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道徳的・》慣習的違反のあとに，謝罪や補償などの向社会的行動をとるか，それとも逃避などの非社会

的行動をとるか，の推測に関して，罪悪感と恥の感情を媒介にして検討した。幼児ではどんな場合で

あっても違反に対しては罪悪感に媒介された向社会的行動をとると推測していたが，成人では慣習的違

反の場合や道徳的違反でも軽微な場合など状況によっては恥の感情に媒介された非社会的行動をとるこ

ともあり得ると考え，その移行過程が小学生の時期に見られた。さらに，違反行為のあとにとる行動の

評価に関しても，慣習的違反行為の場合，逃避などの恥の感情に媒介された非社会的行動をとっても成

人での評価はそれほど低くはならないが，小学生では謝罪などの向社会的行動をとった場合に比べると

低くなることが示された。また，本研究は，罪悪感や恥を，それらのことばの概念や用法が異なる文化

間であっても，機能的側面に注目することで，ことばの違いに影響されずに，社会的認知に関しての比

較文化的研究を進めるための方法論についても提起するものである。
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問題

近年，向社会的行動や反社会的行動の発現を研究する

上で罪悪感guiltの果たす役割が注目されている。これ

までの研究，特に精神分析的な流れの中では，罪悪感が

精神病理を引き起こすという否定的な側面が過度に強調

されてきたが，その反動か，むしろ向社会的行動を促進

するものとして罪悪感を評価する方向へと変わりつつあ

る'）（Barrett,1995;BaumeisteEl998;Estrada-Hollenbeck

＆Heatherton,1998;Hoffman,2000)。

一方，これまで罪悪感としてとりあげられてきた否定

的な側面は，恥shameが担うようになってきた。Tang‐

neyBurggraf,＆Wagner（1995）は，不安や抑うつなどと

関連するとされてきた罪悪感も恥と分離して検討すると

むしろ適応的な機能の方が強いことを示した2)。このよ

うに，適度の罪悪感は向社会的行動の重要な動機づけと

なるが，恥は反対に向社会的行動を妨げる働きや精神病

理と関連するものと見なされてきている（Gilbert,1998；

Hardenl995)。

本研究では，このような罪悪感・恥と向社会的行動と

の関連について，子どもがどのように理解していくかを

発達的に検討する。

ところで，学問の文脈としては異なるが，日本を「恥

の文化」と規定したのはBenedict（1967）である。Bene‐

dict（1967）は公恥だけを取り上げたが，日本の社会お

よび文化の理解にとっては私恥も同様に重要であるとい

う作田（1967）による批判以降も，日本の文化を「恥の

文化」ととらえる論は多い。特に，精神分析的研究では，

日本人の自我形成において恥の体験の果たす役割を重要

視し，日本文化特有の精神病理と「恥の文化」を関連さ

せて考えている（鋪,1996;内沼,1983)。

これらの多くの論は日本語の「恥」「差恥」ということ

ばに基づいているが，菅原（1998）が述べているようにヅ

これはshameというよりembarrassmentの方に近いもの

である。とはいえ，日本語で「恥ずかしい」は"Iam

ashamed”と訳されるだろう。一方，“Ifeltguiltyfornot

havinghelpedhｉｍ"も「私は彼を手助けしなくて恥ずか

しく思った」と訳してもそう不自然ではないだろう。こ

のように罪悪感も「恥」ということばでとらえているの

であれば，やはり日本は「罪の文化」ではなく「恥の文

化」が支配していることになるのだろうか。

しかし，精神病理的な問題はともかく，向社会的行

動・反社会的行動との関連でも，「恥の文化」が日本文

化に特有であると考えてよいのだろうか。

このような，罪悪感と恥の問題を，文化比較を視野に

入れて，日本の中で検討するためには，「罪悪感」「恥」

と言ったことばをいったん棚上げすることが有効であろ

う。そこで本研究では，「罪悪感」や「恥」といった多義

的な日本語を用いずに，guilt,ｓｈａｍｅという英語のまま

で以下通す。

このようなshame感情とguilt感情の理解を子どもで

1）しかしながら，過去の出来事の不毛な回想を引き起こす罪悪感の

非適応的な機能も指摘されてはいる(Ferguson,Stegge,Miller｝＆
Olsen,1999)。

2）これに対して，Ferguson＆Stegge(1998)は方法論的な欠陥を指
摘している。
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検討したFerguson,Stegge,＆Damhuis（1991）は，まず

Studylで，10-12歳の子どもで，他者に損害を与える道

徳的違反と他者への損害はない'慣習的違反の例話を提示

し，それぞれに対して感じたguiltとshameの程度を４

段階で評定させた。その結果，guiltは道徳的違反から生

じること，shameは道徳的違反と慣習的違反から生じる

ことを理解していることが示された。Ｓｔｕｄｙ２では，年

少の子どもでは違反についての経験が欠如していて理解

しにくい可能性があることを考慮して，guiltに関連する

１８項目（悪いことをしてしまった，本当にすまないとお

もう，など）とshameに関連する１７項目（みんなに笑わ

れるかもしれない，真っ赤になってしまうだろう，な

ど）が書かれたカードを，“guilty，',‘‘ashamed",“guilty

andashamed","neitherofthesetwo”と書いてある箱の中

に入れさせるという課題を行った。そして，７歳児でも

guiltとｓｈａｍｅを弁別していることを示した。７歳以前に

ついての検討も必要であると述べているが，このような

ことばの理解に頼る方法では困難であることも指摘して

いる。

ことばの使用・理解に依存しない方法を採ったものに

Olthof,Schouten,Kuipe喝Stegge,＆Jennekens-Schinkel

(2000）がある。彼らは，他者への謝罪・弁明，被害の

回復などの向社会的な反応はguilt感情によるものであ

り，逃げ去りたい．隠れたいといった反応はshame感

情によるものであるとして，6-12歳の子どもについて，

この反応の違いに基づく方法でguilt,shameの理解の分

化について調べた。たとえば，他者への被害が伴う例話

である「友だちのおもちやを壊してしまった」では，「友

だちに償うことを考え続ける」というguilt反応を主人公

はどの程度すると思うか，「お母さんの後ろに隠れてし

まう」というshame反応を主人公はどの程度すると思う

か，を５段階で評定させた。その結果，9-11歳では，他

者に損害を与える例話にはguilt反応を，損害は与えな

いが社会的'慣習に違反する例話にはshame反応を帰属

させているが，６歳児ではこのような傾向が見られない

ことが示された。しかし，この「友だちのおもちやを壊

してしまう」という例話のような，他者に害を及ぼして

guiltとshameの両方を引き起こしうるものであれば

guilt反応もshame反応もそれほど不自然ではないが，

パーティでコーラをあわてて飲んで知らない子どもたち

の前でげっぷをしてしまったといったshameだけを引

き起こすような例話では，shame反応は主人公が真っ赤

になったかどうかを尋ねているのに対して，guilt反応は

他のみんなになんて悪いことをしてしまったのだろうと

主人公が思うかどうかを尋ねることになり，彼ら自身も

指摘しているように，guilt反応の方だけ不自然な選択肢

になってしまっている。また，「真っ赤になる」といっ

た主人公の反応，「『いいことをしよう』と思った」と

いった主人公の思考内容，「お母さんの後ろに隠れる」

といった主人公の行動などが混在している点も，guilt反

応とshame反応が選択肢として等しいとは言い難くし

ているのではないか。

そこで本研究では，guilt,shameといったことばに頼ら

ず，guilt反応・shame反応については違反行動の後にど

んな行動をとるかということに限定し，どちらも違反後

の行動として不自然でないものを選択肢に用いる。

本研究の目的は，どんな状況がguilt,ｓｈａｍｅの感情を

引き起こすのか,guilt,shame感情によってどんな反応が

引き起こされるのか，について子どもがどのようにその

関連を理解していくかを探ることである。他者に損害を

与える道徳的違反ではguiltがより引き出されやすく，

他者への損害のない'慣習的違反ではshameが引き出さ

れやすい，というこれまでの研究の知見に基づき，さら

に，guiltを促進させると考えられる他者の苦痛を明示す

る状況と，shameを促進させると考えられる他者に目撃

される状況を設定する。このような状況と，guilt，

shameによって引き起こされる反応（謝罪・損害の回復

といった向社会的行動か，逃避などの非社会的行動か）

との関連を調べることで，guilt,shameの機能的な役割の

理解について考察する。また，このような方法を採るこ

とで，guilt,shame感情自体は媒介として想定してはい

るが，表面上にはあらわれないため，ことばの理解とい

う問題を乗り越えて，社会的行動に関する日本文化特有

の特徴について発達的に検討する上での手がかりをつく

ることができる。

実験１

実験１では，他者に身体的・物質的損害を与えてしま

うような道徳的違反行為場面と，他者には損害はないが

規則・'慣習に背いてしまう'慣習的違反行為場面を設定し

た。そして，それぞれの場面でguilt感情を引き出すと

考えられている条件（他者の苦痛の認知・規準からの違

背3)）とshame感情を引き出すと考えられている条件

(他者に目撃される）の効果について検討した。ただし，

guilt感情やshameの感情を直接測定するのではなく，

それぞれの感情が引き起こすとされている反応をとりあ

げた。Saami,Ｍｕｍｍｅ,＆Ｃａｍpos（1998）がまとめた表

によれば，他者に関してのguiltの評価は「私の行為に

よって誰かが傷ついた」であり，shameは「誰かあるい

はみんなに，私が悪いということを知られてしまった」

というものである。そして，行為の傾向としてあげられ

3）成人ではもちろん内的な規準との不整合を意味するが、Har‐

ｒis(1989)が指摘しているように、８歳以前の年少の子どもは外的

な権威者からの一方的な不承認が規準からの違背を示すと考え

る。したがってここでは「先生にしかられる」という項目を用い

た。
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ているのは，guiltでは「補償する，他者に告白するなど

の外に向けられた向社会的な行動」であるのに対し，

shameでは「他者を避ける，自分をかくすなどの，能動

的・受動的回避である非社会的行動」であるとしている。

つまり，guiltとshameが明確に区別できているならば，

道徳的違反行為場面でguilt感情を引き出すと考えられ

ている条件のもとにある人物ではguilt感情に基づく反

応（損害を補償するなどの向社会的行動）をすると推測

するだろう。それに対して，shame感情に基づく反応

(その場から逃げ出したいなどの非社会的行動）をする

と推測するのは慣習的違反行為場面でshame感情を引

き出すと考えられている条件のもとにある場合だろう。

このようにguilt，shame感‘情の原因と結果を整合的にと

らえているかどうかを発達的に検討するのが実験１の目

的である。対象とする年齢は，Fergusonetal.（1991）で

は10歳から１２歳でshameとguiltを区別していることが

示されたことから，本研究でもこの年齢層をとりあげ，

さらに青年成人（大学生）とも比較した。

方法

被験者小学生は，公立小学校３校から，２年生117

名（７歳４カ月－８歳３カ月，男子55名，女子62名)，４

年生137名（９歳４カ月－１０歳３カ月，男子71名，女子

66名)，６年生66名（11歳４カ月－１２歳３カ月，男子３３

名，女子33名)。大学生は，国立大学2,3回生，および

私立大学１－４回生，合計201名（１９－２２歳，男子95名，

女子106名)。

材料例話は，主人公の行動が他者に身体的・物質的

損害を与えるもの（以下「道徳的違反」と略)２種類と他

者に損害は与えないが規則・慣習に違反するもの（以下

｢慣習的違反」と略)２種類の計４話について判断させた。

道徳的違反は他者をたたくこと（以下「たたく」と略）と

他者のものをかくすこと（以下「かくす」と略）で，慣習

的違反は幼稚園にパジャマで登園すること（以下「パ

ジャマ」と略）と「いただきます」をいう前に一人で先に

お弁当を食べてしまうこと（以下「早弁」と略）である。

それぞれの例話ごとに，主人公が違反行為を行った

後，罪悪感を引き出すと想定される条件（以下「guilt条

件」と略）と恥ずかしさを引き出すと想定される条件(以

下「shame条件」と略）の２条件を設定した。

道徳的違反の例話では，guilt条件は被害者が泣くこと

であり，shame条件は他者に見られるというものである。

’慣習的違反の例話では，guilt条件は先生にしかられる

ことで,shame条件は他者に見られるというものである。

次に，それぞれの条件の下で主人公がどんな反応をと

るかを推測させ，各例話ごとに用意した４つの選択肢の

中から選ばせた。４つの選択肢は，罪悪感に伴うと想定

される反応（以下「guilt反応」と略)２つ，恥ずかしさに

伴うと想定される反応（以下「shame反応」と略)２つか

らなる。

道徳的違反の例話では，guilt反応は被害者に謝る．損

害を補償するの２つで，shame反応は照れ笑いをする．

その場から逃げ出すの２つである。

慣習的違反の例話では，guilt反応は先生に謝る．違反

行為を修正するの２つで，shame反応は照れ笑いをす

る.その場から逃げ出すの２つである。

最後に，それぞれの例話で，主人公の善悪について，

「とてもよい子」（４点)，「まあよい子」（３点)，「あまり

よくない子」（２点)，「とてもわるい子」（１点）の４段階

の評定を求めた。

それぞれの場面，選択肢，善悪の評定には，理解を促

進させるために，全ての場面にイラストが添えられた。

例話の原文の一部を資料に示す。

手続き全ての被験者に４種類の例話での判断を求め

たが，道徳的違反の例話のうち一つにはguilt条件，も

う一つにはshame条件を割り当てた。慣習的違反の例

話についても同様であり，４つの例話の提示順序と条件

の割り当てはカウンターバランスされた。

実験は全ての年齢で一斉に集団で行った。

結果

１.guilt,shame条件とguilt,shame反応の関連guilt，

shame条件の違いが主人公のその後の反応を推測する上

で影響しているかどうかを検討した。主人公のその後の

反応選択肢は４つあるが，以下の分析では，「被害者や

権威者（先生）に謝る」「違反行為を修正する」の２つは

guilt反応，「その場から逃げ出す」「照れ笑いをする」の

２つはshame反応としてまとめた。

道徳的違反の例話「たたく」では，２年・４年・６年・

大学生の全ての年齢で，Ｘ2検定の結果，guilt,shame条

件は主人公のその後の反応の推測への影響は見られな

かった。すなわち，どの年齢でも，被害者の苦痛を明示

したguilt条件はもとより，第３者に見られてしまう

shame条件であっても，その後の主人公は被害者に謝

る．慰めるといったguilt感‘情に基づく反応をすると推

測していた（Tableｌ)。

同じく道徳的違反である例話「かくす」では，２年・４

年．６年では，ｘ2検定の結果，主人公のその後の反応を

推測することへのguilt,shame条件の影響は見られな

かった。一方，大学生では，被害者が泣いているという

guilt条件では，第３者に見られてしまうshame条件より

も，被害者に謝る．損害を補償するというguilt感情に

基づく反応が有意に多かった（x２（1,Ⅳ=1894)）＝7.38,

力＜､01；'Iablel)。

慣習的違反の例話「パジャマ」では，２年生（x２（１，

jV=115）＝7.98,’＜､01)，６年生（ｘ２（1,Ｎ=66）＝4.35,

4）各例話ごとに無回答を除いているため，被験者総数とは一致して

いない。以下の分析も同様。
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'＜､05)，大学生（x２（1,1V=176)＝4.76,’＜､05）で，先生

にしかられるという条件のもとでは謝る．着替えに帰る

という反応を選択するという推測が有意に多いが，みん

なに見られるという条件のもとでは逃げ出す．照れ笑い

をするという反応との有意な差が見られなかった。しか

し，４年生ではこのような差は見られず，みんなに見ら

れるという条件のもとでも先生にしかられる条件と同様

に，謝る．着替えに帰るという反応を選択すると推測し

ていた（'Ihble2)。

’慣習的違反の例話「早弁」では，２年生ではｘ２検定の

結果，有意な差は見られず，先生にしかられようがみん

なに見られようが，主人公は食べるのを止める．先生に

謝るという反応をすると推測していた。４年生・大学生

ではしかられるという条件のもとでは食べるのを止め

る・謝るという反応を選択すると推測しているが，みん

なに見られるという条件のもとでは逃げ出す．照れ笑い

をするという反応との有意な差は見られなかった（それ

ぞれ,Ｘ2（1,JV=137)＝4.52,’＜､05,Ｘ2（1,jV=186)＝14.08,

’＜､０１)。６年生では，４年生・大学生の結果と同様な差

が見られる傾向があった（Fisherの直接法で，’＝､06；

'Ihble2)。

２.guilt,ｓｈａｍｅ反応と主人公の善悪の評定主人公の

善悪評定得点（１～４点）を従属変数とし，その主人公

がとったと推測した反応（guiltとshameの２カテゴリ）

を被験者間要因として，１要因分散分析を行った。

まず，道徳的違反の例話「たたく」では，２年（Ｆ(1,

111)＝13.64,’＜､01)，４年(Ｆ(1,134)＝39.44,’＜､01)，６

年(Ｆ(1,64)＝20.58,,＜､01)，大学生(Ｆ(1,163)＝29.58,

,＜､０１）で，被害者に謝る．慰めるといったguilt感情に

基づく反応を主人公がとったと推測した場合の方が，よ

り「よい子」であると評定していた（Table３)。

次に，同じく道徳的違反の例話「かくす」でも，全年

齢で「たたく」と同様の結果がみられた（２年（Ｆ(1,

112)＝4.53,’＜､05)，４年（Ｆ(1,133)＝8.14,,＜､01)，６年

(Ｆ(1,64）＝4.14,,＜,05)，大学生（Ｆ(1,186）＝11.69,

ｐ＜､01)；'Ihble3)。

’慣習的違反の例話「パジャマ」では，２年（Ｆ(1,110）

＝8.35,’＜､01)，４年(Ｆ(1,134)＝9.62,β＜､01)，６年(Ｆ

(1,64)＝6.18,’＜､05）は道徳的違反の例話と同様の結果

で，先生に謝る．着替えに帰るといった反応をとった主

人公の方をより「よい子」であると判断していた。しか

し，大学生ではこの反対の結果，すなわち，照れ笑いを

する．逃げ出すといったshame感’情に基づく反応をと

ると推測した主人公の方がより「よい子」であると判断

mblel実繍Ｉ道徳的違反でのgu此s畑ｍｅ条件に対して

ｇｕ北shame反応を推測した人数(年齢別ノ

nable3実鏡I道徳的違反でのgu此shame反応と主人公
の善悪評定平均点（年齢別ノ

注．１点（とても悪い）～４点（とてもよい）
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する傾向が見られた(Ｆ(1,174)＝3.52,’＝､06;Table４)。

’慣習的違反の例話「早弁」では，２年(Ｆ(1,106)＝4.01,

’＜､05)，４年(Ｆ(1,133)＝4.05,’＜､05）では，やはり他

の例話と同様に，先生に謝る．食べるのを止めるといっ

た反応をとると推測した主人公の方をより「よい子」で

あると判断していた。ところが，６年生ではこのような

差は見られず，大学生では照れ笑いをする．逃げ出すと

いったshame感‘情に基づく反応をとる主人公をより「よ

い子」であると判断していた（Ｆ(1,184）＝4.93,’＜､05；

'nable4)。

考察

１.guilt,ｓｈａｍｅ条件とguil,ｓｈａｍｅ反応の関連道徳

的違反の２つの例話では，小学生はすべての学年で，被

害者の苦痛が明示されたguilt条件であろうが第３者に

見られるというshame条件であろうが，主人公は被害

者に謝る．慰めるといったguilt感情に基づくとされる

反応をとると推測していた。これは，これらの違反行為

を子どもたちは非常に深刻なものととらえているため

に，このあとの反応としては謝る．慰めるといったこと

以外にはとる余地がないと考えているのだろう。大学生

であっても,他者に身体的被害を与える「たたく」の例

話は,深刻な違反ととらえたため,小学生と同様の結果

となったのではないか。それに対して，「かくす」の例話

のほうは,大学生ではshame条件のもとではguilt条件ほ

ど被害者に謝る．慰めるといった行動が多くはなかった

ことから，この違反行動を小学生ほどには深刻だと考え

てはいなかったのだろう。

慣習的違反の例話では，大学生では謝る．違反行為を

修正するといった，向社会的な，guilt感情に基づくと考

えられる反応は，先生にしかられるというguilt感情を

引き出す条件のもとでより多く推測され，逃げ出す．照

れ笑いをするといったshame感'情に基づく反応はみん

なに見られるという条件のもとで生じると推測されてい

た。ところが，６年生ではある程度大学生と同様の反応

が見られたものの，２年生・４年生では年齢による明確

な傾向は見られなかった。つまり，２年生・４年生では，

慣習的違反の内容によって，他者に見られるといった条

件がshame感情に基づく反応を生起させると推測した

り，条件にかかわらずguilt感情に基づく反応が生起す

ると推測したりしていた。もし，道徳的違反の場合と同

じように，条件にかかわらずguilt感情に基づく反応が

生起するということが，違反行為の深刻さを反映するも

のだとしたら，２年生では「早弁」をより深刻な違反とと

らえ，４年生では「パジャマを着てくること」をより深刻

な違反ととらえていたということになる。

この推測を確かめるために，guilt反応を選択した場合

の主人公の善悪評定を，４つの例話間で１要因分散分析

を行って比較してみた。その結果，２年生ではＦ(3,405）

=3.98,'＜､０１で有意差が見られ，Bonferroniの方法で下

位検定を行うと，「パジャマ」と「早弁」の間に有意な差

が見られた（’＝､04)。すなわち，２年生では「パジャマ

を着て幼稚園に来ること」よりも「いただきますをいう

前にお弁当を食べはじめてしまうこと」の方が悪いと考

えていた。一方，４年生では例話間に有意な差は見られ

なかった。４年生については「パジャマを着てくること」

の方が悪いことだと考えていた，ということは確かめら

れなかった。しかし，ここでの善悪評定は，行動そのも

のについてではなく，違反行為のあとに謝罪・補償を

行った主人公についてである。したがって，２年生に関

しては，「謝罪・補償を行ってもなおお弁当を早く食べ

てしまうことは悪い」ということになるが，４年生に関

しては，「パジャマを着てくること」と「お弁当を早く食

べてしまうこと」という違反行為そのものの深刻さには

差がないということをあらわしているとはいえない。

２.主人公の善悪の評定道徳的違反の例話では，全て

の年齢で，違反に対して謝罪・慰謝といった向社会的行

動をとった主人公に対してより「よい子」であると評定

していた。

しかし，慣習的違反の例話では，大学生はその反対

に，照れ笑い．逃げ出すといった反応をとっている主人

公の方をより「よい子」であると評定していた。評定の

理由を尋ねた予備調査では，「かわいいから」という答

えがいくつか見られたが，道徳的違反ほど深刻な違反行

為でない場合は，照れる．逃げ出すといったとまどう様

子を肯定的にとらえていたのかもしれない。

このような大学生で見られたような評定への傾向は，

6年生での例話「早弁」で有意差が見られなかったこと

から，６年生以降に次第に強まってくるのではないかと

推測される。

実 験 ２

実験１ではguilt,shame条件とguilt,shame反応との関

連の理解について検討した。しかし，慣習的違反につい

て，大学生で見られたようなguilt条件ではguilt感情に

基づくような反応が引き出され，shame感’情に基づく反

応はshame条件で引き出されるといった傾向が，小学

生，特に２年生・４年生では発達的に明確な差は見られ

なかった。そこで，より年齢を下げて，幼児でguilt，

shame条件とguil,shame反応との関連をどう理解してい

るか確かめた。つまり，小学生では違反の深刻さなどの

要因がguilt,shame反応の選択に影響を及ぼし，’慣習的

違反であってもある場面ではguilt反応を，ある場面で

はshame反応を引き起こすと考えた可能性があるが，

幼児ではどのような傾向が見られるのかを探る。

方法

被験者私立および公立２保育園年長クラス在籍の



｢かくす」

７

21名（４歳４カ月－５歳３カ月，男子１３名，女子８名，

平均月齢５８カ月)。

材料例話は実験１で用いたものと同じ。１場面ずつ

をイラスト（実験１の調査用紙に添付したものと同じ）

にして，Ａ4用紙横にカラープリントした。「たたく」の

例話では，①男の子が女の子をたたいている，②－l

guilt条件提示（たたかれた女の子が泣いている)，②－２

shame条件提示（男の子がたたいているところを別の子

どもたちが見ている)，③選択用イラスト（たたいた男

の子が逃げ出している，たたいた男の子が頭をかきなが

らわらっている，たたいた男の子が女の子に頭を下げて

いる，たたいた男の子が女の子にお人形をわたしている

の４場面を１枚のＡ４用紙に並べてプリント)，④主人公

の善悪評定用イラスト（クマのキャラクターが一人ずつ

手で，大きいマル，小さいマル，小さいバツ，大きいバ

ツのみぶりをしている)，の４枚からなっている。他の

例話についても同様。

手続き実験は各保育所内の一室で，個別に行った。

はじめに，主人公善悪評定の練習課題として，男の子

が女の子の髪を引っ張っているイラストを提示し，「こ

の男の子は何にもしていない女の子の髪をひっぱって泣

かせてしまいました。こんな男の子は，いい子だとおも

う？それともわるい子だとおもう？」といって，④の評

定用イラストを出して，一つ一つ指さしながら，「とて

もいい子，まあいい子，あまりよくない子，とてもわる

い子，このうちのどれだとおもう？」と尋ねた。ここで，

指さして答えるということが理解できなかった子どもと

｢とてもいい子」を指さした子どもは，以下の分析から

は除外した。

次に，４つの例話を，実験者がイラストを見せながら，

話して聞かせた。文章は，被験者の理解に応じて，若干

変更も加えたが，実験１に書かれていたものとほぼ同じ

であった。

例話の順番，条件の配置はカウンターバランスされ

た。

結果

１.guilt,ｓｈａｍｅ条件とguilt,ｓｈａｍｅ反応の関連実験

１と同様に，guilt,shame条件の違いが主人公のその後の

反応を推測する上で影響しているかどうかを検討した。

その結果，「たたく」「かくす」「パジャマ」「早弁」全て

の例話で，Ｘ2検定の結果，guilt,shame条件は主人公の

その後の反応を推測する上での影響は見られなかった。

すなわち，慣習的違反の例話でも，道徳的違反の例話と

同様に，主人公がどんな条件のもとであっても，違反し

た行動を修正する．被害者や権威者に謝るという反応を

とると推測していた（Table５)。

２.主人公の善悪の評定とguilt,ｓｈａｍｅ反応の関係１．

で見たように，幼児ではshame反応を選択した被験児

が少ないため，善悪の評定値をguilt反応とshame反応

とで比較することはできなかった。

考察

幼児（６歳児）では，道徳的違反だけでなく，慣習的

違反であっても，主人公はguilt感情に基づく反応をと

ると推測していた。この結果の一つの解釈としては，

｢みんなに見られる」という条件が，幼児ではshame感

情を引き出さないということがある。もう一つの解釈と

しては，みんなに見られるというshame感'情を引き出

す条件のもとでの'慣習的違反であっても，違反そのもの

を深刻なものであるととらえて，その違反を回復するに

は違反行為を修正する．権威者に謝るといったguilt感

情に基づくものと同じ反応をとらざるを得ない，と幼児

が判断した，というものである。どちらの解釈がより妥

当であるかはここでは決定できない。

どちらにしても，実験ｌと合わせて考えると，幼児期

にはまず道徳的違反であろうと'慣習的違反であろうと，

違反に対してはguilt感情に基づくとされる反応をとる

と推測することから始まる。年齢が上がると，場面の深

刻さなどの要因により，「みんなに見られる」といった

条件がshame感情に基づく反応を引き出すと推測する

ようになると考えられる。

大学生に至るとその傾向はさらに強まり，道徳的違反

であっても必ずしも常にguilt感'情に基づく反応をとる

のではなく，場面によっては「みんなに見られる」こと

がshame感情に基づく反応を引き出すと推測すること

もあるのではないだろうか。

実験３

実験１では，guilt,shame感情を引き起こす条件と引

き起こされた結果生じる反応との関連をどのようにとら

えているかを検討した。その結果，違反行為後の反応が

guilt,shameの感情を媒介にして分化していく過程が小

学生で現れ始めている傾向を見いだした。実験３では，

違反行為後の反応からその原因を推測させることで，こ

の傾向をさらに確かめた。「謝罪する」「行動を修正する」

Tklble5実験２幼児で，ｇＵ北shame条倖に対してgu此
shame反応.を推測した人数

０

１

例話 guilt反応 ｓｈａｍｅ反応

０

１

｢たたく」 guilt条件

shame条件

０
９

１

｢パジャマ」

道徳的違反と！慣習的違反における罪悪感と恥の理解の分化過程

guilt条件

shame条件

１０

１０

９

１１

｢早弁」

guilt条件

shame条件

1１

９

１

０

guilt条件

shame条件



３

３１

８

といった向社会的行動の原因としてguilt感情を引き起

こすと考えられる「被害者の苦痛の認知」や「権威者か

らの叱責」を帰属させ，「その場から逃げ出す」といった

非社会的行動には「他者から見られる」を帰属させる傾

向は見られるか，見られるとしたら何歳頃からか，と

いった問題を検討した。

方法

被験者小学生は，公立小学校３校から，２年生56名

(７歳４カ月－８歳３カ月，男子29名，女子27名)，４年

生89名（９歳４カ月－１０歳３カ月，男子50名，女子３９

名)，６年生64名（11歳４カ月－１２歳３カ月，男子30名，

女子34名)。大学生は，国立大学2,3回生，および私立

大学１－４回生，合計130名（１９－２２歳，男子22名，女

子108名)。

材料例話は実験１で用いたものと同じ内容の４種類

(道徳的違反の例話「たたく」「かくす」と慣習的違反の

例話「パジャマ」「早弁｣)。

それぞれの例話は，まず主人公が違反行為を行ったこ

とを提示し，次にその後の主人公の反応を，被験者間条

件として，２種類提示した。一つは，主人公がguilt感情

に基づいて行うと考えられる反応（以下「guilt反応」と

略)，すなわち，「たたく」の例話では｢被害者に謝る｣，

｢かくす」の例話では「被害者に謝って返す｣，「パジャ

マ」の例話では「着替えに帰る｣，「早弁」の例話では｢食

べるのを止める」である。もう一つは，主人公がshame

感情に基づいて行うと考えられる反応（以下「shame反

応」と略)，すなわち，全部の例話で「その場から逃げ出

す」である。

次に，被験者に，なぜ主人公がこのような反応をとっ

たかを推測させ，二つの選択肢のうちから一つを選ばせ

た。選択肢は，「たたく」と「かくす」の例話では｢被害

者が泣いたから」と「違反行為をしているところをみん

なに見られたから｣，「パジャマ」「早弁」の例話では「先

生にしかられたから」「違反行為をしているところをみ

んなに見られたから」である。

実験１と同様に，全ての場面に対して，イラストを添

えた。

手続き全ての被験者に４種類の例話での判断を求め

たが，実験１と同様に，道徳的違反の例話のうち一つは

guilt反応，もう一つはshame反応が割り当てられた。

慣習的違反の例話についても同様であり，４つの例話の

提示順序と反応の割り当てはカウンターバランスされ

た。

実験は全ての年齢で一斉に集団で行った。

結果

道徳的違反の例話「たたく」では，guilt反応とｓｈａｍｅ

反応で，それぞれの原因の推測に影響が見られたのは，

2年生（x２（1,Ⅳ=56）＝9.13,'＜､01）と大学生（ｘ２（1，

jV=133）＝30.92,’＜､01）であった。４年生と６年生では

有意な差は見られなかった（'mable6)。

同じく道徳的違反「かくす」では，４年生（x２（1,ＪＶ

＝89）＝15.30,ｐ＜､01)，６年生（ｘ２（1,jV=64）＝9.33,

P＜､01)，大学生（X2（1,jV=132）＝25.76,′＜､01）で有意

な差が見られ,２年生では見られなかった（'Elble6)。

’慣習的違反の例話「パジャマ」では，４年生（x２（１，

Ｎ=87）＝7.83,’＜,０１）と大学生（x２（1,jV=133）＝19.55,

'＜,01）では有意な差が見られたが，２年生と６年生では

見られなかった（'I1able7)。

慣習的違反「早弁」では，２年生（x２（1,Ｎ=56）＝7.42,

'＜､01)，４年生(x２（1,1V=89)＝9.37,力＜､01)，６年生（ｘ２

(1,Ⅳ=64)＝7.67,力＜､01)，大学生（x２（1,jV=133)＝11.01,

'＜,01）の全ての年齢で有意な差が見られた（Table７)。

考察

大学生の場合，道徳的違反では，被害者に謝るという

guilt感情に基づくとされる反応をとるのは被害者が泣い

ているのを見てしまうということが原因であると推測し

ていた。それに対して，慣習的違反では，その場から逃

げ出すというshame感情に基づくとされる反応は，み

んなに見られるということが原因となると推測してい

た。

ｍｌｅ６実験３道徳的違反でのgu北shame反応.に対して

ｇｕ北shame条伴の帰属を描liWした人数(年齢別ノ

Table7実溌３慣習的違反での9画此shame反応に対して

ｇｕ北shame条件の帰属を推測した人数(年齢別ノ

｢たたく」 ｢かくす」

｢パジャマ」

年齢 guilt条件ｓｈａｍｅ条件guilt条件ｓｈａｍｅ条件

｢早弁」

２年生guilt反応

ｓｈａｍｅ反応

2０

１１

６
９１

１５

１１

５
５
１
１

guilt条件ｓｈａｍｅ条件guilt条件shame条件

4年生guilt反応

ｓｈａｍｅ反応

3２

３０

１６

１１

2９

１４

１２

３４

５
８

6年生guilt反応

ｓｈａｍｅ反応

2３

１８

８
５１

2７

１４

６

１７

1１

１９

大学生guilt反応

ｓｈａｍｅ反応

6５

２８

７

３３

5８

４０
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2０

６

2７

３４

1８

４０

4５

３０

４１

５８

2９

５

年齢

４年生guilt反応

ｓｈａｍｅ反応

1２

２２

２年生guilt反応

ｓｈａｍｅ反応

大学生guilt反応

ｓｈａｍｅ反応

２１

２２

９
７

１

2７

１６

１４

３２

2１

９

０
５

１６年生guilt反応

ｓｈａｍｅ反応

２１

２８
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ところが，小学生での結果からは一貫した年齢的変化

は見いだしにくい。道徳的違反の場合，２年生での「た

たく」の例話では，謝るという反応の原因は被害者が泣

くのを見たことで，その場から逃げ出すという反応の原

因はみんなから見られたことであると，大学生と同様の

推測をしている。しかし，「かくす」の例話では，謝る．

逃げ出すという反応の原因の推測にはこのような違いは

見られなかった。

一方，４年生・６年生では，２年生とは反対に，「かく

す」の例話でのguilt,shame反応の原因推測は大学生と

同様だったが，「たたく」の例話では差が見られなかっ

た。

’慣習的違反についても，「早弁」の例話では小学生で

も大学生と同様の原因推測をしていたが，「パジャマ」

の例話では４年生は大学生と同様の原因推測をしていた

が２年・６年ではそのような結果が見られなかった。

Byrnes＆Beilin（1991）は，不確実な‘情報から推測を

行うために必要な能力として４項目を提起している。そ

の中の，推論を引き出すために十分な情報があるかどう

かを弁別する能力と情報が不十分な場合に判断を保留す

る能力は6,7歳から11,12歳にかけて発達すると述べて

いる。ここでの原因推測は非常に不十分な情報の中で強

制的に判断を要求しているものである。実験の意図とし

ては，guilt,shame反応の原因を状況にどう帰属させる

かを見るものであり，それは大学生では有効であった。

しかし，小学生では，guilt,shame反応から推測すること

もあれば，違反行為そのものから直接推測する（｢たた

かれた子は泣くにちがいない」など）こともあったのか

もしれない。そのため，このような一貫しない結果と

なってしまったのではないだろうか。

総合考察

本研究では,guilt,shame感情を引き起こすとされる状

況と，guilt,shame感‘情によって生じるとされる反応との

関連について，子どもがどのように認識しているかを発

達的に検討した。従来の研究とは，“guilty，，,"ashamed，，

といったことばの使用・理解を子どもに求めていないた

め言語理解の差による影響を排除したこと，それぞれの

感情を直接測定するのではなく，それらが向社会的行

動・非社会的行動としてあらわれる場面を検討したこ

と，の２点において異なっている。

まず，実験１，実験２の結果より，年少の子どもでは，

道徳的違反・'慣習的違反どちらに対しても，違反行為は

状況にかかわらずguilt感′情によって引き起こされる向

社会的行動を生起させると考えていることが明らかに

なった。そして，加齢に伴って，道徳と'慣習の違いとい

うよりは違反行為の内容の深刻さの程度によって，軽い

違反行為であれば状況によってはshame感情によって

引き起こされる非社会的行動を行うこともあり得ると考

えはじめるのではないか。そして，本研究で扱った子ど

もの最年長の６年生でもまだ明確には見られてはいない

が大学生の結果と照らし合わせと，次第に軽い違反行為

であればこういった非社会的行動も許容されると考える

ようになると考えられる。ただし，許容されるとはいう

ものの，それらが自分よりも幼い子どもの反応であるか

らだ，という可能‘性も排除できず，この点については判

断される人物との年齢差の要因について，今後検討して

いく必要がある。

実験３は，guilt,ｓｈａｍｅといった感情によって生じる

とされる２種類の反応の原因を，guilt,ｓｈａｍｅそれぞれ

の感情を引き起こすとされる状況と結びつけるかどうか

を発達的に検討する目的で行われた。その結果，大学生

ではこの結びつきは確認できたが，小学生では６年生に

至っても明確な傾向は見いだせなかった。このことは，

他の雑多な要因を捨象してここにあげられた選択肢の違

いにのみ注目して，遡行的に推測することの認知的な難

しさによるものである可能性も否定できない。

道徳と慣習の理解再考

本研究では，他者に対する損害の有無で道徳と'慣習を

区別し，それぞれ２種類の場面を設定した。これは，石

川・内山（2001）が罪悪感を感じるものとして設定した

対人場面と規則場面に相当し，彼らの研究でも５歳児で

は２つの場面で罪悪感に差がないことが示された。本研

究でも，６歳児で差が認められなかったことから，Turiel

(1977）やSmetana（1981）の，幼児でも'慣習的違反より

も道徳的違反を重視するという主張は再検討される必要

があるだろう。Smetana（1981）では,３歳児でも深刻さ，

規則の偶然'性，規則の相対'性という点で，道徳と'慣習を

区別していると主張した。一般に道徳と'慣習を区別する

うえで本質的なものと考えられているのは，このうちの

偶然性と相対'性であろう。本研究で示されたのは，

guilt,shameの帰属という観点からは，道徳と慣習の二

分法よりも，深刻さの程度という連続的な尺度で分ける

方が妥当であるということである。もし，深刻さの程度

を等しくしたうえでもなお偶然‘性・相対'性の両方が道

徳・慣習で異なると子どもが判断したのでない限り，

Smetana（1981）の主張は単に深刻さに依存して偶然性・

相対‘性も変化するというものにとどまるだろう。この点

では，SchwedeEMahapatra,＆Miller（1987）がアメリカ

とインドの子どもを対象に行った比較研究の結果，道徳

的な事象と慣習的な事象を分化させることは，ある文化

にとっては必要で有用なことだが，別の文化にとっては

そうではない，ということを示していることと考えあわ

せて，道徳と'慣習の区別を自明のものとせずに，その分

化の過程を比較文化的に検討する必要が未だにあること

を示唆しているだろう。
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他者の行動の原因帰属としてのguilt,shame

Stipek＆DeCotis(1988）は,６歳から１３歳の子どもに，

運・能力・努力・他者の介入による成功・失敗の物語を

聞かせ，happy;ｐride,guilt,ｓｈａｍｅといった感情とどの程

度結びつけるかを調べた。彼らが依拠したWeinerらに

よる大人での結果では，ｐrideとshameは成功や失敗が

努力や能力といった要因に帰属させられる場合に出現す

る。しかし，guiltは失敗が努力の欠如のようなコント

ロール可能なものに帰属できるときには生じるが，能力

の欠如のようなコントロール不可能なものに帰属させら

れるときには生じないことが示された。ところが，６，７

歳の子どもでは，失敗の原因が能力によるものか，努力

によるものか，運によるものか，ということをshame

やprideの出現とは結びつけていなかった。また，guilt

を努力の欠如と結びつけることも見られなかった。Gra‐

ham（1988）でも同様に，５－６歳児，７－８歳児では，違反

(自転車でぶつかってしまう）がコントロール可能な場

合でも不可能な場合でも，guilt感情の推測・相手への補

償は変わらないことが示されている。

Stipek＆DeCotis（1988）の研究では，guiltやshame

を出現させる失敗場面は「算数のテストで悪い点を取

る」などshameの方が出現しやすいもので，本研究で

扱ったようなguiltが出現しやすい道徳的規範に違反す

る場面ではない。一方，Graham（1988）の研究では，

guiltとshameの比較は行っていない。そのため，本研

究に直接敷桁することはできないが，原因帰属の観点か

ら，本研究の例話を考えてみることもできるだろう。

まず，例話「たたく」「かくす」は，明らかに主人公が

意図的に行っている行動であるので，コントロール可能

なものである。したがって，guiltは出現しやすいだろ

う。一方，例話「パジャマ」「早弁」については，主人公

が意図的に行っているとも勘違いをしてしまっていると

も解釈されうる。ということは，guiltとshameの両方

が出現すると考えられる。本研究の結果では，年少の子

どもではguiltの方が優位に出現していた。

この結果は，Stipek＆DeCotis（1988）の結果と表面

的には矛盾するように見える。しかし，先に述べたよう

に，彼らの場面はshameが出現しやすいもので，そこ

からguiltが弁別されてくるということであり，本研究

ではguiltが出現しやすいところからshameが弁別され

てくるととらえると，６，７歳以降に発達するのはこのよ

うなguiltとｓｈａｍｅを弁別する能力であると考えること

ができる。

今後の課題

違反の深刻さの操作本研究では，従来の研究のパラ

ダイムを踏襲して，道徳違反場面と‘慣習違反場面に分け

て，guilt,shameの生起状況を検討した。しかし，実験

の結果を，上に述べたように検討してみると，道徳と慣

習の区別よりも，違反の深刻さの方が，guilt,shameの

出現との関係が強いという可能’性が示唆された。日常生

活の中での違反行為に関しては，それが道徳的な違反

か，’慣習的な違反か，ということは大した問題ではな

い。その違反行為を行った人物がその後にとる反応が，

きちんと自分の違反行動に向き合う向社会的な行動か，

自分の違反行動に背を向けてしまう非社会的な行動かが

重要なことである。したがって，それらの反応を引き出

す媒介となる感情であるguilt,shameについて考える場

合，道徳と慣習の区別にとらわれず，違反の深刻さとい

う要因を積極的に設定していくべきであろう。その上

で,Smetana（1981）があげたような規則の偶然性・規則

の相対'性が果たす役割を検討していくことが今後の課題

であろう。

guilt,shame分化の時期と過程の比較文化的研究本

研究の目的の一つとしては，guilt,shameの問題を，

"guilty","ashamed'，といったことばを用いない方法で検

討することであった。先にも述べたように，Benedict

(1967）を噴矢とする「恥の文化」をめぐる議論が錯綜す

る原因の一つは「恥ずかしい」ということばの多様な意

味・用法であろう。もちろん，ことばの使われ方から日

本文化の様相を探っていくことは重要かつ有用なことで

もあろう。しかし，日本社会の中での行動様式，特にそ

の習得過程を他の文化と比較して探る場合，極端にいえ

ば，「恥ずかしいと思うのはどんなときですか？」といっ

た研究方法では単に「恥ずかしい」ということばの用法

を調べたことにしかならない。

本研究で用いた方法によれば他文化との直接の比較が

可能になり，そこで初めて日本社会の中で子どもが違反

行為を認知していく過程を他文化と比較することができ

るようになるだろう。
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資料

例話「たたく」：ひろしくんは，おなじクラスのようこちやんをたたいてしまいました。

ひろしくんにたたかれたようこちやんはないてしまいました（下線は貝uilt条件，shame条件は「ひろしくんがよ(下線はguilt条件，

うこちやんをたたいているところを，

ないているようこちやんを見た（下ｉ

》を，みんなに見られてしまいました｣)。

(下線はguilt条件，shame条件は「たたいているところをみんなに見られてし

まった｣）ひろしくんはこのあとどうするでしょうか？

ひろしくんがするだろうと思うことを，下にある４つの絵（略）のうちから一つだけえらんで，その上に大きく

○をつけてください。

はずかしくなってそこからにげだしてしまった

はずかしくなってわらってしまった

ようこちやんにあやまった

ようこちやんのすきなおもちやをかしてあげた

例話「パジャマ」：さとるくんは，ようちえんにパジャマのままできてしまいました。

パジャマをきてきたさとるくんは先生にしかられてしまいました（下線は貝uilt条件，shame条件は「パジャマを(下線はguilt条件，

きてきたさとるくんはみんなに見られてしまいました｣)。

先生にしかられてしまった（下線は貝uilt条件，shame条件は「みんなに見られてしまった｣）さとるくんはこのあ(下線はguilt条件，

とどうするでしょうか？

さとる<んがするだろうと思うことを，下にある４つの絵（略）のうちから一つだけえらんで，その上に大きく

○をつけてください。

さとるくんはおうちにきがえにかえりました

さとるくんは先生にあやまりました

さとるくんははずかしくなってわらってしまいました

さとるくんははずかしくなっておうちへ帰ってしまいました
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ナラティヴから捉える子育て期女性の意味づけ：生涯発達の視点から

徳田治 子
(京都大学教育学研究科）

本研究は，近年，多様で複雑な経験であることが指摘される女’性にとっての子育ての意味を，母親と

なった女’性自身の生き方や人生との関連で明らかにするものである。具体的には，第１子が０歳から３

歳で，家庭で子育て中心の生活を送っている女性11名に，詳細な面接調査を行い，ナラティヴアプロー

チの枠組みを用いて，日々の生活や個々の人生の展望を語るなかで行われる子育ての意味づけの特徴を

捉えた。その結果，「子育ての意味づけ」の類型化とそれに対応する「ライフパースペクティブの語り」

の特徴から５つの意味づけパターンを明らかにした。５つの意味づけは各々「自明で肯定的なものとして

の子育て｣，「成長課題としての子育て｣，「小休止としての現在｣，「個人的成長としての現在｣，「模索さ

れる子育ての意味づけ」として特徴づけられた。各意味づけに対応する「ライフパースペクティブの語

り」とは，意味づけがなされる語りの文脈を捉えたものであり，各々の意味づけは，母親である自分，

育児中心の生活，個としての生き方をめぐる葛藤や困難等の問題の有無とその所在を中心に構成されて

いた。最後に，これらの結果を受けて，５つの意味づけパターンを「受け入れ方略としての意味づけ」の

枠組みから整理し，子育て期女'性の意味づけのモデルとして提示した。

【キー・ワード】子育て，母親，ナラティヴ，意味づけ，生涯発達

問題

本研究は，子育て期の女'性が育児経験を自らの人生や

生き方との関連でどのように捉え，意味づけているか

を，母親になってまもない女'性の語り（narrative)を通し

て明らかにするものである。

これまで心理学においては，子育てや親になる経験の

個人的な意味，すなわち女'性が母親となり，子どもを育

てる経験を日々の生活や人生の中でどのように捉え，意

味づけているかという問題は研究の主題として扱われて

こなかったことが指摘されている（Phoenix＆Woollett，

1991）。発達心理学における母親は，子どもの発達に影

響をおよぼす環境要因として捉えられることが一般的で

あり（柏木，１９９５；中山，１９９４；戸田，1996)，また，育

児に不安やストレスを抱えた母親の支援をテーマとする

研究であっても，育児経験は母親が経験するストレスや

不安，適応の程度等の量的変数に還元され，理解されて

きた（Harold＆Bolea,2000;大日向，1991;Raeff,1994；

Sabatelli＆Waldron,1995)。

1990年代に入り，生涯発達の観点から，子育てを「親

になる経験」として捉え，そこに成人期発達の積極的意

義を見い出す研究が行われるようになっている。例え

ば，氏家・高漬（1994）は，Chess＆Ｔｏｍaｓ（1987）の

適合モデルを用い，３人の母親への綿密な縦断面接から，

親になる経験を通じて，母親が環境の変化に対応しつつ

自らそれを乗り越えるプロセスを成人期の重要な発達プ

ロセスとして位置づける研究を行っている。また，柏

木・若松（1994）は，親になることの意味を職業経験同

様，個人に人格的成長をもたらすものとして位置づけ，

親になる経験の新たな側面を問う研究を行っている。こ

れらの研究は，これまで自明のものとされてきた親（成

人）にとっての子育て経験の意味を問い，そこに成人期

発達の多様な在り方を捉えようとしている点で重要な取

り組みを示している。

このような研究史的な転換に加え，近年の少子・少産

化という社会的状況の展開も，母親にとっての育児経験

の意味づけについて考える上で新たな視点を提供するも

のとなっている。柏木（2001）は，少子高齢化の背後に

潜む意識の変化を女‘性の心の問題として取り上げる必要

性を説いている。柏木は，女'性が各々の自己実現を望む

一方で，未だ育児をはじめとする家事役割の圧倒的負担

を担う日本社会において，子どもという存在は，女性に

とって一心同体の存在としてではなく，時に自らの自己

実現を妨げる他者として経験される存在になりつつある

と指摘している。女'性の社会進出や医療技術の進歩を背

景に，子どもを持つことは，女'性にとって，自らの価値

観や生き方にもとづいて意思決定される一つの選択的行

為として位置づけられるようになっている（Beck-Gem‐

sheim，１９９５；中山，１９９２；柏木，2001)。また，育児を

めぐる様々な心理的問題は，母親であること自体にある

のではなく，母親である自分と個人としての自分との間

の緊張や葛藤の問題として存在することも指摘されてい
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る（無藤・園田・野村・前川，1996)。

このように，今日，出産や育児経験の主観的側面に注

目し，その意味を母親となる女性自身の人生や生き方と

の関連で捉える重要性は益々高まりを見せている。しか

しながら，これまでのところ，出産や育児をめぐる意味

づけの問題は，社会的事象におけるより一般化された意

識レベルでの分析や議論にとどまることが多く，各々の

女性が，日々の具体的な生活や人生のなかでどのような

意味づけを行っているかという心理的側面については十

分な検討はなされていない（柏木，2001)。子どもを持

つという経験が，各々の生き方や価値観との関連で選択

される，個別で多様なものになったとされる現代におい

て，母親である女‘性によって日々“生きられる”子育て

の意味，負担や迷いをもたらす一方で，喜びや楽しさを

もたらす子育て経験の意味づけを各々が生きる人生や具

体的な生活文脈のなかで捉えていくことは重要な取り組

みをなすものと言えよう。

意味づけを捉えるナラティヴアプローチ

それでは個人が日常的な育児の過程において経験する

意味づけはどのように捉えることができるだろうか。こ

のような意味づけを明らかにする方法の中で，近年最も

注目すべき手法のひとつに，物語というルートメタ

ファーを用いて，個人の内的経験を捉えようとするナラ

テイヴアプローチがある（Bruner,1990;Josselsonl993；

Polkinghome,1988;Sarbin,1986)。ナラテイヴアプロー

チには，物語や語りをどのようなものとして位置づけ，

それを用いるかにおいて様々な立場が存在する（徳田，

2000)。そのなかで，個人を積極的な意味生成の主体と

みなし，物語の枠組みを用いて個人が行う意味づけの

特徴を捉えようとする立場（Bruner,1990；やまだ，

2000a）は，人々が日常の中で見い出し，生成する個人

的意味づけを捉える上で有効な枠組みを提供する（Polk‐

inghome,1988)。この立場では，物語は，２つ以上の出

来事をむすびつけて筋立てる行為（やまだ，2000a)，経

験を組織化し，意味づける「意味の行為」（Bruner，

1990）と定義され,出来事や経験についての語り（物語）

と意味づけの密接な関係が強調される。Brunerは，人間

の思考形式の在り方として，論理実証モードとナラティ

ヴモードという２つの認識方法を対時させ，ナラティヴ

モードとは，個人が経験を意味づける方法であり，人は

出来事間に特定の結びつきを与えることで経験を理解す

るとしている（Bruner,1990)。そして，とりわけ，喪

失，人生の転機，不測の出来事等，自分自身の今までの

生き方が問われ，新しい自己の立て直しが必要となった

時（やまだ，2000a)，あるいは,困難や危機に直面し，

これまで維持してきた自己概念が他者との関わりのなか

でもはや機能しなくなった際（Bruner,1997)，人は，語

りという行為を通して，新しい事象間の結びつけを行

い，自らの経験への新たな意味づけを得ようとするとし

ている。また，意味づけを捉えるナラテイヴアプローチ

では,語りや意味づけの重要な心理的機能として，経験

の組織化や自己の再構成を想定している（Baumeiser，

1991）。そして，このような能動的行為としての意味づ

けのプロセスは，近年，生涯発達研究の重要な主題と

して位置づけられるようになっている（Dittman-Kohli，

1990;Ｎｏａｍ,1996；岡本，2000;Reker＆Chamberlain，

1999;やまだ,2000a)。

意味づけをとらえるナラティヴアプローチでは，ま

た，解釈学的，構成主義的観点から，個人が行う意味づ

けの特徴を，意味づけが行われる文脈や語り全体とのつ

ながりにおいて捉えようとする。両者のつながりを意味

構築のシステムや意味づけの方略というより一般的な心

理的プロセスとして概念化しようとする試み（Bruner，

1990;POlkinghorne,1988）は，個々 の意味づけや語りの

具体的文脈を捉えつつ，それをより一般化された研究知

見として蓄積していくことを可能にするという点で，大

きな利点を持っている。しかしながら，これらの試み

は，現段階では，理念的提示に留まることが多く，具体

的な意味構築のシステムや意味づけの方略を明らかにす

る実証的研究は十分に行われていない（徳田，2000）。

そのようななか，やまだ（2000ｂ）は，Bruner（1986,

1990）が物語の発話行為として指摘した「仮定法化され

た現実｣'）（subjectivizingreality，以下｢仮定法｣）という

理念的枠組みを，ある有名レーサーの死について語った

ファンの語りの分析に適用し，「もし～だったら」とい

う構文を通して語られる各々の意味づけが，愛着を持つ

人間の死という揺るがしがたい喪失の経験を個人が受け

止め，それを自らの生きる力に変えていく際の“現実変

換''と“納得''の方略として働く可能性を指摘している。

本研究の枠組み

本研究では，子育て期の女性が行う子育ての意味づけ

を各々が生きる人生や具体的な生活についての語りのな

かで捉え，ナラティヴアプローチを用いた質的分析に

よってその特徴を明らかにする。

具体的な取り組みとしては，まず，人生という文脈

を，過去と現在だけでなく，これからの人生をどのよう

に展望しているかという未来の時制を含むものとして扱

い，そのような時間的広がりのなかで個々の女‘性の意味

づけの特徴を捉えることとする。これは，母親になった

ばかりの女性にとっての子育ての意味づけが，すでに起

きてしまった過去の出来事に対する意味づけやその再構

築を目指して行われるものではなく，過去の出来事を含

1）「その形式が，想像された行為や状態をさすために用いられ，し

たがって，希望，命令，勧告，ないしは可能的であったり，仮

定的であったりする出来事をあらわすのに用いられる技法」

（Bruner，1986)。
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みつつ，育児という日々の営みを通して，“いま，ここ”

(現在）から未来に向けて行われるものであり，それら

の意味づけを捉えるにあたっては，過去から現在を経

て，未来へとつながる，時間的広がり，すなわち個々人

が生きる人生の展望（ライフパースペクティヴ）におい

て捉えることが有効と考えられるためである。

本研究では，また，あらかじめ想定されるカテゴリー

や分析の観点を用いてデータの分析や解釈を行うのでは

なく，個々の具体的な意味づけとその意味づけが行われ

る語りの文脈とのつながりを丁寧に記述し，そこから

各々の意味づけの特徴を捉える新たな枠組みを生成し，

分析を進めることとする。これは，母親である女性に

とっての育児経験の多様さ，個人差を捉えることを本研

究の第一の課題と考えるためである。例えば，先に述べ

たBrunerの「仮定法化された現実」という枠組みは，や

まだ（2000b）によって，自分にとって愛着のある人物

の死のような，すでに起きてしまった，誰にとっても揺

るがしがたい喪失の経験に対する意味づけを捉える上で

有効な枠組みであることが示されている。しかしなが

ら，本研究が対象とする子どもを産み，育てるという経

験は，死や喪失の問題のように，“一様'，に乗り越える

べき“困難''，あるいは納得が必要とされる“断絶や喪失

の出来事'，として経験されるとは言い難い。むしろ，子

どもを産み，親となる経験は，関係や環境，自己やアイ

デンティティの変化を伴う一種の心理的危機として経験

される一方で（岡本，1994)，母親に楽しみや喜びをもた

らす経験でもある。また,その経験の意味づけは個人の

生き方や生活状況によって異なる可能性が指摘されてい

る（Oberman＆Josselson，1996)。

以上より，本研究では，子育て期の女’性が行う子育て

の意味づけを個々の女性が自らの人生について行う語り

のなかで捉え，その特徴をナラティヴアプローチを用い

た質的分析によって明らかにする。具体的には，母親に

なったばかりの女性に面接を行い，現在の生活状況だけ

でなく，妊娠，出産を中心とした現在にいたるまでの経

緯や将来の展望について語ってもらい,そのなかで行わ

れる子育ての意味づけの特徴を探る。また，子育ての意

味づけについては，“子育て経験自体の意味づけ''と子育

てをしている“現在の時間的意味づけ'’の２つの側面か

ら捉える。分析においては，語られる意味づけと語り全

体のつながりに注目し，両者のつながりから，人生とい

う時間的広がりのなかで語られる子育ての意味づけの特

徴を明らかにする。最後にこれらの意味づけを捉える枠

組みについて考察し、子育て期女'性の意味づけの特徴と

意味づけを中心にした生涯発達研究への示唆について述

べる。

方 法

対象本研究は，詳細な質的分析を行うため，対象者

の選択にあたっては，生活状況，人生段階にある程度の

共通‘性をもつ者を選定し，そのような類似'性のなかで，

個々の対象者の語りや意味づけの差異と共通'性を捉える

こととした。本研究の対象者は，東京都内の都市部Ａ地

区で主催された０，１歳児の母親を対象とした講座2）の

参加者のうち，第１子が３歳未満で，家庭で子育て中心

の生活を送っていた１１名である。著者は，講座開始時

から講座終了までの３カ月間（週１度）参与観察を行い，

参加者との交流に努めた。調査協力の依頼は，講座期間

終了時に行った。対象者の平均年齢は30.5歳（２５～３９

歳)，子どもの平均年齢は１歳３カ月（７カ月～２歳８カ

月）であり，家族構成はすべて核家族世帯であった。Ａ

地区への居住は，結婚をきっかけとした者がもっとも多

く（７名)，Ａ地区にもとより住んでいるのは１名のみ，

Ａ地区での居住年数は，大多数（９名）が５年以下であっ

た。就業経験については，育児休暇中の者は１名のみで

あった。また，残りの１０名は，結婚，あるいは出産を

前に退職していた。

面接面接は，自由度の高い半構造化面接を行い，で

きるだけ自然な会話形式でやりとりがなされるように努

めた。対象者間での面接内容をある程度統一するため

に，面接調査の実施に先立ち，具体的な質問項目および

注意事項を詳細にまとめたチェックリストを作成した。

このチェックリストは，主に調査者自身の面接の構造の

整理，把握を助けるものとして用い，実際の面接場面で

は，質問の聞き逃しを避けるため，面接の最終段階での

み用い，質問の枠内であれば可能な限り対象者の語りを

尊重することとした。面接はすべて対象者の自宅で行わ

れ，許可を得た上でテープに録音し，逐語文字化して分

析資料とした。実施回数は各１回，実施時間は２～４時

間半であった3)。

2）講座は，通常の講義形式ではなく，施設内にある保育室で子ども

同伴で行われた。あらかじめ主催者が企画していた離乳食の作

り方や手遊び教室等が２，３度行われたが，それ以外は特に設定

されないまま，参加者と主催者が話し合いの結果，定期的に子

どもを連れて集まる場とされた（参加者の１人は，この講座の利

点を“屋根付きの砂場'，と表現していた)。また，参加の経緯や

動機は，地区の広報を見て自ら申し込んだ者から，参加者から

スーパーで誘われた者まで様々であった。

3）本研究は，面接調査で得たデータを中心に分析を行うが，講座期

間中に過ごした時間と場の共有，およびこの期間に形成された

対象者との関係がなければ，面接の内容，およびデータの質は

全く異なったものになっていたと考える。講座中またその前後

で交された対象者とのやり取りは，研究者側の問題設定，対象

者とのラポールの形成，対象者の価値観や背景，抱える悩みや

問題，子どもの気質や発達の状況などの情報を面接者にもたら

し，面接で発せられる問いの妥当性や語りの理解を支えたと考

える。
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質問の構造面接では，まず，各々のライフコースの

選択やそのなかで母親になること，子どもを産み育てる

こと，子育て中心の生活を送ることについてどのように

考えていたかを中心に，学生時代から，就職，結婚，妊

娠，出産など現在にいたるまでの生活とこれからの人生

の展望について語ってもらった。また，子育ての意味づ

けについては，子育て経験自体の意味を問う質問（｢○

○さんにとって，子育てとは，どういうものなんでしょ

うか｣）と子育てに専念している現在の人生への位置づ

けを問う質問（｢子育てに専念している現在という時期

は，○○さんにとってどんな時だと思いますか？｣）の２

つの質問を行った。これらの質問は，対象者が面接の過

程を通して，自らの生活や人生についてある程度内省が

進むと思われる面接の最終部分で行った。その際，「そ

れでは，○○さんにとって…」や「これまで，今までの

ことや現在の生活，将来のこと等についてお話をお伺い

してきたのですが…」という表現を用い，それまでにな

された自己や人生についての語りとの関連づけを促すよ

う配慮した。

分析

本研究では，意味づけを捉えるナラティヴアプローチ

の立場から，子育ての意味づけの特徴を，各人が行う意

味づけと意味づけがなされる文脈や語り全体とのつなが

りにおいて捉える。意味づけとそれが語られる文脈のつ

ながりを明らかにする分析においては，個別事例に対す

る解釈学的説明が用いられることもあるが（例えば，

BruneE1990;Polkinghome,1988)，本分析では，分析者

の窓意的解釈をできるだけ避け，意味づけと意味づけが

行われる文脈のつながりを，より一般化可能なシステマ

ティックな形で示すことを目的に，質的コード化の手法

(Coffey＆Atkinson,1996）を用い，データそのものから

各々の語りの特徴をとらえるカテゴリー，および分析の

観点を抽出し，そのような手続きによって得られた分析

枠組みを用いて，各対象者の意味づけや語りの特徴を捉

えることとした。

質的コード化（Coffey＆Atkinson,1996）の手法は，

データに即した分析カテゴリーを生成する質的分析法の

一つであり，あらかじめ設定された枠組みではなく，

データそのものからカテゴリーを生成し，分析に用いる

ものである。手続きとしては，まず，内容や語りの特徴

に沿ってデータを区分し，そこに適宜ラベルを与えコー

ド化する。続いて，それらのラベルについて繰り返し

データ間の比較を行い，各々の語りの類似性と差異か

ら，個々のラベルを整理，統合するカテゴリーを生成し

ていく。生成されたカテゴリーは，再度データに立ち

戻って検討され，修正を加えられることによって洗練さ

れる。このような過程を通して，データに即したカテゴ

リーが生成がされる。Coffey＆Atkinson（1996）は，質

的研究で用いられるこのようなカテゴリー生成のための

コーディングを量的分析でのデータ縮小や数量化のため

のコーディングと区別し，後に続く分析や考察を導く発

見装置としてのコーディングとして位置づけ，生成した

カテゴリー自体を重要な情報と見なすことを主張してい

る。なお，以下に述べる分析カテゴリー生成のための

コーディング作業はすべて著者が行った。

①「子育ての意味づけ」の分析カテゴリーとその生成

プロセス

面接の最終部分でなされた子育ての意味づけを捉える

2つの問いに対する語り全体を「子育ての意味づけ｣，各

問いに対する語りを各々，「子育て経験の意味づけ｣，

｢子育てをしている現在の位置づけ」とし，用いられる

フレーズとその語られ方に注目し，コード化を行った。

その結果，「子育て経験の意味づけ」については，（１）

子育てに伴う自己の変化を成長や学びとして意味づける

｢成長・学びとしての子育て」とそれらの意味づけに対

する自己評価によって区分される３つの下位カテゴリー

(「している」，「しなければならない｣，「できない｣)，

（２）子育てを通して経験する感情によって子育てを意味

づける「感情経験としての子育て」とその内容を区分す

る３つの下位カテゴリー（｢ポジティブ｣，「両価的｣，「ネ

ガティブ｣)，（３）子育てを自然なもの，生活の一部，あ

るいはその意味を考えたことがないと言及する「自然，

生活としての子育て」の３つを分析カテゴリーとして抽

出した。

また，「子育てをしている現在の位置づけ」について

は，現在が意味づけられる人生や生活文脈の違いに注目

し，（１）夫や家族との関係に言及し，家族のライフサイ

クルの観点から現在を意味づける「家族生活のなかに位

置づけられる現在｣，（２）何らかの成長や学びによって

現在を意味づける「成長，学びとしての現在」とその成

長が結びつけられる活動によって区分される２つの下位

カテゴリー（｢育児｣，「個人としての活動｣)，（３）子育

てに専念している一方で，自分が想定する何かを休止し

ているとして現在を意味づける「小休止としての現在」

を分析カテゴリーとして抽出した。

②「ライフパースペクティブの語り」の特徴を捉える

分析の観点とその生成プロセス

「子育ての意味づけ」を除く残りの語りについては，

内容によるデータの区分と整理を行い，結婚から，妊

娠，出産にいたるまでの経緯，現在の生活，これからの

人生の見通しを中心とした語りを，「ライフパースペク

ティブの語り」として抽出した。

「ライフパースペクティブの語り」の分析においては，

まず，各人の語りを時系列（｢過去｣，「現在｣，「未来｣）

および内容から区分，整理し，各語りをまとめるカテゴ
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ｍｂｌｅｌｒライフパースペクティブの語り/の特徴を捉える分析の観点

一 雨言症－司一、而扉一一〃）在目亡

①独身，出産前の子どもの存在，子

育てに対するイメージ

②妊娠にいたる経緯とそれに対する
過

認知的，感情的評価

去

③妊娠時の出産後の生活や親となる

自分についての見通し

①現在の状況認知

現

②母親になった自分，母親である自

在 分について

③子育てに関する語り方

①自分の人生と子育てについて

未
②将来の見通し

来

③働くことについて

①子どもや育児に対してどのような感情やイメージをもっていたと〃

語るか。

到ｌＥｎなＷｈので西 ７聾②妊娠は計画的なものであったか，あるいは全く予期しないもので

７）二碍刀弄制７ａあったか。妊娠についての夫婦の了解は存在していたか。妊娠を

7）名詞王至 ７ @′）で西知った時の気持ち，反応などはどのようなものであったか。

の牛１吉 や母器 の‐ｒ５Ｉアキ＃③出産後の生活や母親になる自分についてどのように捉えていたか。

心配や不安，葛藤は存在したか。また，その心配や不満などにつフル１,四

リいてどのように対処しようとしたか。

① 苫や牛活環境０ 〃①子育てによる生活や生活環境の変化をどのように評価するか。ま

た ９ の十育て中心の生枯状況，生稚 ツ現在の子育て中心の生活状況，生活環境について，どのよう

ヨｘアサ､”にとらえ，描写し，評価するか。特に自分の時間がないというこ

〃とに対してどのように語るか。

②母 新 の日分や母親である白分穿〃０ ０②母親となっての自分や母親である自分をどのように描写し，どの

ように評価するか。

③子育てに関する事象について否定的な評価や描写をした後に，そ合う罷巳的な評ｲdhJく

れを補うような語りが存在するか，また，その逆の語りは見られｌ）-1頭Ｃ

るか。

①ライフコース上で子育てを中心とする生活についてどのようにとツ

;i切干の牛Y古のi止辰

の言十・I由I､ペ

らえているか。今後も現在の生活の延長として，子どもや家庭を

中心にして生活することを考えているか，それとも，他の計画や

希望があるか。餌

との目分の午姑 二Ｍ権し巳．｜ノ②将来の自分の生活についてどの程度明確に，内容，時期等をイメ

－ジしているか。また ツ そのために現在したいこと，しているこ’）万が

とはあるか。E土ａ

ま自分０ ？ン③働くことは自分の生き方やこれからの人生においてどのように位

l哉の気痔ちIまEII ７置づけられているか。再就職の気持ちはあるか，ないか，その理

由は何か。ＩⅡＷ己

リーを生成した。次に，各カテゴリーごとに区分された

語りを繰り返し照らし合わせ，各々の特徴を捉えるため

の分析の観点の抽出を行った。その結果，Ｔａｂｌｅｌに示す

ように，過去，現在，未来の各事象に区分されるカテゴ

リーにおいて，母親であることや子育て中心の生活を送

ること，個としての生き方や価値観がどのように語られ

ているか（いないか)を中心とする分析観点を抽出した。

③「子育ての意味づけ」の類型化と「ライフパースペク

ティブの語り」の特徴づけ

上記の手続きによって得た分析カテゴリーを用いて，

まず，個人ごとの語りの分析を行い，それに基づいて

｢子育ての意味づけ」の類型化を行った。続いて，その

類型化に基づいて，「ライフパースペクティブの語り」

の特徴を捉え，双方の特徴の結びつきを探り，意味づけ

と意味づけが行われる文脈のつながりを各意味づけパ

ターンの特徴として考察した。「子育ての意味づけ」の

類型化は，各々の語りの意味づけに含まれる分析カテゴ

リーの組み合わせにより行った。また「ライフパースペ

クティブの語り」の特徴については，②で得た分析カテ

ゴリーと分析の観点から，個人ごとの語りの特徴を捉え

るとともに，各意味づけのパターンに含まれる個人間の

比較を類似性と差異に基づいて繰り返し行うことによっ

て，各パターンごとの特徴を抽出した。また，これらの

分析の信頼性，および妥当性を確認するため，心理学を

専攻する大学院生２名に対し，各対象者のプロトコルと

ともに，「子育ての意味づけ」の分析カテゴリー，およ

び「ライフパースペクティブの語り」の特徴を捉える分

析観点をまとめた一覧表を渡し，各対象者の語りに該当



｢成長課題としての子育て」

子育て経験

．「成長・学び－しなければならない」

．「感情一両価的」

現在の意味づけ

．「成長一育児による現在の意味づけ」

１８

Table２５つの意味づけパターンの概要

｢小休止としての現在」

子育て経験

．「成長・学び－している」

現在の意味づけ

．「小休止としての現在の意味づけ」

「ライフパースペクティブの語り」の特徴

（(問題・葛藤の有無と所在)）

【過去】妊娠出産前の育児への不安はなし。結婚したら，

子どもを産むのは当然（結婚後すぐ妊娠）

【現在】育児中心の現在の生活への肯定的な語り

【未来】子育て中心の現在の生活の延長を望み，ライ

フコース上の葛藤が語られない

(育児をめぐる困難や葛藤が語られない）

【過去】妊娠出産前の育児への不安はなし。子どもは身近な

存在。

【現在】育児中心の現在の生活への負担感・制約感

【未来】子育て中心の現在の生活の延長を望み，ライフコー

ス上の葛藤が語られない

(育児中心の現在の生活に対する心理的負担感，制約感）

【過去】妊娠への篇曙。出産前の育児への不安（自分の時間

なくなる)。結婚後数年は子どもを産まない選択。

【現在】育児中心の生活への肯定的評価

【未来】子育て後の自分の個人としての生き方に関して，不

安や葛藤が語られる。

(個と母としての人生間の潜在的葛藤，緊張）

【過去】妊娠出産前の育児への不安

【現在】個人としての時間や活動空間が維持されている現在

への肯定的評価

【未来】個人の生活や時間が確保されている現在の延長線上

に想定する一方で，“自分”中心の生活への子へのす

まなさを語る。

(個と母としての人生間の潜在的葛藤，緊張）

【過去】望まない妊娠・出産への否定的評価

【現在】育児中心の現在の生活への強い負担感・制約感，母

親である自分を受けることが困難。「なぜ，私が…｣，

「ずっと続く気がする・・・」

【未来】将来の展望を語ることが困難

(母親である自分，現在の生活の受け入れ困難）

｢子育ての意味づけ」の特徴

該当する分析カテゴリー

｢自明で肯定的なものとしての子育て」

子育て経験

．「感情一ポジティブ」

．「自然・生活一考えない」

現在の意味づけＩ

．「家族生活に位置づけられる現在」

ハ
タ
ー
ン
ー
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パ
タ
ー
ン
２

ハ
タ
ー
ン
３

｢個人的成長としての現在」

子育て経験

．「成長・学び－している」

．「自然・生活一子どもの成長は自然」

現在の意味づけ

．「成長一個人活動による現在の意味づけ」

｢模索される子育ての意味づけ」

子育て経験

．「成長・学び－できない」

．「感情一ネガティブ」

現在の意味づけ

．「成長一育児による現在の意味づけ」

パ
タ
ー
ン
４

パ
タ
ー
ン
５

する「子育ての意味づけ」のカテゴリー，および「ライ

フパースペクティブの語り」の特徴をチェックしてもら

い，著者の行った結果と比較した。その結果，「子育て

の意味づけ｣，「ライフパースペクティブの語り」双方に

おいて，著者が行った分類との一致を確認した。

結果

「子育ての意味づけ」の類型化とそれに対応する「ライ

フパースペクテイブの語り」の特徴から５つの意味づけ

のパターンを得た。「子育ての意味づけ」は，含まれる

カテゴリーの特徴から，「自明で肯定的なものとしての

子育て」（パターン１），「成長課題としての子育て」（パ

ターン２），「小休止としての現在」（パターン３），「個

人的成長としての現在」（パターン４)，「模索される子

育ての意味づけ」（パターン５）と特徴づけられた。ま

た，これらのパターンに対応する「ライフパースペク
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ティブの語り」は，「過去｣，「現在｣，「未来」の各時制で

語られる母親である自分，育児中心の現在の生活，個と

しての生き方をめぐる葛藤や困難等の問題の所在とその

有無を中心に各々の特徴を有していた。以下，各パター

ンごとに，「子育ての意味づけ｣，「ライフパースペク

ティブの語り」の具体的特徴を述べるとともに，両者の

つながりから各意味づけパターンの特徴について考察す

る。５つの意味づけパターンの概要はＴａｂｌｅ２に示す通

りである４)。

パターン１:葛藤や問題が語られない語りにおける「自明

で肯定的なものとしての子育て」（２名）

（１）「子育ての意味づけ」の特徴

．「○○さんにとって，子育てってどういうものです

か？」という問いに対して，「う－ん，ま，楽しい｡｣，

「苦痛か喜びかって聞かれれば，それは喜びですね｡」

と答えるなど，その他のパターンで共通に見られる

「成長・学びとしての子育て」の意味づけがなされず，

子育て経験は，子育てを通して経験する肯定的な感情

によって意味づけられる（｢感情」－「ポジティブ｣5))。

また，「私一人がこの子を育ててるわけじやないし，

ま，生活だからね，あんまり，あんまりね，そういう

こと（自分にとっての子育ての意味）きちんと考えた

ことないかな｡」という語りが端的に示すように，子

育ては，自然なこと，生活の一部として意味づけられ

る（「自然・生活一考えない｣)。

・子育て中心の現在については，「社会的，経済的に夫

に守られている時期｣，「家庭に専念する時期」と家族

との関係や家族周期のなかで捉えられる（｢家族生活

に位置づけられる現在｣)。

（２）「ライフパースペクティブの語り」の特徴

．「子育ては大変だとか苦しいとか聞いたことはない。

みんなそんなことあまり考えてないんじやないかな。

だって，そんなこと広まったら，みんな子ども欲しく

なくなつちやうじやない｡」という語りが端的に示す

ように，パターン１では，結婚して子どもを産むのは

当たり前のこととして語られ，妊娠・出産にいたる経

緯においても，それらに対する篇曙や迷いは語られ

ず，出産後の生活についても特に不安は感じていな

かったことが語られる。パターン１に含まれる２名は

ともに結婚して１年で妊娠，出産している。

・現在の生活については，ある程度の子どもの世話に追

われる生活の大変さや制約感が語られるものの，子ど

もの存在や子育ては，それ以上の楽しみや喜びをもた

4）各パターンごとに，分類された対象者の人数を記すが，本研究が

提示するのは，意味構造のパターンとその具体的特徴づけであり，

各パターンに分類される人数の分布については，サンプルの大き

さやサンプリングの方法からも一般化可能性を想定しない。

5）カッコ内は，該当する分析カテゴリーを示す。

らすものとして語られる。

・将来は，家庭や子どもを中心とした現在の生活の延長

に捉えていると語られ，将来の自分の生活との関連で

子育て中心の現在の生活に対する不満，あるいは母親

としての自分と個人としての自分の生き方や価値観の

衝突，および葛藤は語られない。

（３）パターン１が示す意味づけの特徴

パターンｌの「子育ての意味づけ」では，子育て経験

は，楽しいや喜びなど，育児に携わることによって経験

する肯定的な感情によって語られるとともに，「自然な

もの｣，「考えない」自明のものとして意味づけられる。

また，子育てや子育てをしている現在は，「夫」や「家

庭」と結びついた家族の文脈に位置づけられる。「ライ

フパースペクティブの語り」では，現在の子育て中心の

生活について満足や喜びが語られるとともに，今後の生

活や生き方をめぐる葛藤や不満も語られない。パターン

1が示すこのような意味づけは，育児中心の現在の生活

や家庭で子育て中心の生活を送ることに関するライフ

コース上の困難や葛藤が語られない文脈における「自明

で肯定的なものとしての子育て」として特徴づけられ

る。

パターン２：現在の生活への負担が語られる語りにおけ

る「成長課題としての子育て」（２名）

（１）「子育ての意味づけ」の特徴

．「子育ては，修行ですよね。我慢しなければならない」

など，子育ては，親として，現在の自分に求められて

いる成長や学びとして意味づけられる（｢成長・学び

－しなければならない｣)。また，パターン１と同じよ

うに感情を示す言葉を用いて子育てを意味づけるが，

その際用いられる表現は，「楽しいもの，大変だけど」

と両価的な感情となっている（｢感情一両価的｣)。

・子育てをしている現在については，「お母さんとして

がんばりなさいって言われている時」や「今は…，修

行の期間ですね｡」など，育児を通して，自らが親と

して変化，成長を求められている時期として意味づけ

られる（｢成長・学び」－育児｣)。

（２）「ライフパースペクティブの語り」の特徴

・子どもは身近な親しみを感じる存在であり，妊娠前か

ら子どもの誕生を強く望んでいたこと，出産後の生活

についても特に不安や迷いはなかったことが語られ

る。

・現在の生活については，「過去」や｢未来」の語りとは

対照的に，育児による負担感が語られ，子育てに対す

る否定的な評価が繰り返し述べられる。

・将来の生き方は，現在の生活の延長線上に築かれる子

どもの成長を中心とした生活設計が語られ，現在家庭

で子育てに専念している状況や母親であることと将来

の展望として語られるライフコース上の葛藤や対立は
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語られない。

（３）パターン２が示す意味づけの特徴

パターン２では，子育て経験，子育てをしている現在

の双方で，「修行」や「がんばりなさいって言われている

時」など，自己の成長や変化が求められているという観

点から意味づけがなされる。また，「楽しい，大変だけ

ど」など両価的な感情によって子育て経験が意味づけら

れる。「ライフパースペクティブの語り」においては，

母親であることや子育てについて，個としての生き方や

ライフコース上の問題との関連で葛藤や緊張，将来の不

安は語られない一方で，現在の生活に対する強い負担感

や制約感が語られる。パターン２が示すこのような意味

づけは，現在の生活における子育ての負担感が強調され

る文脈において，子育てを自己の変化や成長を要求する

ものとして意味づける「成長課題としての子育て」と特

徴づけられる。

パターン３：個と母としての自己の潜在的葛藤が語られ

る語りにおける「小休止としての現在」（４名）

（１）「子育ての意味づけ」の特徴

・子育て経験は，「幅が広がったという感じ。こういう

世界も知ってるぞって｡｣，「勉強させてもらっている，

学ばさせてもらってる｡」など，育児に携わることに

よる自身の変化への肯定的な評価から意味づけられ

る。パターン３での「成長・学び」の意味づけは，パ

ターン２で示された，自己の変容が求められる「成長

課題」としてではなく，その変容をパーソナリティや

経験のひろがり等，親役割を遂行するなかで自らが獲

得したものとして語られる（｢成長・学び－してい

る｣)。

・子育てをしている現在の意味づけは，「今は子育てに

どっぷりつかっている時期，人生のなかでそういう時

期もあってもいいかなって。せっかくそういう時期で

嫌だって思ってもしょうがないから楽しもうって｡」

という語りに示されるように，子育て中心の生活を送

る“現在”の時間的限定性を強調し（例えば，“今だ

け"，“ちょっとだけ'')，そのような限定的な“現在”

に対して，「一休み｣，「休憩｣，「充電期間｣，「イン

ターバル｣，「どっぷりつかっている時期」など，将来

の展開を前に何かを蓄積しながら，停止している状況

を指す意味づけとそれを積極的に受け入れる一連の語

り（｢せっかくだから…｣）がなされる（｢小休止として

の現在｣)。

（２）「ライフパースペクティブの語り」の特徴

・独身の頃，子どもは決して身近で親しい存在ではな

かったこと，妊娠がわかった後も，出産後の子育て中

心の生活に対する不安や心配があったことが語られ

る。予定外の妊娠であった１名を除いて全員が結婚後

しばらくは夫婦２人だけの生活を意図的に選択してい

たと語る。

・妊娠，出産前の不安や心配にもかかわらず，現在の生

活や実際の子育てについては，「思ったほど大変じや

ない。嫌じやない」等と肯定的に語られる。また，子

育てと何かを比較して評価する語りが顕著に見られ，

「現在」は，以前自分がいた「子どもとは無縁の世界」

との対比で，「新鮮｣，「こんな世界もあったのね」と

肯定的に，「外｣や｢働く世界｣，「子どもから離れた世

界」との対比では，「刺激がない｣，「社会とつながっ

ていたい」とやや否定的に語られる。

・将来の展望については，子どもの手が離れた後の“自

分の生活，，について言及し，子育て後の“自分”の人

生を築く必要性と現在の子育て中心の生活を家庭で

送っていることとの潜在的な緊張関係や将来の不確定

さに対する不安が語られる。

（３）パターン３が示す意味づけの特徴

パターン３では，子育ての経験を，育児を通した自ら

の肯定的変化として意味づけ，子育てをしている現在に

ついては，子育て中心の現在の生活が，特殊で限定的な

時間であることを強調し，そのような限定的な“現在”

に対して，将来の展開を前に何かを蓄積しながら，停止

していることを示す意味づけ（｢休憩」「充電」等）が行

われる。また，その後に，そのような現在を積極的に受

け入れようとする語りがなされる（｢せっかくだから,楽

しもうと思って｡｣)。一方，「ライフパースペクティブの

語り」においては，現在の生活について，思っていたよ

り大変ではない，自分に向いている等の肯定的な評価を

示す一方で，妊娠の経緯や将来の展望については，子ど

もを産み，家庭で子育て中心の生活を送ることと個人と

しての生き方との間に潜在的緊張や不安が存在すること

が語られる。パターン３が示すこのような意味づけは，

現在の子育て中心の生活と個人の在り方との間にライフ

コース上の潜在的葛藤を抱える文脈においてなされる

｢小休止としての現在」として特徴づけられる。

パターン３が示す「小休止としての現在」という意味

づけは，“現在”行っている子育てを“未来，'に広がる時

間的広がりの中におき，子どもの育ちを軸とした時間経

過による状況の変化と時間的限定性を想定することに

よって，現在に積極的な意味を与えるとともに，子育て

中心の生活と自らが想定する個人としての生き方を時期

的に区分することによって（"子育てに専念する，’現在

と“子育て専念後の”未来)，両者の間にある潜在的葛藤

や緊張を回避し，双方を自らの人生に肯定的に位置づけ

る意味づけと言える。

パターン４：個と母としての自己の潜在的葛藤が語られ

る語りにおける「個人的成長としての現在」（２名）

（１）「子育ての意味づけ」の特徴

．「この子は当り前のように育てられているだけ，育つ



ナラティヴから捉える子育て期女性の意味づけ ２１

ているんだけど，それによって私の方が変わってい

て，子育てっていうより親育てっていうか，親育ちっ

ていうか，チャンスだと思う。」という語りに見られ

るように，子育て経験の意味づけにおいては，子ども

の育ちを“当然'，のこと，子どもを“自然と育ってい

く存在”として，自らの意識的関与と切り離して意味

づける一方で，子どもと関わることは，自分自身を

「変えてくれるチャンス｣，「学習の機会」であるとし，

個人としての自分の成長に引きつけた意味づけを行う

（｢成長・学び一している｣)。

・子育てをしている現在については，「子育てうんぬん

じやなくて，私自身が変わってきている。自分には今

やらなければいけないことがあるような気がして，だ

から，今はそれをやっている勉強の時期｣，「自分のや

りたいことをそれなりにできつつあって，自分のやり

たいことを模索している時期，充実している時」とい

う語りにみられるように，“いま”は，子育てを行っ

ている現在の状況ではなく，妊娠，出産，育児の時期

と並行して自分のために行ってきた活動（勉強，サー

クル活動等）を通して捉えられ，そのことに成長や充

実などの積極的な意味づけがなされる（｢成長一個人

の活動｣)。

（２）「ライフパースペクティブ」の語りの特徴

・妊娠，出産は，“自分のやりたいこと”を模索する一

連の流れのなかで語られる。このパターンに分類され

る２名はともに，自身のやりたいことを模索したり，

積極的に追求するために，妊娠前にそれまでの仕事を

退職している。

・現在の生活は，育児以外の個人としてのやりたいこと

を見い出し，その活動が維持されている生活として位

置づけられ，それに対して全般的に肯定的な語りがな

される。その一方で，強い調子ではないが，現在の生

活が自分中心になっていることに対する子どもへのす

まなさや罪悪感が言及される。

・将来の展望においては，自らの努力，行動を通して獲

得した“自分のやりたいことがやれている生活'’の延

長線上に語られる。一方で，個人としての自分の生活

を遂行することと子どもとの時間を確保することの間

に潜在的な葛藤や緊張が存在することが語られる。

（３）パターン４が示す意味づけの特徴

パターン４では，子どもの育ちは，自然のこととして

自身の意識的な働きかけと切り離して語られる一方で，

子育ては，自らを成長させるきっかけ，チャンスであ

り，“わたし”の成長が強調して語られる。また，現在

については，子育て以外に行っている自分のための活動

や時間に基づいた意味づけがなされる。「ライフパース

ペクティブの語り」においては，妊娠中，現在の生活，

将来の展望の各語りにおいて，個人としての自分の生活

空間や時間を確保することの重要性と優先性が語られ

る。その一方で，強くはないが，子どものための時間の

確保との関係で緊張や葛藤が語られる。パターン４が示

すこのような意味づけは，個人としての自分の生活が確

保されることの重要性とそれに対する葛藤が語られる文

脈において，個人の成長に焦点づけて意味づけられる

｢個人的成長としての現在」と特徴づけられる。

パターン５：母親であることの受け入れに強い困難が語ら

れる語りにおける「模索される子育ての意味づけ」（１名）

（１）「子育ての意味づけ」の特徴

・子育ては，「大人になっていくこと」と自分の変化が

求められるものとして意味づけられる。一方，「大人

になっていくこと」は，自らに‘‘我慢や忍耐”が求め

られていることであり，自分にはそれができないと語

る（｢成長・学び－できない｣)。また，子育ては，「重い

ですよね｡」とその心理的負担感を示すネガティブな

感情によって意味づけられる（｢感'清一ネガティブ｣)。

・現在については「(子どものために）大人になる，少し

は考えていかないといけない時」として，「子育て経

験の意味づけ」と同じく，自らの変化・成長が求めら

れている時として意味づけられる（｢成長一育児｣)。

（２）「ライフパースペクティブ」の語りの特徴

・妊娠，出産が，自らが望まない，思いがけないもので

あったことが語られ，妊娠を知って出産することを決

めたものの，子どもは自分にとって関心の対象ではな

く，常々夫婦の同意として子どもはいらないと決めて

いたことなどが語られる。

・現在にいたるまで母親である自分や子育てをしている

現在の生活の受け入れが難しいことが語られる。ま

た，現在の生活の負担感が強調され，子育てに対する

負担感や否定的評価が述べられる。また，「自分の時

間を犠牲にしている」と述べ，それについて，「なぜ

私が…｣，「(現在の状態が）ずっと続く気がする…」

と語る。

・旅行やキャンプなどの余暇の計画が希望として語られ

るが，子どもと自分に関する具体的な生活や将来設計

については語られず，将来の展望を明確に語ることが

難しいと訴える。

（３）パターン５が示す意味づけの特徴

パターン５では，「子育ての意味づけ」においては，

｢大人になっていくこと」や「(子どものために）大人に

なる，少しは考えていかないといけない時」としてパ

ターン２と類似した「成長課題としての意味づけ」がな

される。しかし，その一方で，「私にはできていない」

など，自らが行う意味づけを現実場面で遂行したり，受

け入れることが難しいことが語られる。「ライフパース

ペクティブの語り」では，妊娠前から現在にいたるまで，

自らが子どもを産み，母親になることや子どもの存在を
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受け入れ方略として

の意味づけの特徴
語りにおける現在の評価 意味づけの特徴 (語りのレトリック）

耐
巻

子育て後の将来の不安

子育ての自明性パターン１

時間的分離（現在と不

安な未来の分離）に基

づく意味づけ

小休止としての

現在

恥
ツ

凧
睡

成長課題としての自

己変容の受け入れパターン２

ライフコース上の

「個人」と「母」の

潜在的葛藤

パタ ーン５

発達心理学研究第１５巻第１号

その所在を中心に構成されていた。これを受けて本稿で

は，意味づけを捉えるナラティヴアプローチが想定する

｢葛藤や問題をめぐる納得の方略」としての意味づけ（や

まだ,2000b)，現実生活での「逸脱や裂け目をつなぎ，受

け入れる方略」としての語り（Bruner,1990）という枠組

みのもと，本研究が示した５つの意味づけパターンの特

徴について考察をすすめる。

Figurelは，５つの意味づけパターンの特徴を，「語り

における現在の評価」（現在の生活やライフコースにお

ける問題の所在)，「子育ての意味づけの特徴」（語りの

レトリック)，「受け入れ方略としての意味づけ」の３つ

の観点から整理し，モデルとしてまとめたものである。

以下では，Figurelのモデルを参照しながら，本研究が

明らかにした５つの意味づけパターンの特徴，および，

子育て期女性が語る子育ての意味づけの特徴について考

察する。

｢自明なものとしての意味づけ」

５つの意味づけパターンのうち，ライフコース上の葛

Figurel受け入れ方略としての５つの意味づけのモデル

受け入れることの困難，および現在の生活における負担

感が語られる。パターン５が示すこのような意味づけは，

母親であることの受け入れに困難を示す文脈における

｢模索される子育ての意味づけ」として特徴づけられる。

総合考察

受け入れ方略としての意味づけのモデル

本研究では，ナラティヴアプローチの枠組みを用い

て，母親になったばかりの女性が，日々の生活や個々の

人生の展望のなかで行う子育ての意味づけの特徴を捉え

た。その結果，「子育ての意味づけ」の類型化とそれに

対応する「ライフパースペクティブの語り」の特徴から

5つの意味づけパターンの特徴を明らかにした。各意味

づけに対応する「ライフパースペクティブの語り」とは，

意味づけがなされる語りの文脈を捉えたものであり，

各々の意味づけは，母親である自分，育児中心の生活，

個としての生き方をめぐる葛藤や困難等の問題の有無と

個人優先の生活への

子どもへの罪悪感

空間的分離（子育てと

個人の領域の分離）に

基づく意味づけ

パタ ー ン ３

パターン４ 《
』
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藤や現在の生活における問題が語られず，現在に肯定的

な評価をしているパターン１では，子育ては，自らが育

児を通して経験する肯定的感情によって意味づけられる

とともに，自らにとって自明なものとして語られてい

る。Bruner（1990）は，意味づけや物語の果たす役割を

現実社会での逸脱や裂け目をつなぎ，受け入れることと

し，物事が在るくきょうに在る時やすでに自明のことと

考えられている事象に対しては，明確な意味づけが行わ

れないと述べている。パターン１が示す，「自明で肯定

的なものとしての子育ての意味づけ」の特徴は，Bruner

のこのような見解を支持するものであるとともに，「子

育ての自明'性」を支える経験内容を伝えるものとしても

示唆的である。

｢成長」という意味づけをめぐって

葛藤や問題が語られないパターンｌが子育てを「楽し

い」と意味づける一方で，何らかの葛藤や問題を語る残

りのパターンすべてで（パターン２～５），「成長・学び

としての意味づけ」が共通に行われている。また，子育

ての意味づけで用いられる“学びや成長”の意味づけは，

｢(成長）している｣，「しなければならない｣，「できてい

ない」等の自己評価を伴って語られていた。これらは，

｢成長や学び」という子育ての意味づけが，時に，その

背後に何らかの心理的負担や葛藤を伴って語られるこ

と，また，育児による成長が，単に“成長'，の実感を通

して語られるだけでなく，ある種の社会文化的な“意味

づけの型”（Langness＆Frank，1993）として，育児を担

う母親によって，果たすべき義務や達成すべき課題とし

て捉えられる可能性を示している。近年の国際比較研究

やその他の統計資料では，個人としての生き方をめぐっ

て様々な葛藤や心理的負担を抱える日本女性のより若い

世代において，「子育ては楽しい」の回答割合が低い一

方で，「子育てを通して成長する」と答える割合が高い

という特徴が示されている（柏木，2001）。「成長」とい

う意味づけとその背後にある育児の心理的負担や葛藤の

問題の結びつきに関しては，今後，さらなる検討が必要

と思われる。

｢自己への受け入れ方略」としての３つの意味づけ

パターン２～４の意味づけは，各々，問題の所在に応

じた自己への受け入れ方略という観点から，「成長課題

としての自己受容の受け入れ」（パターン２)，「時間的分

離（現在と不安な未来の分離）に基づく意味づけ」（パ

ターン３），「空間的分離（子育てと個人の領域の分離）

に基づく意味づけ」（パターン４)として特徴づけられる。

「成長課題としての自己変容の受け入れ」は，現在の

生活における心理的負担や育児による制約感が語られる

文脈で行われる意味づけであり，育児に伴う心理的な負

担を，自己の変容を求める成長課題として積極的に位置

づけ，それを自らに受け入れようとする一種の適応プロ

セスとして理解できる（Schwartzberg，1996)6)。現在の

生活の負担感を抱えながらも，目の前の子どもという存

在を受け入れ，それに関わらざるを得ない日々の育児の

場面では，自己の変化を肯定的なものとして認め，さら

にそれを自らに求められているものとして，積極的に受

け入れる意味づけが有効と言える。

次にパターン３とパターン４が示す「時間的分離（現

在と不安な未来の分離）に基づく意味づけ」と「空間的分

離（子育てと個人の領域の分離）に基づく意味づけ」は，

ライフコース上に個人としての自分と母としての生活や

生き方に潜在的葛藤や緊張が語られる文脈において行わ

れる意味づけである。両者の意味づけは，意味づけの特

徴レベルの記述では，「小休止としての現在｣，「個人的

成長としての現在」と，一見非常に異なる特徴を呈して

いる。しかしながら，各々を自己への受け入れ方，意味

づけの方略として捉えると，前者は現在と未来の時間的

な分離，後者は自己と子育て空間との物理的分離を通し

て，子育てや子育て中心の生活と自らが望む“個人とし

ての自分',の生き方や生活の間にある潜在的緊張や葛藤

を回避し，その上で，現在の状況を積極的に肯定し，受

け入れる意味づけを行っている点で共通している。日々

の営みのなかで経験される育児をめぐる現在の心理的負

担が，成長課題という意味づけを介して，直接的に自己

に意味づけられ，受け入れられるのに対し，人生という

長い時間軸，あるいは個としての自己との深い関わりの

なかで現在の生活や母親である自分の受け入れが求めら

れる場合には，子育てや現在という時間を一度何らかの

かたちで自己と切り離し，その上で，再度自らの人生上

に位置づけ，それを積極的に受け入れる意味づけを行う

ことが目指されるのかもしれない。

有名レーサーの死に対するファンの語りを「仮定法」

の枠組み（Bruner,1986,1990）を用いて分析したやまだ

(2000b）は，インタビューを行った６名中５名が共通し

て行った意味づけの特徴として，まず，意味づけの対象

となる「死者の物語」を作り，それによって，「死者と自

分を関係づけ｣，「もし～だったら」という仮定法を用い

て死を肯定的なものに「変換」し，「納得」するという物

6）ここで見られる受け入れ方略としての「成長課題としての意味づ

け」は，他の人生局面に関する研究でも見い出されている。ＨＩＶ

陽性の男性同性愛者への面接を通して，ステイグマ，あるいは，

死に近づく慢性病としてのHIV/ＡＩＤＳを，各個人が，どのように

意味づけ，自己に受け入れているかを明らかにしたSchwartzberg

（1996）は，ある事象を自らに与えられた成長課題や成長の機会

として意味づけることを，個人が，目前の生活や現実の文脈を

受け入れざる得ない状況において，それを価値あるものとして

位置づけ，自己の再編成や危機,困難を受け入れる有効な適応方

略として位置づけている。また，このような「成長課題」の意味

づけは，彼自身の研究において，現実の生活での自己への挑戦

に対する最も生産的で最も頻繁に見られた意味づけであったと

述べている。
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語コードの存在を指摘している７１°やまだは，これらの

語りの形式を愛着のある人物の死という喪失の経験の受

け入れに対してなされる“現実変換”と“納得”の意味づ

けの方略であると述べている。やまだが示したレーサー

の死に対するファンの納得の方略としての意味づけと本

研究が明らかにしたパターン２～４が示す３つの意味づ

けの特徴は，各々“現実変換，，と“自己変容'，，自己への

"関連づけ”と自己との“切り離し”のように対照的な構

図を示している。

両者の違いについては，いくつかの解釈が可能であろ

うが，例えば，前者の意味づけの対象が，自身にとって

は，大切な存在でありながら，実生活での現実的関わり

が乏しい，あるいは，自らが生きる世界や日常とすでに

分離した，死という喪失やあの世という世界に向けて行

われる意味づけであるのに対し，本研究が対象とした子

育ての意味づけは，各々の女性が，日々の具体的な生活，

相互作用のなかで子どもと関わり合い，相互の関係を築

きながら,未来に向かって生成する意味づけであること，

すなわち，対象とする事象や経験の質や構造の違いとし

て理解することができる。対象となる経験の質と意味づ

けの特徴の関連を探っていくことは，文脈とのつながり

で意味づけの特徴を捉えることとともに，今後，生涯発達

研究において様々な対象に対する意味づけを捉える研究

を蓄積していく上で重要な論点になると思われる。

模索される意味づけ

母親であることや現在の生活の受け入れに強い困難を

示し，「成長課題としての子育ての意味づけ」を試みな

がらも，それを自らの現実と照らし合わせ，「できてい

ない｣，「どうして私が…」と語る「模索される意味づけ」

(パターン５）は，「納得方略としての意味づけ」という

枠組みについても，「子育ての意味づけ」の特徴を考え

る上でも重要な示唆を含んでいる。まず，第一に，母親

であること自体の受け入れが困難である場合において，

子育てをめぐる意味づけが模索されているということ

は，本研究が捉えた意味づけが，自己への受け入れと密

接に関わっていること，また，意味づけを行う上で，そ

の意味づけを具体的な人生や生活のなかで自ら“生き

る'，プロセスを伴う必要があることを示唆している。ま

た，母親としての自分の受け入れに困難を示すパターン

５が，自己変容の受け入れとして働く「成長課題として

の子育ての意味づけ」を模索している点は，母親になる

という人生の局面において，自己の変容を肯定的なもの

として受け入れることが最も重要な課題となる可能性を

示している。

7）そのような語りの見られなかった１名について，やまだ（2000b）

は，現実生活でのレーサーとの関係づけが希薄であったため，

関連づけ自体に困難を示していたと述べている。

今後の課題

本研究では，生活状況において，共通性の高い特徴を

有する個人を対象とし，その類似性のなかで，語りや意

味づけにおける共通性と差異を捉えるという研究方略を

用いた。今後は，子どもの年齢や母親の職業の有無，あ

るいは，他の人生の局面にある者など，多様なサンプル

を対象に研究を行い，意味づけと意味づけがなされる文

脈との関連，意味づけの対象となる事象や存在との関係

性を捉え，それらの知見を整理，蓄積していくことが必

要と思われる。そのような研究により，本研究が明らか

にした意味づけの特徴とその意義がいっそう明確になる

ものと思われる。また，個人が各々の人生や生活状況の

なかで，いかにして，自らに見合った意味づけを獲得

し，それを自らのものとしていくかという意味づけの獲

得プロセスの研究も今後の重要な課題と言えよう。
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小学５年生における２つの動体の走行時間と走行距離の比較判断とその学習

日下部 典子谷村亮
(早稲田大学大学院人間科学研究科）（大同工業大学）

LanWoei-Chen
(台北市立師範学院）

松田文子
(福山大学）

２つの動体の走行時間を比較するために必要な知識｢時間＝終了時刻一開始時刻」とその論理的操作を，

小学５年生（67名）に，文章題を用いて学習させた。学習の前後に，２台の自動車がスクリーン上を同じ

方向に動く画面を見せた。児童はどちらの車が先に出発し，先に止まり，そして長い時間走行したかを

判断した。その結果，この知識を用いて２つの動体の走行時間を比較することは，学習後でさえ大変難

しいことが明らかとなった。その原因は，このような運動課題では「時間＝距離／速度」の知識の方が

活性化しやすいにもかかわらず，児童は「時間＝到着時刻一出発時刻」と「時間＝距離／速度」の２種の

知識の関係を理解していないために，「時間＝到着時刻一出発時刻」の知識を適切に使用出来ないことに

ある，と示唆された。また，別の小学５年生（70名）には，２つの動体の走行距離に関して，時間と同様

の実験を行った。「距離＝到着地点一出発地点」の知識を用いて２つの動体の距離を比較することは，時

間の比較より容易であった。距離についての２つの知識の関係づけの方が，時間の場合と比較して若干

進んでいるようであった。

【キー・ワード】時間判断，距離判断，小学５年生，学習，知識構造

問題と目的

時間と距離の概念は，物理的世界の認識の基本的枠組

みである。子どもの時間や距離の知識や概念について

は，Piaget（1946/1969）以来，２つの動体の走行時間や

走行距離を比較判断させる実験事態を用いた研究が多く

なされてきた（例えばAcredolo＆Schmid,1981；Fraisse

＆Vautrey;1952a,1952b;Matsuda,1996;藍・松田，1997；

Siegler＆Richards,１９７９）。このPiaget流のパラダイム

では，２つの動体（おもちやの自動車など）が同時にあ

るいは一方が他方より少し遅れて同方向に向かって出発

し，同じ速さあるいは異なる速さで，同じ距離あるいは

異なる距離を，同じ時間あるいは異なる時間走るのを子

どもに観察させた後，２つの動体の走った時間（距離）

は同じであったかどうか，異なっていた場合はどちらが

長かったかを尋ねた。その結果，距離の正しい比較判断

は時間のそれより早く可能になり，８歳前後でほぼ正答

できるようになるが，時間の比較判断は難しく，９～１３

歳の子どもでも，刺激布置によっては正答率が50％前

後であることが明らかになった。この時間の比較判断の

難しさの原因は何であろうか。時間についての知識「時

間＝終了時刻一開始時刻」を，このような事態で用いる

ことができないからだろうか。もしそうであれば，論理

的操作の知識を学習させれば，この課題は容易になるだ

ろう。本研究は１０～１１歳の小学５年生において，この

ことを確かめてみるとともに，距離の比較判断と比較す

ることにより，時間の知識の操作に特徴的な難しさがあ

るかどうかを調べようとするものである。

ところで，特に時間判断の難しい刺激布置をこれまで

の研究から取り出してみると，多くは同時出発，同時到

着で（従って２つの動体の走行時間が等しい)，出発地

点や到着地点が２つの動体で等しくない場合である。こ

の刺激布置を用いた課題の場合，同時出発と同時到着が

正しく認知できれば，あとは「時間＝終了時刻一開始時

刻」の知識を用いて，論理的に正答を得ることができる。

従って松田・原田・六車（1992）や谷村・松田（2000）

が示しているように，大学生ではとても易しい。

ではなぜ，小学校高学年の子どもには難しいのだろう

か。このような論理が使えるためには，前述のようにそ

の前提条件として，出発時刻や到着時刻が２つの動体で

同じ，ということを正しく認知していなければならな

い。このタイプの２課題を用いた原・松田（1997）や松

田・原・藍（1998）によれば，小学校の４，５，６年生で

は，平均すると７５％の子どもが出発時刻と到着時刻の

両方を正しく「同じ」と判断しているにもかかわらず，

その子どもたちのおよそ６０％しか「時間が同じ」と正し

く判断していない。このことは，かなりの子どもたち

が，「時間＝終了時刻一開始時刻」の知識を用いて論理

的にこの課題を解決しようとしないことを示している。

それでは，小学校高学年の子どもは，このような知識

を用いた論理的操作ができないのだろうか。藍・松田

（1998）は，小学４年生や６年生であれば，運動がなく，

かつ提示刺激に空間的なずれもなければ，９割の子ども

がこの知識を論理的に操作して，「始まりの時刻も終わ
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りの時刻も同じだから，時間は同じ」と正答することが

できること，そしてさらに，同じ論理的操作が動体刺激

の場合にもそのまま当てはまることを教えれば，７～８

割の子どもが習得可能であることを示した（ただし小学

校４年生の場合，別の刺激事態にこの学習効果はほとん

ど転移しなかった)。しかし，この研究では，動体刺激

の課題解決のための手続きを，その課題を繰り返し見せ

ながら教えたものであるから，課題が解決できたりでき

なかったりしたときの子どもの知識構造を直接的に問題

にしたわけではない。

そこで本研究では第１の目的として，算数「速さ」の

授業を行う前の小学５年生に，「時間＝終了時刻一開始

時刻」の知識とそれにもとづく論理的操作を直接教え，

その学習がこの種の運動課題の成績にどのように影響す

るかを明らかにする。すなわち本研究では，藍・松田

(1998）とは異なり，動体刺激の時間比較とは別に，「始

まりの時刻と，終わりの時刻が分かると，その間にか

かった時間が決まるので，二つの事柄の時間を比べるに

は，それぞれの始まりの時刻と，終わりの時刻を比べれ

ばよい」ことを知識として教え，それを動体刺激の課題

解決に用いることが出来るかどうかを調べる。そのこと

は，この種の論理的操作が，知識の利用という観点から

見て，どのように難しいのかを明らかにすることでもあ

る。その際，知識の習得過程が記録として残るように，

学習内容は，容易に学習可能なように配列された一連の

文章題の形で示した（Figurel参照)。また運動課題へ

の学習効果を明確にするため，同時出発・同時到着で出

発地点や到着地点が２つの動体で等しくない刺激布置

(Ｔａｂｌｅｌの画面a,ｂ）の他に，出発時刻や到着時刻が等

しくなく，走行時間も等しくない刺激布置で，しかも出

発・到着時刻の順序さえ正しく認知しておれば，「時間

＝終了時刻一開始時刻」の知識の論理的操作によって正

答にいたることのできるものも含めた（例えば，先に出

発した方が，後から止まれば，その動体の方が走行時間

が長い)。この場合，課題が易しすぎると学習の余地が

なくなるので，出発地点や到着地点が時間判断に妨害的

に働きやすい刺激布置にした（Ｔａｂｌｅｌの画面c,。)。さ

らにもう１つ，「時間＝終了時刻一開始時刻」の知識の

論理的操作では正答にいたらず，「時間＝距離／速さ」

の知識にもとづけば論理的に正当にいたる課題も加え

た。すなわち出発時刻と到着時刻が同じだけずれてい

て，時間，距離，速さのすべてが等しい２つの動体の走

行時間の比較である（Ｔａｂｌｅｌの画面ｅを用いた時間判

断課題)。この課題もかなり難しいことが知られている

が（Matsuda,1996；田山，1986;谷村・松田，1999），も

しこの課題でも学習効果が同じように現れれば，学習効

果は「時間＝終了時刻一開始時刻」の知識にもとづく論

理的操作の学習の成果とはいえず，単なるくりかえしの

効果ということになる。

本研究の第２の目的は，時間判断を距離判断と比較す

ることにより，時間の知識の論理的操作に関する学習や

その利用に，距離の場合にはない難しさがあるかどうか

を明らかにすることである。Piaget（1946/1969）は，時

間概念は空間概念（及び速さ概念）から徐々に分化する

とし，そしてこのようなPiaget流のパラダイムの刺激布

置においては，距離判断は確かに時間判断よりもかなり

易しいことがいくつかの研究で示されてきた（Acredolo

&Schmid,1981;Fraisse&VautreyJ952a,1952b;Seigler

＆Richards,1979)。しかし最近Matsuda（1996）や藍・

松田（1997）は，時間判断と距離判断において等価')な

刺激布置の課題を用意するなら（彼らはこれを時間と空

間に関して対称な課題と呼んでいる)，その難しさは両

者でほとんど変わらないことを示した。そして従来の諸

研究で距離判断が易しかったのは，（a）出発・到着地点

が，出発・到着時刻よりも目立ったこと，（ｂ）実験環境

内に距離判断の手がかりとなるものが無意図的にしばし

ば存在したことが原因であって，概念獲得の難易の問題

ではないのではないかと示唆している。また原・松田

（1997），藍・松田（1998），Matsuda,Tanimura,＆Ｌａｎ

(2000）の結果も，正答率の高い距離の比較判断におい

ても，必ずしも「距離＝終了地点一開始地点」の知識と

その論理的操作に基づいて判断が行われてはおらず，論

理的操作の難しさは，時間判断とそれほど大きくは違わ

ないことを示唆している。そこで本研究では，距離判断

についても，同様に文章題を用いて学習を行わせ，運動

課題への効果を調べることにより，概念獲得の難易に本

当に差がないのかどうかを，詳細に検討する。

このように，本研究では，時間と距離に関する課題解

決の成績と，その背景にあると考えられる論理的操作を

含む知識とその学習を，同時に同一参加者について調べ

ることにより，これまで推測であったそれらの関係を，

直接的に明らかにしようとするものである。

ところで，本研究で扱う「時間＝終了時刻一開始時

刻」と「距離＝終了地点一開始地点」の知識は，日常生

活上は言うまでもなく，学校教育での算数，数学や理科

における最も基礎的な関係概念の１つである。これら簡

1）たとえば，Ｔａｂｌｅｌの画面ａであれば，「２つの自動車が，同時に

同じ場所から出発して，一方が他方の２倍の距離を走り，同時に

止まり」，これに対して参加者は走行時間の比較を求められる。

これと等価な距離判断のための刺激布置とは，画面ａの時間的属

性を空間的属性に，空間的属性を時問的属性に入れ替えたもの

である。すなわち「２つの自動車が，同じ場所から同時に出発し

て，一方が他方の２倍の時間を走り，同じ場所に止まる」という

ものであり，これがＴａｂｌｅ２の画面Ａである。このような２つの

刺激布置を用いた等価な課題により，たとえば到着地点の違いが

時間の比較判断に及ぼす影響と到着時刻の違いが距離の比較判

断に及ぼす影響を比較することが可能になる（より詳しくは，

Matsuda,1996,を参照のこと)。
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③たろう君とおとうさんが歩いた時間をくらべよう。

－そのl
た ろう君たろう君

２（時）

一丁目公園からたろう君の家までは２kｍ,二丁

目公園からは４kｍあります。たろう君は２時に

一丁目公園から歩き始めて，４時に家に着きまし

た。おとうさんも２時に二丁目公園から歩き始め

て，４時に家に着きました。たろう君が一丁目公

園から家まで歩いた時間と，おとうさんが二丁目

公園から家まで歩いた時間は，同じかちがうか，

計算しないでくらべてみましょう。

たろう雷と…んは{側,}"，
時こぐに公園から歩き始めて，

{｜}鴎う}”時こぐに家に着きました。
だが…，洲{胴臓}”
計算してみると，二人とも歩いた時間は

[二コ'7)時間です。
・８．

た ろう君たろう君

２（時）

たろう君は一丁目公園から家まで２kｍ,お父さんは

二丁目公園から家まで４kｍ歩きました。二人の歩い

たきよりはおとうさんの方がたろう君より長いです

が，時間は同じです。同じ時間に歩いたきよりが，お

とうさんはたろう君より長いのですから，歩いた速さ

はおとうさんの方が速いですが，時間は同じです。時

間は，始まりの時こくと終わりの時こくで決まるの

で，歩いたきよりや速さや，出発した場所がちがって

いても， 同時に出発して，同時にとう着したら，歩い

ていた時間は同じです。

－１０‐

たろう君とおとうさんは，同じ時こぐに公園から歩き

始めて，同じ時こぐに家に着きました。だから，二人が歩

いた時間は同じです。計算してみると，二人とも歩いた時

間は２時間です。

たろう君は一丁目公園から家まで２kｍ，おとうさんは

二丁目公園から家まで4kｍ歩きました。

二人の歩いたきよりは

{|懲瀧鯛蕊}”
歩いた時間は同じです。

同じ時間に歩いたきよりが，おとうさんはたろう君

{|捌蝿"……
{｜|臨ますが}"時間は同じです。
二人が出発した場所は違いますが,このことは二人が歩い

た時間と関係が{|}:蝋｡}”
時間は，始まりの時こくと終わりの時こくで

{｜|謹冒雄い}…歩いたきよりや遠さ
や，出発した場所がちがっていても，同時に出発して，同

時にとう着したら，歩いた時間は

{(|嚇皇｡}”
‐8‐

ここまでみてきたように，始まりの時こぐと，終わりの

時こぐが分かると，そのあいだにかかった時間が決まる

ので，二つのことがらが，

同時に始まり，同時に終われば，かかった時間は，

{順臆昔｡}4.’
早く始まり，同時に終われば，かかった時間は，

{||蕊鯛i薯:}綱，
同時に始まり，おそく終われば，かかった時間は，

{|磯鰯撫:}"
早く始まり，おそく終われば，かかった時間は，

{I|紫:鮒:震:熊}“
かかった時間を考えるとき,その間に何をしていたかは，

関係が{|):蝋｡}製

･１９。

2９

Figurel時間実験群の間題冊子の一部（問題の右肩についている番号は，論文の理解のためにつけられた問題の通
し番号で，実際の冊子にはついていない）
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Tablel時/誹り断実験用の運動刺激の画面名，その刺激布置図およびその２つの動倣の走行時閉走行距離および
速さの値

画面名

刺激

布置図a）

走行時間

（s）

走行距離

（c、）

速さ

(cｍ/s）

ａ

ｂ Ｊ

Ｃ

ｄ －７－一

、、

ｅ

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

10.0

10.0

６．５

13.0

13.0

60.0

120.0

120.0

６０．０

120.0

９０．０

90.0

120.0

120.0

120.0

9.23

18.46

18.46

９．２３

18.46

９．００

9.00

18.46

9.23

9.23

a）
:２つの自動車（上が赤，下が緑）が左から右へ運動する空間的軌跡；

:同時刻における２台の自動車の位置関係。

単な関係概念の適切な使用の難しさの原因とその克服の

方法を明らかにすることは，学校教育に対しても有意義

な示唆を提供するだろう。

方法

参加者

地方小都市の１つの公立小学校の５年生４クラス合計

154名（男子77名，女子77名；平均年齢10歳８ケ月）

が，実験に参加した。５年生の算数「速さ」の単元はま

だ学習していなかった。参加者は２クラスずつ２群（７７

名ずつ）に分けられ，一方は時間判断に関する実験に参

加し（時間実験群と呼ぶ)，他方は距離判断に関する実

験に参加した（距離実験群と呼ぶ)。

装置と運動刺激画面

パーソナルコンピュータ（NEC,NC5913L）で作成し

た刺激を，そのコンピュータと接続したプロジェクタ

(EPSON,ELP3000）を用いて拡大し，教室前方のスク

リーン（縦170ｃｍ×横175ｃｍ）上に提示した。スクリー

ン上に提示される運動刺激は，赤と緑の２台の自動車

(上が赤色，下が緑色で，長さは各々約１１ｃｍ）で，これ

らは，同時に現れ0.2秒後にいずれか一方または両方が

水平方向に左から右へと運動し，両方の自動車が止まっ

た0.2秒後に２台とも同時に消えた（走路は提示してい

ないので，空間的手がかりはスクリーンの縁ぐらいしか

ない)。時間判断実験に用いた刺激布置はＴａｂｌｅｌに示し

てある。画面a,ｂ,ｃ,ｄを用いた時間判断課題は「時間＝

終了時刻一開始時刻」の知識の論理的操作によって正答

にいたることができる。このうち画面ａとｂでは,２つの

自動車は同時出発・同時到着で，２つの走行時間が等し

く，画面ｃと。では２つの走行時間は異なっている。画

面ｅは「時間＝終了時刻一開始時刻」の知識を用いよう

とすれば，出発時刻のずれと到着時刻のずれを正確に時

間評価しないかぎり正答にいたることの難しい課題であ

る（もし，２つの動体において距離が同じで速さも同じ

という認知が容易であれば，「時間＝距離／速さ」の知

識を用いて簡単に正答できる)。

′I1able2は距離判断実験に用いた刺激布置で，時間判

断実験用の画面とほぼ等価に作られている。すなわち画

面Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄを用いた距離判断課題は，「距離＝終了地

点一開始地点」の知識の論理的操作によって正答にいた

ることができ，画面ＡとＢは同地出発・同地到着で，２

つの走行距離が等しく，画面ＣとＤは２つの走行距離が

異なっている。画面Ｅは「距離＝終了地点一開始地点」

を用いては正答にいたることの難しい課題である。

学習用冊子

学習にはＢ５判２０頁から成るプリント冊子を用意し
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Table２距離判断実験用の運動76iI/激の画面名，その刺激布置図およびその２つの動倣の走行時閉走行距離および
速さの値

9.0

6.5

刺 激

布置図a）

走行時間

（ｓ）

走行距離

（c、）

速さ

(cｍ/s）画面名

〆 I

ＡＴラ 6.5

13.0

120.0

120.0

18.46

９．２３
１"

｜、
屋
型 13.0

６．５

120.0

120.0

9.23

18.46
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Ｃ

Ｅ

80.0

120.0

8.89

18.46

9.0

9.0

， 6.5

9.0

120.0

８０．０

18.46

８．８９

グノ

た。時間実験群の学習冊子の場合，次のような組み立て

になっていた。（ａ）「時間＝終了時刻一開始時刻」の知

識を持っていることを確かめる：具体的には，ある子ど

もの遊び始めた時刻と遊び終えた時刻を数値で与え，遊

んでいた時間を立式して求めさせる。そして，遊んでい

た時間の長さは，遊び始めた時刻と遊び終えた時刻が分

かれば求められることを教える。（ｂ）運動を含まない場

合で，「時間＝終了時刻一開始時刻」の知識を用いて２

つの時間を比較することが出来ることを確認させる：具

体的には，（a）とは別の子どもが，同じ時刻から別の遊

びを始め，同じ時刻にやめたときの遊んでいた時間の長

さを計算させ，２人の遊んでいた時間が同じ値であるこ

とを確かめさせる。そして遊び始めた時刻が同じで，終

えた時刻も同じであれば，計算しなくても，遊んでいた

時間が同じであること，そして何をして遊んでいたかは

時間と関係のないことを学習させる。（c)Ｔａｂｌｅｌの課題

a,ｂ,ｃ,ｄに相当するような運動を含む場合でも，「時間

＝終了時刻一開始時刻」の知識を用いて，２つの時間を

比較することが出来ることを確認させる：具体的には，

2人の人が，別々のところから同時刻に出発して，同時

刻に同じところに着いたとき，同じ時間歩いたことにな

ることを計算して確かめ，歩いた距離や速さや，出発し

た場所が違っていても，同時に出発して同時に到着した

ら，歩いた時間は同じであることを学習させる（Figure

80.0

80.0

8.89

8.89

a）実線，点線の意味はＴａｂｌｅｌと同じ。

1のＰ､８～p・１０）。同様に，同時に出発して，一方が遅く

着いたら，遅く着いた方が時間が長く，一方が先に出発

して，２人が同時に到着したら，先に出発した方が歩い

た時間が長く，これらの場合には，歩いた距離や歩いた

速さが違うことを考えなくても時間が比べられるし，出

発した場所や到着した場所も関係がないことを一つ一つ

教える。（。）最後に，「時間＝終了時刻一開始時刻」の

知識を用いて２つの時間を比較することが出来る場合

を，一般的な言葉で表現できるようにする（冊子の１９

ページ目はFigurelの５門となっており，２０ページ目

(最終ページ）は，１９ページ目の正答を繰り返したもの

である)。

冊子には解答すべき空所や選択肢の箇所が全部で４４

あり，問題の提示された次頁には，必ず解答をつけても

う一度問題文を提示することにより，解答へのフィード

バックを与えた。距離実験群の学習用冊子も同様に作成

された（Figure2参照)。

手続き

実験は，事前判断セッション１，事前判断セッション

２，学習セツシヨン，事後判断セツシヨン１，事後判断

セッション２の５セッシヨンから成り，クラス単位で一

斉に集団で行われた。次に時間判断実験の場合につい

て，詳述する。

１．事前判断セッション１：学習前の時間判断の成績



－９‐

3２

たろう君とおとうさんは{||鴎}”
公園から歩き始めて，

{||鴎ぅ}'‘'公園に紺した．

;競震剛踊ｒ
[二コ'7)kｍです。

‐８．

発達心理学研究第１５巻第１号

③たろう君とおとうさんが歩いたきよりをくらべ

よう。－その１

たろう君とおとうさんは，同じ公園から歩き始めて，回_１２－

公園に着きました｡だから，二人が歩いた童よりは同じです。

Figure2距離実験群の間題冊子の一部(問題の右肩についている番号は，論文の理解のためにつけられた問題の通し
番号で，実際の冊子にはついていない）

･１９‐

二人の歩いた時間は，

さんは１時間かかりました。

計算してみると，二人とも歩いたきよりは４ｋｍです。

四丁目公園から八丁目公園までたろう君は２時間，おとう

{||騒蝋淵勲}。
歩いたきよりは同じです。

同じきよりを歩いた時間が，たろう君は

{||識緋℃
二人の歩いた速さは

LI誠鵬雪蝋W調…
宴:鰯戦所燦懇、
鵬城篤管i駕墓し℃
同じ場所にとう着したら，

汎…は{|掴鵬J”

▼
４

▼
８ 1０（k、）０２ ６

きより

０

学
校

六
丁
目
公
閲

八
丁
目
公
閲

十
丁
目
公
園

四
丁
目
公
園

一
一
丁
目
公
園

たろう君

おとうさん

▼

８１０(k、）

四丁目公園は学校から４ｋｍのところに，八

丁目公園は８ｋｍのところにあります。たろう

君は午前８時に四丁目公園から歩き始めて，’０

時に八丁目公園に着きました。おとうさんは午

前９時に四丁目公園から歩き始めて，’０時に八

丁目公園に着きました。たろう君とおとうさん

が歩いたきよりは，同じかちがうか，計算しな

いでくらべてみましょう。

-10‐

歩いたきよりは同じです

同じ場所から出発して，同じ場所にとう着したらも，

{｜慨鴎｡}‘‘！

{|職蕊撫繍}”

鋤…I|蹄雛撫:}“

I|蕊譲駕Ｉ
関係が{(）謡憩｡}綱’

たろう君

おとうさん

▼

４ ６

十
丁
目
公
園

二
丁
目
公
園

２

きより

四丁目公園から八丁目公園までたろう君は２時間,お

父さんは１時間かかりました｡八丁目公園までかかった

時間は，たろう君がおとうさんより長いですが，きより

は同じです。同じ公園まで行くのに歩いた時間が，たろ

う君の方がおとうさんより長いのですから,歩いた速さ

はたろう君の方がおそいですが，きよりは同じです。き

よりは，出発した場所ととう着した場所で決まるので，

歩いた時間や速さや，出発した時こぐがちがっていて

学
校

六
丁
目
公
園

四
丁
目
公
園

八
丁
目
公
限
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を調べるセッションである。Ｔａｂｌｅｌとは別の易しい２

画面を用いて十分に練習を行った後，Ｔａｂｌｅｌの５画面

をランダムに１回ずつ提示し，「どちらの自動車の方が

走った時間が長かったでしょうか」の質問に対し「同じ

だった」「赤い自動車の方が長かった」「緑の自動車の方

が長かった」の３選択肢のいずれかに○をさせた。

２．事前判断セッション２：学習前に，出発時刻と到

着時刻をどの程度正確に認知し，またそれらの認知と時

間判断が論理的にどの程度整合性を持っているかを調べ

るセッションである。先の練習用刺激布置を用いて十分

な練習をした後，Ｔａｂｌｅｌの５画面をランダムにそれぞ

れ２回続けて提示し，１回目は「どちらが先に出発した

でしょうか」の質問に対し，「同時に出発した」「赤い自

動車の方が先に出発した」「緑の自動車の方が先に出発

した」の３選択肢のいずれかに○をさせる作業と，「ど

ちらが先に止まったでしょうか」の質問に対し，「同時

に止まった」「赤い自動車の方が先に止まった」「緑の自

動車の方が先に止まった」のいずれかに○をさせる作業

の両方を行わせた。２回目は「どちらの自動車の方が

走った時間が長かったでしょうか」の質問に対し「同じ

だった」「赤い自動車の方が長かった」「緑の自動車の方

が長かった」のいずれかに○をさせた。参加者は，１回

目と２回目が同じ画面であることを知っており，また両

者の解答は同一解答用紙上になされたから，２回目の解

答をするとき１回目の解答を見ることが出来た。

３．学習セッション：解答方法をよく説明した後，実

験者がゆっくりと学習用冊子の内容を読み進み，解答箇

所で一斉に記入させた。

４．事後判断セッション１：学習後の時間判断の成績

を調べるセッションで，事前判断セッションｌと同様に

行った。

５．事後判断セッション２：学習後に，出発時刻と到

着時刻をどの程度正確に認知し，またそれらの認知と，

時間判断が論理的にどの程度整合'性を持っているかを調

べるセッションである。事前判断セッション２と同様に

行った。

実験の最後に，参加者全員にスクリーンがよく見えた

かどうかを確かめるため，「1.いつもよく見えた」から

｢4.いつもよく見えなかった」の４段階評定をさせた。

実験時間は，事前判断セッション１と２で約１０分，

学習セッション約２０分，事後判断セツシヨン１と２で

約１０分で，全体で45分前後であった。

距離判断実験もまったく同様に行った。

結果

参加者154名の内，すべてのセッションの全問に解答

したのは時間実験群67名及び距離実験群70名であっ

た。これらの参加者のうち，スクリーンの見え方につい

ての回答が，「1．よく見えた」以外であった者が時間実

験群に12名，距離実験群に15名いた。しかし時間判断，

出発・到着時刻判断あるいは距離判断，出発・到着地点

判断の正答率は，「1．よく見えた」と回答した者の正答

率と差がほとんどなかったので，以下137名全員のデー

タを分析に用いた。

時間実験

事前・事後判断セッション事前判断セッション１と

2及び事後判断セッシヨン１と２の各判断における解答

の選択肢は，いずれも「同」「赤」「緑」の３つである。各

選択肢の選択率が事前判断と事後判断を対にしてTable

3に示してある。この表には選択率が偶然の選択率

(ｌ/３）よりも有意に大または小であるかどうかを調べ

たｘ２検定（最初に〃＝２で検定し，有意であればさらに

〃＝１で検定）の結果，事前判断と事後判断の正答率の

差及びセッション１とセッション２の時間判断の正答率

の差の符号検定（学習効果が負という事は考えにくいの

で，片側検定)，及び２種の誤答の間に有意な選択率の

差があるかどうかの２項検定の結果も記入してある（な

お，結果の分析における有意水準はすべて５％である)。

さらに，Ｔａｂｌｅ５の距離に関する正答率との間に有意差

がないかどうかを調べたｘ２検定（〃＝１）の結果も示し

てある。

Ｔａｂｌｅ３より次のようなことが読みとれる。（ａ）セッ

シヨン１とセッション２のいずれでも，同時出発・同時

到着で時間の長さが等しい画面a,ｂを用いた時間判断の

正答率は大変低い。そして，前方で止まった自動車（走

行距離の長い自動車）の方が長い時間走ったという誤答

が圧倒的に多い。また出発時刻・到着時刻については，

地点が異なる場合は正答率がかなり低く，前方から出発

した方が早く出発し，前方で止まった方が早く到着し

た，とする誤答が多い。（ｂ）両セッションを通じて，出

発時刻や到着時刻が異なり，２つの動体で時間の長さが

異なる画面c,ｄを用いた時間判断も，正答率はそれほど

高くない。そして同時に同地に止まった場合（画面ｃ）

の２種の誤答の選択率の間には有意な差はないが，到着

地点が異なる場合（画面。）は，前方に止まった自動車

(走行距離の長い自動車）の方が長い時間走ったという

誤答が多い。出発・到着時刻の順序を間違えることは，

ほとんどない。（ｃ）セッション１，２を通じて，出発時

刻も到着時刻も等しくないが，時間は等しい画面ｅの時

間判断は，この５画面の中では比較的易しく，誤答は後

まで走っていた方を時間が長い，とするものが多い。出

発・到着時刻の順序は，ほぼ完全に正確に判断された。

(。）学習セッシヨンの前後の時間判断の正答率の差は，

画面a,ｂで有意であったが，学習効果の期待されない画

面ｅでも，セッション２で有意であった。（ｅ）セッショ

ンｌとセッシヨン２の時間判断を比較すると，画面ｅで
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Iま予想通り差はなかった。他の４画面では若干の正答率

の上昇がみられたものの，有意なのは画面ａの事前時間

判断においてのみであった。

次にセッション２における出発・到着時刻判断の正誤

と時間判断の正誤の関係を調べた（ただし画面ｅを用い

た課題の場合は意味がないので行わない)。その結果，

時間判断の正誤にかかわらず，それらの判断の関係が，

｢時間＝終了時刻一開始時刻」すなわちこの実験事態で

は「時間＝到着時刻一出発時刻」の知識，と一致してい

る割合はＴａｂｌｅ４のようであった（たとえば，画面ａに

おいて，緑の方が先に出発したと誤って判断し，同時に

止まったと正しく判断し，緑の方が長く走ったと誤って

判断したような場合は，これに含まれる)。いずれの画

面においても，事前と事後の差はまったくない。なお，

4画面ともすべて「時間＝到着時刻一出発時刻」の知識

と一致した判断をした者は，事前で12％，事後で19％

にすぎなかった。なお，ここで注意すべきことは，「時

間＝到着時刻一出発時刻」の知識と一致した判断をした

者の中には，出発・到着時刻と時間の比較を無関係に行

い，それがたまたま上記の知識と矛盾しなかった者も含

まれていることである。すなわち，「時間＝到着時刻一

出発時刻」の知識と一致した判断をしなかった者がこの

知識を利用していないことは明らかであるが，「時間＝

到着時刻一出発時刻」の知識と一致した判断をした者が

この知識を用いたとは必ずしも言えない。

学習セッション時間実験群における学習冊子の４４

問の各人の平均正答率は６８～100％で平均90％であっ

た。問題別にみると，平均点が70点に満たないのはわ

ずかに次の２問だけであった。すなわち，同じ時刻に

(違う場所から）出発し，同じ時刻に（同じ場所に）着い

た二人の歩いた時間が同じであることを学習した後の，

第２１問「二人が出発した場所は違いますが，このこと

Table３時間判断実験における画面別にみた各選択肢（同赤緑ノの選択率（％）

＊
＊

庁
Ｉ
４
坐

ｂ 。ａ Ｃ ｅ

51*ａ

八

61*を！

4*＜４５＊

3*＜３６

5７

５４

6２

６５

3７

４３

同 赤 緑 同 赤 緑緑赤同赤同緑同赤緑

4０

４６

セッション１

事前時間判断３４”１０*＜55＊３０，５４*＞１６＊５８*。２２１９＊５５*’３*＜４２６７＊２５＞７＊

八

事後時間判断５８*‘７*＜３４４２．４０＞１８＊５５*’２５１９＊６０*。１８＊２２７５＊１５＊１０＊

セッション２

事前出発時刻判断８４＊４*＜１２＊６７＊１０*＜２２９０＊４＊６＊８７*“３＊１０＊９*＞０＊９１＊

八

事後出発時刻判断９１＊３＊６＊８７＊１*＜１２＊ ９６＊１＊３＊８７＊１２*＞１＊ ４＊３＊９３＊

54*ａ

49*ａ

7*＜３９

４*＜４６＊

61*ａ２７＞１２＊

64*ａ３４＞１＊

9＊９＊８２＊

6＊１＊９３＊

事前到着時刻判断

事後到着時刻判断

＊
＊

Ｒ
ｕ
つ
Ｊ

発達心理学研究第 １５ 巻第 １号

91＊

97＊

２８＞１０＊

16＊１０＊

4＊８８＊

4＊９１＊

３３ａ４０＞２７７０*ａｌ５＊１５＊６６*ａｌ２*＜２２

八

48*ａ４０＞１２＊ ６６*&'２１＊１３＊５７*ａｌ３*＜３０

前
後

事
事

注.太字数字が正答率；時間判断における「同」は２つの走行時間が同じ，「赤」は赤い自動車の方が走行時間が長い，「緑」は緑

の自動車の方が走行時間が長い，という判断を示す。出発・到着時刻判断における「同」は２つの自動車が同時に出発または到

着，「赤」は赤い自動車の方が先に出発した（あるいは先に止まった)，「緑」は緑の自動車の方が先に出発した（あるいは先に止
まった）という判断を示す。

*偶然の選択率（1/３）より有意に大または小（ｘ2検定，，＜､05）；八符号検定で不等号の方向に正答率の差が有意(，＜､05,片側
検定）；＜＞２項検定で不等号の方向に２種の誤答率の差が有意(，＜､05ルセッション１とセッション２の斜体文字の対：符号検

定で正答率の差が有意いく.05,片側検定)｡

a時間判断実験の正答率とそれと等価な距離判断実験の正答率（Table５）の差が有意（ｘ2検定，，＜､05)。

事前時間判断

事後時間判断

＊

＊

田
八
殉

ａ ．

Table4時/群ﾘﾉ断実騎における，事前と事凌のセッション２の辻/発・到着時刻判断と畔間判断の関係が，／時間＝

到着時：刻一出発時刻/に一致･ナろ人数の割合（％）

Ｃ



71*ａｌＯ＊１９＊

83＊７＊１０＊

3５

セッション２のいずれでも，同地出発・同地到着で距離

が等しい画面Ａ,Ｂを用いた距離判断，及び出発・到着

地点判断の正答率は，いずれもほぼ９割で，画面a，ｂを

用いた時間実験と比較して，出発点判断以外，全て距離

に関する判断の方が正答率が有意に高い。（ｂ）両セッ

ションを通じて，出発地点や到着地点が異なり，２つの

動体で距離が異なる画面Ｃ，Ｄを用いた場合も，いずれ

の正答率も７～９割で，画面c，ｄを用いた時間実験と比

較して，出発・到着点判断では同程度か有意に低い正答

率であるが，距離判断は全て時間判断より有意に正答率

が高い。（c)セッション１，２を通じて，出発地点も到着

地点も等しくないが，距離は等しい画面Ｅの距離判断

は，５画面中一番難しく，正答率は５割から８割で，画

面ｅの時間判断と比較して有意な差はない。誤答は，前

方で止まった方が距離が長いというものが多い。出発・

到着地点判断では，ほぼ全員が正答している。（ｄ）学習

セッションの効果はセッション１の画面Ｃでみられた

が，学習効果を期待していなかった画面Ｅでもセッショ

ン１では有意であった。（ｅ）セッション１とセッション

２の比較では，本来セッション効果の見られないはずの

画面Ｅでのみ事前判断で有意な効果があった。

時間実験の場合と同様に，出発・到着地点判断の正誤

と距離判断の正誤の関係が「距離＝終了地点一開始地

点」すなわちここでは「距離＝到着地点一出発地点」の

知識と一致する人数の割合を調べた。その結果，Table

６のようになり，事前と事後の間にはどの画面でも有意

Iま二人が歩いた時間と関係が｛（）あります。（）あ

りません｡}」（正答率53％）（Figurelのｐ､9参照)，及び

同じ時刻に（同じ場所から）出発して一方が他方より遅

く（同じ場所へ）到着したので，歩いた距離は同じだが

歩いた時間は遅く着いた方が長いことを学習した後の第

２８門「二人は同じ場所から出発して，同じ場所に到着し

ましたが，このことは二人が歩いた時間とは，関係が

{（）あります。（）ありません｡}」（正答率５１％）で

ある。また学習冊子の最後の問題５問（Figurelのｐ,１９

参照）の平均正答率は順に１００，７２，８９，７２，９６(X)であっ

た。

学習セッションの成績と事後時間判断の関係学習冊

子の第２１間と第２８問の正答数0,1,2別に，各人の平均

の事後時間判断正答率（a,ｂ,c,ｄの４画面こみ,セッショ

ン１と２こみ）を求めると，４３％（１８人)，６７％（２７人)，

51％（22人）であった。Ｆ検定の結果，主効果が有意で

あったので（Ｆ(2,64)＝4.59,’＜､01)，下位検定（Tukey

法）を行ったところ，正答数０の群の時間判断正答率は，

正答数１の群に比べて有意に低かった。

距離実験

事前・事後判断セッション時間実験同様，事前判断

セッション１と２及び事後判断セッション１と２の各判

断における解答の選択率が，事前判断と事後判断を対に

してＴａｂｌｅ５に示してある。検定の結果も時間実験と同

様に示してある。

′mable5より以下のことが分かる。（a）セッションｌと

Thble5距離判断実醗における画面別にみた各選択肢(同赤緑ﾉの選択率（％）

0＊９９＊

1＊９９＊

Ａ Ｂ Ｃ ， Ｅ

94*ａ

90*ａ

＊
＊

ｑ
Ｊ
行
Ｉ

4＊７＊

3＊６＊

＊

［
』
句
○

事前距離判断

事後距離判断

同赤緑同赤緑緑赤同赤同緑同赤緑

76＊２３*＞1

86＊１１＊３＊

セッション１

事前距離判断 91ａ３＊６＊８９*ａ９＊３＊

93*ａＯ＊７＊９１*ａ４＊４＊

71*ａＯ*＜２８＊８９*ａｌＯ＊１＊

八

96*ａ３＊１＊９１*ａ７＊１＊

54＊４１*＞４＊

八

79＊１０＊１１＊事後距離判断

セッション２

事前出発地点判断

事後出発地点判断

91＊

96＊

0*＜９＊

０＊４＊

81＊

89＊

3*＜１６＊

l＊１０＊

93＊

96＊

＊
＊
１
１
○
○

＊
＊

〈
０
１
１

小学５年生における２つの動体の走行時間と走行距離の比較判断とその学習

＊
＊
’
上
ｎ
Ｕ

事前到着地点判断

事後到着地点判断

89*ａ

91*ａ

＊
＊

庁
Ｉ
句
○

＊
庁
ｊ
旬
○

注．太字数字が正答率；距離判断における「同」は２つの走行距離が同じ，「赤」は赤い自動車の方が走行距離が長い，「緑」は緑
の自動車の方が走行距離が長い，という判断を示す。出発・到着地点判断における「同」は２つの自動車が同地を出発または到
着，「赤」は赤い自動車の方が後方から出発した（あるいは後方に止まった)，「緑」は緑の自動車の方が後方から出発した（ある
いは後方に止まった）という判断を示す。

*偶然の選択率(1/3)より有意に大または小(x2検定,'<､０５);八符号検定で差が有意いく.05,片側検定);<>2項検定で不
等号の方向に2種の誤答率の差が有意('<､05);ｾｯｼｮﾝ1とｾｯｼｮﾝ2の斜体文字の対:符号検定で差が有意いく.05,片
側検定)。

a距離判断実験の正答率とそれと等価な時間判断実験の正答率（Table３）の差が有意（ｘ2検定，’＜,05)。
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Table６距離判断実験における，事前と事後のセッション２の出発・到着地点判断と距離判断の関係が，／距離＝
到着地点一辻/発地点/に一致する人数の割合（％）

前
後

事
事

Ａ Ｂ Ｃ ，

使用し，発達とともに徐々に「時間＝終了時刻一開始時

刻」の知識が考慮されるようになると予測している。

Levinはこのような発達的変化を予測した理由について

言及していないが，Matsudaetal.（2000）は実験結果を

ふまえ，このことは認知負荷を減少させる上で適応的で

あると述べている。すなわち，「時間＝終了時刻一開始

時刻」は領域普遍的知識であるのに対し，「時間＝距離／

速さ」は運動領域にかなり固有の知識であり，両方の知

識を同時に活性化させて，どちらがより適切であるかを

短時間で判断して適切な方を操作するというのは，大変

に認知負荷が大きい。そこで，運動領域では，「時間＝

距離／速さ」でもっぱら対応しようとするのは，成功率

の相対的に高い適応的な方略ということになる。

松田ほか（1998)，Matsudaetal.（2000）は，小学校高

学年児では，２つの動体の運動という刺激場面では「時

間＝距離／速さ」の知識の方が，「時間＝終了時刻一開

始時刻」の知識より活性化しやすいという，Levin

(1992）の予測を支持する結果を得ている。さらに谷村・

松田（1999）は，このような動体刺激場面で実際に時間

を比較する際には，中学生でさえ，「時間＝距離／速さ」

の知識を操作することによってではなく，「時間＝距離」

で判断している者が多いことを明らかにした。本研究に

おいても，時間判断実験の結果は，「時間＝終了時刻一

開始時刻」の知識を一貫して用いたと思われるものが学

習冊子による学習以前には，１割程度であることを示し

ているのみならず，画面による正答率の違いと誤答の特

徴の多くは，かなりの子どもたちが「時間＝距離」の判

断をしたと考えれば，納得できるものである。すなわ

ち，２つの動体の時間の大小関係と距離の大小関係とが

一致しない画面a,ｂ,ｃ,。の正答率は大変低く，誤答は，

距離が長い方を時間が長いとするものが多い（なお，到

着地点が等しい場合は，到着時刻にもとづいたと思われ

る誤答もみられるが，これは「時間＝終了時刻一開始時

刻」の知識が不完全な形で使用されたものと考えられ

る)。

Halford（Halford,1999；Halford,Wilson,＆Phillips，

1998）の，同時に処理可能な関係の複雑さに関するモデ

ルによれば，「時間＝距離／速さ」の知識を用いて動体

の時間を比較するには，２つの動体の距離の比較と２つ

の動体の速さの比較にもとづいて２つの動体の時間の比

較をするという，６次元の同時処理を行うことになるた

8６

９１

8０

８３

8１

９３

7２

７９

差はなかった。４課題すべてにおいて知識と一致してい

ると分類された者は，事前で43％，事後で57％であ

り，符号検定の結果この差は有意であった。また，こ

のパーセンテージは時間実験の場合の12％と１９％より

も，いずれも有意に高かった（事前と事後各々，ｘ２（１，

jV＝137)＝16.33；20.56)。

学習セッション距離実験群における学習冊子の４４

問の各人の平均正答率は５５～100％で，平均86％で

あった。時間実験群の場合と同様第２１問（７１％）

(Figure2参照）と第２８問（68％）の正答率は比較的低

かったが，時間実験群の場合よりはやや高かった（第

２１問，第２８問，それぞれｘ２（１，Ｎ＝137)＝15.9,10.9で，

いずれも時間実験群より有意に正答率が高い)。その他

第１門と第２問で正答率が59％と５８％と低かったが，

これは目盛０からはじまる道のりの２kｍの地点と１０kｍ

の地点の２地点間の距離を求める式を立て（第１間)，

答えを求める（第２問）ものであった。通常，距離の場

合，時間と異なって，２地点の一方を始点（０）として長

さを測定するが，時間実験群の問題冊子と問題の形式を

できるだけそろえるために，このような問題とした

(Figure2のｐ､8,ｐ・10参照)。したがって第１間と第２間

の正答率が低かったのは，この冊子のような問題形式に

なれなかったせいと思われる。それ以降は，この形式に

なれて次に述べる最後の５問中の２問をのぞけば，すべ

て，７５％以上の正答率であった。学習冊子の最後の問題

５門（Figure2，ｐ､19参照)の正答率は順に97,95,71,70,

96％であった。

学習セッションの成績と事後距離判断の関係学習冊

子の第２１問と第２８問の正答数０，１，２別に，各人の平

均の事後距離判断正答率（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４画面こみ，

セッション１と２こみ）を求め，さらにその平均値を算

出すると，７６％（１２人)，７９％（18人)，８０％（40人）で，

ほとんど同じ値であった。

考察

Levin（1992）は，時間の知識構造には，「時間＝終了

時刻一開始時刻」と，「時間＝距離／速さ」の２種があ

るとして，年少児においては「時間＝終了時刻一開始時

刻」は，この知識しか適用できない場面でのみ使用され，

運動を含む刺激場面のように両方の知識が適用可能な場

面では「時間＝距離／速さ」のみを年少の子どもたちは
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め，概念的チャンキング（conceptualchunking：いくつ

かの要素をまとめて再符号化する）や分割（segmenta‐

tion：順次系統的に処理する）を行わないかぎり，大人

でも処理不能である。しかし上記のような結果は，その

ような方略を用いるかわりに，子どもたちはしばしば速

さに関する情報を無視して「時間＝距離」で判断するこ

とにより，４次元に関係を単純化して処理していること

を示唆する（HalfOrd〔1999〕）によれば，典型的には11歳

以後,３，４次元の関係が同時に処理可能である)。

さて，画面a，ｂ，ｃ，。のセッション１とセッション２

の時間判断の成績を比較すると，両者にはほとんど差が

なく，セッション２の方が正答率が高いのは画面ａを用

いた事前時間判断のみである。セッション２では出発時

刻の比較の結果と到着時刻の比較の結果が，「○○の方

が先に出発（到着）した」とか「同時に出発（到着）した」

という形でまず表されており，これは強制的な概念的

チヤンキングの表示であると同時に，この判断の後に時

間判断を行わせるのであるから，強制的な分割でもあ

る。セッションｌと比較してセッション２でほとんど成

績が上昇しておらず，相変わらず正答率が３～７割とい

うことは，これら運動課題の困難さの主要な原因が，概

念的チャンキングや分割の技能の欠如ではないことを示

している。概念的チャンキングをしたものを示されて

も，子どもたちは使えないのである。

次に，学習冊子による学習効果であるが，これも画面

a，ｂでわずかにみられる程度である。画面a，ｂ，ｃ，。と

同じ内容が文章題で提示され，多くの子どもたちがそれ

らに正答しているにもかかわらず，学習後の４画面の正

答率は４～７割にすぎないし，４画面で一貫して「時間

＝到着時刻一出発時刻」を使用したと思われる者は，学

習後でも２割以下である。このような結果は，文章題で

の学習効果が運動課題に非常に転移しにくいことを示し

ているが，それはなぜだろうか。

この問題冊子の高い正答率や藍・松田（1998）の結果

が示すように，参加者は「時間＝終了時刻一開始時刻」

の知識をほぼ全員確実に持っているし，実際の運動が提

示されていなければこの知識を使用して正しく時間の比

較ができる。他方，「時間＝距離／速さ」の知識につい

ても，Matsuda（2001）や松田（2002）が示すように，１０

歳ごろには約８割の子どもは，時間を距離と速さに正し

く関係づけて考えることができるようになっている。し

かしながら，学習冊子の問題第２１番と第28番における

約５割の正答率が示しているように，参加者の少なくと

も約半数は「時間＝終了時刻一開始時刻」と「時間＝距

離／速さ」の２つの知識構造をうまく関係づけることが

出来ていないし，そのことと運動課題の成績が無関係で

はないことが示された。そして，「時間＝終了時刻一開

始時刻」の知識とその論理的操作について，たとえ学習

できたとしても，運動課題に直面したときまず活性化す

る「時間＝距離／速さ」とどのように関係づければよい

のかが理解できていないために，解答を誤るものと思わ

れる。したがって，学習冊子における学習において，２

つの知識の関係まで取り扱えば，学習効果はもっと高い

ものになっていた可能性がある。

以上，時間判断について考察してきたが，最後に距離

判断が時間判断とどのように異なるかについて考察す

る。本実験の運動課題の刺激提示においては，走路を提

示しないことにより空間的手がかりをかなり減じたが，

それでも時間判断実験の時間判断において距離にもとづ

いて判断したと思われる者が多くいること，あるいは出

発・到着地点判断の正答率が７～10割と一貫して高い

ことから，スクリーンの縁が距離判断の手がかりとして

十分役立ったと思われる。本来学習効果のないはずの画

面Ｅにおいても，冊子の学習後距離判断の正答率が上昇

していることや，画面Ｅにおいてセッションの効果がみ

られることも，この推測を支持する。したがって，たと

えば画面Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのすべてにおいて，出発・到着地

点判断と距離判断の関係が「距離＝到着地点一出発地

点」に一致した者が事前で４割，事後６割いる，という

ことを，そのまま評価することは出来ないだろう。すな

わち「距離＝終了地点一開始地点」の知識の一貫した使

用者は，これからかなり割り引く必要があろう。しかし

文章題における第２１門と第２８問においても，距離実験

群の方が時間実験群より正答率が高く，運動課題への冊

子の学習効果も，知識の一貫した使用という点で距離実

験群の方が大きい。すなわち，「距離＝終了地点一開始

地点」の知識を使用するとき時間を無視することは，「時

間＝終了時刻一開始時刻」の知識を使用するとき距離を

無視することより易しい。

以上のように，本研究の結果は，Piaget以来の運動課

題における１０歳以上の子どもにもみられる走行時間判

断の難しさの原因が，時間に関する知識の不足の故では

なく，またそれらの知識の論理的操作に関する知識の不

足でもなく，「時間＝距離／速さ」の知識がこの課題で

は活性化しやすいにもかかわらず，「時間＝距離／速さ」

と「時間＝終了時刻一開始時刻」の知識間の関係づけが

出来ていないために，持っている知識が使えないのだ，

ということを強く示唆した。さらに，距離判断と時間判

断を比較したとき，Matsudaetal.（2000）が示唆したよ

うに，距離判断においては，無意図的に実験場面に判断

手がかりが入りこみやすいために，みかけ上距離判断の

方が時間判断より易しくなるということは否定できない

が，それだけではなく，距離の比較判断にかかわる知識

の関係づけの方が，時間の場合より若干早く発達するこ

とを示した。Matsuda（2001）や松田（2002）は時間課題

と距離課題をほぼ等価になるように作成し，具体的操作



3８ 発達心理学研究第１５巻第１号

による時間，距離，速さの３者の関係概念の発達を調べ

た。その結果，時間概念と距離概念はほぼ同じような形

成過程を経るが，時間を判断するとき速さを無視して距

離のみで判断することは，小学２年生まで多くの子ども

にみられるのに対し，距離の判断をするとき時間のみを

考慮するのは，就学前児だけであるなど，ごく微細な部

分で差がみられた。本研究の結果とあわせて考えると，

距離の方が時間よりも子どもには扱いやすいことが多

く，若干概念発達が早いと思われる。

さて，以上のような諸結果は，学校教育の算数・数学

や理科において関係概念を教えるとき，密接に関係する

他の関係概念との関係を教えることが非常に重要である

ことを示している。またそのような関係概念を用いて問

題を解かせるときには，認知負荷を考慮して，認知的

チャンキングや分割の方略についても，明示的に教授す

ることが重要であることを示唆している。
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幼児におけるウサギの飼育経験とその心的機能の理解
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幼児がウサギという飼育動物に対してどのように関わるのかを調べるために，実際のやりとり場面の

観察を行った。幼稚園の年長児６０人，年中児５３人，年少児２０人を対象に，ウサギ小屋に入室したとき

の発話および行動をビデオカメラで撮影して分析を行った。併せて，幼児がウサギの「心」についてど

のように理解しているのかを調べるために個別でのインタビュー調査を行った。その結果，飼育活動中

に最も多く生起した行動は，動物を「見る」と「餌を与える」というものであった。年齢ごとに比較す

ると，年少児はウサギを追いかけたり，餌を投げたりする行動が多く，年長児では掃除やウサギに対す

るコミュニケーション活動が多くなっていた。インタビュー調査の結果からは，ウサギの生態に添う文

脈で生起する知覚，感情，欲求，信念については，多くの子どもたちがその存在を認めることが示され

た。その一方で，ウサギの心的機能に対する擬人化の高い反応は加齢に伴い減少していた。同じ年長児

で比較した場合，ウサギ小屋への入室日数が多い子どもたちの方が生物学的知識を豊富に有するにも関

わらず，ウサギの心的機能に対する擬人化が増え，さらにウサギに対する言葉かけも多くなっていた。

以上の結果は，飼育動物に対する社会的な理解の発達という側面から議論を行った。

【キー・ワード】幼児，飼育動物，心の理解，擬人化，生物概念

問題・目的

幼児期において，動物2)や植物などの自然生命体と

の直接の関わりを持つことの重要'性は古くから認識され

てきた（森，1986)。近年，改めて動物を飼育することが

子どもたちの知的，情緒的発達に果たす役割が注目を集

め，多くの研究が行われるようになってきた。その中で

は，動物との関わりが子どもたちの知力，活動力および

社会性や共感‘性などの発達にプラスの影響をもたらすこ

とが示されている（Kellert＆mthous,１９８５；Levinson，

１９７８；POreskyJ996；Robin＆tenBensel,1985)。人が他

の生命体とどのように共生していけるのかを模索する現

代，幼児期における自然との関わり合いの重要'性が今ま

で以上に問われていると言えるだろう。

現在の日本の幼稚園教育要領においても，子どもたち

と生き物との関わりを重視する姿勢を読みとることがで

きる（文部省，1999)。領域「環境」の「内容の取り扱

い」の中では，「身近な事象や動植物に対する感動を伝

え合い，共感し合うことなどを通して自分からかかわろ

うとする意欲を育てるとともに，様々なかかわり方を通

してそれらに対する親しみや畏敬の念，生命を大切にす

る気持ち，公共心，探求心などが養われるようにするこ

と』が奨励され，現に多くの幼稚園や保育園において，

1）現所属：ＡＴＲネットワーク‘情報学研究所

2）特に説明がない限り本論文では「動物」はヒト以外の動物という

意味で使用する。

ウサギやモルモット，トリなどの小動物の飼育が実践さ

れている。このような保育の場における動物の飼育活動

は，身近な自然と接する機会を急速に失いつつある子ど

もたちにとって，自然生命体とふれあう貴重な体験を提

供していると言えるだろう。

では，実際に子どもたちは日々動物とどのように関

わっているのだろうか。動物との直接のふれあいが幼児

の知的・情緒的発達にとって重要な役割を担うとした

ら，それがどのように行われているのかを調べることは

重要である。しかしながら，保育の場で日常的に行われ

ている動物の飼育活動について組織立って調べた研究は

ほとんどない。よって本研究ではまず，子どもたちと動

物との関わりを自然場面で観察し，そこで行われている

やりとりの実態を明らかにすることを目的とする。

その上でさらに，子どもたちの動物理解という認識レ

ベルの問題についても，インタビュー調査を行って明ら

かにしてゆきたい。幼稚園教育では，動植物と直接関わ

ることで，それらに対する興味関心を育むだけでなく，

親しみを持ちいたわる心を育てることも強調されている

(文部省，1999)。このように愛情を持って接することを

期待されている動物を，子どもたち自身がどのような対

象として認識しているのかを調べることは重要である。

特に，人は他者を心という観点から理解するという特徴

を持つ動物である。では，心の存在に気づき始める幼児

期に，子どもたちは身近な動物の心的機能についてどの

ような理解を示すのだろうか。おそらくは，心そのもの
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に対する理解の深まりや飼育体験の増加に伴い，動物の

心的機能への理解は進んでいくと思われる。その中で，

動物の心的機能に対する過度の擬人的理解は，年齢や飼

育体験の増加に伴い減少していくと考えられる。これら

のことを検討することが本研究の２つ目の目的である。

近年,“人は人の心をどのように理解するのか''という問

いのもと「心の理論｣研究が注目を集めてきた（Carruthers

＆Smith,１９９６；子安・木下，１９９７；Premack＆Wood‐

ruff,1978)。「心の理論」研究とは簡単にいうと，人が如

何にして意図や願望，感情，欲求，信念，ふり，好みと

いうものを自己や他者に帰属させてその行動を理解する

かを調べるものであり，これまで系統発生的，個体発生

的な視点から多くの議論がなされてきた（Baron-Cohen，

'mager-Flusberg,＆Cohen,１９９３；Byrne＆White､,１９８８；

Perner,Frith，Leslie，＆Ｌｅｅｋａｍ，１９８９；Povinelli＆

Prince,1998)。だが，これまでの研究では，主に「人に

よる人の心の理解」が問題とされ，人が人以外の事物に

ついて，どのように「心｣３１を帰属させて理解している

のかという問題はあまり扱われてこなかった。Vauclair

(1996/1999）は，人の社会的認知を調べる際にも，同種

の個体に対するのみでなく，他の種の個体を人がどのよ

うに理解しているのかを調べることも重要であると述べ

ている。つまり，人が動物の「心」について，それをど

のように理解しているのかを調べることは，人の「心の

理解」という問題をより詳しく検討する上でも，「人と

動物との関係」を考える上でも重要なことだと言えるだ

ろう。さらに，無生物を含むあらゆる現象や事物に対し

て心的属'性を付与するというアニミズム（Piaget，

1926/1955）の問題を理解する上でも，動物に対する

｢心の理解」の問題を明らかにしていくことは意味のあ

ることであろう。

近年の比較認知科学による動物の心の実体論的な解明

とともに，人が「動物の心」をどのように理解するのか

という問いも少なからず注目を集めるようになってき

た。その例をあげると，哨乳類から昆虫に至る４０種の

動物の「知能」「痛覚」「人間との関係」を大学生に評定

させた吉田・川村（1997）の研究や，同様に６０種の動

物を対象に「知能」を評定させた中島（1992）の研究が

ある。より詳しく検討したものでは，Rasmussen，

Rajecki,＆Craft（1993）が「知覚」「感情」「対象の恒常

性」「道徳'性」「数概念」「夢」など１２種類の心的機能を

イヌ，ネコ，トリ，サカナ，ヒトの子どもを対象とし

て，大学生に評定させたものなどがあげられる。また，

自分の飼っているペット動物に対する「心の理解」を調

3）本論は，動物に心が存在するかどうかを扱ったものではなく，あ

くまでも動物の「心」について考える人の心の理解に焦点を当て

たものである。よって，「動物の心」とは仮定されたものである

ことを示すため，心には「」をつけて表記した。

べたものもある（藤崎，2000)。以上の調査から明らか

になった点は,一般の人々が驚くほど容易に動物の「心」

の存在を信じていることであろう。一方で，心的機能の

種類によっては動物への付与を制限したり，動物の種類

によって区別を行っていることも示されている。

では，幼い子どもたちは，動物の「心」に対してどの

ような理解を持っているのだろうか。上述したように，

これまでの「動物に対する心の理解」を扱ってきた研究

は，大人を対象として調べられており，そのような「心

の理解」の発生過程については，まだほとんど何も調べ

られていないのが現状である。わずかに幼児期の生物概

念の発達を調べた研究の中で，補足的に動物に対する心

的属性の付与の問題が扱われてきたに過ぎない。Inagaki

＆Sugiyama（1988）は，「うれしいと感じる」「痛いと

感じる」「考える」という３種類の心的機能に関して，

それをウサギやハトから植物や無生物に至るまで，どの

ように付与するかを幼稚園児から大学生を対象に調べ

た。その結果，大人は無脊椎動物や植物，無生物への心

的機能の付与を制限するというように年齢による違いが

見られたが，ウサギやハトなどの動物に対する心的機能

の付与に関しては発達的な違いはほとんど見られなかっ

た。だが，上述の大人を対象とした研究結果が示すよう

に，子どもたちも心的機能の種類によって動物と人間と

の区別を行っている可能性がある。また，対象となる動

物の特性を適切に理解していく中で，就学前の幼児期に

も，動物の心的機能に対する過度の擬人化は少なくなっ

ていくものと考えられる。よって，本研究では心的機能

の種類を増やすとともに，その生起する文脈を擬人化の

高い項目と低い項目を設定することで，より詳しくそし

て広範に，子どもたちの動物の「心」に対する理解の仕

方を検討していく。

以上，本研究の目的をまとめると，まず第一に，幼稚

園で飼育されている動物と子どもたちがどのように関

わっているのか，その実態を日常場面の観察によって明

らかにしていく。その際，対象となる動物は，子どもた

ちにとってなじみ深く日々関わりのあるウサギとした。

具体的には，①子どもたちがどの程度の日数，飼育活動

に参加するのかという基本的なデータを明らかにした上

で，②動物に餌をあげたり，触ったりという具体的な活

動の様子を調べ，③動物に対するコミュニケーション活

動の内容を詳細に検討する。さらに，④子どもたちと共

同で飼育活動を行う保育者がウサギに対してどのような

コミュニケーション活動を行っているのかについても検

討してゆきたい。２番目としては，上述した行動レベル

の問題に加えて，認識レベルの問題についても調査を行

い，幼児期の子どもたちの身近な動物（ウサギ）に対す

る「心の理解」の発達を明らかにする。さらに，ウサギ

と頻繁に関わる子（飼育小屋への入室日数が多い子）の
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方が，ウサギについての理解が進んでいるのか否かを生

物学的知識と心的機能に対する理解という２つを取り上

げて検討していく。

方法

1．動物飼育活動の観察手続き

Ｎ大学文学部附属幼稚園で行われている動物の飼育活

動をビデオカメラで撮影した。当園では，敷地にして

4×８ｍ程度の動物の小屋が園庭に設置され，その中は

トリ小屋とウサギ小屋とに分かれていた。飼育活動は主

にウサギ小屋で行われ，そこにはモルモットとウサギが

合計１０匹程度飼育されていた。金鶏３羽も飼育されて

いたが，本研究ではウサギとモルモットという小型ﾛ甫乳

類に対する幼稚園児の働きかけを対象として分析を行っ

た。小屋の中では，繁殖用や病気の場合を除いてウサギ

は放し飼いにされ，モルモットは小屋の中に設置された

1.0×1.5ｍ程度の大きさの濫の中で飼育されていた。

動物の飼育活動は当番制で，年長児は週単位で１０人

程が当番に指名され，年中児は日替わりで５～６人程が

当番となっていた。しかし，基本的には参加は自由であ

り，当番制の無い年少児や，飼育当番以外の子の参加も

頻繁に見られた。飼育当番の基本的な流れは，小屋の外

で餌となる野菜を切り分けてから，それを動物に配ると

いうものであり，所要時間は１５～２０分程度であった。

なお，本園の飼育活動は，観察を行った年度だけでな

く，それ以前から継続して行われていた。したがって，

年中児，年長児においては，観察年度に先立って既に飼

育活動を行ってきた園児が相当数存在するものである。

観察期間２０００年５月～２００１年３月。観察頻度は１

週間に１～２回，１カ月に４～６回程度であり，１年間

の総観察日数は５１日であった。

2．分析方法

まずは，５１回の観察日数中，どの位の日数飼育活動に

参加し，なおかつ飼育小屋の中に入室していたのかとい

う基本的なデータを調べた。その上で，観察期間中に飼

育活動に参加し，かつ飼育小屋に入室した133人（全園

児153人の８７％）の園児を対象に，各１回ずつその活動

中の発話および行動を記録した。対象となった活動日は，

録画テープの中から最も最近に参加した回のものを取り

上げた。１年を前期（5,6,7月)，中期（９，１０，１１，１２月)，

後期（1,2,3月）に分け，年齢群ごとに観察時期のばら

つきを調べた結果，年長児は前期２１人(35％)，中期２７

人(45％)，後期１２人(20％）であった。年中児は順に，１５

人(28％)，２３人(43％)，１５人(28％)，年少児は順に１１

人(55％)，５人(25％)，４人(20％）であった。年齢によ

る観察時期の偏りはないと言える（X2(２，ＪV=133)＝5.42,

".s､)。

ウサギ小屋の中での行動および発話の分析にはTablel

に示した７カテゴリーを使用し，時間見本法によって記

録を行った。時間間隔は１０秒単位とし１/０サンプリン

グを行った。また，「動物へのコミュニケーション活動」

については以下の３つのカテゴリーを用いてより詳しい

分析を行った。①語りかけ（｢お水飲んだ方がいいよ」

｢よく食べるね」など文として意味をなすような言葉か

け)，②慣用的な言葉かけ（注意喚起を目的に「うさ

ちやん」と呼びかけて手を叩いたり，餌やりの際に「は

い」「どうぞ」と言葉を添えるなどの'慣用的な言葉かけ)，

③ジェスチャー（手招きする，手を振る，指さしをす

るなど)。

一致率３０人分のデータをランダムに選び，Tablel

のカテゴリーに従って調査者と調査者以外の第三者が評

定を行ったところ，評定者間の一致率は９５％であった。

残りのデータについては調査者が個別に評定を行った。

3．インタビュー調査の内容

ウサギに対する生物学的な知識と，その心的機能の理

解を調べることを目的に質問項目を作成した（Table４)。

生物学的な知識を問う質問は，稲垣（1995）を参考にし

て作成し，直接観察可能な知識３項目と，観察不可能な

知識３項目を使用した。動物の心的機能の理解を調べる

質問は，知覚（身体知覚２項目と対象知覚２項目)，感

情（４項目)，欲求（４項目），信念（４項目）の４段階

に分けて尋ねた。これらの質問項目はBartsch＆Well‐

ｍａｎ（1995）の心の理論の発達過程を下敷きに著者が独

自に作成したものである。感‘情は「怒り」と「喜び｣，

nblel分析カテゴダーの内容

①見る

②追う

③逃げる

④接触

⑤餌やり手で持つ

投げる

置く

⑥掃除

⑦動物へのコミュニケーション活動

動物を１秒以上見つめる(餌やりなど，他の行動を伴わない場合に限る）

触ったり捕まえることを目的に，ウサギを追いかけたり手を伸ばすなど

動物を意図的に避ける，逃げるなど

触れたり，なでたり，動物との身体的な接触を行う

餌を手で持ったまま動物に餌を与える

手にした餌を動物の方へ投げる

手にした餌や水の入った箱を地面に置く

床を掃く，水をかける，床をデッキでこするなど

動物に声をかける，動物に向かって手を叩く，手招きするなど
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欲求は「欲しがる」と「したいと思う｣，信念は「思う」

と「知る」というそれぞれ代表的な２つの内的状態語を

使用し，さらにその内的状態が生起する文脈を，相対的

に擬人化の低いもの（a）と，擬人化の高いもの（b）と

に分けて質問項目を作成した。ここで言う擬人化の低い

項目（a）とは，身体的な知覚に基づく感情や欲求（例

えば「仲間に噛まれると怒る」や「餌を欲しがる｣）な

ど，ウサギの生息環境に馴染みの深い文脈を利用した項

目である。一方で擬人化の高い項目（b）は，「絵本を読

みたいと思う」「バカと言うと怒る」など，言語・文化

的な文脈を使用して作成した。

手続き全園児を対象に個別でのインタビュー調査を

行った。質問の際には，園庭にある飼育小屋全体とウサ

ギの写った写真とを提示して，知っているかどうかを確

認し（全員が知っていると回答)，さらにウサギが好きか

どうかを尋ねた（153人中，１４２人（93％）が好きだと回

答）上で質問を行った'１。押しピン，積み木，タンバリ

ン，箱，ウルトラマンの絵（女児の場合はおジャ魔女ど

れみちやん)，石については具体物を用意した。質問は全

て「ウサギは～かな？～じやないかな？（例：ウサギ

は餌をあげると喜ぶかな？喜ばないかな？)」という形

式で尋ね，はい／いいえでの回答を求めた。「わからない」

と答えた場合や反応がない場合には３度まで質問し直し

た。質問項目は生物学的知識と心的機能の質問とに分け

た上でランダムに並べ，固定した順序で与えた。

調査期間２００１年２月～２００１年４月

対象児年少児２９人（平均年齢４歳５カ月，範囲４

歳０カ月～４歳１１カ月），年中児６０人（平均年齢５歳

５カ月，範囲４歳１１カ月～５歳１１カ月)，年長児６４人

（平均年齢６歳４カ月，範囲５歳１１カ月～６歳１０カ

月）。なお幼稚園児との比較のために短大および大学の

学生９８人（平均年齢；１８．８歳，ＳＤ＝1.2）にも同様の調

査を集団による質門紙法によって実施した。

結果と考察

本研究は，幼児の発話やその行動の生起した頻度を対

象に分析を行った。中には極端な値を示す場合もあり，

そのデータの性質上分布の正規性が保証されない。よっ

て本論文では，ノンパラメトリックな検定（附況sﾙαﾉー ﾘﾉＭ"ｓ

のＨ検定,jvzz""-ｗ71伽ｆｌｙのＵ検定，直接確率計算5)）を

行った。

１．飼育活動の観察結果

１）ウサギ小屋への入室日数および入室時間延べ５１

回の観察回数中，１回以上動物の飼育当番へ参加した人

数は，年長児が６１人（95％)，年中児５９人（98％)，年

少児２４人（83％）であり，ほぼ全員が動物の飼育活動へ

参加していた。平均参加日数は,年長児５．６日(SD=3.3)，

年中児３．６日（ＳＤ＝1.9)，年少児１．８日（ＳＤ＝1.5）であっ

た。飼育当番に参加する際には，小屋の外で餌を切った

りするだけでなく，ウサギ小屋の中に入室して直接動物

を観察したり，関わることも重要である。そこで，飼育

当番に参加し，なおかつウサギ小屋の中に入室した日数

の平均値を年齢ごとに調べた結果，平均入室日数は，年

長児４．１日（ＳＤ＝2.7)，年中児２．４日（ＳＤ＝1.5)，年少児

1.5日（ＳＤ＝1.5）であった。さらに，ウサギ小屋に入室

した全園児を対象として，１回あたりの平均入室時間を

年齢ごとに調べた結果，年長児６分２０秒(ＳＤ＝28.1)，

年中児４分３９秒(SD=23.7),年少児４分１５秒(SD=22.1）

であった。飼育小屋への入室日数と入室時間を各年齢群

で比較した結果(Ｈ検定)，差がみられた（順にＨ=30.72,

'＜､001；Ｈ=6.03,’＜､05)。年齢が上がるにつれて，入

室日数は増え（Ｕ検定：年長＞年中ＣＲ=3.91,,＜､001；

年長＞年少ＣＲ＝4.83,力＜､001；年中＞年少ＣＲ＝2.70,

p＜､01)，入室時間も長くなっていた（Ｕ検定：年長＞年

中ＣＲ=2.09,’＜,０５；年長＞年少ＣＲ＝1.95,,＜､10)。

２）飼育活動の分析結果ウサギ小屋の中で行われた

子どもたちの活動を７カテゴリーに分けて，それぞれの

カテゴリーの生起回数の平均値と標準偏差をTable2に

示した。また，併せてそれぞれの行動を行ったかどうか

で，各年齢群の子どもたちの人数を比較した。なお，ウ

サギ小屋への入室時間は子どもにより異なっていたの

で，比較のために各カテゴリーの生起回数を５分単位に

直して分析を行った。

まず，動物に餌を与えるという行動を行った人数は，

各年齢群とも８割を越え，ウサギ小屋に入室した際には

多くの子どもたちがこの活動を行っていたことがわか

る。餌やりの回数自体も，他の活動と比較すると断然多

く，５分の入室時間中およそ２分（40％）の単位時間で

観察された。その内容別に見ると，餌を手で持って直接

手渡しでウサギに与えるという行動がいずれの年齢群で

も多くなっていた。子どもたちにとって，自分が直接与

えた餌を動物が「食べる」という出来事は印象深いもの

であったようで，「食べた！」と報告する姿が頻繁に見

られた。餌やりと並んで多かったのが，動物を「見る」

という活動であった。動物が餌を食べる様子を観察した

り，走り回る様子を歓声とともに見守ったり，たとえ怖

くて近寄ることができなくとも他の園児がウサギと関わ

る様子をじっと見つめたりと，「見る」という活動はほ

ぼ全員の園児が行っていた中心的な活動であった。

年齢の比較各カテゴリーの行動を行った人数を各年

齢群で比較した（ｘ2検定)鮒）この結果，「追う」「餌を投

4）ウサギの他にカメとキンギョについても同様の質問を行ったが，

本論ではウサギのデータのみを使用した。

5）本研究で使用した直接確率計算はすべて両側検定である。

6）本研究では，全体の２５％以上に期待度数が５未満のセルがある場

合，および０セルがある項目に関しては直接確率計算を行った。
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Iま，動物へのコミュニケーション活動の内容をより詳し

く分析するとともに，事例による検討を行う。また，子

どもたちと共同で飼育活動を行う保育者の発話について

も分析を行った。まず，飼育活動に参加した保育者１１

人全員を対象に，それぞれ１回の飼育活動中の「動物へ

のコミュニケーション活動の回数」を調べた結果（５分

単位)，平均３．６回（ＳＤ＝2.9）であった。これは，Table2

に示した年長児の平均回数（1.4回）と比較しても断然

多いことがわかる。

Table3には年齢別に，総入室時間中に観察された動

物へのコミュニケーション活動を３カテゴリーに分類し

て，それぞれの総生起回数を示した。その結果，年少児

では動物へのコミュニケーション活動のほとんどが「似慣

用的な言葉かけ」であったのに対し，年中児，年長児で

は「語りかけ」による発話が４割程を占めていた。保育

者に至っては，７割以上の発話が「語りかけ」であった。

そもそも，「語りかけ」を行ったかどうかで人数を比較

すると，年少児では「語りかけ」を行ったのは，２０人

中わずか１人（5％）であったのに対し，年中児では５３

人中９人（17％)，年長児では６０人中１５人（25％）と

増加していた。保育者は１１人中９人（82％）とほぼ全

員が「語りかけ」を行っていた。

年長児の飼育活動の一場面を観察事例１に示す。年長

女児２人は，ウサギに対して「大きくなるよ」「お水も

飲んだ方がいいよ」と頻りに言葉をかけて水を勧めてい

発達心理学研究第１５巻第１号

９．６

(8.1）

８．１

(8.3）

０．６

(1.1）

２．２

(2.4）

げる」「掃除」「動物へのコミュニケーション活動」の４カ

テゴリーで人数の偏りが有意であった（順に，ｘ２(２，

jV=133)＝8.94,ｐ＜,０５；ｘ２(２，JV=133)＝6.32,’＜,０５；

直接確率，＜､001；ｘ２(２，ｊＶ=133)＝12.36,力＜､01)。「追

う」「餌を投げる」という行動を行う人数の比率は，年

少児で高かった。一方で「掃除」と「動物へのコミュニ

ケーション活動」は，年長児でそれらの行動を行う人数

が多かった（Table２)。さらに，各カテゴリーの生起回

数を各年齢群で比較した（Ｈ検定）結果でも，「見る」

｢追う」「餌を投げる」「掃除」「動物へのコミュニケー

ション活動」で差が見られた（順に〃=7.24,ｐ＜､０５；

Ｈ＝10.98,'＜､０１；Ｈ＝9.38,’＜０１；Ｈ＝13.60,'＜０１；

〃=949,’＜､０１)。下位検定（Ｕ検定）の結果，「見る」

は年長児に比べて年少児のほうが多く行っていた（CR＝

2.72,,＜,01)。ウサギを「追う」という行動も年長児や

年中児に比べて，年少児で多かった（年少＞年長ＣＲ＝

2.02,'＜,０５；年少＞年中ＣＲ=3.26,力＜､01)。さらに

｢餌を投げる」という行動も年長児や年中児に比べ年少

児のほうが多かった（年少＞年長ＣＲ=2.93,’＜､０１；年

少＞年中ＣＲ=2.58,,＜､05)。一方で，「掃除」は年中児，

年少児に比べて年長児で生起回数が多く（年長＞年中

CR=2.85,'＜､０１；年長＞年少ＣＲ=2.64,'＜､01)，「動物

へのコミュニケーション活動」も年中児に比べて年長児

で多く行われていた（CR=2.98,ｐ＜､01)。

３）動物へのコミュニケーション活動の分析ここで
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Table３／動物へのコミュニケーション活動/のカテゴ

リー別総生起回数(％）

語りかけ

慣用的な言葉かけ

ジェスチャー

年少年中年長保育者

Ｗ＝20）Ｗ＝53）（jV＝60）Ｗ＝11）

２（７）

2４（８６）

２（７）

3０（４５）

3６（５４）

１（１）

3５（３８）

3１（３４）

2５（２８）

3９（

１２（

’（

75）

23）

２）

生起回数の合計２８（１００）６７（100）９１（100）５２（１００）

た。最後には，動かないウサギを見て「お腹ふくれ

ちゃった」「いらないんだね」と，その内的状態を推測

し，それ以上むやみに水を勧めることはなかった。

観察事例１＜年長女児Ｍ(６歳３カ月）とＲ(５歳７カ月)＞

Ｍは餌を食べているウサギの方へ水箱を押して近づ

ける。そこへＲも来て「飲みなちやい」とウサギに話

しかける。動かないウサギを見てＲはさらに「早く飲

みなさい」と言い，「パッパ」と声を出しながらウサギ

に向かって手を振る。Ｍも水箱を指差しながら「お水

も飲んだ方がいいよ」と話しかける。さらに，Ｒは「水

飲みなさい」と言い，Ｍも「大きくなるよ」と水を勧

めるがウサギは水を飲まない。Ｒが「お腹ふくらん

じやった」と自分のお腹をさすりながらウサギの内的状

態を推測してＭに伝えると，Ｍは「いらないんだね」

と言って立ち去る。

このように，あたかもウサギとの会話が成り立つよう

に言葉かけを行いながら関わり，それに対するウサギの

反応から内的状態を推測して自分の関わり方を調整して

いくことは，年少児では難しいと言えるだろう。ウサギ

に対するコミュニケーション活動が最も多かった年少女

児は，年中児を真似てウサギを呼び寄せようと手を叩き

続けたが，その意図とは反対にウサギは逃げてしまい，

やりとりは噛み合わなくなっていた（観察事例２)。

観察事例２＜年少女児Ｔ（４歳５カ月）＞

年中女児がモルモットを呼び寄せようと手を叩いてい

る。それを見てＴも手の届かないところにいるウサギに

向かって手を叩く。（中略）土管の中からウサギが出て

くる。Ｔはウサギに向かって手をパチパチと叩く。何度

も何度もウサギの顔の前で手を叩き合わせるがウサギは

動かず，Ｔの手の届く範囲には近寄らない。Ｔはさらに

何度も手を叩き合わせる。ウサギは動かず，さらに手を

叩くと逃げていく。次に近寄ってきたウサギにもＴは同

じように手を叩く。ウサギは再び逃げていくが，Ｔはそ

のウサギを目で追い，さらに身を乗り出して手を叩く。

興味深いことに，ウサギに対する「語りかけ」を年長

児よりもさらに洗練された形で頻繁に行っていたのは保

育者であった。発話の内容も「お父さん寒いん？」とウ

サギに内的状態を尋ねたり，共感を求めるように「(扉

が）あけにくいなあ」と話しかけるなど，年長児と比べ

てもさらに複雑なものであった（観察事例３)。このよ

うに“動物に対して言葉をかけてやりとりする'，という

関わりを保育者自身が行うことで，人と動物の関係の一

つのあり方を暗黙裏に子どもたちに伝えていると言える

だろう。それは時に明示的に子どもに伝えられることも

あった（観察事例４)。

観察事例３＜保育者Ａ(女'性)＞

保育者Ａは，ウサギの椎の鍵を開けながら，中にい

るウサギに「あけにくいなあ」と話しかける。餌箱を濫

の側に置いて両手で濫の扉を開けようとすると，機の外

にいたウサギが餌箱に近寄る。保育者はそのウサギの頭

を軽く触りながら「あんたのちやうで」と言葉をかけ

る。（中略）モルモットの小屋の中に「はいおまた

せ－」と言いながら餌箱を置く。また，「これは野菜よ

はいお水はこっち」と言いながら餌箱をウサギの濫の

中に入れる。中にいるウサギに「あんた，お父さん寒い

ん？元気ださななあ」と話しかけながら椎の鍵を閉め

る。

観察事例４＜保育者Ｂ（女‘性)＞

年少男児Ｋ（３歳１１カ月）が自分の切った大きめの

餌を持って一人で入室。保育者Ｂは「モルモットさん

にもね噛みなさいといってあげてあとは噛みなさい

よく噛んで食べるんだよって」と後ろから声をかける。

Ｋは，モルモットが餌を食べる様子を見ながら「食べな

さいよく食べなさいよ」と大きな声をかける。飼育担

当者（男性）が「はいはいよく言うことを聞くわあん

たが言うてくれたからな」とＫに言うと，Ｋはさらに力

強く「食べなさいよ！」とモルモットに声をかけて退

出。

2.インタビュー調査の結果

各質問項目に“はい'，と回答した人数を年齢ごとに

Table4に示した（ただし，「ウサギは卵を産むか」とい

う質問については,“いいえ'，と回答した人数を示した)。

幼稚園児のデータは年長，年中，年少の各年齢間で比較

を行い（ｘ2検定)，大学生のデータも幼稚園児との比較

のために併記した上で，年長児との間で比較を行った

(直接確率計算)。

１）生物学的知識生物学的属性に関しては，年齢が上

がるにつれて確実に知識が増え，年長児になると全ての項

目で６割以上が正答していた。年齢ごとに比較した結果，

｢ウンコをする」「息をする」「骨がある」の３項目で人数
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生物学的知識

(観察可能）

生物学的知識

(観察不可能）

心的機能

身体知覚

対象知覚

感‘情

欲求

信念

発達 心理 学研 究第１５巻第１号

Ihble4各貿筒Ｉ項目に“はい，'と回答した人数(％)の比鞍

質問項目

ウンコをする

卵を産む

病気になる

心臓がある

息をする

骨がある

氷に触ると冷たい

押しピンを踏むと痛い

前に積み木を置くと見える

タンバリンの音が聞こえる

ａ餌をあげると喜ぶ

ｂかわいいと誉めると喜ぶ

ａ仲間に噛まれると怒る

ｂバカと言うと怒る

ａ餌を欲しがる

ｂ新しいおもちゃを欲しがる

ａ狭い箱から出たいと思う

ｂ絵本を読みたいと思う

ａ意地悪はダメだと思う

ｂウルトラマンをかっこいいと思う

ａ石は固いと知っている

ｂ自分が何歳か知っている

人数（％）と残差

年少Ｗ=29）年中Ｗ=60）年長(/V=64）大学生Ｗ=98）直接確率

１４（48）

-4.68＊＊＊

１９（66）

０．２６

１１（38）

-1.56

１４（48）

-1.53

１０（34）

-3.22＊＊

１６（55）

-1.46

２３（79）

-0.59

２５（86）

-1.32

１９（66）

-1.54

２５（86）

-0.65

２５（86）

-3.40＊*＊

２６（90）

-0.25

１９（66）

-2.12＊

２１（72）

-0.77

２７（93）

-0.92

１７（59）

０．８４

２０（69）

-4.27＊*＊

１０（34）

０．９４

２１（72）

-1.96

２４（83）

３．８０＊*＊

２０（69）

-0.13

１６（55）

３．０７＊＊

４９（82）

０．４８

３６（60）

-0.70

２８（47）

-0.86

３４（57）

-0.84

３３（55）

-1.18

３４（57）

-2.11＊

４８（80）

-0.80

５５（92）

-0.18

４３（72）

-1.13

５２（87）

-0.93

５８（97）

０．３０

５７（95）

１．４３

４４（73）

-1.58

４６（77）

-0.27

５８（97）

０．３０

３４（57）

１．００

５５（92）

０．４９

１９（32）

０．９４

５２（87）

０．６４

３４（57）

１．１３

４２（70）

０．０１

２０（33）

０．４２

５９（92）

3.25＊＊

４２（66）

0.48

３９（61）

2.09

４５（70）

2.05

５０（78）

3.73＊＊＊

５２（81）

3.24＊＊

５６（88）

１．２５

６１（95）

１．２３

５５（86）

２．３４

６０（94）

１．４４

６４（100）

２．１２＊

５６（88）

-1.22

５９（92）

３．２５＊＊

５２（81）

０．８８

６２（97）

０．４３

２８（44）

-1.65

６３（98）

２．９１＊＊

１３（20）

-1.68

５６（88）

０．９２

２０（31）

-4.14＊＊＊

４５（70）

０．０９

１２（19）

-2.85＊＊

9８（１００），＜､0１

９４（９６）’＜､001

97（９９）ｐ＜､OOl

9７（９９），＜､001

98（100）’＜､001

97（９９），＜､001

9６（９８）ｐ＜､０５

９５（９７）〃.s、

8６（８８）〃.s，

9５（９７）ツZ.s、

9４（９６）〃.s、

5０（５１）’＜､001

91（９３）〃.s、

2７（２８）’＜､001

95（９７）〃.s、

3０（３１）〃.s、

9６（９８）〃.s、

９（９）〃.s、

6６（６７）’＜､0１

１３（１３）ｐ＜､0１

７７（７９）〃.s、

1９（１９）〃.s、

注．ａはｂに比べ擬人化が低い項目である。

「ウサギはウンコをするか？」という質問には，いいえと回答した人数を示した。

直接確率は，年長児と大学生の人数を比較したものである。

年少児，年中児，年長児の比較にはx2検定を使用した。ただし，全体の25％以上に５以下のセルがある場合および，

０セルがある場合には直接確率計算を使用した。下段には参考のため，調整済み残差を示した。

＊*やく.001,＊やく.01，やく.0５



幼児におけるウサギの飼育経験とその心的機能の理解 4７

の偏りが有意であった（Ｘ２(２，Ｎ=153)＝24.05,’＜､001；

ｘ２(2,jV=153)＝17.33,’＜､001；ｘ２(2,Ｎ=153)＝１０．５５，

p＜､01)。いずれの項目でも年長児の正答が多かった。

大学生では，ほぼ100％が正答していた。

２）心的機能「身体知覚」「対象知覚」および「感情」

｢欲求」の擬人化の低い項目（a）では，年長児の約８～

９割が“はい”と回答していた。年中，年少児でも６～

８割が“はい',と答えていたが，年長児と比べるとその

割合は全体的に少ない。各年齢群で比較した結果，「餌

をあげると喜ぶ」「仲間に噛まれると怒る」「狭い箱から

出たいと思う」の３項目で人数の偏りが有意であった

(順に，直接確率力＜､０１；ｘ２(2,jV=153)＝11.29,’＜,０１；

直接確率’＜､001)。その全てで年長児の“はい，，と答え

た人数が多くなっていた。

擬人化の高低で比較すると，年長児は擬人化の高い項目

(b）は，擬人化の低い項目（a）に比べて“はい'，と答え

る割合が顕著に低下していた。特に信念（b）の項目では

少なくなっており，年長児ではウサギの心的機能に対する

高擬人化反応は制限されていたことがわかる。一方で，年

少児ではその減少は緩やかであり，擬人化の高い項目（b）

でも，半数以上が“はい，，と答えた項目が６項目中５項

目にのぼっていた。各年齢群で比較した結果「ウルトラ

マンをかっこいいと思う」「自分が何歳か知っている」の

２項目で人数の偏りが有意であり（順にＸ２(２，Ⅳ=153）

＝22.47,’＜､００１；ｘ２（２，Ⅳ=153)＝12.47,力＜,01)，いず

れにおいても年少児は“はい'，と答える人数が多かっ

た。

大学生でも，「感‘情」と「欲求」の擬人化の低い項目

(a）および「知覚」に関しては８～９割が‘‘はい'，と答

えており，年長児との違いはほとんどみられなかった。

一方で，擬人化の高い項目（b）や「信念」に関しては，

年長児よりもさらに制限されていた。

３）ウサギ小屋への入室頻度の多少による比較まず，

実際に動物と接する頻度によって，動物に対する関わり

方が異なるかどうかを調べるために，ウサギ小屋への入

室日数の中央値（年長肋＝4.0,年中Ｍ２＝2.0,年少

肋＝1.0）で二分して，年齢ごとにTablelに示した７つ

の行動カテゴリーの生起頻度を比較した（Ｕ検定)。そ

の結果，同じ年長児でもウサギ小屋への入室日数が多い

群の方(20/２８人，７１％）が，少ない群（14/３２人，４４％）

に比べて「動物へのコミュニケーション活動」を行う人

数が多く（直接確率,力＜､05)，その生起回数も多かった

（多い群平均２．０回（ＳＤ＝2.1)，少ない群平均０．９回

(ＳＤ＝1.4)，Ｕ検定ＣＲ＝2.22,’＜､05）（入室日数とコ

ミュニケーション活動の回数には，中程度の有意な相関

も見られた，γ=､44,ｐ＜､001)。その他の項目には差は見

られなかった。年中児では，入室日数の多い群の方が少

ない群に比べてウサギへの「餌やり」行動が多かった

（多い群平均１３．３回，ＳＤ＝8.9；少ない群平均８．４回，

ＳＤ=9.2,Ｕ検定ＣＲ=2.15,′＜,０５）（入室日数と餌やり行

動の頻度には弱い有意な相関も見られた，γ＝､29,

'＜､05)。その他の項目には差は見られなかった。年少

児では，入室日数の多少でウサギに対する行動に違いは

なかった。

また，入室日数の多い群と少ない群で，ウサギの心的

機能や生物学的な属’性に対する理解に違いがあるのかを

調べるために，上述と同様に入室日数の多少で各年齢ご

とにインタビュー調査の結果を比較した（Table5)。そ

の際，生物学的な知識は６項目を１つにまとめ，心的機

能は，知覚４項目と擬人化の低い６項目を足し合わせて

｢低擬人化項目」とし，擬人化の高い６項目を合わせて

｢高擬人化項目」とした。以上の３項目群ごとに“はい'，

と回答したものに１点を与えて，それぞれの合計を得点

として／検定を行った。その結果，年中児，年少児では，

入室日数の多少によって生物学的知識および，心的機能

のいずれの項目群にも差は見られなかった。一方で，年

長児では，入室日数の多い群の方が少ない群に比べて生

物学的知識が多く（ｔ(62）＝3.07,力＜､01)，高擬人化項

目の得点も高くなっていた（ｵ(62）＝2.01,’＜､05)。な

お，いずれの項目群も入室日数との間に弱い有意な相関

が見られた（順にγ＝､２６，，＜､０５；γ＝､26,’＜､05)。低擬

人化項目には差は見られなかった。例として，入室日数

別の生物学的知識の得点分布をFigurelに示した。そこ

では，入室日数の多少に関わらず，生物学的知識の得点

Table５入室日数の多い群と少ない群の賃簡項目別平均得点（SDノ

年少（jV=29） 年中Ｗ＝60） 年長(jV＝64）

入室日数(雌＝1）入室日数(Ｍ'＝2）入室日数(雌＝4）

多い

項目数Ｗ＝10）

生物学的知識６

低擬人化項目１０

高擬人化項目６

２．８

(1.6）

７．０

(2.4）

３．５

(1.4）

少ない

Ｗ＝１９）

２．９

(1.3）

８．１

(2.3）

４．２

(1.3）

多い

Ｗ＝27）

３．５

(1.6）

８．２

(1.5）

３．５

(1.4）

少ない

Ｗ=33）

３．６

(1.9）

８．７

(1.7）

３．５

(1.5）

多い

(jV＝28）

５．１

(1.0）

９．３

(1.2）

３．３

(1.6）

少ない

Ｗ=36）

４．０

(1.7）

８．９

(1.5）

２．５

(1.4）
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入室

本研究では，実際の動物との関わりを観察するととも

に，その動物を子どもたちがどのように理解しているの

かについて調査を行った。その結果，発達に伴いウサギ

に関する生物学的な知識を獲得していくと同時に，ウサ

ギの意図や感情，欲求に対する理解の仕方も変化してい

く様子が示された。まず，見る，聞く，感じるというよ

うな「知覚」や，ウサギの生態に即した文脈で生起する

｢感情」「欲求」については，年齢があがるにつれてウサ

ギに存在すると回答する人数が増え，大学生ではほぼ

１００％が“はい'，と答えていた。稲垣（1995）は，ウサ

ギなどの動物に対して感情や信念を付与することを“過

剰付与の誤り'，として扱っている。だが，本研究の結果

は，動物の行動を「心」という側面から理解することは

人間の持つ自然な認識であることを示している。その上

で，感覚や感情，欲求に比べて信念の項目は動物への付

与が少ないことや，同じ心的機能でも擬人化の高い項目

は低い項目に比べて付与が制限されることが明らかに

なった。つまり，幼児期においても，人の持つ高次の心

的機能を全て動物に付与するような過剰付与は，予想通

り年齢が上がるにつれて次第に制限されていたのであ

る。

さらに，ウサギ小屋への入室日数が多い子と少ない子

では，ウサギに対する認識に違いが見られるかどうか，

生物学的知識と心的機能の理解という２つの側面から検

討した。その結果，年中児と年少児は予想に反して入室

日数の多少で違いは見られなかった。それは一つには，

年中児，年少児ではそもそも入室日数自体が少なく（入

室日数の中央値は年中児で２日，年少児では１日であっ

た)，よって接触頻度の多少という変数が大きく影響し

なかった可能'性が考えられる。

年長児間で比較した場合も同様に，低擬人化項目に関

しては入室日数の多少による違いは見られなかった。こ

れは，知覚や擬人化の低い項目（a）で“はい'，と回答

した人数が非常に多かったことによる天井効果だと思わ

れる。すなわち，ヒト以外の動物の行動に対して欲求や

感情を知覚することは，我々上卜に発達の早期から備

わっている能力であり，それは動物との接触頻度の多少

というような変数の影響を受けにくく，一貫して持続し

続ける態度であると言えるだろう。一方で，生物学的知

識に関しては予想通り，入室日数の多い子どもたちの方

が得点が高くなっていた。さらに，予測に反して入室日

数の多い群の方が高擬人化得点が高くなるという興味深

い現象が明らかになった（ただし，年長児の入室日数の

多い群の得点も，年中児，年少児の高擬人化得点を越え

ることはなかった)。つまり，ウサギとより頻繁に関

わっていた年長の子どもたちは，ウサギに関する生物学

的知識を豊富に有する一方で，目に見えない感情や欲

求，信念という「心」の側面に関して，ヒトが持つよう

②① ①②③②①①②①

①② ⑤③①⑦③③①

①①③①①①

①②①①③

①

②①

②

６
５
４
３
２
１
０

得
占
い

発達心理学研究 第 １ ５ 巻 第 １ 号

６

日数

７８９１０１１

Figurel年長児の入室日数別生物学的知識得点の分
布（○の中の数字は，人数を表す）

の高い子どもたちが存在する一方で，得点の低い子ども

たちは入室日数の多い群では少ないことが分かる。高擬

人化項目も同様に，高得点の子どもはいずれの群にも存

在する一方で，得点の低い子どもたちは入室日数の増加

とともに少なくなっていた。

総合考察

本研究ではまず，ウサギ小屋で飼育活動を行う就学前

の子どもたちの様子を自然場面で観察し，幼児が動物に

対してどのような関わりを行うのか検討した。その結

果，いずれﾉ)年齢においても動物をじっと「見る」とい

う活動と，「餌を与える」という活動が頻繁に行われて

いた。つまり，動物を観察することや，餌を与えるとい

う直接の関わりを通して，子どもたちはウサギの生態に

ついて多くを学ぶ機会を得ていたと言えるだろう。

各年齢群で比較すると，ウサギに対する関わり方には

いくつかの違いが見られた。ウサギと関わる経験のまだ

少ない年少児では，逃げるウサギを追いかけたり，餌を

投げたりという動くモノに対する素朴な反応が多く，ウ

サギという動物の行動特性を考慮しつつ関わることはま

だ難しかった。当時，この園で飼育されていたウサギ

は，触ろうとすると逃げることが多く，あまり人に慣れ

たウサギではなかった。そのようなウサギに対して年少

児は追いかけたり，近寄ってくるまで待たずに餌を投げ

るということを比較的頻繁に行っていたのである。つま

り，年少児のウサギに対する関わり方を他の年齢群と比

較した場合，その行動はウサギの特性にそぐわない一方

的なものが多かったと言えるだろう。一方で，年齢があ

がるに連れて，逃げるウサギを追いかけたり餌を投げた

りすることは少なくなり，ウサギの習'性に合わせて接す

るようになっていた。また，時にはウサギの内的状態を

推測しつつ，自分の関わり方を調整するような柔軟なや

りとりを行う場面も見られた（観察事例１)。さらに興

味深いことには，年長児では動物に対するコミュニケー

ション活動が増え，その内容自体も「語りかけ」に見ら

れたようにより複雑なものとなっていた。
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な高次の心的機能をウサギに付与していたのである。ま

た，このような擬人的な認識と符合するように，入室日

数の多い子どもたちは，行動レベルでもウサギに対する

コミュニケーション活動を頻繁に行い擬人的に関わって

いた。以上のような年長児のウサギに対する認識や関わ

り方の特徴は，彼らがウサギについて無知であるが故

に，人間に対する関わり方をウサギに対して無制限に拡

張していたのではないということを示している。そうで

はなく，子どもたちは生物学的にもウサギに関する適切

な理解を育んだ上で，人に対するような関わり方をウサ

ギに対しても適用していたと言えるだろう。

以上，本研究の結果明らかになったウサギに対する行

動および認識の発達には，飼育経験量の増加や，加齢に

伴う概念変化などが関連していると考えられる。以下で

は，それらの要因について検討を行いたい。なお，ここ

で言う飼育経験には，ウサギとの直接の接触経験と保育

者や他児からの学習という２つの要素が含まれている。

まず，ウサギに対する適切な関わりが年長児で増える

ことには，加齢に伴う飼育経験の増加が関連していると

考えられる。子どもたちは，ウサギとの直接のやりとり

の中で，試行錯誤的に関わり方を学ぶとともに，保育者

や他児のウサギに対する接し方を学習していたと考えら

れるだろう。また，年長児ではウサギに対するコミュニ

ケーション活動も増加していた。生物学的な知識が増加

し，ウサギの心的機能に対する高擬人化が減少する年長

児で，動物に対する擬人的な関わりが増えることは矛盾

する現象である。このことは，特殊な形での学習が行わ

れた可能性を示唆している。本研究の結果，動物に対す

る言葉かけを最も頻繁に行っていたのは，子どもたちと

共同で飼育活動を行う保育者であった。保育者は動物の

内的状態を推測しつつ，それを質問として発したり，あ

たかも“会話”が成り立つように言葉かけを行いながら

動物とやりとりしていたのである。我々の日常の生活を

思い起こすと，大人であっても時としてペット動物など

に対してまるで人間に対するように言葉をかけて接する

ことが見られる（藤崎,2002)。つまり，我々の文化で

は動物を食べる対象としてだけでなく，社会的な存在と

して飼育するという特殊な慣習をもっており，時として

動物は「人」のように扱われる存在なのである。そし

て，保育者の多くは，動物に対して擬人的な関わりをし

易い傾向にあり，子どもたちはそのような保育者の態度

を学習した結果，ウサギへのコミュニケーション活動が

増加したと考えることができるだろう。同じ年長児を比

較した場合，入室日数の多い子どもたちの方が動物への

コミュニケーション活動が増えていたこともこのことを

示唆している。

年長児は年少の者に比べて豊かな生物学的知識を有し

ていたことも，飼育経験量の増加と関連づけて考えるこ

とができる。まず，「ウサギはウンコをする」ことなど

は直接観察可能な事柄であり，子どもたちは日常の飼育

経験を通して，ウサギの生態について理解を深めたと考

えられるだろう。同じ年長児を比較した場合，入室日数

の多い子どもたちほど生物学的理解が進んでいたことも

そのことを示唆している。一方で，直接観察不可能な生

物学的知識も同様に理解が進んでいたことは，加齢に伴

う生物概念の発達を示唆している（稲垣，1995)。本研

究の結果は，いずれの要因の存在も否定するものではな

く，そのどちらもが子どもたちの生物理解の発達に寄与

していることを示している。

動物の心的機能の理解を調べた結果，低擬人化項目に

は発達差はほとんど見られず，いずれの年齢群でも付与

率は高くなっていた。一方で，高擬人化項目は，加齢に

伴い制限が行われることが明らかになった。これには，

適切な生物概念や心的概念の発達が寄与しているものと

思われる。また，飼育経験の豊富な年長の者ほど，ウサ

ギを目の当たりにして，その生態をよく知っていたとも

考えられるだろう。日常のウサギとの関わりの中では，

高擬人化に該当するような行動を見ることはできない。

一方で，低擬人化項目に関しては，実際にその心的機能

の存在を示唆する事象を直接観察することができる。

よって，子どもたちは日常見ることのない擬人化の高い

文脈での心的機能の付与を制限し，一方で目の当たりに

できる動物の行動に対しては心的機能の付与を制限せ

ず，むしろ積極的に付与を行ったと考えられるだろう。

同じ年長児を比較した場合，ウサギ小屋への入室日数

が多い子どもたちの方が，高擬人化得点が高かったとい

う事実は，加齢や飼育経験の増加に伴い高擬人化が制限

されるという上述の結果とは矛盾するものである。この

ことは，ウサギの心的機能に対する理解の発達には，別

の要因すなわち保育者の存在が影響していることを示唆

している。動物の飼育活動に頻繁に参加していた子ども

たちは，ウサギに言葉をかけたり優しく接する保育者の

感情移入的態度を部分的に取り入れた結果，ウサギの

｢心」に対する擬人化の高い反応が増えたのではないだ

ろうか。また，入室日数が多い子どもたちの方がウサギ

へのコミュニケーション活動を頻繁に行い，高擬人化得

点も高くなることの原因として，頻繁にウサギ小屋に入

室する子どもたちはそもそもウサギが好きであり，ウサ

ギに対する擬人化を行いやすかったと解釈することも可

能である。生物学的知識の多さも，動物への関心の高さ

と理解することもできる。ただし，ウサギが好きだとい

うだけでは，年齢による認識や行動の違いを説明できな

い。本研究では，ほとんどの子どもたちがウサギを好き

だと回答したため十分な検討はできなかったが，今後調

べていく必要があるだろう。

以上の結果を総合すると，動物の「心」に対する擬人
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的理解には２つの側面があると考えることができる。１

つは，年少児に見られるような擬人化であり，ウサギに

ついての生物学的知識が乏しいが故に，既知である人間

の知識をウサギにあてはめて理解しようとするものであ

る（稲垣，1995)。このような擬人化は，生物学的な知

識の獲得や心そのものに対する理解の発達と共に制限さ

れていく。さらに，本研究の結果は，対象となる動物を

適切に理解しつつも，目に見えない「心」という側面に

関しては高次の心的機能を豊かに付与するような関わり

が存在することを示している。つまり，擬人化の２つ目

の側面として，生物学的な知識と両立する形での感情移

入的な「心」の理解の仕方があると考えられるだろう。

生物学的知識を豊富に持つ大学生でさえも高擬人化項目

に“はい，，と回答する人は少数ながら存在していたこと

も，そのことを示唆していて興味深い。

今日，動物の飼育を行う幼稚園や保育所は多い。本研

究の結果は，そのような動物飼育の場で，子どもたちの

適切な生物理解が深まるとともに，科学的には不適切と

も言える擬人的な理解や接し方が存在し，その矛盾する

2つが並存していることを示している。特に，動物に対

して最も多く言葉をかけ，擬人的に関わっていたのが保

育者であったという点は興味深い。理科教育において

は，生物学的現象に対する教師の擬人的説明の是非が議

論され（Sharefkin＆Ruchlis,1974)，時として動植物に

対する感情移入的な擬人化は不適切であると批判される

こともある（稲垣，1995)。だが，本研究の結果が示す

ように，身近な動物に対する感情移入的な理解や接し方

は，その動物に対する適切な生物理解と両立するもので

あった。そして，そのような動物との関わりは，人間を

含む“生命”というものに対する子どもたちの豊かな共

感性の発達に寄与するだろうことは大いに考えられるこ

とである。子どもたちの心の育ちを考える上でも，保育

者による動植物への擬人的関わりあいが持つ教育的意義

を探っていくことは今後の重要な課題であろう。

子どもたちが生活する環境の中には，飼育動物に限ら

ず昆虫を含む多くの生き物が存在している。今後，さら

に多くの生き物を対象に，子どもたちがどのような関わ

りを行っているのかを生態学的に明らかにしていくこと

が必要である。さらに，そのような生き物を巡って，子

ども同士や保育者との間でどのようなやりとりが行われ

ているのかを調べることは，子ども自身の心の育ちを考

える上でも，それを支える保育者の環境という視点から

も重要な課題だと言えるだろう。

最後に，本研究に残された課題の一つとして，飼育経

験の効果というものを精微に検討していくことがあげら

れるだろう。本研究では，子どもたちの動物理解の発達

について，加齢による要因と，動物の飼育活動という直

接の体験が及ぼす影響について考察してきた。限界とし

て，対象となった子どもたちは多かれ少なかれ，ウサギ

という飼育動物と何らかの接触経験を持った子どもたち

であったことがあげられる。今後，全く動物を飼育して

いない園との比較などを行うとともに，縦断的なデータ

から子どもたちの動物に対する関わり方や認識がどのよ

うに変化していくのか，その実態を詳細に明らかにして

いく必要があるだろう。
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中年期の女Ｉ性における子の巣立ちとアイデンティティ

清水紀子
(金城学院大学大学院人間生活学研究科）

本研究は，４１～60歳の女性１０４１人を対象にアイデンティティ・ステイタスを質問紙で測り，子の巣

立ちと母親のアイデンティティとの関連を横断的に検討した。その結果，母親が子の巣立ちを主観的に

認識することと関連して，母親のアイデンティティは発達に向かうことが確認された。特に，第一子の

巣立ちをそろそろだと感じ始める時期がその発達の起点であると示唆され，その段階において，気軽に

相談できる友人はアイデンティティの拡散を抑制する働きがあった。また，母親として積極・肯定的な

態度を強く持つことはアイデンティティ混乱と負の関係にあり，子の巣立ちを認めていても密着・献身

的な態度を持つことは逆に正の関係にあった。職業との関連では，フルタイム勤務の人ではそれ以外の

人よりも子の巣立ちに伴って達成方向のアイデンティティ・ステイタスへと分布が偏ったのに対し，専

業主婦では一人目の巣立ちが完了した段階でアイデンティティ拡散に偏った点が特徴的であった。この

点に関して，フルタイムで勤務する人は，親役割と仕事役割が重複することによる葛藤が子の巣立ちに

よって解消されていくために，アイデンティティの転換が他の就業形態よりも積極的に表れたのではな

いかという可能性が論じられた。

【キー・ワード】アイデンティティ，子の巣立ち，中年期，女性

問題

近年，わが国では少子化が進み，また平均寿命も長く

なった。そのため成人期，とりわけ，子育てを終えた後

の期間が延長し，現代の中年期の女'性にとってこの長い

期間をどう生きるかということは１つの重要な問題と言

われている（杉村，1995)。

人の発達を生涯に渡るものとして捉え，初めて理論化

を試みたのはErikson（1950）であり，その中心的概念

としてアイデンティティ（identity）があげられる。アイ

デンテイテイについてErikson（1959）は，ある特定の

社会的現実の中で自分とは何でありどのように発達して

いこうとしているかの確信の感覚と定義し，具体的な他

者との関係の中で確認される心理・社会的なものである

ことを強調している。この点についてJosselson（1996）

は，「個人のアイデンティティは他者のアイデンティ

ティと共有される時にのみ意識化され，そうした共有が

自分らしさの感覚を強固なものにする」と述べている。

つまり，アイデンティティの感覚とは，他者とのつなが

りの中で社会的役割に自己投入することが基盤となって

生き生きと湧き上がってくる自分らしさの感覚と捉える

ことができる。自分の人生をどう生きるかという現代の

中年期女性の問題は，どのような役割に自己投入してい

くかという問題であり，アイデンティティの概念と深く

関連している。

アイデンティティの形成は主に青年期に焦点となるが，

その発達は生涯続くものである（Erikson，1959)。特に

中年期には，職場や家庭内での役割転換や体力的な変化

などを機にアイデンティティの問い直しが焦点化すると

の指摘がある（岡本，１９９４など)。家庭内の役割転換に

目を向けると，例えば，Bassoff(1988/1996）は，我が

子が母親よりも恋人や友人との関係を優先するなど他人

の方に向いてしまうとき，どんな母親も空しさに苦しめ

られこれまでの生き方を考え直すことを迫られると述べ

ている。つまり，子の巣立ちは母親役割を抜きにした自

分の人生を考えるという心理的変化をもたらし，やが

て，他の社会的役割を模索するなど自己投入先を転換し

ていくきっかけとなると考えられる。

Ｔｈｏｍａｓ（1997）によると，子の巣立ちに伴う母親の心

理的変化に関する研究は「空の巣症候群(emptynest

syndrome)」の問題が米国で注目を集めた１９６０年代の

終わりから１９７０年代にかけて始められた。「空の巣症候

群」とは，子の巣立ち，特に，子ども全員が家を離れる

ことが母親にとって喪失感や抑うつ感を伴った深刻な危

機となることを指している。研究が始められた当初は精

神科の患者を対象としていたため，親役割からの解放は

心理的な痛手となるとの見方が中心であった。しか

し，一般成人に対象が広げられると，むしろ肯定的な事

実が多数報告されるようになった。空の巣期は，危機や

困難と結び付けられて語られることはなく（Lowenthal

＆Chiriboga，1972)，巣立ち後の母親の方が幸福感や生

活満足度，身体的健康度などが高く（Glen､，１９７５；Har‐
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kins，1978)，ＴＡＴ(thematicapperceptiontest）において葛

藤のない肯定的な物語を産出した(Cooper＆Gutmann，

1987）などの報告である。

他方，中にはこの時期に深刻な危機を経験する人もいる

ことから，空の巣への反応の関連要因の検討もなされてき

た。取り上げられてきた要因は,主に,職業要因（Powell，

１９７７；Black＆Hill，１９８４；White＆Edwards，１９９０など)，

コホート属性(Borland,１９８２;Adelmann,Antonucci,Crohan，

＆Coleman，１９８９など)，民族的背景（Borland，1982）な

どである。それらによると，空の巣期の否定的な諸症状

は一般に専業主婦において多いことや（Powell，1977)，

女らしさや家庭生活を重視する「フェミニン・ミス

ティーク（femininemystique)」の影響を成人初期に受け

たコホートでは職業に関わらず空の巣後に体調の崩れが

見られることなどが明らかにされた（Adelmanneta1.,

1989)。

これらの結果を踏まえて最近では，子の巣立ちはアイ

デンティティとの関連で論じられるようになってきてい

る。空の巣への反応はその人のアイデンティティの基

盤，すなわち，アイデンティティの支えとなる自己投入

先として，母親という役割がどの程度重要なものであっ

たかに依るであろうという見解や（Antonucci,Akiyama，

＆Merline,2001)，子の巣立ちが深刻な危機となるかど

うかに関する要因の解明を，アイデンティティの転換に

関わる問題として重要視する指摘（岡本，1991）などが

その例である。これらの見方に共通するのは，母親役割

に自己投入してきた人にとって子の巣立ちは役割転換を

求める重大な転機であり，他に自己投入する対象が見つ

からないなど，場合によっては深刻な危機となり得ると

いう考えである。

このような考えに関連した研究として，子育てを第一

にしてきた専業主婦の多くが，自分は誰でどのような役

割を担う存在なのかということに関する喪失と混乱，す

なわちアイデンティティ危機を空の巣期と関連して経験

するという報告がある（Ellett,1982)。この研究結果は，

専業主婦はその中心的な役割として子育てに自己投入し

ているため，その役割を失うことがアイデンティティ危

機につながりやすいであろうことをうかがわせる。

しかし，この研究では専業主婦のみを対象としている

ため，専業主婦であることだけが直接にアイデンティ

ティ危機の要因となるかどうかは明確ではない。さら

に，どのような役割や場面によってアイデンティティを

実感するかということは，その人をとりまく文化や社会

的価値に大いに依存する。つまり，専業主婦が母親役割

に自己投入することによってアイデンティティを十分支

えられるかどうかは文化を越えて共通ではない。心理・

社会的なアイデンティティは，自分のやりたいことをや

るということと周囲からの期待や社会的な評価とが一致

することによって体験される感覚であり（西平，1998)，

その’周囲や社会からの期待や評価は文化によって異な

る可能性があるからである。

では，一般に母親役割は現代の日本の中年期女性に

とってどの程度アイデンティティの支えとなっているの

であろうか。例えば，岡本（1991）によると，育児に対

して積極的に打ち込み，それによって自己成長を感じて

いることとアイデンティティとに関連は見出されなかっ

た。一方，職業への積極的関与はアイデンティティの達

成と関連していた。さらに，ライフスタイル別の検討に

おいても，結婚・出産後も中断なく職業についている群

では，専業主婦群より有意にアイデンティティの得点が

高く，母親や主婦としての経験からアイデンティティを

確認する困難さが考察されている（岡本，1991)。また，

堀内（1993）は，家庭人としての自己確立感や安定した

有能感は看護婦群，教師群，専業主婦群のいずれからも

報告されにくかったことから，やはり，職業や家庭外の

活動に比べて妻・母などの家庭役割はアイデンティティ

の安定した基盤となりにくいとの見方を明らかにしてい

る。

家庭役割がそれに専念している専業主婦においてもア

イデンティティの支えとなりにくいのであれば，子の巣

立ちが深刻な喪失感をもたらすとは考えにくい。ただ

し，上述の結果は職業など家庭外の活動との比較である

ため，現代の日本の中年期女性において子の巣立ちがど

のような心理的変化をもたらし，どの程度アイデンティ

ティ危機となるのかという問題や，その際，職業的な役

割がどれほどの抑制要因になるかという問題については

推測しきれない。まずは，子の巣立ちの経験と現代の中

年期女性のアイデンティティとの関連について，子の巣

立ち前後にあたる女性を広く対象とした実態確認が求め

られる。

そこで，本研究では，子の巣立ちと母親のアイデン

ティティとの関連について確認することを第１の目的と

し，子どもの出生順位別・性別，および，子の巣立ちに

対する母親の主観的認識・子どもの生活上の客観的な自

立状態の別に子の巣立ちと母親のアイデンティティの関

連性を検討する。その上で，第２の目的として，母親役

割の受容と子どもへの態度，就業形態，および，誰を相

談相手としているかの３点を関連要因として取り上げ，

それらによって子の巣立ちと母親のアイデンティティと

の関連性にどのような違いがあるのかを明らかにする。

方法

調査時期および調査対象者

調査は１９９８年５月～６月に実施された。調査対象者

は４１～６０歳の女'性（平均５０．０歳，ＳＤ＝3.44）１０４１人

で，95.3％が現在結婚していると回答した。子どもの数
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の平均は２．３人（ＳＤ＝0.65）で，長子の平均年齢は24.5

歳（ＳＤ＝3.51)，末子は２０．８歳（ＳＤ＝3.65）であった。

子どもの性別は男子が30.8％（722人)，女子が69.2％

(1625人）であった。本研究では，女子大学の学生およ

び卒業生の母親を調査対象の中心としたため，１０４１人

の母親のうち，１人は息子をもつ母親が６１４人（59.0％）

に対して１人は娘を持つ母親は1024人（98.4％）と子

どもの男女の構成比に偏りがあった。しかし，母親の年

代別の就業率を全国（労働省女性局，1999）と比較した

ところ，４５～49歳では全国の72.2％に対し本研究では

75.1％，５０～５４歳では67.9％に対して本研究は67.8％

とほとんど差がなかった。

調査内容

アイデンティティ・ステイタスの尺度意志決定まで

の主体的な模索期間である危機(crisis）を経験したかど

うかと，選択された対象へ自己投入(commitment）して

いるかどうかによってアイデンティティを捉えるアイデ

ンテイテイ・ステイタス（Marcia，1966）は，アイデン

ティティの発達過程を段階的に理解する際に有用であ

る。そこで，この方法を質問紙化した加藤（1983）のア

イデンティティ・ステイタス判定尺度１２項目を使用し

た。この尺度は，自分の人生に関する決断を主体的に下

してきたかどうかについてたずねる「過去の危機｣，現

在何か目標を持って打ち込んでいるものがあるかどうか

をたずねる「現在の自己投入｣，これから先の人生にお

いて打ち込めるものを積極的に探しているかどうかをた

ずねる「将来の自己投入の希求」の３つの下位尺度（各

４項目）から構成されている。それらについて６件法

(まったくあてはまらない＝１点～まったくそのとお

り＝６点）で得点化し，Figurelにあてはめて各ステイ

タスに分類する。その分類はMarciaの定義に従って，

｢過去の危機」と「現在の自己投入」が共に高得点であ

れば「同一性達成｣，「現在の自己投入」は高得点だが

｢過去の危機」が低得点であれば「権威受容｣')，「現在

の自己投入」が低得点で「将来の自己投入の希求」が高

得点なら「積極的モラトリアム｣，「現在の自己投入」と

｢将来の自己投入の希求」が共に低得点であると「同一

'性拡散」に分類される。また，「同一'性達成」と「権威

受容」との間に「Ａ－Ｆ中間｣，「積極的モラトリアム」

と「同一'性拡散」との間に「Ｄ－Ｍ中間」という中間地

位がそれぞれ設けられている。

アイデンティティ混乱尺度砂田（1979）のアイデン

テイテイ混乱尺度48項目のうち伊東（1993）によって

短縮された２４項目を使用した。３件法（そう思う＝２

点，あまりそう思わない＝１点，そう思わない＝０点）

で実施し，合計点をもって混乱得点とした。

子の巣立ちに対する母親の主観的認識子ども一人ひ

とり（５人以上の場合は３人目までと末子）について

｢このお子さんは，すでに親としてのあなたのもとを巣

立って独立したという感じがしますか｡」と問い，４件

法（ずっと前からそう思う，最近そう思う，まだ先のこ

とだと思う，わからない）で回答を求めた。

子どもの生活に関する項目子どもの年齢，同居かど

うか（別居の場合は別居年数)，就職しているかどうか

(就職している場合は就職年数)，経済的自立（家族の援

助中心；家族と同居するなど食費などは家族が持つが，

自分のお金中心の生活；自分のお金で独立生計)，食事・

洗濯・掃除など生活の世話の程度（母が毎日数時間の世

話；母が週に数時間の世話；自立)，将来や現在の悩み

事の相談程度（なんでも相談してくる；たまに相談して

くる；ほとんど自分で決める）の６項目に回答を求めた。

母親役割の受容と子どもへの態度大日向（1988）の

母親役割の受容の姿勢を問う１２項目と子どもに対する

感情を問う１５項目，計２７項目を使用した。これは母親

1）Marciaの用語ではForeclosureのこと。本研究での表記はすべて

加藤（1983）に従う軒

｢過去の危機」

得点

20点以上一同一性達成

１９～15点一〉Ａ－Ｆ中間

14点以下一>権威受容

｢現在の自己投入」

得点

20点以上一

19点以下一 ｢将来の自己投入の希

求」得点

19点以下

↓

｢現在の自己投入」が

12点以下

か つ

｢将来の自己投入の希

求」が１４点以下

20点以上一積極的モラトリアム

あてはまらない－〉Ｄ－Ｍ中間

あてはまる一>同一性拡散

Figurelアイデンティティ・ステイタス判定尺度の分類（加藤，１９８３より作成）
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役割の受け止め方（積極的・肯定的な受容と消極的・否

定的な受容）と，子どもへの態度（密着傾向と子どもの

自立を促す独立傾向）を確認する目的で作成されてお

り，これらにつき，「全然そうではない」から「まった

くそのとおり」の４件法で回答を求めた。

相談相手「あなたには悩みごとがあった時に気軽に

相談できる人がいますか｡」とたずね，「いる」場合はそ

の対象（夫，子ども，きょうだい，親，その他の親族，

友人，職場の人，近所の人，その他の中から複数回答

可）をたずねた。

母親の属性母親本人の年齢と就業形態（フルタイム

勤務，パートタイム勤務，習い事の指導や内職など家庭

内での仕事，自営業経営，自営業手伝い，その他の仕

事，専業主婦のいずれかを選択)，および，就業年数を

たずねた。

調査の手続

名古屋市内の女子大学生２８２名の母親，同じく卒業生

(1991～1998年卒業）の母親１８７４人，同じく卒業生

(１９７０年～1972年卒業）１２９名本人，合計２２８５人に質

問紙への記入を依頼した。調査票の配布と回収は，在学

生の母親には学生を介して受け渡し，その他は郵送にて

依頼・返却とし，いずれも留め置き法とした。

回収された調査票１１１５（回収率48.8％）のうち，母

親の年齢が４１歳未満のもの３，同じく６１歳以上のもの

23，子どものいないもの５，アイデンテイテイ・ステイ

タス判定尺度の回答が完全でなかったもの４２，回答途

中で終わっていたものlを無効とし，１０４１を有効とし

た。年齢による制限は調査対象者の属性をむやみに広げ

ないために用いた。また，アイデンティティ混乱尺度と

母親役割に関する回答不備は尺度単位で無効とし，その

他の生活状況に関する質問項目への回答不備は項目単位

での欠損として分析対象に含めた。

アイデンティティ・ステイタス判定尺度の妥当性確認

加藤（1983）の手順に従って対象者を分類した結果と

ステイタスごとのアイデンティティ混乱尺度の平均点お

よび標準偏差をTablelに示した。青年期用に作成され

たアイデンティティ・ステイタス判定尺度を中年期女性

に使用した際の判定の妥当性を確認するために，ステイ

タス別のアイデンティティ混乱尺度の平均得点について

一要因分散分析を行った。その結果，ステイタス差は有

意となり（Ｆ(5,995)＝39.15,力＜､001)，その後の多重比

較では「同一性達成」・「Ａ－Ｆ中間」＜「Ｄ－Ｍ中間」・

｢同一性拡散」いく.01)，「権威受容」＜「積極的モラト

リアム」いく.05)，「権威受容」＜「Ｄ－Ｍ中間｣・｢同一性

拡散」いく.01)，「積極的モラトリアム」・｢Ｄ－Ｍ中間」＜

｢同一性拡散」ゆく.01）の各関係が有意となった。女性

を対象にアイデンティティ・ステイタスと不安尺度の得

点の関連を検討した研究結果（Marcia＆Friedman，

Tableｌアイデンティティ・ステイタスの分類結果

および､アイデンティティ混乱得点

同一性達成

Ａ－Ｆ中問

権威受容

積極的モラトリアム

Ｄ－Ｍ中間

同一性拡散

計

人数（％）平均点（ＳＤ）

４４（4.2）

142（13.6）

159（15.3）

３６（3.5）

502（48.2）

１５８（15.2）

16.38（6.92）

16.13（6.69）

14.46（7.04）

18.65（6.39）

20.45（7.12）

24.11（7.58）

１０４１（100.0）19.27（7.73）

1970）も不安の低い方から「早期完了」「同一'性達成」

｢モラトリアム」「同一’性拡散」の順であり，本研究と一

致する。以上より，加藤（1983）の尺度で対象者のアイ

デンティティ・ステイタスが弁別できていると判断し

た。

結 果

１子の巣立ちと母親のアイデンティティ

子どもの出生順位および性別との関連子の巣立ちと

母親のアイデンテイテイの関連について出生順位別に確

認するために，最初に，長子と末子の巣立ちに対する母

親の主観的認識と母親のアイデンティティとの関連を検

討した。長子・末子の巣立ちに対する母親の主観的認識

のうち「わからない」を除いた３回答別に，アイデン

ティティ・ステイタスの出現率を算出した。ｘ2検定を

行った結果，長子の巣立ち程度によって母親のアイデン

ティティ・ステイタスの出現率には有意な差があった

(X2(10,Ⅳ=959)＝38.61,’＜､001）が，末子（一人っ子を

含む）では差がなかった（Ⅳ＝975)。次に，子どもの'性

別の検討を行った結果，長男（第二子以降の場合や一

人っ子を含む）では差は認められずＷ＝560)，長女では

有意差があった（x2(10,Ｎ=952)＝37.68,力＜､001)。長

子と長女については残差を検討した結果，その子どもの

巣立ちについて「まだ先のことだと思う」と回答した人

では「同一性拡散」が多く（長子:’＜､０１；長女:’＜､05）

｢同一性達成」が少なかったがいく.05)，「ずっと前か

らそう思う」と回答した人では，逆に，「同一'性達成」

が多くいく.01）「同一性拡散」が少なかったいく.01)。

長子の生活に関する諸項目との関連次に，母親のア

イデンティティと関連があった長子について，その生活の

自立程度と母親のアイデンティティとの関連を確認した。

長子の年齢は９歳から３８歳までに渡っていたが，巣立ち

の影響を捉えやすくするために18歳から３０歳までに限り

２歳間隔で６分類，別居年数（〃＝4.5,sＤ＝3.26,別居者

数＝３７４人）は同居から別居２年目までを１年間隔で３

分類，就職年数(〃＝3.2,sＤ＝2.44,就職者数＝７２２人）

も未就職から２年目までの３分類とし，それぞれ，母親の

アイデンティティ・ステイタスの出現率を算出した。経済
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的自立の程度，生活の世話の程度，および，悩み事の相談

程度はそのままのカテゴリで扱った。ｘ2検定の結果，生

活の世話の程度（X2(１０，jV＝1038)＝33.17,力＜､001)，別

居年数（x2(10,Ｎ＝791)＝21.20,,＜､05)，経済的な自立

程度（X2(10,jV＝1039)＝21.02,Ｐ＜､05)，および,悩み事

の相談程度（X2(10,jV＝1034)＝18.37,’＜､05）の４項目

で有意差が認められた。残差分析の結果，生活の世話の

程度と別居年数，相談の程度に関しては，その自立が進

んでいる母親の方が「同一'性達成」の出現率が多い，或

いは「同一性拡散」が少ないなど，より高いアイデン

ティティ・ステイタスに偏っていた。経済的自立の程度

に関しては，自立が進むほど「同一性拡散」の出現率が

少なく「権威受容」が多かった。年齢と就職年数に関す

る有意な差はなかった。

長子の客観的な自立カテゴリとの関連続いて，長子

を対象に，生活の状態を総合した客観的な自立カテゴリ

に分類し，母親のアイデンティティとの関連を検討し

た。

まず，客観的な自立カテゴリの作成に使用する項目を選

定するために，長子の生活に関する諸項目と母親の主観に

よる長子の巣立ち程度との相関係数を求めた。年齢,別居

年数，就職年数はそのまま変数として扱い,経済的自立の

程度は自立しているほど高得点に,生活の世話の程度と悩

み事の相談程度は少ないほど高得点になるよう得点化し

た2)。その結果，すべての項目が有意に相関しており，特

に，年齢(γ＝､459,’＜,01)，別居年数(γ＝.451,力＜､01)，

経済的自立(γ＝､439,’＜､01)，生活の世話（γ＝､470,

,＜､01）は相関が高く，悩み事の相談程度（γ＝､268,

’＜､01）と就職年数（γ＝､248,’＜､01）は相関が低かっ

た。

次に，就職年数以外の５項目を説明変数，母親の主観

による長子の巣立ちを目的変数とした判別分析を行っ

た。就職年数は，結婚もしくは出産後に退職している女

子の巣立ちを正しく捉えない可能性を考えて除いた。判

別式によって分類した客観的な自立カテゴリ（長子巣立

ち前：２７９人，長子巣立ち途中：１０１人，長子巣立ち完

了：５６０人）と，長子の巣立ちに対する母親の主観的認

識（ずつと前からそう思う：２３５人，最近そう思う：

380人，まだ先のことだと思う：３１４人）との相関比を

求めたところ，両者には強い相関があった（Cramer'ｓ

Ｖ＝､387,ｐ＜､01)。しかし，客観的な自立カテゴリごと

の母親のアイデンティティ・ステイタスの出現率につい

てｘ2検定を行った結果，有意な差は認められなかった。

子ども全員の主観的巣立ちとの関連これまでの結果

から，子ども別では長子，巣立ちの規定方法別では主観

的な子の巣立ち段階が母親のアイデンティティと関連し

ていたが，最後に，子ども全員に関する主観的な巣立ち

段階として「全員巣立ち完了」「一人以上巣立ち完了」

｢一人以上巣立ち始め」「全員巣立ち前」の４群を構成

し，母親のアイデンティティとの関連を確認した。「全

員巣立ち完了」群は母親が自分の子ども全員の巣立ちに

ついて「ずっと前からそう思う」と回答した人，「一人

以上巣立ち完了」群3)は一人以上の子どもについて

｢ずっと前からそう思う」と回答した人，「一人以上巣立

ち始め」群は一人以上の子どもについて「最近そう思

う」と回答した人，「全員巣立ち前」群は全員について

｢まだ先のことだと思う」と回答した人である')。この

４群ごとに母親のアイデンテイティ・ステイタスの出現

率を算出した結果を概観すると，巣立ちの認識が進んだ

段階の母親において，「同一性達成」や「Ａ－Ｆ中間」な

ど，より高いステイタスの出現率が高くなる傾向があっ

た（Table２)。X2検定の結果，有意差が認められ（ｘ２

(15,JV＝1003)＝51.28,ｐ＜､001)，残差分析の結果，「全

員巣立ち前」群には「同一性拡散」が多く「同一性達

成」が少なかった。また，「一人以上巣立ち完了」群に

は「同一'性拡散」と「積極的モラトリアム」が少なく

｢Ａ－Ｆ中間」が多かった。そして，「全員巣立ち完了」

群には「同一’性達成」と「積極的モラトリアム」が多く

｢Ｄ－Ｍ中間」が少なかった。長子だけの場合とほぼ同

じ傾向が確認されたことから，また，子ども全員の巣立

ちの進行を捉えるために，以後の分析では子ども全員の

主観的巣立ち段階を使用することにした。

なお，アイデンティティ・ステイタス別の対象者の平

均年齢について一要因分散分析を行った結果，年齢につ

いての有意な差は認められなかった。

２子の巣立ちと母親のアイデンティティに関わる要因

母親役割の受容と子どもへの態度母親役割について

は大日向（1988）の質問項目を使用したが，その調査対

象者の平均年齢は３９．７歳（ＳＤ＝5.5,γ”ｇＥ＝２６～56）

で本研究対象者の年齢構成と異なるため，主因子法と

Varimax回転によって因子構造を再確認した。できるだ

け簡易な因子構造で捉える目的と因子ごとの固有値の大

きさから，因子の数は２つが適当と判断した。両因子と

もに高く（0.40以上）負荷した１項目といずれの因子

にも高い負荷量を示さなかった１０項目を除いて，再度

2）経済的自立の程度は「家族の援助中心」（242人，23.3％）を１点，

「家族と同居するなど食費などは家族が持つが，自分のお金中心

の生活」（465人,44.8％）を２点，「自分のお金で独立生計」（332

人,32.0％）を３点，食事・洗濯・掃除など生活の世話の自立は

「母が毎日数時間の世話」（454人，43.7％）を１点，「母が週に数

時間の世話」（１３７人，13.2％）を２点，「自立」（447人，43.1％）

を３点，将来や現在の悩みなどの相談程度は「なんでも相談して

くる」（285人,27.6％）を１点，「たまに相談してくる」（497人，

48.1％）を２点，「ほとんど自分で決める」（252人,24.4％）を３

点と得点化した。

3）一人っ子の場合は「全員巣立ち完了」群に分類された。

4）なお，全員の子どもについて「わからない」と回答した人は３８

人で，巣立ちの主観段階（子ども全員）による分析では常に，こ

の３８人を対象から除いた。
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Table2子ども全員に対する主観的巣立ち段/唯捌のアイデンティティ・ステイタス出現率

h２

積極的

同一性達成Ａ－Ｆ中間権威受容モラトリアムＤ－Ｍ中間同一性拡散合計

因子１因子２

18.7（５６）

２．６１＊＊

15.6（６２）

．9７

8.1（２０）

-3.19*＊

8.6（５）

-1.26

100.0（300）

１００．０（398）

100.0（247）

100.0（５８）

4.0(12）

、7０

3.5(１４）

、1８

1.2（３）

-2.18＊

8.6（５）

2.27＊

51.3(154）

1.11

49.0(195）

・'8

48.6(120）

-.03

32.8（１９）

-2.50＊

2.3（７）

-2.00＊

3.5(14）

－．９８

5.7(14）

1.23

13.8（８）

3.68*＊

11.7（３５）

-1.42

12.3（４９）

-1.29

19.0（４７）

2.59*＊

17.2（１０）

、7２

12.0（３６）

-1.92

16.1（６４）

、52

17.4（４３）

1.03

19.0（１１）

、7９

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

６
２
２
０
４
２
６

５
１
６
０
５
３
０

１
２
０
２
１
０
０

●
●
●
●
巳
●
■

合計 4.3(43）14.1(141）15.3(154）3.4(34）48.7(488）14.2(143）１００．０(1003）

０
４
３
１
２
５
２

５
６
２
６
３
０
９

４
４
３
３
２
２
１

●
●
●
●
●
●
●

注．上段：出現率，（）内は人数。下段：調整済み残差。＊力＜､05,＊*ﾉｳ＜,0１

得点についての差は有意な傾向となり（Ｆ(5,995)＝

1.91,’＜､1)，多重比較の結果，「同一性達成」の方が

｢Ｄ－Ｍ中間」よりも低得点であったいく.05)。

母親役割の受容と子どもへの態度が子の巣立ちとの関

連で変化するかどうかを確認するために，巣立ち段階別

の「積極・肯定」得点と「密着・献身」得点の平均点に

ついて一要因分散分析を行った。その結果，「積極・肯

定」得点は巣立ちに伴って上昇し（Ｆ(3,963)＝4.03,

'＜､Cl)，多重比較の結果，「全員巣立ち前」＜「一人以

上巣立ち完了」いく.05)，「全員巣立ち前」＜「全員巣立

ち完了」ゆく.01)，「一人以上巣立ち始め」＜「全員巣立

ち完了」いく.05)の各群問の関係が有意であった。また，

｢密着･献身」得点は巣立ちに伴って下降し(Ｆ(3,963)＝

4.37,’＜､01)，多重比較の結果，「全員巣立ち前」群

いく.01）・「一人以上巣立ち始め」群いく.05）よりも

｢一人以上巣立ち完了」群の得点が低かった。

次に，母親役割の受容と子どもへの態度の得点によっ

て子の巣立ちに伴うアイデンティティ・ステイタスの分

因子分析を行った結果がTable3である。第１因子は大

日向（1988）の第１因子と第３因子の一部から合成され，

積極的で肯定的な母親役割の受容を反映しており「積

極・肯定」と命名された。第２因子は，同じく大日向の

第２因子と第４因子を合わせたものとほぼ一致し，子ど

もへの密着傾向と献身的な態度を反映する項目であった

ため「密着・献身」と命名された。

これらの２因子に負荷した項目の評定値（逆転項目の評

定値は逆転させた）を合計してそれぞれの項目数で除した

一項目あたりの平均点を算出し，「積極・肯定」得点と「密

着・献身」得点とした。そして，２得点とアイデンティ

ティ・ステイタスに関連があるかどうかの確認のために，

それぞれについてアイデンティティ・ステイタスに関する

一要因分散分析を行った。その結果，「積極・肯定」得点

では差が有意となり（Ｆ(5,995)＝19.97,’＜,001)，多重比

較の結果，「同一性拡散」が他のすべてのステイタスより

も低得点であったいく.01)。また，「Ｄ－Ｍ中間」が「権

威受容」よりも低得点であったゆく.01)。「密着・献身」

中年期の女性における子の巣立ちとアイデンティティ

子どもは自分の体の一部のように思う。

子どものためなら，どんなことでもするつもりである。

子どもが親元を離れていくことは，親として寂しいことである。

子どもが赤ちやんだった頃が，たまらなく‘懐かしい。

子どものために自分が何をしてやれるかを考えることは楽しい。

いつまでもあどけなく子どもっぽくいてほしい。

子どもをみていると，まだあぶなっかしくて自分がそばにいてやらねばと思う。

子どものためなら，たいていのことは我慢できる。

５
６
６
６
４
７
０
９

４
５
５
３
９
９
５
８

０
２
０
０
３
０
１
２

●
●
●
●
●
。
●
●

､763

８
１
２
９
８
６
１
６

５
４
６
３
４
８
６
８

２
４
２
２
３
１
１
３

●
●
、
●
●
●
■
●

母親であることが好きである。

母親であることに充実感を感じる。

子どもを育てることが負担に感じられる。

母親になったことで気持ちが安定して落ち着いた。

自分は親として不適格なのではないだろうか。

子どもを産まないほうが良かった。

母親になったことで人間的に成長できた。

０
３
７
５
５
０
６

２
８
９
７
８
６
４

７
６
５
５
４
４
４

●
●
■
●
①
●
●

α係数、714

固有値3.7122.447

寄与率17.74514.498

５
２
９
６
４
０
２
６

６
５
４
３
０
６
３
１

５
５
５
５
５
４
４
４

●
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●
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mble4巣立ち段階ごとの，アイデンティティ・ステイタス別晴極・肯定/高j弾の出現率

注．上段：高・低群合計に対する高群の出現率（低群の人数と出現率は割愛してある)，（）内は人数。下段：調整済み残差。

同一性達成Ａ-州権威受容モ輔ﾑ、-M中間同一性拡散合計蝿直接僻

*’＜､05,＊*力＜,0１

｢積極・肯定」高群

布の仕方に違いがあるかどうかを確認した。「積極・肯

定」得点と「密着・献身」得点の平均点によってそれぞ

れの高群と低群に分類し，巣立ち段階ごとに高群・低群

(2)×アイデンテイテイ・ステイタス(6)の出現率に対

してｘ2検定，もしくは，期待度数５未満のセルが全体

の２５％を越える場合にはFisherの直接確率計算扇)を

行った。その結果，有意な差が見られた場合はＴａｂｌｅ４

のｘ２検定または直接確率の欄にｘ２値か’値で示した。

なお，ｘ2検定の下位検定として残差分析を行ったが，

直接確率計算で有意な結果が得られた際にも調整済みの

残差の値を参照していく。

まず，「積極・肯定」得点については「全員巣立ち完了」

群以外で差が有意となり（全員巣立ち前：Ｘ２(５，ｊＶ＝

287)＝21.57,Ｐ＜､０１；一人以上巣立ち始め：Ｘ２(５，１V＝

382）＝31.23,力＜､０１；一人以上巣立ち完了：Ｘ２(５，Ｎ＝

239)＝11.25,,＜,05)，残差の値から，「全員巣立ち前」

群と「一人以上巣立ち始め」群では「積極・肯定」高群

において「権威受容」が多く「同一性拡散」が少なかっ

た。また，「一人以上巣立ち完了」群では「同一‘性拡散」

が少なかった。「密着・献身」得点に関してはいずれの

巣立ち段階でも有意な差はなかった。

続いて，子の巣立ち段階ごとにアイデンティティ混乱

と母親役割の受容と子どもへの態度がどのように関連し

ているのかを確認するために，「積極・肯定」得点およ

び「密着・献身」得点とアイデンティティ混乱得点との

相関係数を巣立ち段階ごとに求めた（Table５)。その結

果，「積極・肯定」得点とアイデンティティ混乱尺度得

点は巣立ち段階を通して有意な負の相関を示した。一

方，「密着・献身」得点とアイデンティティ混乱尺度得

点は「一人以上巣立ち完了」群でのみ有意な正の相関を

示した。

就業形態対象者の就業形態は専業主婦が300人で最

も多く，パートタイム勤務187人，自営業手伝い１６５

人，フルタイム勤務１５１人と続いた。人数の少なかった

71.4(5)

1.08

64.3(9)

0.83

64.3(9)

0.41

50.0(4)

-1.17

58.1(１８）

0.81

57.1(28）

0.56

70.2(33）

1.74

70.0（７）

０．１６

74.3(26）

2.91＊＊

79.3(46）

4.29*＊

65.9(27）

0.98

80.0（８）

０．９１

75.0(9)

１．６８

50.0(7)

-0.26

100.0(3)

０．４５

60.0(3)

-0.39

49.0(73）

-0.78

51.6(97）

-0.70

54.4(62）

-1.38

72.2(１３）

０．４８

30.2(１６）

-3.39*＊

28.8(17）

-4.12*＊

35.0（７）

-2.28＊

60.0（３）

-0.39

51.2(147）21.57*＊

53.4(204）31.23*＊

59.0(141）11.25＊

67.9（３８）

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

5）SPSSExactT1estsl１．０を使用した。

発達心理学研究第１５巻第１号

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

280

362

229

５６

他の就業形態（47～８５人）は分析から外した。最初に，

就業形態別のアイデンティテイ・ステイタスの出現率に

ついてｘ2検定を行った結果,有意な差があった（x2(15,

Ⅳ=803)＝30.72,’＜､01）（'mable6)“残差の値から，フ

ルタイム勤務では「同一性達成」「Ａ－Ｆ中間」「権威受

容」が多く，「Ｄ一Ｍ中間」と「同一性拡散」が少なかっ

た。また，専業主婦では「同一性達成」が少なかった。

さらに，巣立ち段階別の就業形態の出現率に差があるか

どうかについてｘ2検定を行った結果，有意な差は認め

られなかった。

子の巣立ち段階ごとに，就業形態によってアイデン

ティティ・ステイタスの分布に違いがあるかどうかを確

認するために，巣立ち段階ごとに，アイデンティティ・

ステイタス別の各就業形態の出現率を算出した

(T1able7)。概観すると，フルタイム群と専業主婦群でや

や対照的な分布となっていた。Table4の分析同様，巣

立ち段階ごとに，その就業形態にあてはまる人とあては

まらない人(2)×アイデンティティ・ステイタス(6)の

出現率に対してＸ2検定，もしくはFisherの直接確率計

算を行った。その結果，まず，フルタイム勤務かどうか

による差は「一人以上巣立ち始め」群（x2(５，Ｎ=383)＝

12.64,’＜､05）と「一人以上巣立ち完了」群（Fisherの

直接確率Ｗ=236)＝､033）で有意であった。残差を参考

にすると，「一人以上巣立ち始め」群で「同一‘性達成」

と「Ａ－Ｆ中間」が多く「Ｄ－Ｍ中間」が少なかった。

また，「一人以上巣立ち完了」群で「同一性達成」が多

かった。専業主婦かどうかでは「一人以上巣立ち完了」

Thble5アイデンティティ混乱得点と／積極・肯定／
および／密着・献身／両得点との相関係数

人数積極・肯定密着・献身

＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

Ｒ
ｕ
貝
』
Ｑ
Ｊ
１
１

利
１
。
Ｊ
利
１
ハ
Ｕ

Ｑ
Ｊ
つ
○
つ
○
つ
○

●
●
●
●

一
一
一
一

注．＊ｐ＜､05,＊*’＜､0１

、103

.095

.197*＊

-.001
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Tnble6就業形態に閲するアイデンティティ・ステイタス出現率

同一性達成Ａ－Ｆ中間権威受容積極的モラトＤ－Ｍ中間同一性拡散合計
リアム

フルタイム

パートタイム

自営業手伝い

専業主婦

8.6(13）

2.49＊

4.8（９）

０．０６

6.1(10）

０．９０

2.0（６）

-2.82*＊

17.9（２７）

2.24＊

10.7（２０）

-0.83

９．１（１５）

-1.47

12.7（３８）

０．１４

19.2（２９）

２．１３＊

13.4（２５）

-0.21

12.7（２１）

-0.46

12.0（３６）

－１．１６

4.6（７）

０．７５

２．１（４）

-1.23

4.2（７）

０．４９

3.7(11）

０．０６

39.1（５９）

-2.73＊＊

54.0(１０１）

1.54

50.3（８３）

0.36

50.3(151）

０．５５

10.6（１６）

-2.11＊

15.0（２８）

-0.57

17.6（２９）

0.49

19.3（５８）

１．７９

100.0(151）

100.0(187）

１００．０(165）

100.0(300）

合計 4.7（38）１２．５（１００）１３．８（111）３．６（29）４９．１（394）１６．３（131）100.0（803）

注．上段：出現率，（）内は人数。下段：調整済み残差。＊’＜､05,＊*′＜・O1

nble7巣立ち段階ごとの，アイデ､ンテイテイ・ステイタス別各就業形態の出現率

同一性達成A刊間権威受容群再｡JM巾間同一性拡散合計陥離確率
フル タ イ ム

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

専業主婦

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

14.3（１）

０．１８

３８．５（５）

2.48＊

42.9（６）

2.66*＊

12.5（１）

-0.66

０．０（０）

-1.71

30.8（４）

０．０６

７．１（１）

-1.99＊

12.5（１）

-1.19

20.6（７）

1.62

25.0(１２）

２．１８＊

16.3（７）

-0.13

10.0（１）

-0.97

23.5（８）

-0.74

29.2（14）

-0.14

30.2（13）

-0,11

30.0（３）

-0.03

17.6（６）

1.06

14.8（９）

0.03

24.4(１０）

1.40

27.3（３）

０．５３

23.5（８）

-0.74

26.2（１６）

-0.71

17.1（７）

-2.11＊

27.3（３）

-0.25

9.1（１）

-0.31

7.1(1)

-0.81

33.3(1)

0.76

50.0(2)

１．４５

１８．２（２）

-0.80

50.0（７）

1.66

33.3（１）

0.09

25.0（１）

-0.24

11.4(１７）

-0.35

1.1(21）

-1.96＊

12.9(１５）

-1.62

22.2(4)

０．１０

32.2（48）

1.25

26.8（51）

-1.35

35.3（41）

1.44

38.9（７）

０．９６

5.5（３）

-1.67

14.0（８）

-0.14

5.3（１）

-1.42

20.0（１）

-0.08

32.7（１８）

0.68

40.4（23）

1.84

52.6（10）

２．１３＊

40.0（２）

０．４９

１２．１（３５）

14.6（５６）12.64＊

16.9（４０）

21.4（１２）

29.0（８４）

30.0（１１５）〃.s、

30.9（７３）

30.4（１７）

〃.Ｓ、

､033

〃.Ｓ、

〃.Ｓ、

.０１９

〃.Ｓ、

注．上段:４就業形態合計(専業主婦，フルタイム，パートタイム，自営業手伝い）に対する当該就業形態の出現率，（）内は人数。

下段：調整済み残差。＊’＜､05,＊*'､0１

群において関連が見られ（Fisherの直接確率(jV=236)＝

､019)，残差を参考にすると，「同一'性達成」と「権威受

容」が少なく「同一性拡散」が多かった。自営業手伝い

群においては「全員巣立ち前」群で関連が見られ（ｘ２

(５，Ⅳ=290)＝１Ｌ11,'＜,05)，残差分析から「積極的モ

ラトリアム」が有意に多かった。パートタイム群に関し

ては有意な差がなかった。

相談相手相談相手について「いる」と回答した８８１

人にその対象をたずねた結果，夫をあげた人が６７４人，

友人が526人，子どもが４８３人の順となった（複数回

答を含む)。巣立ち段階や就業形態別に相談相手の出現

率を算出した結果，有意な差はなかった。

相談相手の上位３カテゴリについて，巣立ち段階ごと

にその対象をあげた人とそれ以外の対象をあげた人(2)×

アイデンテイテイ・ステイタス(6)の人数分布に対して

X2検定もしくはFisherの直接確率計算を行った（Table

8)。その結果，夫に相談するかどうかについては「全員

巣立ち前」群（Fisherの直接確率(jV=236)＝､049)と「一

人以上巣立ち始め」群（X2(５，Ｎ=379)＝9.93,’＜､1)，

｢一人以上巣立ち完了」群（Fisherの直接確率Ｗ=235)＝

､028）で差が有意となった。残差を参考にすると，「全員

巣立ち前」群には「同一性拡散」が少なく，「一人以上

巣立ち始め」群や「一人以上巣立ち完了」群において

｢同一性達成」が少なかった。友人を相談相手とするか

どうかについては，「一人以上巣立ち始め」群で有意な

差が見られ（ｘ２(５，ｊV＝379）＝25.21,'＜､001)，残差分

析から「同一'性拡散」が有意に少なかった。子どもに相

談するかどうかについては，「全員巣立ち完了」群

(Fisherの直接確率ＵＶ＝56)＝､064）で「権威受容」が

多い傾向であった。
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Table８巣立冨ち段階ごとの，アイデンティティ・ステイタス且崩談相手の辻/現率

同一性達成A-F中間権威受容言蛎7,-M中間同一性拡散合計陥醗確率
夫に相談する

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

友人に相談する

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

子どもに相談する

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

71.4（５）

0.30

46.2（６）

-2.09＊

50.0（７）

-2.01＊

62.5（５）

-0.74

100.0（７）

2.39＊

６１．５（８）

０．３９

７１．４（10）

１．４３

62.5（５）

０．７６

57.1（４）

0.59

53.8（７）

-0.04

50.0（７）

0.07

37.5（３）

-0.93

63.6(21）

-0.33

77.1(37）

0.88

74.4(32）

0.22

80.0（８）

０．５３

60.6(20）

0.60

68.8(33）

1.88

55.8(24）

0.41

30.0（３）

-1.40

48.5(16）

0.29

70.8(34）

2.45＊

55.8(24）

0.97

50.0（５）

-0.19

70.6(24）

0.58

73.3(44）

0.29

73.2(30）

0.01

90.9(１０）

１．４８

55.9(１９）

0.02

60.0(36）

0.65

46.3(19）

-0.93

63.6（７）

１．０１

50.0(17）

0.48

56.7(34）

0.39

48.8(20）

-0.05

80.0（８）

１．９１

90.0（９）

1.62

100.0(12）

2.21＊

１００．０（３）

１．０６

50.0（２）

－１．０９

70.0（７）

0.92

75.0（９）

1.33

33.3（１）

-0.69

75.0（３）

１．０４

60.0（６）

0.89

66.7（８）

0.87

33.3（１）

-0.55

25.0（１）

-1.15

70.3(104）

1.50

70.2(132）

-0.67

76.3（８７）

1.09

61.1（１１）

-１．４１

54.7（８１）

-0.36

59.0(１１１）

1.11

54.3（６３）

0.41

55.6（１０）

０．５７

47.6（７０）

0.51

50.5（９５）

-1.48

47.4（５５）

-0.53

55.6（１０）

０．２９

４９．１(27）

-2.98*＊

70.7(41）

-0.20

63.2(12）

-1.02

100.0（５）

１．４２

47.3(26）

-1.41

27.6(16）

-4.77*＊

42.1（８）

-0.99

0.0（０）

-2.34＊

34.5(１９）

-1.92

48.3(28）

-1.01

47.4（９）

-0.16

40.0（２）

-0.60

66.2(190）

71.8(272）９．９３十

73.1(171）

73.2（４１）

55.7(160）

56.2(213）25.21**＊

53.0(125）〃.s、

50.0（２８）

46.2(132）

54.4(206）〃.s、

49.2(116）〃.s、

52.7（２９）

.049

､028

〃.Ｓ，

〃.Ｓ、

〃.Ｓ、

〃.Ｓ、

.064

注．上段：相談相手有りの人数合計に対する当該対象に相談する人の出現率，（）内は人数。下段：調整済み残差。

*'＜､05,＊*力＜､01,＊**′＜､００１，ナカ＜・’

専業主婦のアイデンティティ危機とその要因就業形

態要因の検討から専業主婦において子の巣立ちがアイデ

ンティティ拡散と関連することが分かった。また，母親

役割の受容と子どもへの態度や相談相手の検討からは

｢積極・肯定」的な態度や友人への相談がアイデンティ

ティの発達的変化と関連していた。そこで，子の巣立ち

に伴ってアイデンティティの危機を経験しやすい専業主

婦を対象として，友人に相談するかどうかと「積極・肯

定」の得点によって母親のアイデンティティに差がある

かどうかを確認した。

これまで同様，友人に相談するかどうかと「積極・肯

定」得点の高・低群について，巣立ち段階別にアイデン

ティティ・ステイタスごとの人数分布に対してFisher

の直接確率計算を行った（Table９)。その結果，いずれ

の要因についても「一人以上巣立ち始め」群で差が有意

となった（友人に相談するかどうか：Fisherの直接確率

UV＝114)＝､047；「積極・高低」得点の高・低群：Fisher

の直接確率ＵＶ＝111）＝､005)。残差を参考にすると，

友人に相談する人で「積極的モラトリアム」が多く「同

一性拡散」が少なかった。また，「積極・肯定」得点の

高群において，「権威受容」が多く「同一'性拡散」が少

なかった。

考 察

１子の巣立ちと母親のアイデンティティ

本研究では，子の巣立ちと母親のアイデンティティと

の関連を明らかにすることを目的とし，まず，子どもの

出生順位別や‘性別の検討を行った。その結果，長子，長

女，および子ども全員の巣立ちに対する母親の主観的認

識の進行と関連してより高いステイタスの出現率が上昇

することが示された。長男の巣立ちとの関連では母親の

アイデンテイテイ・ステイタスに差がなかったことは，

親のアイデンティティへの関心と同‘性の子どもの自律’性

の程度との関連を明らかにしたSilverberg＆Steinberg

(1987）の報告と一致している。また，本研究の一部の

対象者に実施された面接調査（清水，2001）において

も，女子に対しては自分との相違や類似を認識しやすい

ことや，長子には幼い頃から何かと注意が向きやすいこ

とが明らかにされている。特に，娘の巣立ちに関して

は，現在の娘の状態とその年頃の自分自身の想起とを照
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Table９専業主婦における，／清極’肯定と／得点と友人への招談に関する出現率

同一性達成Ａ－Ｆ中間権威受容積極的モラトＤ－Ｍ中間同一性拡散合計直接確率
リアム

｢積極・肯定」高群

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

友人に相談する

全員巣立ち前

一人以上巣立ち始め

一人以上巣立ち完了

全員巣立ち完了

0.0（0）

５０．０（２）

-0.02

100.0（１）

０．９１

０．０（0）

-1.33

0.0（0）

７５．０（３）

0.64

100.0（１）

0.97

100.0（１）

０．９７

80.0(4)

1.19

57.1(8)

0.54

61.5(8)

0.53

66.7(2)

０．１７

62.5(5)

0.21

64.3(9)

0.38

69.2(9)

1.37

33.3（１）

-0.75

50.0（４）

-0.27

85.7(１２）

2.82*＊

28.6（２）

-1.48

66.7（２）

０．１７

75.0（６）

0.97

68.8(11）

0.80

57.1（４）

0.28
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合させながらその成長を認めようとする体験が語られ

た。このように，まさにアイデンティティの課題に直面

している青年期の娘との同一視を通して，母親は自らの

アイデンティティの再考を促されるのではないかと考え

られる。この点についての実証は父親を研究対象に含め

て今後明らかにされるべき課題である。

子の巣立ちの規定方法として，母親の判断による主観

的な巣立ち段階と子どもの生活に関する項目を総合した

客観的な自立段階との比較を行った結果，子どもの生活

状態による客観的な自立カテゴリは母親のアイデンティ

ティ・ステイタスと関連がなかった。このことは，子ど

もの生活が客観的に自立したことによってではなく，我

が子の自立を母親が主観的に認識することによって自分

自身のアイデンティティに目を向けるようになることを

示唆しており，Bassoff(1988/1996）の記述と共通する。

長子の生活に関する項目を個別に検討したところ，生活

の世話の程度や別居年数や悩み事の相談がなくなってく

ることと母親のアイデンティティとの間に関連が見出さ

れ，子どもの年齢や就職年数では関連がなかった。子の

巣立ちに伴う母親のアイデンティティ発達の背景には，

年齢や就職状況など社会的に大人になったかどうかより

も，具体的に世話がかからなくなることや精神的な親離

れに気づくことが関与していると言える。

以上のように，母親にとって子の巣立ちはアイデン

ティティの発達という意味で肯定的な転機であることが

確認された。さらに，母親の年齢とアイデンティティ・

ステイタスとの間には関連はなかった。年齢は体力的な

問題や定年の時期などと関連するものである。従ってこ

の結果は，子の巣立ちを認識することが，体力的な問題

や定年の時期がもつ影響とは別に，母親のアイデンティ

ティの発達に意味をもっていることの示唆となるであろ

う。

２母親のアイデンティティ発達の関連要因

母親役割の受容と子どもへの態度母親役割の受容と

子どもへの態度に関する２得点は子の巣立ちと関連して

変化することが分かったので，子の巣立ちのどの段階に

ある時に，母親としてどのような態度であることが母親

のアイデンティティと関連するのかという観点でこの要

因を考察する必要がある。

「積極・肯定」得点および「密着・献身」得点とアイ

デンティティ混乱尺度得点との相関を巣立ち段階別に算

出した結果，「密着・献身」得点は「一人以上巣立ち完

了」群においてのみ低い正の相関を示した。「密着・献

身」因子を構成する項目は，母親役割に献身的に携わる

あまり子の巣立ちを引き止めたり，子どものために何か

をすることに母親自身の自己実現を委ねてしまったりと

いうような態度を含んでいる。つまり，相関係数は低い

ものの，一方で子どもの巣立ちに気づいているのに引き

続き子どものためばかりを考えるという態度は，アイデ

ンテイテイの混乱要因となることが明らかになった。自

分自身の人生に目を向けることが母親のアイデンティ

ティ発達において重要であると解釈される。

一方，母親であることによる充実感や成長感をたずね

る項目からなる「積極・肯定」得点は一貫してアイデン

ティティ混乱得点と負の関係にあった。また，「積極・

肯定」得点の高低とアイデンティティ・ステイタスとの
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関連を出現率で検討した結果，「積極・肯定」得点の高

群には「全員巣立ち完了」群を除いて「同一性拡散」が

少ないことが示された。これらの結果は，母親としての

役割を肯定的に受け止め，積極的に携わり，充実感や成

長感を感じている母親は子育て中にアイデンテイテイ拡

散となりにくいことを示唆しており，母親役割はアイデ

ンティティの支えとなりにくいとした見解（岡本，

1991；堀内，1993）と異なっている。ただし，就業形

態別のアイデンティティ・ステイタスの出現率は，フル

タイム群で「同一性達成」が多いのに対して専業主婦で

は少なく，その点は先行研究（岡本，１９９１；堀内，

1993）と一致していた。この点に関しては次の就業形態

で考察する。

就業形態就業形態の出現率は巣立ち段階によって差

がなかったことから，就業形態は子の巣立ちと関連しな

い個人に固定的な要因として考察する。

就業形態と母親のアイデンティティとの関連の仕方

は，フルタイム群と専業主婦群で対照的であった。すな

わち，フルタイム群では子の巣立ちに伴って「同一性達

成」の出現率が高まったのに対し，専業主婦群では「一

人以上巣立ち完了」群で「同一性達成」が少なく「同一

性拡散」が多かった。専業主婦の人では他の就業形態の

人と比べて子の巣立ちに伴うアイデンティティの拡散を

経験しやすいということである。しかし，先述のとお

り，母親としての積極・肯定的な態度はアイデンティ

ティの混乱と負の関係にあったことから，専業主婦にお

けるアイデンティティ危機は，アイデンティティの支え

としていた母親役割が失われたことだけによるのではな

く，むしろ，家庭中心の生活であったために社会との接

点が少なかったことなど，他の影響が介在していると考

える方が妥当であろう。

アイデンティティを確認できるかどうかには，自分が

感じている自分らしさを他者からの期待や評価によって

有効と認められるかどうかが重要である。子育てに対す

る積極的で肯定的な関与がアイデンティティと正の関係

にあるにもかかわらず，家庭役割に専念している専業主

婦のアイデンテイテイに拡散傾向が強いという本研究の

結果には，働く女'性の生き方を肯定的に捉える現代の日

本の社会的価値観が作用しているのではないだろうか。

永久（2000）は子育てに関する社会的価値の変遷を論じ

た上で，現代の専業主婦の特徴として，子育て以外に何

か探さなくてはという焦りと子育ての責任との間で揺れ

る迷いや不安について論じている。子の巣立ちに伴う専

業主婦のアイデンティティ拡散には，何か他に大切なこ

とを経験しなかったのではないかという思いが関与して

いるのかも知れない。

一方，「全員巣立ち前」群においてはフルタイム群と

それ以外の就業形態との間でアイデンティティ・ステイ

タスの出現率に差がなく，子育て中の時期にはフルタイ

ム勤務者のアイデンティティが他の就業形態に比べて特

に達成された状態というわけではないことが示された。

働く母親には，もっと仕事をしたい気持ちと母親役割も

きちんとしたいという役割間の葛藤があるという（前

川・無藤・野村・園田，1996)。ただし，フルタイム群

においては，子の巣立ち段階が進んだ人ほどより高いア

イデンティティ・ステイタスの出現率が高くなるという

発達的変化がはっきりと表れていた。おそらく，フルタ

イム勤務者の葛藤は専業主婦の心の揺れとは違って，子

の巣立ちとともに解消されていくためであろうと推察さ

れる。

相談相手相談相手に誰を選ぶかについては巣立ち段

階による差がなく，就業形態と同じく個人に固定的な要

因と見なされた。本研究の相談相手に関する結果から，

特に，「一人以上巣立ち始め」群において友人に相談す

る人の「同一性拡散」の出現率の低さが最も特徴的で

あった。友人の'性別は規定しなかったが，大部分は同性

の友人であると想定すれば，友人とは互いに母親同士で

あることが期待できる。また，同年代同士の友人関係で

あると仮定すれば，体力的にも時間的展望の面でも同じ

立場を分かり合える相手が自らを映す鏡のように機能

し，新たな自己実現の模索を刺激したのかも知れない。

女性の友人関係について考察したApter＆Josselson

(1998）は，女性が相談ごとを打ち明けた時，夫や異’性

友人ではなく同性の親しい友人だけが客観’性と理解を両

方備えた鏡の役割をする事例に触れている。また，相談

相手の選択理由をたずねた結果（清水，2001)，女友達

に相談する理由として信頼でき受け止め合える相手であ

ることが挙げられ，夫や家族に相談しない理由として，

つまらないこととばかにされたり叱られたりするからと

いう理由や，心配させたくない気遣いなどが挙げられ

た。これらと照合すると，独立した者同士の対等な関係

である友人が女'性のアイデンティティの発達に重要であ

ると考えられる。

３専業主婦のアイデンティティ危機とその要因

子の巣立ちに伴ってアイデンティティを拡散させやす

いことが示唆された専業主婦について，「積極・肯定」

得点の高さや友人に相談することがその危機を軽減させ

る効果があるかどうかを検討した結果，「一人以上巣立

ち始め」群において，「積極・肯定」得点の高群や友人

に相談する群では「同一’性拡散」の出現率が低かった。

専業主婦であることは，家庭外での自己実現よりも子育

てを優先するライフスタイルを採っていると言える。巣

立ち始めの段階で「積極・肯定」得点の高群の人は，そ

のようなライフスタイルに積極的に携わってきた結果，

子どもの自立を肯定的に受け止め達成感を持ちつつ，自

身のアイデンティティの課題にも取り組めていることが
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示された。逆に，専業主婦でありながら母親役割に積

極・肯定的に携われていない人にとって，子の巣立ちは

深刻な危機となり得ることが示唆された。また，友人に

相談する群では「一人以上巣立ち始め」に「積極的モラ

トリアム」の出現率が高かったことから，アイデンティ

ティの転換に困難を伴いがちな専業主婦においても，友

人への相談は新たな模索の助けとなり得ることが示され

た。

４今後の課題・展望

本研究では，一般に子の巣立ちが母親のアイデンティ

ティの肯定的な発達機会となることが横断的に確認され

た。ただし，就業形態別の比較から，専業主婦において

は巣立ちに伴うアイデンティティの拡散が見られた。専

業主婦のみを対象としてアイデンティティの拡散に関連

する要因の検討を行った結果，積極的・肯定的に母親役

割に携わっていることや友人を相談相手とすることが子

の巣立ちに伴うアイデンティティ拡散を軽減させること

が示唆された。しかし，この分析対象となった人数は少

なかったためはっきりと影響が確認されたとは言い切れ

ない。本研究のサンプリングには子どもの男女比と「全

員巣立ち完了」群が少なさの点で偏りがあった。今後

は，その点の改善とともに，縦断的な方法や面接調査な

どによる一人ひとりの発達の道筋を明らかにする研究が

必要であろう。

さらに，中年期のアイデンティティ発達としては，老

親の介護など，その他のライフイベントとの関係も検討

されなければならない。成人期は次々に訪れるライフイ

ベントへの適応が求められる時期である。従って，変化

に応じていけるしなやかさも，今後，成人期のアイデン

ティティ発達を検討する際の重要な観点となるであろ

う。
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青年前期・中期における死に対する態度の変化

丹下 智香子
(名古屋大学大学院教育発達科学研究科）

本研究は，青年前期・中期における死に対する態度の特徴について記述することを目的とした。同じ

学校の中学生・高校生を対象に，５年間にわたり毎年１回，死に対する態度尺度を含む質問紙調査を実施

した。５回全体で899人（延べ1742人）から回答が得られた。死に対する態度尺度は（１）死に対する恐

怖，(2)生を全うさせる意志，(3)人生に対して死が持つ意味，(4)死の軽視，(5)死後の生活の存在への

信念，(6)身体と精神の死，という６下位尺度から構成されていた。学年に伴う変化を検討した結果，特

に中学の期間において学年が上がるにつれ，死に対する恐怖，生を全うさせる意志，死後の生活の存在

への信念，および身体のみの生への執着は低下していた。逆に，死を軽視する見方は学年が上がるにつ

れ否定されなくなっていった。また，人生に対して死が持つ意味の認識については，学年との関連が示

されなかった。死に対する態度の構造は青年前期・中期においてはあまり変化しないようであった。死

別体験の有無も死に対する態度に有意な影響を示さなかった。

【キー・ワード】死に対する態度，死生観，青年前期・中期

問題

古代より死は“穂れ”とみなされてきたが，特に２０世

紀に－淫井（2000）によると，我が国においては第二

次大戦後50年あまりの間に一死のタブー化が進行し

ていった。しかし，近年では“死''という主題が様々な

形で公に取り上げられるようになってきた。それは臓器

移植をめぐる脳死の問題，死に方や葬儀に関する自己選

択の問題，自殺の問題と，多岐にわたる。“死は，あら

ゆる年齢層に分布するというよりは，高齢者層に偏在す

るものとなった''（樺井，2000,ｐ､17）とはいえ，死とい

う主題は決して老年期に限定された問題ではない。

老年期の発達課題としての死の受容に至るまでに人は

折に触れ“死''という主題を扱うこととなる。その理由

の一つは，遍在する死との接触にある。個人のライフサ

イクルは必ず他者のライフサイクルと直接的にも間接的

にも関連しあいながら進んでいく。そのため，多くの場

合われわれは自分自身の死を迎える前に，数多くの他者

の死に遭遇し，そこから影響を受けることになる。親し

い他者との死別体験は，残された者に悲嘆をもたらす。

われわれはその悲嘆を適切に解消するべく対処していく

必要がある。また，親しい他者との死別を経験すること

をきっかけとして，“自分自身の死についても，あらた

めて思い知らされる”（小此木,1979,ｐ､35）ことになる。

そのため，われわれは“死'，という主題と無関係でい続

けることはできない。そして，もう一つの理由は，死の

不可避'性・普遍'性にある。人は誰しも人生の中で幾度も

"生”という主題に取り組む。その際，デーケン（1990）

が“死を抑圧して意識から締め出すことは，生への思考

の貧困化と表裏一体の現象である'，（ｐ､83）と述べてい

るように，生きるということを深く探求すると，死につ

いても考えざるを得ない。もっとも，“生'，の主題と同

様に‘‘死'，の主題も，常に考え続ける必要はない。しか

しながら，“死を身近な問題として考え，生と死の意義

を探求し，自覚をもって自己と他者の死に備えての心構

えを習得すること'，（デーケン,1986,ｐ､2）は必要なので

ある。これらの理由から，“死''の主題は老年期以外の時

期においても扱われることになるのだが，それでは，

"死''という主題はどのように展開していくのだろうか。

幼児期から児童期にかけての死の概念や死に対する態

度は，Lester（1967）によるレヴューやWenestam＆

Ｗａｓｓ（1987）に示されているように，年齢や認知発達

と関連しながら発達していく。仲村（1994）は３‐１３歳

を対象とした研究で，６－８歳の年齢段階で“死の現実的

意味である普遍'性，体の機能の停止，非可逆’性を理解す

る，，（ｐ､68）ことを示している。そして，死に関する思

索経験がある子どもの割合は３－５歳で11％，６‐８歳で

37％，９‐11歳で４７％，１２－１３歳で70％と年齢とともに

高くなるが，死のイメージとして“恐い''，“不気味''，

"気の毒'，といった否定的感情反応を示した子どもの割

合は３－５歳で33％，６－８歳で最も多く６８％，9-11歳で

57％，12-13歳で45％と変化している。上薗（1993）

も死に対する感'情反応（大半が否定的感情）が７，８歳ま

では増加するが９歳以降減少するという結果を得て，自

己の死の認識の変化との関連から，“自分の死にかかわ

る認識の７歳までの増加が死に対する感'情項目の増加と
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なって現れ，７，８，９歳で感情による反応のピークを迎え

…”（ｐ､23）と述べている。すなわち，死の概念が成立

する児童期前半までは死に関する思索経験が乏しいにも

かかわらず否定的な感情反応が増加するが，さらに年齢

が上がると思索経験の増加と逆に否定的な感情反応は減

少するといえよう。

青年期以降を対象とした研究は様々な知見を報告して

いるが，おおよそ個人の年齢や発達段階により死に対す

る態度が変化することが示されている。年齢を指標とし

た研究をいくつか挙げると，まずDrolet（1990）は19-

25歳の群では年齢と死への不安が弱い負の相関を示す

が，33-39歳の群では無相関であること，および両群間

で死への不安の得点差はないことを報告している。ま

た，Ｇesse喝WOng,＆Reker（1987-1988）は，年齢と死

への恐怖の関連について，青年群（18-25歳，平均21.4

歳）において比較的高く，中年群（35-50歳，平均41.4

歳）にピークとなり，老年群（60歳以上，平均74.3歳）

において最も低下するという，逆Ｕ字の曲線的関数の

予測をほぼ支持する結果を得ている。そして死の受容に

ついては，積極的受容・中立的受容・回避的受容のいず

れも老年群は青年群より有意に高いと報告している。岡

村（1983）は青年前期群（15-19歳，平均16.6歳）と成

人群（30-65歳，平均48.3歳）の死への不安尺度得点は，

成人群の方が有意に得点が低いという結果を得ている。

Thorson＆Powell（1988）は高校生から成人後期の対象

では，年齢と死への不安が-.35の負の相関にあると報

告している。河合・下仲・中里（1996）は高齢者（60‐

91歳，平均73.1歳）を対象にした調査の重回帰分析の

結果から，“より高齢のほうが死に対する不安は低く，

また現世からの回避から死を受容する”（P､113）ことを

報告している。

死に対する恐怖や不安を扱ったこれらの研究の結果か

ら，死に対する態度の発達の様相を以下のように概観で

きる。児童期前半に死の概念が成立するとともに，人は

死を恐れるようになる。青年期から成人期にかけて死に

対する恐怖は減少から増加へと大きく変化し，成人中期

に最も強く死を恐れる。それが再び成人後期において死

に対する恐'怖が減少するとともに，次第に死を受容する

ようになっていく，と推測される。このように，年齢や

発達段階に対応する形で死に対する態度が変動していく

といえる。

青年期に注目した場合，死の主題はこれまで“自殺'，

の問題として扱われることが多かった。例えば宮本

（1983）では，中学生の後半ごろに自殺に対する否定的

な態度（ばかなこと，自分はしない，絶対にしてはいけ

ない，などの感じ方）が減少し，共感的・肯定的な態度

(気持ちが少しわかるような気がする，自分もしたくな

るかもしれない，などの感じ方）が増加することが示さ

れている。自殺肯定の理由としては，“現状のつらさや

孤立無援感，'，“自信のなさや厭世感”といった内容が共

通して記されていると概括している。一般的に青年期の

幕開けとともに繰り広げられる心身の発達が混乱や不'快

感を生じさせ，青年は‘情緒的な不安定性や自己評価の動

揺を体験する。こういった一般的に見られる特徴が，こ

の時期における自殺行動や自殺念慮の心理的な要因と関

連するとされている（稲村，１９８６；詫摩,1993;deWilde，

2000）。しかし，実際には現代では他の発達段階と比較

して必ずしも青年期に“自殺による死'，が多いわけでは

ない。2000年の人口１０万対での自殺を死因とする死亡

率を見ると，成人中期以降では40-44歳の23.7から９０

歳以上の47.8とかなり高い数値を示している。これに

対し，青年前期・中期あたりでは10-14歳の1.1,15-19

歳の6.4と，相対的に低い（厚生省大臣官房統計‘情報部，

2001）。すなわち，青年期において自殺の問題が重要性

を帯びるとしばしばいわれるものの，それは必ずしも自

殺企図の危険性のみを意味するわけではないのだ。

Hankoff（1975）は青年期について“死'，や“死ぬこと'’

の主題との関連から検討した論文の中で，“自殺につい

ての熟考や積極的な死との対決は青年に人生における時

間のより大きな意義の感覚を'，（p,376）もたらし，自殺

も含めた死という主題全般が自我同一性も含めた青年期

の発達と密接にかかわると主張している。また，佐藤・

田中（1989）は，青年が自殺について考えることが“自

分が成長し，自己の世界を拡大していくバネのようなも

のであり…生きることが規定されてくる，'（p､67）として

いる。青年前期・中期・後期を対象としたNoppe＆

Noppe（1997）は，死の概念や態度には，それぞれの時

期の発達課題を反映した差異があることを報告してい

る。さらに，青年中期・後期を対象とした丹下（1999）

は，自我発達のレベルの高い人ほど“生'，と“死”両方を

重く受けとめ，かつ“死',を“生''との関わりという視点

からとらえていると報告している。このように，青年期

には自我や自己といった領域の発達と死に対する態度の

発達は相互に影響を与えあいながら進行していくもので

あり，青年期に死の主題を扱うことがその後の人生に対

する基盤を形成することにも関連すると考えられる。そ

れでは，既述のような思春期に突入してからの，自殺行

動や自殺念慮に親和性の高い，不安定な内的状態を抱え

る青年が，自我や自己といった領域の心理的発達と死に

対する態度が相互に発達を促しあうに至るまで，どのよ

うに変化していくのだろうか。これを解明する一つの方

法として，青年期の死に対する態度を多次元的尺度から

把握するということが考えられる。

死の主題はいくつかの下位概念から成るが，それは個

人の中で一斉に一定の方向へ発達するというよりはむし

ろ，下位概念ごとに異なる時期に発達するといえる。
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Lazar＆'Ibmey-Purta（1991）は，子どもの死の概念の

発達についての縦断的な調査から，下位概念は区別され

て発達するのであり，その発達の究明に際してはそれら

は別々に，かつ相互の関連の観点から調べなければなら

ないと述べている。また，“死，，という語から連想され

る事柄やその説明は，年齢により異なるという結果（上

薗，1993;Wenestam＆Wass,1987）や，年齢段階により

連想の方向性と領域の幅に変化が生じ，多面的な視点が

とられるようになる（丹下，1998a）ことが報告されてい

る。そのため，多次元的に死に対する態度を測定するこ

とによって，年齢に伴い各側面に展開される変化や，死

に対する態度の構造の変化が検討できるのではないだろ

うか。

その際，２点ほど注目すべき点がある。まず，近年少

年犯罪が問題とされている。犯罪白書によると，1981-

1983年あたりをピークにしてその後低下し続けていた

少年刑法犯検挙人員の人口比（１０歳以上20歳未満の少

年人口1000人あたりの検挙人員の比率）は，1996年以

降上昇し，1999年に再び低下している（法務省法務総合

研究所，2001）。そこで“心の荒れ''といわれる現象が，

死に対する態度にも示されるのか，検討すべきであろ

う。さらに，既述のようにわれわれが他者の死から受け

る影響は少なくないと推測される。そのため，身近な人

との死別体験が死に対する態度にどのように影響を与え

るのかということについても検討すべきであろう。

以上の観点から，本研究は青年前期・中期を対象とし

て，多次元的に死に対する態度を検討し，各下位尺度値

の変化および構造の変化におけるその特徴について記述

することを目的とする。

方法

（１）調査時期

1996年から2000年にかけて１年ごとに，計５回質問

紙調査を行った。調査は毎年７月上旬に実施した。

（２）被調査者および本研究のデータの特徴

Ｎ大学教育学部附属中学校・高等学校に在籍する生徒

を対象とした。この学校は，中学から高校へはほぼ全員

が進学するが，高校から入学してくる生徒もおり，中学

では各学年２クラス，高校では３クラスとなる。実施年

度別の回答者数をＴａｂｌｅｌに示す（1996年度の高校３年

生は，本研究と同じ尺度を含む調査に回答したことがあ

るため，対象から除外した)。

また，各回の調査に回答したか否かについての回答パ

ターンごとの人数をＴａｂｌｅ２に示す。回答回数０回は，

死に対する態度尺度には回答拒否をしたが，フェイス

シートや併用尺度には回答したことを表す（各回の併用

尺度については本論文では省略する)。この表に関連し

て本研究のデータの持つ特徴を以下に述べる。データは

nblel実施年度別の回答者数

１
８
４
９
０
７
４

６
６
３
４
７
５

1996１９９７１９９８１９９９２０００

９
４
３
２
２
８
６

６
４
４
４
３
５

１
２
３
１
２
３
明

中
中
中
高
高
高
不

１
６
１
６
８

７
６
６
８
６
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７
０
８
７
３
４
５

７
６
３
６
６
６

注．単位：人

０

計３ ５ ２ ３ ７ ９ ３ ７ ４ ３ ４ ３ ２ ９ ４

6学年（1996年度のみ５学年）×５回の調査から収集し

た，横断系列的なものであるが，被調査者の対応をつけ

られるため縦断的な分析も可能である。しかしＴａｂｌｅ２

に示されているように，対象者が必ずしも全ての調査に

回答しているわけではない。また，当該校に在籍中の生

徒のみを調査対象としたため，入学や卒業により必然的

に調査の途中回から対象者になる場合や対象者でなくな

る場合がある。さらに，調査に２回以上回答している場

合でも，連続して回答している被調査者（３回回答した

人を例にとると，Ｔａｂｌｅ２で11100か01110か00111の回

答パターンに分類された人）は半数以下であった。これ

らの事由から，得られたデータの全体を縦断的に分析す

るには回答パターンが不揃いであり，横断的に分析する

には一部の被調査者に対応があるという問題点があっ

た。そのため，本論文では記述統計に基づき結果を描写

することに主眼を置き，可能な部分についてのみ推測統

計的な検定を行って記述統計から読み取った結果を補強

することとした。

（３）調査内容

以下のような質問紙を実施した。

死に対する態度尺度死に対する態度を多面的に測定

する尺度（丹下，1999）を用いた。“非常にそう思う”か

ら“全くそう思わない'，の５段階評定。尺度は以下の６

下位尺度から成る。

死に対する恐怖（尺度１）：存在の消滅や死の未知性，

未完の終結等への恐怖を表す尺度で，“自分が消滅して

しまうと思うと恐ろしい',，“私は死が怖い”など１１項

目から成る。高得点ほど死を恐れることを表す（得点可

能範囲は11-55）。

生を全うさせる意志（尺度２）：自殺の否定および状

況は問わず“生''自体が目的であるとする考えの尺度で，

"後に残される人の気持ちを考えると自殺はできない"，

"私は不治の病になっても自殺はせずに最後まで生きる'，

など８項目から成る。高得点ほど困難な状況下でも最後

まで生き続けようとすることを表す（得点可能範囲は８
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死後の生活の存在への信念（尺度５）：霊魂永続性の

信念の尺度で，“死後の世界はある'，，“人は死んでもま

た別の人として生まれ変わる'，など４項目から成る。高

得点ほど死後の存在を信じることを表す（得点可能範囲

は4-20）。

身体と精神の死（尺度６）：身体の生より心の死を重

視する気持ちの尺度で，“もう意識が戻らないならば，

私は機械で延命したくない,,，“治る見込みのない病気な

らば‘安楽死’も権利として認めるべきだ,’など３項目

から成る。高得点ほど身体のみの生に執着しないことを

表す（得点可能範囲は3-15）。

なお，この尺度は丹下によると青年中期・後期を対象

として構成されたものである。これが青年前期も含めた

"青年期”に因子的妥当性を持つか否かを検討するため

に，５回分の調査を合わせて被調査者全体で確認的因子

分析を行った（仮説的構造を基準として検討するため，

斜交Procrustes回転を行った。標的行列としては各項目

の列について下位尺度に該当する部分を１，他を０とす

る目標パターンを作成)。その結果，全ての項目が当該

下位尺度の因子に最大の負荷を示した。また，この尺度

構成に従いα係数を算出したところ，丹下と同程度の値

が得られた。そのため，この尺度は青年前期にも適用可

能と判断された。

フェイスシート生年月日・学校名・学年・性別・死

にまつわる経験の有無等を質問した。

（４）調査手続

質問紙および調査への協力依頼の用紙を入れた封筒

を，各クラス担当教諭に配付してもらった。教示もクラ

ス担当教諭が読み上げた。質問紙は自宅に持ち帰り回答

してもらい，学校で回収した。なお被調査者に対するネ

ガティブな影響を極力避けるため，教示（質問紙表紙お

よび口頭）で質問が“死'，を主題としており，回答拒否

ができる旨を明示した。

回収された質問紙は，生年月日・性別・学校名の筆跡

を用いて被調査者の縦断的な同定を行った。また，延べ

人数から算出した，死に対する態度尺度への回答拒否率

は4.8％であった。

結 果

（１）死に対する態度の下位尺度得点の変動および構造

の変化

死に対する態度の各下位尺度得点の変化を検討するた

めに，各学年の尺度平均値をFigurel-Figure6に図示

した。図には，５回分の調査全てを合わせて学年別に算

出した“全体平均値”および入学年度（便宜上中学への

入学年度を用いた)別に算出した平均値を示した。なお，

既述の通り本研究のデータは縦断的な対応があるものと

ないものが混在している。そのため，これらの平均値に

Table２死に対する態度尺度への回菩有無のパターン

別人数

１
０
０
０
１
１
１
０
０
０

回答パターン

１
１
１
１
０
０
０
０
０
０

回答回数１９９６１９９７１９９８１９９９２０００人数

注．回答パターンの"1"はその年度の調査への回答あり，"０，，

は回答なしを表す。また，その年度において当該校に

入学前であったり卒業後であったりした個人について

も“回答なし''と分類している。

０００００４５０

１
１
０
０
１
１
１
０

１
０
０
０
０

０
１
０
０
０

０
０
１
０
０

０
０
０
１
０

０
０
０
０
１

９
６
２
４
７

９
６
５
５
０１

１

１
４
５
２
７
７
５
６

４
２
４

０
１
０
０
１
０
０
１
１
０

０
０
１
０
０
１
０
１
０
１

０
０
０
１
０
０
１
０
１
１

３
３
５
２
６
５
１
６
６
６

８
２
３
１
３
５
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１
１
１
１
０
０
０
０

-40）。

人生に対して死が持つ意味（尺度３）：死が人生に肯

定的な作用を持つとする認識の尺度で，“死について考

えることは人を成長させる''，“‘死’は‘生’を意味付け

るものだ'’など６項目から成る。高得点ほど死という事

象の存在が人生に対して肯定的な意味を持つと認識する

ことを表す（得点可能範囲は6-30）。

死の軽視（尺度４）：死を他人事や苦難からの解放と

する見方の尺度で，“身近な人でない限り，誰が死んで

も私には関係ない''，“死ぬと苦痛を感じなくてすむ'，な

ど６項目から成る。高得点ほど死を他人事や苦難からの

解放とみなすことを表す（得点可能範囲は6-30）。

１１１１１１６

１
０
１
０
１
１
０
１

０
１
１
１
１
０
１
１

０
０
０
１
０
１
１
１

１
１
１
１
０

３

０
５
３
３
９

３
１

４ １
０
１
１
１

１
１
１
０
１

１
１
０
１
１

０
１
１
１
１
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５
４
３
２
１
０
９
８
７
６
５
４
３

３
３
３
３
３
３
２
２
２
２
２
２
２

生
を
全
う
さ
せ
る
意
志
（
尺
度
２
）

入学年度

一全体
--.--2000

--.-1999

--×-‐1998

--▲-1997

--口－－１９９６

…｡…１９９５

….×…１９９４

.…△…１９９３

…□…１９９２

入学年度

一全体
.-◆-2000

.-.-1999

.-×--1998

-▲-1997

.-■－１９９６

．。…１９９５

…×…１９９４

…△…１９９３

手口…１９９２

９
８
７
６
５
４
３
２
１

３
３
３
３
３
３
３
３
３

一
×

一
庁
●

▲
■

▲
×
Ｏ

〆
一
、

グ

グ
グ
ー
聯
．
」

穂
死
に
対
す
る
恐
怖
（
尺
度
１
）

ﾐＨ三三三二
一一一一謎､画…)Ｉｉ－－ｼ鞭且

、､一宮〆

） 砦×
△
○
叩
□

中１中２中３高１高２高３

Figurel死に対する恐怖促度Zノの変化（高得点ほど死
を恐れることを表す。横軸に平行な33点上の

点線は，尺度の中点（全ての項目に対して‘ど

ちらでもない，を選択した場合の得点）を示

す｡）

－中１中２中３高１高２高３

Figure2生を全うさせる意志(尺度2ノの変化（高得点ほ
ど困難な状況下でも最後まで生き続けようとす

ることを表す。２４点上の点線は，尺度の中点

を示す｡）

３
２
１
０
９
８
７

２
２
２
２
１
１
１

人
生
に
対
し
て
死
が
持
つ
意
味
（
尺
度
３
）

０
９
８
７
６
５
４
３
２

２
１
１
１
１
１
１
１
１

入学年度

一 全 体
--◆-2000

--.-‐1999

--×-1998

--▲-1997

--■-‐１９９６

…。…１９９５

….×.…１９９４

.…△…１９９３

…ロ…１９９２

入学年度

一全体
一一･--2000

--.-1999

--×-1998

--△-‐1997

--口－１９９６

…｡…１９９５

…×…１９９４

.…△…１９９３

…ロ…１９９２

／
今■

×

□
△

●
○

青年前期・中期における死に対する態度の変化

死
の
軽
視
（
尺
度
４
）

中１中２中３高１高２高３

Figure5死後の生活の存在への信念(尺度5ノの変化（高
得点ほど死後の存在を信じることを表す。１２

点上の点線は，尺度の中点を示す｡）

中１中２中３高１高２高３

Figure6身紘と精神の死(尺'度6ノの変化（高得点ほど身
体のみの生に執着しないことを表す。９点上の

点線は，尺度の中点を示す｡）

Ｏ
■
×
■
ロ
△

、
■
一

富
■
〆

、

、 グ

ー君～

コー････‐・・・・z､仁

賜
皿
旧
吃
ｕ
刑
９

中１ 中２ 中３ 高’ 高２ 高３

Figure4死の軽視(尺度4ノの変化（高得点ほど死を他人
事や苦難からの解放とみなすことを表す。１８

点上の点線は，尺度の中点を示す｡）

中１中２中３高１高２高３

Figure3人生に対して死が持つ,意味促度3ノの変化（高
得点ほど死という事象の存在が人生に対して肯
定的な意味を持つと認識することを表す。１８

点上の点線は，尺度の中点を示す｡）

死
後
の
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活
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存
在
へ
の
信
念
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尺
度
５
）

ｕ
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身
体
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神
の
死
（
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度
６
）

入学年度

一全体
--.--2000

--.-1999

--×-‐1998

--▲-1997

--■－１９９６

－。－１９９５

…×－１９９４

.…△…１９９３

…ロ…１９９２

入学年度

一全体
--.--2000

--o--1999

--×-‐1998

--▲-‐1997

--口－１９９６

…。…１９９５

….×.…１９９４

….△…１９９３

…ロ…１９９２
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つれてその傾向が強くなるといえる（Figure6）。

これらの６下位尺度得点について，コホート差の観点

から検討した。各尺度平均値およびその推移には入学年

度により，若干のばらつきが見られる。しかし，入学年

度順に図の垂直方向での位置を確認した場合に，順次上

昇もしくは下降を示すものはなかったことに加えて，学

年に伴う変動の方向性が入学年度に従って次第に一定方

向で変化するという部分は見出せなかった。このことか

ら，少なくとも本調査の対象となった期間内では一定の

方向での死に対する態度のコホート効果があるとはいえ

ないようである。

次に，青年前期・中期において学年が上がるにつれて

死に対する態度の構造に変化が生じるか否かを検討する

ために，まず５回分の調査を合わせて学年別での確認的

因子分析（主成分解，直交Procrustes回転，標的行列は

既述の青年前期への尺度の適用可能性の検討時と同じも

のを使用）を行った')。当該下位尺度と異なる因子に最

大の負荷を示した項目は，一下位尺度あたり平均で，中

１は0.17項目，中２は0.83項目，中３は1.33項目，高１

は0.17項目，高２は1.00項目，高３は1.00項目であっ

た。すなわち，若干のばらつきはあるものの，学年が上

がるにつれて基準とした構造との類似度が高く（もしく

は低く）なるといった，一定の方向'性の変化は示されな

かった。また，実施年度ごとに学年別での下位尺度間相

関を算出した。そして，実施年度ごとに下位尺度間相関

の学年差の検定を行った。その際，ボンフェロニの方法

(永田・吉田，1997）に従い，有意水準を調整した2)。そ

の結果，1996年度実施の死に対する恐’怖（尺度１）と生

ついて学年差および縦断的な変化の統計的検定は行わな

かった。

死に対する恐'怖（尺度１）得点は，全体としては学年

が上がるにつれ減少している。すなわち，中学入学当初

は死を恐れる気持ちがやや強いが，学年が上がるにつれ

てニュートラルになるといえる。1997年度入学生徒の

中学３年時の平均が，その前年および後年の調査と比較

して著しく高いものの，それ以外では尺度得点の減少は

中１から高１までほぼ一定の傾斜を示し，高校の後半で

ほぼ横ばいになるという変化を示している（Figurel）。

生を全うさせる意志（尺度２）得点は，全体的に中学の

問は学年が上がるにつれて減少するが，高校でほぼ横ば

いに転じている。すなわち，中学入学当初は困難な状況

下でも生き続けようとする意志が非常に強いが，学年が

上がるにつれてそれはやや弱くなるといえる(Figure2）。

人生に対して死が持つ意味（尺度３）得点の変化は，

全体的に見て，学年との関連を持たないようである。す

なわち，中学・高校を通して全体的に死が人生にとって

肯定的な作用を持つという認識が持たれているものの，

その考え方は学年とともに変化するとはいえないようで

ある（Figure3）。

死の軽視（尺度４）得点は，全体的に中学においては

学年が上がるにつれて増加し，高校の後半でほぼ横ばい

に転じている。すなわち，死を他人事や苦難からの解放

とみなす考えは中学入学当初は否定されるものの，次第

に否定のされ方が弱くなり，高校ではニュートラルにな

るといえる（Figure4）。

死後の生活の存在への信念（尺度５）得点は，全体的に

学年が上がるにつれて減少している。すなわち，死後の

世界や生まれ変わりといった形で霊魂が存在し続けると

いう信念は中学入学当初はやや持たれているものの，学

年が上がるにつれて次第に弱くなるといえる(Figure5）。

身体と精神の死（尺度６）得点は，全体的に中学の間

は学年が上がるにつれて増加するが，高校でほぼ横ばい

に転じている。すなわち，中学入学当初から，身体のみ

の生には執着しない傾向がややあるが，学年が上がるに

尺度６

l）当初，主因子解，斜交Procrustes回転で確認的因子分析を行った

ところ，不適解が出現した。標本数が少なく，解の識別性など

に問題が生じる際には，アルゴリズム的に頑健な主成分解を用

いたほうが有利であるとされている（Velicer＆Jackson,1990)。

また，同様に斜交回転よりも直交回転のほうがアルゴリズム的

に頑健であるとされる。そこで主成分解，直交Procrustes回転で

再度分析を行ったところ，不適解の問題は解消された。

2）調査実施回５×下位尺度間相関１５で，有意水準を1/７５に修正し

た。

肋ble3死に対.ナる態度の下位尺度間栢関

尺度１

尺度２

尺度３

尺度４

尺度５

尺度６

尺度１ 尺度２ 尺度３ 尺度４

発達心理学研究第 １ ５ 巻 第 １ 号
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相関係数の算出の際には全ての回答を独立したものとして扱った。カッコ内はα係数を表す。
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を全うさせる意志（尺度２）の相関に有意な学年

差が示されたが（ｘ２＝19.65,力＜､05,学年別の相一

関係数は，中１が.73,中２が.39,中３が.62,高

lが.32,高２が.２３であった)，他の部分につい－

ては有意な学年差は示されなかった。これらの結中
果から，青年前期．中期においては死に対する態中
度の構造は大きく変化するとはいえなかった。 中

′mable3に全回答を独立したものとして算出した局

下位尺度間相関およびα係数を示す。概して人生高

に対して死が持つ意味（尺度３）以外は弱い相関注，

から中程度の相関を示した。すなわち，概して下

位尺度同士が関連'性を持つといえる。

（２）死に対する態度の下位尺度得点の縦断的な変化と

入学年度による差

前項の記述統計に基づく描写を補強する目的で，得点

の縦断的な変化およびコホート差について検討した。な

お，Figurel-Figure6によって，各下位尺度得点は特定

の学年において変化することが示唆された。そのため，

学年別での検討を行える程度の標本数を確保できる，２

年連続で回答された場合を取り上げた（Ｔａｂｌｅ４に分析

対象の人数を示す)。そして各下位尺度について，学年

別に，個人内変化（被験者内，２水準）×入学年度（被験

者間，４水準）の２要因の分散分析を行った。その際，

ボンフェロニの方法に従い，有意水準を調整した3)。そ

の結果，生を全うさせる意志（尺度２）については，中

１から中２，中２から中３の時期に有意に得点が減少し，

死の軽視（尺度４）および身体と精神の死（尺度６）に

ついては，中１から中２の時期に有意に得点が増加する

ことが示された（Table５）。これらは全て前項で述べた

記述統計に基づく下位尺度得点の変化の様相と合致する

ものであった。

また，入学年度の主効果については，中２から中３の

時期における死の軽視（尺度４）に有意差があることが

示された（下位検定の結果，１％水準で1996年度入学生

は1997年度入学生よりも得点が高かった)。しかし，そ

れ以外の部分については有意な入学年度の主効果および

交互作用は示されなかった。すなわち，今回対象とした

コホートの範囲では，死に対する態度は特定の方向で変

化しているとはいえないようである。

（３）死別体験と死に対する態度の下位尺度得点の縦断

的な変化

家族や親しい友人との死別体験が個人の死に対する態

度に影響を与えるか否かについて検討するために分析を

行った。まず２年連続で回答している被調査者を，その

調査間での“家族や親しい友人との死別体験の有無，，に

より２群に分類した。そして各下位尺度について，実施

年度ごとに個人内変化（被験者内，２水準）×死別体験

(被験者間，２水準）の２要因の分散分析を行った。その

Table４分激分析の対象の学牟別人数

5５３６

３２

入学年度

犯
妬
坐
卿

学年’992199319941995199619971998１９９９

３
６
０

３
４
４

２
３
１
２
３

中
中
高
高
高

↓
↓
↓
↓
↓

１
２
３
１
２

中
中
中
古
向
高
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２７

１８

際，ボンフェロニの方法に従い,有意水準を調整した')。

その結果，有意な死別体験の主効果および交互作用は示

されなかった。すなわち，死別体験をすること（もしく

はしないこと）が特定の方向で死に対する態度に変化を

もたらすとはいえないようである。

考察

（１）死に対する態度の下位尺度平均値の変化

本研究は青年前期・中期の死に対する態度の様相につ

いて検討することを目的とした。まず，死に対する態度

下位尺度得点の平均値には入学年度により若干のばらつ

きはあるものの，人生に対して死が持つ意味（尺度３）

以外は概して学年に対応する変化が示された。このう

ち，死に対する恐怖（尺度１），生を全うさせる意志（尺

度２），死の軽視（尺度４），身体と精神の死（尺度６）

については，中学の期間中により大きく変動し，高校で

はさほど変動しないという共通した動きを示している。

すなわち，中学の問は全体として学年が上がるにつれて

次第に死を恐れる気持ちが薄れるとともに，死を苦難か

らの解放とみなす考えを否定しなくなるという形で死に

対する否定的な態度が減少する。さらに，困難な状況下

でも最後まで生き続けようという意識が弱まったり，身

体のみの生に執着しない気持ちが強まるという形で生に

対する積極的な態度も減少するといえる。特に，生を全

うさせる意志（尺度２），死の軽視（尺度４），身体と精

神の死（尺度６）は縦断的な変化に注目しても，中学の

時期に有意に変動するという結果が得られている。これ

らの結果は既述の宮本（1983）が示した中学生の自殺に

対する態度の変化と合致するものであるし，詫摩

(1993）の“青年期に普遍的に認められる心理的特徴の

中には自殺と親近’性をもつものが多い”（p､146）という

説を方向'性としては傍証するともいえよう。しかし，下

位尺度平均値が示すように，決して彼らは死に対する恐

'怖心を否定するわけではないし，死を軽視しているわけ

でもない。むしろ，生を全うさせようという意志を持ち

注．単位：人

３８

４３３４

3）学年の変化５×６下位尺度で，有意水準をｌ/３０に修正した。

4）年度の変化４×６下位尺度で，有意水準を1/２４に修正した。
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Table５縦断的変化および入学年度差に関する各下位尺度得点の分教分析の結果

学年

中ｌ→中２

ｊＶ＝１７８

尺度１

Ｆ値

0.87

4.66

0.96

尺度２

Ｆ値

3.26

32.83＊＊

0.84

尺度３

Ｆ値

2.97

0.16

0.99

尺度４

Ｆ値

4.70

45.87＊＊

２．０５

尺度５

Ｆ値

3.42

5.61

0.38

尺度６

Ｆ値

4.98

13.49＊＊

２．２１

入学年度

学年

交互作用

平均値

(中１→中２）
36.98→35.7733.42→31.1621.01→20.8814.01→15.9113.31→12.7510.07→10.84

中２→中３

ｊＶ＝１１５

0.80

0.11

0.14

2.83

15.31＊＊

3.10

1.41

0.79

0.16

6.45＊

9.18

0.71

2.59

3.04

1.65

2.19

1.38

1.08

入学年度

学年

交互作用

平均値

(中２→中３）
35.12→34.9030.94→29.3120.98→20.6615.53→16.6112.80→12.3411.43→11.67

中３→高１

Ｎ＝９３

高l→高２

ｊＶ＝１４４

入学年度

学年

交互作用

平均値

(中３→高１）

2.25

9.66

0.50

3.67

0.10

0.70

2.46

0.68

1.63

4.05

0.13

0.50

2.62

4.46

1.13

1.05

1.84

1.32

35.86→33.6629.43→29.2420.40→20.76１７．１８→17.3312.28→11.4411.70→12.03

0.68

5.03

0.08

1.20

2.35

0.90

1.64

1.27

0.82

0.05

0.29

1.34

3.73

3.77

0.16

0.61

0.50

5.18

入学年度

学年

交互作用

平均値

(高１→高２）
35.55→34.2429.63→29.0620.41→20.8317.70→17.8912.28→11.6712.17→12.03

高２→高３

ｊＶ＝１６４

0.32

0.06

1.24

1.35

0.00

0.13

2.59

0.14

0.19

0.75

0.56

0.64

2.60

0.06

1.09

2.28

2.02

1.11

入学年度

学年

交互作用

平均値

(高２→高３）
33.89→33.7629.04→29.0620.68→20.5818.06→18.2611.58→11.5212.22→12.46

注．＊，＜､０５＊*’＜､０１（ボンフェロニの方法で有意水準を１/３０に調整したものを表示した｡）

平均値は各学年の平均についてのみ表示した。

続け，かつ死が人生に対して肯定的な作用を持つという

認識を抱き続けているのだ。その点からすると，必ずし

も彼らは“死に対して親和性が高い，，わけではない，と

いうことに留意すべきであろう。

一方，死に対する態度尺度の中で，人生に対して死が

持つ意味（尺度３）は唯一学年との関連性を示さなかっ

た。Figure3に示す通り，この尺度平均値は実施年度を

区別しないと全学年を通して横ばいに近い状態だが，区

別した場合には実施年度による差が激しく，学年に伴う

特定の傾向が見出せなかった。そのため，青年前期・中

期に限定していえば，この尺度に対する回答が外的・内

的な影響を受けて変動しやすい可能‘性があるといえる。

なお，本研究では青年前期・中期を対象としたが，同

じ尺度を用いた青年後期を対象とした調査（丹下，

1998b，平均年齢19.4歳）の結果を参照すると，死に対

する態度の変動がより明確になる。すなわち，青年前

期・中期と比較すると後期には，死に対する態度は困難

な状況下でも生を全うさせようとする意志が強くなり

(以下，‘本研究の高校３年時の平均値→丹下，1998ｂに

よる青年後期の平均値，の順で示す。尺度２の平均値：

29.10→30.97），人生に対して死が肯定的な作用を持つ

という認識が高まり（尺度３の平均値：20.47→21.57)，

死を他人事や苦難からの解放とみなして軽視する考えが

弱くなる（尺度４の平均値：18.12→17.04）ことが読み

取れる。また，成人中期・後期を対象とした研究（丹

下・坪井・福川・新野・安藤・下方，2000）では，“心

理社会的に発達している人ほど生きるということに対し

て積極的でありながらも死に対して肯定的な見方をして

いる”（ｐ､1015）ことが示唆されている。これらの知見

も合わせて考えると，青年期に突入した中学時代には心
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身の変化の開始に伴う自己概念の動揺や心理的な不安定

さのために，次第に生きることに対しての内的な推進力

を失うとともに，児童期前半まではあまり直視せずに

"恐怖'，というラベルで封をしていた“死,'に対して関心

を持つようになり，それに伴い死に対する態度に変化が

生じる。青年中期である高校時代に彼らは“生”の主題

に取り組み，必然的に“死'，の主題も扱うことにより，

やがて青年後期以降，生きることを前提とした死に対す

る態度を形成していくのではないだろうか。

他方，死後の生活の存在への信念（尺度５）は，概し

て学年が上がるにつれ減少することが示された。仲村

(1994）は３‐13歳を対象とした調査で，人間の死後に

ついて，霊魂，天国，生まれ変わりといった内容での反

応が次第に増加することから，“死の現実的意味を理解

した上で，年齢が高くなるにつれて霊的精神的回答を示

すようになる'’（ｐ､６６）としている。しかし，本研究と

同じ下位尺度を用いた研究を参照すると，青年後期には

再びこの信念がやや強くなることが読み取れる（この尺

度平均値は，高３で11.70→青年後期で12.68：高３は本

研究，青年後期は丹下，1998b)。また，Noppe＆Noppe

(1997）は，青年期の非身体的な連続の信念（転生や来世

や霊魂の永続'性といった考えを含む信念体系）の構成要

素を検討すると，青年前期と後期はかなりの類似を示す

が，中期ではその信念に言及する人が少なく，わからな

いとする回答が多かったことや，後期の死の概念は“確

信を持った死後の世界の信念'，で特徴づけられるとして

いる。これらを合わせると，死の現実的意味を理解する

ようになる児童期から青年前期にかけて死後の存在に関

する信念は次第に強くなるが，やや疑問を持つ中期を経

て青年後期にはその信念を再びやや強く持つようになる

といえよう。デーケン（1986）は“死を控えた人々の多

くは，死後の生命に希望を託すことで大きな救いを得て

いる，，（ｐ､45）と述べているが，死を目前にしていなく

ても，死が全てを終結させるのではなく，永遠に個人の

存在が続くという思想は死に対して人々が抱く負の評価

や認知を軽減させるであろう。それにもかかわらず何故

このような変動が示されたのだろうか。青年前期から中

期におこる変動は，他の価値観や社会的態度と同様に，

それまで漠然と受け入れていた死後の存在について，そ

の時期に改めて問い直したということの現れであると

か，この時期に“生”や自己に対して否定的な態度を持

つようになり，死後の生命という“希望”を必要としな

くなるということの現れであると解釈することができよ

う。

また，Figurel-Figure6について検討したが，一定の方

向でのコホート効果は見出せなかった。さらに，２年連続

で回答した被調査者を対象に入学年度を要因に含め分散

分析を行った。しかし１箇所以外は入学年度の有意な主

効果および交互作用は見出せなかった（Table５）。近年

‘‘心の荒れ”が問題とされている。また，この調査を行っ

た期間中にも社会的な事件や災害，著名人の病気や事故

や自殺による死といった，死に対する態度に影響を与え

ると推測される事象がいくつも発生している。けれど

も，今回の結果からは一定方向での出生コホート差やコ

ホート効果が存在しているとはいえなかった。少なくと

もこの５年にわたる調査期間の中で，一定方向で青年前

期・中期の死に対する態度が変化しているわけではない

のであろう。他方，いくつかの下位尺度に示された，部

分的変動についてはどう解釈すべきであろうか。死の軽

視（尺度４）の中２から中３の時期に，1996年入学生と

1997年入学生の間での有意差が示された。調査期間中

に起きた様々な社会的事象（被調査者と同年代の人が関

与したものもある）は被調査者が共通して体験したと考

えられるが，その事象がこのコホートの，特に中２から

中３の時期に強く影響し，部分的変動としてのコホート

効果を示した可能性もある。しかし，この箇所にのみ差

異が示され中３から高ｌでは有意差が示されなかったと

いうことは，それはコホート効果であったとしても一時

的な変動であったことになる。また，Tableｌによると

これらの年度生は他の年度生と比べて，中２以降でやや

回答者が少ない。さらにFigurelやFigure4を見ると，

特に1997年入学生の中２から中３の時期においてやや

特異的な平均値の変化を示している。これらを考慮する

と部分的変動は，この標本が持つ偏りであった可能'性や，

その学年もしくは片方のクラスにおいて死に対する態度の

特定の側面に影響するような出来事があったことを反映し

ていると解釈できるのではないだろうか5)。このように，

今回の結果からは明確なコホート効果の存在は示されな

かった。しかし，２０世紀における“死'，の主題の扱われ

方の変動を考慮すると，より広範なコホートを対象とす

ることにより，死に対する態度のコホート差や時代に伴

う変動が明らかにされることであろう。

（２）死に対する態度の構造的変化

死に対する態度の構造的変化について検討するため

に，まず学年別に確認的因子分析を行ったが，学年に伴

う形での変化は示されなかった。また，下位尺度間の相

関を実施年度ごとに学年別で算出し，学年差について検

定したが，１箇所以外は有意差が示されなかった。その

ため，少なくとも青年前期・中期の間には死に対する態

度の構造は大きく変化するとはいえなかった。しかし，

これは死に対する態度の構造が生涯発達的に変化しない

ことを意味しているわけではない。既述の通り，本研究

では概して人生に対して死が持つ意味（尺度３）以外は

5）既述の通り，この学校は高校から入学する生徒もおり，１クラス

分の新規参入者がある。そのため，ローカルな出来事の影響だ

とすると高lではその効果が希薄化すると推測される。
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弱い相関から中程度の相関を示していた。それに対し

て，（尺度に含まれる項目は一部異なるが）成人中期・

後期の死に対する態度（丹下・坪井・新野・安藤・下方，

1999）は，一部の尺度間に相関関係が示されるが，大

半は無相関を示している。そのため，青年前期から中期

という期間中では死に対する態度の構造の変化は示され

なかったが，生涯発達的には死に対する態度は次第に分

化していくことが推測される。

（３）死別体験の影響

縦断的に前年と翌年の調査間での死別体験の有無が，

死に対する態度に異なる影響を与えるかについて検定を

行った。しかし，有意差は示されなかったため，死別体

験をすること（もしくはしないこと）が特定の方向で死

に対する態度の変化をもたらすとはいえなかった。

Tbkunaga（1985-1986）は死別体験を扱った研究のレ

ヴューを行い，親しい友人や親族の死の体験が残された

人の死に関連する態度にほとんど，もしくは全く影響し

ないという結論に達している。そしてその理由として方

法上の問題点の存在の可能性を指摘している。しかし，

死別体験後の悲嘆の過程を扱った研究では，死別した対

象，死別時の状況（予期の有無など)，死因といった死

別体験の特徴が死別体験者の悲嘆の過程と関連すること

が指摘されている（Bass,Noelkel;'Ibwnsend,＆Deimling，

1990;Hayslip,Ｒａｇｏｗ－Ｏ,Brien,＆Guarnaccia,1998-1999；

富田・瀬戸・鏡・上里，2000）。本研究では死別体験の

"有無''は扱ったが“特徴”は扱っていない，という方法

上の問題のために差異が示されなかった可能性もある。

他方，本研究と同様に死別体験の“有無”を扱った研究

を参照すると，仲村（1994）は，死別体験と死後観の間

に有意な関連を見出している。小３－小６を対象とした

杉田・真芝（1990）は，死別体験の有無により死後の世

界のイメージに部分的に有意差を得ている。これに対し

て，大学生を対象とした松田（1996）は死別体験の有無

により死への不安得点の/検定を行ったが，１０％水準で

の有意傾向しか得ていない。このことから，身近な人と

の死別体験の“有無'，が個人の死に対する態度に明確な

差異をもたらすのは児童期までであり，青年期以降は他

の要因の影響一例えばメディアを通しての死の体験

や，生や死に関する個人の思索など－が大きくなるた

め，死別体験の“有無”では有意な差が示されなくなる

という可能性も考えられる。しかしいずれにしろ，生涯

発達的には死に対する態度の形成や変容に対して死別体

験は何らかの形で関与しているものと考えるほうが妥当

である。そのため，この点についても今後検討が必要で

あろう。

（４）おわりに

本研究では，青年前期・中期にあたる中学生・高校生

を対象にして死に対する態度の変化を検討した。その結

果，死に対する態度は主に中学の期間を中心に年齢に伴

い変化しており，概して死に対する否定的な態度が減少

するとともに生に対する積極的な態度が減少することが

示された。こういった変化は，青年前期から中期にかけ

ての諸領域の発達の様相と関連していると推測される。

問題部分でも述べたように，幼児期から成人後期に向け

て死に対する態度は一定の方向で変化し続けるわけでは

なく，他の側面の発達と相互に関連しあいながら発達段

階により変動を繰り返す。生きることに対して積極的で

ありながら死に対しても肯定的な見方ができるという成

人後期の状態が最終的な到達地点だとすれば，それに至

るまでに一時的に生に対する積極性と死に対する否定的

な態度が共に低下する，というのが青年前期・中期の特

徴といえるだろう。

なお，今後検討すべき点として，一般化可能性の問題

がある。既述の通り，本調査では得られたデータの全体

を縦断的に分析するには回答パターンが不揃いであり，

横断的に分析するには一部の被調査者に対応があるとい

う問題点があった。そのため，記述統計による結果を主

にして変化を読み取り，２年連続での回答を対象に推測

統計的検定を行い補足的に記載した。これらに基づく考

察をどの程度妥当であるとみなすかは意見の分かれると

ころかもしれない。しかし，回答されたデータを最大限

に利用するということと，死を主題とした調査に複数回

回答した群が持つ（かもしれない）ある種の“偏り”や

再検査効果（久世・村上，1988）に大きく結果を歪めら

れないという利点もあるといえよう。この点について

は，今後横断的・縦断的なデータを用いることにより解

明されるであろう。
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｢心の理論」成立までの三項関係の発達に関する理論的考察
自閉症の諸症状と関連して

熊谷 高幸
(福井大学教育地域科学部）

Baron-Cohen（1995）は，「心の理論」メカニズム('ＩｂＭＭ)の形成に先行するものとして共有注意メカニ

ズム（SAM）の形成を位置づける発達段階モデルを提案している。しかし，健常児における，ＳＡＭの形

成年齢（１歳前後）と初期のＴｏＭＭの形成年齢（４歳頃）との間には３年間という開きがある。また，両

者には共通性と共に，大きな構造的な差異があると考えられるため，何らかの中間的な段階が存在する

可能性がある。本研究では，ＳＡＭとＴｏＭＭを三項関係という共通の枠組みで捉え，その上で，空間・時

間・人称関係の側面について，両者の構造的な差異を分析した。その結果，２つの中間的な段階が存在す

ることが推論され，健常児と自閉症児の様々な発達現象と関連づけながら，「心の理論」に至るまでの４

つの発達段階のモデルを構築した。すなわち，三項関係の基本型である段階I，＜いま・ここ＞の内外や

直前・直後の活動表象ができる段階Ⅱ，過去や未来の出来事を展望する中で，＜わたし＞やくあなた＞

の，より客観的な活動表象ができる段階Ⅲ，そして，仮定事態からの視点を持つことによってく彼/彼

女＞のような３人称的人物の主体的立場を理解できるようになる段階Ⅳが設定された。

【キー・ワード】心の理論，三項関係，時間・空間・人称関係，発達段階モデル，自閉症

問題

「心の理論」は，心理学がこの20年あまりの間にとり

くんできた最も大きな研究テーマの１つと言えるだろ

う。他者の心の理解に関する一連の研究は，Premack＆

WOodruff（1978）による霊長類研究から始まり，Ｗｉｍｍｅｒ

＆Perner（1983）を始めとする乳幼児研究へと発展し，

続いてBaron-Cohen,Leslie,＆Frith（1985）が自閉症児

に「心の理論」欠如の現象を見出したことでさらに大き

な問題となった。また，このテーマが，これほどまでに

多くの研究者の関心を集めたのは,それがメタ表象（e､g､，

Pemer｝1991），自他関係（e､g､,Hobson,1995)，ジヨイン

ト・アテンション（ｅ､g､,Mundy,Sigman,＆Kasari,１９９０），

ふり（ｅ､g､,Leslie,1988)，実行機能（ｅ､g､,Ozonoff,Pen‐

nington,＆Rogers,1991）などの各種の心理機能と深く結
びついていたためと考えられる。

だが，このテーマの，以上述べてきたような，各心理

領域にわたるヨコヘの広がりに比べて，発達のタテの軸

にそった考察は比較的乏しいように思われる。その理由

は，初期の「心の理論」の成立でも健常幼児で４歳以後

(PemeB1991）と言われ，生後，そこに至るまでの発達期

間が非常に長いため，「心の理論」の準備段階全体を結

びつけるような試みを個々の実証的な研究の中で進める

ことが極めて困難なためと考えられる。

そこで，種々の実証的研究を結びつけ，発達過程の輪

郭を捉えるためのモデル構成が行われることが望まれる

が，その一つとして，Baron-Cohen（1995）は，以下の

ような４つの心理的モジュールの階層的構造に基づく

｢心の理論」の成り立ちに関するモデルを提案している。

ＩＤ：意図検出器（IntentionalityDetector）

ＥＤＤ：視線検出器（Eye-DirectionDetector）

ＳＡＭ：共有注意メカニズム（SharedAttentionMecha‐

、ism）

ＴｂＭＭ：心の理論メカニズム（TheoryofMindMecha‐

、ism）

Baron-Cohen（1995）は，自閉症児の場合，ＩＤとＥＤＤ

のモジュールを獲得することは比較的容易だが，ＳＡＭ

とＴｏＭＭの獲得に困難を示すと言う。また，彼のモデ

ルでＳＡＭはＩＤやＥＤＤより上位の段階にあり，より上

位のＴｏＭＭを直接に用意するモジュールとなっている。

しかし，ここに１つの問題があり，それが本論文が提

起し,解決していくべき課題となっている。というのは，

注意の共有メカニズムの成立は比較的早期である。第２

次問主観性（Trevarthen＆Hubleyl978）やジョイント・

アテンション（Ｍｕｎｄｙｅｔａ1.,1990;Mundy,Sigman,＆

Kasari,1993)三項関係（やまだ，1987）など，それとの類

似概念も含めて考えると，その成立時期は０歳台後半か

ら１歳台前半になるだろう。すると，第１次「心の理論」

の成立までのあいだに差し引き３年間もの空隙が生じて

しまうのである。だから，そこには数段階にわたる認知

の構造的な変化が存在することが考えられる。

それでは，このように長期にわたる発達の構造的変化

を捉えるには，どのようなモデルを用いたらよいだろう

か。ここで参考になるのが，Piaget（1956）が提示した
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垂直的デカラージュの考え方である。彼によると，発達

的変化は基本となる認知構造からのズレ（decalage）に

よって生じ，それは同じ発達段階内での小さな変化であ

る水平的デカラージュと段階間の大きな変化である垂直

的デカラージュに区別される。このモデルをＳＡＭと

ＴｂＭＭにあてはめると，ＳＡＭは，土台となるメカニズ

ムだが，ＴｏＭＭに至るまでに垂直的デカラージユとも

言うべき段階的なズレが生ずると考えられるのである。

また，ここでＳＡＭを土台になる構造とするのは，

'ＩｂＭＭにおいても以下で述べるように，二人の人間が同

じ事象を観察するという構造が存在すると考えられるか

らである。

研究の方法：差の構造分析

本研究は，「心の理論」に関するこれまでの種々の実

証的研究を引用しつつも，それ自体は実証的研究ではな

いし，また，それらの概説や展望を行うものでもない。

注意の共有メカニズムから「心の理論」メカニズムに至

る比較的長い発達的道程を説明するためのモデルを論理

的手順に従って構築し，今後の実証的研究の仮説にして

いくことを目的としている。また，そのための方法は，

以下に示すとおりである。

上述したとおり，注意の共有メカニズムと「心の理論」

メカニズムの間には共通した構造と差異のある構造の存

在することが考えられる。そこで共有注意という基礎と

なるメカニズムの中に両者の共通構造を見出し，この出

発点と到達点である「心の理論」の間の差の内容や大き

さを明らかにしていくなら，その間に存在すべきメカニ

ズムや段階は，ある程度，論理的に予見可能となるので

はないだろうか。これが本研究の中心的な方法である。

また，本研究では，上記の差の構造分析を補完する方

法として，諸文献より，該当年齢の健常児の発達現象や

自閉症児の症状を引用し，上記のモデル構築の助けにす

ることにする。自閉症児について引用するのは，彼ら

が，出発点である注意の共有メカニズムの獲得にも，到

達点である「心の理論」メカニズムの獲得にもつまずき

を示しやすぐ（Ｍｕｎｄｙｅｔａ1.,1990;Baron-Coheneta1.,

1985），それ故に，もし中間に獲得すべき他のメカニズ

ムが存在するとしたら，その獲得にもつまずきを示し，

何らかの症状となって現れるはずだからである。また，

それらの症状に対する対処法は，達成すべきメカニズム

の構築を目指すものとなっているかも知れない。

そこで，以下では，まず第１に，共有注意のメカニズ

ムの構造を明らかにし，第２に「心の理論」メカニズム

をそれに対置する中で，両者の共通点と相違点を明らか

にし，第３に，以上の考察に基づき，その問の発達過程

の段階的モデルを構築していくことにする。

三項関係の基本構造

共有注意のメカニズムは，先に述べたように，他に，

第２次間主観性，ジョイント・アテンシヨン，三項関係

など基本的には同一の構造を表す他の心理学的用語を

持っている。なお，この中で，ジョイント・アテンショ

ンは，三項関係を基礎にして形成される叙述的機能のみ

を意味し，道具的機能と区別されている（Ｍｕｎｄｙｅｔａ1.,

1993)。そこで，本研究では，広範な心理機能を取り上

げていくため，その背景的な枠組みとなり得る三項関係

という概念を用いることにする。また，Baron-Cohenも

SAMを三項表象（triadicrepresentations）を形成するも

のとして位置づけており，以下でＳＡＭやＴｏＭＭの構造

分析をするにあたり，この概念は，各項の位置や関わり

を示すことを容易にするからである。

では，三項関係とは，どのような構造を持つ関係なの

だろうか。やまだ（1987）を参考に簡略に示すと，それ

は，Figurelのような構造をなし，第１項であるく私＞

と第２項であるく他者＞と第３項であるくもの・こと＞

より成っている。また，この関係は９～１４カ月ころに

成り立ち，それ以前の段階で形成された「私一他者」の

二項関係（０～４カ月ころ）と「私一もの･こと」の二項

関係（５～９カ月ころ）を結合して成立したものである。

三項関係が成立すると，手渡し（giving)，受け取り

(taking)，提示（showing）などを通して，＜私＞はく他

者＞との間で第三項（もの・こと）を共有するようにな

る。また，この段階の後半になると，指さし（pointing）

Figurel三項関係の基本型/
（やまだ，１９８７を改変）
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やボール遊びなどが始まり，共有領域が拡大するととも

に，物を直接取りに行くのでなく，＜私＞とく他者＞

が並んで遠くのものを眺めたり，そこにとどまって，対

象物をく行かせ＞たりく待つ＞ことが可能になる。や

まだ（1987）は，これを静観的認識の始まりと名づけ，

後の表象機能の形成を準備するものと考えた。ただし，

この段階にとどまる限り，人の表象活動は，次のような

空間的・時間的・対人的な限界を持つものであることを

了解しておかなければならないだろう。

まず第１に，空間的限界としては，私と他者と対象物

の三項がすべて可視領域の中にあるという限界がある。

もちろん，可視領域内をより近辺のくここ＞とくあそ

こ＞に区切ることはできる。また，Piaget（1936）が示

したように，視野から消えたり，遮蔽物の下に隠れた対

象の永続性を認識するようになるのもこの段階である。

しかし，それらの距離は小さな移動や遮蔽物の除去に

よって解消されるため，準可視領域と言えるだろう。

第２に，時間的限界としては，第３項が単一の事象を

成していて，すでに終了した事態やまだ現前していない

事態を表すものではない，という限界がある。そこで

は，行為は連続的につながっており，＜いま＞と区別

された過去と未来の行為のイメージはできていないので

ある。

第３に対人的な限界としては，Figurelにおける他者

は必ずそばにいて，直接に交流できる２人称的人物，つ

まりくあなた＞であり，それ以外の人物は登場しないと

いう限界がある。もちろん，この段階でも，第３項がも

の以外の人や動物となることはありうる。しかし，それ

は，ものと同じように，その存在や見かけ上の動きが注

目されているのであり，＜私＞やくあなた＞のように

意図を持った行為主体として注目されているわけではな

い。

なお，自閉症児の場合は，Hobson（1989）も言うよう

に，対人感情の発達に障害を持つと考えられるため，上

記の中で時間・空間的な活動領域の拡大は比較的容易で

あっても，対人領域の発達にはつまずきが生じやすいだ

ろう。また，対人領域での発達のつまずきは人と人が会

話の中で用いる表象手段の獲得の妨げにもなるだろう。

従って，自閉症児の中には，少なくとも初期の「心の理

論」に到達するものがいるとは言え（Baron-Coheneta1.,

1985,Baron-Cohen,1989），その基盤になっていると考え

られる三項関係のアンバランスな構造を引きずってお

り，発達の種々の局面でつまずきを示すはずである。こ

のような構造の歪みについては，例えば，自閉症児にお

いては，要求的行動に比べて叙述的，共感的行動を示し

にくいというデータが根拠となるだろう（Curcio,１９７８；

M1mdyｳSigman,Unger“＆Shermanl986；Ｍｕｎｄｙｅｔａ1.,

1990）。

ところで，三項関係の基本型における，上述したよう

な３種の限界を踏まえた上で三項関係の枠組みを「心の

理論」の諸テストにあてはめてみると，基本型とのあい

だにどのような差が発見されるだろうか。以下，考察し

てみることにする。

「心の理論」テストの構造分析

「心の理論」の成立をテストする課題には多くのもの

が存在する。しかし，ここでは，それらのうち初期に作

成され，また，最もよく利用されている「サリーとアン

課題」（Bamn-Coheneta1.,1985）と「スマーテイ課題」

(PemenLeekam,＆Ｗｉｍｍｅｌ;1987）を例としてとりあげ

ることにする。

（１）サリーとアン課題の構造分析

サリーとアン課題は，サリーがカゴの中にビー玉を隠

して外出している問に，アンがそれを箱の中に移し変

え，その後，戻ってきたサリーがビー玉をとるためにど

こを探すか，について子どもに問う課題である。

この状況を三項関係に基づき図示するとFigure2のよ

うになると考えられる。ここで第１項と第２項は，被‘験

者であるく私＞と実験者であるくあなた＞であり，第３

項は，サリーとアンが演じる出来事ということになる。

つまり，第３項の中に他の２人の人物が含まれ，＜私－

あなた＞に代わって対象操作を行うという状況が構成

Figure2サリーとアン課題の構造
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サリーにとっての時間の流れ

出来事１

サリーによるカゴ

ヘのビー玉隠し

出来事２

アンによる箱

へのビー玉移し

出来事３

サリーによる

ビー玉探し

アンと観察者にとっての時間の流れ

(条件ｌ：ビー玉はカゴに）（条件２：ビー玉は箱に）（条件３：ビー玉は箱に）

＜過去事象＞＜直前事象＞＜未来事象＞

Figure3サダーとアン課題の出来事の時間経過

されている。そこで，この状況の空間・時間・人称関係

を順に見ていくことにしよう。

まず空間関係についてみると，Figure2に示したよう

に，ここには，三項関係の基本形にはなかった領域が含

まれている。それは，サリーが出ていった先の外部の領

域である。それは，Figurelの基本形におけるくあそ

こ＞，つまり可視領域の中での外部ではない。サリー

が出かけた先は特定されていないが，そのくどこか＞

からはくここ＞の様子を見聞きできず，＜ここ＞から

もくどこか＞の様子を見聞きできないという意味で外

部なのである。これに対して，サリーが最初にいて，次

にアンが現れ，最後にサリーが戻ってくる場所は，実験

者にとっても被験者にとっても内部のすべてを一望でき

るくいま．ここ＞の領域なのである。

では次に，時間的関係についてはどうか。「サリーと

アン課題」の時間経過を図示すると，Figure3のような

３つの出来事の経過によって構成されると考えられる。

第１は，サリーによるカゴヘのビー玉隠しで，第２は，

アンによるビー玉の箱への移動であり，第３はサリーに

よるビー玉探しである。そして，それぞれの出来事は

ビー玉の所在について特定の条件を作っている。アンや

観客にとって条件ｌと条件３は異なるが，サリーにとっ

ては同じなのである。また,出来事１は過去事象であり，

出来事２は直前事象であり，出来事３は未来事象である，

という構造を成している。

次に人称関係はどうか。サリーとアンは登場人物であ

り，観客であるく私＞とくあなた＞にとってく彼女た

ち＞なのであり，もちろん３人称的存在である。つま

り，ここに２種類の他者，つまり第２者と第３者が生じ

るのである。ただし，アンはく私＞とくあなた＞と出

来事２の情報を共有しているので第２者的な第３者であ

り，唯一その情報を欠くサリーは，第３者的特性が大き

いと言えるだろう。

ここで，第１者に対する第２者，第３者の関係につい

Figure4スマーテイ課題の構造

て詳述すると，第１者にとって第２者は，第２者である

限り，やまだ（１９８７）の言う「並ぶ」関係であり，＜い

ま・ここ＞で眺められる範囲の'情報しか共有できない。

第１者が第２者のことを異なる経験を有する独立した存

在として認めるためには，第２者をいったんくいま．こ

こ＞の外部に出し，第３者の立場に置いた上で異なる経

験の保有者として再認識しなければならない。つまり，

他者は「並ぶ関係」の範囲を超え，「並べない関係」とし

ても認識されたとき，第３者としての特質を持つ。



｢心の理論」成立までの三項関係の発達に関する理論的考察 8１

友達にとっての時間の流れ

出来事ｌ

いつも箱の中に

チョコがあった

出来事２

箱の中には

鉛筆があった

出来事３

箱の中に何が

あるか聞かれる

実験者と被験者にとっての時間の流れ

(条件ｌ：箱にはチョコ）（条件２：箱には鉛筆）（条件３：箱には鉛筆）

＜過去事象＞＜直前事象 ＞＜未来事象＞

Figure5スマーテイ課題の出来事の畔間経過

（２）スマーテイ課題の構造分析

以上のような構造分析をスマーティ課題にあてはめて

みると，上記の課題と非常に類似した構造を持っている

ことがわかる。

スマーテイ課題はFigure4に示すような構造を成して

いる。実験者は被験者に円筒形のスマーテイ菓子の容器

を見せ，何が入っていると思うか聞く。被験者は，通例

そこにはチョコレートが入っているので，そのように答

えると，実験者は，鉛筆が入っているのを見せる。鉛筆

を元どおり収めた上で，もしここに友達を呼んできて，

何が入っていると思うか，と聞くと，どのような答えが

返ってくるか，という課題である。

まず，この課題の空間関係について見てみると，同様

に不可視の外部領域がある。友達はサリーと同じよう

にくどこか＞の外部からここに入ってくるのである。

ただ，サリーのように出ていく過程がないのは，容器に

普段はチョコレートが入っていると認識する行為はすで

に実験前の日常で行われているからである。

続いて，時間的関係を見てみると，Figure5に示した

ように，これも「サリーとアン課題」と同じく３つの出

来事によって構成され，出来事１が過去事象で，出来事

２は直前事象で，出来事３が未来事象であるという点で

も同一である。また，対人関係についても，友達という

第３者がでてくる点で共通している。

ここで，何故，サリーや友達は誤反応をするのか，と

いうと，Figure3と５に示したように，出来事２の認識
をスキップして出来事３に立ち合うからである。しかし，

そのような認識のありようが理解できるためには，＜私

一あなた＞という対人関係の枠では不可能である。と

いうのは，第１者と第２者はく並んで＞同一場面を見る

間柄であり，そこからはく並んで＞いなかった他者の

認識に及ぶことはできない。またここに，注意の共有

が，そのままの形では「心の理論」の形成に結びつかな

い理由がある。つまり，異なる状況下にある行為主体の

立場や意図を理解するためには，注意の共有範囲の外に

ある人物，すなわち第３者の認識についての表象が不可

欠なのではないだろうか。

三項関係発展における

中間段階の存在について

以上のように，三項関係の基本型と「心の理論」テス

トにおける三項関係（以下，発展型と呼ぶことにする）

とのあいだには共通‘性と差異が存在すると考えられる。

共通性としては，「心の理論」テストにおいても，被験

者（第１項）に実験者（第２項）が出来事（第３項）を語

り，先を予測させるという，三項関係の構造を有してい

ることである。次に差の構造を分析してみると以下のよ

うな３点にわたる相違が考えられる。

１）空間的構造について：基本型では３つの項はすべ

て可視領域の中にあるが，発展型では視認できな

い領域が生まれ，内部と外部が生じる。

２）時間的構造について：基本型では，第三項に目の

前で起きている単一の事象しか含まれないが，発

展型では過去事象や未来事象が含まれる。つま

り，時間についてもくいま＞に関する内部と外

部が生まれると言える。

３）人称関係の構造について：基本型では第１者と第

２者しか存在しないが，発展型では異なる状況下

で異なる意図を持つ行為主体としての第３者が存

在するようになる。

それでは，基本型と発展型の間にはどのような中間段

階が入り得るのだろうか。

この問題を考えていくための第一の視点として，＜い

ま・ここ＞の範囲を超えていく活動領域の拡大の過程が

考えられる。それは次第に，過去事象や未来事象を展望

する活動へと発展していくと考えられる。第二の視点と

して，活動領域が拡大していくと，＜いま・ここ＞以外

の目に見えない世界を表す必要が生じ，そのための表象
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能力の発達の過程が考えられる。mlel＜いま･ここ＞の内ﾀ)(に関わる発話数(野地，１９７７より作成）
過去や未来の出来事やそれらの関 発話内容、年齢１：５（１）１：６（24）１：７（64）１：８（59）

連性を示すためには行動の文脈をアッチ・イッタ０３１４１５
表す表象手段が必要になってくる

～シダ０１１２６２５
だろう。また，第三の視点とし

て，＜私＞やくあなた＞と異なる～キタ００２０
ナイ状況で行動する第３者の理解へと１９７ｌ７

至る発達の過程が考えられる。こアッタ０１４１３

れが可能となるためには，第一と注．（）内は，２語以上からなる文の総数。

第二の視点と関連した行動の文脈

の理解が発展し，＜私＞やくあなた＞の行動の範囲を

越え，第３者に適用できる一般的な形を備えている必要

があるだろう。

以上のように，三項関係の発展は，第一に時間・空間

的な活動領域の拡大として，第二に出来事を伝達するた

めの表象手段の発展の過程として，第三に行為主体の立

場理解を第３者にまで拡大していく過程として位置付け

ることができると考えられる。

そこで，以上の３つの視点に基づき，三項関係の中間

段階と最終段階を以下のように仮説的に設定した上で各

段階の内容を検討することにする。

第１中間段階：＜いま・ここ＞の外部ができ，それを

表象する手段として言語が用いられるようになる。行為

者はく私＞あるいは場を共有するくあなた＞である。

第２中間段階：＜いま・ここ＞の外部が拡大すること

によって時や所や，出来事と出来事の関係を特定化する

表象手段が増加する。また，この段階でく私＞とくあ

なた＞の経験が区別され，それらを伝え合うために行

動の文脈を示す表象手段が必要となる。

最終段階：多くの行動の文脈が理解され，一般化され

ることによって，私やあなたの具体的な行動の文脈でな

く，第三者の仮定された行動の文脈の理解が生まれる。

このような背景の下で「心の理論」が生まれると考えら
れる。

第１中間段階の形成とつまずき

この段階における時間・空間的認識の拡大について考

えるとき，現前しない事物を表象する，言語の役割につ

いて考えてみる必要がある。というのは，三項関係の基

本型が完成し，子どもがこの段階に入る２歳前後の年齢

的時期は，まさに言語活動の飛躍的な発展期（Brown，
1973）でもあるからである。

Piaget（1945）は，この言語の発生期を感覚運動期の

第６段階（ほぼ１歳半～２歳）に位置付け，またその役

割を，現前しない出来事を口頭で想起することを可能に

することとしている。また，Piaget＆Inhelder（1966）

は，そのような言語の働きの例として次のような興味深

い観察例を示している。引用すると，「(少女は）祖父が

先に，彼女に別れを告げながら下っていった坂道を指差

してくジイチャン・イッチャッタ＞と言った」という観

察である。この時，少女は，祖父が視界から出ていった

方向を記憶していたから指差したのだが，それだけでは

伝えきれない事柄があったのである。つまり，祖父の姿

はもう見えないが，しかし，つい先ほどまで，その姿は

目の前にあった。だから，＜いま・ここ＞にないものを

表現できる言語を用いて，それを伝えようとしたのであ

る。

実は，言語発達期の幼児の発話例を見ると，Piagetら
が示したものに近い例が非常に多く観察される。たとえ

ば，わが国では，乳幼児期の長男の発話を可能な限り筆

記記録するという方法を用いた野地（1977）の記録例が

ある。この記録をみると，初期の２語発話の中にくい

ま．ここ＞の内外に関わる発話が多く見出され，それ

らをまとめるとTableｌのようになる。

Ｔａｂｌｅｌに示されているように，Piaget＆Inhelder

（1966）が例に挙げた「ジイチヤン・イッチヤッタ」に相

当する「アッチ・イッタ」の発話が早くから何度も現れ，

これと「～シダ」「～キタ」の文型が初期の２語以上から

なる文の半数以上を占めることがわかる。これらのこと

ばの意味を考えるとき，１歳半という年齢では，Piaget
（1936）の言う対象の永続‘性がすでに成立し，それに基

づく表象を他者に伝えようとしていることを念頭におく

必要がある。「イッタ」ものは，消滅したのでなく，い

まもどこかで存在し，「キタ」ものも，突然出現したので

なく，もとはどかに存在していたことが薄々理解されて

いるのである。このように，「イッタ」と「キタ」はくい

ま・ここ＞への出入りを示すことばであり，＜いま・こ

こ＞の内外の境目が意識されたことばと考えられる。

また，表中の「アッタ」ということばも，突然ここに出

現したものでなく，他の場所でなく，ここに「アッタ」

のであり，「ナイ」もまた，消滅を意味するのでなく，

ここには「ナイ」が，他の場所にはあることが想定され

ているのではないだろうか。

一方，外国の例では，Tomasello（1992）が，長女の

初期の発話の文構造を詳細に分析し，それらが特定の動

詞群と深く結びついていることを発見した。それらの動



｢心の理論」成立までの三項関係の発達に関する理論的考察 8３

詞として第１に取り上げられているのが状況変化に関す

る動詞群（changeofstateverbes）なのである。また，そ

れらは対象物や活動の存在・不在・再現を表すものとし

て分類されているから，まさに上記と同様の内容なので

ある。なお，この中の活動の存在・不在・再現の動詞に

対応するものとして，熊谷（1981）は，２３カ月になる長

男との遊びの中で，「マターシタ」とか「コンドースル」

という反復的継起を表すことばを多く観察している。

Bruner（1983）によると，言語獲得期は共同的な反復

的行為によって活動のフォーマットができる時期であ

る。出来事とは時間変化を伴う現象であるため表象しに

くいが，行為を反復する中で表象化や言語化が可能にな

るのである。

ところで，この時期の健常児が，このようにくいま．

ここ＞の内と外を意識し，それを他者と共有しようと

するのは，三項関係の前段階において，自己一他者結合

がしっかり作られたからだろう。ところが，自閉症児の

場合は，その結合が不十分なまま，歩行の確立による自

由を獲得することによって，自己一事物結合に関する領

域のみを拡大してしまう危険をはらんでいると考えられ

るのである。

このような事態を裏付けていると思われるのが，自閉

症乳幼児を撮影したホームビデオの分析結果である。そ

れらは，後に自閉症と診断された子どもたちを誕生間も

なくから両親がビデオ記録したのを利用したものであ

る。それらの中に，誕生より２年目までのビデオ記録を

詳細に分析したものがあり（Losche,1990,Adrieneta1.,

1991），共通して２年目の自立歩行期より多動などが生

じ，症状が悪化したという報告が見られるのである。

また，わが国における小児自閉症に関する研究では，

1970年前後より，「折れ線型自閉症」の問題が注目され

るようになった。「折れ線型自閉症」とは，若林（1974）

によると「ある時期まで上昇的発達が見られたのに，途

中から発達がダウン」した自閉症のタイプを意味し，こ

の発達のつまずきは，初語もしくはそれに続く若干の言

語活動が消えてしまう「発話消失」によって特徴づけら

れる（川崎・清水・太田，1985)。

折れ線型自閉症は，３０パーセント前後に現れる特異な

タイプと考えられてきたが，後退の期間や内容について

基準をゆるめた川崎・清水・小熊（1987）や熊谷（1998）

やDavidovitch,Glick,Holtzman,Tirosh,＆Safir（2000）の

調査では50パーセント前後とその出現率は高い。一方，

非折れ線タイプでも，指さしの遅れ（川崎・清水・小熊，

1987）や言語発達の停滞，逃走，視線消失，物への固執

行動（熊谷，1998）などが観察されている。また，Davi‐

dovitchetal.（2000）によると，後退群の予後は非後退

群と比べて悪いとは言えず，この現象は自閉症の自然な

発達経過における典型的な出来事と見なされている。

従って，本研究の仮説に基づけば，三項関係を拡大され

た時間・空間領域で再構成できず，＜私一もの＞とい

うような二項関係に一時的に後退してしまった結果とも

考えられるのである。

一方，このような言語獲得期のつまずきに対して，近

年自閉症児の教育方法として世界的な評価を得ている

TEACCHプログラムでは，次のような方策を取ってい

る（Schoplel；Mesibov｝＆Hearsey;１９９５）。すなわち，眼

前にない対象について共同注意を形成しにくい彼らの特

質に対しては，絵カードや実物の一部など目に見える材

料を用いて対象を想起させ，また，他者と活動表象を共

有しにくい特質に対しては，視覚的に構造化された環境

の中でルーティン的な行動を反復させることによって，

活動イメージを伝えようとしている。これらは，自閉症

者が自然な状態では獲得困難な，第１中間段階の到達内

容を補助的手段を用いて形成しようとしているものであ

るが故に効果的な指導法となっていると考えられる。

以上の概観より第１中間段階の特‘性をまとめると，以

下のようになると考えられる。第１に，共有注意の対象

となる活動の領域はくいま．ここ＞の外部に及ぶが，ま

だそれは時間・空間的に分化されておらず，活動内容も

ルーティン的なものが多い。第２に表象手段について

は，＜いま・ここ＞にない物事を表すために言語が用い

られるようになる。第３に，この段階で意識される行為

主体は，＜私＞か，共同行為を共にする限りでのくあ

なた＞である。一方，自閉症児の場合は，他者と共に

活動領域を拡大することが少なく，またそれを表すため

の言語を発達させにくいため，症状を悪化させやすく，

それが折れ線現象として現れることもある。

第２中間段階の形成とつまずき

本論文の仮説に基づくと，この段階では，最終段階に

おける第３者の成立に先立ち，＜私＞とくあなた＞の

あいだの活動内容が区別されるようになる。また，両者

のあいだで異なる経験内容を伝達し合うために，行為

者，対象，時，所，理由などを特定化した表象手段が必

要となってくると考えられる。

このような段階の特‘性に対応していると考えられる

が，幼児期における自伝的記憶（autobiologicalmemory）

の発生である。Fivush,Gray;＆Fromhoff（1987）による

と，基本的に３歳未満のエピソードは自伝的記'億の中に

保持されていないという。その理由は，Nelson（1988）

が言うように，それまでは日常的出来事についての安定

した知識を作ること（すなわち，routine形成）が発達課

題であったのが，次第に出来事の知識（eventknowl‐

edge）が体制化されるためであると考えられる。また，
このことから，第２中間段階は，健常児では３歳頃に始

まると考えられるのである。
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このような変化は，この時期の言語活動にも見られ，

たとえば，Wh-Questionについては，それまではWhat／

Where/Ｗｈｏを用いたものが中心であったのが，次第に

Ｈｏｗ/Why/Ｗｈｅｎなどが加わってくるという（Brown，

1968；Bloom,Merkin,＆WOoten,1982)。それは，＜私＞

とくあなた＞が互いに未知の経験内容を伝達するため

に，その時間・空間的な位置や出来事間の文脈的なつな

がりを明らかにするためと考えられる。

このような中で，＜私＞とくあなた＞は，互いの経

験内容の違いを知ると共に，互いの意識内容の違いにも

気付くようになるのではないだろうか。この種の認知発

達を裏付けていると考えられるのが欺き（deception）の

行為の発生である。

Lewis,Stangel;＆Sullivan（1989）は，密かにビデオカ

メラで記録するという方法を用いて,３歳児が，見てはい

けないと言われていた箱の中身を実験者の不在中に覗く

という事実を発見した。また，Ｃhandler,Fritz,＆Ｈａｌａ

(1989）は，３歳の被験児でも，宝箱への足跡を偽装する

ことによって宝を盗賊から守るという方法を取ることが

できることを発見した。

これらの実験結果については，それらの行為が真に他

者の心のあり方を認識した上のものであるかについては

議論がある。しかし，これらの実験には，以下のような

制限があるからこそ，３歳児でも欺きが可能となると考

えられる。つまり，第１に，そこでの行為主体は当人

（私）である。そして第２に，行為者はくいま．ここ＞に

操作を加えて，それと未来事象との関係を判断している

のである。ここでは，サリーとアンの実験においてサ

リーの行動を予測する場合のように，過去における第３

者の立場に視点を置く必要がないのである。

このように，この段階では，自己と他者が持つ情報の

相違が理解され始めると考えられるのだが，自閉症児の

場合は，＜私＞とくあなた＞の会話が異なる経験を有

する者同士の情報交換である，という前提自体を理解す

るのが困難なようである。Tager-Flusberg＆Anderson

(1991）は，自閉症児群とダウン症児群の新情報を含む

発話を分析した。その結果，言語発達の初期段階では，

両群ともその割合は低く，その後，ダウン症児群では増

加してゆき，自閉症児群では変化がないことを明らかに

した。また，Tager-Flusberg（1989)は，同じ資料におい

て，Ｗｈ形式の質問を分析し，自閉症児群では，母親か

ら新情報を引き出そうとする質問が有意に少ないことを

見出した。これらの結果から，Tager-Flusberg（1993）

は，自閉症児は‘情報の交換が会話に必要であるという理

解が未発達であるように見えると結論づけている。

以上述べてきたことより，第２中間段階の特'性は以下

のようにまとめられると考えられる。第１に，＜私＞

とくあなた＞の活動領域はさらに拡大され分化された

ものIこなる。その中で第２に，＜私＞とくあなた＞の

過去や未来の活動を展望したり関連づけたりするように

なり，同時にく私＞の経験とくあなた＞の経験が異な

るものであることが意識されるようになる。そして第３

に，互いに未知である経験内容を伝え合うために，Ｗｈ

形式の質問などを用いた行動の文脈を理解するための様

式が発達してくる。一方，自閉症児の場合は，しばしば

この段階への移行に困難を示し，情報交換の基本原則を

欠いた会話が生まれる。

最終段階の形成とつまずき

この段階の特性を述べるにあたって，第２中間段階に

おける出来事の認知に戻って考えると，それはくいま・

ここ＞から見た過去や未来の出来事の認知なのだった。

たとえば，サリーとアンの実験の被験児の中には，ビー

玉が以前にはカゴの中にあったことを知っていても，サ

リーはビー玉を取るために箱を開けると答えてしまうも

のがいる（Baron-Cohen,1985）。この反応は，＜いま・こ

こ＞に視点を置いて，過去領域と未来領域を関係づけ

ず別々に展望したときの反応としては正しいのである。

また，前段階の説明の中で紹介したように，被験者自

身の行為が関係した欺きの実験では，３歳児でもそれを

遂行できる。何故，それが可能かというと，その行為

がくいま．ここ＞の状況に工作を加え，その視点から未

来領域のみを操作しようとするものになっているからで

はないだろうか。

ここで，サリーとアンの実験に戻って考えると，サ

リーの行動を正しく予想するためには，Figure3に示し

たように，＜いま・ここ＞の状況を抜きにして過去と未

来の出来事を関連づけることが出来なくてはならな

い。＜私＞とくあなた＞が直面するくいま．ここ＞の視

点に立つときには多くの具体的な状況的支えがあるのだ

が，他に視点を置くときには，現前しない状況同士を結

びつける用語や概念を持っていなくてはならないのであ

る。

以上のような観点から，この段階での出来事理解とそ

れに基づく情報交換の様式を考えるときに参考になるの

がBruner＆mdman（1993）が提案するナラテイブ標識

(narrativemarkers）の存在である。この提案によれば，

物語を構成するためには，数種類の語用論上の標識，つ

まり，ナラテイブ標識が必要となる。それらには，問題

解決と関係する標識であるくbut,ｓｏ,because＞，時間的

標識であるくthen,before,late喝after＞，意図的行為の標

識であるくbrings,comes,join,leave,look,offers,push＞
などが含まれる。Bruner＆Ｒｌｄｍａｎ（1993）は，物語を

再生する際に，自閉症児と健常児がこれらの標識をどの

ように用いるかを研究し，自閉症児がほとんどそれらを

用いないことを見出した。
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ナラティブ標識は，過去や未来のく私＞やくあな

た＞の行為を語るようになる第２中間段階ですでに用い

られるようになるものである。しかし，最終段階とな

り，＜私＞やくあなた＞と異なる状況下で異なる意図

を持つ第３者の立場を説明する際には，それらの役割は

さらに重要なものになる。というのは上述のように，ナ

ラティブ標識の中には意図や時間推移や問題解決に関

するものが多く含まれ，それらは行為主体の立場や意図

をく私＞やくあなた＞のレベルを超えて表象するもの

となるからである。子どもは最初，大人によるナラティ

ブの助けを借りて物語を理解するようになるが，次第に

ナラティブの様式が内化し，メディアを通して物語を楽

しんだり，自ら他者に語ったりするようになると考えら

れる。

また，筆者の考えでは，「もし～だったら」で始まる

仮定的な表現は，＜いま・ここ＞と相反する状況の設定

を一から始めなければならないため，ナラティブ的な

パースペクティブを大いに必要とすると考えられる。こ

れと関連して，WISＣ知能診断検査の下位検査項目の中

には，「もし～だったら」で始めて，被検査者に取るべ

き行動について問う「理解問題」がある。自閉症児に対

するWISＣ適用結果の中には，この下位項目の評価点が

最も低いというものがあり（Lincoln,Allen,＆Kilman，

1995)，比較的知能の高い自閉症児でも仮定された状況

での判断に困難を示しやすいことを窺わせるものであ

る。

そこで，以上述べてきた最終段階の特'性をまとめる

と，次のようになると考えられる。

まず第１に，この段階で初めて認知される活動領域

は，＜いま・ここ＞から独立した過去や未来の仮定され

た領域となる。第２に，そこで想定される活動の主体に

は，＜私＞やくあなた＞だけでなく第３者も含まれるこ

とになる。また，第３に，＜いま・ここ＞による支えが

ない出来事のつながりを説明するためにナラテイブ標識

の使用が発達すると考えられる。一方，自閉症児の場合

には，ナラテイブ標識の使用が困難であると共に，仮定

された状況に関する判断も困難になる。

「心の理論」成立までの三項関係の

４段階発達モデルの提案

以上述べてきた各段階は，心の理論に至るまでの三項

関係の４段階として，次のように再整理することができ

ると考えられる。

段階Ｉ：三項関係の基本型を成す段階

段階Ⅱ：第１中間段階

段階Ⅲ：第２中間段階

段階Ⅳ：心の理論の形成段階

各段階の内容についてはすでにこれまで説明してきた

ので，ここでは，Table2において，（１）活動領域の拡大，

（２）認知される行為主体の変化，（３）表象手段の発展，

（４）自閉症児におけるつまずきの例，の各視点について

簡略に一覧しておくことにする。すでに述べてきたよう

に，徐々に拡大される活動領域の中で行われる異なる主

体の経験を伝え合うために，次第に高度となる表象手段

が求められるようになるのである。

次に，このような推移の過程を三項関係の基本型から

の段階的な発展の形として，Figure6のように図式化し

ておくことにする。活動領域の拡大，行為主体の変化，

それらとくいま・ここ＞の関係を視覚的に捉えるために

表したものである。段階Ⅱ以降，時間的な活動領域が飛

躍的に拡大するが，図中では，２次元表現であるため，い

ずれも空間的距離として表している。また，段階Ⅲよ

り，＜私＞やくあなた＞がくいま・ここ＞から時間・空

間的に隔たったところで行う活動が話題となるため，出

来事や文脈を客観的に表すための手段が必要となってく

る。さらに，段階Ⅳになると，話題となる出来事の時

Tnble24視点に基づく各段階の特性

視点、段階 Ｉ Ⅱ

活動領域くいま．ここ＞の中くいま．ここ＞の内外

認知される

行為主体

表象手段

つまずき例

く私＞とくあなた＞

(いま・ここの中で）

前表象段階

（実物提示など）

ジョイント・アテン

ションの未成立

く私＞とくあなた＞

（行為の表象伴う）

事物・行為表象

（言語獲得）

折れ線現象

Ⅲ

くいま.ここ＞と

過去・未来の関連

く私＞とくあなた＞

(過去未来展望の中で）

出来事表象

（Ｗｈ質問等）

‘情報交換不成立

Ⅳ

＜いま・ここ＞の

外部同士の関連

第３者の立場理解

(行動文脈の一般化）

文脈表象

（ナラティブ標識）

「心の理論」欠如
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Figure6三項衡係の４段階モデル図

段階Ⅳ

ノ

ダ

間的推移がく私＞やくあなた＞から独立した第３者の

ものとなってくるので，具体的状況に代わってことばで

それを表すナラティブの役割は大きくなってくるのであ

る。

ただし，以上述べてきた三項関係の段階移行の過程

は，長い発達過程の簡略的なスケッチであるに過ぎな

い。仮定した各段階の特性をその時期の２，３の発達現

象に結びつけるだけの説明となっている。今後，各段階

のさらに多くの現象と関連させつつ，モデルを再構築す

ると共に，それに基づく実証的研究を進めてゆきたいと

考えている。
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中年期夫婦のコミュニケーション・パターン

夫婦の経済生活及び結婚観との関連

平 山順子柏木恵子
(郡山女子大学短期大学部保育科）（文京学院大学人間学研究科）

本稿は、核家族世帯の中年期夫婦277組を対象に、夫婦問コミュニケーション態度をもとに夫婦のコ

ミユニケーシヨン･パターンの特徴を明らかにし、その様態が夫・妻それぞれの心理状態とどう関係して

いるか，またコミュニケーション･パターンの差をもたらしている要因を夫婦の経済生活及び結婚観との

関連で検討した。主な結果は次のとおりである。（１）対象夫婦は，双方がポジティブな態度でコミュニ

ケーションをしている「共感親和群」（36.5％)，平均的で中立的なコミュニケーションをしている「平

均中立群」（35.7％)，双方がネガテイブな態度でコミュニケーションしている「威圧回避群」（27.8％）

の３群に分類された。（２）共感親和群及び威圧回避群では，妻は夫に比べて夫婦関係満足度が低く，離

婚思念度が高いことが明らかにされた。特に威圧回避群では夫と妻との得点差が他の２群に比べて大き

かった。（３）夫婦の経済生活はコミュニケーション・パターンの違いと関連しており，片働き夫婦では

平均中立群が多いこと，一方、妻の年収１００万円以上の共働き夫婦では共感親和群が多いことが見出さ

れた。（４）夫婦のコミュニケーション･パターンと結婚観との関連を検討した結果，共感親和群の夫は平

均中立群・威圧回避群の夫に比べて、〈相思相愛〉及びく夫の妻への理解・支持〉が顕著に高いことが明

らかにされた。

【キー・ワード】夫婦のコミュニケーション，中年期，夫婦関係，共働き，結婚観

問題と目的

夫婦は，さまざまな人間関係の中で最も親密な人間関

係の１つとされているものである。日本では，その夫婦

の間で円満・円滑なコミュニケーションが行われている

のだろうか。１９８０年代に“妻たちの思秋期”（斎藤，

1982)，“家庭内離婚”（林，1986）などの言葉が流行語

となり，人間的交流に乏しい夫婦関係の貧困・荒廃が評

論的・経験的に指摘されるようになって久しい。また，

最近では，マスメディアが，心が通い合わない夫婦の問
題を取り上げている。これらの記事には，「夫婦でお話

もう無理？」「(生活の）安定より会話がほしい」「けんか

もない仮面生活」「殴られて今もじっと」などの小見出

しが踊る。夫婦関係の重要な要素であるコミュニケー

ション関係においてこのような不全状況が広がっている

のはなぜなのだろうか。

戦後，日本では急激な社会変動に伴って，人々の間

で，夫婦は伝統的役割をそれぞれに果たしていればよい
と考える傾向は弱まり，代わってコミュニケーションや

セクシユアリティにもとづく親密’性を求める傾向が強

まってきている。とくに女'性は男性よりも平等主義的態

度を持つ傾向が強く（鈴木，１９９４；若松・小口・柏木，

1991)，夫婦の情緒的関係を重視する傾向が強い（生命

保険文化センター，1995)。こうした趨勢のなかで，恋

愛結婚が結婚の支配的形態となり，多くの夫婦は，意

思・感情を率直に伝え合える関係，相手とのコミュニ

ケーションに喜び・くつろぎを感じられる関係，そんな

親密なコミュニケーション関係を築くことを期して結婚

を決意し，また継続しているといえよう。にもかかわら

ず，冒頭で見たように，現在，日本では夫婦の問で双方

にとって満足のゆくコミュニケーションが行われていな

いように思われる。夫婦のコミュニケーション様態，そ

の様態が夫・妻それぞれに与える心理的影響，またコ
ミュニケーション不全の原因などについての実証的な研

究が求められているといえよう。

そこで，本稿では，夫婦のコミュニケーション･パ

ターンに着目して，その様態が中年期夫婦それぞれの心

理状態とどう関係しているか，またコミュニケーショ

ン･パターンの差をもたらしている要因を，夫婦の経済

生活及び夫・妻の結婚観との関連で検討することを目的

とする。

夫婦のコミュニケーションに関する先行研究は，夫婦

のコミュニケーション・パターンが結婚・夫婦関係に対

する満足度と密接に関連していることを明らかにしてい

る。すなわち，不和に悩んでいるカップルとそうでない

カップルでは，コミュニケーション・パターンに顕著な

差があること(Levenson＆Gottman,1983;Noller＆Fitz‐

patrick，1990)，否定的コミユニケーシヨン行動（批判，
不満，皮肉）は，不和に悩むカップルに典型的に見られ

ること（Ting-Toomey,1983)，不和に’悩む夫婦では，積
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極的に問題解決をめざすコミユニケーシヨン，言語的及

び非言語的に相手を肯定するコミュニケーションが少な

いこと，つまり，自分たちが直面した問題について，論

理的に冷静に話し合うことが少なく，また相手に対する

好意的な言動が少ないこと（Margolin＆Wampold,1981）

などが示されている。また，行動観察的アプローチによ

れば，夫婦のコミュニケーション･パターンが，“否定的

反復"，“相互作用からの撤退''，“息苦しい雰囲気が優

勢，，などによって特徴づけられていると将来的に離婚の

可能性が高いことが見出されている（Gottman，1994)。

さらに，コミュニケーションや感情表現の様態と結婚・

夫婦関係満足度との関連についての縦断的研究も行われ

ている（Markman，1981)。結婚後２年半及び５年半の時

点で，結婚生活への満足度の高い群と低い群に分け，結

婚前のコミュニケーション得点を比較した結果，いずれ

の時点においても満足群のほうが結婚前の得点が高いこ

と，また，両群の得点の差は，結婚生活の進行とともに

拡大する傾向が見られた。この結果は，否定的なコミュ

ニケーションが夫婦関係への不満に先行していることを

示している。

これらの先行研究からは，夫婦のもつコミュニケー

ション･パターンは，現在及び将来における夫婦関係の

質を予測する重要な変数であることが明らかである。し

かし，否定的なコミュニケーション・パターンが夫と妻

の心理に与える影響の違いについては特に注目されるこ

とはなく，また十分な実証的検討は行われていない。し

かしながら，中年期夫婦を対象にした個別面接調査によ

れば，多くの妻たちが夫のコミュニケーション行動の特

徴として，怒る・黙る・席を立つなどによって会話を断

つ，あるいは妻を斥ける．避けるなどの行動を挙げ，親

密なコミュニケーションに必須である“相互交換”がな

いことに対して不満を表明している（難波，1999)。ま

た，夫と妻とのコミュニケーション態度を比較した結

果，夫は妻に比べて配偶者に対して，〈威圧〉〈無視・回

避〉などのネガティブな態度をとる傾向が強く，反対に

妻は夫に比べて配偶者に対してく共感〉〈依存・親和〉

などのポジティブな態度をとる傾向が強いことが明らか

にされている（平山・柏木，2001)。さらに夫婦を対象

にした心理臨床の現場では，日本の夫婦の会話には，夫

にアナログコミュニケーション（気持ちレベルでの’情緒

的関わり）を求める妻が，デジタルコミュニケーション

(事柄レベルで説明的関わり）ばかりの夫に愛想をつか

しているという構図が見られることが報告されている

(佐藤，1999)。これらの知見からは，否定的なコミュニ

ケーション･パターンが与える心理的影響は妻側でより

深刻であることが予測される。夫婦のコミュニケーショ

ン関係に内在する問題‘性を明らかにするためにも，夫婦

間のコミュニケーション・パターンが夫・妻それぞれに

与える心理的影響の相違について，実証的な研究が必要

であろう。

次に，夫婦のコミュニケーション・パターンの違いを

もたらしている要因について考えたい。共感的・親和的

なコミュニケーション・パターンを形成・維持する夫婦

がいる一方，それができない夫婦がいる。この違いをも

たらしている要因は何なのであろうか。

夫婦間のコミュニケーション様態を規定する要因につ

いては，これまでいくつかの研究が行われている。たと

えば，前述のMargolin＆Wampold（1981）は，否定的コ

ミュニケーションの原因として，相手の言動に対する認

知の仕方に焦点をあてた解釈をしている。すなわち，否

定的コミュニケーション・パターンを形成している不和

夫婦の間では，“目には目を”式に否定的な言動でお返

しする傾向が見られることから，相手の言動に対する認

知的な歪みが否定的コミュニケーション・パターンの形

成要因であるとしている。夫・妻それぞれが配偶者の悩

みに応じる場面を比較検討した研究では，夫婦のコミュ

ニケーションの円滑さや活発さは，妻側の夫への愛情度

に関連すること（菅原・小泉・菅原，1999)，また，中

年期夫婦を対象に夫婦間コミュニケーション態度を検討

した研究では，妻の経済的地位が高いほど，夫の妻に対

する態度は共感的になること（平山・柏木，2001）が明

らかにされている。これらの先行研究からは，相手の言

動に対する認知の仕方などの個人的要因，相手に対する

愛情などの関係的要因，夫婦がどのような経済生活を営

んでいるかなどの社会経済的要因など多様な要因が夫婦

間コミュニケーションの様態に影響を与えていることが
わかる。

ところで，これまで家族心理学の分野では夫婦関係は

本質的にクローズド・システムであるとみなされ（亀
口，1992)，個人的要因や関係的要因との関連で検討さ

れる傾向が強かった。一方，柏木（1998）は，夫婦・家
族を開放システムととらえ，社会変動が家族の変化を促

し家族メンバーの心理・行動にもそれが及ぶ様相をモデ

ルで示し，現在，家族・夫婦・個人に生じているさまざ

まな心理発達的問題を過渡期の問題現象として理解する

重要性・必要性を唱えている。前述のように結婚・夫婦

をめぐる社会的状況が大きく変化するなか，夫婦関係を

クローズドな関係として捉える従来の家族心理学の枠組

では，現在，多くの日本人夫婦が抱えているコミュニ

ケーシヨンの問題を理解することは難しいであろう。夫

婦を構成する個々人（夫・妻）は，社会と没交渉でプラ

イベートな関係を生きるだけの存在ではなく，一人の人

間として社会経済生活を営み，結婚・夫婦をめぐる社会

規範・価値観の変化の影響を受けながら，夫婦という関

係を生きる生活主体でもあるからである。したがって，

夫婦間コミュニケーションの問題も，夫婦をとりまく社
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会的環境の変化との連関のもとに理解・検討される必要

があるだろう。すなわち，夫婦がどのような職業的経済

的生活を営んでいるのか，また，社会的環境が大きく変

化するなか，夫・妻のそれぞれがどのような結婚．夫婦

関係を理想と考え，そこにどのような価値．意味を見出

しているか，これらの点が，現在，日本で生じている夫

婦間コミュニケーションの問題とどう関連しているかに

ついての検討が求められているといえよう。

そこで本稿では，夫婦のコミュニケーション．パター

ンを規定する要因として，夫婦の経済生活と社会変動に

伴って出現している「新しい結婚観」の２要因をとりあ

げた。ここで「新しい結婚観」とは，戦後，日本の家族

変動に伴って人々の間で重視されるようになってきてい

ると考えられる結婚・夫婦関係についての考え方を指す

ものとする。具体的には，前述のとおり，１つは，夫婦

の対等性を前提とする平等主義的な結婚観，もう１つ

は，結婚の愛情・精神的機能を重視する結婚観である。

コミュニケーション・パターンの規定因としてこれら２

要因をとりあげた理由は次のとおりである。まず，夫婦

の経済生活については，先行研究の結果から，夫婦のコ

ミュニケーション関係に影響する要因として夫婦の経済

生活は無視しえない要因であると考えたためである。す

なわち，これまでの夫婦関係についての実証研究は，妻

の経済的地位が高いほど，夫婦の役割関係や勢力関係が

より平等主義的になること（長津，１９９１；鎌田，１９９９；

共働き家族研究所，1996)，夫は妻に対して共感的コ

ミュニケーション態度をとる傾向が強いこと（平山・柏

木，2001)，妻が高学歴で年収１００万円以上を得ている

夫婦では，夫婦の情緒的関係が対等かつ互恵的となるこ

と（平山，2002)，妻が高学歴かつ高収入（年収200万

円以上）を得ている場合に，夫が妻のあり方・生き方を

尊重する行動をとる傾向が高まること（柏木・平山，

2003)，妻の就業によって，夫婦の勢力関係が夫優位型

からより対等型へと移行すること（坂田・黒川，1989）

などを明らかにしている。これらの結果は，夫婦の経済

生活がコミュニケーション・パターンに影響を与えてい

る可能性を示唆している。第２に，「新しい結婚観」を

とりあげたのは，夫婦の双方がこれらの結婚観を重視し

ているか否かは，対等で共感的なコミュニケーション関

係を成立させる要件であると考えられるためである。

本研究の目的をまとめると次のとおりである。

１.夫婦のコミュニケーション態度に注目して，中年期

夫婦のコミュニケーション・パターンを明らかにする。

２.コミュニケーション・パターンの違いによって，夫

と妻との夫婦関係満足度及び離婚思念度に相違が見

られるかを検討する。

３.コミュニケーション･パターンの違いをもたらす要

因として，夫婦の経済生活及び「新しい結婚観」を

取り上げ，コミュニケーション・パターンとの関連

′性を検討する。

方法

分析対象

核家族世帯の有子の中年期夫婦277組。中年期夫婦を

対象にしたのは，子どもの巣立った後の夫婦システムの

再編成という課題を抱えるこの年齢層の夫婦にとって，

夫婦間コミュニケーションは家族発達的にも個人の心理的

健康の面においても重要な位置を占めると考えられるか

らである。夫／妻の平均年齢(SD）は，５１．９歳(ＳＤ;4.27）

/48.8歳(ＳＤ;3.14)，夫／妻の学歴は大学・大学院以上

76.4％/30.8％，専門学校・短大5.8％/39.59(,，中・高卒

17.8％/29.7％，夫の職業は会社員52.0％，自営業20.29/(,，

公務員･教員12.6％，専門職12.3％，その他2.8％，妻は

専業主婦が38.2％，パート28.9％，自営業17.0％，常勤

15.9％であった。平均子ども数は２．２人（ＳＤ;､61)，末子

の平均年齢は１８．９歳(ＳＤ;2.98）であった。

調査方法

年齢的に中年期に相当する大学生の両親を対象に郵送

法による質問紙調査を実施した。大学生の在学地は東京

都内であるが，その両親（夫婦）の在住地は全国に渡っ

ていた。夫・妻ともに回答が得られた３７２組のうち，質

問項目の９割以上に回答が得られた同居カップルは355

組であった（回収率54.1％，有効回答率51.6％)。本稿

は，このうち拡大家族世帯の夫婦７８組を除外し，核家

族世帯の夫婦２７７組を分析対象とした。調査時期は，

１９９９年１１月であった。

調査内容

調査内容は次の通りである。

（１）コミュニケーション態度夫婦の間で夫･妻のそ

れぞれがどのような態度で相手とコミュニケーシヨンを

しているかを測定するため，平山・柏木（2001）が作成

した「コミュニケーション態度」尺度を用いた。この尺

度は，「悩み事の相談に対して，親身になっていっしょ

に考える」「話の内容が気に入らないとすぐ怒る」など

日常的なコミュニケーション態度を尋ねる２２項目から

成り，自分=>相手及び相手=>自分のコミュニケーション

態度について別々に設問し，各項目について“よくあ

る”から“全くない'，の４件法で測定した。尺度の作成

の方法及び項目内容については，平山・柏木（2001）を

参照されたい。

（２）結婚観前述の「新しい結婚観」を含む結婚・夫

婦関係についての考え方を測定する項目である。質問項

目を作成するため，７名の有子既婚者（男性３名，女性

４名；平均年齢48.6歳）を対象に半構造化面接による

予備調査を実施した。調査協力者７名はいずれも筆者ら

の知人を介して協力を依頼した人たちであり，学歴，職
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分を無視しコミュニケーションそれ自体を回避する態度

を示すので，〈無視・回避〉と命名した。以上の因子分

析によって得られた４因子のそれぞれについて，回帰法

を用いて因子得点を算出し，「コミユニケーシヨン態度」

の４態度得点とした。

次に，コミュニケーション・パターンの典型群を抽出

するため，夫・妻それぞれの自分=>相手のコミュニケー

ション４態度得点と相手=>自分のコミュニケーション４

態度得点の計１６態度得点をもとにグループ間平均連結

法による階層的クラスター分析を行った。類似度の指標

としては，平方ユークリッド距離を用いた。デンドログ

ラムを検討したところ，クラスター数が３のとき各クラ

スターにカップル数がもっとも等分に分類され，まとま

り方も適当であることが分かった。そこで，次にクラス

ター数をあらかじめ指定するＫ－ｍｅａｎクラスター分析

(非階層的方法）を行った。その結果，Tablelに示す３

クラスターが得られた。第１クラスターは，相手の立場

に対して共感的に応ずる態度を示すく共感〉と相手への

依存的・接近的態度を示すく依存・接近〉の得点が高い

ので，共感親和型コミユニケーシヨン・パターン群（以

下，共感親和群と略記）と命名した。第２クラスターは，

４態度とも平均的であり，夫婦間で特にポジティブな交

流も反対にネガティブな交流も顕著に見られないという

意味で中立的なコミュニケーションが行われていると考

えられるので，平均中立型コミュニケーション・パター

ン群（平均中立群）と命名した。第３クラスターは，威

圧的な態度を示すのでく威圧〉と回避的なコミュニケー

ション態度を示すく無視・回避〉の得点が高いので，威

圧回避型コミュニケーション・パターン群（威圧回避

Tableｌコミュニケーション・パターン溌別のコミュニ
ケーション態度得点の平均値・標準偏差

業，就労状況が多岐に渡たるよう配慮して選定した。調

査協力者にどのような結婚・夫婦関係のあり方を理想と

考えるかについて質問し，その時得られた自由回答をも

とに，多くの調査協力者が挙げたもの，夫婦関係に関す

る先行研究（神原，1991）から有意味と判断されるもの

などを選定し，１６の質問項目から成る「結婚観」尺度

を独自に作成した。各項目について，“理想とする”か

ら‘‘理想としない，,の４件法で測定した。

（３）夫婦関係満足度夫婦関係全般に対する主観的な

満足感を「夫婦関係満足度」と定義し，“おおいに満足”

から“おおいに不満”の７件法で測定した。

（４）離婚思念度中高年者の離婚が増加する今日，離

婚について考えた（る）か否かは中年期夫婦の安定‘性・

調和性を予測する重要な指標となろう。そこで，相手と

の離婚を考えた（る）経験についても調査を行った。す

なわち，配偶者との離婚を考えた（る）程度を“考えた

(る）ことがある'’から“考えたことがない'，の４件法

で測定した。

結果

１．コミュニケーション･パターンの類型化

前述のとおり，本稿の目的の１つは，中年期夫婦を対

象に夫婦間コミュニケーション不全の原因を探ることで

ある。このためには，特徴的なコミュニケーション・パ

ターンをもつ夫婦群を抽出し，各群の属性変数や心理的

変数を比較するのが有効であると考えられる。そこで，

コミュニケーション態度をもとに典型的なコミュニケー

ション・パターン群を抽出することにした。

まず，夫婦間コミュニケーション態度の構造を明らか

にするため，「コミュニケーション態度」尺度を構成す

る２２項目に対する夫・妻の評定値にもとづいて因子分

析を行った。固有値１以上の基準により主因子法・エカ

マックス回転を行った結果，次の４因子が抽出された。

分析の詳細については，平山・柏木（2001）を参照され

たい。第１因子は，「命令口調で言う」「すぐ怒る」「小

ばかにした受け答えをする」など相手より上位にあって

威圧的な態度をとることを示すのでく威圧〉と命名し

た。第２因子は，悩み事を「親身になっていっしょに考

える」「優しい言葉をかける」「有益な意見を言う」など

相手の立場に立って共感的に応ずる態度を示すので，

<共感〉と命名した。第３因子は，「悩み・迷い事がある

と相談する」「重要なことの決定は相手の意見に従う」

など相手に対する従順で依存的なコミュニケーション態

度，及び「自分の方から話題を提供する」「嬉しいこと

を報告する」など相手への依存的で接近的な態度を示す

ので，〈依存・接近〉と命名した。第４因子は，「いい加

減な相づちをうつ」「上の空で聞く」など相手の話しを

傾聴する姿勢を欠き，また「黙り込む」など相手の言い

-1.12（、71）

-.41（．84）

-.77（、98）

-.71（、91）

垂窪”方向I評定者)共感親和群平均中立群威圧回避群

注．「方向」欄の矢印元は態度をとる人，矢印先は態度をと
られる人，（）内は評定者を示す。

夫→妻(妻）

威圧妻二室|妻｜
妻=>夫（夫）

-.41(､76）

-.46(､99）

-.40(､91）

-.56(､73）

-.36（、67）

、25（．86）

-.01（、86）

．30(1.01）

1.00（、93）
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､63(､81）

､68(､85）

､54(､73）

､69(､82）
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群）と命名した｡３群の頻度及び比率は，多い順に，共感

親和群（１０１組；３６．５％)，平均中立群（99組；35.79,A)，

威圧回避群（76組;27.8％）であった。

2．夫婦のコミュニケーション・パターンと夫婦関係満

足感及び離婚思念度

夫婦のコミユニケーシヨン・パターンは，夫婦関係満

足度及び離婚思念度とどう関係しているのだろうか，ま

た，関係のしかたは夫と妻とでは異なるのであろうか．

これらの点を検討するため，コミュニケーション.パター

ン群と性（夫・妻）の２変数を独立変数に，夫婦関係満

足度及び離婚思念度を従属変数とする二元配置の分散分

析及びTukey法による多重比較を行った（Figure１，２)。

夫婦関係満足度については，群と性の交互作用が見出

された（F15.517)＝11.94,’〈.01)。そこで，夫．妻別に群

の単純主効果の検定を行ったところ，夫．妻とも有意差

が見られ(F12.27帥＝36.00,ｐ〈､０１；Ｅ12.27,)＝79.84,’〈

､001)，共感親和群は平均中立群より高く（夫ゆく.001,

妻;’＜･05)，平均中立群は威圧回避群より高い（夫.妻

とも；力＜･001）ことが確認された。次に，コミュニケー
ション・パターン群別に性の単純主効果を検定したとこ

ろ，共感親和群と威圧回避群において有意差が見られ

(EII､200)＝12.54,’〈､００１；Ｆ(,.,52)＝26.99,’＜,001)，両群
とも夫が妻より高かった。平均中立群では夫と妻との間

に有意差は見られなかった。

離婚思念度については,夫婦関係満足度と同様,群と性

の交互作用が見出された(F(5.547,＝4.99,'＜､01)。夫・妻

別に群の単純主効果の検定を行ったところ，夫．妻とも

有意差が見られ(F(2,273)＝11.37,’〈､001；Ｆ１2.27,)＝21.74,

,＜､001)，夫では共感親和群は平均中立群・威圧回避群
に比べて低かった（順に’＜､01,’＜､001)・一方，妻で

は共感親和群．平均中立群は威圧回避群に比べて低い

(共に’＜､00,）ことが明らかにされた。次に，コミュニ

ケーション・パターン群別に,性の単純主効果を検定した

ところ，夫婦関係満足度の場合と同様，共感親和群と威

圧回避群において有意差が見出され（F(1.200)＝11.81,

'＜､001；凡'52)＝23.20,力＜､00,)，両群とも妻が夫より

も高かった。平均中立群では夫と妻との間に有意差はみ

られなかった。

これらの結果から，コミュニケーション群による相違

としては，夫婦関係満足度については，共感親和群，平

均中立群，威圧回避群の順に低下することが明らかにさ

れた。一方，離婚思念度については，群問にそのような

一様な変化は見られず，夫では威圧回避群と平均中立群

との間に，妻では共感親和群と平均中立群の間に差が見

られないことがわかった○このことは，夫では威圧回避

群であっても離婚を平均中立的群と同程度にしか考えな

いのに対して，妻では共感親和群であっても平均中立群

と同程度に離婚を考えていることを意味する。ところ

で，離婚思念とは，自分たちの関係を決定的に考え直

し，場合によっては清算したいという願いの表れであ

る。夫婦のコミュニケーション様態が，こうした重要な

心理的変数に対して与える影響は，夫と妻とでは異な

り，威圧的●回避的コミュニケーションをしていること

の影響は妻側でより深刻である様相がうかがえる。

次に，夫と妻との違いとしては，共感親和群．威圧回

避群では，妻は夫に比べて夫婦関係満足度が低く，離婚

を考える（た）ことが多いことがわかった。このように

夫婦問に意識●感情のギャップがあることは，自分たち

の夫婦関係をより低く評価している妻側にネガティブな

心理的影響を与えると考えられる｡では，どのような．

４．０

０
５
０
５
０
５
０
５
０
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●
●

●

●
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７
６
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５
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４
４
３
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中年期夫婦のコミュニケーション・ベターン

3.0

2.5

共感親和群(101）平均中立群(99）威圧回避群(77）

Figure2コミュニケーション・パターン謀別の離婚,患
，含度（（）内は組）

2.0

1.5

１．０

共感親和群(101）平均中立群(99）威圧回避群(77）

Figurelコミュニケーション・バターンイ糊I/の夫婦関係
満足度（（）内は組）
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ミュニケーションをしている夫婦群でそうしたギャップ

が最も顕著なのだろうか。この点を詳しく検討するた

め，夫婦関係満足度及び離婚思念度のそれぞれについて

夫婦間のズレ得点（夫の評定値一妻の評定値）を算出

し，一元配置の分散分析（多重比較はTukey法）によっ

て３群問の比較を行った。その結果，夫婦関係満足度の

夫婦間ズレ得点，離婚思念度の夫婦間ズレ得点ともに３

群の問に有意差が見出され（F(2.273)＝17.99,’〈､001；Ｆ

(2.272)＝8.23,’＜､001)，夫婦関係満足度のズレ得点は，

威圧回避群は，共感親和群・平均中立群に比べて大きく

（共にｐ＜､001)，３群中で最も夫婦の間のズレが大きい

ことがわかった。一方，離婚思念度のズレ得点は，平均

中立群は，共感親和群・威圧回避群に比べてズレが小さ

く（順に’＜､01,力＜､001)，３群中で最も夫婦間のズレ

が小さいことが確認された。

３．夫婦のコミュニケーション・パターンと夫婦の経済

生活

夫婦のコミュニケーション・パターンと経済生活との

関連を見よう。分析は，妻の経済的地位をもとに夫婦の

経済生活を「妻無収入群」（妻が無職の専業主婦である

片働き夫婦)，「妻低収入群」（妻の年収が'0ｏ万円以下

である共働き夫婦)，「妻高収入群」（妻の年収が,００万

円以上である共働き夫婦）の３群'）に分類し，コミュ

ニケーシヨン３群との関連をｘ２検定によって検討した
('mable2)。

結果は，カップル数の偏りは有意で（Ｘ２(4)＝10.50,’＜
･05)，「妻無収入群」には平均中立群（46.8％）が多く，

｢妻高収入群」には共感親和群（43.0％）が多い傾向が

見出された。これに対して「妻低収入群」では特徴的な

コミユニケーシヨン･パターンは見出されなかった。こ

の結果から，夫婦の経済生活はコミュニケーション．パ

ターンの違いと関連しており，妻が専業主婦の片働き夫

婦ではポジティブな交流もネガティブな交流も顕著に認

められない平均中立型のコミュニケーション．パターン

をとる夫婦が多いこと，一方，妻が年収,００万円以上の
共働き夫婦では共感親和的なコミュニケーション．パ

1）これら３群における夫婦の学歴及び妻の職種は以下のとおりで
あった。

夫婦の経符生活3群における夫婦の堂歴及び妻の職種

中学･高校

夫の学歴専門学校･短大

大学･大学院

中学･高校

妻の学歴専門学校･短大

大学･大学院

家業･自営業

妻の職種パートタイム

フルタイム

妻無職群妻低収入群妻高収入群

Ｗ＝109）（jV=61）Ｗ＝１０７）
1.2％

0.0％

87.9％

32.4％

46.5％

19.6％

23.3％

9.3％

67.8％

39.7％

23.3％

47.8％

19.0％

81.0％

21.7％

8.7％

69.6％

279％

30.2％

32.6％

52.2％

30.4％

17.4％

Table２夫婦の経済生活とコミュニケーション･パターン

墨墓遼共感親和群平均村群威圧回鱗
妻無職群

（jV＝109）

妻低収入群

（jV＝６１）

妻高収入群

（jV＝107）

３３組

(30.3％）

２２組

(36.1％）

４６組

(43.0％）

５１組

(46.8％）

１８組

(29.5％）

３０組

(28.0％）

２５組

(22.9％）

２１組

(34.4％）

３１組

(29.0％）

ターンをとる夫婦が多いことが明らかにされた。

４．夫婦のコミュニケーション・パターンと結婚観との

関連

次に，夫婦のコミュニケーション･パターンと夫･妻の

もつ結婚観との関連'性について検討した。まず結婚観の

次元を確定するため，結婚観を示す全１６項目に対する

夫婦277組の評定値をもとに因子分析を行った。因子分

析は，共通‘性の低い４項目を除く残りの１２項目につい

て，固有値１．０以上の基準で主因子法によって因子を抽

出後，斜交回転（プロマックス法）を行った。斜交回転

を適用したのは，各項目間相関においてそれぞれが相互

に関連することが示されたので因子が直交しているとは

考えにくいこと，より単純構造が得られること，因子間

相関が得られるため因子間の関係をとらえられることな
どの理由である。

結果は，Table3の通りである．第１因子は夫・妻と

もに相手を愛し，尊敬することを重視する意識なので，

〈相思相愛〉と命名した。第２因子は夫が妻の個人とし

てのあり方・生き方を理解･支持することに価値を置く

意識を示すので，〈夫の妻への理解・支持〉と命名した。

第３因子は，妻側の夫唱婦随的な態度と夫側の大黒柱的

な経済責任を期待する意識を表すので，〈妻の献身・夫

の甲斐'性〉と命名した。これら３因子のうち，第３因子

は，伝統的な性役割期待に沿った結婚観であるが，〈相

思相愛〉とく夫の妻への理解・支持〉の２因子は先行研

究の知見からあらかじめ仮定していた「新しい結婚観」

の次元である。すなわち，〈相思相愛〉は夫婦間で愛情・

精神的機能を重視する意識であると考えられること，一

方，〈夫の妻への理解・支持〉は，配偶者からの理解・

支持などこれまで日本の結婚・夫婦関係において専ら夫

だけが享受していたものを妻も享受することを目指すも

のであり，妻の有職化など近年の社会変動に伴って現れ

てきた革新的な結婚観の次元と考えられる。これらのこ

とから，ここで抽出された３因子は，近年の結婚観の変

化を捉える上で有効な因子であると判断されたので，本

稿の目的に沿った有用な分析軸として採用することとし

た。以下の分析では，各因子の因子得点を算出し，結婚

観の各次元得点とした。結婚観の３下位尺度の信頼'性を
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Table３／７結椿勘尺度の因子分析結果住因子法・ブロマックス回転ノ

､３１

項目 Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ ｈ

α係数によって検討したところ，順に，、78,.68,.61で

あった。

では，これらの結婚観は，夫婦のコミュニケーション

･パターンとどう関連しているのであろうか。この点を

明らかにするため，コミュニケーション・パターン群に

よって夫・妻の結婚観がどのように異なるかを検討し

た。クラスター分析によって抽出されたコミュニケー

ション３群と性（夫・妻）の２要因を独立変数に，結婚

観の３次元得点を従属変数とする３×２の二元配置の分

散分析及びTukey法による多重比較を行った。Figure3

～５は結婚観の各次元ごとにコミュニケーシヨン・パ

く第１因子；相思相愛＞

妻が，夫を心から尊敬する

妻が，夫の人柄を愛し，かけがえのない人として大切にする

妻が，夫の才能・能力認め，それを伸ばすための手助けをする

夫が，妻の人柄を愛し，かけがえのない人として大切にする

夫が，妻を心から尊敬する

く第２因子；夫の妻への理解・支持＞

夫か，妻の才能・能力認め，それを伸ばすための手助けをする

夫が，妻の仕事・活動を理解し，支える

夫が，妻の意向を尊重し，やりたいことを自由にやらせてあげる

夫が，妻と同等に家事をする

く第３因子；妻の献身・夫の甲斐性＞

妻が，夫の身の回りの世話をきちんとする

妻が，夫を立てる

夫が妻に経済的に豊かな暮らしをさせる

４
７
９
８
６

９
７
３
３
３

●
ｅ
●
●
ロ

-．０７

－．０８

．２２

．２２

．３３

２
８
６
６
６

１
０
０
１
１

●
●
●
●
●

一
一

１
２
５
３
９

７
５
６
３
４

●
●
●
Ｄ
■

９
９
１
０

０
０
０
０

●
●
●
■

８
７
３
２

７
６
５
５

ｐ
ｐ
●
■

０
１
９
１

１
０
０
３

●
●
●
●

１
０
６
６

６
５
２
２

､６１

．４２

．２６

､8４

．５１

．４３

１
３
２

０
０
０

●
●
●

０
３
７

２
１
２

●
●
●

一
一

0.2

因子間相関

0.2

F３F２Ｆ１

０

､54

.52

中年期夫婦のコミュニケーション・パターン

％

ターン群と'性による結婚観得点を図示したものである。

〈相思相愛〉については，群と性との交互作用(E(5.5』7）

=3.47,’＜､05）が見出された。そこで次に，夫．妻別に
群の単純主効果の検定を行ったところ，夫については，

共感親和群と平均中立群・威圧回避群との間に有意差が

見られ（F(2.27帥＝16.07,’〈､001)，共感親和群の夫は平
均中立群及び威圧回避群の夫に比べてく相思相愛〉が高

い（共に，’＜､001）ことが明らかにされた。また，平
均中立群と威圧回避群との間の単純主効果に有意傾向が

見出され，平均中立群の夫は威圧回避群の夫に比べて

く相思相愛〉が高い傾向が示された。一方，妻では共感
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重判別分祈結果
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して，共感親和群では妻と同程度に重視していることで

ある。これらのことから，夫が「新しい」結婚・夫婦関

係のあり方を志向していることが，夫婦間の共感的で親

和的なコミュニケーション関係をもたらすきわめて重要

な要因であることが示唆された。

そこで，この点をさらに詳しくみるため，夫・妻のどの

ような結婚観がコミュニケーション・パターンに決定的な

影響を与えているかを検討した。分析は，コミュニケー

ション３群を従属変数に夫・妻それぞれの結婚観３次元得

点を独立変数として同時に投入する重判別分析を行った

(Table４)。標準化したときの正準判別関数の係数をみる

と，夫のく相思相愛>とく夫の妻への理解・支持〉が高い正

の係数を示し（Wilks，Ａ＝0.82,Ｘ２(１２)＝54.46,’＜､001)，

３群の判別に夫のこれら２次元の結婚観が大きく寄与し

ていることが明らかにされた。各群のグループ重心の関

数を見ると，第１判別関数は共感親和群を他の２群から

区別する軸であると考えられることから，夫がく相思相

愛〉とく夫の妻への理解・支持〉を重視し，妻がく妻の献

身・夫の甲斐'性〉を重視している夫婦に共感親和群が多

いといえる。一方，第２判別関数は，平均中立群を他の

２群から区別する軸であると考えられ,夫がく相思相愛〉

を重視するがく夫の妻への理解・支持〉は重視しない夫

婦に平均中立群が多く，反対に，〈夫の妻への理解・支

持〉は重視するが，〈相思相愛〉を重視しない夫婦に威

圧回避群が多い傾向が見出された。もっとも分類結果を

みると，的中率は51.8％と，あまり高くない。すなわ

ち，共感親和群については62.4％，威圧回避群について

は57.1％と比較的高いが，平均中立群については36.7％

にすぎず，この群の低さが全体での的中率の低さをもた

らしていることがわかる。平均中立群を他の２群から区

別する第２判別関数を用いた判別には問題が残されてお

り，再度モデルの検討を行う必要があることを認めざる

をえない。しかしながら，夫のく相思相愛〉とく夫の妻

への理解・支持〉が，共感親和群を他の２群から判別す

0.6
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Figure5コミュニケーション・パターン識別の＜妻の献
身・夫の甲斐性＞得点

親和群と威圧回避群との間に有意差が見られ（F12,”』）
＝4.09,,＜､05)，共感親和群の妻は威圧回避群の妻に比

べてく相思相愛〉が高いいく.05）ことが明らかにされ

た。次に，群別に'性の単純主効果を検定したところ，平

均中立群及び威圧回避群において有意差が見出され（Ｆ

(1,,95)＝5.79,’＜､０５；Ｒ,,,52)＝6.36,'＜､05)，両群とも

妻のほうが夫より高いことが示された。〈夫の妻への理

解・支持〉についても，群と性との交互作用帆5.5,7）
＝5.03,,＜,01）が見られた。夫.妻別に群の単純主効果

の検定を行ったところ，夫については，共感親和群と平

均中立群・威圧回避群との間に有意差が見られ（F112.
273)＝14.82,’＜､001)，共感親和群は平均中立群．威圧

回避群に比べてく夫の妻への理解･支持〉が高い（共に，

’＜､001）ことが明らかにされた。妻では群の主効果は

見られず，３群の間に差が見出されなかった。次に，群

別に性の単純主効果を検定したところ，〈相思相愛〉と

同様，平均中立群及び威圧回避群において有意差が見出

され（E1,.,95)＝8.63,’〈､０１；Ｆ1,.,52)＝9.39,’〈､01)，両

群とも妻のほうが夫より高いことがわかった。（R(5,5,7）
＝3.91,’＜､05）が見出された。〈妻の献身．夫の甲斐性〉

については，群と性の主効果が見出され（F15・扇"）
＝14.62,'＜､001；Ｒ5,517)＝34.36,ｐ＜､001)，群の主効果

については，平均中立群・威圧回避群は共感親和群に比

べて高い（順に，’＜､01,’＜､００１）こと，また，性の主

効果については夫のほうが高いことが明らかにされた。

ここで特記したいのは，「新しい結婚観」であると考

えられるく夫の妻への理解・支持〉とく相思相愛〉の２

次元において共感親和群の夫が平均中立群・威圧回避群

の夫に比べて得点が顕著に高いこと，また，これら２次

元において平均中立群・威圧回避群では夫婦間の得点差

が見出され，夫はこれら２次元を重視していないのに対

発達心理学研究第１５巻第１号
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る変数であるという分析結果は，夫の「新しい結婚観」

が夫婦のコミュニケーション・パターンを決める重要な

変数であることを示している点で注目に値する。

考察

本稿は，昨今，広く夫婦間のコミュニケーション不全

の問題が取り上げられるようになってきている現象に注

目し，中年期夫婦を対象に夫婦問コミュニケーションの

様態と問題の背景を結婚・夫婦をとりまく社会的環境の

変化との関連で検討した。以下では主な結果を概観し，

結果の解釈を行いたい。

第１に，夫婦間のコミュニケーション態度の評定値を

もとにクラスター分析によって対象夫婦を典型的なコ

ミュニケーション・パターンをもつ群に分類したとこ

ろ，双方がポジティブな態度でコミュニケーションをし

ているく共感親和型コミュニケーション・パターン群>，

ポジティブ・ネガティブな態度ともに顕著に見られない

く平均中立型コミュニケーション・パターン群>，双方が

ネガティブな態度でコミュニケーションをしているく威

圧回避型コミユニケーシヨン・パターン群〉の３クラス

ターが抽出された。３群の比率は，多い順に共感親和群

(36.5％)，平均中立群（35.7％)，威圧回避群（27.8％）

の順であるが，比率の差は僅小であった。日本では，

１９６０年代の後半に恋愛結婚が見合い結婚を超えて，現

在では90％近くを恋愛結婚が占めている。調査対象者

である中年期夫婦の大半も，この人と一緒に居て楽し

い，話して楽しいと思ったからこそ互いに選び合って結

婚したものと考えられる。いかに年月を経たとはいえ，

その夫婦の間でく威圧回避群〉に分類された夫婦の比率

が30％近くに達していた事実は印象的である。前述の

ように日本では，１９８０年代以降，人間的交流に乏しい

夫婦関係の貧困・荒廃が評論的・経験的に指摘されてい

るが，こうした指摘の妥当性を裏付ける結果といえよ

う。

第２に，共感親和群及び威圧回避群の夫婦では妻は夫

に比べて夫婦関係満足度が低く，離婚思念度が高いこと

が明らかにされた。特に威圧回避群は，他の２群に比べ

て夫・妻ともに夫婦関係満足度が低く，夫婦関係満足度

における夫婦間のギャップが顕著に大きかった。昨今，

中高年層の離婚率が上昇し，夫の定年退職を機に妻が離

婚を切り出す“定年離婚'，が話題になっているが，この

群は，こうした定年離婚の予備軍的存在といえよう。一

方，平均中立群では夫婦関係満足度・離婚思念度とも夫

と妻との間に有意差は見出されず，夫婦の間の意識・感

情のギャップは見られなかった。この結果を見る限り，

平均中立群では夫婦関係の安定'性が高いといえる。ひと

ころ（1970年代)，“亭主元気で留守がいい'，というコ

マーシャル・コピーが流行ったことがある。このコピー

には，夫が健康でしっかり生活費を稼いできてくれさえ

したら，たとえ夫婦の間で情緒的交流がなくても構わな

い，いや，むしろその方が気楽でいいという含意があっ

た。このコピーが当時話題になり，現在に至るまで人々

の口にのぼるのは，′性別分業のもとで夫婦の親密性が不

足・欠如している様を自'朝的に“肯定する，，妻たちの思

いをみごとに代弁しているためであろう。夫婦の問でポ

ジティブな精神的・情緒的交流がなくなったら夫婦でい

る意味はなくなったと考え，離婚に至る米国に比べて日

本の離婚率が低い理由はこの辺りにあると推察される。

しかし，平均中立群夫婦が，長い将来に渡って夫婦関係

の安定性を維持できるとは限らない。現に，夫の定年退

職で“留守'’だった夫が家にいるようになったのを契機

に，それまで比較的安定した結婚生活を過ごしていた妻

が心身の不調に悩まされるようになる「主人在宅ストレ

ス症候群」が報告されている（黒川，1993)。戦後の急

激な人口動態変化は私たちに８０余年の人生をもたらし

ただけでなく，夫婦が二人だけで過ごす期間の長期化も

もたらした。叩もなく不可もなく的なコミュニケーショ

ンをしている平均中立群の夫婦が将来に抱える課題は決

して小さくないように思われる。

また，看過できないのは，共感親和群においても夫婦

関係満足度及び離婚思念度に夫婦間ギャップが見られた

ことである。共感親和的なコミュニケーションをしてい

る夫婦において，なぜ妻側で夫婦関係への評価が低いの

であろうか。この点を考える上で，「感情労働」という

概念が参考になる。Hockshild（1979）は感情をマネージ

している「負担者」の行為を「感‘情労働」と名づけ，女

性がより多く感情労働をする理由として資源交換説（一

般的に女性が社会で金銭，力，権威，地位等に自力で接

近することが難しいために，自分の感情から作り出した

資源を男性に贈り物として提供し，見返りに自分に不足

している物質的資源を獲得するとする説）を提起してい

る。日本の夫婦では情緒的関係に偏りがあり，夫婦問で

相手に対する情緒的関与・行動は妻の方がより多く行っ

ていることから（平山，１９９９；平山，２００２；稲葉,２００１；

施,2001)，共感的で親和的なコミュニケーション関係

を形成・維持するために妻の方が「感情労働」をより多

く行っている可能性が示唆される。すなわち，この群で

は，夫婦のコミュニケーションが共感的・親和的に行わ

れるように心がける，相手の気持ちを汲んだり考えを推

し量りながら円満・円滑に会話が進行するように気を配

る，気を遣うなどの行動を妻側がより多く行い，そのこ

とが妻側の負担になっているのかもしれない。今後は，

面接調査などを通して，円満で調和的なコミュニケー

ション関係が夫側，妻側どちらのどのような資源投与に

よって維持されているかなどについて検討する必要があ

るといえよう。
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第３に，夫婦のコミュニケーション様態に関連する属

′性要因として夫婦の経済生活をとりあげた。結果は，夫

婦の経済生活はコミュニケーション・パターンの違いと

関連しており，片働き夫婦で平均中立群が多いこと，一

方，妻が年収100万円以上の共働き夫婦で共感親和群が

多いことが見出された。なぜ夫婦の経済生活が夫婦のコ

ミュニケーション関係と関係しているのだろうか。まず

考えられるのは，性別役割分業的な生活様式によって夫

婦の生活領域が分離されることのネガティブな影響であ

る。妻が無職の専業主婦家庭では，夫は仕事，妻は家

族・地域生活をもっぱら関心の中心にする生活のなかで

二人が共有しえる興味・関心は自ずと限られてこよう。

ところが妻が就労している場合，好むと好まざるとにか

かわらず夫の家族生活への関与の度合いは増える。コ

ミュニケーションが当事者間の共通の興味・関心を基盤

に成立する活動であることを考えると，妻の就労化に伴

う二大生活領域（職業生活と家庭生活）の共有化が共感

的で親和的なコミュニケーションを促進していると考え

られる。もう１つは，妻が経済力を持つことの効果であ

る。前述のとおり，これまでの夫婦に関する実証的研究

は，妻の就労化あるいは経済的資源へのアクセスが，役

割関係，情緒的関係など夫婦関係のさまざまな側面にお

ける対等性を高めることを示している。妻が比較的高い

収入を得，夫婦間の経済力格差が小さいことが，夫婦間

の対等性を高め，それが共感的で親和的なコミュニケー

シヨン関係を成立させる基盤として作用していると推察
される。

第４に，夫婦のコミュニケーション・パターンと夫・

妻の結婚観との関連を検討した結果，共感親和群と威圧

回避群を分ける重要な変数は，夫のく夫の妻への理解・

支持〉とく相思相愛〉であった。このことは，夫が妻を

一人の個人として認め，そのあり方・生き方が大切にさ

れるべきであると考え，また，夫婦が愛し合い尊敬し合

える関係を理想とするなど，夫婦の“新しい'，関係を志

向していることが，共感親和的なコミュニケーション関

係を形成・維持する上できわめて重要であることを示し

ている。前述のように，社会変動に伴って従来と異なる

結婚・夫婦関係のありようが模索されるなか，結婚した

女'性の間にも個人としての自分のあり方・生き方を大切

にしたいという思いが世代を超えて認められるように

なってきている（柏木・永久，1999)。こうしたなかで，

夫・男性がそうした妻の思いに応え得るか否か，そのこ

とが夫婦に豊かなコミュニケーション関係をもたらす鍵

を握っているといえよう。

最後に，今後の課題を述べたい。本研究は，夫婦のコ

ミュニケーション･パターンと夫の「新しい結婚観」と

の間に密接な関連があることを明らかにしたが，因果関

係については明らかにしていない。したがって，結果の

解釈にあたっては，夫婦のコミュニケーシヨン・パター

ンが夫･妻の結婚観を変化させている側面も忘れてなら

ないであろう。すなわち，共感親和的なコミュニケー

ション･パターンをもつ夫婦では，活発なコミュニケー

ション行動を通じて，夫の結婚観が変化する，あるいは

夫と妻との結婚観のズレが解消されるといったことが起

こっているかもしれない。反対に，威圧回避的なコミュ

ニケーション･パターンをもつ夫婦では，互いが威圧的・

回避的な態度を取り合う関係のなかで，「どうせ聞いて

もらえない」「話してもしかたない」とどちらからとも

なく配偶者に対して心を閉ざすようになり，結婚観の

ギャップがますます深く大きくなる可能性も考えられ

る。結婚当初あるいは結婚以前からどのようなプロセス

を経て現在のコミュニケーション・パターンが形成され

るようになったのかについての検討が必要であろう。本

研究で抽出された３群のそれぞれについて，典型的とみ

なせるコミュニケーションを行っている夫婦を対象に面

接調査を実施し，夫婦のコミュニケーション関係の変化

プロセスについての詳細な検討を行うことを今後の課題

としたい。
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縦断データにおける欠測値に対する対処法：
現在のソフトウェア状況を考慮して

荘島宏二郎
(大学入試センター研究開発部）

清水武
(早稲田大学人間科学研究科・日本学術振興会特別研究員）

発達心理学研究の目的の１つは，個々人の発達現象を

捉え，理解することにある。このとき，氏家（1999）や

西煤（2001）が指摘するように，標本（被験者）を縦断

的に追跡し，縦断データに適した分析をおこなうことが

望ましいと考えられる。ところが，経時的にデータを収

集する際，中途で標本（被験者）をフォローできなくな

る場合が少なくない。このような欠測は｢脱落」と呼ば

れ(岩崎，2002)，その際の対処法としては，大きく分

けて「代入」と「削除」が一般的によく用いられるところ

であろう。代入とは，欠測値にある値を埋め込む処理の

ことで，多くのソフトウェアで採用されているのは，平

均値を埋め込む平均値代入法である。一方で削除とは，

欠測が見られた標本全体を削除するリストごとの削除

(listwisedeletion）と，欠測が生じたペアのみを削除し

て標本平均ベクトルや標本分散共分散行列を算出するペ

アごとの削除（pairwisedeletion）がある。

しかしながら，欠測が生じた原因（メカニズム）と無

関係にこうした処理を実行すると，扱い方によっては分

析結果に重大な誤りを導く危険があり，発達現象の理解

にも深刻な影響を与えかねない。欠測に対する理解は，

発達研究においてのみ必要なわけではないが，脱落など

の欠測に直面しやすい発達研究では，この問題はとりわ

け重要なトピックといえるだろう。

そこで本稿は，欠測値に対する問題意識を広く学会員

の問で共有することを目的とし，欠測値処理に対する現

時点で最も有効と考えられる対処法を以下に紹介する。

特に，統計パッケージの実装状況が進歩し，代入や削除

以外の有効な方法が利用できる現在においては，欠測値

問題をソフトウェア状況と照らし合わせて改めて整理す

ることは重要であろう。なお，紙面の問題もあるため，

数理的に詳細な記述が必要な読者は，邦書では渡辺・山

口（2000)，岩崎（2002）などを参照されたい。

欠測メカニズム

欠測した原因のことを欠測メカニズムと言い，大きく

３つある（Rubin,1976;Little＆Rubin,1977;渡辺・山口，

2000;岩崎，2002)。今，仮に研究目的を「２時点での日

常生活動作（abilityofdailylife:ADL）の変化」とし，２時
点において測定を行うものとする。また，１時点目（Ｔｌ）

では全ての被験者のデータが得られたとし，２時点目

（Ｔ,）に欠測が生じる例を考える。なお，簡単のために

状況を２時点に設定したが，以下は，多時点の状況にも

拡張して考えることができる。

①完全ランダム欠測（missingcompletelyatrandom：

ＭＣＡＲ）例えば，被験者が引越しした，あるいは測定

日時を忘れた，などの理由でＴ,のデータが欠測した場

合など，全くの偶然とみなせる状況である。

②ランダム欠測（missingatrandom:ＭＡＲ）例えば，

被験者がＴｌでのＡＤＬの測定結果が悪かったためにＴ２

での測定を受けるのが嫌になった結果，欠測した場合で

ある。あるいは，Ｔ,での測定結果が良かったために，

T‘,で測定する必要がなくなり，欠測した場合である。

このとき，Ｔ’での欠測が，Ｔｌでの観測値に依存すると

いう点で，ＭCARと異なっている。

③無視できない欠測（nonignorablemissing）上記の

①と②は，無視できる（ignorable）欠測状況であるが，

それに対して，無視できない欠測は，以下のような状況

である。例えば，被験者のＴｌでの測定結果の良し悪し

にかかわらず，Ｔ,の測定の前に，ある被験者のＡＤＬが

悪化し，そのため測定しに実験室に来ることができな

かったとする。このとき，Ｔ２での欠測は，測定される

はずであったＴ２の結果（の悪さ）に依存している。つま
り，観測されるはずの測定値そのものに原因があったた

めに，Ｔ２のデータが欠測した場合である。
ＭＣＡＲとＭＡＲの対処

結論から述べると，本論はこれらの欠測値への対処と

しては，従来の代入法は薦めない立場をとる。既存の統

計パッケージでは，欠測処理は単一代入法を用いている

ものが多いが，ユーザにとってはそれらの処理が「自動

的に」かつ「適切な処理として」行われている感をもっ

ているだろう。しかし，欠測値に対して，例えば平均値

や回帰予測値などの値をただ１つ代入する単一代入法を

用いれば，分散などが過小評価され，母数の推定値につ

いてバイアスが生じることが知られている（岩崎，

2002)。なお，１つの欠測値に対して複数の代入値を用

意する多重代入法（Rubin,1987）は非常に有望な手法で

あるが，現状では手軽に用いることができない。

さて，ＭCARは欠測の原因を全くの偶然とみなすこと

であり，理論的にペアごとの削除とリストごとの削除に

よる対処が許される。ただし，どちらも欠測値に合わせ

てデータを削除するため，推定値の標準誤差が大きくな
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ることに注意したい。しかし，この場合の根本的な問題

はむしろ，ＭCARが欠測の原因をまったくの偶然とみな

す認識の上に成立していること自体にある。というの

は，先に挙げた測定日時を忘れた被験者の例も，ＡＤＬ

が記憶力などの認知能力と多少なりとも関係があった場

合，結果的に，もの忘れの多い被験者に偏ってデータが

削除される危険が十分に考えられる。そのため，欠測の

原因を全くの偶然として片付けることは，現実的に非常

に困難といわざるを得ない。

次に，ＭＡＲであるが，ペアごとの削除もリストごと

の削除も使えないことに注意したい。何故ならどちら

も，Ｔﾜでの欠測に合わせてＴｌでの観測値を削除するの

で，例えば，Ｔｌでの測定値が低い標本に欠測が集中し

ているようなデータの場合は，Ｔｌでの平均値が不当に

高く見積もられることになる。つまり，推定値にバイア

スが生じ，結果を信用することができなくなるのであ

る。

こうした問題を解決する現時点での最良の方法は，完

全‘情報最尤法（例えば，Muthen,Kaplan,＆Hollis,1987；

Arbuckle,1996）を用いることである。簡単に言うと，

完全‘情報最尤法は，観測されたデータは１つも削除する

ことなく情報を有効に利用する推定法であり，推定値の

バイアスがないこと，漸近効率がよい（他の方法よりも

真値からの２乗誤差が小さい）ことなどが知られている。

完全情報最尤法は，構造方程式モデリング（structural

equationmodeling:ＳＥＭ）のソフトウェアで実装状況が

よい。

まとめると，ＭＣＡＲである状況は現実的には考えにく

いため，仮にＭＣＡＲであると判断される場合であって

も，ＭＡＲと見なしてＳＥＭのソフトウェアを利用して，
完全情報最尤法を用いることを薦めたい。

｢無視できない欠測」の対処の注意点

ほとんどのケースについて，「無視できない欠測」の

可能性を第一に疑うべきだろう。②のＭＡＲで挙げた被

験者の例も，それがＴ２の測定の直前であればあるほど，

Ｔｌの測定値に原因があるのか，Ｔ,の測定値自体が原因

であるのか，区別がつかなくなる。つまり，ＭＡＲか無

視できない欠測かの区別は微妙になる。ここで，欠測メ

カニズムをＭＡＲとして，完全情報最尤法によって母数

の推定値を得ることは数学的にできるが，現実的に信用

できる結果が得られるかどうかは疑わしい。無視できな

い欠測のときの問題は，欠測の原因が状況に依存するた

め，どのような対処をすればよいのか，一般的なことが

言えないことである。推定値を信用することができない

ので，早急な結果報告を急がず，現象の観察へと立ち戻

り，手元のデータ以外の情報を利用し，欠測した原因に

ついての吟味を総合した考察が求められるだろう。

まとめ

以上を簡単にまとめると，欠測が発生した場合，まず

始めに欠測の原因が，その測定データに由来するかどう

かを考える。言い換えると，欠測メカニズムを「無視で

きる」かどうかを吟味する。もしも「無視できる（ＭCAR

もしくはＭＡＲ)」と判断できるなら，その理由を述べた

上で，ＳＥＭのソフトウェアを利用して完全情報最尤法

を用いるのがよいと思われる。問題は「無視できない欠

測」の場合である。欠測メカニズムもモデリングして統

計学的推論を行うことが最上であるが，市販のソフト

ウェア環境では対応が難しいため，この場合は一旦結果

を示し，その上で，欠測の原因を含めた考察をするとい

うことが現時点では最も良心的であろう。

いずれにしても，欠測メカニズムを意識化しておくこ

とによって，無視できない欠測を無視したり，削除した

り，もしくは代入で埋めたりして，バイアスが生じた結

果を解釈してしまうといった事態を回避できるだろう。

そして，そのことが誤った解釈を防ぎ，発達現象のより

よい理解を導くことが期待される。
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