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小学５年生が時間の比較判断に用いる知識と方略

5年算数「速さ」単元の授業前と授業後の比較
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原著

３６名の小学校５年生を対象に，算数｢速さ」単元の授業前と授業後に，時間の長さを比較させる２種類

の課題を実施した。２種の課題のうち１つは，ＣＲＴデイスプレイ上を同方向に移動する２つの動体の移動

時間の長さを比較する課題（運動課題）であり，もう１つは，問題文中の２人の登場人物の移動時間の長

さを比較する課題（文章題）であった。文章題においては，２人の出発時刻・到着時刻・距離・速さの４

変数のうち３変数の情報を提示し時間を比較させる課題，および，出発時刻・到着時刻・距離・速さの

4変数のすべての情報を提示し，時間を比較させる課題があった。その結果，（a）運動課題においては，

距離を判断の基準として解答したと推測される者が，授業前，授業後ともに多かった。（ｂ）文章題にお

いては，余分な情報として到着時刻や距離の情報が存在すると，課題の正答率が５割前後になることが

示された。（c)２種の課題の両方に，授業の効果が若干みられた。以上の結果から，５年生が「速さ」の授

業前後に持っている時間の知識構造と判断に使用する方略について考察した。
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問題と目的

２つの動体（たとえばおもちやの自動車）が同方向に

走るのを見せた後で，２つの動体の走行時間のどちらが

長かったか，あるいは同じであったかを問うことにより

時間概念の発達を調べるという研究は，Piaget（1946）

以来数多く行われてきた。そして松田・原・藍（1998）

がまとめているように，子どもがこのような事態で正し

く走行時間を比較することは，なかなか難しく，９歳～

13歳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。これらの課題は，「時間＝終了

時刻一開始時刻」の知識（以下知識α）あるいは「時間＝

距離／速さ」の知識（以下知識β）を用いれば，論理的

に正しく判断することのできる課題である。

何故これらの課題は難しいのだろうか。松田・原・藍

(1998）や，藍・松田（1998）の結果は，小学校高学年

生でもこのような課題で知識αが使えることになかなか

気づかず，むしろ知識βの方が活性化しやすいのではな

いかということを示唆した。そこで，谷村・松田（1999,

2000）は，中学生と大学生を対象に次のような３種類の

課題を用いて，より直接的にそのことを確かめた。（１）

知識αおよび知識βのいずれを用いても論理的に正しく

解答可能な課題（以下αβ課題)。このタイプの課題は，

l）本研究の実験実施時の所属は，広島大学大学院教育学研究科。

2つの動体の，出発時刻と到着時刻の少なくとも一方が

同じであり，かつ距離と速さの少なくとも一方が同じ課

題である。したがって，出発・到着時刻の同異（異の場

合はどちらがより先か)，および距離と速さの同異（異

の場合はどちらがより大きいか）の認知が正しく行われ

ていれば，知識αと知識βのいずれを用いても論理的に

正しく判断することができる。（２）知識αを用いて論理

的に正しく解答可能な課題（以下α課題)。このタイプ

の課題は，出発時刻と到着時刻の少なくとも一方が同じ

であるので，出発・到着時刻の同異の認知が正しく行わ

れていれば，知識αを用いて論理的に正しく判断するこ

とができる課題である。ただし，これは，２つの動体の

距離と速さがともに異なっており，距離が長い方の動体

が速いため，知識βを用いて論理的に正しく判断をする

ことは非常に困難な課題である。（３）知識βを用いて論

理的に正しく解答可能な課題（以下β課題)。このタイ

プの課題は，距離と速さの少なくとも一方が同じである

ので，距離と速さの同異の認知が正しく行われていれ

ば，知識βを用いて論理的に正しく判断することができ

る課題である。ただし，これは，２つの動体の出発時刻

と到着時刻がともに異なっており，先に出発した方が先

に止まるため，知識αを用いて論理的に正しく判断する

ことは非常に困難な課題である。谷村・松田（1999,

2000）の結果より，中学生ではα課題の正答率が最も低

いことや，課題についての判断理由等から，知識αよ

り，「時間＝距離／速さ」の知識βの方が活性化しやす
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く，しかも知識βの不完全型の「時間＝距離」の方略で

課題解決している者が多く，「時間＝終了時刻一開始時

刻」の知識αを用いて判断できる，ということに気づく

者は少ないことが明らかになった。

他方，大学生では，知識αを一貫して用いる者が５割

近くを占め，２つの知識を適切に使い分けた者が２割余

で，中学生で約３割と最も多かった知識βの不完全型

｢時間＝距離」を用いる者はおらず，知識βを一貫して

用いる者も１割にも満たなかった。すなわち，大学生で

は中学生とは異なり，知識αが圧倒的に活性化しやす

かったのである。このことは，時間についての２つの知

識の構造が発達によりかなり異なることを示唆してい

る。

この中学生と大学生の差は何故に生じたのであろう

か。考えられる原因の１つは，学校教育の影響である。

知識αはすでに小学校２年３年の算数の時間に計算を含

めて明示的に教えられ，しかも，日常生活の中では頻繁

に使用され，あらためてこの時間に関する知識を意識す

ることはほとんどないほどである。他方，知識βについ

ては，４歳ごろからインフォーマルな形成がはじまり

(Levin,1992;Matsuda,2001;松田，2002)，１０歳ごろには

約８割の子どもは，少なくとも暗黙には，時間，距離，

速さを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（Matsuda,2001;松田，2002)。そして，小学校５

年算数「単位量あたり」の単元「速さ」の小単元でフォー

マルに定義的に教えられ，計算ができるように訓練さ

れ，それ以降は文章題などでも繰り返し出てくる。さら

に中学校の理科｢運動と力（エネルギー)」の単元の最初

で定義的なところから復習する。すなわち，知識βは小

学校高学年から中学校にかけて学校教育の中で運動に関

係するフォーマルな知識として明示的に繰り返し教えら

れる。このことが，中学生において，ＣＲＴデイスプレ

イ上の運動刺激における時間の比較判断において，刺激

布置に関わらず知識βを活性化しやすい原因となってい

るのではなかろうか。そして，中学生の中には，速さの

比較と距離の比較から，時間の比較を行うこと，すなわ

ち３つの２次関係の比較を同時に操作することがいまだ

難しい者もおり，そのような者は速さの次元を無視して

この課題に対処しているのではないかと推測される。す

なわち，β不完全の方略を一貫して用いている生徒達で

ある。それに対して大学生では，知識αも知識βもいず

れも日常的な知識となっており，また知識αと知識βの

関係の精級化も小・中学生よりは進んでいるだろう。し

たがって，２つの運動刺激の走行時間の比較というよう

な事態では，最初に取得可能な'情報である出発時刻の同

異に関係した知識αの部分が活'性化しやすいと考えられ

る。しかし大学生においても，最終的に出発時刻，到着

時刻，速さ，距離の情報のすべてを利用して判断するこ

とは難しく，結果的に知識αのみを用いることになる者

が多数になるのではないかと思われる。

本研究では，フォーマルな知識βの最初の学習である

５年算数｢速さ」の授業実施前後に，２つの運動刺激の走

行時間を比較する課題を与え，解答に対して判断理由を

尋ねることにより，学校教育のこの種の課題への影響を

明らかにする。さらに小学５年生程度の子ども達が時間

についてどのような知識構造を持ち，それが授業によっ

てどのように変化するかをより詳細に調べるために，時

間に関する文章題も授業実施前後に与え，その解答理由

等を尋ねることにより，運動刺激を提示する課題の解答

と知識構造の関係を明らかにすることを目的とする。す

なわち，授業によって，知識βが精徴化することが期待

されるが，授業によって知識αと知識βの統合がはから

れることがなければ（現行の指導要領（文部省，1998）

では，２つの知識の関係は扱われていない)，運動課題で

は一段と知識βに頼ろうとしてα課題の成績が落ちるこ

とになるだろう。そのような結果は，この種の運動課題

が小学高学年生や中学生でも難しい原因を明確に示すも

のである。

文章題によって時間の知識構造を調べようとする研究

は，これまでいくつかあるが，いずれも時間と距離と速

さのうちの２つの情報から残り１つについて判断を求め

る文章題か（Acredolo,1989;Acredolo,Adams,＆Schmid，

1984;Crepault,1980,1989;三宅・小嶋・森田・谷村・松

田，2000;曽我・塩見，1987)，時間と終了時刻と開始時

刻のうちの２つの情報から残り１つについての判断を求

､める文章題（Cr6pault,1993;Samartzis,1992,1995）であ

り，知識αと知識βの関係を調べることができる文章題

にはなっていない。唯一Jamet（1997）の用いた文章題

では，２つの動体の速さと距離はその大小関係が情報と

して提示され，時間については出発時刻と到着時刻の順

序が情報として提示され，知識αと知識βの両方に関係

した文章題となっている。たとえば，２つの動体の､走行

時間の大小を比較させる課題では，出発時刻の順序と到

着時刻の順序に加えて，速さの大小関係（または，距離

の大小関係）という余分な情報が与えられている。速さ

（あるいは距離）の大小を比較させる課題では，出発時

刻の順序と到着時刻の順序，および距離（あるいは速さ）

の情報が与えられている。しかし，参加者の解答は選択

肢の選択のみであるから，この正答率の低さから，知識

α，知識βそれぞれの内容や関係構造について推測する

ことは，なかなか難しい。そこで本研究では，次のよう

な２種類の文章題を作成し，いずれの場合も解答だけで

なく，その解答理由も尋ねることにした。第１のタイプ

の文章題は，２つの動体の距離，速さ，出発時刻，到着

時刻の４変数のうち，３変数の大小関係を情報として提

示し，時間の大小関係を判断させる課題である。この場



。t:２ｔ:８

－－

1３１

、ー＞

４t:２ｔ:８

αβ課題 α課題 β課題

Figurel3種類の遁動課題(ｔ：移動時間（s）；』ｔ：出発・到着時刻の時間差(s）；実線：２つの車(上が赤，下が緑)の運
動の軌跡（両方の車が停止した後も，３秒間提示）で14.5ｃｍまたは10.9ｃｍ，実線の矢印は進行方向；点線：同時刻の

［
一

小学５年生が時間の比較判断に用いる知識と方略

合，たとえば，距離，速さ，出発時刻の３変数の情報が

与えられていれば，知識βが問題解決に使用可能であ

り，知識αに関係した出発時刻についての情報は余分な

情報である（以後，この余分な情報を担う変数を無関連

変数と呼ぶ)。したがって，このような文章題により，

知識αと知識βが適切に使い分けて使用されているか否

か，２つの知識がどのように関係づけられているかを判

断できるだろう。第２のタイプの文章題は，４つの変数

の大小関係を情報としてすべて提示し，時間の大小関係

を判断させる課題である。この場合，知識αと知識βの

いずれを使用しても問題は正答可能であるので，どちら

の知識が活性化しやすいのか，どのように２つの知識が

関係づけられているのか，が明らかにできるだろう。な

お，大小関係は具体的に数値で表すことにより，小学校

5年生にとっても扱いやすいものにした（Samartzis，

1995参照)。

方法

参加者参加者は，公立小学校２校２学級の小学校５

年生38名であるが，２回の実験の両方に参加した36名

(男子18名，女子18名，第１回の実験参加時の平均年

齢:１１歳３カ月）のみがデータの分析対象となった。

実施時期と「速さ」の授業１回目の実験は，５年算数

｢単位量あたり｣2)の授業開始の約１０日前に行われ，２回

目の実験は授業終了の約１カ月後に行われた。「単位量

あたり」の単元の授業は，両学級とも約２週間かけて，

いずれも大阪書籍の教科書「小学算数５年下」にそって

行われ，それに要した授業時間は，約１５時限，「単位量

あたり」の中の小単元「速さ」に要した時間は，約７時

限であった。「単位量あたり」の単元では，児童はまず

基本的な単位量あたりの大きさについて学習し，次に人

口密度について学習し，最後に速さの定義と単位，「速

さ＝道のり÷時間｣，「道のり＝時間×速さ｣，「時間＝

道のり÷速さ」の公式を用いて速さなどを求めたり比較

したりすることを学習した。

実験装置運動課題，文章題ともに，刺激の提示に

は，パーソナル・コンピュータ（Apple,Powerbook

3400)１台と，参加者用の20'カラーディスプレイ（SONY；

CPD-20SF3）１台を使用した。参加者とディスプレイの

間の距離は約70cmであった。

運動課題刺激は，赤（上側）と緑（下側）の２台の車

(長さが3.5cm）が，２本の走路（いずれも24.5cm。２本の

間の間隔は5.5cm）上を左から右へ等速直線運動するも

のであり，課題は２つの自動車の移動時間の大小を比較

することであった。まず最初に白色の走路が提示され，

その１秒後に少なくとも一方の車が現れてすぐに動き始

めた。他方の車は同時にあるいは遅れて現れて，現れる

とすぐに動き始めた。いずれの車も，停止と同時に消え

た。また，車の移動と共に，その移動した部分の走路が

黄色に変わり，運動の軌跡が示された。黄色の軌跡を含

む走路全体は，両方の車が消えた後，３秒後に消えた。

このように車の移動の軌跡を明瞭に示したのは，距離の

同異の認知が正確に行えるようにするためであった。

Figurelに実験に使用した課題を示した。課題は，谷

村・松田（1999,2000）で使用したαβ課題，α課題，

β課題それぞれ３種から選んだ１課題ずつであった。３

種類の課題をすべて使用しなかったのは，参加者の時間

的・心理的負担を考慮したためである。なお，課題の選

定にあたり，αβ課題，α課題においては，谷村・松田

（1999）の中学生の正答率が最も低い課題を選択した。

これらの課題は，距離を判断の基準に時間の比較判断を

行う，すなわち，知識βの不完全型である「時間＝距離」

の方略を使用して解答すると誤答する課題である。これ

らを小学５年生に実施することにより，中学生と同様の

傾向がみられるのか確認し，そのような傾向に学校の

フォーマルな授業がどの程度影響を与えているのか明ら

かにすることができる。また，β課題においては，３種

のうち２種の課題で，中学生が速さの同異の認知を時に

位置関係を示す｡）

2）実験を行った1999年度においては５年生の内容であったが，１９９８

年告示の指導要領が実施されている現在では，６年生の内容と

なっている。内容そのものはほとんど変わっていない。
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誤ることがあった。そこで，そのような誤りのほとんど

ない残り１種の課題を本研究では使用することにした。

距離と速さの同異の認知を正しくできることは，知識β

を用いて論理的に正しく判断する前提条件だからであ

る。

走行時間は，ともに８秒（α課題，β課題）か，異な

る場合は８秒と６秒（αβ課題）であった。走行距離は

ともに14.5cｍ（αβ課題，β課題）か，異なる場合は

14.5ｃｍと10.9cｍ（α課題）であった。速さはともに１．８

cm/ｓ（β課題）か，異なる場合は，2.4cm/sと1.8cm/ｓ

（αβ課題)，あるいは1.8cm/sと1.4cm/ｓ（α課題）で

あった。

文章題文章題は，２人の登場人物が家から目的地ま

で移動する時間の長さを比較するものであった('Ihblel)。

問題文中に４変数（tl:出発時刻；t2:到着時刻；。:距離；

s:速さ）のいずれが含まれるかによって，５種の課題を

作成した。まず，問題文中に，上記の４変数のいずれか

３つを含む４種の課題（tl＋t2＋ｄ課題，ｔｌ＋t2＋s課題，

。＋s＋tl課題，ｄ＋s＋t2課題）があった。いずれの課題

でも，３変数中，判断に関係のない無関連変数を１つ含

んでいた。各課題は，正答が「同じ時間移動した」とな

る問題('mablelの問題番号①）と「Ａ（またはＢ）の移動

時間がより長い」となる問題（'mablelの問題番号②）の

２種があった。そして正答が「同じ」の場合は，無関連

変数の数値が２人の登場人物で異なるようにし，正答が

｢Ａ（またはＢ）が長い時間移動した」となる場合は，無

関連変数の数値が２人とも同じになるようにすることに

より，無関連変数の妨害効果が明らかになるようにし

た。他に，４変数すべてを含むtl＋t2＋d＋s課題があり，

４変数の同異の組み合わせにより４つの課題が作られた

('mablelの問題番号①～④)。これによって，「時間＝終

了時刻一開始時刻」（知識α）と「時間＝距離／速さ」（知

識β）の知識のいずれが使われやすいか，２つの知識が

どのように関係づけられているかが明らかになる。

手続き実験は，運動課題セッション，文章題セッ

ションの２つのセッションからなっていた。授業前，授

業後ともに，この順に２セッションを引き続いて行った。

運動課題セッションでは，易しい練習問題を１試行行っ

た後，３課題を１回ずつ提示した。最初に，「今からパソ

コンの画面上に赤と緑の２台の車が，左から右へ動く画

面を見てもらいます。後で，どちらの車の動いていた時

間が長かったか，または同じであったか言ってくださ

い。また，その後どうしてそう’思ったかその理由を答え

てもらいますのでよく見て解答してください」と教示を

与え，各課題の判断後に判断理由を述べてもらった。

次に文章題セッションでは，最初に時速40kmの車と

時速50kmの車のどちらのスピードが速いか尋ね，速さ

の大小を理解していることを確認し（全員理解してい

た)，参加者の机の上に用意した紙と鉛筆を自由に使用

して良いことを教示した。ついで，ｔｌ＋t2＋d,tl＋t2＋s，

。＋s＋t１，．＋s＋t2,tl＋t2＋d＋sの課題から各１問ずつを

選び５問を解答させた。１２問すべてを解答させなかっ

たのは参加者の負担を少なくするためである。各課題の

うちのどの問題を提示するかは，参加者ごとにランダム

に変え，参加者全体としては，各問題の解答者数がほぼ

等しくなるようにした。５種の課題の提示順序は，

tl＋t2＋d,tl＋t2＋s,ｄ＋s＋t１，．＋s＋ｔ２の４課題について

は参加者間でランダムにし，ｔｌ＋t2＋d＋s課題は常に最後

に出題するようにした。いずれの課題も，最初に「さと

う君が公園に行くまでにかかった時間と，すずき君が駅

に行くまでにかかった時間は同じですか，違いますか」

と問い，「違う」と解答した場合には，「どちらが長い時

間かかっていますか」と問うた。そして，正答の場合は

何故そう考えたのか，解答の理由を尋ねた。さらに

tl＋t2＋ｄ課題，ｔｌ＋t2＋s課題，。＋s＋tl課題，。＋s＋t2課

題において正答した場合は，無関連変数について問う質

問，たとえばtl＋t2＋d課題の問題①の場合であれば，

「同じ時間移動したって答えてくれたけど，２人の移動し

た距離が違うよね。距離移動が違っていてもかかった時

間は同じだと思う？」を行い，何故そう思ったか理由も

尋ねた。ｔｌ＋t2＋d＋s課題においても，正答の場合は「ど

うしてそう思ったの？」と解答理由を問うた。

授業後の実験は，授業前と同様の手続きで行われ，運

動課題，文章題とも，参加者内で同一の問題を解答する

ようにした。ただし授業後では，文章題の問題文中の登

場人物の名前および出発・到着時刻と距離と速さの数値

が，授業前と異なるようにした。

参加者の解答はすべてカセットテープに録音した。実

験は個別に行い，所要時間は一人あたり１回20分程度
であった。

結果

２つの学級間にはどの測度でも有意な差がみられな

かったので，以下，すべて２学級をあわせて結果を分析
した3)。

運動課題

解答Ｔａｂｌｅ２に運動課題の各課題における３選択肢

の選択率を授業前，授業後別に示した。「赤」は赤い車

(上側）の走っていた時間の方が長い，「緑」は緑の車(下

側）の走っていた時間の方が長い，「同」は走っていた時

間が同じと解答したことを表す。′mable2には，以下の

ような３つの検定の結果も記入してある（以下，検定は

3）参加者が学級の成員であり，かつ授業の効果を調べているのだか

ら，成員間のデータの独立性が疑わしいことは否定できない。

しかし実験が個別に行われていることもあり，ここでは便宜的

に学級成員のデータを独立なものとして統計処理を行う。
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Inble2授業前授業後における３運動課題の３選択肢の選択率（％）９％，過半数は，距離のみに言及した

β課題もので57％であった°授業後においαβ課題 α課題

赤緑同赤 緑同 赤緑同 ては，それらのパーセンテージは，１８，

授業前２２２２＜５６＊７８＊＞８＊１４＊１９６＊７５＊ ７，４８％であった。各人の各判断理由

八の３ 課題での使用回数にもとづき，授
授業後３６３＊＜６１＊５６＊＞６＊３９１４＊１１＊７５＊

業前後の差の/検定を行ったところ，
注．「赤」は，赤の車の走った時間の方が長い，「緑」は緑の車の走った時間の方が長い，

いずれの言及率にも有意な差はみられ「同」は，２台とも同じ時間走ったと選択したことを示す。太字は，課題の正答率；＊
は偶然の生起確率33.3％より有意に大または小（ｘ2検定);横方向の不等号は，２つ なかった。
の誤反応率の差が不等号の方向に有意（２項検定);縦方向の不等号は，不等号の方向
に正答率の差が有意（符号検定）であることを示す。 文章題

選択率′mable3に文章題の各課題

の問題別に，授業前，授業後における

すべて５％有意水準)。（１）それぞれの選択率が偶然の３選択肢の選択率を示した。Table3の問題番号①②③

確率（33.3％）よりも有意に大きいあるいは小さいかに④は，それぞれTablelの問題番号と対応している。

ついてのｘ２検定の結果（まず，３つの選択肢について′I1able3には，各選択肢の選択率が偶然の確率（33.3％）

〃＝２でｘ２検定を行い，有意な場合はさらに〃＝１でより有意に大または小であるかの検定結果（ｘ2検定)，

ｘ2検定)。(2)２種の誤反応率の間の差に関する２項検定および２つの誤答率の差が有意であるか否かの検定結果

の結果。（３）同一の課題に対する授業前後間の正答率の（２項検定）も示してある。さらに，′Elble3のtl＋t2＋d，
差に関する符号検定の結果。さらに，′mable2に関してｔｌ＋t2＋s,ｄ＋s＋t１，．＋s＋t2の４課題について以下のよう

次のような検定を行い，結果を得た。授業前，授業後別な検定を行った。各課題別，①と②別に授業前と後の正

に各課題間の正答率に差があるかＱ検定を行い，有意答率の差の検定(符号検定）を行ったところ，いずれの

であったので(授業前:Ｑ（２）＝28.47;授業後:Ｑ（２）＝課題でも有意な差はみられなかった。そこで，４課題あ

14.08)，さらにどの課題間に差があるか符号検定を行っわせた各人の正答数にもとづき，授業前後の差のt検定
たところ，授業前後ともにβ課題の正

答率が他の２つの課題より有意に大きｍｌｅ３授業前授業後別にみた文章題の３選択肢の選択率（％）
かつた。また，３課題あわせた各人の正

課題問題〃ＡＢ同

答数にもとづいて授業前後の差の/検２４５９ｔ’十t２＋。①授業前１７１８

定を行 った ところ，授業前の平均正答授業後１７１２２９５９
② 授 業 前 １ ９ ８ ９ ＊率37％に比べ，授業後の平均正答率Ｏ＊１１

５０％は有意に高かった（ｔ(35)＝2.04)。 授業後１９８９＊０＊１１
ｔｌ＋ｔ２＋ｓ ①授業前１９２１０＊７９＊以上の結果から，次のようなことが

授 業 後 １ ９ １ ６ ５ ＊ ７ ９ ＊読みとれる。（１）αβ課題とα課題は
②授業前１７８８＊６＊６＊

大変難しく，正答率は偶然の確率の程
授業後１７８２＊６＊１２

度かそれより低い。これらの課題で圧
①授業前１９２１．＋ｓ十ｔ’３２４７

授業後１９１１倒 的に 多い誤答は，距離の同異で時間１６７４＊
②授業前１７の同異を判断した場合に起こる誤答で６＊９４＊０＊

ある。（２）β課題の正答率は75％で偶０＊100＊授業後１７０＊

然の確率より有意に高いが，この課題 ①授業前１７．＋ｓ＋ｔ２０＊＜５３４７

のみ距離の同異で時間の同異を判断し 授業後１７０＊＜５３４７

②授業前１９５８＊５＊＜３７
ても正答となる課題である。（３）３課題

授業後１９６３＊１１２６
の平均正答率において授業後の正答率

ｔｌ＋ｔ２＋ｄ＋ｓ①授業前８０６３３８
が授業前の正答率よりも有意に高かつ 授業後８０８８＊１３

たが，それは主にα課題の正答率の 増②授業前１１１８６４１８
加によるものである。 授業後１１２７５５１８

判断理由判断理由については，授 ③ 授 業 前 ９ １ １ ８ ９ ＊ ０

業前において，全108判断（３課題× 授業後９０100＊０

④授業前８０５０５０
３６人）中，出発時刻と到着時刻の両方

授業後８１３５０３８
について言及したものはわずかに７％，

注．太字は正答率；＊は，偶然の生起確率33.3％より有意に大または小（ｘ2検定）；
速さと距離の両方に言及したものは不等号は不等号の方向に有意に誤反応率が高いことを示す（2項検定)。
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を行ったところ，授業前平均正答率69％と授業後平均

正答率74％の間には有意差はなかった。次に，授業前

後あわせて，ｔｌ＋t2＋d,tl＋t2＋s,ｄ＋s＋t１，．＋s＋ｔ２の４課

題別に，正答数にもとづいて①と②の差の検定（/検定）

を行ったところ，ｔｌ＋t2＋d課題と。＋s＋tl課題では，②

の平均正答率が①の平均正答率よりも有意に大きいこと

が示された（各々 ｔ（34）＝2.12;ｔ（34）＝2.51)。またそ

の４課題について，授業前後をあわせ，①と②もあわせ

て正答数を求め，課題の効果の検定を行ったところ，有

意であった（Ｆ(3,105）＝4.87)。そこでライアン法によ

り多重比較を行ったところ，。＋s＋t2課題の平均正答率

が，それ以外の課題の平均正答率のいずれよりも有意に

小さかった。

これらの結果は，無関連変数が到着時刻である場合

は，それが「同じ」でも異なっていても正答率が低く，

到着時刻が同じであれば「同じ」という誤答が，異なる

場合は到着時刻が遅い方を移動時間が長いとする誤答が

圧倒的に多かったことを示している。また，無関連変数

が距離や出発時刻である場合は，それらが異なるとき正

答率が低く，無関連変数が速さの場合は，いずれにして

も正答率はそれほど低くないことを示している。そし

て，授業効果はほとんどみられなかった。

次にtl＋t2＋d＋s課題について問題①から④別に授業

前後の正答率の差の検定（符号検定）を行ったところ，

いずれの課題においても有意な差はみられなかった。問

題①から④までを込みにした正答数にもとづき，授業前

と後の差の検定（符号検定）を行ったが，ここでも，有

意な差はなかった。授業前後あわせた正答数にもとづ

き，①から④の差の効果の検定(Ｆ(3,32）＝3.43）とラ

イアン法による多重比較を行ったところ，③の平均正答

率が④の平均正答率よりも有意に大きいことが示され

た。すなわち，到着時刻と距離が異なるとき，最も易し

かった。

最後に，各人全５問の正答数にもとづき，授業前

(68％）と授業後（74％）の正答率を／検定により比較し

たが，有意な差はみられなかった。

判断理由と無関連変数の意味づけ授業前，授業後に

おけるtl＋t2＋d,tl＋t2＋s,。＋s＋t１，．＋s＋ｔ２の４課題の

正答の場合の解答理由を，無関連変数以外の２変数に正

しく言及した者と，その２変数に言及しなかった者にわ

け，前者のパーセンテージを求め'I1able4の上半分に記

した。２変数に正しく言及した者の全参加者の割合につ

いて，ｘ2検定を行ったが，課題による有意な違いは授

業前も授業後もなかった。さらに，授業前後を込みにし

て各参加者について２変数に正しく言及した回数を求

め，課題の効果をＦ検定で調べたが，これも有意ではな

かった。次に全参加者に対する２変数言及者数を授業前

後で比較したところ（符号検定)，全体に授業後の方が

言及数が多く，ｄ＋s＋tl課題では差が有意であった（もっ

ともこの数値には正答率が交絡しているが，正答率には

有意差はないから，大きな交絡ではない)。

さらに判断理由の解答後，無関連変数について，それ

をどう考えるかを質問しているが，その解答も「この問

題の場合は関係がないので無視すればよい」とするも

の，無関連変数と２変数を正しく関係づけるもの（たと

えば,ｔｌ＋t2＋d課題の①であれば，「遠い距離行く方の

スピードがおそらく速いので，同じ時間かかった｣)，

｢わからない」およびその他に分類し，前２者のパーセ

ンテージをそれぞれ求め，′nable4の下半分に示した。

｢無視」と「関係づけ」をいずれも正しい解釈とみなして

１とし，「わからない」等を０にして，１の者の全参加者

に対する割合について,４課題間の差のｘ２検定を行った。

授業前後ともに，課題間に有意な違いはなかった。さら

に授業前後を込みにして，各参加者について得点を出

し，課題の効果があるかどうかＦ検定したが，有意な効

果はみられなかった。次に，課題別に授業前後の差の検

定（符号検定）を行ったところ，ｔｌ＋t2＋s課題と。＋s＋ｔｌ

課題において授業後の言及数が授業前の言及数より有意

に多いことが示された。

ｔｌ＋t2＋d＋s課題に正答した人の授業前，授業後にお

ける判断理由を（１）出発時刻・到着時刻にのみ正しく

言及，（２）距離・速さにのみ正しく言及，（３）出発時

Table４授業前授業後別にみた文章題正答者の判断理由と剰余変数の意味づけ（％）（（）内は誤答者も含めた参
加者全員に対する割合）

測度

ｔｌ＋ｔ２＋．

授業前

（75)a）

授業後

（75）

ｔｌ＋ｔ２＋ｓ

授業前

（81）

授業後

（81）

ｄ＋ｓ＋tｌ

授業前

（67）

授業後

（86）

ｄ＋ｓ＋t２

授業前

（53）

授業後

（56）

判断理由

２変数に正しく言及５９（44）８１（61）７９（64）８９（72）５８（39）８０（69）５８（31）８４（47）

剰余変数の意味づけ

無視２９（22）４１（31）２３（19）４１（33）４９（33）７１（61）５３（25）３９（22）
関係づけ２９（22）４１（31）１７（14）３１（25）４（３）３（３）３２（17）５０（28）

a)正答率を示す。正答者のみが判断理由や意味づけを述べた。
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ｍｌｅ５授業前授業後別にみたt'十t2+d+s課題の正誓者の判断理由の分類(％）

（（）内は，誤答者も含めた参加者全員に対する割合）

ことが示された。また，授業

後では。＋s＋t2課題で，β課

題のみ正答の者の正答数がそ

の他の３分類をあわせた者の

正答数より有意に少なかった

(ｘ２(3)＝9.62,ｘ２(1)＝8.92)。

これらの結果は，β課題のみ

の正答者において，無関連変

数が到着時刻であるときの文

章題の正答率が，特に低いこ

平均

授業前

（69)a）

授業後

（72）判断理由の分類

授業前

１００

７８

５０

７１

出発時刻・到着時刻に正しく言及

距離・速さに正しく言及

出発時刻・到着時刻・距離・速さに正しく言及

その他

(36）

(11）

（３）

（９）

(42）

（３）

（８）

(19）

２
６
４
８

５
１
２

８
４
１
６

５
１
２

100

７８

１００

８６

a)正答率。

刻・到着時刻・距離・速さに正しく言及，（４）その他，

の４つに分類した。Ｔａｂｌｅ５にそれらの参加者の割合を

示した。授業前後あわせて，各人につき，出発・到着時

刻に正しく言及している回数（（１）＋（３））と，距離と

速さに正しく言及している回数（（２）＋（３））を求め，

両者の全参加者の平均値の差の検定を行ったところ，出

発・到着時刻を正しく言及している率（44％）が，距離

と速さを正しく言及している率（12％）よりも有意に高

いことが示された（t(35）＝4.26)。また，全参加者を

対象に言及の４分類の各々について授業前後に違いはな

いか符号検定を行ったが，いずれの言及においても有意
な差はなかった。

運動課題と文章題の関係

３つの運動課題の正誤から，各人の解答パターンを次

の４つにわけた。（１）３問とも正答，（２）β課題のみ正

答，（３）全問不正答，（４）その他。そしてその解答パ

ターン別に，各文章題の正答率を授業前と授業後につい

て'I1able6に示した。（２）のβ課題のみ正答の者に関し

て，４問間の正答数の差の検定を行ったところ，有意で

あったので（授業前Ｑ(22）＝9.76;授業後Ｑ（16）＝

10.76)，さらに符号検定を行ったところ，授業前におい

ては，ｔｌ＋t2＋ｄ課題とｔｌ＋t2＋ｓ課題の正答数が，

｡＋s＋t2課題の正答数よりも有意に多いことが示され

た。また，授業後においては，ｔｌ＋t2＋s課題と。＋s＋ｔｌ

課題の正答数が。＋s＋t2課題の正答数よりも有意に多い

とを示している。

考察

運動課題のαβ課題とα課題は大変難しく，「速さ」

の授業前の正答率は２割前後でしかない。これは，同じ

刺激を用いた谷村・松田（1999）の中学生の結果と比較

して一段と低いだけでなく，α課題と同種の刺激布置を

用いたLovell＆Slater（1960）の９歳児，Matsuda（1996）

の小学５年生や田山（1986）の４年生，６年生と比較して

もかなり低い。また，αβ課題についても，同種の刺激

布置を用いた田山（1986）の４年生，６年生よりかなり低

い。他方，β課題の正答率は75％と，谷村･松田（1999）

の中学生の結果よりやや良く，同じ様な刺激布置を用い

たMatsuda（1996）の５年生や田山（1986）の４年生，６

年生よりもやや良い。これらの結果は，本課題では運動

の軌跡が目立ったため，速さの違いを無視して距離の大

小にもとづいて時間の大小の判断をした者，すなわち，

｢時間＝距離」の方略を用いて推論を行った者が，中学

生以上に多かったためと思われる（この場合，β課題の

み正答となる)。そして，このように距離のみで時間を

判断しようとする者は，「速さ」の授業後も多かった。

しかし，授業の効果が皆無であったわけではなく，授業

後は，出発時刻と到着時刻に注目して，「時間＝終了時

刻一開始時刻」の知識αを正しく用いる者が，多少増え

た。このことの意味については，後にさらに考察する。

Table６授業前と授業後別にみた運動課題の解夢パターン別の各文章題の正答華（％）

０
５
３
５

０
６
６
７

１

発達心理学研究第１５巻第２号

〃 ｔｌ＋t2＋ｄｔｌ＋t2＋ｓ ｄ＋ｓ＋ｔｌｄ＋ｓ＋t２

授業後

８６

６５

１００

７８

２
２
５

８
６
７

１
９
７
９

７
２
６
８

全開正答

β課題のみ正答

全問不正答

その他a）

２
３
４
７

２

a)運動課題の平均正答率は52％；ｂ)運動課題の平均正答率は５９％。

０
５
５
７

０
６
７
５

１ 100

３９

２５

８６

9２

１
１
０
０

７
７
０
０
１
１

全問正答

β課題のみ正答

全問不正答

その他b）

７
７
３
９

１
０
２
３
０

０
８
３
０

１

１
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次に文章題についてみると，距離と速さの情報が与え

られているときに，余分な情報として到着時刻の情報が

存在すると，時間判断がこれに影響されて，正答率は５

割前後に落ちることが明らかになった。また，距離や出

発時刻についての余分な情報も，それらが異なるのに時

間が同じであるときには，妨害的に働いた。また，出発

時刻，到着時刻，距離，速さの情報がすべて与えられて

いるときには，到着時刻と距離が異なって，しかもその

違い方が時間の違い方と一致しているとき，大変易し

かった。すなわち，文章題においては，「時間＝到着時

刻」の方略で判断した者が相当数おり，また，「時間＝

距離」の方略で判断した者もかなりいたということであ

る（あわせて５割近く）。しかも，これらの正答率に関

しては「速さ」の授業の効果がほとんどみられなかった。

たとえ文章題に正答しても，それを正しく理由づけら

れる者は正答者の６～８割であった。その理由づけをみ

ると，知識ａ（｢時間＝終了時刻一開始時刻｣）と知識β

(｢時間＝距離／速さ｣）のどちらか一方しか使用可能で

ない場合は，いずれかが特に言及されやすいということ

はないが，知識αと知識βのいずれもが理由づけに使用

可能な場合は，圧倒的に知識αの方に言及する者が多

かった。また，余分な情報がある場合に，それを正しく

解釈して意味づけることも難しかった。ところで，前述

のように文章題の正答率においては，授業効果はみられ

なかったが，判断の理由づけや無関連変数の意味づけに

おいては，プラスの授業効果が若干みられた。したがっ

て，少なくともこの文章題に正答できるレベルにいる者

にとっては，授業は２つの知識の精級化と関連づけに貢

献したといえよう。そしてこのことが，運動課題におけ

るα課題の成績の上昇となって現れたと思われる。逆に

いえば，特に２つの知識の関連づけを指向していない，

そして知識βにのみ密接に関係した授業内容から，２つ

の知識の関係を自発的に学ぶには，知識αと知識βに関

係する変数が正確に識別できるレベルにまで，２つの知

識が精徴化されていることが必要であることを，この結

果は示唆している（もちろんこのことは，授業がどのよ

うに行われどの程度効果的なものであったかに左右され

るので，あくまでも示唆にとどまる)。

最後に，運動課題と文章題の関係をみると，運動課題

において「時間＝距離」の判断を多用したと,思われる者

と，文章題において「時間＝到着時刻」の方略を多用し

たと推測される者が重なっていることが明らかになっ

た。このことは，どのような変数にもとづいて時間を判

断するかということは，課題の種類に強く影響される

が，いくつの変数にもとづいて判断するかということ

は，かなり各個人に固有のものであることを示唆する。

以上のことから，運動刺激が与えられた場合，小学５

年生は中学生以上に知識βの不完全型「時間＝距離」を

用いて推論する者が多いことが明らかになった。しか

し，その原因は，学校における「速さ」の授業において，

知識αとは無関係に，知識βと密接に関係した内容を学

ぶことが，運動課題において知識βを活性化させやすく

するため，というような単純なものではなかった。

Piaget（1946）以来示されてきたこの運動課題の難しさ

の原因には，次に考察するように，問題解決に必要な知

識・方略とこの年齢の認知的な側面の特徴の両方を考慮

しなければならないと思われる。少なくともここで行わ

れた授業は，問題解決に必要な知識の精徹化の点で，一

部の児童に若干の影響を与えたにすぎない。

Levin（1992）は２つの時間の知識の使用の発達的変化

について，年少児は知識βが使えない場合でのみ知識α

を使用し，発達とともに次第に知識αも知識βも使用可

能な場面（典型的には本実験の運動課題のような運動刺

激場面）でも知識αを使用するようになるだろうと仮定

している。Levinはそのように仮定する理由を述べてい

ないが，Matsuda,'manimura,＆Ｌａｎ（2000）は，実験結果

にもとづき，知識αはより一般的な知識であるのに対

し，知識βは運動領域固有の知識であるので，運動刺激

場面で知識βがまず活性化するのは，認知負荷の軽減の

観点から適応的である，と述べている。しかし，知識β

を，本実験の運動課題にそのまま適用しようとすると，

2つの動体の速さの大小関係と２つの動体の距離の大小

関係を同時に処理して，２つの動体の時間の大小関係を

推論する必要がある。Halford（Halford,1999a,1999b；

Halford,William,＆Phillips,1998）の複雑な関係の表象に

関するモデルによれば，このような３つの２次関係，す

なわち６次関係の同時処理は大人でも不可能である。

Halfbrdは，このような場合，分割（segmentation）や概

念的チャンキング（conceptualchunking）によって，同

時に処理すべき関係の次数を下げて認知負荷を減少させ

ることが可能である，と述べている。Halfordによれば，

小学５年生が一般に同時処理が可能なのはせいぜい４次

関係であるが,本研究に参加した小学５年生の約半数は，

(1)運動刺激場面では知識βのみを活性化し，しかも目

立つ距離の次元の情報のみを処理して速さの次元の情報

を無視することによって，運動課題を４次関係の同時処

理で判断し，（２）文章題においては，知識αを活性化し

た場合は，到着時刻の‘情報のみを処理することによって

４次関係に単純化し，知識βを活性化した場合は，距離

情報のみを処理することによって４次関係に単純化し

て，この複雑な問題環境に対処したと思われる。すなわ

ち，この児童達は有効な分割や概念的チャンキングをま

るで行えていない。他方，谷村・松田（2000）の大学生

の結果を，Halfordのモデルで説明すると以下のように

なる。大学生は，少なくとも知識αと知識βに必要な変

数を正確に識別して混同することがない程度には，２つ



138 発達心理学研究第１５巻第２号

の知識を精徴化している（'Eiblelに示したような文章題

を間違えることはほとんどない4))。この運動課題では，

出発時刻の前後関係，速さの大小関係，到着時刻の前後

関係，距離の大小関係の情報が順次提示されるが，これ

をすべて取り込んで２つの時間の長さの比較判断を行お

うとすると，５つの２次関係（すなわち10次関係）の処

理となる。これは処理容量を大幅に超えるので，分割や

概念的チャンキングを上手に行うことにより，同時処理

を通常の大人に可能とされている４次関係か５次関係に

する必要がある。もし，順次提示される情報の順に分割

処理して認知的チャンキングを行い，さらに必要な情報

処理についてのプランニングを行えば，これが可能にな

ろう。すなわち，もし最初に提示される情報である出発

時刻の前後関係が「赤の自動車と緑の自動車は同時に出

発」と認知されれば，それを「同じ」と１次関係にチャ

ンキングして保持し，以降速さや距離の大小関係には注

意を払わず，到着時刻の前後関係にのみ注意して情報を

処理し，出発時刻の前後関係の'情報とあわせて４次関係

(出発時刻の１次関係十到着時刻の１次関係十２つの時

間の長さの比較判断の２次関係）を処理して時間判断す

ればよい（知識αを使用)。もし出発時刻の前後関係が

｢○○の方が△△より先に出発」と認知された場合は「○

○が先」とチヤンキングして保持し，速さの大小関係に

注意を払い，速さが「同じ」と判断されれば，出発時刻

の前後関係の情報は捨て，最後の距離の大小関係に注意

し，速さと距離の関係を処理して判断すればよい（知識

βを使用)。もし速さも異なれば，出発時刻の情報と速

さの‘情報の両方を保持し，到着時刻の同異または距離の

同異に応じて，知識αか知識βを用いればよい。しか

し，このようなプランニングの可能な者は，谷村・松田

の結果が示唆しているように大学生でも２割余で，他の

者はうまくプランニングしきれず，最初の情報である出

発時刻の前後関係およびそれと対になる到着時刻の前後

関係のみを処理して時間判断をすることが多くなるもの

と思われる。

以上のことから，小学高学年生や中学生における，２

つの運動刺激の移動時間の比較の困難さの原因は，この

時期に知識βに関連したフォーマルな学習が多く行われ

ることにあるのではなく，時間についての２つの知識の

精績化と関係づけの不十分さ，同時に処理可能な関係の

次数にみられる処理容量の小ささ，および処理容量の小

ささを補うべき認知負荷を減少する方略の欠如，にある

のではないかと推測される。今後，これらのことを直接

的に調べる研究が必要であろう。

4）大学生140名にｎｂｌｅｌの問題を集団で実施したところ，すべて

の問題で正答率は90％を超え，１２問の平均正答率は95％であっ

た。
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なぜ子どもは「隠れる」のか？：幼稚園における自由遊びの参与観察'）

苅田知則
(東京大学先端科学技術研究センター）

本研究では，幼児が自由遊びの時間に行う「隠れる」行為の動機を，参与観察を通して研究者自身が再

体験的に理解し，当該事象における幼児の内的様相を記述的に再構成すること，および再構成によって

得られた例示を，公共的に再体験・相互理解可能な仮説として提示することを目的とした。本調査の研

究協力者は，幼稚園児（年中児21名，年長児19名）であり，自由遊びの参与観察から，６５事例の「隠れ

る」行為が観察された。それらの事例を，ＫＪ法を用いて仮説生成的に構造化する二つの分析を試みた。

分析１では，ＫＪ法を用いて行為の目的と手段に着目した分析を行ったところ，６５事例を１３の１次カテゴ

リー，さらにそれらを包括する四つの２次カテゴリーに分類し，最終的に「演劇的行為」と「対人的行為」

という二つの３次カテゴリーに集約した。分析２は，幼児が「隠れる」場所と行為の関係'性に着目した分

析であり，「隠れる」場面では，子ども（主体）と空間(場）および遊びの成員外の第三者(他者）の３要

素が織りなす特定の「三者構造」が構成されており，「囲う」「潜る．入る」「隔てる」という３種類がモデ

ルとして浮上した。最終的に，二つのＫＪ法による分析から得られた結果を，Burke（1952／1982）の劇学

的視点を導入して統合し，子どもが「隠れる」２つの動機を提示した。

【キー・ワード】隠れる，幼稚園児，参与観察，ＫＪ法，劇学的動機論

問題と目的

子どもの遊び場面を観察していると，テーブルや椅子

の下に潜って遊ぶような原初的な形態から，秘密基地や

隠れ家づくりに見られるような比較的高度な形態まで，

さまざまな「隠れる」遊びを目にすることができる。「隠

れる」行為に関連する子どもの遊びとして，多くの心理

学者が最初に想起するのは，おそらくBruner（1983）の

イナイ・イナイ・バーに関する研究であろう。彼は，発

達のごく初期におけるイナイ・イナイ・バーを観察し，

｢イナイ・イナイ」と「隠れる」行為の主体が母親から子

どもへと移行していくターンテイキングの発達，および

顔が隠れても母親は存在し続けるという「モノの永続

'性」の獲得について言及している。また，ChandleE

Ritz,＆Ｈａｌａ(1989)やReeman,Lewis,＆Doherty(1991）

は，子どもの「心の理論（Theoryofmind)」の発達を抽

出する研究の中で，実験課題としてカクレンボを用いて

いる。これらの知見に見るように，これまでの心理学研

究の多くにおいては，イナイ・イナイ・バーやカクレン

l）本論文は，1996年度九州大学大学院教育学研究科に提出した修

士論文の一部を大幅に加筆修正したものである。本論文の一部

は，日本発達心理学会第８回大会と日本心理学会第６１回大会，

および日本教育心理学会第38回総会で発表した。

ボという「隠れる」事象を認知などの心理的事象の変化

や状態を推測する媒体として捉えていたといえるだろう。

これらの点に関して，「隠れる」行為に関連・類似す

る行為について取り扱った論文を概観した苅田（2000）

によると，「隠れる」行為に関する研究は，イナイ・イ

ナイ・バーに関する研究，「カクレンボ」（浅見・佐々木，

1990;Elkonin,1989;中川，1993)，「秘密基地作り」（例え

ば，木下，1996;仙田，1984,1992;寺本，1988）に分類す

ることができる。しかし，これらの多くの先行研究は，

あくまでも「隠れる」行為の一形態（例えば，イナイ・

イナイ・バー）のみを対象事象としているにもかかわら

ず，その一形態の考察を通して「隠れる」行為全般の意

味を解釈する傾向にあった。このように事象を限定する

のではなく，「隠れる」行為に関連する事象を収集した

上で分類した研究，およびそれらの事象が生じる動機に

ついて体系的な検討を加えた研究は，著者の知る限り皆

無であった。

そこで，本研究は，幼児はどのような「隠れる」行為

を行うかという，ごく日常的な問いから研究を開始し，

｢隠れる」行為がなぜ行われるのかという，行為の動機

に実証的検討を加えることを試みた。そのための第１の

研究目的が，「隠れる」遊びを行っている子どもの行動

を記述することで，子ども自身にとっての「隠れる」動

機を共感的に理解することであった。そのための方法論
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として，参与観察を通して研究者自身が当該事象を共有

し「分厚い記述」（Geertz,1973）として記録に残すこと，

および分析に際して記録をもとに解釈を加えることで再

体験的に理解し，当該事象における幼児の内的様相を記

述的に再構成することが必要であった。さらに，再構成

によって得られた例示を，公共的に相互理解可能な仮説

として提示することを第２の目的とした。

その上で，得られた仮説を相互理解可能にするために

は，観察や分析の手法，研究者の視点を提示すること

で，読者が本研究の過程を再体験し，得られた知見の妥

当性を吟味することができる必要がある。しかし，上記

の目的設定からもわかるとおり，本研究は仮説検証を目

的とした従来の心理学的研究パラダイムとは異なり，仮

説の生成そのものを目的としているために，本研究にお

ける研究パラダイムや方法について，あらかじめ説明し

ておく。

これまで，著者は子どもの行為を理解する立場とし

て，劇学者Burke（1952／1982）の劇学的動機論を基本

理論としてきた（苅田，1997,2000,2001;苅田・南，

1997)。劇学的動機論は，「行為者：Agent（誰が)」「場

面：Scene（どこで)」「手段（もしくは道具）：Instrumen‐

tality；Agency(何を使って)」「目標：PulPose,Goal(何の

目的で，何を達成しようとして）「行為：Act(何をした

のか)」という五つの要素（五つ組：thePentad）を用い

て，人間の行為を記述した上で理解する立場である。し

たがって，状況を記述することで行為が行われた要因と

して理解しようとする状況論に近いといえるが，劇学的

動機論は，さらに前述の五つの要素から任意の二つを抽

出した時にできる１０組の組み合わせ（比率：theRatio）

を行為理解の視点としている点において，これまでの心

理学的アプローチと比べて柔軟性・多様性がある

(Wapner＆Kaplan,1983;Wapner,Kaplan,＆Ciottone，

1981;苅田，2000)。

また，本研究は，参与観察を手段として用いて，子ど

もの行為や対人的・対物的な相互作用を記述する中で，

子どもにおける「隠れる」行為の形態の多様'性を抽出す

るとともに，「隠れる」行為の形態や体験の有り様を仮

説生成的に理論化することを目指す。このような研究の

指向性は，これまでＨart（1979）の子どもの場所体験に

関して実地調査を行った記述的研究や，子どもの特定の

場所における微細な行為までを詳細に記述しながら体験

様式を記述した，初期の「行動セッティング（Behavior

Setting)」研究（Barker＆Ｇｕｍｐ,1964;Barker＆Wright，

1949,1951;Wicken1984／1994）において採用されてきた。

しかし，このアプローチを採用する際に必要な手続き

として，分析の結果得られた概念や理論の妥当性を，公

共的に確認可能にしていなければならない。その一方

で，津田（1993,1995）も指摘するように，参与観察に

よって対象の世界・活動に参加することだけでは，その

様相を理解したという保証にはならないという問題があ

る。そこで，本研究では，先行研究（津田，1995;南，

1991）の指摘にしたがい，筆者が参与観察を通して，子

どもの「隠れる」行為を理解していった経過を再体験的

に記述した。それによって，研究における仮説生成の過

程を他者が再体験可能にし，研究結果の妥当性について

公共的に検討することができる（討論参照)。さらに，

本稿では，本来部外者である研究者が，どの程度当該行

為に参入しえたのかという参与観察の「深度」をチェッ

クする資料として，行為者たる研究協力者，すなわち幼

稚園児からの研究者に対する名づけの変化を提出した

(資料参照)。

方 法

研究協力者

Ｆ市内にあるＹ幼稚園の園児を本研究の協力者とし

た。分析対象とした観察期間の研究協力者は，年中児

29名（男児：１９名，女児：１０名)，年長児19名（男児：

11名，女児：８名）の計48名であった。

観察期間

参与観察は1996年５月から１２月まで週１～２回の頻

度で計１９回行った。その中で得られた観察記録（観察

時間：約95時間，フィールドノート：Ａ6判ノート約

120頁）を本研究の分析対象とした2)。

手続き

研究者は，自由遊びの時間に教員の補佐として入り，

子ども達に交じって遊びながら，子どもの遊びについて

参与観察を行った。自由遊びの時間中は，園児と一緒に

なって遊ぶことが中心となるため，可能なかぎりデジタ

ルカメラ（CASIOQV-11）に遊び場所の様子を含めた遊

びの様子を撮影した。自由遊びから設定保育に移り変わ

ると同時に，観察者は教室を離れ，別室において観察さ

れた遊びの内容をフィールドノートに記録した。なお，

撮影に際しては，園児がカメラに気づき遊びの様相が変

化することがないよう，衣服に隠すなどして極力カメラ

が見えないように心がけた。観察記録は，研究者が行為

を見つけて観察を開始した時点から，その行為が終わ

る，もしくは様々な状況の変化によって他の遊び行為へ

と変化した時点までを一つの単位とした。この観察記録

2）なお，参与観察は1999年３月まで断続的に行われた（研究者や

当該幼稚園の事情等による休止期間を含む)。しかし，1997年以

降の観察では，参与観察を通して得られた隠れる行為に関する

研究者自身の理解や視点の変化に伴い，仮説検証的なアプロー

チも行っており，全観察期間の観察記録および観察の経過を一

論文として整理することは難しい。したがって、主として仮説

生成を目的として観察を行った上記観察期間を本稿における分

析対象とした。
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田，1986）を用いた。

結果と考察観察期間中にフィールドノートに記述

し，デジタルカメラで記録した，隠れる行為に関するエ

ピソードは，６５事例であった。この65事例を，参与観

察を通して調査協力者と「隠れる」行為を共有した著者

が，前述したＫＪ法を用いて分類を行ったところ，第１

段階として１３の１次カテゴリーに分類できた。さらに，

第２段階として，その１３の１次カテゴリーは，四つの

形態（２次カテゴリー）に分類された（Figurel参照)。

ここでは，主に最終的に生成された四つの形態につい

て，観察された１次カテゴリーのエピソードと，そのエ

ピソードが観察された学年を紹介しながら3)，それぞれ

の形態を例示するとともに，さらにそれらの形態を包括

する行為の意味について考察を加えた。なお，エピソー

ド番号と１次カテゴリー番号は対応している。また，形

態１と形態２の中間的な１次カテゴリー７は省略した。

形態１：「隠れる」場所を作ることに集中する

この形態に含まれるエピソードには，「隠れる」主体

であり行為者である子ども（園児達）が，教室の中の空

いている場所に，木製のブロックや段ボール4)を使って

自分達だけの場所を作っているエピソードが記録されて

いた。

に関しては，観察を終了しフィールドを離れた後で整理

しデータベース化した。また，整理と並行して行った省

察を通して当該行為に対する研究者が持つ理解が変化し

(詳しくは資料を参照のこと)，更にその理解を深めるべ

く次回以降の参与観察でデータ収集を行った。

｢隠れる」行為を抽出する視点

仮説生成型の研究では，対象事象に関する明確な操作

的定義は行わないことが多いが，対象事象の領域を他者

と共有するために，著者の「隠れる」行為に関する視点

を提示しておく。参与観察における著者の興味は，子ど

もが行う「隠れる」行為全般にあった。したがって，イ

ナイ・イナイ・バーやカクレンボ，秘密基地づくりも含

まれれば，テーブルの下に潜り込んだり，宝物をこっそ

りと秘密の場所に隠したり，廊下の陰に潜んだりといっ

た，きちんと名前をつけて分類することのできない遊び

も含まれる。また，遊びに限らず，先生から注意を受け

た子どもが集団から離れて一人たたずむといった，「閉

じこもり」と表現されるような行為についても，観察対

象としてとりあげた。すなわち，「隠れる」という言葉

を代表として用いているが，基本的には「行為の主体が，

自分の身体や所有物を他者との接触・他者からの侵略に

さらさない状態にする」こととし，潜む・篭る・隠す・

囲う．秘密にする．（自他を）区切る．人目に触れない．

陰になる･偽る｡集団から離れる．閉じこもる｡引きこもる

等の言葉で表現される子どもの行為全般を含んでいる。

分析の過程と結果

本研究のような質的データを用いた仮説生成的研究の

場合，前述したように，分析によって得られた結果の妥

当性をチェックするために，分析の過程を明記しておか

ねばならない。そこで，以下では，本研究で行った２種

類の分析の過程を示し，結果の妥当性を説明する一助と

した。なお，これらの二つの分析は，時間的な前後関係

や論理的な因果関係を持つものではなく，むしろ著者自

身が当該行為に対する理解を深めるうえで探索的に試行

した経過そのものであり,相互依存的関係にあるといえる。

分析１：行為の手段と目的に着目した分析

目的参与観察の中から見出される「隠れる」という

言葉で表現可能な子どもの行為の範囲を示すこと，およ

び収集した事象をボトムアップ的に分類することを目的

とした。

分析手法本研究は仮説生成を目的としており，整理

されていない様々な情報の中から，ボトムアップ的に新

しい概念やカテゴリーを形成していく手法であるＫＪ法

が分析手法として適していると考えた。したがって，本

分析においては，参与観察によって得られた観察記録の

中から，著者が「隠れる」行為として認識したエピソー

ドを集約し，分類化していく手法として，ＫＪ法（川喜

に恥てて使う．その中での

|鵬聯綴’

演劇的行為

Ｊ 三､

１形態ｌ：「Naれる」
－ 二

形態２：鯉lわれたよう

な場所を見つけて「隠

れる」（１５）

3）事例に登場する幼稚園児は，全て仮名である。

注：（）の中の数字は，含まれる事例数。

Figurel〃法による／隠れるノ行為の構造

場所を作ることに

集中する（１５） |篇ｉｗ画聡「’１

'’４既存の増所を「基地等｜’

(＋ｌ）
|撚撫
，なる等するが．見つかること

!への期待がうかがえる。（６）

鵠
睡

職iＬ

陰雛態１
１燕両’

10．少人数で秘密を共有し

ている。既存の物陰を見つけ

て行なうが．錐にも（特に先

生）に見つかってはならない．

（４）

７．既存の増所を使うが，手

を加えて四方を囲い‘自分達

だけのスペースを作る。その

中では役のある遊び（ママゴ

ト）をしている．道具にも意

味付けがある．（９）

厩 密
降誕

対人的行為

形態４：他者を排除する（１５）
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（エピソード１：年中児）まさひことけんいちが，赤レ

ンガを模した段ボールを楕円状に囲んで積み上げてい

る。私が「すごい家ができたね」と話しかけると，まさ

ひこが「うん，これで見つからんね。あ，先生，オオカ

ミやって，僕たち子ブタね」という。

（エピソード２：年中児）たくまが赤レンガを模した段

ボールを持って来て，教室の開いている場所に置く。次

に，私に向かって，「先生，これ(別の段ボール）持って

来て」と頼んだので，段ボールをたくまの近くに運び，

縦に置く。すると，たくまは「ちがう，こう」と手を交

差させる。「こう？」と私が横向きに置き直すと「そう！」

と言って，ニコッと笑う。その後，たくまは自分で運ん

だ段ボールで四角く囲んだ空間を作るが，作り終わると

同時に自由遊びの時間が終了する。たくまは「え－，今

作ったばかりなのに！」と不平を言う。

（エピソード３：年中児）あきらとまことが木製のブ

ロックを四角く取り囲むように組み合わせて小さな空間

を作っている。あきらがその中に入って座るが，それ以

上の隙間は全くない。まことは外で見ている。私5)が｢何

作ってんの？」と聞くと，あきらが「ロケット」と答える。

この形態においては，「隠れる」現場を共有していた

観察者である私の目には，子ども達は他者から自らを見

えなくするということよりも，「隠れる」ための場所を

作り，それを使ってゴッコ遊びなどの空想的な遊びをす

ることに興味が向けられているように感じられた。

形態２：囲われたような場所を見つけて「隠れる」

この形態が含むエピソードにおいて，子ども達は，教

室の隅やロフトなど，四方が囲まれたような場所を見つ

け，その場所を家や基地に見立て，ゴッコ遊びをはじめ

とした空想的な遊びを展開していた。

（エピソード４：年長児）しんじが「基地にいくぞ」と

言いながら，階段を使って教室の端にあるロフトに上が

ろうとする。その時，としろうが「ちがう，こっちから

上がるんだ」と言って，すべり台の方を指差す。すると，

しんじも「あ，そうか」と納得し，二人ですべり台を下

からはい上がり，ロフトに上がる。二人は上から下にい

4）本研究の対象となった幼稚園では，木製のブロック（年中児クラ

ス：幅１０～20ｃｍ，奥行２０～80ｃｍ，高さ２０ｃｍ；年長児クラス：

幅１５～30ｃｍ，奥行３０～90ｃｍ，高さ３０ｃｍ）を各教室に30個前
後，また，年中児クラスには，調査開始年度の運動会で童話「三

匹の子ブタ」を題材とした創作ダンスを行うため，幅39ｃｍ，奥

行31ｃｍ，高さ１９ｃｍの段ボールを赤く塗ったものを，３０個程度，

教室の中に常設しており，子ども達はそれらを使って，自分達

で遊び場所を作っていた。

5）本稿で紹介するエピソードでは，参与観察を行っている著者も

記録の中に含まれている。したがって，エピソードの中で「私」

と記されているものは，特記する場合を除いて，全て観察者で

ある著者のことを指す。また，園児からの著者に対する「先生」

他の呼称については，後述の資料を参照してもらいたい。

るけんとかずよしに「食べ物とかそっちに持っていく」

と言って，ママゴトセットの果物などを両手に拾い集め

る。下にいる二人に，「何ゴッコ？」と私が尋ねると，

｢Ｋ電力ゴッコ」と答える。

（エピソード５：年中児）ふみあきが，リブロックで飛

行機のようなものを作り，片手に持って「ブーン」と言

いながら，廊下の脇にあるカーテンの裏に入っていく。

その後にけんいちも続いて入っていく。しばらくして，

けんいちが先に出てきて，廊下で見ていた私に「僕何も

持ってないよ，ふみあき君も何も隠してないよ」と言う。

（エピソード６：年中児）教室の隅に置いてあるピアノ

の裏に，きよしが一人で入って，うつ伏せに寝そべって

いる。私が近寄ってみると，ピアノの裏で画用紙に水色

のクレヨンで絵を描いている。私の存在に気がつくと，

ニコッと微笑む。

このエピソードが行われていた場面においては，子ど

も達は自分達自身で，即興の（もしくは，それ以前に見

聞きした絵本，アニメなどのストーリーを基に）劇にお

いてそれぞれの役割を演じる役者のように振る舞ってい

るように，私の目にはうつっていた。

形態３：他者に「見つけられる」ことを求める

この形態は，私や他の教員，他児が，「隠れる」行為

を行っている子どもに注意を向け，見つけてくれること

を求めるような言動が，当該行為を行っている子ども自

身から発せられていたエピソードのかたまりである。

（エピソード８：年中児）クラスメートとともに年中児

教室の舞台裏にある狭い廊下から出てきたまことが，私

を見つける。まことは「こっちに基地があるんだよ」と

言って，幕がひかれた舞台に連れて行く。中は薄暗かっ

たが，まことはいすや積木の上を渡り歩き，幕をくぐっ

て教室の方に出ていく。

（エピソード９：年中児）ちかこが私の背中にまわり，

セーターをつかみながら，「こっちだよ」と私に向かっ

て声をかけた。私が「ん？」と振り向くと，セーターを

つかんだまま，振り向いた反対方向に走る。私が，ちか

この走った方向に振り向くと，また反対側に走る。２．３

回繰り返すと，ゆみ・みゆきが「な－かま－にい－れ

て一（仲間に入れて)」と言って，私のセーターをつか

む。そして，同様に３人がセーターをつかんだまま同じ

方向に走り出す。一度，まこと達が邪魔をして途切れる

が，ちかこは今度は私の目の前に来て，「こっちだよ」

と言い，また私の背中のほうへ走る。

このエピソードが記録された場面では，当該行為を行

う子どもは，他者に対する照れなどの感情の変化によっ

て，その他者の視界から一度「消えた」と推測されるが，

そのきっかけに対して他者が興味を抱くことで，他者は

共演者（co-actor）となり，一つの遊びの形態として展開

していった。
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形態４：他者を排除する

この形態には，「隠れる」主体（行為者）である子ども

が，他者を空間や集団から排除しようとし，他者から見

られていないことが，一連の行為や遊びの前提となって

いるエピソードが含まれていた。

（エピソード１０：年長児）私が廊下に出ると，さゆり

とみさこが空き部屋に入っていく。ちらっと覗くと，廊

下側の壁に寄り添い，廊下側からは見えないように座っ

て，コソコソと話をしている。ドアから顔をのぞかせた

私に気がつき，二人は「シー，先生，そんな所おったら

ばれるやない（いたらばれるじやない)」と言って，あた

かも窓の外から見つからないように，身をかがめて部屋

から出ていく。

（エピソード１１：年長児）きみこが木製のブロックで

｢家」を作っている。その「家」に，ふみえが「犬」とし

て出入りしはじめる。ふみえは，「家」の周囲を犬のよ

うに四つ這いで歩き回る。その間に，「家」の横にある

段ボールの陰に身をふせて，静かにきみこの方をうかが

い見る。

（エピソード１２：年中児）カマキリを子ども達が捕ま

えてくる。じろう達が手にのせて見ていると，次々に子

ども達が集まってきて円陣を組んで眺め始める。私が後

ろから近づくと，きみこが「先生は見たらだめ。あっち

行ってて。秘密なんやけん」と言って，押し返す。

（エピソード１３：年中児）けんいちは，この日すごく

機嫌が悪く，誰とも口をきかず，遊ばなかった。はじめ

は教室の中で一人で遊んでいたが，しばらくすると廊下

に出て，一人で緑の折り紙をいじりながら座っている。

私や他児がみんなで遊ぶよう誘うが，目を合わさず首を

横に振るのみであった。

これらのエピソードを観察している最中は，私も含

め，場面を共有している者（他の教員，他児）全員が，

少なからざる緊張感を持って，その事件，もしくは遊び

に臨んでいた。さらに，「隠れている」子どもは，その

瞬間，さながら天照大神のごとく，その行為や場面のし

つらえをもって，他者を排除し親密性を避ける態度が表

明していた。

劇学的解釈

さて，ここであらためてBurke（1952／1982）の劇学

的動機論を分析の視点として導入し，ＫＪ法によって生

成された四つの形態に考察を加えた。Burkeの劇学的視

点に立てば，社会科学の仕事も，文学的作品も，人がさ

まざまな状況，事件，交渉相手としての他者すべてを，

言語という象徴を通して構成し解釈し説明する点におい

て，共通するものととらえられる。すなわち，言語を用

いた象徴的行動すべてが「ドラマ」とみなされている

(Gusfield,1989／1994)。そして，それらの「ドラマ」の

動機を十全に説明する枠組みが，先に挙げた五つ組の用

語である。

したがって，この枠組みを用いて，あらためて上述の

四つの形態が生成された過程を省察してみると，形態１

と２は，エピソード１の「３匹の子ブタゴツコ」やエピ

ソード４の「Ｋ電力ゴッコ」に端的に表れているように，

ゴッコ遊びや空想的な遊びを行うという目的（Purpose，

Goal）に対して，「隠れる」場所を見つける，作るといっ

た行動によって，「隠れる」行為を「演じる」ことが，そ

の目的達成への一つの手段（Instrumentality;Agency）と

して用いられていると解釈することができるだろう。ゆ

えに，ここでは二つの形態をまとめて，演劇的行為と名

づけておく。

一方で，形態３と４に関しては，エピソード８におけ

るまことのように「基地」を紹介すると言ったり，エピ

ソード９のちかこのように見え隠れすることで相手の注

意をひきつける，もしくは，反対に目の届かないところ

にいく（エピソード１０のさゆりとみさこ)，目を合わせ

ない（エピソードｌ３のけんいち）といった「隠れる」行

為（手段）を用いることで，他者と関わりを持つ，もし

くは他者を排除するという目的を遂行しようとしている

と解釈した。そこで，この二つの形態は，対人的行為と

名づけた。

この分析において示された結果と考察は，幼児の自由

遊びにおいて具現化された「隠れる」行為の形態とそれら

の行為に関する解釈を含んでいる。したがって，これら

の知見は,本稿の第１の目的である，幼児の｢隠れる」動機

に関する共感的理解と再構成を集約しているといえよう。

分析２：隠れる場所と行為の関係性に着目した分析

目的と方法観察と省察を繰り返す中で，子どもの

｢隠れる」行為に関連する要素として，「隠れる」場所や

道具の特徴と，他者の存在に注意が向けられるように

なった（詳しくは資料を参照のこと)。したがって，分

析２では，場所・道具・他者の関係性を明らかにするこ

とを目的とした。

そこで，フィールドノートに記録された65事例を参

照しながら，デジタルカメラで撮影された写真を，著者

がＫＪ法を用いてグルーピングを行った。ＫＪ法によるグ

ルーピングを行う際には，「主体」となる子ども達の行

為をとりまく状況として，子ども達が遊んでいる空間の

構成，及び成員外の園児・教員との関係の類似性に着目

した。

結果と考察ＫＪ法の結果，Figure2に示すように，６５

事例は三つの特徴的な関係性に分類された（Figure2で
は，研究対象となった幼稚園の園長より承諾を得て，代

表的な写真のみを提示した)。ここでいう特徴的な関係

'性とは，ＫＪ法により副次的に生成された，子ども（主

体）と空間（場）および遊びの成員外の第三者（他者）の
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3要素が織りなす関係のあり方であり，結果を理解する

うえで重要な枠組みとなりうるため，「三者構造」と名

づけた。以下では，分析１同様，典型的なエピソードを

例示しながら，各構造について説明と考察を加えた。

「囲う」三者構造３種類生成された三者構造の第１番

目は，写真ｌ～５にみられるように，子ども達が，自分

達の遊ぶ場所の四方を積木や段ボールなど並べて置いた

り，教室の壁などを用いることで，「塀・囲い」のよう

な空間を構成しているもので，「囲われた」場所には遊

びの成員か，特定の人（仲の良い人）しか入れない，と

いう特徴を持ったグループであった。そこで，このグ

ループを「囲う」三者構造と名づけた。

（エピソード１４：年中児）ゆみ・たくま．まこと・

けんいち．まさひこが段ボールを丸く円形に並べ，子ど

も１０人くらいが入れる大きな空間を教室の中で作って

いる。その中に机や椅子，電話，コップ，皿などの玩具

をいっぱい出して，ママゴトらしきものをしている。私

が近づくと，まさひこが，「先生，ここ入ったらいかん

とよ（いけないんだよ)。ドロボーになるとよ（なるん

だよ)。ドロボー」と叫ぶ。

「潜る。入る」三者構造第２の構造においては，写

真６～１０に示すように，子ども達は既存のエレメント

(木の家等の大人が子どものために用意している場所や

遊具）を用いたり，そのエレメントを利用した上で積木

や段ボールを用いて作りかえ，四方と上部がふさがれて

いる空間の中で遊んでいる。上部もふさがれているため

｢囲う」三者構造以上に他者との関わりが少ない（もしく

は区別が明確であった)。この構造は，子ども達が特定

の入り口を「潜る」ようにして，その中へ｢入る」という

特徴を持っていたため，「潜る．入る」三者構造とした。

（エピソード１５：年中児）木の家で，しよう，ゆた

か，おさむ’あきら，まことが窓から顔を出して遊んで

いる。ゆたか，おさむ’しようは縄跳びの一方を持ち，

もう一方を木の枝に投げて巻きつけようとしている。私

が｢何しよ－と（何しているの）？」と言って，木の家に

行こうとすると，ゆたかが「入つちやだめ，ご用の無い

人は入つちやだめなんだよ」言い，しようも「そうだよ，

来ちゃだめ」と言って階段の所でトオセンボをする。

「隔てる」三者構造最後の構造は，（a）ピアノや廊

下の壁など既存のエレメント（建物や家具などを構成し

ている物質）を使って他の多くの友達や先生(他者）と

の間に敷居をする，（b）人が話しかけてきても無視する，

目を合わせないなどの方略を用いて，自分一人になる，

(c）少人数の仲間だけの場所を作る，といったエピソー

ドが多く含まれており，「隔てる」三者構造とした（写真

１１～15参照)。

（エピソード１６：年中児）さなえとふみえが，段ボー

ルで四角く囲いをした「大きなお家」の中にあるついた

てのそばで，身を縮めてこそこそ話をしている。それ

を，ついたての反対側にいたきよしが，窓から覗く。ゆ

みが気づき，「キヤーッ」と声をあげる。

■ ■ ■
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ン卜は，動機を説明する枠組みを一つに限定してしまう

ことを許さない点にある。すなわち，動機を特定の要因

に分解・還元し，一つの要素として限定してしまうので

はなく，先に述べた五つ組の基語を用い，複数の基語・

比率による複合的な動機の枠組みを解釈することが求め

られる。あえて単純化するならば，劇学的動機とは観察

者(研究者）による複合的な状況の解釈であると言える。

分析１では，子どもの行動が含有する目的と，その目

的達成のための手段の関係の中で，「隠れる」行為が観

察者によって解釈されていることから，Burkeがいう手

段（道具）一目的比率としての「隠れる」行為の動機説明

であるといえる。その一方で，分析２では，隠れる場所

とその場所でみられる子ども達の具体的な行動との連

結，すなわち場面と行為の関係として「隠れる」行為が

解釈されており，場面一行為比率による「隠れる」行為

の動機説明と考えられよう。そして，この手段一目的比

率と場面一行為比率は，Burkeが数ある比率の中でも特

に注目したものでもある。これらのことから，Burkeの

劇学的動機論から分析１と分析２の結果を統合すると，

以下の二つの動機を，当該行為の動機を説明するための

論理的妥当性を持ったモデルとして提示できるであろう

('Elble2参照)。

幼児が｢隠れる」動機１：幼児（Agent）の遊びにおい

て，「囲う」「潜る．入る」三者構造を持った場面（Scene）

と演劇的行為を行う目的（Purpose）が結びついた時，

目的達成の手段（Instrumentality）として，形態１（｢隠

れる」場所を作ることに集中する）や形態２（囲われたよ

うな場所を見つけて「隠れる｣）に示す「隠れる」行為

(Act）が具現化される。

幼児が｢隠れる」動機２：幼児（Agent）の遊びにおい

て，「隔てる」三者構造を持った場面（Scene）と対人的

行為を行う目的（Purpose）が結びついた時，目的達成

'の手段（Instrumentality）として，形態３（他者に「見つ

けられる」ことを求める）や形態４(他者を排除する）に

示す｢隠れる」行為（Act）が具現化される。

象に関して，分析１における再構成によって得られた例

示を，公共的に再体験・相互理解可能な仮説として提示

するという第２の目的に関した議論が必要となろう。先

に分析１と分析２の関係性を相互依存的と表したが，こ

の第２の目的に関して議論する上で，二つの分析におい

て生成されたグループや構造が，どのような関係性を持

つのか，統合して考えてみる必要がある。

そこで，まずは分析２において生成された仮説，すな

わち幼児の「隠れる」事象を３種類の三者構造によって

表現するというモデルに着目し，それぞれの構造が，分

析１の形態やエピソードをどのように含有しているかと

いう対応を，表を作成し整理した（'I1ablel参照)。

′mablelを見ると，「囲う」「潜る．入る」三者構造に関

して，形態１に含まれる１５例中５例，形態２に含まれ

る１５例中８例，および形態１と形態２の混合した形態９

例中５例が「囲う」構造に含まれ，残りは全て「潜る．

入る」構造に属していた。したがって，この二つの三者

構造は，形態１と２を特徴づける構造と考えることがで

きるだろう。

一方，「隔てる」三者構造には，エピソード１６に加え，

エピソード８～１３を含めた形態３と４に属する２５例の

写真とエピソードが含有されており，分析１における形

態３と４の双方を特徴づける構造であるといえる。．

この表が意味するものは，三者構造が象徴する，幼児

の「隠れる」事象が生じる場面（Scene）と，当該行為の

形態（Act）との間には特定の連結が見られるということ

であり，第２の目的に対して，「囲う」・「潜る．入る」三

者構造一形態ｌ・形態２，「隔てる」三者構造一形態３．４

というモデルを仮説として提示することができるだろう。

討論

隠れる「行為」の動機

前述した二つの分析によって，ひとまず本稿の二つの

目的に対する仮説・議論を提出した。しかし，ここでさ

らにBurke（1952／1982）の視点をからめて，おそらく

幼児の「隠れる」事象を観察した時に抱く素朴な疑問，

すなわち，「なぜ子どもは隠れるのか？」という，当該

行為の動機に関する疑問に焦点を当ててみたい。

Burkeの劇学的動機論において，何よりも重要なポイ

Table２幼ﾉ目が/隠れるノ動機と五つ狙の対応．

対人的行為

動機１ 動機２

形態１

形態２

形態１と２の混合

形態３

形態４

行為者幼児（幼稚園児）幼児（幼稚園児）

５
８
５
０
０

Tableｌ／隠れるＪ行為の形態と三者構造の対応．

(三蕊造)｢囲う｣｢糊入る」 「隔てる」

皿
７
４
０
０

三者構造

０
０
０
ｍ
巧

五
つ
組

「隠れる」

行為の具現化

発達心理学研究第１５巻第２号

目的演劇的行為

行為

｢隠れる」

形態３．４

｢隠れる」

形態１．２

「隠れる」

行為の具現化

手段
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すなわち，Burkeの劇学的動機論から捉えると，子ど

もの示す隠れる行為は，その行為パターンや行為系列の

類似性から，上述した二つのタイプに分類することがで

きると考えられる。しかし，この動機は単に隠れる行為

のタイプを示すだけではなく，隠れる事象とその事象を

取り巻く状況を陳述した「動機」である。前述したこと

ではあるが，本稿でいう動機とは，行為とその他の要素

との因果的関連を示すことではなく，事象を十全に記述

することにあり，前述した命題はBurkeが示した五つの

要素を含み込んでいるという点において，＋全たる事象

の陳述，すなわち動機を示した。言い換えるならば，二

つの動機は様々な形態が存在する子どもの「隠れる」行

為を具体性・日常'性を持たせつつ抽象化した動機とも言

えるだろう。

参与観察の妥当性

本研究は子どもの「隠れる」行為を研究対象としてい

るが，寺本（1988）をはじめとした先行研究では，「隠

れる」行為が大人（親・先生）に知られてはならない性

質のものであるとされている。したがって，子どもの

｢隠れる」行為を的確かつ詳細に記述するためには，研

究者自身が子どもの遊びに参加し，研究協力者（園児達）

から成員に近い存在（仲間）として認識されている必要

がある。しかし，反対に成員に近い存在として認められ

た後の記録のみを対象とした場合，人見知りなどが残っ

ており親密な人物の後や物陰に隠れるといった，研究協

力児にとって新奇な人物だからこそ観察できる事象を除

外することとなる。これらをふまえて，参与観察を行い

得られた結果を分析する場合には，手法や結果の妥当性

を検討するために，新奇な参与者の立場から成員として

｢なりこんでいく」過程を提示する必要がある。

本研究において，「なりこんでいく」過程，すなわち

研究協力者側からの観察者の認識は，研究協力者の観察

者に対する呼称に端的に表現されている（資料参照)。

本研究における参与観察の場合，観察開始直後は，教員

の補佐として参加しているため，園児からは「かりたせ

んせい」と呼ばれていた。しかし，観察開始半年後から

は，設定保育の時間は，それまで同様に「かりたせんせ

い」という呼び名でも，自由遊びの時間には男児を中心

に「かりた－」「かりこう」と呼び名が変わってきた。

これらの呼称の変化から，観察開始当初，園児達は観

察者を｢せんせい」（教員)の一人として認識していたが，

観察が進みラポートがとれるにつれて，自由遊びの時間

に関しては，教員一園児という関係ではなく，大人や教

員との中間的な存在，および遊びの一成員として認識し

ていたことがうかがえる。

また，観察者であり分析者である著者自身，観察期間

の前半は新規な参与者(大人）として新規な視点から「隠

れる」事象を記述することに努め，後半は，研究協力者

に対して著者が密接に関与し，「隠れる」というセンシ

テイブな行為を共有しつつ分析を深めていったことを示

す一つの資料となるだろう。

結 語

最後に，本稿（特に後半）は劇学的動機論を導入した

解釈から，幼児の「隠れる」行為に関する動機を提示す

るという流れになっている。こうした「隠れる」行為の

動機に関して，これまでの「隠れる」行為に関連した先

行研究の多くは，「隠れる」行為が幼児期および児童期

のエピソードとして繰り返し想起され，「懐かしい」な

どの情動的変化を伴って想起されることから，生涯発達

的意義として，高い比重を占めることには理解は示して

いる。しかし，当該行為が生涯発達．もしくは早期（幼

児期）の発達に及ぼす影響としては，とりあえずブラッ

クボックスに放り込んでおくか，精神力学，特に精神分

析の理論に依存した比噛的解釈（例えば，子宮への回帰

欲求の充足など)，ノスタルジーを含んだ「思い入れ」的

意味づけといった，具体的なデータからは距離のある，

一面的もしくは抽象化された論議にとどまっていた。

しかし，今回，心理学では比較的新奇な理論として，

劇学的動機論を導入することによって，前述した抽象的

な解釈ではなく，より日常的な状況と象徴的行動に密着

した行為の描写と解釈を，一つの可能性として提示でき

たと考える。その一方で，本研究の分析の中では，発達

的な視点については，ほとんど触れなかった。確かに，

参与観察の経験と先行研究のレビューから，ただ物陰に

｢隠れる」遊びから，ゴッコ遊び（演劇）的要素が加わり，

秘密基地づくりなどの役割とストーリーが明確化される

｢隠れる」遊びへと発展する可能性はうかがえた（苅田，

2000）が，説明するに足るデータが得られなかったため

本稿では割愛した。今後は，こうした「隠れる」行為の

発達について体系的な研究が必要であろう。

その意味では，本稿で提示・例証した形態やモデル自

体は，複数の理論と概念を複合した上でデータから「浮

上(emergent)」（Glasenl978）した「ひとまずの到達点｣，
演劇的メタファーを用いれば「プレビュー（Preview)」

であり，今後，反証を含んだ議論と評価にさらされなが

ら変遷していくものと考えている。
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ました。あわせて御礼申し上げます。
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資料

本研究における観察者としての著者の観察視点や理

解の変化

第１期：調査開始前～第４回頃（調査観察開始前後）

協力者の園児や保護者，先生との関係づくりの時期

であった。この時期，園児達は調査者のことを「かり

たせんせい」と呼び，調査者への目新しさから園内を

紹介してまわることが多く見られた。しかし，同時に

調査者が園児達の遊びに参加しようとすると，男児を

中心として調査者に飛び乗ってきたり引っ張るなど，

遊びが中断されることが多かった。

また，調査者は，先行研究同様，秘密基地や隠れ家

という言葉が示すとおり，園児にも先生や保護者には

内緒にしている場所があるとの仮説を持っており，園

児達が紹介する園内の場所やその場所の呼称（｢探検

草の家」「山のおうち」など）に注意を向けていた。

第２期：第５回～第９回調査頃園児達とかなり馴

染んできて，調査者が遊びに参加していても，遊びが

中断されることが無くなってきた。この時期，調査者

は，園内において特定の隠れる場所はいくつか存在す

るが，観察される隠れる場所・遊びの多くは，短時

間．１日で作られて消える（積み木で作ったお家等は，

自由遊びの時間が終われば片づけられてしまう）こと

に着目していた。

第３期：第１０回～第１５回調査頃調査者に対す

る通称（かりこう等）が出始め，より近い存在として

子ども達に認識されるようになる。

「隠れる」とみなしうる遊びが行われる中で，園児

達によって用いられる道具が特定化されていることが

理解されてきた。例えば，ゴッコ遊び的に「おうち」

を作る場合には，段ボールや積み木が特徴的に用いら

れていた。したがって，この時期は，遊びの内容と用

いられている道具や空間の関係に着目して記録を行っ

た。

第４期：第１６回～第１９回調査頃園庭ではサッ

カーやかけっこなど，スポーツ的な遊びが多く，「隠

れる」行為に関しては，どちらかというと園舎内での

方が多く観察された。その中で，調査者や先生の目を

気にしながら，悪戯をしたりカーテンに潜り込むと

いった行動に注意を向けた。これらの行動を観察して

いると，「隠れる」という行為は，単に大人や他児に

内緒にしたり，見られていないことが重要なのではな

く，他者の存在を意識することも重要な要因であると

考えられた。
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I慢性疾患患者におけるモーニング・ワークのプロセス：

段階モデル・慢性的悲哀（chronicsorrow）への適合I性についての検討

今 尾真弓
(愛知教育大学教育学部）

本研究においては慢性疾患患者におけるモーニング･ワークのプロセスに焦点を当て，２つのモデル，

すなわち，段階モデルおよび慢性的悲哀（chronicsorrow）への適合性について検討を行った。青年期か

ら成人期の19歳から３４歳の14名の慢性腎臓疾患患者を対象に半構造化面接を実施し，発病後の心理過

程に焦点づけたライフ・ストーリーを聴取し，２つのモデルへの適合性を検討した。結果，いずれのモデ

ルについても，慢性疾患患者のモーニング・ワークのプロセスへの全面的な適合性は示されず，今後は

2つのモデルを取り入れ，慢性疾患患者により適合する代替モデルを作成していく必要があると思われ

た。また，代替モデル作成にあたって考慮すべき要因として，次の２点が示唆された。すなわち①慢性

疾患患者のモーニング・ワークのプロセスは，従来よりも長いタイム・スパンの中で捉える必要があり，

｢受容・終結」という方向性を持ちながら，段階的に移行していくと考えられる，②プロセスの最終段階

である病気の「受容・終結」のあり方については，文化的要因も考慮の上，より幅を持たせながら考えて
行く必要があると考えられる。

【キー・ワード】慢性疾患，モーニング・ワーク，青年期，成人期，エイジング

問題と目的

現実適応の基盤としてのモーニング・ワーク

人は生涯に渡り，様々な出来事に遭遇する。なかでも

病気にかかることには重大なストレスが伴う。病気が慢

性である場合には，長期に渡り悪化と寛解が繰り返さ

れ，患者の人生に多大な影響を与えることとなる。

小此木（1979）は身体疾患を「身体的自己の喪失」と

し，身体的ハンディキャップの心理について次のように

述べている。「身体的ハンディキャップをもつように

なった人々 はこれを克服し人生に適応する努力を行わな

ければならない。この努力の方向で劣等感コンプレック

スとその補償の心理が体験され，その一方で，失った身

体機能・身体部分の喪失に対する悲しみや恨みや人を責

める気持ちなど，様々な喪失反応の心理を繰り返し体験

しながら生きてゆかねばならない｣。

慢性疾患患者においては，身体部分，身体機能，社会

的自己など，様々な対象の喪失が体験される。そしてそ

の喪失を受け入れて行くためには，モーニング・ワーク

(悲哀の仕事mourningwork)')を行うことが課題となる。

モーニング・ワークとは，愛情や依存対象を死や別れに

よって失う体験，つまり対象喪失に引き続き営まれる心

理過程のことである（小此木，1979)。この心理過程に

おいては，失った対象への思慕，くやみ，恨み，自責，

怒り，仇討ち心理などの悲嘆が体験され，その中で気持

ちの整理が行われていく。

慢性疾患患者は，様々な喪失に対するモーニング・

ワークに取り組むことによって喪失を受容し，断念の心

理に至る。モーニング・ワークは現実への適応の努力の

基盤となるものであり，慢性疾患を抱えつつどのように

生きていくか，心の再建をはかっていくことにつながっ

ていく。モーニング・ワークが達成されない場合には，

様々な精神的不健康に陥る危険性も高い。

モーニング・ワークの段階モデル

モーニング・ワークの研究は数多く行われてきてお

り，モーニング・ワークのプロセスが一般的な順序を持

ついくつかの段階を経るとする，段階モデルが一般的と

なっている。ここで段階モデルが一般的となるに至った

経緯を簡潔に辿る。

モーニング・ワークについて最初に報告したのは

Freud（1917／1970）であり，以後，AbrahamやKlein，
BowlbヌSpitzなど精神分析領域において引き継がれた。

Bowlby（1980／1981）はマターナル・デプリベーション

1）対象喪失の心理を指す用語として，本研究においてはモーニン

グ・ワークという言葉を用いたが，他によく用いられる用語と

して悲嘆（grief）がある。Bowlby（1980/1981）やWOrden（1982／
1993）は，この２つを区別して用いており，例えばWOrden（1982／
1993）は，対象喪失に対する反応をgrief，対象喪失後に生ずる
心理的過程をmourningとして区別している。本研究においても

この区別に従い，モーニング・ワークという言葉を用いた。
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を経験した乳幼児における悲嘆に注目し，そのモーニン

グ・ワークが「情緒的危機」－「抗議一保持」－「断念一

絶望｣－「離脱一再建」という４つの段階を辿ることを明

らかにしている。またLindemann（1944）は大火災の犠

牲者の遺族や関係者への臨床的関与から，死別後の心理

状態に焦点を当て，急性悲嘆反応についての知見を明ら

かにしたが，この研究を端緒として近親者との死別体験

に関する研究が盛んに行われるようになった。さらに

1960年代後半，米国においては「死」の問題について積

極的に取り上げられるようになった。そして「死にゆく

プロセス｣，つまり「自己」という対象を失うことへの

モーニング・ワークについての研究が行われ，この流れ

からKiibler-Ross（1969／1998）の段階説が生まれた。

Kiibler-Rossは終末期患者へのインタビューから，「死の

否認と隔離」－「怒り」－「取引」－「抑うつ」－「死の受

容」という死にゆくプロセスの５段階を提唱したが，こ

れは段階モデルとして，強い影響力をもたらすことと

なった。段階モデルは，他の研究者によっても提唱され

ており，例えばDeeken（1983）や平山（1991）の段階モ

デルがある。

障害領域においても障害者本人とその家族における

モーニング・ワークの研究が行われた。Dembo,Leviton，

＆Wright（1956）は“acceptanceofloss”として，その
モーニング・ワークのプロセスを提示した。Ｃｏｈｎ(1961）

は障害児の両親におけるモーニング・ワークのプロセス

を「ショック」－「回復への期待｣－「悲嘆・喪｣－「防衛」

－「最終的適応」の５段階にまとめた。Drotar,Baskie‐

wicz,Irvin,Kennel,＆Klaus（1975）は先天性奇形児の親
の悲嘆反応について「ショック」－「否認」一「悲しみ・

怒り」一「適応」－「再起」の５段階にまとめた。また上

田（1980）は身体障害についての先行研究をレビューし，
モーニング・ワークのプロセスを「シヨック」一「否認」

－「情緒的混乱」－「解決への努力」－「受容」の５段階
に整理している。特にリハビリテーシヨンを必要とする

障害では，リハビリテーションへの動機づけを高めるに
あたって「障害受容」をキー・コンセプトとし，障害の

受容プロセスを促進する試みが行われてきている。

段階モデルは，研究者により若干の相違はあるが，共

通したプロセスが見出されている。まず死・受障という
出来事への「衝撃，ショック」，そしてこれに対する心理

的防衛反応として死・障害の「否認」が生ずる。「否認」

は衝撃を受けた弱い自我が圧倒的な現実に直面してとる

防衛反応であり，弱体化した自我を保護するよう機能す
７ の段階は急性の‘情緒危機の段階である。

認しきれず，現実が直視されるようになる

怒り・悲しみ・無力感・罪悪感といった

が生じる。「‘情緒的混乱」は時には自殺企

い攻撃性に至る。しかしそれでは問題は解

決しないことが悟られ，現実に目を向けようとする「解

決への努力」が行われ，死や障害の「受容」へと至る。

このプロセスは一定期間内に終結するとされており，’

年から２年前後という期間が，研究者間の共通した知見

となっている（平山，1997,1991;WOrthington,1994;WOr-

den,1982／1993;小此木，1979)。プロセスが長期化する

場合は病的な悲嘆であり，臨床的介入が必要であるとみ

なされている。

慢性的悲哀（chronicsorrow）

段階モデルが広く一般に浸透する一方で，慢性疾患・

障害領域においては，段階モデルに対し異議が唱えられ

た（Solnit＆Stark,1961;Olshansky,1962)。Olshansky

(1962）は精神遅滞の子どもの出生後，親の悲しみは時

間と共に軽減せず，最終段階とされる終結は見られない

が，これは正常な自然の反応であるとした。そしてこれ

を慢性的悲哀（chronicsorrow）とし，段階モデルと相対

立する概念として提示した。慢性的悲哀の概念は障害・

慢性疾患領域において支持を得るとともに様々な対象に

適用されてきている。例えば，ダウン症児の親（Ｄａｍｏ‐

rash＆Perry61989)，未熟児の親（Fraley;1986;Ｈｕｍｍｅｌ

＆Eastman,1991)，慢性疾患児の親（Clubb,1991;Phil‐

lips,1991)，ガン患者（Eakes,1993)，精神障害者の親・
家族（Eakes,1995;Howard,1998;Marsh,1999)，アルツ

ハイマー病者の配偶者（MayeE2001)，HIV/AIDS（Antle，

Wells,Goldie,DeMatteo,King,2001）等の研究で用いら
れてきている。またHainsworth（1996)，Eakes（1995）

は，慢性的悲哀を「永久性・周期'性・進行性を持つ浸透

的な悲しみ」と定義した。

Copley＆Bodensteiner（1987）は慢性的悲哀について
の研究のレビューに基づき，慢性的悲哀モデルを提示し

た。このモデルはｐｈａｓｅｌおよびphaseⅡに分けられて

いる。ｐｈａｓｅｌにおいては「衝撃（impact)」－「否認
(denial)」一「悲嘆（grief)」の３つの段階が周期的に繰り
返される。そしてこのサイクルを抜け出ることにより

phaseⅡへと移行する。phaseⅡは「外界への焦点づけ
（fOcusingoutward)」－「終結(closure)」の２段階である。
そして障害児の親の大部分は，ｐｈａｓｅｌから決して出る

ことはないとしている。同様の観点からWOrthington

（1989,1994）は，従来の段階モデルを「直線モデル（lin‐
earmodel)」とし，慢性疾患・発達障害には直線モデル

ではなく「周期モデル（cyclicalmodel)」がより適切であ

ると主張した。それは，慢性疾患・発達障害において

は，長期にわたり予測不可能なストレスに直面するた

め，モーニング・ワークのプロセスは周期的で終結しな
いためである。Worthingtonの周期モデルは，Copley＆

Bodensteiner（1987）の慢性的悲哀モデルのｐｈａｓｅｌに

該当すると言えるだろう。

慢性的悲哀概念の属性は，永久’性・周期性・進行性の
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３つに集約されるが，このような属'性を持つ悲嘆が障

害．慢性疾患領域において生ずる理由は，死との比較に

より以下のように記述されてきている。まず，「死」の

場合は喪失対象がすでに存在しないのに対し，病気・障

害領域においては未だ存在している。'Feel（1991）は前

者を「身体的死｣，後者を「象徴的死」として比較対照す

るとともに，後者を，喪失を認識させるものが日常的に

存在するという点で「進行する喪失ongoingloss」と述べ

ている。障害児の親は，障害児の様々な日常的なニーズ

を満たす必要があり，親は常に喪失に直面せざるを得な

い。そしてこのような障害児の親への日常的依存は，子

どもまたは親のどちらかが死ぬまで続く。また「死」と

いう確定された喪失に対し，障害や病気は発達の節目

（始語・始歩，就学，進学，就職等）や病気の悪化によっ

て喪失が再び生ずるため，喪失は不確定であり，悲嘆が

繰り返される。

本研究の問題

慢性的悲哀は，障害・慢性疾患の特徴を捉えた重要な

ものであると思われる。しかしながら，段階モデルを棄

却し慢性的悲哀を全面的に支持するには重要な問題があ
る。

障害領域のモーニング・ワークについて，段階モデル

および慢’性的悲哀という２つの観点を取り上げたのは

Wikle喝Wasow〉＆Hatfield（1981）である。この研究は，

障害児の親においてはどちらがより適切であるかを検討

し，結果，慢性的悲哀がより適切であると結論したもの

であり，慢性的悲哀の関連研究において頻繁に引用され

る重要な論文である。しかしこの研究にはいくつかの問

題があると思われる。例えば，１０の発達危機を予め細か

く特定するなど，慢性的悲哀が中心に据えられている。

これに対し，段階モデルについては時間内に終わるか否

かという問題のみしか取り上げられていない。また，快

一不快感情のみを悲嘆の根拠とし，快一不快の両極への

揺れ動きをもってモーニング・ワークのプロセスは解決
しないと結論している。

また慢性的悲哀をインタビューで捉えるための質問
紙，TheNursingConsortiumfOrResearChonChronicsor‐

row（ＮＣＲＣＳ）がBurkeにより開発され（Lindgren，
Burke,Hainsworth,＆Eakes,1992)，複数の研究におい

て用いられてきている（Eakes,1995;Hainsworth,1996；

Hainsworth,Eakes,＆Burke,1994;Lindgren,1996;Mayel；
2001)。しかしＮＣRCSは慢性的悲哀が生ずるというこ

とが前提とされており，結果として慢性的悲哀現象を拾

い上げるような質問項目のみで構成されている点が問題
である。

慢性疾患患者におけるモーニング・ワークのプロセス

が，段階モデルあるいは慢性的悲哀のどちらにより適合

するのかという問題は，慢‘性疾患患者への理解や援助の

あり方に影響を及ぼす問題であり，明確にすべき問題で

あると思われる。このためには，先述した慢性的悲哀の

先行研究の問題点を考慮した上で，それぞれのモデルへ

の適合性について実証的に検討を行う必要がある。

以上の問題意識に基づき，本研究においては慢性疾患

者のモーニング・ワークのプロセスについて，段階モデ

ルおよび慢性的悲哀のどちらがより適切であるか，双方

のモデルの適合性について検討することを目的とする。

適合性の検討は，上田（1980）の段階モデル，および，

Copley＆Bodensteiner（1987）の慢性的悲哀モデルへの

比較対照によって行った。この２つのモデルを選択した

理由は，いずれのモデルも慢性疾患・障害領域の悲嘆に

関する複数の先行研究のレビューから導き出されてお

り，結果として５つの段階が同定され，双方が対応して

いることによる。

段階モデルへの適合性は次の２点により示されるであ

ろう。①５つの段階が時間と共に出現する，②phasel
からphaseⅡへの移行が見られ，多くの研究者（平山，

1997,1991；Wbrthington,1994;WOrden,1982／1993;小此

木，1979）によって認識されている，２年という期間の

中でモーニング・ワークのプロセスが終結する。一方，

慢性的悲哀への適合‘性は次の３点により示されるであろ

う。①phaselに含まれる３つの段階が繰り返し出現す

る，②phaseⅡへ移行するのはごく一部のケースであり，

大半は決して移行しない，③プロセスの終結は見られな
い。

プロセスの検討にあたっては，発病以後の対象者の心

理過程に焦点を当てたライフ・ストーリーを用いた。ま

た，代表的な慢性疾患の１つである慢'性腎疾患を取り上

げた。慢性腎疾患は，その重篤度においては軽度から重

度まで範囲が広いが，本研究においては中度の腎疾患患
者を対象とした。その理由は次のとおりである。軽度の
場合，自覚症状はほとんどなく，薬物療法や運動制限・

食事制限による疾患のコントロールを伴わないことが多
い。一方，重度の場合，人工透析治療の段階が含まれ

る。腎疾患は人工透析の導入が１つのメルクマールであ

り，身体的苦痛や精神医学的問題，ハンディキャップの

程度において１つの段階として区切られ，人工透析者は
障害者と認定され社会的位置付けが異なるなどの諸要因

が関係する。従って，本研究で対象とした中度の慢性腎

疾患患者は，ある程度の自覚症状を伴い，薬物療法・食
事制限・運動制限といったコントロールと，定期的な外

来通院を長期に渡り続けなければならないという状況に
置かれている。

尚，対象者の年齢に関しては，ある程度絞る必要があ

ると考え，本研究においては青年期から成人期前期の発
達段階にある若年の患者を対象とした。
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慢性疾患患者におけるモーニング・ワークのプロセス L5３

方 法
Ihblelモーニング､'ワークの各段階のﾉ柔定基準

続|き

の２者で行った。副評定者に対しては，まず調査者の研

究意図を書面で伝え，評定対象となるモーニング・ワー

クのプロセスの各段階について，そして評定基準

('Ｅｌｂｌｅｌ）についての説明を面接により行い，相互に十

分な理解をはかった上で独立に評定を行った。評定後，

5．受容・終結

定義：病気により影響を受けてきたという事実，そしてこれか

らも受け続けるであろうという事実との和解。

具体的内容：

、社会・家庭の中に何らかの新しい役割や仕事を得て活動を始

め，その生活に生きがいを感じるようになる。

．「生まれ変わった」心境が語られる。

【phaseI】

1．ショック・衝撃

定義：病気の診断を受けた後の，麻痕，ショック，不安，混乱

といった情緒的反応。

具体的内容：

､肉体的な苦痛はありうるとしても心理的には逆に平穏で感‘情

が鈍麻した無関心(apathetic)な状態。

・離人症(depersonalization)的な状態（現実とは一枚皮膜を隔て

て接した感じや，現実に起こっていることが自分についてで

はないような感じ）

。「ショック」を意味する言葉を用いての表現。

馳毒雛；懸蝋認
分析モーニング・ワークのプロセスの，「ショック・

衝撃｣，「否認｣，「情緒的混乱｣，「解決への努力｣，「受

容・終結」の各段階が経験されているか否かについて評

定を行った。この作業は，上田（1980）およびCopley＆

BodnstEiner（1987）のモデルを基盤として，筆者の作成

した'1,]ｌｅｌの評定基準に基づいて行われた。評定は，

筆者と副評定者（臨床心理学を専攻する大学院生１名）

2．否認

定義：病気がそう簡単には治らないらしいということが薄々分

かってくることによって起こる，心理的な防衛反応。

具体的内容：

・病気であることを認めようとしない。（ex，聞く耳を持たない，

ドクター・ショッピング）

・奇跡を待望する，夢のような期待にすがる。（ex､目が覚める

と元に戻っているのではないか）

・生活目標・欲求が病前と変わらない。

・病者と見られることに対する反発。

・治療に対する抵抗。

・健康な人々に対する嫉妬・羨望。

・退行や、ケアする人への依存性。

て逐

3．情緒的混乱

定義：現実を否認し切ることができず，病気が完治することの

不可能性を否定しきれなくなった結果起こる情緒的混乱

具体的内容：

・精神的な落ち込み・苦悩（不安，怒り，罪悪感，抑うつ，悲

嘆といった感情)。

、外向的・他罰的な感情（すべてを他人の責任にし，怒り，恨

みの感情をぶつける)。

・内向的・自罰的な感情（自分を責め，すべては自分が悪いの

だと悲嘆にくれる。自殺企図が見られる)。

病院内の個室において１対１の半構造化面接

所要時間は３０～50分であった。面接は全て

諾を得てテープレコーダーに記録された。面

対象者には，話せる範囲で答えればよいこ

りないことがあれば話すよう伝えた。また面

やすい雰囲気をつくることを心がけ，対象者

的に耳を傾けた。対象者への評価的な言動は

【phasem

4，解決への努力

定義：前向きの建設的な努力が主になり，病気を自身の人生の

中に統合しようとし始める。

具体的内容：

・不安，怒り，罪悪感，抑うつ，悲嘆といった感情では問題は

解決されないということに気づき始める。

、病気によって失ったものだけではなく，得たものにも目を向

けるようになる。

、自分自身の能力や価値に目を向けるようになり，病気を自分

の特性の１つとして考える。

．健康な人との比較をしなくなり，病気により引き起こされた
劣等感が緩和する。

た

手

を行

語記録

対象者|の承諾

開
，
者
話
え

接
と
接
の
控

に共感

結果の整理理テープレコーダーに記録された内容を全

にした。さらに，語られた内容の簡単な要約

この際，対象者によって語られた内容が歪め



154 発達心理学研究第１５巻第２号

2者間の評定の一致率を算出した。一致率の算出にあ

たっては全てのケースを用い，プロセスの５つの段階に

ついてそれぞれ算出した。結果，「ショック・衝撃」の

段階は71.4％，「否認」の段階は85.7％，「情緒的混乱」

の段階は92.9％，「解決への努力」の段階は85.7％，「受

容・終結」の段階は92.9％であり，これらを平均すると

85.7％であった。判断の不一致があった部分については

2者で協議の上決定した。次に評定の結果を各ケース毎

に，時間に沿って一覧表にまとめた。この表を用いて，

プロセスの繰り返しが見られるか否かを検討した。

結 果

1．モーニング・ワークのプロセスの各段階の特徴

まず，プロセスの各段階に該当すると評定された語り

を任意に引用しながら見ていく。

（１）ショック・衝撃

１４ケース中８ケース（57.1％）において見られ,２つの

タイプに分けられた。いずれも発病・診断直後に生じた

一過性のものであった。２ケース（事例２，３）において

は①と②の両方が見られた。

①言葉にできないほどの強いショック・衝撃・呆然と

いった状態（事例１，２，３，７，８）

「いろいろ（病気の）説明受けたんだけど，なんだかわ

け分からなくて，…で，自分のなかでとりあえずブ

ロックしちゃって」（事例１）

「何言われても何？って感じで…精神的にもええって

いう感じで…考えたこともなかった」（事例２）

②強いショック・衝撃として経験されているが，①より

穏やかな形態の反応である。（事例２，３，４，５，６）

「本当に頑張らなくては，と思っていた矢先だったん

で，なんかショックだった」（事例３）

「スポーツをずっとやってきて，バレーとかテニスと

か，自分でやるのが好きなのもあったし。で次の日か

ら突然，運動が駄目ですよって断たれる感じでねえ，

やっぱり。で，結構，真っ暗っていうか」（事例５）

残り６ケースのうち，２ケース（事例１１，１４）におい

ては，「ショック・衝撃」を経験したという語りは対

象者から聞かれなかった。しかし，不自然に笑いなが

ら語ったり（事例１１)，強がった口調で語る（事例14）

といった非言語的情報から，「ショック・衝撃」の経

験を否定していると思われた。

「よく覚えてないですから（笑)，あんまり気にしてな

いもんですから…」（事例１１）

「自分では嬉しかった…すごいその時生活忙しかった

もんだから，入院って聞いて，ああ休めるなあって感

じで。ま，病気に関してはそんなもん」（事例14）

４ケースは「ショック・衝撃」が不明確なケースで

あった。（事例９，１０，１２，１３）

「あんまり（ゆっくり考えながら）…実感ないから。大

変だったってのはあまりないけど，って入院好きだか

ら（笑)」（事例12）

「びっくりした（笑）…その病気が例えばガンですって

言われたらショックだろうと。…それよりどういう病

気なのかなっていう」（事例13）

（２）否認

１４ケース中４ケース（28.6％）において見られた。（事

例１１，１２，１３，１４）

「だから，私自身もそんなに気にしてないから。そん

なに，あの－別に特別ねえ，詳しく知ろうとは思って

ないし…。病気と関係あるのかなあ…自分の病気とは

関係ないと思ってるんで，あまりあれこれ気にしない

ですね」（事例１１）

「(入院中）とにかく治そうと気合いが入っていて，パ

ジャマなんかも着なかった」（事例13）

「(病気は）言われなくても完治させようと思って」（事

例14）

「頭の隅では，すっごく何か重要なことなんだろうな

とか思ってるんだろうけど，それを否定したいという

か。だから日常，なんにも起こらないから。自分が変

わらないんだと思わせたいのか，よく分からないです

けどもね」「(制限を守らないことについて）今，自分

が我慢して長く生きても，多分後悔すると思うんです

よ。いろんなこと我慢しなきやならない」（事例12）

事例１１，１４は，前段階の「ショック・衝撃」を否定し

打ち消すことによって防衛していると見うけられた。事

例１３，１４においては「完治への希望」が語られていた。

上田（1980）は，第２段階の「否認」を，衝撃を受けた

弱い自我を保護するよう機能する心理的防衛反応であ

り，自我が弱い間はある程度必要な，一過性の心理的防

衛機制としている。しかしここで見られた「否認」は一

過性ではなく，調査時現在まで長期間に渡り継続するも
のであった。

（３）情緒的混乱

全てのケースにおいて見られた。内容について３つの

タイプにまとめた。

①病気自体への不安や落胆，悲嘆，うつ状態（事例１，３，
６，９，１０，１１，１３，１４）

「落ち込みましたよね，かなり。もう私，ダメなのか

な，長生きできないのかな，とか思ったりして。…な

んかもう，泣いてばかりいましたね。…(最初の)１，２

年は，なんかもう，私はもう駄目なんだ，駄目なん

だ，とか，そういう気持ちばっかりで…」（事例３）

「(診断を）聞いた日からすごく落ち込みましたね。…

なんかほんと，信じられない？何もしてないし，不規

則な生活もしてないのに，なんで私がって。みんな健

康なのにって，すっごく落ち込んで。で，何かある度
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に，ああ，私病人なんだ，病人なんだっていうレッテ

ルが頭の中から離れなくって。すごいそういうコンプ

レックス持ってた。もう常に頭の中に，ああ，私は病

気，病人なんだ，もう健康じやないんだっていうこと

が走ってたから。今でも」（事例６）

「向こうにいるときはそんなこんなで鯵状態になった

し…まいじやって，ずうっと」「わけもなく涙が出て

きて，泣けてきて…今でもたまにありますけどね」（事

例11）

「かなり落ち込んだ。何回も再発すると何悪いことし

たんだろう，なんで俺だけ，宝くじみたいなののに当

たらなくてもいいのになんで，という気持ちになる」

（事例13）

②将来への不安を軸とした悲嘆や落胆(事例１，２，４，５，

７，８，９，１２）

「20歳だったから，まだこれからっていう感じですよ

ね。…これからっていう時に病気になって，もうお先

真っ暗って感じ。精神的には本当にいろいろ悩んだ」

（事例２）

「高校は一応，スポーツに関係してる高校に進もうと

思ってたんで，進路的にもちょっとねえ，気が不安定

になったりとか…。とりあえずは不安はいっぱい

ねえ，不安というかね，気持ち的にもね…やっぱ慢性

だから，悪くはなるけど治るっていう保証はないか

ら。だから一応，一生付き合ってかなきやいけないん

だなあっていうちょっと悲しい気持ちとか」（事例５）

「精神的にはやっぱり，滅入ってたかな…目標が，高

いところに置いてたのが，狂っちやったのが一番大き

かった」（事例７）

「やっぱ高校が，留年決まった時，あの時が一番。あ

の時は一生こうなんかなあ…」（事例９）

③投げやりな気持ち，自暴自棄，さらには自殺という自
己への強い攻撃性（事例５，７）

「とても歯がゆくって，もうどうでもいいや，と捨て

るように考えたりもした」（事例５）

「むちやしたり，自殺を考えたりした」（事例７）

発病・診断後比較的早い段階から経験されていた。５

ケースにおいては，進学ｑ就職・結婚などのライフ・イ

ベント（事例４，５，９，１２）や，病気の再発や治療による

体力の低下（事例13,14）によって，「情緒的混乱」の

きっかけとなったり繰り返されていた。事例９，１０を除

いては，調査時現在においても「情緒的混乱」が経験さ

れていた。

（４）解決への努力

１４ケース中１０ケース（71.4％）において見られた。

内容について７タイプにまとめた。

①情緒的混乱では問題は解決されないという気づき（事
例１，２，６，７）

「何で自分がって，そう思いたい気持ちもわかるし，

思った時期もあったけど。どうして私だけこんな目に

遭うのって。悪い事してない，とか。まあでもそう

思ってプラスには絶対ならないんだよね」（事例２）

「もう，何て言うんかな，高校のことよりも先のこと

考えて，自分で何の職業就きたいか，とか，どういう

大学に入りたいかとか考えていたら，もう愚痴ってる

時期じやないなあと思って」「最初は劣等意識ありま

したよ，すつどい。でも今は逆に自分，可愛がってる

のかな。そうじやないと，いつまでもそんな，身体が

弱いっていう劣等意識ばっか持ってたら，もう気ぃ減

入つちやいますよ。コンプレックス武器にしてるわけ

じやないけど，もうそれ，ある程度自分の力にしてい

かないと」（事例７）

②情緒的混乱のネガティブな気持ちを切り替えようとす

る試み（事例３，４，５，６，９，１０）

「逆に病気だからどうだとか言うんじやなくて…気持

ちがねえ，前向きになればそれほど。病気は，克服は

できないかもしれないけれど，気持ちの面が一番大事

かな」（事例５）

「まあ病気とはずっとお友達だから，まあ一応無理と

かストレスとか，そういうのは溜めないようにしつ

つ，うん…病気持ってるんだ，Ｉまあ，とか暗くなって

いっても，いくよりは，お友達っていう感覚でいたほ

うが」（事例10）

③病気を自分なりに解釈し，受け入れようとする試み

（事例１，２，５，９）

「別に病気になったのは誰のせいでもないし，ま，

しょうがないかって…もう受け入れるしかないし，そ

れをどうしていくかっていうのか」「いろいろ悩んだ

けど本当に。会社で仕事楽しかったし，周りの人も良

くしてくれたもんで，それはそれでそういう人生もあ

るかなっていう感じで…しょうがないかつていう感

じ？しょうがないかってねえ」（事例２）

「もういいやって捨てるっていうかねえ。最初はもう，

どうでもいいんだっていうふうに考えたりしたけど

ね，なんていうか逆にそれをどう楽しむかつていうか

…そういう考えのほうがかえって楽しくできるかな

あっていう」（事例５）

④病気ゆえに得た価値に目を向ける試み（事例５，７）

「逆境でも物事を，ああこれくらいって思えるような

風に変えられて来てるっていうか…ちょっとは強くっ

ていうか，客観的に見られるっていうのかなあ，いろ

んな事に対して」「今考えてみたら逆にね，何かこう，

良かったではないけど…今，いろんな意味で自分があ

るのかなあって思ったり」「病気とかしてなかったら

結婚してなかったかもしれないし，逆にそういう，な

んて言うかな，縁じやないけど，おかげでそれ以外の
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ことも見てもらえますよね」（事例５）

「なんか，お金より愛，みたいな感じになつちやうん

ですよ。お金，必要じやないわけじやないけど，生き

ていくためにあればいいぐらいだから。もつと必要な

ことがあるって」「中学のときは（成績が良くて）天下

とってる感じだったけど，それがなんか丸くなつ

ちやって…そっちの方が，でも，良かったのかもしれ

ない」（事例７）

⑤弱者や周囲の人々への理解の深まり（事例２，３，６，８，

１０）

「人の気持ちがちょっとは分かるようになったってい

うか…自分が同じ立場になって，やっぱり分かるこ

とってあるじやないですか。だから病気になって初め

て，なんかこう人の苦しみとか，そういうの少しは分

かるようになったのかな…労りの気持ちとか，なんか

もっとこう，気持ち的に前よりも優しくなれたかなっ

ていう感じしますけどね。今まではこう，自分さえ良

ければっていうそういう気持ちしかなかったんですけ

ど…やっぱりなんか，違いますよね」（事例３）

「おんなじ病気じゃなくても，すごい辛いっていう気

持ちもわかるようになったんで。…自分の心にすごい

ゆとりが持てるようになった？おおらかになったよう

な気が。同じものの考え方も。そう思いますね」（事
例６）

「(病気になる）前よりね，考え方がゆるくなった。甘

くなった。みんなに。…弱い者に対しての考え方が前

よりも…あんまり弱い者って，ねえ，考えもしなかっ

たけど，自分が一応こう，弱者の立場でしょう？」（事
例８）

⑥病気や死を自身の人生の中に入れた「生き方」を考え
る（事例３，７，８，９）

「まあ夢が叶うかどうか分からないけど，それに向

かって少しは近づきたいなあってことで。何もし(せ）

ずに，ねえ，何か死んでくより，少しでもそういうの

に近づいて死んでくほうがいいかな」（事例７）

⑦世間一般へと，より広く外界へと目を向ける。（事例
２，５）

「みんなねえ，大変な思いして生きてるわけじやな

い？何があるか分からないしねえ。それが病気である

か何であるかは分からないけれど。みんな何かかしら

を持って，背負って生きてるじゃない。何もない入っ

ていないと思うから」（事例２）

（５）受容・終結

「受容・終結」に到達しているとされたケースは見ら
れなかった。

2．モーニング・ワークのプロセスの各段階の出現様式

各段階の出現様式により，以下の２つの群（Ａ・Ｂ）に
分けることができた。

Ａ，（｢ショック・衝撃｣）→「情緒的混乱」→「解決への

努力」（事例１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０）

事例１～８では，発病・診断後に「ショック・衝撃」

が見られ，次段階とされる「否認」を経ずに「情緒的混

乱」へ移行していた。事例９，１０では発病・診断後すぐ

に「情緒的混乱」がみられ，多くのケースにおいて調査

時現在も継続していた。「解決への努力」へは，「情緒的

混乱」に引き続き移行しているケース（事例１，２，４，５，

６，８，１０）と，しばらく時間を経て移行しているケース

(事例３，７，９）とが見られた。発病時～調査時現在の期

間は４～16年（平均8.4年）であった。

Ｂ・「否認」－「情緒的混乱」（事例１１，１２，１３，１４）

発病・診断後の早い段階から「否認」がみられ，以後，

調査時現在も，病気に対し否認する態度が一貫して続

く。発病・診断直後に経験したと思われる「シヨック・

衝撃」を打ち消したり（事例１１，１４)，「ショック・衝撃」

が経験されていなかったり（事例13）不明確であった

（事例12)。一方で，「否認」と同時に，あるいは時を置

いて「情緒的混乱」が経験されており，調査時現在も継

続していた。発病時～調査時現在の期間は２～５年（平

均3.8年）であった。

以上の結果をＴａｂｌｅ２に一覧表としてまとめた。全て

の事例について，個人情報（年齢，性別，期間）および

各段階の具体的内容の分類番号(①～⑦）とその出現様

式を，時間軸を右方向に取って提示した。尚，「ショッ

ク・衝撃」の段階は「ショック」と略記した。

考察

本研究では慢性疾患患者のモーニング・ワークのプロ

セスについて，その段階モデルおよび慢性的悲哀への適

合性についての検討を行ってきた。結果，段階モデルの

特徴であるｐｈａｓｅｌからphaseⅡへの移行は，１４ケース

中１０ケース（71.4％）という高い割合で見られた。また

慢性的悲哀の特徴であるｐｈａｓｅｌの３段階，つまり

｢シヨック」「否認」「情緒的混乱」の繰り返しは見られな

かった。以上は慢性的悲哀よりも段階モデルを支持する

結果であり，段階モデルへの適合性が示される。しかし

ながら，２年以内でプロセスが完結したケースが見られ

なかったこと，また最終段階の「受容・終結」が見られ

なかったことからは，段階モデルよりも慢性的悲哀への

適合性が示される。このように，段階モデルおよび慢性

的悲哀のいずれについても全面的な適合性は示されな

かったが，部分的に支持する結果は得られたことから，

双方のモデルを部分的に取り入れ，慢‘性疾患患者に適合

する代替モデルを作成する必要があると思われる。ここ

では，代替モデルの作成を念頭に置き，考察を行うこと
とする。

まず，本研究では２年を越える期間でモーニング．



注．矢印は各階段の継続を表し，点線の矢印は各段階の頻度や強さが減少したという語りが見られた場合を表す。
また事例毎の縦の点線は，段階モデルの指標である。「２年」の時点を表す。

1５７

hble2発病～調査時現在のモーニング・ワークのプロセスの流れ

慢性疾患患者におけるモーニング・ワークのプロセス

No. 性
別

発病年齢一

調査時年齢

側間）

<ライフ･イベント・出来事〉

モーニング･ワークの各段階の、時間的経過に伴う出現様式：

発病 調査時現在

１ 女
性

1３－２９

(16）

<入院〉

型竺回

|解決への雰万 あ る 一 一 一 ＞
情緒的混乱①②

２ 女
性

2０－３４

(14）

<入院）

ｼｮｯｸ①②’

|解決への努馬〒
情緒的混乱②

<再入院〉〈結婚〉〈出産〉

W雨７而雰ﾗﾗ面面１
３ 女

性
2６－３２

(6)

<入院〉

i謎金－＞

|解決への努力②

………･…………･……･…･……･……･………･……．………･…………………＞

⑤⑥’－ ．

４ 男
性

1６－２２

(6)

<入院〉 <大学入学〉〈就職〉

｢ﾘﾘ蕨７而雰ｦﾗ面１ W雲雲霧壱，
情緒的混乱②

５ 女
性

1４－２７

(13）

<入院〉〈進学〉 <結婚〉

H慧実鴛器需謡雨＝二二言
情緒的混乱③情緒的混乱③

６ 女
性

2０－２５

(5)

<入院〉

謹呈麺 ヲ …………….….....………….…….……….…………………….………･……………………………………･･＞

｢雨フミ雨ﾗﾗ而司一一→
７ 男

性
1５－１９

(4)

<入院〉

蓋釜迄． ヲ …...…………….….………….….…….………….…….……･……･…･･…･･…･…………．＞

｢願う而雪ﾗﾗ両面一一一

８ 男
性

24-28

(4)

<入院〉〈アルバイト〉

|ｼｮｯｸ①’

|解決への努力面面１
情緒的混乱② 二 一二

９ 男
性

1７－２８

(11）

<入院〉

順緒的混乱①’

<留年〉

慧 要駕馬ご－－一
1０ 女

性
1８－２３

(5)

<入院〉

情緒的混乱①Ｌ
解決への劣刀u当八gノ

1１ 女
性

2３－２８

(5)

<診断〉〈結婚・転居〉

匿到R調砺而'一

<Ｕターン〉

－－→･………………….…….…
.…………….…….……………………………･…………＞

1２ 女
性

1４－１９

(5)

<入院〉 〈 進学〉〈入院〉〈入院〉

隔 罵誌一二
1３ 男

性

2４－２６

(2)

イス陰）（挙婚〉〈軍葬〉〈再発 〉

|歪塾

1４ 男
性

1６－１９

(3)

< 入 院 〉 〈 再 発 ・ 入 院 〉 〈 再 発・入院〉

1茸眉芯

情緒的混乱①

<再発・入院〉

二 ＝二
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ワークのプロセスが展開していた。またプロセスの各段

階も「ショック・衝撃」のみが一過性であり，「否認｣，

｢情緒的混乱｣，「解決への努力」は比較的長期間に渡り

継続しており，プロセスの時間的側面において従来のモ

デルとは異なる特徴が見られた。ところで，プロセスの

終結に要する標準的期間を１～２年とする知見について

は，この知見が生み出された経緯に注目する必要がある

と思われる。つまりLindemann（1944）以来，モーニン

グ・ワークの研究は，死や受障という衝撃の大きい出来

事の直後の期間，つまり，急性期と言われる情緒危機の

心理過程に焦点づけられてきた。そしてこの中で，モー

ニング・ワークは標準的に１～２年の期間を要するとさ

れるようになったが，これはこの急性期の情緒危機を脱

するのに要する標準的な期間であったと思われる。しか

し慢性疾患においては発病直後の急性期の情緒危機に加

え，その後の長期間に渡る現実への適応についても目を

向ける必要がある。このため，慢性疾患患者のモーニン

グ・ワークのプロセスは，より長いタイム・スパンの中

で捉える必要がある。また本研究でＡ群（｢情緒的混乱｣，

「解決への努力」に移行する）のケースがＢ群（｢情緒的

混乱」と「否認」が継続する）に比べ，発病からの期間が

長かったことからは，Ｂ群もさらに年数を経ることに

よってＡ群と同様のプロセスを経る可能性があると考え

られる。この時間的要因の重要性については対象者に

よっても言及されていた。例えば事例５においては「解

決への努力」について「年齢と共にそういう考えになっ

てきたのかもしれない」と述べられていた。

発病・診断直後の時期を見ると，Ａ群では発病という

事実に対し，言葉にできないほどのショックや衝撃とい

う反応に加えて，より穏やかな形態の反応も多くみられ

た。つまり，現実的に不可能となったことが言語化され

るなど（例：スポーツができなくなってショックだっ

た)，病気という事実と距離を置くよりもむしろ，その

事実が受けとめられたと思われるケースが見られた。ま

た２ケースにおいては「ショック・衝撃」としては経験

されなかった。一方，Ｂ群においては「否認」がみられ

たが，一過'性の心理的防衛機制としての「否認」ではな

く，長期間に渡り継続するものであった。このような

｢シヨツク・衝撃｣，「否認」の特徴は，慢性であるが死

に直結しないという，病気自体の特性が関係すると考え

られる。慢性腎臓疾患は強いショックや衝撃の反応を

伴ったり，強い心理的防衛機制としての「否認」によっ

て病気と距離を置くよりもむしろ，患者にとってある程

度は受けとめられる現実として認識されたと考えられ

る。これは本研究で取り上げた慢性腎臓疾患のみなら

ず，他の慢性疾患についても共通点を持つものと考えら

れる。「情緒的混乱」が全てのケースにおいて比較的早

い段階から経験されていたことも，発病・診断後の早い

段から何らかの形で病気と直面していたと言うことがで

きる。そしてＡ群では「解決への努力」をもって，Ｂ群

においては「否認」をもって対処していると見ることも

できる。

ところで「否認」については従来，プロセスを遷延さ

せ，病理的状態を招くという否定的側面のみが強調され

てきているように思われる。しかし，「否認」の機能に

ついて,Kiibler-Ross（1969）は次のように述べている。

「…否認は不快で苦痛に満ちた状況に対する健康的な対

処法だからだ。なかにはこのような状況のもとで長期に

わたって生きていかなくてはならない患者もいる。予期

しないショッキングな知らせを受けたときにその衝撃を

やわらげるものとして，この否認という機能があるの

だ｣。またCopley＆Bodensteiner（1987）は次のように

述べている。「否認は日々の生存競争にとって必要であ

る。否認は自己信頼感を保護し，不安と抑うつを回避す

るよう機能する｣。慢性疾患のように長期に渡る場合に

は，強い心理的防衛機制としての「否認」に加え，「情緒

的混乱」への１つの対処方法として，日常的課題への取

り組みを可能にするという機能に一層目を向けるべきで

あろう。

本研究では，慢性的悲哀の特徴である，ｐｈａｓｅｌの３

段階，「ショック」「否認」「情緒的混乱」の繰り返しは見

られなかったものの，「‘情緒的混乱」と「解決への努力」

の繰り返しが３ケース（事例４，５，９）において見られ，

これらのケースでは「情緒的混乱」はライフ・イベント

や病気の悪化をきっかけとして生じていた。またＡ群の

１０ケースは，調査時現在においても「情緒的混乱」と

｢解決への努力」が継続し，２つの段階がいわば共存する

形であった。これは，発達の節目や病気の悪化により繰

り返し喪失体験を引き起こし得るという慢性的悲哀の特

徴であり，慢性疾患患者におけるモーニング・ワークの

重要な特‘性として捉えられるだろう。また調査時現在に

おいても引き続く「情緒的混乱」はOlshansky（1962）が
述べたように“永続的な悲しみ'，と解釈することもでき

よう。しかし，本研究においては慢性的悲哀とは異な

り，ｐｈａｓｅｌ内にとどまるのではなく，phaseⅡの「解決
への努力」へと移行していくプロセスであった。従って

慢性疾患患者のモーニング・ワークは「受容・終結」と

いう方向'性を持ち，段階的に移行していくプロセスであ
ると考えられる。

ところで，段階の繰り返しについて言及しているの

は，何も慢性的悲哀のみではない。小此木（1979）によ

れば，愛情・依存の対象を失った時，少なくとも１年ぐ

らいの間は悲嘆の情緒体験が様々な形で繰り返されると

している。加えてBowlbyが観察した乳幼児の場合と比

べ，成人の場合は心がより複雑に分化しているため，対

象喪失後の心理反応はそれぞれ，時間的に見ると相互に
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重なり合い，からみあって，様々な粁余曲折を経てモー

ニングのプロセスを作り上げて行く。そしてそれを巨視

的に振りかえると，その基本的な図式として，乳幼児の

場合と同様の段階を見出すことができるとしている。本

研究で見られた段階の繰り返しや共存は，この範曙で解

釈可能であろう。

プロセスの最終段階「受容・終結」は，本研究ではみ

られなかった。これは先述したプロセスの期間の問題に

加えて，「受容・終結」のあり方について問題にすべき

であると思われる。つまり，本研究では「受容・終結」

の一段階前で，実に多様な「解決への努力」がみられ，

病気を抱えつつ生きていくことを考える取り組みが行わ

れているケースが見られた。近年，障害領域においては

｢障害受容」のあり方について議論されており，定義が

暖昧であるとする批判がある。しかしこれは，厳密な定

義を行うことによって解決する問題ではない。というの

も，病気・障害は人々の人生や生き方そのものともいえ

るからである。病気や障害の「受容」には，具体的な定

義の域を超えた様々な問題を伴うため，結果として，定

義・概念としては暖昧さが残るのであろう。また，より

成熟するといった精神的発達の要因とも不可分であり，

具体的な単一の「受容・終結」を固定した到達点として

定めることによっては，逆に弊害がもたらされると思わ

れる。

さらに，「受容・終結」のあり方については，文化的

要因も考慮する必要がある。「死」の受容について日米

の文化的相違が認められることは従来から指摘されてい

る（Bowlby；1980;Yamamoto,Okonogi,＆Iwasaki,1969）
が，慢性疾患の受容については日本における病気観と

いったものも考慮する必要がある。一例として南(1961）

の指摘する，日本人の宿命論的考え方は重要と思われ

る。これは，死や病気など，人間の力の及ばない出来事

を「宿命」と名づけることによって，現実と直面し続け

ることを可能にする一つの処世術である。特にアメリカ

においては，病気に対し積極的に闘う，克服するという

姿勢が支持される傾向にあるため，このような考え方は

否定的に捉えられる。このような重要な文化的差異も取

り入れ，より幅を持たせた「受容・終結」のあり方を考

えて行く必要があるだろう。

今後の課題は多くある。まず本研究では取り扱われな

かった，より長期間を経過したケースや，他の発達段階

についての検討が必要である。さらにより一層データの

内容に踏みこんだ質的な分析を行う必要がある。これら

の試みは，患者への理解を深め，援助をより有効に行っ

ていくためにも不可欠であろう。
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向社会性についての認知はいかに行動に影響を与えるか

価値観・効力感の観点から

伊藤順子
(宮城教育大学）

本研究の目的は，向社会性についての認知を価値観と効力感から捉え，これらが，向社会的行動の出

現過程（気づき・動機づけ・向社会的行動）に与える影響を明らかにすることであった。７歳児157名，９

歳児185名を調査の対象とした。調査は，向社会性についての認知評定（児童用)，気づき．動機づけ評

定（児童用)，向社会的行動評定(教師用）を行った。向社会性についての認知に関しては，各評定項目

(10項目）に対して，どのくらい向社会的にふるまった方がよいか(価値観)，どのくらい向社会的にふ

るまうことができるか(効力感）の２つの質問を行った。気づき．動機づけ評定では，５つの向社会的場

面を設定し，被験者の友だちはどのように感じているのか(気づき)，被験者はその時どうするか，なぜ

そうするのか（動機づけ）を質問した。向社会的行動評定は，向社会性についての認知評定項目に対応す

る１０項目であった。パス解析の結果，９歳児では，価値観・効力感の両面が動機づけに影響を与えてい

ることが示されたが，７歳児では，価値観・効力感から動機づけへの影響はみられなかった。これらの結

果から，向社会的行動の出現過程においては，価値観と効力感の関与の仕方が年齢によって異なってい
ることが示唆される。

【キー・ワード】向社会的行動，向社会性についての認知，価値観，効力感，動機づけ

向社会的行動は，困窮者の利益を意図とし，援助の意

志決定のある場合になされる行動であり，「要求への注

目段階｣，「動機づけの段階｣，「行動と意図とのつなが

り」の３つの段階を経て行動が表出される（Eisenberg，
1986）と考えられている。まず，向社会的行動を行うに

は，困窮者に注目し，なぜ困っているのか，何を要求し

ているのかに気づく必要がある。この段階が，「他者の

要求の注目段階」である。さらに，向社会的行動は，他

者に利益をもたらすと同時に，何らかの自己犠牲も伴う

ため，子どもの中には，友だちの苦痛を和らげよう，援

助によって賞賛や承認を得よう，自分の資源や時間を保

持しようといった複数の目標があり，これらが対立する

ことが多い。「動機づけ段階」では，こうしたいくつか

の対立する目標のどれを重視するか，どれを優先させる

かの判断が行われている。例えば，複数の目標の中で，

相手の苦痛を和らげようとする目標が優先された場合に

は，利他的動機づけに基づいた行動判断が，援助によっ

て賞賛や承認を得ようという目標が優先された場合に

は，利己的動機づけに基づいた行動判断がなされる。

｢動機づけ段階」で援助することが決定されると，次の

｢意図と行動のつながり」では，困窮者に遭遇した後の

時間的経過の中で，困窮状況が変化していないか，被援

助者の要求が変化していないかが確認され，変化がない

場合に向社会的行動が遂行される。従来の発達研究で

は，上述の「動機づけ段階」ついて数多くの研究がなさ

れており，それらの研究は２つに大別できる。

１つは動機づけの発達的変容を検討するものであり，

利己的か，あるいは，利他的かという動機づけの質は，

向社会的道徳推論の認知的枠組みと関連していることが

示されている（Eisenberg,Shell,Pasternack,Lennon，
Bellel)＆Mathyb1987a)。向社会的道徳推論の認知的枠

組みの変化に伴い，他者の欲求と自己の欲求が対立する

場合，子どもの行動判断は，自己利益を追求する利己的

なものから，他者利益を追求する利他的なものへと変化

する（Eisenberg,1992)。年少の幼児では，他者からの

称賛や承認への関心から利己的判断をすることが多い

が，年長の幼児になると，困窮者の物理的・心理的要求

を配慮した利他的判断が可能となる。さらに，児童期で

は，行動の善悪や自己の内面化された感情から利他的判

断を行うようになってくる。そして，児童期以降になる

と，すべての個人の尊厳，権利および平等についての信

念に基づいた利他的判断が可能となってくる。

もう１つは，動機づけにどのような個人内要因が関

わっているかを検討するものである。動機づけの質的差

異には，困窮者に対する共感や同情といった「情動的側

面｣，援助時の利益やコストの見積もり，困窮が生じた

理由についての推論といった「認知的側面｣，自己の性

格，寛容さ，有用性についての認知（selfperception）と
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いった「評価的側面」が関与していると考えられている

(Eisenberg,1986)。そして，これまでの研究では，他者

の存在・援助対象者の特徴・コストといった状況要因

と，情動的側面・認知的側面といった個人内要因がいか

に関連し，動機づけに質的差異が示されるかという行動

出現のメカニズムが解明されてきた（首藤，1995)。そ

れに対して，近年，どのような特性を持った子どもが向

社会的であるのかという向社会的性格形成の視点から，

向社会的行動における「自己」の機能が注目され，向社

会的行動と自己認知との関連が検討されている。

例えば，向社会的行動の内在化を検討した研究では，

行動の原因を何に帰属するかという視点から，向社会的

行動と自己認知との関連が検討されている。「あなたは

やさしい人です」（Grusec＆RedleEl980)，「あなたは人

のためになることが好きです」（Eisenberg,Cialdini，

MaCreat,＆Shell,1987b;川島，1991)，「あなたは人に対

して親切です」（McGrath,Wilson,＆Fraccetto,1995)，と

いうように，大人から向社会的行動の原因を向社会的特

性へ帰属された子どもは，状況などの外的要因へ帰属さ

れた子どもよりも，その後の向社会的行動傾向が高い。

さらに，７．８歳頃になると，人格特性が時間や状況を越

えて安定したものであると認識できるようになり（Ｄｉｘ

＆Grusec,1983)，子ども自らも行動結果に対して原因

帰属を行うようになる（Nicholls,1979）ため，向社会的

特性への帰属提示の効果が見られる（Grusec＆Red肱

1980;Eisenbergeta1.,1987b)。以上のような研究結果は，
向社会的行動の原因を人格特性といった内的な安定した

個人内要因に帰属することで，他者のために行動できる

と自己の向社会性を認知するようになり，その後の向社

会的行動が促進されることを示している。

さらに，Mills＆Grusec（1989）は，児童を対象とし，

向社会的行動の原因を人格特性に帰属させるしつけ方

が，いかに自己認知に働きかけるかを検討している。そ

の結果，分与行動後に向社会的特性について賞賛を受け

た子どもは，賞賛を受けなかった子どもよりも，その後

の分与行動が多く，向社会的であるという自己認知が高
いことが示された。さらに，彼らは，教示の内在化の過

程を明らかにするために，帰属教示と認知的側面（教示

の想起・他者からの期待認知）・‘情動的側面（自己感情）

との関連について検討している。その結果，向社会的特

性を賞賛された子どもは，行動を賞賛された子どもや賞

賛を受けなかった子どもよりも，自己に対するポジティ

ブな感情得点が高いこと，教示直後が最も他者からの期

待認知（実験者は，自分に分与して欲しいと思っている）

が高いことが示された。以上のような研究結果から，向

社会的行動後に，人格特性に関する帰属教示を受けた子

どもは，①向社会的にふるまうことができるという認知

が高くなること，②他者からの期待についての認知・自

己に対するポジティブな感情が覚醒されること，が示唆

される。

Mills＆Grusecの研究は，向社会的行動に関連した認

知的側面を多面的に捉え，向社会的行動には，「向社会

的にふるまうことができる」という自己の事実的側面に

ついての認知と，他者からの期待についての認知が関

わっていることを示した点に意義があるといえる。しか

しながら，これらの認知的側面が，いかにその後の向社

会的行動を促進するかまでは明らかにされていない。子

どもの向社会的行動は，ｌ時点で完結するものではなく，

過去から現在，現在から未来という連続性の中で変容し

ていく。つまり，向社会的行動を遂行することによって

子どもの認知的側面が変化し，さらに，こうした認知的

側面が次の向社会的行動に影響を与えると考えられる。

どのような特'性をもった子どもが向社会的なのかという

向社会的'性格形成を明らかにするためには，他者からの

期待についての認知と自己の事実的側面についての認知

が，いかに向社会的行動の出現過程に関与しているか検

討する必要がある。

ところで，これまで，動機づけに影響を与える個人内

要因を明らかにしようとする研究では，自己の事実的側

面についての認知と動機づけとの関連は検討されている

ものの，他者からの期待についての認知は排除する方向

で研究が進められてきた。これは，「お母さんは僕／私

に，友だちに対してやさしくして欲しいと思っている」

という期待認知は，どのような行動が社会的是認を得る

かについての認知であり，真に困窮者の利益を目的とし

た愛他性とは'性質が異なると考えられてきたためである

(Batson，1991)。しかしながら，子どもは，日々 提示さ

れる大人の教示に従ったり反抗したりしながら，どのよ

うな行動が社会から期待される望ましい行動かという規

範を学習している（Power，McGrath，Hughes,＆Mani‐

re，1994)。Mills＆Grusecが検討した「実験者は，自分

に分与して欲しいと思っている」という認知は具体的状

況での期待認知であるが，同様の状況を何度も経験する

ことによって，他者からの期待認知は内面化され，子ど

もは，困窮状況でどのようにふるまうべきかについての

規定・基準（向社会的規範）を学習し，自ら向社会的規

範を認知するようになると考えられる。向社会的性格形
成について解明しようとするのであれば，他者からの期

待についての認知をこれまでのように排除するのではな

く，いかに内面化され，向社会的規範として認知されて

いるかを検討する必要がある。

そこで，本研究では，向社会性についての認知を，

「向社会的にふるまった方がよい」という規範的側面と，

「向社会的にふるまうことができる」という事実的側面

の両面から捉え，これらがいかに向社会的行動の出現過

程に影響を与えているか明らかにする。なお，本研究で
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は，規範的側面についての認知，事実的側面についての

認知を以下のように捉える。向社会的規範は，困窮状況

でどのようにふるまうべきかについての社会的・文化的

規定あるいは基準であり，同一文化内では，一般的・普

遍的なものである（Eisenberg＆Mussen,1989)。一方で，

ある困窮状況・場面で，学習した向社会的規範が活性化

され，認知されるかは，どのくらい向社会的規範として

内面化され，それに同調しようとしているかといった個

人の価値観によって左右される。よって，個々の困窮状

況・場面で，「向社会的にふるまった方がよい」という

規範的側面についての認知がどのくらい覚醒されるかを

検討することによって，個人の向社会的な価値観の傾向

を理解できると考えられる。一方で，「向社会的にふる

まうことができる」という事実的側面についての認知

は，ある困窮状況・場面に遭遇したとき，その困窮を改

善できるか否かという本人の主観的な確信である。こう

した自ら環境に働きかけ，何らかの成果や結果を生み出

すことができるという主観的な確信は，従来の研究では

効力感（速水，1998）として検討されてきた。よって，

本研究では，「向社会的にふるまった方がよい」という

規範的側面についての認知を価値観，「向社会的にふる

まうことができる」という事実的側面についての認知を

効力感として捉える。

向社会的行動の出現過程に関しては，Eisenberg
(1986）の向社会的行動モデルを基に，困窮の気づき・

動機づけ・向社会的行動の３つの段階を取り上げ，価値

観・効力観が３つの段階にどのように関与しているか検

討する。人間の行動は，自己評価や自己価値を維持・向

上するように（Tessen1988)，自己像に一致するように

(Eisenberg,1986）方向づけられることから，向社会的

にふるまえるかという効力感，向社会的にふるまった方

がよいかという価値観は，行動判断を支える動機に関与

していることが予想される（Figurel)。なお，本研究で

は，７歳児，９歳児を調査対象とする。これは，自己の特

性が時間や状況を越えて安定したものであると認識し始

めるのが７歳から８歳頃であり（Dix＆Grusec,1983)，８

歳前後で，向社会性についての認知に変化が見られると
考えられるからである。

向社会性についての認知

価値観一……・効力感

=J二Fﾐ罵一皇司
Figurel本研発で仮定される要因間の関連

方法

調査対象

公立小学校４校の，７歳児157名（２学年男児84名，

女児73名）と９歳児185名（４学年男児98名，女児８７

名）を調査対象とした。

手続き

調査は，「気づき．動機づけ評定（児童用)｣，「向社会

性についての認知評定（児童用)｣，「向社会的行動評定

(教師用)」の３つの評定を行った。児童に対する調査は，

質問紙によって授業時間を利用してクラス担任によって

行われた。児童の評定は，「気づき．動機づけ評定」を

実施後，約１週間の間隔をあけて「向社会性についての

認知評定」を行った。

気づき．動機づけ評定被験者と友だちを登場人物と

する５つの物語を用いた。児童が場面を思い浮かべやす

いように，物語は文章と図版によって提示した。物語は

２つの場面から構成されており，場面１は友だちの困窮

状況場面，場面２は向社会的葛藤場面であった。'I1ablel

に物語（男児用）の概要を，Figure2に図版例を示す。

なお，困窮の気づきは状況情報，他者の特性情報，表情

等をいかに認知・統合するかによって影響を受け

(Reichenbach＆Masters,1983)，暖昧なあるいは矛盾し

た情報を統合する能力に発達的変化がある（Gneep，
McKee,＆Domanic,1987）ことが示されていることから，

困窮状況場面では，状況に応じて，登場人物の数や友だ

ちの表情（ニュートラルな顔・泣き顔・困った顔）を操

作し，困窮の気づきを評定した。また，向社会的葛藤場

面の主人公の表情については，被験者の行動判断が図版

Iablel気づき．動機づけ評定/胃の物語傍児用ノ

概要

友だちとかぶと虫を取りに行き，自分はかぶと虫の

雄と雌を見つけたが，友だちは見つけることができ

物語!麓:零ｔ野に1匹あげると雄か雌のどちらか
（注：場面２の図版ではかぶと虫以外の昆虫が描写
されていた）

誕生会に行く途中，小さな子がけがをしてお母さん
物語２を捜していた。お母さんを捜してあげると誕生会に

遅れてケーキが食べられないかもしれなし､。

公園で遊んでいると，友だちが他の子にいじめられ

物語３ていた。助けに行くと自分もいじめられるかもしれ
ない。

サッカーのゲームで，友だちがけがをしてしまい歩
物語４くことができない。保健室に連れていってあげると

ゲームを止めなければならない。

休み時間本を読んでいると，友だちに箱を運ぶのを

物語５手伝ってと頼まれた。運ぶのを手伝ってあげると，
休み時間が終わってしまい本が読めない。
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驚撫
あなたが，「いじめるのをやめろ」と言っ

とも企す

てお友だちを助けてあげると．あなたも《‘，

じめられます。

物語３
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物語ｌ

注．図版13.5ｃｍ×5.5cｍ
Figure2気づき．動機づけ評定図版初

の表情に左右されないように，ニュートラルな表情を設

定した。調査の手順は以下の通りである。

１）気づき：場面１が担任教師によって読み上げられ，

｢お友だちは，今どんな気持ちだと思いますか」という

質問の後，４つの感情（嬉しい．悲しい・怒っている．

楽しい）のうち１つを選択するように教示された。さら

に，その理由を自由記述するように求められた。

２）動機づけ：物語の場面２が担任教師によって読み

上げられた後，「こんな時，あなたはどうしますか（行

動判断)。どうしてそうするのですか（動機づけ)」とい

う質問に対して自由記述するように求められた。

向社会性についての認知評定Mills＆Grusec（1989）

の向社会‘性についての認知尺度を基に，分与，気づか

い，援助，なぐさめ，協力の５領域に関する１０項目を

設定した。Ｔａｂｌｅ２に向社会性についての認知評定項目

を示す。各項目に関して，価値観「あなたはどのくら

い××（向社会的行動）をした方がいいと思いますか｣，

効力感「今のあなたはどのくらい××（向社会的行動）
ができますか」という２つの質問を設定した。回答には，

｢少し」～「とても」を５段階に図示した回答選択図を用

いた。調査手順は以下の通りである。

１）練習項目によって回答選択図の説明を行った。

２）評定項目が担任教師によって読み上げられた。

３）「あなたはどのくらい××（向社会的行動）をした

方がいいと思いますか」という質問を読み上げた後，○

を回答選択図上に記述するように教示された。さらに，

「今のあなたはどのくらい××（向社会的行動）ができま

すか」という質問が読み上げられ，△を回答選択図上に

記述するように教示された。

向社会的行動評定対象児の日常の向社会的行動出現

傾向を把握するために，２年生５クラス・４年生６クラス

Thble2向社会性についての認知評定項目

分与

sharing

気づかい

considering

援助

givingａｉｄ

慰め

comfOrting

協力

complaying

評定項目

1審ちが忘れ物をしてきたとき自分の物を
ﾕ露がいいものをもらった時友だち…
３友だちが急いでいるときには順番をかわる

‘欝駕手定躍真墓縦とき自分
５友だちの仕事が大変なときそれを手伝う

‘蕊ちがいじめられているとき友だちを助
７怪我をしている友だちを見たらなぐさめる

8芸だちが大切な物洲したとき元気づけ

9蒼だちに頼まれて友だちと一緒に仕事をす

,,瀧輔に仕事をするとき力を合わせ

の担任教師（各々 主担任１名）に向社会的行動の評定を

求めた。向社会的行動評定は，向社会性についての認知

評定項目（児童用）に対応する１０項目を用いた。評定は，

｢全く見られない」～「よく見られる」の５段階評定で

あった。

結 果

年齢に関する分析

気づき．動機づけ評定については，４名の評定者が分

類を行った。気づきに関しては，友だちの気持ちを「悲
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しい」と選択し，かつ，その理由が物語の内容と矛盾し

ていないものを１点とし，５つの物語の合計を気づき得

点（range＝0-5）とした。動機づけに関しては，Eisen‐

bergetal.（1987a)，宗方・二宮（1985）の向社会的道徳

推論のレベルを参考にし，向社会的判断がなされた時の

動機づけを，快楽志向（レベル１)，要求志向（レベル

2)，紋切り型志向（レベル３)，共感志向（レベル４）に

分類した。なお，本研究では，強く内在化された段階

（レベル５）に対応する回答はみられなかった。また，

Eisenbergetal.（1987a）の向社会的道徳推論には，向社

会的判断がなされなかった時の理由づけは含まれていな

い。向社会的判断がなされない場合には責任の分散や回

避，あるいは，自己利益に言及がみられたので，これら

の動機づけを回避志向（レベル０）とした。動機づけの

分類に際しては，まず28名分のデータを評定した結果，

4名の評定者の一致率は68.4％となった。その後，一致

しなかったものについて話し合いを行い分類基準の合意

を図り，新たな30名分のデータの分類を行ったところ，

4人の評定者の一致率は91.2％となった。ほぼ，評定が

一致すると考えられたので，以後，４名が個別に動機づ

けの分類を行った。動機づけ水準，および回答例を

Table3に示す。５つの物語の動機づけレベル数を合計

し，動機づけ得点を算出した（range＝0-20)。さらに，

動機づけ得点の平均値（動機づけ得点／５物語）から，

個人の動機づけ水準を算出した。年齢別の動機づけ水準

の比率は'I1able4に示す通りである。７歳児・９歳児とも

要求志向・紋切り型志向の比率が高く，児童期中期で

は，他者への要求への関心・紋切り型や承認志向から道

徳的判断をおこなう傾向がある（宗方・二宮，1985）と

いう先行研究の結果とほぼ一致するものである。

向社会性についての認知評定に関しては，評定を１点

(少し）～５点（とても）に得点化し，価値観，効力感別

向社会動機づけ

的判断水準

なしレベル０回避志向

レベル１快楽志向

ｍｌｅ３動機づけ水準と回各t例

向社会的道徳的推論

利己的感情

責任の分散

困窮者の統制可能性

被援助との情緒的関係性

第三者からの賞賛願望

直接的互恵の説明

レベル２

要求志向

(内在化された感情

への言及なし）

困窮者の物質的要求

困窮者の心理的要求

実際的状況理由

あり

レベル３ 紋 切 り 型 志 向

レベル４共感志向

７歳児（〃＝145）

９歳児（〃＝182）

レベル０

回避志向

(０≦籾く１）

6.3％

5.5％

よい．悪い人のイメージ

よい．悪い行動のイメージ

友だちとしてのイメージ

共感的配慮

同情的配慮

行為の結果に対する罪責感

行為の結果に対するポジティブ
な感情

mble4動機づけ水準の比率

レベル１

快楽志向

(１≦抑く２）

16.0％

21.3％

動機づけ水準

レベル２

要求志向

(２≦柳く３）

36.8％

39.9％

注．加は，５つの物語の動機づけレベル数の平均値を示す。

回答例

もっと遊びたいから

嬉しくて大切にしたいから

他の友だちが何とかしてくれる

自分で探せば見つかるはず

好きになってくれるから

先生がほめてくれる

次に分けてくれるから

友だちが欲しがるから

友だちが痛がっているから
一緒にいるのだから

他にだれもいないから

良いことだから

しないことは悪いことだから

友だちはそうするべきだから

そのままではかわいそうだから

自分だったら悲しくなるから

友だちが悲しいと嫌な気持ちが
するから

友だちが喜ぶ方が嬉しいから

レベル３

紋切り型志向

（３≦柳く４）

34.0％

31.7％

レベル４

共感志向

(４≦籾く5）

6.9％

1.6％
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に10項目の合計得点を算出した（range＝10-50)。価値

観得点，および効力感得点の内的一貫性を算出したとこ

ろ，７歳児は，価値観ではα＝､80,効力感ではα＝､85,

9歳児は，価値観ではα＝､83,効力感ではα＝.８５とい

う高い値が得られた。これらの結果より，本尺度は，内

的一貫性を持つと考えられる。向社会的行動評定に関し

ては，教師評定を１点（全く見られない）～５点（よく見

られる）に得点化し，１０項目の合計得点を向社会的行動

得点とした（range＝10-50)。担任によって向社会的行

動得点にばらつきがあるか検討するために，向社会的行

動平均得点に関してクラスを要因とする分散分析を行っ

た結果，２年生に関しては５クラスの平均得点に差異は

示されなかった。４年生に関しては平均得点に差異が示

され(Ｆ(5,179)＝14.8,’＜､05)，６クラス中，ｌクラス

が他クラスよりも平均得点が低い結果となった。この結

果に関しては，１クラスの担任教師のみが評価基準が高

かったのか，あるいは，評価はクラスの子どもの姿を反

映したものであるのか解釈が難しいところである。この

点に関して，本研究では，教師は生活全般（自由場面・

設定場面）から子どもの行動を多面的に評価できる

(Eisenberg,1986）という立場から，上述の教師評定を
後者の子どもの姿を反映したものであると判断し，４年

生６クラス分の評定をすべて分析の対象とした。

′mable5に，各変数の平均得点を示した。変数の平均

得点に年齢差があるかを検討するためにオ検定を行った

結果，動機づけ得点，効力感得点，向社会的行動得点に

有意差はみられなかったが，気づき得点(ノー5.43,〃＝

328,’＜､01)，価値観得点（ｔ＝3.69,〃＝332,’＜､01）

において年齢の差異が示された。９歳児の方が７歳児よ

り困窮についての気づき得点が高く，７歳児の方が９歳

児より価値観得点が高い。

パス解析

はじめに，全てのデータに欠損のない327名（７歳児

145名；９歳児182名）のデータを基に，年齢別の変数

間の相関係数を算出した（'Elble6)。その結果，７歳児で

は，価値観と気づきとの間に正の相関があった。一方，

9歳児では，価値観・効力感がともに，動機づけ・向社

会的行動と正の相関があった。なお，価値観と効力感が

個人内でどのような関係にあるかによって，向社会的行

動への影響が異なる可能性が考えられたので，価値観と

効力感とのずれ(価値観得点一効力感得点）と，気づき・

動機づけ・向社会的行動との相関係数も算出したが，有

意な相関関係はみられなかった。

上述のように年齢の分析で，気づきと価値観に年齢の

差異が示されたこと，また７歳児では価値観と気づきと

の間に，９歳児では価値観と効力感との間に相関関係が

示されたことから，年齢によって向社会的出現過程にお

ける価値観と効力感の関与の仕方が異なることも予想さ

れた。そこで，年齢別に，価値観・効力観から向社会的

行動の出現過程への可能なパスを想定し，Figurelのパ

スの検証を行った。具体的には，気づきを目的変数とし

たときの説明変数は価値観と効力感，次に，動機づけを

目的変数としたときの説明変数は気づき．価値観・効力

感，最後に，向社会的行動を目的変数としたときの説明

変数は気づき・動機づけ・価値観・効力感とした。年齢
別の重相関係数，パス係数（標準偏回帰係数）を

Table５変数の平均得点と標準偏差

7歳児

(SD）

９歳児

(SD）

差の検定

向社会性についての認知

価値観効力感

38.31

(7.43）

35.48

(6.59）

t＝３．６９

〃=332

１＜､0１

34.78

(8.42）

33.74

(7.61）

ｎ.ｓ

気づき動機づけ向社会的行動

４．６０

(0.95）

４．９８

(0.13）

ノー５．４３

〃=328

力＜､0１

12.18

(4.15）

12.66

(4.69）

ｎ.ｓ

34.71

(7.18）

35.50

(6.67）

ｎ.ｓ

Table６パス解析にﾉ再いた変数間の相関関係

刀：

)４

5０

右上７歳児，左下９歳児，＋’＜,10,＊力＜､05,＊やく.0１

ｒｌ

Ｌ」

づ ぎ動機づけ同社会日Ｗ丁勇

Ｘｊ j８

ｍＬ mｕ
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Figure3

、２１２寧

注.｢………）向社会性についての認知

－し有意･有意傾向が認められるパス

窯やく０１やく05

7点泥のパスパラダイム

に圃蝋３q聖屋豊恥蔑二ｉ

蔚三JAJ詮竺璃”
一一……一一一…………一……二砿一一~……一一一.……一一.』

注.に二コ向社会性についての認知

－し有意･有意傾向か認められるバス

Figure49ﾉ義児のパズパラダイム

Figure3・Figure4に示した。

７歳児（Figure3）の場合，「価値観」から「気づき」へ

の有意な正のパス（β＝､300）が，「気づき」から「動機

づけ」と「向社会的行動」への有意な正のパス（それぞれ

β＝､490,β＝､212）が認められた。以上のように７歳児

については，価値観・効力感から動機づけへの有意なパ

スはみられず，向社会性についての認知が動機づけに影
響を与えるという仮説は支持されなかった。

９歳児（Figure4）の場合，「価値観」と「効力感」から

「動機づけ」に有意な正のパスが認められ（それぞれ，
β＝.231,β＝､238)，価値観，および，効力感の両面が，

動機づけに影響を与えていることが示された。さらに，
｢動機づけ」から「向社会的行動」への有意傾向にある正

のパスが認められ（β＝､134)，動機づけが日常の向社会

的行動の発動に関与していることが示された。これら９

歳児の結果は，Figurelに示される，向社会性について

の認知が動機づけに影響を与えるという本研究の仮説を
支持するものであった。

考 察

本研究の目的は，向社会性についての認知を，価値

観，および効力感の両面から捉え，これらが向社会的行

動の出現過程に与える影響を明らかにすることであっ

た。まず，向社会性に関する認知について，９歳児より

７歳児の方が価値観が低いことが示された。次に，パス

解析の結果，７歳児では，効力感から気づきへの影響は

みられたものの，価値観・効力感と動機づけとの関連は

示されなかった。一方，９歳児では，価値観と効力感の

両面から動機づけへの影響がみられ，向社会性について

の認知は動機づけに影響を与えるという本研究の仮説が

支持されたと考えられる。本研究の意義は，向社会‘性に

ついての認知を価値観と効力感に区別し，以下の２点を

明らかにしたことである。第１に，向社会性についての

認知に関して，７歳児から９歳児にかけて価値観が変化

すること，第２に，向社会的行動の出現過程においては，

価値観と効力感の関与の仕方が年齢によって異なること

を明らかにしたことである。以下，この２点について考

察する。

向社会性についての認知

本研究では，向社会性についての認知として，価値観

と効力感を検討した。その結果，効力感には年齢差はな

いが，価値観に関しては,９歳児の方が７歳児よりも「向

社会的にふるまった方がよい」という価値観が低いこと

が示された。「向社会的にふるまった方がよい」という

価値観は，「困っている人や危険に陥っている人は助け

なければならない」という向社会的規範の学習が基盤と

なっている（柏木，1983)。しかし，日常場面の行動は，

向社会的規範のみに規定されているわけではなく，その

他の領域の規範にも規定される（Levy;'Eaylel;＆Gelman，
1995)。例えば，本研究で用いた評定項目１「友だちが

忘れ物をしてきたとき自分の物を貸す」では，困ってい

る人を助けるべきであるという向社会的規範が適用でき

るばかりでなく，忘れたという過失に対して本人が責任
を負うべきであるという責任性の規範や，自分の物を自
分が使用するべきといった所有権の規範を適用すること

もできる。こうした規範の適用を発達的に検討した研究

では，子どもは，様々な領域の規範を学習するに従っ

て，個々 の状況に応じて各々 の規範を多様に適用し，柔

軟な価値判断を行うようになる（Peterson,1982;Levyケ
'Elylel;＆Gelman,1995）ことが示されている。本研究の

７歳児よりも９歳児の方が向社会的な価値観が低いとい

う結果は，同じように他者が困窮した場面でも，７歳児

と９歳児では規範の適用の仕方が異なり，９歳児は状況

に応じては向社会的規範よりも他の規範を適応する方が

よいと価値判断していることを示唆するものである。９

歳児の方が７歳児よりも，数値的には価値観が低くなる

が，これは，向社会性の低下を反映したものではなく，

価値判断が柔軟になることを反映したものであると考え
られる。

向社会性についての認知と向社会的行動の出現過程との
関連

向社会的行動の出現過程を，気づき，動機づけ，向社
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会的行動の３つの段階から検討した結果，７歳児では，

価値観から気づきへの影響が，一方，９歳児では，価値

観・効力感から動機づけへの影響が示された。以上のよ

うな７歳児と９歳児の結果の相違は，向社会的行動の出

現過程では，価値観と効力感の関与の仕方が発達的に異

なることを示すものである。そこで，まず，９歳児の結

果を基に，価値観と効力感がどのように向社会的行動の

出現過程に関与しているかについて考察する。

上述のように，９歳児では価値観・効力感の両面が動

機づけに影響を与えていた。動機づけの質は，友だちの

苦痛を和らげる，援助によって賞賛や承認を得る，自分

の資源や時間を保持するといった複数の目標の中で，ど

の目標を優先するか（目標の階層化）によって異なって

くる（Eisenberg,1986)。例えば，友だちの苦痛を和ら

げるという目標が優先された場合には，利他的動機づけ

となり，賞賛や承認を得るという目標，あるいは自分の

資源や時間を保持するという目標が優先された場合に

は，利己的動機づけとなる。一方で，動機づけ理論で

は，価値観は行動の達成目標を規定し，どこにどのくら

い価値を置いているかによって，達成しようとする内容

やレベルが異なると考えられている（速水，1998)。こ

うした動機づけ理論を踏まえて，価値観と動機づけとの

間に関連があるという結果を考察すると，他者が困窮し

た場面では，価値観は目標を規定し，動機づけの質に影

響を与えていることが示唆される。つまり，向社会的に

ふるまった方がよいという価値観が高い場合，賞賛や承

認を得るという目標や自分の資源や時間を保持するとい

う目標よりも，友だちの苦痛を和らげるという目標が優

先されるために，よりレベルの高い利他的動機づけが導

かれると考えられる。一方，効力感は，動機づけの強さ

を規定し，行動をうまくやれるという確信が高いほど，

目標達成への動機づけが強化されると考えられている

(速水，1998)。向社会的場面で考えると，友だちの苦痛

を和らげることが目標となった場合には，向社会的にふ

るまうことができるという効力感が高いほど，目標達成

への動機づけが強くなることになる。効力感が動機づけ

に関与しているという本研究の結果から，効力感は動機

づけの強さを規定し，向社会的場面で利己的目標よりも

利他的目標が優先された場合，効力感が高いことによっ

て，利他的動機づけが強められることが示唆される。以

上のように，９歳児の結果から，価値観と効力感の両面

はそれぞれ異なった機能を有し，動機づけの質や強さに

影響を与えている可能性が示唆された。今後，向社会的

場面で，子どもがどのような複数の目標を想起し，その

中のどれをどのくらい優先しようとしているのか，そし

て，これに価値観や効力感がどのように関与しているの

かを段階的に検討することによって，動機づけにおける

価値観・効力感の機能が明確になると考えられる。

次に７歳児の結果について考察する。上述のように９

歳児の結果はFigurelのモデルと一致するものであった

が，７歳児の結果はモデルを支持するものではなく，価

値観から気づきへの影響がみられた。この，７歳児のみ

に価値観から気づきへの影響が示されたという結果に対

しては，以下の２つの解釈が可能である。第１に，年少

の子どもの場合，他者の思考や意図を推測するといった

視点取得能力が，困窮の気づきの重要な規定因となる

(Carlo,Knight,Eisenberg,＆Rotenberg,1991;笹屋;1997）

ことから，７歳児の場合，視点取得能力が価値観と気づ

きの両面に影響を与えており，間接的に価値観と気づき

との間に関連が示されたという解釈である。この場合，

他者の思考や意図を推測するといった視点取得能力が高

い子どもは，他者の困窮に気づきやすく，かつ，他者か

らの期待を取り入れることが容易なために価値観も高い

ということになる。第２に，年少の子どもの場合，価値

観が高いほど友だちが示す手がかりに敏感であり，困窮

に気づきやすいという解釈である。向社会的場面では，

指向’性の個人差(他者指向的vs,自己指向的）によって困

窮の気づきが異なること（Eisenberg，1986）を踏まえる

と，「向社会的にふるまった方がよい」という価値観が

他者への関心を高め，困窮の気づきを促している可能性

がある。以上のように，７歳児で示された気づきと価値

観との関連に関して，２つの解釈が可能である。しかし，

本研究では，９歳児（Ｍ＝4.98）のみならず７歳児

(Ｍ=4.60）も気づき得点が満点に近く，気づき評定が妥

当であったかという問題点も残されている。７歳児で示

唆された気づきにおける価値観の機能を明らかにするた

めには，日常生活で見られるような年齢に応じた困窮場

面を設定し，価値観，視点取得能力，指向‘性といった個

人内要因と，困窮の気づきとの関連を再検討する必要が

ある。

以上考察したように，９歳児の結果はFigurelのモデ

ルと一致するものであり年長の子どもの場合，価値観と

効力感の両面が向社会的行動の出現に影響を与えている

ことが示された。一方，７歳児では，価値観から気づき

への影響がみられ，年少の子どもの場合，価値観が向社

会的行動の出現に影響を与えている可能性が示された。

向社会的行動の出現は，価値観から影響を受ける段階か

ら，価値観と効力感の両面から影響を受ける段階へと発

達的に変化することが示唆される。児童期にかけて，向

社会的行動の量は増加傾向を示す（e,g､,Elliot＆Vasta，

1970;Peterson,1983)。これは，年少の子どもに比べて，

年長の子どもほど有効的な援助方略を用いることができ

るため，向社会的行動に成功する割合が増加するからで

ある（Peterson,1983)。また，年長の子どもほど，自己

についての認知が，多面的・客観的で安定している（柏

木，1983;村田，1998)。７歳児と比較すると，９歳児は向
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社会的行動の成功経験が多く，向社会的にふるまうこと

ができるという効力感が客観的で安定しているために，

向社会的行動の出現に効力感からの影響がみられたと考

えられる。しかしながら，本研究では７歳児・９歳児と

対象児を限定し，横断的に検討しているために，７歳児

から９歳児にかけて価値観・効力感から動機づけへの影

響がどういった方向で起こるのか，９歳児で示された価

値観・効力感から動機づけへの影響が安定したものであ

るのか明確ではない。また，本研究では，価値観・効力

感から行動というプロセスのみを検討したが，発達的な

視点に立つならば，行動結果によって価値観・効力感が

変容するというプロセスも考慮する必要がある。価値

観・効力感から向社会的行動，向社会的行動から価値観

と効力感という２つのプロセスから児童期の子どもを縦

断的に検討することは，向社会的行動の発達を明らかに

する上で重要な課題であると考えられる。

近年，道徳性の発達に関する研究では，「自己」は行

動のagencyであるという視点から，行動を制御する自

己の機能が注目されている（首藤，1998)。首藤によれ

ば，agencyとは，「自分自身で考え，判断する」といっ

た自律的な意志や自己決定権意識に関係した自己の働き

である。「向社会的にふるまった方がよい」といった自

らの価値観・基準を持ち，さらに，「向社会的にふるま

うことができる」と自らが認識・判断できることによっ

て，利他的動機づけが促される。これは，いかに向社会

性を認知しているかによって，向社会的場面における意

志や判断の方向性が左右されることを示しており，向社

会的行動の発達における「自己」の重要性が示唆される。
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病院内学級における教育実践に関するエスノグラフィック・リサーチ

実践の“つなぎ'，機能の発見

谷口明子
(東京大学大学院教育学研究科）

本研究の目的は，ひとつの病院内学級における教育実践のありようを検討することから，教育実践が

入院児童の生活世界の中でどのような機能を有するのかを発見することである。混沌とした実践を理解

する解釈枠組みを仮説的に提示することで，日常的には見すごされがちな実践の“意味づけ'，を行った。

入院児童・生徒への教育の必要性はつとに叫ばれながらも，関連先行研究はごくわずかしかなく，本研

究は未踏の分野における探索的研究と位置づけられる。研究目的および研究分野の特性を考慮し，フィー

ルドワークによる多角的データ収集を行い，質的研究法の手順に則った分析を行うことを選択した。結

果として，教師の実践がく関係調整/参加援助/心理的ケア/環境設定/学習援助/疾患理解援助／しつけ＞

の７つのカテゴリーに分類され，さらに踏み込んだ解釈から病院内学級の教育実践が，孤立し，エネル

ギーを失っている児童の生活世界のシステム間をくつなぐ＞という援助機能を有していることを見出し

た。このくつなぎ援助＞という仮説的な実践の見方は，病院内学級教育における実践的有効性ばかりで

はなく，従来は「入院中でも勉強を教える」という役割のみが注目されていた病院内学級の実践がよりシ

ステマティックな援助機能をもつことを明らかにした。

【キー・ワード】病院内学級，教育実践，フィールドワーク，生態システム，つなぎ援助

問題と目的

慢性疾患児には，健常児に比べて２～３倍心理的問題

が生じやすいと言われる（Lavigne＆Faier-Routman，

1992)。ましてやそれが「入院」という措置を必要とす

る疾患であるならば，疾患の予後への不安，治療上必要

な行動制約，社会的刺激に乏しい環境等に起因するマイ

ナスの影響が患児の発達に及ぶことが懸念されている。

近年の小児医療では，入院中のＱＯＬ向上と社会への復

帰を念頭においた治療体制が望まれ(松井，1991)，入

院児童・生徒（以下，入院児とする）への学校教育導入

が急速に進んでいる（文部省，1994)。では，現実には

入院児童にはどのような教育が展開されているのだろう

か。

障害のある子どもの特別なニーズに応じる教育は，心

理教育的援助の機能をもつことが指摘されており（石

隈，1999)，入院中という特別なニーズをもつ児童への

教育は，教育実践そのものが援助としての機能をもつと

言える。本研究では，一つの病院内学級における実践を

詳細に検討することで，教師の援助について考察する。

特殊教育の一環としての病弱・虚弱教育（以下，病弱

教育とする）は歴史の浅いものではないにもかかわら

ず，関連研究は数少ない。入院児のプライバシーや心理

的安定を守る為に現場の警戒感が強いこと等が原因とし

て考えられるが，これらは研究の必要性を否定するもの

ではない。むしろ，入院児のＱＯＬへの関心高揚に伴い，

研究へのニーズは高まっていると言える。病弱教育関連

の少ない先行研究では，ＰＬＦスタディ等の心理検査や質

問紙を用いて入院児の心理の理解を目的とするものが主

流であり（船越・滝・松川，１９８４；藤田・松寄・根本・

飯倉，１９８５；岡，1988他)，教師研究を含む教育研究は

ごく少数が散見されるのみである（近藤，1988)。しか

も，病弱教育実践の意味や機能をフィールド・データに

基づいて検討したものは見当たらない。現場の教師たち

は，「どう援助したらよいのかわからない」「自分は何を

しているのだろう」という迷いの中で，日々の実践を展

開している。殊に，病状変動の激しい入院児を対象とす

る病院内学級教員の困惑は，教員の実践報告会などでも

頻繁に語られる。ここで，病院内学級において日常的に

繰り広げられる実践の現実を見つめ，「どのような教育

実践が展開しているのか」そのありようを確認し，実践

の隠れた意味を問い直すことは，貴重な知見をもたらす

はずである。

本研究は，「どのような」という現象理解を指向する

問いに対して有効性が認められている質的研究法を採用

し（津田・南，2001)，病弱教育機関のうち病院内学級

という教育現場における日常的な実践の意味を発見する

ことを目的とする。
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1．方法選択の理由

近年，質的研究法が心理学研究へ新しい知見をもたら

す方法として期待され（Henwood＆Pidgeon，1992)，

殊に，未開拓分野の探索的研究における有効性が認めら

れている（能智，2000)。本研究の土俵である病弱教育

は，その存在自体が広くは知られておらず，どういう

"場'’であり，どのような実践が行われているのか，そ

のありようからおさえることが必須である。加えて，入

院児及び家族は敏感で，かつ精神・生活面ともに余裕が

ないという状況を勘案すると，研究領域の特性としても

質問紙法や実験法が適切とは思えない。そこで，本研究

においては，自然状況下での参与観察と面接を基本とす

るフィールドワーク（箕浦，1999）によってデータを収

集し，現象の記述を質的に分析することで現象の隠れた

意味を明らかにするエスノグラフィックな手法を採用し

た。

2．フィールドの概要

本研究のフィールドは，小児病院併設のＺ院内学級小

学部である。病弱教育機関は，重度の慢性疾患をもつ入

院児を多く擁する独立型の病弱養護学校と，養護学校や

市区町村立小中学校の分教室・特殊学級が病院内の一角

に設置されている病院内学級に大別できるが（谷口，

1999)，本研究では，急性疾患や小児がんの児童を抱え，

より対応が難しいとされる病院内学級に焦点をあてた。

病院内学級のあり方は対象児童の疾患種や病院との関係

等各校独自の事情に応じた部分が大きいが，Ｚ院内学級

は，入院児の義務教育に40年以上の伝統があり，各種

研究モデル校指定を受けたり校長が全国病弱虚弱養護学

校長会の会長を務めたりと，わが国の病院内学級教育の

中心的役割を担っていると言え，病院内学級としての

｢質的な典型性」（やまだ，1986）を備えていると言える。

Ｚ院内学級は，1954年結核児を教育対象として地元普

通校の特殊学校として開設され，1977年病弱養護学校分

教室となった。Figurelは，データ収集時のＺ院内学級

の見取り図及び病院との位置関係である。調査時におい

て学級数６(各学年１クラス)，教員数1３（教頭１名を含

む)，在籍児童数は入退院によって変動するが，常時約

20名いる。児童の疾患は，腎疾患･ペルテス病･小児が

んが主なものであり，在籍日数６ヵ月未満が全体の

77％（1996年度）を占める。教育内容は，教師たちが

｢準ずる教育」と呼ぶように，普通校同様基本は教科学

習であるが，障害の理解・克服をめざした「養護･訓練」

(1999年より「自立活動｣）の時間がある。授業形態は，

児童によっては学習空白が存在し，教科書や進度も一定

しない為，個別指導に近い形式で柔軟な対応が採られて

いる。

特筆すべき実践としては，感染予防を理由に，結核児

童とその他の一般疾患児童との「棲み分け」がなされ，

別々に指導されていることがある。特別教室は使用時間

帯を分けて使用し，入口もトイレも別である。他にも，

骨髄移植時の無菌室での指導や病棟での床上学習が行わ

れている。

子どもたちの１日は，朝８時５５分，各病棟へ迎えに

きた教師たちと登校するところから始まる。午前中３校

時，１１時40分まで授業を受け，各病棟へ教師が送って

いく。昼食は病棟でとり，肥満・糖尿病の児童は４時限

目として１３時30分から１４時１０分まで昼の運動が予定

されているが，本研究中は観察されなかった。１４時２０

分の５校時開始までに，児童は看護師に伴われて登校す

る。１５時50分６校時終了後，病棟へ教師が送っていき，

下校となる。

フィールドにおける研究者の位置づけフィールドエ

ントリーは，事前に教員研究会で面識のあった本学級教

師の援助を受け，指導教官の依頼状・職員会議の許可つ

きのフォーマルな形式でなされた。フィールドでの活動

への関与は，授業の流れを妨害しないこと，その場でメ

モをとることの２点を考慮し，先生や子どもたちから誘

われたり話しかけられた時のみ応答するというpassive

participation（Spradley;1980）のスタイルをとった。

FigurelZ院内学級のLoca肋〃
(病院との位置関係及び学級の見取り図）

病院内学級における教育実践に関するエスノグラフィック・リサーチ
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３．手続き

調査参与観察・教師対象のインフォーマルインタ

ビュー及び半構造化面接を具体的方法とするフィールド

ワーク。参与観察におけるテープ録音は，職員会議の許

可後1997年11月より，「養護･訓練」の時間のみ計１５回

行った。半構造化面接は，参与観察データを補足するも

のとして，観察とは異なる視点からのデータ収集とカテ

ゴリーの修正･精繊化のための資料収集を目的として，

教師14名（うち１名は産休代替）を対象に１対１で行い，

許可を得て録音し，逐語録を作成した。

期間参与観察：1997年１０月～1998年３月（ほぼ週

に１度；全１９回；お昼休みから授業終了時まで）／面

接：1998年６月～10月（一人あたり１～2時間）

4．分析

分析資料分析資料は，フィールドノート，学校要覧・

掲示物など各種資料，及び教師対象の半構造化面接の逐

語録である。フィールドノートは，現場でとったフィー

ルドメモに，録音記録を合わせて拡充し，時系列にそっ

て日誌風に記述したものである。録音記録の扱いは，場

そのものが通常の教室活動のように整然としたものでは

なく混沌としており，きちんとした逐語録にするには必

ずしも向かないものであることや，表情･身振りなど音

以外の要素が完全に洩れてしまうということもあり，

｢記憶やメモの穴を埋めるための補助手段」（佐藤，

1992）とするにとどめた。フィールドノートの記録には，

｢主な言動は記録されているが，細かいところで抜けお

ちている」（無藤，1996）可能性は否定できないが，

フィールドノートによる記録からは，切り取られた現実

ではなく，文脈の流れをもつ実践の全体像がとらえら

れ，質的な分析に適している「よいエピソード」（無藤，

1988）が抽出できるものと考え，分析資料とした。学校

要覧は，Ｚ院内学級の沿革や教育課程，子どもたちの疾

患種，教員氏名などに関するフィールドの基本情報を得

る上で活用し，また掲示物や立て看板等は「生活目標」

など教育活動にかかわる基本理念や病院との連絡会など

本学級の動きに関する情報源となった。

分析単位フィールドノートから意味的なまとまりを

もった一連のやりとり，すなわちエピソード（山本，

1995）を223個切りだした。その際，「子どもの気持ち

を代弁，状況説明することでけんかを未然に防いでいる

のではないか」のような各エピソードについての解釈

や，「心情的なところを支えるemotionalsupport」のよ

うな心理学理論と関連づけた考察を理論的示唆として，

観察記録とは別に記した。分析単位には，Corsaro

(1985)，Erickson＆Schultz（1981）を参考にし，状況・

人的環境・行動生起の時と場所・行動内容の４事項の記

述を含めるものとした。

分析方法分析はグラウンデッド･セオリー法（Ｇlaser

＆Strauss，1996）に則って行われた（谷口，2000)。

フィールドワークによる質的分析は，円環的プロセスを

たどることが知られているが（Spradley，1980)，本稿に

おいては，データから仮説への収数を研究プロセスの順

を追い，呈示する。

以下,文中の「」は教師対象の面接逐語録及びフィー

ルドノートからの引用であることを示し，プライバシー

保護の為，教師名，児童名はすべて仮名とし，子どもの

疾患名他には内容を損なわない程度の変更を加えた。エ

ピソードの中核となる教師の行動には下線を施し，発話

者の後の（→Ａ）は，その発話がＡに向けられたことを

示す。

プロセス１：教育実践カテゴリーの抽出

一エピソード事例のコーディングー

プロセス１では，エピソードの分類を２段階で試みた。

まず，“どのような行動なのか'，という行動形態の観点

から，エピソード中に繰り返し登場する教師たちの行動

に「賞賛」「課題の代行」等のタイトルをつけるコーディ

ング作業を行い，類似のタイトルをまとめ，２５の行動形

態カテゴリーを見出した。次段階として，各行動につい

て“どのような意図をもってなされた実践なのか'，とい

う実践の背後にある教師の意図を解釈し，７つの実践カ

テゴリーを得た。この時，第１段階では同じ「賞賛」と

して分類されたエピソードでも，子どもの気持ちへの配

慮が意図されていると解釈されたエピソードは「心理的

ケア」へ，誉めることで活動させようとしているものは

｢参加援助」へ，というように同じ行動形態カテゴリー

に属するエピソードでも，意図の解釈によっては異なる

実践カテゴリーへ分類した。

以下，３つのエピソード事例を通して，カテゴリー抽

出のプロセスを示す。エピソードNo.１（'I1ablel）におい

て，教師たちは，すぐに大人との一対一の関係でものご

とを処理しようとする子どもたちに子ども同士で「相

談」するよう複数回“よびかけ，’ており，第１段階では

｢よびかけ」とコーディングした。これは，少ない子ど

も同士のやりとりを活性化させ，子ども同士の仲間関係

を育てようとの意図をもってなされていると考えられ

る。背景には，本学級が，地域を基盤とした継続的な子

ども同士の関係が前提となっている一般学級とは異な

り，入院という医療的措置を目的として今まで通ってい

た学校から引き離されて本学級へきている児童の“寄せ

集め所帯，'であるという学校としての特殊'性がある。“寄

せ集め所帯'’であることは，子どもたちの上履きがそれ

ぞれ違う種類のものであることにも象徴されている。転

出入も激しく，“転校生が団体でいる状態”と言っても

過言ではなく，時間を共にする中で育まれる子ども同士
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Tableｌ《エと・ソーノＷb､I》

DATE：1997年１０月（養護・訓練の授業）

場所：養護・訓練室（＝小ぶりの体育館）

内容：全体養訓（＝小学部・中学部全学年合同の授業）・歌とゲーム＜あてっこゲーム＞

人物：中村先生（30代女性）・田森先生（３０代女性）

状況：真保先生のギター伴奏で『まっかな秋」と『とんぼのめがね」を全員で歌った後「あてっこゲーム』となる。「あてっ

こゲーム」とは，２台の卓球台をたたんだ状態で立てたまま少し隙間をあけて横に並べ，それぞれの台の陰に一人

ずつ教師が隠れ，右の台から左の台へ隙間を通るように何かモノを投げ，子どもたちは，その隙間を通る一瞬の

影から，投げたものが何だったかをあてるというシンプルなゲームである。２チームに分かれ，チーム対抗とい

う設定で行う。

課題そのものが容易であることもあり，低学年の男の子たちは「ハーイハイ！」と元気よく手を挙げる。

中村先生（→全員）「チームごとに相談して－」

と指示を出すが，あまり効果はなく，子どもたちの問で相談らしきものはまったく成立しない。

また「ハイハイ」とそれぞれ手を挙げるので，

生，再度（→全員）「みんなで（低くて太い声色に変えて） そ－だん｡」

と全員に向かって促すが，それぞれの子が“個別に”最寄りの教師に答えを耳打ちしただけで，子ども同士の相談はやはり

ない。

田森先生「きみたちは相談しないね－。

と苦笑まじりに，誰にともなく言う。

＜…中略…＞

Ａチーム，相変わらず相談はなく，先生と子どもとの一対一の相互作用のみである。

田森先生（→全員）「相談して。そ・う・だ・ん。

とはっきりとはたらきかけるが，効果はない。

Table２《エと。ソーノＷ11.2》

DATE：１９９７年１１月（終日）

場所：養護・訓練室

内容：文化祭・小学部高学年の劇

人物：南原（小６．男子・内科系疾患）・甘粕先生（30代女性）

状況：たくさんの保護者や看護師さんも来校し，養訓室がぎゅうぎゅう詰めになるほどの盛況で，子どもたちも興奮気

味である。小学校４～６年は，高学年のだしものとして，「どろぼう学校」という劇を，教師も配役に交えながら

上演する。

しばらく前から感染防止のため病室から出られなかった南原は，文化祭当日も，やはり出演できず，甘粕先生が，南原の

代役をつとめる。黒装束にサングラスをかけ，いかにもどるぼうらしい装ﾚ､と，包丁をぎらつかせたりといった甘粕先生

のみぶりが見事である。しかし，代役といっても， 甘粕先生はみぶりだけで，せりふは南原本人の参加である。劇の間中，

ながらも テープに流した声だけ参加しているのである。

の人間関係は基本的に存在しない。こうした現状のも

と，子ども同士の相互作用を促し，仲間関係を育てよう

との意図をもってなされたはたらきかけであると思われ

る。他にも「自己表現が下手」で『人の気持ちを類推で

きない」子どもに代わって，教師が子どもの気持ちを本

人に代わって説明したり状況の意味を解説することで子

ども同士の関係悪化を未然に防いでいるエピソードや，

通常の教師一生徒間以上の対等で近しいやりとりも観察

された。いずれも良好な人間関係を作ろう，あるいは維

持しようとの意図を持っていると思われ，これらのエビ

ソードをまとめるカテゴリーに「関係調整」と命名した。

次に，エピソードNo.２（'Elble2）では，教師は，深刻

な病状で登校できない児童のせりふを病室で録音したも

のを流しながら，教師がその声に合わせて身振りを加え

るという形で代役をつとめている。“一人の役者がせり

ふを言い，かつ演じる”という本来のあり方を教師と児

童で分担するという工夫をすることで，“舞台に立てな

い'，という一般学級の前提のままなら行事への不参加の

決定的要因をかわしているのである。その結果，せりふ

だけという限られた範囲ながら，児童の学校行事への参
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加が可能になっている。声だけの参加ながら児童本人も

参加意識をもてたことが，半構造化面接における担任教

師の本エピソードについての下記コメント中の「俺達の

劇」という表現からも窺われる。

そいで，あの’うん，（当日病室で劇のビデオを教師

と一緒に見ながら）“どの劇が一番面白かった？，，つ

ちゅったら，“俺達の劇が一番面白かったよ”つちゅ

うて，ああ“俺達'，って言ってくれたなって…。

（教師対象の半構造化面接逐語録より抜粋）

また，エピソードNo.３（'mable3）のように，通常なら

授業の流れをスムーズにするために，すぐに他の子に役

割をスイッチしてしまうような状況でも，あくまでも児

童が動くのを待つことで，教室活動への参加を実現して

いるエピソードもあった。これらは，体調や，薬の副作

用，また単調な入院生活に起因する意欲の減退のために

援助なしでは活動へ参加できない（あるいは参加しな

い）子どもの活動への参加を促そうという意図をもって

いる事例として，「参加援助」とまとめた。

本研究では，病院内学級の実践のありようを明らかに

するという本研究の目的において重要な意味をもつと考

え，病院との情報交換や車椅子の子どもに補助道具を提

供するエピソード等病院内学級ならではの実践と判断さ

れたものについては，構成するエピソード数は少なくと

もひとつのカテゴリーとしてたてた。その結果，上記の

他に，入院中のストレスや落ち込みへの配慮として重視

される「心理的ケア｣，退院までという時間の制約のた

めに１回の活動でなんらかの成果がみこめるよう制作物

を教師が半分仕上げて提供されるエピソード等から成る

｢環境設定｣，入院に伴い中断されがちな学習が継続され

る「学習援助｣，子どもの病気の理解を促進する「疾患理

Table３《エと｡ソートＷb､3》

DATE：１９９８年２月（養護・訓練の授業）

場所：小５教室

内容：グループ別養訓・工作くレインボーＵＦＯづくり＞Ｂグループ．（小学部の内科系疾患の子どものグループ）

人物：狭間（小２．男子・内科系疾患）・森藤（小５．女子・内科系疾患）

甘粕先生・夏木先生（３０代女性）・金田先生（20代男性）

状況：転入してきたばかりの狭間は，なかなか席につかなかったり，先生の指示に対して返事をしなかったり，「いやだ」

「きらいです」と病院内学級での反抗的な態度がめだっている。この日，授業のはじまりの挨拶をする時のこと。

甘粕先生（→狭間）「じや，（はじまりの）挨拶を，狭間<んにしてもらおうかな｡」

夏木先生（→狭間）「これからようぐんをはじめますって。きをつけ｡」（小さな声でこういうんだよと教える）

狭間，黙ったまま何もいわない。

甘粕先生（→狭間）「これから養訓をはじめますって言える？」

狭間，それでもだまって机に両手をのせている。

甘粕先生（→狭間）「じゃ，ちょっとね，森藤さん「きをつけ』言ってあげて｡」

森藤（すかさず）「はいきをつけ｡」

甘粕先生（→狭間）（小さな子に諭すように）「これから養訓をはじめます｡」

甘粕先生,狭間が養訓という言葉の意味がわからないかと思ったのか「ようくん,ようくん」と言いながら,ひらがなで「よ
うくん」と黒板に書く。

狭間（→甘粕先生）「ようくん？」

甘粕先生（→狭間）（少しトーンを落として）「よう<ん，ようくん，言って｡」

狭間（→甘粕先生）「なんで－１?」（｢なんで言わなきやいけないの？言いたくない」のニュアンスで）

甘粕先生（→狭間）「『なんで」かあ－」

夏木先生「へっへっへ…」

と気まずい雰囲気をやわらげるようなユーモアあふれる笑い声を作る。

甘粕先生（→狭間）「これから国語をはじめますとか，これから養訓をはじめます。はいどぞ｡」

狭間（→甘粕先生）「ぼく？なんで－」

甘粕先生ふふっと笑う。

金田先生（→狭間）「きみがやらないと始まらないんだよ｡」

甘粕先生（→狭間）「お当番さんが言うの。はい｡」

狭間（→甘粕先生）「なんでぼくがお当番なの？」

甘粕先生（→狭間）「きょうのお当番は狭間くんってかいてあったの違う？」

甘粕先生（→狭間）「よし，（少し小さな声で）これからようぐんをはじめます｡」

狭間（→甘粕先生）「これからようぐんをはじめます｡」

甘粕先生「はい。れい｡」

ようやく挨拶がおわる。
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Table4病院内学級における教育実践カテゴリー

※（）内の数字はカテゴリーに含まれるエピソード数を表わす。

行動形態カテゴリーの特徴

｢けんかしないで」等，直接言語で人間関係に言及し，特定の行動を要請する。

自己表現が下手な子どもの気持ちを教師が察して言語化したり，状況の意味の読み取
りが苦手な子どもに現状の意味を説明する。

"友達づくり
フッ

を意図して相談や協力が必須となる課題を設定する。

子どもとの関係づくりを意図して子どもと同じ活動をする。

日常会話中に他の子どもへの理解を促したり教師との近い関係を確認する。

直接的言語で誘う，課題に関する質問をなげかけたり身体的誘導により，活動へ誘う。

純粋に子どもを“誉める
，，

のではなく 子どもに活動参加を促すストラテジーとして

賞賛が用いられているもの。

｢がんばって」「だいじょうぶだよ」「失敗してもいいよ」等と子どもを励まして活動
への参加を促したり，参加意欲を鼓舞する。

子どもに直接的になにかはたら
た，子どもの様子を見守ること

きかけをするのではなく，黙ってそばにいるだけ，
で，子どもの活動参加を支える。

教師が一緒に活動することで，一人では活動に参加できない子どもの参加を助ける。

ま

教師自身との関係づくりよりも，子どもの活動を支える意図が強いと解釈されるもの。

普通校でよくある課題状況のままでは，活動できない子どものために，課題の設定を
変えるなど，一工夫することで活動への参加を可能にする。

課題の遂行を補助する道具を提供する。必ずしも特別な道具ではなく，通常は別の用
途に用いられるものが，思わぬ形で活躍することもある 。

課題がなかなかじょうずにできない子どもに対して

どもは課題が完成でき，自分が課題を仕上げたとい
，教師が手伝う。それ
う達成感をもてる。

によって子

子どもがやるべき課題を，子どもに代わって教師が遂行する。特に製作場面において，
｢いつのまにか先生が作っている」という形で頻繁に観察された。

課題について丁寧な教示がなされたり，うまくできない子どもにアドベイスを与える。

叱責などによりがっかりした子どもに声をかけたり，頭をなでたりして慰める。

些細なことでもとにかく誉める。言語のみならず，「パチパチ」といった擬音語つき
拍手も含む。

緊張・萎縮している子どもの気持ちが上向くように言語的・非言語的（例：そばで見
守る）に励ます。

ぽつんと１人でいる子へのよびかけ等,C-1）～Ｃ-3）以外の意味をもつ声かけ。
参加を促すというより君のこと見てるよというメッセージを伝える。

教師からの自発的な身体接触によりＣ-1）～Ｃ-3）以外のメッセージを伝える。

子どもの攻撃的な言動をそのまま受け止める。

子どもからの身体接触や普通校ではおよそ認められない要求を受け入れる。

普通校なら当然教師の叱責の対象となると思われる行為に叱責がない事例。

材料の準備や会場となる教室の整備など活動の準備を整えておく。作品など半完成に
近いくらいまであらかじめ教師がつくっておくことがある。

場の雰囲気を“楽しい'’ものにしようと，あの手この手で座を盛り上げる。具体的に
Iま「冗談」を言ったり，「座をもりあげるために歌う」等０

少人数の子どもたちだけだと活動が成立しない為，教師が子どもと同じ立場で一緒に
活動して活動として成立させる。“活動の成り立ちを支える為の人数確保，，の意味が
強い。

子どもにとって「学校」という場が居心地のよいものになるよう，子どもの移動に応
じて 子どもの生活面における‘情報を交換することで環境を整える。

入院中はとぎれがちな学習や生活経験不足からおこる一般常識欠如を補う指導。

｢健康状態の回復・改善に必要な知識・技能の習得」（文部省，1985）という病弱教育
の目標に沿い，子ども自身の疾患状態の理解を助ける。

入院中はどうしても甘くなりがちなしつけを行う。退院後の社会生活に支障をきたす
のではないかとの危倶のもとに提供される。

行動形態カテゴリー

A-1）よびかけ（２）

A-2)代弁･状況説明（６）

A-3）課題の設定（２）

A-4）一緒に活動（３）

A-5）その他（17）

B-1）勧誘(28）

B-2）賞賛(5)

B-3）励まし（６）

B-4）そばにいる（４）

B-5）一緒に活動（３）

B-6）課題の設定（６）

B-7)道具の提供（１）

B-8）手助け（４）

B-9)課題の代行（８）

B-lO）説明･助言（11）

C-1）慰撫（１０）

C-2）賞賛（18）

C-3）励まし（３）

C-4）声かけ（８）

C-5）スキンシップ（４）

C-6）攻撃性の受容（２）

C-7）甘えの受容（８）

C-8）叱責のなさ（５）

D-l）準備（８）

D-2）ムード作り（21）

D-3）一緒に活動（７）

Ｄ-4）‘情報交換（２）

教育実践カテゴリーと特徴

Ａ：関係調整(30）

Ｉ
子どもたちの人間関係

構築を助けたり，関係

を円満に保つ，こじれ

を未然に防ぐことを意

図している。

Ｂ：参加援助（76）

Ｉ
活動意欲が減退してい

る子に対して，学級の

活動への積極的な関与

を促したり，子どもが

課題を行うのを何らか

の形で助けることを意

図している

Ｃ：心理的ケア（58）

Ｉ
子どもの気持ちにはた

らきかけて，落ち込み

がちな心理状態をポジ

ティブにすることを意

図している。尚,「心理

的ケア」とは病弱教育

現場で，子どもの気持

ちを支える働きかけに

ついて用いられており，

そのまま援用した。

Ｄ：環境設定（38）

Ｉ
病院内学級

もの活動の

ル
ー

６６

いう子ど

場”を整

える。参加援助の意味

もあるが,｢活動環境の

整備」に主眼が置かれ
る 。

Ｅ：学習援助（６）

Ｆ：疾患理解援助（９）

Ｇ：しつけ（６）

Ｉ

Ｉ

１
Ｉ
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解援助｣，普通なら家庭が行うようなしつけを入院中と

あって教員が行う「しつけ」を加え，計７つの実践カテ

ゴリーを得た。各カテゴリー名とその特徴はＴａｂｌｅ４に

示す通りである。

プロセス２：概念化から仮説生成へ

－実践の日常に埋もれた意味の発見一

プロセス１で抽出された実践カテゴリーに基づき，更

なる概念化（Strauss＆Corbin，1990）を試みた。ここで

は７つの教育実践カテゴリーごとにエピソードをまと

め，カテゴリーに共通するテーマ発見をめざし，エピ

ソードを何度も読んだが，情報量が多すぎるのかなかな

か包括的テーマらしきものはつかめなかった。そこで，

｢関係調整」エピソードの理論的示唆の部分だけを拾い

読みし，キーワードを書き出したところ，「子ども同士

のやりとりを促す」「教師-生徒の信頼関係を急いで作

る」などの“関係'性をつくる”という意味をもつ言葉が

繰り返しでてくることがわかった。そこから，「Ｚ院内

学級の教師たちの教育実践は，入院児の生活世界におい

て“関係性をつくる”役割を果たしているのではないか」

との暫定仮説を生成した。“関係性をつくりなおす''援

助としては，「悩まないこと」を特徴とするスチューデ

ント・アパシー大学生（以下，アパシーとする）への援

助技法として開発された「つなぎモデル」がある（下山，

1997)。本研究における心理教育的援助の対象である入

院児童は，憂慮すべき事態が何かを認知できる発達段階

に達していないこと，入退院の繰り返しという生活パ

ターンから諦めることを妙に学習してしまっていること

等’アパシーとは異なる背景が予想される。しかし，下

に引用した半構造化面接における子どもたちの気になる

点についての教師の語りにみられるように，“悩んでい

ない，，そして“低エネルギー状態，,という点でアパシー

との共通点が見出される。

（自分で何かを）決められなくて困るっていう感覚の

前に，困ってないことが多いすよね－，僕から見る

と。ほんとはだからせつぱ詰まって，“どうしょう先

生わかんねえよ，，ってなってると，こっちだって色々

手つくしたりいろいろやるんだけど，（子どもが）困

らない（笑)。悩んでないというか，僕たちが要望して

るほど，この子悩んでないな，困ってないなっていう

…。ありますね。

（教師対象の半構造化面接逐語録より抜粋）

さらに，半構造化面接において「自分の病気で頭が

いっぱいで余裕がない」「(治療や病棟での気遣いで）エ

ネルギーを使い果たしている」といった言葉で教師たち

から語られ，参与観察においてもなかなか活動へ参加し

ない，あるいはすぐに疲れて活動から脱落してしまうと

いった子どもたちの姿として観察されたように全員では

ないまでも多くの子どもたちは低エネルギー状態にあ

り，また，“悩んでいない'，が故に何とかすべく動こう

としないという点においてアパシーと共通であり，そこ

に援助者が“関係性をつくる'，必要性が生じるのではな

いかと考えられた。そこで，本研究においては，アパ

シーヘの援助であるくつなぎ＞という概念によって“関

係性をつくる'，という教師の援助をとらえることとし，

再びエピソードデータに立ち返り，理論的示唆のキー

ワード書き出しを続けると同時に，＜つなぎ＞という

テーマを暫定的に念頭におきつつ全エピソードを解釈し

なおした。以下に再解釈のプロセスを示す。

プロセスｌにおいて，「関係調整」カテゴリーを構成

したエピソードNo.ｌでは，教師たちは，子どもたちの

人間関係形成のきっかけづくりをしていると解釈した

が，この背景には，「("集合”なんていったって）どうせ

集まりやしないぜ－。ほんっとに“それぞれ”の方達で

すからね－．」「三々五々の連中だぁ－｡』との教師の言に

表わされる「子ども同士のまとまりのなさ」を問題視し

ている教師の認識がある。加えて，入院児が｢他者への

関心が希薄」で，『子ども同士の関係を築く力が弱い」こ

とも指摘されている。このように，エピソードNo.１の

教師たちの実践は，“バラバラの子どもたち，’の人間関

係をつなぐべく展開されていると解釈できる。

また，前出のエピソードNo.２の教師の断固たる態度

については，半構造化面接において教師（エピソード中

の甘粕先生）から次のようなコメントがなされている。

やっぱり，ただでさえ声でない子だから，それをのが

してしまったらもう絶対出さなくてもいいやって，そ

ういうのが，“僕は黙っててもすぎるんだ'，みたいに

なって，それが普通になつちやうとやだなっていうの

はある，んですよ。…（中略）…そういう，なんか，

自分の役目みたいなのは，うん，なんか果たしてほし

い，みたいな。

“黙っていれば，果たすべき役割も果たさないままで

すんでしまう'，という経験はさせたくないとの信念が読

み取れる。ややもすると病状を理由に，やれることもや

らずになあなあですませてしまいがちな子どもたちに，

"病気でもやるべき時はやる'，という譲れない一線を呈

示することで，活動意欲が低下するままに学校生活から

ずるずると引いてしまいがちな子どもを，やや強引に

"学級活動''につなぎとめているとの解釈が可能である。

他のエピソード事例の理論的示唆のメモ書きにも「人

間関係の橋渡し」「顔つなぎ」などのくつなぎ＞という意

味をもつ概念が繰り返し立ち表れていることから，＜つ

なぎ＞が本学級の実践を理解する鍵概念のひとつとして

適切であることが確かめられた。

更に“どことどこをつないでいるのか”を軸に考察し
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た結果，６つのくつなぎ＞が得られ，本研究では，これ

をくつなぎカテゴリー＞と命名した。半構造化面接にお

いても，『教師が媒介としてでないと子ども同士がス

ムーズにかかわれない」「戻る小学校とのつながりは大

切にしたい』『病棟に乗り込んで行き，看護師さんをつ

かまえて治療の見通しなど聞く」等，６つのくつなぎ＞

が実践の中で展開されていることが頻繁に語られ，更に

学校場面の観察からは得られなかった“家庭'，がからむ

Iable5〈つなぎカテゴリーノの概要

つなぎカテゴリーとその特色

①「子ども」と「子ども」を“つなぐ
”

実践カテゴリー＜Ａ関係調整＞のうち，子ども同士の関係づくりを意図したエピソードから構成され
る。病院内学級では，メンバーの入れ替りや本人の“仮の宿”的意識･病状変動による精神的余裕の
なさから ｢安定した（友人）関係までいかない｣。このような相互関係の希薄さをカバーすべ<行わ
れる教師たちの積極的なはたらきかけが，寄せ集められたばらばらの子どもたちの間の関係づくりと
いう機能を果たしている。

②「教師」と「子ども」を“つなぐ
，，

実践カテゴリー＜Ａ関係調整＞のうち，教師と子どもの関係づくりを意図したエピソードとくＣ心理

的ケア＞から構成される。親子関係を紡梯とさせるような身体接触を伴うかかわり（ex・ほっぺたを
手で包みこんで体温を確認する）や，“理由なく教師をぶつ，，等の攻撃的行為の受容などが含まれる。
背景には，頻繁な転出入から自然な関係形成を待つ時間的余裕のなさや，家庭から分離している子ど
もの親代わりとして危機状況にある子どもの心を支えることも教師の役割と捉える信念がある。通常
の枠を超えて心情的で親密な教師と子どもの関係を，なるべく短時間で構築する機能を有している。

③「病院内学級」と「子ども」を“つなぐ
，，

病弱児は治療に伴うストレスや生活環境の激変によって消耗，無気力化してしまい，ずるずると学校
についていけなくなることがある。又

‘‘

病気
，，

を言い訳に何もやらずにいることが許容されてしま

うこともある。こうした「何もしたくない」「しなくていい」又は「できない」子どもに学級活動へ
の参加を促したり，作品づくり等の課題を代行してとりあえず授業課題状況の成り立ちを支えている。
エネルギー低下のままに病院内学級での“活動,，にうまくのれない子どもたちと

４‘

場'，の接点を保つ

という機能を有する。

④「子ども」と「地域の学校」を“つなぐ
，，

しつけ・学習指導の基本的な指導以外にも，前籍校･転籍校に出向いて児童の状態を確認･説明したり，
入院中に学級通信の送付をお願いしたりすることで関係を保ち，子どものスムーズな移行を援助する。
参与観察段階では，通常なら入院によって中断される学校教育を入院前の学校から受けつぎ，退院に
伴いまた元の学校（又は，別の学校）へ引き継ぐという，時間的くつなぎ＞と思われたが，半構造化
面接より教師たちが前籍校・転籍校を子どもの“地域

”

と捉えていることがわかり，カテゴリー名を

修正した。

⑤「病院」と「病院内学級」を“つなぐ
ｙ，

Ｚ院内学級においては，病院との公式の会合が３種類（年１９回）設定されている（学校要覧より）。
より非公式なレベルでは，「病棟に乗り込んで」子どもの指導を進める上で必要な情報交換をするこ
とで,多忙にまかせて忘れられがちな"医療と教育と情報の流れ，，を積極的に築いている。参与観察デー
タからは，病院スタッフが病院内学級に来ているという事実しかつかめず“動かない相手にはたらき
かける

”

という本研究のつなぎ機能の定義にあてはまるかどうか不明であったが，教師面接における
｢こちらが申し立てないと何も動かない」との語りから，本研究の定義との適合が確認された。

⑥「病院」と「子ども」を“つなぐ
,，

全般に禁止や叱責が少ない本学級において，療養上の注意事項に関してのみ厳しし
いっており，病院の指示を徹底させるという点で日常の学級活動の中で「病院」と

､禁止や叱責がIま

｢子ども」をくつ

ないで＞いると思われる。他にも，看護師に子どもへの配慮を依頼することもある。ただ，「基本的
には病院のことには口をださない」という不文律があるようで，教師の活動としてのウェイトはさほ
ど高くない。

⑦「家庭」と「病院内学級」を“つなぐ
，，

病弱教育においては，“病院との連携”と並んで“家庭との連携,’も重視されている（文部省，1985)。
学校行事としての保護者会や面談の他に,面会時間をみはからって何気なく病棟へ教師が「出没する｣，
連絡帳等でこまめに子どもの様子を連絡する，暗い表情の保護者に声をかける等，「家庭」へ病院内
学級教師がはたらきかけて関係を築いている。子どもの入院で生活上も精神的にも身動きができず｢病
院色」一色の状態の「家庭」に「病院内学級」とのパイプをつくることで､家庭を支えていると言える。

⑧「家庭」と「子ども」を“つなぐ
，，

家庭から病院へ生活の場を移した子どもの中には，家庭との関係が疎遠になってしまう子がいる。距
離ができがちな「家庭」と「子ども」問の橋わたしをしていると解釈される実践である。仕事などの
理由でなかなかお見舞いに来ない親に教師から子どもの様子を知らせる電話を入れたり，病棟という

閉じた世界の中でうつむいたままの母子の問で「連絡帳で知らせた学校の内容」が会話のきっかけを
つくることもある。母親とかかわるような宿題をだして「かかわるネタをばらまいた」という実践も

報告されている。家庭との関係が緊密な子どもには必要のないはたらきかけではあるが，関係が疎遠
になりつつある子どもには必要なものといえることから，一つのカテゴリーとした◎

実践カテゴリーと

面接データの「例」

A-l）関係調整：よびかけ

A-2）関係調整：代弁･状況説明

A-3）関係調整：課題の設定

A-5）関係調整：その他

｢こんな風に（自分の気持ちを）

言ってみたら？とアドバイスじゃ

ないけど橋渡しをする」

A-4）関係調整：一緒に活動

A-5）関係調整：その他

C-1）～Ｃ-8）心理的ケア：

慰撫／賞賛／励まし／ｽｷﾝｼﾂﾌ゚ ／攻

撃性の受容／甘えの受容／叱責の

なさ

B-l）～Ｂ-10）参加援助

D-1）環境設定：準備

D-2)環境設定：ムード作り

D-3)環境設定：一緒に活動

｢(病院内学級には）楽しいことが
いっぱいあるよっていうようなこ

とをやっぱり子どもに伝えられる

といいな」

D-4)環境設定：情報交換

(相手が前籍校･転籍校）

｢戻る地域の小学校とはつながっ

ていたい」

E）学習援助

Ｇ）しつけ

D-4)環境設定：情報交換

(相手が病院）

｢病棟に乗り込んでいって」「看護

師さんをつかまえて治療のみ通し

などを聞く」ようにする。

『(会合の）議題はこっちがみんな

セットするんですよ｡』

F)疾患理解援助

｢子どもの様子によっては，病棟

の看護師さんに ちょっとかまつ

てあげてくださいね，なんて声か

けたり』する ◎

｢わりと面会時間に，だいたい何

時くらいに（保護者が）来てるか

とかが’わりとわかる。わかって

くるので,その時間になるべく行っ

て 顔を見せようかと。そうすれ

ば何かお話があれば，話すチャン

スがあるんじやないかと｡」

｢お母さんもそう（＝自己表現が

下手）なので，（外泊時に）宿題

を出した。…（中略）…‘お母さ

んと一緒に料理をする といった

ようなお母さんと一緒にかかわる

ようなものを出して‘月曜日に先

生に話してね と， かかわるネタ

をばらまいた。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとれ

るような感じのことを意識した｡」
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２つのカテゴリー（T1able5の⑦と⑧）を追加した。全８

つのくつなぎカテゴリー＞とその特’性はＴａｂｌｅ５の通り

である。

病弱教育そのものが心理教育的援助であることは先に

述べた。′I1able5にある教師たちの８つのくつなぎ＞は，

その特性から，入院児の生活がスムーズに流れるよう入

院児の周囲の関係性を整えるくつなぎ援助＞であると言

えるだろう。半構造化面接より，①④⑦⑧のように関係

づくりが意識されている場合もあるが，②③⑥のつなぎ

のように教師自身にはくつなぎ＞として意識されていな

いものも含まれており，このくつなぎ援助＞は，病院内

学級における実践の“日常性に埋もれた意味，’であると

言えよう。

総合考察

くつなぎ援助＞の詳細

では，教師たちの実践はどのような機能を有している

のだろうか。＜つなぎカテゴリー＞の特性を検討する

と，教師たちのくつなぎ＞が，入院児の生活がスムーズ

に流れるよう，入院児とその生活世界の関係性，もしく

は生活世界の要素同士の関係性を整えていると考えられ

る。小林（1986）は，Bronfenbrenner（1996）の基礎概念

を援用し，児童の生活環境を，家庭･家族というミニ’

学校というメゾ，地域・社会・国というマクロの各生態

システムのかかわりと把え，この各システムが子どもの

育ちを相補的に援助する必要性を説いている。この考え

方に倣い，入院児の生態システムを考察した図がFigure
2-lである。

第一に，多忙で手がまわりきらない「病院」という入

院児独自の生態システムが，子どもを大きく取り込み，

相対的に影響力の小さくなった「家庭・家族」は，子ど

もの入院で生活・精神面ともに混乱状態に陥っており，

子どもの育ちを援助する機能が通常より弱くなっている

と考えられる。入院に伴い今まで通っていた「地域の学

校」からは物理的に切り離されているし，多くの小児病

棟では12歳以下の子どもの面会は感染予防の趣旨から

禁止されているため友だちとも会えず，時間を追うごと

に心理的にも「地域の学校」と入院児との距離が広がり，

援助もとだえがちになる。また，システム同士の協働体

制もなく，各々ぱらぱらの援助を提供していると考えら

れる。それでも，主体である入院児本人が，自分と周囲

との間に関係性を作り，入院中なりの関係性の輪を広げ

られればいいのだが，厳しい治療や予後への不安に加

え，本来の生活環境から引き離され，それだけのエネル

ギーがなく孤立してしまいがちである。

このような入院児の生活環境において「病院内学級」

というシステムと教師によるくつなぎ援助＞が＋全に機

能した場合を考察，図示したものがFigure2-2である。

Ｅﾖ唖
唖

2-1．病院内学級なし 2-2．病院内学級あり

鰯縦撒嘩聯１

Figure2入院中の子どもの生態システム
図中の矢印は援助の流れを表わし，線種･太さはシステム及び
援助の“パワー'，を象徴するものとする。即ち，点線の方が
実線より“力”が弱いことを表わす。

入院児への援助として，子どもを取り巻く各生態システ

ムがお互いの視点や取りこぼしを相互認識した上で双方

から協力関係を築き，各々の立場から子どもをサポート

していくことが望ましいことは自明のことである。しか

し，現実には，入院児の生活環境は前述のように関係性

がとぎれがちである。そのきれぎれの関係性を子ども本

人に代わってつなぎあわせ，少しでも子どもにとってよ

い生活環境になるよう奔走しているのが，現在の病院内

学級の教師たちなのではないだろうか。Figure2-2の太

線矢印は各生態システムから子どもへの援助の流れを表

わしているが，この援助がスムーズに流れるよう，生態

システム諸要素の“あいだ”の関係性を構築・修復する

ことで，入院児の生活世界をより安定したストレスの少

ないものにしようとしているのがくつなぎ援助＞である

と解釈できるだろう。

＜つなぎ援助＞の実践的有効性

本研究において発見された実践をくつなぎ援助＞と捉

える視点は，今まで振り返られることのなかった病院内

学級における教育実践を体系的に把握する為のひとつの

概念的枠組みである。これにより，多様なシステムの機

能がバラバラに交錯する病院内学級という場における実

践の理解が容易になり，教師自身も自らの実践の意味を

確認することが可能になる。より実用的には，各入院児

に対する援助方針決定のひとつの枠組みとして利用可能

である。②のつなぎは基本としても，＜つなぎ援助＞

は，全ての入院児に対して等しく提供されることが望ま

しいという類のものではない。1999年の指導要領改訂

においても個別指導計画が重視されているが，それぞれ

の児童について，どのくつなぎ援助＞が必要であるか入

念な検討の上，予定入院期間，家庭の事情等を鑑み，重

みづけを伴う各くつなぎ＞が提供されるのが望ましい。

例を想定しよう。“新しく山田花子ちやんが入級してき

た。彼女の前籍校の先生は，入院してすぐにお見舞いが

てら病院内学級にも寄ってくれ，色々な指導上の情報を
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提供してくれたし，今もまめに手紙をくれたり，クラス

でも話題にとりあげたりしている。しかし，激しい病状

変動から本人が落ち込みがちで，病院内学級での活動へ

の参加意欲がいまひとつである｡'，この花子への援助計

画考案にあたり，彼女の場合はく地域の学校＞とのつな

がりは十分であるので，教師がくつなぐ＞必要はなく，

むしろ病状や治療の見通しについての情報確保の為，

｢病院」と「病院内学級」のくつなぎ＞をしっかり行いつ

つ，病院内学級での活動への参加意欲が高まるよう，

｢病院内学級」と「花子」をくつなぐ＞援助を最重要視し

ていこうとの方針決定が可能ではないだろうか。＜つな

ぎ援助＞という視点を生かしつつも，対象児童を囲むシ

ステム・関係性独自の構造を考慮し，どことどこをくつ

なぐ＞のが有効かを個別に検討する必要が強調されよ

う。

＜つなぎ＞概念の再考

ここで，本研究におけるくつなぎ＞の意味を再考して

みよう。＜つなぎ＞概念は，アパシーヘの臨床技法とし

て「人間関係をつなぐ」ものとして提唱されたが（下山，

1997)，本研究におけるくつなぎ＞は，人間関係以外に

も生態システム同士をつなぐことも含んでいること，お

よび援助対象の日常生活システム内にいる教師による教

育という営みの機能の一側面であるという点において，

より日常的かつ広い範囲をカバーする援助であると言え

る。さらに，相手が“動かない”ことも本研究におけ

るくつなぎ＞の特色と思われた。エネルギーが低下して

いる状態の子どもたちが多いことは先述したが，その他

のくつなぎ＞相手についても，半構造化面接において

｢(前籍校から子どもについて詳しい連絡を受けること

は）基本的にない」ので，『病院内学級教師の方から電話

なりの連絡を入れ」る，病院との連絡会の会場や『議題

はこっち（＝病院内学級教師）がみんなセットするんで

すよ。向こうは忙しいから」『こちらが申し立てないと

何も動かない」と，待っているだけでは動いてはくれな

いくつなぎ＞の相手のありようが語られている。このよ

うに，本研究のくつなぎ＞は“教師がはたらきかけて関

係'性をつくること''，すなわち“動かない相手にむかっ

てはたらきかける'，という一方向'性をもつものであると

考えられ，「同じ目的で何事かをしようとするものが，

連絡をとり合ってそれを行うこと」（岩波国語辞典第３

版，1984）という双方向から歩みよっての協力関係を意

味する“連携''とは区別できる概念であると考えられる。

本研究において見出された病院内学級教師たちのくつ

なぎ援助＞のひとつの鍵は，援助対象である児童の“エ

ネルギーのなさ”である。入院児たちは，各々背景・事

情は異なるにしても，心のエネルギーが低下し，自分か

らは動けない場合が多い。そうした子どもたちを包み込

み，支えていく基本が，＜つなぎ援助＞であると言える

だろう。＜つなぎ＞は，心的エネルギー低下に伴い，自

力で関係性の輪を開拓できない，あるいは切れてしまっ

た関係性を修復できない対象への援助の基本原理である

とも言え，本研究によって，従来は“入院中にも勉強を

教える',という面のみが強調されていた病院内学級教師

たちの実践が，より広いシステマティックな援助として

の機能をもつことが明らかになった。

今後の課題

本研究は，病弱教育という従来見過ごされてきた分野

におけるフィールドデータに基づく探索的研究である。

結果として，病院内学級の教育実践が入院児童の生態シ

ステム間のくつなぎ＞という援助機能をもっていること

が発見され，それによって混沌とした病院内学級におけ

る実践が理解可能なものになり，かつ入院児への教育計

画立案への応用可能性も示唆された。しかし，これはあ

くまでもひとつの解釈の可能性を示唆しているに過ぎ

ず，データとの適合度のよりよいモデルが存在する可能

性があることは否定できない。また，本研究で確認され

たのは，Figure2-2の網がけ部分のくつなぎ＞のみであ

り，予想はされるものの未確認のくつなぎ＞もある。今

後，本フィールド実践の更なる検討と，他病院内学級の

実践をくつなぎ＞という観点から検討する事例研究の積

み重ねが必要になろう。
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母子相互作用場面における２歳児の情動調整プロセスの個人差

金丸智美無藤隆
(お茶の水女子大学人間文化研究科）（お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター'１）

原著

本研究の第１の目的は，母子葛藤場面における２歳児の情動調整プロセスを，子どもの不快情動変化

として捉え，その個人差を検証することである。第２，第３の目的は，この個人差と，情動調整行動及

び母子関係性，すなわち「情動の利用可能性」（emotionalavailability:以下ＥＡ）の葛藤場面前後の変化と

の関連性を検討することである。さらに第４の目的として，情動調整プロセスのタイプごとの母子相互

作用の特徴を記述し，２歳児の情動調整の特徴を明らかにする。２歳前半の子どもとその母親41組を対象

に，実験的観察を行った。その結果，不快情動変化タイプは，「継続型」・「沈静型」・「非表出型」に分類

された。「継続型」の子どもは，不快‘情動の原因を除去する積極的な働きかけを行った。「非表出型」の子

どもは，自ら気紛らわしや他の活動を行い，母親は子どもの自発性や能動性に寄り添っていた。「沈静

型」の母親は子どもの不快情動を沈静するための積極的な働きかけを行い，sensitivityとstructuringが葛

藤場面で高くなった。以上より，自律的な調整や，原因を除去しようとする能動’性が可能になり始める

が，不快情動が沈静するには，母親の助けを必要とするという，自律性と他律‘性が混在する２歳児の情

動調整の特徴が明らかになった。

【キー・ワード】情動調整，２歳児，母子相互作用，情動の利用可能性，個人差

問題

プロセスとしての情動調整の個人差

怒りやいらだちを攻撃的・反社会的行動として表現し

てしまう子どもや青年達の増加という社会現象や，情動

制御の困難さが身体・精神疾患の危険因子となりうると

いう臨床的観点（Talor,Bagby,＆Parker,1998;Cole，

Michel,＆'meti,1994）からも情動調整（emotionalregula‐

tion）への関心が近年高まっている。本稿では，母子葛

藤場面での２歳児の情動調整の個人差を，母子の行動と

母子関係性の観点から検討し，２歳児の情動調整の特徴

を明らかにする。

情動調整の定義や捉え方は研究者によっても異なり

(Thompson,1994)，ストレス場面での対処行動や方略

との関連の中で論じられることも多い。その中でBridg‐

es＆Grolnick（1995）は，「対処」とは日常的に人が経験

する範囲を超えたストレス状況に対する反応であるのに

対し，「情動調整」は日常的なストレス状況での，現在進

行する過程（プロセス）であると定義し，両者の違いを

明確にしている。この他にもＫｏｐｐ（1989）やThompson

(1994）など，情動調整を「プロセス」と定義する研究者

は多い2)。しかし，実際の乳幼児の情動調整に関する先

行研究には,母親のstillface場面（Braungart-RiekeEGar‐

wood,Powers,＆Wang,2001)，満足遅延場面（Bridges，

Grolnick,＆Connell,1997)，おもちや片付け場面（Grol‐

nick,Bridges,＆Connell,1996）における快，不'決情動の

多寡，情動調整方略，課題への取組み程度などを情動調

整の指標としたものが多く，プロセスとしての情動調整

に焦点を当てた研究は極めて少ない。泣きや笑いという

情動反応が行動を生み出し，その行動によってもとの情

動反応が変化するというように，‘情動反応と調整行動は

相互に影響し合う（Bridges＆Grolnick,1995)。先行研

究で，慰撫行動（Stifter＆Braungart,1995）や注意を他

にそらす行動（Derryberry＆Rothbart,1988）には，不′快

情動の表出を抑えたり，沈静化する機能があること，ま

た不快情動の強さと対象物へ焦点化した行動と正の相関

がある（Grolnicketa1.,1996）ことが明らかにされてい

る。従って，情動調整を情動反応が時間経過によって変

化するプロセスとして捉え，その中でどのような調整行

動が生じるのかを明らかにすることが必要である。

快情動であっても，覚醒レベルが高すぎれば適応的な

行動を妨害する場合もあるため，不'快'情動だけではな

く，快情動も調整の対象となり得る。しかし適応的に生

1）現所属：白梅学園短期大学

2）Koppは「快･不快情動について，高まった喚起レベルに対処する

プロセス」とし，Thompsonは「情動反応の強さや長さの状態を

監視・評価・調整する,内在的及び外在的なプロセス」と定義し

ている。
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活するためには，自己の情動の混乱に巻き込まれない程

度に，不快情動の強さや長さを柔軟に調整できることが

より重要である（Kopp,1989)。以上より，本稿では情

動調整を「不快情動反応が，一定の時間内において，状

況適応的に調整され,変化するプロセス」として捉える。

これまで複数の研究者が各自の理論をもとに，情動調

整の個人差として情動調整のタイプ分類を行ってきた。

例えばEisenberg＆Rlbes（1992）やColeetal.（1994）は，

柔軟で適度な調整タイプ，調整の程度が低いタイプ，調

整の程度が高いタイプという３つのタイプに分けてい

る。またＦｏｘ（1989）は，Rothbert＆Derryberry（1981）

の気質理論をもとに，反応性と自己制御という２次元の

高低の組み合わせから４つのタイプに分類している。こ

れらのタイプ分類を，不快’情動が時間経過によって変化

するプロセスの個人差に当てはめれば，Eisenberg＆

Rlbes（1992）やＣｏｌｅｅｔａｌ.（1994）の分類はそれぞれ，

場面初期に表出された不快情動が途中で沈静するタイ

プ，継続するタイプ，表出されないタイプとなるであろ

う。同様に，Ｆｂｘ（1989）の分類モデルを当てはめれば，

反応性の差異は，フラストレーション場面初期に不快情

動を表出するか，しないかという個人差となり，自己制

御の差異は，不'快情動が継続するか，沈静化するかとい

う個人差となる。従って，不'快情動変化の個人差は，不

快情動が継続するタイプ，沈静化するタイプ，表出され

ないタイプという３タイプに分類されることが予測され

る。本稿では，実験的観察によって子どもの情動変化タ

イプを特定することで，理論的に想定された情動調整プ

ロセスのタイプを実証的に裏付ける。

情動調整発達に重要な母子関係性

子どもは，自分の情動を調整することをどのようにし

て学ぶのであろうか。先行研究の中で，１歳児が，母親

の表‘情によって視覚的断崖を渡るかを決定すること

(Sorce,Ｅｍｄｅ,Ｃａｍpos,＆Klinnert,1985）や，１５カ月児

が，母親の‘情動的応答に支えられ，不確実さの状況の中

でも活発な探索を行う（Sorce＆Ｅｍｄｅ,1981）ことが明

らかにされている。従って，子どもは母親の情動を利用

することで，自分の'情動を調整することが示唆される。

子どもの’情動発達に重要な養育環境として，従来より最

も重視されてきたものは，子どものシグナルに感度よく

気づき，その意味を正しく読み取るという「母親の感受

'性maternalsensitivity」（Ainsworth,BlehaEWaters,＆

Wall,1978）であろう。しかし，情動調整の発達にとっ

ては，母親の感受性以外にも，子どもが自分の情動を調

整する手がかりとして利用可能な，母親の生き生きとし

た情動の存在，すなわちemotionalavailability（Ｅｍｄｅ＆

Sorce,1988:以下ＥＡと記述）が重要と言える。さらに，

母親が子どもの欲求や内的状態へ適切に応答することが

できるのは，これらを調整する手がかりとして利用可能

な，子どもの情動の存在（子どものemotionalavailabili‐

ty）のためである（Ｅｍｄｅ＆Sorce,1988)。Biringen（Ｂｉr‐

ingen＆Robinson,1991;Biringen,2000）は，母親のＥＡ

をsensitivity；structuring,nonintrusiveness,nonhostilityと

いう４つの下位要素に，子どものＥＡをresponsiveness

toparent,involvementwithparentという２つの下位要素

に分け，これらが相互に影響し合うことを主張すること

で，Ｅｍｄｅのemotionalavailabilityという概念を，情動を

媒介とした母子関係性としてさらに明確にした3)。母子

相互で情動という手がかりを提供し合い，読み取るとい

うＥＡが母子間で連動し合えば，子どもはより有効な情

動調整を行うことができるであろう。ＥＡを子どもの外

側にある養育者側の要因としてだけではなく，情動を媒

介とした両者の関係性を表す特性として捉えることは，

親の行動や特性が一方的に子どもに影響を与えるのでは

なく，子どもの発達に伴う変化によって親の行動も変化

するという指摘（Maccoby）1984;Thompson,1997;ｖａｎ

ｄｅｎＢｏｏｍ,1997）とも一致する。

子どもの情動調整の発達にとって，母子相互のやり取

りが調和的であることと同様に，日常の母子関係に不可

避な葛藤状態を母子問で柔軟に元の調和的な状態へと修

復していくことも重要である（Biringen,Ｅｍｄｅ,＆Pipp‐

Siegel,1997;Ｅｍｄｅ,Korfmachel;＆Kubicek,2000)。不快

なものも含めてあらゆる情動に母親が応答的であること

を繰り返すことで，子どもは‘情動調整の仕方を学ぶ

(Robinson,Ｅｍｄｅ,＆Korfmache喝1997)。stillface場面で

は，母親の情動的な応答への子どもの期待が壊されるた

めに子どものストレスフルな情動反応が増え（Field，

1994)，そのストレスフルな情動が，stillface場面後の

子どもの'情動状態に影響し，stillface場面前よりも不快

情動が増えるという「持ち越し（carry-over）効果」が先

行研究の中で明らかにされている（Carte喝Mayes,＆

PajerJ990;Kogan＆Carter;1996)。この｢持ち越し効果」

を母親にも適用すれば，葛藤状況で下がった母親の情動

的応答が，葛藤後にも持ち越され，母親の情動的応答が

葛藤前の水準に戻らないことも考えられる。以上のよう

に，葛藤状況で下がった母親の情動的応答が，葛藤状況

及び葛藤後の状況での子どもと母親の情動状態の低下に

影響するのであれば，葛藤状況と葛藤以外の状況での母

親のＥＡの一貫'性が，子どもの‘情動調整にとって重要で

あることが示唆される。従来，情動調整の個人差研究

3）ＥＡを関係性の指標としながら，母子それぞれのＥＡを変数化す

ることには一見すると矛盾がある。この点に関してBiringen＆

Robinson（1991）は，母子それぞれのＥＡを指標化することで，

ＥＡに組み込まれた様々なパターンや，関連する問題を解明でき

ること，主観的に把握されがちな概念を測定する上での評定者

間一致率を高め，ＥＡの研究を促進することができるという目的

を挙げている。
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Iま，子どもの気質（Goldsmitheta1.,1987;Rothbert＆

Derryberryｳ1981）や愛着タイプ（CassidyJ994;Braun‐

gart-Riekereta1.,2001）との関連に焦点が当てられるも

のが多く，１歳以降の幼児と母親が母子葛藤場面前後で

示すＥＡの変化や，母親のＥＡと子どものＥＡの関連とい

う観点からの研究はほとんどないと言える。以上より，

本稿ではＥＡを，情動を媒介とした関係性としての「母

子相互の情動の利用可能性」と定義し，子どもの情動調

整の個人差を，葛藤外状況と葛藤状況でのＥＡの変化，

及び母親のＥＡと子どものＥＡの関連という観点から検

討する。

２歳児の情動調整

２歳前後には，自他の区別や言語獲得という認知面あ

るいは運動機能の発達に伴い，使う方略の種類や洗練さ

が増し（Grolnicketa1.,1996)，問題解決的で成功可能性

のより高い方略を選択する（坂上，1999）など，次第に

自律的な情動調整を行い始める（Sroufe,1996;Kopp，

1989)。２歳前後から，情動について話す能力が飛躍的

に増加し（小椋，2000)，要求や拒否を泣き以外の言語

で表すことが可能となる（山田，1982）ことで，他者か

らの慰めや援助というフィードバックを得やすくなる

(Ｄｕｎｎ＆Brown,1991)。このように２歳前後という年齢

は，自律的な調整が可能となり始める時期であるが，一

方日常生活場面の親子関係においては，子どもの行動の

制限や,排池訓練をはじめとするしつけの開始など，対

立や葛藤という相互作用が多くなる時期でもある。この

年齢は痛痛や攻撃的行動など情動表現の激しさも特徴的

であり（WenaEl982)，母親にとっても自身を調整しな

がら子どもの不快情動と付合う必要に直面することが多

く，母子関係が難しくなる時期なのである。

２歳児の情動調整の特徴としては，自己の情動に無為

に圧倒されるだけではなく，言葉で表現したり，意識を

他に向けるなどの自律的な調整を獲得しつつも，まだ完

全ではなく，養育者の支えもまだ大きな役割を持つとい

う，自律的なものと他律的なものとが混在する段階

（Sroufe,1996）と考えられるであろう。しかし先行研究

の中では乳児期と比較すると，実証的手法によって２歳

児の情動調整の特徴を明らかにした研究は少ない（Gar‐

nerJ995;Calkins＆Johson,1998)。一定時間内での不快

'情動変化という‘情動調整プロセスの個人差を明らかに

し，その個人差と母子の調整行動及び母子関係'性との関

連性を検討することで，２歳児の‘情動調整の特徴を示し，

さらには情動調整発達に重要な要因を示唆することが可

能となるであろう。

本研究の目的

（１）母子葛藤場面での２歳児の情動調整プロセスを不

快‘情動の変化という観点から捉え，そこに現れる個人差

が，理論的に想定される３タイプに対応する形で取り出

されるかを検証する。

（２）子どもの情動調整プロセスの個人差と，母子それ

ぞれの'情動調整行動との関連性を明らかにする。

（３）子どもの情動調整プロセスの個人差と，母子葛藤

場面前後の母子それぞれのＥＡの変化との関連性を明ら

かにする。また，情動調整プロセスのタイプごとに，母

親のＥＡと子どものＥＡがどのような相互関連性を有し

ているかを検討する。

（４）情動調整プロセスのタイプごとに母子相互作用の

特徴を記述することで，２歳児の情動調整の特徴を明ら

かにする。以上の論点から次の仮説を予測した。

仮説１：情動調整プロセスの個人差

母子葛藤場面での，２歳児の不快情動変化の個人差に

は，不快情動が継続するタイプ，沈静化するタイプ，表

出されないタイプという３タイプがあるであろう。

仮説２：情動調整プロセスの個人差と，母子の情動調整

行動との関連'）

不快情動変化タイプに特有な，母子の行動（‘情動調整

行動）があるであろう。すなわち，不快'情動が継続する

タイプでは対象物に焦点化した行動が多く，沈静化する

タイプと表出されないタイプでは，慰撫行動や注意を他

にそらす行動が多いであろう。

仮説３：情動調整プロセスの個人差と，母子関係性の変

化との関連

場面間の母子関係性の変化のあり方は，情動調整プロ

セスの個人差によって異なるであろう。具体的には以下

を予測した。

①母子葛藤場面で母親のＥＡが低下することで，子ど

もの不快情動が沈静化せず，継続するであろう。従っ

て不'快情動が継続するタイプの子どもの母親のＥＡは，

葛藤前場面よりも葛藤場面のほうが低いであろう。一

方，母親のＥＡが葛藤場面でも葛藤前場面と同様一貫

して高ければ，子どもの不快情動は沈静化するか，あ

るいは表出されないであろう。従って不快情動が沈静

化するタイプと表出されないタイプの子どもの母親の

ＥＡは，葛藤前場面と葛藤場面とで差異がないであろ

う。

②母子葛藤場面で不快情動が継続するタイプの子ども

の母親のＥＡは，葛藤前よりも葛藤後のほうが低いで

あろう。反対に，不快‘情動が沈静化するタイプと表出

されないタイプの子どもの母親のＥＡは，葛藤前場面

と葛藤後場面とで差異がないであろう。

③不快情動が継続するタイプの子どものＥＡは，葛藤

4）情動調整プロセスの個人差と各変数との関連についての以下仮説

２～仮説４の中で，不快情動が沈静するタイプと表出されないタ

イプにおいては，両者とも何らかの'情動調整が生じたと考えら

れ，両者の差異を理論化することが困難であった。本件につい

ては，得られた結果によって考察を行うこととする。
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前場面よりも葛藤後場面のほうが低いであろう。一

方，不快情動が沈静化するタイプと表出されないタイ

プの子どものＥＡは，葛藤前場面と葛藤後場面とで差

異がないであろう。

仮説４:情動調整プロセスの個人差による，母親ＥＡと子

どもＥＡの関連の差異

母親ＥＡと子どもＥＡとの関連は，情動調整プロセス

の個人差によって異なるであろう。具体的には，「継続

型」の母親ＥＡと子どもＥＡは正の相関が弱いであろう。

一方「沈静型」及び「非表出型」の母親ＥＡと子どもＥＡ

は正の相関が強いであろう。

方 法

調査対象東京近郊に在住の２歳前半（平均月齢26.4

カ月：Range24-31カ月，男児20名，女児21名）の子

どもとその母親41組を対象とした。第一著者の複数の

知人の紹介によって調査協力者を集めた。２歳代は,言

語や自我意識の発達が特に著しく，月齢の違いによって

情動調整のあり方に違いがあることが想定されるため，

本調査では２歳前半に限定した。きょうだいの有無に

よって母子関係性が異なることが予想されるため，本調

査では全員きょうだいのいない第１子とした。母親の特

性は，年齢が平均32.5歳（Range26-41歳)，職業につ

いては専業主婦が28名（68.3％)，フルタイム勤務者が

6名（14.6％)，非常勤やパート勤務者などが７名

(17.1％）であった。

調査時期平成１２年７月～平成12年９月

手続き（１）観察場面：観察者（第一著者）１名が，

被験者宅を訪問し，約23分間の観察場面をビデオ録画

した。子どもへの苦痛が強過ぎないこと，日常生活場面

においても起こり得る状況であること，さらには母親の

行動によって子どもの不快情動が生じる母子葛藤場面と

いう観点から，以下の実験的観察場面を設定した。「観

察者が持参したおもちやを用いての母子自由遊び(場面

Ａ：１０分間）後に，母親が子どもに「時間になったから

片付けるね」と告げ，バッグの中におもちやを片付け，

片付け終えた後，母親は子どもの相手をする（場面Ｂ：

3分間)。その後，母親が再度バッグからおもちやを出

し，おもちゃを用いて母子自由遊び（場面Ｃ：１０分間）

を行う」。以下場面Ａを「母子葛藤前場面｣，場面Ｂを

｢母子葛藤場面｣，場面Ｃを「母子葛藤後場面」とする。

(2)調査実施までの手順：調査の主旨と手順を記入した

ものを書面で被験者へ郵送した。その中で，観察場面で

は子どもに泣きなどの不'快情動が生じることが想定され

ること，非常に強い不』決情動が生じた際には観察を中断

すること，子どもが楽しい気持ちで遊びを終えることが

できるように配慮することを説明した。観察実施前に

は，日頃子どもが遊ぶおもちや類を目に付かない場所に

片付けるよう依頼した。（３）実験用具：おもちや４種

類：ミッキーとミニーのぬいぐるみ，ままごとセット

(ガスレンジ，まな板，フライパン，皿２枚，フォーク

2本，包丁，食べ物の模型数種類)，音の出る電話機，

マグネットで連結可能な車３台のセット，上記おもちや

を入れるナイロン製のバッグ（ファスナーで閉めること

が可能なものを用意した)。

分析方法（１）子どもの不'決情動状態の評定：場面Ｂ

における，子どもの不快情動の状態を，HedonicTbne

Scale（Easterbrooks＆Ｅｍｄｅ,1983）によって評定を行っ

た。この尺度は，表情や声のトーンの状態に基づいて総

合的に情動状態の評定を行うものである。場面Ｂを１０

秒ごとに区切り一単位とし，その中で最も主要な子ども

の不快情動を評定した。評定の基準は4.明らかな不快

～1.不快情動なしの４段階評定である。ランダムに選ん

だ１０ケース（179単位）について，筆者以外の心理学専

攻の大学院生１名が評定を実施し，評定者間一致率を算

出した結果Ｋ＝､７４であった。

（２）ＥＡの評定：①EmotionalAvailabilityScale：Ｅｍｏ‐

tionalAvailabilityScale（Biringen,Robinson,＆Ｅｍｄｅ，

1998）に基づいて，母親と子どもそれぞれについてＥＡ

の評定を行った。母親のＥＡはsensitivity(感受性：９段

階)，structuring(提案や規則を与えることで枠組を作

る：５段階)，nonintrusiveness(押しつけがましくない：

5段階)，nonhostility(敵意のなさ：５段階）の４つの下位

尺度，子どものＥＡはresponsivenesstoparent(反応性：

7段階)，involvementwithparent（親をやり取りに関わ

らせる：７段階）の２つの下位尺度から構成される5)。②

評定対象場面：母親のＥＡは，場面Ａ，Ｂ，Ｃをそれぞれ

評定対象とした。一方，子どものＥＡについては，場面

Ｂで子どもが何らかの不‘決情動を表出することが想定さ

れるため，子どものＥＡを評定するには適切ではないと

判断し，場面Ａと場面Ｃのみをそれぞれ評定対象とし

た。③信頼性：ランダムに選んだ14ケースについて，

筆者以外の心理学専攻の大学院生１名が，母親・子ども

5）各尺度の評定基準を要約すると，sensitivity＝「母親自身が，そ

の状況にふさわしい，純粋で本物な情動を表現すると同時に，

子どもの示す情動的サインを正しく理解し，タイミングよく応

答する｣。structuring＝「子どもとのやり取りの中で，子どもを

支持する枠組やきまりを与え，その手がかりや提案は一貫して

おり，かつ強制的でも，押しつけでもない雰囲気を持つ｣。non‐

intrusiveness＝「子どもに対して指示的，過保護的ではなく，与

える刺激も多すぎず，子どもが自律的でいることを干渉しない｣。

nonhostility＝「不満，苛立ち，怒り，退屈さという感情が表面

的にも潜在的にも存在しない｣。responsivenesstoparent＝「母親
と一緒にいることを楽しみ，母親の提案，質問，コメントに対

して喜びや熱心さを伴って応答する」。involvementwithpar‐
ent＝「母親に質問したりおもちゃを示したりすることで，母親

をやり取りに関わらせようとし，打ち解けた雰囲気や肯定的な

感情を伴う｣。



分類

対象物へ

焦点化

した行動

慰撫行動

注意を他に

そらす行動

その他
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Tableｌ母子の信動調整行動カテゴリー

子どもの情動調整行動 母親の情動調整行動

カテゴリー 内容 カテゴリー 内容

対象物への執着おもちゃバッグに触ることなく，
単純な説得単純または強制的な言い回し

（受身的） 泣 く ， ぐ ず る
Ｐ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝‐ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●

対象物への執着おもちゃやバッグに働きかけるおもちゃの擬人化，子どもが受け入
（積極的）

.________________________一___________________---.洗練された説得れやすい方法の提示，片付けなけれ
対象物への執着言葉で片付けることの拒否やまだ ばならない理由の説明
（言葉随伴的）遊びたいことの要求をする。

身体的慰撫母親から始めた，身体的接触による母親への行動慰撫を求める行動や発話
（慰 撫要求）（母親が始める）慰撫

●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●

身体的慰撫子どもから求められての，身体的接
自己慰撫自分の身体や衣服の一部を触る。

（子どもが求める）触による慰撫

子どもの気持ちや行動について言っ

受容たり，問う

子どもの言葉をそのまま返す

おもちゃやバッグから子どもの意識
他の物を指差す，周囲を歩き回る，

気紛らわ し注意のそらしをそらすよう，他の物を示したり他
体の動きを止めて何かを見る

の活動を提案する
印一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－一一ーーー一ー－一一一一一一一一一一ーー‐ー一一一一一一ーーーーー一一一ーー一一一一ーー一一一一ー一一一‐ーーー一一ーｰ一一一一ーーーーーー｡

母親の働きかけ，または自分で始
他 の活動他の活動

めた活動を行うが，乗り気ではな母親が始めた他の活動をする
（消極的）（母親が始める）

い
●一一一一‐ー一一一一‐ー一一ー一一一一一一一一一ｰ‐一一一一一一－－一一一一一一一一一一ー‐一一一一一一－－ーーーーーー一一－－‐ー一一一一－－一一一一ーーー一一‐－－－－一一一一一一ーーーーーーーー一一●

他の活動他の活動に楽しそうに熱中して関他の活動

（積極的）わる（子どもが始める）子どもが始めた他の活動をする
●一一一一一一一一－－一一一一一一－－一一一一一一ーｰ‐‐一一一一ーー－－－－一一一一一一一一一ー－－一一‐ｰーーーーーーーー一一‐ーーー一一一一一一ーーーーーーーー一一ーｰーー一一一一ーーーーーーーーーー色

おもちやへの前の場面で遊んだおもちやや内容おもちやへの前の場面で遊んだおもちやや内容に
言及について話す言及ついて話す

特に何もしない，または子どもの情母親への行動たたく，噛むなどの攻撃的な行動消極的な関わり
（攻撃的）動調整に役に立たない発話や行動

ｃ-－一一一一－ー一一一一－－--一一一一一一一一一一一一一一一＝－－－－一一一一－－一一一一一一一一‐‐一一一ｰー‐一ー一一一一ーー一‐一ー－－‐ー一一ーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一ーーーーーー■

その他その他（評定不可能な場合も含む）その他情動調整には関係のなし､活動や発話

のＥＡを評定した。その結果，評定値が完全に一致した

率は母親が.５０～.93，子どもが.７１～.９３であった（なお

1段階のズレを許容すれば，一致率は母子とも.９３～1.0

となるので，ズレはさほど大きなものではない)。不一

致のＥＡ値は協議の上決定した。

（３）情動調整行動の評定：場面Ｂにおける母親と子ど

もの行動を，子どもの不'快'情動を変化させるための「情

動調整行動」とみなし，Grolnickら（Grolnicketa1.,

1996;Grolnick,Kurowski,＆McMenamyJ998）の研究を

参考に，母親と子どもそれぞれについてカテゴリーを作

成した。さらに，母親と子どもの情動調整行動カテゴ

リーに共通する分類を設定した（Tableｌ)。場面Ｂの約

3分間を10秒ごと一単位とし，そこで最も主要な行動

一つを評定した。「母親への行動（慰撫要求)」や「身体

的慰撫」などの身体的接触を伴う行動は，他の行動と生

起する場合が多かった。この場合は最初に身体的接触行

動が生起した際には身体的接触行動を優先的に選択し，

その後も継続し，他の行動カテゴリーが存在する際には

身体的接触行動以外を選択した。ケースによって場面Ｂ

の時間の長さに変動があり，単位数に幅がある（range

l2-21）ことから，各ケース総単位数に占める各カテゴ

リーの生起単位数の割合を算出した。ランダムに選んだ

１０ケース計179単位について，筆者とは別の心理学専

攻の大学院生１名が評定を実施し，評定者間一致率を算

出した結果，母親行動カテゴリーでＫ＝､76，子ども行動

カテゴリーでＫ＝､79であった。不一致の行動カテゴリー

は協議の上決定した。

結果

1．不快情動変化タイプの分類（仮説１の検証）

場面Ｂでの子どもの不快'情動変化をグラフ化し，その

形状を検討したところ，場面Ｂ開始後１分（６単位）以

内に不’快情動値が２以上になるか，ならないか，及び７

単位以降に明らかな不快情動がない状態が２単位以上継

続するか，しないかという基準によって，２つのケース

以外は「継続型｣，「沈静型｣，「非表出型」の３タイプに

分類された。２つのケースは，場面Ｂ開始後１分30秒（９

単位）以内に，不快情動値２以上が２単位以上継続せず，

10単位以降に不快情動値が２以上になるというパター

ンを示し，これを「後発型」と分類した。各不快情動変

化タイプの特徴と分類基準，′性別及び月齢グループ別に

分類された子どもの数の結果をｎｂｌｅ２に示した。「後発

型」は分類された人数が少なく，場面Ｂのはじめに明ら

かな不快情動が表出されないことから「非表出型」の変

形とも考えられる。従って，以下タイプ別の検討におい

ては「後発型」を除外し，「継続型｣，「沈静型｣，「非表出

型」について行った。不快情動変化タイプと性別及び月

齢グループについては有意な関連はなかった（性別：ｘ２

(2)＝1.24,ｐ＞､10,月齢：ｘ２(2)＝､64,'＞・10)。不’快情

動変化タイプが主に３つに分かれることは、仮設１を支
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Table２不快債動変化タイプ?分類の特徴分類墓墳分類結果(jV=41）

注．・表中数値は人数

・分類基準の中での「単位」とは，場面Ｂを１０秒ごとに区切った時間単位を指す。
・各タイプごとに，複数の分類基準を全て満たす必要がある。

'性別月齢グループ
不快情動

変化タイプ
合
計

mble3不快情動変化タイプF1／子どもの信動調整行動生起頻度平均値の比鞍(標準偏差値）

特徴 分類基準 男女２４～２７～

児児２６カ月３１ヵ月

継続型

(１V＝17）

場面Ｂ初期から，不快情動

の表出があり，場面Ｂの終

わりまで沈静化せず，続く

･場面Ｂ開始後６単位以内に，不快情動値２以上になる。

･場面Ｂ開始後６単位以降，不快情動値１（明らかな不

快情動がない）が２単位以上継続しない。

･場面Ｂ最後の１単位は不快情動値２以上。

･場面Ｂ開始６単位以内に，不快情動値２以上になる。

･場面Ｂ開始後６単位以降，不快情動値１（明らかな不

快情動がない）が２単位以上継続する。

･場面Ｂ開始後９単位以内は不快情動値２以上が２単位

以上継続しない。

･場面Ｂ開始９単位以降は，不快情動値２以上

･場面Ｂ開始後６単位以内は，不快情動値１（明らかな不

快情動がない)。

･場面Ｂ開始後６単位以降，不快情動値２以上が２単位

以上継続しない。

｢継続型」 1０７１１６１７

場面Ｂ初期に不快情動の表

出があるが，途中で沈静化

する。

｢沈静型」 ５７６６１２

場面Ｂ初期には不快情動の

表出はないが，後半に不快

情動が表出される。

｢後発型」 １１１１２

場面Ｂ全体を通して，不快

｢非表出型」情動の表出が継続しない。

6）生起頻度の分布に偏りがあったため，クラスカル・ウォリス法

によって差の検討を行った。５％水準以下の有意な差があった行

動カテゴリーについて，下位検定（マン・ホイトニーの検定）を

行い，ボンフェロニの不等式による修正を行った上で有意性を

検討した。
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Ｘ

点化した行動」であり，「沈静型」では母親の「注意を他

にそらす行動」及び｢慰撫行動｣，「非表出型」では母子

ともに「注意を他にそらす行動」及び母親の「慰撫行動」

であった。これは仮説２を支持した。

3．情動調整プロセス個人差と，ＥＡの変化との関連

（１）母親ＥＡの変化(仮説3-①及び②の検証):不快情

動変化タイプ別に，各場面での母親ＥＡ値の平均値を

Figurelに図示した。タイプ別に，場面間での母親ＥＡ

の変化を検討するため，母親の各ＥＡ値を従属変数とし，

タイプ（継続型，沈静型，非表出型）と場面（場面Ａ，

場面Ｂ，場面Ｃ）を独立変数とする２要因の分散分析を

行った。その結果sensitivity(Ｆ(4,72）＝5.83,Ｐ＜,01）

とstructuring(Ｆ(4,72)＝4.78,'＜､01）において，タイ

持した。

2．不快情動変化タイプと情動調整行動との関連(仮説２

の検証）

不'快情動変化タイプによる，母子の‘情動調整行動の生

起割合の差異を検討した結果6）をTable３．４に示した。

各不快情動変化タイプに特徴的な情動調整行動につい

て，「継続型」は母親では「単純な説得｣，子どもでは「対

象物への執着（積極的)」という，母子とも「対象物に焦

、.ｓ･

継続＞沈静＊*，継続＞非表出＊＊

継続＞非表出＊，沈静＞非表出＊＊

、.ｓ

、.ｓ

非表出＞継続＊＊

ｎ.ｓ

非表出＞継続＊*，非表出＞沈静＊

、.ｓ

、.ｓ

非表出＞継続＊*，非表出＞沈静＊

沈静型

Ｗ＝12）

非表出型

(jV＝10）
情動調整行動

リ

多重比較

注．表中の数値は，被験者ごとの総単位数に占める，各情動調整行動の生起単位数の割合についての平均値，（）内は標準偏差。
秒く.１０やく.０５＊やく.0１

対象物への執着（受身的）

対象物への執着（積極的）

対象物への執着（言葉随伴）

母親への行動（慰撫要求）

自己慰撫

気紛らわし

他の活動（消極的）

他の活動（積極的）

おもちゃへの言及

母親への行動（攻撃的）

その他

５．６０（7.64）

41.77（28.76）

32.89（31.19）

８．５８（15.32）

１．６３（5.47）

３．０９（7.25）

０．００（0.00）

０．００（0.00）

ｑＯＯ（0.00）

１．６３（5.47）

４．８１（6.83）

７．６８（10.46）

12.12（15.79）

21.17（18.43）

15.52（18.72）

７．４１（17.94）

13.30（18.70）

６．０８（15.00）

６．１８（11.78）

３．５６（7.35）

１．６５（3.17）

５．３１（7.78）

０．００（0.00）

７．９５（10.90）

３．２２（5.18）

７．４０（9.34）

５．３６（10.28）

20.03（13.88）

５．６９（14.95）

29.03（24.48）

２．０１（4.23）

０．００（0.00）

19.32（12.67）

6.95＊

14.91*＊

10.85*＊

１．６５

1.24

13.81*＊

5.87＋

20.01*＊

４．４６

2.66

12.25*＊
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継続型

UV＝17）

沈静型

Ｗ＝12）

非表出型

Ｗ＝１０）
情動調整行動 多重比較Ｘ

５
４

評
定
値

単純な説得

洗練された説得

身体的慰撫（母親始める）

身体的慰撫（子ども求める）

受容

注意のそらし

他の活動（母親始める）

他の活動（子ども始める）

おもちゃへの言及

消極的な関わり

その他

34.23（20.70）

14.73（22.03）

４．６３（8.42）

４．１９（8.70）

８．８６（11.27）

３．５０（7.24）

０．３３（1.35）

０．００（0.00）

１．０５（3.06）

11.13（17.02）

17.32（12画89）

（8.19）

(13.36）

(10.77）

(12.68）

(14.57）

(12.69）

(17.13）

（0.00）

（7.60）

（6.48）

（8.53）

（5.90）

（4.59）
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（4.99）

(13.50）

（8.54）

(22.46）
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（7.03）

（7.58）
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プと場面との有意な交互作用が認められた。タイプ別に

場面の単純主効果の検定を行った結果，「継続型」では

sensitivityにおいて場面の有意な主効果（Ｆ(2,32）

＝5.89,’＜,01)，「沈静型」ではsensitivity（Ｆ(2,22）

＝9.95,’＜､01）とstructuring（Ｆ(2,22)＝6.95,力＜,05）

において場面の有意な主効果が認められた。

sensitivityとstructuringそれぞれについて，場面Ａを

対照としたダネット法による多重比較を行ったところ，

sensitivityは｢継続型」で場面Ａよりも場面Ｂが有意に低

く（Ｆ(2.32)＝5.89,ｐ＜､01)，「沈静型」で場面Ａよりも

場面Ｂが有意に高かった（Ｆ(2,22）＝9.95,’＜､01)。

structuringは「沈静型」で場面Ａよりも場面Ｂが有意に

高かった(Ｆ(2,22)＝6.95,’＜､05)。sensitivityとstruc‐

注）表中の数値は，被験者ごとの総単位数に占める，各情動調整行動の生起単位数の割合についての平均値， 内は標準偏差。

.》＜､１０＊，＜,０５＊*，＜､０１

母子相互作用場面における２歳児の情動調整プロセスの個人差

turingとも，場面Ａと場面Ｃとの間に有意な差異は認め

られなかった。nonintrusiveness及びnonhostilityについ

ては，いずれの主効果及び交互作用も有意でなく，タイ

プや場面による有意な差異は認められなかった。以上よ

り，「継続型」の母親ＥＡは場面Ａよりも場面Ｂで低く，

｢非表出型」の母親ＥＡは場面Ａと場面Ｂとで差異がない

という結果は仮説3-①と一致したが，「沈静型」の母親

ＥＡが場面Ａよりも場面Ｂで高いという結果は仮説3-①

と異なった。さらに母親ＥＡの場面Ａと場面Ｃとの変化

について，母親ＥＡ下位尺度全てにおいて，不’決情動変

化タイプによる差異がなかった結果は仮説3-②と異

なった。

（２）子どもＥＡの変化（仮説3-③の検証)：不快情動変

３

２

場面Ａ場面８場面Ｃ 場面Ａ場面Ｂ場面C

Figurel各場面での，不快債動変化タイプ別母親ＥＡの平均値
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一 一 継 続 型
（N=17）

－←沈静型
（N=12）
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（N=10）

場面Ａ場面Ｃ 場面Ａ場面C

Figure2場面Ａ・場面Ｃでの，不快情動変化タイプ別子どもＥＡの平均値

Table5俳表辻Ｉ型(/の母親ＥＡと子どもＥＡとの栢関係数(jV＝１０）

､82*＊

､57

.36

.61

子どもＥＡ（場面Ａ） 子どもＥＡ（場面Ｃ）

２
９
９
１

６
２
０
５

'＜､01)，「非表出型」でsensitivityとresponsivenessで有

意な正の相関（γ＝､82,’＜､01）が認められた。さらに

場面Ｂでの母親ＥＡと，場面Ａ及び場面Ｃでの子ども

ＥＡとの関連については，「継続型」及び「沈静型」では

いずれのＥＡ下位尺度間でも有意な相関が認められず，

｢非表出型」ではnonhostility以外の母親ＥＡと，場面Ａ

及び場面Ｃでの子どもＥＡ下位尺度全てとに有意な正の

相関が認められた。「非表出型」の各場面における母親

ＥＡと子どもＥＡとの相関係数を'Elble5に示す。

以上より，「継続型」では各場面で母親ＥＡと子ども

ＥＡに正の相関がなく，「非表出型」では各場面で母親

ＥＡと子どもＥＡに正の相関があった結果は，仮説４を支

持した。一方「沈静型」について，場面Ｃで母親ＥＡと

子どもＥＡに負の相関があった結果は仮説４を支持しな

かった。

考 察

1．各不快情動変化タイプの２歳児と母親の情動調整の

特徴

「継続型」の子どもの情動調整行動では，泣いたりぐ

ずりながらも，おもちやを取り戻そうとしたり，バッグ

を開けようとする積極的な行動が他タイプよりも多いこ

発達心理学研究第１５巻第２号

U

respons1ve involvement

化タイプ別に，場面Ａと場面Ｃでの子どもＥＡ値の平均

値をFigure2に図示した。タイプ別に，場面Ａと場面Ｃ

での子どもＥＡの変化を検討するため，子どもの各ＥＡ

値を従属変数とし，タイプ(継続型，沈静型，非表出型）

と場面（場面Ａ，場面Ｃ）を独立変数とする２要因の分

散分析を行った。その結果，子どもＥＡの下位尺度全て

において，いずれの主効果及び交互作用も有意でなく，

タイプや場面による差異は認められなかった。この結果

は，子どもＥＡにおいて．不'決情動変化タイプによる変

化の差異があるとした仮説3-③と異なった。

4．情動調整プロセス個人差による，母親ＥＡと子ども

ＥＡの関連の差異（仮説４の検証）

不快'情動変化タイプによって，母子ＥＡの関連に差異

があるかを検討するため，タイプ別に，各場面での母親

ＥＡと子どもＥＡとの相関係数を算出した。まず，場面Ａ

では，「継続型」及び「沈静型」でいずれのＥＡ下位尺度

間でも有意な相関が認められず，「非表出型」でsensitiv‐

ityとresponsiveness（γ＝､８３，，＜,０１)，structuringと

responsiveness（γ＝.71,力＜,05）で有意な正の相関が認

められた。次に場面Ｃでは，「継続型」はいずれのＥＡ下

位尺度においても有意な相関は認められず，「沈静型」

でnonhostilityとinvolvementで有意な負の相関(γ＝-.73,
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母子相互作用場面における２歳児の情動調整プロセスの個人差 1９１

とが特徴的であった。この行動を，不快情動の原因を除

去しようとする計画的な問題解決的な行動とするには未

熟ではあるが，生後２年目後半以降に増える（Kopp，

1989）問題解決的行動に近いものと考えることもできる

であろう。さらに，泣いたりぐずるだけの行動頻度には

タイプによる差異はなく，対象物に働きかける行動頻度

で，「継続型」の子どもが他タイプよりも多かったこと

は，泣いたりぐずる行動にも，自己の不快な情動を発散

し，次の積極的な行動へ移っていくという情動調整的働

きがあると考えることもできよう。不'快情動の発散の働

きを実証するためには，不'決情動の表出後に，子どもが

どのような行動を示すのか，時系列的手法によって詳細

に検討することが今後必要である。一方このタイプの子

どもの母親は，おもちやを片付けることを拒否し泣き続

ける子どもに対して，強制的な口調や単純な言いまわし

による説得が，他タイプの子どもの母親よりも多かっ

た。

「沈静型」の母親の情動調整行動では，母親自身が始

める身体的慰撫と，子どもの注意を他にそらそうとする

行動が他タイプの母親よりも多かった。子どもの情動調

整行動の中で，母親へ慰撫を求める行動や，気紛らわし

行動という，子ども側からの働きかけである行動頻度に

は，このタイプの子どもが他タイプよりも有意に多いと

いう特徴は認められなかった。従って「沈静型」では，

子どもは葛藤場面最初に不快情動を表出し，母親は子ど

もの不快情動を沈静しようとの積極的な働きかけを行う

という母子の特徴が示唆される。これは，一旦表出され

た子どもの不'決情動の調整には，母親の働きかけや支え

を必要とするという２歳児の情動調整の特徴の一つを表

していると言えよう。

「非表出型」の子どもの’情動調整行動では，おもちゃ

以外に注意を向け，子ども自ら始めた他の活動を積極的

に行うという行動が他タイプの子どもよりも多いことが

特徴的であった。このタイプの母親の情動調整行動で

は，子どもが始めた他の活動を行うことが他タイプより

も多く，子どもの気持ちや行動への言及である「受容」

が｢継続型」の母親よりも多かった。この結果から，子

どもはおもちゃを片付けられてしまった状況でも，楽し

いものにしようとする行動主体'性や能動性を発揮し，母

親がこれらに寄り添い，行動や言葉によって受け止める

という「非表出型」の母子の特徴が示唆される。これは，

フラストレーション状況でも大人の助けを借りながら，

他のものに注意を向けたり，他の活動を積極的に行うこ

とが可能になり始めるという２歳児の‘情動調整の特徴の

一つ（Grolnicketa1.,1996）であるとも言える。

2．情動調整プロセスの個人差とＥＡの変化との関連

母親のＥＡについて場面Ａと場面Ｂを比較すると，「継

続型」では場面Ａよりも場面Ｂのほうが低く，「沈静型」

では場面Ａよりも場面Ｂのほうが高いという対照的な結

果となった。子どもが泣き続けるか泣き止むかという不

快情動の存在が，母親のＥＡに影響した可能性も考えら

れよう。しかし，「継続型」も「沈静型」も場面Ｂの最初

には，子どもの不快情動が存在する点では同じであるこ

とを考慮すれば，場面Ｂで子どもの不'決情動が沈静化し

たことには，場面Ａ以上に高い場面Ｂでの母親のＥＡが

影響したと考えられる。「沈静型」の母親のＥＡの中でも

sensitivityとstructuringで，葛藤場面のほうが葛藤前場

面よりも高いという結果は，情動調整がまだ完全に自律

的なものではなく，葛藤場面では母親の情動的な応答性

や支えが必要であるという２歳児の'情動調整の特徴を表

していると言えよう。

母親のＥＡの場面Ａと場面Ｃの変化には，情動変化タ

イプによる有意な差異はなかった。「継続型」では，母

親自身の「持ち越し効果」によって，母親ＥＡは場面Ａ

よりも場面Ｃのほうが低くなることを予測したが，結果

では有意な差異はなかった。このことは，場面Ｂで低下

した「継続型」の母親のＥＡが，場面Ｃで再び場面Ａの

水準に戻ったことを示していよう。その理由としては，

場面Ｂの母子葛藤場面が一時的な実験的観察状況である

ため，場面Ｂで低下したＥＡは，母親自身においては次

の場面にまで持ち越されるほどの影響はなかった可能性

も想定される。

子どものＥＡについて，各‘情動変化タイプで場面Ａと

場面Ｃの変化に有意な差異がなかった結果も，仮説と異

なった。特に「継続型」では，場面Ｂで継続する不’決情

動の「持ち越し効果」によって，場面Ａよりも場面Ｃで

ＥＡが低下すると予測したが，結果では場面Ａと場面Ｃ

との差異はなかった。この結果は，stillface場面を子ど

ものフラストレーション場面とした先行研究の結果とも

異なる。その理由としては，stillface場面とは異なり，

場面Ｃではおもちやが存在するため，場面Ｂで不快情動

が継続しても，おもちやで再び遊ぶという子どもの目前

の要求が満たされ，場面ＣでのＥＡの低下とはならな

かった可能性が考えられる。

母子ＥＡの場面Ａと場面Ｃの変化に，情動調整タイプ

間で有意な差異がなかった理由を確証するためには，例

えばstillface場面のようにおもちやがない状況や，日常

生活の中での母子葛藤状況など，複数の場面設定での検

証が必要である。

3．情動調整プロセスの個人差による，母子ＥＡの関連

性の差異

葛藤外場面で，「継続型」及び「沈静型」の母子ＥＡに

正の相関がなかった結果については，例えば母親が遊ぶ

ことの楽しさを表出していても，子どもがおもちゃに熱

中し，母親へ向ける楽しさの情動が少なかったり，ある

いは子どもが母親と遊ぶ楽しさを表出していても，母親
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が観察場面であることを意識して楽しさを抑える場合な

どが考えられよう。一方「非表出型」では，葛藤外場面

での母親のsensitivity及びstructuringと子どもの

responsivenessとに正の相関が認められたことから，お

もちゃ遊びをする中で，母親の示す楽しさや提案に，子

どもも生き生きとした楽しさを表出しながら母親に応答

するという，母子相互で快情動が連動している姿が示唆

される。こうした「非表出型」の母子ＥＡの正の相関が、

おもちやよりも母親と遊ぶことへの子どもの関心の結果

であるとしても，葛藤外場面で母子ＥＡの連動すること

が，葛藤場面でも自ら楽しいものにしようとする子ども

の自発'性や能動‘性に関連があることが示唆される。さら

には，母子間で快情動を共有することが子どもの道徳心

や誇りという情動発達に重要とのＥｍｄｅ,Johnson,＆

Easterbrooks（1988）の指摘と関連があることも示唆さ

れよう。

葛藤場面での母親のＥＡと，葛藤外場面での子どもの

ＥＡ間においても，「非表出型」のみで正の相関が認めら

れた。以上から，’情動を表出し読み取るというＥＡが，

場面を超えて母子間で連動し合うことが，葛藤場面で子

どもの不快情動が表出されないことに関連していること

が示唆される。

葛藤後場面における「沈静型」では，nonhostilityと

involvementとに負の相関が認められたことから，葛藤

場面では子どもの不快情動を沈静化しようと積極的に働

きかけた母親が，葛藤後場面では子どもが母親に働きか

けようとすると苛立ちや不満を持つと言えよう。これ

は，葛藤場面では子どもを支えるが，子ども一人でも遊

べる状況では子どもの自発性や能動性を望むという，こ

のタイプの母親の感‘情の表れと解釈できるかもしれな

い。

４．まとめと今後の課題

以上から次のことが２歳児の情動調整プロセスの特徴

として結論できる。

「継続型」の子どもの情動調整行動の特徴から，２歳児

は不快清動が継続する場合でも，不快情動の原因を除去

しようとの積極的な働きかけを行う。「沈静型」の母親

が，葛藤場面での子どもの不快'清動を沈静させようと積

極的な働きかけを行うこと，さらに母親のsensitivityと

structuringが葛藤場面で高くなることからも，２歳児が，

一旦表出された不快情動を沈静するには，母親の行動及

び情動の両面での助けを必要とすると言えよう。

「非表出型」の子どもは，葛藤場面で自ら気紛らわし

や他の活動を行い，母親はこのような子どもの自発性や

能動性に寄り添っていた。従って２歳児は，不快'情動が

強くない場合には，母親に支えられながらの自律的な調

整が可能であることが示唆された。さらに葛藤場面及び

葛藤外場面での母子のＥＡが連動することが，葛藤場面

での子どもの不‘決情動のなさに影響する可能性も示され

た。

本研究の問題点と今後の課題について次の３点を述べ

る。第１に，今回子どもの不快情動の有無を，明らかな

泣きやぐずりの有無という観点のみで把握した点であ

る。年齢とともに情動表出と主観的感情との元離が大き

くなる（Ａｂｅ＆Izard,1999）ため，今後は不快情動の測

定にあたっては生理学的指標や表情の詳細な分析の併用

も検討する必要がある。第２に，母親の応答的な働きか

けが子どもの不快情動が沈静する契機となったのか，そ

の因果関係を証明するためには，子どもの不快'情動が沈

静化した前後での母子の情動調整行動の時系列的な分析

が必要である。第３に，情動調整プロセスの個人差とし

て見出した各タイプが，社会情緒的発達の面でどのよう

な意味を持っているのか，本研究の中では言及できない

点である。本調査での情動調整プロセスの個人差の発達

的変化や，社会情動的能力や精神的適応度との関連性に

ついての縦断的な研究が今後の課題として残る。
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女子青年がもつ現在の対人的枠組みと生育史に記述された

母親及び友人との関係の質との関連

山岸明子
(順天堂医療大学医療看護学部）

過去の対人関係に関する再構成が現在の対人的枠組みの影響を受けるのかを明らかにするために，そ

の両者の関連を97名の女子短大生を被調査者として検討した。現在の対人的な枠組みは内的作業モデル

が安定しているか－不安定かの観点から質問紙によってとらえ，過去の対人関係のとらえ方は，本人が

自由に記述した生育史から母親及び友人との関係の質を愛着の安定性・不安定性の観点から査定したも

のを用いた。主な結果は次の通り：１）現在の安定した枠組みと回避的な枠組みに関しては，自らの生育

の過程についての語りが関連していたが，不安な枠組みでは関連が見られなかった。２）過去の葛藤関係

の記述は，現在の枠組みとの関連が弱かった。３）母親一友人との関係の認知は共通の傾向をもつ部分と

異なる部分が見られた。４）現在の対人的枠組みと自らの生育の過程についての語りの関連は，現在の枠

組みの安定性が低い群の方がより強く，特に回避群の語りには問題があるものが多かった。以上の結果

について愛着理論や自伝的記憶の研究と関連させて，考察がなされた。

【キー・ワード】対人的枠組み，生育史，安定愛着，母親との関係，友人との関係

問題と目的

過去に経験された対人関係の回想と，その人の現在の

あり方はどう関連しているのだろうか。愛着に関する研

究は，幼少期の対人関係と後にもたれる対人的枠組みの

関連に関する問題を理論化し，実証的な検討が進められ

ている。

Bowlby（1973/1977,1980/1981）によれば，乳幼児は

愛着対象との相互作用を通して愛着対象への近接可能性

や情緒的応答性等に関する期待を形成し，それに基づい

て「愛着対象と自己の有効'性」に関する内的表象（内的

作業モデル：Internalworkingmodels:以下ＩＷＭと表記）

を構成するとされる。そしてその内的表象を用いて愛着

に関連した'情報を処理し，対人的行動を行うようにな

り，それは他の対人関係一般にも広がって，その人独自

の「他者と自分，その関係についての作業モデル｣－各

自の対人的な枠組みとして生涯にわたって用いられると

される。

Mai､,Kaplan,＆Cassidy（1985）はBowlbyのこの考え方

に注目し，成人愛着面接（AdultAttachmentlnterview：

以下AAIと表記）を考案し，またHazan＆Shaver（1987）

は乳幼児期の３タイプに対応するＩＷＭ－自他の有効

性に関するタイプをとらえる質問紙を作成した。この２

種類の方法を用いて1980年代後半から成人愛着に関し

て多くの研究がなされたが，その中で青年や成人がもつ

ＩＷＭと彼らの過去の対人関係のあり方が次の２つの形

で取り上げられている。

その一つは青年・成人期のＩＷＭ－対人的な枠組み

と，年少の時期における親子関係のあり方とを別のもの

としてとらえ，その関連を検討しようとする研究で，青

年・成人期のＩＷＭが各タイプである者が過去から現在

にかけてどのような関係をもったかが問題とされる

(Hazan＆Shaver，1987；Ｆeeney＆Nolle喝1990;山岸，

1994；久保田，1995等）。年少の時期については回顧的

な方法によってとらえられる場合が多いが，そのような

方法で過去を充分とらえられるのかという問題や，回顧

された過去は必ずしも過去そのものではないという問題

がある。HenryｳMoffitt,Capsi,Langlay；＆Silva（1994）は

幼少期から縦断的に調査してきた者に対し，１８歳時に過

去を回顧させて，プロスペクティブな方法と回顧法の比

較をおこなっているが，有意な相関はあっても一致率は

高くなく，特に心理・社会的変数では一致が少ない傾向

がみられている。但し最近は大がかりな縦断的研究に

よって年少の時期から継続的に愛着の型を査定して，青

年・成人期のＩＷＭとの関連が検討されるようになって

いる（例えばZimmerman,Fremmer-Bombik,SpangleE＆

Grossmann，１９９５など)。

もう一つの研究はAAIを用いた研究である。ＡＡＩは幼

児期からの両親との愛着経験について語らせる半構造化

された面接で，過去の愛着経験の語りから現在の愛着に

関する心的状態が査定される。その際語りの内容より

も，語りの形式や構造一特に愛着経験を容易に想起で

きるかや，愛着経験に関して整合一貫性のある語りを構

成できるかに基づいて査定がなされる（日本では数井．
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遠藤・田中・坂上・菅沼（2000）がこの方法で検討して

いる)。AAIでは，語り手のもつＩＷＭによって過去の愛

着経験についての語りが異なると考えられているが，

ＩＷＭは過去の語りと概念的に一致していて過去の語り

方から操作的に定義されているために，両者の関連を実

証的に検討することはできない。

一方「現在の枠組み．とらえ方が過去の語りを規定す

る」という視点は，ライフストーリー研究や記憶研究に

も見られる。ライフストーリー研究は，過去の語りは，

過去に現実にあった経験がそのまま語られるのではな

く，その経験を意味づけ組織化されたものであること，

どのような経験が過去になされたかという事実だけでは

なく，それをどうとらえるかという現在のあり方が関係

していることを様々な形で示している（その展望として

例えばやまだ(2000）がある)。記憶研究においても，記

'億の再生には再生時の感情が関与するが，自伝的記'億で

もその傾向があること（神谷,1997)，自伝的記憶はその

時点で本人がもつ暗黙理論を利用して再構成されること

(Lewinsohn＆Rosenbaum，1987）等が報告され，現在

の自己を規準に想起され，現在の観点から過去が再構

築されることが示されている（高橋,2000;佐藤,2001)。

時には実際になかったことが構成化されて偽りの記憶

が想起されることも報告されている（Loftus＆Ketcham，

1994/2000)。現在の状況として対人的な枠組みを取り上

げた研究もあるが（例えば堀井・槌谷，1995；竹濯・小

玉，2000)，取り上げられた対人的記'億は断片的なもの

であるし，分析も肯定的一否定的の観点や記憶に付随

する感情の観点からなされており，対人的経験の質を問

うものではない。

本稿では，現在の対人的枠組みのあり方が過去の対人

的経験のとらえ方とどう関連するかを明らかにするため

に，その両者を愛着理論を参考にして分析し，実証的な

検討を行う。その際に，過去の愛着経験の語りから現在

の心的状態をとらえるAAIとは異なるアプローチをとる

ことにより，過去の対人関係に関する認知と，現在持っ

ている対人関係に関する表象モデルを別個のものとして

とらえた上で，両者の関連を明らかにする。方法論的に

は成人愛着の第一の研究に近いが，それらのように回顧

されたものは必ずしも実際の過去ではないという問題点

をもちつつ回顧資料を分析するのではなく，「現在の時

点で回顧された過去」（再構成化された過去）と「現在」

との関連を検討する。なおそのような問題は自伝的記憶

の研究領域でも検討されているが，本研究では対人的な

問題に焦点をあてて対人関係に関する記憶及び現在のあ

り方について，愛着理論を参考にしてより詳細な分析を

行った上で検討する。

現在持っている対人関係に関する表象モデルに関して

は，１）過去の語りとは独立にとらえられ，２）特定の他

者との関係に限らず，自分と他者一般，その関係のとら

え方一各自の対人的な枠組み－をとらえられるもの

として，Hazan＆ShaverによるＩＷＭの質問紙を取り上

げる。AAIとは，質問紙法であるという点で，また本人

の意識的な認知をとらえるものである点で異なってい

る。過去の対人関係に関する認知に関しては，本人によ

り記述された生育史を用いる。生育史の記述でとらえら

れるのは，意識化されている本人の認知であり，ある程

度自分の中で統合化された過去である。その意味で無意

識的な防衛を含むAAIの語りとはいくらか異なるが，生

育の過程を回顧し文章化する作業は，語ることを自分で

選択し，語る内容をモニターしながら語るという側面が

強く，現在の枠組みとの関連を見る上では適切な方法と

思われる。

山岸(2000）は，本人が自由に記述した生育史から現

在と過去の両方の母親との関係を分析し，発達と共に母

親との関係のとらえ方がどう変化するか，また現在と過

去の母親のとらえ方の関連を検討している。それは同じ

方法でとらえられた同一の対象一母親のとらえ方の関

連を検討しているのに対し，本研究が問題にしているの

は，生育史とは別にとらえられた現在の一般的な対人的

枠組みと，生育史に見られる過去の対人関係のとらえ方

がどう関連しているかである。なお過去の対人関係のと

らえ方に関しては，山岸（2000）の生育史のデータを用

い，新たな分析を加える。

本研究は青年期にある女子大学生を被調査者とする

が，大学生においては，自分の生育過程全体を視野に入

れて過去を振り返ったり，また自分の語りをモニターし

ながら記述することが比較的容易になされると思われる

からである（Habermas(2000）は青年期に一貫したライ

フストーリーを語る認知的力と社会・動機的な要求が発

達するとしている)。そして青年の両親等との関係のも

ち方や認知には性差があることが示されており（岡本・

上地，1999;菅，2002)，また女性の自己発達は他者との

関係性の中で進み（Lyons，1983；杉村,1998)，男子大学

生に比べ対人的な関心や志向をもちやすぐ（Gilligan，
1982)，女子大学生の方が対人関係をめぐる生育史を詳

細に記述することが予想されるため，研究の第一段階と

して本研究では女子青年だけを対象とする。

なお生育史には様々な人物が登場するが，母親と友人

以外の者は，記述がない場合もあり評定がむずかしいた

め，母親と友人との関係の質を分析する。幼少期から最

も愛着の対象になりやすい母親だけでなく，母親とは別

の形で親密な関係をもち特に青年期には重要な意味をも

つようになる友人との関係も取り上げることにより，過

去を構成化する際に２つの関係に関し同質の構成化をす

る傾向があるのか，それとも対象によって異なるのかの

検討も行う。なお母親との関係と友人との関係間の関連
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に関しては，Bartholomew＆Horowitz（1991）が，家族

との関係と友人との関係の両方に関するインタヴューを

行い，４つの愛着関係の評定値間に有意な相関が見られ

ることを報告しているが，本研究では，現在の関係間の

相関ではなく，過去を構成化する際に２つの関係に関し

同質の構成化をする傾向があるのか，それとも対象に

よって異なるのかの検討を行う。

本研究の目的は，過去の対人関係に関する再構成が現

在の対人的な枠組みの影響を受けるのかを明らかにする

ために，生育史に記述された母親と友人との関係の質を

愛着理論を参考に分析し，現在の対人的な枠組みとの関

連を検討することである。更に現在の枠組みが特に安定

している女子青年と特に不安定な女子青年を抽出し，彼

女たちが記述した生育史における対人関係はどのような

ものかの比較を行う。

方法

被調査者看護女子短大の３年生，９９名（年齢20～２１

歳)。内２名は全体的に記述が少なく評定が困難だった

ので,９７名を対象とした。

調査時期1994年５月

手続き「対人的関係の中でのパーソナリティの発達」

に関する発達心理学の講義の後に各自の生育の過程を書

くレポート課題を課し，約１０日後に提出させた。その

後，ＩＷＭの質問紙調査を行った。

生育史は，Ｂ４の用紙を４×３の欄に分割し，４つの時

期一乳幼児期，小学校時代，中学・高校時代，高校卒

業以降一それぞれに関し，以下の３つの観点別に自由

に記述してもらった。３つの観点は，対人的環境をどう

とらえ，どう感じていたか，まわりの他者はどういう意

味をもっていたかを直接的，間接的にとらえるためのも

ので，１）「どのような時期だったか（どのような赤ちや

ん，幼児，小学生…だったか)，どのように育てられ，

それをどう感じていたか」２）「どんなことがあったか

(自分にとって重要だったこと，楽しかった，嫌だった，

つらかったことetc.)」３）「自分にとってまわりの人（母

親，父親，兄弟，友人，教師etc.）はどんな意味をもっ

ていたか，誰が自分にとって重要だったか」についてで

ある。プライバシーにかかわることなので，「誰々が～

だった」という形では口外しないこと，書きたくないこ

とは書かなくてよいことを伝えた。字数は短いもので

400字×３枚，長いものは14枚，６枚程度のものが多

かった。

現在のＩＷＭを測定する項目として,詫摩・戸田（1988）

がHazan＆Shaver(1987）を参考に作成した質問項目の

中の18項目一安定型，アンビバレント型，回避型に

あたるもの各６項目一について「非常にあてはまる」

から「全くあてはまらない」までの５件法で尋ねた。

結果と考察

（１）生育史の分析

生育史に記述された母親と友人との関係の質の分析

は，まず４つの時期別にそれらがどのようなものかを評

定（第１評定）した上で，全体的な関係の質を評定する

(第２評定）という２段階の評定を行った。

まず母親との関係に関する記述に関し，４つの時期別

に類似したものをまとめる形で分類を行い，更にアタッ

チメントの３つの型一｢安定した愛着，愛着に関する

葛藤があるアンビバレント，愛着不十分で情緒的関係を

回避する回避」を考慮しながら，次の４つの分類カテゴ

リーを設定した－｢Ａ安定した良好な関係」「Ｂ問題や

葛藤がある関係」「Ｃ関係性が稀薄」「Ｄ評定不能｣。Ｂと

Ｃについては次の下位カテゴリーを設けた。ＢはＩ反

発・反抗，Ⅱ強い統制，Ⅲ分離不安，Ⅲ'愛情欲求，Ⅳ

愛されていない，Ｖ回避・嫌悪の６カテゴリー，ＣはＩ

情緒性が稀薄，Ⅱ記述が少ない，Ⅲ他の対象に愛着を向

けるの３カテゴリーである。Ｂの傾向が特に強い場合は

回とし,Ａ,Ｂ,Ｃに関して傾向が弱い場合はカッコつき
とし，傾向の強さとしてＡとＣは２種類（Ａ(Ａ),Ｃ(Ｃ))，

Bは3種類(回Ｂ(B)）を設けた。そして4つの時期別に
評定(第１評定）を行った(詳しくは山岸,２０００参照)。

その後４時期の第１評定を基に，母親との関係に関し

て，「安定愛着関係，葛藤関係，回避関係」の３つの傾

向が４時期全体を通してどの位あるかの評定（第２評定）

を行った。３つの傾向の内容と第１評定の分類カテゴ

リーとのおよその対応は'mablel-1の通りである。第２評

定では，傾向の強さ(回Ｂ(B）等)や傾向が見られる期
間の長さに基づいて，３つの傾向が４時期全体を通して

どの位あるかを４件法（１－その傾向はない２－少し

ある３－かなりある４－とてもある）で評定した。

友人に関しても同様に次のような分類カテゴリーを設

けた。「Ａ良好な関係一各時期に応じた肯定的な意味

をもつ」「Ｂ問題や葛藤がある関係」「Ｃ関係’性が稀薄」

｢Ｄ評定不能｣。ＢとＣについては次の下位カテゴリー

を設けた。ＢはＩいじめられる，仲間はずれにされる，

Ⅱ友人関係がうまくいかない－消極的要因（友人関係

で悩む，友人ができない，裏切られたなど)，Ⅲ友人関

係がうまくいかない－積極的要因（いざこざ，いじめ

る，まとめるのが大変など)，Ⅳ友人関係に安心感をも

てない（くっつく，服従的，気を使う，遠慮，過敏，不

安など)，Ｖ回避の６カテゴリー，ＣはＩ’情緒性が稀

薄，Ⅱ記述が少ない，Ⅲ意味がない，重要としないの３

カテゴリーである。母親の場合と同様，Ｂの傾向が特に

強い場合は回とし，Ａ，Ｂ，Ｃに関して傾向が弱い場合
はカッコつきとし，傾向の強さとしてＡとＣは２種類，

Ｂは３種類を設けた。そしてまず４つの時期別に評定(第
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Tablel-1母親との関係の質の評定のカテゴリー

Ａ安定した良好な関係

Ｂ問題や葛藤がある関係

Ｉ反発・反抗

Ⅱ 強 い統制

Ⅲ分離不安

Ⅲ愛情欲求

Ⅳ①愛されていない＊

Ⅳ②愛されていない＊
Ｖ回避・嫌悪

Ｃ関係性が稀薄

Ｉ情緒性が稀薄

Ⅱ記述が少ない

Ⅲ他の対象に愛着*＊

Ｄ評定不能

安定愛着関係

各時期に応じた安定した愛着関係をもち，安定のベー

スを提供され，必要な時に支えてもらえる関係。

葛藤関係

母親との間に問題や葛藤がある関係。満たされない気

持，感情的なわだかまりがある関係。

回避関係

母親から情緒的に離れ，回避する傾向。

Tablel-2友人との開係の質の評定のカテゴリー

Ａ安定した良好な関係

各時期に応じた肯定的な意味を

もつ

Ｂ問題や葛藤がある関係

Ｉいじめ，仲間はずれ

Ⅱうまくいかない（消極的）

Ⅲうまくいかない（積極的）

Ⅳ安心感をもてない

Ｖ回避

Ｃ関係‘性が稀薄

Ｉ情緒性が稀薄

Ⅱ記述が少ない*＊

Ⅲ意味がない，重要としない

Ｄ評定不能

安定愛着関係

生活を楽しくし，支えになるようなよい関係。

葛藤関係

もめごと，悩みなど，友人との間に問題や葛藤がある

関係。満たされない気持，感情的なわだかまりがある

関係。

回避関係

重要でない，いらないなど，友人関係を回避し，情緒

的に離れる傾向。

＊①｢愛されていない」ことで問題や葛藤を感じている場合

②｢愛されていない」と思って母親から情緒的に離れ，回避する場合
**場合によっては右側と対応しない。

1評定）を行った。

その後母親との関係と同様，４時期の第１評定を基に，

友人との関係に関して３つの傾向が４時期全体を通して

どの位あるかの第２評定を４件法で行った。３つの傾向

の内容と分類カテゴリーとのおよその対応は'mablel-2

の通りである。

成人愛着の研究をしている大学院生に20名の評定を

依頼し，全体の評定の６尺度（第２評定）に関して筆者

の評定との比較を行った（第１評定に関しては山岸，

2000参照)。２０名中４名では２段階のズレがあったが，

意見交換の結果，２段階以上のズレはなくなった。両者

の評定間の相関係数は，母親との愛着関係.791,葛藤関

係.781,回避関係.918,友人との愛着関係.855,葛藤関

係.848,回避関係.871,一致率は60.7％であった。一致

率は十分高いといえるものではないが，しかし２段階以

上のズレはないし，相関係数もかなり高く，一定程度の

客観性はあるといえる。（（４）の②で３つの関係が各々

優位な生育史の例があげてある｡）

（２）生育史の６尺度の評定値及びそれらの合計得点間の関連

生育史の６尺度一母親，友人との愛着関係に関する

各々の３尺度一の評定値の平均値(標準偏差)，及びそ

れら相互の相関係数はT1able2の通り。回避関係の評定

値は母親，友人とも1.63,1.52と低く，友人との安定愛

着関係は3.04と得点が高い傾向が見られた。母親，友

人とも安定愛着関係は葛藤関係及び回避関係とマイナス

の相関があり（母親は各々 -.374,-.680,友人は-.363,

-.680)，特に回避関係とのマイナスの関連が強いことが

示された。母親との関係と友人との関係との関連は，安

定愛着関係と回避関係同士の問ではプラスの相関がみら

れ（､421,.529)，母親との関係を安定的なものと記述す

る程，友人との関係も安定的と記述し，一方を回避的と

記述する場合は他方も回避的に記述していることが示さ

れた。但し葛藤関係では関連は見られず，母親との問

題・葛藤の記述と友人との問題・葛藤の記述とは関係し

ないことが示された。
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Table２生育史の６尺度の平均値(標準偏差ﾉ，及び祖互の相関関係

相互の相関平均値

(標準偏差） 母親葛藤母親回避友人安定友人葛藤友人回避

母親安定愛着２．６８(0.84）-.374**＊-.680**＊、421**＊－．１４３ 一.502＊＊＊

葛藤関係236(0.88）

回避関係1.63(0.89）

友人安定愛着3.04(0.84）

葛藤関係2.08(1.00）

回避関係１．５２(0.77）

*ｐ＜､05,＊*ｐ＜,01,＊**’＜､001

（３）生育史の評定と現在の対人的枠組みとの関係

ＩＷＭの安定，不安，回避の計18項目に関して因子分

析を行った。３因子が抽出され，仮定されている項目が

各因子にほぼまとまったので，それぞれ全項目を合計

し，現在の対人的枠組みの３尺度とした。

生育史の６尺度の評定値と現在の対人的枠組み３尺度

との相関係数はnble3の通り。

現在の安定した枠組みは，生育史における母親，友人

両方の安定愛着関係とプラスに関連しており（各々､305,

.380)，回避関係とは，母親，友人ともマイナス（-.334,

-.471）に関連していた。葛藤関係とは友人のみマイナ

スに関連し（-.260)，母親では関連は見られなかった。

現在の不安な枠組みは生育史における母親との安定愛着

関係とマイナス（-.253）に関連していたが，他では関連

は見られなかった。現在の回避的枠組みは，母親，友人

とも回避的関係とはプラスの相関（､213,.276）が見ら

れ，安定愛着関係とは母親では関連は見られず，友人で

有意な関連（-.216）が見られた。

現在の一般的な対人的枠組み－自他の表象一が安

定している傾向は，生育の過程において母親や友人とよ

い関係をもっていたととらえることや，回避的な関係と

とらえないことと関連することが示された。また現在の

一般的な対人的枠組みが回避的な者は，母親，友人共，

情緒的に離れ回避するような関係をもっていたととらえ

ており，安定傾向と同様，回避傾向に関しても現在の一

般的な対人的枠組みが生育史の記述と関連することが示

されている。以上のことはＩＷＭが対人的情報を処理す

る対人的枠組みであり，ＩＷＭによって対人的情報のと

らえ方が異なるとする愛着理論（Bowlby；1973/1977）と

､032 一｡118 一.038

一.414**＊ 、127

､069

､529**＊

一.363**＊－．680**＊

､155

一致する結果といえる。

一方葛藤関係に関しては，現在の一般的な対人的枠組

みが安定している者は，友人との葛藤関係を語らない傾

向が見られ，「安定愛着の者は肯定的な面も否定的な面

も語る」とするAAI研究の分類システム（Ｈesse，1999）

とは異なる結果であった（母親に関しては相関関係がな

く，「特に語るわけではないが，語らないわけでもない」

ことが示されたといえる)。また回避的な者は，友人と

の関係に関し生育史の安定関係とはマイナスの相関が見

られ，回避傾向が強い者は友人とのよい関係を語らない

傾向が見られている。また現在の不安な枠組みに関して

は，母親との安定愛着関係とマイナスの相関以外は関連

が見られなかった。過去の葛藤関係との関連が見られな

いという結果は，アンビバレント型の分類基準として

｢否定的な経験を想起しやすい」を設けているAAIの研

究とは異なった結果といえる。

母親との関係と友人との関係間では，一部で関連が異

なっており，友人との関係に関しては，安定した枠組み

をもつ者は葛藤を語らず，回避的枠組みの者はよい関係

を語らない傾向が見られる一方，不安枠組みの者はよい

関係を語らないという傾向はないという点で違いが見ら

れた。これらは「安定型は否定的な経験も語る」「回避型

は理想的なことを語る」「アンビバレント型は辛く不幸

なでき事の語りが多い（肯定的な経験の語りは少ない)」

とするAAIの分類基準（Ｈesse，1999）とは違っている。

母親との関係に比べ，友人との関係の方がAAI研究の前

提と違いがあるといえる。

selfreport形式の質問紙法によるものとAAIで査定さ

れたものでは一致率が低いことが報告されているが

Table３生育史の６尺度と現在の対人的祥組みの３尺度との相関係数

友人との関係母親との関係

忘聴三章室 安定愛着葛藤関係回避関係 安 定 愛 着 葛 藤 関 係 回 避 関 係

安定枠組み ､305*＊－．043一.334**＊ ､380*＊＊一.260*＊－．471＊＊＊

不安枠組み-.253＊ ､058、１４９ 一.072 ､165 ､122

回避枠組み-.097 ､069、２１３＊ 一.２１６＊ ､0２１ ､276＊＊

*ｐ＜､05,＊*′＜､01,＊＊*，＜､001
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(Crowell,Fraley｝＆Shavenl999など)，質問紙法に基づ

く本研究では，安定愛着と回避関係に関してはAAI研究

と一致した結果が得られたといえる。

（４）対人関係の枠組みが特徴的な者の生育史

(3)で全体の相関関係から生育史の評定と現在の対人的

枠組みとの関連を検討したが，次に現在の対人的枠組み

が特徴的な者の生育史がどのようなものかを検討するた

めに，現在の対人的枠組みの得点に基づいて特徴的な者

を抽出し，生育史の比較を行う。

①対人関係の枠組みが特徴的な者の抽出

現在の対人的枠組みが安定しているか不安定かをとら

えるためには，安定・不安・回避の得点のそれぞれのど

れが高いかが問題になるが，安定得点と不安得点，回避

得点の全体的なバランスを見る必要であるので，１）安

定，不安，回避得点の平均値（標準偏差）（各々18.71

(3.93)，18.22（4.09)，15.42（3.58)）だけでなく，２)安定

得点と不安得点の差（Ａ)，安定得点と回避得点の差(Ｂ）

を算出し，それらの平均値と標準偏差（各々 ０．４９(6.40)，

3.29（5.68)）及び両者の合計得点（Ａ＋Ｂ，以下安定性得

点とする）を考慮して，以下の４群を抽出した。

Ｉ安定群（次の１）２）を満たす者）

１）安定得点が不安・回避得点に比べて一定以上高い

〔安定性得点がＡ,Ｂ各々の平均十１標準偏差の合計

｛(0.49＋6.40)＋（3.29＋5.68)＝15.86｝より高い→１６

以上〕。

２）不安・回避得点のどちらも平均以下である（各18,

15以下)。

Ⅱ不安定群（次の１）２）３）を満たす者）

１）不安得点あるいは回避得点が安定得点に比べて一定

以上高い（ＡかＢが各々の平均－１標準偏差より低

い)。この得点により以下の３つの下位群を設けた。

①不安群Ａが平均－１標準偏差(0.49-6.40＝-5.91）

より低い→－６以下

②回避群Ｂが平均－１標準偏差（3.29-5.68＝-2.39）

より低い→－２以下

③不安・回避群不安群，回避群の両方の基準に合致

する。但し片方の得点が安定得点よりも一定以上に

低い場合（平均－２標準偏差以下。不安群では－１２

以下，回避群では－８以下）は，その群とする。

２）不安得点と回避得点の合計も安定得点に比べて一定

以上高い（安定性得点が，Ａ，Ｂ各々の平均－１標準

偏差の合計（-5.91＋(-2.39)＝-8.30）より低い→－８

以下〕

３）安定得点が平均以下である（18以下)。

上記の基準に合致した者は，安定群10名，不安定群

12名(不安群４名，回避群３名，不安・回避群５名)であっ

た。

②対人関係の枠組みが特徴的な者の生育史

①で抽出された安定群10名，不安定群12名と，その

他75名(平均群）の３群で，母親，友人との関係の３尺

度の得点に関して，一元配置の分散分析を行った。不安

定群一平均群一安定群別の平均値(標準偏差)，及び

分散分析の結果（Ｆ値とBonferroni法による多重比較）

は'I1able4の通り。なお母親，友人との関係を良好なも

のととらえているかどうかを全体的にとらえるために，

母親及び友人との関係の総合得点（各々，安定愛着得点

の２倍と，葛藤関係と回避的関係の合計得点との差）を

算出して分析に加えた。

現在の対人的枠組みが特に安定している者，特に不安

定な者，それ以外の者では，生育史から分析された母親

及び友人との安定愛着関係や回避的関係の得点に有意差

がある一方，問題や葛藤があったとする認知では有意な

差はないことが示された。多重比較の結果を見ると，安

定群は不安定群とは６項目中４項目で有意な差があるが，

平均群とは有意差は見られない。一方不安定群は，友人

関係に関しては安定群とだけでなく平均群とも２項目で

有意差が見られている。全体的指標でも安定群は平均群

Thble4不安定群一平均群一安定j津別の平均値注と分哉分析の結果

現在の対人的枠組み 分散分析
range

不安定群Ｌ平均群安定群Ｈ F値Ｌ－ＭＭ－ＨＬ－Ｈ

母親安定愛着１～４２．３３(0.89）２．６９(0.82）３．２０(0.63）3.11＊

葛藤関係ｌ～４２．５８(1.08）２．３５(0.81）2.00(0.82） 1.29

回避関係ｌ～４２．１７(1.11）１．５７(0.84）１．２０(0.42）3.82＊＋

友人安定愛着１～４２．３３(0.98）３．１１(0.76）３．６０(0.52）7.87**＊＊＊

葛藤関係ｌ～４２．５０(0.80）２．０７(1.02）１．７０(0.82）１．８７

回避関係１～４２．００(1.28）１．４３(0.62）１．１０(0.32）4.85*＊＊

母親Tbtal－６～６－０．０８(3.03）１．４４(2.63）３．２０(2.10）4.23＊

友人'Ibtal－６～６０．１７(3.33）2.68(2.51）4.40(1.58）7.98**＊＊＊

*’＜､05,＊*’＜､01,＊**'＜､001

注．全体の平均値(標準偏差）は，母親・友人の３つの関係についてはTable３参照。

総合得点は，母親1.43（2.72)，友人2.55（2.73)。

＊

＊

＊＊＊

＊

＊

＊＊＊
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とは有意差がないのに対し，不安定群は友人関係は安定

群だけでなく，平均群とも有意差が見られている。安定

群よりも不安定群の方が生育の過程の認知との関連が強

く，現在の対人的枠組みが不安定な者は，友人との間に

安定した愛着関係をもっていたととらえることが少な

く，情緒的に離れ回避していたととらえる傾向がかなり

強いことが示されている。

不安定群を３群に分けて，安定群10名一不安群４名

一回避群３名一不安・回避群５名の４群別に算出し

た平均値，標準偏差はTable5の通りである回各群の人

数が少ないので詳細は省略するが，分散分析の結果不安

関係以外は有意であった。特に回避群は，母親・友人と

も他群と比べて生育史の記述が良好でなく，総合得点が

極端に低くなっている。不安・回避群と不安群は，共に

安定愛着群と回避群の中間の得点であり，両者間に差は

見られなかった。回避群には顕著な傾向がみられる一

方，その傾向は不安・回避群と不安群間の違いにはなっ

ていないといえる。

以上のことを個々のケース毎に見るために，４群別に

個人毎の生育史の評定結果を'mable5に示した。

安定群では母親との関係の総合得点がマイナスの者は

1名のみであるのに対し，不安定群では１２名中６名がマ

イナスであり，特に回避群の３名は，－４以下と極端に

得点が低くなっている。友人との関係の総合得点も，安

定群は全員がプラスであるのに対し，不安定群は４名が

マイナスであり，母親との関係と同様，友人関係の記述

も良好ではなく，特に回避群の得点の低さが顕著であ

る。

安定群では母親・友人とも問題が少ない記述が多い。

例えば⑤は，母親，友人共に安定一葛藤一回避の得

点が４点－１点－１点と生育の過程全体が良好であ

り，次のような生育史を記述している。母親はどの時期

にも「暖かく支えてくれる存在」ととらえられており，

｢母が目標の人物で，母のような女‘性，妻，看護婦にな

りたい」という思いを小さい頃から持ち続けている。一

貫して良好な関係が記述され，「悪い時にはひどく叱ら

れたが，どんなことでも相談できる雰囲気をつくってく

れ，よいアドバイスをくれた」（児童期'))，「部活で‘忙

しく，両親とどこかへ行ったという記‘億はないが，悩ん

でいる時に話をきいてくれ，失敗して落ち込んでいる時

にも暖かく支え，応援してくれた。そんな親だから少し

でも大切にしようと思った」（青年期')）等，述べられて

いる。友人との関係に関しても一貫してよい関係が記述

され，共に楽しく過ごしつらい時には支えてくれ，「周

不
安
群

l）以下，小学校時代は児童期，中・高校時代は青年期，高校卒業以

降は現在と表記する。

Table５安定群一不安定群の個人別の得点

lｎｅａｎ

人友
、

母親

Tbtal

友人

葛藤関係回避関係

１１

２ １

１２

１１

１１

３ １

２ １

３１

１１

２１

母親

安定愛着葛藤関係

３２

４ ２

３１

３３

４１

３２

３３

４１

３２

２４

安定性

安定不安回避得点

ケース

番号 着愛定
４
４
３
４
４
３
４
３
３
４

安係関避
１
１
２
１
１
１
１
１
１
２

回

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

２９－１２－１１

２７－１６－１５

２３－１５－１１

２１－１２－１０

２１－１２－１１

２２－１２－１３

２４－１６－１３

２２－１４－１４

２０－１２－１２

２２－１８－１０

５
３
０
０
９
９
９
６
６
６

３
２
２
２
１
１
１
１
１
１

安
定
群

2０．３１３．２２．１１．２１３．６１．７１．１１２．９ｍｅａｎ

２
１
３
２

－

３
１
１
１

２
３
２
２

２
２
３
３

１
２
２
１

⑪
⑫
⑬
⑭

３
３
１
３

３
２
３
３
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-20.311.33３．０３．３３１１．０２．６７３．６７１－４．３３
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囲の人がいつも勇気と元気を与えてくれた」と記述し，

今も続く友人が多いとしている。

いくらか問題が記述されている者もあるが，それを補

うような記述がある場合が多い。例えば④⑦は母親との

葛藤関係の得点が３点で，幼・児童期に母親の厳しさや

強い統制が述べられている（｢何事も制限されることが

多く，『どうして私だけ」と感じていた」「他の家と比べ

て反感をもっていた」「叱られるのがこわくて，飲み物

を飲むにもいちいち許可をもらっていた｣）が，一方で

｢何でもよく話し，慕っていた」「そばにいるだけで安心

できた」等，支えや優しさについても記述され，心理的

なつながりが感じられる。発達とともにしつける必要が

なくなり，高校時代以降は「そっと見守ってくれ，自分

もそのことで安心している」という関係が記述されてい

る。また⑩は，児童期に家庭にかなり深刻な問題があ

り，親が安心感を与えられず，子どもが不安気に親を気

遣うような状況（｢悲しみに満ちた悲しくてつらい時期」

｢親に喜んでもらおうと無理してよい子でいた」「自分を

表にだすことをおさえようとした｣）が述べられている

が，青年期には友人や教師に支えられて「安らぎの場」

を得て安定感をもてるようになっている（このケースは

安定群であるが，不安得点がかなり高く，平均値スレス

レのケースである)。

一方不安定群は生育史に問題のある記述をする者が多

く，特に回避群の記述は問題が多いことが前述の分散分

析で示されたが，個別に見ても回避群３名の生育史は問

題を強く感じさせるものであった。

⑮と⑯は，共に幼少期に母親に対して愛着を形成して

おらず，その後も情緒的に離れた状態が引き続き記述さ

れており，回避傾向が強いケースである。⑮は｢母親は

あまりかまわなかったようで，母親が帰ってきても喜ん

だりすることはなかったようだ」とあり，祖母に慰めて

もらっている。幼・児童期とも両親は肯定的な形では登

場せず，青年期には「両親の期待を重荷に感じ，嫌いに

なっていった」とある。友人との関係も児童期から葛藤

と孤独を感じていて，青年期には「友達を大切にしてい

たはずなのに，私から離れていく友達が多く」また「友

達に裏切られて人間不信になり」，その後「友達をそれ

ほど重要な存在だとは考えなくなった」「心の奥深くつ

きあうのは嫌だ」と回避的な傾向を強めている。⑯も幼

児期に「放っておかれた－何の手もかけずに育てたそ

うである」が，「忙しいから仕方ないと思っていた」とあ

り，つらかったという感じや不満は表明されていない。

青年期には親からの期待を感じるが，母親に対して意地

をはり，直接話をしなくなる。友人関係は小学時代は気

を使っていたものの比較的良好だったが，青年期になる

と人間関係の嫌な面，面倒な面ばかりを知り「特定の友

人にしか心を開かなくなり」，その後友人は全く記述さ

れなくなっている。

⑰は，幼少期，自分が求める時には応じてもらえず，

離れていこうとする時うるさくかかわられたという不満

を語っている。幼少期は「母が出かけるたびに泣いてい

て，帰ってくるまで泣いていた」とか「母親に褒められ

たくて，勉強をした。褒められた印象はないが，母親が

恋しくて，母親のためにやっていた」と母親の愛情を強

く求めている。青年期になると様相がかわり，「母親が

段々うるさく，うざったくなり，何でも反抗した」「あ

のまま母親と暮らしていたら自分を見失い，母をもっと

嫌いになっていたと思う」と述べている（葛藤関係が強

いケースである)。友人は「自分より下に見ていた。言

うことをきかないヤツはみんなでいじめた」という児童

期，友人への言及がない青年期，現在は「今重要なのは

人より自分という感じ」と記されており，友人との親密

な関係は記述されていない。

不安群，不安・回避群も安定群に比べると問題の記述

が多いが，回避群程顕著ではなく，また⑲⑳のように

あまり問題の記述がない生育史や良好な生育史もあっ

た。但し全体的には不安定群には問題がある記述が多い

といえる。Table4で不安定群の生育史の評定の平均値

が彼女たちの生育史のとらえ方の問題を示していたが，

個々のケースを細かく見ても，母親との関係に関しても

友人との関係に関しても，問題の記述が多いことが示さ

れた。

討論

本研究では，過去の対人関係に関する再構成が現在の

対人的な枠組みの影響を受けるのかを明らかにするため

に，AAIのように過去の両親との愛着経験の語られ方か

らＩＷＭをとらえるのではなく，語られた過去の対人関

係の質と現在の対人的枠組みを別個のものとしてとらえ

て，その関連を検討した。過去の対人関係に関しては，

生育史に記述された母親と友人との関係の質を愛着理論

を参考に分析し，愛着理論から導かれた現在の一般的な

対人的枠組みとの関連を，被調査者全体の相関関係及び

対人的枠組みが特に安定している者と特に不安定なもの

の比較という２種類の方法で検討した。

主な結果は次の通りである。１）現在の安定した枠組

みと回避的な枠組みは，母親，友人共に生育史に見られ

る安定愛着関係や回避関係と関連が見られ，現在の対人

的枠組みと自らの生育史についての語りが関連してい

た。２）現在の不安な枠組みは，過去の再構成との関連

が少なく，過去の葛藤関係の記述との関連は，母親，友

人共見られなかった。３）生育史で問題や葛藤があると

認知しているかどうかは，現在の枠組みとの関連が薄

かった。４）母親と友人の記述は，安定愛着関係と回避

関係はそれぞれ相互に関連がある一方，葛藤関係では関
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連は見られなかった。５)現在の枠組みと母親一友人に

関する語りとの関係は一部で関連が異なり，友人との関

係の方においてはAAI研究の知見と異なる結果が見られ

た。６）現在の対人的枠組みと自らの生育史についての

語りの関連は，現在の枠組みの安定性が低い群の方が関

連が強く，特に回避群の語りには問題があるものが多

かった。

他者とよい関係をもつことに自信をもち，安定した自

他の表象に基づく対人的枠組みをもつ者は，生育過程を

振り返る時に，母親や友人とのよい関係を述べる傾向が

あり，関係をもつことを回避するような思いを述べるこ

とは少ないこと，反対に現在情緒的な関係を軽視する枠

組みをもつ者は，生育過程を振り返る時にも，母親や友

人との関係を回避するような思いを述べる傾向があり，

友人とのよい関係を回顧することが少ないことが示され

ている。このことは全体の相関関係で示されると同時

に，対人的枠組みが特に安定している者と特に不安定な

もの，その他の群との比較でも同様に示されている。こ

れらの結果は，AAIとは測定しているものがいくらか異

なっているが，過去の愛着経験についての語りと現在

持っている愛着に関する表象モデルの関連を仮定してい

るBowlbyやMai､の考え方を実証的に支持する方向のも

のであり，各自が現在使っている対人的枠組みは，過去

の対人関係をとらえる際にも影響することを示している

といえる。このことは，記'億研究で明らかにされてきた

過去の記憶の再生と現在の状況の関連が，対人的な枠組

みという現在の状況に関しても，また愛着対象との関係

の記'億に関してもあてはまることを示している。記'億研

究では，再生される記憶は時系列的ではなく断片的であ

り，またその分析は肯定的一否定的の観点や記'億に付

随する感情(快・怒・驚・悲）の観点からなされているの

に対し，本研究では生育史全体を対象として母親と友人

との関係の質を愛着理論の視点から分析したが，同様の

結果が得られたといえる。

但し生育の過程で母親や友人との関係に問題や葛藤が

あると認知しているかどうかは，現在の枠組みとの関連

が薄く，現在の不安枠組みとの関連も見られなかった。

このことは，典型例の比較においても，母親・友人とも

葛藤関係の得点では有意差がないことにも示されてい

る。この結果は，「アンビバレント型は否定的な経験を

想起しやすい」とするAAI研究の知見とは異なっていた。

その理由の一つは，本研究の葛藤関係が，様々な問題や

葛藤，満たされない気持ちをめぐる幅広いもの（例えば

母親との関係では，愛情欲求や母親から離れることの不

安だけでなく，母親に対する反発・反抗や厳しく統制さ

れていることへの不満感も含まれている）であることが

関連していると考えられる。そのような不満感は，ＡＡＩ

研究における否定的経験とはズレがあると考えられる

が，それらを語るかどうかと現在の対人的枠組みとの関

連は弱いといえる。母親との関係と友人との関係間で

も，葛藤関係だけが関連性が見られなかったのも，本研

究でとらえられた葛藤関係が，対人関係全体にかかわる

ような一貫性のある傾向との関連で記述されているとい

うより，過去に経験してきた個々の状況に従って語られ

るものであることを示しているように思われる。葛藤関

係の概念をより明確にした上で，現在もつ対人的枠組み

と関連して語られるのはどのような問題や葛藤なのか，

どのような問題や葛藤はそれとは関係なく語られるのか

を明らかにする必要があろう。

以上に述べた傾向は母親と友人の両方に共通に見られ

るものが多いし，両者の安定愛着関係と回避関係間には

それぞれ相関関係が見られ，母親・友人との関係の質は

同質の傾向であることが示された。このことは，現在の

枠組みが対人的情報処理を規定するために，過去の対人

関係の認知全体がその影響を受けることに由来すると考

えられる。但し現在の枠組みと母親一友人に関する語

りとの関係は一部で関連が異なること，友人との関係に

おいてはAAI研究の知見と異なる結果も示された。この

ことはAAI研究が両親との関係を中心に論じられてきた

ことを考えれば当然の結果であるが，愛着の各型である

者が過去の友人との関係をどうとらえるのかを更に検討

していくことの必要性が示されているといえる。

前述のように，現在の対人的枠組みと自らの生育の過

程についての語りに関連が見られたが，その関連は，特

に現在の枠組みの安定性が低い群において顕著であるこ

とが示された。安定群一平均群一不安定群間で生育

史の６つの関係の得点を比較した結果，安定群一平均

群間では有意差は見られないのに対し，平均群一不安

定群間では，友人の２つの関係で有意差が見られ，特に

回避群の生育史の語りは問題が多いことが示された。安

定群一不安定群の生育史を個々に検討した結果でも，

安定群は全体的に母親・友人とも問題が少ない場合が多

い一方，不安定群は母親との関係に関しても友人との関

係に関しても，トータルの得点が低く問題のある記述を

する者が多く，特に回避傾向の強い者で顕著なことが示

された。山岸（1994）でも安定‘性得点が低い者の生育史

に様々な問題が見られていたが，その結果がより多くの

データから抽出された群で，より明確に示されたといえ

る。

但しこのことによって示されているのは，現在の枠組

みの安定'性が低い者は，生育の過程に現在問題を感じて

いる場合が多いということであり，生育の過程に実際に

問題があったことが直接的に示されているわけではな

い。しかし，生育史に記述されていることは，そのまま

事実ではないとしても，過去の反映の面があるのも確か

である。本研究で関連性がかなり高かったのは，その２



204 発達心理学研究第１５巻第２号

つのことが相乗的に働いていることによると思われる。

2つの効果を切り離してとらえる一つの方法は，縦断研

究によって生育の過程に実際に問題があったかどうかを

査定し，青年・成人期のＩＷＭとの関連を分析すること

である。近年大がかりな縦断的研究が報告されるように

なっている（例えばＺｉｍｍｅｒｍａｎｅｔａ1.,1995；Waters，

Merrick,'Iireboux,Crowell,＆Albersheim，2000；Hamil‐

to､，２０００；Weinfield,Stroufe,＆Egeland，2000；Lewis，

脳ring,＆Rosenthal，2000等）が，まだ一定の結果は得

られていない。他の方法として山岸(2000）でも述べら

れているように，別の時期に再度生育史を書いてもらっ

て，その内容を比較するというような研究も考えられ

る。そのことにより，語られたことがその時の対人的枠

組みの影響をどの位受けたものであるのかの情報が得ら

れると考える。

本研究の問題点として対人関係の質が本研究の方法で

充分にとらえられているのかの問題がある。はじめに述

べたように，生育史に記述されることは現在の枠組みと

関連しやすいと考えられるが，面接法に比べると情報量

が少なく，評定がむずかしいし，３つの傾向に関する４

段階評定の基準の客観性も充分とはいえない。また本研

究では，対人関係の質は本人の意識的認知からとらえた

ものであり，AAI研究における３つの傾向とは幾分異な

る可能性があり，特に葛藤関係に関してはアンビバレン

ト型に見られる関係とは異なっていると考えられる。愛

着理論と関連させて論ずるのであれば，評定の基準をよ

り洗練化する必要がある。

典型例の分析では，回避群に顕著な特徴が見られた

が，その特徴は不安・回避群と不安群の違いにはつな

がっていなかった。今回は分類の基準をかなり厳しくし

て，典型例で比較を行ったが，分類の基準は適切なのか

の検討や，回避群一不安・回避群一不安群はどう違

うのか，人数を増やして更に検討していくことが必要だ

ろう。また本研究では，方法上の適合性から女子青年の

みを対象としたが，方法を工夫して男子青年にも行う必

要があろう。

以上のような問題はあるが，本研究によって記'億研究

で明らかにされてきた過去の記憶の再生と現在の状況の

関連が，愛着理論を参考に分析した過去の対人関係の質

と現在の対人的な枠組みに関してもある程度あてはま

り，過去の母親と友人との関係に関する再構成が現在の

対人的な枠組みの影響を受けることが示されたといえ

る。
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幼児における自分自身の表情に対する理解の発達的変化

菊池哲 平
(九州大学人間環境学府')）

原著

幼児は自分自身が表出した顔の表情についてどのぐらい正確に理解しているのか，という問題を明ら

かにするため，幼児自身が表出した顔の表情写真をその幼児本人に呈示する自己表情認知課題を行い，

パフォーマンスの発達的変化を検討した。３歳から６歳までの幼児58名を対象に，線画やイラストなど

による表情図や他者の表情写真による表情刺激と，あらかじめ言語指示によって撮影した自分自身の表

情写真を呈示した。その結果，年少の幼児でも表情図や他者写真の表情に対する基本的な意味理解と識

別は可能であったが，自分自身の表情については必ずしも正確には理解しておらず，こうしたコンピテ

ンスは３歳以後ゆっくりと徐々に獲得されていくことが示された。また自分自身の表情については｢怒っ

ている」表情が最も理解しやすいことが明らかとなり，表情図や他者写真による表情認知課題とは異な

ることが示唆された。また自分自身の表情の理解には線画による表情図の理解と最も相関が高く，この

ことから自己表情の理解は表情の表象的イメージの獲得と関連があることが示唆された。

【キー・ワード】表情，情動的コンピテンス，自己／他者，幼児，情動発達

はじめに

表情2)は言語・ジェスチャー・非言語音声情報ととも

に，コミュケーションにおいて重要な役割を果たしてい

る（Ｅｋｍａｎ＆Friesen，1975)。特に，言語的な意志疎通

を必ずしも十分に行えない幼児にとって，他者の表情に

よって情動状態を推測し自らの行為を決定したり（Gib‐

so、＆Walk，1960)，自らの表情によって適切な関わり

をもてるようになる上で，表情というシグナルの獲得は

不可欠な要素のひとつであるといえる。

対面的な相互コミュニケーション場面で他者の行動を

予測し適切なコミュニケーションをとるには，他者の表

情を理解するだけでなく，一方で他者の行動の要因と

なっている自分自身の表情がどのようなものか，すなわ

ち自己の表'情についてもモニターし，調整する必要があ

る。換言すれば，自分の表情について自身が正確に把握

して調節しているからこそ，他者との複雑なコミュニ

l）現所属：日本学術振興会

2）本研究では「表情」「内的（な）'情感」「感情」および「'情動」などの

多様な術語を用いるが，これらの術語の使い分けは遠藤（1996）

に従っている。すなわち「情動」はemotionであり，①内的情感

の側面，②神経生理学的あるいは生化学的な側面，③表情や行

動など表に現れる表出行動的な側面，の３側面からなるものと定

義する。また「表情」とはfacialexpressionの訳語であり，顔面に

表出された情動表出それ自体のことを指す。また「内的（な）情

感」はfeelingの訳であり，情動現象の意識的・経験的側面を指し
示すものである。一方，「感情」はaffectの訳として用い，情動を

含め人を何らかの行為に駆り立てる各種の欲求・欲動を内包し

た広義の概念である。

ケーションをより円滑に行うことが可能なのだともいえ

る。このような能力は，どのような発達過程を経て出現

するのだろうか？幼児は，自分自身の表情をどのぐら

い理解しているのだろうか？本研究の目的は，他者の

表‘情理解の発達研究と自己に関する知識の発達研究とを

踏まえながら，これらの問題を明らかにすることであ

る。まず先行研究を概観しながら，本研究で扱う問題の

所在を明確にしたい。

表情理解の発達に関するこれまでの研究

何を持って表情の理解とするのかという議論はあるも

のの，すでに乳幼児期のかなり早期から子どもは他者の

表情に対する認知能力を備えていることが，多くの研究

で実証されてきた（e､g・Caron,Caron,＆Myers，1982；

Nelson＆Dolgin，1985；Nelson,Morse,＆Leavitt，1979)。

たとえばPreference法を用いたLaBarbera,Izard,Vietze，

＆Parisi（1976）の研究では，生後４カ月で怒り顔や中立

顔より喜び顔を好むことが示されている。またHabitua‐

tion法を用いたLudemann＆Nelson（1988）の研究によ

ると，生後７カ月の乳児が幸福顔と恐れ顔について同じ

ようにカテゴライズすることが既に可能であると示され

ている。これらの研究を概観したｄｅＨａａｎ＆Nelson

(1998）によると，乳児は表情を表す顔の形態の微妙な

差異に敏感で，生後６カ月までにはかなり広範囲な表情

を弁別することが可能となり，さらに生後１年までには

多くの異なる表情のカテゴリ化がなされるようである。

認知的なカテゴリ能力の次の段階として検討されてき

たのが，個々の表‘情に対する情動語のラベリング能力で
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ある。たとえば樫庭・今泉（2001）は，２歳から４歳の幼

児を対象にして表情と情動語の結びつきについて検討

し，表情刺激同士をマッチングする条件よりも情動語が

呈示されて表情を選択する条件の方が成績良好であるこ

とを示した。すなわち，この時期の幼児においては情動

語の付与が表’情の認知を促す要因となっているものと思

われる。またMarkham＆Ａｄａｍs(1992）は,4,6,8歳児を

対象に‘情動語と表情をマッチングさせる４種類の課題を

実施し，すべての課題の成績が加齢と共に上昇し，この

時期に表‘情と情動語を結び付ける能力が高まっているこ

とを明らかにしている。

また線画やイラストといった表情図に対する理解を検

討した研究から，抽象度の高い表情図の理解が，３歳か

ら５歳にかけて徐々に可能になることが明らかになって

いる。例えばWalden＆Field(1982）は，３，４，５歳児を対

象に表情図に対する理解を検討したところ，表情図のみ

を呈示された課題よりも情動語が付与された条件の方が

成績の良いことを見出している。すなわち，棲庭・今泉

(2001）と同じく，情動語が付与されることによって表情

図の認知が促されるものと思われる。針塚･成瀬（1976）

の研究でも，３歳から５歳の幼児に対して表情図の分類

課題を行ったところ，４歳頃に一時的に非情動的意味に

よって分類する傾向が見られる。しかしながら，５歳に

なると再び‘情動的意味によって分類するようになるこ

と，そして「表情によって分類するよう」方向付けられ

ると，より正確に表‘情によって分類することが可能とな

ることが示されている。

以上の先行研究から，表情理解の発達をまとめると，

表情のカテゴリカルな認知は既に１歳頃に確立している

ものの，その時点では様々な情動語に結び付けて表情を

理解するといったことはまだ困難なようである。その後

の社会生活の中で，幼児は対人的相互作用の経験を積み

重ねていき，３歳ないし４歳には多様な情動語や状況な

どを表情と結び付けることが可能になるのである。同時

に，写真のような具体的な表情でなくても，線画やイラ

ストなどの表情図といった抽象的な表情を２歳ないしは

3歳以降に徐々に理解するようになる，といえる。この

結果，幼児は表‘情が持つコミュニケーション的意味をよ

り明確に把握するようになるのであろう。すなわち，こ

の３歳から５歳ないしは６歳という時期において表情理

解はより社会化されたものへと発達的変化を遂げるもの

といえる。

自己に関する知識の発達

それではこの３歳から５歳までの時期に，子どもはど

のぐらい自分自身に気づき，どのぐらい理解しているの

だろうか。この領域の研究は，古くはWalloｎ（1949）や

Amsterdam（1972）の鏡映像認知に関する報告から始ま

る。それによると生後６カ月から１１カ月頃では鏡に映っ

た自分を他者として扱うが，徐々にそうした他者と対時

しているような社会的反応は消失し，２１カ月から２４カ

月頃には恥ずかしそうに鏡を見たり，当惑したような表

‘情を見せたりするようになる。そしてＬｅｗｉｓ＆Brooks‐

Gun、(1979）は，１５カ月から１８カ月頃の子どもでは，像

の随伴的な動きを手がかりとせずに，顔の特徴だけを

持ってはっきりと自己認知をすることができたと報告し

ている。このことは子どもが２歳になるまでに表象的な

自己を確立しており，客体としての自己を理解すること

がある程度可能となっていることを示している。Neisser

(1995）によれば，こうした自己理解は「概念的自己

(ConceptualSelf)」と位置づけられる。

また，この２歳頃までに子どもは自分自身の行動をか

なり多様な情動語に結び付けて語るようになることが

Bretherton＆Beeghly（1982)やDunn＆Brown(1991）に

よって示されている。しかしながらBarstch＆Wellman

(1995）の指摘によると，そうした情動語は外的に把握

できる典型的な事象そのものとの直接的な関連において

使用されており，必ずしも子どもが自身の内的情感を理

解していることの証左とは考えにくい。この指摘を考慮

すると，自分自身の経験が自伝的な記'億として理解され

るようになるのは２歳半頃になる。

この２歳半を過ぎると自分自身におきた過去の出来事

が現在の自分に影響を与えているといった「時間的に拡

張された自己（temporallyextendedself;Neissel）1995)」

の確立が徐々に明確になる。木下（2001）は，ビデオを

用いて遅延呈示された自己映像に対する幼児の理解を調

査した。その結果，３歳までの幼児は遅延呈示されたビ

デオに反応して頭部に貼られたシールを発見するマーク

テストに失敗することを示し，４歳頃にようやく自己遅

延映像に対して適切な反応を示すようになった。すなわ

ち，幼児は徐々に鏡映像認知にみられるような視覚的な

形態や動きの随伴’性に依存していた自己理解を，形態や

動きの随伴性にとらわれないより確固とした自己理解へ

と変容させていく。そしてそれらの確立は社会生活の中

で積み重なっていく経験が基盤となるものと考えられよ

う。

そして自己認知の確立が恥や罪悪感といった高次の'情

動の現出に不可欠であるという指摘がＬｅｗｉｓ（1992／

1997)を中心になされてきた。こうした恥や罪悪感といっ

た情動は「自己意識的‘情動（Lewis,Sullivan,Strange,》＆

Weiss，1989）」と呼ばれ，“他者から見られている自分'，

という視点が幼児の中に確立することで萌芽する２次的

な情動であるとされる。すなわち，恥や罪悪感といった

情動は，人が基準に対して失敗したと評価する場面で，

その失敗を自己に帰属させることで生じる‘情動であり，

客観的に自己を覚知する能力（objectiveself-awareness；

Lewis，1992/1997）が確立した後に分化する情動である
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とされる。こうした自己意識的情動に関する研究から

も，自己の確立と情動の理解とは密接な関連‘性を持って

いることが示唆される。

本研究の目的

以上に概観してきたとおり，自己意識的'情動に関する

研究から自己理解の発達と情動理解の発達との間には密

接な関連があることが示唆される。この点から考える

と，幼児が表情の理解をより微細なものへと変容させて

いく背景には，同時期に確立してくる高次の自己理解と

の関連が深いと考えられ，表情理解の発達について自己

と他者という従来検討されてこなかった変数を分析の単

位として検討することは有意義であると考えられる。

これまで行われてきた表情認知の発達に関する研究

は，表情と情動語や状況の結びつきや，抽象的な表情図

に対する理解を検討したものが多く，その表情が自分な

のか他者なのか，もしくは誰でもない記号としての表情

なのかを分析単位としたものではなかった。換言すれ

ば，無人称な表情に対する理解を情動語や特定の状況と

のマッチングなどの方法論を用いながら多面的に検討し

てきたものといえる（同様の指摘は遠藤，1997や子安・

木下，１９９７にも見られる)。しかしながら実際の対人相

互作用場面を想定した場合，自らが表出している表情を

より適切なコミュニケーションの術として使用するため

には，自らが表出した表情がどのぐらい適切なものなの

か，その幼児自身が正確に把握している必要があるので

はないだろうか。そこで本研究では，幼児が表出した顔

の表情を撮影した自己表情写真を，その幼児自身に呈示

する自己表情認知課題を実施した。

ここで本研究が検証すべき３つの仮説とそれぞれの根

拠を挙げる。

’）「自己表情の理解能力が獲得されるのは３歳以降で

ある」：自分自身の表情を的確に把握するためには，

基本的な表情に対する認知能力とは別に，様々な自己

に対する知識の獲得や豊富な情動経験がなされる必要

がある。自己の表情に対する理解は，自分自身の身体

イメージや様々な情動語の獲得・それ以前に経験され

た情動経験のモニターなどを統合することではじめて

獲得されるだろう。よって自己表情の理解は，他者の

基本的な表情を認知する能力が獲得され，さらに基本

的な情動語の理解や自己に対する概念的な理解（すな

わち概念的自己）などが獲得された３歳以後に獲得さ

れるであろう。

２）「自己表情の理解の発達は，具体的な他者の表情刺

激（写真など）よりも表'情図などの抽象度の高い刺激

に対する理解の発達との強い関連を示す」：日常的に

は，自分自身の表‘情は自分で視覚的に観察できない。

鏡やビデオ，写真などを用いて自分自身の表情を見る

ことはあったとしても，その表情がどのような文脈で

表出されたものなのかを判断することは通常求められ

ない。自らの表情の「意味」を理解するには，自らの

内的な情感と自分自身の表情筋の筋感覚との随伴性を

検出する必要がある。すなわち，表‘情の形態を視覚的

に判別するのに加えて，幼児が表情を内的な表象とし

て捉えておく必要があると考えられる。針塚（1977）

は「象徴としての表情を理解するということは，表情

の強度など認知の正確さを意味するのではなく，表情

を他の人と共通の象徴として認知しうるかという問

題」であると指摘し，表象としての表情を理解してい

るかどうかを探るためには表'情図を用いる方が望まし

いと主張している。自己表情の理解は，写真などの具

体的な表情刺激よりも表象的な理解を要求される，表

情図などの抽象的な表情刺激に対する理解の発達との

関連が強いものと考えられる。

３）「'清動の種類によって理解の出現時期に差が見られ

る」：自己表情の理解が他者とのコミュニケーション

を円滑にするために必要であると考えるならば，表さ

れている情動の種類によっても発達差がみられるであ

ろう。つまり，「嬉しい」表情を自ら理解することの

方が，「怒り」や「悲しい」といった表’情を理解するこ

とよりも他者とのコミュニケーションを円滑にするの

に重要な意味を持つものと推察されよう。他者表情の

理解の発達研究においては，Broke（1973）やWalden

＆Field（1982）が，「嬉しい」表情が最も早く理解さ

れることを示し，またどの年齢においても正答率が高

いことが示されている。自己表情の理解においても，

「嬉しい」表情が他の表'盾よりも早く獲得されると思

われる。

以上の仮説をふまえ，本研究では幼児に対して自分自

身が表出した顔の表情写真を呈示し，従来の表情認知課

題で用いられてきた表情刺激に対するパフォーマンスと

の比較をおこないながら，表情理解の発達を自己と他者

という関係'性から捉え直して検討した。

方法

1）対象

本研究の対象児は，保育園に在籍している年少児（３

～４歳児)23名（Ｍ:Ｆ＝12:11)，年中児（４～５歳児)18名

(Ｍ:Ｆ＝9:9)，年長児（５～６歳児)１７名（Ｍ:Ｆ＝8:9）であ

る。本実験の実施時期は１１月であったため，在籍児の

平均年齢は年少児群で４歳１カ月（range;３:７～4:７)，

年中児群で５歳３カ月（range;４:７～5:７)，年長児群で６

歳１カ月（range;５:６～6:6）であった。

2）実験刺激

実験刺激は以下の通りである。

①線画による表情刺激（以下，線画刺激）

②イラストによる表情刺激（以下，イラスト刺激）
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と判断された写真を用いた。

自己写真刺激は，実験者の言語教示によって撮影した

写真を用いた。これは保育場面などの自然観察の中で撮

影された写真では，被験児以外の幼児も写真の中に入り

込んでしまうおそれや，撮影角度などの刺激の条件統制

が図れないと判断したためである。また被験児が自分自

身で判定する前に，自然観察者(すなわち実験者）が文

脈状況からその児の情動を判断することになり，もし被

験児が本当は「悲しい」という情動を感じていたとして

も表情は笑顔だったという場合は｢嬉しい」表情として

その刺激が分類されるという，方法論上の矛盾が生じる

とも考えられた。

そこで自己写真刺激は以下の手順を持って撮影され

た。撮影者は対象者と向かい合い，約1.5ｍの距離を置

いて座った。撮影に関しては鏡などの自分自身の表情を

視覚的に確認できるようなものは用いられなかった。ま

ず対象者に協力を要請し，その後『これから私が○○さ

ん(被験者の名前）の，嬉しい時の顔，悲しい時の顔，

怒った時の顔の３つの写真を撮ります｡」と教示した。

続いて，「嬉しい時の顔をしてみてください｡」と教示し

た。この際，実験者が｢嬉しい」顔をするなど，視覚的

な手がかりは与えなかった。対象者が考慮する時間を設

け，「では撮ってもよいですか｡」と尋ね，合図とともに

撮影した。その後，対象者に「もう一枚撮りますか」と

尋ね，対象者本人が納得のいく撮影ができるまで撮影を

行った3)。悲しい時の顔，怒った時の顔についても同様

の手順で撮影を行った。最後に「それでは最後に普通の

時の顔をして下さい」と教示し，ニュートラルな顔を撮

影した。撮影した写真は全てカラー写真であった。

作成された４条件の線画，イラスト，他者写真，自己

写真刺激は全て一枚ずつカードに印刷され，８９×127

ｍｍのＬサイズに統一された。

3）手続き

自己写真刺激の作成より１週間の間隔をおいて本実験

は行われた。これは撮影直後に再認させると被験児が表

情以外の手がかりによって回答すること（例えば背景の

微妙な違いなど）が可能になると考えられたためである。

本実験は被験者と実験者の一対一の面接形式で行われ

た。条件毎に４枚の刺激カードをランダムに提示し，

｢○○（感情）の時の顔はどれですか」と教示し，被験者

に標的とされる感情が表されている刺激を一枚選択して

もらった。標的とされる感情は｢嬉しい」「悲しい」「怒っ

ている」の３枚であり，各条件において３試行，計１２試

行が行われた。刺激の提示順序は条件毎にカウンター・

バランスされた。

③他者の写真による表情刺激(以下，他者写真刺激）

④被験者自身が撮影された写真による表情刺激(以

下，自己写真刺激）

この内，線画刺激，イラスト刺激，他者写真刺激は星

野（1969)，針塚・成瀬（1976)，若松（1989）を参考に

して作成された（FigmFel)。表される感情は｢嬉しい」

｢悲しい」「怒っている」であり，これに「ニュートラル」

を加えられた４種類が各課題毎に作成された。この３つ

の感情は互いに区別しやすい。また先行研究においても

よく取り上げられているので，本研究においてもこの３

感情を取り上げた。ただし，若松（1989）にみられるよ

うに「笑っている｣，「泣いている」など用いている場合

もある。「笑っている」を「嬉しい｣，「泣いている」を

｢悲しい」ととらえることもできるが，これらは表情か

ら読み取れる情動の理解というよりは表面の形態の理解

といえるだろう。本研究ではこれらを区別して，「嬉し

い」「悲しい」「怒っている」の３感情を選んだ。そのた

め，表情以外の修飾要素(例えば涙など）が含まれてい

る場合は削除された。

また線画刺激は白黒図版であったが，イラスト刺激に

は着色がなされカラー刺激にされた（背景は白)。他者

写真刺激はカラー写真にて撮影された。他者写真刺激の

モデルは①先行研究（e,9.Broke,1973）の結果と比較す

るため，②対象児の年齢が３歳から６歳と幅広いため，

特定の年齢の幼児よりも成人の大人を用いた方が年齢間

の統制がとれる，と考えられるため，という２点の理由

から成人の大学生を用いた。４名の大学生に本研究の目

的は伏せたまま４種類の表情をするよう言語教示を行い

撮影した。４名の大学生の写真の内，実験者を含む３名

の評定者による協議の結果，最も刺激として適切である

欝噺愚，，
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Figurel表情認知課題で用し､た表情弓刺激

(これらの刺激以外に各被験児の顔を撮影した自己写真条件を
加えた4条件で実験は行われた。なお写真刺激に関しては

モデルの人物より論文の公刊についての了承を得ている｡）

《悲しい》《怒っている》《ﾆｭｰﾄﾗﾙ》

3）実際に撮り直した被験児は３名で各１回ずつであった。撮り直し

事由は，くしゃみをしてしまった，実験室外より大きな音が聞

こえてしまい注意が逸れてしまった，などである。
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る。表’情巧級度の平均が３以上の幼児を抽出した結果，

年少児群23名の内17名，年中児18名の内15名，年長児

１７名の内15名が分析対象となった。その分析対象児に

ついて再度平均およびＳＤを求めたところ，年少児の表

情巧繊度はMean＝3.549（ＳＤ＝0.411)，年中児はMean＝

3.689（ＳＤ＝0.412)，年長児はMean＝3.667（ＳＤ＝0.531）

となり，年齢（３；年少，年中，年長)×表情（３；嬉しい，

悲しい，怒っている）の分散分析を行った結果，年齢間の

主効果および交互作用は有意ではなく（，＞・10)，表情の

主効果は有意であった(Ｆ(2,88)＝9.774,’＜､01)。多重比

較の結果，「嬉しい｣が他の２表'情よりも有意に高く，「悲

しい」と「怒っている」間には有意な差はみられなかっ

た。

2）幼児自身の評定による各条件の表情刺激に対する正答率

分析対象となった幼児の線画，イラスト，他者写真お

よび自己写真条件の平均正答率を'mable2に示した。各正

答率に対し，ChanceLevelの検定を行ったところ，年少

児の他者写真における「怒っている」の正答率（47.06％，

X2＝1.16,〃＝１，力＞,１０)，自己写真に対する「嬉しい」

の正答率（47.06％，Ｘ２＝1.16,〃＝１，’＞､10）及び「悲し

い」の正答率（41.18％，Ｘ２＝0.54,〃＝１，’＞､10）が偶然

の水準内であり，また年中児の自己写真における「悲し

い」の正答率（53.33％，Ｘ２＝1.25,〃＝１，，＞・10）が偶然

の水準内であった。また年少児の自己写真における｢怒っ

ている」の正答率が偶然の水準を超える傾向があった

(58.82％，Ｘ２＝3.04,〃＝１，，＜､10)。その他の正答率に関

しては全てが偶然の水準よりも高かった(，＜､05)。

一方，各正答率に角変換を施し，年齢（３：年少，年

中，年長）×条件（４：線画，イラスト，他者写真，自己

写真）×表情（３：嬉しい，悲しい，怒っている）の３要

因についてｘ2分布を利用した分散分析（逆正弦変換法；

森・吉田，1990）を行った4)。その結果，年齢の主効果

(x2＝34.48,〃=2,’＜､01）及び条件の主効果（X2＝68.30,

〃=３，’＜､０１）が有意であり，条件×表‘情の交互作用

（ｘ２＝14.75,〃=6,'＜､05）が有意であった。多重比較の

結果，年齢間では年齢が上がるにつれ正答率が高くなっ

ており，年少児よりも年中児が有意に高く（x2＝9.97,

〃＝１，’＜､０１)，年中児よりも年長児の正答率が有意に

高かった（X2＝7.34,〃=1,’＜､01)。一方，条件間では他

結果

1）幼児の表情表出の巧繊度について

幼児の表情表出の巧繊度は，それ自体が自分自身の内

的な情感や顔の表情に対する理解を表す従属変数である

と考えられた。すなわち，「○○の表情をするよう」言

語教示をされた幼児は，自らの内的な‘情感を想起してそ

れに従った表情を表出するものと思われる。よって言語

教示によって撮影された幼児の自己写真刺激は，その表

情表出の巧繊度自体が幼児の自己表情の理解度であると

も考えられる。

そこで，実験者と２名の評定者（３名とも心理学専攻

の大学院生）により自己写真刺激について５点尺度で表

情表出の巧みさを評定してもらった。それぞれの表情に

ついて１点（不適切)～５点（適切）で評定してもらい，３

名の平均値をその表情に対する幼児の得点と見なした。

実験者以外の２名の評定者には研究の目的は伝えず，そ

れぞれ独立に評定してもらった。その結果，得られた平

均値および分散は'mablelに示した通りである。

自己写真刺激の巧繊度に対して年齢(３；年少，年中，

年長)×表情(３；嬉しい，悲しい，怒っている）の２要因

分散分析を行った。その結果，表‘情の主効果が有意であ

り（Ｆ(2,110)＝14.271,’＜､01)，Ryan法による多重比較

の結果，「嬉しい」が最も高く他の２感情よりも有意に

高かった（ｔ＝5.885；ｔ＝3.824，どちらも’＜､001)。つい

で「怒っている」「悲しい」の順に巧繊度が高いことが明

らかとなったが，２表‘情間に有意な差はみられなかった

(，＝､41)。また年齢の主効果に有意な傾向が見られ(Ｆ(2,

55)＝2.557,ｐ＜・10)，Ryan法による多重比較の結果にお
いては３つの年齢間に有意な差はみられなかったが，年

齢が高くなるにつれて平均巧繊度が高くなっていた。

その後の分析に対しては，幼児の自己写真刺激を他者

評定した表情の巧繊度に年齢間で有意な差がある傾向が

見られたため，３つの表‘情に対する巧繊度が平均３以上で

あった幼児の反応を分析対象とした。これは幼児の自己

写真刺激を幼児自身が判定した場合の正答率は，そもそ

もの表情の巧繊度の影響を受ける可能性があったからで

ある。すなわち，年齢間の差はそもそもの表情表出の巧

みさによって生じる可能性があると想定されたためであ
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4）本論文と類似の手法を用いて表情と情動語の発達的関連を検討し

ている先行･研究（Walden＆Field,1982）では，反応データを正解

に１，不正解に０を割り当てた２値数列を，複数要因の一般線形

モデルで予測する形式の分散分析で解析している。この場合，２

値数列に分散分析を適応する妥当性が問題となる。本来２値数列

の場合はノン・パラメトリック検定を用いるべきであるが，本

研究の場合，条件，情動の２要因は繰り返し要因となり，逆正弦

変換法が最適とはいえないものの，現在のところよりすぐれた

検定法が見あたらないため，逆正弦変換法を用いた。同様の理

由からWalden＆Field（1982）と同様の手続きを行っている楼庭・

今泉(2001）では，対数線形モデル分析を用いて解析している。

Tablel各年齢弾における表情表出の巧繊度の平均点

（５点尺度，（）内はSD）

２．９４

(1.14）

３．４２

(0.83）

３．７８

(0.79）

幼児における自分自身の表情に対する理解の発達的変化

２．７０

(1.08）

３．２２

(0.85）

３．２９

(0.82）

２．９６

(1.23）

３．３３

(0.75）

３．４７

(0.61）

３．１７

(1.05）

３．７２

(0.80）

３．８８

(0.83）
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Table２表情認知課題における幼児の平均正答率

線画 イラスト 他者 自己 全体

嬉しい82.36％ 94.12％ 76.47％ 47.06％＊

年少児悲しい94.12％88.24％70.59％84.31％76.47％66.67％41.18％＊４９画02％72.06％

怒っている88.24％ 88.24％ 47.06％ 58.82％÷

嬉しい93.33％ １００％ 86.67％ 66.67％

年中児悲しい80.00％91.11％86.67％95.56％80.00％82.22％53.33％＊66.67％83.89％

怒っている１００％ １００％ 80.00％ 80.00％

嬉しい１ ０ ０ ％ １００％ 93.33％ 73.33％

年長児悲しいｌＯＯ％１００％１００％１００％１００％91.11％66.66％75.55％91.67％

怒っている１００％ 100％

全体 92.91％ 92.91％

＊チャンスレベルの検定で偶然の水準内だったもの(’＞・10）

者写真条件の正答率が線画条件とイラスト条件の正答率

よりも有意に低く，（x2＝12.25；Ｘ２＝14.12，どちらも

〃=１，，＜,01)，自己写真条件はそれよりもさらに有意に

低かった（x2＝11.51,〃=１，’＜･01)。また条件×表情の

交互作用については，線画条件においては表情間で有意

な差が見られなかったのに対し，イラスト条件では「悲

しい」が「嬉しい」（x2＝4.12,〃=１，ｐ＜､05）や｢怒って

いる」（x2＝2.85,〃=１，，＜･10）よりも有意に低い傾向が

見られた。また他者写真条件では「怒っている」が「悲

しい」（X2＝5.07,〔j/＝１，’＜､05）や｢嬉しい」（X2＝3.75,

〃＝１，力＜・１０）よりも有意に低い傾向にあった。一方，

自己写真条件においては「怒っている」表情が最も高く，

｢悲しい」表情との間に有意な差が見られた（x2＝5.21,

〔"＝1,’＜､01)。

３）各刺激条件間の相関分析

幼児の各条件間の成績には，どのような関連が認めら

れるのかを検討するため，月齢をコントロールした各条

件間の偏相関係数を算出した。算出にあたっては３つの

表‘情に対する正答をそれぞれ１点とし’０点から３点ま

での範囲になるようにした。Ｔａｂｌｅ３は算出された相関

行列である。有意な相関が認められたのは，線画一イラ

スト間（γ＝0.34,〃=45,’＜､05)，線画一他者写真間

(γ＝0.41,〃=45,’＜､01)，線画一自己写真間（γ＝0.45,

〔j/=４５，，＜､01）のみであり，その他の条件間には有意な

相関は認められなかった。

考察

Table３各条洋間の成績の偏相関係数表
（月齢をコントロール）

線画イラ ス ト 他 者 写 真 自 己 写 真

線画

イラスト0.34＊

他者写真0.41*＊０．２０

自己写真0.45*＊-0.02０．２５

*’＜､０５＊*’＜､0１

80.00％ 86.67％

79.43％ 63.12％

＋偶然の水準を超える傾向だったもの（､１０＞ｐ＞､05）

幼児が表出した表情の巧綴度について

本研究においては言語教示によって幼児に意図的な表

情表出を求めたため，表‘情表出の巧級度は幼児がどのぐ

らい自己の内的な情感や表出している表情を理解してい

るのか，を示すものであると考えられるだろう。この自

己写真刺激に対する他者評定による表情巧繊度に関する

分析では，年齢による効果に有意な傾向が見られ，年齢

と共に表情表出がより巧みになっていくことが示され

た。すなわち，年齢と共に徐々に，幼児は自分自身の内

的情感や表出される表情を理解していき，表情表出自体

も他者である大人の側から見ればより巧みになってい

く，といえるのではないだろうか。また「嬉しい」表情

の優位性がどの年齢でも認められ，これまで多くの研究

で認められた「Happy」顔の優位性と一致したもので

あった（e､g､Broke，1973；Ekman,Friesen,＆Ellsworth，

1982；Walden＆Field，1982)。

しかしながら，幼児がそうした自分自身の表‘情につい

ての理解をより確固たるものへとしていくためには，表

出している表'情がどのようなものであるのか，自分自身

が正確に把握する必要があるだろう。そこで，他者評定

の結果，明らかに表情表出が拙かったものを除いて，自

分自身の表情をどのぐらい理解しているのか，その正答

率に関して線画やイラスト，他者写真などの他者表情刺

激との比較や年齢間による正答率の推移を検討した。

幼児における自己表情の理解の出現時期

線画，イラスト両条件の正答率は年少児から年長児ま

で84.31～100％を示しており，幼児は本研究の対象と

なった子どもは３歳半の時点で基本的な表情図の意味理

解および表‘情の識別ができるものと示唆され，表情に対

する表象的な理解を獲得しているといえる。一方で，他

者写真条件になると有意に正答率が低くなっており，こ

れは表情認知に関係していない情報（例えば顔の輪郭や

髪型など）まで呈示された写真刺激に幼児が多少混乱し

てしまったと考えられる。しかしながら，年長児になる

とそうした余分な情報にとらわれることはほとんどなく
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なってくることが示唆される。

一方，自己写真条件については年中児でやっとChance

Levelを脱した程度の正答率しか示さず，すべての年齢

群において他者写真条件よりもさらに有意に低い正答率

を示した。これは幼児が３歳の時点では他者の表情に対

する基本的な意味理解を獲得しているにも関わらず，自

分自身が表出している表情について必ずしも理解してい

るとはいえないことを示している。しかしながら年齢が

上がるにつれて自己写真条件の正答率も高くなってお

り，年長児では75.55％にまで上昇している。本研究の

分析対象となった被験児の表情は３名の評定者によって

あらかじめ不適切なものは排除されており，その結果，

対象となった被験児の表情表出の巧綴度には年齢間で有

意な差はみられなかった。よって幼児の自己表情認知の

正答率における年齢差は，表情表出の出来不出来による

ものではないと思われる。よって「自己表情に対する理

解は３歳以後に徐々に獲得されるであろう」という本研

究の仮説は支持されたといえる。

自己写真条件と他の条件間の比較においては，自己

写真条件が他の３条件よりも有意に低いということが示

された。本研究は３歳から６歳の幼児を対象にしており，

基本的な自己に対する知識などの自己理解が既に芽生

えていると思われる。そのため，自己写真刺激が呈示

された場合，他者表情条件とは異なり「恥ずかしい」と

いった自己意識的情動が沸き上がり，それに引きずら

れて自己写真条件の正答率が低くなってしまっている

のではないだろうか。年齢が上がるにつれて，徐々に

そうした自己意識的な情動に引きずられなくなり，結

果，表情判定の正答率が徐々に高くなってくるものと

考えられよう。

しかしながら，幼児の自己写真刺激は，あらかじめ不

適切な表情表出を示した被験児について対象から除いて

いるとしても，幼児の表情表出が拙かった可能性は捨て

られない。すなわち，本研究においては他者写真刺激の

モデルとして成人の大学生を用いた。従って，表情の表

出能力が幼児よりも著しく高かったものと思われ，そう

した表情刺激の出来不出来が自己写真刺激の正答率を低

くしている可能性もあるだろう。また，一定の表出能力

を持つ幼児のみを対象として分析を行ったため，そのこ

とが結果に影響を与えている可能性もあるだろう。これ

は今後の課題であるが，幼児の表情表出能力を例えば日

常の生活の中で観察法などを用いて定量的に測定し，そ

れと自己表情に対する理解との関連を検討することが必

要ではないだろうか。

ところで本研究では写真刺激の統制条件という制約か

ら，言語教示による意図的な表情表出を撮影した自己写

真刺激を用いた。よって｢○○の時の顔をしてください」

といった時にかならずしも幼児はその表情の内的情感を

手がかりとしなくても，教示された情動語と顔の表情筋

の筋感覚をマッチングさせることによって正答すること

が可能であると思われる。本研究では刺激撮影から実験

まで１週間の間隔をおいたので，幼児は顔の表情を表象

として保持させて答えているものとある程度は期待され

るが，この点に関する傍証はとっていない。よって，今

後は幼児がどのような方略や手がかりを用いて自分自身

の表情を再認しているのか，その内的な認知プロセスを

明らかにしていく必要があるだろう。

他の条件の刺激に対するパフォーマンスとの関連性

各条件間の成績について月齢をコントロールして偏相

関分析を行ったところ，有意な相関が認められたのは線

画条件の成績と他の条件の成績との間に関してのみで

あった。線画条件の刺激はほとんどの被験児がこの課題

を通過しており，線画による表情刺激に対する理解が他

の条件の表情刺激に対する理解の基盤となっていると考

えられよう。有意な相関が見られた条件間の内，自己写

真条件と線画条件において最も強い相関が見られ，その

一方で自己写真条件の成績とイラスト条件，他者写真条

件に関しては有意な相関は認められなかった。

線画条件の刺激には，髪型や輪郭など表’情とは関係の

無い要素がほとんど含まれていないため，幼児が表情に

対する表象に最もアクセスしやすい刺激であると考えら

れる。一方，自己表'清の理解には視覚的’情報に依存する

というよりは，むしろ自らが表出している表情のイメー

ジを幼児が捉えているかどうかが大きく影響すると思わ

れる。すなわち，自分自身の表情を表出する際，自分自

身は視覚的にその表情を確認することはできないため，

自分の表情筋の動作感覚と自分が獲得している表情の表

象的イメージとを重ね合わせて把握するのである。よっ

て，表情に対する表象的理解が最も強く影響する線画条

件のパフォーマンスとの関連性が最も強く示されたもの

と推測される。

しかしながら，自己表情の認知には表情の表象的イ

メージの獲得以外にも多くの要因が含まれているものと

思われる。例えば自己に対する様々な知識や基本的なメ

タ認知能力，情動が生起するであろう状況の理解（dis‐

playrule；Saami，1979）などが考えられよう。また，久

保（1998）によると，この時期は共感'性の発達や複雑な

感情の理解（｢嬉しい」と「悲しい」が入り混ざったよう

な感情）の発達時期にもあたる。こうした能力が発達す

るためには自分自身の表'情やそれと随伴する内的な'情感

に対する理解が必要となると思われよう。よって今後は

こうした能力の発達との関連も視野に入れて，その発達

的関連性や発達プロセスなどを検討していく必要がある

ものと思われる。

どの種類の表情が理解されやすいのか

特筆すべきこととして，条件によって理解されやすい
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よって表情筋の動きが大きい表情ほど，幼児は自分自身

の表情に気づきやすいと思われる。本研究で用いられた

自己写真刺激を概観すると，「怒っている」表情では口

を尖らせたり，頬を膨らませたり，眉を中央に寄せると

いった動きを見せた被験者が多かった。一方，「嬉しい」

の表情では広角を横に広げるといった動きがほとんどで

あり，「悲しい」の表情ではうつむいたり，険を半開き

にするといった小さな動きがほとんどであった。大人の

評定者などの他者が表情を評定する場合とは異なり，こ

うした表情筋の動作感覚に対する気づき易さが幼児自身

による判定の正答率に大きな影響を与えた可能性もある

だろう。先述したように，この問題に関しても幼児がど

のような手がかりによって自身の表情を判断しているの

かといった，認知プロセスを明らかにする検討を今後は

行う必要があるものと思われる。

表情の種類が異なったことが挙げられよう。一般的な表

’情認知の研究においては「嬉しい（Happiness)」表情の

優位性が示され（e､g､Ekmaneta1.,1982)，その発達プロ

セスにおいても「嬉しい」が最も早く獲得されることが

示されている（e､9.Broke，1973；Walden＆Field，1982)。

しかしながら，研究者によって刺激や呈示方法が異なり，

必ずしも一致した結論は得られていない。自己写真条件

以外の本研究の結果でも概して「嬉しい」表情の優位性

が認められるものの，中には「悲しい」表情が最も認知

できた年長児の他者写真条件のようなケースも見られ

る。これは本研究の「悲しい」写真刺激がうつむいた顔

になっており，年長児であれば表情という顔の形態より

も姿勢に反応して写真刺激の意味を理解したのではない

かと推測される。

一方，自己写真条件ではまったく異なる結果が得られ

た。すべての年齢群において「怒っている」表情が最も

正答率が高いという結果が示された。これはこれまでの

表情認知に関する研究には見られなかった現象である。

本研究の仮説においても，当初は「嬉しい」の表情の優

位性が認められるのではないかと推測された。ところが

実際には「嬉しい」や「悲しい」表情の理解が年長児に

なっても７０％前後であるにも関わらず，「怒っている」

表情に関しては年中児で既に80％の正答率が示され，

仮説とはまったく異なる結果が得られた。しかも大人の

評定者による表情評定の結果では，「嬉しい」表情の優

位性が認められたにも関わらず，である。

この「怒っている」表情の優位性は，その表情を理解

することが社会生活に適応的な役割を果たすことによる

効果なのかもしれない。つまり「怒っている」表情を理解

することは，自分自身の「怒り」の感情をコントロールし

興奮を静め，仲間関係などの他者との集団生活を円滑に

すると思われるからである。本研究の対象となった被験

児は全員保育園に所属しており，「嬉しさ」とか｢悲しみ」

といった情動をコントロールするよりも「怒り」の情動を

コントロールすることが集団生活に適応するために重要

であったのかもしれない。しかしながら，本研究は幼児

に対して言語教示による意図的な表情表出を求め，それ

によって作成された自己写真刺激を用いているため，幼

児の自然な表情表出を反映したものではないと思われる。

よって実際に自己の「怒り」の表’情に対する理解が社会生

活に適応的な役割を果たすかどうかを証明するためには，

保育場面などで実際に観察される幼児の表情を用いて自

己表情の再認を求め，それと集団適応の程度を比較する

といった検討を今後は行う必要があるだろう。

もう一つ考えられる点は，表情筋の活性化に伴う筋緊

張に対する気づきの問題である。自分自身の表情を認知

するためには，自分自身の表情筋の動作感覚と自分自身

が感じている内的情感の随伴’性を理解する必要がある。

結
五
口

一
言
ロ

本研究は，３歳から６歳までを対象として，言語指示

によって表出した幼児自身の表情（嬉しい，悲しい，

怒っている）写真を呈示する課題と線画，イラスト，他

者写真による表情刺激を呈示する課題を行うことで，自

分自身の表情に対する理解の発達を検討してきた。その

結果，幼児は具体的な他者表情写真や線画・イラストな

ど抽象的な表情図に対する基本的な理解がなされた３歳

以降に，徐々に自分自身の表情についても正確に把握し

ていくようになることが示された。また他者表情写真や

表情図による表情認知課題とは異なり，自己表情認知課

題においては「怒っている」表‘情の優位性が認められた。

これらの結果は，これまでの表情理解の発達に対する研

究においては見られなかったものである。

これまでの表‘情理解の研究においては，他者の表，情や

表情図を正確に認知できるようになること，または他者

から見て適切な表情の表出が可能となること，をもって

表情の理解がなされたと結論づけられることが多かっ

た。だが，表情を他者とのコミュニケーションにおいて

有効な術として利用するためには，自分自身の表情がど

のようなものであるのかを理解する必要があるだろう。

よって今後は，そうした側面を含めて表情理解の発達を

検討していくべきではないだろうか。それにより，表’情

の機能的意味を改めて捉え直すことができるものと思わ

れる。そうした意図に基づき，本研究では自分自身の表

情写真を用いた自己表情認知課題に対する幼児のパ

フォーマンスの発達的変化について検討してきたが，さ

らに今後は，刺激の作成方法や手続きに対する方法論的

な検討や，表情認知に影響するであろう多様な要因との

発達的関連を検討していくことが課題である。

発達心理学研究第１５巻第２号
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大学生はいかに力のプリコンセプションを変容させるか

高垣マユミ
(鎌倉女子大学児童学部子ども心理学科）

原著

本研究の目的は，大学生の力のプリコンセプションを変容させる教授ストラテジーを検討し，プリコンセプ

ションを科学的概念へ変容していくプロセスを明らかにすることである。実験セッションでは，事前テストによ

り抽出された力のプリコンセプシヨンをもつ82名に，「つり合い教授(易課題)」と「投げ上げ教授(難課題)」の２

種の教授が与えられた。事後テストの結果，両課題において，‘‘現象の原因となる力，，，“動きをもたらす力''，“仕

事をする力”のプリコンセプションの変容が認められた。そこで，教授的働きかけを与えられて個人内にどのよ

うな心的操作がもたらされたのかをプロトコルから詳細に分析した結果，以下のことが明らかになった。１）易課

題が正答できるようになった者の多くは，つり合い教授の認知的葛藤生起情報により，「当惑｣がひきおこされた。

一方，難課題が正答できるようになった者の多くは，投げ上げ教授の認知的葛藤生起情報により，「混乱」がひき

おこされた。２）難課題の認知的葛藤を解消するためには，ａ）プリコンセプションでは説明不可能な具体的事例

を解釈するための枠組みとして，科学的概念が受容される方略だけでは十分な効果はなく，ｂ）プリコンセプシヨ

ンと科学的概念が整合的に結びつけられる方略が有効となることが示唆された。３）易課題が正答できるように

なった者の多くは，認知的葛藤解消情報により「記憶の再生・転移」を感じ取ることで，また難課題が正答できる

ようになった者の多くは，認知的葛藤解消情報により「驚き」を感じ取ることで，知的好奇心が活性化された。

【キー・ワード】プリコンセプション，教授ストラテジー，概念変容のプロセス，力の概念

問題

われわれは，幼い時から日常の遊びを通して，多くの

力学的体験をする。例えば，おしくらまんじゅう，シー

ソー，ボール遊びなどを通して，相手を押せば自分も力

を受けること，力のつり合いを考えながら体のバランス

を取ること，力を込めて投げた方向にボールが飛ぶこと

などを，体全体を使って無意識のうちに覚えていく。

このように日常生活の中でさまざまな事物を操作した

り，他者とかかわったりする経験を通して獲得される力

の初期モデルには，「intemalfOrce：力は重いと感じる物

体の物質上の特性」や「push/pull：力は接触し合う一方

の物体から他方の物体に伝達される」等があるという

(VOsniadou,1998)。科学的力学とは異なる力の概念につ

いては，これまでにも様々 な報告がある（McCloskeyヶ

1983；Clement,2000；Melvin,David,＆Clement,1990；佐

藤，2001)。中でも，Wattsの研究（1983,1997）は，学校

教育において科学的力学の教授を受けた学習者（例え

ば，小学生では力のつり合い，中学生では力の作用・反

作用，高校生では力と運動など）がいかなる力の概念を

有しているのか，という点に焦点を当てた貴重な知見を

提供している。彼は，幅広い年齢（小学生から高校生ま

で）の被験者を対象とし（Watts,1983)，英語圏だけでな

く様々な国(イギリス，ケニア，ポルトガル等）に研究対

象を広げ（Watts,1997)，事例面接による調査を行った。

調査の結果，学校での経験，言葉，文化が違っていても

生徒達の反応に類似性があることが見出され，それらの

反応を「designatedforces：力は現象をもたらす原因であ
る｣，「motiveforces：物体の運動方向に力は作用する｣，

｢operativeforces：力は物体に蓄えられ，増えたり減った
りする」等とカテゴリ化した上で，こうした特有の考え

方は，学校教育において科学的力学の体系的教授を受け

た後も強固に保持され続けていることを指摘した。

こうした学校教育で体系的に教授される科学的概念に

特異な意味づけをもたらす学習者特有の考え方は，「プ

リコンセプション」と呼ばれる（Hashweh，1986,1996)')。

1）「ブリコンセプション」とは,日常生活の様々 な経験を通して獲得され,日常生
活の事象の解釈や予想を立てる事に繰り返し用いられる概念である，日常的表
象のレベルで暗黙的に獲得されているため,いったんある条件が整った時に自
動的・無意識的に呼び起こされる。ブリコンセプションは,一般化された科学
的概念の形式を有してはいないけれども,初歩的なモデルあるいは理論の性質
を有している。ゆえに,ブリコンセプションは,すでに科学的概念と競合し,最
終的には科学的概念へと変化し得る資質を持つ(Hashweh,1986)。これに対し，
「誤概念」とは,科学的概念そのものを評価の基準として考察した場合に,学習
者自身が構成した考えや思考のプロセスは,誤り,誤解,何らかの欠如として捉
えられる（Clement,1993)。また,｢素朴概念」とは,日常生活の中で体系的な教
授なしに獲得される概念であり，日常生活の中では適応的な性質を持っている
が,科学的概念に照らし合わせてみると必ずしも正しくないことが多いため,｢誤
概念｣あるいは「もう一つの概念(Altemativetamework)」とも呼ばれる（岡本・
清水・村井,1995)。素朴概念は,授業で教えられる科学的な概念とは異なって
おり,通常の授業によって組み替えることは困難である（村山,1995)。
すなわち,「プリコンセプション」は,科学的概念の｢特別なケース（special

case)」であり,最終的には科学的概念へと変化し得る資質を持つものと捉えら
ている。一方,｢誤概念」と「素朴概念」は,科学的概念とは異なる「もう一つの
概念｣であり,科学的概念に｢置き換える」必要があるものと捉えられている。
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プリコンセプションは，現実世界でのある特定の領域の

相互交渉には十分な役割を果たし，事象の解釈や予想を

立てる際に繰り返し用いられる。そのため，プリコンセ

プションが，特定の領域外の相互交渉には限界があるこ

とに気づかない従来の教育方法では，科学的概念に変容

させることは困難であることが明らかになっている

(Champagne，Klopfer｝＆Anderson，1980；POsner,Strike，

Hewson,＆Gertzog，1982)。最近では，プリコンセプ

ションは教授後も保持され続けることや，プリコンセプ

ションの生起する条件（年齢や領域固有性など）を明ら

かにすることにとどまらず，プリコンセプションの変容

を促す教授法にまで踏み込んだ実証的研究も増えつつあ

る（Clement，1993；Brown，1994)。わが国でも，「いか

なる教育的働きかけを行えば，学習者のもつ信念や根拠

性を切り崩すことができるのか」という教授学習的視点

から，科学的概念の獲得を促す教授法の開発が試みられ

ている（麻柄，1990;小野寺，１９９４;荒井・宇野・工藤・白

井，2001)。今日，学校教育現場においては，こうした

科学的概念の獲得を促す教授法の提案が切望されている

が，中でも高垣の研究（2001）は，実際に小学校算数｢高

さ」のカリキュラムの開発を目指して，教授学習場面に

適用可能とする教授法を提案している点において，大き

な価値を持っている。その教授法は，高さのプリコンセ

プションをもつ小学校５年生を対象とし，「日常的表象」

のレベルにおいて，高さのプリコンセプションを数学的

な高さの概念と関連づけるというものである。具体的に

は，Hashweh（1986）の概念変容モデル（Figurel）に基

づき，まず，プリコンセプションＣｌと現実世界の領域

Ｒ２との間に認知的葛藤（Conflict(1)）を生起させ，かつ

授業で提示される科学的概念Ｃ２との間にも認知的葛藤

(Conflict(2)）を生起させる。その上で，以下に示す教

授的働きかけが，プリコンセプションの変容を促進する

ことを明らかにした。すなわち，①Ｒ２に対して「慣れ

親しんだ操作（身長計の測定方法)」を用いることIこよっ

WORLDPreconseption ConfIict（２）Scientific

ＷＯＲＬＤＲ１ Ｒ２ Ｒ３Ｒ４

FigurelHashwehの概念変容モデル(1986ノ

注．このモデルにおいて，観念の世界（worldofideas）のプリコンセプ
ションＣｌは，現実世界(realworld)の特定の領域Ｒ１に関連づけ
られている。そのため，プリコンセプションＣｌは，現実世界の領
域Ｒ２と認知的葛藤(Conflict(1)）を起こし，かつ授業で提示され
る科学的概念Ｃ２とも認知的葛藤(Conflict(2)）を起こすとされる。

て，「納得性の高い認識」を導く。その結果，プリコン

セプションＣ１とＲ２の間の認知的葛藤Conflict（１）が解

消に向かう。②プリコンセプションＣ１は誤りではなく，

学習者の経験に基づくため適用し得る事例（Ｒ１）が限定

されるが，数学的概念Ｃ２はより一般性を有しているた

め，全ての事例（Ｒ1,2,3…）に適用し得ることに気づか

せる。その結果プリコンセプションＣｌと数学的概念Ｃ２

の間の認知的葛藤Conflict(2)が解消に向かう。

高垣（2001）の知見は，プリコンセプションの変容を図

る教授方略の研究に１つの手掛かりを示したと言える。

しかしながら，以下の点において検討の余地がある。第１

に，高垣(2001）で示されたような学校教育の教授活動

に直接結びついた教育心理学研究の実証的データの蓄積

は，現在のところまだ十分とは言えない。従って，さら

に小学生とは別の学習者や算数とは別の学習内容に即し

て，教授ストラテジーの有効性を確かめていく必要があ

る。第２に，現在の段階における概念変容についての研

究では，人がどのようなプロセスを踏みながら元の概念

構造を変容させていくのかという問題については，理論

的にも実証的にも十分には明らかにされておらず，重要な

検討課題の一つとして残されている（丸野，1994；中島，

2000)。高垣（2001）の研究においても，小学生を対象と

していたために，学習者がいかにプリコンセプションを

意識化，言語化，モニタリングしながら変容させていく

のかというプロセスについては，詳細な検討はなされて

いない。

上記の高垣（2001）の問題点を踏まえ，本研究では，

被験者に大学生を選定する。その理由は，自己の既有の

考え方と新たに提示された情報との関係をメタ認知的に

捉え，内観報告することが可能である点を考慮したから

である。以上より，本研究の目的は，第１に，Hashweh

の概念変容モデルに基づいた教授ストラテジーが，大学

生の力のプリコンセプションを科学的概念に変容させる

か否かを検討することである。第２に，教授的働きかけ

が与えられた後，学習者は，いかにしてプリコンセプ

ションを諸現象を理解するための枠組みとして使用しな

くなり，科学的概念を正しいものとして受容していくの

かを明らかにすることである。

具体的には，大学生を対象に，以下の方法で実験を行

う。第１に，力の概念に関する事前テストを実施し，産

出されたプリコンセプションを科学的概念に変容させる

教授ストラテジーを，概念変容モデル(Hashweh，1986）

の枠組みに沿って考案する。第２に，「日常的表象」の

レベルにおいて力のプリコンセプションを物理学的な力

の概念と関連づけ，認知的葛藤を生起させ解消に向かわ

せる教授的働きかけが，プリコンセプションの変容に効

果をもたらしたか否かを実証的に検討する。第３に，プ

リコンセプションの変容過程におけるプロトコルを詳細



＜正答の自由記述例＞

本が地球から下向きに引っ張られる力（重力）と，本が机

から上向きに押される力（垂直抗力)。

2つの力の大きさは同じで，向きは反対である。
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に分析することで，学習者がプリコンセプションを，い

かに意識化，言語化，モニタリングしながら変容させて

いくのかを検討する。

実験

1．実験の課題（１）（事前テスト）

目的

中学校で学習する力学の基本的な内容を取り上げ，大

学生の理解の実態を明らかにする。さらに記述報告の分

析から，回答の背景となる理由づけについて明らかにす

る。

方法

被験者国立大学教員養成の複数クラス（初等～高等

教育教員養成課程）の学生82名（男‘性44名，女’性38名）

を対象とした。調査は，大学の講義の時間の一部を使っ

て，集団で実施した。

手続き課題冊子４ページ（各課題１ページ）に記述

する形式で行われた。ページをめくったら前のページに

もどらないこと，冊子内の指示に従って各自のペースで

進むことを伝えた。教示後，配布した冊子を開き，冊子

中の質問に対する記述回答を求めた。なお，課題の提示

順序は被験者間でカウンターバランスをとった。時間制

限はなく，所要時間は約２０～30分であった。

課題物体に働く力を定性的な表現で問う問題であ

る。中学校で学習する基本的な内容である（Figure2)。

(1)課題１：机の上にのっている本を提示する。本に力

が働いているならば，その内容と方向を記述する。

(2)課題２：スケートで氷上を等速度で滑っている女の

子を提示する。女の子に力が働いているならば，そ

の内容と方向を記述する。この場合，氷からの摩擦

力や空気抵抗は無視できるものとする。

(3)課題３：鉛直上方に投げ上げたボールを提示する。

上昇中・最高点・下降中の各点において，ボールに

力が働いているならば，その内容と方向を記述す

る。この場合，空気抵抗は無視できるものとする。

(4)課題４：斜め上方に投げ上げたボールを提示する。

上昇中・最高点・下降中の各点において，ボールに

力が働いているならば，その内容と方向を記述す

る。この場合，空気抵抗は無視できるものとする。

なお，「つり合い課題」（課題１．２）では，水平方向に

等速度運動（課題１は速度＝０)，「投げ上げ課題」（課題

３．４）では，水平方向に等速度運動（課題３は速度＝０)，

かつ鉛直方向に等加速度運動をしている問題を設定し

た。

結果と考察

事前テストの正答者数をTablelに示す。正答の基準

は，「つり合い課題」（課題１．２）では，静止または等速

直線運動をしている物体に働く力に関して，（１）重力と

課題１．机の上に本が置いてあります。

①本には，どのような力が働いていますか？矢印で表し

てください。

②矢印の横に，その力の説明を記述してください。

大学生はいかに力のプリコンセプションを変容させるか

Figure2事前・事後テストの課題例

く正答の自由記述例＞

女の子には地球からの重力と，地面からの垂直抗力が働い

ている。

2力は同一作用線上にあり，大きさが等しく，互いに逆向

きである。

課題３．ある人がボールを真上に投げ上げました。

(a）点は上昇中，（b）点は最高点に達したとき，（c）点は下

降中の位置を示します。空気抵抗は受けないと仮定します。

①(a)点，（b）点，（c）点において，各々 ボールにはどの
ような力が働いていますか？矢印で表してください。

②矢印の横に，その力の説明を記述してください。

厭いif，
＜正答の自由記述例＞

ボールは手から離れたため，地球からの重力のみが働く。

課題４.ある人がボールを斜め上方に投げ上げました。

(a）点は上昇中，（b）点は最高点に達したとき，（c）点は下

降中の位置を示します。空気抵抗は受けないと仮定します。

①(a)点，（b)点，（c）点において，各々 ボールにはどの
ような力が働いていますか？矢印で表してください。

②矢印の横に，その力の説明を記述してください。

〆／一ﾏ菌－－、

が （ｃ）

＜正答の自由記述例＞

鉛直下向きに，重力が常にかかっている。
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Tableｌ事前・事後テストでの正答者数

事前

(〃＝82）

事後

(〃＝82）

つり合い課題

課題１課題２

(近転移１）（遠転移１）

１４

(17.1）

７６

(92.7）

１８

(22.0）

７４

(90.2）

投げ上げ課題

課題３課題４

(近転移２）（遠転移２）

８

（9.8）

６０

(73.2）

４

(4.9）

３８

(46.3）

注．数値は人数，（）内は％を示す。

なお，課題１はつり合い教授の近転移を（近転移１)，課

題２はつり合い教授の遠転移を（遠転移ｌ)，課題３は投

げ上げ教授の近転移を（近転移２)，課題４は投げ上げ教
授の遠転移を（遠転移２）測った問題である。

垂直抗力がベクトルで正確に図示されている，かつ（２）

この２力は，大きさが等しく向きが反対でありつり合っ

ている，という旨が明示的に記述されている場合とし

た。「投げ上げ課題」（課題３．４）では，鉛直上方または

斜め上方に投げ上げた物体に働く力に関して，（３）重力

がベクトルで正確に図示されている，かつ(4)空中に投

げ出された物体には，鉛直下向き方向の重力のみが働

く，という旨が明示的に記述されている場合とした。被

験者の回答は自由記述であり，意味が同じでも表現が異

なる場合は数多くあるため，実験者を含む３名の採点者

が独立に評定し，２名以上の一致を持って正答または誤

答とした。Tablelによれば，事前テストにおいて「つり

合い課題」の正答者は，学習者82名中，課題１が14人

(17.1％)，課題２が18人(22.0％）であり，「投げ上げ課

題」の正答者は，課題３が８人(9.8％)，課題４が４人

(4.9％）であった。この結果は，中学校で学習する基本

的な内容が大学生でも十分に理解されていないことを示

唆している。

次に，被験者がいかなる力のプリコンセプションを表

象しているのかを検討した。問題と目的の項で述べた

Vbsniadou（1998)，Watts（1983）らの分類基準に照らし

ながら，事前テストの自由記述で得られたプロトコルを

分類した結果，Watts(1983）が見出したものと基本的に

同じカテゴリー項目が見出された。各タイプのプロトコ

ルの代表的な報告例をTable2に示す。Table2の判断基

準に従って実験者以外の別の判定者が独立にカテゴリー

分析を行い（評定者間一致率＝.90)，不一致の場合は協

議して評定を行った。各人は，いずれかのタイプに属す

るものとする。Table2より，大学生の多くは，現実世

界の諸現象を説明する際に，“現象の原因となる力"，

"動きをもたらす力''，“仕事をする力”という，ニュート

ン物理学の世界とは異なる説明的枠組みをもっているこ

とが明らかになった。従って，こうしたプリコンセプ

ションに働きかけて，その変容を試みる教授ストラテ

ジーを考案することが必要であると考えられた。

Table2力のプリコンセプションのカテゴリーの分類基準と報告例

カテゴリーの分類基準

①現象の原因となる力：

力は原因物に授けられていて，それに

よっていろいろな現象が起こるとする

考え方。原因物には，物体，人，体の
内部等がある。

②動きをもたらす力：

物体が動いているならば，その方向に

作用している力があるとする考え方。

この場合，「力と加速度」の関係に注目

すべきところを，「力と速度」の関係に
注目している。

③仕事をする力：

力は物体に蓄えられていて，その力が

伝わっていき，減ったり増えたりする

という考え方。この場合，「力」と「エ

ネルギー」の概念が混同している。

④その他：

複数のカテゴリーにまたがる考え方。

報告例

･本は何からも力を受けていないから，静止している。（１）２２

･女の子自身が手足や体全体を使って進もうとする力で，進行方向に進んでいる。
（２）２０

･上昇中は，人が真上に投げた力が，重力よりも大きな力で働いている。（３）
２０

．人から押し上げる力を与えられて，ボールはななめに飛んでいる。（４）１１

･机の上の本は静止状態であるので，力は作用していない。（１）４２
.女の子が進んでいるのは，進行方向に力が働いているから。（２）３５

・自分がボールを投げた経験から考えて，ボールは自分が投げた方向＝力を働か
せた方向に行く。（３）４２

･斜め上方向に投げたとき，力はその方向にかかるし，速度の向きも同じ方向に
なる。（４）５１

･本は，運動エネルギーをもっていない。（１）４

.女の子が氷上をすべりはじめた時の前に進もうとする力が，その運動を続けよ
うとする力に変わり，その力が安定して働いている。（２）５

．動き始めの強い力（手から離れるとき）は，ボールが上昇するにつれて少なく

なっていく。運動が止まるとき（一瞬の時間)，力はそこにはなく，次に重力が
ボールを引き下げる。（３）８

･ボールは最高点で位置エネルギーが最大となる。これが今度は重力と合わさっ
て，下向きの運動エネルギーに変わり，下方向に力が向かう。（４）７

･氷から摩擦力を受けないため,女の子自身の力で前に進もうとする力が働く。
（２）（原因物十動き）４

．重力より真上に行こうとする力が大きいので,その力が作用し続け上昇してい
る。（３）（動き＋仕事）４

．投げ上げられたボールには，ななめ上に飛ぼうとする力が働いている。この力
は徐々に減少していき地面に落ちる。（４）（動き＋仕事）９

注．太字の数値は頻度を示す。（）内の数字は，各課題（１～４）を示す。



大学生はいかに力のプリコンセプションを変容させるか 2２１

＜ 現実の世界＞＜物理学の世界＞

国一＝－－－－ｰｰー一－－＝＝ー‐司一＝ー＝ー ｰ＝‐ｰ再一＝‐ー＝ｰー訂

‘日常生活においては，物体Ｉプリコンセプション（ｃ,）’１【・ニュートン物理学においては物理学的概念（Ｃ２）Ⅱ－ －１１

には常に，摩擦力が働いてｌ・物体が動いているならば,そ’１･質量、〔kg〕の物体にＦ〔N〕｜ぃ限り，静止していた物体は
「物体に外部から力が作用しな

いる。これは人間の意思と
Ｉの方向に作用している力があ】’の力が作用したとき，加速度ａＩ

は無関 係に作用することか－＞Ｉ，一静止の状態を保ち，運動して
‘ると考える。この場合，「力１１〔m/s2〕を生じたとすれば，，

:蝋し覇鯛纂。’と加遠度｣の関係に塗日すべ’’二…間悟
いた物体はいつまでもその速

度を保って等速度運動を続け
Ｉきところを，「力と速度」のＩＩｍａ＝Ｆ

けるには，力を加え続けな’関係に注目している。｜｜という関係が成り立つ。 る」という世界を前提として

ければならない」と考える。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－いる。

ｉ
,Vｈ

･現実の世界では,運動している物体に働く「力の向き」と「速度の向き」が一致する現象（Ｒ１）のみが起こるわけではない。運動

している物体に働く「力の向き」と「速度の向き」が一致しない現象（R2）も存在し得る。→Connict(1)

･プリコンセプション（c'）は,｢速度子の向きが力Ｆの向きと同じ」と考えるため,適用される現象は限定される。一方,物理学的
概念（C2）は，「加速度（＝速度の変化）すの向きが力Ｆの向きと同じ」と考えるため，全ての現象に適用される。→Connict(2)

Figure3力のプリコンセブ'シヨンを変雰させる教授ストラテジー

2.実験の課題（２）

目的

第１に，事前テストで産出されたプリコンセプション

を物理学的概念に変容させる教授ストラテジーを概念変

容モデル（Hashweh，1986）の枠組みに沿って考案する

(Figure3)。第２に，考案した教授ストラテジーが，大

学生の力のプリコンセプションを物理学的概念に変容

させるか否かを，事前・事後テストの比較によって検

討する。第３に，教授的働きかけが与えられた後，学習

者がプリコンセプションをいかに意識化，言語化，モ

ニタリングしながら変容させていくのかを検討･する。

そのために，被験者の判断による「認知的葛藤｣，「知的

好奇心」の大きさの量化とその理由づけの観点から分析

を行う。

方法

被験者被験者は，事前テストと同一である。

手続き本実験は「つり合い課題」と「投げ上げ課題」

の２つのセッションから成る。各セッションは，コン

ピュータソフトを使った自作教材の視聴を中心とし，１２

ページから成る課題冊子に記述する形式で集団で実施し

た。実験を始めるにあたり，ページをめくったら前の

ページにもどらないことを伝え，各質問ごとに実験者の

指示に従って一斉に書き込ませるという手順で行った。

｢つり合い課題」と「投げ上げ課題」における認知的葛藤

生起情報，認知的葛藤解消情報の刺激材料は，液晶プロ

ジェクターで投影した。刺激材料の運動状態は，アニ

メーション効果を使って示した(Figme4,５)。教材文は，

筆者が読み上げた。教材視聴後，視聴内容を課題冊子で

再確認させた。なお，「つり合い課題」と「投げ上げ課

題」の提示順序は，クラス間でカウンターバランスを

とった。所要時間は，約80分であった。

課題課題冊子の概略を以下に示す（Figure6)。

手から真上に放り出されたりんごが上向きに進み，最高点に達す

るまでの運動の軌跡を，スローモーションで見てみましよう。りん

ごが最高点に達するまでの運動をしている時，りんごに働く力につ

いて，次のような考えが出されました。

a.「りんごは上向きに進んでいるので，手から離れた直後のりんご

には，上向きの力が働いている｡」

b､「手がりんごに勢いよく上向きの力を加えたので，手から離れた

直後のりんごには，上向きの力が働いている｡」

c､「手から出された力がりんごに伝わり，その力は手から離れた直

後のりんごが，上向きに運動を続けようとする力に変わる｡」

二れらの考え方はいずれも，りんごに働く「力の向きｊと，りんこ

の「速度の向き（＝進行方向)」は，一致すると考えているものです。

しかし実際には，りんごに働く「力の向き」と，りんごの「速度の

向き（＝進行方向)」は一致しないのです。

⑤１速度の向き（＝進行方向）

Figure4認知的葛藤生起情報の例(投ﾉﾓー とげ課題ノ

（１）教授ストラテジー

＜第１セッション＞

①プリコンセプションの意識化：事象の解釈や予想を

立てるときに繰り返し用いられ，暗黙的に表象されてい

るプリコンセプションＣｌを言語的な形で意識化させる。
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A、実は，りんごの速度の向き（＝進行方向）は上向きですが，力は

下向きに働いているという証拠があります。

手から真上に放り出され，最高点に達するまでのりんごの運動

について，スローモーションで運動の軌跡を見てみましょう。

①第１に，投げ上げられたりんごに｢働いている力」に注目しまし

ょう。

これは，等間隔の時間でりんごの運動を測定したストロボ写真

です。りんごの位置は，Ａ点,Ｂ点，Ｃ点となります。Ａ点,Ｂ点，

Ｃ点のいずれの場合にも，一定の重力（鉛直下向きの力）が働い

ています。

②第２に，投げ上げられたりんごの｢速度の向き（＝進行方向)」に

注目しましょう。

Ａ点，Ｂ点は上向きで，Ｃ点では向きはありません。ただし，Ｃ

点は最高点で，そこから下向きの落下を始めます。

③第３に，投げ上げられたりんごの「速度の大きさ」に注目しまし

１．第１セッション

(＝速度の変化の向き)」

！

と「力の働い

Ｉ

！

ではなく，

よう。Ａ点からＢ点へとしだいに速度は小さくなり，Ｃ点ではつ

いにはOになってしまいます。速度がOになった瞬間が最高点で

す。速度の大きさをＵＡ，ＵＢ，Ｕｃとすると，Ｕ八＞ひB＞Ｕｃ（Uc＝Ｏ）
となります。

Ｉ

このように，りんごの速度は時間の経過とともに徐々に減速

しています（ｕＡ＞ｕＢ＞ｕＣ)。速度が変化するのは，下向きの加
速度が生じているからです。この加速度を生じる原因となるの

が力なのです。加速度の向きと大きさとを決めるのは，力の向

きと大きさです。つまり，Ａ点,Ｂ点,Ｃ点で速度が小さくなるの

は，りんごに下向きの力（＝重力）が伽いている証拠なのです。

従って，「速度の向きｌと「力の働いている向き１が一致するの

１

！
2．第２セッション

①～⑥と同様のプロセスを行う（P,5～8）

↓
3.事後テスト（P､9～１２）

Figure6課題冊子の概略

｢加涼j奪の向き

②認知的葛藤生起情報の提示（Figure4）：具体的事例

Ｒ２(上昇中のりんご）において，日常的で自明な既有の

プリコンセプションＣ１では解釈できないことをＩこ気づ

かせ，認知的葛藤を生起させる。

③認知的葛藤生起の調査：プリコンセプションと矛盾

する情報が提示された際，どの程度矛盾を感じたかを，

｢矛盾を感じた｣，「やや矛盾を感じた｣，「あまり矛盾を

感じなかった｣，「矛盾を感じなかった」の４段階で評定

させ，その理由づけを求める。

④認知的葛藤解消情報の提示（Figure5）：a､日常生活

場面の中からプリコンセプションＣ１では解釈できない

具体的事例Ｒ２(上昇中のりんご）を示し，Ｒ２を解釈す

るための枠組みとして「物理学的な力の概念Ｃ２」を提示

すれば，納得できる（plausible）ものとして受容される。

b､プリコンセプションＣ１は，Ｒ１（下降中のりんご）の場

合に限っては一致するが，物理学的な力の概念Ｃは，

R１（下降中のりんご)，Ｒ２(上昇中のりんご)，Ｒ３(最高

点のりんご）を統一的に説明可能であることを示す。こ

のように,力のメカニズムの理解において，「日常的表象」

のレベルで矛盾する具体的事例の限定的なケース分析が

行われることにより，既有のプリコンセプションＣ１と物

理学的な力の概念Ｃ２の相互が整合的に結びつけられ，

両者の間の認知的葛藤Conflict(1)，(2)が解消される。

すなわち，「手の上にのっているりんごに作用する力の

内容と方向を説明させる（つり合い課題)，または手から

真上に放り出されたりんごに作用する力の内容と方向を

説明させる（投げ上げ課題)」ことで，「日常的表象」のレ

ベルにおいて，既有のプリコンセプションの類推から，

力のメカニズム（＝物体に働く力の作用）を予測させる。

Figure5認知的葛藤癖消情報の例礎/うば_とげ課題ツ

ている向き」が一致するのです。

B，上昇中のＡ点，Ｂ点，最高点のＣ点のいずれの場合にも，りんご

の「速度の向き（＝上向き)」とりんごに働く「力の向き（＝下向

き)」が一致しないことを示しました。

しかし，下降中の速度tjDの場合に限っては，りんごの「速度
の向き（＝下向き)」とりんごに働く「力の向き（＝下向き)」が一

致します。それは，物』体が落下運動をしている場合に限っては，

りんごの｢速度の向き（＝下向き)」と「加速度の向き（＝下向き)」

が偶然にも一致しているからです。

塾プリ写コンセプションの意識化〈P.'）

②認知的葛藤生起情報の提承〈自作教材視聴）

視聴後プリン:､で再確認（P､2）

③知的好奇心活性化の調査〔P,4）
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⑤認知的葛藤解消の訓寄（P,'1）

③認知的葛藤能起の調査（P､2）

④認知的葛藤解消情報の提示〈間作教材視聴）

視聴後プリントで再確認(1).3）
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⑤認知的葛藤解消の調査：プリコンセプションを科学

的観点から捉え直す科学的概念が提示された際，学習者

は教授を受けてどの程度矛盾が解消したかを，「解消し

た｣，「やや解消した｣，「あまり解消しなかった｣，「解消

しなかった」の４段階で評定させ，その理由づけを求め

る。

⑥知的好奇心活性化の調査：プリコンセプションを科

学的観点から捉え直す科学的概念が提示された際，学習

者がその教授内容をどの程度，おもしろいと受け止めた

かを，「おもしろかった｣，「ややおもしろかった｣，「や

やつまらなかった｣，「つまらなかった」の４段階で評定

させ，その理由づけを求める。

＜第２セッション＞

第１セッションの①～⑥と同様のプロセスを行った。

（２）事後テスト

事後テストの課題については，教授効果を検討するた

めに，再度事前テストの問題が同一の手続きで行われた

(Figure2)。なお，課題１はつり合い教授の近転移を（近

転移１)，課題２はつり合い教授の遠転移を（遠転移１)，

課題３は投げ上げ教授の近転移を（近転移２)，課題４は

投げ上げ教授の遠転移を（遠転移２）測った問題である。

評定は，事前テストと同じく実験者を含む３名の採点者

が独立に評定し，２名以上の一致を持って正答または誤

答とした。

結果

1．力の概念の理解

課題の提示順序について，「つり合い課題」→｢投げ上

げ課題」の順に実施した群と「投げ上げ課題｣→｢つり合

い課題」の順に実施した群の間に，事前・事後テスト問

題（課題１～４）の正答率の違いが見られるかを調べた。

各問題ごとに，事前・事後(2)×実施順序(2)の標準得

点(z）による検定を行った結果，有意な偏りは見られな

かった。

事前・事後テストの正答者数を'nablelに示す。′mablel

によれば，「つり合い課題」の正答者は，近転移１では，

事前テスト１４名（17.1％)から事後テスト７６名（92.7％）

へ，遠転移１では，事前テスト１８名（22.0％）から事後

テスト７４名（90.2％）へ，近転移，遠転移いずれにおい

ても有意に増加した（近転移１：ｘ２(１，Ｎ＝82）＝94.66,

'＜､01,遠転移１：ｘ２(１，Ｎ=82)＝77.64,ｐ＜､01)。「投げ

上げ課題」の正答者は，近転移２では，事前テスト８名

(9.8％）から６０名（73.2％）へ，遠転移２では，事前テ

スト４名（4.9％）から事後テスト３８人（46.3％）へ，近

転移，遠転移いずれにおいても有意に増加した（近転移

２：Ｘ２(1,jV=82)＝67.93,’＜,01,遠転移２：Ｘ２(1,Ⅳ=82）

＝40.00,’＜､01)。これより，本研究で用いたつり合い教

授は，「静止または等速直線運動をしている物体に作用

する力のつり合い」の概念を，投げ上げ教授は，「鉛直

または斜め上方に投げ上げた物体に作用する力」の概念

を形成させる上で有効であることが示された。

ここでは，事後テストで「投げ上げ課題」の正答率が

40～70％に留まったが，「つり合い課題」の正答率は，

90％を上回る値を示したことは注目に値する。この結

果は，「つり合い課題」はプリコンセプションの変容が

起こり易い問題であるが，「投げ上げ課題」は大学生に

とってもプリコンセプションの変容が起こり難い問題で

あることを意味する。さらに，各々の課題を構成する要

素（｢つり合い課題」：水平方向に等速度運動，「投げ上

げ課題」：水平方向に等速度運動，かつ鉛直方向に等加

速度運動）を考慮し，以下では，「つり合い課題」を易課

題，「投げ上げ課題」を難課題と呼ぶことにする。ここ

で，本研究では，概念変容のプロセスを「易課題」と「難

課題」の反応の違いという観点から捉えていく。その理

由を以下に述べる。これまでに，自分の考えと大きなず

れをもつデータ（難課題）が提示された場合，データに

注目するよう手がかりを与えるだけでは十分な効果はな

く，被験者はデータを照合しなかったり，自分に都合の

よい方向にデータを解釈したりする場合があることが明

らかにされている（Dunbar＆Klahr，1989；小野寺，

1994)。しかしながら，学習者が難課題に直面した場合，

一体，いかなる働きかけをすれば概念変容が生じ得るの

か，また概念変容が生じた場合にはいかなるプロセスを

踏むのか，さらにそのプロセスは，易課題の場合とは異

なるのか否か，という点に関しては詳細な検討はなされ

ていないからである。

2．プリコンセプションの移行過程のタイプ

事前・事後テストでのプリコンセプションの移行過程

のタイプにおける出現頻度をTable3に示す。なお，プ

リコンセプションの移行過程のタイプは，変容あり群と

変容なし群に分類された2)。課題によって教授を受けた

前後でプリコンセプションが物理学的概念に変容したか

2）「変容あり群」は，事後テストにおいて近転移または遠転移を示した場合，すな

わち，力の｢プリコンセプション(原因，動き，仕事，その他)」から｢物理学的

な力の概念」に変容した場合を表す。例えば,｢投げ上げ課題」において｢動きを

もたらす力」から近転移，遠転移を示した学習者の回答例を示す。「近転移」を

示した事例く課題３＞：事前｢自分がボールを投げた経験から考えて，ボールは

自分が投げた方向＝力を働かせた方向に行く｡」→事後｢ボールには，地球から

の重力のみが働いている｡｣，｢遠転移」を示した事例く課題４＞：事前｢斜め上方

向に投げたとき，力はその方向にかかるし，速度の向きも同じ方向になる｡」→

事後｢ボールには，地球からの重力のみが働いている｡」

一方，「変容なし群｣は,事後テストにおいて近転移または遠転移を示さなかっ

た場合，すなわち，力の｢プリコンセプション(原因，動き，仕事，その他)」か

ら｢物理学的な力の概念」に変容しなかった場合を表す。例えば,｢投げ上げ課

題」において事前・事後テストともに｢動きをもたらす力」を有している学習者

の回答例を示す。「近転移」を示さなかった事例く課題３＞：事前｢上昇中は，

ボール自体が上向きに上昇しようとする力が作用している｡」→事後｢上昇中は，

重力に反して，ボールが上向きに上昇しようとする力が作用している｡｣，｢遠転

移｣を示さなかった場合く課題４＞：事前｢ボールを斜め上方に投げたのだから，

力もそのボールの向かう方向と同じ向きに働いている｡」→事後｢上昇中は，上

向きの力と，ボール自体が前に進もうとする力の対角線の合力が働いている｡」
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の解消の理由，⑤知的興味が引きつけられた程度，⑥知

的興味が引きつけられた理由の６項目の観点から分析を

行った。プリコンセプションが科学的概念へ変容するプ

ロセスを明らかにするために，各課題において，事前テ

ストでは誤答であり，教授後の事後テストでは正答した

者を抽出し（近転移ｌ:66名，遠転移１:60名，近転移２：

52名，遠転移２:３４名)，以下では，これらの者のデー

タを分析の対象とする。すなわち，易課題（近転移１，

遠転移１）の正答者は「つり合い教授」を受けた場合に，

また，難課題(近転移２，遠転移２）の正答者は｢投げ上

げ教授」を受けた場合に，いかなる反応を示したのかを

それぞれ分析した。

（１）認知的葛藤の生起の程度「学習者の表象してい

るプリコンセプションと矛盾する'情報が提示された際，

どの程度矛盾を感じたか」を４段階で評定してもらった

(Table４)。認知的葛藤の生起（｢矛盾を感じた｣，「やや

矛盾を感じた｣，「あまり矛盾を感じなかった｣，「矛盾を

感じなかった｣）の出現度数が，課題によって異なるのか

どうかを検討するために，課題ごとにｘ２検定を行った結

果，認知的葛藤の生起の出現度数の偏りは有意であった

(近転移１：Ｘ２(３，ｊＶ=66)＝21.08,力＜､01;遠転移１：Ｘ２(３，

jV=60)＝23.98,,＜､０１；近転移２：Ｘ２(３，ｊＶ=52)＝25.53,

'＜､01；遠転移２：Ｘ２(３，Ｎ=34)＝43.59,’＜､01)。易課題

(近転移１，遠転移１）の正答者は「やや矛盾を感じた」

を挙げる場合が多く，難課題（近転移２，遠転移２）の正

答者は「矛盾を感じた」を挙げる場合が多いと言える。

（２）認知的葛藤の生起の理由認知的葛藤の生起に関

してはHashweh(1986)，Berlyne(1965）のカテゴリーを

参考にし，学習者が記述した「葛藤生起の理由」を考慮

してカテゴリー項目を作成した（Table５)。Table5の判

断基準に従って全被験者の記述を２名の評定者が独立に

カテゴリー分析し（評定者間一致率＝､93)，不一致で

あったものについては協議により決定した。各カテゴ

リーにおける頻度を'mable6に示す。葛藤生起の理由（｢混

乱｣，「当惑｣，「疑い｣，「その他｣）の出現度数が，課題に

よって異なるのかどうかを検討するために，課題ごとに

Table３事前・事後テストでのプリコンセプションの移

行過程のタイプにおける人数の分布

知的好奇心の活性化

課題ｌ課題２課題３課題４

移行過程のタイプ(近転移l)(遠転移l)(近転移2)(遠転移2）

注．数値は頻度を示す。（）内は合計頻度に対する割合を示す。

変容あ り 原 因 → 物 理学

動き→物理学

仕事→物理学

その他→物理学

合計

３
１
５
５
４

２
３

５
８
７
２
２

１
２
５

０
０
２
０
２

２
４
６

８
２
４
２
６

１
３
５

変容なし原因→原因

動き → 動き

仕事→仕事

その他→その他

合 計

８
０
２
４
“

３
２
２
２
０
６

２
３
１
２
８

５
４
１
２
２

１
２

おもしるややおもしあまりおもしおもしろく

かつたろかつたろ〈なかったなかった

注．数値は頻度を示す。

否かを調べるために，課題ごとに移行過程のタイプの度

数を比較した（直接確率計算（両側検定)）結果，変容あ

り群（｢原因→物理学｣）が変容なし群（｢原因→原因｣）に

比べて有意に多く（近転移１は変容あり２０名：変容なし

2名(，.＝､000)，遠転移１は変容あり１８名：変容なし２

名（'.＝､000）；近転移２は変容あり１５名：変容なし５名

(，.＝､041))，変容あり群（｢動き→物理学｣）が変容なし

群（｢動き→動き｣）に比べて有意に多く（近転移１は変

容あり４０名：変容なし２名（'.＝､000)；遠転移１は変容

あり３２名：変容なし３名（'.＝､000)；近転移２は変容あ

り２８名：変容なし１４名（'.＝､043))，変容あり群（｢仕

事→物理学｣）が変容なし群（｢仕事→仕事｣）に比べて有

意に多い傾向が見られた（近転移２は変容あり７名：変

容なし１名（，.＝.070))。

3．概念変容の心的変化のプロセス

事前テストから教授を経て事後テストに至る過程で，

個人内にどのような心的変化が生じたのかを詳細に検討

するため，①認知的葛藤の生起の程度，②認知的葛藤の

生起の理由，③認知的葛藤の解消の程度，④認知的葛藤

nble4認知的葛藤の生起，認知的葛藤の解消，知的好奇心の活性化の評定

１
１
１
１
２
１
２
１

移
師
移
帥
移
死
移
誕

砿
作
瀧
作
砿
昨
離
作

認知的葛藤の生起
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７

(１０．６）

８

(13.3）

８

(15.4）

５

(14.7）

２７

(40.9）

２７

(45.0）

１３

(25.0）

９

(26.5）

６

（9.1）

８

(13.3）

２４

(46.2）

１８

(52.9）

２０

(30.3）

１４

(23.3）

１１

(21.2）

８

(23.5）

矛盾を感やや矛盾あまり矛盾を矛盾を感じ解消したやや解消あまり解消解消しな

じ た を 感 じた感じなかったなかったしたしなかったかつた

６

（9.1）

７

(11.7）

１０

(19.2）

４

(11.8）

１７

(25.8）

１０

(16.7）

７

(13.5）

４

(11.8）

１６

(24.2）

１５

(25.0）

８

(15.3）

３

（8.8）

３３

(50.0）

３１

(5Ｌ７）

２３

(44.2）

１７

(50.0）

１１

(16.7）

１０

(16.7）

８

(15.4）

７

(20.6）

３１

(47.0）

２４

(40.0）

１０

(19.2）

６

(17.6）

１４

(21.2）

１５

(25.0）

２８

(53.8）

１５

(44.1）

１０

(15.1）

１１

(18.3）

６

(11.6）

６

(17.7）



大学生はいかに力のプリコンセプションを変容させるか 225

x2検定を行った結果，認知的葛藤の生起の理由の出現度

数の偏りは有意であった（近転移１：Ｘ２(３，１V＝66）

＝21.15,’＜､01；遠転移１：Ｘ２(３，ｊＶ=60)＝26,’＜､０１；

近転移２：ｘ２(３，Ｎ=52)＝21.69,’＜､０１；遠転移２：Ｘ２(３，

JV=34)＝16.12,力＜､01)。易課題(近転移１，遠転移１）の

正答者は「当惑」を挙げる場合が多く，難課題(近転移2，

遠転移２）の正答者は｢混乱」を挙げる場合が多いと言え

る。

（３）認知的葛藤の解消の程度「プリコンセプションを

科学的観点から捉え直す科学的概念が提示された際，学

習者は教授を受けてどの程度矛盾が解消したか」を４段

階で評定してもらった('Elble4)。認知的葛藤の解消（｢解

Iable5認知的葛藤の生起ｊ認知的葛藤の解胤知的好奇心の活性化の理由と報告例

認知的葛藤の解消の理由

カテゴリーの内容 報告例

認知的葛藤の生起の理由

1．認知的葛藤の生起の理由

①混乱：「プリコンセプション」か｢提示された新情報」か，
いずれを肯定したらよいのか不明の状態。

①今まで自分の考えてきたことと，全く異なることを初めて

聞いたので，びっくりした。／自分が持っている知識以外の

新事実なので，混乱している。

②自分の考えと一致しない部分があるので，間違っているか

も，というおそれがある。／文章を読んで，自分の考えに確

信が持てなくなった。

③本文は正しいと思うが，あやふやなところもある。／自分の
考えと大体同じだったが，文章を読んでいて，新たな疑問

が出てきた。

④すでに知っていること。／この内容は理解できている。

②当惑：「プリコンセプション」も「提示された新情報」も，
両方とも肯定（あるいは否定）できそうである状態。

③疑い：「提示された新情報」は肯定できそうであり，肯定
できないようでもある状態。

④その他

２８

(42.4）

２８

(46.7）

８

(15.4）

５

(14.7）

2．認知的葛藤の解消の理由

①一般化：「プリコンセプション」は学習者の限定された経験
に基づくものであるが，「科学的概念」はより一般性を有し
ているものであることに気づく。

①いかなる現象にも通用する真相が分かったので，既成概念
を壊すことができた。／自分の考えと違う部分を知り，もっ

と深いことが分かったので，今まで考えていたことがくつ

がえされた。

②自分が有する考えと理論が結びついた。／当たり前に考えて
いた自然の現象が，実は科学的根拠を持っていることが分
かった。

③中学時代に一度教わっていたことを思い出した。／少し混乱
して覚えていたので，改めて再確認した。

④すでに理解していることなので，解消したとはいえない。／
見たことのある内容だから，詳しく知りたいと思わない。

②関連づけ：既有の「プリコンセプション」と新しく提示され
た「科学的概念」を関連づけることができる。

③再生：以前に学習した内容が再び提示されたため，記憶
に保持された内容を思い出した。

④その他

１０

(15.2）

４

（6.7）

２

（3.8）

１

（2.9）

3．知的好奇心の活性化の理由

①意外性：力学の法則が，意外にも，今までその原因や理由
は意識していなかった現実世界の現象と，結びついている
ことを知った驚き。

②理解しやすさ：予想→検証という文章の流れが，興味を喚
起し，理解が深められた。日常の現象と関連づけて説明し
ているため，内容が理解しやすかった。

③知識の有効性：力学の法則それ自体を記憶するのではなく，
その法則が関与している日常の事例とともに記憶すること

で，記憶の再生が容易になり，他の問題への転移が可能と

なることを感じ取った。

④その他

①今まで意識していなかった現象は，物理の法則と結びつい
ているとは意外だった。／当たり前で気にしていなかったこ

との原因が見えたことは，驚きだった。

②例外で疑問を生じさせ，次のページで解消させていくとい
う話の展開に興味がわいた。／公式を用いず，日常の現象を
用いた説明が分かりやすかった。

③印象に強く残ったので，忘れないと思うから。／学習した考
えを，他の現象の問題を解くときにも利用できそうだから。

④学習済みであり，おもしろみに欠ける。／説明がありふれて
いた。

混乱当惑疑いその他再生関連つけ一般化その他蕊程難意外性その他

Table６認知的葛藤の生起,認知的葛藤の解消,知的好奇心の活性化の理由

注．数値は頻度を示す。（）内は合計頻度に対する割合を示す。

知的好奇心の活性化の理由

１３

(19.7）

１１

(18.3）

１３

(25.0）

８

(23.6）

５

（7.6）

７

(１１．６）

２３

(44.2）

１６

(47.1）

１８

(27.3）

１８

(30.0）

１１

(21.2）

８

(23.5）

２３

(34.8）

２１

(34.9）

１９

(36.6）

１２

(35.3）

５

（7.6）

７

(11.7）

２２

(42.3）

１５

(44,1）

１３

(19.7）

１１

(18.3）

１１

(21.1）

６

(17.7）

２８

(42.4）

２８

(46.7）

８

(15.4）

６

(17.6）
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３５

(53.0）

３５

(58.3）

１２

(23.1）

８

(23.5）

７

(１０．６）

３

（5.0）

２２

(42.3）

１４

(41.2）
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消した｣，「やや解消した｣，「あまり解消しなかった｣，「解

消しなかった｣）の出現度数が，課題によって異なるのか

どうかを検討するために，課題ごとにｘ２検定を行った

結果，認知的葛藤の解消の出現度数の偏りは有意であっ

た（近転移１：ｘ２(３，Ｎ=66)＝26.70,’＜､０１；遠転移１：

Ｘ２(３，ｊV=60)＝13.79,Ｐ＜､０１；近転移２：Ｘ２(３，ｊＶ=52）

＝44.71,’＜､01；遠転移２：Ｘ２(３，ｊＶ=34）＝21.02,,＜

､01)。易課題（近転移１，遠転移１）の正答者は｢やや解

消した」を挙げる場合が多く，難課題(近転移２，遠転移

2）の正答者は｢解消した」を挙げる場合が多いと言える。

（４）認知的葛藤の解消の理由認知的葛藤の解消に関

してはStavy＆Berkovitz（1980)，Hashweh（1986）のカ

テゴリーを参考にし，学習者が記述した「葛藤解消の理

由」を考慮してカテゴリー項目を作成した（Table５)。

'I1able5の判断基準に従って全被験者の記述を２名の評定

者が独立にカテゴリー分析し（評定者間一致率＝､82)，

不一致であったものについては協議により決定した。各

カテゴリーにおける頻度をTable6に示す。葛藤解消の

理由（｢再生｣，「関連づけ｣，「一般化｣，「その他｣）の出

現度数が，課題によって異なるのかどうかを検討するた

めに，課題ごとにｘ２検定を行った結果，認知的葛藤の

解消の理由の出現度数の偏りは有意であった(近転移１：

ｘ２(３，Ｎ=66)＝14.36,ｐ＜､０１；遠転移１：Ｘ２(３，Ｎ=60）

＝22.53,Ｐ＜､０１；近転移２：Ｘ２(3,jV=52)＝8.77,Ｐ＜､05)。

易課題（近転移１，遠転移１）の正答者は「関連づけ」を

挙げる場合が多く，難課題（近転移２）の正答者は「一般

化」を挙げる場合が多いと言える。

（５）知的好奇心が活性化された程度「プリコンセプ

ションを科学的観点から捉え直す科学的概念が提示され

た際，学習者がその教授内容をどの程度，おもしろいと

受け止めたか」を４段階で評定してもらった（'I1able4)。

知的好奇心の活性化（｢おもしろかった｣，「ややおもしろ

かった｣，「ややつまらなかった｣，「つまらなかった｣）の出

現度数が，課題によって異なるのかどうかを検討するた

めに，課題ごとにｘ２検定を行った結果，知的好奇心の

活性化の出現度数の偏りは有意であった（近転移１：ｘ２

(３，１V＝66）＝42.44,Ｐ＜､０１；遠転移１：Ｘ２(３，ｊＶ=60）

＝42.35,Ｐ＜､０１；近転移２：Ｘ２(３，ｊV=52)＝22.08,Ｐ＜､０１；

遠転移２：Ｘ２(3,Ⅳ=34)=37.80,’＜､01)。易課題(近転移

１，遠転移１)，難課題（近転移２，遠転移２）の正答者と

もに，「おもしろかった」を挙げる場合が多いと言える。

（６）知的好奇心が活性化された理由知的好奇心の喚

起に関しては麻柄（1986）のカテゴリーを参考にし，学

習者が記述した「知的好奇心が活性化された理由」を考

慮してカテゴリー項目を作成した（Table5)。′mable5の

判断基準に従って全被験者の記述を２名の評定者が独立

にカテゴリー分析し（評定者問一致率＝､88)，不一致で

あったものについては協議により決定した。各カテゴ

リーにおける頻度をTable6に示す。知的好奇心が喚起

された理由（｢知識の有効性｣，「理解しやすさ｣，「意外

性｣，「その他｣）の出現度数が，課題によって異なるの

かどうかを検討するために，課題ごとにｘ２検定を行っ

た結果，知的好奇心の活性化の理由の出現度数の偏りは

有意であった（近転移１：Ｘ２(３，ｊＶ=66)＝30.24,’＜､01；

遠転移１：ｘ２(3,Ⅳ=60)＝36.27,,＜､０１；近転移２：Ｘ２(３，

jV=52）＝11.23,’＜､05；遠転移２：Ｘ２(3,Ｎ=34)＝8.59,

'＜､05)。易課題（近転移１，遠転移１）の正答者は｢知識

の有効性」を挙げる場合が多く，難課題(近転移２，遠転

移2）の正答者は｢意外性｣を挙げる場合が多いと言える。

考察

本研究では，第１に，大学生のもつ力のプリコンセプ

ションを変容させる教授ストラテジーを考案した。教授

ストラテジーは，物理の教科書で扱われる力学の問題を

定性的な形式に書き直し，Hashweh（1986）の「概念変

容モデル」（Figurel）を力学の教授学習場面に適用可能

になるように考慮し，教授学習的視点からの教授法の開

発を行った（Figure3)。２つの教授の効果について検討

を行う。事後テストの結果，「つり合い教授」と「投げ上

げ教授」の近転移と遠転移を測った問題において，“現象

の原因となる力"，“動きをもたらす力，，，“仕事をする力”

の３つのタイプのプリコンセプションが減少した。これ

より，Hashweh(1986）の概念変容モデルに基づく教授

ステラテジー，すなわち，科学的概念がプリコンセプ

ションに比べていかに有用かを，経験的証拠や既有知識

との一貫'性を根拠にして理解させる教授的働きかけは，

｢小学生の高さのプリコンセプション」のみならず，「大

学生の力のプリコンセプション」を変容させる上でも有

効であることが示されたといえる。

第２に，教授的働きかけが与えられた後，学習者がプ

リコンセプションをいかに意識化，言語化，モニタリン

グしながら変容していくのかを実証的に検討した。ここ

で概念変容のプロセスを，易課題（つり合い課題）と難

課題(投げ上げ課題）の反応の違いという観点から検討

した。第２の点は，高垣（2001）では十分に明らかにさ

れていなかった。この点で本研究は新たな示唆を得るこ

とができるであろう。以下，概念変容の過程で，個人内

にどのような心的操作が生じたのかを，考案した「力の

概念に関する変容モデル（Figure3)」に依拠しながら考

察する。

認知的葛藤の生起

易課題（概念変容が起こり易い問題）が正答できるよ

うになった者の多くは，つり合い課題の認知的葛藤生起

情報（Ｒ２）により，大きすぎない認知的葛藤が生起し，

Berlyne（1965）の言う「当惑（ＡでもＢでもあるような

状態)」が生ずることが明らかにされた。一方，難課題
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(概念変容が起こり難い問題）が正答できるようになっ

た者の多くは，投げ上げ課題の認知的葛藤生起情報

(Ｒ２）により，大きな認知的葛藤が生起し，「混乱（Ａか

Ｂか不明の状態)」が生ずることが明らかにされた。こ

のような心的変化がもたらされた背景として，以下の心

的操作が行われた可能性が推測される。認知的葛藤の生

起には自分の理論を考え直すことが重要であり，「自分

の理論」と「証拠（自分の理論とかみ合わない現象やデー

タ)」の調整（coordination）が必要とされる（Kuhn，

2001)。両者を照らし合わせ，自分の理論（Ｃｌ）と現象

やデータ（Ｒ２）との間に大きなずれを認識すると，調整

不可能と判断し，葛藤が大となる。一方，両者のずれが

小さい場合，調整可能と判断し，葛藤は小となることが

想定される。

認知的葛藤の解消

易課題が正答できるようになった者の多くは，つり

合い課題の認知的葛藤解消情報（Ｃ２）による認知的葛藤

の解消はやや小さく，解消の理由として，「関連づけ

(プリコンセプシヨン（Ｃ１）と物理学的概念（Ｃ２）が結

びついた)」を挙げることが明らかにされた。この結果

から，教授的働きかけが与えられて以下の２つの心的操

作（Hashweh，1996）が行われた可能性が推測される。

①プリコンセプション（C1）は，Ｒ１（positiveconfirming

instances）には合致するが，Ｒ２（positiveinfirming

instances）には合致しないことに気づき，自分自身の知

識内容に限界があることを意識化する。②プリコンセプ

ション（Ｃ１）では説明不可能な具体的事例（Ｒ２）を解釈

するための枠組みとして物理学的概念（Ｃ２）が受容され

る。この時，今まで意識化されないままであったが，物

理学的概念（Ｃ２）が，「日常的表象」のレベルで暗黙的

に表象されていたプリコンセプション（Ｃ１）と結びつい

ていたことを認識する。①,②より認知的葛藤（Conflict

(1)）が解消されるようになることが考えられる。

一方，難課題が正答できるようになった者の多くは，

投げ上げ課題の認知的葛藤解消情報（Ｃ２）による認知的

葛藤の解消は大きく，解消の理由として，「一般化（プ

リコンセプション（Ｃ１）は限定的であるが，物理学的概

念（C2）は一般性を有している)」を挙げることが明ら

かにされた。この結果から，教授的働きかけが与えられ

て，以下の２つの心的操作(Hashweh，1996）が行われた

可能性が推測される。①具体例（Ｒｌ，Ｒ２）を吟味するこ

とを通して，経験的に獲得された知識（Ｃ１）を物理的観

点（C2）から解釈し直す。②プリコンセプション（Ｃ１）

に比べて物理学的概念（Ｃ２）は，さまざまな現象を統一

的に説明し得ることが証拠づけられることで，相互が整

合的に結びつけられる。①，②より認知的葛藤（Conflict

（２））が解消されるようになることが考えられる。この

段階では，「個人内において議論の相手を想定し，その

相手の立場に立って自分の考えを検討する心的操作

(Ｋｕｈｎ＆Pearsall,2000)」が必要とされる。

従来から，自分の考えと大きなずれをもつデータ（難

課題）が提示された場合，データに注目するよう手がか

りを与える（Conflict（１）の解消）だけでは十分な効果は

なく，被験者はデータを照合しなかったり，自分に都合

のよい方向にデータを解釈したりする場合があることが

報告されている（Dunbar＆Klah喝1989；小野寺，1994)。

本研究は，難課題の概念変容にはConflict（１）の解消だ

けではなく，Conflict(2)の解消を促す必要があることを

実証的に示した点に意義があると考えられる。

知的好奇心の活性化

易課題が正答できるようになった者の多くは，つり合

い課題の認知的葛藤解消情報（Ｃ２）により，知的好奇心

の活性化の程度は大きく，その理由として，「知識の有

効性（記'億の再生が容易になり，他の問題（Ｒ３，Ｒ４…）

への転移が可能となる)」を挙げた。一方，難課題が正

答できるようになった者の多くは，投げ上げ課題の認知

的葛藤解消情報（Ｃ２）により，知的好奇心の活性化の程

度は大きく，その理由として，「意外’性（プリコンセプ

ション（Ｃ１）と物理学的概念（Ｃ２）が結びついていたこ

とを知った驚き)」を挙げることが明らかにされた。こ

の結果から，教授的働きかけが与えられて，以下のよう

な心的操作が行われた可能性が推測される。易課題の正

答者の場合，認知的葛藤が小さいために葛藤低減へ方向

づけられた動機づけが比較的弱い。そのため，興味が拡

散的性質（diversive）をもち，当該‘情報そのものよりも，

幅広い情報を求め関連する世界を広げる傾向を示したも

のと思われる。一方，難課題の正答者の場合，認知的葛

藤が大きいために葛藤低減へ強く動機づけられる。その

ため，興味が特殊的性質（specific）をもち，当該‘情報そ

のものに興味が引きつけられ深く研究・認識しようとす

る傾向が強くなったものと思われる。

教授活動への示唆

事前テストにおいて，「つり合い課題」の正答者は，

学習者82名中，近転移１が14人（19.1％)，遠転移１が

１８人（220％）であり，「投げ上げ課題」の正答者は，近

転移２が８人（9.8％)，遠転移２が４人（4.9％）であっ

た。本研究で扱った内容は中学校で扱われる基本的なも

のであることを考慮すると，この正答率の低さはそれ自

体で問題となろう。

従来の学校教育における物理の授業では一般に，「数

値的例題（numericalexample)」を与え，まず公式から

出発して適切な解決方法を記述する。ここで前提とされ

ていることは，この解決方法が他の問題にも自発的に転

移されるだろうということであり，転移のための指導上

の援助が与えられることはまれである。しかし本研究の

結果から，現実の世界と物理学の世界では「力の概念」
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Iま異なって解釈されている可能性があり（Figure3)，両

者が自発的に関連づけられることは考え難い。そのた

め，従来の教え込み型の（didactic）教授法では，そもそ

も現実の世界には「力の向きと速度の向きが一致しない

現象も存在し得る」ことや，「なぜ，力の向きと速度の

向きが一致しないのだろうか」という矛盾を感じる

(Conflict（１）の生起）可能性自体がなくなってしまう。

日常繰り返し経験し自明であることを，「なぜ，そのよ

うなことが起こるのか」と問い直す手がかりを明示的に

与えること（Conflict（１）の解消)，さらに，プリコンセ

プション（Ｃｌ）をそれまでは関係づけられることのな

かった物理学的概念（Ｃ２）から捉え直し（Conflict(2)の

生起)，両者の関連‘性を整合的に結びつける手がかりを

明示的に与えること（Conflict(2)の解消）が，概念変容

を促進する効果をもつものと考えられる。

また，認知的葛藤の生起，認知的葛藤の解消，知的好

奇心の要因間の関連性について考察すると，概念変容の

プロセスは，①｢易課題」の場合：認知的葛藤生起情報

の提示により，「当惑」（プリコンセプションも提示され

た新情報も，両方とも肯定（あるいは否定）できそうで

ある状態）が生じる。→認知的葛藤解消情報の提示によ

り，既有のプリコンセプションと新たな物理学的概念を

関連づけることができ，認知的葛藤が解消される。→力

学の法則それ自体を記憶するのではなく，その法則が関

与している日常の事例とともに記憶することで，記憶の

再生が容易になり，他の問題への転移が可能となること

を感じ取り，知的好奇心が活性化される。②｢難課題」

の場合：認知的葛藤生起情報の提示により，「混乱」（プ

リコンセプションか提示された新情報か，いずれを肯定

したらよいのか不明の状態）が生じる。→認知的葛藤解

消情報の提示により，プリコンセプションは学習者の限

定された経験に基づくものであるが，物理学的概念はよ

り一般‘性を有しているものであることに気づき，認知的

葛藤が解消される。→今までその原因や理由は意識し

ていなかった現実世界の現象は，意外にも，力学の法則

で説明できることを知って驚きを感じ，知的好奇心が活

'性化される。これらの結果は，実際に理科の授業や課題

提示を考える際に，ひとつのヒントを提供するものとな

ろう。

本研究においては，力のプリコンセプションと物理学

概念を橋渡しする理科カリキュラムの開発を目指して，

｢力のプリコンセプションに関する概念変容モデル（Fig‐

ure3)」を考案した。当該教授ストラテジーを，言葉遣

いなどの点で中学生用に改良したものを実際に中学校理

科の力学の指導計画の中に位置づけ，その有効性を授業

に即して確かめていくことは今後の課題となる。
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幼児における想像の現実性判断と空想／現実の区別認識との関連

富田昌平
(山口芸術短期大学保育学科）

本研究の目的は，空想と現実に対する区別認識の違いによって，箱の中に想像した生き物に対する幼

児の現実'性判断はどのように異なるのかについて検討することであった。幼稚園年中児48名に対して空

想/現実の区別課題と空箱課題を行った。まず，空想/現実の区別課題の成績をもとに，幼児を統合型，

混同型，否定型，肯定型の４つに分類し，次に，空箱課題における行動や主張を類型ごとに比較した。

統合型は空想と現実を適切に区別できた者，混同型は空想と現実を正反対に区別した者，否定型は空想

と現実の両方を否定した者，肯定型は空想と現実の両方を肯定した者である。主な結果は次の通りであ

る。第１に，否定型の幼児は他の類型の幼児よりも，空箱課題において箱への探索行動を示すことが多

く，加えて，彼らの多くは後の質問において「空っぽだ」と主張することが多かった。第２に，肯定型の

幼児は，箱への探索行動をほとんど示さなかったが，その一方で「いるかもしれない」と主張することが

他の類型の幼児よりも多かった。第３に，統合型の幼児は他の類型の幼児よりも，願いごとや魔法によっ

て想像が現実になる可能性について判断するときに，単純に“可能か不可能か，'で答えるのではなく，条

件つきで回答したり，判断を保留したりすることが多かった。以上の結果は，幼児における主張面と行
動面での心の揺らぎやすさという点から議論された。

【キー・ワード】想像，現実性判断，空想／現実の区別，個人差，幼児

問題と目的

「想像したことが現実になるのではないか？」という

期待や不安は，程度に差こそあれ誰しも持ち合わせてい

るように思われる。例えば，テレビのニュースなどを通

じて，自分以外の誰かに突然ふりかかった災難を目にす

ると，私たちは自分の身にも同じような災難が降りかか

るのではないかと本気で恐れたりする。また逆に，幸運

に出くわした人の話を聞くと，自分にもそうした幸運の

やってくる日がきっとあるにちがいないと期待したりす

る。しかし，注意すべきことは，これら不安や期待の対

象は，いずれも私たちが一般的に考える自然原理によっ

て支持されるような事柄であり，起こる可能性を完全に

は否定できないような'性質のものである場合が多い。こ

のように大人による想像上の期待や不安の多くは現実的

なものであり，妄想や幻覚，特定の宗教への強い傾倒な

どを除くと，現実にありえない空想的なものであること

はほとんどない。

対して，子どもの場合はどうであろうか。例えば，い

くつかの古典的な研究では，就学前の幼児の恐怖や不安

の対象には，しばしば‘怪物やお化けなど空想のものが含

まれること（Jersild，1947/1951)，サンタクロースの実在

性を信じ，クリスマスを自分の願望が満たされる時期と

して考えていること（Kowitz＆Tignenl961)，祈りや願

いごとを自分の願望をかなえるための現実的な手段とし

て考えていること（Hurlock,1964/1971）などが報告され

ている。またPiaget（1926/1955）は，就学前の幼児は実

在と思考とを混同する傾向にあり，実在は思考，言葉，

注視などによって変容可能であると信じる傾向にあると

指摘している。以上のように，幼児は大人と異なり現実

にはありえない空想的な事物や事象に対して期待や不安

を抱きやすく，それは彼らがそれらの実在を信じ，実在

と思考，空想と現実とを混同しやすいためと考えられて

きた。

このように初期の研究では，幼児は比職的な意味で

｢魔術師」として描かれることが多く，空想的な存在や

事象の実在を信じ，非現実的な魔法的な事柄も起こりう

るような空想世界に没入しやすい存在と見なされてきた

(e､g､,Bettelheim，1976/1978；Fraiberg，1959/1992；Piag‐
et,1926/1955)。しかし1980年代以降，「心の理論」（the‐

oryofmind）と呼ばれる研究分野の隆盛の中で，幼児に対

するこうした見方は誤りであることが指摘されるように

なった。例えば，Wellmanとその共同研究者たちによる

一連の研究(Estes,Wellman,＆WOolley;1989；Wellman＆

Estes，1986；Wbolley＆Wellman，1992）では，幼児は何

かを想像したり夢見たりしている人物についての物語を
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聞かされたり，あるいは自分自身が何かについて考えて

いるといった実験的状況におかれた後，「登場人物（あ

るいはあなた自身）は想像したＸを直接目で見たり触っ

たりすることができますか？」と尋ねられた。実験の結

果,幼児は実在と思考とを混同しているわけではなく，そ

れらの差異を正しく理解していることが確認された。こ

の他にも，ふりと現実の差異(e､9.,Harris＆Kavanaugh，

1993;Leslie，1987)，見かけと本当の差異（e､9.,Flavell，

Flavell,＆Green，1983；Flavell,Green,＆Flavell，1986)，

信念や願望が推論に果たす影響（e､g､,Wellman＆

Bartsch，1988;Ｗｉｍｍｅｒ＆Pemel31983）などについて幼

児は早くから理解していることが次々に明らかにされ，

こうした結果の集積から，幼児は｢魔術師」としてより

もむしろ「理論家」として描かれることが多くなった。

幼児を「理論家」として描くということは，幼児の能

力がこれまでよりも正当に評価されるようになったとい

う意味で歓迎すべきことである。しかしその一方で，幼

児の日常の遊びや生活を観察していると，彼らは常に

｢理論家」としてのスタンスを保っているわけではなく，

初期の研究者たちが描いたように「魔術師」としてのス

タンスも並列的に保持しており，両者の間をさまざまな

状況や個人差の影響を受けつつ揺れ動いているとの見方

がもっともらしく感じられる。こうした見方と関連し

て，河崎や加用をはじめとする遊び研究者たちは近年数

多くの実践資料を提供している（e､g､,岩附・河崎，１９８７；

河崎,１９９４；加用,1990,1994；斎藤・河崎,1991)。例え

ば，彼らが｢探検遊び」「ほんと？遊び」と呼んでいる遊

び実践の中で，幼児は竜や，鬼，おばけが保育園近くの

森の中にいると想像して，あるいは信じて探検に出かけ

る。そうすると彼らの心の中で「想像したことが現実に

なるのではないか？」という期待や不安が高まり，森の

中で見た木漏れ日は彼らにとって「竜の目」になり，水

たまりは「鬼のおしっこ」になり，落ちていたポロ布は

｢おばけのマント」になったりする。幼児はあるときは

｢理論家」らしくふるまい，またあるときは｢魔術師」ら

しくふるまう。各々のふるまいが空想と現実との混同に

よるものか，ごっこの気分によるものか，あるいは別の

何かによるものか，この点については実践資料から明確

に読み取ることはできない。しかし，少なくとも幼児が

｢理論家」と「魔術師」という２つのスタンスをあわせ

持っていることは確かなように思われる。

実験的研究においても，1990年代以降，こうした「揺

れ動く」幼児像についての検討は盛んに行われるように

なった。例えば，幼児は自然原理についての豊富な知識

を持っているが，物体が突然消えたり，物理的な働きか

けもなく物体が移動するなど，一般的な自然原理では説

明困難な事例に出くわした場合，その原因を魔法に求め

る傾向が強いこと（Ｃhandler＆Lalonde，1994；Ｐhelps＆

WOolley；1994；Rosengren＆Hickling，1994)，不可能な

事柄についてよく理解しているが，その一方で魔法の力

や魔術師の実在を信じ，彼らの手にかかれば不可能も可

能になると信じる傾向にあること（Rosengren,Kalish，

Hickling,＆Gelman，1994)，また，不可能であるとは知

りつつも自らの魔法の力を試す機会が与えられると，つ

いそれを試したくなる傾向にあること（Subbotsky;1993,

1994）などが明らかにされている。さらに，願いごとに

ついての信念を調べたWOolleyｹPhelps,Davis,＆Mandell

(1999）は，幼児の多くは願いごとの効力を信じている

が，それは彼らの心/現実間の因果関係に対する理解の

未熟さを意味しているのではなく，むしろ洗練された理

解を持っており，それとは別個に魔法的信念も同時に共

存・維持していると述べている。以上のように，近年の

研究では，幼児は｢魔術師」と「理論家」の両側面を並列

してあわせ持ち，両者の間を揺れ動くといった見方が強

調されている。

では，こうした「揺れ動き」にはいったい何が関与し

ているのであろうか。この点について，Harrisら（Harris，

Brown,Marriott,Whittall,＆Harme喝1991；Johnson＆

Harris，1994）は３歳から７歳の子どもを対象に興味深い

実験を行っている。彼らの実験では，まず実験者は子ど

もを部屋に一人ずつ呼び，そこに置いてある２つの箱の

中身を確かめるように言う。箱の中は空っぽである。確

かめた後，実験者は子どもに目を閉じて頭の中に恐ろし

い'怪物（あるいは，かわいらしい子犬，ウサギなど）を

思い描くように言う。思い描けたら今度は目を開けて，

目の前にある箱のどちらかにそれが入っていると思い描

くように言う。しばらく後，実験者は子どもに「箱の中

には本当に本当に恐ろしい怪物がいると思いますか？」

と尋ねる。この段階で，ほとんどの子どもは「いない」

と答える。その後，実験者は急に用事ができたと言い，

２分間ほど子どもを部屋に一人にする。その間に子ども

がどのような行動をとるかを隠しカメラで記録するわけ

である。２分後，実験者は部屋に戻り，子どもに質問を

する。「私がいない間，箱の中を覗いたり，開けたりし

ましたか？｣，「箱を開けるとき，箱の中は空っぽだと思

いましたか？それとももしかしたら本当に怪物がいるの

ではないかと思いましたか？」（開けなかった場合にも

同様の質問)。

実験の結果，子どもたちのおよそ半数は「箱の中には

何もいない」という最初の主張に反して，その後「もし

かしたら本当にいるのではないか？」と怪しんで，部屋

に一人で残されたときに箱の中を覗いたり，開けたりし

たことが分かった。７歳までの子どもは「想像したこと

が現実になるなんてありえない」ということを理解して

はいるものの，その確信はそれほど強くなく，状況に

よって揺らぎやすいことがこの実験で証明されたわけで
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ある。またHarrisらは，子どもの想像の現実性判断に

は個人差があり，それは主観的な見込みに対する応じや

すさと魔法的信念という２点から説明できるとしてい

る。例えば，想像したことが現実になる可能性を信じや

すい軽信型（credulous）の子どもは，想像によって生じ

た主観的な見込みに応じやすく，魔法的信念を支持する

傾向にあるのに対し，そのような可能性を信じない'懐疑

型（skeptical）の子どもは，主観的な見込みを持ちにく

く，魔法も信じない傾向にあると述べている。

Harrisらが考案した空箱課題は，幼児における魔術的

側面と理論的側面という２つのスタンス間の揺れ動きを

ダイナミックに観測し，実証できるという点で優れた課

題であるといえる。しかし，Johnson＆Harris（1994）

は，箱を探索するという幼児の行動を「想像と現実との

境界の揺らぎの表れ」と見なし，想像したことが現実に

なるのではないかという主観的な見込みが高まった幼児

は，部屋に一人で残されると箱を探索し，主張面でも揺

らぎを示すとして，このような行動一主張パターンを示

す幼児を軽信型，逆に箱を探索せず，主張面でも揺らぎ

を示さない幼児を懐疑型と名付け，個人差の型を２つに

しぼっているが，この点については疑問が残る。例え

ば，池谷（1998）は，鬼を想像させた箱の中にリンゴを

入れ，実験者不在中にその箱の中のリンゴをとってくる

ように４～６歳児に要求したところ，４，５歳児のおよそ

半数は箱を用心する行動を示したが，主張面で揺らぎを

示したのは半数のみであり，また箱を用心する行動を示

さなかったにもかかわらず，主張面で揺らぎを示した幼

児が半数いたことを明らかにしている。また富田・小

坂・古賀・清水（2003）の研究でも，箱を探索する行動

と主張面の揺らぎとの間に関連は見られなかった。以上

から，箱を探索する幼児の行動はすべて想像と現実との

境界の揺らぎを表しているわけではなく，その意味する

ところは幼児によって異なることが予想される。幼児は

大人が提示した疑わしい考えを否定しようとして箱を探

索したのかもしれないし，箱を探索しなかった場合で

も，それは想像したことが現実になる可能性を信じ，そ

の強い不安感や期待感ゆえに行動に至らなかったのかも

しれない。いずれにしても，Johnson＆Harrisの示した

軽信型一'懐疑型の個人差は検討し直す必要があろう。

またHarrisらは，軽信型と懐疑型との違いに触れて，

主観的な見込みに対する応じやすさと魔法的信念という

２つの要因を指摘しているが，これについてもその後い

くつか検討がなされているものの（Bouldin＆Pratt，

2001;Bourchier＆Davis，2000a，2000b)，十分な結果は

得られていない。魔法的信念との関連に関して言えば，

子どもに空想的な絵を提示して，それが現実に起こり得

るかどうかの判断を求めるという方法が最も手っ取り早

いように思われるが，これについて富田ら（2003）は，

幼児に箱の中に怪物を想像させる前に，あらかじめ怪物

の絵を提示して実在性判断を求め，後の行動や主張との

関連を調べるといった方法で，これを検討している。そ

の結果，怪物の実在を信じている幼児ほど，後に主張面

での揺らぎを示すといった関連が見られた。また，その

他の質問から，実験中にネガテイヴな感情を喚起し怪物

の実在感を感じていた幼児ほど，箱に対して慎重に探索

するといった行動面での揺らぎを示すという関連が見ら

れた。以上の結果は，空想的な事物や事象についての認

識が，幼児の想像の現実’性判断においては関連している

ことを示唆しているといえよう。しかし，富田らの研究

では，実在性判断は単に空箱課題で扱った怪物のみにし

か行っておらず，感情喚起の報告も怪物に対してではな

く実験全体に対するものであった。そのため，空想的な

事物や事象に対する認識が幼児の想像の現実性判断にお

いてどのように関連するのかについては明確でなかった。

以上の点をふまえ，本研究では，空想的な事物や事象

に対する認識が，「想像したことが現実になるかもしれ

ない」という幼児の心の揺れ動きとどのように関係する

のか，またその揺れ動きは行動面と主張面とにどのよう

に表れるのかについて検討することを目的とする。それ

によって，Johnson＆Harrisの示した軽信型一'懐疑型の

個人差を再検討するとともに，「揺れ動く」幼児像を描

くための新たな証拠を提供したい。

具体的には，本研究では想像の現実性判断を調べる空

箱課題に加えて，空想的な事物や事象に対する認識を調

べる空想/現実の区別課題（Samuels＆'Elylol；1994;'may‐
lor＆Howell，1973）を行う。この課題は，幼児に絵本か

ら選出した何枚かの空想的な絵と現実的な絵を見せ，そ

れが現実に起こり得るかどうかを尋ねることによって，

彼らの空想/現実の区別についての認識内容を探るとい

うものである。幼児を対象にした従来の研究では，年長

になるに従って空想世界の実在'性を否定し，現実世界の

実在性を肯定するようになることが示されているが，そ

の一方で，空想世界だけでなく現実世界をも否定する者

や，どちらの世界も肯定する者など，その回答パターン

には個人差があることが示されている。また守屋(1994）

は，ある絵本の物語に対する小学生から高校生までの感

想文を分析した結果，子どもはある時期から絵本の物語

を「幼稚だ」「意味のない物語だ」と批判するようになる

ことを明らかにしている。これらを考え合わせると，空

想と現実をともに否定する，あるいはともに肯定すると

いった回答パターンは，単に認識の未熟さを表している

というよりも，むしろ認識の一つのあり方を表している

と捉えた方が正しいように思われる。そこで本研究で

は，空想／現実の区別課題において示される回答パター

ンを空想的な事物や事象に対する認識のあり方のタイプ

として捉えることにする。予想として，空想/現実の区
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別課題の回答パターンから得られるタイプは次の４つで

ある。①空想を否定し，現実を肯定するタイプ(統合

型)，②空想を肯定し，現実を否定するタイプ(混同型)，

③空想も現実もともに否定するタイプ(否定型)，④空

想も現実もともに肯定するタイプ（肯定型)。仮説的に，

統合型の子どもは現実に起こり得る世界，起こり得ない

世界をそれぞれ現実，空想として統括するような認識枠

を発達させつつあり，それを活用して適切な判断を行う

ことができるが，混同型の子どもはそうではないと捉え

ることができる。また，否定型の子どもは何かが起こり

える可能性について判断するとき，それを否定すること

から始めるような態度を持っており，肯定型の子どもは

その逆であると捉えることができる。本研究では空想／

現実の区別課題の回答パターンから幼児を以上の４つの

タイプに分け，タイプ間の比較から想像の現実性判断と

空想/現実の区別認識との関連性を調べることにする。

対象の年齢は，富田ら(2003）と同様に幼稚園年中児(４

－５歳児）とする。この年齢は｢心の理論｣研究においても

発達的に重要な時期として捉えられており（e､g､,Astington，

1993/1995;Wellman,1990;Ｗｉｍｍｅｒ＆PemelJ983)，魔

術的側面と理論的側面という２つのスタンス間の揺れ動

きももっとも顕著に見られると予想されるからである。

方法

被験児Ｈ市内の公立幼稚園の年中児50名であり，

うち２名は後述のように全課題を終了できなかったた

め，分析の対象となったのは48名である（男児２１名，

女児27名)。被験児の年齢範囲は４歳８カ月から５歳７

カ月であり，平均年齢は５歳０カ月であった。

材料と手続き面接は幼稚園内の静かな部屋で個別に

行った。部屋に入ると実験者は被験児を２つの箱の前に

連れて行き，それを開けて中が空っぽであることを確認

させた。次に，被験児の名前を尋ね，ラポールを形成し

た後，「空想/現実の区別課題→空箱課題」の順に実施

した。なお，被験児が不安や恐'怖を感じないようにする

ために，実験者は実験開始前に３日間ほど幼稚園の活動

に参加した。実験の所要時間は一人約１５分であった。

空想／現実の区別課題絵本の物語に描かれた絵のう

ち空想的な絵６枚と現実的な絵６枚の計12枚を材料と

した。絵の選出は，幼児向けの絵本５０冊の中から空想

的な絵12枚，現実的な絵12枚を抽出し，それをもとに

絵の現実'性と写実性を尋ねる質問紙を作成し，専門学校

生47名（年齢19歳から２１歳）を対象にした予備調査を

行った。調査の結果，現実性が高く，写実性が中程度と

評価された絵６枚を「現実的な絵｣，現実性が低く，写

実性が中程度と評価された絵６枚を「空想的な絵」とし

て選出した。実験用の絵はＢ４判の画用紙に印刷したも

のを用いた。１２枚の絵の内容は'mablelに示した。

個別面接では最初，実験者は被験児にこれからいくつ

かの絵を見せること，それらの中には現実に起こり得る

ものと現実に起こり得ないものとが含まれることを伝え

た。次に，被験児に○と×の描かれた２枚のカードを見

せ，提示する絵が「本当に起きたっておかしくない」と

思えば○，「本当に起きたらおかしい」と思えば×のカー

ドの上に手を置くように教示した。カードの上に手を置

く練習をした後，課題とは無関係の２枚の絵による練習

課題を行い，最後に本課題として12枚の絵をランダム

に提示した。

空箱課題課題に用いる箱は上部に1.5ｃｍほどの小さ

な穴が開き，背面に扉のついた２つの黒い箱（高さ

24ｃｍ，幅38ｃｍ，奥行き２７ｃｍ）であり，それを被験児

の座る場所から１ｍ離れた地点に配置した。空想/現実

の区別課題の終了後，この課題を実施した。

まず，実験者は被験児に２つの箱の中が空っぽである

ことをもう一度口頭で確認した。次に，「ネズミ」を知っ

ているかどうかを尋ね，ネズミの特徴として，「白い」

｢小さい」「かわいい」「動物」という情報を伝えた後，今

度は目を閉じてそれを頭の中に想像するように要求し

た。５秒後，うまく想像できたかどうかを尋ね，被験児

のできたという回答あるいはうなずきが確認されると，

今度は目を開けて，今頭の中に想像したネズミが，実験

者の指定する箱の中に存在していると想像するように要

求した。先ほどと同様に５秒後，うまく想像できたかど

うかを尋ね，被験児のできたという回答あるいはうなず

きが確認されると，次の段階に移った。なお，ネズミを

想像する箱に関しては，２つのうち一方とし，左右のい

ずれにするかはカウンターバランスをとった。以下で

は，ネズミを想像した箱を「ターゲット」，何も想像し

Tablel空葱と現実の区別課題に用いた絵の内容

空想の絵

少年が火を吹<ドラゴンと出会う

帽子を被ったクマが人間と話をしている

小人が池の周りに集まっている

少年がネズミを従えた魔女と出会う

少年が怪獣たちと木の上で遊んでいる

服を着たネズミが朝食の支度をしている

現実の絵

少女と母親が動物園でゾウを見ている

少年が海辺で烏たちを見ている

少女がウマの世話をしている

少年たちが動物園でカバを見ている

少年がお友達の家を訪ねる

幼稚園で子どもたちが服を着替えている
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ｍｌｅ２空箱課題の内雰

課題の内容

被験児が想像直後すぐに箱の中を見ようとして箱に近づいたり箱を開けたりするかどうかを観

察する。

実験者は被験児に「用事を思い出したので少しの間一人で待っていてほしい」と伝え，部屋を
退室する。その際，実験者は被験児に，一人で待っている間に部屋を動き回っても箱に触って

も良いことを伝える。

被験児が実験者不在中に箱の中を見ようとして箱に近づいたり箱を開けたりしたかどうかを

隠しカメラの記録で観察する。

実験者は再び部屋に戻る。記憶の確認と箱に対して注意を促すことを目的として，被験児に２

つの質問を行う。

「どちらの箱にネズミを想像したか覚えていますか？」

「一人でいる間に箱のどちらかを開けて見たり触ったりしましたか？」

（したと答えた場合には）「それをしたのはどちらの箱ですか？」

続けて，言語的反応を引き出すいくつかの質問を行う。

「一人でいる間，箱は空っぽだと思っていたかな？それとも，もしかしたら中には本当にネズ

ミがいるかもしれないと思ったかな？」

「いるかもしれないと思った」と回答した場合，「箱の中にネズミがいるとしたら，それは箱の

中にどうやって出てくるのかな？」

「空っぽだと思っていた」と回答した場合，「箱の中にネズミがいないってことはどうしてわか
ったの？」

次に，被験児が想像の対象であるネズミに対してネガティブな感情を喚起していないかどう

かをチェックするための質問を行い，実践を促す。

「箱の上にある穴に指を入れることはできるかな？」

「できる」と答えた場合，「では，ちょっと入れてみてください」と言い，実際に指を入れるよ

う要求する。「できない」と答えた場合にはそれ以上強要しない。その後，実験者はもう一度箱
を開け，中が空っぽであることを確認させる。

ＦＣＣ●.●●◆午e●凸｡●●色■｡●●U■甲甲p①早与中●●●■●Ｃｅ●■●⑧~~甲P勺勺告●ｐ■■Ce■■凸g●①むつO甲｡◆ｩ旬早g命中も■●&●●巳ｃｃ&■●⑧■e心甲申｡‐■⑧●■g告●●■即自■●■●■■由■弓句■■①■■●いやeeO■■○●C●◆今小⑧◆O■⑧■古告守●■⑧酢■■●も●■｡●■■■台●■■■■旬早■曲b■■句■巳e■ＧＢ｡①｡｡■&4｡■凸⑧｡●⑧｡｡⑧■凸⑧①.■酢廿e■●●O●｡｡■■■.ｑ■■■■■■句■弓●⑧早与1①●巳4心巳｡■寺a

最後に，想像が現実になる可能性につI/､ての被験児の考えを探るための質問を行う。

「もしも箱の中にネズミが出てくるようIこって一生懸命お願いしたらどうなるかな？箱の中に
ネズミは出てくるかな？」

「出てくる」と答えた場合，そこで終了し，「出てこない」と答えた場合，さらに「もしも魔法
が使えたらどうかな？それとも魔法を使っても無理かな？」と尋ねる。

項目

【想像直後の行動】

【実験者不在中の行動】

【記憶チェック質問】

【行動チェック質問】

【信念質問】

【説明質問Ａ】

【説明質問Ｂ】

【感情チェック質問】

【可能性質問】

なかった箱を「非ターゲット」と呼ぶことにする。また，

被験児が「想像する」という言葉の意味が分からない場

合，「思い浮かべる｣，「イメージする」などの言葉に言

い換えた。１回の教示でうまく想像できない場合，３回

まで教示を繰り返した。教示を３回以上繰り返しても，

できたという回答やうなずきが確認できなかった場合，

その被験児は想像することが困難とみなし，お礼を言っ

て課題を終了した。想像困難であった者は参加50名の

うち２名であり，これらは分析から除外した。

箱の中にネズミを想像させた後の課題の内容について

は，Table2に示すとおりである。課題の手順は固定的

な順序で行った。課題終了後，箱で遊びたい者には自由

に箱を使って遊ばせ，それ以外の者には参加のお礼を

言って実験を終了した。実験の様子はすべて隠しカメラ

で記録し，実験者と被験児の対話はすべてテープレコー

ダーで記録した。

結果

空想／現実の区別課題の成績被験児の回答は，空想

的な絵に対して現実に起こり得ないと判断した場合を１

点，現実に起こり得ると判断した場合を０点とし，現実

的な絵に関してはこの逆で得点化した（得点範囲；０～

6点)。全体の平均値と標準偏差を算出したところ，空

想的な絵はＭ=3.29,sＤ＝1.66であり，現実的な絵は

Ｍ=3.65,sＤ＝1.66であった。

次に，これらの得点をもとに，被験児を次の４つの型

に分類した。（１）統合型：空想世界は起こり得ないが，

現実世界は起こり得ると判断している者(空想４点以上，

現実４点以上)，（２）混同型：空想世界は起こり得るが，

現実世界は起こり得ないと判断している者（空想３点以

下，現実３点以下)，(3)否定型：空想世界・現実世界と

もに起こり得ないと判断している者（空想４点以上，現

実３点以下)，(4)肯定型：空想世界・現実世界ともに起

こり得ると判断している者（空想３点以下，現実４点以

上)。結果的に，統合型９名（男児５名，女児４名；平均

値，空想＝４．８，現実＝４．７，以下同じ)，混同型８名（男

児３名，女児５名；平均値,2.4,2.4)，否定型12名（男児

5名，女児７名；平均値，4.9,1.8)，肯定型19名（男児９

名，女児10名；平均値，1.9,4.8）を同定した。

空箱課題の反応の分析方法分析にはｘ２検定を用い
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た。セルの度数が小さいため，全てでイエーツの修正を

行い，その都度いくつかのセルをまとめて分析を行っ

た。また，いずれの項目においても男女差は認められな

かったため，以下では男女の別は省略することにする。

チェック質問記憶チェック質問では，すべての被験

児が正しく回答できた。従って，被験児は特定の箱に想

像を維持できていたといえる。行動チェック質問では’

48名中13名が「箱を探った」と報告したが，ビデオで

確認したところ，実際に実験者不在中に箱を探った者は

そのうちの８名であり，「箱を探った」と報告しなかっ

た者は７名であった。今回，被験児の自己報告は実際の

行動を反映するものではなかったため，以下の分析は実

際の行動をもとに行った。また，箱に指を入れる行動

(感情チェック質問）の結果，４８名の被験児のうち，箱

の中に指を入れることを拒否した者は４名のみであり，

大部分の被験児は想像物に対してネガティブな感情を抱

いていなかったことが確認された。拒否した者に対して

は，もう一度箱の中を確認させ，想像が現実になるとい

うことはないことを伝えた。

想像直後の行動箱の中にネズミを想像した直後の被

験児の行動を「行動あり」と「行動なし」とに分類した。

｢行動あり」とは，箱に近づく，箱を開けるなど，箱の

中を確認しようとする行動を示した場合であり，「行動

なし」とは，そのままじっとしていた場合である。類型

別の出現度数をTable3に示した。別の評定者１名との

一致率は,00％であった。数名を除いて，大部分の被験

児は箱に対して行動を示さなかった。行動はすべてター

ゲットに対するものであり，このことから行動は「箱の

中にネズミが本当にいるのかどうかを確認したい」とい

う動機にもとづくものと思われる。類型別に見ると，箱

に対する行動は否定型に多く，他の類型ではほとんど見

られなかった。否定型と他の類型とを比較したところ，

有意差が確認された（ｘ２(1)=9.80,’＜､01)。

実験者不在中の行動実験者不在中の子どもの行動を

｢行動あり」，「別の行動あり」，「行動なし」の３つに分

類した。「別の行動」とは，窓に近づいて外を眺めたり，

絵本を読んだりといった行動を示した場合であり，他の

２つについては先述と同様である。類型別の出現度数を

Table4に示した。別の評定者１名との一致率は'00％で

あった。想像直後と同様に，数名を除いて大部分の子ど

もは箱に対して行動を示さなかった。「行動あり」の'０

名中９名がターゲットに対するものであったが，残る１

名も想像直後にターゲットに対して行動を示していた。

次に，類型別に見ると，箱に対する行動は否定型に多

く，他の類型ではほとんど見られなかった。否定型と他

の類型とで「行動あり」の出現度数を比較したところ，

有意差が確認された（ｘ２(1)＝6.06,'＜､05)。

また，想像直後と実験者不在中の二度の機会におい

て，一度でも箱に対して何らかの行動を示した者の出現

度数（％）はそれぞれ，統合型１名（11％)，混同型０名

(０％)，否定型９名（75％)，肯定型５名（27％）であっ

た。想像直後に箱を探った８名のうち，実験者不在中に

再び箱を探った者は３名（否定型）であり，残りの５名

(否定型３名，肯定型２名）は実験者不在中には箱を探ら

なかった。また想像直後には箱を探らなかったが，実験

者不在時に箱を探った者は７名（統合型１名，否定型３

名，肯定型３名）であった。

信念質問の回答「想像したネズミが箱の中に現実に

いるのではないかと怪しんだかどうか」という実験者の

質問（信念質問）に対する被験児の回答を，「揺らぎ」と

｢確信」とに分類した。「揺らぎ」とは「いるかもしれな

いと思った」と主張した場合であり，「確信」とは「空っ

ぽだと思っていた」と主張した場合である。類型別の出

現度数をTable5に示した。全体的に，約半数の子ども

は想像の現実化が起こりえないことに確信を持ってい

たが，残りの半数は確信が持てず揺らいでいた。類型別

に見てみると，「揺らぎ」回答は肯定型に多く，他の類

型ではほとんど見られなかった。肯定型と他の類型とを

比較したところ，有意差が確認された（ｘ２（１）＝7.53,

,＜､01)。

行動一主張間の関連実際的行動と言語的主張との間

の関連を調べるために，子どもを①行動あり－揺らぎ，

②行動あり－確信，③行動なし－揺らぎ，④行動なし－

確信の４つに分類した。ここで「行動あり」は，想像直

後か実験者不在中のいずれかで一度でも箱の中を探ろう

とした場合を指す。全体的に，「行動あり－揺らぎ」は５

名（１０％)，「行動あり－確信」は１０名（２１％)，「行動

mable3想像直後の行動に関する類型別の出現度数(％）

行動あり

行動なし

統合型

Ｗ=9）

０（Ｏ）

９(100）

混同型

Ｗ=8）

０（Ｏ）

８(100）

否定型

Ｗ＝12）

６(50）

６(50）

肯定型

Ｗ＝19）

２(11）

１７(89）

mble4実儒者不在'ｦbの行動/こ開する類型別の出現度数(％）

行動あり

別の行動

行動なし

統合型

Ｗ＝9）

１（11）

3(33）

５(56）

混同型

Ｗ＝8）

０（０）

４(50）

４(50）

否定型

Ｗ＝12）

６(50）

４(33）

２(17）

肯定型

Ｗ＝19）

３(16）

７(37）

９(47）

Table５信念質簡に対する回答ずの類型別の出現度数(％）

揺らぎ

確信

統合型

Ｗ＝9）

２(22）

７(78）

混同型

Ｗ＝8）

２(25）

６(75）

否定型

Ｗ＝12）

３(25）

９(75）

肯定型

Ｗ＝19）

１３(68）

６(32）
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なし一揺らぎ」は15名（31％)，「行動なし－確信」は

18名（38％）であった。Figurelは，行動一主張間の関

連を類型別に示したものである。Figurelに示すように，

否定型では他の類型と比べて「行動あり」が多く，その

多くが｢確信」回答を示した。他方，肯定型ではこれと

逆のパターンが見られた。肯定型では「行動なし」が多

く，その多くが｢揺らぎ」回答を示した。また，統合型

と混同型では同様のパターンが示された。この類型では

｢行動なし」が多く，その多くが｢確信」回答を示した。

説明質問の回答「箱の中にネズミがいるとしたら，

それは箱の中にどうやって出てくるのかな？」という実

験者の質問（説明質問Ａ）に対する回答は，①侵入，②

トリック，③魔法，④その他，⑤無回答の５つのカテゴ

リーに分類した。「侵入」は「口で箱の戸を開けて入る｣，

｢ジャンプして，入り口を開けて，ピョーンって」など

外にいるネズミが箱の中に侵入してくる可能性をほのめ

かした場合であり，「トリック」は「手品で出てくる｣，

｢(実験者を指さして）捕まえて入れる」など実験者によ

るトリックの可能性をほのめかした場合，「魔法」は「変

身して入るの，…透明人間みたいに」など魔法の力の可

能性をほのめかした場合，「その他」は「開けたら，い

る」など以上３つのカテゴリーのいずれにも当てはまら

ない場合，「無回答」は「わからない」など回答できな

かった場合である。

また，「箱の中にネズミがいないってことはどうして

わかったの？」という実験者の質問（説明質問Ｂ）に対

する回答は，①経験，②想像，③その他，④無回答の４

つのカテゴリーに分類した。「経験」は「さっき見たら，

いなかったから｣，「チューチュー言わなかった」など見

る・聞くといった経験的根拠にもとづいて可能性を否定

統合型

混同型

否定型

肯定型

函行動あり一揺らぎ口行動あり一確信
画行動なし一揺らぎ口行動なし－確信

･乃撃 ;>gｒｃ ７

／１

CoCo唇２.ＣＯＣ ６

繕＜=--~ﾆﾆご＝二一
#蕊灘 §灘驚蕊２．７；灘淵部‘ へも１

二I

／－－－－…‘
|§灘’３； ｡〈>Coo今o｢ILoOoOoOcCoOo

０％２０％４０％６０％８０％100％

Figurel行動一主張パターンの類型別の出現率
（数値は人数を示す）

した場合であり，「想像」は｢本当に出てきたら，どんど

ん大きくなって，街をつぶすから｣，「じやないとね，部

屋にみんな出てきちやってね，大変だから」など想'像に

もとづいて可能性を否定した場合，「その他」は「いつも

あたしんちね，ネズミ出てこんもん」など以上３つのカ

テゴリーのいずれにも当てはまらない場合，「無回答」

は「わからない」など回答できなかった場合である。

説明質問Ａは｢揺らぎ」回答者に対するものであり，

説明質問Ｂは｢確信」回答者に対するものである。類型

によって説明質問ＡとＢの回答数が異なるため，ここで

は類型による違いについては検討せず，全体的な回答の

傾向についてのみ述べる。類型別の出現度数を通ble6

に示した。別の評定者１名との一致率は83％であり，

不一致は協議によって決定した。Thble6に示すように，

｢揺らぎ」回答者の多くは，ネズミは｢侵入」などネズミ

自身の現実的な力によって現れるだろうと説明し，「魔

法」や「トリック」など非現実的な力によって現れると

いう説明は少なかった。また，「確信」回答者の多くは

見る．聞くなどの「経験」にもとづいて自らの回答を正

当化した。

可能性質問の回答「もしも箱の中にネズミが出てく

るようにって一生懸命お願いしたらどうなるかな？箱の

中にネズミは出てくるかな？…もしも魔法が使えたらど

うかな？それとも魔法を使っても無理かな？」という実

験者の質問（可能性質問）に対する子どもの回答は，①

可能，②不可能，③条件提示，④保留のいずれかに分類

した。「可能」は一生懸命お願いすれば，あるいは魔法

を使えば可能であると回答した場合であり，「不可能」

は魔法などないので不可能であると回答した場合，「条

件提示」は普通の人は魔法を使えないとした上で，魔法

Table6説開貿荷Ａ･Ｂに対するE7各tの類型別/の出現度数(％）

説明質問Ａ

１.侵入

２．トリック

３.魔法

４．その他

５．無回答

合計

説明質問Ｂ

１．経験

２．想像

３．その他

４.無回答

合計

統合型

Ｗ=9）

混同型

Ｗ=8）

否定型

(１V=12）

肯定型

Ｗ=19）

ｌ(11）２(17）５(26）

１(１１）１(12）

１（５）

２(11）

１(１２）１（８）５(26）

２(22）２(25）３(25）１３(68）

３(33）５(63）６(50）４(21）

２(22）

１(１２）ｌ（８）

２(22）２(17）２(11）

７(78）６(75）９(75）６(32）

注．百分率は各類型の全体数を雲母数としたものである。
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統合型

混同型

否定型

肯定型

口可能口不可能国条件提示口保留

溌翰ご… ○・OCC･電等O::《>《〉。 議蕊識識鰯

鹿一一一ー～ー一一一一■■B＝■■■～－－■－－－－－ヘーーーーーーー■~～～b

驚謹鰯蕊６驚識蕊驚誕馴謡 ２

d〆

､ダ

hｑ

篭蕊；。７１溌溌蕊蕊識 ﾖ唖鑑

蕊驚都…･'１２．壌瀧識癖 蕊

０％２０％４０％６０％８０％100％

Fjgure2可能性質簡に対する回各rの類型別の出現率

（数値は人数を示す）

を使える人が使えば可能であると回答した場合，「保留」

は「分からない」など判断を保留した場合である。類型

別の回答の出現率をFigure2に示した。別の評定者１名

との一致率は88％であり，不一致は協議によって決定

した。Figure2に示すように，混同型，否定型，肯定型

の３つでは｢可能」回答が多く，統合型のみ少なかった。

代わりに統合型では，「条件提示」が33％，「保留」が

33％と多く見られた。統合型と他の類型とで条件提示・

保留の出現度数について比較したところ，有意差が確認

された（ｘ２(1)＝10.90,ｐ＜､01)。この結果は，統合型で

は願いごとや魔法によって想像が現実になる可能性につ

いて，単純に「可能か不可能か」で考えるのではなく，

｢Ｘであれば可能であるがＹであれば不可能である」と

いうように条件つきで考えたり，いずれか一方での判断

を保留したりする傾向が高いのに対して，他の３類型で

は願いごとや魔法によって想像が現実になる可能性を単

純に「可能か不可能か」で判断する傾向が高いことを示

唆していると思われる。

考 察

本研究の目的は，想像の現実性判断と空想/現実の区

別認識との関連性を調べることであり，それによって，

魔術的側面と理論的側面という２つのスタンス間で揺れ

動く幼児の姿を実験的に明らかにすることであった。そ

のために，空想/現実の区別課題の回答パターンから，

幼児を｢統合型｣，「混同型｣，「否定型｣，「肯定型」の４つ

に分け，タイプ間の比較から想像の現実'性判断と空想／

現実の区別認識との関連性を調べた。以下では，想像の

現実‘性判断における幼児の心的過程について，空想/現

実の区別課題の回答パターンとの関連から考察する。

まず，空箱課題において想像直後と実験者不在中に箱

を探索した幼児は約３分の１であり，その大部分は否定

型の幼児であった。Johnson＆Harris(1994）の軽信型一

懐疑型の個人差説によれば，これらの幼児は軽信型とい

うことになり，彼らは空箱の中にネズミを想像すること

によって，想像したことの現実感が高まり，想像と現実

との境界が揺らいだため，箱の中にネズミが本当に現れ

るのではないかと怪しみ，箱を探るという行動を示した

と解釈できる。しかし，本研究ではHarrisらの結果と

は異なり，これらの幼児の多くはその後の質問において

｢もしかしたら･･･」という揺らぎ回答を示さず，「空っぽ

だと思っていた」という確,信的な回答を行った。このこ

とから，本研究の否定型の幼児に見られた箱への探索行

動は，Harrisらが指摘するような「想像と現実との境界

の揺らぎ｣によるものではないことが示唆される。では，

いったい何が原因して彼らは探索行動を行ったのであろ

うか。ここで空想/現実の区別課題における彼らの回答

パターンを振り返ってみよう。空想的な絵と現実的な絵

を見せられたとき，彼らはその両方に対して現実に起こ

り得る可能性を否定する回答をした。このように空想の

みならず現実をも否定してしまう彼らの回答パターン

は，彼らが絵本のような大人が提供する情報を疑わしく

感じていることを示唆していると考えられる。ゆえに彼

らは，実験者が空箱の中にネズミがいると想像するよう

に要求したとき，その実験者の情報を疑わしいと感じ，

嘘を見破ろうとして探索行動に出たものと推察される。

このように彼らの行動は想像と現実の境界の揺らぎによ

るものではなく，単に「箱の中は空っぽである」という

自らの説を立証したいがための行動であるため，後の質

問において「空っぽだと思っていた」と回答したものと

思われる。

では，想像直後や実験者不在中に箱への探索行動をほ

とんど示さなかった他の３類型の幼児は，どのような理

由から探索しなかったのであろうか。これに関しては大

まかに２つの理由が考えられる。１つは，箱の中は空っ

ぽであると信じているため，箱に対して無関心であっ

た。２つめに，「もしかしたら…」と思っていたが，あえ

て探索しなかった。３つの類型の中でも，とりわけ肯定

型の幼児は後者の理由から箱を探索しなかった可能性が

考えられる。なぜなら，肯定型の多くは箱への探索行動

を示さなかったが，にもかかわらずその後の質問におい

て「もしかしたら…」という揺らぎの回答を示したから

である。Johnson＆Harrisの軽信型一'懐疑型の個人差説

と照らし合わせると，彼らは軽信型ということになる

が，それではなぜ彼らは探索行動をしなかったのかが説

明できない。ここで空想/現実の区別課題における彼ら

の回答パターンを振り返ると，彼らは空想的な絵と現実

的な絵を見せられたとき，その両方に対して肯定的な回

答をした。つまり，絵本の中に描かれているような世界
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の実現可能性を強く信じる傾向にあるといえる。恐らく

肯定型の幼児の多くは，空箱の中にネズミを想像するよ

うに要求されたとき，もしかしたら想像が現実になるか

もしれないと思ったに違いないが，それでも箱に本当に

現れたかどうか確かめようとはしなかった。恐らく彼ら

は，想像したことを現実なものにさせるためには，それ

を疑わず信じて待つことが大切であると考えているもの

と推察される。例えばSinger(1961）は，想像的な遊び

の経験が豊富な子どもほど，与えられた状況の中で長時

間待つことができることを実験的に明らかにし，想像豊

かな子どもほど退屈なときをうまく過ごす術を知ってい

る（Singer＆Singer）1990/1997）と結んでいる。こうし

た先行研究の結果と本研究の結果とをあわせて考える

と，肯定型の幼児は想像や空想を現実にするためには信

じて待つことが重要であるということを知っているた

め，疑うような行動をとらずに待ち続けたとも考えられ

る。実際，肯定型のある女児は，「ネズミがいるかいな

いかは，後のお楽しみだと思っていたから」と言い，箱

を開けなかったことを理由づけた。

さて，統合型と混同型の幼児に関して言えば，彼らは

ともに箱に対して探索行動を示さず，「もしかしたら…」

という揺らぎ回答も示さなかった。Johnson＆Harrisの

軽信型一'懐疑型の個人差説によれば，彼らは懐疑型とい

うことになるが，しかし両者がともに同様の理由からそ

のような回答パターンを示したのかといえば，恐らくそ

うではないように思われる。そのことを示唆するよう

に，本研究では実験の最後に，一生懸命お願いしたら箱

の中にネズミは出てくるかどうか，もしも魔法が使えた

らどうかについて質問したところ，混同型の多くは単純

に「可能」と答えたのに対し，統合型の多くは魔法を使

える人が使えばと断った上で「可能」とするか，あるい

は「わからない」など判断を保留した。このことから，

統合型の幼児は混同型の幼児とは異なり，空想的な事物

や事象の実現可能‘性についてより深い認識を持っている

ことがうかがえる。ただし，統合型と混同型の間に違い

が見られたのはこの点のみであることから，結果につい

ては‘慎重に受けとめる必要がある。空箱課題のような想

像の現実性判断を求める課題において，幼児が行動面で

も主張面でも何ら揺らぎの兆候を示さない場合，そのと

きの彼らの心理をどのように解釈すべきかについては今

後の課題といえよう。

まとめると，本研究の結果，幼児による想像の現実性

判断の揺らぎには空想/現実の区別認識が関連している

ことが明らかにされた。その際，その関連のあり方は

Johnson＆Harris（1994）が指摘したように，空想と現実

との区別が十分に確立されておらず（あるいは魔法を信

じやすく）揺らぎやすい場合には探索行動を起こし，十

分に確立され安定している場合には探索行動を起こさな

いといった単純なものでなく，区別の成熟度に加えて，

空想的な事物や事象に対する態度が関連していることを

示唆するものであった。具体的には，大人の嘘を見破ろ

うとする態度はあからさまな探索行動と関連し，魔法を

かなえるために信じて待とうとする態度は待機行動と関

連があった。本研究ではこれらの態度は空想/現実の区

別課題における回答パターンから推察したに過ぎないた

め，幼児が真にそのような態度を持っていたのかどうか

については検討の余地が残るが，「魔術師」と「理論家」

という２つのスタンスの間を揺れ動く幼児を描く上での

新たな証拠を提供したといえよう。

最後に，本研究では空箱課題を使って，想像したこと

がもしかしたら現実になるのではないかと感じられるよ

うな状況における幼児の想像の現実'性判断を測定した

が，しかしこの課題が結局のところ，想像したことの現

実感の高まりによる想像と現実との境界の揺らぎの程度

について測定しているのか，それとも想像したことを活

用してごっこ遊びのテーマやシナリオを構築し，それを

楽しむことができる想像力の豊かさを測定しているの

か，どちらなのかについては疑問が残された。この問題

については，Ｇｏｌｏｍｂ＆Galasso(1995）による指摘以来

検討が重ねられているが（Bouldin＆Pratt，2001；Ｂour‐

chier＆Davis，2000a，2000b；Wbolley；1997)，いまだに

明確な結論は得られていない。本研究では，幼児の想像

の現実’性判断において空想/現実の区別認識が関係して

いることは明らかにされたが，しかし結果の解釈につい

ては，上記のどちらでも適用可能であると考えられる。

例えば，肯定型の幼児は空想的な事柄を実現可能なこと

として捉える傾向があったが，彼らが空箱課題において

主張面での揺らぎを示したのは，彼らが想像をリアルに

感じたからだとも言えるし，想像を活用して楽しむこと

が上手だともいえるだろう。このような解釈の相違につ

いては，今後課題を工夫しながら検討していく必要があ

ろう。
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迅速・確実・建設的な査読システムの構築へ向けた提案

相互作用の活発なジャーナルへの再生

西係剛央
(早稲田大学人間科学研究科・日本学術振興会特別研究員')）

問題

「発達心理学研究』の意見欄は，どのような意図から作

られたのであろうか。意見欄の創設に関わった一人であ

る無藤隆氏によれば，創設の狙いの一つとして，論文審

査で評価が分かれたら，なるべく公刊して，その代わり

意見欄などで吟味・検討するというのが，日本での学界

を活発化する一つの手だてになると考えたということだ。

しかし,学会設立から十数年が経過し規模が拡大するに

つれ,当初の意図は埋もれつつあり，意見欄が有効活用さ

れているとはいえない現状にある。筆者は,そのような現

状を打開するために意見論文を投稿した（西係，2003)。

そこでは,依頼論文と比較して，自主的な投稿論文（西係・

清水,2003）は不自然なほど査読のレスポンスが遅く，一

般会員としてはダブルスタンダードによる窓意'性を読み

取ってしまうことを指摘した。そして，そのような誤解を

回避し，意見欄を盛り上げるための一つの提案として,依

頼論文は依頼論文と明記すべきことを挙げた。

実は，その論文を投稿すると同時に，その内容に関連

する以下の二点に関して編集委員会に問い合わせていた

(2003.1.18.)。第一に，依頼による意見論文の明示化の

お願いであり，第二に，筆者らの意見論文（西篠・清水，

2003）のレスポンスが遅かった理由を確認するもので

あった。査読者の急病など，筆者に分からない何かの事

情があるかもしれないと考えたからだ。

その結果，しばらくしてから「編集委員長名による回

答」を頂くことができ，それにより，査読プロセスにおけ

る諸事情を知ることができ，ある種の納得感も得られた。

しかし，脈に落ちない点があったのも事実である。そし

て，筆者の知る限りでも，筆者と同じような疑問を持つ

学会員が他にもいたことから，そこでのやり取りを公の

場で可視化し，それに基づき開かれた議論をすることは，

一般の学会員にとって有益であると考えた。

したがって，以下その回答を要約しつつ，さらなる提

言を行っていく。また，意見論文の投稿を続ける中で，

改めて意見欄の査読の在り方に提言する必要性を感じた

ことから，それに関連した筆者の見解も述べていきたい。

編集委員会の回答の要約（注「」内は直接引用を示す）

依頼論文の明記について

これについては，「意見論文の中に依頼論文が含まれ

l）現所属：日本精神・神経センター精神保健研究所

ていることは事実」であるが，「依頼論文であっても，

投稿論文とまったく同じ基準で審査を行っている」ため

｢依頼論文であるかどうかを明記する必要′性は特にない」

といった回答であった。

レスポンスが遅かった理由について

西候・清水論文（2003）は，「通常の審査手続きが行

われ」ていた。「原著論文の場合，審査を少しでも早く

進めるために，編集委員会の問に受稿した論文は，書面

で審査委員の決定を行い，審査を開始」していたが，「意

見論文の場合，要約がついていないために，上記の手順

を踏むことができ」ない。「貴論文の場合｣，「2002年１

月２３日に受稿」したが，「実は，その年の編集委員会は

１月１４日に開かれており」，「次の編集委員会は３月１０

日」であったため，審査に入るのが遅れた。それゆえ

｢貴論文の１回目の審査にかかった時間が特に長かった

というわけではない｣，ということであった。

そして，「依頼論文と投稿論文の違いは，実は審査手

順にあり｣，「依頼論文の場合，依頼する段階で審査委員

を決めており」「その結果として，依頼論文は，投稿論

文よりかなり早く審査が終わる｣。「依頼論文と投稿論文

で異なった審査をしているというわけでは」なく「違う

のは時間だけ」であるとのことだった。

上記の回答に対する筆者の見解

依頼論文の明記について
●●●●●●●

「依頼論文と投稿論文の違いは，実は審査手11頂にあり」
●●●●●●●●

と明言されて1,､ることからも，やはり依頼論文と投稿論
●●●●●●●●●●●●

文の査読プロセスは異なることがわかる。そして，依頼

論文は，あくまでも編集委員会が選択した人の意見であ

り，その良し悪しは別として，そこには編集委員会の恋

意（意志）が反映されている可能性は排除できない。そ

の意味で，一般会員による投稿とは意味が異なる。こう

した理由からも，依頼論文であるかどうかを明記する必

要性はあると思われる。

査読レスポンスが遅い理由について

意見論文は，本誌の見開き２頁程度の短いものである。

それに対して，要約がないため書面で審査委員の決定を

行い，審査を開始できない，というのは全く説得的では

なかった。しかも，意見欄に対する一般投稿がめったに

なかった状況で，である。もしどうあっても要約がなけ

れば審査開始できないのであれば，投稿者に100字程度
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の要約を付けさせてはどうだろうか。それによってこの

問題は解消できるはずである。

・いうまでもなく，意見欄は編集委員会やそれに依頼さ

れた人による一方的な意見提示の場ではなく，本来広く

学会員に開かれた議論の場であるはずだ。それならば，

一般投稿者の立場を考えることを忘れてはなるまい。編

集側からいえば，「違うのは時間だけ」であり，それは

問題ではないのであろうが，多くの投稿者にとって，査

読結果のレスポンスタイムや，採択までどれだけの時間

を要するかは重要かつ切実な問題である。

その意味では，一般会員が，次回はいつまでに投稿す

ればスムーズに査読に回るのかを確認できるように，

ＨＰやニューズレターで編集委員会が開かれる日時を示

すなどしても良いだろう。少なくとも，依頼論文と一般

投稿の公平性を強調したいならば，査読に直接関わる情

報は，一般会員にも開示しておくべきだろう。また意見

欄のコミュニケーションの場としての機能を考えれば，

むしろ，原著論文以上に迅速に掲載されるための工夫を

して然るべきだと思われる。

連絡方法の改善

これに関連して査読の連絡方法についても提言してお

く。本論文の査読結果が初投稿から四カ月以上経過して

も返ってこなかったため，査読経過を事務局に問い合わ

せたところ，二カ月以上前に既に郵送済みとの回答を受

け，その時点で初めて連絡過程で何らかのトラブルに遭

い，筆者の元に届かなかったことが明らかになった。現

行の普通郵便による連絡法では，こうしたトラブルはい

つ発生するかもわからず，またそれが重大な問題に発展

した場合にも，その責任の所在を特定することは不可能

である。今後このようなトラブルを未然に防ぐために，

以下のような提案をしておきたい。

(1)多くの学会が採用しているように，書留や宅急便で

郵送する。

(2)渡辺・加藤論文（1999）の「投稿者，編集委員会，

査読者間での連絡を郵便中心からメール中心に切り

替え」「郵送は補助手段と位置づける」という案を真

剣に検討してみて頂きたい。現在の電子メールの普

及率は相当高い°電子メールを連絡方法の中心位置

づけるかは検討の余地があるにせよ，迅速かつコス

トのかからない電子メールを活用しない手はないだ

ろう。一例を挙げれば，電子メールで査読結果を送

付した旨，受け取った旨を相互に確認することによ

り，今回のようなトラブルは防ぐことができよう。

建設的意見と開かれた議論

本来言うまでもないことだが，意見論文の査読は，基

本的には著者の「意見」を尊重した上で，それをより説

得的なものにするにはどうしたらよいかという視点から

なされるべきだろう。筆者が投稿した経験からも，この

ような建設的な査読コメントは多く得られた。こうした

査読がされる限りは，意見論文といえども査読はすべき

だと考える。

しかし，意見論文の査読においては，正直戸惑わざる

を得ないコメント（査読者）が散見されたのも事実であ

る。鑑みると，それは筆者の意見の，論理的整合性や説

得性といったことに関する建設的コメントではなく，明

確な論拠を示すことなく，見解の相違をそのままぶつけ

てくるようなスタンスによる査読だった。もちろん，査

読者の見解を述べる権利はあるだろうが，それは論文の

主張を踏まえ，妥当な論拠が述べられた上でなら，の話

だろう。よもや依頼論文に対して，意見の根幹から否定

するような査読はしないと考えられることから，依頼論

文と一般論文が同じ基準で審査されているということを

説得的に示すためには，この点を解消する必要があろう。

査読者が学会員の意見に対して，査読という閉鎖的か

つ権威的な場で，妥当な論拠もなく見解の相違をぶつけ

ることは，意見の抑圧につながる危険性がある。そのよ

うなことにならないよう，常任編集委員会は，最低限の

査読の妥当性はチェックすべきだろう。また，もし投稿

者の意見それ自体に対して異論や反論があるならば，査

読者も正々堂々と一学会員として意見欄に投稿し，開か

れた場で議論すべきではないだろうか。そうすることに

より各人の意見を摺り合わせて行くプロセス自体から，

学会員が学ぶことも多くあることだろう。またそうした

相互作用の結果，学会員の率直な意見が反映され，より

妥当な見解に収数（自己組織化）していくことも期待で

きる。

相互作用の活発なジャーナルへの再生

原著論文と意見論文は，相対するものではない。意見

欄を活性化させることは，結果として，より高レベルな

原著論文が生まれる土壌を創ることに他ならないだろ

う。本誌が，発足当初の志に立ち返り，相互作用の活発

なジャーナルになることを願ってやまない。
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質的研究に，もっと研究プロセスの探究を

松嶋秀明
(滋賀県立大学人間文化学部）

はじめに

近年，発達心理学においても，いわゆる「質的研究法」

の必要性がますます認識されている。ただし，そこで注

目されているのは，もっぱら質的研究法を用いて得られ

た知見であり，それが得られるにいたった研究プロセス

が顧みられることは少ない。

本稿では，研究プロセスの不透明性のもつ問題点を指

摘しつつ，その解消を阻害する要因，あるいは解決策に

ついて検討する。

なお，ここでは質的研究法として，フィールドワーク

やインタビューといった手法をとるものとする。

研究プロセスの不可視性

「優れた」と一般的に認められる研究においても，研

究プロセスはしばしば不透明である。例えば，発達心理

学会の学会賞を受賞した刑部（1998）に対する麻生

(2000）のコメントをとりあげよう。麻生は，この論文

の優れた点のひとつとして「９カ月間，週に１回保育園

で１人の幼児を２時間半ビデオに録画し続け」て得た

データを，「対象児が１時間以上録画されていたテープ

6本」へと「主体的選択」により「ばっさり切り捨ててい

る」点をあげている。

評価されているのは，限られた紙幅で，膨大な量のデー

タの圧縮を，対象のリアルな記述を損なうことなくやっ

てのけている点だ。そして，これは｢他者には容易にまね

ることのできない｣刑部個人のセンスと考えられている。

こうした研究プロセスの不透明さは，先験的な枠組み

を設定せず，現象から意味をとりだすという手続きには

つきものである。質的研究がもっぱら，仮説検証ではな

く，仮説生成をその目的とするためである。

例えば，清矢（2001）は質的研究法が「従来の調査の

感覚からすれば，当然」とされる「データをその収集以

前に設定されている研究関心にそって詳細に検討し，研

究関心にそった箇所を抜き出す」という作業ではなく，

前もって枠組みを持たず，「データを虚心にみる」こと

を重視すると述べている。

しかし，実際にデータを扱ってみれば，「データを虚

心に見る」とは具体的に何であり，どうすれば達成され

るのか分からないことは，すぐに実感される。研究者は，

実際には，最終的な結論にいたるまでに，細かな仮説生

成一仮説検証のステップをくり返しているはずだが，こ

うしたステップの是非が顧みられたことは少ない。

研究プロセスの公共化のために

上述のように質的研究法では，従来，優れた研究は

｢研究者のセンス」といった，外的には観察不可能な要

因によって説明されてきた。これは研究の公共化のため

には障壁となる。研究プロセスの透明性を高めることが

必要である。

ここで重要なのは，質的研究における研究者は，従来

の数量的研究のように，研究者が対象となる現象の外部

にいることが仮定されており，どんな要因が介在してい

るのかが先験的に明らかな視野（超越的視野）ではなく，

研究者もまた対象の一部であり，調査プロセスにおい

て，次第に何が問題なのかが明らかになるような視野

(局所的視野）をもつということだ。

例えば，調査対象は，視点によって同時に異なる複数

の意味をもつ。この同時性のゆえに，調査者は常に局所

的な視野しか持ち得ない。何かが見えているということ

は，同時に，何かが見えないことを意味する。また，言

語という表現形式をとる以上，調査者に見えた「意味」

を書き記すことは，その対象をある筋にそって読ませて

しまう危険性を常にはらむことになる（南，1991)。

つまるところ，従来の数量的研究者には避けるべきバ

イアスでしかない「研究者のセンス」の混入は，質的研究

者にとって不可避である。したがって質的研究は，いかに

優れたものであれ，それを単純な真実として受容すべきで

はない。むしろ，誰が，どのような視点からそれを読み

取っているのかを考慮にいれ，ある研究が現象のどの部分

を見せ，どの部分を見えなくしているかを反省的に検討す

べきものといえる。その意味で，研究プロセスの透明性を

高める工夫とは，データ処理に「センス」が混入するのを

抑制することではなく，むしろ，「センス」の存在を認識

しつつ，それがどのような部分で発揮され，ある一定の解

釈へと収束していくのかを吟味することに他ならない。

研究プロセスの公共化を阻害する要因

研究プロセスの分析＝自己分析？

以上のような理由から，その調査や分析のプロセスそ

のものを知ることにも，学術的に議論する価値がある。さ

しあたって，自らの過去に行った調査を反省的に振り返る

という方法が，その手段として考えられる。こうした試

みは海外では一般的に議論される（例えば，willig，

2001/2003)が，我が国ではいくつかの編著（尾見・伊藤，

2001；石黒，2001）にようやくその萌芽がみられる程度
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である。内容としても裏話的性格が強く，研究としてよ

りも教育的な側面に意義が見いだされていると思われ

る。実際に公刊された研究を対象とした研究論文となる

と，少数の例外（石野，２００３；松嶋2002）を除いてみ

あたらない。

これは，こうした反省的分析が実際のところ，著者に

かなりの自己開示をせまることに起因する。質的研究者

が超越的視野をとれないことを前提とすれば，その論文

記述は，対象に対して誰として，どのように語るのかと

いう，調査者自身の「自己物語」ともいえるからである。

浅野（2001）は，これまでの自己物語論では，物語が

語られる以前の「語る自己」への検討がなされてこな

かったと指摘する。というのも，ひとたび外界をとらえ

る際の基準点となる「語る自己」の存立基盤を問いはじ

めれば，とたんにかつての結論が揺らぎはじめるから

だ。

実際，石野（2003）では，フィールドワークを終えた

時点で振り返り作業を行っているし，松嶋（2002）は過

去に自らが書いた論文の記述という，外在化された資料

を用いているというように，フィールドから心理的距離

を置きやすい状況下での検討であった。今後，自らの研

究プロセスを客観的にとりだす方法を洗練させる必要が

あるだろう。

研究プロセスの再検討＝発達観の問いなおし？

もちろん技術的問題だけではない。「発達心理学なの

だから，方法論についての議論を本誌で行う必要はな

い」という意見もあるだろう。

しかし，これは誰が「発達」を見て取るのか，という

根本的な問題に関わっている。発達とは決して，観察者

とは独立に成立しない。ある人の行為や認識の変化を，

｢発達」としてみる視点があってはじめて成立する。「発

達観」の文化差や，歴史的変遷があること（例えば小嶋，

2001）は，そのことをよく示している。

研究者のみいだした「発達」が，当該の人物のどのよ

うな行為によって可能になったのかを知ることは，その

研究者自身の発達観を反省することにもつながる。その

意味では，「発達」心理学にもふさわしいテーマである。

『発達心理学研究』への提言

以上の検討をふまえ，今後，質的研究を用いた生産的

知見がだされることを期待しつつ，『発達心理学研究」

に対して以下の３点を提案したい。

まず第１には，原著論文として，質的研究のプロセス

そのものを問題化した論文が積極的に投稿・掲載される

ことである。これまでの議論から，その意義はもはや明

らかであろう。

もちろん，ある研究テーマに関する話題を本筋とし，

研究プロセスをサイドストーリーとする選択肢も考えら

れるが，『発達心理学研究」の現在の規定枚数(刷り上が

り１０ページ）を考えれば実現困難である。

筆者の周囲の質的研究者からは，中核となるテーマに

ついての記述ですら，現在の規定枚数では少なすぎると

いう意見が根強く聞かれる。第２点として，規定枚数の

柔軟な運用をお願いしたい。

第３には，意見論文が，質的研究を用いた原著論文の

調査プロセスを補足的に記したものや，原著論文へのコ

メントとして利用されることである。

というのも，自らの研究プロセスを原著論文に値する

学術的価値をもって再記述することは，著者にとって大

きな負荷となる。また，審査にも日数を要する。先に発

表された原論文の補遺を，時宜をえて行うことは原論文

への理解を増加させるという意味で有意義である。

また，意見論文のコミュニケーション的特性を活かし

てこそ得られる情報もある。質的研究では対象の何が見

え，何が見えないのかを知ることが重要となる。この意

味で，原著論文への自由なコメントが多くなされること

は，対象となる現象の全体像を補完しあうという点で望

ましい。

実際，刑部（2001）は”麻生（2000）の予想に反し，

データ圧縮プロセスは，筆者の「主体的判断」などでは

なく，当初計画していた数量的検討のため，条件のそ

ろったビデオを機械的に選択した結果だという裏話を披

露している。そしてこうした作業の結果，観察時点で印

象的だった出来事よりむしろ，当初は気にとめていな

かった事柄が注目されるに至ったと述べている。

こうした情報は，意見論文のコミュニケーション的性

質ゆえに導きだされたと考えられるが，刑部論文におけ

る著者自身の位置どりを考える際，極めて重要な情報と

いえる。

ここで述べられた諸点が改善され，『発達心理学研究」

誌上において，より広範で継続性のある質的研究が行な

われることを期待する。
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