て説明する

知識の源について指摘し権威づけようと

する

｢水の''１じやないと息が止まつちやう。死んじやうから｡」

（５：２男児）

｢何かそこには歌うガソリンが入っているんだよ」（４：５男
児）

｢ママがそう言ってたから」（３：８女児）

｢テレビでやってたから」（５：３男児）

[その他］意味不明・知識領域が判別できない「(絵を指して）浮かんでる」（３：８女児）

（２）推論形式（実験１．実験２)a’

[演鐸的］ルールから個別事例に一般化

[帰納的］事例からルールを抽出

[非推論］ 因果的,循環論的に説明・知識の当ては
め・知識ソース言及

[その他］判別不能

(3)知識の概念水準（実験２)b）

[科学的］①科学的概念水準

[素朴］

②科学的概念の前駆

素朴生物学や素朴物理学

[目的因果］現象の目的・因果的説明

[その他］知識のソース・判別不能

｢お魚はえら呼吸をするから水の中に住んでいる。金魚も

魚の仲間だから，水の中に住んでいるの」（６：１男児）

｢サケもイカも……水の外に出ると息ができなくて死んじや

うから，金魚も水の中に住んでいるの」（５：４女児）

｢ヘモは血を造るって言ったから」（４：７男児）

｢ラジオは音が出るように作ってある」（５：７女児）
｢パパに聞いたから」（４：６男児）

｢金魚が水の中にいる」（４：８男児）

｢積木の水に沈んでいる部分の分子の密度と積木がおしのける

水の分子の密度は等しいから浮力が働くから」（大学生）
｢水が積木をもちあげている」（５：４女児）

｢積木には空気が入っているから，空気は水よりも軽いか

ら。ほら，ボールも浮くでしよ」（５：８男児）

｢魚は水の外に出ると死んじやうから」（４：６女児）

｢ラジオには電池が入っているから音が出る」（５：５男児）
｢積木は浮くようになっている」（４：７男児）

｢ラジオは音がでるようにできているから」（５：６女児）

｢テレビで見たことあるから」（５：７男児）

注．ａ）説明に使われた推論形式は言語形式の観点（Ｃｆ.,条件推論の観点ではない）から推論タイプ［演鐸的］［帰納的］（各１点）と非推論タ
イプ（０点）に分類した。

ｂ）概念水準は［科学的］（３点）［素朴］（２点）［目的因果］（１点）［その他］（０点）の順に低くなる。
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3）前件否定で大人の方が５歳児よりも成績が低いのは情報処理容量の

要因が関係しているためと推測される。大人は，「金魚でない生き

物」で，「水の中に住んでいる」と２つの条件を満足させる例を思

い浮かべるが，幼児は，「金魚でない生き物」か「水の中に住んで

いる（生き物)」のどちらか一方にしか注目せずに，あるいはどち

らか一方に重みづけを行って真偽判断をすることにより偶然正答す

る場合が見られる。

ノース心理学生物学 物理学

高く，さらに「否定式」と「肯定式」は共に成績が高か

ったことから，真偽判断課題の原課題と同様に，「前件否

定」の設問が最も困難であることが明らかとなった（前

く後く否＝肯)。設問のタイプ別に見ると，「肯定式」で

はどの年齢間も有意差がなく天井に達しており，「否定式」

では幼児の間に有意差はなく大学生の成績が最も高く天

井に達していた（３＝４＝５〈大)。「後件肯定」では，加

齢に応じて成績が高くなり（３＜４〈５〈大)，「前件否定｣3〉

は３歳よりも４歳，４歳よりも大学生が成績が高く，５歳

が最も成績が高かった（３＜４〈大く５)。「後件肯定」は

幼児にとっては難しく，「前件否定」は大学生を含めたど

の年齢群にとっても難しいことが判明した。これは仮説

ｌを支持している。

（２）説明で用いられた知識領域の分化理由づけに使

われた知識領域の分化を同定するためプロトコルを命題

単位（動作主十述部を１単位とする単位）で区切り，命

題の意味を同定した上で，ＷｅｌｌｍａｎｅｔａＬ（1997）の分

類項目に知識の源泉から答える「ソース」を加えて作成

した規準（Ｔａｂｌｅｌ(1)）に基づき，著者２人が独立に分

類を行った。評定一致率はた＝98.7,不一致項目は協議

Figure2肯定式質簡の説明で用いられた知識領域の種類倒合ノ

により決定した。

Figure2には，どの年齢群に対しても最も負荷の小さ

い「肯定式」の説明に使われた知識を各年齢・領域毎に，

全30反応に占める各カテゴリーの出現頻度の割合を示し

た。頻度について知識領域５×年齢４の対数線形分析（ＣＡＴＬ

ＭＯＤＥＲＯＣＥＤＵＲＥ）を行ったところ，年齢の主効果

(x2(3)＝３．５９，７０．s.）は有意ではなく，知識領域の主効果

(x望(4)＝161.53,ｐ＜､0001）と知識領域×年齢の交互作

用（ｆ(12)＝７５．０５，ｐ〈､0001）が有意であった。モデル

の適合度と分布の偏りの期待値とのズレについて残差分

析の結果をまとめると，どの論理式においても，生物領

域においては「生物学｣，人工物では「物理学」が最も多

いという偏りが有意であった。論理式タイプ込みで残差

分析をすると，生物領域では３歳は「その他｣，４歳は「心

理学｣，５歳と大学生は「生物学」と「ソース」が多く使

われるようになる。一方人工物領域では，３歳，４歳では

｢その他」が多く，５歳と大学生は「物理学」や「ソース」

への偏りが有意であった。この結果はWellmanetal．（1997）

を追認した。

以上から，幼児初期から知識領域が分化しており，領

域に関連した知識が使われていることが確認されたこと

により，仮説２は支持された。

(3)説明で用いられた推論形式理由づけのプロトコル

を命題に区切り，推論形式の観点からＴａｂｌｅｌ（２）に則

り［演鐸的］［帰納的］［非推論］［その他］の４つのタイ

プに分類し，それぞれの頻度を年齢別に合計して示した

(Figure3)。評定一致率はた＝９４．８であり不一致箇所は
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したので，実験時間の節約のために，実験ｌで成績の高

かった「肯定式」と低かった「前件否定」の２種の課題

に限定することにした。

実験２

目的

仮説３，仮説４と仮説５を検証する。

方法

実験計画論理式２（｢肯定式」／「前件否定｣）×知識

量２（既知／未知)×知識領域２（生物／人工物)×年齢３

(５歳前半／５歳後半／大学生）の４要因計画。第１，第

２，第３要因は被験者内，第４要因は被験者問である。

被験者幼稚園年中組の５歳前半児（"7＝５：３，γ＝

４：１０～５：６)，幼稚園年長組の５歳後半児（柳＝６：３，

ノー５：１０～６：６)い，大学生の各３０名の合計９０名。

材料［既知］は子どもが関わる（直接操作する）可

能性が高い対象として「金魚」「積木｣，直接操作するこ

とは少ないと考えられる「熊」「ラジオ」の４課題51を作

成した。［未知］は馴染みの薄い名詞あるいは無意味綴り

を動作主（主語）に用い，生物課題２（マナティは海藻を
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協議により決定した。推論形式の頻度について推論形式

４×年齢４の対数線形分析（ＣＡＴＭＯＤＰＲＯＣＥＤＵＲＥ）

を行ったところ，年齢の主効果（x｡(3)＝4.26,〃.s､）は有

意ではなかったが，推論形式の主効果（x』(3)＝170.74,

ｐ〈.０００１）と推論形式×年齢の交互作用（xﾕ(9)＝67.66,

ｐ〈.０００１）は有意であった。頻度の分布の偏りを期待値

とのズレについて残差分析を行った結果，５歳児と大学生

では［演鐸的］と［帰納的］が多く使われており，３，４

歳児は［非推論］と［その他］が多く使われていること

が明らかになった。３歳児においても，頻度は少ないもの

の，帰納的推論だけではなく演鐸的推論も観察されるこ

と，５歳になれば大学生と同程度に帰納的推論と演繰的推

論が使用されていることから，推論形式は領域知識が十

分ではない発達初期から保有されている領域一般の手続

き的知識であると推測されよう。領域知識が少ない段階

では推論が抑えられるが知識の増加に伴い合理的な推論

形式が活性化されるという関係が窺われる。

説明パラダイムの妥当性が確認されたので知識の概念

水準と推論形式の関係を検討するため実験２を行う。実

験２では，第１に，説明対象の既知性・未知性を際だた

せる操作を導入した。第２に，内田（1985）を踏まえる

と，領域知識や推論形式の変化は５歳代に起こると推測

されるため，５歳代を前半と後半に分けて変化を詳細に検

討することにした。第３に，詳細なプロトコルを収集す

るためＷＨ質問（｢なぜ（Why)？」や『どうしてｑlow)？」

で理由づけを求める問い）を２度繰り返す手続きに修正

その他非推論帰納的演緯的

4）説明パラダイムは言語能力と'情報処理容量に負担がかかるため，デイ

スコース構成能力の質的発達（内、，1996)，WPPSI知能検森で

測定した情報処理容量拡大前後の時期の５歳代の幼児を対象にして，

４歳児クラスから５歳前半児を，５歳児クラスから５歳後半児を抽

出した。本文や図表では「5歳前半」「5歳後半」と略記した。性別

内訳は実験１に準ずる。

5）既知課題のうち，扱う口I能性が高い「金魚」「積木」と直接経験が

少ないと考えられる「熊」「ラジオＪの説明を比較すると，知識水

準には差がなかったが，「熊」「ラジオ」では身近なもの（人間やテ

レビ）からの類推（帰納的推論）が多く使われる傾向があった。

題を作成した。既知と未知合計８課題，被験者の負担を

軽減するため課題毎に「肯定式」と「前件否定」の２タ

イプに限定して，合計１６問を与えた。

手続き「肯定式」と「前件否定」の２つの形式の質

問を行い，詳しい説明のプロトコルを得るためＷＨ質問

を２度繰り返して詳しい理由づけを求めた。

パペット（質問を繰り返す『ひとまねこざる』のジョ

ージ）を用いて「ほかの人にわかるように詳しく説明し

てちょうだい」と実験目的を告げた後，実験者が「肯定

式」命題の形式で絵カードを提示し，既知課題は実験，に

準じて前提命題を与えてから質問した。未知課題は「ニ

ューロム知ってる？」と実験者の声色で未知性を確認し

た後，前提命題「ニューロムは水の中で燃えます｡」を与

えた後，幼児の場合はパペットの声色に変えて，「肯定式」

｢ニューロムは水の中で燃える？」で質問し，次に「前件

否定」「ニューロムじゃないもの知ってる？それ，水の中

食べる．ヘモは赤い血をつくる）と人工物課頴２（レトン

|ま身体の中を写す．ニューロムは水の中で燃える）の４課
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で燃える？」と質問して真偽判断をさせた。真偽判断の

後「どうして？」「なんで？ぼくわかんない，教えて」と

いうＷＨ質問を２度繰り返して詳細な理由づけを求めたく

他の課題もこれに準ずる。既知課題と未知課題を与える

順番はカウンターバランスを取った。大学生にはパペッ

トを用いず，教示の意味内容は同じになるように，敬体

(です．ます体）で質問した。

評定基準説明のプロトコルは命題単位に分割して，

知識の概念水準はＴａｂｌｅｌ(3)，推論形式はＴａｂｌｅｌ（２）

に基づいて，著者２名が独立に命題の意味内容を分類し，

評定基準のより高い水準に評定された命題で個人の成績

を代表させた。評定一致率は概念水準についてはルー94.7％，

推論形式についてはルー98.6％となり，不一致項目は協

議により決定した。

結果と考察

（１）説明で用いられた知識の概念水準Ｔａｂｌｅｌ（３）

に則り，理由づけに使われた概念水準の頻度（ｊＩｊＨＸ＝３２）

を算出した（Figure4)。生物と人工物での頻度の差はな

かったので込みにした頻度について，既知と未知をあわ

せて概念水準４×年齢３の単純効果について対数線形分

析（ＣＡＺ１ＭＯＤＰＲＯＣＥＤＵ[ＲＥ）を行ったところ，年齢

の主効果（x2(2)＝0.71,72.s.）は有意ではなく，概念水準

の主効果（z2(3)＝320.39,ｐ＜､0001）と論理式タイプ×

年齢の交互作用（X2(6)＝２４４．００，ｐ〈､０００１）が有意であ

った。

次に，既知と未知のそれぞれに分けて同様の分析を行

ったところ，概念水準の主効果（既知：ｘ翌(3)＝177.08,

力〈､0001,未知：ｆ(3)＝67.35,力〈､0001）と概念水準×

年齢の交互‘作用はいずれも有意（既知：ｘｚ(6)＝205.99,

ｐ〈.0001,未知：ｘ聾(6)＝85.17,ｐ＜,０００１）であった。

また年齢の主効果は未知においてのみ有意（既知：ｘ２(3)

＝0.71,〃.s､，未知：ｘ』(3)＝5.92,ｐ〈､06）であった。

そこで，モデルの適合度と頻度の偏りの期待値とのズレ

について残差分析を行ったところ，①既知：［科学的]の

頻度は５歳前半と後半には差がなく大学生が有意に高か

った(前＝後く大)。［素朴概念]は大学生よりも５歳前半，

5歳前半よりも有意に５歳後半が高かった(大く前く後)。

[目的因果]と[その他]は共に，大学生よりも５歳後半，

5歳前半よりも５歳前半の順に多くなった(大く後く前)。

②未知：［科学的]と［目的因果]は５歳前半,５歳後半,大

学生の問に有意差は見られず，［素朴概念]は加齢に応じ

て得点が高くなり(前く後く大)，［その他]は大学生が最

も少なく，５歳後半より５歳前半の順で有意に多かった(大

く後く前)。

以上をまとめると，既知課題においては予測通り目的

因果から素朴概念，科学的概念の前駆を経て科学的概念

へと発達していく。これは仮説３を支持している。一方

未知課題では[素朴概念]を除き，加齢による概念水準の

向上は見られず，どの年齢群も説明に用いる概念水準は

既知の現象を説明する場合に比べてかなり低いことが明

らかになった。

（２）説明における推論形式どの推論形式が使われて

いるかを明らかにするために，理由づけに用いられた推

論形式についてＴａｂｌｅｌ（２）の評定規準に基づき分類・

評定して，既知と未知を込みにした出現頻度について推

論形式４×年齢３（５歳前半／５歳後半／大学生）の対数

I’

２
０
８
６
４
２
０
８
６
４
２
０

２
２
１
１
１
１
１

lIi
可
：
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科学的その他目的因果素朴科学的その他目的因果

概念水準
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納的推論や演鐸的推論が増えていることが読み取れる。

説明に使われた①概念水準の高さに応じてＴａｂｌｅｌ（３）

の科学的＝３点，素朴＝２点，目的因果＝１点，②推論

形式を合蝿性の程度からＴａｂｌｅｌ（２）の演緯＝３点，帰

納＝２点，非推論＝１点と得点化して，個人のそれぞれ

の得点を算出した。３年齢を込みにして①と②の相関をと

ると，「肯定式」：γ＝､43,ｐ〈､０１，「前件否定」：γ＝.64,

β〈､01,共に，有意な関連性が見られた。さらに年齢毎

．式毎の層別相関をとったところ，５歳前半の「肯定式」：

γ＝.53,ｐ〈.０１；５歳前半の「前件否定」：γ＝.72,ｐ〈､01；

5歳後半の「肯定式」：γ＝.44,ｐ〈､０１；５歳後半の「前

件否定」：γ＝､40,ｐ〈､０１；大学生の「肯定式」：γ＝､41,

ｐ〈.01；大学生の「前件否定」：γ＝､51,ｐ〈.Oｌであり，

いずれも知識の概念水準と推論形式の水準の問に有意な

関連性が認められ，仮説４が支持された。

次に知識の概念水準により推論形式が変化するかどう

かを検討するため，推論（演鐸的・帰納的）を働かせた

場合を１点（ＭＡＸ＝８)，推論せずに，単に知識を当ては

めるだけの場合を０点と得点化して（Figure6)，知識量

２（既知・未知)×年齢３の２要因の反復分析を行ったと

ころ，知識量の主効果（Ｆ(１，８７)＝4.96,ｐ〈､０００１)，
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線形分析（ＣＡＴＭＯＤＰＲＯＣＥＤＵＲＥ）を行ったところ，

年齢の主効果（x2(2)＝1.70,〃.s､）は有意ではなく，推論

形式の主効果（x2(3)＝266.11,ｐ〈､0001）と推論形式×

年齢の交互作用（x』(6)＝107.15,ｐ〈.0001）が有意であ

った。そこでモデルの適合度と既知と未知込みの出現頻

度の期待値とのズレについて残差分析を行った結果，［演

鐸的］は大人が幼児よりも多く観察され（前＝後く大)，

[帰納的］は５歳前半よりも大学生，大学生よりも５歳後

半は有意に多い（前く大く後)。５歳後半を過ぎると具体

例を検索して類推しようとする傾向が非常に強くなり，

大学生よりも帰納的推論が多く見られることが判明した。

（３）熟慮型と資源節約型［非推論］の頻度は５歳前

半，５歳後半，大学生の順で多くなり（前く後く大)，大

人は幼児よりも推論しない傾向が見られる。既知・未知

にかかわらず，質問への答え方には個人による一貫性が

窺われたので，答え方の個人差を調べる目的で，既知・

未知込みで８割以上（１６門中１３門以上）推論（演鐸的・

帰納的）を経て説明した場合を［推論タイプ]，推論せず

に知識の当てはめや教示の反復によって説明した場合を

[非推論タイプ]，両者が混じる場合を［混合タイプ］に

分類した（Table２)。人数についてx2検定を行ったとこ

ろ５％水準で分布の偏りは有意だった（xﾕ(4)＝１１．０７，ｐ

〈､05)。残差分析の結果，非推論タイプは大学生に多く

5歳後半児に少ない。幼児期でも「わからない」と考える

のを放棄してしまう子どもはいるが，大学生ではその数

がずっと多くなる。混合タイプは大学生において少ない

ことから，思考のスタイルは「熟慮型」と「資源節約型」

に二極化していることが窺われる。

（４）知識の概念水準と推論形式の関係説明に用いら

れた概念水準と推論形式の関係（４×４）を詳細に検討す

るために，既知と未知を込みにして概念水準と推論形式

の関係を示した（Figure5)。概念水準の上昇に応じて帰

Table２推論タイプと非推論タイプへの二極化

人（％）

目的因果素朴科 学的その他目的因果素朴科学 的その他目的因果素朴科学的その他

概念水準

Figure5領域知識の概念水準と推論形式の閣係（合計頻度）のプロフィール

注．推論形式の出現プロフィールの変化を比較しやすくするため変化量を棒線でなく折れ線で表示した。

〃推論タイプ非推論タイプ混合タイプa’

ロロ‐･■

６（20）

３（10）

1２（40）

10（33）

９（30）

３（10）

4歳児３０

５歳児３０

大学生３０

1４（47）

1８（60）

1５（50）

＝‐｡｡

注．ａ）推論タイプは全１６問中１３間以上［演鐸的］［帰納的］推論，

非推論タイプは［非推論］と評定された場合で，混合タイプ

は両方が混合している場合。
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総括的討論

（１）結果のまとめ説明パラダイムを用いた２つの実

験から，理由づけシステムにおける知識と推論形式の関

係について次の５点が明らかになった。第１に，説明課

題の真偽判断の難易度は大学生と同様に幼児初期から「肯

定式｣，「否定式」は天井に達し，「前件否定」が最も困難

である［仮説1]・第２に，幼児初期から心理学．生物学．

物理学の知識領域は分化しており，Wellmanetal．（1997）

の知見が追認された［仮説２]･第３に，幼児は帰納的推

論を多く行い，加齢に応じて演鐸的推論が増える傾向が

見られる。しかし，３歳初期からすでに演鐸や帰納などの

合理的な推論形式を使えることから，理由づけシステム

の一部をなす推論形式を領域一般の手続き的知識として

保有しているものと推測される。第４に，知識の概念水

準は加齢に応じて上昇していく［仮説3]・第５に，どの

推論形式が活性化されるかは領域固有の知識の概念水準

に規定され［仮説4]，知識の概念水準が高いと合理的推

論が起こりやすくなる［仮説5］ことから，知識と推論形

式には因果的な関連性が窺われる。

（２）知識と推論形式の関係既知課題のうち直接経験

が少ないと考えられる「熊」「ラジオ」の設問に対しては

身近な生き物（人間）や道具（テレビ）からの類推に基

づく帰納的推論が起こり易い。１度目のＷＨ質問に，即

座に「僕たちが寒いと厚いおふとんをかけるみたく穴の

中はあったかいから穴の中で眠るの」（５：２男児）と「テ

レビやこのテープ（目の前のテープレコーダを指しなが

ら）みたいにスイッチ入れると音がでるの」（５：８女児）

６

□５歳前半

圏５歳後半
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既知知識量未知

Figure6知識量（既知・未知ノの連.いにおける推論
形式（演繕的・帰納的推論ノの使用得点

（:平均得点・ＭＡＸ＝８ノ

年齢の主効果（Ｆ(２，８７)＝9.85,ｐ〈､0001)，知識量×

年齢の交互作用（Ｆ(2,87)＝9.85,'＜,０００１）のいずれ

もが有意であった。Ｓif““ｆＭ２ｚ０"7ｍ2-唾"ﾉ【s検定により

対間比較を行ったところ，既知では年齢差は有意ではな

く，どの年齢でも推論を働かせて答えるが，未知では年

齢差が見られ，５歳前半と５歳後半の間が5％水準で有意

であり，５歳後半と大学生との間は有意差がなかった。交

互作用が有意であるのは，既知か未知かで推論形式の使

用が左右され，既知性が高くなるほど帰納的推論や演鐸

的推論などの合理的な推論形式が活性化され易くなるこ

とを意味しており，仮説５を支持している。

知識の概念水準と推論形式の関係はその出現順序から

みて因果的な関連’性があるものと推測される。帰納的推

論や演鐸的推論は幼児初期から可能である（実験1)。加

齢に伴い生活経験により知識や経験が蓄積され，就学後

は教科学習により知識の質的側面の概念水準が向上する

ことによって初期から保有していた高次の合理的な推論

形式が活'性化されるようになり，説明は因果律を用いた

形式に精微化される。領域知識は推論形式とは別ルート

で増大する。生活経験やメディアへの接触経験（実験１の

ソース；「テレビで見たから｣)，就学した後の教科学習の

経験を経て知識の概念水準は高まっていくのであろう。

知識の質や量の増大に伴い，検索した知識をそのまま当

てはめ，知らないことには推論を働かせようとしないと

いう態度が形成されるようになるのではあるまいか。

と，幼児は擬人化したり身近な道具に例えて説明しよう

とする。これは先行知見（例，Gelman＆Markman,1986,

1987;Ｇｅｌｍａｎ＆OReilly,1988:Ｇｅｌｍａｎ＆Coley,1990；

住吉，2001）を追認する傾向であり，幼児も大人も，現

実世界の対象や事象を説明するときには，より身近なも

のに引き寄せて帰納的推論を働かせる傾向が強いことを

示唆している。しかし，未知課題になると，幼児だけで

なく大人も類推は起こりにくくなる。

Coley（1995）はカテゴリーの属性についての知識が十

分なときに一般化が起こりやすいことを示唆している。

本研究でも，帰納的推論は５歳後半で最も多く，演鐸的

推論は加齢に応じて増える傾向を見せ，大人では非常に

多く使われていることが見いだされた。大人になると演

鐸的推論がなぜ多くなるのかについては先行知見からは

議論できないが，本研究で概念水準の向上に伴い合理的

な推論が活‘性化されやすくなり，反対に概念水準が低い

と合理的推論は抑えられるというダイナミックな関係が

示唆されたことから，大人で演鐸的推論が増える理由が

推測されよう。教科学習による知識の質や量が増えるに

伴い，知識を効率よく処理するために「倹約性（parsimo‐
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､y）の原理」が働き，一般ルールからトップダウンの演

鐸推論の形式を用いた説明が可能になるのかもしれない。

（３）「熟慮型」対「資源節約型」大人の説明は十分に

推論を働かせる場合と推論を働かせず知識を当てはめて

答える場合とに二極化する傾向が読み取れる。既知の対

象のうち，特に人工物では，Wellmanetal．（1997）に

は報告されていないタイプ‘の説明，すなわち，知識のソ

ースに言及して（例，「ママに聞いたから」「今先生が言

ったから」「テレビでやってたから｣）の説明がどの年齢

段階でも多く，大人から教えられたことには疑いをもた

ないという傾向が見られた。

金野（1990）は大学生が「水中での燃焼」という反経

験の現象を説明するときに燃焼についての科学概念の活

性化が抑制され，考えることを放棄してしまうことを見

いだしている。これと同様，大学生は概念水準の高い知

識を所有しているがゆえに，かえって批判的評価をせず

に知識を当てはめ，それ以上問われると「わからない」

と思考を停止してしまう「資源節約型」の思考スタイル

が際だって観察された。さらに大学生はかつて学習した

はずの科学的概念を想起できない場合には教示情報や自

らの経験に基づいて直観的に判断をくだす傾向が見られ

た。Evans（1989／1995）は条件推論において，成人の行

う推論には第１に直観的で内省によって捉えられない過

程と，第２に分析過程が意識化され，モニタリングによ

る調整が起こる段階からなる「三里過程理論」を捉唱し

ている。本研究の結果は，２つの過程の移行が向勤的に起

こるわけではないことを示唆している。大人でも対象の

属'性についての知識が使えない場合には，説明は第１の

直観的段階に留まり，第２の分析的過程に移行しない，

従って，メタ認知や批判的,思考が起こりにくくなるので

はあるまいか。

ではこのような資源節約型の思考スタイルはどのよう

にして生まれるのか。理由づけシステムのうち言語形式

の果たす役割は無視できない。幼児や児童に絵画ストー

リーを英語で語ってもらうと，英語母語話者の幼児や児

竜は因果律を多用して場面をつなげていくが，「1本譜母

語話者の児童は時系列を多用し，順接の接続詞（and-then）

を使って場面を展開させていく（内山，1999)。Watanabe

(1998）は歴史の授業の談話を分析したところ日本の敦師

は時系列を多用するが，米国の教師は因果律を使って出

来事の原因を考えさせるという違いかあり，これを反映

するかのように漫画の説明作文では日本の子どもは主と

して時系列で説明し，最後に教訓を付け加えるが，米国

の子どもは事件の主題から語りはじめ，因果律を使って

場面展開を語り，結論を導くパターンが多いことを見い

だしている．武Uｌ（1998,2()01）は'1,学校の説|ﾘ1文教材

や教師の談話分析に基づき，適切な問いが出されないと

教材や教師のことばを批判的に捉える態度がしだいに失

われていき，大学生段階になると教材や教師のことばを

鵜呑みにしてしまうような態度ができあがってしまうの

ではないかと推測している。幼児期に母語からの言語入

力の影響を受けて形成されはじめた思考スタイルは，就

学により，批判的思考を抑制してしまうような教室のデ

ィスコースに曝されることによって強化されていくのか

もしれない．今後の課題は，子どもを取り巻くディスコ

ース構造のどの側面が理由づけシステムにおける推論形

式や領域知識に影響を与え，資源節約的思考スタイルを

つくりだすのか，さらに，これら３つの宣言的・手続き

的知識の関係はどのようなものかについて発達的に明ら

かにすることである。
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ｓｏｌｖｅｄｓａｍｅｔｙｐｅｓｏｆｐｒｏｂｌｅｍｓａｓｉｎＥxperimentlThesetaskswereembeddedinbothfamiliarandunfamiliar

contextsandparticipantsalsoexplainedtheirjudgmentsindetailinresponsetowh-questions・Theresults

wereasfollows:（１）Ｏｎｔｈｅｔａｓｋｓ,youngchildren，sabilitytomakeinferenceswascomparabletothatofthe

adults;（２）Even3-year-oldsmakebothdeductiveandinductiveinferences;（３）Children，sexplanationswere
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幼児を対象とした手の運動操作課題における復帰抑制

土 田宣明
(立命節大学文学部）

本研究では，反応抑制の基本的機能が形成される幼児を対象にして，幼児でも楽しめる実験課題を用

い，復帰抑制の現象を検討した。ここでいう復帰抑制とは場所弁別課題において，先行して刺激が提示

された側に続いて刺激が提示されたとき，反応潜時が長くなる現象を指す。次の２点を中心に検討を加

えた。１．意図的な手の運動操作課題で，幼児期においても復帰抑制の現象が確認できるのか否か。２．

復帰抑制が機能しているとしたならば，そこにどのような発達的変化がみられるのか。対象は保育園の

4歳児２０名と５歳児２４名の計４４名である。実験方法として，パソコンのデイスブレイに提示される刺

激に対応して，左右のスイッチを押し分ける課題を用い，刺激の提示から反応までの反応潜時を計測し

た。実験の結果，主として，１．意図的な手の運動操作課題で，４歳児の段階から復帰抑制の現象が確認

できたこと。２．その復帰抑制の現象は反応の困難度の影響をうけ，反応の困難度が増加するほど強く

機能することの２点が確認された。今回の結果は，行動調節機能の形成過程のかなり初期から，復帰抑

制の現象が機能していること示唆していること。さらに，自己調節系としての人間の発達にとって，潜

在的なプロセスの重要性を示唆しているものと思われた。

【キー・ワード】復帰抑制，幼児，抑制機能，行動調節

目的

本研究の目的は，幼児を対象にして，スイッチ押し課

題のような，手の運動操作（manualresponse）課題

(Bl-iand,Larrison,＆Sereno,2000）で，復帰抑制（in‐

hibitionofretum)の現象が確認できるかどうかを検討

することにある。

近年，複雑な反応，注意，思考を支えるものとして，

抑制機能の重要性が注目されつつある。代表的なものと

して，Barkley（1997）のモデルがあろう。この中で４つ

の「ことを進める」力に直接影響を与えるものとして，「行

動の抑制」が重要な機能を果たしているとされている。

４つの力とは，「過去の感覚的体験を一時的に,思い出して

組み合わせ行動や決断に活かす力｣，「心の中で自分に向

けた会話をする力｣，「気分を切り換えたり，やる気を起

して持続させる力｣，「一連の行動を分解し再び新しい行

動の系列を組み立てる力」（近藤，2000）の４つである。

そして，これらの「ことを進める力」の前提に行動抑制

の機能が強く影響しているとみなしている。ここでいう

行動抑制とは，衝動的な行動を抑えること。ことばをか

えれば，「問」を入れて，次の行動への待機を可能にする

ことである。このように，行動の抑制の問題は，様々な

機能に二次的に影響する重要な機能であるとみなされる

ようになった。

この行動の抑制に関しては，Luria（1961）の先駆的な

研究がある。この研究の中で，Luriaは有名なルリヤ・テ

クニックと呼ばれる実験課題を用いて，幼児を対象にし

て行動抑制が可能になる過程を明らかにした。刺激に対

して，特定の行動を開始する始動機能はあるが，それを

抑える抑制機能が充分働かない時期があること。そして，

5歳－５歳半の時期までには，例えば，ターゲットとなる

赤いランプが点灯したらゴム球を押し，緑のランプが点

灯したときにはゴム球を押さないという，反応抑制の基

本的な機能がほぼ形成されることを明らかにした。

このLuriaの先駆的な研究ののち，長いブランクを経

て，抑制機能の研究は，ネガティブ・プライミング効果

(Tipper，1985）や復帰抑制（Posner＆Cohen，1984）

の現象に，その研究の対象が移っていった。ネガティブ・

プライミング効果とは，先行して処理された‘情報が，続

く情報の処理を妨げる現象を指し，復帰抑制とは先行し

て処理された刺激に再び注意が戻らないように，先行す

る刺激への反応を抑える現象を指す。これらの現象は，

抑制機能の問題が様々な場面で潜在的に機能しているこ

とをうかがわせる，たいへん興味深い現象である。例え

ば，復帰抑制とは次のような現象である。左右に刺激が

提示されるような実験課題で，それに対応する形で左;右
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にスイッチがあるとする。そして，右に刺激が提示され

たら，右側のスイッチを，左側に提示されたら，左側の

スイッチを押すように指示される。このような実験場面

で，その反応潜時をみると，直前の刺激と同じ側を続け

て押さねばならないときは，反対側を押す場合に比べて，

反応潜時が長くなる現象である，

この現象は，一般に注意が元の（直前の）刺激に戻ら

ないように抑制機能が働いた結果，起こる現象とみなさ

れている（例えば，Abrams,＆Dobkin,1994)。復帰抑

制は，一度反応した刺激に過度に影響されることなく，

別の刺激への反応を準備する機能といいかえることがで

きる。一方，この復帰抑制の現象は，特定の刺激に対し

てスイッチを押す，押さないといった行為の始動と抑制

の切り換えにとっても，意味のある現象であると思われ

る。なぜなら，一度実行した行為が意図とは関係なく継

続してしまうような保続（perseveration）が生じれば，

当然行為の切り換えが困難になると考えられるからであ

る。もしこの推察が正しいならば，手の運動操作のレベ

ルで，単純な行動の始動と抑制の機能がほぼ形成される

幼児期においても，この復帰抑制の現象がみられるはず

である。

しかし，この問題を考える資料はいまのところ少ない

(例えば，Richards,20()();Ｈ()()d,1993)。資料が少ない理

由は，復帰抑制の現象を明らかにする実験課題そのもの

にあろう。復帰抑制の実験では，例えば左右に提示され

る刺激に対応して，スイッチを押し分けるといった単調

な実験を数十試行繰り返し，その平均反応時間を求めな

ければならない。幼児期では，実験課題そのものへの「飽

き」の問題もあり，実験室的実験課題の中で，この現象

を確認する作業が難しかったものと推察される。乳幼児

を対象にした，少数の研究例では，新生児から２歳頃ま

での乳幼児を対象にして．サッケード課題を用いて，復

帰抑制の現象を確認するに止まっている（例えば，Clohes‐

sy,Posner,Rothbart,＆Vecera,1991)。スイッチ押し

課題のように，刺激に合わせて，意図的に手を動かすと

いった，比較的粗大なﾉ又応レベルでの研究は少ない．

意図的な手の運動操作を対象にした，数少ない研究に

Vecera,Rothbart,＆Posner（1991）の研究がある。こ

の研究では，６カ月から１８カMの乳児を対象にして，左

右２つの位置に置かれたおもちやの選択行動をみた。そ

の結果，６カ月の乳児においては，おもちゃの選択行動で

交替反応（前に採った側とは逆の側のおもちゃを採る傾

向）がみられないこと。１８力川の乳児でこの交替反応が

みられるようになることを示しており，ある種の抑制機

能が働くようになったものと考えられている。しかし，

この実験では，新奇な刺激（場所）への好み（preference）

の要因が混入しており，いわゆる復帰抑制の効果のみと

は考えにくい。

そこで，本研究では，反応抑制の基本的機能が形成さ

れる幼児を対象にして，幼児でも楽しめる実験課題を用

い，復帰抑制の現象を検討したい。次の２点を中心に考

察を加える。１．意図的な手の運動操作課題で，幼児期に

おいても復帰抑制の現象が確認できるのか否か。２．復帰

抑制が機能しているとしたならば，そこにどのような発

達的変化がみられるのか。さらに，以上の過程で得られ

たデータを基に，人間の行動調節の機能について，考察

を加えるのが本研究の目的である。

実験１

目的

実験ｌの目的は，①手の運動操作課題で復帰抑制の現

象が確認できるかどうかを確認すること。②さらにそこ

に年齢差の要因が影響しているかどうかを検討すること

にある。

方法

対象保育園の５歳児クラスに在籍する園児２４名（男

子１４名，女子１０名，平均年齢５．６歳）と４歳児クラスに

在篇する園児２０名（男子６名，女子１４名，平均年齢4.6

歳）の計４４名を対象とした。

実験手続きTanaka＆Shimojo（1996）を参考にし

て，刺激の提示に合わせて，左右２箇所ある反応スイッ

チを押し分ける場所弁別課題を個別で行った。はじめに

注視点が視野の中心に提示され，その後注視点の左右（注

視点から視角として１０．７度の位置）に刺激かランダムに

提示された。注視点と被験者の間の距離は，約４０ｃｍで

あった。刺激は子どもに人気のある漫画キャラクターの

一つである「バイキンマン」を用いた。刺激の大きさは

縦横約３ｃｍである。

教示は以下のようなものである。「これから右か左にバ

イキンマンがでるよ。それをよくみて，バイキンマンが

出たら，出てきた側にあるミサイルのスイッチを一回叩

いて攻撃してね。バイキンマンをやっつけるために，な

るべく早く，正確に叩いてね｡」という指示を与えた。こ

ののち，練習課題を８試行行い，教示の瑚解を確認した。

刺激の左右への出現率は，それぞれ50％とした。実験

I|'は，左右の手をそれぞれのスイッチの上に軽く置くよ

うに指示した。刺激に対してスイッチが押され，ｌ試行が

終了したら，特定の間隔を置いて，次の試行が開始され

た。前反応から次の刺激の提示間隔時間（Reaction-stim‐

ulusinterval：以下ＲＳＩとする）は，５００，s，150()ｍｓ，

25()Ｏｍｓの３種類がランダムに使用された。この３種類の

提示間隔時間は，Tanaka＆Shimojo（1996）とＲどuter-

Lorenz,Ｊｈａ.＆Rosenqiust（1996）を参考にして，復

帰抑制の減衰過程が確認できるであろうと予想される時

間の範'''1内で，５()０，ｓからｌＯＯＯｍｓ単位で設定したもの

である。本実験はｌブロック１６試行で，２ブロック連続
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Figure１５歳ｊ目における場所弁別課題の平均反~応
潜時（エラーバーは標準誤差をボナノ

注.RSIは直前の反応から後続する刺激が提示されるまでの反

応刺激間隔時間を,ＲＥＡＣＴＩＯＮＴＩＭＥは刺激が提示され

てからスイッチを押すまでの反応潜時を示す｡また,ＳＡＭＥ

は直前の反応と同じ側を続けて反応したこと｡ＯＰＰＯＳＩＴＥ

は直前の反応とは逆側を続けて反応したことを示す

（Ｆｉｇｕｒｅ２－４も同様である)。
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して行った。ブロック間では５秒程度の間隔をあけ，ア

ンパンマンとバイキンマンのぬいぐるみを使って，被験

者の反応を誉め，スイッチ押し反応を強化した。２ブロッ

クをｌセッションとして，２セッション後に５分間の休憩

を入れた。休憩をはさんで，同様に２セッション行った

ので，計４セッション128試行行ったことになる。セッ

ション間ではぬいぐるみを使って，スイッチ押しがアン

パンマンの役に立っているという状況を設定し，被験者

の実験課題に対する飽きを抑えた。

刺激の提示はＣＲＴディスプレイ（akiaRTl45WX）

を用い，実験の制御は全てパソコン（PC9821nblO）で行

った。反応スイッチは城南電器製作の「丸型スイッチ（微

小入力対応：１００９)」を用いた。左右のスイッチの間隔は

約25ｃｍ，刺激と反応スイッチの間隔は約１５ｃｍであった。

刺激の提示から反応に至る反応潜時を従属変数とした。

なお，極端値の影響を避けるために，条件毎の反応潜時

の中央値をもって，各被験者の代表値とし，条件毎に全

被験者の平均反応潜時を求めた。誤反応数に関しては，

全条件を通じて総数が少なく，参考資料とした。

結果と考察

反応潜時を，直前の反応位置との関連で２種類に分け

て集計した。例えば直前では右側に刺激が提示され（し

たがって右側に反応し)，続く刺激では左側に刺激が提示

され（したがって左側に反応し）た場合を反対側（oppo‐

site）とし，逆に直前では右側に提示され，続いてもう一

度右側に提示された場合を同側（same）として，反応潜

時を集計した。さらに，RSIに関して500,s，1500,s，

2500,ｓに分けて集計した。なお，エラーがあった場合は，

そのエラーの試行と次の試行の反応潜時は除外した（以

下の条件においても同様である)。

５歳児の結果は，Figurelに示した。どのRSIでも，

直前の試行と同じ側への反応が逆側への反応に比べ遅く

なった。反応潜時の平均値は，同側500ｍｓ条件で６１７，ｓ

(ＳＥ＝30)，1500ｍｓ条件で637,ｓ（ＳＥ＝29)，2500ｍｓ

条件で606,ｓ（ＳＥ＝26)。同じく反対側では，500ｍs条

件で５３９，ｓ（ＳＥ＝25)，ｌ５００ｍｓ条件で536,ｓ（ＳＥ＝

26)，2500ｍｓ条件で534,ｓ（ＳＥ＝25）であった。４歳

児の結果は，Figure2に示した。４歳児でも，５歳児同様，

直前の試行と同じ側への反応が逆側への反応に比べ遅く

なった。反応潜時の平均値は，同側500ｍｓ条件で824,ｓ

(ＳＥ＝30)，ｌ５００ｍｓ条件で806,ｓ（ＳＥ＝30)，2500ｍｓ

条件で803,ｓ（ＳＥ＝32)。同じく反対側では，500ｍｓ条

件で640,ｓ（ＳＥ＝24)，1500ｍｓ条件で663,ｓ（ＳＥ＝

25)，2500ｍｓ条件で６９４，ｓ（ＳＥ＝28）であった。年齢

(4歳児・５歳児)×刺激の提示位置（同側・反対側)×RSI３

種類の３要因混合計画の分散分析を行ったところ，年齢

の要因（Ｆ(1,42)＝20.49,ｐ〈､01）と提示位置の要因（Ｆ

(1,42)＝192.34,〆,０１）に有意な主効果がみられた。ＲＳＩ
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Figure24歳児における場所弁別課題の平均反応
暦時（エラーバーば標準誤差を示すノ
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の要因には５％の有意水準を規準として，有意な主効果は

みられなかった（Ｆ(2,42)＝0.226,〃s）（以下，〃ｓと表記

した場合は，全て５％の有意水準を規準とした)。また，

年齢と提示位置の要因間に有意な交互作用がみられた（Ｆ

（1,42)＝13.79,β〈､01)。単純主効果を分析した結果，年

齢の要因は同側，反対側ともに１％水準で有意であり，

提示位置の要因は５歳児，４歳児ともに１％水準で有意で

あった。Figure１，２で示したように，４歳児と５歳児を

比較すると，４歳児でかえって同側と反対側の差が大きく

なったことがわかる。さらに，提示位置とRSlの要因間

に有意な交互作用がみられた（Ｆ(2,84)＝3.20,ｐ〈.05)。

単純主効果を分析した結果，提示位置の要因はどのＲＳＩ

においても１％水準で有意であったのに対して，RSIの

要因は，同側では有意な差がみられず，反対側で有意な

差がみられた。ＬＳＤ法による多重比較の結果，反対側の

500,ｓとｌ５００ｍｓで有意な差がみられず，ｌ５００ｍｓと

2500,ｓで有意な差がみられた（/Ｗ'＝1041.4,力〈.05)。

3要因間の交互作用については有意ではなかった（Ｆ(2,84）

＝2.70,〃s）

誤反応に関しては，数が少なかったので３つのRSI条

件をまとめて集計した。その結果，５歳児の同側条件で平

均５．９％（ＳＥ＝0.9)，反対側で平均0.5％（ＳＥ＝0.2)。４

歳児の同側で平均４．７％（ＳＥ＝1.1)，反対側で平均0.9％

(ＳＥ＝0.2）の出現率であった。いずれも同側での誤反応，

すなわち続けて同側を押さなければならない時に反対側

を押してしまう誤りが多かった。

以上の結果より，幼児を対象にした，手の運動操作課

題において，５歳児，４歳児ともに復帰抑制の現象が確認

できたといえる。復帰抑制という現象は，運動操作にお

いても，発達のかなり初期から機能している現象といえ

るのかもしれない。一方，５歳児と４歳児の結果を比較す

ると，４歳児のどのRSI条件間でも反対側と同側の反応

潜時の差が５歳児に比べ大きくなった。４歳児では全体的

な反応潜時が長くなる一方で，かえって復帰抑制が強く

機能した可能'性がある。この結果をどのように考えれば

いいのだろうか。

この年齢差には，刺激の提示に合わせてスイッチを押

し分ける反応の難しさ（以ド，便宜上「反応の困難度」

と略す）が影響したものと推察される。同じ課題を行っ

たにも関わらず，全体的な反応潜時の長さの違いが示す

ように，４歳児と５歳児とでは，反応の難しさに違いがみ

られた。刺激が右側に提示されたら，右側のスイッチを，

左側に提示されたら，左側のスイッチを押すという単純

な課題ではあったものの，４歳児では５歳児に比べ，刺激

の提示に合わせた反応の選択はより困難であったものと

推察される。この推察が正しいならば，処理資源を多く

用いて実行した反応ほど，その反応の影響が後続する刺

激の処理に影響しないようなメカニズムが働いた可能性

を指摘できる。実験２では，反応の困難度の要因を操作

することにより，この推察を検討してみたい。

また，反対側の反応潜時で，RSIが短いほど，反応潜

時が短くなる傾向があった。反対側とは，直前の試行で

押さなかった側を続く反応で押すものである。前の試行

との間隔が短いほど〆後続する反応潜時が短くなった。

このことは，４，５歳児の段階では，押してはいけない側

への反応の抑制が強く働いていなかったために，かえっ

て後続する試行で，反応を早めたのかもしれない。この

点についても実験２の中で再検討したい。

実験２

目的

実験２では，反応の困難度の要因を操作することで，

復帰抑制の現象にどのような変化がみられるのかを検討

する。反応の困難度を操作する方法として，刺激反応適

合性(stimulus-responsecompatibility）の概念を用い

た。刺激反応適合性を変えることにより，より反応しづ

らい条件を設定した。具体的には，例えば右側に刺激が

提示されたら，反対の左側のスイッチを押すというよう

に，提示される刺激位置と反応位置を逆転させることに

より，反応のしづらさを操作した。

方 法

対象実験ｌの被験者と同じである。ただし，実験ｌの

影響をなるべく避けるため，実験ｌの実施後，１週間以上

の問をあけて，実験２を行った。

実験手続き基本的に実験ｌと同じである，実験ｌと

異なる点は，指示した反応が，刺激が提示された側とは

逆の位置のスイッチを押すことだけである。例えば，右

側に刺激が提示されたら左側のスイッチを押し，左側に

提示されたら右側のスイッチを押すように指示した。ま

た提示される刺激には，人気漫画キャラクターである「ア

ンパンマン」を用い，被験者には次のように教示した。「今

度は右か左にアンバンマンがでるよ。アンパンマンは正

義の味方だから，ミサイルで攻撃しないように，右に出

たら左側を，左に出たら右側をなるべく早く正確に押し

て，アンパンマンを応援してね｣。教示ののち，実験１同

様，練習試行を８試行行い，教示の理解を確認した。刺

激の大きさ，提示位置も実験ｌと同じである。

ブロック間では，被験者の反応を誉めて強化し、セッ

ション間では，再度ぬいぐるみを使って，「アンパンマン

は正義の味方なので，アンパンマンが出てくる側は叩か

ないで，反対側を叩いて，助けてあげてね」というよう

に，反応の意味を繰り返し提示した。課題の'性質として，

実験ｌと異なり，刺激が出た側のスイッチを押さないよ

うにすることに力点がある課題となった。

結果と考察

結果をFigure3とFigure4に示した。全体的な反応潜時
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Figure35歳贈における場所弁別課題側激反.応不適
合ノの平均反,ｊＺ了潜時（エラーバーは標』進誤差
をポナノ

注．Figurelとは対称的に刺激反応適合'性が不適合,すなわち
刺激が提示された側とは逆側のスイッチを押さねばならな

かった時の反応潜時を示す。
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は実験ｌに比較すると全体的に２００，ｓ以上長くなってい

るので，反応の困難度が増したものと確認できた。そこ

で，実験ｌを適合条件，実験２を不適合条件として，Reuter-

Lorenzetal．（1996）の分析方法に基づき，反対側と同

側の反応潜時の差に関して，年齢（４歳児・５歳児)×刺

激反応適合‘性（適合・不適合)×ＲＳＩ（500,ｓ・ｌ５００ｍｓ・

2500,s）の３要因混合計画の分散分析を行った。実験２

の主目的である刺激反応適合性の要因を中心にして，結

果を述べる。

まず，刺激反応適合性の要因に関して主効果がみられ

た（Ｆ(1,42)＝5.25,ｐ〈､05)･刺激反応適合性を変化させ，

反応の困難度をあげることにより，全体的に反対側と同

側の反応潜時の差が広がった。すなわち，実験ｌの結果

に比べより強い復帰抑制がみられた。実験ｌで推察した

ように，復帰抑制は反応の困難度の影響を受けること。

そして，反応の困難度が上昇したことにより，その影響

を後の刺激の処理に影響させないようなメカニズムが強

く働いたものと推察される。

さらに，刺激反応適合,性とRSIの要因間に有意な交互

作用がみられた（Ｆ(2,84)＝5.40,ｐ〈､01)。そこで条件毎

に単純主効果の分析を行ったところ，RSlが500ｍｓ条件

の時のみ，適合と不適合条件間に１％水準で有意な差が

みられた。ｌ５００ｍｓ条件，2500ｍｓ条件では有意差はみら

れなかった。また適合条件では３つのＲＳＩ間に５％水準

で有意な差がみられ，不適合条件でも１％水準で３つの

RSl間に有意な差がみられた。このことより，確かに不

適合条件では全体的に反対側と同側問の反応潜時の差は

長くなるが，その影響は直前の刺激への反応から５００，ｓ

程度までの短い問が特に大きい可能性を指摘できる。

その他，刺激反応適合‘性と年齢の要因の交互作用（Ｆ(１，

４２)＝1.60,〃s)，ならびに刺激反応適合性と年齢とRSIの

３要因間の交互作用（Ｆ(2,84)＝1.10,〃s）はいずれも有

意ではなかった。また，誤反応に関しては，実験ｌ同様，

数が少なかったので３つのRSI条件をまとめて集計した。

その結果，５歳児の同側条件で平均3.1％（ＳＥ＝0.6)，反

対側で平均1.8％（ＳＥ＝0.5)。４歳児の同側で平均4.1％

(ＳＥ＝0.6)，反対側で平均1.9％（ＳＥ＝0.4）の出現率で

あった。いずれも実験ｌ同様，同側での誤反応，すなわ

ち続けて同側を押さなければならない時に反対側を押し

てしまう誤りが多かった。

また，４歳児の反対側の反応潜時で，特徴的な反応傾向

がみられた。それは，４歳児の反対側ではRSIが短いほ

ど，反応潜時が短くなる傾向である。５歳児ではこのよう

な傾向はみられなかった。ここでいう反対側とは，直前

の試行で刺激が提示されたにも関わらず押さなかった側，

すなわち反応を抑制した側を，続く試行で押すものであ

る。４歳児で，この間隔が短いほど，後続する反応潜時が

短くなった。さらに実験ｌの場合よりもより顕著な傾向
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が見られたということは，直前の刺激での１文応の抑制が

5歳児に比べ強く機能しておらず，その結果として，後続

する反応を早めたものと,思われる。これは抑制機能が強

く働いて，後続する反応に影響するネガティブ・ブライ

ミング効果が，５歳児に比べ４歳児では小さかったことを

推測させる。４歳児では，反応しない側という意味で，無

関連な刺激への抑制機能が強く機能しておらず，かえっ

て直後の反応を促進させたのではなかろうか。いずれに

しろ，今回の実験課題からは推測の域を出ず，今後の課

題となった。

総合考察

今回の実験の結果をまとめ，人間の行動調節の観点か

ら考察を加えたい。まず，今回の実験結果からは，主と

して次の点が明らかになった。ｑ)手の意図的な運動操作

課題で，４歳児の段階から復帰抑制の現象が確認できたこ

と。②!その復帰抑制の現象は反応の困難度の影響をうけ，

反応の困難度が増加するほど強く機能することの２点で

あった。ことばをかえれば，復帰抑制の現象は，行動調

節機能の形成過程のかなり初期から機能している現象で

あること。さらに，それは自己調節系としての人間（守

屋，1982）の行動調節にとって，潜在的なプロセスの重

要'性を示唆する点である。それぞれについて少し詳しく

考察してみたい。

1．行動調節機能の形成

Luria（1961）の研究が示すように，一般的に４歳児の

段階は赤いランプが点灯したらスイッチを押し，緑のラ

ンプが点灯したらスイッチを押さないといった，行動の

抑制がまだ不安定な時期でもある。言語的な補助がある

場合は行動の抑制は可能だが，その補助がない場合，緑

のランプに対してもスイッチを押しやすい。復帰抑制の

現象は，このような時期にも関わらず観察された。これ

はどのようなことを意味するのであろうか。

今回の実験課題は，左右に提示される刺激の提示に合

わせて，どちらかのスイッチを押すという単純なもので

あった。いうなれば，どのような刺激に対してもスイッ

チを押すことが要求されるＧｏ／Ｇｏ課題であった“今回

の実験結果からは，このような課題で，まず直前の刺激

に対する反応の影響が後続する反応の処理に影響しない

ようなメカニズムが働いていたことを意味する。

さらに，４歳児と５歳児を比較すると，年齢が低いほど，

同側への反応の遅れが顕著になった。すなわち，５歳児に

比べ４歳児で，直前の刺激に対する反応の影響を過剰に

抑える傾向があることを意味している。このことから，

復帰抑制が発達過程における過渡的な反応を示している

可能性がある。しかし，この現象が一般に成人段階でも

確認できること（Tsuchida,inpress)。さらに，実験２

で示したように，４歳児，５歳児を問わず，反応の困難度

の影響を受けた現象であることから，発達の一時期に過

剰にみられる反応というよりは，反応の困難度の影響を

受けて，見かけ上，低年齢で強く機能したものと推測さ

れる。

いずれにしろ，今回のような場所弁別課題では，発達

の初期から直前の刺激への反応を抑えるようなメカニズ

ムが機能していたこと。そして，このような基盤の上に，

任意の刺激に対して押す（Ｇｏ)，あるいは押さない（No-

go）といった，真の意味での反応の抑制が可能になるも

のと,思われた。

Tipper（1990）は，注意における抑制プロセスを説明

する中で，抑制には２つのタイプがある可能'性を示唆し

ている。一つは反応の対象がもとの刺激に戻ることを防

ぐ抑制であり，もう一つは反応が無関連な刺激に向くこ

とを防ぐ抑制である。今回の実験結果から，①４歳児，

5歳児ともに復帰抑制が確認されたこと。②しかし，４歳

児はLuria（1961）の実験結果から，無関連な刺激への抑

制機能が充分機能していない時期であると推測されるこ

と。さらに，⑧‘今回のデータからも４歳児ではネガティ

ブ・プライミング効果に代表される，無関連な刺激への

抑制機能が５歳児に比べ強くは機能していないと推測さ

れたこと。この３点から，反応の対象が元の刺激に戻る

ことを防ぐような機能がまず形成され，その後，反応の

対象が無関連な刺激に向くことを抑える機能が形成され

る可能性を示唆したものとなった。

2．自己調節系として

さらに復帰抑制の機能は自動的に，状況に即して機能

する叫能性がある。今回の実験結果は，反応の困難度に

即して，復帰抑制の強さが変化する可能性を示唆するも

のであった。５歳児に比べ４歳児で，刺激反応適合条件に

比べ不適合条件で，より強い復帰抑制が観察された。反

応の困難度が増加し，その処理により多くの心的資源を

使わねばならない状況で，その処理が後の状況に影響し

ないように，より強い復帰抑制が働いた。さらに，この

過程は自動的なプロセスであると思われた。被験者が状

況に合わせて，意図的に反応潜時を変えていた可能性は

低い。いうなれば，自動的に状況に合わせて機能するプ

ロセスであるといえる。

守屋（1982）は，「自己調節が可能な状態とは，認識や

行動などを開始したり，停止したり，転換したりするこ

とが自分の意志のままに自由に行える状態のことを指す」

と述べている。これに即して考えるならば，今回の実験

結果は，自己調節が可能になる背景に，言語を媒介とし

た意図的な行動調節のプロセスばかりでなく，自動化さ

れた潜在的なプロセスがある可能性を示唆するものであ

った。復帰抑制の現象を重ねて考えるならば，Luriaの理

論で明らかになっていない部分が示唆される。すなわち，

復帰抑制のような，被験者の側では意図しない，自動的
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なプロセスとの関わりである。言語を媒介とする，たい

へん高次な行動調節の過程と併行して，プリミティブで

はあるが〆発達の初期から機能しているプロセスがある

こと。この２つが機能してはじめて人間の自己調節系の

意味が明らかになるように思われる。

以上の考察に関しては，まだ推測の域を出ない部分も

多い。さらなるデータの積み重ねと考察が必要であろう。

特に，ネガティブ・プライミング効果といわれているよ

うな現象と復帰抑制の関連を同一の実験課題の中で検討

し，その関連性を示すことが必要であろう。また，機能

の形成途上である乳幼児期，児童期のような発達の前半

期ばかりでなく，機能の衰退が予想される，老年期から

のデータの積み重ねも有効であると思われる。
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自由遊び場面における幼児の攻撃行動の観察研究

攻撃のタイプと1性・仲間グループ内地位との関連

畠山美穂
(広島大学教育学研究科）

山崎晃
(広島大学教育学研究科）

本研究の主な目的は，以下の２点について検討することにある。第１に，攻撃する側が攻撃を行うに

至った原因（相手の行為や攻撃する側の意図）を文脈にそってタイプ別に分類する。第２に攻撃行動の

タイプと，性別，仲間内地位および，攻撃加害者の人数について明らかにする。本研究では，幼稚園年

長児３４名（男児１６名・女児１８名）の自然発生的に生起する攻撃行動を1年間観察した。１年間に

１６０の攻撃事例が観察され，観察された幼児の攻撃行動は，直接的一道具的攻撃と直接的一脅し攻撃

および，関係性攻撃の３つのタイプに分類された。２つの直接的攻撃は女児に比べて男児に，関係性攻

撃は男児に比べて女児に多く観察された。さらに，関係性攻撃は，核児が他の地位の子どもと比較して

最も多く行っていた。また，孤立児が関係性攻撃の被害を最も多く受けていた。

【キー・ワード】攻撃行動，性別，グループ内地位，幼児，自然観察

問題

攻撃行動は，子どもの社会的発達に重要な影響を及ぼ

すと言われている（Parke＆Slaby,1983)。先行研究に

よると，攻撃行動は仲間から拒否される主要な行動要因

であり（Ｃｏｉｅ＆Kupersmidt,1983:Dodge,Coie,Pet‐

tit,＆Price,1990)，攻撃的な子どもは協調的な仲間関係

を形成・維持できず，ひいては非行や犯罪といった問題

を抱えやすいこと（Coie,Dodge,＆Kupersmidt,1990)，

また，仲間から攻撃される子どもは，後に深刻な適応困

難を招く恐れがあることが報告されている（Perry,Kusel,＆

Perry,1988;Crick,Casas,＆Hyon-ChinKu，1999)。

このことから，攻撃行動は子どもの社会的問題や精神的

健康問題などの望ましくない事態と関連すると考えられ

る。

ところで，攻撃行動といっても用いられる状況や方法

は様々であることから，これまでの研究では攻撃行動を

いくつかのタイプに分類してきた（Crick＆Grotpeter，

1995)。相手を直接的に，叩く，蹴る，言語的に脅かす等，

あからさまな方法で相手を傷つける攻撃は直接的（Overt）

攻撃と呼ばれる（Crick＆Grotpeter,1995)。また，直

接的攻撃は道具的攻撃と脅しに分類され，前者は物やテ

リトリーを獲得する目的で，後者は仲間を支配したり威

圧したりする目的で用いられるものと定義されるMcNeilly-

Choque,Hart,Robinson,Nelson,＆Olsen,1996;Price

＆Dodge,1989)。それに対して，「自分の遊びグループ

から仲間を排斥する｣，「仲間がその子どもを嫌うように

噂を流す」（Crick＆Grotpeter,1995）といった行動で

仲間関係にダメージを与える，または仲間関係を絶つこ

とで相手を傷つける攻撃は関係性(relational)攻撃と定義

され(Crick＆Grotpeter,1995)，間接的攻撃Lagerspetz，

Bjorkqvist,＆Peltonen,1988）と呼ばれることもある。

攻撃のタイプと仲間関係との関連について検討した研

究は，攻撃する側と攻撃される側の研究に大別される。

攻撃する側に関する先行研究においては，一般に，直接

的攻撃（Crick＆Grotpeter,1995;Hymel＆Rubin,1985）

や関係性攻撃（Crick＆Grotpeter,1995）を行う児童は

仲間に拒否されやすいことが示されている。しかし，直

接的攻撃の中でも脅し攻撃は仲間に受容される場合があ

り（Price＆Dodge,1989)，攻撃行動のタイプによって

仲間からの評価が異なることが示唆される。

一方，攻撃される側の研究においても，直接的攻撃や

関係性攻撃の被害を受けた児童は，被害を受けていない

児童に比べ，仲間から拒否されたり，学校適応に問題を

抱えることが多く，抑鯵，不安，孤独感といった内的な

問題も持ちやすいこと（Boulton＆Smith,1994;Crick

＆Grotpeter,1996など）が示されている。

以上の結果から，児童期の子どもの攻撃行動について，

行われた文脈や方法により，３つのタイプに分類される

こと，攻撃する側もされる側も仲間に受け入れられにく

いが，攻撃のタイプによっては仲間からの評価が異なる

ことが示唆される。しかし，先行研究には子どもの仲間

関係と攻撃行動との関連を理解するうえで，以下の２つ

の問題点が指摘できる。

第１に，従来の攻撃行動に関する研究は，一貫して男

児の攻撃性の高さを指摘し（東・小倉，1982)，主に，児

童期以上の男児を対象として行われてきたため（Dodge

＆Coie,1987;Lesser,1959)，幼児期の子どもを対象とし

た研究は極めて少ないことである。幼児期は，第一反抗

期に伴う攻撃による自己主張が多くみられる時期である
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と同時に，攻撃行動を不適切な方略として学習したり，

反対に報酬により強化されたりする時期である（Patter‐

so､,1979）ことから，幼児期の攻撃行動を検討する必要

がある。また，児童期において，攻撃性の高さに性差は

みられず，相手をたたく，蹴るなどの直接的攻撃は男児

に，仲間関係にダメージを与えるなどの関係性攻撃は女

児に多くみられるという報告がある（Crick＆Grotpeter，

1995)。このことから，幼児期の攻撃行動も，児童期と同

様の攻撃行動のタイプに分類できるのか，またそれが性

差や仲間内地位などとどのように関連するのかについて

詳しく検討する必要がある。

第２に，先行研究の多くは，攻撃する側（Ｃｏｉｅｅｔａ1.,

1990）と攻撃される側（Perryeta1.,1988;Ｃｒｉｃｋｅｔａ1.,

1999）がそれぞれ別の研究で論じられてきたことである。

そのため，攻撃する側とされる側とが切り離して考えら

れ，攻撃する側もされる側も仲間内地位の低い子ども（拒

否児・孤立児など）であるという結果が示されてきた。

これらの結果は，攻撃行動は仲間内地位の低い者同士が

行っていると解釈できる。しかし，実際の子どもにみら

れる攻撃行動は，仲間内地位の低い者同士が行っている

とは限らないことを示唆する研究もある。

Farver（1996）は，実際の幼児の攻撃行動を観察し，

仲間内でリーダー的な地位をもつ幼児（核児）が，直接

的攻撃を行う頻度が高いことを示した。つまり，仲間内

地位の高い子どもも攻撃行動を行う場合があることが示

唆される。しかし，この研究では，攻撃される側は対象

とされておらず，どのような地位の子どもが攻撃の対象

となっているかについては明らかにされていない。さら

に，２つの直接的攻撃をまとめて攻撃と定義したために，

攻撃のタイプと仲間内地位との関連については明らかに

されていない。直接的一脅し攻撃は，仲間受容との相関

が高く，直接的一道具的攻撃は仲間受容との有意な相関

がみられないことから（Price＆Dodge,1989)，Farver

(1996）の研究で直接的攻撃が仲間内地位の高い，核児の

地位を持つ幼児に多くみられたのは，脅し攻撃の結果が

強く反映した可能性があると考えられる。このことから，

直接的一道具的攻撃は仲間内地位と関連しないのに対し，

直接的一脅し攻撃は仲間内地位の高い子どもが行うので

はないかと予測される。また，関係性攻撃は，仲間関係

を巧みに利用して間接的に相手を傷つける攻撃であるこ

とから，関係'性攻撃を実行するには複数の仲間が必要で

あると考えられる。そのため，拒否児や孤立児のような

仲間内地位の低い子どもが，これらの攻撃を実行するの

は非常に困難であると考えられる。このことから，関係

性攻撃は仲間内地位の高い子どもが行うと予測される。

さらに，関係性攻撃を受ける子どもは，攻撃されること

で仲間との関係を断たれることから，・孤立した状態にな

っていると考えられる。

加えて，これまでの研究は，攻撃行動を１対１で行わ

れるものと想定し（Farver,1996；詞・広田，1996)，攻

撃行動と人数との関連について検討されてこなかった。

しかし，関係性攻撃のように，攻撃に関わる者が複数存

在すると予想されるものもある。攻撃する側の人数が複

数になることで，被害者の心理的負担は増大すると考え

られることから，攻撃行動の被害者への影響を考えるう

えでも，攻撃行動と人数との関連について検討すること

は重要である。

これらの点を明らかにするためには，攻撃する側とさ

れる側の関係を明確にし，「誰が（どの地位・性)」「誰に

(どの地位・‘性)」「どのような攻撃」を行ったのかについ

て検討する必要がある。そこで，本研究では，幼児のＲ

常場面で生じる攻撃行動を観察し，以下の２点について

検討することを目的とする。①攻撃する側が攻撃を行う

に至った原因（相手の行為や攻撃する側の意図）を文脈

にそってタイプ別に分類する。②攻撃行動のタイプと，

攻撃する側および攻撃される側の'性別や仲間内地位およ

び人数を明らかにする。

そこで，本研究では，以下のような予測をたてた。

（１）直接的攻撃は男児に，関係'性攻撃は女児に多くみ

られるだろう。

（２）直接的攻撃の中でも直接的一脅し攻撃は，仲間内

地位の高い男児（核男児）に最も多くみられるだ

ろう。一方，直接的一道具的攻撃は，仲間内地位

と関連しないだろう。

（３）関係性攻撃は，核の地位をもつ女児（核女児）に

最も多くみられるだろう。また，関係'性攻撃の被

害は，孤立の地位をもつ女児（孤立女児）に最も

多くみられるだろう。

（４）直接的一道具的攻撃は，個人から個人に行われる

割合が高いだろう。また，直接的一脅し攻撃と，

関係’性攻撃は集団から個人に行われる割合が高い

だろう。

方 法

１．観察対象児Ｈ市内の幼稚園年長組に所属する幼児

３４名（男児１６名・女児１８名)。観察したクラスの担任

教諭は保育経験７年の男性教諭であった。

２．観察期間１９９８年４月～１９９９年３月までの１年間，

原則として週３～４日の割合で，登園時から約２時間，

屋内・外での幼児の活動を観察した。観察時間は対象児

１人当たり平均１５．２時間（レンジ１３．２～１７．１時間，

ＳＤ＝1.25）であった。

３．観察方法観察者１名で，攻撃行動が起こる前後の

文脈や具体的な攻撃方法，攻撃する側および攻撃される

側の名前などを，フィールドノートに記入した。攻撃行

動は頻繁に起こる事例ではないので（Farver,1996)，観
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察標的児１名を一定時間（約１５～２０分）観察し続け，

攻撃行動が生じるまで待つイベントサンプリング法を採

用した。攻撃事例は，先行研究をもとに，意図的にたた

く，突く，無視する，嫌がらせをする，悪口を言う，か

らかう，ののしる等の行為がみられたときに記録した（Coie，

Dodge,Terry,＆Wright,1991:Farver,1996)。また，

複数で行われた攻撃行動については，関わった全ての子

どもにつきｌ事例とした（例；３人が１人の子どもに対

して“たたく・ののしる,,などの直接的な攻撃を行った

場合３事例とした)。事例の終了は，①当事者である子ど

もの一方がその場を離れた場合，②教師の介入によって

解決された場合，③和解したとみなされる信号（一方が

相手に対して謝罪する等）が出された場合とした。フィ

ールドノートには，以下の６つのポイントに沿って記録

した：①攻撃が起こった文脈，②用いられた攻撃の方法，

③攻撃される側の反応，④周囲にいた仲間の氏名とその

様子，⑤教師の反応，⑥その後の行動。

記録された事例は，意図的な攻撃か否かを観察者と１

名の心理学専攻の大学院生が協議し，意図的でないと思

われる事例については除外した。そして，先行研究（Crick＆

Grotpeter,1995）をもとに攻撃行動に至った文脈（攻撃

初発者の攻撃行動のきっかけとなった仲間の行為や攻撃

する側の意図）から攻撃行動を直接的一道具的攻撃，直

接的一脅し攻撃，関係性攻撃の３タイプに分類した。攻

撃行動のタイプの分類は，全ての事例について観察者と

１名の大学院生の２名の評定者が独立に評定した。攻撃

事例全体の約２０％について一致率を算出したところ，一

致率は８１．８％であり，不一致個所は２名で協議した上で

決定した。

Price＆Dodge（1989）は，物やテリトリー，特権を

得る目的で用いた攻撃を直接的一道具的攻撃，仲間を支

配する目的で用いた攻撃を直接的一脅し攻撃と分類して

いる。本研究においてもPrice＆Dodge（1989）を参考

に，直接的な攻撃を道具的に用いたものを，直接的一道

具的攻撃と定義した。具体的な文脈は「意見の食い違い

がある場合｣，「相手がルール違反をした場合｣，「物や場

所を獲得しようとした場合」などであった。また，攻撃

対象児を支配する目的で身体的・言語的攻撃を用いたも

のが，直接的一脅し攻撃であり，具体的な文脈は，「攻撃

する幼児（ここでは，特定の年少児）を見つけた場合」

であった。

また，関係性攻撃は，Crick＆Grotpeter（1995）の

定義を参考に，相手の仲間関係にダメージを与えるため，

間接的な方法などを用いて行われた攻撃とした。本研究

で観察された関係性攻撃は，主として「攻撃される幼児

が相互交渉を求めてきた場合」に生起し，方法は仲間同

士で悪口を言う，遊びや仲間に入ることを間接的な方法

を用いて（無視，噂話をするなど）拒否するなどであっ

た。

４．仲間関係の教師評価観察期間の中間（１９９８年１０

月）に，子ども同士の仲間関係について担任教諭１名に

以下の２つの事柄を依頼した。

①教師による仲間内肯定的指名：担当クラスの１人１

人の幼児について，仲が良いと思われる子どもを３人ま

で挙げるよう求めた。②仲間グループ（以下グループ）

分類：幼稚園でよく遊んでいる仲間同士をいくつかのグ

ループに分類するよう求めた。教師によって分類された

グループは，結果的に男児・女児の混合グループはなく

男児が３グループ，女児が２グループであった。

また，先行研究において，子どもの仲間関係の評価に

は子ども自身によるソシオメトリック法が用いられてき

た。しかし，倫理的な問題により保育現場での実施が困

難なことから，本研究では教師評定により評価を行った。

グループ内地位の算出：教師による仲間内肯定的指名

をもとに，相互的な指名（３名の指名の中にお互いの指

名がある）と，どちらかが指名（３名の指名中に片方だ

けが指名している）の数から，以下の４つの地位群に分

類する。

核児（Nuclear）；以下の①②のいずれかの基準を満た

す子ども

①仲間グループ内で相互関係を３つ以上持つ子ども

②仲間グループ内で相互関係を２つ，かつどちらかが

指名した関係を２つ以上待つ子ども

第２児（Secondary）；以下の①②のいずれかの基準を

満たす子ども

①仲間グループ内で相互関係を２つ，もしくは，どち

らかが指名した関係を２つ以上待つ子ども

②仲間グループ内で相互関係を１つ，かつどちらかが

指名した関係を１つ以上もつ子ども

周辺児（Peripheral）；以下の①②のいずれかの基準を

満たす子ども

①仲間グループ内で少なくとも１つのどちらかが指名

した関係を持つ子ども

②仲間グループ以外で相互的な関係を持つ子ども

孤立児（Isolated）；仲間グループ内・外で相互的な関

係がない子ども

結 果

攻撃のタイプ分類

観察された攻撃行動を用いられた文脈と方法により，

直接的一道具的攻撃，直接的一脅し攻撃，関係性攻撃の

３つに分類した。分類の定義と内容をＴａｂｌｅｌに示す。

1．攻撃する側の分析

①性差Ｔａｂｌｅｌは，攻撃総数ならびに攻撃分類カテ

ゴリーとその攻撃頻度および，１時間あたりの攻撃総数
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Tablel功撃分類とその頻度および；攻撃瀞数と各攻撃カテゴjノーにおける攻撃数の平均

α時間あたりノおよびＳＤ

自由遊び場面における幼児の攻撃行動の観察研究

性別事例数平均値ＳＤ定義・内容（文脈）カテゴリー

Table２男女別グループ1内地位における１時閉あたりのZt愛総数および各攻撃カテゴダー

の攻撃数

①直接的一道具的攻撃欲しい物を手に入れるため，また，自己主張する
場合に，身体的・言語的攻撃が用いられた場合
（文脈：①意見の食い違いが生じた場合②物や

場所を獲得する場合）

②直接的一脅し攻撃仲間を支配したり威圧したりするため，身体的・
言語的攻撃が用いられた場合（文脈：ターゲット

児を見つけたとき等）

③関係性攻撃相手との関係を絶つため,間接的な方法(無視等）
を用いて相手を傷つけた場合（文脈；ターゲット

児が仲間入りをしてきた時や,近くにきたとき等）

児
児
数
児
児
数
児
児
数

男
女
総
男
女
総
男
女
総

０．２６０．３２

０．０５０．０６

、
略
説
ｕ
０
ｕ
９
盟
田

０．０５０．０７

０．０００．００

０．０８０．０８

０．１５０．１２

jＶ攻撃総数直接的一道具的攻撃直接的一脅し攻撃
（SD）（SD）（ＳＤ）

児
児
計

男
女
合

0．３６０．３６

０．２００．１５

蛇
鎚
卸

と各攻撃カテゴリーの攻撃数および標準偏差を男女別に

示したものである。観察された攻撃総数と各攻撃カテゴ

リーの攻撃数について，観察された子どもそれぞれの攻

撃回数を観察時間で割り，１時間当たりの攻撃数を算出

した。攻撃総数および各攻撃カテゴリーの攻撃数におけ

る性差を検討するため，W19ﾉcﾉj法を含む／検定を行った。

その結果，1時間あたりの攻撃総数に有意な差はなかっ

たが，直接的一道具的攻撃および直接的一脅し攻撃は，

男児が女児よりも多く（/=2.57,〃=15.95,ｐ〈､０５:/=2.47,

〃=15.00,'〈､05)，関係性攻撃は女児が男児よりも多か

った（/＝2.57,〃=15.95,ｐ〈.05)。

②グループ内地位差の男女別分析教師が評定した肯

定的指名得点より，分類されたグループ内地位毎の人数

は，核児が１０名（男児７，女児３），第２児が１３名（6,

7)，周辺児が７名（2,5)，孤立児が４名（１，３）であった。

各地位群の攻撃総数および各攻撃カテゴリーをＴａｂｌｅ２

に示す。仲間グループごとの人数と地位関係を以下に示

す。

女児グループ；グループ１（６名：核児３名，第２児

２名，周辺児１名)，グループ２（６名：第２児５名，周

男児グループ；グループ３（５名：核児３名，第２児

２名)，グループ４（５名：核児２名，第２児２名，周辺

児１名)，グループ５（５名：核児２名，第２児２名，周

辺児１名）

グループ外女児（６名：周辺児３名，孤立児３名）

グループ外男児（１名：孤立児１名：欠席が多く仲間

との相互作用が極めて少ない）

ただし，ここで算出された対象児の地位は，個々のグ

ループ内での地位を示すものであり，必ずしもクラス全

体における地位を反映しているとは言えない。しかし，

グループ内での地位がクラス内で逆転することはなく（グ

ループ内で核児である幼児が，クラス内で孤立児になる

ようなことはない)，グループ内地位はクラス全体におい

ても，ある程度普遍的なものであると考えられる。その

ため，以下の分析では，グループ内だけの相互作用だけ

ではなく，グループ外の構成員との相互作用についても

分析し，地位との関連を検討した。

攻撃行動の３タイプに‘性差がみられたため，以下の分

析は男女別に行った。男児は脅し攻撃と道具的攻撃の２

0.25(0.17）

0.32(0.50）

0.20(0.09）

0.08(0.07）

0.02(0.03）

0.09(0.07）

0.00(0.00）

0.05(０．１０）

0.07(0.06）

0.00(0.00）

0.00(0.00）

0.00(0.00）

0.00(0.00）

0.00(0.00）

関係性攻撃

（ＳＤ）

辺児１名）

男児グループ；グループ３（５名：核児３名，

0.34(0.14）

0.49(0.54）

0.20(0.09）

0.40(0.04）

0.18(0.10）

0.21(0.17）

0.04(0.08）

0.04(0.05）

０．１０(0.03）

0.00(0.00）

0.32(0.04）

０．１５(0.11）

０．１２(0.10）

0.04(0.08）

７
６
２
３

男児（核児）

男児（第２児）

男児（周辺児）

女児（核児）

女児（第２児）

女児（周辺児）

女児（孤立児）

５
３
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Table３亥r撃披害数および;Ｉ畔間あたりの攻撃綾害数

と各功撃カテゴリーの攻撃綾害数

析の対象とした（残りの３２事例は攻撃される側が他年齢

クラスであった)。その際，直接的一脅し攻撃による被害

の事例数が少なかったため，直接的一道具的攻撃と合計

し直接的攻撃とした。

①性差観察された攻撃被害総数および各攻撃カテゴ

リーの攻撃被害数について，攻撃事例同様，観察された

子どもそれぞれの攻撃被害回数を観察時間で割り，１時

間あたりの攻撃被害数を算出した。攻撃による被害の数

の性差を検討するため，Ｗ､肋法を含む／検定を行った

(Table3)。その結果，直接的攻撃においてのみ有意な性

差がみられ，直接的攻撃被害は男児が女児よりも多かっ

た（/＝4.07,〃=20.29,ｐ〈.001)。

②グループ内地位差の男女別分析Ｔａｂｌｅ４は各攻撃

カテゴリーの攻撃被害頻度を男女別にグループ内地位毎

に示したものである。攻撃被害においても男女差がみら

れたため，２つのタイプの攻撃被害数がそれぞれのグル

ープ内地位で異なるのかについて男女別に検討した。攻

撃被害の反応頻度の正規性および分散の等質'性が保証さ

れていないため，クラスカル・ウォリスの検定により地

位差を検定した。また，群問の多重比較には，マン・ホ

イットニーのＵ検定を用いた。地位と関係性攻撃の被害

を検討した結果，女児において有意差がみられたため（x2＝

8.40,〃=3,ｐ〈､05)，多重比較を行ったところ，孤立児が

第２児よりも多かった（Ｕ＝3.5,’〈､０５)。一方，男児に

0.02(0.03）

0.00(0.00）

0.00(0.00）

0.86(1.42）

性別Ⅳ事例数平均値ＳＤ

０．１８(0.14）

0.02(0.03）

0.02(0.05）

0.86(1.42）

直接的攻撃による被害蕊

関係性攻撃による被害窯

６
８
６
８

１
１
１
１

弱
巧
７
鞭

0．２３

０．０４

０．０２

０．１５

０．１７

０．０７

０．０９

０．５９

０
０
妬

男児１６

女児１８

6６

６２

0．２５０．２０

０．１９０．５８
攻撃総数

１

つの直接的攻撃，女児は関係'性攻撃について，４つのグ

ループ内地位を独立変数とする分散分析を行った。ただ

し，男児は孤立の地位に属する子どもが１名であり，等

分散性が保証できないため，孤立の地位を除く３つのグ

ループ内地位を独立変数とする分散分析を行った。その

結果，女児の関係’性攻撃において有意な地位差がみられ

(Ｆ(3,14)＝4.42,ｐ〈.05),ＬＳＤ法を用いた多重比較の結

果，核児が第２児，周辺児，孤立児と比較して多くの関

係性攻撃を行っていた。また，男児において地位群によ

る有意な差はみられなかった。

2．攻撃される側の分析

160の攻撃事例の中から，攻撃の被害にあった子ども

の被害数について分析を行った。１６０の攻撃事例中，同

じクラスの子どもが攻撃される側となった１２８事例を分

Table４男女別グループ1内地位における攻撃綴筈総数および各及撃カテゴダー披害数

５

Ｎ攻議害 平均値
直接的

攻撃被害 ：噌墨雛亨平均値平均値

注．（）内はＳＤ。

男児（核児）

男児（第２児）

男児（周辺児）

その他

女児（核児）

女児（第２児）

女児（周辺児）

女児（孤立児）

その他（他年齢クラ

スの子ども）

0.20(0.07）

0.31(0.28）

0.37(0.23）

0.20(0.07）

0.25(0.22）

0.37(0.23）

０．００(0.00）

0.06(0.15）

0.00(0.00）

弘
塑
廻
喝
皿
６
２
妬

”
理
廻
肥
⑬
６
２
０
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（
ｂ
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②直接的一脅し攻撃

事例数（％）

③関係性攻撃

事例数（％）

０．１６(0.12）

0.02(0.03）

0.02(0.05）

0.00(0.00）

３
７
５
３

①直接的一道具的攻撃

事例数（％）

６

1４．８

０．０

０．０

８５．２

6１合計８７ 1２

Table５攻撃行動の祖互佑用の性別による分析

児
児
児
児

男
女
男
女

児
児
児
児

男
男
女
女

９
０
０
２５

２
０
０
０

勺
１6７．８

１３．８

１１．５

６．９

９
２
０
６

５
１
１

100.0

０．０

０．０

０．０
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Table6功撃行動の祖互炊牌のグループ内地位による分析

０

０

０

０

０

⑥'関係性攻撃

事例数Ｍ）

(工直接的一道具的攻撃（2直接的一脅し攻撃

ヅＩＦ例数（‘％）事例数（％）

０
０
０
０
０

●
■
●
●
●

０
０
０
０
０

核児一核児

一第２児

一周辺|月

一孤立児

合計

６
３
０
９
８

句
●
。
。
●

１
８
０
７
７
２
３

３
４
１
１

1４．９

１６．０

８．１

０．０

３９．０

０

０

０

０

０

０
０
０
０
０

●
●
●
●
①

０
０
０
０
０

１
５
０
【
Ｉ
３
１
２

０

３４

第２児一核児

一第２児

一周辺児

一孤立児

合計

０．０

３．２

０．０

１６．４

１９．６

1９ 2１．８

８．１

９．１

０．０

３９．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０
ワ
〕
０
０
２
１
１

０

０

０

０

０

８

０

３４

周辺児一枝児

一第２児

一周辺児

一孤立児

合計

９．１

６．９

０．０

０．０

１６．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０
０
０
｛
Ｉ
７
１
１

０
０
０
９
９

●
■
●
●
●

０
０
０
７
７
ワ
ー
ワ
〕

自由遊び場面における幼児の攻撃行動の観察研究

1００．０

孤立児一枝児

一第２児

一周辺児

一孤立児

合計

6１

０．０

０．０

０．０

３．２

３．２

０
０
０
０
０

●
■
■
●
●

０
０
０
０
０

０

０

０

０

０

０
０
０
２
ワ

０
０
０
０
０

その他（年少児への攻撃）

合計

1１．５
Ｆ
Ｒ
Ｕ
）
（
‐
４
０

｜
ハ
〕
（
）

６．０ 1２

１２

直接的一道具的直接的一脅し関係性

4．攻撃する側の人数と攻撃のタイプの関連

ここでは，観察された攻撃事例を，個人から個人に対

して行われた攻撃事例と，複数から個人に対して行われ

た攻撃事例とに分類してその比率を算出し（Table７)，

２つのタイプの攻撃事例の比率を比較したところ，直接

的一道具的攻撃の９１％，直接的一脅し攻撃の７５％，関

係‘性攻撃の４９９'()が個人から個人に対する攻撃であった。

それに対して，集Ulから個人に対する攻撃は道具的攻撃

９(地脅し攻撃２５(肱関係性攻撃５１％であり，直接的

一道具的攻撃や直接的一脅し攻撃は，そのほとんどが個

人から個人に対するものであるのに対し，関係性攻撃は，

約半数が集団から個人に対するものであることが示され

た。

l(25‘川

3(75(X,）

Table7功雲の夕イブと人数の分析おいては有意な差はみられなかった。

3．攻撃行動のタイプと攻撃する側および攻撃される側

との関係

実際に「誰（どの地位)」から「誰（どの地位)」に「ど

のような攻撃」が行われたのかについて，’性別およびグ

ループ内地位別に比率を算出した（Table5,6)。性別の

結果において，２つの直接的攻撃は男児から男児に対し

て行われる割合が高く（道具６７．８％，脅しｌ()Ｗ(1)，関係

性攻撃は，女児が女児に対して行う割合か高い（８５．２％）

ことが示された（Table５)。また，地位別の結果から

(Table６)，直接的一道具的攻撃は，割合が高い順に，

第２児から核児へ（２１．８％)，核児から第２児へ（１６．０％)，

核児から核児へ（１４．９％）であった。関係‘|､′t攻撃は割合

が高い順に，核児から孤立児へ（２７．９％)，周辺児から孤

立児へ（２７．９％)，第２児から孤立児へ（１６．４％）であ

った。核児，第２児，周辺児から孤立児に対する関係性

攻撃は７２．２％であった。また，４６事例中４５事例が１名

の孤立女児に対する攻撃であった。直接的一脅し攻撃は，

多年齢クラスの幼児（年少児）に対して行われていた。

７（９％）

72(919'６）

集付ｌ

個人

１４(51‘％）

１３(49％）
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考察

本研究の目的は，幼児の仲間関係と攻撃行動との関連

を明らかにするため，幼児の自然発生的な攻撃行動の観

察から，以下の２点について検討することであった。第

１に，攻撃する側が攻撃を行うに至った原因（相手の行

為や攻撃する側の意図）を文脈にそってタイプ分類する

こと。第２に，攻筆行動のタイプと，攻撃する側および

攻撃される側の‘性別や仲間内地位および人数について明

らかにすること。

はじめに，攻撃のタイプ分類および攻撃する側と攻撃

される側の性差について考察する。先行研究と同様に，

観察された攻撃事例は①直接的一道具的攻撃，②直接的

一脅し攻撃，③関係性攻撃の３つに分類することができ

た。このことから，幼児期の攻撃行動も児童期と同様の

３つの攻撃のタイプに分類できることが示された。そし

て，攻撃する側の分析から，これら３つのタイプに攻撃

行動を分類した場合，２つの直接的攻撃は男児に多く，

関係'性攻撃は女児に多かった。また，攻撃される側の分

析から，直接的攻撃の被害にあうのは男児に多いことが

示された。さらに，攻撃する側と攻撃される側の関係の

分析において，男児が男児に対して直接的攻撃を行い，

女児が女児に対して関係'性攻撃を行っており，攻撃行動

が同性間で行われる割合が高いことが示された。この結

果は，本研究の予測(1)を支持しており，３年生から６年

生までの子どもを対象にして，性別により特有の攻撃形

態があることを示したCrick＆Grotpeter（1995）の研

究や，児童生徒の問題行動等に関する総務庁青少年対策

本部（1986）の，小・中・高を通じて「仲間はずれ・無

視」は女児に，「殴る・蹴る」は男児に多いという結果と

一致している。

攻撃行動に性差がみられた結果について，以下の理由

が考えられる。友達とのつき合い方を発達的に研究した

榎本（1996）は，中学生と高校生を対象に，女子はどの

学年でも男子よりも「関係確認」や「秘密共有」が高い

ことを示した。つまり，女子は仲間とのつき合いの中で

関係性を重視していることがわかる。そのため，女子は

仲間との関係性を壊す方法を用いて相手を攻撃するので

はないかと考えられる。しかし，友達とのつき合い方の

研究は§そのほとんどが児童期以上の子どもを対象とし

ており，幼児期を対象とした研究はみられない。そのた

め，児童期以上のつき合い方の概念をそのまま幼児期に

適用することの適否は，検討を要す課題であろう。

第２に，性役割に基づいたしつけが考えられる。母親

の性別養育観は生後まもなくから養育行動に反映し，女

児に対しては社会的に望ましいとされる方向へのしつけ

が行われる（桜井，1984)。また，自分の意思で物事を決

めるなどの「個」の発達は男児に，豊かな対人関係を作

り上げる「関係性」の発達は女児に有意な発達の特徴で

あると考えられている（杉村，1998)。つまり，女児は自

己抑制的側面を，男児は自己主張的側面を重要視される

傾向にあるのである。そのため，男児が多少の身体的な

攻撃行動をとっても，「元気な証拠」としてそれほどとが

められないのに対し，女児の場合それを抑制させる方向

へのしつけがなされるのではないかと考えられる。従っ

て，女児の攻撃は，関係'性攻撃のように，周囲から目に

付きにくい方法で行われるという可能性も考えられる。

次に，攻撃のタイプと仲間関係（グループ内地位）に

ついて考察する。まず，直接的攻撃については，直接的

攻撃をする側，される側ともに，男児のグループ内地位

との関連はみられなかった。この結果は，予測(2)の前半

部分は支持されず，後半部分を支持した。その理由とし

て，本研究においては，観察された直接的一脅し攻撃の

事例数が少なく，攻撃の被害者が他年齢クラスの幼児で

あったためであると考えられる。しかし，クラス内の地

位差はみられなかったものの，攻撃される側が年齢の低

い幼児であったことは注意すべき点である。すなわち，

直接的一脅し攻撃が強い者（地位の高い子ども）から弱

い者（地位の低い子ども）に対する攻撃であることが示

唆される。

また，直接的一道具的攻撃がどの地位からどの地位へ

の攻撃の割合が高いのかについて検討したところ，第２

児から核児へ（２１．８％)，核児から第２児へ（１６．０％)，

核児から核児へ（14.9％)，第２児から周辺児へ（９．１％)，

周辺児から核児へ（９．１％）の順であった。このことから，

仲間の中で中心的な地位に属する子ども同士，直接的一

道具的攻撃を行っていると考えられる。しかし，周辺児

の人数（２名）が核児（７名）や第２児（６名）と比べ

て少ないため，周辺児の攻撃行動の関与が少なかった可

能性を考慮すると，全ての地位の男児が攻撃する側とな

り，攻撃される側となっていることが推測される。この

ことから，幼児期の男児は仲間内地位に関わらず，全般

に直接的一道具的攻撃を多く行う時期であると言えよう。

また，攻撃行動のタイプと人数の分析から，直接的攻撃

は，個人から個人に対して行われる割合が高いことが示

され，本研究の予測(4)を支持するものであった。

このことから，幼児期の男児の攻撃行動の特徴は，物

を獲得するために相手をたたくなどの道具的なものが多

く，誰もが攻撃する側・攻撃される側となり，仲間がい

なくても実行できると言えよう。また，直接的一脅し攻

撃は，生起頻度は少なく，強い者から弱い者に対する攻

撃であると言える。

一方，関係性攻撃については，攻撃する側および攻撃

される側の分析から，女児のグループの中で，核児が孤

立児に対して行っていることが示された。この結果は，

予測(3)を支持した。本研究の結果からは，「仲間関係を
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利用できる地位にいる核児が関係性攻撃を行うのか（地

位が行動を決定)｣，「仲間のネットワークを巧みに利用し

関係性攻撃ができるから核児の地位にいられるのか（行

動が地位を決定)」は定かではないが，関係'性攻撃を行う

子どもは，仲間内で中心的な地位をもち，仲間関係を巧

みに利用できる子どもであると言える。また，攻撃する

側と攻撃される側の関係の分析から，関係‘性攻撃は，核

児から孤立児へ（27.9％)，第２児から孤立児へ（１６．４％)，

周辺児から孤立児へ（２７．９％）の割合で行われているこ

とがわかった。このことから，関係性攻撃の攻撃される

側となる孤立児は，他のどの地位からもターゲットとさ

れやすいと考えられる。また，攻撃行動のタイプと人数

の関連については，関係性攻撃は集団から個人に対して

行われる割合が５１％を占め，約半数が集団によるもので

あった。さらに，注目すべき点は，孤立児の３名の中で

も特定の1人の女児が，繰り返し攻撃の被害にあってい

たことである。このことから，関係'性攻撃の被害者は，

複数の相手から，頻繁に攻撃されることによって，深刻

な心理的負担を抱えると考えられる。

本研究において，女児にみられた攻撃行動は，仲間と

の関係を断つ目的で間接的な方法を用いて行われ，仲間

内で中心的な地位に属する幼児を中心に，孤立した特定

の幼児に対して，個人，もしくは複数で攻撃を行うと特

徴づけられるだろう。「ある特定の一人に，他の一人ない

しは複数の者が繰り返し攻撃し，精神的苦痛を与えるこ

と」という鈴木（2000）のいじめの定義に基づき，女児

に多くみられる関係性攻撃は，攻撃する側が１人，もし

くは複数で特定の子どもに繰り返し攻撃する，といった

点で，「いじめ」としての性質をもつと言えるのではない

だろうか。しかし，本研究では，関係性攻撃の被害にあ

っていた子どもの精神的苦痛を測定していないため，「い

じめ」であると断言することは出来ないが，女児にみら

れる関係性攻撃が「いじめ」としての性質をもつ可能‘性

があると言えよう。

以上の結果から，幼児期の攻撃行動は，直接的一道具

的攻撃，直接的一脅し攻撃，関係'性攻撃の３つのタイプ

に分類することができ，２つの直接的攻撃は男児に，関

係性攻撃は女児に多いことが示された。また，男児は誰

もが直接的攻撃の加害者および被害者になるが，女児は

主に関係性攻撃の加害者が核児であり，被害者は孤立児

であることがわかった。そして，関係性攻撃は，複数の

子どもが特定の子どもに対して繰り返し行われているこ

とから，本研究で観察された関係性攻撃の事例は，「いじ

め」としての性質を持つことが示唆される。「いじめ」が

幼児期からみられることは，保育現場では共通に認識さ

れていると考えられるが，これまでの「いじめ」に関す

る研究は主に児童期以降を対象としており（Crick＆Grot‐

peter,1995)，幼児に関してはほとんど明らかにされてい

なかった。しかし，本研究の結果は，「いじめ」が幼児期

から始まっている可能性を示唆するものであったと言え

よう。

今後，関係性攻撃を受けることで精神的苦痛を感じる

かどうかについても検討を加え，幼児における攻撃行動

の性質といじめとの関連を明らかにする必要があろう。
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歩行開始期における母子の葛藤的やりとりの発達的変化

一母子における共変化過程の検討

坂上裕 子
(帝京大学文学部）

本研究ではＫ児と母親の日常生活場面を，Ｋが15～27カ月齢の約１年間観察し，両者の葛藤的やりと

りの縦断的変化を検討した。母親の非難・叱責に対するＫの情動反応と母親の対応の変化に着目して分

析を行った結果，３つの時期が抽出された。Ｉ期：簡潔な言葉や情動表出を介して母親からＫに行為の

社会的意味（行為の是非や謝罪・修復の必要性）が伝えられる。Ｋからは快情動や緊張が示されること

が多く，自発的な謝罪・修復はまだみられなかった。Ⅱ期：非難・叱責に対するＫの反応として不快情

動が多くみられたが，一方では母親の謝罪・修復の要求に対する従順さや自発的な謝罪・修復行動もみ

られた。母親には，Ｋの行為に意図や責任を帰属させる発言がみられた。Ⅱ期には母親の情動表出や言

葉の模倣を通じて，Ｋに行為の社会的意味が取り入れられ始めたものと推察された。Ⅲ期：非難・叱責

に対するＫの情動反応に分化が認められ，怒りに関連した行動（言語的距離化や謝罪・修復の拒否）と

罪悪感に関連した行動（自発的な謝罪・修復）の両方がみられた。母親には，Ｋにより理解や譲歩を求

める対応（交換条件や脅し，距離化）がみられた．Ⅲ期には，母親とＫの間で意図や心理的・物理的距

離の相互調整が始まったものと推察された。総じるとこの時期には，子どもの情動分化と理解力の発

達，母親の対応変化の三者によって，母子のやりとりが相互調整的なものへ再組織化されることが示唆

された，

【キー・ワード】歩行開始期，母子相互作用，葛藤，縦断的研究，社会情動発達

問題と目的

歩行開始期は乳児期から幼児期への移行期にあたり，

発達の様々な側面に質的変化が生じる（Cicchetti＆

Beeghly，1990)。中でも自律‘性の発達を巡る問題は，こ

の時期の発達の中心的テーマの一つとされてきた。歩行

の開始によって探索活動が活発になることや，行為主体

としての自己が意識化され始めることに伴い，子どもは

様々な葛藤を経験することになる。Mahler,Pine,＆

Bergman（1981）の分離個体化理論では，生後15カ月前

後から生後２年めの時期は，個体’性が確立される手前

の，再接近期と呼ばれている。この時期子どもは，増大

しつつある自律‘性と親への接触欲求との葛藤を経験す

る。また，探索活動の喜びを母親と共有したいという願

望を持つ一方で，自分の願望と母親の願望が必ずしも一

致するわけではないことを認識するようになる。Wenar

(1982）はこの時期の自律性の拡大を，“negativism'，と

いう語で表現している。子どもの探索範囲の広がりは親

から行動に対する制限や禁止を引き出し，親子の対立を

増加させる。この対立の中で子どもは､‘negativism，'，

すなわち大人の要請や指示，禁止に意図的に従わない

という態度を示す。そして，他者に従うことと反抗す

ることを交互に繰り返す中で，自分が自律的な行為主

体であることを示すのだという。Ｅｍｄｅ,Ｊ()hnson,＆

Easterbr()oks（1987）によれば，子どもはこの時期，

親との葛藤的なやりとりの中で，後に罪悪感へと発達す

る心の痛みの感覚を経験し，また，親からの禁止に従え

た時に．後に誇りへと発達する喜びの感'情を親と共有す

るという。Ｅｍｄｅらはこれらの葛藤やジレンマの感覚に

基づく複雑な情動経験が，道徳的自己や自律性の発達に

とって重要だと述べている。このように，これまでの主

要な理論では，子どもの自律'性の発達における親子間の

葛藤経験の重要性が強調されてきた。同時に，先行の理

論や研究の多くでは，これらの葛藤は子どもの言語能力

や認知能力が発達するに伴い，徐々に落ち着くものだと

説明されてきた（Ｍａｈｌｅｒｅｔａ1.,1981；Wenar，1982；

Kopp，1989)。すなわち，言語の発達に伴いよりスキル

フルに感情や意志を伝達したり，他者と交渉したりでき

るようになること（Kuczynski，KoChanska，Radke-

Yarr()ｗ，＆Ｇｉｍｉｕｓ－Ｂｒｏｗｎ，１９８７；Ｔｈｏｍｐｓｏｎ，

1990）や，自他の心的状態の理解力の向上によって，他

者とより洗練された‘情動的コミュニケーションをとれる

ようになること（Dunn，＆Brown，1991）などが，そ

れに貢献するとされてきた。

しかし，この時期の子どもの葛藤は他者の存在，それ

も特に，子どもの行動に制限を課す一方で，反抗や自己

主張を受け止める親の存在があってこその葛藤と言え

る。ゆえに，この時期の自律’性の発達を支える親の側に
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'も目を向ける必要があるだろう。歩行開始期の子どもを

持つ親に関する研究は主に，社会化研究の文脈で行われ

てきた。初期の研究では主に，親が子どもに用いるコン

トロール方略の同定や，親の対応と子どもの反応（従順

さや自己主張など)，あるいは親の対応とその後の子ど

もの社会的発達の関連の検討等が試みられてきた。そこ

で強調されてきたのは，子どもに適切な行動の枠組みを

与えるソーシャライザーとしての親の役割であり，親か

ら子への影響という，単一方向の影響であった。しかし

その後の社会化研究では，親子の影響を双方向的なも

の，あるいは循環的，相互作用的なものと捉える見方が

主流になってきた（Bugental＆Goodnow,1998;Ｐａｒｋ

＆Buriel,1998)。これを受けて90年代の研究では，気質

や親に対する応答性といった子どもの側の要因と，親の

対応との関連が検討されたり（Braungart,Garwood,＆

Stifter,1997)，親の対応と子どもの反応がどのように

連鎖しているかという相互作用の分析などが行われたり

してきた（Dowdney＆Pickles，1991；Belsky,Wood‐

worth,＆Ｃｍｉｃ,1996)。

このような相互作用的な見方に従って，親子を双方が

互いに影響を及ぼし合う統合された一つのシステムとし

てみた場合，子どもの自律‘性の発達の問題は，親子シス

テムの発達の問題として考えることができる。しかし，

この時期に親子が一つのシステムとしてどのような発達

的変化を遂げていくのかに関しては，これまでの研究で

は明らかにされてこなかった。すなわち，相互作用アプ

ローチによる研究では，親子の双方的な影響に焦点が当

てられてきたが，そこで強調されてきたのは親子という

システムのホメオスタシスや相補性であったため，親子

関係の時間的安定性を説明することはできても，その中

で生じる変化を説明することは困難である（Granic，

2000）ことが指摘されてきた。

しかし，この時期の親子の発達を検討するにあたって

は，親子というシステムの変化の側面をこそ明らかにす

る必要があると思われる。なぜなら子どもの探索欲求の

増大や意図的な反抗の開始は，それまで保たれてきた親

子システムの均衡状態を崩す方向に働くと考えられ，

親，子の双方に，互いの反応に対する再調整を迫ると思

われるからである。すなわち，親の側には子どもの探索

行動に制限を課す必要性や，そうした制限に対する子ど

もからの反発に適応する必要性が生じ，子どもの側に

は，親から制限や禁止を受けることに適応する必要性が

生じることになる。このように親，子の双方が互いの反

応や変化に適応していくことによって，この時期の親子

間の葛藤は落ち着いていくものだと考えられる。

そこで本研究では，歩行開始期に生じる母子間の葛藤

的やりとりの変化を，母子の共変化の過程と位置づけた

上で，この時期を通じて母，子の各々にいかなる変化が

見られるのか，そして，両者の変化の絡み合いの中で母

子のやりとりがいかに再組織化されていくのか，その過

程を検討することとした。このためには，やりとりにお

ける子どもの変化と母親の変化をきめ細かく観察，記述

し，両者を対応づける作業が必要だと考えられた。本研

究ではそのアプローチとして，モデル構成的現場心理学

の方法論（山田，1986）を適用し，一母子の縦断的観察

を行った。これは，個性記述のためではなくモデル構成

のための一方法として，一回的，個'性的現象を，複数多

岐の要因が連関する全体的，統合的場である現場から研

究する方法，あるいはモデル構成のため，個性的，質的

データを活用する研究法とされる。本研究の目的は，特

定の行動の標準的な出現時期を特定することではなく，

その出現順序や変化の様子を記述すること，そして，子

どもの行動と親の行動の連関を示すことにある。質的

データは，多様な要因の同時的把握や，要因間の関係性

の力動的把握に適している（山田，1986）ことから，こ

の方法が本研究の目的には適していると考えられた。

方 法

協力者ならびに手続き協力者はＫ（男，1992年生）

とＫの母親。Ｋの出生時の体重は32129で，母子ともに

周産期の異常はなかった。Ｋの初歩，初語はともに生後

12カ月時，二語文は23カ月時にみられ，発達の経過は概

ね順調であった。観察開始前（15カ月齢時点）に新版Ｋ

式発達検査によりＫの発達状態のチェックを行い，姿

勢・運動，認知・適応，言語・社会の何れの領域におい

てもほぼ月齢相応の発達を遂げていることを確認した。

観察期間はＫが15～27カ月齢の１２カ月間であった。但

し，Ｋが１８カ月齢の１カ月間は，Ｋ家族が休暇中で不在

であったため観察を行っていない。家族構成は父，母，

Ｋの３人であり，Ｋの養育は主に母親が行っていた。た

だし，隣に住む母方祖母も日常的にＫの養育に関わって

いた。このため，観察時に祖母が同席したこともあっ

た。観察は月約３回の頻度で行い，Ｋの機嫌がよい午前

中か夕方に約60分間，Ｋ家族宅で日常生活の様子をＶＴＲ

に録画した。最終的に36時間分の記録が集められた。Ｋ

家族と筆者とは親戚関係にあるため，観察開始以前から

交流は多く，観察期間中も日常的に交流があったので，

観察はごく自然な形で，気楽な雰囲気で行われた。観察

時には基本的に，母子の系の外側からやりとりを観察す

る非参与的な観察者の立場をとったが，不自然にならな

い程度に，Ｋの母親や祖母とも会話をしたり，Ｋから筆

者に働きかけがあった時には応答したりした。

分析対象のエピソードの選定全ＶＴＲ記録から，Ｋ

が非難や叱責を受けた場面74エピソードを抽出し，分析

の対象とした。これは，Ｋが社会的慣習という観点か

ら，あるいは道徳的観点からみたときに望ましくないと
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される行動（物を投げる・破く．落とす，食卓に上る，

飲み物をこぼす，他者を叩く・蹴る，唾を飛ばす等）や

危険な行動をとった時（棒を振り回す，危険な物を口に

入れる等）に，母親から非難や叱責を受けた場面にあた

る。各エピソードについては，やりとりの際の人物の位

置関係，発話，発声（声のトーンを含む)，行動（姿勢

や身振りを含む)，表情を記録したトランスクリプトを

作成した。

Ｋの行動と母親の対応の分析採集されたエピソード

について，量的分析と質的分析の両方を行った。量的

分析では，全体的な変化の傾向をつかむべく，Ｋの行

動ならびに母親の対応をカテゴリーに従って分類し，

その数量的変化を検討した。Ｋの反応については，情動

表出，発声・発話・行動に着目してカテゴリーを作成し

た（Tableｌ参照)。母親の対応については，言語的な

対応，身体的な対応の両方を含めたカテゴリーを作成し

た（Table２参照)。そして，各エピソードごとにカテ

ゴリーにある反応・対応の生起の有無を記録した。コー

ディングは，筆者とコーディングの訓練を受けた心理学

専攻の大学院生によって行われた。生起頻度が非常に低

かったり，十分な一致率が得られなかったりしたカテゴ

リーをリストから削除した上で，最終カテゴリーを決定

した。各カテゴリーについて分類の一致率（コーエンの

Ｋ係数）を算出したところ，Ｋの行動については，．71～

1.00,母親の対応については，．73～1.00と，ほぼ満足

できる一致率を得た。評定が一致しなかった部分につい

ては，再度ＶＴＲ記録を確認，検討した上で，筆者が最

終的な判断を下した。質的分析では，量的分析では捉え

られなかった微細な変化に着目しつつ，いくつかのエピ

ソードについての検討を加えながら，量的分析の結果と

を併せて，総合的な解釈を試みた。

結果と考察

結果は，母子のやりとりの質的変化に着目しつつ，観

察時間が等しくなるように，観察期間を便宜的に３つの

期間に分けて整理した。１５～１７カ月齢の期間をＩ期，

19～22カ月齢の期間をn期，２３～27カ月齢の期間をⅢ期

とした。各期の観察時間は１２時間で，採集されたエピ

ソード数はＩ期から順に，２４，２３，２７であった。以下で

は主に，Ｋの反応，母親の対応，相互作用という３つの

切り口から，各期の特徴を記述，考察する。Ｋの反応に

ついては特に，’情動表出と謝罪行動・修復行動の変化に

着目して記述，考察を行う。各期におけるＫの反応の

分類の結果をＴａｂｌｅｌに，母親の対応の分類の結果を

Ｔａｂｌｅ２に示した。以降の文中の「初見（：）」は，ある

反応がＶＴＲ記録で初めて確認された日月齢を表す。

Table３，Table４，Ｔａｂｌｅ５には，各期の特徴的なエ

ピソードをまとめた。文中のＥ（数字）は，表中の参照

されたいエピソードの番号を意味する。

(1)１期（15～17カ月齢）の特徴

Ｋの反応（Ｔａｂｉｅｌ，Table３）非難や叱責を受けた

ときの主な反応として，手の動きが止まる，顔の表情が

こわばるなどの緊張状態が54.2％のエピソードで観察さ

れた。また，微笑むなどの快'情動が54.2％のエピソード

で観察されたのに対し，不‘決情動が観察されたエピソー

ドの割合は20.8％とそれほど高くなかった。さらに，非

難を受けた時に，一時的にはその行為をやめても，直後

に同じ行為を繰り返すことが54.2％のエピソードで確認

された。謝罪行動や修復行動については，母親がＫに謝

るよう促すと，頭を下げる動作を示すこともあった（初

見16:２，母親が謝罪を要求した６エピソード中３エピ

ソードで観察）が，本来その動作を向けるべき対象では

なく，叱った母親に頭を下げる（例えば観察者を叩いた

時に母親に頭を下げる，例Ｅ２のイ）など，反応に一貫

性は見られなかった。

母親の対応(Table２）単純で簡潔明瞭な言葉による

非難・叱責が大半（83.3％）のエピソードで見られた。

また，母親等の内的状態への言及(29.2％)，謝罪・修復

の要求（25.0％)，Ｋの情動経験や情動表出の訂正（16.

7％）といった対応が相対的に多く見られた。

相互作用についての考察次に，上記の結果とＩ期の

３つのエピソード(Table３）の分析とを併せて，この時

期のやりとりについて質的観点から考察する。

まず，Ｅｌ～Ｅ３に共通して見られる特徴は，母親が

表している情動とＫが表している情動の質に明確なずれ

がある，ということだ。母親はＫに行為の是非を伝える

べく，泣き真似をする，怒った口調で叱るなど，不‘快情

動を示している。一方のＫは，注意を受けた直後に緊張

状態を示すことはあっても，すぐに快情動を示してい

る。両者の情動表出のずれは，Ｅ３のウの母親の発言に

明示されているように，Ｋの行為がＫにとって持つ意味

と，母親にとって持つ意味との間にずれがあり，両者の

間で共有されていないことを示唆する。すなわち，Ｋに

とっては探索行動は基本的に快情動を伴うものだと考え

られるが，母親にとってはそうではないことが窺える。

また，Ｉ期に母親に見られた，母親等の内的状態への言

及やＫの情動経験や情動表出の訂正といった対応はいず

れも，Ｋの行為が母親をはじめとする他者にとって持つ

意味に言及した発言だと考えられ，このような対応から

も，Ｋと母親の間で，Ｋの行為をめぐって意味の共有が

なされていないことが窺える。

では，この時期のＫにとって，母親からの非難や叱

責，謝罪や修復の要求はどのような意味を持っていたの

だろうか。非難や叱責を受けた直後の緊張状態の多さ

(Tableｌ）から判断すると，母親からの非難や叱責は，

Ｋにとって予期しないものだったのではないかと考えら
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カテゴリー名

'情動表出

緊張状態

快怖動の表出

不快惰動の表出

発声・発話・行動

母親の１－１１淵の模倣

母親の言葉の復唱

言語的な要求・拒否

言語的距離化

誘導的な謝罪・修復

自発的な謝罪・修復

謝罪・修復の拒否

失敗・逸脱行為

への言及

母親への接近・接触

|』1発的な気晴らし活動

ｆ１ＬＬ接触・ＨＬＬ刺激

観察者への働きかけ

禁止行為の反復･続行

発達心理学研究箱１３巻寵３号

Tablel各期/こおける，母溺からの非難・叱責に対するＫの反応

カテゴリーの内奔
１期

(15～17カ月）

採集エピソード数２４

顔の表情がこわばる，肩をすくめる，身体の動きが突

然止まる

微笑み，笑いの表出

身体動作ならびに表情，発声による不快の表出（泣

く，ぐずる，顔をしかめる，１－１をとがらす，物を投げ

る）

明確な言葉にはなっていないが，母親から受けた禁止

や非難・叱責の口調と''二il様のI｣洲で言い返す

母親からその時，あるいは過去の類似状況で言われた

禁止や非難・叱責の言葉を復唱する

単純な言葉を用いて自身の要求を言語的に主張する要

求を拒否された時に，交渉したり反論したりする

非難・叱責を向けた相手との間に距離をおくような言

葉を言う（｢バイベイ」「キライ」「ベ－」等）

母親等から促されて，頭を下げる，「ゴメンナサイ」

と言う，修復行動（こぼしたものを拭く，壊れた物を

直そうとする，叩いた人を撫でる等）をとる

母親等の促しなしに，自発的に蝋を下げる，「ゴメン

ナサイ」と言う，修復行動をとる等する

母親等から，自分がした行為に対して謝罪や修復を要

求された時，それを言語的に拒否する

非難や叱責の対象となった自身の失敗や逸脱行為を観

察者に知らせる

母親の身体もしくは衣服の一部に自ら求めて触れる，

母親に抱っこを求める

非難や叱責を受けた後，向ら他の活動を始める

身体の一部や自分の衣服に反復的に触れる

非難や叱責を受けた後，観察者に笑いかけたり話しか

けたりする

禁止や制止を受けた行為を繰り返す

1３（54.2）

1３（54.2）

５（20.8）

２（８．３）

０（0.0）

０（０．０）

０（0.0）

3/6(１２．５）

０（０．０）

0/６（０．０）

０（0.0）

ｌ（４．２）

３（１２．５）

３（１２．５）

０（0.0）

1３（54.2）

Ⅱ期

(19～22カ月）

2３

２（８．７）

７（30.4）

1５（65.2）

８（34.8）

６（26.1）

０（０．０）

０（０．０）

6/8(26.1）

３（１３．０）

0/８（０．０）

０（0.0）

５（21.7）

４（１７．４）

４（17.4）

０（０．０）

９（39.1）

注．数値は，当該の行動が観察されたエピソード数。（）内の数値は，各期の総採集エピソード数に対する％を示す。

ａ）分母は母親がＫに謝罪・修復を求めたエピソード数、分子はＫがそれに応じたエピソード数。

ｂ）分母は母親がＫに謝罪・修復を求めたエピソード数，分子はＫがそれを拒否したエピソード数．

Ⅲ期

(23～27カ月）

2７

３（１１．１）

９（33.3）

１８（66.7）

８（29.6）

９（３３．３）

９（33.3）

４（１４．８）

3/6(１１．１)a）

８（29.6）

3/6(１１．１)h’

３（11.1）

３（11.1）

1２（44.4）

０（0.0）

３（１１．１）

１３（48.1）

れる。Ｅｌのア，Ｅ３のエでは，非難・叱責を受けた直

後にＫが緊張を示し，その直後にまた，非難や叱責を受

けた行為を笑いながら繰り返している様子が観察されて

いる。この点から推察すると，非難や叱責は，Ｋに瞬間

的に緊張状態を生じさせ，注意を母親の方へ向けさせる

機能をもっていたと考えられるが，Ｋの行動に対してそ

れ以上の影響は及ぼしていないように思われた。一方，

謝罪・修復の要求についてだが，先述のとおりこれらに

対するＫの反応には一貫'性が見られなかった。ただし，

Ｋが母親の要求に従って頭を下げた３つのエピソードに

着目すると，そこでは共通して，頭を下げた直後のＫの

表情として，微笑みが観察されていた（Ｅ２のイはその

一つ)。確認されたエピソード数が少ないため積極的な

ことは言えないが，この反応からは，母親の要求に応じ

て頭を下げるという動作をとることそのものが，この時

期のＫにとっては，母親とのコミュニケーションの一つ

として快'清動を生み出すものであったのではないかと推

測される。

上で述べたＫの一連の反応は，Ｋが，非難や叱責の対

象となった自身の行為と，母親からの非難や叱責，頭を



カテゴリー名

単純表現による

非難・叱責

反語表現による

非難・叱責

Ｋの情動経験・

情動表出の否定

母親等の内的状態

への言及

謝罪・修復の要求

意図・責任の帰属

行為の結果への

言及

交換条件・脅し

理由への言及

距離化

否定的アイデン

ティティへの言及

からかい

身体的な行動制止
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Table２冬期における，Ｋに対する母溺の対応

カテゴリーの内容
Ｉ期

(15～17カ月）

Ⅱ期

(19～22カ月）

Ⅲ期

(23～27カ月）

採集エピソード数２４ 2３ 2７

Ｋの行為に対して，簡潔な非難・叱責の言葉を向ける

(｢あ－１」「～はいけない」「だめ」等）

Ｋの行為に対して，反語表現による非難や叱責を向ける

(｢なんで～するの？」「どうして～なの？」等）

非難・叱責に対してＫが快情動を表出した時，それを否定

する発言をする（｢おかしくない」ｒあははじやない」等）

Ｋの行為によって生じた，母親や祖母，観察者の内的状態

に言及する（Ｋが人を１１|]いた時に「いたい」「かわいそう」

と言う，言うことを聞かない時に「怒った」と言ったり，

泣き真似をしたりする）

Ｋが禁止されていることをした時に謝罪や修復をするよう

Ｋに要求する（｢ごめんなさいでしよ｣，（ＫがⅡ|lいた時に）

｢ちちんぶいぶいして」等）

Ｋの行為に対して，意図や責任を帰属させる発言をする

(「自分でやったんでしよ」「口答えする」「わざとした」等）

Ｋが禁止されていることをしようとしたり，禁止されたこと

をし続けたりする時に，その行為の結果生じうることに言及

する（｢こわれちゃう」「くしゃくしゃになっちゃう」等）

Ｋが言うことを聞かない時に，～したら○○してあげ

る，～しないなら○○してあげない，等の条件を蛙示する

｢1をつれるふりや，手を叩くふりをする，ｕでつねったり

叩いたりすると言葉で脅す

Ｋの要求を拒否したり，Ｋの行為を禁止したりする際に，

その理由に言及する

Ｋが言うことを聞かない時に，突き放した態度をとる

(｢そんな子は知らない」と言う，Ｋの前から立ち去る等）

Ｋが禁止されたことをした時に，否定的な性格特性語に言

及する（｢悪い子」「意地悪」「頑固者」等）

Ｋが言うことを聞かない時，ふざけてＫがいやがることを

したり，Ｋのしたことを笑ったり言葉でからかったりする

Ｋの行動に対して，身体的な制止を加える

2０（83.3）２１（91.3）１６（59.3）

０（０．０）０（０．０）９（33.3）

４（１６．７）２（8.7）ｌ（３．７）

７（29.2）１０（４３．５）９（33.3）

６（25.0）８（34.8）６（22.2）

ｌ（４．２）５（21.7）９（33.3）

３（１２．５）２（8.7）８（29.6）

０（０．０）０（０．０）１１（40.7）

ｌ（４．２）３（１３．０）ｌ（３．７）

０（０．０）０（０．０）３（１１．１）

ｌ（4.2）０（0.0）５（18.5）

０（０．０）３（１３．０）３（１１．１）

３（１２．５）６（26.1）８（29.6）

注．数値は，当該の行動が観察されたエピソード数。（）内の数値は，各期の総採集エピソード数に対する％を示す。

下げるという動作の関連を理解していないことを示唆す

る。また，頭を下げるという動作は，その動作がもつ社

会的な意味の認識に基づいて，つまり自分がしたことに

非があり，それを補償する行為として，あるいは自分が

害を与えた相手に許しを請うことで相手との関係を修復

する行為としてとられたものではなく，その場の母親の

要求に応じてとられた一動作に過ぎなかったのではない

かと考えられる。

では，この時期の母親の対応の背景にはどのような意

図や期待があったのだろうか。Ｉ期に主に見られた対応

である，単純表現を用いた非難・叱責や，謝罪・修復の

要求から判断すると，行為の是非や謝罪・修復の必要性

といった行為の社会的意味をＫに伝えることが，この時

期の母親の意図としてあったのではないか思われる。

最後に，Ｉ期のやりとりの中でどのようなプロセスが

進行していたのかを，エピソード(Table３）の分析を交

えて考察する。Ｅｌは，Ｋがシャツを洗面器で叩き，非

難を受けた場面である。このエピソードでＫは，洗面器

でシャツを叩いては母や祖母の顔を見，次にシャツから

少しはずれた所を叩いて母と祖母の顔を見，それから洗

面器を差しだしたり引っ込めたりしながら母と祖母の顔

を見ている。これは，自分の行動と母や祖母が示す反応

のつながりを繰り返し確認している行為のように思われ

る。一方，母や祖母も，Ｋの反応を見ては泣き真似を繰

り返し，Ｋの行動に対するフィードバックを行っている

ように思われる。同様のやりとりのパターンはＥ３でも
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Table３１期α5～１７カ月鮒のエと｡ソーパの例

Ｅｌ（１５：７）Ｋ，床にあった洗面器の中から，アイロンをかけるためにおいてあったシャツを取りだし，床に広げて洗面

器で叩く。そして，Ｍを見てにっこり笑う。Ｍ，それを見て非難する'－１洲で，「あ，オーマ泣いちゃう。オーマ泣いちゃうよ」

という。Ｋはまだシャツを叩き続けている。０Ｍ，Ｍの発言を受け，泣き真似をする。０Ｍ「え－んえんえんえん，え－んえ

んえんえん｣。さっきまで笑っていたＫの表情が途端にこわばる。Ｋ，Ｍをじっと見る。同時にＫの腕の動きも止まる。Ｍ，

｢あ，顔が変わった。あ，だれ？だれ？」という。Ｋ，笑ってＭに何かいう（書取不能)ァ)。Ｍ，Ｋに「オーマえ－んえんえん

よ」という。Ｋ，また洗面器でシャツを叩きはじめ，Ｍを見てにっこりする。０Ｍ，それを見て，再度「え－んえんえんえ

ん」と泣き真似を始める。Ｋ，手の動きを止め，Ｍをじっと見る。そして，洗面器を差しだす。Ｍ，洗面器は受け取らず，

｢だって，それせっかくオーマがきれいきれいしたのに」と非難する口調でいう。Ｋ，今度は洗面器で床を３回叩き，０Ｍの

方を見る。０Ｍ，さっきよりももっと大げさに泣き真似をする。Ｋ，左手で足をもぞもぞ触わりながら，右手に洗面器を持

ち，Ｍの顔と０Ｍの顔を交互に見る。それからＭを見て真顔で，「ナンダ？」という。Ｍ，笑いながら「なんだじやない｣。

Ｋ，「ナンダ？」。０Ｍ，再度泣き真似を始める。Ｋ，洗面器を持ったまま，じっと０Ｍを見る。０Ｍ，Ｋに手を差しだし

｢ちょうだい」という。Ｋ，洗面器を一度差しだし，笑って引っ込める。０Ｍ，また，「え－んえんえんえんえん」と泣き真似

をする。Ｋ，手の動きをとめ，じっと０Ｍを見る。Ｋ，Ｍを見て，それから再度０Ｍを見て，「ハイ」と，０Ｍに洗面器を渡

す。０Ｍ，「どうもありがとう」と言い，洗面器を受け取る。

Ｅ２（１６：２）Ｋ，床に置いてある積木をかごの中に出し入れして遊んでいる。Ｋが突然，積み木を拾って投げ，それが近

くにいたＯにあたる。Ｏ，つい，「いった－い」と言葉をもらす。Ｋ，Ｏの顔をみて，Ｏに「ハイ」と積木を渡す。Ｍ，Ｋを

晩み，「ごめんちやいは？」という。Ｋ，にこにこしながらＭを見て，「アイ」と言い，頭を下げるィ)。Ｍ，再度，「ごめん

ちやいは？ごめんちやい言いさえすれば何してもいい，っていう訳じやないでしよ」と怒った口調でいう。Ｋ，「アイ，アイ」

とにこにこしながら，積み木をＯに渡す。

Ｅ３（１６：１１）Ｍが庭に出ている間，ＫはＯと二人で居間にいる。Ｍがいなくなった後，Ｋはドアのところでしばらくぐ

ずっている。その時，ドアの脇においてあった新聞紙の山に偶然Ｋの手が触れ，新聞紙が落ちる。それを見たＫ，新聞紙を手

にとり，投げてみる。それから，次々と新聞紙を放りながら，楽しそうな声をあげる。数分後，Ｍが戻ってくる。Ｍ，部屋中

に散らかつた新聞紙と，走っているＫを見て，「逃げたな」という。Ｋは，部屋の中を大きく走って１周する。それからまた

新聞紙を放り始める。Ｋ，Ｍに「アイ，アイ」と新聞紙を差しだす。Ｍが散らかつた新聞紙を片づけはじめると，ＫもＭの横

にしやがむ。しかし，ＫはＭが片づける横から，次々と新聞紙を放る。Ｍ，「これは好きにさせておくしかない。いいもん，

後でまとめて片づけるしかない。ぜ－んぜん面白<ないな－」と不機嫌そうに言うゥ)。それを聞いたＫ，Ｍの方を見る。一瞬
一

Ｋの表情がこわばるが，Ｋ，すぐにまた笑い始め，嬉々として新聞紙を投げ始めるｪ)。Ｍ，新聞紙を片づけながら，「つまん

ない」とつまらなさそうな口調でいうゥ)。Ｋ，そのうち，コンセントを拾って投げる。「あ，Ｋちやん，そういうのがいけな

いんだからね」とＭが答める口調で言うが，Ｋは笑って部屋の中を走っている。

注．ＭはＫの母親，Ｏは観察者，０Ｍ．「オーマ」はＫの祖母を意味する。

見られる。これらのやりとりの中では，母親がＫの行為

に付与している社会的意味（行為の是非）が，主に情動

表出を介してＫに伝えられ，それと同時に，母親の反応

の確認を通して，Ｋによって自身の行為の是非が確かめ

られているものと解釈できる。以上よりＩ期には，母親

からＫへの行為の社会的意味の伝達と，Ｋによる行為の

社会的意味の模索が図られていたのではないかと推察さ

れる。

(2)Ⅱ期（19～22カ月齢）の特徴

Ｋの反応（Table１，Table４）Ⅱ期には非難・叱責

に対して快情動や緊張状態が示された割合がＩ期よりも

低くなり，代わって表情（口先をとがらせ頬を膨らます

など，初見１９:２，例Ｅ４のオ）や口調（叱った相手の口

調を真似して言い返す，初見17:５，例Ｅ４のオやＥ６の

ケ)，特定の動作（手に持っていた物や手元にあった物

・を投げる等，初見19:29）による不快の表出が過半数の

エピソード（65.2％）で観察された。また，Ｉ期にはな

かつた反応として，その場で，あるいは過去に同様の状

況で母親から言われた非難・叱責の言葉を反復して言う

ことが，26.1％のエピソードで認められた（初見１９:７，

例Ｅ５のキ)。謝罪行動や修復行動については，母親が

要求するとその大半（母親が謝罪を要求した８エピソー

ド中６エピソード，例Ｅ５のク）に応じており，Ⅱ期の

後半には，自発的に頭を下げたり，自分のした行為を自

ら修復したりする（投げた物を元の場所に戻す，叩いた

相手を撫でる等）ことがでてきた（初見19:28,例Ｅ６の

サ，Ｅ７のシ)。

母親の対応（Table２，Table４）Ｉ期に引き続きⅡ

期にも，単純表現を用いた非難・叱責，母親等の内的状

態への言及，謝罪・修復の要求が相対的に多くのエピ

ソードで見られた（それぞれ順に，91.3％，43.5％，３４．

８％)。しかし，Ｉ期にはほとんどなかった対応として，

Ｋの行為に対してＫ自身の意図や責任を帰属させる，Ｋ

の行為をからかうといった対応が見られるようになっ
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た。具体的には，叱られた後，Ｋが怒った口調で言葉を

返した時に「口答えする」と言う（例Ｅ４の力)，Ｋが

答められた行為をやめずに繰り返す時に「わざとやる」

と言う（例Ｅ６の．)，Ｋが母親から止められているに

もかかわらずふざけて続けて転んだ時に，「や－いや－

い」とからかうなどといった言動である。

相互作用についての考察上記の結果とⅡ期のエピ

ソード（Table４）の分析から,、この時期のやりとりに

ついて考察する。Ⅱ期の３つのエピソードからは，Ｉ期

に比べ母子の間でより活発に不快‘清動が交わされている

ことが読みとれる。その一方で，Ｅ５のク，Ｅ６のサ，

Ｅ７のシにあるように，Ｋが母親から求められてすぐ

に，あるいは自発的に謝罪・修復の行動をとるなど，葛

藤的なやりとりの中により調和的な部分も認められる。

では，この時期のＫにとって，母親からの非難・叱責

はどのような意味を持っていたのだろうか。まずⅡ期に

は非難・叱責に対して，不快情動の表出がＩ期よりも高

い割合で見られ，さらに不‘快の表出形態にも分化が認め

られた。すなわち，Ｉ期に見られた不快の表出は主にぐ

ずり声によるものだったが，Ⅱ期には，口先をとがらせ

頬を膨らます，怒った相手の口調と同じ口調で言い返

す，物を投げるといった，表情や口調，特定の動作によ

る不快の表出が見られるようになった。これらは不快の

中でも特に，怒りに関連した表出だとみなしうる。しか

し，このことから母親の非難や叱責に対してＫが怒りを

経験するようになったと結論づけるのは早計であろう。

なぜなら，Ｅ４のオ，Ｅ５のキ，Ｅ６のケなどをみる

と，その多くは，直前に母親から向けられた怒りの反応

を受けて返されたものであるように思われるからだ。つ

まり，母親が示す怒りに巻き込まれる形で，Ｋが同様の

表出をしていた可能性があると考えられる。また，Ⅱ期

には非難や叱責を受けたすぐ後に，怒りに伴う行動とは

相反する行動（母親に接近や接触を求める，謝罪や修復

を求められると応じるなど）が他期よりも相対的に多く

観察されていた（Tableｌ）。これらの反応を総合的に

解釈すると，母親の非難や叱責はＫに，怒りというより

はむしろ，漠然とした不'決を引き起こすものだったので

はないかと推測される。同時にこれは，母親からの非難

や叱責に対するＫの認識あるいは意味づけが，Ⅱ期に

なって変化してきたことを示唆する。

Ⅱ期には謝罪・修復行動にも変化が見られ，Ｋが母親

の謝罪・修復の要求の大半に従うようになっただけでな

く，自ら謝罪や修復を行うことも出てきた。ところで，

自発的な謝罪や修復が生じるためには，非難や叱責が自

分がとった特定の行為に向けられている，ということ

と，非難や叱責を受けた後に，誰（何）に対してどのよ

Table4J期α9～〃ｶﾉ鮒のエと｡ソート誤の例

Ｅ４（２０：７）Ｋ，紙筒でＯのことを叩く。Ｏが「いたい」というと，それを聞いたＭ，「あ，Ｋちやん，何やってるの？」

と答める口調で言う。Ｋ，口をとがらせ，怒った口調で「ワー」といい，再度Ｏを叩く才)。Ｍ，それを見て「口答えするし」

と言うヵ)。Ｋ，紙筒を投げて笑う。Ｍ，「わはは，じやない」と怒ったｎ調で言う。

Ｅ５（２０：２８）Ｋ，手元に玩具の入った袋があることに気づき，袋から玩具を取り出し，投げる。Ｍ，それを見て「Ｋちや

ん！ポイしちやいけなし､って言ったでしよ」と答める口調で言う。Ｋ，一瞬肩をすくめ，同じ口調で｢イツタデシヨ」と言うキ)。

Ｍ，Ｋに「ごめんなさいは？」と厳しい口調で言うと，Ｋ，「ゴメンナシヤイ」と頭を下げるク)。Ｍ，Ｋの頭を撫でて，「いい

こいし､こ。ないないして」と投げた玩具を片づけるように言う。

Ｅ６（２１：２４）Ｋ，雑誌をもって，音楽に合わせて踊っている。Ｋ，Ｍの顔を一瞬見て，雑誌を開き，両方の手で雑誌を

引っ張る。Ｍ，それを見て「破つちやだめ。これ，オーマの大事なの」と答める口調で言い，Ｋの手から雑誌をとろうとす

る。Ｋ，「ヤーヤーヤー」と怒ったような口調で言う‐,。そして，自分の方へ雑誌を引っ張り返し，Ｍを見る。Ｍ，「破って

る。だめ」と大きな声を出す。Ｋ，「ヤーヤー，ヤメテヨー」とぐずり声で言い，さらに激しく雑誌を引っ張り，抱え込む。

Ｍ，「大事なんだもん。大事大事。ご本破つちややだ」と言い，Ｋから雑誌をとろうとする。Ｋ，「ヤーヤー」とわめくように

言い，雑誌を引っ張り返す。Ｍ，Ｋの目を見て，「あ－」と答める口調で言い，晩む。ＫもＭの目をじっと見ている。ＭもＫ

を晩んだまま，「びりびりしちやいや｣。Ｋ，「ヤー」とぐずり声をあげて，両手で雑誌を引っ張る。それを見てＭ，「っていう

とわざとやる」と言いｮ)，雑誌に手をかける。同時にＫが雑誌を引っ張り返した拍子に，雑誌が破ける。Ｍ，Ｋに向かって，

｢あ－あ，あ－あ」と非難する口調で言う。その声と同時に，Ｋの手の動きが止まる。Ｍ，Ｋを晩んで「悪いな－，その手

は｣。Ｋ，Ｍを見て，肩をすくめ，頭を下げるｻ)。Ｍも一緒に頭を下げ，その動作に合わせて，「ごめんなさいよ」と言う。そ

れからＭ，Ｋの手をとって音楽に合わせて踊り始める。

Ｅ７（２２：９）Ｋ，ふざけて棒を振り回している。棒がＭの頭にあたり，Ｍが泣き真似をする。Ｍ，「痛いよ－。え－んえ－

んえ－ん｣。Ｋ，それを見て，「ア，エーンエーンエーンダ｣。Ｋ，棒をおいてＭのところへ行き，Ｍの目元を自分の手のひら

で押さえ，「エーンエーンエーン，イイコイイコ」と言い，Ｍの頭を撫でるシ)。それからＫ，すぐ笑いだす。Ｍも笑いだす。

注．ＭはＫの母親，Ｏは観察者，「オーマ」はＫの祖母を意味する。
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うな行為をとるべきかということの両者が，関連づけら

れて理解されている必要がある。ゆえに，自発的な謝罪

や修復が観察され始めたⅡ期の後半頃になって，これら

の事象間の関連がＫに理解され始めたのではないかと推

測できる。

しかし，自発的な謝罪や修復が生じるためには，事象

間の関連についての理解のみでは不十分だと思われる。

これについては，先述のＫの情動反応の変化と併せて解

釈する必要があるだろう。Ｅ５，Ｅ６，Ｅ７から窺える

ように，Ｋにとって謝罪や修復の行動は，葛藤的なやり

とりを終結させ，母親との関係を修復したり自身の不快

を鎮めたりするものとして機能していたものと思われ

る。ここから推測すると，非難や叱責を受けることに対

して不快が生じるようになったことで，謝罪・修復行動

が持つ機能がＫに認識され始め，それと同時に，非難や

叱責に伴う不'快が動機づけとなって，自発的に謝罪や修

復をすることや謝罪・修復の要求に従うことがでてきた

のではないかと推測される。言い換えれば，Ｉ期には独

立していると思われた，非難や叱責の対象となったＫの

行為と，頭を下げる，ゴメンと言うなどの言動が，非難

や叱責を受けることに伴う不快を媒介として，結びつい

てきたのだと解釈できる。

Ⅱ期に見られた母親の対応の変化も，上記のＫの変化

との関連から解釈できる。Ｔａｂｌｅ４のエピソードから

は，母親の非難や叱責がＫから不快‘情動の表出を誘発

し，さらにそれが，母親からＫの意図への言及や，非難

や叱責の言葉を引き出している様子が読みとれる。先行

研究（Scott＆Dembo,1993）では，母親は受動的な不

服従に比べ，子どもの直接的な反抗をより意図的なもの

とみなし，力を行使した対応をとることが示されてい

る。このような先行研究の結果に鑑みると，Ｋが非難や

叱責に対して明確に不快情動を表出したり，言われた言

葉を繰り返したり，謝罪や修復の行動をとるようになる

に伴い，Ｋの理解に関する母親の認識が変わっていった

ことが推測される。すなわち，分からないで叱られるこ

とをしていたＫが，分かっていて叱られることをする，

というように母親の認識が変わり，それが，Ｋの行為に

意図や責任を帰属させる発言へとつながっていったので

はないかと思われる。

以上を踏まえ，Ⅱ期のやりとりの中で生じていたプ

ロセスについて考察する。Ⅱ期にはＫに，母親の怒り

の反応の模倣や言葉の模倣，母親の謝罪・修復の要求

への従順さが見られた。ところで，模倣は社会化の過

程において，所属している文化の複雑な社会的行動の

レパートリーを学習させる機能を持つと考えられてい

る（Kuczynski，Zahn-Waxler，＆Radke-Yarrow，

1987)。また，模倣は，社会化されることに対する子ども

の側の意欲の現れであると捉えられている（Formａｎ＆

Kochanska，2001)。これらのことから解釈すると，Ⅱ

期に見られた母親の反応や言葉の模倣は，母親の反応や

言葉を介して伝えられた行為の社会的意味，すなわち行

為の是非や，謝罪行動や修復行動の必要性が，Ｋによっ

て取り入れられている過程にあたると考えられる。Ⅱ期

には，非難や叱責を受けた行為をＫが反復，続行した割

合がもっとも低かった（Tableｌ）が，これもこの解釈

に矛盾しない結果といえる。一方，母親の側には，Ｋの

行為に対する意図や責任の帰属が見られるようになって

いた。こうした意図や責任への言及は，Ｋが行為の是非

を理解していることを前提として発せられたものである

と考えられる。以上よりⅡ期は，母親の怒りの反応や言

葉の模倣を介して，Ｋによって行為の社会的意味（行為

の是非や謝罪・修復行動の必要性）が取り入れられ始

め，それとともに，Ｋと母親の間でその意味の共有が始

まった時期にあたるのではないかと推察される。

(3)Ⅲ期（23～27カ月齢）の特徴

Ｋの反応（Table１，Table５）主に見られた反応は

Ⅱ期と同様であったが，Ⅲ期には新たな反応も見られ

た。すなわち，母親から「だめ」と言われると，「イイ」

｢ダイジヨ」と反論する，「イイ？」と問い返すなど，よ

り洗練された形で言語的に自身の要求を伝えるように

なった（初見23:３，例ElOの上）。また，叱られた後に

｢キライ」「バイバイ」等と言い，その場を離れたり母親

から顔を背けたりする等，母親との間に距離をおく言動

がみられるようになった（Ｔａｂｌｅｌの「言語的距離化｣，

初見23:３，例ElOのう)。

謝罪行動や修復行動については，Ｋが自発的にそれら

の行動をとった割合がⅡ期よりさらに増え（29.6％)，

非難や叱責の対象となった自身の行為に自ら言及する

(例えば物をこぼしたり落としたりした後，観察者に

｢コボシチャッタ」「オッコッチャツタ」と言う）ことも

でてきた（初見24:７，例Ｅ９のヌ)。一方で，母親から

の謝罪や修復の要求を「シナイ」「ヤダ」などと明確に

拒否することも出てきた（初見23:26,母親が謝罪や修

復を要求した６エピソード中３エピソードで観察，例Ｅ

９のネ)。さらに非難や叱責を受けた後の気晴らし行動

(例Ｅ８のテ）が相対的に多く（44.4％）のエピソード

で確認された。

母親の対応（Table２，Table５）Ⅲ期には，単純表

現による非難・叱責や母親等の内的状態への言及があっ

たエピソードの割合がⅡ期より若干低くなった（順に

59.3％，33.3％)。一方で以前になかった対応として，

反語表現による非難や叱責（例Ｅ８のス，Ｅ９のナ)，

交換条件を出したり脅したりする，突き放した態度をと

る（Ｔａｂｌｅ２の「距離化｣）といった対応が見られるよ

うになった（例Ｅ８のソ，タ，Ｅ９のノなど)。また，

Ｋの意図や責任への帰属（例Ｅ８のセ)，Ｋがとろうと
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している行為の結果への言及，否定的なアイデンティ

ティへの言及（｢悪い子」「乱暴者」など，例Ｅ８のツ）

も，他期に比して相対的に高い割合で見られた（順に，

33.3％，29.6％，18.5％)。

相互作用についての考察上記の結果とエピソード

(Table５）の分析から，この時期の相互作用の特徴を

考察する。

Ⅲ期にはＫに，母親に対する言語的距離化，謝罪や修

Table5m期“～27ｶﾉｦ制のエと｡ソーバの例

Ｅ８（２３：３）Ｋ，Ｍが庭仕事をする傍で遊んでいる。Ｋ，地面においてあった，犬の糞の処理用のシャベルに手を伸ばす。

Ｋはこの直前にもそのシャベルで遊び，叱られたばかりである。Ｍ，それを見て，ｒあ，さっきたるちやん（飼い犬の名前）

の，って言ったでしよ｣。Ｋ，シャベルを手にとって，庭石を叩く。Ｍ，怒ったI1調で，「こわれちやう」。Ｋ，まだ石をシャ

ベルで叩いている。Ｍ，怒った口調で，「こわれちやうでしよ。たるちゃんの｣。Ｋ，「コレ？」と言いながら顔を上げて微笑

み，シャベルで石を叩き続ける。Ｍ，ますます怒った口調で，「何でそういうことするの？」と言うが，Ｋは石を叩き続ける。

Ｍ，より厳しい口調で「こわれちゃう。Ｋちやん１たろちやんの。だいじ｣。Ｋ，手を止めＭを見て，「タロチャンノ？」と言

い，再度石を叩き始める。Ｍ，「たろちやんにどうぞしてくる」と言い，Ｋの手からシャベルをとろうとする。しかし，Ｋ，

しっかりとシャベルを握り放さない。Ｍ，怒った口調で，「や－めなさい。たるちやんのだから｣。Ｋ，しゃがんで再度石を叩

き始める。Ｍ，とても怒った口調で，「やだ！どうしてそんなとこ座りこむの？",。Ｋ，そのうちあやまって自分の手をシヤ

ベルで叩き，その場で泣き始める。Ｍ，少し離れた所でその様子を見て，「そんなの自分が，やめなさい，って言ったのにい

けないんだもん↓：)。いいことし－ない，つとソ,」と言う。Ｋ，その場で泣き続ける。Ｍ，Ｋを立たせて，お尻についた泥を払

う。そして，「だって，いけないって言ったのに，やめなさい，って言うのに，やるからだよセ)。し一らない，と」とＫに背

を向ける謡)。Ｋ，「ヤーダー」とその場にしやがんで泣く。Ｍ，「し－らない。やだって，自分がいけないんだもん｣セ)。Ｋ，

しばらく泣き続ける。それから立ち上がり，半べそをかきながら，「マーマ」と言って，Ｍの前に立つ。Ｍ，Ｋを見て，「だか

らやめなさい，って言ったでしよ。しつこいよ。やめなさい，って言ったでしよ｣。Ｋ，怒った口調でＭに向かって言い返す。

Ｍ，「な－によ’自分がいけないんじやないよ｣ぃ。Ｋは，その場でより一層激しく泣き始める。Ｍ，「やめなさいって言った

のにやったでしよ」と怒った口調でいう。Ｋ，Ｍを見て，「ワー」と泣きながら怒った口調で大きな声を出す。Ｍ，「な－に，

それ。自分がいけないんでしよ｣セ,。Ｋ，いったんＭに背を向け，またＭの方を向き，Ｍのひざに顔をつけて泣く。数秒後，

顔をあげ，微笑む。Ｍ，「また痛くするぞ」と言し､，笑いながらＫを蹴飛ばす振りをする,)。Ｋ，蹴り返そうとして，転倒す

る。Ｍ，「や一いや一い」と笑う。Ｋ，笑いながら，再度Ｍを蹴飛ばす。Ｍ，「悪い奴だｼi」とＫをだっこして，玄関の踊り場

にのせ，自分はＫに背を向けおりてくる。そしてからかう口調で「ヘヘヘーんだ。へ－んだ」という。Ｋ，Ｍのいる所へ戻っ

てきて，Ｍを押したり，叩いたりする。それからＭのポケットの中にあったお気に入りのミニカーを取り出し，ミニカーで１

人で遊びはじめるテ)。

Ｅ９（２５：９）Ｋ，床に鍋や釜を広げ，ままごとをしている。Ｍ，Ｋが鍋から釜に水を移そうとしているのを見て，「そ－

と。上手にやってね」と言う。しかしその時，水が鍋からこぼれてしまう。Ｍ，Ｋの持っている鍋を手で押さえ，「ほ－ら，

'も－う」と答める口調で言う。Ｋ，こぼれた水を見て，うつむきながら「ゴメンチヤイ」と言う卜)。Ｍ，水を拭きながら，

｢ごめんなさいって言えばいいっていうもんじやないの」と言う。Ｋ，「ゴメンチャイ」と言いながら，また鍋から釜に水を移

す。Ｍ，苛立った口調で，「どうして下手くそなんだ，君は」と言う1,.Ｋ，Ｍが水を拭くのを見て，次にＭの顔を見て，

｢アー，ネー」という。それに対し，Ｍ，「何が『ネ』だ」と言う。Ｋ，またＭの顔をじっと見て，「ワカッタ？」と言う。Ｍ，

苛立った口調で，「おっこったでしよ。ほら，びしょびしょで」と言う。Ｋは微笑んでＭを見て，再度「ワカッタ？」と言う二)。

Ｍ，怒った口調で「分かんない」と言い，鍋を持って，キッチンに雑lljを取りに行く。

Ｍの後をついて行くｚ)。Ｍ，せかす口調でＫに，「拭いて，拭いて」と雑巾を渡す。Ｋ，

Ｋ，Ｏに「コボシチャッタ」と言い，

いったん雑巾を手にとるものの，す

ぐ手から落とし)，先ほど遊んでいた所に向かう。それを見たＭ，「あ，拭きなさいよ－，自分で」と怒った口調で言う。Ｋ

が「エ？」と言い，Ｍの方を振り返ると，Ｍ，Ｋに雑巾を差しだし「はい，ごしごし」と言う。Ｋ，「シナイ」と言い，顔を

背けるネ)。Ｍ，「じや，もうお水あげないからね」と言い，その後Ｋが水を要求しても，「こぼしても自分で拭く人にはあげ

るけど，拭かない人にはあげない」と拒否する，１．Ｋ，ぐずりながらＭの後をついて行く。Ｍ，取り上げた鍋を黙ってＫに渡

す。Ｋ，鍋を受け取ると，Ｍに「ベー」と言い，笑う,､)。

ＥｌＯ（２５：２３）Ｋが楊枝の入った袋を口に入れている。Ｍ，それを見て「それ楊枝だから危ない」と注意するが，Ｋ，「ダ

イジヨ，イヤ」と言い，楊枝を手に握って離そうとしない上,。Ｍ，「危ないからいけません」と言い，Ｋの口から楊枝を出さ

せる。するとＫ，楊枝を手に持ったまま，「ダッテ，キライ」と言い，Ｍから顔を背けるう)。Ｍ，笑いながら，「嫌いでもね，

いいの。嫌いでもね，そんなの危ないの｣。Ｋ，顔を背けたまま，無言でいる。Ｍ，そんなＫの様子を見て，「いけません｣。

Ｋ，「イケナイ」と言った後，食卓の下にお菓子の缶を見つける。Ｍ，「空っぽよ」と言う。Ｋが，「カラ？」とＭに尋ねると，

Ｍ，「隠しといたのに。みつかつちやつだかな」と言い，おやつにする。

注．ＭはＫの母親，Ｏは観察者を意味する。
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復の要求に対する拒否，言語的な要求の主張や拒否と

いった，新たな形態の意志表現が見られた。これらの行

動の発現は，Ｋにとって不'快の志向対象が明確に認識さ

れてきたことを示唆する。すなわち，母親から非難や叱

責を向けられた時，母親の表出を模して，あるいは母親

が表出する怒りに巻き込まれる形で怒りに関連した表出

をしていたのがⅡ期だとすれば，自身の行為に制限を課

されたことや，それを課した母親に対して主体的に怒り

が向けられるようになったのがⅢ期だと言えるだろう。

その一方でこの時期のＫは，自ら謝罪・修復行動をと

る，自身の失敗行為を人に知らせる等，罪悪感の行為傾

向とされる行動（Saami，Ｍｕｍｍｅ,＆Ｃａｍpos，1998）

を示している。これは，母親からの非難や叱責，その対

象となった自身の行為，非難や叱責を受けた後で自分が

とるべき行為との関連に関する理解が，Ｋの中でより明

確に成り立ってきたことを示唆する。

以上の二つの反応の変化を併せて解釈すると，Ⅲ期に

は，Ⅱ期に見られた，非難や叱責を受けたことに伴う漠

然とした不快が，非難・叱責や行動への制限を受けたこ

とに対する怒りと，自身のとった行為に対する罪悪感と

に分化してきたのだと考えられる。同時にこれは，Ｋが

自身の行為について，母親の反応を直接的な手がかりと

しながらも，自身の視点と母親の視点のいずれからも捉

えうるようになったという，視点の分化が進んできたこ

とを示唆するだろう。このことは，Ｅ９のやりとりに明

確に現れており，Ｋへの苛立ちを高めていく母親に対

し，Ｋはそれに巻き込まれることなく，自ら謝罪する

（卜)，母親の機嫌を伺うような行為（二）をとる，観察

者に自分の失敗を知らせる（ヌ)，母親の修復の要求を

拒否する（ネ)，報復的とも思える行為（ハ）をとると

いうように，母親に対する反発的な行為と罪悪感に関連

した行為とが交互にとられている。

Ⅲ期には母親の対応にもいくつか変化があったが，こ

れらの変化は，Ｋの反応の変化と無関係ではないと考え

られる。Ⅲ期に新たに見られた，あるいは，相対的に多

く見られた，Ｋの意図や責任に言及する，Ｋがとろうと

している行為の結果に言及する，交換条件を出す・脅

す，突き放した態度をとるなどの対応は，Ｋが母親の意

図に従わなかった場合に生じうる帰結について言及した

対応だと言える。つまりこれらの対応は，Ｋが行為の是

非に加えて，自身の行為の帰結を言葉で理解しうるとい

う前提のもとにとられた対応だと考えられる。さらにこ

れらの背景には，Ｋに対する行為の自己コントロールの

期待があると思われる。なぜならこれらの対応では，非

難や叱責の対象となっている行為をＫが続ける（あるい

はやめる）ことにどのような結果が伴うのかが予め示さ

れ，その上で，その行為を続けるか，やめるかを判断す

ることが，Ｋに求められていると考えられるからだ。

しかし，たとえＫが行為の是非について理解していた

としても，実際そのとおりに自身の行動をコントロール

できるとは限らない。エピソードからは，非難や叱責を

受けた時に，Ｋが母親から言われたことを理解している

と思わせるような言葉（例えば，Ｅ８のスやＥ９の二の

やりとり）を返しているにも関わらず，母親の禁止や要

求に繰り返し応じないため，母親が苛立ちを増してい

き，Ｋに強く理解や譲歩を迫る対応をとるに至った様子

を読みとることができる。Ⅲ期に顕著に見られるように

なった，「なんで～するの？」などの反語表現による非

難・叱責からは，Ｋの行為に対する母親の強い苛立ちに

加え，Ｋの行為の自己統制に対する母親の期待の高さを

窺い知ることができる。

以上を踏まえ，Ⅲ期の相互作用の中でどのようなプロ

セスが進行していたのかを考察する。Ⅱ期を，行為の社

会的意味の共有が進んできた時期だとすれば，Ⅲ期は，

行為の社会的意味の共有を前提として，互いの意図の調

整や心理的・物理的距離の調整が行われ始めた時期だと

考えられる。すなわち，Ⅲ期に入ってからのＫは，自ら

謝ったり修復行動をとったりする一方で，謝罪や修復の

要求を拒否することや，自身の要求を言語的に訴えるこ

と，母親との間に自ら距離をおくこともあった。これは

Ｋが，自身の意図や感情を表現する方法や，母親との関

係を修復する方法を身につけ，それらを用いうるように

なったことで，自分と母親の意図のずれや，母親との心

理的，物理的距離を自律的に調整しうるようになってき

たことを意味する。また，母親の側も，Ｋが言うことを

きかない時に，Ｋの意図や責任に言及する，行為の結果

に言及する，交換条件を出す，脅す，突き放した態度を

とるなど，明確になってきたＫの要求や拒否に対して，

多様なやり方で理解や譲歩を迫るようになっている。し

かし一方では，Ｋの泣きを受け止め，気晴らしを図ろう

としたり（Ｅ８のチ)，最後には黙ってＫの要求に応じ

たりする（Ｅ９）等，Ｋを受け入れ，支えるという態度

もとっている。以上よりⅢ期は，Ｋと母親の双方によっ

て，多様なやり方で互いの意図や心理的，物理的距離の

調整が図られるようになった時期だと言えるだろう。

さらに，Ⅲ期の変化に貢献したと考えられるものとし

て，Ｋの，物や母親以外の他者との関わりを付け加えて

おきたい。Ⅲ期には，非難や叱責を受けた後のＫの気晴

らし行動に，量的側面においてだけではなく，質的側面

においても変化が認められた。すなわち，それまでにな

かった気晴らし行動として，お気に入りのミニカーを手

にする（初見23:７，自発的な気晴らし行動があった12エ

ピソード中５エピソードで観察，例Ｅ８のテ)，歌った

り踊ったりする（初見23:7〆同２エピソードで観察)，

観察者に働きかけるなどの行動が観察された。これらの

気晴らしの行為は，非難や叱責を向けられたこと|こよっ
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て生じた，母親には共有してもらい難い情動経験を，Ｋ

が自分にとって重要な意味を持つ母親以外の存在（身近

な物や他者）との関わりの中で抱え，対処しようとして

いる行為にあたるのではないかと解釈できる。このよう

に物や他者への関心が広がってきたことが，Ｋと母親の

双方にとって，心理的，物理的距離の調整を図ることを

容易にしたのではないかと考えられる。

総合考察

分析より明らかになったＫの反応，母親の対応，なら

びに相互作用の変化をＴａｂｌｅ６にまとめた。分析の結

果，非難・叱責に対するＫの情動反応の分化や，そこか

ら想定される，事象間の関連（母親からの非難・叱責，

その対象となったＫの行為，謝罪・修復行動の関連）に

ついてのＫの理解と並行して，母親の対応にも変化が生

じていることが推測された。また，母親の対応の変化の

背景には，Ｋに対する期待の変化，すなわち，行為の是

非の理解の期待から，行為の自己統制の期待への変化が

あったのではないかと推察された。

さらに，各期のＫと母親の相互作用の中では，以下の

過程が進行していると考えられた。Ｉ期：母親からＫへ

の行為の社会的意味の伝達と，Ｋによる行為の社会的意

味の模索，Ⅱ期：Ｋによる行為の社会的意味の取り入れ

と，Ｋと母親の間での行為の社会的意味の共有，Ⅲ期：

行為の社会的意味の共有を前提とした，意図や心理的，

物理的距離の相互調整，である。これらの過程の推移

は，この１年を通してＫと母親との関係が，相互調整的

なやりとりに基づく，より対等なものへ再編されていっ

たことを示唆する。

本研究の結果から得られたもっとも重要な理論的示唆

は，この時期に生じる母子間の葛藤的やりとりの再組織

化，そしてそれを通して成し遂げられるであろう母子の

関係'性の再編は，子どもの情動の分化と知的な理解，母

親の対応の変化という三者の足並みが揃うことによって

可能になる，ということだ。これまでの研究では，母子

の葛藤が子どもの自律性の発達にとって持つ意味が強調

されてきた。しかし本研究では，母子の葛藤が母親に

とって持つ発達的意義も示唆された。すなわち，母親の

側もこの時期，子どもの変化に応じて自身の関わりを変

えていくことで，より対等な相手として子どもに接する

姿勢を身に付けていくのだと考えられる。

しかし，本研究では扱えなかった課題も残されてい

る。まず，本研究では歩行開始期における母子のやりと

りの共変化の過程を，一母子の事例に照らして示したに

過ぎない。共変化の過程に他の道筋はないのだろうか。

また，発達臨床的な観点から言えば，子どもの情動面の

Table6各期におけるＫの反応母溺の対応ならびに祖互作ｿwの特徴

Ｋの月齢

Ｋの主な情動反応

Ｋの謝罪・修復行動

事象間の関連に関する

Ｋの理解の図式化a）

母親の主な対応

新たに加わった対応

Ｉ期

(15～17カ月）

緊張・‘快情動

母親から要求されれば

するが，一貫性はない

●△……■

単純表現による非難・叱責

母親等の内的状態への言及

謝罪・修復の要求

Ⅱ期

(１９～22カ月）

不‘快情動

母親から要求されればする

自発的な謝罪・修復の現出

●……△－■
グ

、 － － ＝ ー ＝ 夢

単純表現による非難・叱責

母親等の内的状態への言及

謝罪・修復の要求

意図・責任の帰属

からかい

推測される母親の期待行為の社会的意味'))の伝達行為の社会的意味の理解

相互作用の中で

生じていると

推測されるプロセス

母親による行為の社会的意味

の伝達と，Ｋによる行為の

社会的意味の模索

Ｋによる行為の社会的意味の

取り入れと，Ｋと母親の問で

の行為の社会的意味の共有

Ⅲ期

(23～27カ月）

怒りと罪悪感

自発的な謝罪・修復

謝罪・修復の要求に対する拒否

単純表現による非難・叱責

母親等の内的状態への言及

謝罪・修復の要求

意図・責任の帰属

行為の結果への言及

反語表現による非難・叱責

交換条件・脅し

距離化

否定的アイデンティティへの言及

行為の自己統制

行為の社会的意味の共有を前提

とした，意図や心理的・物理的

距離の相互調整

注．ａ）●は，非難・叱責の対象となったＫの行為，△は母親の非難・叱責，■は謝罪・修復行動を意味する。

点線は，関連についての漠然とした理解，直線は，関連についての明確な理解をさす。

ｂ）行為の社会的意味とは，行為の是非や，謝罪・修復行動の必要性をさす。
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発達や知的な面の発達に偏りがある，あるいは子どもの

理解力に関する親の認知に歪みがあるために，子どもの

情動面の発達と知的理解の発達，親の対応変化の三者が

うまくかみ合わない親子もあるだろう。その場合にはど

のようなことが生じるのだろうか。このような個人差に

ついては本研究では言及できていない。二つめに，本研

究では外部からの観察を通して見出されたＫと母親の行

動上の変化をもとに，両者の関連を推測したにすぎな

い。しかし，母親の対応の変化の背景には，子どもに対

する感情や考えの変化があると思われる。今後は、この

時期に生じる子どもの発達的な変化を母親がどう捉えて

いるのか，そして，それによって子どもに対する母親の

感情や考えがどのように変化していくのかという母親の

内面的な変化にも着目しながら，この時期の母子の共発

達の過程を明らかにしていく必要があるだろう。
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中国人親子による出来事の対話：

母親と父親は幼児の出来事の語りをどのように引き出すか

金敬愛仲真紀子
(千葉大学大学院自然科学研究科）（東京都立大学人文学部）

親が子どもから過去の体験や出来事をどのように引き出すかは，子どもの自伝的記'億やナラティブス

キルの形成に影響を及ぼすと考えられている。本研究では，中国人３，４，５歳児Ｗ＝46）とその父

母を対象に，過去の出来事をめぐる対話場面を収録し，以下の２点を検討した。第１は，子どもの発達

に伴い，親の発話はどのように変化するのか，第２は，母親と父親で発話に違いがあるのか，である。

親の発話を，発話量，発話の文法的形式，発話内容，発話の機能（発話の仕方に関する発話）に分類

し，分析した結果，(1)子どもの年齢に応じて親の発話量は減少すること；(2)形式的には，子どもの年

齢が低いほどyes-no，what，復唱質問が多いこと；(3)機能的には，３，４歳児の親は「これまで話

してきた出来事についての詳細情報」を求め，また「確認」を多く行うこと；(4)全体を通じ，父親は

母親よりも発話量が多く，特に４歳児に対してはyes-no質問や復唱質問が多いことなどが明らかに

なった。３歳児の親は，子どもの語りを積極的に援助し，また父親は母親とは異なる形で援助を行って

いるといえる。

【キー・ワード】ナラティブ，母子対話，父子対話，中国人幼児，自伝的記憶

問題と目的

過去の出来事の記'億はどのように作られ，また語られ

るようになるのだろうか。この問題は，エピソード記憶

や自伝的記憶の形成，ナラティブスキルの発達などの心

理学的問題だけでなく，目撃証言などの現実的な問題と

の関わりにおいても重要である。Nelson（1993,2000）

は，出来事の記憶の形成には，母子対話の果たす役割が

大きいと指摘した。彼女によれば，幼児は対話の中で，

母親による情報の引き出しや拡張（足場：sca[Iolding）

に助けられ，過去の出来事を語り始める。そして，やが

ては幼児自らが自立的に出来事を語ることができるよう

になるのだという。

日本，中国，韓国などのアジア圏において，出来事の

語りを検討した研究を概観すると，比較文化的な研究

(Minami，1996；Ｍｉｎａｍｉ＆McCabe，1995；Wang，

Leichtman，＆Davies,2000）や，対話に関する母親の

意識の研究（小松,2000）はあるものの，出来事の語り

の発達を母子対話という観点から直接検討した研究は少

ないように思われる（仲,2000)。これに対し，欧米で

は，母親の発話スタイルが子どもの出来事の語りに及ぼ

す影響を調べた研究は多い。これらの研究により，例え

ば，出来事の文脈を精綴化する傾向の高い母親の子ども

は，when,whereに言及することが多いこと（Peter．

sｏｎ＆McCabe，1994)，出来事の精徴化に焦点を当て

る母親の子どもは，出来事のプロット構造をより多く産

出するようになること（Peterson＆McCabe，1992)，

ｗｈ質問やあいづちを多く用いるよう指導された母親の

子どもは，より詳しく話すなどのナラティブスキルが向

上すること（Peterson，Jesso，＆McCabe，1999)，複

雑で情報量の多い母親の子どもは，やはり複雑で情報量

の多いナラティブを産出するようになること（Fivush，

1991）などが明らかになっている。

さらに，最近では，母親だけでなく，父親と子どもの

対話の研究も進んでおり，子どもに対する父母の接し方

にはあまり差がないこと（Adams，Kuebli，Boyle，＆

Fivush，1995；Fivush，Brotman，Buckner，＆Good‐

man，2000；Haden，Haine，＆Fivush，1997；Reese＆

Fivush，1993)，しかし親が自分の体験を子どもに語る

ときには，父母差が見られること（Buckner＆Fivush，

2000）などが報告されている。父親は母親とともに，子

育ての中心的な役割をになっている。過去の出来事をめ

ぐる対話において，父母が何を質問し，どういった発話

を行うかは，子どもの出来事の表象の形成に寄与するだ

けでなく，誰に対しどのように語ればよいかというナラ

ティブスキルを方向づけることにもなるだろう。

では，実際，親は子どもの語りをどのように援助し，

子どもの発達に応じて，どのように足場を減らしていく

のだろうか。Nelsonは，ナラティブの発達において

は，幼児が「現在の体験者（exper1encer)」の段階から

｢過去と未来の語り部（narrativisor)」の段階へと移行

することが必要だと述べている。そして，この移行は２

歳半から５歳，多くは４歳に生じるとし，これを「４歳

児の移行」と呼んでいる。このような指摘に鑑みれば，
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親が提供する足場は，２歳後半から５歳の間，特に４歳

台で大きく変化することが予想される。

しかしながら，前述の研究において，親による発話の

(子どもの年齢発達に応じた)変化を，４歳児とその親を

含めた形で調べた研究は少ない。例えば，Ｈａｄｅｎｅｔａｌ．

(1997)は，親子の対話を３歳児段階と５歳児段階で縦断

的に検討しているが，「移行期」と考えられる４歳児段

階は検討されていない。彼らの研究では，３歳児段階と

５歳児段階において親の発話量には差が見られたが，文

脈'情報や活動など，発話の内容には大きな違いはなかっ

た。また，Reese＆Fivush（1993）の研究でも，親の

側には，子どもの言語能力の発達に応じた違いは見出さ

れていない。しかし，こういった結果は，文脈情報や活

動といった分類カテゴリーが，発達差を十分に反映し得

ないものであったために生じたのかもしれない。

これらの研究を踏まえ，本研究では，これまで研究が

少なかったアジア圏の３，４，５歳児とその父母（ここ

では中国人親子）を対象とし，過去の出来事をめぐる対

話において，親がどのように発話を変化させるのか，あ

るいは変化させないのかを検討する。

では，具体的に，どのような変化が期待されるのだろ

うか。中国人の親子を対象とした対話研究は少ないが，

日本での対話研究から，以下の３つを検討すべき指標の

候補として挙げることができるだろう。

第１に，これはHadenetal．（1997）の研究でも見ら

れたことであるが，親の発話量が子どもの年齢とともに

減少することが予想される。例えば藤崎・無藤（1985）

は，保育園における３，４，５，６歳児の生活発表（前

日体験した特別な体験を話す）を分析し，幼児の年齢と

ともに（親ではないが）保育者の援助が減少することを

示している。また，高橋（1995）は，４－５歳児，５－６

歳児にビデオを見せた後，母親に幼児からビデオの内容

を聞き出してもらうという研究を行った。母子対話を大

学生間の対話と比較したところ，母親の発話数やターン

数は大学生のものよりも多かった。

第２に，発話の文法的な形式が，子どもの言語発達に

応じて変化することが予想される。例えば前述の高橋

(1995）では，特に年中児において，プロンプトとなる

yes-no質問やｗｈ質問が多かった。一方，前述の藤

崎・無藤（1985）では，保母は年少児に対しｗｈ質問を

より多く用い（｢何してた？」)，年中児ではyes-no質問

（｢おでかけした？」），年長児では命令文（「キャンプ

行ったときのお話して｣）が優位であった。保母はこの

ようにして，年長児の話題をより「語るのにふさわし

い」ものに限定していくようである。

第３に，質問の内容が子どもの言語発達に応じて変化

する可能性が指摘できる。例えば，母子の絵本読み場面

を分析した石崎・岩田（1985)，石崎（1986）によれば，

母親の質問は，同じwhat質問であっても，事物につい

て尋ねるwhat質問から活動について尋ねるwhat質問

へと，質問の内容が変化していた。また，仲・金・陳

(1999)，仲（1999）は，助数詞（枚，本など）の獲得を

調べる目的で，中国人親子（２，３，４歳児）を対象

に，対話の中で事物を数えてもらうという研究を行っ

た。親の発話を分析したところ，「何本（幾支）？」な

どの質問（｢何」に数を入れれば，助数詞を適切に用い

ることができる）は２歳児の親で多く，一方，３，４歳

児の親では，「２１」などと答えた子どもに対する「２

何（２什塵）？」などの表現（｢何」に助数詞を入れれ

ば，助数詞を適切に用いることができる）が多かった。

同じｗｈ質問であっても，異なる内容を尋ねているとい

えるだろう。

以上，親による足場の変化の問題には，量，形式，内

容の側面からアプローチできそうなことを示唆した。そ

こで本研究では，中国人３，４，５歳児とその父母を対

象に，日常的な出来事についての対話をもとめ，親の発

話の発達的変化を以下の指標を用いて分析する。

第１に，量の指標として，（１）親の発話の文字数，（２）

対話時間（対話開始から終了までの時間)，(3)アイディ

アユニット（ＩＵ：１つの動詞を含む主部一述部の単

位)，(4)ターン数（親子の発話交代）の４つの指標を用

いる。

第２に，ｗｈ質問（what,ｗｈｅｎ等)，yes-no質問，付

加質問，陳述文，命令文などの文法的な形式を，Ｔａｂｌｅｌ

Tableｌ形式/こよる分類カテゴダー

カテゴリー

ｗｈ質問

yes-no質問

ｏｒ質問

付加質問

復pH質問

省略質問

未完成質問

陳述文

復pH文

命令文

応答文

定義と例

what，when，where，who，which，ｈｏｗな

どの質問。

｢はい」か「いいえ」で答える質問。

ＡまたはＢの質問。

例：「公悼|に行ったの,それとも遊園地に行っ

たの？」

陳述の後に付加疑問がついている質問。

例：「公園に行った。そうでしょう？」

子どもの両前の発話を繰り返す質問。

省略のある質問。

例：「ブランコで遊んだ後は？」

未完成の質問。

例：「そうでしょう？（旗を）上げ…」

情報提供，説明，評価などを行う陳述文。

子どもの直前の発話を繰り返したり，まとめ

たりする陳述文。

課題に取り組むよう仕向ける等の命令形の発話。

子どもの発話への応答。

例：「分かった」
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の各カテゴリーにそって分類する。ところで，ｗｈ質問

のうち“where,when,who,why,ｈｏｗ'，の各質問は，

質問の文法的な形式と質問の内容（場所，時間，人，理

由，状態）がほぼ一致している。例えば，where質問で

は「場所」が，ｗｈｅｎ質問では「時間」が質問の内容と

なる。しかし，「何（what)」についての質問とyes-no

質問，付加質問については，必ずしも文法的な形式から

内容を推測することができない。例えば，同じwhat質

問であっても，「何をした（whathappen)」のように活

動を尋ねるものと「何を見た（whatobject)」のように

事物を尋ねるものとが区別できる。また，yes-no質問

や付加質問では，場所，時間，人，状態など，種々の内

容について尋ねることができる。

そこで，第３に，文法的な形式でおさえきれない質問

内容について分析を行う。具体的には，Ｔａｂｌｅ２のカテ

ゴリーに従い，what質問の内容を活動に関するものと

Table２内容による分類カテゴダー

カテゴリー

what質問

活動

事物

yes-no質問

時間

場所

人物

事物

感‘情

状態

活動

定義と例

whathappenについて尋ねるｗｈ質問。

例：「母：何をした？」

whatobjectについて尋ねるｗｈ質問。

例：「母：何を見た?」

出来事の発生時間について尋ねる質問。

例：「子：展覧館に行った｡」

「母：日曜日に行ったでしょう？」

出来事の発生場所について尋ねる質問。

例：「母：夏，君をどこに連れて行ったの？」

「子：泳ぎに行った｡」

「母：海に行ったでしょう？」

人物について尋ねる質問。

例：「母：ママと公園に行って何をした？」

「子：虎を見た｡」

「母：それはパパと行ったんでしょう？」

事物について尋ねる質問。

例：「子：パパの会社｡」

「父：そう。国旗もあったでしょう？」

感情について尋ねる質問。

例：「子：皆来て一緒に遊んだ｡」

「母：皆と一緒に遊んで楽しかった？」

状態について尋ねる質問。

例：「父：これは何？」「子：髪｡」

「父：赤い髪なの？」

活動について尋ねる質問。

例：「母：何して遊んだときが楽しかった？」

「子：車｡」「母：車の運転が？」

注．下線を引いた部分が内容の質問の例である。

付加質問もyes_ｎｏ質問と同様に分類した。

事物に関するものに分類する。また，yes-no質問は一

般的に「⑭公園で②遊んだの？」のように，「①（時間，

場所，人物，事物，感情，状態）＋②（～したの？）」

の２部分からなるので，①の情報によって，質問内容を

｢時間，場所，人物，事物，感情，状態」のいずれかに

分類する。ただし，①に二つ以上の内容が含まれる場合

(｢日曜日，公園で遊んだの？｣）は,前後の発話を考慮し，

重点的な内容を一つに決めてカウントする。また，②だ

けの場合（｢遊んだの？」）は「活動」として分類する。

ところで，高橋（1995）は，「質問」とは別に，幼児

を課題に向かわせる「制御」の発話についても分析して

いる。確かに，しつけ（｢ちやんと話して｣）や情報の要

求（｢もっと詳しく話せる？｣）のような発話は，出来事

をいかに語るかというナラティブスキルの発達に寄与す

ると思われる。そこで第４に，発話の形式や内容とは独

立に，しつけや情報要求といった発話の「機能」につい

ても分析する。カテゴリーをＴａｂｌｅ３に示す。

以上，親による発話を量，形式，内容，機能の各側面

から発達的に検討し，出来事の対話における援助とその

変化を探ることが，本研究の目的である。

方 法

調査への参加者

中国沈陽市にある幼稚園の３，４，５歳児と，各園児

の父母が調査に参加した。参加者数は，３歳児とその父

母16組（男児８名，女児８名；年齢は３:0-3:6)，４歳

児とその父母１４組（男児７名，女児７名；年齢は４:0-

4:6)，５歳児とその父母16組（男児８名，女児８名；年

齢は５:0-5:6)，計138人であった。沈陽市は中国の東北

にある都市で，父母は都市部に住むサラリーマンである。

手続き

まず，親（母親と父親）に，通常幼稚園に子どもを迎

えに来る時間を尋ね，この時間帯に調査に参加するよう

依頼した。中国では子どもの迎えは母親が行うことが多

いが，迎えに来ない父親にも参加を依頼した。１日めは

母親（または父親）が子どもとともに調査に参加し，２，

３日後に行われた２日めの調査には父親（または母親）

が子どもとともに参加した。調査は，研究とは直接関わ

りのない幼稚園の教師が，幼児園の一室で行った。親へ

の教示は「お子さんに，最近の楽しかった出来事につい

て尋ねて下さい」であった。時間は制限せず，好きなだ

け対話するよう求めた。母子，父子の対話をテープレ

コーダーで録音し，部分的にビデオ録画も併用した。な

お，各年齢の参加者のうち半数については母子の対話を

先に，残りの半数については父子の対話を先に行い，対

話の順序をカウンターバランスした。また，一度対話し

た出来事は調査中繰り返さないように教示した。調査者

は，対話の邪魔にならないよう，部屋の隅で他の作業を
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Table３機能による分類カテゴダー

カテゴリー

子どもから情報を要求する発話

精綴化を求める質問（精徴化）

定義と例

特定の話題の中で子どもが話した内容に関する，より詳しい質問。

例：「子：友達と一緒に遊んだ｡」「母：何して遊んだの？」

特定の話題のrllで子どもがそれまでに話していない内容に関する質問。

例：「母：公園で何を見たの？」「ボートに乗ったの？」（同じ公園の出来事）

新しい話題についての質問。

例：「母：最近・番楽しかったことは何？」

子どもの発話を繰り返して質問したり，または出来事の確認を目的とする発話。

例：「子：私が運転した｡」「父：君が運転したの？」

感情面の情報を要求する発話。例：「父：班長になって，嬉しかったでしょう？」

陳述文の形で，子どもに直接出来事の情報を提供する発話。

例：「その後，私たちはおばあさんの家に行った｡」

同じ出来事について情報を求める質問

（同じ出来事）

新しい話題について情報を求める質問

（新'情報）

確認を求める質問（確認）

感情に関する質問（感情）

子どもに新たな情報を提供する発話

教育的配慮に関する発話

承認

しつけ

子どもの管理

子どもの発話や行為を承認したり評価したりする発話。例：「父：頭いいね｡」

教育的な意味を持つ発話。例：「父：先生の話をちゃんと聞いてね｡」

子どもの不適切な行為を停止，訂正させる発話。（形式の分類の命令文と同一｡）

測度

ターン数

文字数

ＩＵ数

対話時間

効果

年齢

親

交互作用

年齢

親

交互作川

年齢

親

交互作用

年齢

親

交互作用

注．＊ｐ〈、05．＊*ｐ〈、０１．

Table４蒲の発話量の分散分析結果

Ｆ値多重比較

4.43*＊５歳児の親く３歳児の親

6.01*＊母く父

3.01＊４，５歳児の母く３歳児の母，４歳児の峰く４歳児の父

4.04＊５歳児の親く３歳児の親

4.83＊母く父

3.98＊４，５歳児の母く３歳児の母，５歳児の父く３歳児の父，４歳児の母く４歳児の父

5.06*＊５歳児の親く３歳児の親

6.78*率母く父

4.12*＊４，５歳児の母く３歳児の母，５歳児の父＜３歳児の父，４歳児の母く４歳児の父

ｎ．ｓ

7.69*＊母く父

3.21＊５歳児の父く４歳児の父，４歳児の母＜４歳児の父

するふりをしながら進行状況をチェックした。

分析の手順

対話を書き起こし，電子化し，発話量をターン数，ＩＵ

数，文字数，対話時間の４つの測度でカウントした。次

に，これらの発話を飛式，内容，機能の側面から分類し

た。その際，まず，すべての発話を形式の各カテゴリー

(Tableｌ）に分類し,その結果得られたｗｈａｔ質問，

yes-no質問，付加質問についてのみ，内容の各カテゴ

リー（Table２）に分類した。最後に，もう一度最初か

ら，すべての発話を機能の各カテゴリー（Table３）に

分類した。分類の一致率を調べるために，調査と関わり

のない中国人評定者１名に対話のサンプル（各年齢段階

における母子対話，父子対話，計６対話）の分類を依頼

した。その結果，形式と内容の分類の一致率は100％，

機能による分類の一致率は98％であった。

結果と考察

量の分析

ターン数，文字数，ＩＵ数，対話時間の各測度の結果を

Figurelに示す。各測度の平均値について，年齢(3)×

親(2)の分散分析を行った。多重比較にはＬＳＤを用い，

ｐ〈、05を有意とした（以下，同様の方法，基準を用い

る)。分析の結果をＴａｂｌｅ４に示す。

全体的に見ると，ターン数，文字数，ＩＵ数は年齢と
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ともに減少し，また，母親く父親の差が有意であった。

一方，対話時間は年齢を通じてほぼ同じである。対話時

間が同じであるのにターン数，文字数，ＩＵ数が４，５歳

児の親く３歳児の親であることから，３歳児の親が短い

発話を頻繁に行っていることが示唆される。交互作用を

見ると，母親では３歳児と４歳児の間で差が大きく，父

親では４歳児と５歳児の間で差が大きい。また４歳児に

対する発話は，母親く父親であった。先に述べたよう

に，過去の出来事の対話研究では父母の差はほとんど見

られていない。しかし，ここでは明確な父母差が見られ

た。どのような発話に違いがあるのかは，以下，形式，

内容，機能を分析し，検討する。

なお，対話は時間制限のない状況で収録したが，対話

時間は全般的に短かった。一般に，アジア人による自伝

的な出来事の語りや対話は欧米人に比べ短いことが指

摘されている（Ｍｉｎａｍｉ＆McCabe，1995；Ｗａｎｇ＆

ROSS,2001)。対話時間が課題や材料により異なるのか，

文化差もあるのかといった問題は，今後検討する必要が

あるだろう。

文法的な形式の分析

形式による分析の結果をFigure2に示す。各カテゴ

リーに分類された発話数について年齢（３）×親（２）の

分散分析を行ったところ')，what質問，yes-no質問，

復唱質問で有意差が見られた。以下詳細に述べる。

what質問は年齢の主効果が有意であり（Ｆ(２，４３)＝

6.89,ｐ〈､01)，５歳児の親く３，４歳児の親に差が見

られた。一方，yes-no質問は年齢と親の主効果が有意

であり（Ｆ(２，４３)＝６．０１，ｐ＜､０１；Ｆ(１，４３)＝6.90,ｐ

〈､01)，５歳児の親く３歳児の親，母親く父親の差が有

意だった。

復唱質問は年齢の主効果と交互作用が有意だった（Ｆ

(2,43)＝5.46,ｐ＜､０１；Ｆ(2,43)＝３．４１，ｐ〈､05)。５

歳児の親く３歳児の親の差が有意であり，また，母親で

は３歳児の母親と４歳児の母親で差が大きく，父親では

４歳児の父親と５歳児の父親で差が大きかった。また，

４歳児の父親は４歳児の母親よりも多くの復唱質問を

行っていた。

質問以外のカテゴリーでは，復唱文の年齢の主効果が

有意で，特に３歳児の親が多かった（Ｆ(２，４３)＝４．１７，

ｐ〈､05)。また，命令文は親の主効果が有意で，父親の

命令文が多かった（Ｆ(２，４３)＝5.97,ｐ〈､05)。

以上より，親は子どもの発達に応じて発話の形式を変

化させること，特に年齢の低い幼児では，yes-no質問

やwhat質問が多いことが明らかになった。yes-no質

問は子どもから「はい，いいえ」という反応を引き出す

だけで，ある程度の情報を得ることができる。また，

what質問は出来事の中心事項を問う基本的な質問であ

る。これらの質問を多く用いることで，低年齢児の親は

画
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l）度数が極端に低いものについては、検定を行わなかった。以下同

様である。
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Figurel各年齢の幼児に対する父母の発話量仏より

順にターン数文字数，／U数，対話時間の平

均値とＳＤノ
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□ｊ歳児の父規

□４歳児の父親

■５歳児の父親

三一＆愚畢

平

whatwhe1･ewhenwh》.whohowyes-noor伽＃1{､lﾉ川復１１{汽略ｲく・,.,身成陳述文復唱史命令虫

Figure2形式による分類：各年齢の幼児に対する父母の発話のﾉ形式（_とは母親下は父親の平均種とS､ノ

親，５歳児の親におけるターンの平均個数はそれぞれ

2.85,200,1.53であった)。また，質問が４回以上含

まれるターンは，５歳児の親く３，４歳児の親で差が有

意だった（３歳児の親，４歳児の親，５歳児の親におけ

る平均個数はそれぞれ0.41,0.29,0.03であった)。低

年齢の幼児から何とか話を聞き出そうと努力している親

の様子がうかがわれる。

内容の分析

ここでは，what質問の内容を活動（whathappen）

と事物（whatobject）に，またyes一ｎｏ質問と付加質

問の内容を時間，場所，人物等に分けて分析した。な

お，付加質問は数が少ないのでyes-no質問に含めて分

析した。以下のyes-no質問の分析には付加質問も含ま

れている。

内容による分析の結果をFigure3に示す。各カテゴ

リーに含まれる質問数について，年齢（３）×親（２）の

分散分析を行ったところ，事物に関するwhat質問と，

場所，人物，活動，感情に関するyes-no質問に有意差

が見られた。以下，詳細に述べる。

事物に関するwhat質問と，活動，感情に関するｙｅｓ－

ｎｏ質問では，年齢の主効果が見られた（それぞれＦ(2,

43)＝6.62,ｐ＜､０１；Ｆ(２，４３)＝７５７，’＜,０１；Ｆ(2,

43)＝6.05,’〈.01)。まず，事物に関するwhat質問で

は３歳児の親く５歳児の親の差が有意であった。また，

活動に関するyes-no質問は５歳児の親く３，４歳児の

親において，感情に関するyes-no質問は４，５歳児の

親く３歳児の親において，差が有意だった。

場所に関するyes-no質問は交互作用が有意だった

(Ｆ(2,43)＝4.33,ｐ＜,０５)。４歳児の父親は３歳児，５

:‘-坐歳’

0ｍ蝿１１誕鮒○二皿'隅－Ｊ』ぬJ患

子どもから少しでも多くの情報を引き出そうとするのだ

ろう。

父母を比較すると，父親は母親よりもyes-no質問，

復唱質問命令文が多かった。父親は自分が予想する事

柄をyes-no質問で尋ね，子どもの反応を確認し，また

子どもの発話を制御する傾向が強いといえる。また，母

親では３歳児の母親と４歳児の母親の間に，父親では４

歳児の父親と５歳児の父親の問に，有意な差があった。

母親に育児・世話が期待される中国では，一般に，母親

の方が子どもと接触する時間が長い。そのため，母親は

子どもの言語発達に早く気がつき，足場を減らす時期も

早くなるのかもしれない。

ところで，対話には「面白かったの？その後何を見た

の？公園で何を見たの？ラクダに乗ったの？話して」な

ど，１ターンの中で質問が何度も繰り返されるケースが

少なくなかった。こういった連続質問は，子どもが黙っ

ているのでやむなく質問を繰り返したり，分かりやすい

質問を模索して言い換えを行うことで生じるのかもしれ

ない。これらの質問は，子どもの発話を引き出すための

親の努力を反映しているといえるだろう。

そこで，２回以上の質問が含まれるすべてのターン

を，質問が２回含まれるターン，３回含まれるターン，

４回以上含まれるターンに分類し，各分類ごとのターン

数について，年齢（３）×親（２）の分散分析を行った。

その結果，質問が２回含まれるターンと４回以上含ま

れるターンにおいて，年齢の主効果が見られた（２回：

Ｆ(２，４３)＝3.44,ｐ〈.０１；４回以上：Ｆ(２，４３)＝5.92,

ｐ＜,01)。質問が２回含まれるターンは，５歳児の親く

３歳児の親で差が有意だった（３歳児の親，４歳児の
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日常的に関わる場所や人物についての知識を十分もちあ

わせておらず，そのために，より多くの質問をしなけれ

ばならなかったのかもしれない。

機能の分析

最後に，発話の機能について分析した。各カテゴリー

に分類された発話について，年齢（３）×親（２）の分散

分析を行ったところ，「同じ出来事（すでに話題にして

いること）について情報を求める質問』，「新しい話題に

ついて情報を求める質問｣，「確認を求める質問｣，「感情

に関する質問」で有意差が見られた。これらの質問を，

以下，同じ出来事，新情報，確認，感情と略す。結果を

Figure4に示す。

「同じ出来事」では年齢と親の主効果が有意で(Ｆ(2,

43)＝8.64,ｐ＜,０１；Ｆ(１，４３)＝6.05,ｐ＜､01)，５歳児

の親く３，４歳児の親の差，母親く父親の差が有意だっ

た。

「新情報」と「感情」については年齢の主効果が有意

だった（Ｆ(2,43)＝9.75,ｐ＜,０１；Ｆ(2,43)＝6.05,ｐ

〈､01)。「新情報」は５歳児の親く３，４歳児の親で，

｢感情」は４，５歳児の親く３歳児の親で，有意差が見

られた。
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歳児の父親よりも質問が多い。また，人物に関する

yes-no質問も父親の方が多かった（Ｆ(１，４３)＝５．１３，

ｐ＜､０５)。

形式の分析で述べたように，what以外のｗｈ質問

(where，ｗｈｏ等）は数も少なく，年齢による差もない。

内容の分析から示唆されるように，親は、場所，人物，

感情などについて尋ねる場合，ｗｈ質問ではなくｙｅｓ－

ｎｏ質問を用いるのだろう。一般に，ｙｅｓ－ｎｏ質問やｏ,‐

質問など，答えの範囲が限られるクローズ質問は，ｗｈ

質問（オープン質問）に比べ，少ない情報しか引き出し

得ない（Hershkowitz，Ｌａｍｂ，Stemberg，＆Esplin，

1997)。また，クローズ質問は誘導や暗示になりやすい

(Lechtman＆Ceci,1995;Lepore＆Sesco,1994;仲，

2001)。しかし，むしろクローズ質問のこのような性質

が，子どもの反応を方向づけ，足場としては有効に機能

するのかもしれない。

なお，父親は母親よりも，場所や人物についての

yes-no質問をたくさん行っていた。父親は，子どもが
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Figure3内容による分類：各年齢の幼娼に対する父
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「確認」については年齢，親の主効果と交互作用が有

意だった（Ｆ（２，４３）＝5.97,ｐ〈、０１；Ｆ（１，４３）＝

5.02,ｐ〈、０５；Ｆ(２，４３)＝４．８１，ｐ〈．０１)。５歳児の

親く３，４歳児の親，母親く父親において，有意差が見

られた。また，母親では３歳児の母親と４歳児の母親の

間で，父親では４歳児の父親と５歳児の父親の間で差が

大きい。４歳児においては，母親く父親の差が有意だっ

た。

質問以外のカテゴリーでは，「承認」の年齢の主効果

が有意だった（Ｆ(２，４３)＝3.82,′〈､05)。３歳児の親

が特に多い。また，「しつけ」は親の主効果と交互作用

が有意だった（Ｆ(１，４３)＝5.06,ｐ＜､０５；Ｆ(２，４３)＝

3.48,ｐ〈､05)。父親の方がしつけが多く，特に４，５

歳児の父親で顕著である。なお，「子どもの管理」は形

式の命令文の結果と同じである。

低年齢児の親は，子どもの語ったことを確認しつつ，

さらなる情報を弓|き出そうとする。このような促しは，

子どもに「出来事を語ることは意義がある」という認識

をもたせるであろう。また，父親は母親よりも「確認」

や「しつけ」が多く，対話をより制御しようとしてい

た。父母の差は４歳児において最も大きいが，これは形

式の分類でも示唆されたように，子どもの発達に対する

認識にずれがあるためかもしれない。

全体の考察

以上，親子が過去の出来事について対話をする場面を

取り上げ，親がどのように発話を行い，また，子どもの

年齢発達に応じて発話をどのように変化させるのか調べ

た。発達的な変化としては，低年齢児の親は高年齢児の

親に比べ，（１）発話量が多いこと，（２）ｗｈａｔ質問，

yes-no質問，復唱質問を多く行い，多くの連続質問を

行うこと，(3)事物に関するwhat質問や，場所，活動，

感情に関するyes-no質問を多く行うこと，(4)同じ出

来事や新しい出来事，感情について情報をもとめ，確認

やしつけを行うこと，などが明らかになった。

低年齢児の親は，しつこいとも思えるほどの多くの質

問を用いて，「どこで，何をした，どう感じた」といっ

た出来事の基本的情報を引き出している。子どもはこの

ような働きかけを足場とし，出来事の何を記’億し（出来

事の表象)，どう語ればよいのか（ナラティブスキル）

を学んでゆくのだろう。これらの発達差は，主に３歳と

４，５歳，３，４歳と５歳の間で見られた。Nelsonの

いう「現在の体験者から過去と未来の語り部」への移行

を反映しているのだと解釈できる。

父母の差については，父親が母親に比べ，（１）発話量

が多い，(2)復唱質問や命令文が多い，(3)人物や場所に

ついてのyes-no質問が多い，(4)確認やしつけが多い

という結果が得られた。

命令，確認，しつけなどに示される父親の制御的な態

度は，コミュニケーションにおける性差を反映している

のかもしれないし，（特に確認は）子どもの日常生活に

対する知識の不足によるのかもしれない。また，母親で

は３歳児の母親と４歳児の母親の間で，父親では４歳児

の父親と５歳児の父親の間で，差が大きかった。これ

は，子どもの発達に対する認識のずれによるのかもしれ

ないし，父母による子どもへの関心の向け方の違いを反

映しているのかもしれない。こういった父母の差が何に

起因するのかを明らかにすることは，今後の課題であ

る。しかし，何に起因するにせよ，子どもは父母の違い

に接することにより，語る相手によって求められる情報

や語り口が異なることを学ぶのだと考えられる。母親，

父親という異なる聞き手の存在は，「誰に対して語るの

か」が大きな意味をもつナラティブの，重要な一側面を

支えているといえるだろう。

本研究では，過去の出来事の語りに関し，対話の中で

与えられる父母の働きかけに注目した。しかし，いうま

でもなく，語りの発達に影響を及ぼす要因は他にもあ

る。例えばNelson（2000）は，対話のような社会的相

互交渉に加え，子ども自身の言語発達が大きな役割を果

たすと指摘している。また，時間や場所，活動内容，感

情の種類といった情報の語り方には，子どもの側の'性差

(Ａｄａｍｓｅｔａ1.,1995；Ｆｉｖｕｓｈｅｔａ1.,2000；Ｈａｄｅｎｅｔ

ａ1.,1997；Reese＆Fivush，1993）や文化差（Minami，

1996；Ｍｉｎａｍｉ＆McCabe，1995；Ｗａｎｇ＆ROSS,2001；

Ｗａｎｇｅｔａ1.,2000）の影響があることも知られている。

本研究で扱った親による援助も，こういった要因から独

立ではないだろう。今後は，これらの要因にも目を向

け，「いつ，どこで，何を……」よりもさらに踏み込ん

だ語りの内容から，過去の出来事の表象とナラティブに

アプローチしていく必要がある。
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乳児の泣き声に対する父親の認知

神谷哲司
(東北大学大学院教育学研究科')）

原著

本研究は，リスク得点によって定義された２種の乳児の泣き声を，テープ刺激を用いて呈示し，青年

期後期から成人期初期にいたる男性が泣き声をどのように知覚し，泣き声に対する認知的枠組みを持っ

ているかを検討した。対象者は学生群45名，新婚群１０名，初妊夫群１５名，父親群２７名。その結果，

すべての群において泣き声の弁別はなされること，泣き声に対しては学生群の方が父親群よりもネガ

ティヴなものとして知覚することが示された。また，泣き声の知覚は，父親群で育児行動の頻度と関連

することが示され，初妊夫群で性役割観や養育経験に関連することが示唆された。さらに，泣き声に対

する認知的枠組みを検討するために，泣き声の生起原因を類推させたところ，学生群，新婚群では泣き

の弁別と生起原因とに関連はみられなかったが，初妊夫群と父親群において痛みを原因とする類推と泣

き声の種別とが関連していた。このことから，乳児の泣き声がもつ火急性の高低を手がかりとした認知

的枠組みを父親や初妊夫が形成していることが示唆される。以上を成人期における親発達の観点から考

察すると，妊娠，育児という生活を通して，男性においても子どもの泣きに対する認知的枠組みを形成

するものと考えられ，早期の育児に関するコンピテンスを持ち得ることが示唆された。

【キー・ワード】父親，泣きの知覚，認知的枠組み，ジェンダー，親発達

問題と目的

近年の親研究の動向として主に，ｌ）ジェンダーの視

点の明確化と２）生涯発達的な観点が挙げられる。それ

は，子どもにとっての親を無自覚的に「母親」としてい

ること，そして，親という存在を「子どもに影響を与え

る存在」としているという指摘（柏木・若松，1994）に

呼応するものであると考えられる。そうした中で，本邦

においても「父親」がクローズアップされ，研究対象と

しても取り上げられることが増加している（柏木，１９９３；

牧野・中野・柏木，1996)。しかし，最近の母性研究のレ

ヴュー（大日向，2001）において，「父親の育児関与度が

母親に比して少ないこと」と「研究者自身が既成の父親

像にとらわれていること」を原因として，内面的な問題

や父親自身の養育能力そのものを扱った父親研究はいま

だに少ないことが指摘されている。確かに，主たる養育

者は母親であることがほとんどであり，父親の育児関与

度も個人差が大きい現状では，親になることによる自己

の変化や人格の発達は母親に比べ父親は弱いという知見

が見られており（柏木・若松，1994)，そのため，父親の

育児関与度の背景要因を探ること（例えば，加藤・石井・

牧野・土谷，1998）に関心が向けられるのも必然的な流

れではある。しかし，そうした現代社会におけるジェン

ダーの問題に対して直接的にアプローチする研究の一方

l）現所属：いわき短期大学幼児教育科。

で，父親の内面的な問題や父親自身の養育能力そのもの

を焦点とする研究が必要であることも指摘されているの

である（大日向，2001)。

「三歳児神話」に代表されるように，わが国では暗黙の

うちに男性よりも女性に育児の適性を認める風潮が強く，

父親の育児参加を叫ぶ声の中にも「父親と母親の関わり

方は違う」といった性別に固定された機能差を主張する

向きが少なくない。しかし，従来の心理学研究が暗黙の

うちに母性に偏重していたという反省（柏木・若松，１９９４；

大日向，2001）や「性別によって親の役割は機能的に異

なり，生物学的な‘性差に固定化されている」という見解

に対する疑義が生じているという指摘（Schaffer,1998／

2001）を踏まえると，まずは親の養育能力について性差

を想定しない立場から，父親の発達について検討するこ

とは意義のあることであると考えられる。

そこで，本研究では母親を対象とした研究の枠組みを

用い，男性を対象とすることで，男性の親としての発達

について知見を得ることを目的とする。このことは単な

る研究対象の拡大にとどまらず，父母の養育能力を照ら

し合わせることにより，子育てにおける親の性差の持つ

意味を検討できることを意味すると思われる。研究の枠

組みは，従来，母子関係で扱われることの多かった乳児

の泣き声を用いることとする。以下に，母子相互作用と

音響分析という２つの観点からこれまでの泣き声研究に

ついて概観してみたい。

母子相互作用の文脈における泣き声の研究は，泣き声
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を「音の瞬帯」（Sander＆Julia,1966）や，強い情動の

賦活閃（Murray,1979）としてとらえ，母親が子どもの

泣きをどのようにとらえるかを明らかにしようとするも

のが多い。例えば，乳児の泣きの音響学的な側面につい

て母親が泣き声刺激を弁別できるかどうか（Cismaresco＆

Montagner,1990)，母親が泣き声に対してどのような感

情を喚起するか（Michelsson,Paajanen,Rinne,＆Tervo，

1990),泣き声が養育行動に与える影響(StJames-Robert，

Com-oy,＆Wilsher,１９９８；高，1999）などが挙げられ

る。また，乳児の泣きを焦点として母親と子どもとの関

連をみた研究では，泣きの特質と母親の状態（Wikander＆

Helleday，1996)，母子問の対話における泣き声の役割

(Acebo＆Thoman,1995)，泣き声の性質とその母親の

知覚の関連を「適合'性の良さ（goodnessoffit)」から検

討したもの（Ｌｅｓｔｅｒｅｔａｌ，1995）などが見られる。

こうした泣き声を介した養育者と子どもの間の相互交

渉は，乳幼児の泣きやぐずりによって生起する養育者の

世話や反応，さらに養育者の対処の仕方に対する反応や

その結果といった一連のやりとり（distress-relief-se‐

quence）としてとらえられる（Ｌａｍｂ,1981；陳，1986)。

すでに述べたように，乳児の泣き声は強度の賦活因（Mur‐

ray,1979）であり，また，乳児の健康やそのときの状態

に関する情報を伝達するシグナルである（Green＆Gus‐

tafson,1983)。そうした乳児からの働きかけに対し，養

育者は適切な対処をするように求められる。そのとき，

乳児の泣きに対して養育者が適切な対処をとることがで

きたかどうかは，子どもにとって愛着の対象となる（Bell＆

Ainsworth,1972）ばかりでなく，養育者自身にとっても

自分の養育スキルが形成，修正，強化されることを意味

する（陳，1986)。例えば，泣きに対する介入や生理的指

標は，泣きをどのようにとらえるかという母親のそれま

での体験に関連し（Donovan,1981)，乳児のなだめられ

やすさによって母親の介入潜時は生後２カ月で変化する

(田村，1988)。また，子育てに援助を必要だと感じてい

る母親は泣き声を力強く，高いピッチで知覚している

(Michelssoneta1.,1990)。こうしたことから，母親の

泣き声に対する知覚・認知は，泣き声を介した子どもと

の相互交渉を通して変化しているものと思われる。

一方で，泣き声研究には，乳児の泣きについての音響

学的分析や神経学的な観点から臨床診断への援用を目的

とするものがあり（陳，1986)，子どもの気質的な差異が

持つ音響学的な違い（Truby＆Lind,1965）から，養育

行動を触発する鍵を明らかにしようとするアプローチが

なされていた。しかし，泣き声の弁別課題ではその生起

原因を同定することは困難であり（Muller，Hollien，＆

Murry,1974)，そこでなされた結論は，泣き声の音響構

造そのものは極めて複雑であり，乳児の泣き声は状況の

火急性を表出できれば十分であるというものであった（正

高，1989)。つまり，泣き声の持つ音響学的特’性がそのま

ま養育行動を規定するものではなかったのである。しか

し，新生児の泣き声に対する母親の受け止め方を調査し

た田淵・島田・阪井・小松（1997）においては，母親に

は児の泣きに対する潜在的な理解があり，泣き声に対す

る処理過程として「感情・情動反応」「泣きの解釈」「経

験学習による対処行動」というプロセスがあることが考

察されている。また，難波・松岡・川越（1997）では，

生後１４日までに，生活サイクル，児の泣き方，児の表情・

身体の動きといった全体的な観察から，母親は新生児の

泣きの生起原因を判断するようになることが示唆されて

いる。これらの研究は，泣き声が直接的に養育行動に関

連するのではなく，泣きをどのように受け止め，解釈す

るようになるかが養育者の対処行動にとって重要である

ことを意味するものである。すなわち，乳児の泣きに対

して，その表出された火急‘性をどのように知覚し，自分

なりの判断を行い対処行動を選択するかといった泣き

声に対する認知的枠組みは子どもとの相互交渉を通じて

形成されていくものであり，また，泣き声の音響学的特

性は泣きの生起原因を類推する際の判断基準の一つにな

っているのである。

このように，これまでの泣き声研究が示しているもの

は，泣き声の音響学的特’性がそのまま養育行動を触発す

るのではなく，養育者がその泣き声をどのように知覚し，

認知的な処理を行っているかが重要であることを示して

おり，その認知的枠組みも子どもとの相互作用を通じて

変化していくという親としての発達的側面を示している

ものと考えられる。そのため，親発達としての泣き声研

究は，子どもの泣きへの対処を通じて，泣き声に対する

スキルを養育者が獲得していく過程において，養育者が

どのように泣き声を知覚し，認知的処理を行うようにな

るのか，そしてその過程において親としての認識がどの

ように変化していくのかに焦点が当てられるであろう。

特に産前に抑うつ度の高い母親の子どもは，生後３カ月

時点でほかの子どもよりもよく泣き，それは子どもの気

質差によって説明されないこと（Milgrom,Westley,＆

McCloud,1995)，そして，過剰に泣く乳児の母親は育児

ストレスが高いこと（Wikander＆Helleday,1996）を

踏まえると，養育者が産前，泣き声に対しどのような認

知的枠組みを持っていたか，そして泣きを介した子ども

との相互交渉を通じてその認知的枠組みがどのように変

化していくかを検討することが必要であると考えられる。

上記のような観点から神谷（1999）は，乳児の神経機

能のリスク状態を反映するリスク得点（Prechtl，1980）

の高低によって定義された音響学的にも異なる２種の泣

き声のテープ刺激を用い，育児期の父母が泣き声をどの

ように知覚・認知するかについて検討している。その結

果，泣き声の知覚に大きな父母差はなく，また高リスク
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乳児の泣き声に対して父母ともその火急性に即した原因

の類推と対処行動を選択していることが示されており，

泣き声に対する認知的処理に父母差は見られていなかっ

た。しかし，母親にのみ，泣きの生起原因が類推できず，

泣き声をネガティヴなものと知覚する場合に育児ストレ

スが高いことが示されていた。これは，乳児の泣きと養

育者の対処行動は，その相互交渉において乳児の愛着の

形成と養育者の効力感に関連する（三宅，1991）ため，

泣き声に対する認知的枠組みが明確に機能していないこ

とが育児ストレスやネガティヴな知覚に関連しているも

のと考察されている。

また，神谷（1999）が範をとった足立・村井・岡田・

仁平（1985）においては，同じ刺激テープによって，２

種の泣き声を一般学生，助産学科学生，母親，経妊婦，

初妊婦に呈示している。その結果，泣き声の知覚に条件

差と群間の主効果と交互作用が見られ，高リスク乳児で

は群間に有意な差は得られなかったが，低リスク乳児に

おいて，一般学生，助産学科学生と他の３群の間に有意

な値が得られている。特に医療的援助を目的とした助産

科学科学生よりも初妊婦の方がリスク条件差に対し高い

弁別力を示したことについて，妊娠に伴う生理・心理学

的変化が関連していると推察している。

それでは，父親はどうであろうか。先の神谷（1999）

においては，父親についても泣き声に対する対処行動と

泣き声の知覚に関連が見られていたが，育児ストレスは

概して低く，泣き声との関連は見られていなかった。こ

のことは，現状として父親は二次的な養育者であること

が多く，育児ストレスも母親に比して低い（大日向，l999a）

ことと対応するものと考えられる。しかし，父親におい

ても，泣き声の知覚とその生起原因の類推との間に関連

が見られたことは，二次的な養育者である父親において

も乳児との生活を通じて泣き声に対する認知的枠組みを

形成していることを示すものと思われる。そして，子ど

もの誕生をネガティヴなものと認識した父親は，乳児の

泣き声をネガティヴなものと知覚していること

(Wikander＆Theorell,1997)，乳児の泣き声は父親の

認識する不安，ライフスタイルの変化への関心，自分と

妻の「夫（妻）としての能力」の低さに関連しているこ

と（Wilkie＆Ａｍｅｓ,1986）などから，父親の泣き声の

知覚や認知的枠組みについても，父親の子どもへのかか

わりやそれまでの生育歴が関連していることが考えられ

る。

以上のように，泣き声をどのようにとらえるかが親発

達の一つの指標となること，そして，女性のみならず，

男性にとっても泣き声に対する認知的枠組みが形成され

る可能性があることが示されている．そこで，本研究で

は男性の親発達という観点から，テープ刺激を用いて，

父親の泣き声の知覚と認知的枠組みについて，父親のみ

ならず，子どもを持たない男性をも対象に横断的に検討

することを目的とする。刺激テープを用いることについ

ては，音響学的に同一の刺激を呈示することによって，

調査対象者の持つ泣き声に対する知覚・認知的枠組みが

明確になると考えられるためである。具体的な目的とし

て以下の３つが挙げられる。第１に子どものいない男性

との対比から父親の泣き声に対する知覚を明らかにし，

それを母親についての結果と対照させること。第２にラ

イフステージごとの泣き声の知覚と養育経験などの変数

との関連を検討すること。そして最後に，泣き声に対す

る認知的枠組みとして，泣きを介した相互交渉を通じて，

養育者は泣き声に対して自分なりの判断を下すようにな

るという観点から，泣きの生起原因をどう類推するかに

ついて検討することとする。

方 法

調査協力者

父親としての発達は，子どもとの日常的な相互交渉を

通じてなされるものであるが，妊娠期よりその意識は変

化することが知られている（小野寺・青木・小山，１９９８；

村上ほか，１９９５；山本ほか，1995)。そこで，青年期後期

から成人期にわたる男性９７名が，婚姻・子どもの有無に

よるライフステージに基づき，以下の４群に分けられた。

①学生群：未婚で子どものいない男性として，未婚の

男子大学生・大学院生45名を対象とした。平均年齢は21.3

歳（ＳＤ＝1.74)。所属学部は教育学部，法学部，工学部。

②新婚群：婚姻はしているが子どものいない男性とし

て，婚姻後１年以内の子どもを持たない男性１０名を対象

とした。平均年齢27.5歳（ＳＤ=2.76)。妻の平均年齢26.9

歳（ＳＤ＝3.84)，婚姻歴平均５．９カ月（ＳＤ＝4.82)。

③初妊夫群：婚姻しており，調査時に妻が第一子を妊

娠中の男性１５名を対象とした。平均年齢３１．６歳（ＳＤ＝

4.63)。妻の平均年齢30.7歳（ＳＤ=3.02)，婚姻歴平均１．６７

年（ＳＤ＝1.09)，平均妊娠月数６．０カ月（ＳＤ＝2.07)。

④父親群：調査時に乳幼児を養育中の男性27名を対象

とした。平均年齢35.0歳（ＳＤ=4.69)。妻の平均年齢32.6

歳（ＳＤ＝4.53)，婚姻歴平均６．３３年（ＳＤ＝2.65)，第一

子平均月齢50.37カ月（ＳＤ＝29.3)。末子平均月齢23.37

カ月（ＳＤ＝19.58)，平均子ども数１．７４人（ＳＤ＝0.71)。

調査時期・場所

調査は1996年10月から１１月，および2001年１２月か

ら翌年１月にかけて行われた。学生群33名は大学内の教

室において２回にわたり，初妊夫群１２名は市民講座の父

母学級の時間内に一斉に調査された。また，学生群１２名，

新婚群１０名と初妊夫群３名，父親群４名は大学の研究室

や家庭訪問を主として個別に調査され，父親群23名はＳ

市内の小児科外来に子どもの診察のため来院した父親に

個別に調査を依頼し，医院内にある個室において調査を
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実施した。

手続き

乳児の泣き声刺激には，Prechtl（1967）のリスク尺度

を一部修正したものを用いて算出したリスク得点に基づ

き，足立ほか（1985）によって録音されたものと同じ刺

激テープを用いた。この刺激テープは，医療的処置を要

しなかった生後およそ５日の満期産成熟児の痛み刺激に

対する泣き声であり，リスク得点の高低によって音響学

的にも異なる２種の泣き声として定義されている2)。刺激

テープはカセットデッキＡＩＷＡＣＤＳ－ＥＸ３１０によって，

同デッキのスピーカーより，高リスク得点乳児の泣き声・

低リスク得点乳児の泣き声ともに１０秒ずつ，４名分，計

８名分ランダムな順序で呈示された3)。個別調査ではカセ

ットデッキは調査協力者から１ｍのところに設置され，

協力者の座る位置で７０ｄＢになるよう操作された。集合

調査では，複数の協力者が坐っている位置のほぼ中央の

位置で同じく７０ｄＢになるよう操作された4)。調査協力者
は，泣き声が呈示されるごとに，泣き声に対する情動的

知覚，および泣きの生起原因について評定を行うよう教

示された。個別調査では泣き声を呈示した後，テープを

一時停止し，評定が終わった後にテープを再生するとい

う手続きを繰り返した。また，集合調査では１０秒間の泣

き声の間に６０秒のポーズをおき，その問に評定するよう

教示した。８名分の刺激呈示が終了した後，フェイスシ

ートに記入するように依頼し，最後に調査の目的を説明

して調査を終了した。なお，泣き声の生起原因や乳児の

日齢，出産歴などの‘情報は，事前に調査協力者に対して

なにも与えられなかった。

評定項目

泣き声の情動的知覚については，Zeskind＆Lester

(1978)，足立ほか（1985)，神谷（1999）を参考に，ネガ

ティヴな感情語に着目し，「耳ざわりな」「いらだつ」「気

にさわる」「いやな」を用いた。これら４項目について，

｢非常にあてはまる(7)－どちらともいえない(4)－ま

ったくあてはまらない(1)」の７件法によって評定を行

った。

泣き声の生起原因については以下の項目を設定した。「a．

おしめが濡れているため（以下，おしめ)」「b､おなかが

すいているため（空腹)」「c､母親がそばにいないため（母

不在)」「d､何かにぶつかって痛かったため（痛打)」「ｅ

室温が適当でなかったため（室温)」「f,その他」「9.わか

らない（不明)｣。これらの項目は神谷（1999）と同じで

ある。

また，フェイスシート情報のほか，調査対象者の養育

態度にかかわる変数として「父親の育児参加（以下，性

役割観)」（｢ぜひすべき（１）－まったくすべきではない

(4)」の４件法，結果の解釈が容易なように，分析にあた

って得点を逆転した)，「日常的な育児行動（以下，育児

行動)」（｢いつも自分が中心になっている(5)－自分と

妻とで半々くらいである（４）－妻が中心だが，手伝う

ことが多い(3)－妻が中心だが，たまには手伝う(2)－

妻に任せきりである(1)」の５件法)，「現在まで（父親

群は子どもを持つまで）の養育経験の有無（以下，養育

経験)」（｢頻繁にあった（５）一まったくなかった(1)」

の５件法）を尋ねた。

結果と考察

泣き声の情動的知覚

８名分の泣き声に対する評定値は，泣き声の種別ごと，

各項目ごとに合計し，平均値が求められた。各項目の整

合性の高さは，高リスク得点乳児の泣き声でα＝､77～､84,

低リスク得点乳児の泣き声でα＝､81～､86であり，それ

ぞれ妥当であると考えられた。これら２種の泣き声に対

する４項目の評定について，足立ほか（1985）と同様，

泣き声条件（被験者内）×項目（被験者内）×群間（被験

者問）の３要因分散分析を施した（Figurel,２)5)。その

結果，泣き声得点の主効果にＦ(1,92)＝38.21(，〈､001)，

2）このリスク得点は，妊娠・周産期における経歴（母体年齢，妊娠

期病歴，分娩所要時間，在胎週数，アプガースコアなど）につい

て５４項目のチェックリストによって算出されたものであり，乳

児の神経機能のリスク状態を反映する一つの指標として考えられ

ている(Prechtl，1980)。足立ほか(1985)では，このチェックリス

トを新生児183名に適用し，リスク得点がほぼ正規分布しているこ

とから，５点以上を高リスク得点乳児，２点以下を低リスク得点乳

児として定義している。泣き声の録音手順は以下のとおり（足立ほ

か，１９８５より引用)。「痛み刺激による泣き声の録音の手続は，以

下のようなものである：（１）母親，担当医師の了承のもとに乳児を

静かな小部屋に移す。(2)乳児がBrazelton(1973)の基準による

State2(浅い眠り）の状態にあることを確認し，乳児の足底から輪

ゴム（共和オーバンドNo.16)を１５ｃｍの距離まで伸ばし，足背に

スナップする（これは痛みによる泣き声を生起させる際の標準的な

方法の１つである)。(3)単一指向性マイク(ＳＡＮＫＥＮＭＳ－５)を

乳児の口から約20ｃｍの距離に置き，テープレコーダ(SＯＮＹＥＭ－

２)で泣き声を１０秒以上録音する。(4)乳児が泣きやむまであやし（ほ

ぼ１分ほどで泣きやむ)，所定の部屋に戻す｡」テープ刺激の音響

特性など，詳しくは足立ほか(1985)を参照のこと。

3）足立ほか(1985)の作製した刺激テープは，各乳児の泣き声を録音

したテープから泣き始め１０秒の部分を取り出し，２０秒のポーズを

おいてつなぎ合わせるという手続きで１６人の泣き声を収録してあ

る。しかし，本研究では，対象者が父親ということもあり調査を簡

略化するため，８名の泣き声について評定することとし，足立ほか

（1985)の作製したテープの後半８名分（高リスク乳児，低リスク乳

児ともに４名分）を評定するようにテープを再編集し，ポーズの長

さが異なる（泣き声の呈示順序は同じ）個別調査用，集団調査用の

２種類を作製した。

4）個別調査と集合調査という手続き上の違いによって，集められたデ

ータが異質な可能性がある。そこで，一定数データが収集できた学

生群において個別調査と集団調査における泣き声の知覚について差

が見られるか検討したところ，泣き声Ｈで／(43)＝－１．０１(".s､)，泣

き声Ｌで／(43)＝-1.14(".s､)であり，調査方法の違いによる評定値

に統計的に有意な差は見られなかったため，手続き上の違いはない

ものと判断された。

５）欠損値の見られた初妊夫群１名が分析から除外されている。
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では，いずれの群でも泣き声の種別によって得点に差が

見られたこと，高リスク乳児条件では各群間の差は比較

的小さいものの，低リスク乳児条件では一般学生群と助

産学科学生群の得点が比較的高く，条件間の得点差は２

つの学生群の方が大きいことが示されている。ここでは

特に，初妊婦が産科学的リスクを反映する泣き声に対し

養育経験を持つ助産科学生より有意に高い弁別力を示し，

妊娠による生理・心理学的変化が育児期の母親の認知的

枠組みに類似していることが強調されている。

こうした結果の違いについては次のようなことが考え

られる。まず，足立ほか（1985）が一般学生・助産学科

学生・母親・初妊婦・経産婦という新生児の養育経験の

有無や自身の子どもを妊娠し，育児を行う経験という要

因によって群分けされているのに対し，本調査では一般

学生・新婚・初妊夫・父親というライフステージによる

群分けを行っていること，父親群の子ども年齢や子ども

の数などが足立ほか（1985）のように統制されていない

こと，そして，男女の生物学・心理学的性差などが関連

しているのではないかと推察される。この点は後に検討

するが，少なくとも，一般にaversiveな特性を持つ乳児

の泣き声に対する父親群の’情動的知覚が学生群に比して

低いことが示されたことは，母親とは差が見られなかっ

たこと（神谷，1999)，母親についても一般学生・助産科

学生と群間の主効果が見られていることとあわせ，日常

的な乳児との生活を通して泣き声の情動的知覚がネガテ

ィヴでなくなっていくことを示唆していると思われる。

さらに統計的に有意ではないものの，新婚群，初妊夫群

の評定値も父親群と同様低かったことは，男性において

も産前，それも新婚期から乳児の泣きに対する心理的な

構えが形成されている可能性が示唆されよう。

泣き声の知覚に関連する要因

次に，各群における泣き声の知覚に関連する要因を検

討することによって，各群の泣きに対する情動的知覚に

ついて考察を加えたい。父親の泣き声の知覚に関連する

要因として，泣き声の知覚そのものは日常的な子どもに

対する関わりや認識によって変化していくものであると

考えられることから，性役割観，養育経験，そして父親

群のみ育児行動を変数として取り上げる。さらに，フェ

イスシート情報について関連を検討することから，その

背後にある要因を今後の検討のために探ってみたい。具

体的には，調査対象者の年齢，結婚歴，また出生家族に

おけるきょうだい数や末弟妹との年齢差，父親群では家

族発達の観点から第一子年齢，末子年齢，子どもの数を

取り上げた。これらの基礎集計をＴａｂｌｅｌに示す。なお，

きょうだい数，末弟妹年齢差，′性役割観，養育経験のす

べてにおいて群間差は見られなかった（順にＦ(3,96)＝

1.35,Ｆ(3,96)＝､１９，Ｆ(3,95)＝1.41,Ｆ(3,95)＝1.22,

すべて〃.s,)6)。また，泣き声の項目はいずれもネガティ

評
定
値

学生群新婚群初妊夫群父親群
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Figure2群ごとの各評定項目の平均得点

（低リスク乳児条件ノ

１

評
定
値

学生群新婚群初妊夫群父親群

項目間の主効果にＦ(3,276)＝12.69(′〈､001)，群間の主

効果にＦ(３，９２)＝3.57(ｐ〈､05）の有意な差が見られた。

また，交互作用はすべて有意ではなかった。さらに，群

間でＨＳＤ検定を行ったところ，群間では，学生群の得点

が父親群よりも有意に高かった（ｐ〈.05)。

これまでの研究（Zeskind＆Lester,１９７８；足立ほか，

１９８５；神谷，1999など）と同様に条件間の得点差につい

て有意な主効果が見られ，′性別や子どもの有無にかかわ

らず２種の泣き声を弁別できることが示された。また，

学生群と父親群において有意な差が見られ，新婚群・初

妊夫群は比較的父親群に近い値が得られ，特に初妊夫群

では統計的に有意でないものの父親群よりも低い値を示

す項目も見られた。概して，今回対象とした４群のうち，

学生群のみが他の３群に対して比較的泣き声をネガティ

ヴに知覚しているように思われる。さらに本調査では，

女性を対象とした調査（足立ほか，1985）と異なり，条

件差と群間の交互作用は見られなかった。足立ほか（1985）
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Tablelフェイスシート情報および育児に関する変数の基礎集計

学生群新婚群初妊夫群父親群

泣き声Ｈ泣き声Ｌ泣き声Ｈ泣き声Ｌ泣き声Ｈ泣き声Ｌ泣き声Ｈ泣き声Ｌ

父親群

ＭｅａｎＳＤ

学生群新婚群初妊夫群

Ｍ ｅ ａ ｎ Ｓ Ｄ Ｍ ｅ ａ ｎ Ｓ ＤＭｅａｎＳＤ

.３０不、２６'．、０３

－．０２

（4.69）

（2.65）

（０．７１）

(29.30）

(19.58）

（１．０１）

（3.28）

（０．４７）

（１．１０）

（0.85）

31.64（4.63）

１．６７（1.09）

3５．００

６．３３

１．７４

５０．３７

２３．３７

２．５２

２．７０

３．０７

１．８５

２．８９

21.27（1.74）27.50（2.76）

０．５０（0.40）

夫年齢

結婚歴

子数

第一子月齢a）

末子月齢

きょうだぃ数

末弟妹年齢差

性役割観

養育経験

育児行動

6.00（2.07）

(0.52）

(2.33）

(0.50）

(1.36）

(0.57）

(3.39）

(0.47）

(1.78）

２．１３

２．４７

３．３６

２．００

(0.73）

(2.54）

(0.65）

(1.27）

２．１０

３．２０

３．００

２．５０

2．２０

２．５１

３．２７

２．３８

夫年齢

結婚歴

子数

第一子月齢;I）

末子月齢

きょうだい数

末弟妹年齢差

性役割観

養育経験

育児行動

注．ａ）初妊夫群における「第一子月齢」は妊娠月数を示す．

Table２泣き声の種,別とフェイスシート情裁および育帽に関する変数との摺閣係数

6）「性役割観」と「養育経験」は，欠損値の見られた初妊夫群１名が

分析から除外されている。

ｆ

７
３
０
２

２
１
０
０

。
●
●
●

、１６

．２８

－．６２＊

－．６０＊

ヴな感情を示すものであり，泣き声の種別ごとに整合性

の高いものであることが示されており（神谷，1999)，先

の結果において項目間と他の２要因に交互作用が見られ

ていなかったことから，これらを泣き声の種別ごとに合

計し，その平均値をそれぞれ泣き声Ｈ得点，泣き声Ｌ得

点とした。各々の整合性は泣き声Ｈ得点でα＝､94,泣き

声Ｌ得点でα＝､96であった。群ごとの泣き声の種別と上

記の変数とのピアソンの積率相関係数をＴａｂｌｅ２に示す。

なお，育児行動については間隔尺度として構成されては

いないが，これは現状の父親の参加度合いを踏まえたた

めであり，結果の度数も正規分布に近似していたため

(Tableｌ参照）そのまま分析を進めた。

学生群では，学生自身の年齢に低い正の相関が見られ，

、６５＊

－．３９

．５７＊

－．３０

一．１１

－．１３

－．０３

－．１８

－．１０

－．３９＊

－．３０

－．０７

－．１２

－．５７*＊

十

＊

１
１
戸
０
勺
１
、
』
〈
Ｕ
ハ
Ｕ
ワ
〕
ｎ
Ｊ
〈
ｂ
（
ｊ

ｌ
ｎ
Ｊ
Ｏ
ワ
〕
ワ
）
ｎ
Ｊ
ｎ
〉
ｌ
ハ
Ｕ
４

●
●
●
●
●
●
●
■
●
●

ワ
】
ｎ
Ｊ

１
１
ワ
］

●
●

、０５

－ワワ
■ｰｰ

－．５５

－．０５

一 ． ３ ２ － ． ４ ４

泣き声Ｌときょうだい数に低い相関が見られた。初妊夫

群では，夫年齢と'性役割観，養育経験において，中程度

の相関が見られており，父親群では，育児行動に中程度

の負の相関が見られ，泣き声Ｌときょうたい数に低い負

の相関が，泣き声Ｈと結婚歴に低い負の相関の傾向が見

られた。また，統計的に有意でないものの，新婚群では

性役割観に中程度の負のｷH関が見られた。

ここで着目すべきは，各群における性役割観，養育経

験および父親群の育児行動であろう。性役割観と養育経

験については，学生群で関連が見られないものの，新婚

群において，性役割観に（統計的に有意ではないが）Ｌ|’

程度の相関が，初妊夫群では性役割観と養育経験の双方

に中程度の相関が見られている。新婚・初妊夫という産

前においても泣き声の知覚は男'性の育児に対する認識や

養育繰験によってネガティヴなものととらえられなくな

ることが示唆される。特に，学生群で関連が見られなか

、１９

．１９

－．５６＊

－．６７＊

一．１１

－．１２

－．０８

－．０４

、３８

．１９

－．５０

．２４

ゆく.10,＊ﾉｳ〈０５，本*かＣｌ
注．ａ）初妊夫群における「第一子月齢」は妊娠Ｈ数を示す．
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ったこと，本調査において学生群と新婚群の平均年齢に

最も開きがあることとあわせてみると，２０代という青年

期後期から成人期初期への移行期において，男性が結婚

し，新たな家族システムを形成する中で性役割観や養育

経験といった認識が泣き声の知覚に関連するよう認知的

枠組みの変容が起きているのではないかと思われる。さ

らに父親群では，新婚群や初妊夫群と異なり'性役割観や

養育経験と泣き声の知覚とは関連が見られず，育児行動

においてのみ中程度の負の相関を示していた。これは，「日

常的な」子どもとの生活の中で，実際に子どもの世話を

することにより泣き声に対する情動的知覚がネガティヴ

でなくなっていくことを示唆するものと思われる。特に，

本調査における父親群はこの育児行動について比較的「手

伝うことが多い」と回答していることを考えると，日常

的な育児行動を通した変化を伴い，父親群の泣き声に対

する'情動的知覚が学生群に比してネガティヴでなかった

ことに関連するのではないかと思われる。

ところで，性役割観や養育経験との関連が父親群にお

いては見られていないのはなぜだろうか。養育経験につ

いては，「子どもを持つまでの養育経験」を尋ねているた

め，子どもを持ってからの養育経験である「育児行動」

の方がより泣き声に対する認知的枠組みの形成に寄与し

ているのではないかと考えられる。また，統計的には有

意でないものの４群の中で，父親の養育経験の平均値が

最も低いことから，「子どもを持つまでの」という限定が，

過去の想起として学生群や新婚群と異なった意味内容と

してとらえられていることを示しているとも考えられよ

う。性役割観については，新婚群・初妊夫群が日常的に

子どもの泣きを介した相互作用を体験していないことを

踏まえると，日常的に聞くことの少ないaversiveな泣き

声に対し，性役割観といった男'性自身の育児に対する認

識に基づいた判断を行わざるを得ないのではないかと考

えられる。すなわち，新婚群・初妊夫群は父親のように

日常的な相互交渉を通じて形成された認知的枠組みとは

異なる準拠枠を持っているのではないだろうか。このよ

うに考えると，性役割観という社会的規範に基づく枠組

みから，養育経験や育児行動といった実際の子どもとの

やりとりを体験したことによる枠組みへと初妊期を境に

質的に変化するのではないかとも考えられる。

しかし，こうした推察は未だ推察の域を出ない。父親

群で見られた結果は，育児行動をとることが乳児の泣き

をネガテイヴに知覚させなくするのではなく，むしろ乳

児の泣きをネガティヴに感じないような場合に父親の育・

児行動が増加することを示しているのかもしれない。ま

た，これらの結果については，新婚群・初妊夫群はサン

プル数が他群に比べ少ないこと，本研究では父親群にお

いて，従来確かめられている‘性役割観と育児行動の関連

(柏木・若松，1994）が，γ＝､31（〃.s､）と明確でなかった

ことを踏まえると，今後より一層，慎重に検討されねば

ならない。特に，今回の調査において性役割観は「すべ

きである」といった語句を用いており，すべての群にお

いて平均値は高く，分散が小さい。′性役割観に関しては

今後，性差観（伊藤，2000）などの妥当性の確かめられ

ている尺度によって検討される必要があると思われる。

それゆえ，ここでは，泣き声の情動的知覚に対して，初

妊夫群では養育経験と，父親群では育児行動と関雲連が見

られたこと，つまり，泣き声に対する認知的枠組みには，

初妊夫や父親といった自らを「親」としてとらえるよう

になった男性において，子どもにどれぐらい関わってい

るかという自己認識が関連していることを確認するに留

めたい。なお，男性自身の年齢について学生群と初妊夫

群で正の相関が見られているが，散布図を視認したとこ

ろ，ともに年齢の外れ値が認められたため，今回は考察

の対象とせず，今後の課題としたい。

泣き声の原因の類推

泣き声に対する認知的枠組みについて考察を加えるた

め，泣き声の種別と泣きの生起原因の類推項目のクロス

表を各群ごとに示す（Table３)。各群ごとにｘ２検定を施

した結果，学生群x2＝3.85,〃=6,〃.s,，新婚群x2＝2.99,

〃=6,〃.s,,初妊夫群x2＝18.88,〃=6,ｐ〈.01,父親群x2＝

26.70,〃=6,ｐ〈.００１であり，初妊夫群と父親群で偏りが

有意であった。調整された残差を参考に生起原因の類推

を見てみると，初妊夫群，父親群ともに，「おしめ」で泣

き声Ｈが少なく，泣き声Ｌが多く，「痛打」で泣き声Ｈ

が多く，泣き声Ｌが少なかった。また，父親群において

のみ，「室温」で泣き声Ｌが多い傾向が見られた。神谷（1999リ

においても，「痛打」のような緊急的な原因を父親が泣き

声をよりネガティヴなものと知覚したときに判断してお

り，泣き声のもつ火急性によって，子どもの痛みという

急を要する状況を想起させるのではないかと考えられる。

ただし，今回の結果はそれとほぼ同様の傾向が初妊夫群

で示されており，学生群や新婚群で見られていないこと

に大きな意味がある。先に，実際は泣き声の音響学的要

素だけではその生起原因を同定できないが（正高，1989)，

一方で親にとって泣き声が持つ火急性は子どもの状態を

示す重要な指標であることを述べた。そうした火急性に

対応した原因の類推を，実際に乳児と生活を共にしてい

る父親と類似した聞き分けを初妊夫たちが示したことは，

妊娠期における父親たちの心理的変化の中で泣き声に対

する認知的枠組みが形成されつつある可能性を示すもの

と考えられる。もちろん，ここでいう認知的枠組みとは，

養育スキルの獲得とは直接関連しないが，初妊夫たちが

やがて訪れる育児という生活に向けて子どもの泣きに対

処する準備をしていると考えられるのではないだろうか。
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Table３群ごとの泣き声の種別と泣きの生起原因の類推項目のクロス表および調整された残差
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母不在
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その他
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計
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れなかったものの新婚群，初妊夫群の評定値も父親群に

類似した傾向を示した。また，母親を対象とした結果（足

立ほか，1985）と異なり群問と条件差の交互作用は見ら

れなかった。２）泣き声の知覚に関連する要因について

は，学生群では顕著な関連は見られなかったが，新婚群，

初妊夫群で性役割観と養育経験といった育児に対する認

識に関連するのではないかといった示唆が得られた。ま

た，父親群では育児に対する認識の変数とは関連が見ら

れず，育児行動についてのみ関連が見られた。３）泣き

の生起原因の類推については，父親群のみならず初妊夫

群においても泣き声の火急’性に対応する類推が行われて

おり，泣き声の持つ火急性に対する認知的枠組みが形成

されていることがうかがえた。これらの点について，以

下に若干の考察を加えたい。

泣き声の知覚について足立ほか（1985）と比較してみ

ると，大きな違いは条件差と群間において交互作用が見

られたかどうかである。足立ほか（1985）においてはこ

の交互作用が，乳児の泣き声が持つ火急性を初産婦，経

産婦，母親たちが弁別していることを示すものとしてい

るが，本研究では条件差と群間に交互作用は見られてい

ない。この点については，先に足立ほか（1985）と比べ，

群分けが異なることと父親群の統制がとれていないこと

について触れた。しかし，泣き声の知覚に関連する要因

として，父親群において，子ども誕生までの養育経験の

想起，子ども数，第一子年齢，末子年齢と関連がなく，

全体的考察

本研究では敢えて，これまで親として取り上げられる

ことの少なかった「父親」に焦点を当て，泣き声に対す

る知覚および認知的枠組みを明らかにすることを目的と

した。

これまで，父親と母親という二人の親は，性別が異な

ることに依拠し，異なる機能を持つものとして膳表され

てきた。そうしたジェンダーの問題が発達心理学研究に

おいても根深く存在していることは，柏木・高橋（1995）

によって明らかにされたが，父母の差異は，妊娠にとも

なう内分泌系の活動を鑑みても，少なくともジェンダー

の問題だけにとどまらず，生物学的な差異をもともなう

ものである。しかし，そこで肝要なのは生物学的な差異

が，育児という極めて社会的な行為にどれほどまでに関

連しているかを検討することである。

本研究では，以上のような観点から，目的ｌ：子ども

のいない男性との対比から父親の泣き声に対する知覚を

明らかにし，それを母親についての結果と対照させるこ

と，目的２：ライフステージごとの泣き声の知覚と養育

経験などの変数との関連を検討すること，目的３：泣き

声に対する認知的枠組みとして，泣きの生起原因をどう

類推するかについて検討すること，の３点について検討

してきた。その結果，ｌ）学生に比して父親の方がネガ

ティヴなものと知覚せず，また統計的に有意な差は見ら

xユー18.88,〃=6,ｐ〈.0ｌｘ2＝26.70,〃=6,ｐ〈､001
〃 ＝ １ ５ 〃 ＝ ２ ７

xZ＝2.99,("=6,肌＄．ｘ２＝3.85,〃=６，処s・ｘ２＝2.99,("＝
〃＝４５〃＝１０

注1．上段は頻度，下段（）内は調整された残差。

注2．合計値は各群の調査対象者数×試行数（４回)。

りく．１０，＊Ｐ〈.05,＊*Ｐ〈.0１
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また足立ほか（1985）においても初産婦，経産婦，母親

の群間に顕著な差が見られなかったことなどから，調査

対象者の生育歴や家庭環境の問題ではなく，親になる過

程における「生理・心理的変化」の男女差ではないかと

思われる。

ただし，こうした'性差について検討するには安易な生

物学的性差への帰属を避けねばならない。例えば，先に

述べたように，｜司様の手続きによる神谷（1999）では，

泣き声の情動的知覚と泣きの生起原因の類推について父

母問で顕著な差異は見られず，異なっていたのは泣きの

原因を「わからない」とした母親は泣き声を最もネガテ

ィヴなものと知覚していたこと，そして泣き声をネガテ

ィヴなものと知覚することは母親の日常生活における育

児ストレスと関連することであった。このことは，親の

主たる役割が父親＝扶養，母親＝世話というように実質

的に分化しており，育児の孤立化や密室化（大日向，l999b）

と言われる現状において，乳児の一次的養育者のほとん

どを母親が担っている背景を示すものである。本研究で

も，育児行動について「いつも自分が中心になっている」

と回答した父親は１名しかおらず，結果で得られた泣き

声に対する認知的枠組みの父母差についても，こうした

背景を踏まえ，一次的養育者と二次的養育者の差異とし

てとらえる必要があるであろう。

しかし，そうした二次的養育者としての父親を対象と

した本調査においても，泣き声の知覚が学生群に比べネ

ガティヴではなかったこと，新婚群，初妊夫群の値が父

親群と同程度だったこと，初妊夫群において養育経験が

あるほど泣き声をネガテイヴに感じていないこと，父親

群で育児行動とネガティヴな知覚が関連していたこと，

そして泣きの生起原因について痛みという子どもの火急

‘性を示す状況への関連づけと泣き声の弁別が関連してい

たことは特筆されるべきものと思われる。二次的な養育

者であることの多い父親においても，育児生活を通して，

泣きに対処するための認知的枠組みを持つことが示され，

また，それは産前より準備される可能性が示されたと思

われる。′性役割観については，検討すべき余地があるた

めここでは触れないが，初妊夫群において養育経験と泣

き声の知覚に関連が見られたことは，子どもを持つとい

う身近な出来事がそれまでの子どもに接した経験を想起

させたのではないかと考えられる。一般に言われている

ことでもあるが，「妊娠がわかってから，街中を歩いてい

る時に妙に妊婦や小さい子どもが目に付くようになった」

と述べた初妊夫群の協力者がいたように，男'性であって．

も妻の妊娠とそれにともなう生活の変化の中で，泣きの

生起原因の類推を泣き声の持つ火急性に対応させるよう

な認知的な枠組みを形成していくのではないだろうか。

とはいえ，妊娠期間を通じて，父親となる者の心理状態

は一義的でなく，無力感や不安，高揚といったさまざま

な状態をとりうる（Robinson＆Barret，1986）もので

あり，また父親になる意識構造も制約感や人間的成長・

分身感，父親になる喜びなど多元的である（小野寺ほか，

1998）ことからも，妊娠初期からの詳細な検討が今後必

要であると思われる。

「父親の再発見」（Ｌａｍｂ，1976）以来四半世紀が過ぎ，

性差から個人差という流れの中で，父母役割は養護'性（For‐

gel＆Melson,1986）や育児性（大日向，2000）といっ

た概念へと発展してきた（大野，1998)。それらの概念を

用い，ジェンダー・バイアスを回避する研究を進めるこ

とは重要であるが，一方で，「あると信じられてきた性差」

について「本当に差は存在するのか，あるとすればそれ

はいったいなにを意味するのか」について検証すること

もまた必要であると思われる。確かに，成人期初期の男

'性を調査対象とすることは極めて困難であり，それが父

親研究を阻む要因として挙げられている。その点，本調

査においても，新婚群，初妊夫群のサンプル数が比較的

十分とはいえず諏各群の調査協力者数の偏り，データ収

集方法など，先行研究（足立ほか，1985）に比べて研究

デザインとして整備されていないことが課題として挙げ

られる。また，もう一つの課題として，現状としての父

母差の示すものが，′性差に依拠するものなのか，養育者

としての水準（一次的養育者か二次的養育者か）に起因

するものなのかが明確に分けられないこと（大野，1998）

も触れておかねばならないだろう。しかしながら，そう

した不備を踏まえても，本研究の結果は「あると信じら

れてきた性差」に対して，二次的養育者としての「父親」

であっても，産前より乳児の泣きに対する認知的枠組み

を持ち得ることを示すことができたのではないかと思わ

れる。今後は，産前からの父親意識の変化（小野寺ほか，

1998）や養育スキルの発達などのより実際的なテーマに

よる検討とあわせ，父親自身の養育能力に関する知見を

積み上げる必要があり，そのためにも，さらなる父親の

発達研究が進められることが期待される。
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青年期の自我発達上の葛藤から不適応状態への心理過程

長尾博
(活水女子大学文学部）

本研究の目的は，青年期の自我発達上の葛藤から不適応状態への心理過程を明らかにするものであ

る。Cattellの自我強度尺度得点は，Barronの自我強度尺度得点とに高い相関があり，また，Cod‐

dingtonの生活変化単位尺度得点は，日本の研究者が作成した中学生・高校生用の学業ストレス尺度得

点とに正の相関が認められたことから，Cattellの自我強度尺度とCoddingtonの生活変化単位尺度の

併存的妥当性が検証できた。次に，２０２名の中学生・高校生に対してCattellの自我強度尺度，Cod‐

dingtonの生活変化単位尺度，及び長尾（1989）による青年期の自我発達上の危機状態尺度（ＥＣＳ尺

度）を実施した。Lazarus（1999）のシステム理論にもとづいてパス解析を行った結果，ＥＣＳから不適

応へいたる過程は２通り明らかにされた。その一つとして，ライフイベントのない中学生の場合，自我

の強さがＥＣＳの葛藤内容に影響を及ぼし，その葛藤が自責という対処行動によって増加され，その結

果，不適応にいたる過程があげられた。２つ目に高校生の場合，自我の強さとライフイベントの衝撃度

とが自我発達上の葛藤に相互に働いて，自責という対処行動も加わり，その結果，不適応にいたる過程

があげられた。

【キー・ワード】青年期，不適応，人格測定，ライフイベント，自我の強さ

問題と目的

一般に青年期は，心理的に安定した緊張の少ない時期

であるというとらえ方（Douvan＆Adelson，1966;of

fer,1969など)，つまり，青年期平穏説と，心理的に不安

定で緊張の高まる時期であるというとらえ方（Ackerman，

1958;Greenacre,１９７０など）とがある。後者を青年期の

危機（adolescencecrisis）といい，長尾（1989）は，青

年期の自我発達上の危機状態（egodevelopmentalcri‐

sisstate）を，中学生時から高校生時にかけて親子関係

における独立と依存の葛藤や自我同一性（egoidentity）

の確立の葛藤が生じ，交友関係も困難となって，閉じこ

もりなどの非社会的行動や精神・身体的症状をともなう

不適応状態を呈することもあり，これらの葛藤や不適応

状態にはとくに自我の強さ（egostrength）が深く関わっ

ていると定式化している。

この定式化内容の特徴として，これまでの青年期危機

概念を整理して自我の発達（egodevelopment）という

視点からとらえる発達心理学的観点と適応（adjustment）

という視点からとらえる臨床心理学的観点との２点から

構築していることがあげられる。

また，長尾（1989）は，この定式化内容にもとづいて，

おもに青年期の自我同一‘性や親子関係上の葛藤を測定す

るＡ水準項目（問題内省水準：５件法で26項目）と不適

応状態を測定するＢ水準項目（問題自覚水準：３件法で

24項目）とで構成される質問紙尺度を作成した。Ｔａｂｌｅｌ

に示す下位尺度の質問項目内容は，Ａ水準の場合，Green‐

berger＆Sorensen（1974）の青年期の心理社会的成熟

(psychosocialmaturity）に関する「内的まとまり｣，「同

一'性｣，「自己受容｣，「社会的感情｣，「生産性｣，「自立｣，

｢価値観」という７つの特性と対応され，Ｂ水準の場合，

岡安・嶋田・坂野（1992）の中学生のストレス尺度反応

内容と対応されることが確認されている。

この尺度の信頼性については，長尾（1995）の研究か

ら再検査法によって尺度の安定'性が，また折半法によっ

てＡ水準の尺度(γ＝､61,ｐ〈､01)，Ｂ水準の尺度(γ＝､77,

ｐ〈､Cl）それぞれ内的一貫'性が高いことが検証されている。

また，この尺度の妥当性については，長尾（1992）の研

究から不登校や織黙などの非社会的行動を示す青年に対

して検証されている。とくにこの研究では，不登校や誠

黙を示す臨床群と健常群との比較の結果，臨床群は，こ

の尺度のＢ水準得点が45点以上の者であることが明らか

にされ，この尺度によって非社会的行動を示す不適応状

態の判別が可能であることが検証されている。

また，長尾（1997）のこの尺度による青年期の自我発

達上の危機状態の性差と学年差の研究結果では，中学２

年生時においてＡ水準得点が女子のほうが男子よりも高

いことが認められ，高校生と大学生の場合には'性差がな

いことが明らかにされている。学年差に関しては，中学

生と高校生とに大差は見られず，大学生の場合には，中

学生や高校生と比較して青年期の自我発達上の危機状態

は軽減することが明らかにされている。さらに長尾（1992）
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Tablel-a自我発達上の危機状態下位項目尺度（Ａ水絢

注．燕項目は，方向を逆転して得点化した項目。

Tablel-b自我搭達上の危機状態下位項目尺度（Ｂ水絢

下位尺度

緊張とその状況の

回避

精神衰弱

身体的痛み

希な体験や精神

・身体的反応

閉じこもり

身体的疲労感

対人的過敏性

項 目

(1)ときどき，たまらなく家出したくなる

(8)いつも緊張してイライラしている

(l51死にたいという気持ちが生じることがよくある
(20)何か恐ろしい考えがいつも頭に浮かぶ

'23)毎日のように私をおびやかすようなことが起こる
(24)両親や家族は，必要以上に私の欠点をとがめる

(2)何かにつけてよく心配する

(9)すぐ感情を傷つけられやすい

０６)※憂うつになることはめったにない

Cl)ときどき，頭に浮かんでくるつまらない考えに何日も悩まされる

(3)燕心臓や胸の苦しみを感じることはほとんどない
'10)※体のどこかが痛むようなことはほとんどない

内 容

(4)非常に不思議な経験（例えば，霊を見たとか，神の声を聞いたなど）をしたことがある
(11)最近，あまり食べなくても空腹を感じない
(17)何を食べてもおいしくない

(22｝恐い夢で目をさますことがよくある

(5)燕学校へ行きたくない気持ちが生じることはあまりない
(12)他の人が私の考えをすべてわかっているにちがいないと思う時がある
(18)※学校はおもしろいので家にばかりいたくない

(6)最近，朝が起きにくく遅刻したり欠席したりすることがよくある
(13膳疲れやすいほうではない

(19)いつも体中が疲れているような気がする

(7)外に出ると（ベスや店などで)舵人から見られているのが気になる
(14)※人からからかわれても平気です

注．※項目は，方向を逆転して得点化した項目。
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の高校生女子を対象とした縦断的研究結果では，Ａ水準

得点が１年生時と比較して３年生時には軽減することが

明らかにされ，また，Silber,Coelho,Murphey,Ｈａｍ‐

burg,Pearlin,＆Rosenberg（1961）による高校３年生

時から大学生時への移行期での動揺や不安の研究結果で

も動揺や不安は高くないことが明らかにされている。こ

のような結果を参考にして，本研究の調査対象を青年期

の自我発達上の危機状態が高まりやすい中学生と高校２

年生に絞ることにした。

ところで，青年期の自我発達上の危機状態に対してど

のような要因が大きく影響を及ぼしているのであろうか。

長尾（l999a）によるReiter＆Strotzka（1977）の危機

状態を規定する要因理論にもとづいた健常中学生と高校

生を対象とした調査結果では，(1)自我の強さ，(2)ライ

フイベント（lifeevents）の衝撃度，(3)現在の家族関係

のあり方，(4)幼児期の親子関係のあり方，(5)前思春期

(preadolescence）の親友（chu、）の有無，(6)現在の交

友関係のあり方の６要因のうちで，青年期の自我発達上

の危機状態Ａ水準得点は，自我の強さと幼児期の親子関

係のあり方，及び現在の交友関係のあり方が大きく影響

していることが明らかにされている。この結果から，青

年期の自我発達上の危機状態Ａ水準は，Radke-Yarrow，

Zahn-Waxler,＆Chapman（1983）のいう幼児期から

の親子関係の安定性が基盤となって交友関係が展開され

るという社会化理論（socializationtheory）によって説

明できた。

また，長尾（l999a）の研究結果では，青年期の自我発

達上の危機状態Ｂ水準得点は上記の６つの要因のうちで，

Barron（1953）のいう自我の強さとCoddington（1972）

のいうライフイベントの衝撃度の影響が大きいことが明

らかにされている。Coddingtonのいうライフイベント

とは，青年期において現在の生活様式に大きな変化を与

える出来事を意味しており，Lazarus＆Folkman（1984）

のいう日常生活の苛立ち事（dailyhassles）の意味とは

異なっている。不適応状態に対してライフイベントが大

きな影響を与えていることはすでに実証されている（Gersten，

Langner,Eisenberg,Orzek,1974;Johnson＆McCut‐

cheon,１９８０など）が，青年期の自我発達上の葛藤（Ａ

水準）と不適応状態（Ｂ水準）との関連はまだ明らかに

されていない。青年期の自我発達上の葛藤から不適応状

態となるにはどのような過程を経るのであろうか。

今日，臨床現場においては，心理療法の各流派は百花

練乱であり，拠って立つ適応理論は何かによってその治

療技法や人間観も異なっている。そのおもな適応理論は，

(1)Freudに始まる精神分析理論（psychoanalysistheo‐

ry)，(2)Rogerｓによる自己概念理論（selfconceptthe‐

ory)，(3)Lazarus＆Folkmanによるストレス過程シス

テム理論（systemtheoryforthestressprocess）の３

つに大別できる．このうち精神分析理論でいう不適応と

は，乳幼児期の親子関係のあり方に起因する無意識世界

のコンプレックス（complex）が，現実外界の刺激に対

して適切ではない防衛機制（defensemechanism）と妥

協して症状や問題行動を生じさせるととらえられている。

このことに関して，長尾（l999b）による青年期の自我発

達上の危機状態と無意識世界のエディプス・エレクトラ

コンプレックス（oedipus/Ielectracomplex）との関係に

ついての実証的研究では，双方に高い相関がないことが

明らかにされている。また，Rogerｓによる自己概念理論

でいう不適応は，自己概念と自己の経験（experience）

との不一致によって生じると説き，とくに対人関係を重

視し，他者との共感や正しい自己理解によって適応が生

じると説いている。しかし，既述した長尾（l999a）によ

る青年期の自我発達上の危機状態に及ぼす要因の研究結

果では，Ｂ水準得点は家族関係のあり方や交友関係のあ

り方よりもライフイベントの衝撃度と自我の強さのほう

が影響力が大きいことが明らかにされている。このこと

は長尾（1989）による青年期の自我発達上の危機状態の

定式化内容から当然の結果といえよう。長尾（1999a）の

研究結果を参考にすると青年期の自我発達上の危機状態

Ｂ水準は，ストレス過程システム理論によって説明でき

るのではないかととらえられる。しかし，既述した長尾

(l999a）の研究では，ライフイベントに対する対処行動

(Coping）についてもふれず，測定に用いた各尺度がスト

レス過程システム理論を検証していくためにふさわしい

尺度であるのかどうかの併存的妥当性（concurrentva‐

lidity）についての検証もされていない。

このストレス過程システム理論は，当初，Elliot＆Eis‐

dorfer（1982）のいう刺激（stressor,lifeevents），個人

の特'性(personalitycharacteristics)，ストレス反応(be‐

havior,symptoms）の３要因に分けた因果関係モデルで

あった（Lazarus＆Folkman,1984)。その理論モデル

は，Figurelに示す内容であった。しかし，１９９０年代

荷熟lIIf熊遅
卜剛州

Figurelストレス過程システム理論の概要

（Lazarus＆Folkman，1984）
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Figure2青年期の自我発達_との危機状態Ａ水準からＢ

水準へ経過していく過程仮説

に入り，単純な直線的因果関係モデルでは，ヒトの不適

応状態に陥る過程は説明が困難であることが指摘されて

きた。とくにFigurelの対処行動に関して，ヒトの場合

には状況に応じて多くの対処行動が見られ，また，それ

は，認知の型やパーソナリティ特性とも深く関係してい

ることが指摘されている。とくにストレス状況でのコンテク

スト依存(inherentlycontextual)が重視され，Figurel

に示すパーソナリティ特性と環境変数，及びストレッサー

内容との相互作用が強調され，単純な直線的因果関係で

は不適応へ陥る過程がとらえにくいことが指摘されてい

る（Lazarus,1999)。

そこで，筆者は，このようなコンテクスト依存を参考

にして，青年期の自我発達上の危機状態に関してＡ水準

(自我発達上の葛藤状態）からＢ水準（不適応状態）へと

経過する過程をFigure2に示すようにとらえてみた。

Figure2の（１）について，青年期の不適応事例につ

いての筆者の臨床経験にもとづけば，特別なライフイベ

ントが生じなくても不登校や心身症を示す例もみられた。

その場合，本来，自我の弱い青年が，青年期の親子関係

上の葛藤や自我同一性の確立の葛藤という自我発達上の

葛藤（Ａ水準）に直面し，その個人のもつパーソナリティ

特性と関連した対処行動によってこのような発達課題が

解決されないゆえに不適応状態（Ｂ水準）へと展開する

のではないかということがとらえられた。また，このと

らえ方によって既述した青年期平穏説も説明ができると

思われる。つまり，自我の強い青年の場合には，Ａ水準

の葛藤も大きくは生じないと考えられる。

また，Figure2の（２）について，何らかのライフイ

ベントが生じ，その衝撃度がその個人のもつ自我の弱さ

へ影響を与え，ライフイベントの認知のし方がさらにラ

イフイベントの衝撃度を高めるという相互作用が働いて

いるであろう。この相互作用の中で（１）と同様なその個

人のもつパーソナリティ特性と関連した対処行動が働き，

そのことが青年期特有の自我発達上の葛藤を高め（Ａ水

準)，この対処行動によって発達課題が解決されないゆえ

に不適応状態（Ｂ水準）をまねいているのではないかと

とらえた。

長尾（1997）の青年期の自我発達上の危機状態に関す

る性差と学年差の研究結果では，中学生と高校生とに大

きな得点差はないことが明らかにされているものの〆発

達的に中学生時のほうが先に危機状態に直面しやすいこ

とから，Figure2に示す心理過程において，中学生の場

合と高校生の場合とでその過程に違いがあると思われる。

また，Figurelに示すパーソナリティ特性のうち，傷つ

きやすい人格（vulnerability）やたくましい人格（har‐

diness）は，臨床心理学では自我の強さという用語に相

当するととらえて，Figure2では自我の強さという視点

からとらえてみた。また，Figure2に示す青年期の不適

応状態のきっかけとなるライフイベントの内容やパーソ

ナリティ特性と関連した対処行動とは具体的に何かを明

らかにしていく必要がある。

青年期の自我発達上の葛藤状態からどのような経過を

経て不適応状態にいたるのかを明らかにしていくことは，

学校現場においては不適応生徒を増やさないための予防，

また，臨床現場においては心理治療への貢献となると思

われる。

本研究の目的は，Cattell（1965）の自我の強さをとら

える尺度と，青年期に生じやすいライフイベントをみる

Coddington（1972）の生活変化単位項目尺度の２つの尺

度の併存的妥当性を検討し，さらに，青年期のライフイ

ベントに対する対処方略尺度を作成して，青年期の自我

発達上の危機状態が高まりやすい中学1,2,3年生と高校

２年生を対象にFigure2に示す青年期の自我発達上の葛

藤状態から不適応状態にいたる心理過程を明らかにする

ことにある。

方 法

(1)調査対象

本研究の調査対象の中学生は，佐賀県の公立中学校男

子50名（全学年）と女子５３名（全学年）であった。高

校生はCattellの自我強度尺度とCoddingtonの生活変化

単位項目尺度の併存的妥当性を検討するために長崎県の

私立高校普通科（長崎市にあり，進学校ではない高校）

２年生女子245名と私立男子高校普通科（長崎市にあり，

進学校ではない高校）２年生１０５名を調査対象とした。

対処方略尺度の作成と青年期の自我発達上の葛藤状態か

ら不適応状態にいたる経過を明らかにするために長崎県

の県立高校普通科（長崎市にあり，進学校の高校）２年

生男子３８名と女子６１名を調査対象とした。調査時期は，

中学生の場合，1999年６月，併存的妥当性の検討のため

の調査は，私立高校生女子は1999年６月，私立高校生男
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子は2001年６月，また，対処方略尺度の作成と青年期の

自我発達上の葛藤状態から不適応状態にいたる経過の検

討のための調査は，県立高校生男女は1998年10月であっ

た。

(2)手続き

自我の強さをとらえる質問紙尺度として，Barron（1953）

による自我強度尺度とCattell（1965）による自我強度尺

度がある。前者の尺度は，「身体の不健康度｣，「道徳心の

強さ｣，「現実感覚の欠如｣，「適応能力の欠如｣，「恐怖心

の強さ｣，「精神衰弱」の６つの下位項目尺度で構成し，

各４項目で合計２４項目の質問内容を選出した。評価は，

｢はい」を３点，「わからない」を２点，「いいえ」を1点

と得点化して，得点が高いほど自我の強さが弱いととら

えるようにした。Barron（1953）の尺度は，本来は「宗

教的態度」の下位項目尺度もあるが，わが国の青年の場

合，一貫した宗教的態度が乏しいであろうと判断して，

この下位項目尺度を本研究から除外した。この尺度の信

頼‘性については，Barron（1953）による３０名の大学生を

対象とした研究では，３カ月後の再検査法の安定度係数

(coefficientofstability）がγ＝､７２と比較的高い値が示

されている。また，この尺度の併存的妥当性については，

小川（1965）による健常群２０名と神経症群２０名を対象

とした研究結果からこの尺度によって健常群と神経症群

との弁別ができることが明らかにされている。

また，後者のCattell（1965）による尺度は，本来，１３

の質問項目からなっているが，長尾（l999a）の青年期の

自我発達上の危機状態尺度項目と類似する項目を除外し

て，Ｔａｂｌｅ２に示す１０の質問項目として，下位項目尺度

はなく，評価は，前者の尺度と同様な得点化をし，得点

が高いほど，自我の強さが弱いととらえるようにした。

Ｔａｂｌｅ２Ｃα"eノノの自我強度尺度の質淵項月

あなたの日頃の特徴はどうでしょうか。あてはまるものに
○印をつけてください。

①困難にあってもくじけない

２猛獣を見るとじょうぶなおりに入れてあっても恐い

③私の人生は大体，思うとおりにいっている

４友だちにうら切られたことがある

５何となく私を無視したり，避けたりする人がいる

６せっかくの私の心づかいをそれほどよくとってもらえな

いことがよくある

７他人が理屈に合わないことをいった時，その人を軽蔑す
る

⑧音楽を聞いている時に，まわりでがやがや騒いでいても
音楽に集中できる

９待ち望んでいたことでも，いざその時になるとそれほど

でもないことがある

⑩周囲の人が騒いでいても，たいていの勉強やしたいこと

は集中できる

注．○印は逆転項目を示す。

この尺度は，すでに標準化されているｌ６ＰＦ（thesixteen

personalityfactorsquestionnaire）テストの下位尺度

であり，Cattell（1965）によって尺度の信頼性と概念的

妥当性（constructvalidity）は検証されている。また，

Cattellによる自我強度尺度は，Cattell（1965）によれば

明確な'性差や学年差は示されず，置かれた環境の違いに

よって大きく左右されない尺度であることから，本研究

ではこの尺度の併存的妥当性を検討することにした。な

お，Ｔａｂｌｅｌに示す青年期の自我発達上の危機状態Ｂ水

準項目内容とＴａｂｌｅ２に示す自我強度尺度の項目内容と

は重複せず，内容が異なることも確認できた。

さらに，「傷つきやすさ」をとらえる尺度として，Glover，

Silver,Goodnick,Ohlde,Packard,＆Ｈａｍｌｉｎ(1994)が

作成した傷つきやすさ尺度（vulnerabilityscale）の質問

項目から６個の質問項目を抽出し高校生のみに実施した。

Ｇｌｏｖｅｒｅｔａｌ.（1994)の結果では，この尺度の内的一貫性

は，α＝.88を示し，１カ月後の再検査の相関係数は，γ＝､８１

を示している。また，ベトナム戦争によって心的外傷を

もつ神経症患者と健常者との識別のできる尺度の併存的

妥当性も検証されている。その評価は，「はい」を３点，

「いいえ」を１点，「わからない」を２点と得点化し，得

点が高いほど傷つきやすいととらえるようになっている。

Cattell（1965）の自我強度尺度の併存的妥当性を検討す

るために，Barron（1953）の自我強度尺度，及びGlover

etal．（1994）の傷つきやすさ尺度の３つの尺度の相関

係数を算出することにした。

青年期に生じやすいライフイベント内容とその衝撃度

をとらえる尺度として，Coddington（1972）による生活

変化単位項目（Table3)，神藤（1998）による中学生用

学業ストレッサー評価尺度，菅・上地（1996）による高

校生用学校ストレッサー認知項目尺度がある。生活変化

単位項目は，Ｔａｂｌｅ３に示すライフイベントがあったか

どうかを問い，ライフイベント内容によってlifechange

units数が決まっている。lifechangeunits数とは，ラ

イフイベントが生じて再適応するまでの負荷量を意味し

ており，米国の臨床家が多くの高校生を対象として評定

した結果にもとづくものである。上林ほか（1989）は，

このlifechangeunits数がわが国の中学生や高校生にお

いても併存的妥当性があるかどうかについてわが国の精

神科医，心理臨床家，ケースワーカーなど200名からライ

フイベント内容とそのlifechangeunits数との関係に

ついてを評価してもらい，その一致率の結果からCod‐

dingtonによるlifechangeunits数はわが国の中学生

や高校生にも適用できることを明らかにしている。教示

は，「１年間であなたにとってＴａｂｌｅ３に示す出来事があ

りましたか。あった出来事をすべて答えてください」と

した。また，中学生用学業ストレッサー評価尺度は，神

藤（1998）の作成した尺度項目の中から各下位尺度の因
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Table3ライフイベント内家（Coddingtonl972）

ライフイベント

極端な成績の低下

友人とのトラブル（けんか）

親との激しい口論の増加

両親のけんか

学校から処罰をうけた

クラブ活動でのトラブルに関わった

祖父母の死

親友の死

母親が働き始めた

家族の死

親の離婚

父親の失業

自分が大きな病気をした

Lifechangeunits
得点

４．６

４．７

４．７

４．６

５．０

５．５

３．６

６．３

２．６

８．７

７．７

４．６

５．８

子負荷量の大きい項目を２項目ずつ選出し，合計１２の質

問項目で構成した。その質問項目は，中学生の学校現場

でのストレッサーの衝撃度を問うものである。教示は，「学

校でこの１年間，次の出来事がありましたか。あった場

合，どの程度いやだったかを答えてください」とした。

その評定は，「非常にいやだった」の４点から「全くいや

でなかった」の１点までの４件法で得点化した。また，

高校生用学校ストレッサー認知項目尺度は，菅・上地（1996）

の作成した尺度項目の中から各下位尺度の因子負荷量の

大きい項目を選出し，合計９の質問項目で構成した。そ

の質問項目は，高校生の学校現場でのストレッサーの衝

撃度を問うものである。教示と評定は，中学生用学業ス

トレッサー評価尺度の場合と同様に行った。Coddington

(1972）の生活変化単位尺度の併存的妥当性を検討するた

めに，神藤（1998）の中学生用学業ストレッサー評価尺

度，及び菅・上地（1996）の高校生用学校ストレッサー

認知項目尺度との相関係数を算出することにした。

また，青年期の自我発達上の危機状態をとらえるため

に，長尾（1989）による青年期の自我発達上の危機状態

尺度を実施した。この尺度は，Ａ水準の場合，「全くその

とおりである」の５点から「全くそうでない」の１点ま

での５件法で得点化し，Ｂ水準の場合，「はい」を３点，

｢いいえ」を１点，「わからない」を２点で得点化し，得

点が高いほど危機状態が高いととらえるようになってい

る。

さらにライフイベントに対しての対処方略をとらえる

ために，三川（1988）による青年期用対処行動尺度の項

目と神藤（1998）による中学生用ストレス対処方略尺度

の項目を参考にして対処方略尺度を作成し，それを実施

した（Table4)。教示は，「あなたは，日常生活でいやな

出来事，ストレスを感じた時，いつもどのように対処し

ますか。以下に書かれたうち，どの対処をしますか。あ

Table４対処方略尺度項目

項目内容

･他人(親，きょうだい，教師など)にうちあたる

．周囲の者へあたりちらしやすい

・自分をよく反省して責める

･気分がおちこみやすい

．誰かに相談をする

･親や友人に話しを聞いてもらう

・ことの成りゆきにまかせる

・どんなことでも別に何とも感じない

．いやな出来事を忘れようと努める

・いやなことを思い出さないようにする

．勉強や家の手伝いなどにうちこむ
．趣味（テレビやゲーム）やスポーツにうちこむ

．人生は悪いことばかりではないと楽観的に考える

．今後はよいことがあるだろうと考える

．どうしたらよ',､かの対策を真剣に考える

．原因を考え，どうしたらよ'/､かの対策を考える

下位尺度

他責

自責

相談

感情の
分離

抑制

昇華

楽観的
志向

問題解決
志向

てはまるものに何こでもよいから○印をつけてください」

とした。また，その評定は，○印をつけたものを１点と

して，各対処方略の合計得点を算出した。

青年期の自我発達上の葛藤状態から不適応状態にいた

る過程を明らかにするために，上記のCattell（1965）の

自我強度尺度，Coddington（1972）の生活変化単位項目

尺度，長尾（1989）の青年期の自我発達上の危機状態尺

度，及び，Ｔａｂｌｅ４の対処方略尺度を実施し，パス解析

を用いてその過程をとらえることにした。

結果と考察

(1)Cattellの自我強度尺度とCoddingtonの生活変化単

位項目尺度の併存的妥当性について

Barron，及びCattellの自我強度尺度，Gloveretal・

の傷つきやすさ尺度の各平均値をまとめたものがＴａｂｌｅ５

である。

Ｔａｂｌｅ５をもとに自我の強さについての性差をみたと

ころ，Barronの尺度では，男子のほうが女子よりも自我

が強いという性差が認められたが(/＝8.33,〃=451,ｐ〈

.OUCattellの尺度では，性差は認められなかった（/＝

2.00,〃=451,〃.s,)。Barron（1953）は自我強度は男子

Table５各尺度得点の平均値

対象

(1)Barronの
自我強度尺度

(2)Cattellの
自我強度尺度

(3)Gloveretal､の
傷つきやすさ尺度

注．（）内は標準偏差値。

高校生
女子

４４．９７

(6.88）

２０．４２

(3.92）

１０．７４

(2.29）



３．５５

(4.05）

3０１

Table８伽(､伽"9Ｗ〃芯停点と中学生用学業ズトレ

ッサー評価傷点及び高校生用学佼ストレッサー

認知得点との折関係数

Table６尺度得点間の補閣係数

のほうが,‘女子よりも強いことをあげ，このことは，長

尾（1997）による高校生男女を対象としたBarronの自我

強度尺度を用いた‘性差の研究結果からも結果が一致して

いる。しかし，Cattell（1965）は，青年期の場合，自我

強度に明確な性差がないことをあげている。

次に中学生と高校生との自我の強さについて学年差を

みたところ，Barronの尺度では，中学生のほうが高校生

よりも自我が強いという学年差が認められたが（/＝８．１８，

〃=451,Ｐ〈.OUCattellの尺度では，学年差は認められ

なかった（/＝0.02,〃=451,〃.s,)。長尾（1997）による

Barronの尺度を用いた中学生・高校生を対象とした自我

強度の学年差の研究結果では，高校生のほうが，中学生

よりも自我強度が強いことが明らかにされている。この

ことから，Ｔａｂｌｅ５に示されるBarronの自我強度尺度

得点の学年差は，対象者にまつわる学校環境の影響力が

働いているのではないかと推察された。

また，Cattellの自我強度尺度の併存的妥当性をとらえ

るために，各群別に尺度得点間の相関係数を算出した

lf生窒
対 象

(1)と(2)の相関係数

(2)と(3)の相関係数

(1)と(3)の相関係数

準
潅
蝋
溌

高校生
女子

、３７*＊

対象

相関係数

*，〈、0５＊*’〈、０１

**ｐ＜、０１

(Table６)。Table6の結果から，Cattellの自我強度尺

度得点は，Barronの自我強度尺度得点，GloveretaLの

傷つきやすさ尺度得点と有意な相関が認められることか

ら，Cattellの自我強度尺度の併存的妥当性が検証された。

Coddingtonの生活変化単位項目尺度，中学生用学業

ストレッサー評価尺度，高校生用学校ストレッサー認知

尺度の３つの尺度の平均値はＴａｂｌｅ７に示すとおりであっ

た。

次にCoddingtonの生活変化単位項目尺度の併存的妥

当性をとらえるために，lifechangeunits得点と中学生

用学業ストレッサー評価得点，及び高校生用ストレッサー

認知得点との相関係数を算出した（Table８)。

Ｔａｂｌｅ８より，lifechangeunits得点は，中学生用学

業ストレッサー評価得点，及び高校生用ストレッサー認

知得点と有意な相関が示されていることから，この尺度

の併存的妥当性が検証された。

また，Ｔａｂｌｅ３に示すライフイベントのうちで回答さ

れた頻度の高いライフイベントは，中学生，高校生とも

｢極端な成績の低下」というライフイベントであった。こ

のことから，中学生，高校生は，学校生活において成績

の低下がストレッサーとなりやすいことが示唆された。

(2)青年期の自我発達上の葛藤状態から不適応状態にい

たる過程について

(a）対処行動とライフイベント内容について

高校生の調査対象を新たにして実施した青年期の自我

発達上の危機状態尺度得点，Cattellの自我強度尺度得点，

Coddingtonの生活変化単位尺度得点の平均値と対処方

略の尺度の下位尺度得点を高い順に整理したものがTable９

Table７３つの尺度得点の平Z均値

高校生
女子

８．０２

(5.65）

対象

lifechangeunits得点

中学生用
学業ストレッサー評価得点

高校生用
学校ストレッサー認知得点

ファ

青年期の自我発達上の葛藤から不適応状態への心理過程

注．（）内は標準偏差値。

1１３．２５（13.54）

Table９各/で1度の平均値と対処方略ﾉで度の下位尺度得点の順位

119.47（13.58）123.79（16.65）

中学生男子 中学生女子 高校生男子 高校生女子

79.79（11.00）

41.80（6.59）

121.49（15.01）

22.36（４．０１）

８．２５（5.35）

１９．５７（4.15）

74.56（10.89） 81.32（11.13） 78.05（11.01）

38.69（5.76） 42.47（8.18） 41.42（6.69）

(1)楽観的志向

(2)昇華

(3)抑制

10.57（11.91）

注．（）内は標準偏差値。

20.40（３．７１）

0.94(0.81）

0.84(0.58）

0.71(0.85）

21.67（4.52）

5.08（5.52） 9.03（7.79）

0.93(0.90）

0.76(0.68）

0.64(0.78）

0.80(0.88）

0.75(0.80）

0.62(0.58）

(1)相談

(2)楽観的志向

(3)自責

1.07(0.85）

0.88(0.81）

0.73(0.81）

(1)楽観的志向

(2)自責

(3)昇華

(1)相談

(2)自責

(3)抑制
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TablelO生活変化単位尺度のライフイベント回答掌

中学生女子

生活変化単位尺度の

ライフイベント回答

率の順位

(1)極端な成績の低下

31.4％

(2)友人とのトラブル

15.7％

(3)母親が働き始めた

１１．８％

(1)極端な成績の低下

39.6％

(2)友人とのトラブル

30.2％

(3)親との激しい口論の増加

24.5％

(1)極端な成績の低下

45.Ｗ）

(2)友人とのトラブル

22.5％

(3)親の離婚

12.5％

である。

Ｔａｂｌｅ９より，Ｔａｂｌｅ５の結果と同様にCattellの自

我強度尺度得点において，大きな性差や学年差がないこ

とが確認できた。また，Ｔａｂｌｅ９に示す対処方略尺度の

下位尺度得点の順位をみると，三川（1988）の青年期の

対処行動に関する研究結果と同様に中学生においては男

子では自分だけによる対処行動が中心であり，女子では

他者と相談するという対処行動の性差がみられ，また，

Hamburg（1974）のいうように高校生の場合，自己内省

力が高まり，中学生とは異なった「自責」（self-blame）

という対処行動が増加していくことがわかる。

さらに青年期において生じやすいライフイベント内容

をみるために，ＴａｂｌｅｌＯに生活変化単位尺度での学年と

性別にみたライフイベント回答率をまとめた。TablelO

より，どの学年においても「極端な成績の低下」という

ライフイベントが生じやすいことがわかる。この傾向は，

神藤（1998）による中学生を対象とした学業ストレッサー

の研究結果，及び菅・上地（1996）による高校生を対象

としたストレッサーの研究結果でも示されている。次い

で「友人とのトラブル」がライフイベントとして生じや

すいことがわかる。嶋田（1995）は，友人とのトラブル

は，学校ストレスを生み出す大きな要因であることを指

摘している。

(b）Figure2の（１）の特別なライフイベントがなかっ

た場合についての検証

中学生と県立高校生の対象の中から，lifechangeunits

得点が０点の者，つまりここ１年間でＴａｂｌｅ３に示すラ

イフイベントがなかった者を抽出した。その結果，中学

生の場合で２７名，高校生の場合で２９名であった。この

ことから，中学・高校生の約３分の１は，特別なライフ

イベントが生じていないことが明らかにされた。

長尾（1992）の研究から，青年期の自我発達上の危機

状態Ｂ水準得点が45点以上の者は不適応状態の特徴が強

いことが明らかにされている。この基準にもとづいてＢ

水準得点が45点以上の者を抽出した。その結果，中学生

の場合で３０名，高校生の場合で２９名であった。この結

果から，Langen（1965）がいう青年期の危機にいる者の

中で不適応状態に陥る青年は約３割であるという見解が

支持された。さらにこの群のうちでＴａｂｌｅ３に示すライ

フイベントがなかった者は，中学生の場合で５名，高校

生の場合で６名であった。このことから，ライフイベン

トがなく不適応状態に陥る青年は少ないことが明らかに

された。

また，Ｂ水準得点が45点以上の者の対処行動の特徴を

明らかにするために，この対象の対処方略尺度の下位尺

度得点順位をみたところ，中学生，高校生とも「自責｣，

つまり自分自身を責めて反省するという対処行動の頻度

がもっとも高かった（中学生,ｒ＝0.90(ＳＤ＝0.84)，高校

生;元=0.91(ＳＤ=0.68))。この対処行動は，Lazarus（1999）

がいうようにライフイベントが生じた場合のみに用いる

行動ではなく，むしろパーソナリティ特性と関連してお

り，特別なライフイベントが生じなくても日常生活で用

いられている行動特性であると思われる。したがって，

自責という対処行動は，Figure2でのとくにどの過程で

影響しているかはとらえられないと思われる。

Figure2の（１）の仮説にもとづいて，ライフイベン

トがなかった群を対象に自我強度得点，危機状態Ａ水準

得点をそれぞれ説明変数，危機状態Ｂ水準得点を目的変

数としてパス解析を行った。Figure3に中学生と高校生

別に重相関係数（Ｒ２）パス係数（β；標準偏回帰係数）

を算出したパス・ダイアグラムを示した。

Figure3より，中学生の場合においてFigure2の（１）

に示した仮説は支持された。すなわち，自我の弱い青年

が，青年期の親子関係上の葛藤や自我同一性の確立の葛

藤という自我発達上の課題（Ａ水準）に直面し，その個

人の自責という対処行動によって不適応状態（Ｂ水準）

へと展開するという因果関係モデルが支持できた。しか

し，高校生の場合には，Figure2の（１）に示す仮説は

支持されなかった。Figure3より，高校生の場合，自我

強度得点から危機状態Ａ水準得点へのパス係数，及び重

相関係数が有意でないことから中学生のようにＡ水準か

らＢ水準へ直線的な展開がされないことが明らかにされ

た。高校生の危機状態Ｂ水準は，中学生の場合のように

危機状態A水準との関連は弱まり，むしろ個人のもつ自我

の強さの影響力が強くなると思われる。

(c）Figure2の（２）のライフイベントがあった場合に

ついての検証

Figure2の（２）についての検証を行うために，中学

生と高校生別にＴａｂｌｅ９に示す自我強度得点の平均値に

もとづいて，高得点群と低得点群との2群に分け，またlife
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changeunits得点が0点群と得点がある群との２群に分

けた。危機状態尺度得点に対して，２（自我の強さ；高得

点群105名，中学生48名，高校生５７名と低得点群９７名，

中学生55名，高校生42名)×２（ライフイベントの有無；

０点群56名，中学生２７名，高校生２９名と得点がある群

１５２名，中学生７７名，高校生７５名）の分散分析を行っ

た。各群の危機状態尺度得点の平均値をＴａｂｌｅｌｌに示し，

分散分析結果をＴａｂｌｅｌ２に示した。

Ｔａｂｌｅｌ２から自我の強さとライフイベントの有無との

交互作用が有意であり，また，自我の強さの主効果が有

意であることがわかる。そこで自我の強さの主効果に関

する単純主効果の検定を行った結果，中学生の場合でＡ

水準得点において，Ｆ(1,101）＝12.94(ｐ〈､01)，Ｂ水準

得点において，Ｆ(1,101)＝28.54(ｐ〈､01)，総得点におい

て，Ｆ(1,101)＝26.45(ｐ〈､01)であり，全て有意であった。

高校生の場合でもＡ水準得点において，Ｆ(1,96)＝８．０１

(ｐ〈､01)，Ｂ水準得点において,Ｆ(1,96)＝21.66(ｐ〈､０１)，

総得点において，Ｆ(1,96)＝19.43(ｐ＜､01)であり，全て

有意であった。このことから，青年期の自我発達上の危

機状態に対して自我の強さとライフイベントの衝撃度と

は相互に影響を与え，とくに自我の強さのほうがその影

響力が強いことが明らかにされた。

このように中学生も高校生も自我の強さとライフイベ

ントの衝撃度とが相互作用し合って危機状態へ影響を及

ぼしていることが明らかにされたが，その後の危機状態

Ａ水準と危機状態Ｂ水準との関係，また危機状態Ｂ水準

にいたる経過はどうであろうか。

Figure2の（２）の仮説にもとづいて，ライフイベン

トのあった者を対象に自我強度得点，危機状態Ａ水準得

点をそれぞれ説明変数，危機状態Ｂ水準得点を目的変数

としてパス解析を行った。その結果として，Figure4に

中学生と高校生別に重相関係係数（Ｒ２)，パス係数（β：

標準偏回帰係数）を算出したパス・ダイアグラムを示し

た。

Figure4より，高校生の場合において，Figure2の

(2)に示した仮説は支持された。すなわち，ライフイベ

ントが生じてそれが自我の強さに影響を及ぼし，自我の

強さとライフイベントの衝撃度が相互に影響し合って危

機状態Ａ水準の葛藤を生み，「自責」という対処行動がこ

β＝．40*(中学ﾉﾋ）

β＝、１１(高校生）

β＝、32**(中学:生）

β＝、30**(高校生）

自我が強く，ライフ

イベントのなかった

群

Ｒ翌＝．30**(中学ﾉt）

汗＝、２３*(高校''二）

Ｒ当＝、27**(中学生）

Ｒ２＝１２(高校生）

*/)＜、０５＊*か．０１

Figure3ライフイベントのなかった青年の場合のパス
ダイアグラム

β二・38*率(中学生）

β＝３２**(高校生）

β＝．Ｍ(ILIl学生）

β＝、２１＊(,高校生）

注．（）内は標準偏差値。

Ｒ２＝．40**(中学生）

況瞥二．16**(高校生）

Ｒ２＝､15**(中学生）

Ｒ２＝、14**(高校''さ）

＊ノウ､ミ．０５＊*力詮．O1

Figure4ラィフィベントのあった青年の場合のパス・

ダイアグラム

Ｔａｂｌｅｌｌ４群の青年期の自我発達_との危機状態尺度得点

の平均値

一

Ｉ
１
１

高校生

83.55（9.61）

48.01（7.99）

130.58(17.01）

82.18（8.88）

46.66（5.21）

128.61(12.99）

76.34（7.66）

33.61（5.01）

109.68(１０．１１）

72.89（8.92）

35.37（5.89）

107.99(14.84）

自我が弱く，ライフ

イベントのあった群

自我が弱く，ライフ

イベントのなかった

群

青年期の自我発達上の葛藤から不適応状態への心理過程

雫稽用自由度と誤差

一

Ｉ
０
１

Tablel2自我の強さの程度傭と伽とライフイベントの有無の２要西'分散分析の結果

－

０
０
０

高校

ライフイベント

有無主効果
Ｆ値

１．４１

１．２２

１．３６

生

交互作用
Ｆ値

４．１１＊

１０．４５*＊

９．６１＊＊

中 学生

危機状態
尺度

自我の強さ
主効果
Ｆ値

８．０１*＊

１５．６６*＊

１４．５２*＊

自我の強さ
主効果
Ｆ値

ライフイベント

有無主効果
Ｆ値

11.98*＊

34.21*＊

28.99*＊

自由度と誤差

2/96

2/96

2/9６

８．０５*＊

18.11*＊

17.96*＊

2/101

2/lOl

2/101

Ａ水準得点

Ｂ水準得点

総得点

３．４５

３．６５

４．７２＊

*ｐ＜，０５＊*ｐ＜,０１

一

Ｉ
０
０ 危機状態

Ｂ水準得点

危機状態

Ａ水準得点
自我強度得点

危機状態

Ｂ水準得点

危機状態

Ａ水準得点
自我強度得点
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の葛藤を危機状態Ｂ水準へと展開するという因果関係モ

デルが支持できた。しかし，中学生の場合では，Figure4

より危機状態Ａ水準得点から危機状態Ｂ水準得点へのパ

ス係数が有意でないことから，高校生のようにＡ水準か

らＢ水準へは直線的な展開がされないことが明らかにさ

れた。

中学生と高校生とでライフイベントから危機状態Ｂ水

準へいたる経過が異なる理由としては，中学生の場合は，

高校生と比較して自我の発達の個人差が大きいためにラ

イフイベントが生じて自我の強さに影響を及ぼし，それ

らが相互作用し合ってそのまま危機状態Ｂ水準に陥る場

合と，ライフイベントが自我の強さと相互作用し，それ

が高校生の場合のように危機状態Ａ水準の葛藤をまねき，

そのことが危機状態Ｂ水準へと展開していく場合とがあ

るためと思われる。このことは，長尾（1997）による中

学生の場合，青年期の自我発達上の危機状態総得点の分

布が拡散している研究結果からも裏付けられる。

また，このような中学生と高校生の経過の違いは，本

研究の対象の中で危機状態Ｂ水準得点が45点以上の者の

うち，中学生と高校生別に危機状態Ａ水準得点と危機状

態Ｂ水準得点との相関係数を算出したところ，中学生の

場合では両者に有意な相関が認められたが，高校生の場

合では有意な相関がなかったことがあげられる（中学生；

γ＝.43,ｐ＝〈､05,高校生；γ＝.11,〃.s,）。つまり，中学

生の場合には，危機状態Ａ水準の葛藤内容と危機状態Ｂ

水準の不適応内容とが関連しており，これは，自我発達

がまだ未分化なためと思われる。一方，高校生の場合に

は，危機状態Ａ水準内容と危機状態Ｂ水準内容とに明確

な識別ができる自我の発達が生じていると思われる。

Figure3とFigure4の結果から明らかにされたこと

は，青年期の自我発達上の危機状態の先行要因として自

我の強さがあげられる。つまり，自我の強さが強い青年

の場合，既述したDouvan＆Adelson(1966)やoffer

(1969）のいう青年期平穏説が支持されるが，自我の強さ

が弱い青年の場合，中学生は特別なライフイベントが生

じなくても発達がライフイベント有無よりも優先して自

我発達上の葛藤が生じて，自責というパソナリティ特性

も影響して不適応状態となりやすく，高校生はライフイ

ベントの影響を受けて本来，中学生時より生じるはずの

自我発達上の葛藤が高まって，自責というパーソナリティ

特性も影響して不適応状態となるととらえられる。村瀬

(1976）も青年期の危機の影響要因として，自我の強さと

青年の置かれた状況をあげており，本研究の結果からも，

この見解は支持できた。

また，長尾（1989）の青年期の自我発達上の危機状態

についての定式化に関して，本研究の結果から，青年期

の自我発達上の危機状態とは，とくに自我の強さが弱い

青年の場合，中学生時から高校生時にかけて親子関係に

おける独立と依存の葛藤や自我同一'性の確立の葛藤が生

じ，交友関係も困難となって，閉じこもりなどの非社会

的行動や精神・身体的症状をともなう不適応状態を呈す

ることもある状態と再定式化できた。

ところで，本研究の結果から，危機状態Ａ水準の葛藤

が生じて，次の不適応状態へと陥らせないための予防策

として，どのようなことが考えられるであろうか。具体

的には，(1)青年期の自我発達上の葛藤をまねく先行要因

として自我の強さが明らかにされたが，筆者の臨床経験

から前田（1976）のいう自我の強さについての構成要因

のうち，とくに現実吟味能力の程度と昇華能力の程度が

不適応状態に陥ることを防ぐ意味において重要な要因と

思われる。したがって，学校や家庭において教師や親が

青年個人の現実吟味能力の程度や昇華能力の程度を理解

してそれらを促進する教育的関わりが必要であると思わ

れること。(2)本研究の生徒のライフイベント内容から，

生徒を極端な成績の低下に陥らせない学業上の対策や工

夫が必要であること。(3)また，(1)と関連するが，不適

応状態に陥りやすい生徒の対処行動として「自責」が明

らかにされたが，「相談」や「楽観的志向｣，または「昇

華」などの対処行動への変容と学習も必要であることな

どがあげられる。

今後の課題

本研究において残された課題は多くあると思われる。

たとえば，（１）本研究で用いた対処方略尺度の妥当性や信

頼性が検証されていない。(2)中学生と高校生とでなぜラ

イフイベントの有無の違いによって危機状態Ａ水準から

危機状態Ｂ水準へと経過する過程が異なるのか明確な考

察がなされていない。(3)自我の強さについてさらなる内

容の検討や自我を強くしていくための家庭や学校現場で

の対応の検討が必要であること。(4)青年期の危機過程は，

Lazarus＆Folkmanらによるストレス過程システム理

論によって部分的に説明できたと思われるが，対象となっ

た学校数や生徒数が少ないために本研究の結果を一般化

してはいえないなどがあげられる。今後このような点を

検討していく必要があると思われる。
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