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棒の長さ知覚課題におけるダイナミックタッチの発達的研究
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原・著

手に持ったものを振ることによって，対象の物理的特徴が視覚に頼らずとも知覚可能であるという。

本研究は，このダイナミックタッチと呼ばれる触の探索について，知覚系（Gibson,1966）の概念に従い，

発達的に検討をおこなった。探索を検討するにあたり，集団内および個体内での多様性に注目し，シス

テムがより安定した接触形態を模索する発達過程として捉えた。実験は小学生児童２１人と大学生１４人

を対象に棒の長さ知覚課題を設定し,長さを探索する際の棒の持ちかたと振りかたを観察した｡結果より，

子どもでは特に棒の把握形態に，大人では棒を振る方向について個体内での変動が大きいことが示され

た。対象を振って知覚するダイナミックタッチの探索は，大人において洗練が進む過程にあり，子ども

においては振りかたが探されはじめる時期にあると考えられた。最後に，今後の検討課題に関する議論

がなされた。
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問題

我々生活体は，どのように周りの環境を知覚し，どの

ような過程を経てその知覚を発達させていくのであろう

か。知覚の達成に能動的な動きが不可欠である（Gibson，

1966）ならば，知覚の発達は，能動的な探索の動きが発

達的に変化していく過程として，記述することが可能な

はずである。環境には多､くの情報があふれており，さら

にそれらは複雑であるが，我々ははじめから多くの情報

に対応できるわけではない（佐々木，1994)。接触してい

る対象への探索のしかたが発達することによって，より

多くの情報を把握することが可能になると考えられる。

本研究が注目したのは，アフオーダンスの概念で知ら

れる生態心理学において，現在最も検討が進められてい

るダイナミックタッチ（Gibson,1966）と呼ばれる能動

触である。一般に触覚というと，皮膚接触による感触を

イメージするのであるが（'Iilrveyb1996/2001)，ダイナ

ミックタッチは関節や筋肉の動きを含んでいる｡例えば，

手に持った物を振ってみると,直接目で見ることなしに，

その対象物の形（Burton,'nlrvey｝＆Solomon,1990）や長

さ（Solomon＆'Inrveyｹ1988）といった情報を知覚する．

ことが可能になるのも，この触')の働きであるという。

能動的な動きを伴うダイナミックタッチについて，そ

の発達的変化を捉えることができれば，我々人間の知覚

が探索とともにどのように発達するかについての大きな

示唆が得られるだろう。ところが現在のところ，この触

についての発達的検討は，意外にも全くみあたらない。

これらの研究は始められて間もないため，数そのものが

少ないことが理由のひとつとして考えられるだろう。し

かし，触探索としてのダイナミックタッチを，所与の能

力とはみなすことはできない。どのような過程を経て先

述した触知が可能になるのか，子どもから大人への発達

的な変化を検討対象としなければ，単に大人についての

知覚だけを限定的に扱った議論にすぎないのである。

はじめから大人である人間はひとりとしていないのだ

から，探索の発達を議論するにあたり，大人の知覚を中心

とした世界観からは脱却しなければならない。もしも仮に

大人本位の視点によって，課題に対する正解や理想的探

索の形態が既知のものとして先に決定され,発達の過程

がそこへ到達する前段階とみなされると，子どもの探索

のしかたが大人と違っていた場合には，それが単なる未

発達段階として扱われる危険を回避しえないからである。

したがって，絶対視できるなんらかの単一の尺度を先

に設定し，探索の発達を量的に測定するだけでは，少な

からず問題がある。子どもから連続的に発達し続けてい

る人間を大人とするならば，子どもと大人を先に分離す

るのではなく，ひとつの動的変化の総体として発達を記

述することが求められる。

探索形態の発達を捉えるためにはどういった視点が

あるのだろうか。佐々木（2000）によれば,、行為の発達

1）′Inrvey（1996/2001）によれば，「ダイナミック・タッチあるいは運
動’性触感覚をその他の触と区別しているのは，筋活動の寄与の大

きさと，それによってもたらされる感覚系の反応」と述べられて

いるように，ダイナミックタッチは，特に振りの動きだけに限定

篭熟瀞l蕊篭繍;|：
剛幾繍峨舞駕離船鐸
の触のことである。



114 発達 心理 学研 究第１４巻第２砦

について特定の一つの行為形態から異なるつぎの行為

形態への推移として記述するのではなく，その多様な

あらわれの変化に注目して論じたのは，Thelen＆Ｓｍｉｔｈ

（1994）をはじめとする生態心理学的アプローチによる

研究（Goldfield,1995;Greer＆Lockman,1998;Thelen＆

Smith,1994）であった。

それらの研究が観察対象としたのは，歩行の発達や書

字の運動スキルの発達であったが，彼らによれば，発達

過程にある個体のふるまいに多様性が観察されるのは，

動きの機能'性が安定するモードへ落ちつくまで，異なる

動きのパターンを探し続けるためであるという｡つまり，

複数の行動パターンがあらわれることは，発達過程を表

している可能性があるため，それを変化として捉えるこ

とができれば，発達に関連させた解釈が可能になると考

えられる。このとき，多様性の表出は与えられた課題の

要求や身体的な制約と無関係ではなく，個体内において

も個体間においても観察されるという。

Thelen＆Ｓｍｉｔｈ（1994）ほかによるアプローチは，発達

の方向性そのものを複数想定することが可能であり，多

様な方向へと分化していく発達の可能性を想定できる点

において，集団を代表する平均的変化を発達過程として

表現する旧来の方法論とは，多様性の捉えかたが根本的

に異なっている。これまでのように，集団間の平均値の

量的差異を比較することが目的であれば，個々の多様性

は誤差とみなされる。さらに，正解と仮定される行動の

生起量が全体的に少なければ，それだけで未発達として

記述される恐れもある。したがって，探索の動きについ

ても，従来のように特定のスキルの正確性やそれによっ

て達成された知覚の正確性などについての量的差異だけ

を検討対象とすることにとどまらず，多様な探索がどの

ように観察され，変化するかに注目する必要があるだろ

う。進む方向がはじめから計画されていないから探索な

のであり，同じ目的をもつ探索にしても，向かう道筋自

体が多様なことは，十分に考えられる。

以上の議論を踏まえ，本研究は探索形態の多様性につ

いて，その変化を捉えることにより，ダイナミックタッ

チの発達を検討する。ここで，ダイナミックタッチによ

る知覚を可能とするメカニズムがいったいどのようなも

のか，中でも特に振るという行為がそこにどのように位

置づけられるのかということについて，改めて吟味して

いく必要があるだろう。

伝統的に，知覚には対応する感覚受容器が存在し，入

力刺激が中枢で処理されることによってそれが生成され

るものとみなされてきた（三嶋，1996;Reed,1997/2000；

佐々木，1994)。確かに，筋肉や健には伸張に反応する

受容器があり，それらはダイナミックタッチによる知覚

に不可欠と考えられるが，いずれも物体の長さや形状を

検知するための専門受容器ではない。知覚を，感覚主義

のようにミクロな受容器への入力刺激が集合して処理さ

れた産物として捉えるのではなく，マクロに組織化され

た身体（佐々木，1994）によって抽出された環境の'情報

と考え，身体と環境までを知覚系（perceptualsystem）

の総体としてとらえたのはGibson（1966）であった。知

覚系の概念では，行為者と環境を独立には扱わず，その

関係性を問題とする。

例えば，視覚に頼らずに何か物を振ってその先端の

位置を知ろうとする状況を考えてみる。振る速さに応じ

て手にかかる負荷の大きさは変化するはずであり，重力

に逆らって振り上げるときと下に振りおろすときの負荷

も異なるだろう。このように，行為者の動きは対象と

の関係性を絶えず変化させているが，知覚系が抽出する

情報とは，そうした変化し続ける負荷量そのものではな

く，変化する中での変わらない属'性であるという。それ

はすなわち持っている物体の回転運動に対する抵抗のこ

とであり，３次元空間的に表現した慣性テンソルと呼ば

れる物理量が，いわゆる不変項として知覚に最も対応す

ることから示されている（Carello,Fitzpatrick,Flasche喝

＆'Iilrvey;1998;Chan,1995;Fitzpatrick,Carello,＆'nlrvey；

1994;'nlrveyJ996/2001)。回転運動に対する物体の抵抗

は，動きによって顕在化する'性質の情報であり，それを

知覚するには，物体を動かすことによって変化を生み出

さなければならない。対象を振るという動きは，対象と

の間の変わらない関係性を，知覚するために必要な動き

だったのである。

このときの振るという動きはこれまで，全て中枢によ

る制御として語られてきた。しかし，詳細な運動計画

があらかじめ先に決められているわけではないようであ

る。三嶋（1996）が観察したことは，見えないところに

つりさげられたひもの下端部を持って自由に動かして探

索することで，その上端部の位置を触覚的に知覚する課

題場面での探索運動であり，その動きが課題の繰り返し

により，どのように変化するのか,また知覚する対象（重

いひもと軽いひも）により，どのように異なるかという

ことであった。三嶋による観察からは，探索運動の種類

が多様であること，それは何度もくりかえすうちに好ま

しい動きのセットへと収数していくこと，その道筋もま

た多様なこと，さらに知覚する対象との関係によっても

好ましい動きは柔軟に変化することが示され，探索がダ

イナミックに変化していく様相はひとつの自己組織化の

プロセスとして解釈された。

中枢が動きを制御していると考える限り，行為者と

環境との関係性に形成されるこうした創発現象は説明さ

れない。知覚系は，環境と接触し続けてふるまいを洗

練させていく発達システムなのである。Thelen＆Ｓｍｉｔｈ

(1994）が述べているように，システムの行為そのもの

を通して行為が発達するのであれば，発達的時間はリア
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ルタイムと連続した時間として捉えられ，リアルタイム

の経験と発達的変化はそれぞれが独立に扱われるのでは

なく，同一のシステムを想定した上での説明が可能であ

ろう。こうした発達の捉えかたは，現時点での発達研究

において一般的ではないと思われるが，情報を特定でき

るようになるためには，その動作を不断に豊かにしてい

く過程（佐々木，1994）が必要であり，振るという巧み

な接触のしかたも，ロボットのようにあらかじめ決定さ

れたプログラムに従うものでもなく，環境と接触し続け

る過程において発見されていくものである。三嶋(1996）

による観察は，いわゆる知覚学習と呼ばれるプロセスを

動的に捉えたものと考えられるが，本研究が問題とする

発達的変化と別の性質の変化ではない。したがって，ダ

イナミックタッチの発達は,多様な探索形態が組織化し，

さらに収数に向かう過程として捉えられるのではないだ

ろうか。

近年のダイナミックタッチに関する研究は，知覚に対

応する物理的基礎を明らかにしてきた一方で，発達的

観点からの検討がない。本研究ではManoel＆Connolly

(1998）にならい，手による探索が保持する対象物の操

作と特に関連すると考え，その発達時期である児童期の

子どもを対象とし，さらに先行研究で現在検討が進んで

いる大人を対象に，ダイナミックタッチの発達的変化に

特に重点をおいて，記述を試みる。

そこで，本研究は'nlrveyほかの先行研究にならい，

視覚に依存せずに棒の長さを報告させる知覚課題を設定

する。棒は長くなれば，回転運動に対する抵抗は大きく

なり，反対に短ければ抵抗は小さくなる。したがって，

ダイナミックタッチによる棒の長さの知覚が慣性テンソ

ルと関連する（Carelloeta1.,1998;Chan,1995;Fitzpatrick

eta1.,1994;nrvey；1996/2001）ならば，実験課題におい

て被験者に長い棒を提示した場合は，回転運動に対する

抵抗が大きいために棒は長く，短い棒ならば逆に抵抗が

小さいため短く感じられる結果が予想される。

そして，分析の対象とするダイナミックタッチの探索

形態として，特に棒の振りかたと持ちかたに注目し，観

察をおこなう。振りかたについての検討は，特に振りの

方向に注目する。というのも，ダイナミックタッチの'慣

性テンソルのモデルは，棒の長さの自乗と重さに比例し

て増加する最大固有値成分と，棒の太さと重さに比例し

て増加する最小固有値成分という３次元空間上に独立す

る２つの不変項が知覚の達成に密接に関連することを表

現しており（Turveyb1996/2001)，このとき，棒の長さ

を知覚するための振るという行為は，どちらの不変項も

情報として抽出可能にするという意味において，一方向

的な（２次元平面的な）振幅の動きだけでなく，少なく

とも３次元空間上でのより複合的な運動が必要になると

予想される。
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2）静止して保持する場合にも筋や健は働いていると考えられるが，

この場合は能動的な動きが伴わないため，ダイナミックタッチと

はみなさないこととする。
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Htzpatrick,Domaniewicz,Chan,＆'nlrveyJ992)，重さ－

トルクモデル（Chan,1994;Lederman,Ganeshan,＆Ellis，

1996)，さらにはダイナミックタッチと同じ慣性テン

ソルのモデル（Carello,Santana,＆Burton,1996;Stroop，

'nlrvey;Fitzpatrick,＆Carello,2000）があり，見解は一致

していないが，ダイナミックタッチによって達成される

知覚と静止保持による知覚は，様相が質的に異なること

が示唆されている（Burtｏｎ＆'nlrveyJ990;Chan,1994；

Carelloeta1.,1996)。また，いずれのモデルも静止保持

時において知覚される長さが，提示した棒の長さに線形

回帰することを予想する点において共通しているが，回

帰分析をおこなった際の傾きや切片値について，ダイナ

ミックタッチによる知覚と比較して差異があるのか，現

在十分な検討がなく，検討の余地が残されているといえ

るだろう。

本研究は，ダイナミックタッチによる棒の長さ知覚課

題を設定し，振りかたと持ちかたについて注目し，主に

それらが発達的変化としてどのように観察されるのか，

さらに探索形態は知覚にどのような影響を与えるのか，

といった観点から以下の実験をおこなう。

予備実験

埼玉県内の保育園において，保育園児１９名（男児１０

名，女児９名；３歳児３名，４歳児６名，５歳児７名，６

歳児３名，４２～７６カ月齢まで）を対象とし，以下に記

述される手続きとほぼ同様の実験を実施したが（清水，

1999)，教示による制約が守られないことも多かった点

において，本実験による検討は困難であると判断し，就

学後の小学生児童を対象とすることで，以下の実験をお

こなった。

方法

被験者埼玉県在住の小学生児童２１名（男児１２名，

女児９名，平均年齢8.5±１．３歳，６歳４カ月から１０歳

１１カ月まで;平均身長128.0±9.6ｃｍ）を子ども群とし，

大学生１４名(男性８名,女性６名,平均年齢21.3±2.1歳，

１９歳から２６歳まで；平均身長166.9±9.6ｃｍ）を大人

群とした。小学生の保護者にはあらかじめ書面で協力を

依頼し，承諾を得た。

実験場所大学生全員と小学生の２１名中１９名につい

ては大学内の実験室において，２名は実験者が家庭を訪

問して，それぞれ実験をおこなった。

材料直径1.2ｃｍ，長さ２４ｃｍから５４ｃｍまでの６ｃｍ

間隔で６本（24,30,36,42,48,54ｃｍ）の木製（ラミン材：

実験で使用した棒の重さを測定し，比重を計算したとこ

ろ全体で約０．６６であった。弾性は他の木材と比べて高

く，ヤング率は145氏g/cm2である）の棒を提示用の刺

激とした。また，子どもが容易に長さを報告できるよう

に，長さ１２ｃｍから６６ｃｍまでの６ｃｍ間隔で１０本の棒

を報告用に比較刺激として用意した（６本の提示刺激に

12,18,60,66ｃｍの棒を加え，短い順にサイズ１から１０

とした。なお提示用の棒はサイズ３～８となる)。また，

大人を対象にした実験では子どもとの身体スケールの違

いを考慮して，長さは子どもに対して用いたものの５/３

倍（長さ２０ｃｍから110ｃｍまでの１０ｃｍ間隔で１０本の

棒)，直径1.5ｃｍの棒を使用した。また，行動の録画用

に８ミリビデオカメラを使用し，被験者が棒の長さを直

接見ることがないように，アイマスクを用意した。

手続き実験者ははじめに，手に持った棒の長さにつ

いてアイマスクをした状態で推定する課題であることを

被験者に告げ，被験者に実際に棒を持たせてそれに近い

ものを目前の棒の中から選択させ，以下に示される課題

内容に関する簡単な教示を与えた。

大人を対象にしたときは以下のように説明をおこなっ

た。実験者は「今から課題内容の説明を行います。課

題では，目隠しをした状態で手に持った棒について，そ

の長さの見当をつけて頂きます。検討がついたら，合図

して下さい。棒と目隠しを取りますので，テーブルの前

の１０本の中からどれかひとつを選んで指差して下さい。

ただし，実験の制約として，棒の持つ位置を変えないこ

と，棒が床やテーブルに触れないように気をつけてくだ

さい。何か質問はありませんか。それでは実験をはじめ

ます｡」と指示し，実験へと移った。

子どもを対象にしたときは，課題内容の理解を助け

るために以下の例に示されるような練習試行を１回設

けて説明をおこなった。実験者は「今から○○ちやん

に，やってもらうこと説明するから，この棒を持ってみ

てね｡」と被験児に課題で使用する棒を１本選んで持た

せ，その状態でアイマスクを取りつけ，しばらくしてか

ら手から棒を取り去る。続いて「さっき持ってた棒はど

れだった？（テーブルの前の１０本の棒を指して）この

中から指差して当ててみて｡」と指示し，被験児が目前

の棒の中から，それまで自分が持っていた棒に近いもの

を選ぶことができることを確認した後，「大丈夫かな？

じやあ次からは棒の先をたどっていったり，棒が床とか

テーブルに当たったりしないように気をつけてやってみ

てね｡」と，それらの動きを実験者が被験児と共に実演

してみせることで課題の禁止事項についての説明をおこ

ない，「持ってる棒がどれかわかったら（実験者に）声

を出して教えてね｡」と指示し，実験へと移った。

このとき，棒先を触らないことを条件に下端部分の接

触に限り，棒を両手で保持することは認めた。被験者

は１０種類の長さの異なる棒が順に並べて置かれたテー

ブルの前で目隠しをし，その後６種類の長さの棒を無作

為化した順序で手渡された。被験者は棒の下端部を持つ

ように教示され，探索の時間が与えられた。被験者が実
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験者に棒の長さについて見当がついたことを告げると，

実験者は被験者の手から持っている棒を，その先端に触

れないように下端部から取り去り，隠した。次に，目隠

しを取り外し，目前に置かれた１０本の棒の中から長さ

が最も近いと感じられた棒を選ぶように被験者にもとめ

た（以下，報告された長さとした)。６本全ての報告を１

セッションとしてブロック化し，３セッション計１８回

の提示をおこなった。探索のための時間には制限を設け

なかった。また，結果のフィードバックは実験が終了す

るまで与えなかった。実験の様子は，８ミリビデオカメ

ラによって被験者の正面から撮影した。

エラーのあった試行本研究の手続きでは，課題の内

容そのものについての理解は比較的スムースであった

ものの，子どもが被験者の場合は，特に第１試行にお

いて教示で禁止された「棒先を手でたどる」ことや「把

握位置の移動」について，守られないことも少なくな

かった。この場合は試行を再度やり直したが，多くとも

数回程度であった。しかし，これとは別に分析中に新た

にエラーが発見された場合もあり，その試行のデータは

分析から除外した（630試行（３５人×１８試行）中の１０

試行)。

分析項目

把握形態Connolly＆Elliot（1972/1987）を参考にし，

棒の把握形態を観察し，分類した（Figurel)･図は左か

ら順に（a)つまむ,(b)親指の腹をつける，(c)握りこむ，

(｡）はさむ手を示す。それ以外に（e）両手保持と，これ

らのいずれにも含まれない把握形態は（f）その他とし

てカテゴリ化した。これらの全てのカテゴリについて，

試行毎にそれぞれの生起の有無を記録し，全１８試行中

何試行観察されたかを数えて割合として計算し，各カテ

ゴリの出現率として被験者ごとに算出した。

さらに１試行あたりに観察されたカテゴリの総数を，

ｌ試行あたりの把握形態の変化数とした（例えば試行内

において「a,ｂ,ａ,ｃ」という変化が観察された場合には，

合計して「3」と数えて記録した)。なお，両手での保持

があった場合は観察できる握り方は両手について全て記

録した。

振りの有無振る動きは実験試行内に一往復以上の棒

製裂認黙
Figurel主；な把握形態

(左から順に，棒を（a）つまむ，（b）親指の腹をつける，

(c)握りこむ，（d）はさむ手を，それぞれ図示した｡）

の振幅が観察された場合として定義し，生起の有無を試

行毎に記録した。ただし，棒の把握形態の変更に付随す

る棒の揺れ，ゆっくりとした揺らぎは，振りには含めな

かった。

振りの方向振りの方向に関しては，棒を持つ手に対

する向きにより，（x）縦方向の振り，（y）内外方向の振

りと（z)回転の動きに分けてカテゴリ化した(Figure2)。

ただし，これらに含まれない，もしくは判別が困難な振

りの動きは（ｗ）その他とした。また，把握形態につい

ての分析と同様，試行毎に各カテゴリの有無を記録し，

全１８試行中何試行観察されたかを数えて割合として計

算し,各カテゴリの出現率として被験者ごとに算出した。

さらに，１試行あたりの総数を振りの方向の変化数とみ

なして記録をおこなった。振りが無かった場合は振りの

方向変化数を０とカウントした。

共分散分析本研究は，１試行あたりの把握形態の変

化数，同じく１試行あたりにおける振りの方向の変化

数，及び報告された棒の長さに関する分析は，乱塊法に

よる単変量の共分散分析(ANCOVA）によって検討した。

いずれの分析も,検討要因は年齢群（子ども群と大人群）

を被験者間要因とし，反復（３ブロック）を被験者内要

因とし，さらに被験者は変量要因として年齢群にネスト

させ，棒の長さを共変量（定数）とし，これらの２要因

間の交互作用までの項によってモデルを構成した。ただ

し，被験者を含む交互作用項はいずれも変量であり，枝

分かれ配置のために被験者要因と年齢群要因には交互作

用はない。この手続きは，棒の長さを連続量の独立変数

とした回帰分析を被験者別に実行し，それらを一括して

おこなうことと等しく，被験者個々に確率変数としての

傾きと切片値が推定されるため，それらの年齢群による

差異及び反復効果の検討が可能となった。なお値は制限

最尤法により推定した。以下，有意差検定は全て５％水

準によっておこなった。

結果

本実験は棒の長さ知覚課題において，棒の長さと反復

を被験者内要因とし，さらに発達的変化としての年齢群

による検討を計画した。各年齢群の被験者の探索につい

準 耐蝿罷
Figure2振りの方向

(左から順に，手首に対して（x）縦方向，（y）内外方向，

(z）同転の振りを図示した｡）
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１ブロック子ども２ブロック子ども３ブロック子ども
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ては観察から分析をおこなった。以下，観察された棒の

把握形態と振りの方向からこれらを順に検討する。

1.把握形態

はじめに,実験における各要因の影響を検討するため，

各把握形態の出現率を年齢群別に図示した（Figure3)。

両年齢群ともに多様な把握形態が観察されたが，握りこ

む持ちかたと親指の腹をつける持ちかたが共に多い。１

試行あたりに観察された把握形態の変化数を従属変数と

し，棒の長さ（共変量）と年齢群及び反復の効果を要

因として共分散分析をおこなったところ，把握形態の

変化は，反復を重ねるほど少なくなり（Ｆ(2,66)＝7.29,

ｐ＜0.01)，棒の長さが長くなるほど少なくなる傾向が

示された（推定値はｌサイズあたり-0.031,Ｆ(1,33)＝

3.54,,＜0.10)。なお，子どもよりも大人において棒の

長さによる効果が大きい（１サイズあたりの効果は子ど

もで-0.006,大人では-0.056）ものの，両年齢群間の

効果の違いについては交互作用が有意ではなかった（Ｆ

(1,33)＝1.54,〃.s,)。また，被験者の主効果（個人差）が

特に顕著であったが（Ｆ(33,33)＝7.63,’＜０．００１)，その

他の主効果や交互作用は有意でなかった。

ただし，これらの平均出現率からは両年齢群共に個体

毎の持ちかたの選択については不明である。そこで，生

起率の高かった２つの主要な把握形態である握りこむ持

ちかたと親指の腹をつける持ちかたについて，被験者毎

に全１８試行に占める割合を算出し，個々の出現率を散

布図にして示した（Figure4)。なお，観察対象となった

全６２０試行の内６１２試行（98.7％）において，どちらか
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nblel振りの出現率の年齢識別人数分布

一方が少なくとも観察されることが確認された。結果か

ら，子どもにおいては個体内で把握形態が固定されてい

ないことが読みとれる。対照的に大人は，個体毎に基本

となる持ちかたが固定されている傾向が強い。

2.振る動きの出現

全１８試行を通して最後まで振りのあらわれないケー

スは子どもで３名（男児１名，女児２名）いたが，大人

では観察されなかった（'Ihblel)。

大人群は子ども群と比較して振りの出現率が高く，順

序ロジスティック検定の結果，年齢群間での人数構成の

差異が有意であった(Ｇ２(｡/＝1,ｊＶ＝35）＝9.14,,＜0.01)。

なお，全試行で振りが出現したのは子どもでは２１名中

６名にとどまり，それ以外の１５名は２名を除き，振る

探索が一度あらわれても必ずしもその後の試行に継続さ

れるわけではなかった。また，振りの出現率と把握形態

について，散布図をみる限りにおいて，明確な関連性は

みられないと,思われる（Figure4)。

３
０

５
０
５

７
５
２

０
０
０

出
現
率

０．００

注．全１８試行中少なくとも１回以上の振りの動きが観察された

試行数の割合を被験者ごとに算出し，年齢群別に人数を示
したへ

Figure3年齢甥I/に示した各把握形態の出現率と反痘および葎の長さによる影響

(上段のバネノレは子ども，下段は大人を示す。実験で提示した棒は１サイズあたり子どもでは6ｃｍ，大人では１０ｃｍであり，両年齢群ともにサ
イズ３から８までを提示し，サイズ１から１０までの棒の中から選択させる手続きを採っている。なお，全１８試行中，ｌから６試行目までを
１ブロック，７から１２試行日までを２ブロック，１３から１８試行目までを３ブロックとして表している．）
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3.振りの方向

要因別に，観察された振りの方向の出現率を図示し

た（Figure5)。両群共に多く観察されたのが内外方向
の振りであり，棒の長いほど，また最も短いサイズの

棒ほど出現率が低くなり，グラフの折れ線が「へ」の

字型をしていることは共通している。それに対して，縦

振りは両群共に長い棒で増えているものの，グラフの

折れ線の形は似ていない。また，ｌｎｌ転は短い棒よりも

長い棒において若干多くなる可能‘性も考えられるだろ

う。子どもにおいては，試行を重ねるごとに縦振りも内

外方向の振りもやや増える傾向にあり，それに対して大

人においては，はじめのうちはあまり出現率の変わらな

119

大人子ども

０
５
０
５
０

０
７
５
０

２

０
０
０
０

親
指
の
腹
を
つ
け
る
持
ち
か
た
の
出
現
率

1．００

0００

振りの出現率

○全試行

･半分以上

十半分未満

十十○
十

十●

０ ・ ０

０
０

十

十十

①

０．２５０．５００．７５１．０００．０００．２５０．５００．７５１．００

握りこむ持ちかたの出現率握りこむ持ちかたの出現率

０．００

Figure4年齢期/に示した主な２つの把握形態の個/放内変動

(図の（１）には３名が，（２）には２名が同一箇所にそれぞれ車なっている

し､二つの振りかたが，反復が進むにつれて違いを生じて

いる。試行あたりの振り方向の変化数を従属変数とし，

棒の長さ（共変量）と年齢群及び反復を要因とした共

分散分析によると，大人群のほうが変化は多く（Ｆ(1,

33)＝13.08,’＜0.01),さらに個人差が大きいこと（Ｆ(33,

33)＝10.27,’＜0.001）も示された。ただし，各振りの

方向については，それぞれの生起率が棒の長さごとに交

互作用的であり（Figure5)，個別に解釈することが求

められるため，この結果についての解釈はこれ以上難し

いと思われる。

これらは個体内変動として，どのようにあらわれてい

るのであろうか。縦方向と内外方向について年齢群別に

棒の長さ知覚課題におけるダイナミックタッチの発達的研究
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Figure5年齢群別に示した各方向の振りの辻{現率と反復および葎の長さによる影響
(上段のパネルは子ども，下段は大人を示・す実験で提示した棒は１サイズあたり『･どもでは６ｃｍ,大人では１０ｃｍであり，両年齢群ともにサ
イズ３から８までを提示し，サイズ１から１０までの棒の中か'』選択させる手続きを採っている。なお，全１８試行中，１かF’６試行|｜までを
１ブロック，７から１２試行目までを２ブロック，１３から１８試行目までを３ブロックとして表している）

３ブロック大人２ブロック大人

５
０
５

７
５
２

０
０
０

出
現
率

一卜縦方向

..…＝……内外方向

一ケ回転
.……昔…･…その他

０．００

１．００
１ブロック大人



Figure6年齢j；朔/に示した主な２つの振り方の個倣内変動

(図の（１）には３名が，（２）と（３）には２名が同一箇所にそれぞれ重なっている。）

１２０

子ども 大人
1００

して）分析し，実験計画による独立変数に加えて持ちか

たと振りかたによる影響を検討した。把握形態の変化数

を共変量として加え，振りかたについては４つの振りか

たの有無を主効果としてモデルに加えて検討をおこなっ

た（いずれも他の要因との交互作用は仮定しない)。

その結果，報告された棒の長さは実際の棒の長さと

比例する関係が示され，傾きは１．１７(Ｆ(1,33)＝688.65,

′＜0.001)，切片値は‐0.95と推定された。また１ブロッ

ク目（最初から６試行)は０．２３サイズ分長く報告され,２，

３ブロックは若干短く,反復の効果が有意であった（Ｆ(2,

66)＝3.93,’＜0.05)。また，把握形態の変化数が大きい

ほど，報告される長さが長くなることが示された（推定

値は０．２１:Ｆ(1,473)＝5.35,’＜0.05)。また，回転の振り

があった試行は，なかった試行よりも報告される長さが

短い（推定値は-0.29：Ｆ(1,473)＝4.99,ｐ＜0.05)。内外

方向については逆の傾向があったが，有意ではなかった

(推定値は０．１１:Ｆ(1,473)＝2.97,〃.s､)。また，個人差が

その主効果（Ｆ(33,33)＝3.42,’＜0.001）と傾き（Ｆ(33,

473)＝1.99,,＜0.01）のいずれにもみられたほかは，年

齢群による主効果や交互作用はみられなかった。

次に報告された長さについて，実際の長さを予測変数

とした単回帰分析による説明率をひとりずつ算出したと

ころ，子ども群での中央値は0.776Ｗ＝２１)，また，振

りによる探索が全試行で現れた群は0.761ＵＶ=6)，５割

以上の群は0.789Ｗ＝8),５割未満及び振りの現れなかっ

た群はまとめて0.776Ｗ＝7）と群間による差はみられ

なかった。なお，大人では全体で0.882Ｗ＝14）であり，

年齢群による違いが，Mann-Whitney検定の結果，両側

検定において有意であった(Ｕ＝50.00Ｗ=35),ｐ＜0.01）。
ただし，両年齢群ともに報告の内的一貫'性は高いことが

示唆された。すなわち，同一被験者に同一の棒をくり返

して提示したときにも，同じ報告が安定して得られると

いう傾向は両群に共通していると考えられる。

子ども

振りの出現率

○全試行

ロ半分以上

十半分未満５
０
５

７

５
２

０
０
０

縦
方
向
の
振
り
の
出
現
率

0．００

0.00０．２５０．５００．７５１．０００．０００．２５０．５００．７５１．００

内外方向の振りの出現率内外方向の振りの出現率
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散布図にして図示した(Figure6)。なお,観察対象となっ

た６２０試行中，振りのあらわれた試行は466試行であっ

たが，その内の449試行（96.4％，ただし全620試行中

で72.4％）において，少なくともどちらか一方が観察さ

れた。ただし子どもで１名，回転による振りの出現率が

0.94のケース（縦方向と内外方向の振りの出現率はそれ

ぞれ0.18,0.47）があったが，それ以外の被験者での最

大値は０．３３であった。子どもにおいては縦方向の振り

が少ないが，内外方向の振りが大人と変わらないほど分

散している。また大人においては，振りの方向が個体内

で決まっていないことがわかる。

4.棒の長さ報告

報告された棒の長さについて，要因別に平均を図示し

たが（Rgure7),一見して年齢群間には差がみられない。

この結果について共分散分析によって（両年齢群を一括

３４５６７ ８ ３ ４ ５ ６ ７ ８

棒のサイズ棒のサイズ

大人

０
９
８
７
６
５
４
３
２

１

報
告
さ
れ
た
棒
の
サ
イ
ズ

Figure7年齢糊Wこ示した各ブロックごとの蔭の長さ報合う織目

(実験で提示した棒は１サイズあたり子どもでは６ｃｍ,大人では１０
ｃｍであり，両年齢群ともにサイズ３から８までを提示し，サイズ１
から１０までの棒の中から選択させる手続きを採っている。なお，全
１８試行中，１から６試行目までを１ブロック，７から１２試行目まで
を２ブロック,１３から18試行目までを３ブロックとして表している。）
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考 察

本研究は，ダイナミックタッチによる探索の発達に

ついて，棒の長さ知覚課題による実験を通して，特に

多様な探索形態の変化に注目することで，検討をおこ

なった。結果から，この触探索の発達的変化を，棒を

振る動きの違いだけに帰することはできないこと，多

様な探索は子どもにも大人にも観察されたが，探索のレ

パートリーが単純に増え続けていくわけではないことが

示唆された。接触形態が探されなくなることも，探索

の質的な発達である。また多様性の変化に注目すること

で（Goldfield,1995;Greer＆Lockman,1998;三嶋1996；

Thelen＆Smith,1994)，発達を量的増減として記述する

のではなく，多方向へ分化していく過程として扱えるこ

とも示されたといえるだろう。

把握形態に注目したのは，振るという行為と不可分な

ためであった。子どもにおいては把握形態の個体内変動

が大きく，持ちかたが最も探されている過程として，そ

れに対して大人でははっきりと分かれた分布であり，そ

れは固定された把握形態があることとして読みとれ，ほ

とんど探されなくなった探索形態であると判断できる。

一方で，振りかたについては，子どもにおいてちょうど

探索されはじめた段階として，対して大人では生起量が

増え，さらに縦振りと内外方向の振りが個体内で変動し

ていることからも，どのように振るかが洗練される段階

であるのかもしれない。ただしこのことは，大人の探索

形態が完成され，固定されてはいないことを示している

だろう。

少なくとも，子どもは大人とは異なる探索のしかたに

よって,知覚を達成しようとしていたと解釈可能であり，

大人の行動形態を絶対基準に置くことで子どもの探索を

単に未発達と記述することは，もはや適切ではないだろ

う。こうした結果は，振りの動きのみを探索の発達的指

標とし，平均値の増減だけを問題としていたならば，表

現できなかった可能性もある。

子どもにおいて特に持ちかたが変化する理由として，

皮膚接触による情報を知覚しようとしていた可能性も考

えられる｡振るという行為は必然的に触ってから把握し，

さらに振るという形態をとるため，そうした身体的制約

が触りかたや持ちかた，さらには振りかたへといった発

達にも，自己相似的に反映されるのかもしれない。触

りかたとダイナミックタッチによる知覚についての関連

は，現在明らかでないが，重要な'情報となっている可能

性が高く，持ちかたとともに今後とも検討が必要である

と思われる。

本研究の観察によって，子どもも大人も共通して各探

索形態が個体内で動的に変化していること，さらにそれ

らの発達的な変化が示され，三嶋（1996）によって記述

された比較的短いスパンでの探索の組織化や収数といっ

た変化が，発達という長期にわたる変化としても生じて

いることが示唆された。そして，リアルタイムの経験・

学習と，発達が同じシステムによって説明可能（Thelen

＆Smith,1994）であるならば，探索の表出が知覚対象と

どのように関係するのか，ここで改めて吟味していくこ

とは重要と,思われる。

特に，これらに関連する身体の物理的制約として，操

作のしやすさや振りやすさといった点を，基礎として位

置づけることができるだろう。まず，棒の持ちかたに

ついて，例えば把握形態の変化数が短い棒ほど多くなる

傾向については，長い棒はよりしっかりと保持する必要

性があり，短い軽い棒のほうが変化の自由度が高く，持

ちかたが探しやすいことなどがあるかもしれない。ま

た，振りの動きに関しては，運動の負荷量から考える

と，手首の関節を用いた小さな回転がもっとも効率のよ

いものであると思われ，手首関節の稼動からは内外方向

の振りが他と比べて振りやすいはずである。それに対し

て，縦方向による振りはおそらく肘によるやや大きな振

幅運動をイメージすれば，振りやすくなることが想像さ

れる。また，棒は長さに比して重くなるため，子ども

において長い棒ほど肘まで含めた縦振りの動きが増える

(Figure5）理由についても考えやすい。

その一方で，課題の反復による探索形態の変化や，年

齢群間でのそれらの違いなどを含めて考えると，探索の

表出を単なる振りやすさや操作のしやすさだけに還元で

きない。特に，試行内での把握形態の変化数や回転の

振りの有無が知覚される棒の長さに影響を与えているこ

とと関連させれば，対象をより敏感に知覚することをア

フォードする接触形態が考えられ，さらにそれらが探さ

れている可能性も考えられる。

以上の結果は，動きが中枢制御による一方向的なも

のでなく，知覚対象との関係性から創発している（三

嶋1996）といった見解を支持すると考えられ，どの

ような振りの動きを与えても知覚される量に変化はない

(Paganoeta1.,1993;'Iilrvey61996/2001）とする’恒常説に
対して，改めて疑問を呈するものといえるだろう。

それでは，ダイナミックタッチによって達成される知

覚は,その発達的変化とどのように関連するのだろうか。

結果からは，発達に伴って振りの生起量は増加し，振り

かたが探されるようになったと考えられるが，振りかた

の洗練は達成される知覚に影響を与えているのであろう

か。

しかしながら，本研究結果から知覚の発達を論じるこ

とは，以下の理由から，困難な点が多い。まず，大人に

おいては，同一被験者に同一の刺激をくり返して提示し

たときに変わらない報告がなされるという意味での報告

の安定性が高く，振りによる探索の影響として解釈でき
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るかもしれないが，子どもにおいて振りの生起量と報告

の安定性は対応しているわけでもなく，さらに一般に大

人のほうが慎重な判断をおこなうことも推測され，ダイ

ナミックタッチの発達を知覚精度の向上に置き換えるこ

とは難しい。次に，回転の振りについては知覚に影響す

る可能性が示唆されたが，大人において特に回転の振り

の生起量が多いわけではなかった。そして，振りの有無

による知覚の差異は認められなかった。

これらは全て今後の検討課題となったが，ある意味で

は逆に本研究の結果から，ダイナミックタッチの発達に

よって達成される知覚に差異が生じていても，その差異

は表面的に明らかになりにくいということが示唆された

のではないだろうか。特に，本研究では材質が等しい刺

激配列を用いており，このとき仮に振りの有無によって

抽出される情報が違っていたとしても，知覚に関連する

と思われる全ての物理量が高い相関関係にあるため，表

面化しない可能性が考えられる。よって，ダイナミック

タッチの発達がどのように知覚に関連するのか，今後は

精神物理学的な観点からの検討が必要であり，知覚の発

達に関連させた議論が期待されるだろう。

また，把握形態の変化は知覚に影響することが結果か

ら示されている一方で，大人では探されなくなる探索形

態であるということについて，本研究結果だけでは不明

な点も多く，知覚の量的側面だけでなく，今後は知覚の

しやすさという質的な側面も含めて，振りの有無と関連

させて，把握形態の変化や皮膚接触の情報がどれだけ知

覚の達成に寄与しているのかについても，検討が必要で

あるだろう。

我々人間の知覚についてその全貌を明らかにしていく

ためには，能動的な探索の動きを前提とすることで，探

索の進行，学習，さらに発達という問題について，これ

からも検討することが重要になると思われる。本研究は

横断的な実験研究であり，示唆された結果については，

今後とも縦断的な変化として，さらには生態学的な日常

場面においてどのように観察されるかといった観点から

検討が必要である。そして，探索を線形増加的に獲得さ

れるスキルとして記述するのではなく，動的な安定を探

すシステムの分化の過程として，動きの多様性がどのよ

うに変化するのかという視点が求められるだろう。知覚

を達成するための探索は，接触対象への探索のしかたを

探しながら発達しており，知覚もそれによって発達的に

変化していると考えられるだろう。
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幼児による想像の現実性判断における状況の

迫真性，実在性認識，感情喚起の影響
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富田昌平
(山口芸術短期大学保育学科）

小坂圭子古 賀美 幸清 水聡 子
(日本学術振興会特別研究員･広島大学')）（総合システム研究所）（京都市右京子ども支援センター）

本研究では，Harris,Brown,Mamott,Whittall,＆Ｈａｒｍｅｒ（1991）の空箱課題を用いて，幼児の想像の現

実性判断における状況の迫真'性，実在性認識，感情喚起の影響について検討した。２つの実験において，

実験者は被験児に２つの空箱を見せ，どちらか一方の箱の中に怪物を想像するように要求した。その際，

実験者は被験児に怪物の絵を見せ，その実在性の判断を尋ねた。想像した内容についての言語的判断と

実際的行動を求めた後，実験者は被験児を部屋に一人で残し，その間の行動を隠しカメラで記録した。

最後に，実験者は被験児に想像した内容についての言語的判断と感情報告を求めた。状況の迫真性の影

響は，実験者が事前に怪物のお話を聞かせる例話条件，実験者が魔女の扮装をしている扮装条件，それ

らの操作を行わない統制条件との比較によって検討した。実在性認識と感情喚起は，それらの質問に対

する回答と他の測度での反応との関連から検討した。以上の結果，(1)状況の迫真性の影響は場面限定的

であること，（２）実在性認識の影響は言語的判断における信念の揺らぎに見られること，(3)感情喚起の
影響は部屋に一人で残されたときの自発的な行動において見られることが示された。

【キー・ワード】想像，空想と現実の区別，状況知覚，個人差，幼児期

心的世界と現実世界との違いを理解することは，子ど

もの初歩的な心の理論の確立において重要なこととされ

る（Wellman,1990)。かつてPiaget（1929）は，幼児は

この理解を持たないために，考えることと話すことを同

一視したり，夢や想像は外的で客観的なものと信じる傾

向にあると主張した。しかし，８０年代以降，幼い子ど

もを素朴理論家として見なす研究動向の中で，この心的

世界と現実世界の区別に関する子どもの見方も見直しが

迫られ，Piagetの主張を覆す数多くの証拠が示されてき

た｡これらの研究は様々 な課題によって行われてきたが，

子どもに事物を想像させるとき，それをどこに投射させ

るかという点に着目した場合に，それらは内部投射型と

外部投射型の２つに分けることができる。

内部投射型の課題では，子どもはお話の主人公もしく

は自分自身の頭の中に，ある事物を想像するよう求めら

れる（Estes,Wellman,＆WOolleyJ989;Watson,Gelman，

＆Wellman，1998；Wellman＆Estes，1986；Woolley＆

Wellman,1992,1993)。例えば,Estesetal.の研究（1989,

研究２）では，３，４，５歳児はハサミが実際に目の前にあ

る状況,実際にあるが見えないように隠されている状況，

実際になく頭の中に思い描く状況におかれた。次に，各

状況において実際にそのハサミを見たり触ったりできる

か，他の人はどうかを尋ねられた。その結果，３歳児で

さえも頭の中に想像したハサミは“単なる想像”であり，

実際に見たり触れたりできないことを知っており，想像

l）現所属：福山平成大学。

と現実とを区別していることが明らかにされた。

これに対して，外部投射型の課題では，幼児は空っぽ

の箱の中に，何らかの事物や生き物を想像するよう求め

られる（Ｇｏｌｏｍｂ＆Galasso,1995;Harris,Brown,Marriott，

Whittall,＆HarmelJ991;岩田・河野，1994;Johnson＆

Harris,1994;WOolley＆Ｐhelps,1994)。例えば，Harris

etal､の研究（1991）では，４，６歳児は空っぽの箱の中

に怪物やウサギを想像するよう求められた後，箱の中に

それが現実にいると思うかどうかを尋ねられた。次に，

幼児はそれらの箱の上にある小さな穴に実際に指か棒を

入れるよう要求されたり（実験３)，あるいは部屋に一

人で残され，その間の箱への行動を隠しカメラで記録さ

れた（実験４)。その結果，４，６歳児のおよそ半数は“箱

の中には何もいない''という最初の主張に反して，その

後，“もしかしたら箱の中に本当に怪物がいるかもしれ

ない''と怪しみ，箱に指を入れることを嫌がったり，一

人で残されている問に箱に触れるなどの行動をした。こ

れらの結果は，幼児は想像と現実とを区別しているもの

の，その確信は大人ほど強いものではなく，特定の状況

下では揺らぎやすくなることを示していた。

以上のように，両課題による結果は一見矛盾するもの

である。この矛盾を調停させる説明として，Harrisetal．

(1991）は,子どもの想像にはファンタジー的な生き物が

現実に現れるかもしれないという主観的な見込みが強く

あり，ある特定の状況下ではそのような見込みに応じや

すくなるのではないかと説明している。さらにJohnson＆

Harris（1994）は，幼児の想像には個人差があり，それ
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Iま主観的な見込みに対する応じやすさと魔法的信念とい

う２点から説明できるとしている。彼らの主張によれば，

想像したことが現実になる可能性を信じやすい"軽信型'，

の子どもは，想像によって生じた主観的な見込みに応じ

やすく，魔法的信念を支持する傾向にあるのに対し，そ

のような可能性を信じない“'懐疑型',の子どもは，主観

的な見込みを持ちにくく，魔法も信じない傾向にあると

いう。

魔法的信念や思考に関する近年の研究では，幼児は

物理的法則に反するような事象についての話を聞いた

り，あるいは実際に目撃したとき，それは魔法による

ものだという意見に同意したり（Ｃhandler＆Lalonde，

1994;Johnson＆Harris,1994;Ｐhelps＆Woolley〉1994；

Rosengren＆Hickling,1994)，一般的に不可能だと理

解している事柄でも，魔法使いの手によれば可能であ

ると主張したり（Harriseta1.,1991;Rosengren,Kalish，

Hickling,＆Gelman,1994)，実際に魔法の力を信じてい

るかのような振る舞いをしたりする（Subbotsky,1994）

ことが示されている。願いごとに対する幼児の信念を

調べた最近の研究（Woolley,Ｐhelps,Davis,＆Mandell，

1999）では,幼児の多くは願いごとの効力を信じており，

幼児にとって願いごとは日常的な文脈よりも魔法的な文

脈で考えられるべき種類のものとされていることが明ら

かにされている。Woolleyetal．（1999）は，願いごとの

効力を信じる幼児の心‘性は彼らの心と現実の間の因果関

係についての理解の欠如を表しているのではなく，むし

ろ洗練された理解を持っており，それとは別個に魔法的

信念も同時に共存・維持しているのだと主張している。

以上のように，幼児は想像と現実との区別を理解してい

る一方で，想像したことが現実になるといった魔法的な

力の存在も同時に信じており，どちらに揺らぐかは状況

や個人差などによって変動するようである。

では，こうした想像の現実性判断はどのような状況や

個人差要因によって影響されるのであろうか。まず状況

に関しては，保育実践や遊び研究において，保育者によ

る絵本の読み聞かせが引き金となってファンタジー的な

探検遊びが展開した例（岩附・河崎，1987;斉藤・河崎，

1991）や，保育者の非日常的な人物に似せた声色や扮装

がごっこ遊びでのリアリテイを高めた例（加用，1990；

高崎，1996）などがしばしば報告されている。その活動

の意義は，近年，幼児や児童において失われつつある物

事に対する真剣さの感覚を早期に提供し，経験させるこ

とにあると思われる。中でも“ファンタジー的な物語の

読み聞かせ”や“非日常的な人物への扮装，'といった大

人による働きかけは，従来より幼児の遊びを充実させる

ための引き金として用いられてきたが，その効果が実験

的に検討されたことはほとんどない。しかし先にも述べ

たように，実験データの上でも近年になって，子どもは

単なる“魔術師”でも“小さな科学者''でもなく両者の顔

を併せ持ち，その間を行き来する揺らぎやすさを持って

いることが示唆されており，そうした心の揺れ動きが子

どもに物事について主体的かつ積極的に考える機会を与

えるとの見方（木下，1997）から，研究の重要性が指摘

されている。

以上をふまえ，本研究では，“ファンタジー的な物語の

読み聞かせ''と“非日常的な人物への扮装”という２つの

迫真性を高める外的な働きかけを取りあげ，幼児の想像

の現実性判断における状況の迫真性の影響について検討

することを第１の目的とする。具体的には，Harrisetal．

(1991,Johnson＆Harris,1994）の空箱課題をベースに，

彼らの手続きをほぼ踏襲する統制条件と，想像する空想

物（怪物）と関連する物語をあらかじめ読み聞かせる例

話条件，教示者が非日常的な人物（魔女）に扮装してい

る扮装条件の３条件を設定し，それぞれの幼児の反応を

比較し検討する。先行研究では，想像の現実‘性判断につ

いて検討したものではないものの，事前にあり得ない現

象についてのお話を子どもに読み聞かせ，後日，トリッ

クでそれを実演して見せたり（Subbotsky,1994)，権威あ

る人物があり得ない現象を実演して見せる（Ｃhandler＆

Lalonde,1994）などの操作を加えると，子どもの信念は

揺らぎやすくなることが示唆されている。これらの操作

はいずれも子どもの思考においてあり得ない現象の現実

性を高める働きを果たしており，迫真′性を高める外的な

働きかけであるといえよう。従って本研究では，空き箱

課題を使って先述のような迫真'性を高める操作を加える

ことによって，幼児の想像の現実'性判断は揺らぎやすく

なるのかどうかについて検討する。

本研究の第２の目的は，幼児の想像の現実性判断にお

ける個人差要因の影響について検討することである。個

人差要因について，Johnson＆Harris（1994）は，箱に

対して行動を示した子どもの多くはその後の説明におい

て“魔法，'を引き合いに出すことが多かったという結果

から，魔法的信念の影響について論じている。しかし，

彼らの研究では，魔法的信念を探る質問は，子どもが

箱に対して何らかの行動をとった後，その理由を尋ねる

という形で行われており，結果的に得られた連関は誘導

的な質問が原因ではないかという指摘もあり（Woolley，

1997)，十分に検討されたとは言えない。Johnson＆

Harrisの実験手続きの欠点は，子どもが魔法的か現実的

かいずれかの思考へとすでに方向付けられた後に回答間

の関連を検討している点にある。また，子どもが想像の

現実化を信じ，そこに魔法の介在を信じるという場合，

そこには想像した魔法的な存在（‘怪物）そのものの実在

性をどのように認識しているかが影響すると考えられる

が，その点についても検討されていない。そこで本研究

では，幼児に箱の中に怪物を想像させる前にその実在性
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について尋ね，それによって想像する対象である怪物に

ついての実在性認識の違いが幼児の想像の現実性判断に

どのような影響を及ぼすのかについて検討する。

また本研究では，もう一つの個人差要因として感情喚

起の違いを取りあげる。感情喚起に関しては，想像する

空想物としてネガティブな感情を喚起させる“怪物”を

用いたHarrisetal．（1991）の結果と，ポジティブな感情

を喚起させる“妖精'，を用いたJohnson＆Harris（1994）

の結果との間に差が見られなかったことから，感情喚起

の影響は見られないことが示唆されている。しかし一

方で，ネガティブな感情喚起が空想と現実との区別に

影響を及ぼすとの結果（Samuel＆Taylo喝1994）や，大

人を対象とした研究ではあるが，ネガティブな感情喚

起が魔法的信念への傾倒を生じさせるとの結果（Rozin，

Millman,＆Nemeroffl986）も示されており，結論に至っ

ていない。そこで本研究では，課題の最後に，課題を通

じてどのような感情を喚起したかを尋ね，それによって

感情喚起の違いが幼児の想像の現実性判断にどのような

影響を及ぼすのかについて検討する。

なお，本研究では幼児に怪物を想像させるという課題

の性質上，実験への参加を通じて幼児に恐怖や不安を抱

かせてしまう可能性も十分に考えられる。本研究では当

然のことながらそのような結果は意図しないし，可能な

限り避けるよう努力すべきであると考える。本研究では

そのための具体的な配慮として次のことを行う。まず実

験者を，実験室に案内し，その後インタビューを行う第

１実験者（Ｅ１）と，箱の中に怪物を想像するように要求

する第２実験者（Ｅ２）とを明確に分け，幼児がＥ２と対

面している間，Ｅ１は常に幼児の目の届く範囲に在席し，

幼児をＥ２と二人きりにしないようにする。これは幼児

がＥ２との対話によって怪物が存在する想像世界にどっ

ぷりと浸かってしまうことを避けるためである。また，

感情喚起についての質問は，先に述べた目的に加え，も

しも幼児がネガティブな感情を喚起させていた場合，そ

れに対応することを目的として行う。最後に，課題のお

よそ１週間後，子どもともう一度面接し，“箱の中に怪

物は突然現れたりはしない''ということを再度確認する。

実験１

本研究では,従来の空箱課題(Harriseta1.,1991,実験４）

に先述の操作に加えて，次のような修正を加えた。第１

に，Harrisらの課題では，実験の導入部に「今からふり

のゲームをしましょう」という教示を与え，その言葉に

よって箱の中に何かを想像させるという活動を幼児に円

滑にさせているが，同時にその手続きは，実験を通じて

の子どもの行動は単にふりを続けようという意思の表れ

に過ぎないのではないかという疑い（Ｇｏｌｏｍｂ＆Galasso，

1995）を持たせるものであった。従って，本研究では，

“ふりをする'，という教示を排除し，一貫して“想像す

る”や“イメージする,，という言葉を用いることにする。

第２に,本研究では幼児に箱の中に怪物を想像させた後，

箱の上にある穴に指か棒を入れることを要求するという

Harrisらの実験３での質問も加えることにする。この質

問を加えることで，実験者が目の前にいて非自発的な行

動を要求する場面と実験者が不在で行動は自由に選択で

きる場面という２つの場面での行動を比較することがで

きる。

方法

被験児幼稚園年中児４９名（平均年齢５歳０カ月，４

歳８カ月から５歳７カ月）をそれぞれ統制群１６名（男

児１０名，女児６名)，扮装群１７名（男児１４名，女児３

名），例話群１６名（男児１０名，女児６名）にランダム

に割り当てた。このうち，扮装群の１名（男児）はテー

プレコーダーの記録に不備があったため，分析から除外

した。従って，扮装群は１６名となる。

材料実験に使う２つの箱は，上部に1.5ｃｍほどの

小さな穴が開き，背面に扉のついた，全体が黒で覆われ

た，縦20ｃｍ，横40ｃｍ，高さ２５ｃｍの箱であった。箱

は実験者と被験者が対面する机から約１ｍ離れた所に約

30ｃｍの間隔で並べて配置した。それぞれの脇には直径

1.5ｃｍ，長さ３０ｃｍの棒を置いた。隠し撮り用のビデオ

カメラは実験者の背後から被験者の行動が映るように約

２ｍ離れて棚の上に配置された。怪物の絵には，漫画家

の水木しげるの妖怪図鑑から“ぬえ'，の絵をＡ４判に拡

大して用いた。魔女の扮装には黒いとんがり帽子と黒い

ロングコートを用いた。実験での会話はすべてテープレ

コーダーに記録した。

手続き課題はＴａｂｌｅｌに示すような４つの段階で構

成した。Ｔａｂｌｅｌは統制群の課題構成であるが，扮装群

では，Ｅ２は魔女の扮装をし，幼児に対する教示は常に

低い声色で行った。また例話群では，Ｅ２は幼児に怪物

の絵を見せた後，次の短いお話を聞かせた。「この怪物

の出てくるお話があります。これはわたしが，タロウく

ん（女児の場合,ケイコちやん）から実際に聞いたお話

です。ある晩，タロウくんはいつものように寝ていまし

た。けれども，夜中に，ふと目が覚めました。すると，

隣のお部屋から，がたがたっと音が聞こえてきました。

タロウくんはびっくりしました。何の音だろう，何かい

るのかな，と思いながら，隣のお部屋に行きました。す

ると，そこには，とても恐ろしい顔をした，毛むくじやら

な怪物がいたのです（怪物の絵を見せる)。怪物は，タロ

ウくんの方を，じろ－リと見ました。それから，ふ－つ

と消えて，いなくなってしまいました。タロウくんから

聞いたお話はこれだけです｡」Ｅ２は３群すべて同一の女

性が務めた。
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Tableｌ課題の内容

段階１

第１実験者（Ｅ１)は子どもを第２実験者（Ｅ２）の待つ部屋に案内し，Ｅ２を紹介する：「今日はこの女の人(扮装群の場合，“魔
女の女の人”とした）が，○○ちやんとお話やゲームをしたいからって来てくれました。○○ちやんがこの女の人とお話やゲー

ムをしている問，私(Ｅ１)は向こう（部屋の隅にあるイスを指さす)で待っているからね。それでは，お願いね｣。

Ｅｌは部屋の隅のイスに座り，子どもは箱から１ｍほど離れたテーブルのイスに，Ｅ２と向き合うように座る。

段階２

Ｅ２は，部屋に置かれた2つの箱が空っぽであることを子どもに確認させる。

「これはとても怖い顔をした毛むくじやらの怪物です」と言いながら怪物の絵を提示する。（例話群の被験児に対しては，続け

て怪物についての例話を聞かせる)。次に，絵をふせて，「今見せたような怪物は本当に本当にいると思うかな？」（質問１）と

尋ねる。

目を閉じて，頭の中にその怪物を想像するように求める。次に，右(あるいは左)の箱の中にその怪物を想像するように求める。

被験児ができるまで繰り返し促し，必要であれば怪物の絵をもう一度提示する。

子どもが想像できたことを確認した後，「箱の上の所に穴があるでしよ。ここに指を入れてって言ったらどうする？入れるこ

とができる？」（質問２）と尋ね，もしも子どもが「できる」と答えれば，実際に指を入れさせる。もしも子どもが「できない」

と答えれば，棒を見せて，「この棒だったら入れることができる？」と尋ねた。「できる」と答えれば実演させ，「できない」

と答えれば質問は打ち切った。

もう一度イスに座り，「今箱を開ければ，箱の中に本当に本当に怪物がいると思う？それともいないと思う？」（質問３）と尋
ねる。

段階３

E2は子どもに，「ごめんね。私は今から別の用事があるので，少しの間いなくなります。でも，少ししたらまた戻って来るの

で，その問，○○ちやんはこのお部屋で待っていてね。私がいない間，イスを離れて部屋の中を動き回ってもいいからね」と言

い，部屋を退出する。その時，Ｅ１もＥ２とともに部屋を退出する。

子どもは２分間ほど部屋に一人で残され，その間の行動が隠しカメラで記録される(行動観察)。

段階４

2分後に，Ｅ２ではなくＥ１が部屋に戻り，子どもに「ごめんね。さっきの女の人は急に用事ができてしまって。代わりに私とも

う少しお話をして，それで終わりにしましょうね」と言う。

「さっきの女の人とどんなことをしたのか聞かせてくれる？」（記‘億チェック）と尋ね，子どもが答えられない場合には「箱が

あったよね」などの手掛かりを与える。

「部屋に一人で残っている間，イスを離れて部屋の中を動き回ったりした？」（質問４)と尋ね，子どもが「はい」と答えれば，

「あの箱に触ったり，開けてみたりした？」と尋ねる。

「部屋に一人でいる問，もしかしたら箱の中に本当に本当に怪物がいるんじやないかと思ったりした？それとも全然思わなかっ
た？」（質問５）と尋ねる。

扮装群の子どもに対してのみ，「さっきお話しした女の人は本物の魔女だと思う？それとも誰かが魔女の格好をしているだけだ

と思う？」（質問６）と尋ねる。

「女の人とお話をしたり，部屋に一人で残っている問，どんな気持ちがした？」（質問７）と尋ねる。子どもが回答できなかった

り，あいまいな感‘情を報告した場合，「恐い気持ちがしたかな？それとも楽しい気持ちがしたかな？」と尋ねる。子どもが感

情を報告すると，「どうして恐い(楽しい)気持ちがした？」と感情の理由を尋ねる。最後に，怪物は突然に箱の中に現れたり

しないことを伝え，感謝の言葉を言って子どもを部屋の外まで案内する。
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結果と考察

分析１状況の迫真性の影響

本実験で観測された被験児の行動と回答は，その内容

から，存在質問，信念質問非自発的な行動，自発的な

行動，感情質問という５つのブロックに大別できる。以

下では順に結果と考察を述べる。

存在質問質問１において「怪物は実在する」と回答

した者は,Table2に示すように統制群３名,例話群４名，

扮装群５名であった。Ｘ2検定の結果，群間に差は見ら

れず,幼児の多くは｢怪物は実在しない」と考えていた。

また，扮装群に対してのみ行った質問６において｢魔女

は本物である」と回答した者は４名であり，多くは｢魔

女は偽物である」と考えていた。

信念質問実験者が退室する前の質問３において

｢箱の中に怪物はいるかもしれない」と回答した者は，

'nable2に示すように統制群４名，例話群２名，扮装群

５名であった。ｘ2検定の結果，群間に差は見られず，

幼児の多くは「箱の中は空っぽである」と考えていた。

実験者不在を経験した後の質問５では，「箱の中に怪物

はいるかもしれない」と回答した者は統制群５名，例話

群３名，扮装群５名であり，X2検定の結果，群間に差

は見られなかった。さらに，信念の揺らぎにより注目す

るために，２度の質問のうち少なくとも一度は「箱の中

に怪物はいるかもしれない｣と回答した者を"揺らぎ型''’

２度の質問ともに「箱の中は空っぽである」と回答した

者を“安定型”として分類した。その結果，揺らぎ型の

者は統制群５名，例話群３名，扮装群６名であり，ｘ２

検定を行ったところ，群間に差は見られなかった。以上

から，状況の迫真性は幼児の言語上での信念の揺らぎに

影響しないことが示唆された。

非自発的な行動箱に指を入れるように要求する質問

２において，指を入れることを「拒否」した者は，統制

群３名，例話群１名，扮装群７名であり，扮装群は他の

２群よりも「拒否」を示す者が多く見られた。Figurel

は｢拒否」の人数とその比率を群別に示したものである。

Ｘ2検定の結果，有意な群間差が見られ（Ｘ２(2)＝６．６０，

，＜､05)，さらに残差分析を行った結果，扮装群は他の

２群よりも「拒否」者が有意に多いことが示された（５％

水準)。このことから，箱に指を入れるように要求する

という場面に関していえば，教示者が魔女の扮装をする

といった状況の迫真'性を高める操作は幼児の想像の現実

'性判断に影響を及ぼすことが示された。

自発的な行動実験者が不在中の幼児の行動は隠しカ

メラによって記録され，実験者の帰還後，その間の行動

を幼児は正直に報告するかどうか（質問４）が確認され

た。箱に触ったり開けたりした幼児の多くはそのことを

正直に報告し（１７名中１２名)，それ以外の幼児も席を

Table２存在質汚と信念質閉に対する回答tの
滋別の出現度数(%ノ

実験１ 実験２

質問 回答統制群例話群扮装群

存在質問質問１実在

非実在

質問６本物

偽物

信念質問質問３いる

空っぽ

質問５いる

空っぽ

３(19）４(25）５(31）５(31）

13(81）１２(75）１１(69）１１(69）

４(25）５(31）

12(75）１１(69）

４(25）２(13）５(31）３(19）

１２(75）１４(88）１１(69）１３(81）

５(31）３(19）５(31）８(50）

11(69）１３(81）１１(69）８(50）

揺らぎ型５(31）３(19）６(38）９(56）

安定型１１(69）１３(81）１０(63）７(44）

注．実験1の各群および実験2の被験児数はいずれも16名。

50％

４０％

３０％

２０％
７

１０％ ３

Ｉ

0％

統制群例話群扮装群

Figurel非自発的な行動における指否の群捌/の出現華

離れて動き回ったことについては認めた。従って，本実

験に参加した幼児は自己の行動について正直な報告を行

えたことが確認された。

実験者不在中の自発的な行動は，箱に対する行動の有

無と行動の仕方という点から，①大胆型（a・大胆に開

ける)，②慎重型（b､慎重に開ける，ｃ､慎重に触る，。．

遠巻きに見る，ｅ,実験者を探す)，③非行動型（f､じっ

としている）の３つに分類した。それぞれの行動の具体

的な内容は次のとおりである。ａ,大胆に開ける（怪物を

想像した箱に先に関わり，箱を開けて中を見る)，ｂ・慎

重に開ける（'怪物を想像した箱に関わる前に何も想像し

ていない箱に関わり，箱を開けて中を見る)，ｃ､』慎重に

触る（どちらの箱も開けたりせず,ただ箱に近づいてそっ

と触ったり，穴から中を覗く），ｄ・遠巻きに見る（箱に
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近づきはしないが，立ち上がって遠巻きに箱を見つめ

る)，ｅ､実験者を探す（箱に関わろうとせずに実験者を

探しに行く），ｆ､じっとしている（席から離れずに静か

に待ちつづける)。Ｔａｂｌｅ３は各行動の出現度数を群別に

示したものである。大胆型と非行動型に関しては群間で

ほとんど差は見られなかったが，‘慎重型に関しては下位

カテゴリーごとの出現度数に群間で若干の違いが見られ

た。しかし，下位カテゴリーをまとめて大胆型，慎重型，

非行動型の群別の出現度数についてｘ2検定を行ったと

ころ，群間差は見られなかった。以上から，実験者が不

在で自発的な行動が可能な場面では，状況の迫真性は幼

児の想像の現実'性判断に影響しないことが示唆された。

感情質問質問７に対する回答は，感情の種類によっ

て①ポジティブ（例;｢楽しかった｣,「うれしかった｣,｢面

白かった｣)，②ネガティブ（例；｢恐い気持ちがした｣)，

③ニュートラル（例；「どっちでもない｣，「いろんな気

持ち｣）の３つにカテゴリーに分けられ，さらに①と②

は理由における言及対象によって以下のカテゴリーに分

けられた。ポジティブ感'情は，ａ､実験状況（例；「お姉

さんが優しかったから｣，「お話が面白かったから｣)，ｂ・

実在感（例；「箱の中に怪物はいなかったから｣，「紙の

中にいるから｣），ｃ・その他（例；「家でヒーローの戦い

をしてるから恐くなかった｣）,ｄ・理由なしの４つであり，

ネガティブ感情は，ｅ,実験状況（例；「たぶん偽物だけ

ど魔女の格好をしてたから｣，「'怖い絵を見たから｣)，ｆ・

実在感（例；「怪物が本当に出てくるかと思ったから｣，

｢怪物に噛まれたり，食べられてしまうから｣)，ｇ・その

他（例；「'怪物の気持ちがしたから｣)，ｈ､理由なしの４

つであった。分類は２名の評定者が独立で行い，一致率

は92％であった。Ｔａｂｌｅ４は各カテゴリーの出現度数を

示したものである。感情喚起の種類の出現が群によって

異なるかどうかを検討するために，２（ポジテイブ，ネ

ガティブ／ニュートラル）×３（群）のｘ２検定を行ったと

ころ，有意差は見られなかった。また，理由に関しても

"ニュートラル”回答を除いて，４（実験状況，実在感，

その他，理由なし）×３（群）のｘ２検定を行ったが，有

意差は見られなかった。以上から，群間で感情喚起の出

現傾向に違いは見られず，本実験では状況の迫真性は幼

児の感情喚起に影響しないことが示唆された｡全体的に，

幼児の６５％はポジティブな感‘情を報告し，ネガティブ

な感情を報告した者は23％であった。

言及対象別に見ると，実在感に言及した者は例話群７

名と多いのに対して扮装群４名と少なく，実験状況に言

及した者は扮装群７名と多いのに対して例話群１名と少

ないといった違いが見られた。これは，例話群では怪物

に関するお話を聞かされるため，恐い話だったけど単な

る絵に過ぎないからと自分に言い聞かせる傾向があり，

扮装群では実験者が魔女の扮装をしているため，魔女の

Table３箔に対する自発的な行動のｲﾘ期/の出現度数(％ノ

1.大胆型ａ,大胆に開ける

2.慎重型ｂ,慎重に開ける

ｃ・慎重に触る

。､遠巻きに見る

ｅ､実験者を探す

3.非行動型ｆ､じっとしている

実験１

統制群例話群扮装群

２(１３）

０（0）

２(13）

O(O）

２(13）

１０(63）

4(25）

3(19）

Ｏ(0）

０(0）

０(0）

９(56）

2(13）

2(13）

ｌ(6)

2(13）

０(0）

9(56）

注．実験1の各群および実験2の被験児数はいずれも16名。

Table４感情質問の群別の出現度数(％ノ

験１

感情 理由統制群例話群扮装群

1.ポジティブａ・実験状況

ｂ,実在感

ｃ､その他

ｄ､理由なし

2.ネガティブｅ､実験状況
ｆ､実在感

ｇ､その他
ｈ,理由なし

3.ニュートラル

２(13）

２(13）

０(0）

４(25）

１(6)

２(13）

１(6)

１(6)

３(19）

２(13）

６(38）

１(6)

３(19）

０(O）

１(6)

ｌ(6)

ｌ(6)

１(6)

6(38）

2(１３）

０(O）

3(１９）

１(6)

２(13）

０(O）

０(0）

２(13）

実験２

０(0）

5(31）

１(6)

ｌ(6)

０(0）

9(56）

実験２

4(25）

2(13）

2(１３）

4(25）

2(13）

2(13）

０(0）

０(O）

０(0）

注．実験lの各群および実験2の被験児数はいずれも16名。

格好をしていたけど優しい女の人だったからと言い聞か

せる傾向があるというように，幼児がそれぞれの状況で

迫真‘性を感じさせる部分に注目し，それに伴うネガティ

ブ感情の喚起を抑制しようと努めたことの表れと思われ

る。

分析２実在性認識の影響

存在質問と信念質問との関連怪物の実在性について

調べた存在質問と信念の揺らぎを調べた信念質問との関

連を検討するため，２（質問１；怪物は実在する，怪物は

実在しない)×２（質問３と５；揺らぎ型，安定型）のＸ２

検定を行った。その結果，有意差が見られ（イェーツの

修正後，Ｘ2（1,ｊＶ＝48）＝7.61,’＜､01)，フアイ係数を

算出したところ，中程度の連関が見られた（の＝、423)。

Figure2は両者の関連を示したものである。この結果か

ら，怪物の実在を信じている子どもほど，箱の中にそれ

を想像したとき，もしかしたら箱の中に本当に怪物が現

れるのではないかと考え，想像の現実性判断が揺らぎや

すいことが示唆された。

存在質問とその他の測度との関連非自発的な行動

(拒否，同意)，自発的な行動（大胆型／慎重型，非行

動型)，感’情喚起（ポジティブ，ネガティブ／ニュート

ラル）との関連についても，同様に２×２のクロス表
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Figure3感情喚起の種類と自発的な行動との開運
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函ポジティブロネガティブロニュートラル口揺らぎ型圃安定型

口実験状況

■ 理 由 な し

を作成し，ｘ2検定を行った。しかし，いずれも有意差

は見られなかった。自発的な行動に関しては，さらに行

動別に詳しく分析した結果，怪物は実在すると回答した

１３名のうち，「大胆に開ける」は２名，「慎重に開ける」

は２名，「慎重に触る」は１名，「遠巻きに見る」は１名，

｢実験者を探す」は０名,「じっとしている」は７名であっ

た。怪物は実在しないと回答した３５名の内訳はそれぞ

れ６名，３名，２名，１名，２名，２１名であり，ほぼ同様で

違いは見られなかった。怪物は実在するという魔法的信

念は実際的な行動や感情喚起には影響しないことが示唆

された。

分析３感情喚起の影響

感情質問と自発的な行動との関連感情喚起と自発的

な行動との関連について検討するため，感情喚起の種類

(ポジティブ，ネガティブ，ニュートラル）と感情喚起の

理由（実験状況，実在感，その他，理由なし，ニュー

トラル）という２つの観点から自発的行動との関連を分

析した。Figure3は感情喚起の種類と自発的な行動との

関連を示したものであり，Figure4は感情喚起の理由と

自発的な行動との関連を示したものである。Figure3と

４に示すように，大胆型の行動を示した８名はすべてポ

ジティブな感情を報告し，理由に関しても実験状況に言

及することが多かった。また，Ｔａｂｌｅ５は感情喚起に関

する回答と自発的な行動との関連に関する具体的な事例

を示したものである。これらはFigure3と４で示され

たような感情喚起の種類・理由と自発的な行動との関連

が具体的にどのような形で表れていたのかを示すもので

あり，選出した事例はそれぞれの典型的な事例である。

事例１は，箱に対して大胆な行動を示した後，ポジティ

ブな感情を報告した男児の事例である。先に述べたよう

に，大胆型では喚起した感情としてポジティブな感』情を

報告する者が多く見られた。これに対して，慎重型の行

動を示した１２名のうち半数の６名はネガティブあるい

はニュートラルな感情を報告し，理由に関しても実在感

に言及する場合が多かった。事例２は，慎重な行動を示

非実在 大胆型

'慎重型実在 ２４

０％２０％４０％６０％８０％100％

Figure2怪物の実在性秘断と信念の揺らぎとの鯵直
非行動型
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０％２０％４０％６０％８０％100％

Figure4感情喚起の理由と自発的な行動との録重

した後,ネガティブな感情を報告した女児の事例であり，

事例３は，ポジティブな感‘情を報告した男児の事例であ

る。また,非行動型の２８名は感情の種類については半々

であったが，「分からない」「どうしても」など理由を説

明できない場合が多かった。事例４は,実験者不在の間

席を離れずにじっとしていた後，ニュートラルな感I情を

報告した女児の事例である。以上の結果から，箱の中に

怪物を想像した後にその箱に対してどのように行動する

かには，そのときの感情喚起の種類や注意の方向が関係

することが示唆された。

感情質問とその他の測度との関連感情喚起と行動に

信念の揺らぎがどのように関連しているのかを調べるた

めに，信念質問（安定型,揺らぎ型）との関連について
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Table５感情質簡と自発的な行動の具脚k的な事例

事 例

事例１

(男児）

事例２

(女児）

事例３

(男児）

事例４

(女児）

行動

↓

感情

大胆型

↓

ポジティブ

慎重型

↓

ネガティブ

‘慎重型

↓

ポジティブ

非行動型

↓

ニュートラル

行動の内容

実験者がいなくなるとすぐに

'怪物を想像した箱を開ける。

その後も箱を開けたり棒を入

れたりする行動を繰り返す。

怪物を想像した箱にゆっくり

近づき，指でタッチした後，

それを静かに開ける。

何も想像していない箱に近づ

き，穴から中を覗いた後にそ

れを開ける。次に，‘怪物を想

像した箱にも同様の行動を繰

り返す。

席を離れずにじっとして

いる。

分析した。その結果，大胆型の行動を示しポジティブな

感’情を報告した８名のうち，信念の揺らいだ回答をした

者は１名のみという結果が得られたが，その他について

は特に偏りは見られなかった。また，非自発的な行動と

の関連について検討するため，２（ポジティブ，ネガティ

ブ／ニュートラル）×２（拒否，同意）のｘ２検定を行っ

たところ有意差は見られなかった。ネガティブ／ニュー

トラルな感'情を報告した１７名のうち箱に指を入れる行

動を拒否した者は５名であり，ポジティブな感情では

３１名のうち拒否した者は６名とほぼ同様であった。

実験 ２

実験１では，状況の迫真'性の影響について検討した結

果，それは非自発的な行動場面において扮装条件にのみ

確認された。このことから，状況の迫真'性の影響が限定

的で一時的なものであることを示唆しているが，実験２

ではその点についてさらに検討する。

具体的には，まず，実験１では幼児を部屋に一人で残

す前に箱に指か棒を入れさせ，中に何もいないことを再

度確認したことが，彼らの想像における主観的な見込み

を低減させる働きを持っていた可能性が考えられる。そ

こで実験２では，箱に指を入れるという行動の場面を取

り除くことにする。また，実験２では魔女の扮装の迫真

回答の内容

（どんな気持ちがした？）ん－，楽しかった／う－ん，ちょっ

とあの中ね，棒，突っ込んだけん／面白かった／何でも／

あんなの，僕好きだもん／あんなね，お話／（恐い気持ち

はしなかった？）ぜんぜん／僕，あんなの好きだもん

（どんな気持ちがした？）えっとね一，不思議だ－つと思っ

た／かいじゅうが，本当にいるのか，いないか，分からん

……じやけん／（恐い気持ちがした？）うん／だってね，

家に，あれが来たら恐いもん

（どんな気持ちがした？）ドキドキした／楽しいドキドキ

/だって，……だってね，楽しいと思ったけん／（恐い気

持ちはしなかった？）うん／だ－ってね，何にもおらんかつ

たけん

（どんな気持ちがした？）何にもせん……ない／（恐い気

持ちがした？楽しい気持ちがした？）……んん，どっちも

ない／どしても

注．“/”は実験者による質問や応答があったことを示す

性をより高めるために，Ｅ２は魔女の扮装に加えて“魔

法の箱''についてのお話も読み間かせることにする。以

上のように実験２では，実験１の扮装条件をさらに迫真

性が高まるように修正した条件において迫真'性の影響は

拡大するかどうかを検討することを目的とする。

方法

被験児幼稚園年中児１６名（平均年齢５歳０カ月，

年齢範囲４歳９カ月から５歳６カ月，男児１１名，女児

5名）。

材料実験１と同じである。

手続き質問２が削除したことを除いて，基本的に実

験１と同様であった。Ｅ２は魔女に扮装し，以下のよう

な例話を読み聞かせた。「これからタロウぐんという子

どものお話をします。タロウくんは，ほしいと思ったも

のは何でも出てくるという魔法の箱を持っています。タ

ロウくんはそれを使ってオモチャやお菓子をたくさん出

しました。でも，何だかつまらないです。そうだ，箱の

中に怪物を出してみようとタロウくんは思いました。す

ると，箱の中から，怖い顔をした毛むくじやらな怪物が

出てきました（怪物の絵を見せる)。タロウくんのお話

はこれでおしまいです｡」

結果と考察

存在質問質問１において「怪物は実在する」と回答
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した者はＴａｂｌｅ２に示すように５名であった。実験１の

統制群（３名）との比較でｘ２検定を行ったところ，有意

差は見られなかった。ゆえに，怪物の実在性判断におい

て統制群と差がないことが分かった。質問６において｢魔

女は本物である」と回答した者は５名であった。

信念質問質問３において「箱の中に怪物はいるかも

しれない」と回答した者はＴａｂｌｅ２に示すように３名で

あり，実験者不在を経験した後の質問５において同様の

回答をした者は８名であった。これらをもとに実験１と

同様に子どもを“揺らぎ型”と“安定型”とに分けたと

ころ，揺らぎ型は９名，安定型は７名であった。実験１

の統制群（５名）との比較でｘ２検定を行ったところ有意

差は見られず，実験１と同様，状況の迫真性の影響は見

られなかった。

自発的な行動質問４において実験者不在中の自発的

な行動を正しく報告した幼児は５名中４名であった。自

発的な行動は，実験１と同様に６つのカテゴリーに分類

した。結果はＴａｂｌｅ３に示す通りである。大胆型の行動

を示した者は一人もおらず，慎重型の行動を示した者が

７名と多かったが，統計的には実験１と違いはなかった。

ゆえに，状況の迫真性の影響はなかったといえよう。

感情質問質問７に対する回答は実験１と同様のカテ

ゴリーに分類した。結果はＴａｂｌｅ４に示す通りである。

実験１の扮装群と同様に，実験状況に言及する者が６名

と多く見られた。

総合考察

本研究の実験１では，Harrisetal．（1991,Johnson＆

Harris,1994）の空箱課題をほぼ踏襲する統制条件，箱

の中に想像する怪物に関する物語をあらかじめ読み聞か

せる例話条件，教示者が魔女に扮装している扮装条件の

3条件を設定し，それぞれの幼児の反応を比較した。そ

の結果，条件による違いは怪物を想像した箱の中に指を

入れるように要求するという非自発的な行動場面におい

てのみ見られ，扮装条件の子どもは他の２条件の子ども

よりも箱に指を入れることを拒否する行動が多く見られ

た。さらに実験２では，実験者不在中の自発的な行動や

その後の言語的回答における信念の揺らぎなど，その他

の場面において状況の迫真性の影響は見られないのかど

うかを調べるために，より迫真‘性が高まるような操作を

加えた扮装条件を設定し，影響が拡大するかどうかを検

討した。その結果，追真性が高まるような操作を新たに

加えたとしても，状況の迫真性の影響は拡大しないこと

が示された。これらの結果から，状況の迫真性が幼児の

想像の現実性判断に及ぼす影響は限定的で一時的なもの

であり，広範囲にわたるものではないことが示唆された。

本研究では，状況の迫真性の影響は扮装条件の非自発

的な行動場面においてのみ確認されたが，これら扮装群

の幼児はなぜ箱に指を入れることを嫌がったのであろう

か。Woolley＆Wellman（1993）は，虚構的なことが現実

になると判断する誤り（truefictionerror;ＴＦＥ）が生じ

るか否かは,状況の知覚によって変動すると述べており，

Woolley＆Ｐhelps（1994）は，現実的にふるまうことが

奨励されているような状況下では，幼児はもしも非現

実的にふるまえば自分自身に不利益になると感じるため

にＴＦＥを生じさせないと述べている。そして，魔法原理

に従うことが奨励されているような状況下では，幼児は

ファンタジー的にふるまう方が無難であり不利益をこう

むらないですむと感じるために，ＴＦＥを生じさせると述

べている。Woolley＆Ｐhelps(1994)は,Harrisetal.(1991）

の実験３において箱に指を入れることを拒否した幼児の

判断を説明する上で，この状況知覚説を引用している。

この説によれば，幼児は怪物を想像した箱に指を入れる

ように要求されたとき，もしかしたら‘怪物に指をかまれ

てしまうという危険性を考慮し，どう行動することが最

も安全かというコストの見積もりから，箱に指を入れる

行動を拒否したと解釈できる。本研究の結果にも，同様

の説は適用可能である。本研究の実験１の結果では，扮

装群の子どもの何人かは，魔女の扮装をした女性が目の

前にいて，その女性が箱の中に怪物がいると想像しなさ

いと言い,次に箱に指を入れてみなさいと言ったときに，

箱の中に'怪物が本当にいるのではないかと疑うような反

応を示した。これらの幼児は後のインタビューにおいて

魔女は偽物だと思うと述べているが，この時点ではその

魔女の見かけをした人物と場を共有することによって，

魔法によって本当に怪物が箱の中に現れるかもしれない

という主観的な見込みが高まり，たとえ少ない可能性だ

としても考えられる危険はできるだけ避けた方がよいと

いう考えから，箱に指を入れる行動を拒否したと解釈で

きる。まとめると，教示者が非日常的な見かけをし，リ

スクを伴う実際的行動を要求するとき，幼児の想像の現

実性判断は危険回避の考えから魔法原理により傾倒しや

すいことを，本研究の結果は示したといえよう。

ところで，状況の迫真性の影響に関する本研究の結果

は，現場の保育者にとっては納得しにくいものかもしれ

ない。実際，本研究でとり上げた２つの操作が幼児の空

想遊びにおいて効果的であることは保育実践において証

明済みである。にもかかわらず，本研究において効果が

ほとんど見られなかったのはなぜであろうか。この点に

ついては，実験場面と日常場面とのズレという問題があ

げられる。そもそも迫真性とは「想像が外的に迫ってく

る」（加用，1994）ときに感じる本当らしさを指し，そ

こには場の雰囲気もさることながら，それを作り出す人

物の個性やその人物と築いてきた関係性が強く影響する

ものと思われる。本研究は実験場面のため，これらの点

を十分に加味していないが，今後の研究では日常場面に
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より近づけた実験研究が必要であろう。

さて，ここまでは幼児の想像の現実性判断における外

的な影響について考察してきたが，以下では内的な影響

について考察することにする。本研究では第２の目的と

して，幼児の想像の現実'性判断における実在‘性認識と感

情喚起の影響を検討したが，その結果，想像内容である

怪物を信じているか否かによって信念の揺らぎが生じる

か否かが左右されること，感情喚起の種類や注意の方向

によって行動の大胆さが左右されることが示された。こ

れらの結果は個人の中で生じる実在'性認識や感情喚起に

ついての考えが想像の現実'性判断に影響を及ぼしたこと

を示唆している。

まず，実在'性認識については，実験１の結果，「怪物

は実在する」と1口l答した１３名のうち８名が，少なくと

も１度は「もしかしたら箱の中に本当に怪物がいるか

もしれない」と回答するというように，実在'性判断と信

念の揺らぎとの間に有意な連関が見られた。この結果

は，信念の揺らぎと魔法的説明との間に有意な連関を

見出したJohnson＆Harris（1994）の結果とも一致する。

Johnson＆Harrisは，想像したことが現実になる可能性

を信じやすい軽信型の子どもは，自らが潜在的に持つ

魔法原理を活性化させやすいのではないかと考察してい

る。そして想像力豊かな子どもは，イメージを鮮明に作

り出すことや長期記'億内からファンタジーのシナリオを

引き出すことに長けているのではないかと述べている。

想像とファンタジーとの関係については，空想の友達研

究でも論じられている。′Elylorら(Taylor,1999;Taylor

＆Carlson,1997;'mayloECartwright,＆Carlson,1993）は，

空想の友達を作り出すなど空想豊かな子どもは，ふりの

スキルが高く，ふり遊びに入り込むのが上手であること

を明らかにしている。その他にもこの分野における個人

差の研究は近年になって盛んに行われている（Bouldin＆

Pratt,2001;Bourchier＆Davis,2000a,2000b)。本研究で

は，元来，想像内容である怪物の実在性を信じる傾向に

ある子どもは「もしかしたら想像したことが現実になる

かもしれない」といった魔法的信念へと心が揺らぎやす

いという結果が示されたが，この結果は幼児の想像の現

実性判断における個人差の新たな証拠を示したといえよ

う。しかし，本研究の問題点として，単に一つの怪物に

対する実在性認識しか尋ねていないことがあげられる。

よって今後の研究では，より広範囲の空想の存在に対す

る実在性認識との関連を検討することが必要であろう。

次に，感情喚起については，実験１の結果，感情喚起

の種類や理由づけと実験者不在中の自発的な行動との間

に関連が見られた。自発的な行動において大胆型の行動

を示した８名はすべて，後のインタビューにおいてポジ

テイブな感情を報告し，理由に関しても実験状況に言及

することが多かった。一方，慎重型の行動を示した１２

名は半数がネガティブあるいはニュートラルな感情を報

告し，理由に関しても実在感に言及する場合が多かっ

た。また,非行動型の２８名は感情の種類については半々

であったが，「分からない」「どうしても」など理由を説

明できない場合が多かった。感情統制に関する先行研究

(MeerumT1erwogt,Schene,＆Harris,1986）では，６歳

児でさえも，悲しいお話を聞いたとき，それは本当に起

きたことではないと考えることによってネガティブな感

情を抑制できることが示されている。また，Johnson＆

Harris（1994）は，想像の現実性判断の個人差を特徴づ

けるものとして主観的な見込みに対する応じやすさをあ

げており，想像したことが現実になるかもしれないと

いう主観的な見込みに応じやすい子どもは，そのような

魔法的な可能性を抑制することが苦手であると述べてい

る。本研究では，ある種の幼児はネガティブな感情を抑

制することに長けており，実験状況の楽しい側面に注意

を向けることでポジティブな感情を喚起させ，怪物を想

像した箱に対しても大胆に行動した。他方，別の幼児は

ネガティブな感情の抑制が苦手であり，怪物の実在感に

注意を向けることでネガティブな感‘情を喚起させ，怪物

を想像した箱に対して慎重に行動し，あるいは怪物の実

在感を打ち消そうと努力してポジティブな感情を喚起さ

せたものの，確信を得ることができず慎重に行動した。

このように本研究の結果は，幼児が想像の現実‘性につい

て判断する機会を与えられ，「もしかして……」と心が

揺らぐとき，感情・認知・行動がどのように関連しあっ

ているのかに関する新たな証拠を提供したといえる。し

かしながら，本研究は感情喚起を課題終了後に想起させ

るという手法によって尋ねているため，感情喚起報告の

信頼‘性や真に子ども自身の感情喚起のあり方を反映して

いるのかどうかという点で疑問が残る。ゆえに，今後は

それらの点を工夫したより厳密な実験計画による検討が

望まれる。
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青年期の共感性の発達：多次元的視点による検討

登張真稲
(白百合女子大学）

既存の複数の共感性尺度をもとに，新たな項目も加えて青年期用の新たな多次元的共感′性尺度を作成

した。この尺度は共感的関心（他者の不運な感情体験に対し，自分も同じような気持ちになり，他者の

状況に対応した，他者志向の暖かい気持ちをもつ)，個人的苦痛（他者の苦痛に対して，不安や苦痛など，

他者に向かわない自分中心の感情的反応をする)，ファンタジー（小説や映画などに登場する架空の他者

に感情移入する)，気持ちの想像（他者の気持ちや状況を想像する）の４下位尺度からなり，青年前期・

中期・後期を通して同じ意味内容で検討でき，利用できる尺度である。既存の共感‘性尺度や向社会的行

動尺度との関係，項目分析，信頼性分析によって尺度の妥当』性，信頼性が確認された。この尺度を用い

て中学生，高校生，大学生の共感性の発達を検討したところ，男子はどの下位尺度得点も中学生では女

子より低いが，共感的関心と気持ちの想像は高校生，大学生と徐々に高くなり，性差は減少する。また，

共感的関心と気持ちの想像が高い男子の場合，中学生から高校生にかけて，個人的苦痛を感じる人の比

率が高くなり，気持ちの想像が高い男子の場合は高校生から大学生にかけて，個人的苦痛が低い人が増

えるという変化がみられた。女子の場合は，共感的関心と気持ちの想像は中学３年生が高いが，その後

はやや減少し，ファンタジーが高校生より大学生が高いほかは，顕著な発達的変化はみられなかった。

【キー・ワード】共感性，多次元的視点，尺度作成，青年期，性差

問題と目的

他者の体験する感情を見た側に，それと一致した（苦

痛に対して，苦痛など)，あるいはそれに対応した感情

的反応（苦痛に対して，かわいそう，心配するなど）が

起こることを共感という。

Hoffman（1987,2001）によれば，他者の感情を見て共

感が喚起されるプロセスにはさまざまな様式がある。発

達初期からみられる様式は自動的，無意図的で，複雑な

認知過程を必要としないが，成長とともに用いられる様

式が増え，言語媒介的連合，役割取得といった複雑な認

知過程を必要とする様式が用いられるようになる｡また，

自己と他者の区別が明確でない発達初期においてみられ

る共感は，他者の苦痛を見て自分も同様の苦痛を感じる

が，軽減したいのは自分の苦痛であるというような共感

（自己中心的な共感的苦痛）である。しかし，認知能力

や自他意識の発達にともなって，児童期後期には，他者

の立場に立って他者の状況をより正確に想像し（役割取

得)，他者の体験している苦痛を軽減したいというよう

な他者志向の共感（同‘情的苦痛）が起こるようになると

される。そしてさらに，他者がどのような生活条件のな

かで生きてきたのかといったことを意識するようになる

と，その場ではみえない相手の状況についても想像して

共感するようになるという。

Hoffman（1987,2001）はこのように共感が喚起される

プロセスや共感の質的内容を重視した多面的な共感の

発達理論を示した。Davis（1979,1983,1999）は，この

Hoffmanの理論のほか，主に社会心理学におけるさま

ざまな共感性研究（Dymond,1949;Stotland,1969;Coke，

Batson,＆McDavis,１９７８など)の成果をふまえたうえで，

共感を起こす個人の資質的特性としての共感性を，複数

の構成要素からなる多次元的概念としてとらえる新しい

視点を提示した。まず，共感性を「他者の感情体験に対

する感情的反応性」としてとらえ，さらに他者の感情体

験に対して起こる感情的反応が他者志向的か自己中心的

か，どのようなプロセスで共感が起こるかといった多次

元的視点から共感性をとらえ直したのである。そして，

共感的関心（他者の不運な感情体験に対して，かわい

そう，心配するなど他者に向かう感情的反応が起こる傾

向),個人的苦痛（他者の苦痛に対して,苦痛や不安など，

他者に向かわない自分中心の感情的反応が起こる傾向)，

視点取得（他者の立場に立って気持ちを想像する傾向)，

ファンタジー（小説，映画などのなかの架空の他者に

感情移入する傾向）の４つの次元で共感‘性の個人差を

測定する質問紙尺度，対人的反応』性指標（Interpersonal

Reactivitylndex:IRI）を開発した。Davisの共感的関心

はHoffmanの同情的苦痛に,個人的苦痛は共感的苦痛に，

視点取得は役割取得にほぼ対応しているとされている

が，ファンタジーはHoffman理論との対応が明確になっ

てはいない（Davis,1999)。



青年期の共感性の発達 1３７

HoffmanとDavisの視点はともに多次元的視点である

といえるが，両者の見方を比べると，共感の質的違いを，

Hoffmanは発達によってとらえるのに対し，Davisは個

人差としてとらえるという違いがある。しかし，相手と

同じ感情が起こるか，あるいは正確な他者判断ができる

かといった共感の一側面のみを問題にするのではなく，

共感が起こるプロセスや共感の質的な内容を重視してい

るという共通点がある。多次元的視点は，個人差を生み

出す源であり，また，発達的に変化する基本的な部分を

次元として問題にしているわけであり，共感'性の発達を

検討するのに極めて有益な視点であると考えられる。

Hoffman（1987）は，児童期後期には他者志向の同情

的苦痛や役割取得が起こるようになると述べたが，その

ような変化が誰にでも一様に起こることが実証されたわ

けではない。認知能力がさらに発達し，対人関係が広が

り，自己や他者の内面に対する意識や認識の増大が予想

される青年期には，他者の立場に立って相手の苦痛を理

解し，それを軽減しようとする他者志向の共感性がより

一層発達することが期待される反面，他者に対して「自

己と異なる」という意識が拡大すると，他者への無関心

や敵対意識といった共感とは相反する傾向が表れること

も考えられる。青年を取り巻く状況や，青年自身の体験

とそのとらえ方によっても，共感性の発達は異なる様相

をみせることになるだろう。

共感‘性は，人と人が互いに助けあい，支えあい，理解

しあって気持ちよく社会生活を送るのに役立つ重要な特

性である。他者に共感できるかということは，カウンセ

ラーのような援助的仕事をする人々にとって重要である

のはいうまでもないが，どのような役割や職業をもつ人

にとっても，その人の人生において重要な意味をもつ。

本研究では，ごく一般的な青年の共感‘性が，さまざまな

面で変化の多い青年期にどのように発達するかを，多次

元的視点を用いて検討する。

児童期から青年期にかけての共感性の発達研究につ

いて概観すると，児童期においては，他者の視点取得，

他者の内面への気づきといった認知的共感’性の発達が

みられる結果が示されているが（Bryant,1987;Straye画

1993)，他者と同じ感情を感じるか，他者の苦痛に対し

て同情を感じるかといった‘情動的共感性についての結

果は一貫していない（Bryant,1982;浅川・松岡，1984)。

親密でない他者に対する共感は年齢とともに減少すると

いう報告もある（浅川･松岡，1987)。共感性には「覚醒

されやすさ」といった生得的，気質的特性（Mehrabian，

Young,＆Sato,1988）や，初期の家庭環境やしつけが大
きくかかわっているともいわれており（Zahn-Waxler＆

Radke-Yarrow)1979,1990)，一定年齢以後の変化は少な

いのではないかとも考えられる。わが国で中学生，高校

生，大学生を対象としておこなわれた共感'性の発達研究

では，中学生，高校生，大学生と進むにつれて，感情

的被影響性が徐々 に高くなる傾向（加藤・高木，1980)，

認知的な共感'性は高くなり情動的な共感性は低くなる傾

向（出口・斎藤，1991）が見出されている。

IRIを用いた研究では，小学生では視点取得因子に

情動的要素が強く，個人的苦痛との相関が高い，共感

的関心は年齢とともに増加するが，その他の下位尺度

得点には変化がみられない（Litvack-Mille喝McDougall，

＆RomneyJ997)，中学生の時期では，視点取得が共感

性の他の要素と十分分化していない（Ｗｉｓｅ＆Cramer，

1988)，高校生の時期では，男女ともに年齢が上がるに

つれ共感的関心と視点取得は増加し，個人的苦痛は減少

する(Davis＆Ranzoi,1991)などの結果が示されている。

IRIを用いて，青年前期から後期までの共感性の発達を

検討する研究はまだみられない。

多次元的視点で共感'性をとらえる研究はDavisのIRI

を用いるものが多いが，Mehrabian＆Epstein（1972）の

情動的共感性尺度の日本語版（加藤・高木，1980）には

感情的暖かさ，感情的冷淡さ，感情的被影響性の３下位

尺度があるし，出口・斎藤（1991)，津田・斎藤（1995,

1996）の多次元的共感'性尺度などもあり，これらも共感

性の次元として考えることができる。また，前述のよう

にHoffmanの共感の発達理論も共感性の多次元的なと

らえ方といえる。児童期に隣接する青年前期も取り上げ

るので，児童期で考えられている次元も検討する価値が

ある。それらの次元のなかには，同一と考えられるもの

もあるし，共通部分があるが異なる部分もあるとか，一

方が他方に含まれるといった場合もあるだろう。青年期

の共感性の発達を検討するために用いる尺度の次元であ

るので，青年前期・中期・後期を通して同じ次元で考え

ることができるかといった検討も必要である。

このように，共感‘性をいくつのどのような次元でと

らえるかということのほかに，１つの次元にどのような

意味内容まで含めるかといった問題もある。たとえば，

苦痛を感じている他者への共感から，他者を苦しめて

いる相手への怒り（共感的怒り），苦しんでいる他者に

対して何もできないという罪悪感を感じる場合もある

(Hoffman,1987,2001)。また，他者の苦痛に対する共感

が取り上げられることが多いが，他者の喜びに対する共

感（共感的喜び）もある。他者の苦痛に対して不快を感

じたり，他者の喜びに対して不快を感じることもある。

これらが共感'性のなかでどう位置づけられるか，どのよ

うな感情的反応までを共感性の概念に含めるのかといっ

た問題もある。また，Davisの４次元で考えるにしても，

IRIの４下位尺度の項目がわが国でそれぞれの次元を測

定する項目として適切かどうかは,検討する必要がある。

IRIの共感的関心尺度は共感的でないことを示す項目が

多い，個人的苦痛尺度は類似した内容の項目が多いなど
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の特徴がある。それぞれの次元をさらに明確に表すこと

のできる項目があるのではないかと考えられる。

そこで本研究では，第１の目的として，IRIその他，

既存の共感性尺度の下位尺度が示す次元や，Hoffmanの

共感性理論などを考慮し，青年期前期・中期・後期を通

して共感性の発達を検討できるような青年期用の新たな

多次元的共感性尺度を作成する。第２の目的は，既存の

共感性尺度と，共感性と関連が深いとされる向社会的行

動尺度との関係から，尺度の妥当性を検討することであ

る。第３の目的は，この新たな青年期用の多次元的共感

性尺度を用いて青年前期から後期までの共感‘性の発達を

横断的に検討することである。次元ごとの発達的変化，

中学生から高校生への変化と高校生から大学生への変

化，男女による発達的変化の違いについて検討する。

方法

1.共感性次元のカテゴリー設定と項目の収集

共感性の次元としてIRIの４次元のほかに，情動的

共感性尺度（Mehrabian＆Epstein,1972;加藤・高木，

1980）の感情的暖かさ，感情的冷淡さ，感情的被影響性，

出口･斎藤の共感性尺度（1990,1991）の他者の内面の推

測，苦しみ・悩みに対する共感，シンボル・役割による

共感各下位尺度,濯田･斎藤の多次元的共感性尺度（1995,

1996）の同一化，自他融合性，役割とり，感情の理解，

感情の共有と理解各下位尺度，首藤（1990）が作成し

た児童用共感性尺度から得られた「共感的関与」と「個

人的関与｣，Hoffman（1987,2001）理論における共感的

苦痛と同情的苦痛および共感喚起の様式としての役割取

得，Feshbach（1987）が共感生起の条件としてあげた感

情の認知，他者の視点･役割の想像，感情的反応性を検

討した。

これらを，定義や尺度の場合は含まれる項目内容か

らTableｌのように，感情の認知，視点取得，ファンタ

ジー，共感的関心，個人的苦痛卵感情的冷淡さの６つの

カテゴリーのなかに位置づけた。感情の認知,視点取得，

ファンタジーの３つは共感が起こるプロセスにかかわる

カテゴリーであり，共感的関心，個人的苦痛，感情的冷

淡さの３カテゴリーは共感が喚起された結果起こる感‘情

的反応の内容を示すのではないかと考えた。それぞれの

カテゴリーに当てはまると考えられる項目を，上記の共

感性尺度に含まれる項目のほか，Eysenckの共感性尺度

(Eysenck,Pearson,Easting,＆Allsopp,1985）とLitvack‐

Milleretal．（1997）の児童用IRIの項目（筆者が訳した

もの）から収集した。項目の表現は若干変更したものも

ある。このほかに，共感的関心を示すと考えられる１１

項目（｢ニュースで災害の被災者などを見ると,同情して

しまう」など)，共感的怒り，共感的喜び，感情認知，

罪悪感，他者の喜びに対する不快を意味する項目を新た

に考案した。

項目の選定と新たな項目の作成の基準は，自分に対す

る認知を示す項目ではなく，自分の行動傾向を表現する

項目であること，自分をよく見せようとする意識を起こ

させにくい項目であること，カウンセラーがカウンセリ

ング場面で示すような共感というのではなく，ごく一般

的な青年が一般的な状況で示す共感を表す項目であるこ

ととした。また，否定の表現より肯定の表現の項目のほ

うが答える側が意味をとりやすいのではないかと考え，

新しい項目は肯定の表現を多くした。

また，次元の意味を検討するための項目として他者

意識尺度（辻，1993）の内的他者意識尺度，自己意識尺

度（陸nningstein,Sheie喝＆Buss,1975;辻，１９９３が訳し

たもの)，向社会的行動尺度（菊池，1988)，社会的スキ

ル尺度（菊池，1988)，敵意的攻撃インベントリー（秦，

1990),情動感染尺度（Doherty;1997;筆者が訳したもの)，

対人的志向性尺度（斎藤･中村，1987)，セルフモニタリ

ング尺度（岩淵・田中・中里，1982)，ＥPPS(Edwards，

Tablel共感性の次元

本研究で設定した
カテゴリー

IＲＩ

感情の認知 視点取得 ファンタジー

視点取得 ファンタジー

共感的関心 個人的苦痛 感情的冷淡さ

共感的関心 個人的苦痛

出口・斎藤共感性尺
度

津田・斎藤多次元的
共感性尺度

首藤児童用共感性尺
度

Hoffman

内面の推測 シンボル・役割

による共感
苦しみ・悩みに対する共感

情動的共感性尺度

Feshbach

感情の理解

感‘情の認知

役割とり

役割取得

他者の視点・
役割の想像

同一化

感情的暖かさ

感‘情的反応性

感情の共有
と理解

共感的関与

同情的苦痛

自他融合性

個人的関与

共感的苦痛

感情的被影響性 感'情的冷淡さ
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６１

８７

２５１

青年期の共感性の発達

高２と高３の大部分は都立高校１校の生徒である。また，

調査１の対象の大学生にはさまざまな専攻分野の者が含

まれている。調査３の対象の大学生は心理学や教育学専

攻の大学生である。両者を区別するために，調査１の対象

の大学生を大学生①，調査３の対象の大学生を大学生③

と示すことにする。Table2に調査対象者の内訳を示した。

結果と考察'）

I･青年期用多次元的共感性尺度の作成と次元の検討

1.因子数の決定

当初作成した８５項目のうち，共感’性の有無を示すと

考えられる６３項目についての大学生①の結果に対し因

子分析（因子抽出法：主成分分析，プロマックス回転）

をおこなった。共感’性の各次元は，「共感性」という上

位概念のある側面を表す下位概念であるととらえてお

り，因子間には相関があるという構造を仮定しているた

め，斜交回転とした。共感的苦痛を意味するとして考案

した「悲しそうにしている友達をみると，自分まで悲し

くなる」や罪悪感の項目などは共通'性が低かった。共通

性が０．１５以下の項目を減らしながら，DavisのIRIが４

次元であることを考慮し，４因子解と５因子解を検討し

た。４因子解だとDavisのIRIの共感的関心，ファンタ

ジー，個人的苦痛，視点取得に対応する４因子が抽出さ

れた。当初，個人的苦痛のカテゴリーに含めていた「他

者の喜びに対する不快」を意味する項目は，感情的冷淡

さのカテゴリーに含まれていた項目とともに，共感的関

心の負荷量が負で絶対値が高いという結果になったが，

５因子解にすると，この両者が１つにまとまり，「反共

感性」と命名できる因子が抽出された。反共感性因子に

は，他者の喜びに対する不快，他者の悲しみに対するい

らだちといった「他者の状況に対応しない感情反応をす

る」という内容と「共感的でない」（｢困っている人をみ

ても，それほどかわいそうとは思わない」など）という

内容が含まれていた。この２つの内容について再検討し，

両者は同等に扱わないほうがよいと考え，前者は取り除

き，後者のみを取り扱うことにした。この基準に照らす

と，「うれし泣きをする人を見ると，ばかばかしい感じ

がする」も他者の状況に対応しない感情反応と考えられ

るので，削除して因子分析をやり直した。これらの項目

を入れないと，「共感的でない」ことを意味する項目は，

共感的関心因子の負荷量が負の項日となり，IRIに対応

する４因子にまとまる結果となった。中学生と高校生の

結果についてそれぞれ因子分析をおこなったところ，大

学生①の場合の４因子解と対応できる４因子が抽出され

たため，４因子解をとることにした。

２．項目の選定

中学生，高校生，大学生で同じ意味内容の尺度で検討

1970）から１－２項目ずつ選定した。「素敵な人に出会

うと，自分がその人のようになることを空想する｣，「私

は気持ちが高ぶりやすい｣などの項目は新たに考案した。

当初作成した質問紙の全項目数８５項目のうち，２２項目

が次元の意味を検討するための項目である。質問への回

答はすべて１－５の５件法で求めた。

2.質問紙調査の実施

調査１束京都内の主に文系の大学生女子238名，男

子１１４名を対象に多次元的共感性質間紙（次元の意味を

検討するための項目を含む）を用いた調査を１９９９年１０

月に実施した。

調査２東京都内の公立中学１年男子４４名，女子３６

名,２年男子５７名,女子３９名,３年男子５３名,女子３３名，

計262名を対象に２０００年１１月に，１項目をわかりやす

い表現に変更し，２項目を増やし，次元の意味を検討す

るために入れた項目の大部分を除いた多次元的共感性質

門紙とIRI(Davis,1980,1999；桜井（1988）と明田（1999）

の訳を参考にして筆者が訳したもの)，情動的共感性尺

度（Mehrabian＆Epstein,1972;加藤・高木，1980)，向

社会的行動尺度（菊池，1988;横塚，１９８９；大学生用と

中学生用の項目をまぜて２２項目としたもの）を用いた

調査を実施した。

調査３高校１年男子６２名，女子４１名，２年男子２７

名，女子３４名，３年男子４２名，女子４５名，計２５１名，

大学生男子３０名，女子５５名，計８５名，大学院生男子

２名，女子１０名，計１２名を対象に，多次元的共感性質

間紙（調査２までの結果から，尺度に含めないことが確

定した項目を除いた）とIRI，情動的共感'性尺度の感情

的暖かさ尺度，向社会的行動尺度を用いた調査を２００１

年６－７月に実施した。

なお，高lは大部分が首都圏の県立高校１校の生徒，

Table２調査対象の内訳

６２

２７

４２

１３１

男 女計

1）統計ペッケージはSPSS１０．０Ｊを用いた。

中学生１年生

２年生

３年生

中学生計

０
６
６
２

８
９
８
６２

調査２ ６
９
３
８

３
３
３
０１

４４

５７

５３

１５４

調査１

調査３

高校生１年生

２年生

３年生

高校生計

調査３

1３９

１
４
５
０

４
３
４
２１

431５３１９６２

114

３０

１４４

２

大学生①

大学生③

大学生計

院生

352

８５

４３７

１２

238

５５

２９３

１０調査３

計
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できるようにするため，次のような手順で項目の取捨選

択をおこなった。１）同じ項目群について中学生，高校

生，大学生①の３群で別々に因子分析をおこない，共通

性が０．１５以下となる項目や因子負荷量が０．３５以下とな

る項目，複数の因子の負荷量が同程度になる項目を除外

し，どの群でも同じ因子の負荷量が高くなる項目だけを

残す。２）残った項目について３群で別々に因子分析を

おこなう。３）それぞれの結果を比較し，上記の基準で

項目の取捨選択を決める，という手順である。この手||頂

を繰り返して，項目を選定していった。

Table3はこうして選定した28項目の大学生①の因子

分析結果（因子抽出法：主成分分析；プロマックス回転）

である。調査者全員，男子全員，女子全員でも因子分析

をおこなってみたところ，Table3と同様の結果となり，

男女差はみられなかった。

3.青年期の共感性の因子構造

第１因子は，「困難な状況にある人を見て，相手の困

難を軽減したいと思う」，「苦痛を感じている他者をみ

Table３多jﾘt元共感性質7聯f因i子分折結果

４
９
３
４

０
０
０
０

●
●
●
●

一
一

共感的
関心

個人的
苦 痛

気持ち共通性
の想像

ファン

タジー
項目

誰かを批判するより前に，自分がその立場だったらどう思うか想像する

怒っている人がいたら，どうして怒っているのだろうと想像する

友達の目からは物事がどう見えるのだろうと想像し，理解しようとする

誰かに対し腹が立ったら，しばらくその人の立場に立ってみようとする

この人は不安なのだなというように，人がどう感じているかに敏感なほうだ

困っている人がいたら助けたい

体の不自由な人やお年寄りに何かしてあげたいと思う

心配のあまりパニックにおそわれている人を見るとなんとかしてあげたくなる

落ち込んでいる人がいたら，勇気づけてあげたい

悲しい体験をした人の話を聞くと，つらくなってしまう

他人をいじめている人がいると，腹が立つ

ニュースで災害にあった人などを見ると，同情してしまう

困っている人を見ても，それほどかわいそうと思わない＊

私は身近な人が悲しんでいても，何も感じないことがある＊

いじめられている人を見ると，胸が痛くなる

友達がとても幸せな体験をしたことを知ったら，私までうれしくなる

人から無視されている人のことが心配になる

人が冷たくあしらわれているのを見ると，私は非常に腹が立つ
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急に何かが起こると，どうしていいかわからなくなる

まわりの人が感情的になっていると，どうしていいかわからなくなる

すぐに助けてあげないといけない人を見たら，どうしていいかわからなくなる

泣いている人を見ると，私はどうしていいかわからなくなって困ってしまう

ころんで大けがをした人を見ると，そこから逃げ出したくなる

けがをして痛そうにしている人を見ると，気持ちが悪くなる
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小説を読むとき，登場人物の気持ちになりきってしまう

ドラマや映画を見るとき自分も登場人物になったような気持ちで見ることが多い

本を読むときは，主人公の気持ちを考えながら読む

おもしろい物語や小説を読むと，そのようなことが自分に起こったらどのように感じるか想像する
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て，自分も同じように感じる」といった内容で，共感的

怒り，共感的喜びを示す内容も含まれる。いずれも「他

者の状況や感情体験に対して，自分も同じように感じ，

他者志向の暖かい気持ちをもつ」という意味をもつ。こ

の因子は内容から見て，IRIの共感的関心に対応してい

ると考えられるため，「共感的関心」とした。（寄与率：

20.74％）

第２因子は，「助けを必要としている他者をみたとき

などに，自分が不安になってしまい，他者の状況に対応

した行動をとることができない」という内容である。こ

の内容は，IRIの個人的苦痛の内容と対応している。し

たがって第２因子の名前は「個人的苦痛」とした。（寄

与率：10.04％）

第３因子は，小説を読んだり，ドラマや映画を見たり

したとき，登場人物の気持ちになってしまったり，自分

だったらどういう気持ちになるだろうと想像したりする

という内容で，IRIのファンタジーの内容に対応してい

る。したがって，第３因子の名前は「ファンタジー」と

した。（寄与率：7.95％）

第４因子は，「他者の視点，立場にたって気持ちを想

像する」という内容が主だが，「他者の感情を認知し，

状況を想像する｣，「他者の気持ちや状況を推定する」と

いった内容も含まれる。IRIの視点取得に対応している

と考えられるが，「相手はどういう気持ちだろうかと想

像する」という点が共通なので，「気持ちの想像」と命

名した。（寄与率：6.15％）

′mable3には因子間の相関も示した。共感的関心と気

持ちの想像，ファンタジーとは.３以上，気持ちの想像

とファンタジーとは.２４の相関がある。個人的苦痛とそ

の他の因子との相関は低い｡この因子分析結果をもとに，

共感的関心，ファンタジー，個人的苦痛，気持ちの想像

の４尺度を作成した。尺度の信頼‘性(α）は，共感的関心

が.84,フアンタジーは.81,個人的苦痛は.71,気持ち

の想像は.６８であった。

４.共感性の次元と関連尺度の項目との関係

次元の意味を確かめるために質問紙に含めていた２２

項目に他者の喜びに対する不快を表す２項目と罪悪感の

２項目を加えた２６項目の得点と共感'性４尺度の得点の

関係を検討したところ，共感的関心は内的他者意識，私

的自己意識，他者志向'性を表す項目と正に相関し，とく

に「人の気持ちを理解するように心がけている」（内的

他者意識）との相関が.４７で高い。「自分の感情を素直

に表現できる｣，「気軽に頼ったり頼られたりすることが

できる」といった感情表出や社会的スキルを意味する項

目とも正に相関した。他者の感情に対する不快を意味す

る項目とは負の関係にあり，とくに「落ち込んでいる不

幸な人がいるといらいらする」との相関は－．４４で高かっ

た。

個人的苦痛は，「他者が気になる」内容の項目と正の

相関があり，内的他者意識の項目とは有意な相関がない。

また，「私は気に入らないことがあると，当り散らすよ

うなところがある」という攻撃性を示す項目や他者への

依存欲求を示す項目とは正の相関があるが，肯定的感情

表出や社会的スキルを示す項目とは負に相関した。

ファンタジーは，内的他者意識や公的自己意識，他者

志向性の項目と正の相関があるが,相関の値は高くない。

｢すてきな人に出会うと，自分がその人のようになるこ

とを想像する」とは.３５の相関があった。ファンタジー

得点の高い人は他者志向的な傾向はみられるようである

が，共感的関心が不幸な他者に共感するという特徴をも

つのに対し，どのような他者に共感するかといった点で，

違いがあるのかもしれない。また，感情表出性を表す項

目とも正に相関した。

気持ちの想像は，内的他者意識，私的自己意識の項目

との相関が高く，否定的感情表出を示す項目とは負に相

関した。

なお，「私は絶対に人に負けたくない」や，情動感染

尺度の「怒っている人のそばにいるといらいらする」は

共感性の４尺度と相関していなかった。この関連尺度の

項目との関係についての検討は尺度の１，２項目のみを

用いた検討であり，構成概念的妥当性検討や次元の意味

検討のために十分な検討とはいえないが，これによって

次元の意味はより明確となったと考える。

Ⅱ､青年期用多次元的共感性尺度の妥当性の検討

1.項目分析

新たに作成した青年期用多次元的共感性尺度はファン

タジー項目が数が少なく，また，小説や本の登場人物へ

の感情移入を意味する項目に偏っていると考え，中学生

対象の調査２以降，「テレビゲームの主人公になりきる

のが好きだ」と「テレビや映画を見た後には，自分が登

場人物の１人のように感じる」の２項目を増やした。こ

の２項目を増やした３０項目の多次元的共感性尺度の中

学生，高校生，大学生③，院生の調査結果（調査２と調

査３の結果）を全部まとめて因子分析をおこなった（主

成分分析，プロマックス回転）ところ，ファンタジー

因子の負荷量が高い項目が６項目になり，第２因子が

ファンタジー，第３因子が個人的苦痛となったほかは，

'nable3とほぼ同様の結果となった。すなわち，「他者の

状況や感情体験に対して，自分も同じように感じ，他者

志向の暖かい気持ちをもつ」という内容の共感的関心，

｢小説や映画などに登場する架空の他者に感情移入する」

という内容のファンタジー，「他者の苦痛に対して，自

分が不安になってしまい，他者の状況に対応した行動を

とることができない」という内容の個人的苦痛，「他者

の気持ちや状況を想像する」という内容の気持ちの想像
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の４次元からなる構造となった。４因子の寄与率はそれ

ぞれ21.72％，8.88％，8.14％，5.15％で，累積寄与率は

43.91％である。

この因子分析結果に基づき，共感的関心（１３項目)，

ファンタジー（６項目)，個人的苦痛（６項目)，気持ち

の想像（５項目）の４尺度を作成した。各尺度のα係数

は共感的関心が.86,ファンタジーが.82,個人的苦痛が

、69,気持ちの想像が.６３であった。

こうして作成された青年期用多次元的共感'性尺度の３０

項目について，下位尺度別に項目分析をおこなった。ＧＰ

分析では，各尺度のすべての項目で，下位群と上位群の

平均値の差は0.1％水準で有意であり，部分全体相関は共

感的関心が.３８～､85,ファンタジーが.３７～､71,個人的

苦痛が.３０～､51,気持ちの想像が.２８～､５０であった。

また，この３０項目について中学生のみ，高校生のみ

を対象にして因子分析をおこなっても中学生・高校生・

大学生③．院生こみの結果と同様の因子構造が得られた。

大学生③は同じ因子構造とならなかったが，α係数の値

は，共感的関心が.80,ファンタジーが.76,個人的苦痛

が.79,気持ちの想像が.６３であり，気持ちの想像がや

や低いが,概ね満足すべきものとなった。このことから，

この３０項目の青年期用多次元的共感性尺度は，青年期

前期・中期・後期を通し利用可能であると考えられる。

最終的に選定した３０項目のうち，IRIの項目が１１項

目，出口・斎藤（1990,1991）の尺度項目が２項目，津

田･斎藤（1995,1996）の尺度項目が２項目,首藤（1990）

の尺度項目が３項目で，Eysencketal.（1985）の尺度項

目が１項目含まれ，１１項目が新たに考案した項目とい

うことになった。

２.既存の共感性尺度，向社会的行動尺度との関係

中学生のみ検討した情動共感性尺度の感情的冷淡さと

感情的被影響性と共感性下位尺度との関係は，感情的冷

淡さと個人的苦痛が正（､27)，共感的関心が負に相関し

(-.31)，ファンタジーと気持ちの想像との相関はみられ

なかった。感情的被影響性は，共感的関心（､29)，ファ

ンタジー（､21)，個人的苦痛（､40）と正に相関し，個人

的苦痛との相関が最も高いが，個人的苦痛より広い意味

をもつことが示唆された。しかし，この２つの尺度はα

係数が.５８と.４６と高い値でなかった。また，本研究で

は感情的冷淡さ尺度に含まれる「他者の感情に対応しな

い感情的反応」を意味する項目を尺度のなかに含めるこ

とをやめたため，この２尺度は高校生・大学生③．院生

対象の調査では用いなかった。

中学生・高校生・大学生③．院生で検討した青年期用

多次元的共感性下位尺度とIRIの共感的関心，ファンタ

ジー，個人的苦痛，視点取得尺度，‘情動的共感性尺度の

感情的暖かさ尺度，向社会的行動尺度との相関を'E1ble

４に示した。共感的関心はIRIの共感的関心と.76,情

動的共感性尺度の感情的暖かさと.７９の高い相関があ

り，ファンタジーはIRIのファンタジーと.87,個人的

苦痛はIRIの個人的苦痛と.74,気持ちの想像はIRIの

視点取得と.７４の高い相関があった。感情的暖かさは

ファンタジー（､39)，気持ちの想像（､41）とも正の相関

があった。

本研究で作成した下位尺度が，対応するIRIの下位尺

度と高い相関をもつのは，もともと構成概念が共通して

おり，項目自体も共有しているものがあるので，当然の

結果ともいえるが，尺度の収束的妥当性はこれによりあ

る程度示されたと考えられる。感情的暖かさ尺度は，含

まれる項目の内容から共感的関心とファンタジーの２つ

の次元との関係が深いと予想したが，共感的関心次元と

の関係が強く，気持ちの想像とも相関がみられた。

本研究の検討から，共感的関心には「他者の苦痛を

軽減したい，不幸な他者に対して何かしてあげたい」と

いう内容が含まれており，個人的苦痛には「他者の苦痛

をみると，自分が不安になってしまって他者を助けるよ

うな行動がとれない」という内容が含まれていること，

ファンタジーと気持ちの想像には他者志向的内容が共感

的関心とはやや意味合いが異なるものの含まれることが

明らかになった。これまでの先行研究においても，共感

的関心と向社会的行動は正に相関する結果となっている

(登張，2000)。したがって，向社会的行動尺度と多次

元的共感性下位尺度との関係は，共感的関心との相関が

最も高く，ファンタジー，気持ちの想像とも正の相関が

あるが，個人的苦痛とは相関がないことが予想された。

'Elble4でみるとおり，向社会的行動と共感的関心は.５

以上，ファンタジー，気持ちの想像とは.３以上の相関

があり，個人的苦痛とは相関がなく，予想通りの関係が

示されたといえる。

Table4共感性，向杜会的行動尺度得点間の栢関

仲学生・高校生・大学生③．院生こみノ

1.00

共感的
関心

個人的
苦痛

気持ち
の想像

フ ア ン
タジー

､76*＊＊

､33**＊

､１７*＊

､32**＊

､79*＊＊

共感的関心

ファンタジー

個人的苦痛

気持ちの想像

1.00

.34**＊

・10＊

､41**＊
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Figure2ファンタジー
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’＜､05)。

ファンタジーは，男子は中学生，高校生，大学生と

徐々に高くなり，女子は高校生で下がるが，大学生で高

くなる(’＜､05)。女子が男子より高く，学校段階の効果，

’性の効果とも有意である（Figure2）。

個人的苦痛は,男子は中学生より高校生が高く(ｐ＜､05)，

高校生より大学生が低くゆく.05),(Figure3)院生

はさらに低い。学年別でみると，中３より高１が高い

(’＜,05,'mable5)。女子は中学生,高校生,大学生と徐々

に高くなり（有意差はない)，学校段階×性の交互作用

がある。高校１年生以外は女子が男子より高い(，＜,05)。

気持ちの想像は，男子は中学生，高校生，大学生と

徐々 に高くなる（中く大，’＜､001，高く大，’＜､01,

Figure4)。学年別でみると，中３，高lがやや高く，
高２でやや下がって大学生で上がり（高３＜大学生①，

’＜､05),院生でさらに高くなる。女子は中３が最も高く，
高校生で下がり，大学生③と院生が高い。女子が男子よ

り高いが，大学生では差は見られず，学校段階の効果，

性の効果，学校段階×'性の交互作用ともに有意である。

これまでの結果を先行研究の結果と比較すると,加藤・

高木（1980）の研究では，中学生，高校生，大学生と

進むにつれて，感情的被影響性（個人的苦痛との相関が

高い）が徐々に高くなる傾向が見出されているが，本研

究では中学生から高校生にかけて男子の個人的苦痛が高

くなった。また，出口・斎藤（1991）の研究では，中学

生から大学生までの時期に，認知的な共感性は高くなり

Ⅲ、共感性の発達

１．次元ごとの発達的変化

これまでの検討から，本研究で作成した青年期用多次

元的共感’性尺度は青年期前期・中期・後期を通して同じ

意味内容で検討できる尺度であることが示された。そこ

で，４つの下位尺度の平均得点（下位尺度の項目数が異

なるので，合計得点では比較しにくいため）を用いて，

各次元についての発達的変化を検討した。

中学生，高校生，大学生（①と③）をまとめた共感性

各下位尺度の学校段階×性の２要因分散分析および，男

女別の１要因（学校段階）分散分析に基づいた多重比較

をおこなった。Figurel～４には男女別学校段階別の４

尺度の平均値,'mable5には,共感性下位尺度の学校段階・

学年別･'性別平均値(標準偏差）と男女別の１要因(学年）

の分散分析結果に基づいた多重比較の結果を示した。な

お，本研究では院生は人数が少ないなど，人数に偏りが

あることが多重比較の結果に影響を及ぼしていると考え

られる。この点については，今後検討が必要である。

共感的関心は中学生，高校生，大学生で比較すると，

男子は徐々に高くなるのに対し（中く大，力＜､01)，女

子は徐々に減少する傾向がみられ（有意差はない)，学

校段階×’性の交互作用がある（Figurel)。学年別でみ

ると（'mable5)，すべての群で女子が男子より高い。男

子は中１から高１までは徐々に高くなるが，高２，高

３と下がる。大学生と院生は高い。女子は中学３年生

が最も高く，高３が最も低かった（中３＞高３，大①；
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中学生高校生大学生

Figurel共感的関心
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Figure4気持ちの想像
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３．４６

(､62）

４．１３

(､46）

２．８８

(､94）

３．３０

(､86）

2.77

(､64）

2.92

(､52）

3.23

(､69）

3.56

(､63）
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Table5共感性下位/で度の学Zr段階．学年別．性別ＩＦ均値(標j誉偏差ノ

３．３８

(､46）

３．９１

(､59）

2.87

(､81）

3.18

(､91）

2.91

(､62）

3.03

(､71）

2.96

(､65）

3.16

(､77）

中学生 高校生 大学生院生多重比較

3.31

(､67）

3.74

(､57）

2.94

(､80）

3.07

(､89）

2.94

(､69）

3.08

(､60）

3.00

(､55）

3.21

(､69）

1年

４４

３６

2年

５７

３９

3年

５３

３３

年
囲
い

１ 2年

２７

３４

①一般

１１４

２３８

３年

４２

４５

③心理

３０

５５

男女別にTukey法を

用いて比較した

心理

２

１０

N(男）

N(女）

ファンタジー男

共感的関心男 3.29

(､63）

3.91

(､52）

2.81

(､84）

3.20

(､87）

2.90

(､73）

2.99

(､69）

2.91

(､68）

3.27

(､60）

３．３４

（､66）

３．７９

（､45）

２．８４

(1.06）

３．３７

(､90）

２．８２

(､65）

３．１０

(､66）

２．９４

(､56）

３．２１

(､56）

144

３．５９

(､71）

3.99

(.45）

3.03

(､95）

2.96

(.92）

3.18

(､65）

3.01

(.70）

3.23

(､71）

3.24

(､85）

個人的苦痛男

男中１＜大①＊

＊

ｒ
①

高
大

く
ン

○
Ｊ
１
上

｛
｝
‐
一
局

男
女

3.65

(､55）

3.82

(､52）

３．４７

(､53）

３．８７

(､41）

３．１２

(､69）

３．４８

(､77）

2.83

(､60）

３．１１

(､72）

3.48

(､72）

3.53

(､51）

４．００

(､00）

３．８２

(､54）

３．５８

(､12）

3.33

(､79）

2.08

(､83）

2.65

(､67）

3.90

(､１４）

3.98

(､54）

女 女中3＞高3＊

中3＞大①＊

男

気持ちの想像男

女 女

男中1,中2＜大①,大③＊

高3＜大①＊

女中2,高l’高2,高３，

大①＜院生＊

女

2.84

(､68）

3.09

(､64）

3.40

(､72）

3.30

(､66）

女

感情的な共感性は低くなる傾向が見出されているが，本

研究では，高校生から大学生にかけて，男子は認知的な

気持ちの想像が高くなり町感情的共感性の一つである個

人的苦痛が低くなり，女子はファンタジー（認知的共感

性の一つとされることもある）が高くなった。Davis＆

Franzoi（1991）の高校生を対象とした縦断研究では，男

女ともに年齢が上がるにつれて共感的関心と視点取得が

高くなり個人的苦痛が減る結果が示されている。本研究

では，男子では高校生から大学生にかけて，そのような

変化がみられたが，女子にはそのような変化はみられな

かった。

2.中学生から高校生への変化と高校生から大学生への変化

Table6には，学校段階別，′性別の多次元的共感'性４

下位尺度間の相関を示した。下位尺度間の相関に発達的

変化がみられるかどうかを検討したところ，どの群でも

共感的関心と気持ちの想像は正に相関したが，その他の

相関には違いがみられた。男子の場合は，個人的苦痛

は，中学生男子では他の共感性３尺度との相関が有意で

ないのに対し，高校生男子の場合は共感性３尺度のすべ

てと正に相関し，大学生男子の場合は気持ちの想像と負

に相関していた。個人的苦痛と気持ちの想像との相関の

差は中学生と高校生，高校生と大学生の間で有意である

いく.01)。個人的苦痛と共感的関心は，中学生と大学生

注.ファンタジー尺度得点のみ大学生①のデータがない。

＊*’＜､０１＊’＜､0５

の場合は相関が有意でなく，高校生では正に相関し，中

学生と高校生，高校生と大学生の相関の差はそれぞれ

5％水準と１％水準で有意であった。

一方，女子の場合は，個人的苦痛と気持ちの想像はど

の学校段階でも有意な相関がない。個人的苦痛と共感的

関心は中学生と高校生では有意な相関がないのに対し，

大学生では正の相関があり，中学生と大学生，高校生と

大学生の相関の差はともに５％水準で有意であった。ま

た，共感的関心とファンタジーも中学生と高校生では有

意な相関がなく，大学生では正の相関があった（'Elble6；

大学生のファンタジー得点は同じ条件で検定することが

できないので，差の検定はおこなっていない)。

共感性の４尺度間の相関には，学校段階×性の４群で

上記のような違いがみられた。因子間の相関についても

検討したところ，尺度間の相関と類似した結果であり，

群間に違いがみられた。このような違いが何を意味する

かについて,男子の場合の学校段階別違いに焦点を当て，

検討した。

男女ともにどの学校段階でも共感的関心と気持ちの想

像は正に相関する。上記の結果から，この２得点が高い

人々のなかで個人的苦痛が高い人と低い人の比率は，男

子では中学生では同率であり，高校生では個人的苦痛が

高い人が多く，大学生では個人的苦痛が低い人が多いこ
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かつたりく.05)。しかし，男子でも気持ちの想像が低

い群や女子の場合は，そういった学校段階による個人的

苦痛高低群の比率の違いはみられなかった。

上記の結果から，中学生から高校生にかけて，個人的

苦痛高群の比率が高くなったのは，気持ちの想像と共感

的関心がともに高い群であることがわかった。また，こ

の群で個人的苦痛が高かった男子の学年を確認してみた

ところ，高lが多かった。本研究の調査対象の高校生は

大部分が公立高校の生徒であり，高１は環境や対人関係

の変化を体験したばかりであると考えられる。そのよう

なことも個人的苦痛が高かったことの要因となっている

のかもしれない。しかし，個人的苦痛高群の得点は３．０

～４．８３であるので，高群でも高得点とはいえない人も

いる。したがって，「個人的苦痛（他者の感情や状況を

見たときに起こる自分のなかの不安や動揺）を感じた

人」と言い換えたほうがいいのかもしれない。共感的関

心と気持ちの想像得点が高い人は,感情的反応‘性が高く，

他者志向的であり，自己や他者の内面への関心が高いこ

とが共感性次元と関連変数との相関から示唆される。そ

のような特徴をもった男子が個人的苦痛を感じるように

なったとすると，それは，他者や自己の内面に注意が向

いていたことを示すととともに，それによってより深い

自己理解と他者理解，中学生のときよりも深い仲間との

つながりがもたらされることもありうると考えられる。

高校生から大学生にかけては，男子の気持ちの想像高

群に個人的苦痛が低い人の比率が高くなるという変化が

みられた。この時期には対人関係のなかで，個人的苦痛

をコントロールして他者の気持ちに目を向けたり，他者

の気持ちを配慮して，自分の感情をコントロールしたり

することができるようになる人がいるのであろう。これ

は女子にも起こりうる変化であるが，この時期に身につ

けるのは男子が多いのかもしれない。

Table６学校段階別・性別共感性下位尺度得点間の相開

注．各学校段階の表で，右上が男子，左下が女子の相関

ａ:Table３に基づいて作成された４項目のファンタジー尺度の得点

６項目のファンタジー尺度の得点との相関は.９５

（中学生・高校生・大学生③.院生こみのデータ）

＊**りく.001＊*，＜､０１＊力＜､0５

個人的
苦痛

気持ち
の想像

共感的
関心

フアン

タジー

Table７男女別学年別気持ちの想像・共感的衡心・個人的苦痛高低群の人数分布と
比率の差の横定

とが予測できる。そこで，共感的関心と気持ちの想像が

いずれも高い群における個人的苦痛高群と低群の人数の

比較を学校段階別におこなった（'I1able7；どの得点も調

査対象者全員の中央値で高群と低群を分けた。気持ちの

想像高・共感的関心低群についての結果も示した)。す

ると予測通り，中学生は個人的苦痛高群と低群が９名と

10名とほとんど差がないのに対し,高校生は高群(17名）

が低群（３名）より多く，大学生は高群（１８名）より

低群（２８名）が多いというように，学校段階によって

違いがみられた（カイニ乗検定，，＜､01)。中学生と高

校生の比率の差も高校生と大学生の比率の差も有意で

あったいく.01)。気持ちの想像高･共感的関心低群でも，

高校生では個人的苦痛高群が多く，大学生では低群が多

共感的関心

ファンタジー

個人的苦痛

気持ちの想像

生学
男
、
女

中

Dｆ

Jｔ

４０本本木．１８

気持ちの想像高・共感的関心高群気持ちの想像高・共感的関心低群

０
６
５

２
１
４

生校
男
、
女

一
局 共感的関心

ファンタジー

個人的苦痛

気持ちの想像

０ ８

PeasonのＸ２

（自由度）
個 人的個人的
苦痛高群苦痛低群

共感的関心

ファンタジーａ

個人的苦痛

気持ちの想像

生学
男
、
女

大

J４

青年期の共感性の発達

中学生と高校生

1.32（１）

高校生と大学生

5.03*(1)

生
生
生

女
学
校
学

中
高
大

２
２
２

２
２
６

注．＊*β＜､０１＊，＜､0５

３
９
８
１

４
６
３２

中学生と高校生

6.79**（１）

高校生と大学生

7.69**(1)

個人的個人的
苦痛高群苦痛低群

男

中学生

高校生

大学生

３
４
２

１
１
１

PeasonのＸ２

（自由度）

中学生と高校生

､２１(1)

高校生と大学生

、７９(1)

６
９
６

１

２

中学生と高校生

､６５(1)

高校生と大学生

2.20(1)

９
７
８
１
１

０
３
８

１
２
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全体的考察と今後の課題

青年期前期・中期・後期の共感'性の発達を多次元的に

検討するため，既存の複数の共感性尺度をもとに，新た

な項目も加えて，４つの下位尺度からなる新たな青年期

用多次元的共感性尺度を作成した。共感的関心尺度は，

IRIの同名の尺度同様,｢他者の不運な感情体験に対して，

かわいそう,心配するなど他者に向かう（他者志向的な）

感情的反応が起こる傾向」を示す内容であるが，IRIの

共感的関心尺度が「他者志向的感情的反応をしない」と

いう否定の表現の項目が多いのに対し，「他者志向的な

感情的反応をする」という次元の意味をより明確に表す

尺度になったのではないかと思われる。α係数の値も，

IRIの共感的関心尺度より高かった。個人的苦痛尺度は

｢他者の苦痛に対して，苦痛や不安など，自分中心の（他

者志向的ではない）感情的反応が起こる傾向」を示す尺

度であるが，児童用の尺度に含まれていた項目も含み，

中学生以下でもわかりやすい内容とした。ファンタジー

と気持ちの想像は，共感がどのように起こるかという共

感喚起のプロセスを示す次元なのではないかと考えた。

それぞれ，「言語や映像によって媒介されて共感が起こ

る｣，「他者の気持ちや状況を想像することによって共感

が起こる」と言いかえられるかもしれないが，この二つ

の尺度によって共感が起こるプロセスが十分に示された

とはいえない。共感が起こるプロセスを示すような項目

を今後ふやすことができれば，別の次元，別の尺度を検

討することができるかもしれない。本研究ではそこまで

の検討はできなかった。これは今後の課題である。

本研究で作成した青年期用多次元的共感性尺度は，認

知的な項目を増やすなど，改善することができるし，妥

当性の検討もさらに必要と考えられる。しかし，既存の

共感性尺度や向社会的行動尺度との間に予測される関係

がみられること，項目分析の結果や信頼性の面でも問題

がないこと，青年前期・中期・後期を通して同じ意味内

容で検討できる尺度であることが確認された。本研究で

は，この尺度を用いて青年前期・中期・後期の共感性の

発達を多次元的に検討した。それによると,男子の場合，

どの得点も中学生のときには女子より低いが，共感的関

心と気持ちの想像が高い男子の場合，中学生から高校生

にかけては，個人的苦痛を感じる人の比率が高くなると

いう変化，気持ちの想像が高い男子の場合は高校生から

大学生にかけては，個人的苦痛が低い人が増えるという

変化がみられた｡中学生から高校生にかけての変化には，

対人関係の変化と他者や自己の内面に対する意識や認知

が高まること，高校生から大学生にかけての変化には感

情制御や対人スキルの能力が高まることがかかわってい

ると考えられる。そのような変化にともない，男子の共

感的関心と気持ちの想像の得点は高校生，大学生と高く

なり，個人的苦痛は減少した。

一方，女子は中学生ではどの次元の得点も男子より高

く，とくに中３の女子は共感的関心や気持ちの想像が高

かったが，その後はどちらかというと下降ぎみで，大学

生でファンタジーが高くなるほかは得点変化は少なく，

大学生でも気持ちの想像が高くなることや個人的苦痛が

減ることはなかった。

同じ年齢層でもサンプルによって違いが見られる可能

性もある。男子の場合も，女子の場合も，実際にどのよ

うな変化が起こり，それがどのような要因によって起こ

るのかについては，実際にどのような共感が起こるかを

検討する，共感性の次元の発達にかかわりがあると考え

られる変数との関係を検討するなど，今後，さまざまな

角度から，実証的に検討していくことが必要であるとい

える。
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青年期自閉症者における鏡像自己認知：健常幼児との比較を通して

赤木和重
(神戸大学大学院総合人間科学研究科）

本研究の目的は，青年期自閉症者における鏡像認知の特徴を明らかにすることである。特に，(1)マー

クが添付された自己像を認識しても自発的にはマークに触らない自閉症者がいるかどうか，(2)マークが

添付された自己像を認識した時点で，他者にどのようにこの事態を伝達するかについて明らかにするこ

とを目的とした。知的障害者通所授産施設に在籍する青年期自閉症者３５名を対象に，表象機能の発達水

準が類似した健常幼児５１名と比較した。マークを触るのを引き出すような誘導条件を設定し，マーク課

題を行った。その結果，(1)自発的にはマークを触らないが，他者からの働きかけに応じて自己像のマー

クを触る者が健常児よりも青年期自閉症者に多く見られること。しかも特に一定の発達的特徴をもつ者

にみられやすいこと，(2)青年期自閉症者も健常児と同様に，マークのついた自己像を見てとまどいを示

す反応をみせるが，そのとまどいを他者に伝達する行動を示しにくいこと，が明らかになった。以上の

結果は，生活年齢を重ねた青年期自閉症者の自己認識の特徴や自閉症のコミュニケーションの特徴との

関連で考察された。

【キー・ワード】鏡像自己認知，青年期自閉症者，健常幼児，自発性，伝達意図

問題と目的

本研究は，青年期自閉症者における鏡像自己認知

(mirrorselfrecognition）の特徴を明らかにすることを目

的とするものである。

自閉症における自己発達の障害はKanner（1943）の記

述に見られるように臨床的には以前から指摘されてき

た。それは例えば人称代名詞の反転などに典型的に示さ

れる。その一方で，実証的な研究はそれほどなされてい

ないのが現状である。しかし，現在の「心の理論」欠

損仮説に関する研究が進めているいわゆる他者理解の問

題は，その前提となっている「自一他」理解の枠組みで

とらえなければならないことも指摘されており（子安・

木下，1997)，「心の理論」研究を深めていくうえでも，

Frith＆Happ6（1999）が指摘するように自閉症における

自己の発達や障害を検討していく必要があると思われる。

このような必要,性から，自閉症における自己概念や自

己意識を検討した研究としては，Ｌｅｅ＆Hobson（1998）

や十一･神尾（2001）が挙げられる。しかしこれらの研

究はいずれも話し言葉でのやりとりが可能で，自己の心

的状態を言語化できる知的に高い，もしくは知的に遅れ

のない自閉症児者を対象としており，話し言葉を十分に

使用できない，もしくは話し言葉を持たない自閉症児者

に関しては対象外となっている。

それに対し，話し言葉をもたない自閉症児者の自己認

知を探る尺度として挙げられるのが,マーク課題である。

マーク課題は，Gallup（1970）が霊長類に対して初めて

実施して以来，乳幼児，障害児に対しても多く実施され

てきた。具体的には，被験者が鏡を見ていないところで

鼻など被験者が直接見ることができない部分にルージュ

などを塗布し，その後鏡を見せ自己像をてがかりに自己

の鼻を触ることができるかをみる課題である。鏡にうつ

る像が他ならぬ自己像とわかるからこそ，鼻にマークが

ついている異変に気づき触ることができるという論理に

基づいており，話し言葉を持たない被験者の視覚的自己

認知を測る指標として長い間用いられてきた')。健常児

の場合，１歳半を越えるとマーク課題において視覚的自

己認知を示しはじめ，２歳ころにほぼマーク課題を通過

することが明らかにされている（Lewis＆Brooks-Gunn，

1979;Zazzo,1993/1999)。

このマーク課題は自閉症児に対しても行われている。具

体的な研究としては，別府（2000)，Dawson＆McKissick

(1984)，Ferrari＆Matthews（1983)，Ｎｅｗｍａｎ＆Ｈｉｌｌ

(1978)，Spiker＆Ricks（1984）が挙げられる。これらの

先行研究の結果は大きくは次の２つにまとめられる。

１つは，自閉症児においても発達年齢があがるにつれ

視覚的自己認知を示す，すなわちマーク課題を通過する

ということである。この結果については各先行研究とも

一致している。例えば，別府（2000）は生活年齢平均

５歳８カ月の自閉症児１８名に対してマーク課題を行い，

1）ただし，このマーク課題は最近になって，４歳程度の話し言葉を

有する幼児においても，ビデオ映像を遅延させるという手法をと

るなどして自己認知を測定するなどの研究が行われている(木下，

2001;Povinelli,Landou,＆Perilloux,1996)。
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が１歳１０カ月を境にして通過児（１０名）と不通過児（８

名）の分布に有意な差がみられたことを示した。また，

Rrrari＆Matthews（1983）は生活年齢平均７歳９カ月の

自閉症児１５名に対してマーク課題を実施し，マーク課

題を通過した８名の自閉症児の発達年齢が，平均３８カ

月であったのに対し,不通過児７名は平均２２カ月であっ

たことを明らかにしている。以上のことから，マーク課

題の通過そのものに関しては障害特徴よりも発達年齢と

いう要因が影響していることが示唆される。

２つは，マーク課題を通過した際の反応が健常児やダ

ウン症児と異なるという結果である。従来は，マーク課

題を通過した際，自閉症児は，困惑（embarrassment）

や恥ずかしがる（coyness）といった自己を意識した行動

がみられず，中性的（neutral）な情動反応を示すと指摘

されてきた（Dawson＆McKissick,1984;Newｍａｎ＆Hill，

1978;Spiker＆Ricks,1984)。そしてこれらの結果から，

視覚的に自己を認知できるためにマーク課題には通過す

るが，鼻の上にマークがついているという普段とは異な

る自己像には関心を示さないという解釈がなされている

(Hobson,1993/2000)。しかし，別府(2000）は，これら

の先行研究の結果に疑義を提出した。具体的には，自閉

症児の鏡像自己認知成立時の反応は一見中性的にみえる

が，詳細にビデオ分析を行うなら，とまどい（confUsion）

反応がみられることを明らかにした。ここで言われると

まどい反応とは，マークのついた自己像をみて，笑顔消

失，エコラリア消失，鏡回避行動などの行動がみられる

ことである。この別府（2000）の指摘は自閉症児にお

いても，普段とは異なる自己像に関心を示していること

を示唆している。しかし，一方で，このような自閉症児

のとまどい反応は健常児と質的に異なることも明らかに

された。すなわち健常児であれば，他者に視線を一旦合

わせて困惑や恥ずかしがるなど他者からみた自分を意識

するがゆえの自己意識的行動・情動が見られる（Lewis，

Sullivan,Stangen＆Weiss,1989）が，自閉症児の場合は

自らのとまどいを視線をあげて他者に伝えようとする行

動がほとんどなかったのである。このことから，別府

(2000）は，自閉症児にみられるとまどい反応は，健常

児であれば自己を意識しない情動である警戒(wariness）

に近い反応であるとし，このような自己像をみた際の自

閉症児の特異な反応の根底には，自らのとまどいを共有

できる存在としての他者の心的理解の障害があるのでは

ないかとしている。具体的には'Ibmasello(1995)のいう，

健常児であれば１歳頃からみられるような，他者を意図

的行為者（intentionalagent）として認識することに自閉

症特有の困難さがあるのではないかと考察している。

以上の自閉症児の鏡像自己認知に関する先行研究の２

つの結果をまとめるなら，自閉症児においても視覚的自

己像を同定することは可能であるが，そのマークがつい

た自己像に対する反応が健常児とは質的に異なる側面が

あるということである。そして，このような自閉症特有

のマーク課題に示される視覚的自己認知の特徴を，他者

理解の障害の現われとする別府(2000）の仮説は検討に

値する。

しかし，自らのとまどいを他者に伝達するという行

動は，単に他者理解の困難さだけによるものではない

と思われる。すなわち，ある一定の他者理解を示し

つつも，自発的に他者に伝達しようとしない伝達意図

(communicativeintent）の困難さとしても考えられるか

らである。例えば，別府（2001a）は，自閉症児の事例

研究を行う中で，情動や意図などの独立した心的世界を

有する主体として他者を理解しつつも，自らの意図や'情

動を伝える困難さを持つ時期がみられたことを報告して

いる。また,Kasari,Sigman,Baumgartn“＆Stipek(1993）

は，生活年齢が平均４２カ月，精神年齢が平均２３カ月の

自閉症児がパズル課題が完成した時に，快の‘情動を示し

つつも，それを他者に伝達する行動がないことに注目し

ている。Kasarietal.（1993）は，これらの結果について，

自閉症児にも達成感情（masteryfeeling）はあるけれど

も，その感情を他者に示したり共有しようとする誇り

(pride）が欠けているのではないかと指摘している。す

なわち，自発的に快の情動を共感しようとしない部分に

障害があるとしている。

このように考えるなら，自閉症児が自らのとまどいを

感じつつも他者に伝達する行動をとらないのは，自発的

に他者に感情を伝えるという伝達意図の弱さや独特さに

あるとも仮説を立てることもできる。しかし，先行研究

では，別府（2000）が他者に向けられる視線の有無に関

して検討しているのみで，視線以外の身振りや，発声，

発話などで，自己像にマークが添付されている事態につ

いて他者に対し，どのようにとまどいを伝えようとして

いるのかについては検討されていない。そこで，本研究

の第１の目的として，自閉症児がとまどいを感じている

か否かについて，別府（2000）と同様の結果が得られる

かどうかを検討する。そしてその上で，そのとまどいを

どのように他者に伝達するか，もしくは伝達しないのか

を検討する。

次に本研究で第２に検討するのは，従来のマーク課

題の測定方法に対する妥当性である。従来，マーク課題

は，「マークに気づけば触る」ことを自明の前提として

きた。すなわち，マークに気づくという認知と，マーク

に触るという行動との間では派離がないと考えられてき

たのである。しかし，加藤・丸野（1984）は，エピソー

ド的ではあるが，以下に示す事実を提出することで，こ

のような考えに反論を行っている。それは，健常児に対

し縦断的にマーク課題を実施するなかで，鼻上や他の部
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位にマーク（例えば口紅）が付いていることに気づいて

いたとしても必ずしもそれを取ったり触れたりしようと

はしないという被験児がいるという事実である。具体的

には，マークのついた自己像をみて「イヤ」といったま

ま実験者に抱きつくなどの行動がみられたという。この

ように，マークを触る行動のみで視覚的自己認知の有無

を測定することへの疑問がだされている。しかし加藤・

丸野（1984）が報告した幼児の行動はエピソード的に報

告されているのみであり，実際にはどのような頻度・内

容でみられているのかは明らかになっていない。

また，このような「マークに気づいても触らない」反

応は健常児だけでなく，自閉症児においても検討されて

いない。しかし，自閉症はコミュニケーション様式が独

特であり，自己の心的状態の表現が明示的でないと指摘

されており（Wetherby｝1986;杉山，1998)，このような

反応を示す自閉症者がいないかどうか検討することは必

要であると思われる。

しかし，今までの測定方法では，このような「マーク

に気づいても触らない」者がいるかどうかを取り出すこ

とは容易ではない。そのため，本研究では，マークを自

発的に触らない場合，マークを触るのを喚起するような

以下に挙げる３つの条件を新たに実施する。そのうえで，

自己像のマークの存在を認知しても自発的には触らない

健常児および自閉症者の存在を明らかにすることを第２

の目的とする。

３つの条件とは以下の通りである。１つは，「どうし

たの？」という声かけを加える設定である。これは，幼

児期初期の健常児の場合，このような声かけが新たな要

求表現を生起･変化させることがあるという木下（1987）

の指摘を参考に設定した。２つは，触ることを指示する

ことなしに濡れタオルを渡すという条件である。これは

加藤・丸野（1984）を参考に設定した。３つは，実験者

が直接被験者の鼻を指摘するという条件である。これは

別府（2000）を参考に設定した。これらの３条件を，被

験者が自発的に触るのを誘導するという意味で誘導条件

と以下呼ぶこととする。

以上より，本研究で述べた２つの目的をまとめると，

鏡像自己認知成立のために必要な能力を明らかにするの

ではなく，鏡像自己認知が成立した際の反応を明らかに

することであるといえよう。

なお，本研究では対象者を青年期自閉症者とする。そ

れは，本研究の目的が，青年期自閉症者の自己認知の問

題を明らかにするうえで，有効な視点となりうると考え

られたからである。青年期の自閉症者においては，幼児

期に顕著にみられた多動傾向がおさまり，代わって自発

的に行動を起こさなくなるという寡動・指示待ちという

問題行動や，青年期になって他傷行為を頻発させるなど

の「青年期パニック」という問題行動が起こりやすいこ

とが実態調査から報告されている（小林・村田，1990)。

このような青年期に始まる新たな問題行動の発生契機に

は様々な要l犬|が考えられるが，その１つとして，生活年

齢の上昇に伴い，他者からみられる自身に対する意識や

Ｒ意識のあり方が変化することがあげられている（窪島，

1993；黒田・別府，1998)。そうであるならば，本研究

の目的である鏡像自己認知が成立する際の反応を青年期

の自閉症者において検討することは，彼らの自己認知の

ありようを検討するうえで意義のあるものと思われる。

方法

被験者本研究では対照群として健常児を対象とした。

理由は以下の通りである。それは，従来のマーク課題の

手続きに加え新しい条件を設定したが，その条件が自閉

症者にのみ影響を与えるのかどうかを比較するためであ

る。また，自閉症者にみられる反応がケ発達の遅れの程

度によってどのような影響を受けるのかについても検討

するために発達年齢２歳以上の自閉症者も対象とした。

健常児：Ｋ市内の２カ所の保育園に通う健常児５１名

(男児３２名，女児１９名)。生活年齢は１；０（１歳０カ

月の略。以下同様)～３；１である。

青年期自閉症者：Ｓ市内の２カ所の知的障害者通所授

産施設に在籍している障害者のうち，青年期自閉症者

３５名（男性２８名，女性７名)。自閉症の診断を満たす

かどうかについて，以下の２つの基準を用いた。１点目

として，幼児期に自閉症の診断が出されているなど生育

歴の詳細が分かっている者については，その生育歴によ

る判断を行った。２点目として，生育歴が不明の場合，

筆者がＤＳＭ－ＩＶの自閉症の診断基準を満たす者を自閉

症者として判定した。生活年齢は１８；０～３４；５で平均

２４；５であった。新版Ｋ式発達検査の言語・社会領域の

発達年齢が０；１１～７；５（平均３；１１)，認知・適応領

域が０；１１～１０；１０（平均２；７）であった。なお，筆

者は本研究で対象とした自閉症者の在籍する知的障害者

通所授産施設において，非常勤の発達相談員として従事

している。

キー項目による比較なお，本研究では，発達年齢や

発達指数などによる比較ではなく，表象機能の発達の指

標となる項目を参考に群分けを行い，その上で比較を行

う。具体的には応答の指さしの産出の有無，および大小

比較課題における正答の有無の２つを基準に群分けを

行った。

表象機能の発達レベルによって比較した理由は，発達

年齢や発達指数などで比較を行うと生活年齢の影響が出

やすく同様の発達段階でも発達年齢は上昇すると指摘さ

れているため（白石，1987;田中，1988)，健常児と単

純に比較することが難しいからである。そのため，比

較的生活年齢の影響を受けにくい表象機能の発達を指標
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にするほうが健常児と自閉症者の発達レベルを合わせる

のに適切かと思われたからである。このことは，自閉

症児者を対象とした治療教育プログラムである「太田の

Stage」療法（太田・永井，1992）でも同様の発達評価

の方針がとられており，一定の妥当性を有するものと思

われる。

次に，表象機能の発達の指標となる項目として，応答

の指差し課題と大小比較課題を選択した理由について２

つ述べる。１つは，前述した「太田のStage」において

も，類似した課題が選択されており，この両課題が発達

評価をみるのに適していると思われたからである。２つ

は，自閉症児を対象とした先行研究においても，この両

課題の有無が，自閉症児のコミュニケーションや言語発

達と関連していることが示唆されているからである。例

えば，自閉症児に対し大小の概念獲得の指導を行った谷

(1992）は，大小比較に代表される概念形成は他者との

コミュニケーションを柔軟に行う基礎的な能力にあたる

と指摘している。また，黒田（印刷中）は自閉症児が健

常児に比べ大小比較などの対概念の獲得に困難があると

指摘し，そして，その結果言語獲得の増大の困難さにも

つながると指摘している。また，応答の指差しの獲得の

有無で，成人期自閉症者の問題行動が質的に変化すると

いう報告がなされている（白石，1998)。

なお，応答の指差しとは，言葉による質問に対する指

差しでの応答であり，通常１歳半ころに獲得される（秦

野，1983)。大小比較課題は関係概念の理解を測定する

代表的な課題であり，通常２歳半ころに獲得される（嶋

津，1985)。

実際の分析では３つの発達レベルにわけて検討するこ

ととする。応答の指差しがみられず，かつ大小比較が通

過できなかった者をＩ群，応答の指差しはみられるが，

大小比較が通過できなかった者をⅡ群，応答の指差しが

みられ，かつ大小比較が通過した者をⅢ群とした。こ

の基準にあてはまらない被験者はいなかった。なお，応

答の指差しについては,新版Ｋ式発達検査の「身体各部」

もしくは「絵指示」課題のいずれかを通過した者を応答

の指差しがみられたと評価し，大小比較課題については

新版Ｋ式発達検査の評価基準に依った。この分類の結

果，健常児および自閉症者各群ごとの人数をＴａｂｌｅｌお

よび'mable2に示す。なお，自閉症者における各群の平

均生活年齢は，Ｉ群が２３歳２カ月，Ⅱ群が２４歳２カ月，

３群が２６歳１カ月であった。

手続き実験の実施に先立ち２日ないしは３日間保

育・作業に参加し被験者と十分なラポートをとるように

心がけた。健常児の場合，実験者がオムツを替えたり

抱っこしても拒否しないなどの行動をラポートの基準と

した。自閉症者の場合は，実験者と１対１で行動するの

を嫌がらないなどの行動をラポートの基準とした｡なお，

Tablel健常帽における発達識別分布

平均発達月齢

応答の指差し大小比較課題平均生活月齢(SD）

応答の大小比較

指差し課題

I群

Ⅱ群

Ⅲ群

１
２
１

５
０
６

一
一
一
一
一
一

伽
ｗ
Ｗ

１
１
ｊ

一
＋
＋

Ｉ
く
Ｉ

(－）

(－）

(＋）

(2.6）

(3.2）

(3.9）

16.1

22.5

30.8

I群

Ⅱ群

Ⅲ群

注．（＋）は，その課題に通過したこと，（－）はその課題に不通過で
あったことを示す。またjVは人数を示す。

１５２

９
６
０
１
１

’
一
一
一
一
一

Ｗ
Ｗ
Ｗ

ｊ
ｊ
ｊ

’
＋
＋

Ｉ
く
く

(－）

(－）

(＋）

言語･社会領域認知･適応領域

（SD）（SD）

自閉症者においては，先述した通り，発達相談員として

日常的に被験者のいる知的障害者通所授産施設に出入り

していた。また，被験者が鼻に触れられるのを拒否する

素振りをみせた場合には課題の実施を中止した｡実際に，

マーク課題の中での手続きに含まれる実験者の行為を拒

否する被験者はいなかった。

実験は個別の部屋で被験者と実験者が机をはさみ，向

かいあう形をとって施行された。自閉症者に関しては実

験課題にあわせて新版Ｋ式発達検査を全員に実施し発

達年齢を算出した。所要時間は，健常児が２０分程度，

自閉症者が３０～60分程度であった。全ての試行におい

てビデオ録画を行った。

マーク課題の実施基本的には別府（2000）の手続き

に準拠した。それに加え，声をかける，濡れタオルを渡

すという２条件を新たに追加した。具体的な手続きは以

下の通りである。

被験者に予め，マークを添付せずに鏡（縦35ｃｍ・横

28ｃｍ）を２０秒間提示し，それに対する反応をみる。そ

の後,鏡を片付け,新版Ｋ式発達検査の下位項目を行う。

3～４分後，被験者に気づかれないように，赤の食紅の

付いた赤いハンカチで被験者の鼻を触り，マークを添付

する。添付後，少なくとも２分経過した後に，鏡を提示

する。被験者が鏡に注意を向けない場合は「ほら，鏡だ

よ」と言いながら鏡に注意を向けるような教示を行った。

＜声かけ条件＞２０秒間鏡を提示した後も，被験者

がマークに触らない場合，実験者が「どうしたの？」と

いう言葉かけを１回行う。

＜タオル条件＞声かけ条件後５秒間”被験者がマー

クに触らない場合にのみ，実験者が「はいどうぞ」と言

23.4（3.9）

43.6（13.8）

74.2（31.2）

注．（＋）は，その課題に通過したこと，（－）はその課題に不通過で
あったことを示す。またjVは人数を示す。

13.4（1.8）

27.7（8.0）

63.4（20.8）
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知の成立は①の自発的にマークに触るという反応のみで

ある。被験者が自発的にマークを触った場合のみ，マー

ク課題が通過したとして検討を行う。

健常児の場合，この基準で視覚的自己認知を成立さ

せた者は，Figurelに示すようにＩ群とⅡ群との間で

6.7％から65.0％と大きく上昇していた。一方，Ⅱ群と

Ⅲ群との間では65.0％と68.8％とそれほど差がみられ

なかった。この基準における視覚的自己認知の成立に群

間で差があるか，直接確率法を行った。その結果，有意

な差がありい＝､0005)，多重比較（Ryan法）を行った

ところ,I群くⅡ群＝Ⅲ群という結果になった｡すなわち，

I群からⅡ群にかけて視覚的自己認知の成立する者が増

加するといえる。

自閉症者の場合も同様に，①の自発的にマークを触る

かどうかという基準で視覚的自己認知が成立したかどう

かを検討した。その結果，Figure2に示すようにＩ群で

は33.3％，Ⅱ群では25.0％，Ⅲ群では90.0％が，視覚的

自己認知を成立させていた。健常児とは異なり，Ⅱ群に

おいても視覚的自己認知を示す割合は，Ｉ群と同程度で

あった。

この基準における視覚的自己認知の成立に群問で差が

あるか，直接確率法を行った。その結果，有意な差があ

り（カー､004)，多重比較（Ryan法）を行ったところ，Ⅱ

群とⅢ群の問で有意な差がみられた。Ⅱ群からⅢ群に

かけて視覚的自己認知の成立の割合が高まるといえる。

誘導条件の影響次に，本研究で新たに設定した誘導

条件についての影響を検討する。本研究では，自発的に

マークを触るどうかに加えて，声をかける，濡れタオル

を渡す，実験者が被験者の鼻の上のマークを指摘すると

いう誘導条件を設定していた。

その結果，健常児の場合,Figurelに示すように，これ

らの誘導条件によりはじめてマークを触った者は全体的

に少なかった。Ｉ群で０名，Ⅱ群で１名，Ⅲ群で３名とい

う結果であり発達レベルに応じて差はみられなかった。

いながら被験者に濡れた白いタオルを手渡した。「触り

なさい」などマークを触るのを直接喚起するような言葉

かけは行わなかった。

＜マークを指摘する条件＞さらにタオル条件におい

ても被験者がマークを触らない場合，実験者が被験者の

鼻を指差して指摘しつつ鏡をみせた。

結果

(1)マークにいつ触ったか？

分析指標どのような条件の時に被験者が自ら鼻上の

マークを触ったかという反応をもとに以下の５つのカテ

ゴリーにわけた。

①「自発的に触る」：鏡を提示したときに，マークを

自ら触る

②「声かけで触る」：実験者の「どうしたの？」とい

う声かけで初めてマークを自ら触る

③「タオルを渡されて触る」：実験者から濡れタオル

を渡されて初めてマークを自ら触る

④「指摘され触る」：実験者に自己の鼻上のマークを

示されて初めてマークを自ら触る

⑤「触らない」：いずれの条件においても触らない

この基準をもとに，ランダムに選んだ健常児２６名，

自閉症者１８名について独立した２人の評定者がビデオ

記録をみながら，どのカテゴリーにあてはまるか評価し

た。一致率は，それぞれ健常児が92.3％，自閉症者では

83.3％であった。評価が不一致だったものについては両

者が協議の上再評価した。この結果を，健常児について

はFigurel，自閉症者についてはFigure2に示す。
また，マークを添付せずに鏡を提示した際に，自身の

鼻を触る被験者がいるかどうか検討したところ,健常児・

自閉症者ともに,そのような行動を示す者はいなかった。

従来の判定基準によるマーク課題の通過状況の検討

まずマーク課題で示される視覚的自己認知の状況につい

て検討する。従来の先行研究に従うなら，視覚的自己認

％
％
％
％
％
％

０
０
０
０
０
０

０
８
６
４
２

１

口触らない

■指摘されて

ロタオルで

口声かけで

閏自発的に

％
％
％
％
％
％

０
０
０
０
０
０

０
８
６
４
２

１

口触らない

■指摘されて

ロタオルで

図自発的に

「
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Ｉ群Ⅱ群Ⅲ群
Ｗ＝９）Ｗ=16）（jV=１０）

Figure2自閉症者におけるマークに対する反応の内訳
（ｌＷま人数。／声かけで触るﾉ者はいなかったノ

Ｉ群Ⅱ群 Ⅲ群
Ｗ=15）Ｗ=20）（jV=16）

Figurel健潮目におけるマークに対する反応.の内訳
（1Vは人数ノ
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鍵
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Table３マークを触った際の条倖による人数の分布

健常児

自閉症者

自発的に触る他の条件で触る

2５

１６

３

１２

対照的に自閉症者の場合，これらの誘導条件でマーク

をはじめて触る者が多くみられた。'Elble3に示したよう

に，マークをいずれかの条件で触ったもののうち，健常

児では２８名中２５名（89.3％）が自発的にマークを触っ

ていたのに対し，自閉症者では２８名中１６名（57.1％）

であった。健常児と自閉症者の間で，マークを自発的に

触る者の数に差があるか直接確率法を行った結果，自閉

症者群の方が自発的にマークを触る者が有意に少ないこ

とが示された（カー､01,直接確率法)。さらに，自閉症

者の中でも，発達レベルに応じて差がみられた。Ｉ群で

は，タオルでマークを触る者が１名のみ，Ⅱ群では，タ

オルでマークを触る者が６名，指摘されてマークを触る

者が４名，Ⅲ群では指摘されてマークを触る者が１名

という結果であった。健常児にくらべて誘導条件ではじ

めてマークを触る自閉症者が多く，中でもⅡ群に多く

存在することが明らかになった。

そして，自発的にマークを触った者と誘導条件にお

いて初めてマークを触った者全てを，視覚的自己認知

を示したと評価するなら，Figurelに示すように健常

児群では，Ｉ群では6.7％，Ⅱ群では70.0％，Ⅲ群では

87.5％であった。この基準における視覚的自己認知の成

立に群間で差があるか,直接確率法を行った。その結果，

有意な差があり（′＝､0001),多重比較（Ryan法）を行っ

たところ，Ｉ群くⅡ群＝Ⅲ群という結果になった。自閉

症者群ではFigure2に示すように，Ｉ群で44.4％，Ⅱ群

では90.0％，Ⅲ群では100.0％であった。この基準にお

ける視覚的自己認知の成立に群間で差があるか，直接確

率法を行った。その結果，有意な差があり（'＝､００４)，

多重比較（Ryan法）を行ったところ，Ｉ群とⅡ群の間で

有意な差がみられた。Ｉ群からⅡ群にかけて視覚的自己

認知の成立の割合が高まるといえる。

また，健常児群と自閉症者群との各発達レベルで対応

させて，自発・誘導条件を含めたマーク課》題の通過率に

差があるかどうかを検討した。その結果，健常児，自閉

症者の各Ｉ群においては，通過率に有意な差がみられた

(直接確率法，’＝､047)。健常児，自閉症者の各Ⅱ群，Ⅲ

群の間では通過率に有意な差がみられなかった（それぞ

れ直接確率法，’＝.20,’＝､26)。

（２）マークのついた自己像に対する反応の分類

一とまどい反応･他者への視線･発話などに注目して

マークの添付された自己像を鏡で見た後の反応につい

て分析した。特に本研究の第１の目的と関連して，被験

者がどのようにとまどいを感じているかいないのか，そ

してそのとまどいをどのように他者に伝えようとしてい

るのか，もしくはしないのかについての検討を行う。特

に，ここでは，いずれかの条件においてマークを触った

被験者を対象として分析を行う。よって健常児は２８名，

自閉症者は２８名を対象とした。

分析指標被験者が自己像に添付されたマークを触る

までの反応を，別府（2000）を参考にしつつ，笑顔消失，

鏡回避行動，鏡接近行動，常同行動消失，発話・発声，

合視の各行動カテゴリーに分類した。各行動カテゴリー

の定義を'Elble4に示す。

この基準をもとに，マークをいずれかの条件で触っ

た健常児，自閉症者をそれぞれランダムに１４名選び，

その反応について２人の評定者がビデオ記録をみなが

ら，どのカテゴリーにあてはまるかを独立に評価した。

各行動カテゴリーともに，一致率は，健常児が７８．６～

92.9％の範囲内，自閉症者では７８．６～100.0％の範囲内

であった。評価が不一致だったものについては両者が協

議の上再評価した。

その結果，健常児ではmable5，自閉症者ではTable6

に示されるような結果となった。

自己像に対するとまどいの有無および，その質的内容

について自発条件，誘導条件いずれかにおいて視覚的

自己認知を示した健常児・自閉症者において，Ｔａｂｌｅ４

に示した各行動カテゴリーが１つでもみられたかど

うかについて検討したところ，健常児は２８名中２７名

(96.4％）がこの基準を満たし，自閉症者は２６名中２１

Table4とまどし､反応における行動カテゴリーとその定義

行動カテゴリー

笑顔消失

鏡回避行動

鏡接近行動

常同行動消失

発話・発声

合視

定 義

鏡を見ていたのが途中から笑顔を消失させる。

鏡を置いて椅子から立ち上がったり，鏡から視線をそむけてしまう。

自己像を一旦注視した後，鏡に近づいて自己像をのぞきこむ。

最初，常同行動を行いながら鏡を見ていたのが,マーク添付後の自己像を見てから,常同行動を止めてしまう。
マーク添付後の自己像をみた後，発話・発声を行う。

正面に座って鏡を持っている実験者を見る。
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とまどい反応の内容
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Table５マーク課題を通過した億期目のルージュ添付後の自己像に対する
とまどい反応.の内雰
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とまどい反応視覚的

自己認知

の有 無

とまどい反応

鏡接近発話･発声合視

行動

鏡回避

行動

笑顔

消失

常同行動

消失

視覚 的

自己認知

の有 無

１
２
０
１
１

１
５
０１

I群

Ⅱ群

Ⅲ群

１
４
３
１
１

一
一
一
一
一
一

Ｎ
Ｎ
Ｎ

ｊ
１
１

＋
＋
＋

Ｉ
Ｉ
く

０
１
２

０
１
１

０
０
０

０
４
７

笑顔

消失

注．（＋）はいずれかの条件においてマークを触ったことを示す。また，複数のカテゴリーを
満たす被験者がいるため，とまどい反応の合計はｊＶの数と一致しない。

に，発話・発声行動の内容に注目して検討を行う。まず

発話の内容を，ごまかし・拒否，状況説明，驚き，遅延

エコラリア，日頃の口癖，自己の名前を言う，の各カテ

ゴリーに分類した（Table７)。全ての発話について独立

した２人の評定者がビデオ記録をみながら，どのカテゴ

リーにあてはまるか評価した。一致率は，それぞれ健常

児が100.0％，自閉症者では83.3％であった。評価が不

一致だったものについては両者が協議の上再評価した。

この基準に従って，健常児，自閉症者の発声・発話

を分類したところ，Table８のような結果が示された。

Table8に示されるように，健常児では，発話を行った

者全員がごまかし・拒否，状況説明，驚き発話を行った

ようにその内容からとまどいを示していると推察される

発話が多くみられる。しかし,一方,自閉症者の場合,「オ

オキイ，チイサイ」といった遅延エコラリアや日頃の口

癖を繰り返すなど他者にとって理解しづらいような表現

で，とまどいを意図する発話が多くみられた。

さらに，これらの発話と同時に合視を伴ったかどうか

検討したところ，健常児群では１６の発話の内，１４の発

話が視線を伴っていたのに対し，自閉症者群では，１２

の発話のうち，４つのみであり，直接確率法を行ったと

ころ，両群の間で有意な差がみられた（'＝､003)。

これらの発話内容に関する結果から，健常児と自閉

症者の発話内容に関しては質的に異なることが明らかに

なった。すなわち健常児の場合は，他者にとまどいを向

けようとする伝達意図がみえやすい発話となっているの

に対し，自閉症者の場合は，とまどいを表出してはいる

名（80.8％）がこの基準を満たした。両群に有意な差は

みられなかった（ｐ＝.09,直接確率法)。このことから，

健常児・自閉症者ともに，マークを触るまでに何らかの

形でとまどいを表出していることが明らかになった。

次に，視覚的自己認知を成立させた者で，自閉症者と

健常児ではそのとまどいを示す行動の内容にどのような

差異がみられたのかを検討した。その結果，常同行動消

失，鏡回避行動，発話・発声の各行動カテゴリーでは，

健常児と自閉症者の間では有意な差異がみられなかっ

た。それに対し，笑顔消失，合視の行動カテゴリーでは，

自閉症者のほうが健常児よりも有意に頻度が少なかった

(それぞれ，，＝､006,’＝､0001,直接確率法)。特に視線

の有無においては，視覚的自己認知を成立させた者のう

ち，健常児では２８名中２３名（82.1％）に合視がみられ

たのに対し，自閉症者では２８名中６名（21.4％）のみ

しか合視がみられなかった。

これらの結果から，別府（2000）の結果は青年期自閉

症者においてもほぼ追認されたといえよう。すなわち，

自閉症者もとまどいを何らかの行動で表出はしているも

のの，健常児と異なり，そのとまどいを視線で他者に伝

えることが少なかったという事実である。

しかし，視線以外の他者への主要な伝達行動である発

話・発声では，頻度においては健常児・自閉症者ともに

有意な差がみられなかった。では，自閉症者は視線以外

の発話による伝達手段で，他者にそのとまどいを伝えて

いるのであろうか。

発話・発声内容の分析この問題を明らかにするため

常同行動

消失

０
０
０

注．（＋）はいずれかの条件においてマークを触ったことを示す。また，複数のカテゴリーを
満たす被験者がいるため，とまどい反応の合計はﾉＶの数と一致しない。

鏡接近発話･発声合視

行動

鏡回避

行動

０
３
２

１
１
０

０
１
５

０
５
７

３
１
２

Ｉ群

Ⅱ群

Ⅲ群

４
４
０
１
１

一
一
一
一
一
一

Ｎ
Ⅳ
Ⅳ

１
１
１

＋
＋
＋

Ｉ
Ｉ
Ｉ



日頃の口癖

自己の名前を言う
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Table７発話・発声のカテゴダーとその定義

Table８発話内蓉の分析

カテゴリー 定 義 例

ということが前提として実験手続きが構成されてきた。

そして，自発的にマークを触ることをもって視覚的自己

認知が成立すると考えられてきた。しかし，本研究の結

果は，加藤・丸野（1984）が指摘するように，この前提

を無条件に受け入れることができないことを示唆する。

青年期の自閉症という限定はつくものの，従来自明視さ

れてきた「気づけば触る」という前提を覆し，「マーク

を認知すること」と，「マークを触ること」との行動に

はズレがある場合もあることが考えられる。従来のマー

ク課題における手続きの修正，およびマーク課題におけ

る視覚的自己認知の測度を再考する必要があると思われ

る。

ただし，一方で健常児ではこのような誘導条件の影響

はみられなかった。これは，乳幼児にティッシュを渡

すという条件を加えてマーク課題を実施した加藤・丸野

(1984）の知見とは異なる。加藤・丸野（1984）の場合

はあくまでエピソード的な報告であり，量的にはそれほ

ど多くはないのかもしれない。

青年期自閉症者特有の自己意識の表れとしての誘導条

件２つは，青年期自閉症者に特有の自己意識の特徴が

考えられるということである。今まで自閉症幼児や自閉

症学童児を対象に行われた鏡像自己認知研究では，別府

(2000）を除いて発達年齢の上昇につれてマークを触る

者が増えるということが指摘されたのみである｡そして，

別府（2000）においても，「マークを指摘する条件」の

みを扱っており，さらにそこでは被験児の鼻を直接触る

という条件であり，本研究のような間接的に鼻を指示す

る条件とは異なっている。このような条件の差異から，

別府（2000）の条件の場合は必ずしも，被験児は，マー

クを認知する必要はなかったものと考えられる｡今後は，

同一条件で自閉症児と自閉症者を比較した研究をまたな

ければならないが，自閉症一般に誘導条件の影響がみら

れるというよりも，生活年齢を重ねた青年期自閉症者，

ごまかし・拒否 マークのついた自己像を実験者にみられ

まいとする発話

自己像にマークがついた事態を説明しよ

うとする発話

驚きを表現する発話・発声

それまでの発達検査中の実験者の言葉を

エコラリア的に言う

日頃の口癖を言う

自分の名前を言う

｢ミントイテ」「イヤダ」「パンガヤケマシタ

(といって他の遊びに移行しようとする）」

｢ハナ」「ジージカキガツイタ」「アカイノ」状況説明

驚き

遅延エコラリア

｢ウニョウニョ？」「ナニ？」「アレ？」

｢オオキイチイサイ」「オトコオンナ」「イチニイサン，
ワカリマセン」

｢ネンネ！」

｢ヤマダタロウ」

(1)誘導条件の影響について

本研究で明らかになったことの１つは，誘導条件の影

響があったということである。具体的には誘導条件の中

でも特に，濡れタオルを渡す条件を加えると初めてマー

クを触る者が,健常児ではほとんどいなかったのに対し，

自閉症者では一定数存在したこと，特にⅡ群に多くみ

られたことである。これは以下の４点を示唆する。

自己認知を測定するマーク課題の妥当性１つは，従

来のマーク課題の手続きに再考を促すということであ

る。従来は，被験者がマークの存在に「気づけば触る」

156

自閉症者

ものの，それを他者に向けて伝えようという伝達意図が

みえにくいという質的な差異である。

考察

本研究では２つの目的があった。１つは，自閉症者は，

自己像のマークに気づいても触らない者がいるのではな

いかという問題を明らかにすることであった。もう１つ

の目的は自閉症者は，マークが添付された自己像をみ

てとまどいを見せるのか，そしてそのとまどいをどのよ

うに伝達するのかという問題を明らかにすることであっ

た。

カテゴリー 健常児

０

３（25画0％）

１（8.3％）

４（33.3％）

２（16.7％）

２（16.7％）

(31.3％）

(37.5％）

(31.3％）

ごまかし・拒否

状況説明

驚き

遅延エコラリア

日頃の口癖

自己の名前を言う

５
６
５
０
０
０
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しかも一定の発達的な特徴を持つ者においてこのような

誘導条件の影響が出ることが示唆されるといってよいだ

ろう。

では，なぜこのような誘導条件の影響が自閉症者，し

かもとりわけⅡ群にのみ多くみられたのであろうか。１

つの解釈として考えられるのは，応答の指差しを獲得

するような自閉症者であれば，他者の意図理解を一定

示すことが可能であるということである。それは，実

験者がタオルを渡す行動の中にある意図を理解できるか

らこそ，そのタオルで自身の鼻を触ることが可能である

ことに示される。また，この結果は，自閉症児におい

ても発達的に１歳半を越えると健常児と同様に他者の

意図を理解することが可能になるという報告（Aldridge，

Stone,Sweeneyｳ＆Bowen2000;Carpenter>Pennington,＆

Rogers,2001）とも一致する。

ただ，このような他者の意図の理解という側面だけで

なく，もう１つ考えられるのは，自発的には行動を起

こさないという側面である。このような自発的にはマー

クを触らないが，他者からの働きかけに応答することで

マークに触るという青年期自閉症者の姿は，臨床的には

白石（1994）が指摘する指示待ち行動とも関連すると

考えられる。指示待ち行動とは，白石（1994）による

ならば，他者の指示に対して従属的な活動が塘大し，時

には他者の指示がないと活動を起こせないという行動で

あり，青年期から目立ってくるという。今後はこのよう

な臨床的に指摘されてきた指示待ち行動との関連や，生

活年齢の影響，Ⅱ群に特有な発達的な特徴などをより詳

細に検討していくことが課題として挙げられる。

表象の発達と視覚的自己認知の成立との関連３つめ

は，自発条件・誘導条件を含めた場合，健常児・自閉症

者ともに表象機能の発達水準が上昇するにつれて視覚的

自己認知の成立する率が上昇したことの意味である。こ

のことは，視覚的自己認知の成立が，表象の発達との

関連が強いことを示唆しているといえよう。特に応答の

指差しとの関連は先行研究でも指摘されてきた点であり

（加藤・丸野，1984)，視覚的に自己像を同定すること自

体は，先行研究同様，自閉症者においても特に問題がな

いと思われる。ただし，自閉症者のＩ群の場合，健常児

のＩ群と直接比較するならば，通過率が有意に高い結果

となっている。このことは表象機能の問題に加え，他の

能力が視覚的自己認知の成立に関連しているのかもしれ

ない。

コミュニケーション援助の可能性４つめは，コミュ

ニケーション評価や援助の可能性について１つの示唆を

与えるということである｡従来,自閉症者のコミュニケー

ションの評価にはVinelandなどの行動尺度を用いて生

活の中での行動を検討するという方法がとられてきた

（Loveland＆Kelleyｳ1988)。このような方法は，Kraijer

(2000）が指摘するように，テスト場面ではみえない自

閉症者の自発的な行動を把握できるという利点がある。

それゆえ，自閉症児のコミュニケーション能力に関して

適切な評価方法と考えられてきた。しかし，本研究の結

果から示されたように，他者からの働きかけがあっては

じめてなされる反応が引き出されることもありうること

を考えれば，単に自閉症者の自発的な行動を検討するだ

けでなく，他者からの働きかけにどう応えるかという，

応答的なコミュニケーション能力について検討すること

が重要な視点になりうるものと思われる。そして，この

ような視点は自閉症のコミュニケーションを動的にとら

える援助の可能性にもつながるものと思われる。

(2)とまどい反応と伝達意図

本研究で２つめに明らかになったことは以下の事実で

ある。それは，自閉症者も健常児と同様の頻度でとまど

いをみせるということ，しかし，そのとまどいの質は健

常児とは異なるということである。そして，さらに，そ

のとまどいを健常児のように他者に伝達しにくいという

ことも明らかになった。この結果は別府（2000）とほぼ

一致する。しかし，別府（2000）では対象とされなかっ

た発達的に高い者においても，そして発声発話などより

他者への伝達意図が明確な行動を指標にしても同様の結

果が示された。これは自閉症という障害の特徴を示した

結果といえよう。

とまどい反応についてまず青年期自閉症者におい

てとまどい反応がみられた結果について考察する。別

府（2000）以外の従来の鏡像自己認知研究（例えば，

Dawson＆McKissick,1984）では，自閉症児はマーク

のついた自己像をみても反応を示すことがなく中性的

(neutral）な反応であるとされてきた。しかし，本研究

においては，別府（2000）と同様に，従来の先行研究の

結果に疑義を提出するものとなった。青年期自閉症者に

おいても，普段とは異なる自己像に関心を示しているこ

とが示唆される。

自己の心的状態の表現と伝達意図の禿離ついて次

に，とまどいの質が健常児と異なり，そのとまどいを他

者に伝達しなかった結果について考察する。この結果か

ら以下の事実が示唆される。それは，自閉症児が自らの

とまどいを感じつつも他者に伝達する行動をとらないの

は，自発的に他者に感情を伝えるという伝達意図の弱さ

にあるという仮説を支持するということである。この姿

は，マークのついた自己像を見て，「イチ，二，サン，

ワカリマセン」など発話が一見したところ文脈とは関係

がなく，さらにその発話を他者をみながらなされないな

どの行動に典型的にみられる。ただし，ここで注意を要

するのは，自閉症者が他者への明示的な伝達意図を欠く

ものの，彼らなりの表現でとまどいを伝達している可能
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性があるということである。別府（2001b）は遅延エコ

ラリアなど自閉症児者の言葉の障害を，他者の意図を理

解できないことからくる問題という側面と，それだけで

なく彼らなりのコミュニケーション意図が含まれている

側面の両面から理解する必要を指摘している。この指摘

を本研究の結果と関連させて考察するなら，言葉の字義

だけでなく，その背景を踏まえて彼らの伝達意図を理解

する必要があるといえよう。

今後の課題

本研究では，鏡像自己認知が成立する際の反応につい

て検討してきたが，今後は，自閉症における鏡像自己認

知の成立要因について明らかにする必要があるだろう。

現在，鏡像自己認知の成立の要因については次の２点が

問題になっている。１つは，鏡像自己認知の成立に際し

て，ある心的能力を必要とするのかという問題である。

この点については一致した見解が得られていない。例え

ば，Gallup（1991）は，鏡像自己認知の成立は自他の心

的状態の一定の理解が必要であるとしており，そしてそ

れゆえ「心の理論」との関連性があるとしている。一方，

Mitchell（1997）は，鏡像自己認知の成立には，自他の

心の理解などの心的な能力はそれほど関係がなく，むし

ろ，視覚と運動感覚とを対応させる能力があれば鏡像自

己認知の成立は可能であるとしている。健常児と自閉症

児者とを比較しながら検討していくことで，鏡像自己認

知の成立と心的能力の発達との関連が明らかになるのか

もしれない。

２つは，鏡像自己認知の成立に際し，他者認知の発達

がどのように関連するのかという問題である。鏡像自己

認知の成立は，自己一鏡という枠組みの中だけでなく，

自他関係の発達の中で検討していく必要があるともいえ

る。たとえば加藤（1993）は，自身と鏡映像の動きの同

起性と，自身と他者との動きの相補‘性との差異の自覚が，

自己の鏡像の認知へといたる重要な契機になる可能性が

あると指摘している。このような鏡像自己認知成立のプ

ロセスが，自閉症児者においてもあてはまるのかどうか

について，今後明らかにする必要があるだろう。
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夕食場面における母親･父親の幼児への摂食促し行動と幼児の情動状態との関連：
家族システム論的視点から

福田佳織
(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科）

本研究では，家庭の夕食場面における母親・父親の幼児への摂食促し行動と幼児の情動状態（ポジテ

ィブ・ネガティブ）との関連を検討した。また，家族システム論的視点を援用して，母親の摂食促し行

動と父親の摂食促し行動の関連，それらの行動と夫婦関係性変数および家族成員の人口統計学的変数と

の関連を検討した。対象は，４，５歳児を持ち，父母がそろった家庭である。分析には，家族全員がそろ

った家庭内の夕食場面のビデオ撮影(２１口1)，夫婦関係性および人口統計学的変数を尋ねる質問紙の全デ

ータがそろった２８家庭を用いた。その結果，母親・父親の摂食促し行動が強いほど幼児のネガテイブな

情動状態が強いという結果が得られた。さらに，母親が夫婦関係'性を良好でないと評価しているほど母

親の摂食促し行動が強く，また，対象児の月齢が低いほど，母親も父親も摂食促し行動が強いことが示

された。これらの結果は，限定的ではあるが，母親・父親の養育行動と幼児の情動状態が強く関係する

ことを実証的に示したものであり，また，家族システム論の主張とほぼ一致するものであったといえる

だろう。

【キー・ワード】摂食促し行動，幼児の情動状態，家族システム，夫婦関係性，人口統計学的変数

問題と目的

親の養育態度や養育行動が子ども，特に幼少の子ども

の発達全般に与える影響の大きさについては，数多くの

先行研究で報告されているところである。例えば，幼

児の精神的発達の指標として母親への愛着に焦点化した

研究では，幼児の愛着パターンに母親の養育行動（敏感

'性・応答性など）が大きな影響を及ぼすこと（Bowlbyヶ

1969/1997)，また，幼児の知的発達や認知的発達の側

面においても,親の影響力の大きさが示されている（東・

柏木・Hess,1981;Black,Hess,＆Berenson,２０００など)。

しかし，これに関する先行研究を概観すると，いくつ

かの問題点や不十分な点に気づく。以下に，これらの点

について指摘していく。

第一に，幼児期の親子関係に関する研究の多くが，調

査対象を母親と子どもに限定していることが挙げられる。

しかし，親子関係に関する最近の研究では，親の養育態

度や行動が夫婦関係の質（例えば；数井・無藤・園田，

1996；Ｌadd,1996）や家庭の雰囲気（例えば,菅原･小泉・

詫摩・菅原，1997）などと関連していることが示されて

いる。育児ストレスが高いと子どもと良好な関わりを持

つことが難しくなるが,夫婦関係が良好である場合には，

母親は育児ストレスが高まっても精神的にダメージを受

けることが少なく,幼児の愛着は安定する。しかし一方，

育児ストレスが高く，夫婦関係が悪い場合には，幼児の

愛着は極めて不安定になる（数井，1998）という。また，

夫婦を中心とする家庭の雰囲気が暖かくて柔軟な場合に

Iま，親子の意思疎通や感情表現がしやすくなる（菅原ほ

か，1997）ことが報告されている。さらに，Bleckman，

ＥＡ.(1990/1998)は,幼児を持つ家庭での三者関係（父・

母・幼児）の相互作用を検討する必要性を説き，亀口

(1992）は，幼児期の家族システムの特徴が，思春期・

青年期にまで影響を与えるとして，この時期の相互作用

を重要視している。こうしたことから，斉藤（1999）も

いうように，たとえ母子関係のような狭い範囲の相互作

用を扱う場合でも，調査対象をこの二者のみに限定した

のでは，これらの関係を捉える上では十分ではなく，父

親をも含めた研究が重要であることがうかがえる。

第二に，先行研究では，幼児の発達の指標として，日

常経験の集積結果として現れる問題行動や精神的健康

などを変数として用いることが多いという点が挙げら

れる（例えば，Porter＆Ｏ'Leary,1980;Ｋａｔｚ＆Gottman，

1993)。もちろん，これらの変数は幼児の発達を捉える

上で有益な指標である。しかし，これらは幼児が周囲の

人々（特に両親）との相互作用を積み重ねた結果である

といえる。しかし，そもそも幼児は日常の親子の相互作

用を通して，自己価値，他者価値の形成など，様々な面

での精神的発達を遂げていく（Howe,Brandon,Hinings，

＆Schofield,1999)。HoweetaLは，①親との相互作用に

おいて，幼児が大きな不満をもつ場合，それは他者価値

の低下（他者は,自分に満足いく対応を与えてくれない）

へとつながり，また，それによって，自己価値の低下（自

分は他者から満足いく対応を得られない）がもたらされ

やすい，②他方，親の応答に対する満足は，それらの価
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値の上昇へとつながる，③そして，こうした価値形成は，

将来的な対人関係において重要な意味を有する，という

ことを報告している。こうしたことから，幼児の発達基

盤となる，日常の親子の相互作用における幼児の反応に

着目することは重要な意味を持つと考えられる｡そこで，

こうした幼児の反応を捉える指標が必要になるが，その

場合，幼児の言語表出能力が不十分であること，幼児の

反応は刻一刻と変化するものであることを考慮に入れる

必要がある。

第三に，Belsky（1984）も指摘するように，幼児期の

親子関係に関する研究の主な関心は，母親の養育態度や

行動がいかに幼児の発達に影響を与えるかについての検

討に向けられ，その基礎を成す母親の養育態度や行動が

生じる要因について探求することを，比較的軽視してき

たことが挙げられる。そのため，母親の養育態度や行動

の重要性ばかりが強調され，それらの不適切さを親の資

質のなさに理由づけるという傾向が見受けられる。しか

し，母親の養育態度や行動を背後から規定する要因は，

現実の母子関係に対して養育行動以上の大きな影響力を

及ぼすものである（大日向，1988）といわれている。こ

うしたことから，母親の養育態度や行動が生じる要因を

探求することも重要な課題といえるであろう。

これらの問題点を考慮し，次に本研究の目的とデザイ

ンを呈示する。

まず，親子関係の研究に父親を含めることの重要性が

指摘されつつあることから，本研究では，家族システ

ム論を援用して研究を行う。家族システム論とは，家

族を単なる個人の寄せ集めではなく，有機的に結びつい

たサブシステムから構成される，一つのまとまりを持っ

た生命体とみなす理論である（亀口，1992)。家族シス

テムの特徴として，①家族のサブシステムが別のサブ

システムに影響を与えること，②相互依存的な因果関係

のネットワークを展開していること（BelskyJ981)，③

状況の変化（例えば，子どもの成長発達）に応じて変

化しうること，④より大きな環境と多くの両面交通の相

互作用を行うこと，⑤情報の相互交換をそのシステムが

有する固有の選択基準に従って整理したり符号化するこ

と（BuckleyJ967/1980;野々 山，1989)，⑥ホメオスタ

シス的（発達的・状況的ストレッサーに対して，もとの

方略を維持しようとする）であること（Minuchin,1980／

1984）などが指摘されている。特に，この家族システム

論の①や②を援用することで，これまでの母親と子ども

の関係に限定されることが多かった親子関係研究から，

家族全体に視野を広げた親子関係研究を行うことが可能

になると思われる。家族システム論を援用して，家族の

相互作用のあり方を捉える場面としては，家庭での食事

場面が最も適当なものの一つであることが指摘されてい

る（青木，1999)。それは，食事場面には，精神的な満足

を得る豊かさの充足機能や,食事をともにすることによっ

て家族がまとまり人間関係の親密度や信頼感を高める機

能（五十嵐・唯是，1992)，人との関わりや社会のルー

ルの習得機能（山下,1990）といった社会的機能が備わっ

ているためであろう。また，食事場面は生態学的妥当性

が高い（非日常的な実験場面ではない，日常の自然的場

面）といわれるが（外山・無藤，1990)，家族のみの状

況を設定することにより，この生態学的妥当性はさらに

高いものになると考えられる。本研究では，とりわけ家

族全員が集合しやすい夕食場面を利用することとした。

次に，親の養育態度や行動と幼児の反応との関連を生

き生きと捉えるために，本研究では，親の養育態度や

行動については，幼児に対する摂食促し行動を取り上げ

る。幼児期には基本的な食習慣が作られ（今村・巷野・

向井・吉田・佐々木・岡本・太田，1997)，子どもが満

足に食べていなければ摂食を促さなければならない（外

山，1990）が，それが行きすぎると，幼児が食事を不’決

なものと捉えてしまう（昌子，1985)。もちろん，親の

摂食促し行動は,養育行動全般を説明するものではない。

しかし，幼児期における父母の養育行動の中で，食事中

の世話という形での言語的関与（ここには摂食促し行動

が往々にして含まれていると考えられる）は，約６０％

の父親，約９０％の母親がだいたいいつも行っていると

回答しており，それ以外の養育行動（寝かしつけ，身支

度の世話，入浴など）と比べても父母ともにかなり多く

行う行動といえる（児玉・水原，1992)。また，養育行

動に際しては多かれ少なかれ，親子の対立が生じる。摂

食促し行動は，子どもにもっと食べさせよう，あるいは，

好き嫌いをやめさせようとする親の行動であり，まさに，

親子の対立が生じやすいものである。そこでの対立の解

決方略の特徴は，様々な養育行動に見られる特徴と一致

するものである（東，1994）ともいわれる。そのような

ことから，摂食促し行動は，親の養育行動の重要なもの

の一つと考えて差し支えないと思われる。

また，幼児の反応の指標としては，本研究では，幼児

のポジティブおよびネガティブな情動状態を扱う。情動

は，多様な感情一般のうち，比較的持続時間が短く一過

性のものであり（Ekman,1994),表情･身振り・行動となっ

て現れる（福田，1992）ので，刻一刻と変化する親子の

相互作用の流れを，最も把握しやすい指標の一つである

こと，また，‘情動には親子の社会的紳を強めるといった

社会的機能があること（Izard,1991/1996)，年齢が幼い

ほど情動と自律神経系の中枢とが未分化な状態であるた

めに，強度のネガティブな情動によって容易に生理的な

支障を来しやすいこと（昌子,1985）などの特徴があり，

適切な指標と考えられる。

さらに，これまでの研究では，親の養育態度や行動の

規定要因の探究を軽視してきたことから，本研究では，
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これらを考慮した研究を行う。なお，本研究では，規定

要因の分析の前に，母親・父親の摂食促し行動の関連に

ついて検討を行う。そこでは，食卓での相互作用という

家族システム論的視点からの，母親・父親の摂食促し行

動の出現についての示唆が得られるであろう。次いで，

母親・父親の摂食促し行動の規定要因を検討する。ここ

で取り上げる規定要因は，母親・父親に関する広範な背

景的要因である。それらは，夫婦関係性という家族シス

テム論的視点に関わる要因から，子どもの数，結婚期間，

子育て期間，対象児の月齢，父親の１日平均の就業時間，

母親・父親の年齢という人口統計学的要因までを幅広く

含んでいる。これらの要因を取り上げたのは，親の養育

行動が，夫婦関係性（数井ほか，1996;Ｌadd,1996）や育

児期間（大日向，1988)，子どもの数，結婚年数（遠藤・

江上・鈴木，1991)，子どもの月齢（外山・無藤，1990)，

父親の１日平均の就業時間，父親の年齢（綿弓｜・新谷・

三好・詫摩，1996)，母親の年齢（Wilson＆DalyJ985）

などと関連することが報告されているためである。

以上に基づき，本研究では，第一に，母親・父親の摂

食促し行動と幼児のポジティブおよびネガティブな情動

状態との関連を検討することを目的とする。そして，第

二に，家族システム論を援用して，母親・父親の摂食促

し行動の関連要因を検討することを目的とする。

方法

被験者

東京都内とその近郊に在住する家族（少なくとも父・

母・幼児を含む）３０組の協力が得られたが，うち完全

な資料が得られなかった２組を外し，２８組の家族を分

析対象とした。幼児は４～５歳児で平均月齢は58.0カ月

(レンジ:48カ月～71カ月）であり，男児が17名(60.79'())，

女児が１１名（39.3％),１人っ子が４名（14.3％),２人きょ

うだいが１８名（64.3％),３人きょうだいが６名（21.4％）

であった。１人っ子以外の幼児の出生順位は，第１子８

名，第２子１３名，第３子３名であった。父親の平均年

齢は３７．３歳（レンジ：３０～４４歳）で，１日の平均就業

時間は１１．８時間（レンジ：７．５～１５．０時間）であり，母

親の平均年齢は３５．０歳（レンジ：２７～４１歳）で，有

職者は１４名（50％）であった。結婚期間の平均月数は，

99.1カ月（レンジ：５５～１５３カ月），子育て期間（第１

子誕生から現在に至る期間）の平均月数は,80.5カ月（レ

ンジ：４８～１４０カ月）であった。また，週あたりの家

族そろっての夕食回数は，多い順に１～２回（64.39'())，

３～４回（17.9％)，毎日（7.1％)，５～６回（7.1％）と

続き，０回（3.6％）も若干みられた。

質問紙

（１）人口統計学的変数を尋ねる質問紙

フェイスシートで，子どもの数，結婚期間，対象児の

月齢，父親の１日平均の就業時間，母親・父親の年齢，

母親の就業の有無,対象児の性別,週あたりの家族そろっ

ての夕食IpI数を尋ねた。

(2)夫婦関係性を測定する質問紙

夫婦関係性を捉えるためにTheMaritalDyadicAdjustment

Scalｅ(ＭDAS)')を用いた。この尺度は，生活の幸福度

を尋ねる項目が１項目（６件法，ただし５点～３０点の

5点間隔配点)，日常生活の各領域（家事･友人関係など）

において，夫婦問でどの程度一致しているかを尋ねる項

目が１３項目（６件法;０～５点,ただし“愛情表現の仕方”

と“性生活”の２項目は配点が異なり，前者は０，１，２，４，

６，８点，後者は０，１，４，９，１２，１５点)，その他，夫婦間の

行動や結婚相手の選択について尋ねる項目が６項目（各

項目ごとに配点が異なる)，計２０項目から成る。レン

ジは，２～１７８点であり，得点が高いほど夫婦関係が良

好なことを示す。なお，夫婦関係の認識は，母親と父親

の問でずれがあることが指摘されており（尾形・宮下，

1999など)，本研究では，母親と父親それぞれにＭＤＡＳ

を実施した。

手続き

協力家庭は，幼稚園，保育園，児童館などにおける募

集広告の配布，地域情報誌での募集掲載，知人からの紹

介などを通して獲得された。

本研究の目的および調査内容を説明するにあたり，各

家庭の母親に対して，次のように依頼した。まず，親が

自身の行動を意識的に規制しないようにするため，調査

目的を「夕食時の子どもの表情を調査する」とした。ま

た，依頼時に，調査期間を呈示し，その期間内に全員で

の夕食（ただし，通常の夕食時間帯に）を２回（１週間

以上の間隔をあけて）行えるか否かを確認し，その上で

協力を得た。夕食場面でのビデオ撮影は生態学的妥当性

を高めるため，著者は立ち会わず，撮影にあたっての注

意事項などを詳細に記したマニュアルを配布し，それに

従ってもらった。そこには次の点が記載されている。①

撮影日の幼児の状態について，普段の子どもの様子を撮

影したいので，子どもがひどく疲れている，具合が悪い，

あるいは，眠い状態での撮影は避けること。翌日に遠足

があるなど，子どもが興奮状態にある日の撮影は避ける

こと。食事前に母親あるいは父親に叱られるなどして機

嫌が悪い日の撮影は避けること。②カメラのアングルに

ついて，対象児の表情がわかり，かつ，家族全体の様子

1）本尺度は，Locke＆Wallace（1959）のShortMarital-AdjustmentT1est

（SMAT)およびSpanier(1976)のMeasuringDyadicAdjustmentの

質問項目から，Nakagawa〔Kazui〕,Teti,＆Ｌａｍｂ（1992）によって
抽出され，作成されたものである。本尺度は，幼児を持つ海外居

住が６カ月未満の母親などに実施した研究で信頼性・妥当性が検

証されており（Nakagawa〔Kazui〕,Teti,＆Ｌａｍｂ,1992)，夫婦の広
範なＨ常生活に目がむけられていることから，本研究で使用する

のに適当であると判断した。
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がある程度捉えられるように固定すること（画面枠内に

映し出される画像イメージ画のサンプルも併せて記載)。

③撮影開始・終了については，家族がそろって夕食を始

めた時をスタートとし，対象児が食事を終了した時点で

撮影を終了すること。ただし，終了については，出され

た食べ物をすべて食べ終わるまでではなく，対象児本人

が食事終了の意志を示し，かつ，母親・父親がそれを認

めるまでとすること。

なお，ビデオカメラのない家庭にはそれを貸与した。

協力の承諾を得た時点で渡したビデオテープおよび質問

紙は，２回のビデオ撮影終了時点で回収した。

協力家庭には，開始時に謝礼として図書券または商品

券を贈呈した。

分析・測定方法

(1)ビデオの分析方法

分析対象は，１回の撮影時間が最短であった１５分間

に合わせて，１回の撮影につき１５分間とした。１回目の

撮影時間の平均は２４分５８秒，レンジは１５分～４３分

であった。また,２回目の撮影時間の平均は２６分１０秒，

レンジは１５分～４２分５０秒であった。２５分以上のＶＴＲ

は，′meti,Nakagawa,Das,＆Wirth（1991）を参考に，ま

ず始めと終わりの５分を除外し，残りのＶＴＲから，始

めの５分，中間の５分，終わりの５分（計１５分）を分

析対象とした。なお，ＶＴＲが１５分以上２５分未満の場

合は，始めと終わりの除外時間を短縮することにより調

整した。また，分析対象の１５分内に，両親のいずれか

が席を外して他の家族成員と会話が不可能な場所に移動

している場面や，対象児が画像から消えている場面など

がある場合には，その時間を分析対象外とし，当初の除

外時間から補った。

撮影は２回行われたため，総分析時間は３０分である。

これらを５分ごとに分割（５分を１ユニットとする）し，

以下に示す，母親・父親それぞれの摂食促し行動や幼児

の情動状態（ポジティブ・ネガティブの双方）の評定を

それぞれ６回行った。

(2)母親・父親の摂食促し行動の分析方法

まず，母親・父親別に，′mablelに基づいて，ビデ

オの各ユニットごとにカテゴリーに分類した。なお，

Ｔａｂｌｅｌのカテゴリーは，全ビデオからすべての母親・

父親の摂食促し行動を抽出し，それを強い行動から順に

配置したものである。母親・父親の摂食促し行動は，次

のものをターゲットにして評定された。まず一つは，母

親あるいは父親による幼児への摂食促し行動（｢これ食

べなさい｣，「いっぱい食べなさい｣，「早く食べなさい」

などの発言やそれと受け取れるような行為）に対して，

幼児がそれを拒否（｢いらない」など)，あるいは部分的

な受け入れ（｢少しでもいい?」など）と受け取れる発

話あるいは行為をした直後の当該の親の行動（ただし，

幼児の反応前に，当該の親がこのような行動を繰り返し

た場合は，それもあわせて１回と判断し，それらの強度

が異なる場合は，より強い方の得点を与えた）である。

親開始の摂食促しをターゲット行動から外したのは，摂

食促し行動が養育行動の一つであることから，親子の対

立場面に焦点を当てたかったためである。つまり，親が

摂食を促しても，その時幼児が摂食を欲していれば，親

子の対立は生じない。幼児が摂食を拒否したことにより

初めて,親子の対立場面を生むことになるのである。ター

ゲット行動の２つ目は，母親または父親の摂食促し行動

がない時に，幼児が自ら摂食を拒否する発話･行為（｢こ

れ食べたくない」「もう，ごちそうさましたい」など）

をした直後の母親あるいは父親の行動である。そして，

母親・父親別に，カテゴリーの配点（'I1ablel参照）に

基づいて，全ユニットの得点を加算し，母親・父親の摂

食促し行動得点とした。なお，摂食促し行動に「意向確

Tablel親の摂食促し態度のカテゴリー

請
め

レベル

(得点） 例
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強制

叱責

強度の非難

｢食べなさい！」「食べなくちやダメ！」

｢何で食べないの！」「食べろって言ってるんでしよ！」

｢あなたはいつもそうね！」「悪い子だ！」「せっかく作ったのに！」

｢食べて」（語調の強いものは「強制」に含める）

｢食べてごらん」「食べた方がいいと思うよ」，発話を伴わずに食材を子どもの口元に運んだり，
お茶碗や皿を幼児に近づける行為(明らかに摂食の促しであると判断できるもの）も含める

｢おいしいよ」「食べると大きくなるよ」「食べないと病気になるよ」

(ネガティブなトーンでの）「え－」「あら－」「なんで－」「悲しいなあ」（語調などによって
は強度の非難に分類される）

ｊ

Ｂ
聴く

要
勧

利得(損失)呈示

弱い非難

ｊ
Ｃ
点１Ｉ ｢もういいの？」「食べたくないの？」



強度・頻度・継続時間の基準

ポジティブな‘情動の表出が全くみられない。

ｌと２の問

中程度のポジテイブ‘情動が，単発頻度で１，２回，微弱であれば３，４回程度表出される。累積時間にして数秒程度。

２と３の間

中程度のポジティブな情動が，単発頻度で５回程度，累積時間にしてｌ/５分(目安として５分間で１分)程度表出される。

３と４の間

中程度のポジティブ情動が，単発頻度で10回程度，累積時間にして１/2(目安として５分間で２分30秒)程度表出される。
強度のポジティブ情動が単発頻度にして１，２回含まれていれば，中程度のポジティブ情動の表出は累積時間でl/３分
（目安として５分間で２分弱）程度でよい。

４と５の間

中程度のポジティブ情動が単発頻度で15回程度，累積時間にして３/４分（目安として５分間で４分弱）程度表出される。
強度のポジティブ情動が単発頻度にして５回程度含まれていれば，中程度のポジティブ情動の表出は累積時間でｌ/２分
（目安としては５分間で２分30秒）程度でよい。

１６５

作成した（Table2a,ｂ)。この基準に基づき，各ユニッ

トごとに，ポジティブ，ネガティブ別に，１～５点（0.5

点ごと）の得点を与えた（得点化は，ＶＴＲに見られる

幼児の表‘情，発話トーン，発話内容など，幼児の行動全

体に着目して行った)。ここで，摂食促しとの関係が不

明な幼児の情動状態も含めて分析するのは，親の摂食促

しによって食事全体の雰囲気が悪くなる（楽しくなくな

る）ことが，多くの先行研究によって示されているため

である（例えば，天野，1986;馬路・秋田・橋本，1999；

二木・庄司・川井・恒次・野尻・尼崎・斎藤・水野，

1988)。そのため，本研究では，あえて，親の摂食促し

に関係すると思われる幼児の‘清動状態のみを扱うのでは

なく，食事全体における幼児の情動状態を取り上げる。

認」行動を含めたのは，その行動に，子どもの摂食拒否

をそのまま受け入れられず「もう少し食べて欲しい」と

いう親側の欲求が往々にして含まれていることから，摂

食促し行動と同種の行動と考えたためである。

なお，カテゴリー分類の際の一致率を算出するため

に，２８家庭の中からランダムに６家庭を抽出し，幼児

心理学を専攻する大学院生６名および教官１名の計７名

に，独立に分類してもらった。その結果，著者とのカテ

ゴリー分類の一致率の平均は93.0％という高い数値が得

られた。

(3)幼児の情動状態の分析方法

幼児の情動状態（ポジティブ・ネガティブ）の得点化

の基準は，Clark,Musick,Scott,＆Klehr（1980）を参考に

Table2aポジティブな情動状態の得点化基準

Table2bネガティブな祷動状態の得点化基準

レ
ー凶

怖
１
１
２
２
３
３
４

５

５

５

夕食場面における母親・父親の幼児への摂食促し行動と幼児の情動状態との関連

4.5

５

注．微弱：声や身振りを伴わない微笑みや驚き，満足，優越の表情など，表情のみの表現。
中程度：多少声を出しての笑い・歓声や、身振りを伴った驚き・満足・優越などの表現。
強度：大きな笑い・歓声や，大きな身振りを伴った驚き・満足・優越などの表現。

強度・頻度・継続時間の基準

ネガティブな‘情動の表出が全くみられない。

１と２の間

中程度のネガティブ‘情動が，単発頻度で１，２回，微弱であれば3,4回表出される。累積時間にして10秒程度。

２と３の間

中程度のネガティブな‘情動が，単発頻度で５回程度,累積時間にしてｌ/１０分（目安として５分間で１分)程度表出される。

３と４の間

中程度のネガティブな情動が，単発頻度で10回程度，累積時間にして１/５分（目安として５分間で１分)程度表出される。

４と５の間

中程度のネガティブ'情動が，単発頻度で15回程度,累積時間にしてｌ/２分（目安としては５分間で２分30秒)程度表出され
る。強度のネガティブな‘情動が単発頻度で２，３回含まれていれば，中程度のネガティブ情動の表出は累積時間にして
l/3分（目安として５分間で１分30秒）程度でよい。

門
嫌
１
１
２
２
３
３
４
４
５

注．微弱：声や身振りを伴わないだるさ，飽き，苛立ちの表'情，小さなため息などの表現。
中程度：ぐずり声での発話，ものを叩いての不快さのアピール，声を伴うしかめ面などの表現。
強度：泣き，大きな身振りでの不快さのアピールなどの表現。
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なお，幼児の情動表出に関してポジティブとネガティブ

の両情動を取り上げたのは，これらが必ずしも一次元的

なものではなく，１ユニットの中で，これらをともに強

く表出する場合や，双方ともほとんど表出しない場合な

ども予想されたためである。そして,それぞれ,各ユニッ

トの得点を加算し，その合計得点を，幼児の情動状態得

点とした。その際，ポジティブ・ネガティブとも，高得

点であるほどその情動が強いことを示す。

なお，評定の信頼性を検討するために２８家庭の中か

らランダムに１２家庭を抽出し，幼児心理学を専攻する

大学院生１名に評定を求めた。その結果，著者との評定

の一致率は，０．５点の誤差内で87.5％という十分な数値

が得られた。

(4)夫婦関係性の分析方法

ＭDASの得点化は，Nakagawa〔Kazui〕,'meti,＆Ｌａｍｂ

(1992）に従い，母親・父親別に２０項目の合計得点を算

出した。

結果

本研究における，母親・父親の摂食促し行動（父親の

み対数変換値)，幼児の‘情動状態，母親ならびに父親評

定による夫婦関係性得点の平均値・中央値・標準偏差・

レンジを示したものがTable3である。母親・父親の摂

食促し行動のデータから，正規分布に従っているかが疑

問視されたため，これらについて，Kolmogorov-Smimov

の検定を行ったところ，母親については有意ではなかっ

たが，父親については有意であった（正規分布に従って

いない）ため，父親の摂食促し行動得点の対数変換を行

い，以後の分析では，この数値を使用することとした。

なお，レベル毎に回数の中央値を見ると，母親の摂

食促し行動については，レベルＡ(最も強い）であれば

０回，レベルＢ（中程度）であれば４回，レベルＣ（最

も弱い）であれば１回であった。一方，父親の摂食促

し行動については，レベルＡであれば０１亘|，レベルＢ

であれば１回，レベルＣであれば０回であった。また，

母親の摂食促し行動得点は父親のそれよりも有意に高

い（t(54）＝2.14,ｐ＜､05）という結果が得られた。さ

らに，各家族ごとにみた母親・父親の摂食促し得点は，

１回目と２回目で有意な正の相関，あるいは，有意傾

向の正の相関が見られた（母親：γ＝.57,′＜,01,父親：

γ＝､34,'＜､10)。幼児の情動状態については，全般的に

ポジティブな情動がネガティブな‘清動を上回っているこ

とが読みとれる。夫婦関係性に関しては，ＭDASを母

親を対象に実施したNakagawa〔Kazui〕etal.(1992)では，

平均値102.00,標準偏差31.79,レンジ41.00～155.00,

また，数井ほか（1996）では，平均値111.85,標準偏差

31.31,レンジ45.00～162.00という数値が得られている。

これらの数値と比較すると，本サンプルの母親の得点

はやや高めであることがうかがえる。なお，ＭDASの

Cronbachのα係数による信頼性については，母親では

､84,父親では.８６という十分な数値が得られた。

以下，まず第一に，母親・父親の摂食促し行動と幼児

のポジティブおよびネガティブな情動状態との関連につ

いて検討する。そして第二に，家族システム論を援用し

て，母親・父親の摂食促し行動の関連要因を検討する。

1.母親・父親の摂食促し行動と幼児の情動状態との関連

第一の目的である，母親・父親の摂食促し行動と幼児

のポジティブおよびネガティブな情動状態との関連を，

ピアソンの積率相関を用いて検討した。

その結果，母親の摂食促し行動と幼児のポジティブ

な情動状態との間には有意な相関は得られなかったが

(γ＝-.20,〃.s､)，ネガティブな情動状態との間に有意な

正の相関が認められた（γ＝､72,,＜､001)。一方，父親の

摂食促し行動については，幼児のポジティブな情動状

態との間には有意な相関は得られなかったが（γ＝､-17,

".s､)，ネガティブな情動状態との間に有意な正の相関が

認められた（γ＝.38,ｐ＜､05)。

2.母親・父親の摂食促し行動に関連する要因について

－家族システム論を援用して

まず，家族システム論的視点からすれば，同じ状況下

にいる母親と父親の摂食促し行動はお互いに影響し合う

ことが予想される。それを検討するため相関分析を行っ

た。しかし，その結果，両者問に有意な相関は認められ

ず（γ＝､27,〃.s､)，食卓上の行動からは，家族システム

論的な相互の影響は捉えにくいことが示された。

次いで，母親・父親それぞれの摂食促し行動に関連す

Table３母親・父親の摂食淀し行動，信動状態，夫婦閣係性得点の平均値・中'央値．標準偏差．レンジ

変数名 平均値中央値標準偏差レンジ

母親の摂食促し行動

父親の摂食促し行動（対数変換値）

幼児のポジティブな情動状態

幼児のネガティブな情動状態

母親評定による夫婦関係‘性

父親評定による夫婦関係性

15.96

１．４３

16.50

11.96

121.36

115.55

10.00

１．３９

15.75

12.00

124.50

115.00

16.64

１．１８

３．８８

3.47

25.86

22.38

、００～７３．００

．００～4.20

12.00～29.00

７．００～20.50

69.00～163.00

69.00～158.00
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Table４母親・父親の摂食泥し行動を従属変数とした
重回帰分析結果の概要

母親評定による夫婦関係性

父親評定による夫婦関係性

子育て期間

対象児の月齢

子どもの数

父親の１日平均の就業時間

重相関係数

母親の摂食
促し行動

一.３５３ナ

父親の摂食
促し行動

一.３０６↑ -.386＊

.491＊ ､386＊

数値は標準回帰係数＊，＜､05，ゆく.１０

る要因の検討を行うため，母親・父親の摂食促し行動を

それぞれ従属変数とする重lnl帰分析（ステップワイズ法）

を行った。独立変数としては，家族システム論的視点に

基づく夫婦各々の評定による夫婦関係性の他，母親・父

親の年齢，結婚期間，子育て期間，対象児の月齢，子ど

もの数，父親の１日平均の就業時間といった人口統計学

的変数を用いた。しかし，分析の結果，母親・父親の年

齢，結婚期間，子育て期間の許容度2)が小さかったため，

これらの中から特に親の摂食促し行動にとって重要な変

数と考えられる「子育て期間」のみを取り上げて，独立

変数として再投入した。

Ｔａｂｌｅ４はその結果をまとめたものである。重相関係

数はともに有意であり（母親：Ｆ(2,25)＝3.98,’＜,05,

父親：Ｆ(1,26)＝4.55,,＜,05)，本研究で取り上げた変

数がある程度十分な説明率を持つことが示された。

これより，母親の摂食促し行動については，標準偏lpl

帰係数は，母親評定による夫婦関係性ならびに対象児の

月齢が有意な負の傾向を示した。また，父親の摂食促し

行動に関しては，対象児の月齢が有意な負の数値を示し

た。これらの結果から，母親の摂食促し行動は，母親が

夫婦関係性を低く評価するほど，そして，対象児の月齢

が低いほど，強くなるという結果が，また，父親の摂食

促し行動は，対象児の月齢が低いほど，強くなるという

結果が見出された。

考察

1.母親・父親の摂食促し行動と幼児の情動状態との関連

母親・父親の摂食促し行動と幼児の'情動状態との関連

については，母親・父親の摂食促し行動得点が高い，つ

まり，摂食促し行動が強いほど，幼児のネガテイブな情

動状態が強いという結果が得られた。また，母親・父親

2）独立変数が互いに，どの程度の線型関連（多重共線性）があるか

を決定づけるために使われる統計量をいう。非常に小さい許容度

を持つ変数は，モデルにほとんど情報を提供せず，計算上の問題

を引き起こす。許祥度は独立変数に対し，それが分析に含まれて

いる他の独立変数によって-f,測されているとき，l-R2(Ｒ：血相関
係数）で計算される。

の摂食促し行動は幼児のポジティブな情動状態とは有意

な関連を示さなかった。

先行研究においても，母親の養育態度や行動と幼児の

発達との関連は検証されてきた（例えば，Bowlby；1969／

1997;東ほか，1981;Ｂｌａｃｋｅｔａ1.,2000)。しかし，全般的

に，父親の養育態度や行動に関する実証的な究明は進め

られていない（大日向，2001）のが現状である。本研究

において得られた父親の摂食促し行動と幼児のネガティ

ブな情動状態との関連は，その基礎的な資料を提供する

ものと考えられる。

また，本研究で取り上げたような，家族全員の夕食場

面という生態学的妥当性の高い日常生活場面での相互作

用の中で得られた本研究の結果は，これまでの先行研究

の結果をさらに確証させるものと思われる。その際，子

どもの変数として，一定期間を経た後に子どもに現れる

発達的特徴ではなく，刻一刻と変化する情動状態を取り

上げたことで，親子間の生き生きとした関わりを捉える

ことができたと考えられる。もちろん，摂食促し行動を，

養育行動に一般化することはできないし，幼児の情動状

態は反応の指標であって発達そのものを示すものではな

い。しかし，前述の通り，それが発達の基盤を成してい

ることを考えれば，日常の母親・父親の養育行動が幼児

の発達のある面と関連することが実証的に検証されたと

いえる。

母親・父親の摂食促し行動が幼児のネガティブな'情動

状態とのみ関連したことについて，その理由は次のように

考えられる。そもそも情動が生起するには欲求の存在が不

可欠であり,不快の‘情動は「欲求→欲求阻止→不快の情動」

という流れで生起し,快の情動は「欲求→欲求促進（容認・

激励)→快の‘情動」という流れで生起する（昌子，1985)。

これを本研究にあてはめると，幼児がある食物を摂取した

くない，あるいはこれ以上食事をとりたくないといった意

志（欲求）を示した後，親が摂食を促すか促さないかとい

う行動（幼児の欲求を阻止するか受け入れるか）を経て，

幼児がネガティブあるいはポジティブ情動を表出するとい

うことになる。本研究では，母親ｑ父親の摂食促し行動が

幼児の欲求を阻止したために，ネガティブな‘清動状態を喚

起したと考えられる。一方，「欲求促進」がポジティブな

情動状態を喚起しなかったのは，本研究の「欲求促進」行

動が，明確な受容や激励という形での積械的な行動ではな

く，「摂食促しをしない」という消極的な行動であったこ

とが関係していると考えられる。

２.母親・父親の摂食促し行動に関連する要因について

－家族システム論を援用して

家族システム論的視点からすれば，関連することが予

想されていた母親の摂食促し行動と父親の摂食促し行動

は，有意な相関を示さなかった。これは，家族システム

論的な相互の関わりが，ある特定の場面での関わりの分
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析のみからでは十分に把握することができないというこ

とを示すものと考えられる。つまり，母親の摂食促し行

動は，一方で母親評定による夫婦関係'性と有意な負の傾

向を示しており，特定の場面での父親の行動よりも，認

知的な父親との関係性の方が，より大きな影響を及ぼす

ことを示唆していると考えられる。

母親が夫婦関係性を良好でないと認知しているほど，

幼児に対する強い摂食促し行動を生むという結果につい

ては，夫婦の関係性が良くないと認知している母親は，

それだけストレスが高く，母親としての自尊感情や有能

感も低いことが示されており（Sheａ＆'Iifonick,1988)，

慢性的に強いネガティブな気分を有していることが推測

される。そのことが，些細な事柄に対してイライラを生

じさせる原因となり，強い摂食促し行動を行うことにつ

ながっているのではないかと考えられる。

さらに，対象児の月齢が低いほど，母親・父親の摂食

促し行動が強いという結果については，子どもが低年齢

であるほど，母親も父親も，しつけの一環として，頻繁

に摂食促しを行わざるを得ないということを意味するも

のであろう。

ところで，先行研究で親の養育行動に関連することが

示されていた，子育て期間，子どもの数，父親の１日平

均の就業時間といった変数は，本研究では全く関連が見

られなかった。それらの理由としては，次のようなこと

が考えられる。

まず，子育て期間と子どもの数については，子育て期

間が長いほど，あるいは，子どもの数が多いほど，子育

てに慣れ,摂食促し行動も弱くなることが予想されたが，

それらの関連は見られなかった。その理由としては，こ

れらの変数のレンジの小ささ，あるいは，分布がやや低

い方に偏ったこと，つまり，本研究では，子育て期間が

48～８６カ月のレンジに入る家庭が全体の70％を越えた

こと，子どもが２人以下の家庭が全体の80％近くを占

めたことなどが考えられる。今後，これらの面で，より

多様な家庭を対象に研究を行うことにより，関連が見ら

れる可能性も考えられる。

そして，父親の１日平均の就業時間については，それ

が長いほど,父親が家事や育児に関与する時間が少なく，

それにともない子どもへの発言（摂食促し）も弱くなる

ことが予想され，また，母親においては，父親の家事や

育児に関与する時間の少なさからストレスやネガティブ

な気分を高めてしまう可能性が考えられることから，摂

食促し行動が強くなることが予想された。確かに，父親

の就業時間や帰宅時間と子どもとの接触時間との間には

関連が示されてきた（例えば，木田・松下，1992;木田・

大谷，1992）が，その一方で，父親の就業時間と父親の

子育てに対する関心度には関連が見られないという報告

(木田・大谷，1992）もある。本研究では，父親の子育

てに対する関心度を扱っていないが，父親の摂食促し行

動の強弱は，おそらく単なる子どもとの接触時間ではな

く，子育ての関心度等の心理的変数と関連している可能

性が考えられる。また，母親についても，父親が子育て

への関心が高いと母親も父親に話しかけることが多く，

母親の子どもに対する態度が肯定的である（木田･大谷，

1992）などの報告もあることから，単なる父親の就業時

間の長短が直接的にストレスやネガティブな気分に影響

を与えなかったのではないかと考えられる。

なお，父親の摂食促し行動については，母親において

見られた夫婦関係'性との関連が認められなかった。この

点に関しては，夫婦関係の認知に関わりなく，摂食促し

行動を相対的に母親に任せようとする父親の傾向が反映

された結果と考えることもできるが，いずれにしても，

父親の内面的な問題に関する実証的な究明が進められて

いない（大日向，2001）という指摘もあり，特に，母親

に対する認知が，家庭における父親の心理や行動にどの

ように関わるかについての研究を，今後進めていく必要

があると考えられる。

ところで，本研究は，家族成員が全員そろった家庭

内での夕食場面をビデオ撮影するという難しさから，被

験者が２８家庭と少ない。そのため，比較的大きなサン

プルに適用される重回帰分析を用いての本研究の結果に

は，もちろん限界がある。この点に関しては，今後，サ

ンプル数を増やして再確認する必要があると思われる。

まとめと今後の課題

本研究では，母親・父親の摂食促し行動と幼児の情動

状態との関連については，母親・父親の摂食促し行動と

幼児のネガティブな情動状態との間に有意な正の相関が

得られた。本研究で取り上げたのは，夕食場面という限

られた場面，摂食促し行動という，ある種限定された行

動ではあったが，親の養育行動と幼児の情動状態が強く

関係することを実証的に示したものといえる。これまで

の先行研究のほとんどは，母親と子どもという二者のみ

の観察から得られたものであったが，本研究では，家族

という，本来心理的にも物理的にも相互に依存しあう力

動的な関係（高橋，1994）の中での観察であったこと，

さらに，父子間の関連性も実証されたことで，意義があ

ると考えられる。

また，本研究では，母親の摂食促し行動に関連する要

因については，母親が認知する夫婦関係性が母親の摂食

促し行動に影響を与えていることなど，家族システム論

の主張と一致する結果が得られた。しかし，父親の摂食

促し行動に関しては，そのような要因との間に関連は見

られなかった。父親の家庭参加が声高に叫ばれる現代に

あって，今後，その要因の探究は，ますます必要となる

であろう。
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さらに，親の養育行動については，家族成員の家庭外

の社会との相互作用を考慮に入れたり，摂食促し行動以

外の養育行動をとりあげた研究を行うことも，今後，必

要になると思われる。本研究では，母親の摂食促し行動

に関連する要因として夫婦関係性や対象児の月齢が，父

親の摂食促し行動にも対象児の月齢が意味のある関係を

示したが，摂食促し行動をはじめとする養育行動に関連

する要因は他にも多く存在する。例えば，地域社会にお

けるフォーマルな社会的相互作用（クラブ活動など）や，

友人・知人とのインフォーマルな社会的活動（ショッピ

ング，会話など）によって，ポジティブな感情が高まる

(House,Robbins,＆Metzner｝1982;Okun,Stock,Haring,＆

WitterJ984）という報告がなされている。これらの点

を考慮しつつ，より多様な視点から研究を行うことも必

要になると考えられる。
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主観的な感覚としての人格特性的自己効力感尺度（ＳＭＳＧSE）の開発

三好昭子
(立教大学大学院文学研究科）

本研究では人間の主観的な感覚に焦点を当て，たいていのことはできるような気がするという感覚

そのものを直接的に測定する主観的な感覚としての人格特性的自己効力感尺度（theScaleMeasuringa
SenseofGeneralizedSelfEfficacy，以下,ＳＭＳＧSE）を作成した。これは，人間の内にある「主観的な感

覚としての人格特性的自己効力感」（aSenseofGeneralizedSelfEfficacy，以下，主観的な感覚としての

GSE）を反映して外に表れる行動特性を測定するための尺度ではなく，内にある主観的な感覚としての

GSEそのもの，すなわち全般的感覚レベルのＧＳＥを測定するための尺度である。研究１では224名の大

学生を対象に質問紙調査を実施し，ＳＭＳＧＳＥの信頼性と妥当性について量的に検討した結果，ＳＭＳＧＳＥ

は男女によって平均値に違いのない安定した１因子構造であり,信頼性も高かった。さらに内容的妥当性，

構成概念妥当性，基準関連妥当性も高く，６項目の洗練された尺度であることが示された。研究２では

SMSGＳＥ得点の高・中・低得点群，各５名，３名，４名を対象に面接調査を行った。その結果，ＳＭＳＧＳＥ

は日常生活におけるひとりひとりの人間の主観的な感覚としてのＧＳＥを適切に測定しており，併存的妥

当性の高いことも示された。今後ＳＭＳＧＳＥは，主観的な感覚としてのＧＳＥを測定するために利用され
ることが期待される。

【キー・ワード】人格特性的自己効力感，自己効力感，尺度構成，大学生，妥当性，自己

問題

自己効力感（self-efficacy）の概念は，Banduraの社会

的学習理論（Bandura,1977b/1979）の中で展開されて

きたものであり，自己効力感とは，‘‘ある結果を生みだ

すために必要な行動をどの程度うまく行うことができる

かという個人の確信'，（坂野・東峰，1993,ｐ､478）のこ

とである。つまり，‘‘個人がある状況において必要な行

動を効果的に遂行できる可能性の認知'，（成田・下仲・

中里・河合・佐藤・長田，1995）のことであるが，こ

の自己効力感には２つの水準があることが知られてい

る（坂野・東牒，1986,1993；成田ほか，1995)。１つ

は“課題や場面に特異的に行動に影響を及ぼす自己効力

感”（成田ほか，1995）であり，これまでの研究で自己

効力感が行動を予測する，あるいは自己効力感の変容が

行動の変容に強く影響するということが示されてきてい

る（Bandura,1995/1997)。もう１つの水準が，‘‘具体的

な個々の課題や状況に依存せずに，より長期的に，よ

り一般化した日常場面における行動に影響する自己効力

感'，（成田ほか，1995）である。これは“自己効力感を

ある種の人格特性的な認知傾向”（成田ほか，1995）と

みなしたものであり，このように“self-efficacyを高く
あるいは低く認知する傾向は，いわば人格特性のように

人の行動を規定するもの”（坂野・東係，1986）である。

これは特‘性的自己効力感,あるいは一般性セルフ･エフィ

カシー（GeneralizedSelf-Efficacy；以下GSE）と呼ばれ

ている。ここでは領域固有の自己効力感に対して，日常

生活において一般的に自己効力感を高く，あるいは低く

認知する傾向という人格特性としての自己効力感を強調

し，人格特性的自己効力感と呼ぶ。

ＧＳＥの測定に関して先駆的研究であるSherer,Maddux，

Mercandante,Prentice-Dunn,Jacobs,＆Rogers（1982）

の作成した特′性的自己効力感尺度（GeneralizedSelf-

EfficacyScale;以下ＳＥ尺度）は,成田ほか（1995）によっ

て，日本のコミュニティサンプルに適用され，生涯発達

的な利用の可能‘性が検討された。その結果ＳＥ尺度が，

性別や年齢に依存することなく使用可能な尺度であり，

また，内的整合性，信頼性，妥当性も高いため，研究へ

の応用にも十分に耐え得ることが示された。項目は社会

的スキルや職業的能力の観点から作成されており，行動

を起こす意志，行動を完了しようと努力する意志，逆境

における忍耐などから構成されている。具体的には“何

かをしようと,思ったら，すぐに取りかかる｡,'，“初めは

うまくいかない仕事でも，できるまでやり続ける｡，，，“面

白くないことをする時でも，それが終わるまで頑張る｡'，

などが挙げられる。

一方，臨床心理学的な観点から坂野・東峰（1986）が作

成したのが一般性セルフ・エフィカシー尺度（Generalized

Self-EfficacyScale）であり，１６項目からなっている。こ

れは自己効力感が高く認知された場合の行動特徴と自
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己効力感が低く認知された場合の行動特徴をもとに，

ＭＭＰIおよびＹ－Ｇ性格検査の項目から選抜して作成され

ている。Bandura（1977a,1985）によると，具体的に自

己効力感が高く認知されたときの行動特徴には，“社会

的状況の中での克服努力が大きい。積極的に多大の努力

を払おうとする。積極的に課題に取り組む。最終的な成

功を期待する度合いが大きい。葛藤状況で長期的に耐え

ることができる。自己防衛的な行動が減少する。予期的

な情動喚起の程度が緩和される｡”（坂野・東峰，1986）

などが挙げられる。このようにして作成された尺度を因

子分析した結果，行動の積極'性（例えば“結果の見通し

がつかない仕事でも，積極的に取り組んでゆくほうだと

思う｡")，失敗に対する不安（"何かをするとき，うまく

ゆかないのではないかと不安になることが多い｡'，)，能

力の社会的位置づけ（"友人より優れた能力がある｡"）

という３つの因子が抽出された。この尺度も内的整合性，

信頼性，妥当性が高く，臨床的応用や研究への応用に十

分に耐え得ることが示されている。

これらの尺度項目は，領域固有の自己効力感が高く

認知された場合の行動特徴をもとに，一般的に自己効力

感を高く認知する人の特徴を想定し，それに基づいて主

に行動特性からなる尺度を構成している。坂野・東峰

(1986）においては，ＭＭＰIやＹ－Ｇ性格検査の項目から

領域固有の自己効力感が高く認知された場合の行動特徴

を含む項目を抜粋しており，Shereretal.（1982）の尺度

もＧＳＥそのものを測定しているわけではない。これら

の尺度は比較的客観的な行動特性によって，ＧＳＥが高

い（低い）状態を測定することができるという意味で有

用である。

しかしながらＧＳＥは比較的客観的な行動特性によっ

てしか測定できないものではなく，きっとできるだろう

という確信の強さを，本人の主観的な感覚によって測

定することも可能であると考えられる。例えばAllport

（1942/1970,ｐ､23）は“彼が状況をどのようにみなして

いるかということは，解釈のためのもっとも重要な要素

である｡'，というThomasの言葉（Blumer;1939）を引用

して，主観的認識を積極的に研究に取り入れることを推

奨している。また，そもそもBanduraが，社会的学習理

論（Banbura,1977b/1979）の中で，行動の先行要因と

して予期機能（期待）を重視したということからも，心

理学の研究において人間の主観的な感覚そのものを扱う

ことは妥当であると考えられる。今後，ＧＳＥ研究に人

格発達的な視点を導入し，ＧＳＥの形成過程について理

解を深めていくためには，比較的客観的な本人の状態よ

りもむしろ，「主観的な感覚としての人格特'性的自己効

力感」（aSenseofGeneralizedSelf-Efficacy，以下，主

観的な感覚としてのGSE)，すなわち全般的感覚レベル

のＧＳＥを測定するための尺度が必要とされるであろう。

そこで本研究では人間の主観的な感覚に焦点を当て，

日常生活においてたいていのことはできるような気がす

るという感覚を全般的に抱きやすいか否かを，「主観的

な感覚としてのGSE」として定義し，その程度を測定

する主観的な感覚としての人格特性的自己効力感尺度

(theScaleMeasuringaSenseofGeneralizedSelf-Efficacy，

以下，ＳＭＳＧSE）を作成する。Shereretal.（1982）の特

性的自己効力感尺度の日本語版である成田ほか（1995）

のＳＥ尺度や,坂野･東係（1986）の一般‘性セルフ･エフイ

カシー尺度は，内にある主観的な感覚としてのＧＳＥを

反映して外に表れる行動特性を測定するための尺度であ

るのに対して，ＳＭＳＧＳＥは人間の内にある主観的な感

覚としてのＧＳＥそのものを測定するための尺度である。

研究１では量的にＳＭＳＧＳＥの信頼'性と妥当性について

検討を行い，さらに研究２においては半構造化面接によ

り，ＳＭＳＧＳＥが日常生活におけるひとりひとりの人間

の主観的な感覚としてのＧＳＥを適切に測定しているか

否かという併存的妥当性の検討を行う。

研究１

目的

研究１では質問紙調査により，ＳＭＳＧＳＥの信頼性と

妥当性について量的に検討する。

方法

対象者首都圏大学生男性６９名，女'性１５３名，不明

２名の合計224名（平均年齢20.3歳）である。

手続き質問紙による一斉法。１９９９年１２月に大学で

の講義時間内に質問紙を配布し,その場で回答を求めた。

調査内容ＳＭＳＧＳＥの項目は，日常生活においてた

いていのことはできるような気がするという感覚を全般

的に抱きやすいか否かという本研究における主観的な感

覚としてのＧＳＥの定義に従って用意した。人間の内に

ある主観的な感覚としてのGSE，すなわち全般的感覚

レベルのＧＳＥを測るために，漠然と「～ような気がす

る｣，「～感じる｣，「～思う」というような表現を用い

て，主観的な感覚を直接的に測定できるような工夫を

行った。当初は２０項目用意したが，人格心理学を専門

とする大学教員２名と内容的妥当性を協議し，その際に

表現が重複している項目や複数の解釈を許してしまう可

能'性のある項目を削除した。最終的に，定義を表すため

に必要十分であると考えられる１因子を想定した７項

目（２項目の逆転項目を含む）が選定された。「非常に

当てはまる」から「全く当てはまらない」までの５件法

で回答を求め，主観的な感覚としてのＧＳＥが高ければ

得点も高くなるように得点化し，その合計得点をもって

SMSGＳＥ得点とした。

構成概念妥当性についてはベック抑うつ性尺度（Beck

Depressionlnventory;ＢＤＩ)(Beck,Rush,Shaw〉＆Emery；
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1979/1992；林，1988）（１６項目；４件法)，自尊感情尺度

(Rosenberg,1965;山本・松井・山成，1994）（１０項目；５

件法)，特性不安尺度（SpielbergenGorsuch,＆Lushene，

1970;岸本・寺崎，1986）（２０項目；４件法）を用いて検

討した。

ＳＭＳＧＳＥと各尺度との関係は以下のように予測され

る。まず，抑うつ患者には周囲の世界や将来，および

自分自身に対して否定的に歪曲された認知が働いてい

る（Beck,1976/1990;Ｂｅｃｋｅｔａ1.,1979/1992）ことが指

摘されていることから，一般的に自己効力感を高く認

知する傾向を測定するＳＭＳＧＳＥとベック抑うつ性尺度

とは負の相関を示すであろう。次に，自尊感情につい

てRosenberg（1965）は“自分自身で自己に対する尊重

や価値を評定する程度であると考えている”（山本ほか，

1994,ｐ､67）ことから，ＳＭＳＧＳＥと自尊感情尺度とは正

の相関が予測される。そして特性不安尺度は，“自己防

衛的な行動が減少する。予期的な情動喚起の程度が緩和

される｡'，（坂野・東牒，1986）といった自己効力感が高

く認知された時の行動特徴(Bandura,1977a,1985）と密

接な関連のあることが予測されるため，ＳＭＳＧＳＥとは

負の相関を示すと考えられる。

また，様々な領域で自己効力感を高く認知する人の行

動特性によってＧＳＥを測っているShereretal.（1982）

の特性的自己効力感尺度の日本語版である成田ほか

(1995）のＳＥ尺度（２３項目；５件法）は,ＳＭＳＧＳＥとは

切り込み方が違うが，主観的な感覚としてのＧＳＥが高

ければ，様々な領域で自己効力感を高く認知する人の

行動特性も備えていると考えられる。つまりＳＭＳＧＳＥ

は内にある主観的な感覚としてのＧＳＥを測定している

のに対し，ＳＥ尺度は，内にある主観的な感覚としての

ＧＳＥを反映して外に表れる行動特性を測定しているの

だと考えられる。したがってＳＥ尺度をＳＭＳＧＳＥの基

準関連妥当性の指標として用いた。その結果，ＳＭＳＧＳＥ

とＳＥ尺度との間には正の相関があることが予測される。

結果

（１）記述統計量ＳＭＳＧＳＥの各項目内容と対象者全体

(男性／女性）の平均値･ＳＤ・歪度・尖度と正規性の検定，

男女による平均値の差の検定結果をＴａｂｌｅｌに示す。

各項目の正規'性は棄却されたが，対象者全体において

は歪度・尖度ともに１に達しておらず，ほぼ正規に近い

分布を示した。男性においては，項目１と項目３が正

規分布よりもなだらかな分布を示したものの，それ以外

の項目と女性においてはほぼ正規に近い分布を示した。

SMSGＳＥの合計得点に関しては，対象者全体において

歪度が-0.11,尖度が-0.10となっており，ほぼ正規に

近い分布を示した。これは正規性の検定によっても正規

性が棄却されなかった。男性は正規分布よりも若干なだ

らかな分布を示している。それに対して女性は若干では

あるが得点の高い方に分布の頂点があり，低得点の方へ

裾が広がっている。しかしながら男性，女‘性それぞれが

歪度・尖度ともに１に達しておらず，ほぼ正規に近い分

布を示している。このことは正規'性の検定によっても確

認されており，男女ともにデータは有意に正規分布と異

なっていないことが示された。また，男女による平均値

の差の検定を行った結果，項目５と項目７において５％

水準で有意に男性の平均値が高かったが，合計得点とし

ては男女の平均値に有意な差は認められなかった。した

がって以下の分析は，男女込みで検討する。

（２）項目分析尺度の信頼‘性を高めるように項目を

精選するために，Ｇ－Ｐ分析，項目一全体得点相関，ａ

TablelSMSGSEの項目内容と記述統計量，正j銅性のｲ賃定；男女による平均値の差の横定

に対処することができるような感じがする。

狐］

リユ可

翻心に取り組Bｉ

J,8９

麺難な状況のヰ

注１．（R）がついている項目は，逆転項目を示す（合計得点は，逆転項目を６－尺度得点で変換させた値を加算した)。
注2．K-S:Kolmogorov-Smimovの統計量。

かりだと感じる。（R）

項目内容

l大して努力しなくても，私はたいていのこと
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２どんな状況に直面しても,私ならうまくそれ

３私にとって,最終的にはできないことが多い
と思う。（R）

４私が頑張りさえすれば，どんな困難なこと

でもある程度のことはできるような気がする。

５熱心に取り組めば,私にできないことはない

ように思う。

６やりたいと思っても,私にはできないことば

1.24

７非常に困難な状況の中でも，私ならそこか

ら抜け出すことができると思う。

合計

1.40

*’＜､0５

■■■■■■■■■■■

ｊ値

0.39

2.34＊

１．２５

2.41＊

-0.89

１．３２

全体("=224）
平均値Ｓ、歪度尖度Ｋ－Ｓ

男性("=69）
平均値Ｓ、歪度尖度

女性("=153）

平均値Ｓ、歪度尖度Ｋ－Ｓ

1.010.11-0.83.22

1.07-0.11-0.８１．１７

１．０５０．２４－０．６５．２１

０．９２－０．６５０．１５．２０

０．９７－０．１７－０.６４．１６

１．０９０．３０－０．６９．２３

０．９７－０.２５－０．４３．１７

４．７５－０．１１－０.1０．０５

２．７３

３．０５

２．８５

３．６６

３．２４

２．６７

３４２

２２．６０

１

６
９
８
６
３

岨
的

２
１
１
１
１
２

２．８６１．１５－０．０６－１．１４

３．０９１．１６－０．０６－０．８５

３．０１１．２１0.02-1.02

3.771.00-0.87０．８２

３．４６１．０４－０．４７－０．２１

２．５７１．１４0.32-0.83

3.641.04-0.34-0.38

23.235.50－0.12-0.36

２．６６０．９２０．１１－０．７５．２３

3.031.03-0.16-0.84.18

２．７８０．９６０．３１－０．４５．２２

３．６００．８８－０．５７－０．１９．２１

３．１３０．９２－０．１１－０．８１．１７

２．７１１．０７０．３２－０．６３．２３

3.310.91-0.30-0.47.16

22.244.31－0．２８－０．１５．０６



項目

主観的な感覚としての人格特性的自己効力感尺度（SMSGSE）の開発

Table２項目分析の結果係数による方法を用い，その結果をTable2に示す。

ＳＭＳＧＳＥの合計得点の平均値を境に上位群と下位群

に分割し，各項目ごとに上位群と下位群の平均値の差を

検定した結果が／値である。全ての項目において上位群

は下位群よりも有意に平均値が高かったが，項目１に関

してはややその差が小さい。

項目一全体得点相関は，項目の得点と当該の項目以外

の項目の合計得点との間の相関係数で表す。尺度の全体

得点の高い人は，それぞれの項目でも高い得点を示して

いるはずであるため，全体得点と各項目との相関は高く

なることが期待される。ここでもすべての項目において

比較的高い相関が認められるが，やはり他の項目と比較

すると項目１の相関は高いとは言えない。

α係数は当該の項目を除外したときの全項目による

α係数を表わしている。７項目全体でのα係数は(ビー,８０

であり，項目１についてのみ，除外したときにα＝､８１

とα係数が高くなっている。

′I1able2より，ＳＭＳＧＳＥは統計的観点から項目１を除

外した方が，より精選された尺度となることが明らかと

なった。そこで７項目のＳＭＳＧＳＥから「大して努力し

なくても，私はたいていのことならできるような気がす

る｡」という項目１を除外し，ＳＭＳＧＳＥは主に努力や意

志を強調した６項目の尺度とする。

（３）確認的因子分析最尤法による１因子の確認的

因子分析を行った結果（'I1able3参照)，固有値が２．５２

であり，１因子で全変数の41.90％の分散が説明され

ている。なお，項目１を除いた全体得点（Ｍ＝19.87,

sＤ＝4.33）の歪度は-0.15,尖度は-0.26であり，ほぼ

正規に近い分布を示した。これは正規性の検定によって

正規分布と有意に異なっていないことが確認されている

(K-S＝､041,〃s)。

（４）信頼性の検討項目１を除外した結果，６項目か

らなるＳＭＳＧＳＥのα係数はα＝､８１という値を示し，内

的整合性の観点からは十分に高い信頼‘性を有することが

示された。

（５）妥当性の検討ＳＭＳＧＳＥの妥当性を検討するた

めに，ベック抑うつ性尺度，自尊感情尺度，特性不安尺

度，ＳＥ尺度を用い，各尺度との相関係数を'Elble4に

示す。ＳＭＳＧＳＥとベック抑うつ'性尺度との相関係数は

γ＝-.51,自尊感情尺度とはγ＝.60,特'性不安尺度とは

γ＝-.53,ＳＥ尺度とはγ＝､５８となり，いずれも当初の仮

説を支持し，構成概念妥当性，基準関連妥当性ともに高

い結果となった。

考察

１次元を想定した７項目のＳＭＳＧＳＥに対して項目分

析を行った結果，項目１を除外した方が，努力や意志を

強調したより精選された尺度となることが判明した。し

たがってＳＭＳＧＳＥは，６項目という少ない項目数にも
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５
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７

固有値２．５２

寄与率41.9％

***’＜､001
注１．（R)がついている項目は,逆転項目を示す(数値は６－項目得点

で変換させた値である）。

注２．α係数は、当該の項目を除外したときのα係数を示す。

Table3SMSGSEの区7子分祈結果

注．（R)がついている項目は，逆転項目を示す。

共通性因子負荷量

目的

研究２では，研究１で作成されたＳＭＳＧＳＥの併存的
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Table4SMSGSEと各尺度との梱関係数

-.71**＊-

.62**＊-.59**＊

２

３(R）

４

５

６(Ｒ）

７

***，＜､001

かかわらず，α係数はα＝､８１という値を示し，内的整

合性の観点からは十分に高い信頼性を有することが確認

された。また記述統計量から，男女ともにデータは正

規分布と有意に異なっていないことが示され，因子分析

からはＳＭＳＧＳＥが安定した１因子構造であることが確

認された。そしてＳＭＳＧＳＥは構成概念妥当性，基準関

連妥当性，内容的妥当性も高く，主観的な感覚としての

GSEを測るのに妥当な尺度であることが示された。

研 究 ２
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1.ＳＭＳＧＳＥ

２・ベック抑うつ性尺度

3.自尊感情尺度

4.特性不安尺度

5.ＳＥ尺度

-.68**＊

、73**＊

-.46*＊＊
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妥当性の検討として，ＳＭＳＧＳＥ得点と日常生活におけ

るひとりひとりの人間の主観的な感覚としてのGSE，

すなわち全般的感覚レベルのＧＳＥとが対応しているか

否かを検討する。

方法

面接協力者１９９９年１２月に行った質問紙調査におい

てＳＭＳＧＳＥ得点をＺ得点に標準化し，それぞれ無作為

に，中得点群（Ｚ得点４５～５５点）１名，低得点群（Ｚ

得点４０点以下）２名，計３名に協力を仰いだ。面接協

力者の人数が足りなかったため，再度2000年６月に質

問紙調査を行った。ＳＭＳＧＳＥ得点の分布に違いが認め

られなかったため，それぞれ無作為に，高得点群（ｚ得

点６０点以上）５名，中得点群（Ｚ得点４５～55点）２名，

低得点群（Ｚ得点４０点以下）２名を追加し，最終的に

高得点群５名，中得点群３名，低得点群４名，計１２名

に面接への協力を仰いだ。

手続き2000年２月，７月。実験室において個別に守

秘義務についての説明をした上で，３０～５０分にわたる

半構造化面接を実施した。協力者に了解を得てその内容

をテープレコーダーに記録し，後にそのテープを起こし

た。

質問内容大野（1981）の用いたアイデンテイテイお

よび全生活空間（西平，1973）に関する半構造化された

面接を改変して行った。質問はＳＭＳＧＳＥの項目および

概念，全生活空間にわたる様子・気分，基本的信頼感に

関する概念，生育史，アイデンティティの様相など包括

的な内容とした。ここでは特に作成した尺度の妥当性の

検討のために，ＳＭＳＧＳＥの項目および概念に関する質

問への回答のみを取り上げて検討する。

結果

ＳＭＳＧＳＥの併存的妥当性を検討するために，「漠然と，

自分は何でもできるような気がしますか｡｣，「あなたは

たいていのことなら，何でもできると思いますか｡」と

いう質問に対する回答と，その根拠（｢どうしてそう思

うのですか｡｣）についての回答の抜粋を'Ihble5に示す。

高得点群は，「はい（できると思う）」（５Ｈ)，「たい

がいのことはできると思う」（10Ｈ）と，かなり肯定的

に回答している。他には「やろうと思ったことに関して

はできる」（６Ｈ)，「こうと決めてほんとに集中的にそ

ればかりをやれば，割合うまくできるんじやないかな，

と思う」（７Ｈ)，「(人の助けもかりて）自分も頑張れば，

何とかなるんじやないかと思う」（９Ｈ）というように

努力や意志を強調した肯定的表現が目立つ。

中得点群は「そこ（何でもできる）までは思わないけ

ど，何でもできないとは思わない」（２Ｎ)，「何でもって

つくと，そこまで自信はないな」（11Ｎ)，「何でも，っ

て言われると，できることもあるし，できないこともあ

る」（12Ｎ）と中庸な回答をしている。

低得点群は「できないことばっかりだ，って，思う」

（１Ｌ)，「(自分が何でもできるような気は）ぜんぜんし

ません」（４Ｌ）と，かなり否定的に回答している。３Ｌ

は「まわりから見ればできている方だったんだと思う」

が，「自分ではやっぱ満足できない」と，客観的な自分

の能力の水準に理解は示しているものの，自分の要求す

る水準に自分がまったく至っていないと報告している。

８Ｌも「ある程度までは，けつこうできる方」で「こな

しちやう」が，「やれば何でもできるっていうのは，な

いな」としている。

また，できないあるいはできると思う根拠について検

討してみると，高得点群は「苦労せずに，みんなより

もできた」（５Ｈ）という優越に関する認識や，「やりた

いことはやってきている｣，「できることはやっている」

（７Ｈ)，「今までたいていのことはやってきましたし」

(10H）という実質的な取り組みによる満足の感覚を報

告している。さらに，高得点群は「やってやろう｣，「や

んなきやできない」（６Ｈ）という熱い意気込みや，「い

つかは何とかなるんじやないかって，期待も含めて，否

定的にならない」（９Ｈ）という穏やかな楽観的見通し

を述べている。それに対して低得点群は「能力的に劣っ

ている」（１Ｌ)，「まわりと比べるとやることやってない」

（４Ｌ）というように，劣等に関する認識やものごとに対

して実質的な取り組みを怠ってきたということを答え

た。

「才能｣，「能力｣，「限界」に関する報告はいずれの群

でもあがっているが，それは結論への前置きに過ぎず，

最終的な回答として高得点群は根拠も含めて全体的に肯

定的であり，中得点群は中庸，低得点群は根拠も含めて

全体的に否定的であった。したがってＳＭＳＧＳＥ得点と，

日常生活におけるひとりひとりの人間の主観的な感覚と

してのＧＳＥとは，正確に対応していることが示された。

考察

ＳＭＳＧＳＥの併存的妥当性を検討するために半構造化

面接を行い，ＳＭＳＧＳＥ得点と，日常生活におけるひと

りひとりの人間の主観的な感覚としてのGSE，すなわ

ち全般的感覚レベルのＧＳＥとが対応しているか否かを

検討した。「漠然と，自分は何でもできるような気がし

ますか｡｣，「あなたはたいていのことなら，何でもでき

ると思いますか｡」という質問に対する回答と，その根

拠（｢どうしてそう思うのですか｡｣）について総合的に

検討した結果，最終的な回答として高得点群は努力や

意志を強調した肯定的表現が目立ち，低得点群は否定

的表現が目立ったが，中得点群には著しい肯定も明確な

否定や劣等感の報告も見受けられなかった。したがって

SMSGＳＥは，日常生活におけるひとりひとりの人問の

主観的な感覚としてのＧＳＥを適切に測定しており，併

存的妥当性の高いことが示された。



面接

協力者

5Ｈ

9Ｈ

lOH

6Ｈ

7Ｈ

2Ｎ

１１Ｎ

12Ｎ

4Ｌ

lＬ

8Ｌ

3Ｌ

年齢 '性別 Ｚ得点

１９１女性’69.29

２０１女‘性’66.89

２０１男性’66.89

１８１男性’64.48

２１１女性’64.48

１９１女'性 50.31

１９１男性 50.04

１８１男性 50.04

３２１男‘性

１９１女'性

１９１女性

１９１女性
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Table５面接協力者の属性と各質簡への回答内容

Ｑ「漠然と，自分は何でもできるような気が
しますか｡」「どうしてそう思うのですか｡」

｢はし､｡」「ずっとすごいいい成績できた」し，「ス
ポーツとかもすごい得意だったし｣，「音楽と

かもずつとピアノとかやってたからできたし｣，

｢今までやって，そんなにできないことがなか
ったから，たぶんこれからも頑張ればできる
んじやないかな｡」

｢頑張れば何とかなるっていう気持ちはある｣。

｢今まで何とかなってる｣。「その目的に向かっ
て頑張っていれば，いつかは何とかなるんじ

やないかって，期待も含めて，否定的にはな
らない｣。

｢たいがいのことはできると思う」。「人間がや

ることだから，そんな大したことはないと思
いますし｣，「ある人間にできて，ある人間に
できないことはなかなかないような気がする｣。

(意欲がわくことに対しては）「やってやろう

って思う」。

｢こうと決めてほんとに集中的にそればかりを

やれば，割合うまくできるんじやないかな，
と思う」。「今までの人生の中でいっぱい失敗
もしましたけれど，やりたいことを追求して

きたら，うまい具合に進んできた｣。

｢そこまでは思わないけど，何でもできないと

は思わない｣。「今まで勉強が人よりすごいで
きなかったとか，運動ができなかったとか，

与えられたことができなかったとか，あまり
なかった｣。

｢何でもってつくと，そこまで自信はないな｡」

｢自分がそれほどしっかりした人間とか，でき
る人間だと思ってない｣。

｢何でも，って言われると，できることもある

し，できないこともある｣。

｢いや，ぜんぜんしません｣。「まわりと比べる
とやることやってないしなあって感じ｣。「特
にこれといって目立つようなこともない｣。

｢あまりできるっていうことはないと思う｣。「自

分ってなんか，能力的に劣っているんだな，

ってすごい思う｣。「些細なことの積み重ねで，
あ－結構自分って，下の方にいる人間なのか
なって思うところがあるんで，できないこと
ばっかりだ，って，思う」。

｢ある程度までは，けつこうできる方」で「こ

なしちやう」が，「やれば何でもできるってい

うのは，ないな｣。

｢まわりから見ればできている方だったんだと

思うけど｣，「自分ではやっぱ満足できない｣。「私
はあまりすべてにおいて満足してない｣。

Ｑ「あなたはたいていのことなら，何でもでき
ると思いますか｡」「どうしてそう思うのですか｡」

｢はい｡」「自分に自信があるから｡」「苦労せず

に，みんなよりもできたからっていうのもあ
るし｣，「自分のやりたいことは頑張ってきた
から，そうし､うのの自信がやっぱりある｣。

｢自分一人で全てができるとは思わない」が，「必
要なときに助けてくれる人間がたぶんいると

思う」。「彼ら（両親や彼や友だち）の助けも
かりて，自分も頑張れば，何とかなるんじや
ないかと思う」。

｢そうですね，たいてい｣。「今までたいていの
ことはやってきましたし，同じ人間のやるこ

とができないことはないと思う」。

｢やろうと,思ったことに関してはできるってい

うか，やらなきやあかんな，っていう危機感
でやってる｡」「やんなきやできないなって｣。

｢自分の中ではやりたいことはやってきている

ので｣，「自己効力感というのは，わりとある
方だと思う」。「できることはやっているので，
あまりこれはできないっていう風に,思ったこ

とはない｣。

｢何でもできる，って言われると自信がない｡」

｢だいたい｡」

｢死ぬまではそう（どうにかしてやっていく）

していくしかない｡」

｢いえ，思いません｡」「今まで，他人にできて
自分にできないことがいっぱいあったし，難
なくこなす友人を見ていると，やはり自分は
そういうタイプじやないな，って｣。

｢いや，さっきと変わらない｡」

｢できていると人はいるんだから，できるんじ

やないか，って思う」。

注．面接協力者の欄の数字は面接協力者番号，アルファベットはそれぞれＨが高得点群，Ｎが中得点群，Ｌが低得点群を表しており，Ｚ得点
の高得点順に並べた。
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全体的討論

本研究で作成したＳＭＳＧＳＥは主観的な感覚としての

GSE，すなわち全般的感覚レベルのＧＳＥに焦点を当て

た尺度であり，努力や意志によって，一般的に自分が

たいていのことはできると思う程度を測定している。

ＳＭＳＧＳＥは男女によって平均値に違いのない，安定し

た１因子構造であり，信頼性も高い。さらに内容的妥当

性，構成概念妥当性，基準関連妥当性も高く，６項目の

洗練された尺度であるといえる。また面接調査により，

ＳＭＳＧＳＥは日常生活におけるひとりひとりの人間の主

観的な感覚としてのＧＳＥを適切に測定しており，併存

的妥当性の高いことも示された。今後は主観的な感覚と

してのＧＳＥを測定するための道具としての利用が期待

される。しかしながらサンプルが大学生のみであり，男

性のサンプル数が少ないなどの問題点もあるため，さら

にサンプル数を増やし，対象とする年齢を広げ，性別や

年齢にかかわらず利用可能な尺度であるか否かを検討す

る必要がある。また，客観的な指標としての行動という

側面から，ＳＭＳＧＳＥが実際にどのような行動特性と関

連するのかについても解明されることが期待される。

本研究の研究２においては，漠然と，何でもできる

（できない）ような気がするというように，一般的に自

己効力感を高く認知する傾向，あるいは低く認知する傾

向が実際に個人差としてあるということが示された。ま

たＧＳＥと領域固有の自己効力感との関連について，坂

野・東係（1986）は次のように指摘している。“通常，

人は何らかの特別な訓練や経験を積んだ行動遂行場面以

外では，行動の遂行可能性に対する見通しの明るさが，

その個人の中では比較的安定したものであると考えるこ

とができる。ある特定の行動遂行場面では，当該の行

動に対するtask-specificなself-efficacyの高さが重要な

要因となっていることは明らかであるが，それには，そ

の個人のより一般的なself-efficacyのレベルが大きな影

響をもたらしていると思われる'，。そして三宅（2000）

は，課題成績のフィードバックの操作を用いて，ＧＳＥ

が課題固有の自己効力感の変容に与える影響を検討し

ている。さらにストレスフルな状況の中でのＧＳＥの役

割を解明しようとする試みを行ったのが，Jerusalem＆

Mittag（1995/1997）である。ここでは移住のストレスや

雇用，パートナーシップの状況に関係なくＧＳＥは比較

的安定していたことが示された。これによりJerusalem＆

Mittag（1995/1997,pl72）は，ＧＳＥが“思春期や青年期

までに形づくられ,後の環境的な影響には左右されない”

という可能'性を指摘している。つまりＧＳＥは，領域固

有の自己効力感の情報源であり，しかも個人差をもち人

格特性として個人の中で安定している可能性があるとい

うのである。

もしそうであるならば，ＧＳＥはどのように形成さ

れるのであろうか。これまでのＧＳＥ研究においては，

ＧＳＥがどのように形成されるのかについての研究は見

当たらない。Shereretal．（1982）は，ＧＳＥが“過去の

成功と失敗の経験から形成され，個人差を持つことを指

摘した'，（成田ほか，1995）が，これだけでは短期的な

形成過程についての検討は可能となっても，より長期的

な見通しをもった包括的な検討は不可能である。そこで

今後，ＧＳＥの形成過程を研究していく上で，人格発達

に関する理論的な視点を導入していく必要があると考え

られる。これまでのように過去の成功と失敗の経験から

ＧＳＥが形成されるという学習理論に基づいた小さな分

析単位からのアプローチだけでなく，人格発達理論を背

景としたより大きな分析単位からのアプローチを行うこ

とによってはじめて，実際の生き生きとした人間の姿を

研究の中で扱うことが可能になるであろう。

今後は人格発達理論を背景としてＧＳＥの周辺概念と

の相関研究を行い，ＧＳＥの形成過程を人格発達理論の

文脈で捉え直す可能'性について検討する。それと同時に

親子関係や生育史を分析対象とし，ＧＳＥの形成過程に

関してより豊富な示唆を含む研究を進めていきたい。
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親になることによる自己概念の変化

小野寺敦子
(目白大学短期大学部）

原著

妊娠７－８カ月から親になって３年間の間にどのように自己概念が変化するかに焦点をあてて検討し

た。自己概念は，「活動性」「怒り・イライラ」「情緒不安定」「養護性」「神経質」「未成熟」の６尺度，

さらには可能自己，自尊感情の視点から縦断研究を行って検討した。その結果，女性は母親になると「怒

り・イライラ」が徐々に強くなってきたと自己をとらえていたが，他の５尺度では有意な変化はみられ

なかった。これは男女ともに気質的な側面を示す自己概念は親になっても比較的安定していることを示

している。また親になる前後にみられた自己概念全体のズレの要因を検討した。女性の場合は妊娠期に

おける身体的・精神的戸惑いが，男性の場合は，育児の否定的側面のイメージが希薄であることと，学

歴が低いことが自己概念全体のズレと関連していた。また女性は母親になると自尊感情が低くなる傾向

がみられた。次に，親としての役割意識の変化を“３つの自分,,という観点から検討した。その結果，

男女で大きな相違が見られた。女性は母親になると「社会にかかわる自分」が小さくなり「母親として

の自分」が大きくなっていた。しかし男性は父親になってからも「父親としての自分」の大きさは変化

せず「社会にかかわる自分」の割合が大きくなっていた。

【キーワード】自己概念，可能自己，自尊感情，親になること，３つの自分

問題

成人期の発達課題としてErikson（1963）は「世話・

生殖性」をあげている。彼は，世話（care）には次の

世代を導き指導していくあらゆる世話という意味が含

まれ，生殖性（generativity）には子孫を生み出すこと

(procreativity）および新しい観念の創造（Creativity）と

いう意味が含まれていると述べている（Erikson，1959／

1982)。はじめて親になる男女が，親になる過程およ

び子どもを養育していく過程は，この「世話・生殖

性」という発達課題を経験していく過程である。また

Levinson（1978）は，成人期の発達を生活構造の発達的

変化の視点から論じている。そして成人期，老年期とい

う発達段階に入る前に生活構造が変化する４－５年間の

期間をおき，その期間を過渡期とよんでいる。この過渡

期は，ある発達段階から次の発達段階へと移っていく際

に必要な準備のための移行期間であると同時に，それま

での人間関係や生活環境さらには役割が変化する結果

生じる様々なストレスにさらされる期間でもある。すな

わち結婚した夫婦に子どもが産まれ子どもを育てはじ

める過程は，「世話・生殖性」という発達課題を体験す

る時期であると同時に，２人だけの生活環境が大きく変

化し親という新たな役割を担うことに伴う様々な変化

が起きている時期だと考えられるのである。

こうした過程にあらわれる変化の１つに自己概念の

変化があげられる。梶田（1988）は，自己概念とは自

分自身がどのような人間であるかということであると

説明し，さらに自己概念の中核には，自己認識（self-

knowledge）（自己の諸側面に対する冷静で正確な認識の

こと）と自己評価（self-evaluation）あるいは自尊感‘情

(self-esteem）（認識された自己に対する評価であり自

己への肯定的感情のこと）があると述べている。高田

(1997）によれば，自尊感情は自己概念を構成する中核

をなしており，自分自身を全体的にどの程度肯定的に

とらえているかということであると述べている。この

自己概念の中核にあると考えられる自尊感情について

菅（1984）は，自尊感情が高い人（自分自身に対して満

足度が高く，自己評価の高い人）は低い人に比べて情緒

的に安定しており社会的適応傾向が強いことを示してい

る。またSirignano＆Lachman（1985）によると自尊感情

の高い母親は育児に対して自信を示し，同傾向の高い父

親は自己効力感が高いことを明らかにしている。さらに

親になることによる自尊感情の変化についてBrandbum

＆Caplovits（1965)，Gurin,Veroff,＆、．（1960)，Rossi

(1968）は，女性の場合，母親になると子育て期間中に

自尊感情は下がる傾向にあるが，男性の自尊感情は安定

しておりあまり変化がみられないことを報告している。

Russel（1978）は子育て期間中に母親の自尊感情が下が

る原因としてボディーイメージの低下があると指摘して

いる。しかしCowａｎ＆Cowaｎ（1988）は男性と女性の自
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尊感情は妊娠期から親になって１８カ月たっても安定し

ていると報告しており，親になることによって自尊感情

がどのように変化するかという見解については一貫した

結果が得られていない。

親になることにともなう自己概念の変化を考える場

合，可能自己（possibleself）という問題を考慮に入れ

る必要がある。Markus＆Nurius（1986）によって提唱さ

れたこの可能自己という考え方は，将来こんな自分に

なるだろうという予想，こんな自分になりたいという希

望，こんな自分にはなりたくないという不安などの概念

から構成されている。すなわち可能自己には肯定的側面

だけではなく否定的側面も含まれその両側面をとらえる

ことが大切であると彼らはいうのである。さらに彼らは，

この可能自己は，妊娠期にもっとも顕著に現れ親になっ

てからの育児意識に大きな影響を与えていくと述べてい

る。Galinsky（1981）は親になる可能自己をもつことを

"Image-Makingの段階'，という表現を使って説明し，妊

娠中から妊婦もその夫も自分がどんな親になるかという

イメージをもっていると報告している。またAntonucci＆

Mikus（1988）は妊娠期に現れる親としての可能自己が

自己概念全体の変化に影響を与え，その結果として可能

自己は成人期の人格に影響を及ぼすと述べている。

こうした親になる過程を自己概念の変化という視点か

らみていくことは，成人期以降にも人格は成長・変化し

ていくのかという問題と関連していると考えられる。こ

れまでの発達心理学においてこの問いに対する見解は二

分されている。その１つは成人期以降，人格は安定性・

‘恒常性を保っており変化はほとんどないと主張する見解

である｡例えばそうした見解をとるアメリカの研究には，

子どもの個性に注目したThomas,Chess,Birch,Heirig，

＆Ｋｏｒｎ（1963）のニューヨーク縦断研究，Eichom，

Clausen,Hann,Honzik,＆Mussen（1981）のカリフオ

ルニア縦断研究，中年期から老年期までの人格の‘恒常

‘性を考察したCosta＆McCrae（1994）の研究などがあ

る。もう一方の見解は，人格は成人期以降も変化する

という主張である（Neugarten,1964;Benedeck,1970；

Shereshefsky＆Yarrow,1973；Helson＆Moane，1987；

Helson,＆Picano，1990)。Neugarten（1964）の研究で

はアメリカのカンザスシテイに住む中年から老人を約７

年間追跡し，人格には気質のように加齢によって変化

しにくい内面的側面と自己認知や他者認知のように変

化していく側面があることを明らかにしている。また親

になる過程の変化に焦点をあてたBenedeck（1970）や

Shereshefsky＆Yarrow（1973）の研究では，親になる
ことによって自己概念が変化すると指摘している。さら

にHelson＆Picano（1990）の研究ではライフコースの

選択によって人格の変化の仕方が異なることを明らかに

している。例えば結婚して子どもを育てるというライフ

コースを選択した女性の自立傾向は変化していないが，

離婚した女'性，子どもをもたなかった女‘性，仕事を続け

ている女‘性では自立性が高まると述べている。

日本において親になることが成人期以降の人格的成

長・変化に与える影響を心理学的に検討する試みは少し

ずつ進められてきたが，その中心は母性意識の形成にか

かわるものであった。例えば妊娠した女'性の心理的過程

に焦点をあてた研究として大日向（1988)，花沢（1992)，

氏家（1996）のものがある。これらの研究対象は妊婦

が中心であり，もう一方の親となる男性の心理的過程に

焦点をあてた研究は，小野寺（1995)，小野寺・青木・小

山（1998）にみられるものの母性意識の研究に比べ非常

に数が少ない現状にある。親になることが成人期の人格

に与える影響を検討した日本の研究としては柏木・若松

(1994)，若松・柏木（1994)，新谷・村松・牧野（1993)，

山口（1997）がある。柏木・若松（1994）は，親になる

ことによって柔軟'性・視野の広がり，自己抑制・生き甲

斐・自己の強さなどの点で変化がみられるようになり，

その変化は父親よりも母親の方が大きいことを指摘して

いる。これらの研究はすでに親である男女が親になる前

の自分を回想する手法によって行われている。親とい

えば母親のみが研究の対象になることが多かった日本の

発達心理学にあって，父親を分析対象としてとりあげて

いる点においてこの研究は示唆に富むものである。しか

し，親になることによる人格的変化を客観的にとらえる

には，同一の対象者を親になる前となってからを継続的

に検討していく必要がある。

親になることによって自己概念の変化が予想される他

に，親役割が加わることによって個人内の役割意識に変

化が生じることが予想される。Ｃｏｗａｎ＆Cowaｎ（1988）

は親になることによる役割意識変化に着目している。彼

らの研究では，妊娠期から親になって６カ月後にかけて

女性の「母親としての自分」は著しく大きくなるが，そ

れに比して「妻としての自分」と「社会（仕事／地域活

動など）にかかわる自分」の大きさが小さくなること，

その一方で男性の「社会（仕事／地域活動など）にかか

わる自分」の大きさは変化があまり見られないことを明

らかにしている。

以上のような観点をふまえて，本研究では，親になる

ことによる人格的変化を自己概念の変化という視点から

検討をしていく。自己概念は梶田（1988）が提起してい

る自己認識と自尊感情，Markus＆Nurius（1986）が提唱

している可能自己という観点からみていく。例えば，妊
●

娠中から親として育児を行ってし、く過程におし､て，自

己概念はどの程度変化していくのか，女'性の自尊感情は

Brandbumらが指摘しているように子育て期間中に低下

するのか，また育児に対する肯定的イメージだけではな

く否定的イメージを含めた可能自己を親になる前の男女
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はどの程度もっているのかといった問題を検討していき

たいと考えている。だが自己概念の変化を客観的にとら

えるためには同一の夫婦を妊娠期から縦断的に調査する

必要がある。そのために第１回のアンケート調査を妊娠

７－８カ月の妻とその夫に行い，次に子どもが生まれて

から２年後と３年後に同一の夫婦に調査を計画した。さ

らに自己概念の変化と関連すると考えられる親という役

割意識がどのように変化していくかをCowａｎ＆Cowａｎ

（1988）が提唱していた‘‘３つの自分'，に着目し検討を

行う。なお本研究において妊娠７－８カ月の妻とその夫

を親になる前（親前）の男性，女‘性と表現し，親になっ

て２年後を親後２年,３年後を親後３年と表現している。

方 法

調査対象者第１回調査：都内の病院および保健所で

開催されている母親学級あるいは両親学級に参加してい

る初産の妊婦（妊娠７－８カ月）４００人に対して調査用

紙を配布し，自宅に用紙を持ち帰ってもらって夫婦別々

に用紙へ記入してもらい返信用封筒にて回収した（病院

や保健所の情報を元に妊娠期に問題がある女性には配布

を控えた)。夫婦両方から返却があったのは211組であっ

た（調査回収率52.8％)。第２回調査：子どもが２歳に

なった時点で先の２１１組の夫婦に調査用紙を郵送し９０

組の夫婦から返却があった（回収率42.7％)。第３回調

査：子どもが誕生して３年後にこれら９０組の夫婦に再

度質問紙を郵送し，６８組の夫婦から返却があった（回

収率75.6％)。なお本稿では，同一の夫婦にみられた変

化を縦断的にとらえることを目的としているため３回す

べての調査に回答してくれた６８組を分析の対象とした。

なお調査を親になって２年後と３年後に行ったのは，子

どもが生まれてからの生活がこの時期になると安定した

ものになってくると考えられるからである。分析対象者

の属性は'Eablelに示した。統計分析はSPSSVer､１０を

使用した。

調査内容(1)自己概念項目：柏木・若松（1994）の

親になることによる人格的変化に関する項目や加藤・高

木（1980）の青年期の自己概念の特質を検討した項目

を参考に３０項目を設定し，「１.全くそう思わない」から

｢4.非常にそう思う」までの４段階評定で回答を求めた。

(2)３つの自分：親になるということは，社会にかかわ

る自分，夫／妻としての自分に加えて新しく親としての

自分が加わることである。新しい親役割を加えた３つの

自分がまもなく親になる自己の中にどの程度存在するか

を明らかにするために，Cowａｎ＆Cowaｎ（1988）の考え

方をふまえて次の質問を行った。「ご自分を１.社会（仕

事／地域活動など）にかかわる自分２.夫／妻としての

自分３.父親／母親になろうとしている自分（親後では

「父親／母親としての自分」とした）の３つに分けてみ

るとそれら３つの自分はどのような重みをもっているで

しょうか。例えば５:３:２のように整数で分けて下さい｣。

(1)（2）は３回の調査全てにおいて使用した。(3)自尊

感情：Rosenberg（1965）による自尊感情尺度１０項目

を使用した（第１回と第２回の調査で使用)。（１）同様，

４段階評定で回答を求めた。(4)可能自己に関する項目

(第１回の調査で使用）：将来自分がどのような親になる

と想像しているかを明らかにするために７項目設定した

(例：育児を楽しんでいる自分を想像する，子育てに悪

戦苦闘している自分を想像する)。それらについて「1．

全く想像しない」から「4.非常に想像する」までの４段

階評定で回答を求めた。(5)親になって３年後の育児意

識（第３回の調査で使用）：（４）で使用した７項目に対

応し親になって３年後の育児意識を設定した（例：育児

を楽しんできたと思う，子育てに悪戦苦闘してきたと思

う)。それらについて（１）同様，４段階評定で回答を求

めた。(6)第１回の調査においてこれから親になる意識

を明らかにするために「父親／母親になる心の準備がで

きている」「体や心の変化に戸惑う」（男性に対しては｢妻

の体や心の変化に戸惑う」の項目を設定し，（１）同様，

Tableｌ調査対象者の属性（妻が妊娠7-8カ月の同

雲|雲
職業

男性

女性

(親後３年）

31.9歳（SＤ3.9）

30.0歳（SＤ3.5）

高校卒業：１３人（19.1％）

大学卒業：３５人（51.5％）

高校卒業：１１人（16.2％）

短大卒業：２０人（29.4％）

事務職３３人（48.5％）

サービス業１２人（17.7％）

その他３人（4.4％）

フルタイム１３人（19.0％）

無職４９人（72.1％）

（分布範囲：２６歳から44歳）

（分布範囲：２３歳から40歳）

専門学校卒業：１４人（20.6％）

大学院卒業：６人（8.8％）

専門学校卒業：１４人（20.6％）

大学卒業：２３人（33.8％）

専門職１７人（25.0％）

自営業３人（4.4％）

不定期 6人（8.9％）
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4段階評定で回答を求めた。

結果

1．自己概念の構造

本調査の目的である自己概念の変化を検討するにあた

り，同一の夫婦に対して全ての調査で使用した自己概念

項目の構造を明らかにするために因子分析を行った。ま

ず３０項目の度数分布を３回の調査ごとに男女別に求め，

回答に著しい偏りがあった項目（４段階の評定値におい

て１０％以下のものがあった項目）が９項目あったので，

これらの項目を本調査の分析では使用しないことにし

た。

①親になる前の自己概念の因子分析結果第１１亘|調査

(親前）に得られた６８組の男女のデータを込みにして

２１項目の相関行列を求め，主因子法による因子分析を

実施した。続いて因子間に相関があることが予想された

ため斜交プロマックス回転を行ったところ７因子が抽

出されたが，第７因子の固有値が１．００を切っていたた

め，第７閃子に高い負荷量を示していた２項目を分析か

らはずし１９項目について再度因子分析を行ったところ

'I1able2に示すような結果を得た。そして因子の解釈は

負荷量が.３５以上の項目について行った。第１因子で負

荷量が高かった項目には「社交的である」「活動的であ

る」などの５項目があり「活動’性」因子と命名した。第

２１犬|子では「怒りっぽい」「すぐイライラする」などの４

項目で因子の負荷量が高く「怒り・イライラ｣因子とした。

第３因子では「ちょっと辛いことがあると涙ぐんでしま

う」「さびしい」「ほかの人がやっていることが気になる」

の３項目で高い因子負荷量を示しており「情緒不安定」

尚子と命名した。第４因子では「人の世話をするのが好

きである」と「子ども好きである」の２項目で負荷が高

く「養護性」因子とした。さらに第５因子では「神経質

である」と「きちょうめんである」の２項目で負荷が高

く「神経質」因子とした。第６因子では「まだ子どもっ

ぽい」「まだ一人前の人間ではないと思う」「精神的に

親から自立していない｣(第３因子でも負荷量が高くなっ

ているが，内容的に第６因子の他の２項目に近いことか

ら第６因子に含めることにした）の３項目で因子負荷量

が高く「未成熟」因子とした。以上の６因子について各

項目の素点を合計し，さらに因子の項目数でその得点を

Table２自己概念項目の因子分析結果（親になる前（斜交プロマツクス回転による結果）

項 目

第１因子:活動性

社交的である

活動的である

男性/女』性的魅力がある

生き生きしている

あけつぴろげである

第２因子:怒り・イライラ

怒りっぽい

感情的になりやすい

すぐイライラする

セカセカしている

第３因子:情緒不安定

ちょっと辛いことがあると涙ぐんでしまう

さびしい

ほかの人がやっていることが気になる

第４因子:養護性

人の世話をするのが好きである

子ども好きである

第５因子:神経質

神経質である

きちょうめんである

第６因子:未成熟

まだ子どもっぽい

まだ一人前の人間ではないと思う

精神的に親から自立していない

寄与率（％）

累積寄与率（％）

Ｆ１

､795

.733

.646

.616

.537

1９．４１

１９．４１

Ｆ２

､765

.650

.605

.508

14.29

33.70

Ｆ３Ｆ４

､661

.590

.381

9.26

42.96

､701

,542

8.34

51.30

Ｆ５

､670

.648

6.48

57.78

Ｆ６

.687

.568

.366

6.05

63.83
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割って各因子の尺度得点を算出した。以上の結果から本

研究では自己概念を「活動性」「怒り・イライラ」「情緒

不安定」「養護性」「神経質」「未成熟」の６尺度からと

らえることにした。なお各尺度間での相関関係を検討し

たところ，「活動性」は「情緒不安定」との間に負の有

意な相関関係（γ＝-.189*）が養護性との間に正の有意

な相関関係(γ＝､277**)があった。また｢怒り・イライラ」

では「情緒不安定」（γ＝､423…）「神経質」（γ＝.265**）

｢未成熟」（γ＝､248**）との間に,｢情緒不安定」では「神

経質」（γ＝.312*＊と「未成熟」（γ＝､300**）の間にいず

れも正の有意な相関係数が得られている。

②親になって２年後および３年後の因子分析結果

親になる前の因子分析で使用した１９項目について主因

子法による因子分析を実施し続いて斜交プロマックス回

転を行った。その結果，親になる前の結果と同じく６因

子が抽出され，各因子には親前の分析と因子負荷量は異

なっているものの同じ項目において.３５以上の高い負荷

量を得た。親後２年の累積寄与率は61.2％，親後３年の

それは63.6％であった。すなわち３期にわたってこれら

１９項目からなる自己概念は同じ閃子の構造をもってい

ると考えられた。

2.自己概念尺度得点の男女比較

親になる前および親になって２年後・３年後における

６つの自己概念尺度得点は男女でどのように異なってい

るかについて検討した。各尺度の得点の平均値を男女別

および親前・親後２年後・３年後別に求めその差の検討

をした（Table３)。その結果，親前も親後２年・３年も

「情緒不安定」において男性よりも女性の平均値の方が

有意に高い傾向がみられた。すなわち，親前も親後も女

性の方が男‘性よりも情緒的に不安定である傾向がみられ

た。また親前には男性の「神経質」の平均値が有意に女

性よりも高かったが，この傾向は親後３年にはみられな

くなっていた。さらに親後２年において女'性の「怒り・

イライラ」の平均値が有意に高くなっていた。

３.可能自己と自己概念

①可能自己の男女比較（親になる前）自分が将来ど

のような親になるかという予想（可能自己）を７項目設

定し，各項目の平均値がどの程度男女で異なっているか

を検討した（Table４)。その結果，有意差のみられた項

目は｢子育てに悪戦苦闘している自分を想像する」と「毎

日の生活に疲れはてイライラする自分を想像する」であ

り，両項目とも女性の平均値が高くなっていた。女性は

親になってイライラし，子育てに苦労するといった否定

的な可能自己も親になる前からもっている傾向があった。

②可能自己と親になって３年後の育児意識との関連

妊娠中の段階で，親になってから自分が育児にどのよう

にかかわるかを想像してもらった（可能自己)。そして

親後３年の時点でこれらに対応する項目を設定し現在の

意識を尋ね，その意識の相違を検討した（T1able5)。そ

の結果，男女共に「毎日の生活に疲れはてイライラする

自分を想像する（イライラしたことがある)」では親後

３年の数値が有意に高く，「夫／妻と二人で外出したり

話をする自分を想像する（外出したり話をしたことがあ

る)」では親前の数値の方が有意に高かった。一方，男

性では父親になる前に子どもと遊ぶ自分を想像していた

程度よりも父親になってみると遊んでいないこと，ま

た子育てに悪戦苦闘するだろうと想像していたよりも実

際には悪戦苦闘していないと自分を評価している傾向が

あった。

Table３自己概念の男女比較(平均値と標準偏差値および/値）

活動性

怒り・イライラ

情緒不安定

養護性

神経質

未成熟

親になる前

男性女性ｉ値

２．６４

(､62）

２．３５

(､55）

１．９１

(､54）

２．７０

(､60）

２．６６

(､61）

２．４８

(.53）

２．６５

（､43）

２．４１

（､57）

＜２．２５

（､57）

２．７８

（.61）

＞２．４２

（､63）

２．６３

（､57）

-.0７

一.5０

-3.83＊*＊

-.88

2.32＊

-1.58

*，＜､０５＊*ｐ＜､０１＊**，＜､001

親になって２年後

男性女性／値

２．５５

(､58）

２．４４

(.62）

２．０８

(､52）

２．７１

(.58）

２．６３

(､67）

２．４４

(､61）

２．５５

（､54）

＜２．７２

（､64）

＜２．２３

（.57）

２．８２

（､68）

２．５７

（､57）

２．６２

（､62）

－．０７

-2.37

-2.52＊

一.９４

､5０

－１．７９

男性

２．５０

(､61）

２．５０

(､93）

２．０３

(､56）

２．５７

(､52）

2.55

(､65）

2.43

(､57）

親になって３年後

女性'値

２．５９－．９７

（､53）

２．６６－．９７

（､65）

＜２．３２－３．３１

（､55）

２．７１－１．４７

（､64）

２．５２、２５

（､63）

２．５７－１．３８

（､64）
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Table４親になる前の可能自己得点の男女比較（平均値と標準偏差値を示す）

男性/値

乳塚司

乱↑象司

銘乳1家可 。Ｃ

９８

､６（.８■■

の 時間（趣＄ ゴイf盃一月 つノ、イＣ

*，＜､０５＊*，＜､０１＊*＊，＜､001

Table５可能自己と親後3年の罰目意識との比鞍（平均値と標準偏差値を示すノ

､6９
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女性

3.10（､78）

3.12（.57）

3.29（.75）

3.19（､63）

3.21（､70）

3．０２（.87）

2.51（､95）

2.75（､96）

2.56（､97）

2.94（､90）

2.53（､78）

2.43（､84）

2.97（､83）

2.07（､91）
5.98*＊＊

2.97（､75）

2.85（､65）

3.25（.76）

3.00（､71）

2.72（､88）

2.32（､78）

2.42（､98）

2.57（､85）

2.06（､83）

2.44（､76）

2.63（､86）

2.56（､80）

2.97（､79）

2.22（､79）

1．育児を楽しんでいる自分を想像する（親前）

育児を楽しんできたと思う（親になって3年後）
一一一一一一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一－

２.子どもと遊んで１，､る自分を想像する

子どもと遊んできたと思う
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一－

３.子育てに悪戦苦闘してI/､る自分を想像する

子育てに悪戦苦闘してきたと思う
一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－

４．泣く赤ちやんを前に途方にくれてし､る自分を想像する

泣く赤ちやんを前に途方にくれたことがある
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－

５.毎日の生活に疲れはてイライラする自分を想像する

毎日の生活に疲れはてイライラしたことがある
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－

６．自分の時間（趣味など）を楽しむ自分を想像する

自分の時間（趣味など）を楽しんだことがある
一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－

７.夫/妻と二人で外出したり話をする自分を想像する

夫/妻と二人で外出したり話をしたことがある

.9７

､8３1.98＊

1.292.79*＊

-１．４１-.9３

-2.37＊-2.81*＊

２７２.…………雄．2.66

､5２

８
７
６
５
４
３
２

●
●
●
●
●
●
●

２
２
２
２
２
２
２

5.54*＊＊

や<､05**'<,01＊**’<､001

4.自己概念の変化

①３期にわたる自己概念の変化親になる前の自己

概念は親になってからどのように変化していくのだろう

か。６つの自己概念の変化を明らかにする目的から親前，

親後２年，親後３年の各尺度の平均値を求め分散分析を

行った。その結果，３期にわたって有意な変化がみられ

たのは女'性の｢怒り・イライラ」においてのみであった(Ｆ

値：4.67**＊母親前く母親後２年・３年）（Figurel)。こ

の結果は母親になると育児負担からくるイライラが増す

ことを示唆している。だが６８組のデータ分析の結果か

らは他の５尺度の自己概念は親になる前後の数値に有意

差は認められなかった。

②自己概念変化の男女差①において各自己概念尺度

の平均値を使った分析では「怒り・イライラ」を除く５

尺度に有意差は認められなかった。しかし平均値を３期

にわたって検討した分散分析法では変化の大きさ，ある

いは平均値のズレが男女でどのように異なっているかを

明らかにすることはできない（各尺度得点が親前に比べ

て３年後に高くなったもの，低くなったもの，変化のみ

られなかったものがいるはずである）。この点を明らか

にするために各尺度について親後３年から親前の値を引

親後２年親後３年

女性：4.67**＊母親前く母親後２年・３年

/怒り・イライラノ尺度の変化

親前

Ｆ値：男性：､６１

Figurel

2.49
2.41

2.35



Table７親になることによる自尊感情の変化

（平均値と標準偏差値を示す）
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いてその差の絶対値を算出し男女で比較検討した（男性

の得点差の分布：-1.50～1.00,絶対値の平均値は.37,

女'性の得点差の分布：-1.00～1.50,絶対値の平均値は

､49)。その結果，「怒り・イライラ」の女‘性の絶対値が男

'性に比べ有意に大きく変化していた（/値＝2.26,’＜
､05)。しかし他の５尺度では有意差は認められなかっ

た。これは「活動性」「情緒不安定」「養護性」「神経質」

「未成熟」では男女の自己概念が親になる前後で同じよ

うな変化の仕方をしていることを示している。

③自己概念全体にズレをひきおこす要因「怒り・イ

ライラ」を除く５尺度の平均値を使った分析では自己概

念は有意な差をみるにはいたっていなかったが，３期に

わたってすべての値が同じではなかった。すなわち統計

学的に有意差がでていなくても微妙なズレが各個人の自

己概念にあらわれていると考えられる。そこで各尺度の

親になる前となってからのズレ（不一致の大きさ）（親

後３年の自己概念全体得点から親前の得点を引き，その

絶対値を求めたもの）を加算して自己概念全体のズレと

考え，こうした自己概念全体のズレは妊娠中のどのよう

な要因が関係しておきてくるのかを検討した（'Elble6)。

要因の分析にあたっては自己概念全体ズレ得点を基準変

数とし，親前の質問紙で設定していた「父親／母親にな

る心の準備ができている」「体や心の変化に戸惑う」（男

性に対しては「妻の体や心の変化に戸惑う」となってい

る）の２項目と学歴さらには肯定的可能自己得点と否定

的可能自己得点を説明変数とした重回帰分析を男女別々

に行った（'mable6)。肯定的可能自己得点は「育児を楽

しんでいる自分を想像する」と「子どもと遊んでいる自

分を想像する」の評定値平均を使用し（α係数は男’性：

､817,女性:.898)，否定的可能自己項目には「泣く赤ちや

んを前に途方にくれている自分を想像する」「毎日の生

活に疲れはてイライラする自分を想像する」「子育てに

悪戦苦闘している自分を想像する」の評定値平均を使用

している（α係数は男性:.779,女性:.807)。その結果，

女'性の重相関係数の二乗は.192,分散分析結果はＦ(5,

66)＝２．９０で５％水準で有意であった。標準偏回帰係数

は｢体や心の変化に戸惑う」の項目において.418であり，

正の有意な関連性が示された。この結果は，妊娠に伴

う体や心の変化に対応できず戸惑いを感じている女‘性ほ

ど，母親になってから自己概念全体にズレがおきやすい

ことを示唆している。一方，男‘性の重相関係数の二乗は

､233,分散分析結果はＦ(5,66)＝３．７０であり１％水準

で有意であった。標準偏回帰係数は「学歴」および「否

定的可能自己得点」において負の有意な数値を示してい

た。男性では女性のような身体の変化ではなく，「学歴」

が低いことと「否定的可能自己」をイメージできていな

いことが父親になってから自己概念全体のズレを促して

いることが示唆された。

５.自尊感情の変化

Rosenbergによる自尊感情尺度の中で逆転項目の得点

の高低を逆に換算し１０項目の合計得点を算出して男女

別に親前と親後２年の各自の得点を出した。そしてそ

の得点が親になる前後でどの程度変化したかを検討した

('nable7)。その結果，女性の自尊感情得点は親になっ

て２年目に有意に下がっていたが，男性には有意な変化

がみられていなかった。すなわち，女性は母親になると

自尊感情が低下する傾向が明らかになった。

６．３つの自分の変化

「社会（仕事／地域活動など）にかかわる自分」「夫

/妻としての自分」「父親／母親になろうとしている自

分」（親後では「父親／母親としての自分」の大きさは，

全体を１０として考えた場合，親前，親後２年，３年にわ

たってどのように変化していくのだろうか（Figure2，

Figure3)。男性の場合，「社会にかかわる自分」の平均

値は父親前に比べ父親後３年になると有意に高くなっ

ていた（Ｆ(2,199)＝2.96,'＜､05)。しかし「夫とし

ての自分」の平均値は父親前に比べ父親後２年において

有意に低くなっていた（Ｆ(2,198)＝14.64,,＜,001)。

｢父親としての自分」では父親前と後とでは有意差がみ

られなかった。女性の場合，「社会にかかわる自分」（Ｆ

(2,201)＝6.12,'＜､01）と「妻としての自分」（Ｆ(2,

201)＝19.48,'＜,001）への平均値は有意に母親後２

年に小さくなっていた。その一方で｢母親としての自分」

の値は母親後２年において著しく有意に大きくなってい

た（Ｆ(2,201)＝37.1,ｐ＜､001)。

Table６自己概念全依ズレ得点を基準変数とする

重厘7帰分折結果（数値は標準偏回帰係数）

順
一
皿
畷 ＊

女性

一.072

-.164

.418*＊＊

、064

-.065

.192*＊＊

学歴

親になる心の準備

体と心の戸惑い

肯定的可能自己

否定的可能自己

決定係数（Ｒ２）

-.298*＊

、114

.166

.068

-.329*＊

186

、５０

２．６５．４３

**’＜､０１＊**′＜､001

男性

女性．233＊＊

ツ＜､0５



Figure23つの自分の変化鰐幽

親になることによる自己概念の変化

ことがあると涙ぐむなどの傾向が強いと考えられる。ま

た妊娠中の妻をもつ男性は女性よりも「神経質」の傾向

が強くみられた。これは日常生活において男伽性は身重の

妻に気を使って神経質になりやすいことを示唆している

のかもしれない。自己概念の性差に続き，親になる前，

親後２年，３年と経過するにしたがって自己概念は変化

するのかという問題を検討した｡その結果,３期にわたっ

て平均値に有意差がみられたのは，女性の「怒り．イラ

イラ」尺度においてであった。母親になると夫婦２人だ

けの生活は一変し多忙になる。それにともなって女性は

イライラし，怒りっぽくなっていると自己を評価してい

る。だが女性の「怒り・イライラ」が強まる傾向にも個

人差が大きく，母親になってから「怒り・イライラ」傾

向が顕著に強くなった人と，ならなかった人がいること

が絶対値を使った分析から明らかになった｡ところが｢活

動性」「情緒不安定」「養護性」「神経質」「未成熟」は

3期にわたる分散分析の結果および絶対値を使って男女

差の検討を行った結果，いずれも有意な差が認められな

かった。このことは５側面の自己概念は親への移行期に

おいて個人の中で比較的安定しており，親になる前後で

男女で同じような変化の仕方をしていることを示唆して

いる。

『問題』の中で触れたように柏木･若松（1994）は，自

己概念は親になると変化すると報告している。しかし本

研究では自己概念は比較的安定していたという結果をど

のように理解したらよいのだろうか。それを理解する手

がかりの１つは，本研究では「活動性」「情緒不安定」

「神経質」という気質的な側面から自己概念をとらえて

いた点があげられる。Neugarten（1964）は気質のような

側面は加齢によっても変化しにくいことを指摘してお

り，本研究はこのNeugartenの指摘を支持したといえる。

また，２つめに方法論の問題があげられる。柏木・若松

の研究はすでに親である人が，親になる前の自分と今の

自分とを比較し回想するという方法をとっていた。同一

人物を縦断的にみていった本研究の研究方法が柏木．若

松との相違をうみだしたと考えられる。

しかし自己概念への評価値が３期にわたって有意差

がなかったからといって全て同じ値であったわけではな

い。すなわち統計学的に有意差がでていなくても微妙

なズレが各個人の自己概念にあらわれていると考えられ

る。例えば実際には親になる前の養護性が親になってか

ら高くなった人もいるし，低くなった人もいる。そこで

各尺度の親になる前となってからのズレ（不一致度）（親

後３年の合成得点から親前の合成得点を引き，その絶対

値を求めたもの)を合わせて自己概念全体のズレと考え，

こうした自己概念全体のズレがなぜ生じるのかについて

検討した。自己概念全体として考慮したのは個々の自

己概念はバラバラに機能するのではなく，相互に影響し

／
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親になるまでのおよそ１０カ月間と親になってからの

数年間は，それまでの夫婦２人だけの生活から親子３人

への生活への移行期であり，生活構造に変化があらわ

れる時期である。またこの移行期はEriksonが提起した

｢世話･生殖性」という成人期の課題を経験する時期で

あり，親になる男性･女性にとって様々な心理的変化が

あらわれる時期と考えられる。本研究ではこの時期の心

理的変化を自己概念の変化という視点に焦点をあて検討

した。この自己概念は「活動性」「怒り・イライラ」「情

緒不安定」「養護性」「神経質」「未成熟」の６尺度およ

び可能自己，自尊感情という側面から検討がなされた。

さらに親になることによって加わった親役割が社会にか

かわる役割と夫／妻としての役割にどのような変化をも

たらしているかも検討がなされた。

まず，自己概念６尺度の'性差を検討した結果，自己

概念は「親になる」「ならない」にかかわらず女'性の方

が男性よりも情緒的に不安定であるという傾向がみられ

た。すなわち女性は男性に比べてさびしいと感じ，辛い
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あって機能していると考えられるからである（尺度間に

は有意な相関関係を示しているものも多かった)。その

結果，女‘性の自己概念全体のズレは，妊娠中の体の変化

や心の変化に戸惑いを感じていたことに関連しているこ

とが明らかになった。妊娠期の体調は人により様々であ

る。例えばつわりがひどかったり，切迫流産の危険を経

験する女性もいる。また家族の問題に悩んだり経済的に

苦しく心理的に不安定な状況で妊娠期をすごす女性もい

る。こうした妊娠にともなう身体的，心理的変化に戸惑

いを感じていた女'性ほど自己概念全体にズレが生じやす

いと考えられるのである。しかし男性の場合，学歴の低

さ，否定的可能自己をイメージできていないことが自己

概念全体のズレに影響していることが明らかになった。

育児の大変さをイメージできないまま父親になると，そ

の現実をなかなか受け入れられずその気持ちが自己概念

全体のズレの大きさにあらわれていると推測される。こ

の結果は，妊娠期のケアーに携わる助産師らが妊婦の心

身の戸惑いを軽減させ，男性の育児に対する意識を高め

るなどの心理的サポート活動を推進させていくことの大

切さを示している。

また本研究では自己概念の中核をなすと考えられる自

尊感情の変化に注目した。本研究では，自尊感情は女性

の場合，親後２年において低くなる傾向が認められたが

男性にはその傾向がみられなかった。これはBrandburn

＆Caplovits（1965)，Gurin,Veroff,＆、。（1960)，Rossi

(1968）らの研究結果と一致するものであった。母親に

なるまで仕事などをつうじて社会とのかかわりがあった

女性が,子育てを機に仕事をやめ社会とのかかわりが｢少

なくなる」あるいは「なくなる」場合がでてくる。そう

した役割変化にともなう意識が女性の自尊感情を低下さ

せているのかもしれない。

さらに本研究ではMarkus＆Nurius（1986）が指摘し

ていた可能自己という考え方を親になる男女にあてはめ

検討した。可能自己には将来こんな自分になるだろうと

いう予想，こんな自分になりたいという希望，こんな自

分にはなりたくないという不安・心配が含まれ自己の肯

定的側面だけではなく否定的側面も含まれる概念であっ

た。この概念をふまえて，まもなく親になる男女に育児

に関する可能自己について尋ねた。その結果，「育児を

楽しんでいる自分を想像する」と「子どもと遊ぶ自分を

想像する」という肯定的可能自己は男女ともに同程度も

ちあわせていたが，「子育てに悪戦苦闘している自分を

想像する」「毎日の生活に疲れはてイライラする自分を

想像する」という否定的可能自己を男'性は女'性に比べて

あまり意識していなかった。次に可能自己で尋ねた項目

が親になって３年後にはどのように変化しているかを検

討した。すると男女共に親になる前に育児に疲れはてイ

ライラするだろうと想像していた以上に実際の育児が大

変であると感じていることが明らかになった。しかしそ

の一方で男‘性は父親になったら子どもと遊ぶだろうと自

分をイメージしていたが，実際にはそれほど子どもと遊

んだり子育てに悪戦苦闘することはなかった。やはり女

性に比べ男性は親になることによる生活の変化に現実感

をもてないまま親になっていくのかもしれない。

さて親になるということはこれまでになかった親とい

う役割が新たに加わることである。この新しい役割は親

前そして親後２年，３年にどのように変化していくかに

ついて検討した。その結果，男女では３つの自分の変化

の様子が著しく異なっていた。男性の場合，親になると

「社会にかかわる自分」が大きくなるが，「父親としての

自分」は大きくなっていかない。Cowａｎ＆Cowaｎ（1988）

はアメリカ人の男性の場合，「社会にかかわる自分」は

親になっても一定した大きさであまり変化がみられない

ことを明らかにしていた。父親になると「社会にかかわ

る自分」が大きくなるという本研究の結果は，父親の役

割は一家を支え仕事に専念することだと考える傾向が強

い日本社会の伝統的な'性役割意識が反映された結果であ

るといえるのではないだろうか。

だが，女性は母親になると「社会にかかわる自分」が

顕著に小さくなり「母親としての自分」がその分大きく

なっていた。蘭（1991）は母親になることは自分の中に

Co-セルフ（子どもとともにあるということ）が築かれ

ることであると述べている。母親の自分が大きくなると

いうことは，このCo-セルフが築かれたためとも考えら

れる。

本研究の成果の１つは女性が母親になる過程ばかり

ではなく，これまで心理学の分野で見過ごされてきた男

性が父親になる過程にも焦点をあて検討を行った点にあ

る。小野寺・青木・小山（1998）は男性の親になる実感

は女‘性ほど強くはないものの，生まれてくる我が子が健

康で生まれてくるようにという気持ちを女性と劣らぬ強

さでもっていることを明らかにしている。この点に加え

て親になる過程における男女の自己概念が５側面ではか

なり安定し，変化の仕方も男女で似ていたという本研究

の結果は，男‘性が父親になる心理的過程を今後みていく

場合の一助になると考えられる。

最後に，本研究の問題点および今後の検討課題につい

てのくる。まず第１に本研究の自己概念のとらえ方の問

題があげられる。Neugarten（1964）は他者認知すなわ

ち対人関係的な側面は成人期においても変化することを

提起していたが，本研究で検討した６尺度は人格の内面

的側面を中心としたものであった。したがって今後，他

者認知のような側面を考慮にいれた調査を行い別の角度

から自己概念の変化をとらえる必要がある。第２の問題

は自己概念に変化をもたらすことが予想される要因につ

いての問題がある。夫婦関係，友人や隣人，親戚からの
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社会的援助といったものは親になってからの適応に影響

を与えるとAntonucci＆Mirkus（1988）は指摘している。

しかし本研究では夫婦関係の要因やソーシヤノレ・サポー

ト要因を検討していない。したがってこの点を考慮した

分析を行う必要が今後あると考えられる。第３に被験者

の門題があげられる。その１つは第１回調査の被験者は，

すでに妊娠７－８カ月の女'性とその夫たちであり厳密

に考えれば「親になる前」の意識ではなかった。また親

になって２年・３年が経過するにつれ被験者の中には引

越したり，第２子が誕生し多忙になり調査に協力できな

かったものがいたと推測される。したがって妊娠期から

親になって３年間にわたり研究に協力してくれたのは，

調査に理解のある６８組の夫婦であったと考えられ，彼

らの結果をもって今の日本の若い親の意識をすべて語る

ことはできない。また親になってからの調査の中で第２

子が誕生しているかどうか（妊娠中であるかどうか）を

尋ねていない。もしこれら６８組の夫婦に第２子がいた

とすれば，親になってからの自己概念はそうした影響を

受けていたかもしれない。今後は上述した問題点を検討

するために新たな研究を行っていきたいと考える。
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子どもによる親への対人的信頼感：

児童・思春期の双生児を対象とした人間行動遺伝学的検討

原著

酒井 厚菅原ますみ菅原健介木島伸彦
(山梨大学）（お茶の水女子大学）（聖心女子大学）（慶膳義塾大学）

員柴 城和美詫摩武俊
(白百合女子大学文学研究科）（東京国際大学）

天羽幸 子
(青山教育研究所）

子どもが親に抱く対人的信頼感は，どのような要因に影響されるのか。従来の研究では，養育者側の

環境的な要因と，気質などの子ども側の生得的な要因による影響を別々に検討してきた。本研究では，

これら２つの要因の影響を同時に検討するため，人間行動遺伝学的な視点から，子どもが親に抱く対人

的信頼感への遺伝要因と環境要因の影響について検討した。児童･思春期(小学校４年生～中学校３年生）

の双生児381組（一卵性２１５組：二卵性166組）を対象とし，子どもが親に抱く対人的信頼感への遺伝

要因と環境要因の相対的な影響率について，子どもの発達段階ごとに単変量遺伝解析を用いて検討した。

その結果，子どもが親に抱く対人的信頼感への遺伝要因と環境要因の相対的な影響率は，子どもの発達

段階により異なり，相手が母親か父親かによっても異なっていた。また，同一遺伝子を有する一卵性双

生児のきょうだいを対象に，親から受ける養育態度を子どもがどう認知しているかによって，親への対

人的信頼感が異なるかどうかについて検討した。その結果，親からの養育をより暖かいものと認知して

いる子どもの方が，そうでない子どもよりも親への対人的信頼感が有意に高かった。同一遺伝子を有し

成長過程が比較的類似する一卵性双生児においても，養育態度という環境要因によって親への対人的信

頼感が異なることが示された。

【キー・ワード】人間行動遺伝学，児童・思春期，双生児，子どもが親に抱く対人的信頼感，

単変量遺伝解析

目的

我々は，生涯を通じて様々な人々との出会いを経験す

る。それらの出会いにおいて，自分が相手を信頼するこ

とができ相手からも自分が信頼されていると思えるよう

に，他者との間に良好な信頼関係を形成できるかどうか

が個人の精神的健康や社会的適応に大きく影響するもの

と考えられる。

このような他者への良好な信頼感と社会性の発達に関

して，人間の心理・社会的発達を８つの段階で捉えた

Erikson（1963/1977）は，各発達段階にはそれぞれで重

要な意味を持つ他者との関係において解決（もしくは達

成）すべきクライシスがあるとした。その中で，発達初

期の乳児期におけるクライシスは，養育者との関係にお

いて基本的な信頼感を形成できるか，もしくは不信感を

形成してしまうかというものであり，“信頼'，対“不信'，

と表現される。このクライシスが信頼感を獲得するとい

う形で解決されるかどうかは，その後の発達段階で他者

との関係において経験するクライシスを乗り越えられる

かどうかにも影響するとされる。この基本的信頼感・不

信感に非常に関わりの深いものとしては,Bowlby（1969／

1976）の愛着理論があげられる。彼は，比較行動学の視

点を含んだ独自の視点から，乳幼児が，ある特定の他者

(養育者）との間にのみ，他の対象と区別して微笑やし

がみつき，後追い行動などを示し，情緒的な紳を形成す

る傾向を“愛着'，と呼んだ。この愛着は，養育者との相

互作用により発達し，愛着の発達が不充分な場合には基

本的な信頼感が形成されず，その後の対人関係における

他者への信頼感やコンピテンスが損なわれるとした。

しかし，これらの諸理論にそった親子間の信頼感形成

に関する研究のほとんどは，乳幼児期の母子関係を対象

としたもの（Fox,Kimmerly;＆SchafeE1991）であり，児

童・思春期の子どもについては未だあまり検討されてお

らず，とくに父親との関係についてはほとんどなされて

いない。生物学的な父親であれば，母親とならんで１/２

の遺伝子の提供者であるとともに，家庭を中心とする子

どもの環境にも深く関わるものであり，その重要性は言

うまでもない。１９９０年代以降になってようやく父子関

係研究は活'性化してきたが（岩田,1998;佐々 木･大日向・

平塚・窪田・森・山口，2000)，親子間の信頼感形成に関

しても母子，父子ともに検討される必要があろう。そこ

で，本研究では児童・思春期の子どもが母親と父親それ

ぞれに抱く対人的信頼感について検討することを目的と

する。
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子どもによる親への対人的信頼感は，乳幼児期ですで

に個人差が認められることが実証的な研究から明らかに

されてきた。Ainsworth,BlehaEWaters,＆Wall（1978）が

開発した１歳児と母親のインタラクションを観察する実

験法（ストレンジ・シチュエーション法）に基づき，多

くの研究が，乳幼児と親との信頼関係を反映する子ども

の愛着行動には大まかな分類でも４つのパターン（安定

型・回避型・アンビバレント型・無秩序型）があること

を示してきた（George＆Solomon，1999)。

それでは，親への対人的信頼感の形成要因とはどのよ

うなものであろうか。従来の親子関係研究では，子ども

が助けを求めたときに親がどのぐらい子どもを受容し応

答的であったかなどの親による環境的な要因が,幼少期，

さらには青年期において親に抱く対人的信頼感に比較的

連続して影響を与え続けるとしてきた。また，気質とい

う子ども側の個人差要因が，親に抱く対人的信頼感の形

成に影響を与える代表的な要因であることもこれまでの

多くの研究から認められている（Goldsmith,Bradshawj

＆Rieser-DannelJ986;Kagan,1982)。彼らの解釈によれ

ば，たとえば先述したAinsworthetal.（1978）のストレ

ンジ・シチュエーション法で見られた愛着行動の個人差

(パターン）には，怖がりやすさ（fear-proneness）やス

トレスの受けやすさ（distress-proneness）などの子ども

の気質的要素が影響を与えているとし，養育者側の要因

の影響を重視する愛着研究などとは異なる視点で解釈を

試みている。

最近になり，子どもによる親への対人的信頼感の形成

要因を，養育者側と子ども側の両方から検討することの

必要'性が認められてきた。Kochanska（1998）は，ストレ

ンジ・シチュエーション法による乳児の愛着の個人差に

関する短期縦断研究を行った。この研究では，５カ月の

間隔をあけた２つの時点において，第２時点における母

子の愛着関係の個人差を予測するのが，第１時点および

第２時点における乳児の気質的特徴（恐れ：fearfUlness）

と母親の応答性や母子の関係性のいずれであるかについ

て検討した。その結果,母親の応答性や母子の関係性は，

第１時点におけるものは５カ月後の愛着の個人差を予測

できなかったが，第２時点におけるものは同時点の愛着

関係が安定したものか不安定なものかを予測していた。

一方，第１時点および第２時点の気質的特徴はともに第

２時点の愛着関係の個人差を予測していたが，それは愛

着関係が安定か不安定かを予測するのではなく，不安定

な愛着関係の個人差の中でどのタイプかを予測するもの

であった。これらの結果は，親子間の信頼関係の形成を

検討する際には，養育者側の要因と子ども側の要因の両

方を同時に検討することが大切であり，各要因が，子ど

もの発達段階に伴う信頼感の形成過程において，それぞ

れどのような役割を果たすかを明らかにしていくことが

求められることを示唆している。

親子関係の諸側面における個人差への影響要因を養

育者側と子ども側の両方から説明しようとする試みは，

近年の人間行動遺伝学の分野でも注目され始めている

（Plomin,1994)。これまでの人間行動遣伝学は，双生児

や養子のいる家庭を対象として，主に個人のパーソナリ

テイやＩＱ，学力（村石・豊田，1998）などに対する遺

伝要因と環境要因の影響について検討を行ってきた。し

かし，現在はその研究対象を対人関係の諸側面に拡張

しており，親が子に与える養育態度（Collins,Maccoby｝

Steinberg,Hetherington,＆Bornstein,2000）や，乳幼児

期における親子やきょうだい，青年期の恋人との間の

愛着の個人差（Brussoni,Jang,Livesley,＆Macbeth,2000；

Finkel＆Matheny;2000;Finkel,Wille,＆Mathenyｳ1998）

などについて，遺伝と環境の両方の影響を考慮した上で

の検討が試みられてきている（Reiss,1995)。子どもが

親に抱く対人的信頼感の場合，その形成要因のひとつ

としての個体側（子ども側）の要因は，先に述べた気

質の他にもパーソナリテイや情報処理スタイル（Rotter》

1966）などがあげられる。これらはそれぞれ遺伝子上の

個人差特性が関与していることが考えられることから，

子どもが親に抱く対人的信頼感の形成に影響する個体側

の要因を遺伝レベルから直接的に検討することは重要で

あろう。しかし，遺伝子との関連が実証的に検討され

ている気質的特徴（新奇性追求や報酬依存，Cloningen

Svrakic,＆Przybeck,1993）がいくつかある一方で，そ

れ以外は未だ不明であるものが多い現時点では，対人的

信頼感の形成に及ぼす遺伝・環境要因の両者の影響を知

る手段として，気質やパーソナリティ，あるいは情報処

理スタイルなどの遺伝的背景を持つであろうと推定され

る諸要因の影響を総体として把握し，環境要因との相対

的貢献度を推定していくことが妥当であると考えられる。

最近の人間行動遺伝学で使用される統計的手法は，こ

のようなある観測変数に対する遺伝と環境の相対的な貢

献度を数値で示し，その割合が発達に伴って変化する

ものかどうかを検討することを可能としている（豊田，

1997)。共分散構造分析のひとつである単変量遺伝解析

では，一卵性双生児が遺伝的に同一の素質であるのに対

して，二卵性双生児の遺伝子は互いに半分が共有されて

いるという遺伝的素質の同一性の違いを利用し，観測変

数（本研究の場合，子どもによる親への対人的信頼感）

に対して，加算的遺伝（Ａ:Addictivegenetic)，共有環境

(Ｃ:Commonenvironment)，非共有環境（Ｅ:non-shared

Environment）の３つの要因による説明率を提示する。

Figurelのモデルに示されるように，観測変数（実測変

数）は遺伝と環境に関する上記の３つの要因（潜在変数）

の重み付け和と考える。各要因は互いに無相関で分散が

1であると仮定して，一卵性双生児と二卵性双生児の観
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測変数の共分散行列を算出し，それを基に標準化された

母数の最尤推定値を２乗したものが各要因の説明率とな

る（具体的な計算過程などについては豊田（1997）に

詳しい)。この分析法を用いることで，子どもが親に抱

く対人的信頼感に寄与する要因として，環境要因の違い

に加えて遺伝的な差異を認識することが可能となり，遺

伝と環境双方の潜在的重要‘性を明らかにすることができ

る。さらには，環境による影響力の重要性を双生児の子

ども双方に同じ影響を及ぼし双方に同じように認知され

る環境要因（共有環境要因:C）ばかりでなく，双方にとっ

て独自の社会的経験であり双方が異なって認知する環境

要因（非共有環境要因：Ｅ）による影響からも示すこと

ができるのである（Plomin,1990/1994；豊田，1997)。

そこで，本研究では第１の目的として，子どもが母親

および父親に抱く対人的信頼感への遺伝要因と環境要因

の影響率を単変量遺伝解析を用いて検討する。対応する

分析１では，児童・思春期の子どもが母親と父親のそれ

ぞれに抱く対人的信頼感に対して，Ａ,Ｃ,Ｅ’３つの潜在

変数がどのような相対的貢献度を有しているかを児童期

(小学校４～６年生）と思春期（中学校１～３年生）の２

つの発達段階に分けて検討していく。

さて，本研究は双生児のきょうだいを対象とすること

で，これまで子どもによる親への対人的信頼感の形成に

影響するとされてきた親側の環境的な要因を，遺伝的な

要因を考慮した上でより詳細に検討することを可能にす

ると思われる。とくに同一遺伝子を有する一卵性双生児

を対象とすることにより，たとえばそのきょうだい間で

親に対して異なる対人的信頼感が形成されたならば，そ

の相違はほぼ何らかの環境要因によってもたらされたも

のと推定することができる。したがって，一卵性双生児

の二人の親に対する信頼感の相違に関連する環境要因を

探ることにより，より環境側の影響を明確に知ることが

可能となろう。こうした環境側の要因として，本研究で

は親の養育態度を取り上げて検討していくことにしたい。

養育態度は，子どもが親に抱く対人的信頼感に関連す

る親側の環境要因の代表的なものである。とりわけ母親

の養育態度については，応答性や感受性が高く，適切で

適度な刺激を与え，養育者と子どもとのシンクロニティ

が高いなどの暖かいものであれば,ｒ子どもが親に抱く対

人的信頼感は良好なものであると認められてきた。反対

に，養育態度が子どもに過度に刺激を与え，コントロー

ル性が高い過干渉傾向の強いものである場合には，親

への対人的信頼感を低下させてしまうことが示されてい

る（Ainswortheta1.,1978;Belsky；Rovine,＆'maylor）1984；

Gittleman,Klein,Ｓｍｉｄｅｎ＆Essex，1998；Leyendecken

Lamb，＆Scholmerich，1997；Manassis，Owens，Ａｄａｍ，

West,＆Sheldon-Kellerｳ1999)。また，父親の養育態度に

関しては，子どもが父親に抱く対人的信頼感との直接

唖有趣 尋回診 唖有謹

璽了ら ＆１つ

Figurel遺伝ACEモテヅル（豊田,1997）
（Ｘは一卵性双生児の場合には値が1.0,二卵性双生

児の場合には値が０．５の固定母数。ａ,ｃ,ｅは各潜在
変数の重み付け係数。）

的な関連についての研究はあまり検討されていないもの

の，父親の子どもに対する接し方が暖かくコミュニケー

ション量の多いことは子どもの精神的健康と正の相関関

係にあること，反対に過干渉や厳格な関わり方は子ども

の抑うつ傾向と関連することなど，子どもへの影響を示

す結果が認められている（Enns,Cox,＆Larsen,2000;平

山，2001;小西・黒川，2000；高野，1993)。

このように，親による暖かい養育態度が子どもにポジ

ティブな影響を与え，過干渉傾向がネガティブな影響を

与えるという傾向は,一卵性双生児のきょうだい間でも，

すなわち子どもの持つ遺伝要因を統制したとしても認め

られるであろうか。分析２では，この点に関して，一卵

’性双生児のきょうだいそれぞれが認知する親の養育態度

と母親および父親に抱く対人的信頼感との関連について

検討する。

方法

対象者

本研究は，双生児を対象として開始された縦断研究

(菅原・酒井・木島・菅原・員柴城・詫摩・天羽，２０００：双

生児学会の発表抄録）の一部である。全国組織の双生児

サークルの協力を得て，現在までに０歳～１５歳までの

一卵性および二卵性双生児を持つ2,135家庭がこの個性

の発達に関する縦断研究に登録されている。初回調査は

全年齢段階の母親および自己記入式の質問紙におおよそ

無理なく回答可能な小学校４年生以上の子どもを対象と

して実施された。初回調査の実施時期は１９９９年３月～

１０月で，質問紙は郵送によって配布・回収された。回

収率は６７％であった。本研究の分析の対象となったの
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は，このサンプル集団における小学校４年生以上の子ど

もであり，Ａ児用．Ｂ児用として個別の質問票を作成し，

それぞれに回答を求めた。一卵性２１５組（男児ペア８８

組，女児ペア１２０組，不明７組)，二卵性166組（男児

ペア４０組，女児ペア７２組，異性ペア４９組，不明５組）

で計381組である。そのうち，小学生グループの一卵性

双生児は145組，二卵性双生児が１１６組であり，中学生

グループでは，一卵性双生児が７０組，二卵性双生児が

５０組であった。卵性は，浅香･山田（1983）による卵生

診断のための質問紙と，出産した病院から当時母親が受

けた診断報告から確定した。対象児の母親の平均年齢は

40.61歳（31～５３歳)，父親の平均年齢は43.55歳（３４

～６２歳）であった。

調査内容

子どもによる親への対人的信頼感を測定する項目

酒井（2001）は，青年期の他者への対人的信頼感を測

定する尺度を，Bartholomew＆Horowitz（1991）によ

る青年期の愛着スタイルを測定する尺度（Relationship
Questionnaire〔RQ〕尺度)を参考に作成した。この尺度は，

他者との対人的信頼感を“相手にとって自分は信頼され

る価値のある存在と思えるかどうか"という自己評価と，

“自分にとって相手は信頼できる存在であると思えるか

どうか,，という他者への評価（他者評価）の２つの評価

から測定する。この青年期版の他者との信頼関係評価尺

度は，一週間間隔の再検査（γ＝､81）および内的整合性

を示すα係数（α＝､82）により信頼性が確認されている

ものである。本研究では,この青年期版尺度を基にして，

児童・思春期の子どもが母親および父親との信頼関係評

価を測定する尺度を作成した。

各項目は,「あなたはお母（父）さんが好きですか｣，「お

母(父)さんはあなたのことが一番好きだと思いますか｣，

｢お母（父）さんをだれよりも信らいできますか｣，「あ

なたといっしょにいてお母（父）さんはしあわせだと思

いますか｣，「あなたは，お母（父）さんには何でも話せ

ますか」の５つであり，１：いいえ・２：少しいいえ・３：

少しはい・４：はいの４段階評定で尋ねた。

親の養育態度に関する項目Parker,Tupling,＆BroWn
(1979）は，養育態度は暖かさ（care）と過干渉(over‐

pmtection）の２次元から構成されると考え，この２つの

下位尺度からなる養育態度の測定尺度（２５項目・４段

階評定）としてParentingBondinglnstrument(PBI）を

作成した。PBIは，成人対象者が過去の自分の親との関

係について回答するものであるが，本研究では菅原・酒

井・貢築城・小泉（2000）による縦断研究プロジェクト

で開発された子ども評定版尺度の短縮版を使用した｡｢養

育態度の暖かさ」は，“お母（父）さんは，あたたかく

やさしい声で話しかけてくれる'，，“お母（父）さんはあ

なたにやさしくしてくれる',，“お母（父）さんは，あな

たによくほほえみかけてくれる"，“お母（父）さんは，

喜んであなたといろいろなことを話す'，，“お母（父）さ

んはあなたの悩みをわかってくれる''，‘‘お母（父）さん

は，あなたのことをほめてくれないく逆転項目＞"，“お

母（父）さんは，あなたに対して冷たいく逆転項目＞'’

の７項目から構成された｡母親および父親それぞれの｢養

育態度の暖かさ」の項目に関して主成分分析を行った結

果，母親に関する項目は第１成分の寄与率が53.07％，

父親は56.75％でありいずれも一次元性を確認した。ま

た内的整合性を示すα係数は，母親の項目でα＝､８４で

あり，父親に関してはα＝.８７であり信頼性は充分な値

を示していた。「過干渉傾向」は，“お母（父）さんは，

あなたの自由にさせてくれるく逆転項目＞'，,“お母（父）

さんは，あなたの好きなことをさせてくれるく逆転項

目＞，'，“お母（父）さんは，あなたを自由に外出させて

くれるく逆転項目＞"，“お母（父）さんは，あなたのし

ようとすることに，いちいちこうしなさい，とうるさく

言う'，の４項目であった。「過干渉傾向」の項目に関し

ても母親と父親それぞれについて主成分分析を行ったと

ころ，母親に関する項目は第１成分の寄与率が58.55％，

父親の項目が54.35％でありどちらも一次元性を確認し

た。α係数に関しては，母親の項目がα＝､75,父親が

α＝､７０であり内的整合性を示す充分な値が認められ

た。全ての項目は，１：あてはまらない～４：あてはま

るの４段階で評定した。

結 果

分析１：子どもが親に抱く対人的信頼感に対する遺伝・

環境要因の影響

１）子どもによる親への対人的信頼感

児童・思春期の子どもによる母親および父親との信頼

関係評価尺度の項目についてそれぞれ主成分分析を行っ

た（'Elblel)。その結果，母親との信頼関係評価尺度に

関しては，第１成分の寄与率が60.43％と高く一次元性

のものと解釈した。父親との信頼関係評価尺度について

も同様に，第１成分の寄与率が62.58％と高かったこと

から一次元性のものであると解釈した。この一次元性は，

酒井・菅原．直築城・菅原・北村（2002）における異なる

中学生サンプル（277名）の結果でも認められており，再

現性が確認された。両尺度における項目の内的整合性を

検討するために算出したα係数は，母親版尺度がα＝､83,

父親版尺度がα＝､８５であった。以上から，本研究では，

子どもによる「母親への対人的信頼感」を示すものとし

て母親との信頼関係評価尺度の合成得点を，子どもによ

る「父親への対人的信頼感」を示すものとして父親との

信頼関係評価尺度の合成得点を使用することにした。

これらの各尺度の得点が，子どもの発達段階によって

異なるかどうかの基本’情報として，小学生・中学生の
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因の３要因の説明割合を共分散構造分析の結果から推定

していく。共有環境要因とは，双生児のきょうだいに同

様な影響を及ぼし双方に同じように認知される環境要因

のことであり，非共有環境要因はきょうだいそれぞれに

ど異なった影響を与える個別体験的であり双方が異なっ

て認知する環境要因であるとされる。

単変量遺伝解析の中には，遺伝要因（A)，共有環境

要因（C)，非共有環境要因（E）のそれぞれからの影

響があると仮定して検討するＡＣＥモデルの他に，ＣＥ

モデル（遺伝要因の説明率が無視できるほど小さいと

仮定したモデル)，ＡＥモデル（共有環境要因の説明率

が無視できるほど小さいと仮定したモデル）を含めた

３つのモデルがあり，これらを比較することで最も適

合度指標が高いものを採用することが'慣習とされてい

る（豊出，1997;豊田・村石，1998)。適合度評価指標

は複数存在し，それらを組み合わせて使用する。今回

は，豊田（1992）や山本・小野寺（1999）を参考にＧＦＩ

(goodnessoffitindex：適合度指標)，AGFＩ（adjusted

goodnessoffitindex：修正適合度指標)，ＲＭＳＥＡ（root

meansquareerrorofapproximation)およびＡＩＣ(Akaike's
infbrmationcriterion〔赤池の情報量基準〕，Akaike,1974）

を使用した。豊田（1992）や山本・小野寺（1999）に

よれば，GFIが.900以上であるものの中からＡＩＣが

最小のモデルを採択する方法が一般的であるとされ，

ＲＭＳＥＡが.080以下であるモデルは許容される範囲にあ

り，、050以下で適合度が高いと判断されている。′nable2

に，子どもによる母親および父親への対人的信頼感に関

する各モデルの結果を示す。

まず，母親との信頼関係評価得点に関しては，小学生

TableⅡ蓋l鰯:鍔親に抱く信頼感尺度”
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お母(父）さんをだれよりも信らいできますか

あなたといっしょにいてお母(父)さんはしあわせだと思いますか

あなたは，お母(父）さんには何でも話せますか

４
０
３
８
９

８
８
８
７
６

０
８
●
●
●

２
０
０
７
９

８
８
８
７
６

●
●
●
●
●

,980

.983

.937

寄与率

信頼性係数

60.4362.58

α＝､８３α＝､8５

､000

.000

.048

グループを独立変数，母親および父親との信頼関係評価

得点を従属変数とするｔ検定を行った。その結果，母親

との信頼関係評価得点に関しては，小学生の平均得点が

17.03（ＳＤは2.55)，中学生は15.15（ＳＤは3.87）であ

り，小学生の方が中学生に比較して有意に得点が高いこ

とが認められた（ノー7.06,’＜､01)。一方，父親との信頼

関係評価得点では，小学生の平均得点が16.16（ＳＤは

3.17)，中学生は14.33（ＳＤは3.85）であり，母親と同様，

小学生の得点が中学生に比べて有意に得点が高いことが

示された（t＝6.42,,＜､01)。

２）単変量遺伝解析

子どもによる親への対人的信頼感に関して，遺伝要因

と環境要因がそれぞれどの程度の影響力を有しているか

について検討した。各学年（小学生と中学生）ごとに，

母親および父親との信頼関係評価得点に関して単変量遺

伝解析を用いて検討を行った。

単変量遺伝解析では，ある観測変数に対して，加算的

遺伝（以下，遺伝）要因，共有環境要因，非共有環境要

Table2子どもが母親・父親に抱く対人的信頼感に影響.ナる遺伝要因と環境要因の相対的貢献度．、
共分散構造分析による遺伝ACEモデルの比鞍

,990
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ではＡＣＥモデルとＣＥモデル，中学生ではＡＣＥモデル

とＡＥモデルの適合度が良く，いずれも十分に高い適合

度指数を示している。そこで，学年ごとの比較を容易に

するために，小学生と中学生に共通して得られたＡＣＥ

モデルを最適モデルとして採用することにした。小学生

における各要因の説明率は，遺伝要因が2.19％，共有環

境要因が50.84％，非共有環境要因が47.06％であり，中

学生での各要因の説明率は，遺伝要因が50.84％，共有

環境要因が8.12％，非共有環境要因が41.09％であった。

次に，父親との信頼関係評価に関して学年ごとに検討

した結果，小学生および中学生の両方に共通して，ＡＣＥ

モデルとＡＥモデルの適合度が良く，ここでもいずれの

モデルも十分に高い適合指数が得られた。母親との信頼

関係評価と比較することを考え，小学生，中学生ともに

ACEモデルを採用することにした。小学生における各

要因の説明率は，遺伝要因が41.09％，共有環境要因が

19.27％，非共有環境要因が39.69％であり，中学生での

各要因の説明率は，遺伝要因が44.09％，共有環境要因

が16.56％，非共有環境要因が39.31％であった。

分析２：親の養育態度と親への対人的信頼感との関連：

一卵性双生児のきょうだい間での違いに関する検討

遺伝的な要因を考慮した上で，具体的な環境要因が子

どもの親に抱く対人的信頼感に与える影響について検討

するため，一卵性双生児のきょうだい間における親の養

育態度認知の違いと親への対人的信頼感との関連につい

て検討した。養育態度尺度の２つの下位尺度である「養

育態度の暖かさ」と「過干渉傾向」それぞれの得点にお

いて１点以上の差の見られたきょうだいを対象とした。

各下位尺度の得点が双生児ペアのうち高い方の一方を高

群に，低い方の一方を低群に分類した。この高群と低群

を独立変数，親との信頼関係評価得点を従属変数とする

平均値の差のｔ検定を行った。解析の結果をTable3に

示す。

まず，母子関係に関しては小学生と中学生で共通した

結果が認められた。「母親の養育態度の暖かさ」得点が

ペアの一方で高い群が，低い群よりも母親との信頼関係

評価得点が高かった（小学生：ノー3.98,ｐ＜､０１；中学生：

ノー2.48,’＜､05)。また，「母親の過干渉傾向」では，得

点がペアの一方で高い群が，低い群よりも信頼関係評

価得点が低かった（小学生：ノー-2.27,′＜､０５；中学生：

ノー-2.07,ｐ＜､05)。

父子関係に関しても小学生と中学生で共通した結果で

あった。「父親の養育態度の暖かさ」の得点がペアの一

方で高い群が，低い群よりも父親との信頼関係評価得点

が高かった（小学生：ノー3.47,ｐ＜､０１；中学生：／＝2.58,

'＜､05)。「父親の過干渉傾向」については有意な差が認

められなかった。

考 察

1）子どもが親に抱く対人的信頼感に関する単変量遺伝

解析による検討

分析１では，児童・思春期の子どもによる親への対人

的信頼感の形成に関して，遺伝要因と環境要因の双方の

相対的貢献度を知るために双生児を対象とした人間行動

遺伝学的な視点からの検討を試みた。

まず，母親への対人的信頼感の形成に関する遺伝要因

と各環境要因の説明率は，小学生から中学生にかけて大

きな変動が認められ，子どもの発達に伴って共有環境要

因による影響が著しく減少し，遺伝要因による説明率が

上昇することが示された。このことから，以下のような

推論が可能であると思われる。たとえば，子どもが母親

との信頼関係を形成する際に小学生の段階でも子どもの

生得的な要因は関わっているであろうが，この時期の子

どもに対する家庭内の母親による環境要因の影響力は，

きょうだいに共通した影響を与えることができるほどに

強いものであることが予想される。しかし，中学生にな

ると，子ども自身の著しい心身の成長やパーソナリティ

Table３子どもによる親の養育態度認知の差と親/こ抱く対人的信頼感の関連『：一卵性Zr生児の結果

母親への

対人的信頼感得点

父親への

対人的信頼感得点

*，＜､０５，＊＊，＜､0１

母親の暖かい養育態度

高群低群

平均（S､Ｄ）平均（ＳＤ）／値

小学生（103組）17.48(2.20）16.12(2.69）3.98*＊

中学生（58組）15.91(3.47）14.14(4.20）2.48＊

父親の暖かい養育態度

高群低群

平均（S､Ｄ）平均（ＳＤ）ｆ値

小学生（101組）16.62(2.59）15.23(3.11）

中学生（50組）15.06(3.50）13.08(4.16）

3.47*＊

2.58＊

母親の過干渉傾向

高群低群

平均（ＳＤ）平均（S､Ｄ） /値

小学生（98組）16.36(2.68）17.16(2.28）-2.27＊

中学生（57組）14.79(3.83）16.21(3.51）-2.07＊

父親の過干渉傾向

高群低群

平均（ＳＤ）平均（S,Ｄ） t値

小学生（102組）15.65(3.56）

中学生（47組）13.81(3.71）

16.32(2.91）-1.47”.s・

'4.91(3.27）-1.52匁.s、
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の発達によって，これらの背景を成すと考えられる子ど

もの個人差要因（遺伝要因に関するもの）の影響力が

相対的に増し，きょうだいに共通した影響を与えること

ができていた“万能な”効力を環境が発揮できなくなる

のかもしれない。本研究では具体的に何がこうした‘‘万

能な”共有環境要因であるかは検討されておらず，実証

的に検証可能な方法論の開発を含めて今後の課題とされ

る。

一方，非共有環境要因が子どもの母親への対人的信頼

感に与える影響度は，小学生から中学生にかけて安定し

ており４Ｗ)以上の説明率を保っている。非共有環境と

は，子ども達それぞれに異なって認知される環境要因で

あることから，多くの場合は家庭外の環境であることが

推測される。児童・思春期は，いわゆるギャング集団と

呼ばれる仲間関係や，異性に対する意識など家庭外の対

人環境への関与も多くなる。このような家庭外の他者と

のインタラクションには，それぞれの親子関係について

話し合うことなども含まれていると思われ，子どもの親

子関係のあり方についての意識に何らかの変容を及ぼす

ものと考えられよう。

子どもによる母親への対人的信頼感の形成に影響を与

える遺伝要因と環境要因の比率が児童期から思春期にか

けてダイナミックに変化するのに対して，子どもが父親

に抱く対人的信頼感の形成要因の比率は児童期からあま

り変化がなかった。いずれの発達段階においても遺伝要

因と非共有環境要因とが主な形成要因であり，小学生が

母親に抱く対人的信頼感の結果で見られたような共有環

境要因による影響は認められなかった。単胎児を対象と

した親子関係に関する研究（小西・黒川，2000;Russell，

1978）や実態調査（内閣府，2002）は，母親と父親の子

どもとの関わり方が幼少期の頃より質的・量的に異なる

ことを示している。その点から考えれば，主に子どもの

「育児｣や｢世話」を行い一緒に過ごす時間の長い母親が，

子どもとの関わりが「遊び」中心であり単発的であるこ

との多い父親に比較して，本研究で見られたような子ど

もにとっての強い‘‘環境圧（"万能な，，環境要因)'，を担

う存在となり得ることは理解できよう。母親の場合には

小学生まで有効であった共有環境要因的な力は，父親の

場合，もっと早い発達段階で子どもはその環境圧から解

放されているのかもしれない。

2）親の養育態度と親への対人的信頼感の関連：

一卵性双生児ペアに関する検討

分析２の結果から，母親による「養育態度の暖かさ」

と「過干渉傾向」のそれぞれの認知に差がある一卵性双

生児のきょうだい間では，母親への対人的信頼感が異な

ることが示された。また，父親に関しても「養育態度の

暖かさ」の認知に差があるきょうだい間において，父親

に抱く対人的信頼感に有意な差が認められた。従来の研

究では，単胎児を対象として親子の１対１の関係'性から

検討されることが多かったため，養育態度であればそれ

が家庭内のどの子どもにも共通した影響を与える要因と

考えられる傾向にあった。しかし，本研究の結果は，家

庭内のきょうだい，しかも一卵性双生児という生得的要

因や成長の過程がきわめて類似しているきょうだい間で

も実際に養育態度の認知が異なるペアが存在し，それに

伴い親への対人的信頼感にも差が生じてくることを示し

ていると思われる（Baker＆Daniels,1990)。また，これ

まで子どもが親に抱く対人的信頼感の形成に影響する環

境要因として考えられてきた養育態度が，子どもの遺伝

という生得的要因を考慮した上でも，養育態度の暖かさ

と子どもの親に対する信頼感の高さが関連し，過干渉傾

向と信頼感の低さが関連することが認められるという知

見をも提供していると言えよう。

その一方で，父親の「過干渉傾向」認知ば，その得点

に差が認められるきょうだい間でも父親への対人的信頼

感に有意な差が見られなかった。これは，これまで検討

されることの少なかった父親の養育態度と子どもの父親

に対する信頼感との関連について重要な示唆を与え得る

ものであろう。この結果を，日常生活における父親の子

どもとの関わり方から考えれば，たとえば接触時間が短

く関わり方も「世話」などの要素があまり目立たない父

親（小西・黒川，2000;内閣府，2002）が，子どもに対

して過干渉傾向のある養育態度をとったとしても，子ど

もはそれを母親にされるほどには重要なものとして受け

取っていないのかもしれない。また，本研究では同様な

質問項目により検討してはいるが，父親の過干渉傾向そ

れ自体が母親のものと比べると質的に異なることも考え

られる。今後は，実際に養育行動を観察するなどの方法

論上の工夫も含め，このような親の養育態度認知を異な

らせる要因についてより詳しく検討すべきであろう。

環境要因を共有環境要因と非共有環境要因に分類して

考える場合，後者は双方にとって独自の社会的経験であ

り，双方が異なって認知する環境要因と定義されること

から，家庭外におけるきょうだいに独立した環境に注目

することが比較的多かった（Baker＆Daniels,1990)。し

かし，本研究で扱った親の養育態度の結果は，家庭内で

も親による養育態度が双生児の一人一人に対して異なっ

ている可能'性を示しており，親に対する信頼感形成の際

に個別的な環境，つまり非共有環境として作用する両I能

性を示唆するものであると考えられる。今回は子どもに

よる環境要因認知の視点から検討したが，今後は環境要

因の客観的な評価も合わせて検討することで，具体的な

環境要因を共有環境と非共有環境の両方の視点からより

詳しく検討すべきであろう。

最後に，本研究で使用した児童・思春期の子どもによ
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る親との信頼関係評価尺度に関しては，今後，項目を適

当数に増やし，再検査信頼'性などから信頼性を検討する

必要があり，尺度としての精級化が今後の課題として残

された。また，本研究の結果は横断的な検討であり発達

変化については推論の域を出ないが，本サンプルについ

ては経年的に追跡調査していく予定であり，今後縦断的

な解析を実施していく中でさらに詳細な考察を加えてい

きたいと考えている。
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Thisstudyexaminedtheinfluenceofgeneticandenvironmentalfactorsonchildren'strustinparents,fromahuman

behavioralgeneticsperspective、Pairsof4ththrough9thgradetwinsＷ=381pairs,including215monozygotic[ＭＺ］

palrsandl66dizygotic[DZ]pairs)completedquestionnalresabouttheirtmstinparentsandparentalbehavio正Univariate

geneticanalysisshowedthattherelativeeffectsofgenetic(additivegenetic)ｖｓ・environmental(commonenvironment

andnon-sharedenvironment)factorsonchildren，strustinmothersdifferedfromtherelativeeffectsofthesethree

factorsontrustinfathers・Inaddition,theratiooftheseeffectsvariedaccordingtodevelopmentalstage(childhoodvs・

earlyadolescence)．′IifustinparentswasalsocomparedbetweenMZtwinswhorecognizedparentalbehaviordhfferently
fromeachotheエ′IrustscoreswerehigheramongMZtwinswhoperceivedparentsasmoreCaring・Itwasnotablethat

environmentalfactorssuchasparentalbehavioraffectedchildren，strustinparentsevenamongMZtwinswithidentical
geneticstructures．
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