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構造的一貫性に着目したナラテイヴ分析：

高齢者の人生転機の語りに基づく方法論的検討

野村晴夫
(東京大学大学院教育学研究科）

本研究では，高齢者の人生転機の語りに基づき，構造的一貫'性に着目したナラティヴ分析の方法論的

検討を目的とした。一高齢女性の転機の語りを材料として，まず，Habermas＆Bluck(2000)の提起した，

ライフストーリーにおける時間的・因果的・主題的一貫性の分析枠組みに依拠し，高齢者の語りを分析

するための下位カテゴリーを抽出した。その後，理論的な推測を考慮しつつ，当初の分析枠組みを検討

することによって，新たに語りの状況要因を加味した状況的一貫性の分析枠組みを付加し，同様にその

下位カテゴリーを抽出した。その結果，故人や神仏等の超越的他者に起因する因果的一貫性や，聞き手

との相互性を考慮した状況的一貫'性等，物語様のさまざまな構造を把捉し得る分析カテゴリーが，見出

された。そして，最終的に得た分析カテゴリーを用いて，調査対象者の転機の語りを分析し，転機に付

与された意味づけを考察した。本研究の試みから，仮説的分析枠組みに基づく分析カテゴリーを用いる

ことによって，高齢者の転機の語りの構造的一貫性を具体的に分析する方途が示唆された。
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問題

近年，心理学の諸領域で，語り（narrative)を鍵概念に

据えた研究(e､9.,Sarbin,1986;Brunenl998;Nelson,1989）

や実践(e､9.,White＆Epston,1992;Anderson＆Goolis‐

han,1997;野村2002a）が盛んになってきている。老年期

を対象とした心理学研究においても，“Narrativegeron‐

tology（Kenyon＆Randall,1999)'，と呼ばれる機運のなか
に，そうした展開が見受けられる。あるいは，回想法

(ButlelJ963）は，思い出の語りを促す点で，やはり語

りに着目した心理臨床実践とみなせるだろう。こうした

老年期の語りへの広範な注目は，語りに想定される機能

に拠るところが大きいと考えられる。なかでも，経験を

組織化する機能は，生涯発達上の諸局面で重視されてい

る。たとえばBruner（1999）は，ひとが自らについて語

ることが，平素の生活の通常'性に生じた例外的な逸脱性

を理解可能な形にし，再び通常性を取り戻す機能を持つ

と提起している。それに呼応するように,やまだ（2000）

もまた，人生の物語が必要とされる局面について，「自

己と他者の亀裂や，前の出来事と後の出来事とのあいだ

の裂け目が大きくなったとき，それらをつなぎ，意味づ

け，納得する心のしくみが必要なとき」であると述べて

いる。これらの提起から，語りには時間的な断絶や矛盾

をはらみ得る転機を橋渡しし，生活史に整合一貫'性

（coherence）を付与する機能が想定されていることが読

み取れる。

では，こうした生涯発達上の語りの機能は，老年期に

おいてはどのような意義を持つのであろうか。高齢者の

人生経験のなかには，転機と目される経験も含まれると

考えられる。老年期には，なかでも喪失経験を伴う転機

が避けられない。たとえば，身体的機能の衰退や，定年

退職，家族・知人との離・死別といった社会的環境の変

化などの喪失を高齢者は複合的に経験し得る。さらに，

それ以前の年齢層とは異なり，老年期においては，喪失

経験が将来の創造的活動に直接には結びつきにくいこと

から，心理的適応のためには，その経験をどのように受

け止めるかという主観的な意味づけの重要’性が高くなる

(竹中，1996)。したがって，上述のBrunerらの提起を

鑑みると，他の発達段階に比べても，老年期における語

りは，長大な過去経験を組織化するために重要な生涯発

達的機能を果たしていることが予想される。Erikson，

Erikson,＆Kivnick（1990）が，老年期における語りを，

自我同一'性の維持・再構築のための一装置とみなしたの

も，語りが転機という経験を組織化する機能を持つこと

を考え合わせれば領ける。すなわち，語ることには，転

機を含む経験を組織化することによって，諸経験を意味

づけ，自己の連続性を保持し，自我同一'性を維持・再構

築するという機能が想定される。だが，老年期の語りに

期待されるこうした生涯発達的機能を明らかにするため

には，実際に高齢者がどのように自らの来し方を語り，

それを意味づけるのかという様態を把捉することが求め

られる。
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語りの様態や語り手個人の経験に対する意味づけを探

るためには，ナラテイヴ分析と呼ばれる一群の言説分析

手法が，心理学や社会学等の諸領域で活用されてきてい

る（Riessman,1993;Mishle喝1995)。ナラテイヴ分析が

持つ特徴のひとつとして，さまざまな語りの内容（｢何

を語るか｣）に通底する構造（｢いかに語るか｣）への着目

が挙げられる。つまり，生活史上の肯定・否定的内容の

経験を語る際に，自他に了解できるような一貫した構造

を維持できるか否かが，自我同一性や心理社会的適応等

の心的特質に接近する糸口として着目されている。たと

えば，やはり語りの構造に基づいて成人の愛着を評価す

る成人愛着面接（Mai､,Kaplan,＆CassidyJ985）は，自

己の愛着に関する歴史を「首尾一貫したまとまりのある

かたちで言語化できる」（久保田，1995）能力を，愛着の

安定性や，Ricoeur（1990）の言う物語的自我同一性の確

立の指標として用いている。そして，上述したように，

転機を生活史に組織化する上で，語りの機能の重要性が

高い老年期にあっても，やはりその語りの構造的一貫性

に着目する意義があると思われる。もしも高齢者が転機

の語りの一貫性を維持できない場合は，生活史の断片化

や未統合を招き，人生の有意味性や自己効力感を損なう

可能性もあるだろう（Cohle喝1982)。また，転機を挟ん

で過去と現在とを有機的につなぐことの困難は，他者か

ら自らの人生の意味を理解されることの困難に結びつき

かねない。したがって，発達・臨床心理学的見地から

は，高齢者が転機について語る構造を明らかにすること

が求められる。そのためには，高齢者の語りの構造的一

貫性を捉え得るナラティヴ分析方法が必要である。

これまでに，語りの構造的一貫性の構成要素は，社会

言語学（e､g､,Labov＆Waletzky;1997）や民族誌学（e､9.,
Agar＆Hobbs,1982）をはじめとする諸領域から提起さ

れている。なかでも，Habermas＆Bluck（2000）が提起

した一貫性の要素は，幼児期に発現する断片的な日常生

活の語りから，青年期に発現する複雑なライフストー

リーの語りに至る発達過程を統合的に説明する概念枠組

みとして，その有用性は注目に値する。しかし，テクス

ト理解に関する心理言語学的研究から理論的に導き出さ

れたこの枠組みが，実際のライフストーリーの語りに具

現された様相を明らかにする課題は，依然として残され

ている。この枠組みに基づいた一貫性の具体的な測定方

法を開発する必要性は，Habermas＆Bluck（2000）自身

も認めるところである。さらに言えば，この枠組みが，

成人期以降のライフストーリーの一貫性の何を把捉し

得，何を把捉し得ないのかを明らかにすることが求めら

れる。これまで述べてきたような，語りの機能（e､9.,

Brunen1999）や語りの分析（e､g､,Maineta1.,1985）に関

する提起からは，老年期において転機を含むライフス

トーリーを一貫して語ることが，自我同一性の維持や，

人生の有意味性の獲得をはじめとした心理社会的適応に

寄与する可能性がうかがえる。だが，語りの一貫性と心

理社会的適応との間に理論的に予測される密接な関連性

は，具体的に高齢者の語りの一貫'性を分析する方途を得

て初めて検討し得るものであろう。そこで本研究では，

まず語りの整合一貫性に着目したHabermas＆Bluck

（2000）のナラテイヴ分析の枠組みに依拠し，高齢者が

語る転機の構造を分析するための下位カテゴリーを抽出

する。そして，得られた分析カテゴリーから翻って，当

初の分析枠組みがどれほど語りの一貫性を捉え得るか検

討し，語りの実態に即して分析枠組みの改良を図る°そ

の上で，最終的に得た分析カテゴリーを用いて転機の語

りを分析することによって，高齢者が転機に付与した意

味を考察する。最後に，本研究で提起したナラティヴ分

析の意義と限界について，老年期の生涯発達的・心理臨

床的観点から，統合的に考察する。

方 法

調査対象者

本研究では，養護老人ホーム在住の一高齢女性を調査

対象者に選び，彼女の転機の語りを材料とした。高齢者

の転機に対する意味づけは，生活史や個性といった語り

手の全体像と密接に関わっている。そのため，分析カテ

ゴリーを抽出するにあたって，複数の対象者の語りに共

通する特徴に基づくと，語り手に固有の意味づけが捨象

されかねない。また，抽出した分析カテゴリーの適否を

検討し，分析結果から推測される語り手の意味づけを考

察するためには，その分析カテゴリーを表す語りが，転

機の語りという連続性ある総体において，どのように布

置されているかを示す必要がある。そこで，語り手の全

体像や語りの連続性を極力解体せずに，ひとりの高齢者

の語りに基づいて分析カテゴリーを抽出し，そのカテゴ

リーの相互連関を考慮した分析を行うことが妥当である

と考えた。

調査対象者は83歳（調査時）女性，Ａさんとした。Ａ

さんは，調査の４年前に入居し，個室で生活していた。

筆者が入居者に調査協力を募ったところ，Ａさんは学術

研究を目的とした公表を含めて，自発的に協力を受諾さ

れた。関東近県で出生したＡさんは，幼少期に父親の仕

事の関係で上京し，小学校に加えて５年制の女学校を卒

業された。その後，保母として勤める傍ら，ラジオドラ

マの声優の仕事をしている。その間に，出版社に勤務す

る夫と見合い結婚したが，夫は病弱であったため，保母

の後は72歳まで自ら営む学習塾の教師を勤め，家計を

支えていた。Ａさんが６１歳の時に夫を，その１０年後に

は一人息子を亡くしていた。ホームでは，Ａさんは俳句

や音楽などのレクリエーションに積極的に参加し，心身

の健康を保っている。自らの過去を波満万丈と表現する
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彼女は，幾度もの転機について語った。そして，彼女

は，高齢者にとって典型的かつ重要と思われる，配偶者

との死別，および高い活動性からの撤退を経験してい

た。したがって，彼女の語りは，転機についてのさまざ

まな語り方や，高齢者にとって典型的なライフイベント

を含むことから，語りの構造的な一貫性を検討する目的

に適うと考えられた。

語りの収集手続き

個別面接法によった。調査時期は2001年２～３月ま

でであり，各回約60分から100分の面接を計３回行っ

た。面接場面は，対象者の生活する居室とした。転機に

ついての語りを得るために，まず，これまでの人生で語

り手に影響を与え，人生の節目となった出来事を尋ね，

転機を同定した。そして，その転機の内容について尋

ね，転機を挟んだ前後の生活史を含む語りを得た。な

お，対象者の発話中，調査者はうなずき，相づちを打ち

ながら聞き，発話内容を明確にする必要がある時のみ，

確認のための質問を差し挟んだ。面接内容は対象者の許

可を得てオーディオ・テープに録音し，トランスクリプ

トに逐語的に転記した上で分析した。分析にあたって

は，Ａさん自身への影響が大きいと自ら同定した「夫と

の死別」と「老人ホーム入居」という２つの転機を材料

とした。

分析手続き

ライフストーリーにおける一貫'性の分析枠組みとして

Habermas＆Bluck（2000）が提起した，時間的一貫'性

(temporalcoherence），因果的一貫'性（causalcoher‐

ence），主題的一貫'性（thematiccoherence）に依拠し，

分析のための下位カテゴリーを抽出した。その際，各分

析枠組みの一貫性を具現していると考えられる表現に着

目した。すなわち，時間的・因果的一貫性については，

複数の出来事の問や，出来事と評価との間の時間的・因

果的結びつきを示す表現・文脈の特徴から，カテゴリー

を抽出した。また，主題的一貫'性については，出来事や

評価を語りの主題として概括した表現・文脈の特徴か

ら，カテゴリーを抽出した。ここでいう出来事とは，行

為主体と行為，および時間的・空間的な場面設定が明示

されるか，もしくは前後の文脈から推測可能な事象を指

す。また，評価とは，出来事や人物（自己および他者）・

事物に対する，語り手の視点からの描写を指す。手続き

の詳細は，分析カテゴリーの抽出過程を示す際に適宜補

足する。

分析カテゴリーの抽出過程

時間的一貫性

時系列性は語りの基本的特'性であり（Ｂｒune喝1999)，

一貫した語りでは，複数の出来事が時間的に結び付けら

れ，継起的に順序立てられることが求められる。転機を

語るに際して，語り手がどのように時間的定位される出

来事を選び，それらをどのような時間的順序に則して語

るかによって，語りの強調点や転機の意味は異なるであ

ろう。そこで，転機の語りのなかで，出来事間の時間的

順序'性や時間的定位が表現されている箇所の特徴に基づ

いて，分析カテゴリーを抽出した。抽出にあたっては，

｢それで｣，「そして」等の接続詞や出来事の生起時点を

表す表現，出来事間の文脈を手がかりとした。下記の抽

出過程に用いた発話例と各カテゴリーの特徴をＴａｂｌｅｌ

に示した。なお，発話の例示にあたっては，文脈を損な

わないように，特徴的な発話の前後部分も併せて示した

(以下，他の分析枠組みについても同様)。

①漸進出来事間の時間的順序には，それぞれの出来

事の時間的な生起順序に従い，段階を追った構造が見出

された。たとえば，老人ホーム入居の転機では，「そし

て｣，「で」などの接続詞を多用することで，施設の「見

学」に始まり，「福祉」の事務処理を経て，入居に至るま

での時間経過が，細かい段階を追って明示されていた。

この経過は，「老人ホームに入りたい」という語り手の

意図の実現へと向かって，直線的に筋立てて語られてい

る。このように漸進的に時間経過を語ることは，転機を

自ら選び取ったことの正当性を丹念に主張し，語りに説

得力をもたらす効果があるだろう。

②急転出来事間の時間的順序には，突然の展開とし

て転機となった出来事の生起が語られた構造が見出され

た。たとえば夫との死別の転機では，まず，「それで」

等の順接的接続詞を用いて転機の先行状況が漸進的に語

られた後，「～たら，もう」という表現を挟んで，夫の

急死が語られた。このように，急転的に時間経過を語る

ためには，先行する日常'性を前もって提示することが必

要であると考えられる。そのうえで，日常性から転機へ

急転する勾配を示すことによって，時間的順序を語って

いるといえる。

③傭撤転機を語るに際しては，転機の生起時点から

は時間的に離れた時期に定位される出来事にも言及し，

さまざまな時期を幅広く展望する視点に立つ構造が見出

された。たとえば，夫との死別についての語りは，語り

手が直接は経験していない，夫や自身の生家の歴史に

遡っていた。このように傭撤して語る構造は，転機に対

して距離を置いた視点から客観的に眺め，個人史と歴史

とを時間的に架橋することに通じるだろう。

④回帰出来事の時間的な定位に着目すると，過去の

転機を描写した後に，現在の視点に立ち返って，現在の

生活状況や心境に言及する構造が見出された。たとえ

ば，老人ホーム入居についての語りでは，過去の描写に

続いてホームでの「今の幸せ」が語られていた。このよ

うに現在についての描写へ回帰して語る構造は，過去と

現在の時間的定位を明別し，過去と現在を架橋すること
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Table１時間的一貫性の分析カテゴリー

注．各カテゴリー中，上段は発話例，下段は特徴を示す。発話例の末尾く＞内は転機の種別を示す。

に通じるだろう。

因果的一貫性

出来事は，因果的な結びつきが欠けたままに羅列され

れば，そこに意味を見出すことが困難になる（Krantz，

1998)。一貫した語りでは，複数の出来事間や，それら

と自己の内在的特性（たとえば性格特性や価値観など）

に対する評価を因果的に結びつけることが求められる。

転機をもたらした原因をどのように語るかによって，転
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機の持つ意味も異なってくるだろう。そこで，転機に関

する語りのなかで，転機を挟んだ前後に因果関係が表現

されている箇所の特徴に基づいて，分析カテゴリーを抽

出した。抽出にあたっては，「だから｣，「なので」といつ

た因果関係を示す接続詞，「～して｣，「～ていうのは」

といった因果関係を示す接続節の使用や文脈を手がかり

とした。下記の抽出過程に用いた発話例と各カテゴリー

の特徴を'mable2に示した。

Table２因果的一貫性の分析カテゴリー

注．各カテゴリー中，上段は発話例，下段は特徴を示す。発話例末尾のく＞内は転機の種別を示す。
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①自己に起因する転機語られた出来事の因果関係に

は，自らの属性や行為が原因となって転機である出来事

を引き起こしたという構造が見出された。たとえば，老

人ホーム入居の原因として語られていたのは，「孤独」

で身寄りがいないという家庭的事情や経済的事情，身辺

自立ができているという生活上の事情，「人のいいとこ

ろ」といった自己の属‘性などであった。すなわち，自己

の性格や価値観といった内的な特性，自己の生活環境と

いった外的な特性を入居の原因として語っていた。ま

た，夫との死別から立ち直った原因としては，それまで

に続けていた仕事が語られており，自己の属性に起因さ

せて語っていることがわかる。このように自己に起因す

るものとして転機を語ることは，その転機に自己が関与

していることを明示し，転機の生じた正当性を主張する

効果をもたらすと考えられる。

②現実的他者に起因する転機語られた出来事の因果

関係には，他者の属性や行為が原因となって転機である

出来事を引き起こしたという構造が見出された。たとえ

ば，生前に年金加入を拒んだことから，夫は自らの早世

を予期していたのではないかとＡさんは推測していた。

かつてＡさんの目には突然の出来事と映った夫の死も，

生前の夫の言動を思い起こせば，理由なくして起きた出

来事ではないと語っていることがわかる。また，ホーム

への入居がかなった理由は，兄妹の援助や後押しに恵ま

れたことに帰されている。このように現実に存在する他

者に起因するものとして転機を語ることは，その転機が

自ら選び取ったものではないものの，必然性を帯びてい

ることを主張する効果をもたらしている。

③超越的他者に起因する転機語られた出来事の因果

関係には，やはり他者の属性や行為が原因となって転機

である出来事を引き起こしてはいるが，前項とは異な

り，その他者が現実に存在していないものも見出され

た。たとえば，老人ホーム入居については，その転機の

生起時点には存命ではない肉親や，あるいは現世を超え

て存在する神が言及されている。そして，そうした超越

的な他者がＡさんを見守っていることを原因として，そ

の結果，入居が可能になったと語られていた。すなわ

ち，故人や神といった超越的他者に「守られる」ことに

よって，ホームに入居し，その後の生活が成り立ってい

るという因果関係が語られている。近親者の死別等に

よって現実的な対人関係が縮小する老年期においては，

このように現実的ではなく超越的な存在としての他者を

想定して語ることが，因果的一貫性の維持に奏効してい

る可能性がある。

④転機に起因する展開語られた出来事の因果関係

は，「～が転機を引き起こした」というような，転機を

結果とする構造のみではなかった。「転機が～を引き起

こした」というように，転機の生起後に，さらに転機を

原因として他の出来事が結果としてもたらされる連鎖的

な因果関係の語りも含まれていた。たとえば，老人ホー

ム入居や夫との死別を原因として，自身が「明るくなっ

た｣，「今ここで燃えている」との結果がもたらされたと

語られていた。生活史上の出来事のうち，何を原因とみ

なし，何を結果とみなすかは，先験的に決まっているも

のばかりではないだろう。むしろ，その出来事が原因で

あるか結果であるかを語り手が判断し，回顧的に因果関

係をあてはめる要素が強いと思われる。当初は結果とし

て語られていた転機が，さらに原因となってその後の展

開をもたらすと語ることによって，転機はライフストー

リーの綾に織り込まれていくのであろう。

主題的一貫性

出来事に対する語り手の評価や，個々の出来事間の類

似性を語ったりすることは，語りを貫く主題を明らかに

し，語りをより一貫したものにする。たとえ個々のエピ

ソードが断片的に語られていても，主題が明らかであれ

ば，断片の脈絡が補われ，語りは自他にとって理解しや

すくなるだろう。そこで，自己や出来事に対する評価，

出来事を抽象化した箇所の特徴に基づいて，分析カテゴ

リーを抽出した。抽出にあたっては，「私は～｣，「人生

は～」といった表現など，抽象化した表現を手がかりと

した。下記の抽出過程に用いた発話例と各カテゴリーの

特徴を'mable3に示した。

①比喰評価や出来事を抽象化した表現には，俳句に

代表される詩歌や慣用句が見出された。たとえば，「夫

病みて～」という自作の俳句，「病気の問屋」というユ

ニークで端的な表現，「終わりよければすべて良し」や

｢ついの住処」といった慣用句に託して転機が語られて

いた。このように詩や慣用表現に転機を集約し，比噛化

して語ることは，転機に付与する意味の要点を伝えるこ

とに通じるだろう。

②信条評価や出来事を抽象化した表現には，自分の

生活史や個性を代表させた信条が見出された。たとえ

ば，「主人を愛していた」からこそ，家計維持のために

夢中で働いたという表現に現れた夫への愛情，「72歳ま

で先生っていわれてました」という表現に現れた教員歴

には，夫婦愛や勤勉といった信条が語られている。こう

した信条によって，一貫して連なる生活史や自己の個性

を提示し，転機をその連続線上に位置づけることが可能

となっていると考えられる。

③一般化評価や出来事を抽象化した表現には，自分

の経験や見解を，他者のそれへと一般化する構造が見出

された。たとえば，「誰だって｣，「あたしの年代」とい

う表現からは，そこで語られることが，語り手のみなら

ず，世間一般でも認められることが主張されている。こ

うした一般化によって，個別的な経験は普遍的な経験と

架橋され，聞き手を含めた他者との間に，出来事を理解
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Thble3主題的一貫性の分析カテゴリー

窯竺ﾄ実一雨一雨一妻箸里謡=要雨蔦-扉〒言雨r両

信条

－般化

夜，月火水木金土日の，その七夜ね。つま病みてって夫ですよね。夫病みて七夜長し百合の花。百合の花。

普通の長い，長でよろしいですわね。それがあたくしの，苦労した主人の看病の端的に表してるんですの。

＜夫との死別＞

で，いいかなと思って結婚したら，とんでもなかったんですよ。病気ばっかりしてましてね。病気の問屋

みたいでしたね。＜夫との死別＞

だから，まあ，あのう，小説家のね，ある人のことなんかも，そういう人のこと読むけど，あたしはやっ

ぱり，二夫にまみえずの，そういう方ですからね。＜夫との死別＞

え，これが最後のね，終わりよければすべて良しでね。もうこれであたし，いいかなと思うんですけれど

ね。大きな病気さえしなければね。

ここは，ついの住処でしよ。で，

＜老人ホーム入居＞

ついの住処であって，ここが恵まれてるってことは，結局終わりよけれ

す。＜老人ホーム入居＞ばすべて良しだとあたくしは思います。＜老人ホーム入居＞

・詩歌，’慣用句による隠職表現の使用。

．「～みたい｣，「～のよう」といった直職表現の使用。

夢中で働いてたってだけで。（中略）わたしは，主人を愛してたってことでしょうね。 愛してなきゃでき

ないですよ，それだけのことは。＜夫との死別＞

あたくしはね，先生っていう仕事ばっかりずっと続けてきました，何年も。長いですよ。７２歳まで先生っ

ていわれてましたしね。＜老人ホーム入居＞
■｡‐ー‐‐‐ーー一一一一一一一画ーーー一■ー宇再一一一＝＝ー-－－－~＝一一-－一一－口再＝‐＝ー＝一→一一一一一一＝ーーー－ーー＝口＝＝ーー苧画一＝ーーー一一ｰ＝一一一一＝＝②｡｡‐ー‐｡~‐＝ーー宇一＝ーー-一一~毎再一一一一一■~■写一■｡■｡‐ーー■＝ー＝一一一一ーー＝ー＝＝一一一一■ー－ー■ー

．「私は～です｣，「私は～な人間です」とI/､った自身の信条への言及。

・生活史に対する包括的な評価。

まあ，なんてかしら。不幸な結婚といおうか，誰だってきっと，いろいろ不幸はあるんでしょうけれど，

それを不幸を不幸にしないっていうようなとこは，あたしあった，自分で思いますけど。＜夫との死別＞

あたしの年代っていうのは，一度お嫁行っちやったら，どこまでもとことん愛するんじやないですか。

く夫との死別＞

短歌に書くとか，俳句に書くっていうと，主人のことなんですよ。不思議と。だからね，夫婦って他人で

すけれどね， 一番近い人間じやないですか，夫婦って ＜夫との死別＞
陣一一.､---------一一一一三三一一.､---------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・,‐‐‐‐~－－－~．

．「誰だって｣，「私の年代は」など，自身を集団へ帰属させた表現の使用。

･一般論への言及。

注．各カテゴリー中，上段は発話例，下段は特徴を示す。発話例末尾のく＞内は転機の種別を示す。下線部は，各カテゴリー
抽出の元となる代表的な表現箇所を示す。

する共通の基盤がもたらされるだろう。

分析枠組みの検討と付加

分析枠組みの検討

続いて，ここまでの下位カテゴリーの抽出過程に基づ

き，翻って既存の分析枠組みがどれほど語りの構造的一

貫性を捉え得ているかを検討する。まず，時間的一貫’性

に着目すると，「漸進」や「急転」という出来事の時間的

継起に加えて，「傭鰍」や「回帰」という出来事の時間的

定位の構造を示すカテゴリーが見出された。これらの分

析カテゴリーは，転機となった出来事の経過とともに，

その出来事の生活史上の位置づけの側面から一貫’性を捉

えていると考えられる。また，因果的一貫’性に着目する

と，自己だけではなく，現実的・超越的他者の属性や行

為を転機の原因とするカテゴリーや，転機を原因として

その後の展開に言及するカテゴリーが見出された。これ

らの分析カテゴリーは，生活史上のさまざまな因果関係

の連鎖という側面から一貫’性を捉えていると考えられ

る。そして，主題的一貫性に着目すると，転機を抽象化

して表す｢比喰」や「信条｣，他者の経験との類似'性を表

す｢一般化」といったカテゴリーが見出された。これら

の分析カテゴリーは，転機を含む生活史全体を集約した

主題という側面から一貫'性を捉えていると考えられる。

新規分析枠組み「状況的一貫性」の付加

以上の検討から，当初の分析枠組みは，Ａさんの転機

の語りにおける構造的一貫性の諸側面を捉えていると思

われる。だが，この一貫性とは，通状況的に成立し得る

ものなのだろうか。分析カテゴリーの抽出過程では，当

初の３つの分析枠組みに該当する発話の前後で，聞き手

や話題など，語りの状況が言及されている箇所が見出せ

る。たとえば，「超越的他者に起因する転機」において

は，「理解していただけるかどうかわかんないですけど

ね」（'I1able2)，「比喰」においては，「七夜ってご存知で

しよ」（'mable3）と付け加えられていた。これらの発話



1１６ 発達心理学研究第１６巻第２号

Iま，因果的一貫性や主題的一貫性が，具体的なひとりの

聞き手にとって理解されてはじめて成り立つという，状

況依存的な要素を示すのではなかろうか。また，社会構

成主義的な物語論の観点からは，語りは，語り手と聞き

手との間の協同生成性や即興性の要因を必然的に伴うと

考えられる（e､9.,Cohler＆Cole,1996)。こうした理論的

な提言からは，仮に聞き手との関係'性などの状況が異な

れば，同様の転機もまた異なる構造に即して語られると

推測される。このように，分析カテゴリーの抽出過程の

検討に加え，理論的な予測からは，語り手が，聞き手や

調査目的など，語りの状況に配慮することが，語りの構

造的一貫性に欠かせない要素である可能性が高いと思わ

れる。そこで，「状況的一貫性」の分析枠組みを新たに

付加して下位カテゴリーを抽出し，高齢者の転機の語り

における一貫性を十分に把捉することを試みた。下記の

抽出過程に用いた発話例と各カテゴリーの特徴を'Elble4

に示した。

①聞き手への意識聞き手の存在を意識して配慮する

表現に着目すると，たとえば「～ってご存知でしよ」や

｢笑われますよね」といった聞き手に対する問い掛けが

見出された。これらの問い掛けによって，Ａさんは，自

身の語りのうちでも音韻からは正確な聴き取りが難しい

分析カテゴリー

聞き手への

意識

話題への意識

Table４状況的一貫性の分析カテゴリー

発話例と特徴

夫（つま）病みて七夜長し百合の花ってのが一番，端的に表してます。七夜ってご存知でしよ，七つの
夜，月火水木金土日の，その七夜ね。

普通の長い，長でよろしいですわね。

つま病みてって夫ですよね。夫病みて七夜長し百合の花。百合の花。

それがあたくしの，苦労した主人の看病の端的に表してるんですの。
く夫との死別＞

嫁して二夫にまみえずって言葉，ねえ，

ね，使う人いないですよ。ですけど，あ

昔は今は笑われますよね。死語ですからね。今そんな言葉なんか

あたくしの時は，嫁して二夫にまみえずとかね，そういうものはま

いら，あたくしは。＜夫との死別＞

ていうの，ごらんになったことあります，人間の？ばたんっていつ

だ，ほんっとに定着してた年なんですから，あた

とにかくね，即死でしょう。即死っていうの，

て，とんでったらもう，息がないっていう。怖レ

まあ，個室だからね，あれですけど，やっぱり

てごらんなさいませ，いろんな生活した人がここ

，息がないっていう。怖いですよ，ええ。＜夫との死別＞

，あれですけど，やっぱりいろいろありますよ。海千山千でね，
いろんな生活した人がここに入ってるんですからね，やかまし｛

70ぐらいや80になっ

やかましいですよ。 ＜老人ホー

そういうイ

ム入居＞

やっぱり，なんっていうかしら，昔は養老院っていったでしよ。老人ホームっていうのは，
メージがあったでしJEoで，あたくしね，＊＊新聞に入ったときにね，あたくしはこういうとあたくしはこういうところへ入りま

したって，それでね，プライバシーも守られてるし，個室でね，とてもいいところだって，よくぞこんない
いとこ入れたっていうのは，＊＊新聞に出したんですけどね。＜老人ホーム入居＞

みんなあたくしが見送った，亡くなった，勇，姑，それから，父や母やね，夫や子どもたちに守られてあ
たしが今生かされてるんだっていうような気持があるんですけどね。ちょっと言い方がちょっと理解してい
ただけるかどうかわかんないですけど泡。そんなようなつもりでいますね。＜老人ホーム入居＞

一一一一－－ー●ー‐一一一ー－－‐‐一一一一一一｡一｡ー一一一一一一一一｡｡ー‐ーー一一－－一一一宇一一●｡■‐一一一一－－一一寺●｡‐｡‐一一一一一一一一卓一一一字｡｡ー一一一一÷‐一宇一一一｡一一一一－－一一ーー｡＝－－一一一一一一一一一一ーー‐一一一一一一一ーー‐｡｡＝‐ーー一一一一一ーーー‐ー‐｡●

・聞き手の意見や経験を間し､掛ける表現の使用。

・語りについての聞き手の理解を確認する表現の使用。

だけど，もう，いろいろこう，ありましてね。で，死ぬ頃はいっしょにいたんです。ですからああいうも
のが書けたんですけれどねえ°もう，なんていうか，人様にお話しできないような，状態が続きましたから
ねえ。ですから，あたしが仕事があったからやってこられたけれども，ほんとに，息子もだめんなつちやい
ましたねえ。お父さんが死んでから。父親が死んでからねえ。だからほんとうはね，責任持って，息子があ
たくしをみなきやいけないんですけれどねえ，あたしはあのもう，誰の世話にもならなかったです。＜夫と
の死別＞

千石取りとか，五百石取りとかってあるでしよ。で，ここに書いてあるんですけどね。千石，なんだろう，
あたくしも丘れちやったんだけれどね。千石取りっていうところに家があったんですよ。＜夫との死別＞
＊＊県で，あっちもこっちもね，あたくし里し上げたと思いますけれどね，体験入園をしたんですよ。
＜老人ホーム入居＞

ですから，今ここへ入るのに，主人の社会保険と，厚生年金と，
方ありますけれどね，微々たるもんです。お話しできないです。．

，ね，社会保険と，

こういうところは，

それから厚生年金と両

ひとりで，ずいぶんか

かるんじやないですか。＜老人ホーム入居＞
■一一一一一一－－ーーー‐一｡ー＝一一一一一一一一一一一●ー－－一一一一－－一一一一｡｡｡ー－－‐一÷÷一一一＝字一｡ロ－｡＝一一一一一一＝ー＝●｡｡｡●一一一一一一一一一一一一■｡＝ー一一一一一一＝一・ーー｡ーー一一一一一一一一一一字●■ー一一一一÷ー一一－－宇一■ー一一一一一一一一一一一｡ー一二一-－

・語ってし､る当の話題についての言及。

・語るべき話題を取捨選択する表現の使用。

注・各カテゴリー中，上段は発話例，下段は特徴を示す。発話例末尾のく＞内は転機の種別を示す。下線部は，各カテゴリー
抽出の元となる代表的な表現箇所を示す｡．
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語や，現代では使用頻度の低い慣用句について，聞き手

の理解を確認していると考えられる。語り手とは約５０

歳の年齢差がある筆者が，Ａさんの生きた時代背景に疎

い可能性を気遣う配慮でもあるだろう。また，「７０ぐら

いや８０になってごらんなさいませ」と，語り手と同年

代の視点から出来事を眺めることを聞き手に促すような

表現も見受けられた。加えて，「理解していただけるか

どうかわかんないですけどね」という言にも現れている

通り，筆者のような他者にとって了解可能か否かを，語

り手本人も意識している様が見て取れる。こうした聞き

手への意識は，筆者という聞き手を前にした特定の状況

にふさわしい語りを維持すると考えられる。

②話題への意識語っている話題を意識した表現に着

目すると，「申し上げたと思いますけれどね」や「忘れ

ちやったんだけれどね」等，語っている当の話題につい

ての言及が見出された。これらは，今から語ろうとして

いることが，今回の面接調査で既に語った内容であった

り，忘却して定かではない内容であったりすることを自

覚した表現である。また，「人様にお話しできないよう

な状態」と，語ることへの祷曙を前置きしてから語った

り，「お話しできないです｡」と，それ以上の詳細を語る

ことを回避したりする表現も見受けられた。語る話題を

このように取捨選択し，ある種の話題をあえて語らない

ことは，ライフストーリー全体としてのまとまりを失っ

たり，語り手の当初の意図を超えて過度に自己開示をし

たりする危険を回避することに通じるだろう。あるい

は，語らないという選択は，本研究のような調査目的と

いう面接場面を意識した結果でもあるだろう。聞き手が

語り手とは50余年の年齢差を持つ第三者だからこそ語

れる話題，逆にそうした第三者だからこそ語らない話題

がある。こうした話題への意識は，調査目的という特定

の状況にふさわしい語りを維持すると考えられる。

転機の語りの分析と考察

では，上述の分析カテゴリーを用いることによって，

個々 の転機の語りからは，どのような構造的一貫’性や意

味づけを捉えることが可能になるだろうか。以下では，

Ａさんが語った「夫との死別」と「老人ホーム入居」の転

機を分析カテゴリーに基づいて分析し，転機ごとに一貫

,性が具現されている様を概括する。そして，Ａさんが転

機に付与する意味づけを考察する。なお，（）内は分

析カテゴリー名を示す。

転機「夫との死別」

Ａさんは日頃から病弱な夫を看病し，家計を担ってき

た。そして，夫は自宅の玄関先で卒倒して息を引き取っ

た。語りの時間的一貫'性の分析からは，Ａさんはこの転

機を，それまでの日常生活に突然に降りかかった出来事

として語っていることがわかる（急転)。その語りでは，

死別に先行して，夫が初めて家事をしたという非日常的

な出来事が話題に選ばれていた。急転する時間的順序の

語りにおいて，転機となる出来事に先行する出来事は，

無数に考えられ得る。転機に先行して語られた，偶然か

もしれない夫の家事の珍しさは，あたかも唐突な死別の

予兆を表すかのようである。また，この転機を語るに際

して，Ａさんは，夫の生家の歴史に言及し（傭撤)，現

在の充実した日々の描写に立ち返っていた（回帰)。夫

の死と，家の歴史との間には，長い時間間隔があり，そ

れらが直接にどのように関わっているのかはここでは明

示されてはいない。だが，直接には与り知らない家の歴

史のなかに自らの転機を組み込むことで，自らの経験が

長大な歴史の一幕であり，その帰結としての現在がある

ことを示そうとしているように思われる。さらに因果的

一貫性の分析から，夫にとっては自ら予測していた死で

はないかと，Ａさんは転機の理由付けを試みている（現

実的他者に起因する転機）ことがわかる。そして，夫と

の死別から立ち直った理由を自身が続けていた仕事に帰

属し（自己に起因する転機)，この転機自体が，その後

の老人ホーム入居という転機を介して，現在の幸福感を

もたらしている（転機に起因する展開）と語った。Ａさ

んは，夫との死別を，生活史上のさまざまな出来事の因

果の連鎖として組織化していると考えられる。主題的一

貫,性の分析からは，俳句に託された看病の苦労（比職）

と，その苦労の拠り所となった夫への愛情（信条）が見

て取れる。そして，夫を早くに亡くした不幸や夫婦愛

を，誰しも経験し得ることとみなす（一般化）ことで，

個人的ではあっても普遍‘性を持った経験として自ら納得

しようと試みていると思われる。だが，俳句に託すと

いった「比職」に代表される主題は，それが聞き手に理

解されてこそ，その語りの状況下で一貫‘性を成立させる

と考えられる。状況的一貫’性の分析からは，こうした主

題に注釈を加え，あるいは主題についての聞き手の理解

を確かめる（聞き手への意識）ことによって，他者から

の了解可能性に配慮していることがうかがえる。その一

方，夫と死別した後の息子との生活については，Ａさん

は多くを語らなかった（話題への意識)。語りの端々か

らは，息子がＡさんの期待通りには老後の世話をしな

かったことが推測されるが，その詳細については口を閉

ざした。Ａさんは，調査目的という語りの場の特質を意

識して，話題を取捨選択した可能性がある。

Ａさんは，夫に注いだ，他に代えがたい愛情と同時

に，夫を亡くした今の生活の解放感や充実感をも語って

いた。夫の死は，Ａさんの孤独を招いた不幸な出来事で

あると同時に，現在のＡさんの幸福な生活を支えるとい

う二重の意味づけがなされていると考えられる。転機を

否定的側面と肯定的側面の両面に渡って評価し，さまざ

まな一貫'性の構造に即して語るＡさんとって，この転機
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はうイフストーリー上の時間軸や因果関係のなかで，す

でに安定した意味づけを得ているのかもしれない。詳細

については口を閉ざした話題があったことも，調査面接

という状況の要請に応じつつ，ライフストーリーと一定

の情緒的距離を維持した結果とも考えられる。

転機「老人ホーム入居」

Ａさんは夫と息子を失い，自ら老人ホームへの入居を

希望するに至った。語りの時間的一貫性の分析によれ

ば，入居が自らの意図に基づくことの正当性は，入居す

るまでの経緯を時系列的に細かな段階を踏んで語る構造

（漸進）に現れている。そして，入居するまでの過去の

経験を語った後に，現在の生活についての肯定的な評価

に言及する（回帰）ことで，入居が間違った選択ではな

かったことを主張していると推測される。すなわち，老

人ホーム入居という自ら選び取った転機を，過去から現

在に渡る時間軸上に組織化している様がうかがえる。ま

た，因果的一貫性の点では，自らが老人ホーム入居にふ

さわしい家庭環境的・経済的資格を備えている（自己に

起因する転機）とともに，入居によって現在の幸福感が

もたらされた（転機に起因する展開）ことが語られてい

た。Ａさんは，転機を引き起こした理由と，その転機が

引き起こした結果という諸々の因果を語ることで，ここ

でもやはり転機を生活史の因果の連鎖上に組織化してい

る。そして，こうした因果関係には，故人や神といった

他者の行為も原因として含まれていた（超越的他者に起

因する転機)。現実に生きる他者の行為が原因ではない

という点では，Ａさん独自の内的世界における因果関係

に基づいた語りである。特定の信仰を持たないＡさんで

はあるが，特定の宗教を超えたところにある「神様」に

代表される超越的な他者を拠り所とすることで，転機に

ついての語りの因果的な一貫性を保持していると考えら

れる。さらに，主題的一貫'性については，老人ホームを

｢ついの住処」と評すように，現在の安定した幸福感を

慣用句に託して語っていた（比職)。そして，入居にい

たるまでの人生を長年の教師生活に代表させ（信条)，

Ａさんは，そこに自尊心の源泉を覚えているようにうか

がえる。だが，故人や神といった「超越的他者に起因す

る転機」は，やはり聞き手に理解されてこそ，その語り

の状況下で一貫’性を成立させると考えられる。状況的一

貫性の分析によれば，このように，故人がＡさんの幸福

感を支えているという気持ちが余人の理解を超えている

可能性をＡさんは予想して，聞き手の了解に配慮を示

し，さらに，「ついの住処」である老人ホームについて

の世間に流布したイメージを聞き手に確かめていた（聞

き手への意識)。また，入居資格のひとつである家計に

ついては，収入の少額さを暗に示すに留め，詳細は語ら

なかった（話題への意識)。

Ａさんは，老人ホーム入居が，自ら選び取った転機で

あることを時系列的にも因果関係的にも強調していた。

こうした自己決定は，いずれ来る自らの死という人生の

終末部にまでも及んでいた。その一方，転機による現在

の幸福感の原因を，超越的な存在である他者に見守られ

ることに帰していた。したがって，老人ホーム入居は，

自律性と他者依存性を両立させながら意味づけられてい

ると考えられる。

統合的考察

本研究では，理論的な分析枠組み（Habermas＆

Bluck,2000）を参考に，高齢者の転機の語りから分析カ

テゴリーを抽出し，語りの構造的な整合一貫'性が具現さ

れている様相を検討した。そして，新たな分析枠組みを

付加することによって，高齢者の語りの構造を把捉し得

るナラティヴ分析方法の探索を試みた。従来，高齢者の

転機の語りが持つ生涯発達上の意義が指摘されながら

も，具体的な分析方法とそれを用いた実際の分析例に基

づいた議論が十分になされてきたとは言いがたい。本研

究は，既存の理論に照らしつつ，高齢者による転機の語

りの実例をもとに，構造的一貫性に着目した具体的なナ

ラティヴ分析方法を提起するという方法論的整備の可能

性を示している。さらに，状況的一貫性の分析枠組みを

新たに付加することによって，語り手が語りの場という

状況要因を考慮して維持される，一貫性の側面を把捉す

る方途が示唆された。ライフストーリーの語り手は，生

活史に対する自身の意味づけが聞き手にも理解されるこ

とを求め，双方でその意味の共有を模索する。したがっ

て，ライフストーリーには，語り手と聞き手の相互作用

的な側面がある（Cohler＆Cole,1996)。本研究における

状況的一貫性の分析枠組みは，こうした相互性を勘案し

た視点を提供するものである。

生涯発達的観点からみれば，本研究は，老年期におけ

る語りの構造的一貫性を分析するための方途を，高齢者

の実際の語りに基づいて仮説的に提起したところに意義

があるだろう。発達早期の物語能力の獲得過程が明らか

にされる（e､g､,Fivush,1991;McCabe＆Peterson,1991）
一方，その能力が成人期以降，とりわけ老年期において

どのように活用されているのかについては，相対的に軽

視されてきたきらいが否めない。だが，老年期の物語能

力は，Eriksonetal.（1990）が｢長い歴史と物語という泉

に満々と貯えている強い力」と表現したように，発達段

階上の心理・生物学的な変化に果たす役割が極めて大き

いと予想される。また，Ｗｂｎｇ（1989）によれば，老年期

における幸福感の維持は，さまざまな喪失経験の転機を

経ながらも人生の有意味性を獲得できるか否かに係って

いる。身体機能が減衰し，家族との離・死別を経験した

高齢者は，自己受容感や自己効力感を得るために，人生

の意味の模索へ駆り立てられる。そして，意味ある人生
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として自ら納得するためには，過去から現在に至る諸経

験を有意味なライフストーリーへ構築することが求めら

れると主張されてきた（Won9,1998)。つまり，人生の

有意味性は，物語様の構造を持つライフストーリーの有

意味性が担っているとみなされている。本研究で試みた

ナラティヴ分析は，こうしたライフストーリーの（およ

び人生の）有意味'性を支える，老年期の物語能力を明ら

かにする可能'性を持つだろう。たとえば本研究で見出し

た超越的存在に起因させて転機を語る構造は，現世的存

在に起因させずとも，語り手にとっては有意味な「物語

的真実（Spence,1982)」であり，聞き手にとっても信源

性を与えると推測される。宗教や霊性（spirituality）と

いった，個我を超えた存在に支えられることが，人生の

意味の獲得に通じる（Marcoen,1994）のは，それらが，

このような物語様の構造の雛形を提供してきたからとも

いえるだろう。

心理臨床的観点からみれば，本研究は，高齢者の自己

語り（self-narrative）としてのライフストーリーが持つ

適応上の意義，および聞き手の聴取法について，提起を

含んでいる。これまでに，高齢者の自己語りの構造的一

貫性と自我同一‘性との間には，関連が模索されてきた

(e､9.,野村，2002b)。また，聞き手を前にしながら一貫
したライフストーリーを語ろうとし，他者からの理解を

得ようとするそのプロセス自体が，老年期の心理社会的

適応に通じると考えられてきた（e､g､,Bruce,1999)。特

に，本研究の調査対象者のような施設在住高齢者，ある

いは独居高齢者にとっては，自らの人生経験を他者に語

る機会は多くはないだろう。ライフストーリーの語り

は，記‘億表象の単なる再生ではなく，他者による理解を

求め，物語に筋立てるという能動的かつ即興的な編集過

程である。自らの人生経験に関心を持って耳傾ける他者

がいてこそ，ライフストーリーは成り立ち得る。高齢者

に対する心理臨床実践である回想法（ButlerJ963）が心

理社会的適応を促す要因は，人生経験を一貫したライフ

ストーリーに語り手が構成しようとする過程，および，

人生経験の意味についての理解を語り手と聞き手が共有

しようとする過程にあるのではなかろうか。そして，聞

き手に求められるのは，「あたかもストーリを読むごと

く」（土居，1997）に語りの筋立てを聴き取る，あるいは

語られる断片を貫く意味を探る構成的聴取法（construc‐

tivelistening；Spence,1982）であろう。その際，本研究

で提起したナラティヴ分析を考慮することによって，語

り手である高齢者その人に固有の一貫性に接近する聴取

が可能となると考えられる。たとえば，現在の幸福感が

故人に見守られることに起因するような因果的一貫'性，

あるいは，あえてこの場では語らない「話題の空白」を

設けることによるような状況的一貫'性は，筋立ての聞き

取りに際して考慮に値すると思われる。

しかし，本研究は，上述の通り，ナラティヴ分析を方

法論的に整備する出発点として意義を持ちつつも，以下

の３点において限界を併せ持ち，将来的な課題を残して

いる。第一に，一貫’性の各構成要素が，どのように相互

に連関しながら語り全体の一貫性を達成しているかにつ

いては，今後の検討を要する。本研究では，状況的一貫

性が，他の３種の一貫'性維持の前提であるという連関の

可能性が示唆されるに留まった。だが，３種すべての一

貫'性の要素が同時に満たされている必要はないかもしれ

ない。転機の性質に応じても，どの一貫'性の要素が優位

に用いられるか異なるだろう。今後，各種一貫‘性の出現

頻度などに基づき，これらの課題を検討することは，一

貫’性の各要素と語り全体の一貫性との関係を明らかに

し，一貫’性の達成とその失敗を連続線上で捉える方途を

もたらすと考えられる。第二に，本研究で見出された分

析方法の適用範囲が挙げられる。本研究は，一事例に基

づく分析方法の提起であり，また，その調査対象者は教

育年数や勤続年数が長く，現在の生活への満足度が高

い。塾の教師や声優という職歴からも，言語能力の高さ

が推察される。こうした研究方法と調査対象の選択は，

ライフストーリーの全体像を視野に入れて語り手の意味

づけを考察対象としつつ，なおかつ，語りの構造的一貫

‘性の分析カテゴリーを可能な限り掬い取るという目的に

は適っている。同年齢層のなかでは，相対的に高水準の

能力を保つ高齢者ではあっても，高齢者という老いの当

事者自身による語りには，経験の個人的意味づけを探る

上で，方法論的な利点は大きい（竹中，1996)。だが，

その一方で，本研究で提起したナラティヴ分析方法が，

どれほど多くの高齢者の語りに適用し得るかを明らかに

するためには，今後，生活史や現在の日常生活の点で，

多様な高齢者を対象とした研究が求められる。そしてま

た，高齢者の心理社会的適応や幸福感の多様性を探るた

めには，本研究で検討した各種一貫性のうちでも，どの

要素が優位化しているかといったプロフィールの個人差

が手掛かりとなる可能性があるだろう。第三に，本研究

で提起した分析方法の文化依存性が挙げられる。本研究

では，語りの構造という構文的規則に着目して分析カテ

ゴリーを抽出したが，従来，語りには文化的なジャンル

が存在することが主張されている（BruneE1999)。本研

究で分析枠組みとして用いたHabermas＆Bluck（2000）

も，一貫性の要素として「伝記に関する文化的概念（cul‐

turalconceptofbiography)」という慣習的な語りの構造
を想定している。そして，本研究によれば，そもそも何

を因果関係や時系列とみなすかということに，すでに文

化的要素が深く関わっていると思われる。たとえば，故

人によって支えられるという因果関係は，祖霊観という

多分に文化的要因の影響を想像させるものであり（やま

だ，1997)，生家の来歴に遡って転機を位置づける時系
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列も，また同様であろう。今後は，構文的規則と，文化

的な語りのジャンルの双方が，語りの一貫性維持にどの

ように寄与しているかを明らかにする研究の方向性が望

まれる。
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幼児を持つ母親の「母性愛」信奉傾向と養育状況における感情制御不全

江上園子
(お茶の水女子大学大学院人間文化研究科')）

母親の「母'性愛」を信奉する傾向がポジティヴな結果をもたらすだけではなく，子どもの発達水準の認

知という要因との交絡によっては養育場面でネガティヴに転化するという可能性を実証した。研究Ｉで

は，この「『母性愛」信奉傾向」を「社会文化的通念である伝統的性役割観に基づいた母親役割を信じそれ

に従って養育を実践する傾向」と定義し，「『母性愛」信奉傾向尺度」を作成し，信頼'性・妥当性について

の検討を行った。研究Ⅱでは，この尺度を用いて，「母性愛」信奉傾向が高く子どもの発達水準を低いも

のであると認知している母親の場合は，怒りの感情制御が困難になるという仮説の検証を行った。その

結果，「母性愛」信奉傾向と子どもの発達水準との交互作用が怒りの感情制御に影響することを一部で明

らかにした。つまり，子どもの発達水準が高い場合は「母'性愛」信奉傾向の高さはポジティヴに作用する

が，発達水準が低い場合はポジティヴに作用せず，むしろネガティヴな影響を与えうることが示唆され

た。したがって本研究は，ポジティヴ/ネガティヴの二分法的に議論されがちな「母性愛」を両方の可能

性を秘めたものとして解釈し，「母性愛」を「両刃の剣」であると結論した。

【キー・ワード】「母性愛」信奉傾向，発達水準，感情制御，「両刃の剣」

問題

「母性愛」はその実体の有無から是非に至るまでさま

ざまに議論されているが，一般的には母親の子どもに対

する先天的な愛情であり，もっとも崇高な愛情としてた

たえられてきた（平井，1976)。このような背景には，１２

～13世紀のキリスト教における「聖母信仰」や精神分析

理論における「エデイプス・コンプレックス｣，わが国

において根強く残る「母性信仰」（大日向，1988）などの

様々な文化的風土や宗教が介在していると考えられる

が，それは男女の「分業」を通して経済効率を引き上げ

るという政治的経済的要請によっても強化されたことが

指摘される。そしてBowlby(1967)が｢母性剥奪(Mater‐

naldeprivation)」の概念を提唱し，Klaus＆Kenell（1979,

1983）らによりそれがBowlbyの理論と厳密には異なっ

たままで流布されると，ますます｢母性」・「母性愛」の

肯定的側面が「科学的に」打ち出され，「母‘性」の生物学

的規定性が当然視され，母親が育児に専念する重要性が

強調されるに至った（大日向，2001）という。そしてこ

のような経緯のもとで，われわれの間では事実，「母'性

愛」が豊かなことが女性にとって好ましいことであると

知覚されてきた。

しかし今日，この「母性愛」なるものについて疑問を

1）現所属：科学技術振興機構・京都大学

投げかける研究者・学識者が多く存在する。具体的には

Bowlbyにはじまる「｢母性」における科学的知見」につ

いて一連のレビュー及び追跡調査によって「母性剥奪」

による結果と見なされていた発達遅滞などの症状は母親

との分離によるものではなく，施設の特に刺激面での劣

悪な環境や多数の不特定保育者の保育によるものである

という批判を加えたＲｕtter（1979,1984)，Freudの主張

は家父長制文化の仮説や論証し得ないはずのものからな

されているに過ぎないと唱えて母親業が世代をこえて再

生産されるメカニズムを暴いたChodorow（1981)，「母

性本能」は父権的社会が作り出した神話であると述べた

Badinter（1998）らはもとより，「母′性」や「全能なる母

親」というものは幻想や虚構であると唱える者も多い

(例えばBenjamin,1994;EyeE2000)。そしてその「虚構」

が与える影響に関して大日向（2000）は「母'性愛」を一

方的に賛美してやまない従来の母性観こそが虐待をはじ

めとする悲惨な事件を発生させる素地をつくっていると

説いた。Swigart（1995）も，私たちの文化は母親から主

観性を剥奪し，そのために子どもの将来を危険にさらし

ていると述べた。さらには「子どもにとっては母親に

よって排他的に育てられることが最も良いのである」と

いう，われわれの根深い「信念」のため，子どもの養育

に関して公共サービスを利用している母親は不適切で恵

まれない存在だと見なされる傾向にある（McCartney＆
Phillips,1988）とさえ言われている。よってこのような
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社会文化的な思い込みが養育の現場にいかなる「帰結

(outcome)」をもたらすかについて見過ごすことはでき

ないと言えよう。

ところが，今日まで多くの「母性」・「母性愛」に関す

ると考えられる研究が行われてきたものの，それらは

｢母性」・「母性愛」やその強弱が何によって支えられて

いるかという「規定因（determinant)」を探るものが多い

うえに，稀に「母'性」・「母'性愛」がどういう帰結をもた

らすかという研究があったとしても，それは社会学的な

実態調査の域を出ないものや少数エピソードに基づいた

臨床的なものが多い。「母性」を重視しすぎるが故に弊

害が生じる危険性を指摘した大日向の研究は根強い伝統

的母性観が残っているわが国に警鐘をならすものとして

有効であり評価できると考えられるが，「母‘性」・「母'性

愛」が養育にネガテイヴに作用する可能性およびそのメ

カニズムを探る体系的かつ精級な心理学研究は未だほと

んど行われていないというのが現状である。また，「母

性」・「母'性愛」は既に指摘されているようにその概念の

定義が暖昧である（例えば花沢，１９９２；大日向，1988）

ことに加え，「母'性本能」・「母'性意識」などという判別

しがたい語が錯綜しながらもそれぞれが自明のものとし

て扱われている傾向が見られ，またそれぞれの研究にお

いてその語を用いた根拠も見えにくくなっており，実

際，「母親」や「母性」という概念が「母親業」に関する

概念へと移行している（Schwartz,1994)。

したがって，「社会通念としての『母‘性愛」を受け入れ

て信じ込む傾向」という概念をより明確に，厳密に操作

的定義を行ったうえで，従来議論されてきたような「母

‘性愛」の存在の有無や是非を問うことではなく，「社会

通念としての『母‘性愛』を受け入れて信じ込む傾向」を

持つ母親の実際の養育場面における帰結を探ることが重

要であろう。先行研究において，このように「母‘性愛」

を信奉する態度を厳密に説明できる概念はない。そこで

本研究は，「『母性愛」信奉傾向」を「社会文化的通念と

して存在する伝統的性役割観に基づいた母親役割を信じ

それに従って育児を実践する傾向」と定義し，「母'性愛」

信奉傾向が実際の養育場面に何らかの影響を及ぼし得る

ことを仮定する。

しかし，その検証にあたり，本研究はこの「母性愛」

信奉傾向の高さが直接的に育児に阻害的な影響をもたら

すという影響過程を想定しない。これは，「母性愛」信

奉傾向とも通じると考えられる，子どもに対する肯定

的・積極的な意識が母親自身に継続的に良い影響を与え

ている（平井，1976）という知見や，伝統的母親役割の

肯定と，以後の養育や母子関係にも影響を与えると想定

される妊娠認知時のポジティヴな感情とが関連している

(花沢，1992）という研究もあることから，「母'性愛」信

奉傾向の高さはある意味，養育に対する高い意識や動機

づけに通じ，「母'性愛」信奉傾向が高くても子どもと良

好な関係を築いている母親も多いことが考えられ，それ

自体にネガティヴな要素は含まれないと判断されるため

である。戸田（1990）が指摘している研究者による「母

‘性」の捉え方の混乱と同様，「母性愛」に関する知見や研

究も混在しているが，その中でも，以上のようなことか

ら，本研究はこの「母'性愛」信奉傾向の高さが母親自身

のある人格特性や子ども自身の特質や発達状態など他の

要因との組み合わせによってネガティヴな養育行動を引

き起こすという影響過程を想定し，その検証を試みるこ

とにする。「母性愛」信奉傾向と結び付いて作用し得る

ものとしては母親の'性格特'性や社会文脈的要因も考えら

れるが，本研究では，母親が評価する子どもの発達水準

について想定する。なぜなら，不適切な養育の顕著な例

として考えられる「虐待」について概観したレビューの

中で子どもの発達を本来よりも低く認知するという親側

の要因を挙げているBelsky（1978）のみならず，Alte‐

meie喝Vietze,Sherrod,Sandle喝＆Ｏ，Connor（1978）も客

観的な発達水準にかかわらず養育者の子どもに対する捉

え方がネガテイヴであると子どもが結果的に発達不全に

陥りやすいという可能性を述べており，母親が自分の子

どもの発達について主観的にどのように把握しているか

ということが重要であると考えるからである。さらに本

研究はネガテイヴな養育つまりは子どもへの不適切なか

かわりを反映する一指標として，感‘情制御不全の中でも

特に「怒り制御不全」を想定し，最終的に以下のような

仮説を設定する。〔仮説：「母性愛」信奉傾向×子どもの

発達水準→（育児場面におけるself-efficacy・育児不安）

→怒り制御不全〕（Figurel参照）

×廃蓮禾奉１

幼児を持つ母親の「母‘性愛」信奉傾向と養育状況における感情制御不全

Ｊ
垂
４

1悪７J~詞詞禾至１

self-efficacy

(怒りによる翻弄状態・怒りの自覚的制御・怒りの内的経験）

Figurel本研発における仮説モデル
「母性愛」信奉傾向と子どもの発達水準との交互作用が育

児場面におけるself-efficacyと育児不安を媒介して怒り制御
不全へとつながるモデルと交互作用効果が直接怒り制御不全

にあらわれるモデルの両方を想定した。怒り制御不全は怒り

による翻弄状態・怒りの自覚的制御・怒りの内的経験の下位

次元からなる。
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現在の考え，気持ちに一番近いものを深く考えずに選ぶ

ようにということを教示し５件法で評定させた。ｉｉ・平

等主義的性役割態度尺度（SESRA）(鈴木，1987)７項目：

平等的な性役割態度について測定するものである。伝統

的な'性役割態度の一端として想定される「母'性愛」信奉

傾向と強い負の関係にあるだろうとして基準関連妥当性

を測りうると考えた。５件法で評定させた。iii・Ｍ－Ｈ－Ｆ

スケール（伊藤，1978）：性役割観について測るもので

ある。男性性・人間'性・女性'性をあらわす形容詞から

なっている。男性性をあらわすＭ得点とは負の関係，

女性'性をあらわすＦ得点とは正の相関関係があると想定

して同時に評定させた。

結果と考察2）

因子分析「母性愛」信奉傾向尺度（原案)３５項目にお

ける全データについて主成分分析を行い，固有値の因子

スクリープロットテストにおける後続因子との差から一

次元性が判断された。初期解における第一主成分25項

目での説明率は36.4％である。α係数の値を考慮して

も近似した内容の項目からなると想定されたため，最終

的に，より精度の高い項目である成分負荷が.60以上の

12項目を採用することとした。′nablelにはその12項目

のみを示した｡3)なお，「母’性愛」信奉傾向尺度12項目の

合計得点の平均値(ＳＤ）は35.3（8.6）であった。

信頼性の検討１２項目はCronbachα＝､９０であった。

仮説は，「母性愛」信奉傾向が高く子どもの発達水準

が低い母親は，「子どものために心身尽くしていても子

育てがうまくいかず報われない」ことを自罰的にとら

え，selfefficacyの低下および育児不安の増大を経験し，

さらにはそれにより生起した怒りという感'情を抑えられ

なくなるというものである。一方で，「子どもに意識を

向けて育児を実践しているのに子どもがそれに応えてく

れない」という状況を他罰的にとらえ，直接に子どもへ

の怒り制御不全を招来するという可能性も考えられるこ

とから，「母'性愛」信奉傾向と発達水準との交互作用が

育児場面におけるselfefficacyおよび育児不安を経由せ

ずに怒り制御不全に影響を及ぼすというプロセスも同時

に想定する。なお，この仮説を検証するにあたり，母親

の子どもの年齢については就学前の幼児期に特定する。

これは，「母性愛」信奉傾向によって母子間の様相が影

響を受けやすいと想定される年齢であること，子どもが

「ただ可愛い」乳児期から脱し第一次反抗期を迎えるな

ど，母親の中で子どもとの関係や養育全般が問い直され

る時期であることが考えられたためである。本研究はこ

の仮説を検証して，ポジティヴなものとして認知されて

きた「母性愛」を信奉する傾向の高さが，他の要因つま

りは子どもの発達水準との交絡によって養育場面でネガ

テイヴなものに転化する可能性があるということを実証

することが目的である。

研究Ｉ

目的

「｢母性愛」信奉傾向」を測り得るものとしての「｢母性

愛」信奉傾向尺度」を作成する。

方法

調査対象２歳～６歳の子どもを持つ母親183名で

あった。母親の平均年齢は，34.7歳（範囲：23-48歳，

ＳＤ＝3.92）であった。就業状態は，常勤職が33名

(18.0％)，パートタイムが５１名（27.9％)，就業してい

ない者が97名（53.0％)，不明が２名（1.1％）であった。

調査方法福岡県内の幼稚園及び保育園，合計３園に

調査への協力を依頼し，園ごとに質問紙を配布・回収し

た。母親にはそれぞれアンケートへの回答が強制でない

ことを質問紙に明示した。調査は2001年６月１５日から

同年７月６日の間に行った。

調査内容母子の年齢，母親の就業状態などのフェイ

スシート項目の他,以下の尺度を使用した。ｉ・「母性愛」

信奉傾向尺度35項目（原案）：母'性理念質問紙（花沢，

1992）の15項目および母性意識尺度（大日向，1988）ら

の９項目を「｢母性愛」信奉傾向」の定義を反映させて改

作したものの他，著者が独自に作成した１１項目を含む。

これらの項目について回答させる際，好ましい，好まし

くない，良い，悪いという答えは一切ないということ，

Tableｌ／母性愛／信奉傾向尺度項目

Ｌ
ａ
Ｑ

３
２
１

母親であれば，育児に専念することが第一である。

育児は女性に向いている仕事であるから，するのが自

然である。

わが子のためなら，自分を犠牲にすることができるの

が母親である。

子どものためなら，どんなことでもするつもりでいる

のが母親である。

子どもを産む母親だからこそ，子育ては何にもさしお

いて母親が行うべきことである。

子どものためなら，たいていのことは我慢できるのが

母親である。

何といっても子どもには産みの母親がいちばん良いの

である。

育児に専念したいというのが，女性の本音である。

母親の愛情ほどに偉大で，気高く無条件なものはない。

母親になることが，女性にとって存在のあかしと見な

される。

子どもを産んで育てるのは，社会に対する女性のつと

めである。

子どもが小さいうちは，母親は家庭にいて子どものそ

ばにいてやるべきである。
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33.

2）統計パッケージはSPSS１０．０Jを用いた。

3）'mablelに示した１２項目のみで再度主成分分析を行った結果の説

明率は48.0％であった。
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内的整合'性は十分に高いと言える。

妥当性の検討基準関連妥当性について，「母’性愛」

信奉傾向尺度12項目の評定値の加算得点とＳＥSRAおよ

びＭ－Ｈ－Ｆスケールの尺度得点との連関によって判断さ

れた。その結果，ＳＥSRAとはγ＝-.57であり，Ｍ得点

とはγ＝-.20,Ｆ得点とはγ＝､２６でそれぞれ１％水準で

有意な相関が見られた。

ここでＳＥSRAとの相関がかなり高いものであったこ

とは想定通りだが，このようにＭ－Ｈ－Ｆスケールとの相

関が弱いものであったのは，尺度項目に「大胆な」・「お

しやれな」など，「母’性愛」信奉傾向と必ずしも強い関連

があるとは言えないものが含まれていたためであろう。

したがって信頼‘性・妥当性ともにおおむね認められたと

考え，Ｔａｂｌｅｌの12項目からなる「母‘性愛」信奉傾向尺

度を決定した。

研究 Ⅱ

目的

母親の「母性愛」信奉傾向が子どもの発達水準との交

互作用によって，怒りの感情制御においてポジティヴな

働きを持つだけではなく，ネガティヴに転化するという

ことを検証する。

方法

調査対象２歳～５歳の子どもを持つ母親724名4）で

あった。母親の平均年齢は，34.5歳（範囲：24-48歳，

ＳＤ＝3.85）であった。就業状態は，常勤職が107名

（14.8％)，パートタイムが84名（11.6％)，就業してい

ない者が527名（72.8％)，不明が６名（0.8％）であった。

調査方法福岡県内の幼稚園及び保育園，合計９園に

調査への協力を依頼し，園ごとに質問紙を配布・回収し

た。母親にはそれぞれアンケートへの回答が強制でない

ことを質問紙に明示した。調査は2001年１０月３１日か

ら同年１２月７日の間に行った。

調査内容母子の年齢，母親の就業状態などのフェイ

スシート項目の他，以下の尺度を使用した。ｉ・研究Ｉ

で作成した「母性愛」信奉傾向尺度12項目：回答の際の

教示は研究Ｉと同様に行った。ｉｉ・発達水準尺度41項

目：柏木・東による期待水準尺度（1977）４１項目につい

て，期待水準を問うものではなくその発達程度を問うよ

うに改作した5)。なお，自分の子どもが項目にあるそれ

ぞれの行動を現在どのくらいできていると思うかという

ことを５件法（１：まったくできていない～５：完全にで

きている）で選ぶようにという教示も行った。項目は，

学校関係スキル（興味のあることを，図鑑や事典でしら

べる）・従順（いいつけられた仕事は，すぐにやる）・礼

儀（テーブルなどに足をのせたり，足で動かしたりしな

い）・'情緒的成熟（いつまでも怒っていないで，自分で

機嫌を直す）・自立（一人で遊ぶことができる）・社会的

スキル（友だちを説得して，自分が考えていること，し

たいと思っていることを通すことができる）・言語によ

る自己主張（自分の考えや，どうしてそう考えるのかを，

他の人にわかるように説明できる）の７領域からなる

(カッコ内は各領域の代表的な項目)。iii・育児場面にお

けるself-efficacy尺度８項目：坂野・東篠による一般'性

セルフ・エフイカシー尺度：ＧＳＥＳ（1986）において，

育児に適用可能な部分を育児場面に特化して用いた。そ

の際，ＧSESが３因子構造であることからそれぞれの因

子から半数の項目を抽出した。４件法で評定させた。ｉｖ・

育児不安尺度（牧野，1982）１０項目：一次元からなる１４

項目のうち，先行研究にて有効'性が高いと認められた

10項目を使用し４件法で評定させた。ｖ・怒り表出尺度

(鈴木・春木，1994)２４項目：怒りの表出・怒りの抑制・

怒りの制御からなる三因子構造の尺度で４件法である。

怒り制御不全という変数を測るために，怒りという感情

をどの程度表出してしまうか，または抑制しようと努め

るかということを測り得る本尺度を用いた。本研究では

これを母親の，子どもに対する怒りの感‘情制御について

調べるために用いた。回答に際し，子どもに対するこの

頃の気持ちについて回答するようにと教示した。

結果と考察2）

因子分析および予備分析各尺度において因子分析を

行った結果，怒り表出尺度以外については一次元'性が把

握できた。各尺度のCronbachのα係数は，「母性愛」信

奉傾向尺度：α＝.89,発達水準尺度：α＝､95,育児場

面におけるself-efficacy尺度：α＝.75,育児不安尺度：

α＝､75であった。怒り表出尺度は先行研究にて示され

た因子構造とは異なる下位次元からなることがわかった

('mable2参照)。第１因子を「怒りによる翻弄状態｣，第

２因子を「怒りの自覚的制御｣，第３因子を「怒りの内的

経験」と命名した。それぞれの因子におけるCronbach

のα係数は，第１因子：α＝､72,第２因子：α＝､79,

第３因子：α＝､70であった。また，子どもの発達水準

4）母親の就業状況ならびに子どもの出生順位や出生間隔．,性別など

の要因が養育の負担や育児経験に作用する傾向も考慮して，そ

れらが「母性愛」信奉傾向得点や発達水準得点とも関わってくる

可能性も想定したが，それぞれのサンプルサイズの差も作用し

ているからか「母’性愛」信奉傾向得点及び発達水準得点において

有意差が見られなかったことより，それらの要因を全て込みに

して分析・検討を行った。

5）子どもの発達程度を母親に質問紙を用いて問うものには他に日本

版プレ発達スクリーニング検査（JPDQ）等があるが，本研究で

は子どもの発達項目がある領域に偏らぬように幅広くかつ日常

の場面に沿うように拾う必要があるうえに，多くの発達検査の

ように子どもの発達年齢（ＤＡ）や発達指数（ＤＱ）を算出し発達

の遅さ・早さを測定し，発達危険児のスクリーニングや早期介

入などに役立てるという目的ではなく，あくまで母親が主観的

に判断する子どもの発達程度を問題とするため，専門的なアセ

スメントとは異なり平易で理解しやすい項目で構成されている

期待水準尺度を子どもの発達水準尺度の項目として使用した。
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Table２怒り表出尺度函『子分折結果（重・みづけなし最小二乗法，プロマンクス回転ノ

0.72

4.20

項目 Ｆ１Ｆ２Ｆ３共通性

1.97

11.56

１９.口汚いことを言う。

22.落ち着きを失って不機嫌になる。

14.自分を怒らせるものは何でもやっつけようとする。

23.誰かにいらいらさせられると，つい自分のいらだった気持ちをぶつけてしまう。

９．ドアをばたんと閉めるような，荒々しいことをする。

12.ひとと言い合ったりする。

７．人に皮肉なことを言う。

３
１
８
６
４
８
５

６
６
５
５
５
４
４

●
●
●
●
●
Ｄ
Ｂ

０
０
１
３
０
０
０

１
０
１
１
０
０
０

●
●
●
●
●
●
●

０
１
０
０
０
６
０

０
１
０
０
０
１
０

●
■
●
●
●
●
●

３
５
０
１
９
４
８

３
４
３
４
２
２
１

巳
●
□
●
●
●
●

４.腹を立てたりしないでがまんする。、1２、7８、0０、5０

３.怒っていてもそとにあらわさない。、0０、7６、0０、５３

＊2.怒りをあらわす。、0０－．５９‐､1２、3５

１.怒り を抑える。、1４、5６、0０、2４

８.冷静さを保つ。‐､2２、4５、0０、3９

１０.心の中では煮えくり返っていても，それを外には表さない。‐､2１、4４、2５．4６
－＝ー｡‐一句｡ー－－---－ー＝÷一一一一一－－ー＝ー‐宇宇一屯一一一一－ー一一一一一一－－ｰ‐｡｡一一｡~ー＝一一一一一一一一－－一一－－一一＝｡－口｡ー｡＝＝＝一一一一－－-－一一一一一一写｡ｰ凸Ｃー＝＝一一一一一一一一－－－－一一＝字一｡－－＝ー--一一－－一一-－一一－－－－－－－－一一-－一一一一一一一一＝＝｡｡＝｡‐一一一ｰ一一一－－一一●

１ ７.外から見るよりも，実は自分はもつと怒ってし､る。、0０．0０、7１、4９

１６.誰にも知られないように，自分の胸のなかだけで他人を非難する。、１６、0０、6０、3６

21.はたの人が思うよりも，はるかに苛立っている。、0０、0０、6０、3９

１３.誰にも言わずについ恨みごとを自分の中にためこんでしまう。、0０、1１．4９、2８

Ｆ１

１．００

－．４０

．１１

平方和

寄与率（％）
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については子どもの年齢によって左右されると想定され

るうえに，鋳型となった期待水準尺度は子どもの年齢を

限定する必要について特に明示されていないものの，実

際には子どもの年齢が５歳のときに使用していることか

ら，分析についても年齢別で行うことが必要であると考

えた。その際，２歳児の母親のサンプルサイズが他の年

齢児の母親よりも小さいうえに（ｊＶ＝100）２歳児と３歳

児との間においてのみ発達水準尺度得点（２歳児：106.5

点；３歳児：112.6点；４歳児：118.1点；５歳児：126.6

点；範囲37-185）の高低で有意な差が見られなかった

ことより，２歳児と３歳児の母親についてはｌグループ

として扱った。つまり，①２，３歳児(Ⅳ＝263)，②４歳

児Ｗ＝283)，③５歳児(Ⅳ＝178）の３グループでそ

れぞれ分析・検討を行った6)。

「母性愛」信奉傾向×発達水準の分散分析独立変数

である「母性愛」信奉傾向と発達水準については各年齢

において得点の高低により高群（以下Ｈ群)，中群（以

下Ｍ群)，低群（以下Ｌ群）にそれぞれ分類した。その

際，各年齢において各尺度得点の高い順に30％（Ｈ群)，

40％（Ｍ群)，３０％（Ｌ群）という人数の割合で分けた。

ただし，同じ得点の者が群の境目に密集した場合は上記

の割合に可能な限り近づけて分類を行った。それぞれの

年齢における各群の人数は'E1ble3に示した。

①２，３歳児の母親のデータにおいて育児場面におけ

るselfefficacy得点および育児不安得点についての分散

分析を行った。その結果,selfefficacyにおいて「母性愛」

信奉傾向（Ｆ(2,247)＝4.07,ｐ＜､05）による群の主効果が

有意であった。′nlkey法による多重比較によりＨ群（平

均値21.9）とＭ群（平均値20.6）の間に有意差が認めら

れた(p＜､05)。ゆえに「母性愛」信奉傾向が高い母親の

方が，「母性愛」信奉傾向の中程度の母親よりも育児場

面におけるselfefficacyが高いことが示された。しかし

6）発達水準尺度得点の年齢比較は，それぞれの年齢において尺度の

因子分析を行い，共通性の極端に低い項目を共通に取り除いた

後で行った。なお，年齢グループ別における分散分析において

は，負荷量の低い(､4以下)項目もそれぞれ除いて分析を行った。

因子間相関 Ｆ２Ｆ３

怒りによる翻弄状態

怒りの自覚的制御

怒りの内的経験

１
２
３

Ｆ
Ｆ
Ｆ

1.00

.23１．００

注.＊は逆転項目である。



Table４２，３歳ﾉ目の各群におけるseIfe缶切cy得点(SDﾉおよび罰目不安得点(SDノ

1２７

Table３それぞれの年齢ﾙﾖIの母親における各群の人数

selfefficacy「母性愛」Ｌ「母性愛」Ｍ「母性愛」Ｈ合計

４歳児 5歳児２，３歳児

21.1(3.41）

20.5(2.79）

21.8(3.13）

21.1(3.13）

｢母性愛」ＬＭＨ合計ＬＭＨ合計ＬＭＨ合計

22.1(2.67）

20.8(2.62）

22.9(2.29）

21.9(2.65）

発達Ｌ

発達Ｍ

発達Ｈ

０
９
０

１
１
２

３
０
５

５
７
５

８０

１０２

８１

０
４
５

３
３
２

５
２
１

３
３
３

８
２
６

２
３
３

３
８
２

９
９
９

８
２
２

１
２
１

５
９
３

２
２
２

４
９
９

３
２
１

１
８
０

３
３
３

５
５
２

１
３
３

23.0(2.64）

23.5(2.81）

23.4(2.82）

23.3(2.76）

合 計 ８ ２ ９９８２２６３８９９８９６２８３５２７７４９１７８

23.5(1.81）

24.4(2.32）

23.6(2.27）

23.9(2.22）

注．表中の「母性愛」は「母性愛」信奉傾向，発達は発達水準をあらわす。

て，「母性愛」信奉傾向と発達水準との交互作用効果が

認められた（Ｆ（4,254）＝2.42,ｐ＜､05)。その結果を

'nable5・Figure2に示した。ＬＳＤ法による単純主効果の

検定により，発達水準が低い場合，「母性愛」信奉傾向

Ｍ群よりもＬ群の方が怒りによる翻弄状態の得点が有意

に高くいく.05),かつ,発達水準が高い場合,｢母性愛｣

信奉傾向Ｈ群よりもＬ群の得点の方が有意に高いことが

認められた（'＜､01)。また，「母'性愛」信奉傾向が高い

場合において，発達水準Ｈ群よりも発達水準Ｍ群の得

点の方が有意に高かった（'＜､05)。なお，これらの単純

主効果の検定結果については'I1able6にまとめた。以上

の結果から，「母性愛」信奉傾向が低いと，発達水準の

どの群においても全体的に怒りに翻弄されやすいという

ことと，「母性愛」信奉傾向が低いか中程度の場合は発

｢母性愛」信奉傾向と発達水準の交互作用効果は認めら

れなかった（得点は'Ihble4,分析結果は'I1able5を参照)。

つまり「母性愛」信奉傾向と発達水準との交絡が育児場

面におけるself-efficacy及び育児不安を媒介するような

因果モデルは検証できなかった。そこで「母’性愛」信奉

傾向と発達水準との組み合わせが直接怒り制御不全に作

用するというモデルについて検討を行った。その結果，

怒りの内的経験において発達水準の主効果が見られた

(Ｆ(2,254)＝7.90,’＜､001)。′Iilkey法による多重比較の

結果，Ｌ群（平均値9.5）とＨ群（平均値8.4）の間，Ｍ群

(平均値9.4）とＨ群の間にそれぞれに有意差が認められ

た(，＜､01)。よって子どもの発達水準が高いと認知して

いる母親の方が，怒りを内的に経験しにくくなるという

ことが示された。さらに，怒りによる翻弄状態におい

幼児を持つ母親の「母性愛」信奉傾向と養育状況における感‘情制御不全

23.0(3.18）

22.8(3.68）

23.2(3.36）

23.0(3.37）

Ｌ
Ｍ
Ｈ
計

維
雑
総
合

22.7(2.33）

23.1(2.25）

23.4(3.07）

23.1(2.54）

2.27

0.41

0.56

4.07＊

2.47

1.55

20.5(3.66）

20.0(234）

21.5(3.32）

20.6(3.13）

21.2(3.45）

21.0(3.47）

20.3(3.51）

20.9(3.44）

Ｌ
Ｍ
Ｈ
計

雛
維
総
合

注．表中の翻弄状態は怒りによる翻弄状態，自覚制御は怒りの自覚的制御，内的経験は怒りの内的
経験をあらわす。

や＜､05,＊*やく.001

育児不安「母性愛」Ｌ「母性愛」 Ｍ 「 母 性 愛 」 Ｈ 合 計

2.84

0.10

0.90

0.66

7.90*＊＊

0.35

「母性愛」

発達

｢母性愛」×発達

selfefficacy育児不安翻弄状態自覚制御内的経験

3.93＊

0.33

2.42＊

Table５２，３歳児の母溺の各変数における分散分析結果（F伽



果，self-efficacyにおいて発達水準の主効果が見られた

（Ｆ(2,269）＝4.85,’＜､01)。′Iilkey法による多重比較に

よりＨ群（平均値21.4）とＬ群（平均値20.0）との間で

有意差が認められた(p＜､01)。ゆえに発達水準が高い母

親の方が発達水準の低い母親よりも育児場面における

selfefficacyが高いことが示された。しかしやはり「母性

愛」信奉傾向と発達水準の交互作用効果は認められな

かった（得点は'Elble7，分析結果は'Elble8を参照)。つ

まり，４歳児の母親のデータにおいても「母性愛｣信奉傾

向と発達水準との交絡が育児場面におけるselfefficacy
及び育児不安を媒介するような因果モデルは検証できな

かった。そこで「母性愛」信奉傾向と発達水準との組み

合わせが直接怒り制御不全に作用するというモデルにつ

いて検討を行った。そして，怒りの自覚的制御におい

て，「母性愛」信奉傾向と発達水準との交互作用効果が

認められた（Ｆ（4,274）＝2.97,,＜､05)。その結果を

'I1able8・Figure3に示した。ＬＳＤ法による単純主効果の

検定により，発達水準が低い場合において，「母性愛」

信奉傾向Ｈ群よりもＭ群の方が怒りの自覚的制御得点

が有意に高く（，＜､05)，発達水準が中程度の場合におい

て，「母性愛」信奉傾向Ｌ群よりもＨ群の得点の方が有

意に高いことが認められた(，＜,05)。また，発達水準が

高い場合においても，「母’性愛」信奉傾向Ｌ群よりもＭ

群，Ｌ群よりもＨ群の方が怒りの自覚的制御得点が有意

に高いことが認められたいく.05)｡そして,｢母性愛｣

信奉傾向が中程度の場合において，発達水準Ｈ群より

もＬ群の得点の方が高く（'＜､05)，「母性愛」信奉傾向

が高い場合において，発達水準Ｌ群よりもＭ群，Ｌ群よ

りもＨ群の得点の方が有意に高かった（順に，＜､01,
'＜､05)。なお，これらの単純主効果の検定結果について

128

1６

「母性愛」Ｌ群「母性愛」Ｍ群「母’性愛」Ｈ群

Figure22,3歳ﾉ目の母親の／怒りによる翻弄状態／における「母性愛／信奉傾向と発達水準
（怒りによる翻弄状態得点の範囲は7-28であった｡）

15.5

怒
り
に
よ
る
翻
弄
状
態
得
点
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14.5

1４

13.5

1３

発達Ｌ群のとき

発達Ｍ群のとき

発達Ｈ群のとき

ｍｌｅ６／母性愛/信奉傾向と発達ﾉｯk準との交互作用

効果における単純主効果の横定結果

達水準の高低によって得点があまり左右されないが，

｢母性愛」信奉傾向が高い場合は発達水準がどの群であ

るかということによって怒りの翻弄状態得点は有意な差

が認められた。つまり，「母性愛」信奉傾向が高く発達

水準も高い場合は「母性愛」信奉傾向が低い群と比較し

て怒りの翻弄状態得点は有意に低くなるが，発達水準が

中程度の場合や低い場合は，翻弄状態得点が他の群と同

様に高くなり，有意な差が認められなかった。結論とし

て，「母性愛」信奉傾向が高い場合においてのみ，発達

水準の高低により翻弄状態得点も大きく変動するという

ことが明らかになった。

②４歳児の母親のデータにおいて育児場面における

selfefficacy得点についての分散分析を行った。その結

2,3歳児の母親：「怒りによる翻弄状態」

｢母'性愛」Ｍ群のとき

｢母性愛」Ｈ群のとき

発達Ｌ群のとき

発達Ｈ群のとき

｢母性愛」Ｈ群のとき

｢母性愛」Ｌ群と「母性愛」Ｍ群

｢母性愛」Ｌ群と「母性愛」Ｈ群

発達Ｍ群と発達Ｈ群

｢母性愛」Ｍ群と「母性愛」Ｈ群

｢母性愛」Ｌ群と「母性愛」Ｈ群

｢母性愛」Ｌ群と「母性愛」Ｈ群

｢母性愛」Ｍ群と「母性愛」Ｈ群

発達Ｌ群と発達Ｈ群

発達Ｌ群と発達Ｍ群

発達Ｌ群と発達Ｈ群

４歳児の母親：「怒りの自覚的制御」



2.05

2.37

0.84
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肋le7争歳ﾉ目の各群におけるJ〃”伽2ﾉﾉ得点(Smクノおよび潮目不安得点(aｸノ

0.05

1.71

1.18

selfefficacy「母‘性愛」Ｌ「母性愛」Ｍ「母‘性愛」Ｈ合計

0.47

0.27

1.20

Ｌ
Ｍ
Ｈ
計

維
雑
総
合

19.9（3.92）

21.4(2.62）

21.6（2.93）

21.0(324）

19.9（2.18）

20.4(2.42）

20.4（2.98）

20.2（2.51）

20.4（2.24）

20.8(2.75）

22.1（3.08）

21.2（2.81）

20.0(2.85）

20.9(2.61）

21.4(3.06）

20.8(2.88）

注．やく.05,＊やく.0１

育児不安「母性愛」Ｌ「母性愛」Ｍ「母性愛」Ｈ合計

14.5

24.0(2.53）

23.5（2.49）

23.9（2.77）

23.8（2.56）

23.3（2.58）

23.8（2.08）

24.0(2.39）

23.7(2.36）

23.9（2.39）

24.6（2.14）

23.6（2.30）

24.0(2.29）

23.7(2.50）

24.0(2.28）

23.8(2.44）

23.8(2.40）

Ｌ
Ｍ
Ｈ
計

総
礎
総
合

怒
り
の
自
覚
的
制
御
得
点

Table８４歳児の母溺の各変数における分散分析結果（F伽

/ヘ

selfefficacy育児不安翻弄状態自覚制御内的経験

ひ

3.17＊

1.13

2.97＊

幼児を持つ母親の「母性愛」信奉傾向と養育状況における感情制御不全

「母性愛」

発達

｢母’性愛」×発達

は２，３歳児の母親の場合と同様，T1able6にまとめた。

以上の結果より，「母’性愛」信奉傾向が低いと，発達水

準のどの群においても全体的に怒りを自覚的に制御しに

くいということと，「母'性愛」信奉傾向が低いか中程度

の場合は発達水準の高低によって得点があまり左右され

ないが，「母’性愛」信奉傾向が高い場合は発達水準がど

の群であるかということによって怒りの自覚的制御得点

は有意な差が認められた。つまり，「母‘性愛」信奉傾向

が高く発達水準も高いか中程度の場合は「母'性愛」信奉

傾向が低い群と比較して怒りの自覚的制御得点は有意に

高くなるが，発達水準が低い場合は，一転して自覚的制

御得点が他の群と同様かそれ以上に低くなることが認め

られた。結論として，やはり，「母性愛」信奉傾向が高

い場合においてのみ，発達水準の高低により自覚的制御

得点も大きく変動するということが明らかになった。

③５歳児のデータにおいて育児場面におけるself-effi‐

2.81

4.85*＊

0.91

「母性愛」Ｌ群「母性愛」Ｍ群「母'性愛」Ｈ群

Figure34点泥の母親の／怒りの自覚的制御L／における「母性愛/信奉傾向と発達水準
（怒りの自覚的制御得点の範囲は6-24であった｡）

1２

1３

12.5

1４

ｙ 、

、

13.5

、／
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cacy得点，育児不安得点について分散分析を行った結

果，育児場面におけるself-efficacyにおいて発達水準の

主効果が見られた（Ｆ（2,164)＝4.77,,＜､05)。′nlkey法

による多重比較によりＨ群（平均値21.8）とＬ群（平均

値20.2）の間に有意差が認められ(p＜､05)，発達水準が

高い母親の方が低い母親よりも育児場面におけるself‐

efficacyが高いことが示された（得点は'nable9，分析結

果は'I1ablelOを参照)。怒り制御不全についても分析を

行ったが，「母性愛」信奉傾向，発達水準の主効果およ

び交互作用効果も認められなかった。

したがって２，３歳児および４歳児の母親の場合に，

｢母'性愛」信奉傾向と子どもの発達水準との交絡が怒り

制御不全に影響を与えたことが一部で認められた。すな

わち「母性愛」信奉傾向が高いと，発達水準の高低によ

り怒りの制御不全が左右されるという可能性が示唆さ

れ，〔｢母性愛」信奉傾向×発達水準→怒り制御不全〕と

いうメカニズムが推定された。つまり，「母性愛」信奉

傾向の高さは他の要因と関わることによってポジティヴ

にもネガティヴにも作用しうるものであると考えられ

る。また，発達水準が低い場合においては「母性愛」信

奉傾向が低い群もしくは高い群よりも「母性愛」信奉傾

向中群の方が怒りに翻弄されず，自覚的に制御しやすい

という結果も認められた。よって，子どもの発達を低く

認知する母親の場合には「母性愛」を中程度に信奉する

ことが怒りの感情制御においてもっとも有効であるとも

思われた。

しかし，問題も二点ある。「母性愛」信奉傾向が他の

要因の影響により正負の意味を変えるという可能性は示

唆できたものの，これらの結果は２，３歳および４満児に

おけるものであり，５歳児においては交互作用効果が認

められなかった。項目は期待水準として柏木・東(1977）

の縦断研究の一環で期待水準として５歳児を対象として

使用されたものだが，本研究で用いた発達水準得点にお

いては５歳児の発達水準だけが殊に高い。したがって，

発達水準の質問項目，つまりは発達課題について，５歳

児ではほぼ遂行可能な子どもが多く，個人差が測り得な

かったのではないかと想定される。要するに，５歳児で

は天井効果があったために仮説通りの結果が出なかった

のではないかと推測した。しかし５歳児の母親における

結果から考えても，本研究で用いた発達水準尺度は本研

究が想定したすべての年齢帯における子どもの発達水準

を網羅するには項目の内容にある種の偏りが生じた可能

性は否めない。今後このように子どもの発達段階や成長

に関する変数を扱う場合には，それぞれの年齢帯の特徴

を考慮に入れた上でも，ある一定の年齢帯に属する子ど

もに適用可能な尺度を選定するか，もしくは研究計画の

段階から対象となる子どもの年齢をあらかじめ絞った上

で，その年齢に合致する尺度を選定するか，という二つ

の方向性から精徴な検討を行っていく必要があるだろ

う。また，怒り表出尺度の下位尺度の一つである「怒り

伽ｌｅ９５歳児の各群における.s〃”伽ﾂﾉ得点(〃ﾉおよび育帰不安得点(Sm"ノ

selfefficacy「母性愛」Ｌ「母‘性愛」Ｍ「母性愛」Ｈ合計

発達Ｌ

発達Ｍ

発達Ｈ

合計

20.2(3.08）

20.2(2.30）

21.0(3.19）

20.4(2.77）

20.8(3.17）

21.2(2.53）

21.9(3.52）

21.3(3.05）

18.6(2.63）

20.5(2.95）

22.4(3.20）

20.8(3.26）

20.2(3.10）

20.7(2.58）

21.8(3.32）

20.9(3.03）

育児不安「母性愛」Ｌ「母性愛」Ｍ「母性愛」Ｈ合計

発達Ｌ

発達Ｍ

発達Ｈ

合計

23.5(3.22）

23.7(2.61）

24.7（3.14）

23.9(2.94）

23.8(2.23）

23.7(2.39）

23.1（2.47）

23.5(2.35）

25.0(2.31）

24.5（1.98）

23.6(2.24）

24.2（2.19）

23.9(2.63）

23.9(2.35）

23.6(2.58）

23.8(2.50）

TablelO5歳児の母親の各変数における分教分析結果（F脚

「母性愛」

発達

｢母性愛」×発達

注．ゆく.0５

selfefficacy育児不安翻弄状態自覚制御内的経験

1.53

4.77＊

1.14

1.51

0.18

1.09

1.52

1.70

0.19

2.45

0.91

0.16

0.59

0.97

0.30
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による内的経験」においても仮説通りの結果が出なかっ

たが，これについては項目内容が育児や子どもとの関係

という文脈に沿うものであると判断しにくかったためで

はないかと考えた。

統合的議論

本研究は研究Ｉにおいて，根幹となる「『母‘性愛』信奉

傾向」を測定するためにより現実に，すなわち育児に直

面している母親を対象にしてその概念の尺度化を試みた

結果，かなり高い信頼性・妥当性が認められ，使用に十

分耐えうる「『母性愛」信奉傾向尺度」を構成し得た。そ

して研究Ⅱにおいては，研究Ｉで作成した「｢母'性愛』信

奉傾向尺度」を使用して仮説検証を行った。その結果，

｢母性愛」信奉傾向と発達水準との交互作用が育児場面

におけるself-efficacyと育児不安を媒介するモデルは証

明できなかった。これは，育児が報われていないと考え

る母親が自罰的な原因帰属を行わなかったためだと考え

られる。一方，本研究で検討を行ったすべての場合にお

いて実証できたわけではなかったものの，「母’性愛」信

奉傾向と発達水準との交互作用が直接に怒り制御不全に

影響を与え得るという結果，すなわち「母性愛」信奉傾

向が高い母親は信奉傾向が中程度や低い母親とは異な

り，子どもの発達水準をどのように認知しているか，つ

まりその高低により怒りの感情制御が左右されるという

ことが一部で明らかになった。具体的には，「母'性愛」

信奉傾向は子どもの発達水準が高いときには怒りの感情

制御においてポジテイヴに働くが，発達水準が低い場合

にはそのように作用せず，むしろネガテイヴに働き得る

ということが示唆された。これは「母性愛」信奉傾向が

高い，つまり子どもに対する意識や自分が母親という存

在であることに対する意識の比重が高い分，それだけ子

どもやその養育に関する他の要因の影響を受けやすくな

るためであると考えた。同時に，発達水準が低い場合に

は「母性愛」信奉傾向が中程度であることが怒りの感情

制御において比較的ポジティヴに作用するという結果か

らも，「母'性愛」信奉傾向はどのような場合でも「高い方

がいい」「低い方がいい」とは一概に言えないような複雑

なものであり，プラスの意味もマイナスの意味も持ちう

るものであるということがわかった。

「母性愛」をどのように定義するかでその存在の有無

や是非についての議論も変わってくるが，「母'性愛」は

とかく医学界や社会学界などで正負の二分法的に議論さ

れてきた。そのような流れの中で本研究は「母’性愛」を

社会文化通念であると定義し，その通念を信奉する傾向

つまり「母性愛」信奉傾向こそが子育てにおいて何らか

の影響を及ぼすのではないかという視点で論を進め検証

を行った。「母‘性愛」信奉傾向が高いということは，「母

性愛」の存在やその意義を肯定視し，それを自分で引き

受けて子育てや子どもとの関係について捉えているとい

うことである。そしてその傾向の高さが母親の感情制御

という一側面においてプラスの意味もマイナスの意味も

持ちうることがわかったことから，そのような影響力を

持つ「母性愛」は「両刃の剣」であると結論した。つまり

本研究は，「母性愛」をその状況や場面によって，また

はそれと結び付く他の変数の如何によってポジティヴに

もネガテイヴにも形を変えるものであるという可能'性を

示唆したと言えよう。つまり本研究は，「母'性愛」をそ

の状況や場面によってまたはそれと結び付く他の変数の

如何によってポジティヴにもネガテイヴにも形を変え

る，正負の両方の可能性を秘めた複雑なものとして解釈

するものであり，一般的に自明のものとして理解されて

いた感のあった「母性愛」の領域に新たな視点を提示し

得たと言える。もちろん本研究は仮説のすべてを支持で

きたわけではないが，その中から得られた結果と示唆を

より強固で確実なものとするためにも，今後もこうした

視点からのさらなる探求が望まれよう。

もちろん，「母性」・「母‘性愛」とは直接に関連せずと

も，母親においてポジティヴだと考えられている要素が

必ずしも養育で良い結果をもたらすわけではない（また

は母親においてネガティヴと思われる要素が養育で悪い

結果につながるわけではない）という観点で行われた研

究は存在する。LuthaEDoyle,Suchman,＆Mayes（2001）

は，自我発達の高さという母親に期待されがちな要因

が，全般的な心理的ディストレス等，他の要因との交互

作用によって母親の満足感を低下させる結果や悩みを増

大させる結果を導くという知見を得ている。やはり

Frosch＆Mangelsdolf(2001）も，母親の養育の温かさや

援助的な態度が，夫婦関係など他の要因との交絡によっ

て子どもの問題行動の率を高めたという結果を見出し

た。しかもLutharらとFroschらの研究は本研究と同様

に単一の独立変数から結果を導き出すのではなく，主た

る要因とある要因との関わりによる養育場面における

(あるいは母親のある状態の）帰結を探るものである。

本研究と意を同じくした結果が得られていることから

も，このような視点からさらに追究することが可能であ

ると考えられ，本研究を例にしても「母‘性愛」信奉傾向

と子どもの発達水準以外の変数，例えば母親の他の特‘性

や夫との関係，ストレスやサポートとの交互作用効果が

見込まれよう。そして菅野（2001）は，育児における不

快感情という母親にとっては歓迎されにくいものが，子

どもの育ちや自らの子育てを振り返る機会を生み出すな

ど必ずしも悪影響を及ぼすわけではないということを明

らかにした。もっともこれらの研究もごく近年になって

行われたものであり，母親に関する「信念」の緩和とい

う形で還元されることがあるにしても時間を要するのか

もしれない。
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最後に，本研究における４点の反省点を通じて今後の

展望につなげたい。まずは，本研究の「母性愛」信奉傾

向が発達水準と交絡して感情制御不全に影響を与えると

いう仮説が一部でしか支持されなかったことが挙げられ

よう。そのため今後も「母性愛」信奉傾向と発達水準と

の関連'性を含めたより確実な実証データを得るためには

先述した通り，対象とする子どもの年齢帯についてのよ

り正確な発達段階の把握や子どもの発達水準を測る尺度

のさらなる吟味が必要不可欠であると思われる。次に，

研究Ｉ・研究Ⅱのいずれもが母子間のことに限定されて

いた。Belsky（1984）によると育児場面でのストレスや

サポートといった社会文脈的な要因というのも母親の養

育行動に大いに影響することが想定される。なかでも幼

い子どもを持つ母親にとっては夫すなわち父親のサポー

トが最も重要であるという研究は数多くなされているし

(例えばLevitt,Weber)＆Clark,1986)，家庭はシステム

であるがゆえに母親の心理・行動はとりわけ夫のありよ

うと密接な相互作用を持つ（数井・無藤・園田，1996）

だろう。よって夫婦関係をはじめとした他の人間関係，

つまりは社会文脈的な関係において母親が受けるストレ

スやサポートについても言及するべきである。次に，本

研究における従属変数は，あくまで母親の子どもに対す

る怒りの感情制御であって（それはもちろん母子関係や

子どもの精神的・身体的健康と関連していることは容易

に想像できても)，しつけや養育などの変数をダイレク

トに測ったものではない。よって，今後は現実の養育そ

のものに焦点を当て，さらには子どもの実際の発達様相

までを包括的に明らかにする必要があるだろう。さら

に，本研究は研究Ｉ・研究Ⅱともに質問紙法によるデー

タの数量的な解析を主とするものであったが，氏家

(1996）の「統計的操作によって再構成された事実は，

現実によってテストされなければならない｡」という指

摘からも，今後本研究で得られた「量的」な知見を「質

的｣に確かめる作業が必要であると考えられる。そして，

子どもの発達過程やそこに及ぼす親の影響は実に多様で

あり個別性の高いものである（大日向，2001）とあるよ

うに，そうした意味でも一人一人の母親「個人」を対象

とした質的研究を行うべきである。母親を感情，思考，

行動，興味，関係，歴史，将来などを含めた統合的な存

在として捉えることで「母性」や「母性愛」も究明できる

かもしれないが，そのためには面接・インタビューとい

う方法がより重要になってくるだろう（Birns＆Hayゥ
1988)。これらの方法により実際の養育場面に即した知

見を取り出し，一連の研究結果から得られた示唆をもっ

て母親への支援に対して何らかの“生きた'，提言を行う

ことが最終的に求められることであろう。
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幼児における配分方略の選択：

皿１枚あたりの数の変化に着目して

山名裕子
(神戸学院大学地域研究センター')）

原著

本研究での目的は，均等配分方略の選択がⅡ１枚あたりのチップの数によって変化するかどうかを検

討することである。配分するチップが４個から２０個，配分先の皿の枚数が２，３，４枚の組み合わせによっ

て９課題が設定され，就学前の幼児160名がチップをお皿に分けるという配分課題に参加した。その結

果，配分するチップの数が少ない課題では，３歳の幼児でも８割が正しく配分ができること，また３，４歳

では配分するチップの個数が多くなるほど正答者数が少なくなるが，６歳ではどのような課題でも８割の

幼児が正しく配分できるようになることが示された。選択された方略の分析から，高度なユニット（unit）

方略が５，６歳で多く選択されるような課題があることも示された。このユニット方略とは，配分する前に，

皿１枚あたりの数を何らかのレベルで把握し，一巡（１回通り）でチップを配分する皿に分けていく方略

と定義される（山名，2002)。ユニット方略のように皿１枚あたりのチップを配分前に把握できていなく

ても，一巡目に配分していくチップの数がバラバラではなく，１個，あるいは２個以上のまとまりを形成

しながら配分していくことが示唆された。このような皿１枚あたりの数を検討づけるような，見積もり

という点がわり算につながるようなインフォーマル算数の知識の視点として，重要なことが示唆された。

【キー・ワード】配分方略，ユニット（単位）方略，インフォーマル算数，幼児期

問題

日常生活で子ども達は，アメやお菓子，あるいはジュー

スなど，いろいろなものを状況に応じて分けることをよ

く行っている。

このような配分行動は，道徳観の発達のほか（渡辺，

1992)，乳幼児の認知発達の指標として，あるいは，特

定の場面での配分行動として研究されてきた。たとえば

アメのように「１つ，２つ……」と数えられ，それぞれが

分離した数（分離量）を扱った研究としては，大きく分

けると以下の２つの方向があるように思われる。１つは

乳幼児の認知発達の指標としての「器への入れ分け（田

中・田中，1982,1984,1986,1988)」である。色のつい

ている立方体の積木とプラスチックの皿を用いて，積木

を皿に入れ分ける課題である。田中・田中（1982,

1984,1986,1988）は「器への入れ分け」課題で，同形同

色，異形同色，同形異色，異形異色といった形と色を組

み合わせた積木や皿を用いたときの配分行動を発達的に

検討している。そして２つ目は，インフォーマル算数に

かかわる課題として，１２枚のクッキーを３体の人形に公

平に配る課題（Hunting,１９８１；Hunting＆Sharpley，

1988）がある。この課題では３歳１０ケ月から４歳１０ケ

1）現所属：秋田大学教育文化学部

月までの幼児22名のうちの多くが，クッキーがなくな

るまで各人形に配分し続ける方法（「トランプ配り」とい

う意味で「dealing-outstrategy」と呼ばれている）をとる

ことが明らかになっている（Hunting＆Sharpley,1988)。

｢同じように分ける」という点において，この課題の解

決の方法がわり算のインフォーマル算数の知識として取

りあげられている（Baroody，１９９３；丸山・無藤，1997)。

さらにわり算につながるであろうと考えられる，分け

ること(sharing)に関するCorrea,Nunes,＆Bryant(1998）

とSquire＆Bryant（2002）らによる研究では，子どもた

ちが除数一商の関係について具体的に理解できたとき

に，おそらくフォーマルな教授の結果，わり算ができる

ようになるのだろうと示唆されている（Bryant＆Nunes，

2002)。すなわち，子どもが日常場面で経験するような，

一定の数のものを，いくつかの配分先に，同数に分ける

ことの行為が，わり算に用いられる算数の概念である被

除数，除数，商という３つの変数と具体的に関連づけら

れることによって，わり算が本当に学習されることが示

唆されている。

連続量については，例えばケーキのような大きな１つ

のかたまりを分ける実験も行われている。Pothier＆

Sawada（1983）は，幼稚園，小学校１年生，２年生，３年

生の43名の子どもが，発泡スチロールで作った様々な

形と大きさの「ケーキ」をどのように均等に分割するの
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かという観察を行っている。そして分割能力の５つのレ

ベルを提案している。レベルＩは，１つのかたまりを半

分（分数1/2）に分けることができる，レベルⅡは分母

が２の累乗(例えば1/４，１/８，１/16）に分ける，レベル

Ⅲは分母が偶数の分数(例えば1/６，１/10）に分ける，レ

ベルⅣは分母が奇数の分数（1/３，１/5)，レベルＶは，９

や１５のような奇数×奇数のように，奇数を合成した数

(compositenumber）を分母にもつ分数（1/9や1/15）に

分けることができる（Pothier＆Sawada，1983)。

これらの研究から特に田中らの配分行動に焦点をあ

て，山名（2002）では３歳から６歳までの幼児288名に

対してチップをお皿に分ける課題を用いて，幼児期にお

ける分離量の均等配分について検討し，配分方略の中で

特徴的な方略として数巡方略（手元のチップがなくなる

まで配分する方略）と一巡方略（チップを配分前に複数

個ずつに分けて一巡で配分し終わる方略）があることを

明らかにした。この研究結果からは，数巡方略は他の方

略に比べ多く選択されることも示されている。

この数巡方略とは，配分する順序さえ間違えなければ

皿１枚あたりの数を考えていなくても正しく配分できる

方略である。それに対して一巡方略，特に一巡方略の中

でも単位（unit）正方略と名づけられた方略(本研究で

はユニット方略とよぶ）は，チップを配分する前から

チップをユニットとして構成しないといけない，いわば

より高度な方略といえる。すなわち，数巡方略では順番

に配分するという比較的単純な行動が結果的に正答を導

き出すのに対して，一巡方略では，配分先の皿に最終的

に配分すべきチップの数を，配分する前から予め予想し

ていなければならないことになる。たとえば，１２個の

チップを３枚の皿に配分するとき，同じ正方略でも，

チップを１度に４個ずつ配分していくユニット方略と，１

個ずつ配分し手元のチップがなくなるまで続ける数巡方

略では，認知過程が大きく異なるように思われる。つま

り前者の方略では，実際に手元のチップを配分する前

に，皿１枚あたりのチップの個数をひとまとまりとして

認知していると予想される。それに対し後者では，Ⅱ１

枚あたりのチップをひとまとまりと考えているのではな

く，配分後に，皿１枚あたりのチップの個数が同じかど

うかを判断している。別の言い方をすれば，「全体一部

分」関係で，まず全体としてのチップがあり，それを部

分に分けていくことが配分であるとすれば，数巡方略で

はこの部分を作って分けているのではなく，配分結果と

してチップが部分に分かれることになる。それに対しユ

ニット方略では，配分先の皿の枚数を考慮に入れてまず

チップを部分に分け配分していく。ここでは，このよう

に配分する以前に皿１枚あたりのチップの個数を何らか

の水準で把握している場合，ひとまとまりとしている皿

1枚あたりのそれらのチップの個数を「ユニット（unit)」

とよぶ。

これまでの山名の一連の研究では，実験に参加してい

る一人ひとりの幼児が，配分するチップの個数をユニッ

トとして捉えられているかどうかを検討する重要性が示

唆されていた。一巡方略(特に正方略を導くユニット方

略）では，これらの扱うべき３つの数，すなわち配分元

のチップの数（被除数)，配分先の皿の枚数（除数)，皿

１枚あたりのチップの数（商）のそれぞれの関係を把握

しておかなければならないので，「部分一部分」および

｢部分一全体」関係の把握も不可欠である。そして，一

巡方略の成立過程や，他の配分方略との関係などさらに

検討する必要があるが，幼児がユニットに気づく時期

や，そのようなことをより容易にする課題設定につい

て，発達的変化を吟味していく必要’性が示唆された。

本研究では，山名（2002）で行われた実験で使用した

材料を用いて，その課題の難易度を変化させた実験結果

より，子どもが選択する配分方略の違いを明らかにする

ことを目的とする。山名（2002）では，１２個のチップを

２，３，４枚のお皿に分ける課題を行った。しかし，例え

ば，チップの数が４個，配分皿枚数が２枚のように，皿

１枚あたりのチップの数が２となるような場合は，数の

把握が容易になると考えられるため，山名（2002）での

実験よりもより容易に遂行でき，かつユニット方略の選

択率が上昇すると考えられる。チップの数が20個，配

分皿枚数が４枚のように，皿１枚あたりのチップの数が

５と多くなるような場合は，数の把握がより難しくなる

ため，正答率は山名（2002）の実験よりも低くなり，ユ

ニット方略よりも数巡方略を選択する場合が増加すると

考えられる。このように本研究では，商の変化に応じて

方略がどのように変化するのかを主として分析する。ま

た，そのような高度なユニット方略を選択しなくて，

チップを配分していく際に，１個ずつ入れていくのか，

複数個ずつ入れていくのか，あるいは同じ数ずつ入れな

いのか，という点に関しても分析する。そのような分析

からは，幼児が配分元のチップの数と皿１枚あたりの

チップの数の関係をどのように捉えているかを推察する

ことが可能になる。また，チップを１度にいくつ把握し

ていくのかということは，結果的に正しいユニット方略

になっていなくても，１枚あたりのチップの数を見当づ

けるという点で数感覚への示唆も含んでいるかもしれな

いと考えられる。

おそらく子どもたちは様々な方略をもっているので

(Siegler，1996)，除数，被除数，商という３つの変数に

よって選択する配分方略がどのように変化するのか配分

方略についてさらに検討をすることは意味があるように

考えられる。本研究では一人の参加者が９課題行うこと

になるので，どのような課題設定のときに，どのような

配分方略を選択するのか，課題に応じて柔軟に選択する
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チップを２枚の皿に分ける課題（以下，課題｛4/2｝と表

す）のように，チップは４個から２０個，配分皿は２枚，

3枚,４枚を使用した組み合わせが設定された。

手続き個別実験が行われた。ラポール形成後，参加

者のすぐ前にチップ，その向こう側（チップより離れた

ところ）に皿を置き（Figurel)，「(参加者のすぐ前に置

いてあるチップを指しながら）ここにある積木（チップ

のこと）を全部使って，お皿に同じように分けてね」と

均等配分することが促され，配分が終わったら，「でき

た」というように約束した。最初の課題として，課題

{4/2｝か｛6/２｝の一方から始めた。課題｛4/2｝を最初

にした場合は，課題｛6/３｝｛12/4｝と続き，課題｛6/2｝

を最初にした場合は課題｛9/3｝｛16/4｝と続いて行った。

そしてその後に課題｛１２/3｝｛15/3｝｛20/4｝の順に行い，

ひとりの参加者は９課題を実施した。

結果

1．正答者数

配分するチップすべてが使用され，配分先の各皿に均

等に配分できた人数（正答者数）をFigure2に示す。各

のか，あるいは，ある方略のみを選択するのかを検討す

ることが可能であると考えられる。

方法

参加者参加者は５保育園の３歳から６歳まで，各年

齢群40名ずつの計160名の幼児であった。各年齢群の

平均年齢は，３歳児，３歳６ケ月（年齢範囲３歳１ケ月か

ら３歳１１ケ月)，４歳児，４歳６ケ月（年齢範囲４歳０ケ

月から４歳１１ケ月)，５歳児，５歳６ケ月（年齢範囲５歳

０ケ月から５歳１０ケ月），６歳児，６歳４ケ月（年齢範囲６

歳０ケ月から６歳９ケ月）であった。また各年齢群とも

男女数はほぼ同数であった。

材料幼児に配分させる材料として，直径2.5cmの赤

色の木製チップ（以下，チップ）と，配分先の皿として

直径12cmの白い紙皿，それぞれ必要枚数を用いた。

課題チップを紙皿に均等配分する課題を行った。

チップの個数と配分先の皿の枚数（以下，配分皿枚数）

の組み合わせにより９課題用意された（'Elblel)。４枚の

mblel課題の種類

ご一つ

課題ﾁｯプの数配分皿枚数隅琴鵠

虚参順
Figurel実験者と参加者の配置
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Figure2正答者数
たとえば4/2とは課題｛4/2｝を意味し，４個のチップを２枚のお皿に分ける課題のことである。
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年齢群においてCochranのＱ検定を行った結果，各年齢

で課題間に有意差が認められた（３歳Ｑ＝83.38,’＜､０１；

4歳Ｑ＝75.62,,＜,０１；５歳Ｑ＝18.39,'＜､０５；６歳Ｑ＝

26.04,,＜､０１；いずれも〃＝８)。Figure2によると，課

題｛4/2｝は３歳でも約８割の参加者が正しく配分できて

いた。また５，６歳になるとどのような課題に対しても

正答者数が増えており，例えば課題｛20/4｝のように配

分元のチップが20個の場合でも６歳では約８割が正し

く配分できるようになることが示唆された。

2.配分方略の分析

次に，参加者が課題を遂行する際の行動（以下，配分

方略）を分類した。まず配分先の皿をすべて用いている

力､どうかに分類された（皿をすべて用いなかった課題

は，空皿（方略）とし，分析から除外した)。配分先の皿

をすべて使用した場合には，チップ１個（あるいは複数

個ずつ）を数巡にわたって配分していく方略(以下，数

巡方略）と，複数個のチップを一巡だけで配分していく

方略(以下，一巡方略）とに分類された（Figure3)。各

方略を選択した人数とその割合を'Elble2に示す。

数巡方略と一巡方略には正答2）を導く方略(以下，正

方略）と誤方略(以下，誤方略）がある。例えば，数巡

く誤答を導いた方略〉

(a）チップを異数ずつ，手元に

なくなるまで入れていく，あ

るいは手元にチップが残って

いる

(b）チップを同数ずつ入れてい

くが手元に残りがある

2）正答とは，手元のチップをすべて使用し，配分する皿すべてに

チップを配分し，かつ皿１枚あたりのチップの数が同じことをチッ

指す

畷

方略

空皿(方略）

癖

く誤答を導いた方略〉

(a）チップが入っていない空の

皿が１枚以上ある

(b）チップが入っていない空の

皿が１枚以上あり，手元に残

りがある

侃
仙

“
沙 画

、
い

数巡方略 配分先の皿に手元のチップがな

くなるまで配分していく

く正答を導いた方略〉

(a）チップを同数ずつ，手元に

なくなるまで入れていく

(b）異数ずつ入れていくが修正

を行う

/f2、
ピッ 唾唖
卸秘

偏
凹

発達心理学研究第１ ６巻 第２ 号

唖

〃
正
答
を
導
い
た
方
略

唾

Figure3配分方略と配分例（山名，2002を修正）

○は皿を表す。その中の数字はチップを置いた順序を示す。○の外の「残」は配分するチップが残っていることを示
す。また一巡方略の正方略（b）では，０で囲まれたチップを動かした軌跡を→で示している。

面
偏
ｗ

巡方略 配分先の皿にチップを一巡のみ

で入れる

く正答を導いた方略〉

(a）同数ずつ一巡で入れる（単

位正方略）

(b）修正を行い同数ずつにする

混
房‘殉
Ｌノ

ハ
ノ

行
Ｌ 唾

卿
切

く誤答を導いた方略〉

(a）１枚あたりのチップの数は

違うが一巡で入れる，あるい

は使用しないチップが残って

いる

(b）チップを同数ずつ入れてい

くが手元に残りがある iilM研氏
唾 配 配
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誤答謡

計
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Table２課題ごとの配分方略の選択者数とその割合

巡

{4/2｝｛6/3｝｛6/2｝｛9/3｝｛12/4｝｛12/3｝｛16/4｝｛15/3｝課題 20/４

く５歳＞

空皿誤答(:）
計

く３歳＞

空皿誤答謡
計

４（､10）

１（､03）

５（､13）

６（､15）

０（､00）

６（.15）

４（.10）

１（､03）

５（､13）

５（､13）

０（､00）

５（､13）

１３（､33）

１（､03）

1４（､35）

３（､08）

０（､00）

３（.08）

３（､０８）

１（､03）

４（.10）

５（.13）

０（､00）

５（.13）

８（､20）

１（､03）

９（.23）

２（､05）

０（､00）

２（､05）

数巡

正答(３
誤答謡

計

1８（､45）

０（.00）

１（､０３）

０（､00）

1９（.48）

1９（､48）

０（､00）

８（､20）

０（､00）

2７（､68）

2０（､50）

０（､００）

４（.10）

０（､00）

2４（､60）

４（､１０）

４（､10）

８（､20）

０（､00）

６（.40）

３（､08）

０（､00）

1４（､35）

０（.00）

1７（.43）

９（､23）

４（､10）

1７（､43）

０（.00）

3０（､75）

５（､13）

０（､00）

1８（､45）

０（､00）

2３（､58）

５（､13）

１（､03）

2２（.55）

０（.00）

2８（.70）

２（､05）

０（､00）

2２（.55）

０（､00）

2４（.60）

2３（､58）

０（､００）

８（､20）

０（､00）

3１（.78）

正答'３
誤答|:）

計

1１（.28）

２（､０５）

２（､05）

１（､03）

1６（.40）

３（､08）

０（､00）

４（､10）

０（.00）

７（.18）

３（､08）

０（､00）

７（.18）

１（､03）

１（､28）

1０（､25）

０（､00）

９（､23）

０（､00）

1９（.48）

３（.08）

０（､00）

４（､10）

２（.05）

９（､23）

１（､03）

０（､00）

５（､13）

１（､03）

７（､18）

３（､08）

０（､00）

８（､20）

２（.05）

３（､33）

１（､03）

０（､００）

６（､15）

０（､００）

７（.18）

０（､00）

０（､00）

４（・１０）

３（.08）

７（.18）

巡

2２（､55）

０（､00）

０（.00）

０（､00）

2２（､55）

く４歳＞

空皿誤答謡
計

４（・１０）

０（､00）

４（.10）

７（､１８）

１（.03）

８（､20）

６（.15）

１（､０３）

７（､18）

６（.15）

０（､００）

６（､15）

７（.１８）

０（､00）

７（.18）

４（､10）

０（､００）

４（.10）

４（､19）

１（､03）

５（.13）

４（､10）

０（､00）

４（.10）

８（､20）

０（､００）

８（､20）

６（､15）

１（.03）

５（.13）

０（､00）

２（.30）

1６（､40）

３（､08）

５（､13）

０（､00）

2４（.60）

1７（､43）

３（､08）

４（.10）

０（.00）

2４（.60）

1４（.35）

１（､03）

1０（､25）

０（､00）

2５（､63）

1２（､30）

１（､03）

1６（､40）

０（､00）

2９（､73）

1３（､33）

１（､03）

９（､23）

０（､00）

2３（.58）

1９（､48）

０（.00）

０（､00）

０（､00）

1９（.48）

1６（､40）

１（､03）

１（､03）

０（､00）

1８（､45）

2３（､58）

０（､00）

２（画05）

０（､00）

2５（.63）

1７（､43）

１（､03）

４（.10）

０（､00）

2２（､55）

数巡 １
１
ｊ
ｊ

ｂ
化
伯
化
計

答
答

正
誤

1６（､40）

０（､00）

１（､03）

０（､00）

1７（､43）

２（､05）

０（､00）

７（､18）

１（.03）

０（､25）

１（､03）

０（､00）

６（､15）

１（.03）

８（､20）

１（､03）

０（､00）

４（､10）

２（､05）

７（.18）

３（､０８）

０（､00）

８（､20）

１（､03）

２（.30）

４（・10）

３（､08）

６（､15）

１（､03）

４（､35）

1０（.25）

１（､03）

０（､00）

０（､00）

1１（.28）

３（.08）

２（､05）

５（､13）

０（､00）

０（.25）

３（､08）

１（､03）

４（.10）

１（､03）

９（.23）

幼児における配分方略の選択

1４（､35）

２（､05）

１（､03）

０（.00）

1７（､43）

巡

巡

注：１）正答を導く方略を「正答｣，誤答を導く方略を「誤答」と表している

２）（a)，（b)はFigure3のそれぞれに対応している。
３）４０名に対する割合を（）に示している。

０（､00）

０（､00）

０（.00）

ｌ（.03）

０（､00）

１（､03）

ｌ（.03）

０（､00）

１（.03）

ｌ（､03）

０（､00）

１（.03）

０（､00）

０（､００）

０（.00）

ｌ（､03）

０（､00）

１（､03）

３（､０８）

０（､00）

３（､08）

０（.００）

０（.00）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

０（､００）

０（.00）

1６（.40）

２（､05）

３（､08）

０（､00）

2１（､53）

2１（､53）

５（､13）

１（､03）

０（､00）

2７（.68）

2１（､53）

１（､03）

１（､03）

０（､00）

2３（､58）

2０（.50）

０（､00）

４（､10）

０（､00）

2４（､60）

2２（､55）

０（.00）

５（､13）

０（００）

2７（.68）

０（.００）

０（､00）

０（.00）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ａ
ｂ
ａ
ｂ
十

く
Ｉ
く
く
言
口

答
答

正
誤

1３（､33）

０（､00）

１（､03）

０（､００）

1４（､35）

1９（.48）

０（､00）

１（.03）

０（､00）

2０（､50）

数巡

０（､00）

０（､００）

０（.00）

０（､00）

０（､００）

０（､00）

６（､15）

１（､０３）

２（.05）

０（､00）

９（.23）

８（､20）

０（､00）

４（・10）

０（.００）

２（､30）

９（､23）

３（､０８）

６（.15）

０（､00）

８（４５）

９（.23）

２（､05）

５（､13）

０（､00）

６（.40）

７（.18）

４（・10）

３（､08）

０（､00）

４（､35）

2４（､60）

１（.03）

２（､05）

０（.00）

2７（､68）

１７（､43）

０（､00）

１（､０３）

０（､００）

1８（､45）

正答'３
誤答謡

計

2４（､60）

０（､00）

２（.05）

０（､00）

2６（､65）

2８（､70）

０（､00）

４（､10）

０（､00）

3２（.80）

2３（.58）

２（､05）

２（､０５）

０（､00）

2７（､68）

く６歳＞

空皿誤答謡
計

2８（､70）

１（､03）

１（､03）

０（.00）

3０（.75）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

2５（､63）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

2５（､63）

正答（a）

（b）

誤答（a）

（b）

計

０（､00）

０（､００）

０（､00）

2１（､53）

１（､03）

１（､03）

０（､00）

2３（.58）

０（､00）

０（､00）

０（､00）

2０（､50）

１（､03）

０（､00）

０（.００）

2１（.53）

１８（､45）

０（､00）

１（､０３）

０（､00）

1９（.48）

1８（､45）

０（､00）

１（.03）

０（､00）

1９（.48）

数巡 2９（.73）

１（､03）

０（､00）

０（､00）

3０（.75）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｂ
化
也
化
計

答
答

正
誤

1６（.40）

１（､03）

０（､00）

０（､00）

1７（.43）

1０（､25）

０（､00）

０（､００）

０（､00）

1０（､25）

2０（､50）

０（､00）

１（､03）

０（､00）

2１（､53）

１０（､25）

２（､05）

１（､03）

０（.00）

1３（.33）

1５（､38）

０（､00）

０（.00）

０（.00）

1５（､38）

８（､20）

１（､03）

１（.03）

０（､00）

０（､25）

５（､13）

０（､00）

２（､05）

１（､03）

８（､20）

1１（､28）

１（､03）

１（､０３）

０（､00）

1３（.33）
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方略でも「チップを同数ずつ，手元になくなるまで入れ

ていく」場合は正方略であるが，「チップを異数ずつ，

手元になくなるまで入れていく（最後に修正しない)」場

合は，皿１枚あたりのチップの個数が違うので誤方略と

なる（Figure3参照)。さらに，一般的に高度な配分方略

に分類できる一巡方略でも，異数のチップを配分先の皿

に配分したり，結果的に空皿を作るような場合も観察さ

れうる。

本研究では，特に一巡方略の中の正答を導く方略のう

ち，ユニットを構成していると思われるFigure3の「(a）

ユニット方略」に焦点をあて，その発達的変化を詳しく

取り上げる。ユニットを構成しているかどうかの判断と

して，（１）配分先の皿をすべて使用していること，（２）

配分する材料のチップをすべて使っていること，（３）配

分前に皿１枚あたりのチップを同数ずつ把握しているこ

と，を考慮した。また，本研究では，正答を導く方略と

しての数巡方略についても，ユニット方略と同様に詳し

く分析を行った。さらに，わり算のインフォーマル算数

となるような知識として重要と思われるユニットの形成

に関しての分析を行った。

（１）数巡正方略とユニット方略の分析

９課題のうち，皿１枚あたりのチップの個数によって，

選択する方略がどのように変化するか分析した3)。これ

は，ユニットを把握するさい，おそらくⅢ１枚あたりの

チップの個数が少ない方がよりユニット方略を選択され

ると考えられるからである。そこで９課題のうち，次の

ように課題を分類し分析を行った；皿１枚あたりのチッ

プが２個になる課題（商が２の課題）は課題｛4/2｝と

{6/3｝の２課題，３個になる（商が３）課題は課題｛6/2}，

{9/3}，｛12/4｝の３課題，４個になる（商が４）課題は課

題｛12/3｝と｛16/4｝の２課題，そして５個になる（商が

5）課題は課題｛15/3｝と｛20/4｝の２課題であった。各

参加者の選択した方略はFigure3のどれかに分類される

が，ここではユニット方略と数巡正方略を取り上げて分

析を行った。それらの結果をFigure4の４枚のパネルに

示している。そして皿１枚あたりのチップの個数ごとに

年齢（４：３歳，４歳，５歳，６歳）×方略(２：ユニット方

略，数巡）の２要因分散分析を施した。

①皿１枚あたりのチップの数が２個（商が２）のとき

年齢の主効果(Ｆ(3,156)＝13.453,,＜,０１）と年齢と方略

の交互作用（Ｆ(3,156）＝3.858,力＜､01）が認められた。

年齢の多重比較の結果，各方略による正答率が年齢とと

もに高くなっていた（3歳より５，６歳(，＜､01)，４歳より

3）実際は，皿の数や手元のチップの数に基づく分析も行ったが，①

わり算につながるような均等配分の課題を分析する際には，商

に基づく分析がより有効である，②他の分析も似たような結果

が得られた，ということから本論文ではユニットに着目した分

析に関して論じる。

5,6歳いく.01))｡またFigure4から4歳から5歳にかけ

て，ユニット方略の選択率が数巡正方略の選択率を上回

ることが示唆された。

②皿１枚あたりのチップの数が３個（商が３）のとき

年齢と方略の主効果が認められた（それぞれＦ(3,156）＝

10.303,’＜､０１；Ｆ(1,156)＝17.841,力＜､01)。数巡正方略

がユニット方略に比べ多く選択されていた。年齢の多重

比較の結果，各方略の選択率が年齢とともに高くなって

いた（3歳より４，５，６歳(，＜､01)，４歳より５，６歳(’

＜､０１))。

③皿１枚あたりのチップの数が４個（商が４）のとき

年齢と方略の主効果がみられた（それぞれＦ(3,156）＝

25.968,’＜､０１；Ｆ(1,156)＝43.060,ｐ＜､01)。どの年齢に

おいても数巡正方略がユニット方略より多く選択されて

いた。年齢の多重比較の結果，各方略による正答率が年

齢とともに高くなっていた（３歳より５，６歳(，＜､01)，４

歳より５，６歳(，＜､01))。

④皿１枚あたりのチップの数が５個（商が５）のとき

年齢と方略の主効果が認められた（それぞれＦ(3,156）＝

25.145,’＜､０１；Ｆ(1,156)＝74.437,’＜､01)。方略の選択

については，３歳ではあまり違いは見られないが，その

他の年齢では数巡正方略がユニット方略に比べ多く選択

されていた。年齢の多重比較の結果，各方略による正答

率が年齢とともに高くなっていた（３歳より５，６歳

いく.01),4歳より5,6歳(，<､01),5歳より6歳(，<､05)｡

また年齢と方略の交互作用に有意傾向がみられた（Ｆ

(3,156）＝2.257,'＜､1)。Figure4から明らかなように，

年齢の上昇につれて，ユニット方略に比べて数巡正方略

の選択率が高くなることが示された。

以上のようにFigure4の４枚のパネルからは，商の数

の違いによるユニット方略と数巡正方略の選択の違いが

明らかになった。すなわち，商が２である課題では，年

齢の上昇にともない，とくに５，６歳になると同じ正方

略でもユニット方略による正答が多くなる。しかし，商

が増えるにつれて，そのような傾向は見られなくなり，

商が５である課題では，何歳でも数巡正方略による正答

が増加していた。

（２）不完全なユニットの形成に関する分析

①ユニットの選択回数の分析１人の参加者は配分課

題を９課題行っているが，そのうちｌ課題でもユニット

方略を選択した参加者が何名いるかという分析を行った

(Table３)。それは，すべての課題にユニット方略を選

択していなくて，何回か選択していることにより，不完

全ではあるが，ユニット形成の発達的変化を分析できる

のではないかと考えたからである。′mable3から年齢が

上昇するにつれ，ユニット方略の選択回数が増えている

ことがわかる。しかし５，６歳でも９課題中１課題もユ

ニット方略を選択しない参加者も２５％程度いることも
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明らかになった。

②ユニットの形成に関する分析次に，選択方略や正

答誤答に関わらず，一巡目にいくつずつチップを配分し
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Table３ユニット方略の選択回数別の人数とその割合
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Figure4商の違いによる方略の選択季
「ユニット」とはユニット方略，「数巡」とは数巡正方略の選択率を示す。

たかについて分類を行った。これは配分するチップを完

全にユニットとして把握できなくても，１個ずつ配分し

ていくのではなく，複数の同数個ずつチップを配分して

いくならば，不完全ではあるが，ユニット形成の発達的

変化を分析できるのではないかと考えたからである。１

人の参加者は９課題の配分課題を行っているが，チップ

を皿に配分していく際，一巡目に同じ個数のチップをお

いたかどうか，さらにもし一巡目に同じ個数をおいた場

合，いくつずつおいていったのかを分析した。一巡目に

おいたチップの数がバラバラだったのか（一貫'性なし)，

1個ずつおいていったのか，あるいは２個以上のチップ

を同数ずつおいていったのか（複数の同数）に分けて分

析をした。９課題のうち，何課題で上記の３つの分け方

を行ったのかという比率を算出し，年齢（４：３歳，４歳，

5歳，６歳）×一巡目においたチップの個数（３：複数の

同数，１個ずつ，一貫'性なし）の２要因分散分析を行っ

た。その結果，個数の主効果(Ｆ(2,312)＝8.413,ｐ＜､01）

と年齢と個数の交互作用（Ｆ(6,312）＝7.758,ｐ＜､01）が
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認められた。Figure5から明らかなように，年齢が上昇

するにつれて一巡目にチップをおいていく数に一貫性が

なく，バラバラの数ずつおいていくという行動は減少す

ることが示唆された。また一巡目に１個ずつおいていく

配分行動はあまり発達的変化が見られなかった。

（３）９課題における参加者の方略選択に関する分析

本研究では１人の参加者が９課題を行っているが，参

加者が方略をどのように選択しているのか検討した。９

課題のうち４課題以上，同一の方略を選択した場合，そ

の参加者はその方略を選択したとみなした。４課題以上

同一の方略を選択しなかった場合は「様々な」方略を選

択したとみなした。年齢（４：３歳，４歳，５歳，６歳）×

方略（４：様々な，一巡，数巡，空皿）のｘ２分析の結果，

有意傾向が認められた（Ｘ２＝16.308,〃＝9,.05＜

，＜､1)。Figure6に示されているように空皿を作る方略

は５，６歳になるとほとんど見られなくなるが，その他

の方略の選択については，あまり発達的変化は見られな

かつた。

6.0

０

5.0

.,○

０
０
０

４
３

２

平
均
回
数

ご／…０
夕■

■夕

○．‐

2０

－複数の同数

一・・○一‐・１個ずつ

－←一貫性なし
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1.0

1５

３ 歳４歳５歳６歳

年齢

Figure5一巡目におし'たチップの数

９課題のうち，何課題で一巡目にチップを１個ずつ，２個以上，あるいはバラバラにおいていったのか，平均回数を算出した。

人
数

2５

1０

八 一コ

０

3歳４歳５歳６歳

年齢

Figure6各参加者の選択方略

５

９課題のうち４課題以上，同一の方略を選択した場合，その参加者はその方略を選択したとみなした。４課題以上，同一の方略を選択しな
かった場合は様々な方略を選択したとみなした。
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考 察

1．正答者数

本研究では１人の参加者がチップをお皿に分けるとい

う配分課題を９課題行ったが，課題｛4/2｝では３歳でも

多くの参加者が正しく配分できることが明らかになっ

た。３歳での正答率は山名（2002）よりも高くなる結果

となり，皿１枚あたりのチップの数が少ない場合は，よ

り正しくチップを配分できるようになることが示され

た。他方，皿１枚あたりのチップの数が多くなるような

課題では，山名（2002）での結果よりも正答率はさがる

ものの，６歳になるとさほど差はみられなくなる。この

ことは，除数と商の逆の関係を理解することは難しい

が，学校に入る前の子どもでさえ等しい部分に分けるこ

とは洗練されていると述べているBryant＆Nunes

(2002）の考えを支持する結果となり，本研究では３歳

児においても「全体をいくつかの部分に等しく分ける」

という初歩的な理解はできていることを示したことにな

る。

2.ユニット（unit）に関する配分方略

わり算の知識の起源は，分けることの経験によるよう

に思われるが（Bryant＆Nunes,2002)，分ける行為の中

でも，特に商を予め認識できているかどうかを間接的に

示すものとしての「ユニット（unit)」の把握が重要であ

ると考えられるので，本研究ではこのユニットという観

点から分析を行った。その結果，皿１枚あたりのチップ

の数が少なくなる課題では，５，６歳では数巡方略に比べ

ユニット方略の選択率が増加すること，しかし，皿１枚

あたりのチップの数が多くなる課題につれて，数巡方略

が増加することが明らかになった。また山名（2002）で

の結果に比べても，皿１枚あたりのチップの数が少なく

なる課題ではユニット方略が増加することが示された。

数巡方略は配分する順序さえ間違えなければ皿１枚あた

りの数を考えていなくても正しく配分できる方略であ

る。それに対してユニット方略は扱うべき３つの変数

(除数，被除数，商）の関係を何らかのレベルで把握し

ていることが前提となっている。ここでは，商を見当づ

けるというような，答えを「見積もる」というような数

感覚が，商が小さい課題ではより多くできるようになる

ことが示唆された。この点は今後，わり算を学習する際

に，子どもがどのようなインフォーマルなわり算に関す

る知識をもっているのかを検討する上でも重要であると

考えられる。わり算の理解の起源は，分けることの経験

が基になっているように思われる（Correa,Nunes,＆

Bryant,１９９８；Squir＆Bryant,2002)。そしてそのような
経験が算数の操作に関する知識の形成に，影響を与えて

いるのであろう（Bryant＆Nunes,2002)。

９課題のうち参加者が何課題でユニット方略を選択し

たかについての分析からは，年齢が上昇するにつれ，ユ

ニット方略の選択回数が増えていることが明らかになっ

た。９課題すべてにユニット方略を選択しなくても，た

とえば課題｛４/2｝のように，比較的簡単に思われる課

題ではユニット方略を選択していることが示唆された。

しかし５，６歳でも９課題中１課題もユニット方略を選択

しない参加者も２５％近くいた。このことは，より難し

い課題を遂行する際に，数巡方略を選択して問題を解決

した場合，「構え」のようなものができ，それ以降の課

題においても数巡方略を選択している可能性が示唆され

た。

さらに，不完全ではあるがユニットの萌芽として，配

分元のチップを一貫'性なくバラバラに入れていくのでは

なく，１個ずつあるいは，複数個の同数ずつ入れていく

ような配分行動の発達的変化も見られた。おそらく，１

個ずつ入れていくと分けることができるという理解は，

より早期に獲得されているかもしれない。それが複数の

同数ずつ，「全体一部分」の関係を把握しながら，皿１

枚あたりのチップの数を見積もっていくようになること

が示唆された。また１個ずつ分けるより，２個あるいは

3個ずつでも分けられるかもしれないという商の見当づ

けのようなものは，分けることがわり算のインフォーマ

ル算数の知識に何らかの形で結びつく際の重要な視点と

なり，今後さらに詳細に検討される必要があろう。

本研究では，配分課題において皿１枚あたりのチップ

の数を変化させることにより，その難易度を系統的に変

化させて，課題の難易度による個人内でのその配分方略

の変化の様子を見ることを主眼においた。同一の子ども

の中でも，課題によっては高度な効率のよい配分方略を

用いることが可能なこと，年少児においても，簡単な課

題では，同じように配分することの初歩的な意味が確実

に理解されていることなどが明らかにされた。今後は，

発話等を質的に分析することにより，よりきめ細かな

データを収集して，量的なデータと併せて分析すること

により，子どもの内的な認知活動の発達的変化を的確に

捉えていくことが必要であると考えられる。
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J､Ｃ○ＳＳ第三版を通してみた幼児期から児童期における日本語文法理解の発達

中川佳子
(東海女子大学人間関係学部）

小山高正須賀哲夫
(日本女子大学人間社会学部）（日本女子大学人間社会学部）

本研究では，日本語文法理解における発達の順序'性とその獲得時期を検討するために，幼児期から児

童期における文法能力を評価した。日本語を母語とする３歳から１２歳までの390人の被検児を対象に日

本語文法テスト（J・COSS')2):ＪＷＵ３),JapanesetestfOrComprehensionofSyntaxandSemantics）を用いて横

断的調査を行った結果，以下のような可能'性が示唆された。（１）尺度分析の再現率が信頼できる範囲で

あったことから，２０項目の発達の順序性は通過率に伴い段階状であった。また，複雑’性という視点から，

構成要素数．視点の置き方・語順方略と助詞方略・文の構造・接続助詞という機能について発達の順序

‘性を分析した。（２）通過率が50％という操作的定義にもとづき文法20項目の獲得時期が示された。こ

の獲得時期は，手続きの違いにより多少異なる項目もあったが，従来の研究とほぼ同様の時期が示され

た。（３）誤反応分析から日本語母語児がどのように文を誤って解釈しているかが示され，日本語文法理

解の発達的変化が明らかになった。

【キー・ワード】日本語文法発達，受動的文法，子どもの言語発達，横断的調査

問題

子どもは４，５歳ごろまでに日常生活の中で自分の母語

を使ったり理解したりすることができるようになる。ま

た，接する言語的刺激の質や量は異なっても，ある言語

を母語とする者はその言語の統語知識を出生後の短い期

間に獲得し，文法獲得の順序性は各言語内でほぼ共通し

ていると考えられている（Smith＆'1もimpli,1995/1999)。

このように，文法発達の順序'性がほぼ決まっているとす

るならば，日本語文法においてどのような発達の順序性

が示されているのだろうか。

日本語文法の発達的研究としては，ある１つの文法項

目に着目して，獲得時期や獲得過程，認知発達との関係

が調査されている。例えば，否定形の研究では，綿巻

(1977）により１歳９ケ月以降に使用が増加し，“ちがう”

の表出は２歳中頃以降に発話されること（秦野，1984)。

序数詞の研究では種類により獲得時期が異なるが，３，４

歳ごろから（仲，1995)，６歳半ごろ（内田・今井，1996）

に獲得されること。受動文の研究については，国立国語

研究所（1977）の調査によって６歳以降に理解が可能に

なり，言語水準と認知能力との関係が示されている。格

1）Ｊ・COSSに関するお問い合わせ先：URL:http:/(/Wwwjwu・acjp/psychology／

2）Ｊ､COSS第三版の妥当性と信頼性については別途論文にて検討中
であるため，本論文はJ・COSS第三版の妥当性は検討せず，これ
までの調査結果をまとめることに主眼を置いた。

3）ＪＷＵ:JapanWOmen'sUniversityの略である。

助詞の研究については初期表出が１８ケ月ごろから始ま

り（宮原・宮原，1975)，格助詞を含む４文節の文は４歳

以上で理解できるようになること（田中，1979)。また，

‘‘を，'は“に”よりも先行することが示されている（瓜生，

1995)。このように，日本語文法における発達的研究で

は一種類の文法項目に焦点を当て詳細な調査が行われて

いる。しかし，研究により課題や手続きが異なるため，

さまざまな文法項目について文法発達の順序性や獲得過

程を比較することは困難である。それでは，同一の手続

きを用いて多種類の文法能力を評価することができる言

語テストではどのような研究が行われているのだろうか。

日本語を対象とした従来の言語テストでは語童知識を

検査するものが多く，文法知識を含んだ検査は1970年

代に調査されたものの（国立国語研究所，１９７７；渡辺，

1976)，それ以降，現代の教育水準を反映した検討はな

されていない。また，最近開発された日本語版マッカー

サー乳幼児言語発達質問紙（小椋，2000）は，発達段階

初期の検査としてはたいへん実用'性が高いとされてい

る。しかし，これは生後３０ヶ月までの言語能力を両親

が評価するテストであるため，幼児の基礎的な言語能力

を直接検査できるものではない。また，幼児期以降の文

法発達の順序'性を検査するものでもない。幼児期から児

童期における文法理解の発達の順序'性を直接検査するテ

ストとしては，英語版文法理解テストＴRＯＧ（Ｂｉshop，

1989）やそのフランス語版Ｌ，E､CO.S,SＥ（Lecocq,1996）

がある。しかし，文法獲得の順序'性は個別言語ごとに異



注．年齢はｙ＝歳，ｍ＝月

1４６

なるため（Smith＆'1もimpli,1995/1999)，日本語文法理

解における発達の順序性を評価するためには，日本語を

母語とする幼児や児童を対象に発達の順序性を調査する

必要がある。そこで，本研究ではＴＲＯＧとＬ'E,CO.S､ＳＥ

をもとに作成された，日本語版統語と意味の理解テスト

(ＪＷＵ,JapanesetestforComprehensionofSyntaxand

Semantics：以下J・COSSと略す）第三版'),2)を用いて，

日本語を母語とする幼児期から児童期における日本語文

法理解の発達の順序性とその特質を明らかにする。

方法

対象者北海道・東京都・神奈川県・沖縄県内の公立

と私立の保育園・幼稚園・学童‘保育所・小学校の日本語

を母語とする３歳から12歳の男児213名，女児177名，

計390名（Thblel)。なお，テストの実施にあたっては，

教育関係者および両親などから事前に同意を得た被検児

を対象とした。

材料Ｊ､COSS第三版を用いて調査を行った。Ｊ,COSS

は原著ＴROG（Bishop,1989）に従い，口頭で読まれた問

題が理解できるかどうかという受容的文法能力を評価す

るもので，第一部（語黄チェック）と第二部(文の理解

テスト）の二部から構成されている。第一部は，第二部

(文の理解テスト）で使用されている語黄の理解状態を

検査するもので，名詞27語，動詞８語，形容詞５語か

ら構成されている。第二部は受容的文法能力を検査する

'Ihblel学隼別披検垢数

問題７７：本は鉛筆が上にあって赤い

年齢 人数学年

(赤をここでは灰色で表現）

年少

年中

年長

小学１年

小学２年

小学３年

小学４年

小学５年

小学６年

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

５
３
７
７
７
７
Ｒ
Ｕ
８
７

Ｖ
ザ
Ｖ
ザ
Ｖ
Ｊ
Ｖ
》
Ｖ
ゴ
Ｖ
ゴ
Ｖ
ご
ｙ
ｙ

４
《
５
６
７
８
９
ｎ
Ｕ
１
２

１
１
１

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

６
８
０
５
６
７
６
５
７

Ｖ
ジ
Ｖ
ジ
Ｖ
ゴ
Ｖ
ヅ
Ｖ
ゴ
Ｖ
Ｊ
Ｖ
Ｊ
ｙ
ｙ

３
４
５
６
７
８
９
０
１
１
１

７
３
４
６
１
９
５
５
０

１
２
７
５
５
４
３
４
４

②
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もので，語黄レベルの理解を検査する名詞・動詞・形容

詞の項目と，文レベルの理解を検査する二要素結合文・

受動文・格助詞・主部修飾(左分枝型）・述部修飾など

の合計20項目の文法項目に対して，問題が４問ずつ設

定された８０問から構成されている（Eble2)。

解答選択肢にはカラーイラスト図版を用い，第一部は

絵で表現された各語黄が品詞ごと１ページ内に３種類か

ら８種類配置された６ページ（名詞４ページ,動詞１ペー

ジ，形容詞１ページ）から構成されている。第二部の解

答選択肢は，各問題に対して問題文を絵で描いたものが

4種類の選択肢（正答１＋誤答３，問題77の解答選択肢

の例をFigurelに示す）として配置された80ページから

構成されている。

反応１：主部修飾を述部修飾とつなげて解釈

、

画

Ｇ

反応３：反応１と反応２の誤り

Figurel，ﾉ:COSS第三版の解答選択股の例

正反応 反応２：格助詞の誤り
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Table２第二部..文の理解テストの項目と問題

項目

Ａ名詞

lくつ

２ 烏

３ 犬

４ リンゴ

Ｂ形容詞

５長い

６ 赤 い

７大きい

８黒い

Ｃ動詞

９走っています

１０とっています

１l坐っています

１２食べています

問

Ｄ二要素結合文

１３男の子は走っています

１４大きなカップ

１５犬は坐っています

１６赤いボール

Ｅ否定文

１７男の子は走っていません

１８犬は飲んでいません

１９女の子は跳んでいません

２０犬は坐っていません

題

Ｆ三要素結合文

２１男の子は箱を跳びこしています

２２女の子は（机／テーブル）に坐っています

２３男のひとはリンゴを食べています

２４女のひとは（かばん／バッグ）を持っています

Ｇ置換可能文

２５女の子は馬を押しています

２６男の子はひつじを追いかけています

２７男のひとは犬を追いかけています

２８牛は女のひとを押しています

ＨＸだけでなくＹも

２９女の子だけでなく猫も坐っています

３０箱は大きいだけでなく青い

３１烏だけでなく花も青い

３２女の子は食べ物だけでなく飲み物も持っています

ＩＸだがＹはちがう

３３箱は赤いが椅子は違います

３４猫は大きいが黒くはありません

３５馬は立っていますが男の子は違います

３６男の子は坐っていますが食べてはいません

Ｊ位置詞

３７四角は丸のなかにあります

３８鉛筆は箱の上にあります

３９丸は星型のなかにあります

４０（ナイフ／包丁）は靴の上にあります

項目 問 題

Ｋ数 詞

４１犬は２番目のボールを押しています

４２女の子は３羽持っています

４３男の子は２番目の花を採っています

４４猫は３頭追いかけています

Ｌ受動文

４５馬は女の子に追いかけられています

４６象は男の子に押されています

４７馬は（男のひと／男'性）に追いかけられています

４８牛は男の人に押されています

ＭＸもＹもちがう

４９男の子も馬も走ってはいません

５０鉛筆は長くも赤くもありません

５１犬もボールも茶色ではありません

５２男の子は帽子も靴も持っていません

Ｎ比較表現

５３（ナイフ/包丁）は鉛筆より長い

５４箱はカップより小さい

５５靴は烏より大きい

５６牛は馬より小さい

Ｏ主部修飾（左分枝型）

５７馬を追いかけている男の子は太っています

５８四角の上にある星型は赤い

５９猫を追いかけている牛は茶色い

６０星型のなかにある丸は黄色い

Ｐ複数形

６１猫たちはボールを見ています

６２男の子は羊たちを追いかけています

６３男の子たちはリンゴを採っています

６４象は女の子たちを乗せています

Ｑ述部修飾

６５四角は青い星型のなかにあります

６６鉛筆は黄色い本の上にあります

６７丸は赤い四角の上にあります

６８犬は茶色い馬を追いかけています

Ｒ格助詞

６９鉛筆は花の上にあります

７０馬を牛が押しています

７１男の子を羊が見ています

７２鉛筆は（スプーン／おさじ）の下にあります

Ｓ多要素結合文

７３鳥が椅子の上でりんごを食べています

７４羊より大きい犬が箱の上に座っています

７５猫がテーブルの下で靴を見ています

７６牛より小さい羊が男の子に追いかけられています

Ｔ主部修飾（中央埋込型）

７７本は鉛筆が上にあって赤い

７８牛は馬が追いかけていて小さい

７９丸は星型がなかにあって赤い

８０犬は男の子が追いかけていて大きい
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Ｊ､ＣＯＳＳ第三版の特徴Ｊ・ＣＯＳＳは英語版文法理解テ

ストＴROG（Ｂｉshop,1989）とそのフランス語版Ｌ，E・CO．

S､SＥ（Lecocq,1996）をもとに作成された日本語版文法

理解テストである。このテストはＴＲＯＧに従い二部か

ら構成されており，第二部（文の理解テスト）に含まれ

る２０項目各４問題の理解状況から文法理解における発

達の順序性が推測できる。

日本語の特殊な問題として大浜（1984）は数詞と格助

詞をあげている。また，日本語は比較的語順が自由な言

語で，格助詞によって格が決定される。Ｊ,COSS第三版

では，このような日本語の特質をテストに反映させ，日

本語独自の項目として数詞と格助詞，多要素結合文が新

たな項目として追加されている。数詞の項目としては，

基数詞と序数詞が設定されており，基数詞はＬ'ECO．

Ｓ・SＥ（Lecocq,1996）から問題が採択されている。序数

詞は対象名詞ごとに接辞する序数詞が異なるため，絵で

表現しやすく獲得時期が比較的後期に位置する“頭，，と

"羽，,（内田・今井，1996）が採択されている。格助詞の

項目としては，日本語版ＳＣＴでは英語版ＳＣＴの前置詞

(in,ｏｎ）に相当するものとして，位置を示す格助詞（"中

に''，“上に"）を扱っている（渡辺，1976)。しかし，こ

れらの問題に誤反応を示した場合に，空間関係の語童と

格助詞のどちらを誤って解釈したか識別することができ

ない。そこで，Ｊ・COSSではＴＲＯＧ（Ｂｉshop,1989）で扱

われている前置詞の項目が位置詞として採択され，それ

とは別に主部と述部の語順を逆にして，助詞のみで文を

理解しなければならない問題を含んだ格助詞の項目が追

加されている。格助詞の問題は，瓜生（1995）や宮原・

宮原（1975）を参考に，“を''と“に''が採択されている。

多要素結合文の項目としては，文構造の複雑さと句の多

さについて発達の順序性を比較するため，文を文頭から

語順どおりに理解でき句の数がもっとも多い問題が採択

されている。

Ｊ､ＣＯＳＳ第三版第二部の20項目に設定された４種類の

問題(合計80問)は基本的には原著の日本語訳であるが，

日本語において語棄の親密性が著しく劣っている問題

("櫛，'；教育調査研究所，1985）は問題が変更されてい

る。また，新たに製作・修正された問題は第一部（語章

チェック）で使用している語棄を用いて文が製作されて

いる。問題８０問に対して各々４種類の解答選択肢が準

備されている。選択肢の内容は，基本的にはＴROG

(Ｂｉshop,1989）と同様の内容が採択されているが，日本

語において選択肢内に同音異義語が存在する場合(採っ

ています･盗っています）は内容が一部変更されている。

なお，解答図版に使用されている選択肢の絵は，日本人

の幼児・児童が親しみやすいイラストへと全面改訂され

ている。

手続きテストはＴＲＯＧ（Bishop,1989）の手続きに従

い，保育園児・幼稚園児には第一部（語章チェック）と

第二部（文の理解テスト）を個別テスト方式で実施し，

小学生には第二部のみを１クラス単位の集団テスト方式

で実施した。各問題は，第一部・第二部ともに検査者が

問題を１問ずつ読む聴覚モードで提示された。解答は，

第一部の名詞部門では１つの絵に対して被検児による命

名にて解答を要求し，第一部の動詞部門と形容詞部門，

ならびに第二部では，検査者が口頭で読んだ問題に対し

て，被検児が問題と一致する絵を選択肢の中から１つだ

け選択するよう要求された。解答の記録方法は，個別テ

スト方式では，第一部の名詞部門において，被検児が命

名した語棄の名称を検査者が記録用紙に記入した。第一

部の動詞部門と形容詞部門，第二部については，被検児

が指差した選択肢の番号を検査者が記録用紙に記入し

た。集団テスト方式の記録は，第二部のみを対象とし

て，被検児は，解答用紙の該当する問題番号下に記載さ

れている絵の番号のうち，問題文と一致する番号にまる

をつけて解答するよう要求された。なお，被検児から復

唱の要求があった場合は検査者が問題を文頭から復唱し

た。所要時間は個別方式では１人あたり約20分，集団

方式では１クラスあたり約40分であった。

分析方法第一部（語童チェック）は第二部（文の理

解テスト）で使用している語章を就学前幼児が理解でき

るかどうかを検査するものであるが，設定された語棄を

理解できない被検児はいなかった（被検児のなかには，

本テストが正答とする命名を表出できない場合もあった

が，第一部終了後，検査者が口頭で読んだ語章に対して

指差しにて解答できない被検児はいなかった)。そこで，

本論文ではJ､COSS第三版の第二部を分析対象として用

い，各項目内の４問をすべて正答した場合にその項目を

通過したとみなした。

結果

1．通過率から見た文法発達の順序性

項目ごとに通過した被検児が全体に占める割合を通過

率とし，通過率を高い順に並べ変えたものがＴａｂｌｅ３で

ある。通過率は高い方から名詞（項目Ａ）99.8％，形容

詞（項目Ｂ）９８．３％，動詞（項目Ｃ）９６．８％，二要素結合

文（項目Ｄ)95.1％となった。一方，主部修飾（中央埋込

型）（項目Ｔ）（24.2％）の通過率は低かった。また，通

過率の間にあまり差が認められない項目もあった。

被検児ごとの項目通過数をもとにスケイログラムを作

成した結果，尺度分析の再現率は0.88となり，文法２０

項目の発達の順序性は信頼できるものであった。

2.学年別平均通過率から見た文法獲得時期

学年別平均通過項目数をｍａｂｌｅ４に示す。この学年別

通過項目数に差があるかどうかを検討するため一要因の

分散分析を行ったところ，学年間に有意な差が認められ



項目

１４９

年グループの通過率が50％以上の項目における通過率

順序に対してスピアマンによる順位相関係数を求めた。

その結果，年少から年中グループにおける項目Ａから項

目Ｆの順序と平均通過率の順序との相関係数はγ＝1.00,

年長グループにおける項目Ａから項目Ｈの順序とはγ＝

､99,小学１年から２年グループにおける項目Ａから項目

Ｑならびに項目Ｒの順序とはγ＝､97,小学３年から６年

グループにおける項目Ａから項目Ｒの順序とはγ＝､９２と

なり，いずれの学年グループにおける発達の順序‘性も全

体的通過率から見た文法発達の順序‘性との間に0.9以上

の高い相関関係が示された。従って，通過率が50％以

上という基準を用いて文法獲得時期を検討した場合に

は，全体の平均通過率による順序性と学年グループごと

の通過率による順序’性との間には同様の文法発達の順序

’性がある可能性が示唆された。

3.選択率から見た文理解の発達過程

Ｊ､ＣＯＳＳ第三版では，各項目で設定された問題４問に

対して各々４種類の選択肢が設定されている（正答１＋

誤答３)。そこで，構成要素数．視点の置き方・語順方

略と助詞方略・文の構造・接続助詞の５機能に注目し，

学年グループごとの選択率の推移を分析した（'Elble5)。

その結果，全体的に学年グループが上昇するに伴い誤反

応が減少し，正答へと収束する傾向が示された。そこ

で，被検児がどのように問題を解釈しているかという文

理解の発達過程を検討するため，５つの機能別に選択肢

Table３項目別通過率の順位と学年グループ別通過率

J・COSS第三版を通してみた幼児期から児童期における日本語文法理解の発達

小学

項目平均通過率年少~年中年長1-2年3-6年

64.6

28.1

４．０

３．３

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｊ
Ｏ
Ｌ
Ｎ
Ｋ
Ｑ
Ｐ
Ｒ
Ｔ

100.0

９８．６

９４．６

９４．６

８９．２

８５．１

７９．７

６２．２

０
３
３
５
４
９
４
８
０
２
０
０
９
４
１
２
１

●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●

０
６
５
３
４
６
４
８
６
２
６
２
２
５
０
８
５

０
９
９
９
９
８
９
８
８
８
８
７
７
６
７
６
５

１ ０
０
０
２
６
２
２
７
５
１
３
７
４
３
４
１
４
２
１

●
●
●
●
、
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｂ
●
●

０
０
０
８
７
８
８
４
０
４
２
１
６
２
６
１
３
５
５

０
０
０
９
９
９
９
９
９
９
９
８
８
９
８
９
８
８
７

１
１
１

８
３
８
１
１
９
６
５
８
６
６
２
９
４
２
５
５
８
３
２

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

９
８
６
５
２
８
８
０
４
３
０
７
６
６
４
３
７
３
３
４

９
９
９
９
９
８
８
８
７
７
７
６
６
６
６
６
５
５
５
２

５
０
０
０
０
５

●
●
●
●
●
●

７
５
０
５
５
７

９
９
９
８
６
５

ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｎ
ｕ
旧
哩
妬
肥
Ⅳ
肥
岨
別

17.4

17.8

18.3

18.2

０
０
０
０
５
５
０
０
５
５
０
５
０
０

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

５
５
５
０
２
２
５
０
７
２
０
７
０
０

４
２
２
２
１
３
１
１
１

正答

動詞の誤り

名詞(述部)の誤り

名詞(主部)の誤り

６
２
３
５
５
４
４
９
３
５
３
４

●
●
●
●
●
●
●
。
●
●
●
●

４
９
４
０
０
２
８
８
０
３
０
５

４
３
２
４
４
３
２
１
２
１
２

５
６
９
０

●
●
●
●

６
２
０
０

９

43.9

53.3

５
５
０
０

●
●
●
●

９
０
０
０

９

13.1４０．８

95.3

２．７

１．０

０．３

注．下線部より上は各学年グループの通過率50％以上。

Table4学隼別平均通過項目数と学年グループ

Ｆ

学年グループ学年平均通過項目数

５
０
３
２

●
●
●
の

８
１
０
０

９

年少

年中

年少一年中 5.5

8.1

96.7

３．１

０．２

０．０

Table５学年グループ別選択率(％ﾉの推移年長年長 1０．３

97.1

２．６

０．０

０．１

69.8

18.4

９．２

２．６

小学１－２年小学１年

小学２年

15.0

15.4

小学

年少~年中年長1-2年3-6年

85.8

12.5

１．０

０．０

正答

受動関係の誤り

動詞の誤り

名詞の誤り

注．各項、の数値は上段より，正答，反応１，反応２，反応３。

小学３年

小学４年

小学５年

小学６年

小学３－６年

62.5

33.8

１．７

０．０

42.5

37.4

11.0

４．８

86.5

12.8

０．２

０．０

Ｒ 45.2

18.6

20.7

８．８

80.1

８．６

６．２

２．０

29.2

23.6

24.9

13.1

Ｈ 正答

Ｙを述部とつなげる誤り

Ｘを述部とつなげる誤り

動詞/形容詞の誤り

50.1

23.3

23.6

２．５

40.2

24.0

22.3

１０．５

Ｌ

82.0

14.0

２．３

１．２

57.8

25.3

６．４

６．１

Ｔ 正答

主部修飾を述部とつなげる

受動関係/格助詞の誤り

反応1＋反応2の誤り

た（Ｆ[8,389]＝82.31,’＜､01)。また，テューキーの多重

比較により，年少と年中，小学校１年と２年，小学校３

年から６年の間を除く各グループ間に有意な差が認めら

れた。そこで，通過項目数に差が示されなかった学年を

まとめて学年グループを４つに分類した。

各学年グループにおいてどのような文法項目が理解で

きるようになるかという獲得時期を明らかにするため，

学年グループごとの各項目別通過率をT1able3に併せて

示した。また，各学年グループで50％以上の通過率が

示された項目をそのグループにおける獲得項目として基

準を定め，この操作的基準の境界項目に下線を入れた。

そして，全体の平均通過率から見た文法発達の順序性と

学年グループごとの通過率による順序'性との間に関係が

あるかどうかを検討するため，全体の通過率順序と各学

92.2

６．０

１．３

０．４

正答

格助詞の誤り

助詞を無視した誤り

名詞(主部)の誤り
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の内容を分析した。

第一に，構成要素数に関する項目として三要素結合文

（項目Ｆ）を取り上げる。年少から年中グループにおけ

る選択率は正答が80％以上示されており，この項目の

誤答は３種類の誤反応を併せても２５％以下であった。

第二に，視点の置き方に関する項目として受動文（項

目Ｌ）を取り上げる。年少から年中グループにおける選

択率は正答が42.5％であり，この時期に受動文を正し

く理解できる被検児は半数にも達していなかった。誤反

応としては，反応１（受動関係の誤り）が正答に次いで

多く選択されており，この学年グループでは，受動文を

理解する場合に動作者と被動作者を逆に解釈している被

検児が多い。このような誤反応は，年長グループでも

30％以上選択されているが，就学後に減少し，受動文

の正答率が80％以上に達する発達過程が示された。

第三に，助詞方略に関する項目として格助詞（項目Ｒ）

を取り上げる。年少から年中グループにおける選択率は

正答が45.2％であり，この時期に格助詞を正しく理解

できる被検児は半数にも達していなかった。誤反応とし

ては，他の学年グループであまり選択されない，助詞を

無視した誤り（上・中・下の空間用語や助詞を無視する

誤り）も示された。また，就学前の２グループに共通し

た誤反応として，格助詞の誤り（位置や目的を表す格助

詞を認知できるがその意味を誤って解釈する誤り）が選

択されていた。つまり，正答の選択に次いで，年少から

年中グループでは助詞を無視した誤りと格助詞の誤りの

両誤反応が示され，その後，年長グループでは格助詞の

誤りが多く示される傾向があった。このような誤反応は

就学後に減少し，正答率が80％以上に達する発達過程

が示された。

第四に，文の構造に関する項目として主部修飾（中央

埋込型）（項目Ｔ）を取り上げる。正答の選択率は全体的

に低く，小学３年から６年グループにおいても７０％以

下であった。誤反応としては，小学１年から２年グルー

プまでは反応１（主部修飾を述部とつなげる誤り）や反

応２（受動関係・格助詞の誤り）が20％以上選択される

傾向があった。

第五に，接続助詞の機能に関するＸだけでなくＹも

(項目Ｈ）を取り上げる。年少から年中グループにおけ

る選択率は正答が50％以上示されているが，反応１（文

頭の名詞を無視して文末のもっとも近い名詞句を主語と

解釈：Ｙを述部とつなげる）を選択する誤反応も２８％示

され，その後，年長グループにおいて，正答率が80％

以上に達する発達過程が示された。

考察

１．項目別通過率から見た文法発達の順序性

ＴＲＯＧ（Ｂｉshop,1989）では，文法理解の発達の順序性

は各項目の通過率が高い方から順に獲得されると考えて

いる。また，本調査では尺度分析の再現率が0.88と信

頼できる範囲であったことから，Ｊ・COSS第三版に含まれ

る２０項目は通過率が高い方から低い方へと階段状に文

法理解における発達の順序性が一定である可能性が示唆

された。つまり，通過率の高い項目が理解できるように

なる時期は通過率の低い項目よりも早く，ビネー式知能

検査（Ｂｉnet＆Simon,1954/1977）や日本版WISC-Ⅲ（日

本文化科学社,1991/1998),ＴROG,Ｌ'ECO.S・SＥ（Lecocq，
1996）と同様，被検児全員に全検査問題を実施する必要

はなく，年齢により開始問題を段階的に調整できる可能

性が示唆されたものと考えられる。

項目別通過率を見ると，語棄レベルの理解を扱った名

詞（項目Ａ）・形容詞（項目Ｂ）・動詞（項目Ｃ）は通過率

が95％以上あり，ＴROG（Bishop,1989）やＬ'E・CO.S・ＳＥ

（Lecocq,1996）でも同様の傾向が示されている。もちろ

ん，文レベルの理解は語棄レベルを理解して初めて通過

できるものであり，名詞や形容詞，動詞は発達段階の初

期に獲得されていなければならない項目である。それを

支持する結果がJ､COSS第三版でも示されたと考えられ

る。また，名詞の通過率が最も高くなる傾向は，英語版

やフランス語版文法理解テストと同様の結果であり，英

語（Naigles,1997）や日本語（小椋,1999）の初期発話調

査からも支持される結果であった。しかし，動詞と形容

詞の通過率から見た発達の順序性については３言語間で

異なっている。その理由として，Ｊ・COSS第三版や

ＴROG，Ｌ，E､CO.S､ＳＥでは各項目に対して問題が４問ず

つしか設定されていないため，４種類の語糞のみで発達

の順序'性を検討するには十分なデータではないこと。ま

た，年少児でもこれらの項目の通過率が90％以上あり，

既に大多数の被検児が理解可能な段階であった可能性が

示唆される。そのため，これら語重レベルにおける発達

の順序性については本論文では検討せず，産出データに

もとづく多くの詳細な研究に委ねることとする。

それでは，文法発達の順序性はどのような要因によっ

て規定されるのだろうか。林部（1979）は，文は単純な

ものから複雑なものへと発展することを示している。ま

た，大久保（1984）は，文構造の複雑性は一文が長くな

るとともに文の構造が質的に複雑になることであると考

えている。そこで，われわれは構成要素数．視点の置き

方・語順方略と助詞方略・文の構造・接続助詞の５つの

機能に着目し，各機能に該当する項目について複雑性に

よる文法発達の順序性を検討した。

第一に，構成要素数に関する項目を抽出したところ，

通過率は二要素結合文（項目Ｄ)95.1％＞に要素結合文

の）否定文（項目Ｅ）９２．１％＞三要素結合文（項目Ｆ）

88.9％＞多要素結合文（項目Ｓ）73.6％の順序となった。

つまり，文を構成する要素数が多くなるに従い通過率は
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低くなっており，大久保（1984）による文構造の複雑'性

は一文が長くなることであるという考えを支持するもの

である。従って，文法発達の順序'性は構成要素数による

複雑'性が影響しているものと考えられる。しかし，項目

Sは，Ｊ､COSS第三版の20項目中もっとも句の数が多い

問題文が設定されているが，それよりも句の数が少ない

位置詞（項目Ｊ）や比較表現（項目Ｎ）に比べて通過率は

高くなっている。そのため，構成要素数以外にも文法発

達の順序'性を規定する要因があることが示唆される。

第二に視点の置き方に関する項目を抽出したところ，

動作主に視点が置かれた置換可能文（項目Ｇ）（88.6％）

と視点がその他に置かれた受動文（項目Ｌ）（66.4％）が

該当し，後者の方が通過率は低かった。文の理解は視点

が主語（動作主）に置かれている場合よりも主語以外に

置かれている方が複雑になる（林部，1979)。従って，

文法発達の順序'性は視点の置き方によっても規定されて

いる可能性が示唆された。

第三に，文処理における語順方略と助詞方略に関する

項目を抽出したところ，位置詞（項目Ｊ）（67.2％）と比

較表現（項目Ｎ）（64.2％)，主語と目的語が逆順の問題

を含んだ格助詞（項目Ｒ）（53.3％）が該当し，格助詞の

通過率がこれらの項目内では低かった。文を理解する場

合に語順を手がかりとする方略は全言語に共通する普遍

的特徴であるが，助詞を手がかりとする方略は日本語に

固有の特徴であり，後者の方が複雑になる（林部，

1979)。従って，文法発達の順序性は文の処理方略によ

る複雑'性によっても規定されている可能性が示唆され

た。ところで，視点の置き方や語順方略・助詞方略に関

する項目は二者間の関係を扱った項目である。そこで，

これら５項目の通過率を見ると，高い方から，置換可能

文（項目Ｇ）（88.6％）＞位置詞（項目Ｊ）（67.2％)，およ

び受動文（項目Ｌ）（66.4％)＞比較表現（項目Ｎ）（64.2

％)＞格助詞（項目Ｒ）（53.3％）であった。格助詞“に'，

や“を”を含む文は受動文よりも再生率が高く（田中，

1978)，格助詞の中では位置詞の後に比較表現が獲得さ

れる（田中，1977)。つまり，２者間の関係を扱う文理解

の発達の順序性は，動作主に視点が置かれた項目Ｇの

後に，語順通りに文を理解することが可能な項目J，お

よび，動作主以外に視点が置かれた項目Ｌが獲得され，

その後，項目Ｎが続き，最後に個別言語の特徴である

語順にたよらず助詞だけで文を理解しなければならない

項目Ｒを獲得するという発達の順序'性が示された。従っ

て，文法発達の順序性は処理方略によっても規定されて

いる可能性が示唆された。

第四に，文の構造に関する項目を抽出したところ，通

過率は高い方から，主部修飾（左分枝型）（項目Ｏ）

66.9％＞述部修飾（項目Ｑ）57.59'(､＞主部修飾（中央埋込

型）（項目Ｔ）24.2％となった。項目Ｏは主語を修飾する

成分がその前に配置され，主語と述語が続く文構造であ

る。項目Ｑは述語を修飾する成分がその前に配置され，

主語と述語が続かない。さらに，項目Ｔは主語を修飾す

る成分がその後ろに配置され，主語と述語の間に節が挿

入された中央埋込構造である。複雑な階層構造の文は一

方向に枝分かれする線状文よりも記憶負荷量が大きく理

解が困難である（Blauberg＆Braine,1974;Fbdo喝Bever）

＆Garrett，1974/1982;小坂，1999)。また，ＴROG（Bish‐

op,1989）やＬ'E､CO.S・SＥ（Lecocq,1996）においても，
このような中央埋込型の階層構造文の通過率は低くなっ

ている。従って，文法発達の順序’性は文の構造によって

も規定されている可能性が示唆された。

最後に，接続助詞の機能に関する項目を抽出したとこ

ろ，ＸだけでなくＹも（項目Ｈ）（80.5％)，ＸだがＹはち

がう（項目Ｉ）（74.8％)，ＸもＹもちがう（項目Ｍ）

(70.6％）が該当する。これらはＴＲＯＧ（Ｂｉshop,1989）

で設定されているnotonlybutalso（項目Ｈ）やnotｂｕｔ

(項目Ｉ），neithernor（項目Ｍ）を日本語に訳したもの

であるが，日本語版とは異なり，ＴROGではnotbutの

項目がnotonlybutalsoの項目よりも容易な項目として，

項目順序が先に設定されている。つまり，同じ文法項目

に対して英語版とその日本語訳を用いた日本語版とでは

通過率の順序が逆転している。その理由として，英語版

ではnotonlybutalsoが否定表現のバリエーションとし

て否定を表すnotを含んでいるにもかかわらず，総合的

には肯定的な意味を持つイディオムの理解を評価する項

目であるのに対し，Ｊ､COSS第三版では“ＸだけでなくＹ

も'，という肯定表現のみで訳された問題の理解を評価す

る項目である。このような翻訳の違いが，日本語版では

Ｈ項目が他の２項目よりも理解が容易になった要因では

ないかと考えられる。イディオムは文化の中で形成され

た日常生活のことばの一部であり（Brook,1981/1986)，

英語におけるイディオムとその日本語訳では困難度が異

なる可能性が本調査結果でも示唆された。そこで，これ

ら３項目の接続助詞の機能を比較すると，Ｈ項目は肯定

表現同士を接続し，Ｉ項目は肯定表現と否定表現を接続，

Ｍ項目は否定表現同士を接続しており，日本語版では，

否定表現が多くなるに従い通過率は低くなっている。

従って，日本語の接続助詞は，肯定表現の接続から否定

表現の接続へと文法発達の順序’性が規定される可能性が

示唆されたものと考えられる。

２．学年グループ別通過率から見た文法項目の獲得時期

各学年グループにおいてどのような文法項目が獲得さ

れるかを検討するため，通過率が50％以上という操作

的基準を定め，基準以上の項目について獲得時期を検討

する。

年少から年中グループにおいて，基準以上の通過率が

示された獲得項目としては名詞（項目Ａ）や形容詞（項
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目Ｂ)，動詞（項目Ｃ)，二要素結合文（項目Ｄ)，否定文

（項目Ｅ)，三要素結合文（項目Ｆ）が該当した。語黄レ

ベルの理解を評価するＡ・Ｂ．Ｃ項目の通過率はかなり

高く，この時期これらの項目は既に理解可能な段階で

あったと考えられる。次に，項目Ｄについて，宮原・

宮原（1975）によると，発話において格助詞が欠如した

電報文は１８ヶ月ごろから始まるというが，格助詞を含

む２文節や３文節の認知は３歳以上で75％以上が正答に

達することが示されている（田中，1979)。今回の結果

は年少と年中を合わせた学年グループについて検討した

ものであるが，Ｊ,COSS第三版においても二要素結合文

は，田中の研究と同様の獲得時期が示され，年中までに

大多数の被検児が理解可能であった可能性が示唆され

た。また，項目Ｅについて，綿巻（1977）は１歳９ケ月

以降に否定表現“ない，’の使用が増加することを，秦野

（1984）は２歳中頃より“ちがう”の使用増加を示してい

る。Ｊ,COSS第三版では否定表現として“ません”を扱っ

ているが，否定文の理解は“ない'，や“ちがう''，“ませ

ん”という異なる否定表現であっても年中時までに獲得

している可能性が示唆された。さらに，項目Ｆについ

て，小村（1976）は３語文の発話は２歳ごろから観察さ

れることを示しているが，発話では助詞が省略された場

合でも文の意味の伝達が可能であるため，名詞と格助詞

を含む４文節を正しく認知できるのは４歳以上という研

究もある（田中，1979)。Ｊ､COSS第三版は受容的文法能

力を評価するものであり，内容的には田中の研究に準じ

るものである。つまり，三要素結合文は，田中と同様，

年中時に獲得する項目である可能性が示唆された。

年長グループにおいて，基準以上の通過率が示された

獲得項目としては置換可能文（項目Ｇ）やＸだけでなく

Ｙも（項目Ｈ）が該当した。

小学１年から２年グループにおいて，基準以上の通過

率が示された獲得項目は急激に増加し，ＸだがＹはちが

う（項目Ｉ）や多要素結合文（項目Ｓ)，ＸもＹもちがう

(項目Ｍ)，位置詞（項目Ｊ)，主部修飾（左分枝型）（項目

Ｏ)，受動文（項目Ｌ)，比較表現（項目Ｎ)，数詞（項目

Ｋ)，述部修飾（項目Ｑ)，格助詞（項目Ｒ）が該当した。

この就学後の時期に獲得項目数が急増することは，小学

校における国語教育の始まりが反映された可能性が示唆

される。次に，各獲得項目を考察すると，項目Ｓについ

て，田中（1979）は５文節の再生が50％以上の正反応に

達する時期は５歳以上であることを示しており，Ｊ・COSS

第三版においても同様の獲得時期が示された。また，項

目Ｊについては，田中によると４歳で位置詞“に”やそ

れよりも難度の高い格助詞“を，，を含む４文節の再生が

可能であることを示しているが，Ｊ・COSS第三版におけ

る獲得時期はそれよりも２年ほど遅い。そこで，両研究

で扱われた問題を比較してみると，田中は主部にお母さ

んなどの有生名詞を使用した動作を伴う文であるが

（例：お兄さんが山に行った)，Ｊ､ＣＯＳＳ第三版では主語

に丸や四角という無生名詞を使用した位置に関する文が

含まれている。Ｊ､COSS第二版では，動作主が人物か動

物かによって受動文の正答率に差が生じ，人物が動作主

と解釈される誤反応が多く見られた（中川・小山，

1999)。これは，文の解釈が動物よりも人を中心に行わ

れやすいことを示唆するものであり，主語に無生名詞を

用い動作を伴わない場合は，有生名詞を用い動作を伴う

文よりも位置詞の理解が困難になり，田中よりも獲得時

期が遅くなったと考えられる。項目Ｋについては，小

学１年の秋に国語（学校図書,2000）で学習するもので

あり，就学後の学習によりこの項目が獲得された可能性

が示唆される。項目Ｒについて，瓜生（1995）は“を”

は“に”よりも先行して獲得され，５歳児でも“に”の意

味が正確に判断できない場合があるという。また，日本

語における文理解の処理方略として，発達段階初期には

語順が，その後は助詞方略が手がかりとして用いられる

という（秦野，1980)。Ｊ・ＣＯＳＳ第三版ではこの項目の獲

得が瓜生よりも少し遅れた獲得時期となっているが，語

順にたよらず格助詞のみで文を理解する場合は難度が上

昇し，獲得時期が遅くなる可能性が示唆されたのではな

いだろうか。これまでの研究は日常生活の自然場面で観

察された格助詞の初期表出時期であるのに対して，

J､COSS第三版では受容面での文法理解をテスト形式で

評価している。このような観測状態の違いが，瓜生の研

究よりも獲得時期が遅くなった要因ではないかと考えら

れる。

小学３年から６年グループにおいて，基準以上の通過

率が示された獲得項目としては複数形（項目Ｐ）が挙げ

られる。しかし，この項目の獲得時期は，ＴROG（Bish‐

op,1989）やＬ，ECO.S､SＥ（Lecocq'1996）と比べるとか
なり遅い。英語の加算名詞は単数と複数の違いにより形

態が変化するが，日本語の名詞は指示対象の数的違いに

より形態が変化することは少ない。日本語でも複数形が

全く存在しないわけではないので，Ｊ・COSS第三版では

接辞“たち”が複数形として採択されている。しかし，

日本語の名詞は指示対象の数的あり方に無関心な傾向が

あり（仁田，1999)，被検児は接辞への感受性に乏しく，

この項目の獲得時期が遅くなったのではないかと考えら

れる。日本語の複数形は形態変化の機能を持たないた

め，この項目をJ・COSSに採択すべきかどうかについて

は今後更なる検討が必要である。

最後に，主部修飾（中央埋込型）（項目Ｔ）は小学３年

から６年グループにおいても獲得基準である通過率

50％を越えることはなく，難度の高い項目であった。

このような傾向はＴＲＯＧ（Ｂｉshop,1989）でも示されてお

り，小学生では中央に補文が埋め込まれた複雑な階層構
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造をまだ正確に理解することはできない可能性が示唆さ

れた。

全体的に，通過率50％を獲得項目の操作的基準とす

ると，学年グループ別獲得項目と従来の研究とはほぼ同

様の獲得時期が示されたと考えられる。獲得時期が多少

遅くなる傾向はあるものの，これは，本研究では問題を

細部まで聞き取らなければ正答を選択できない受容面で

の文法理解を評価しているという課題の違いが，従来の

自然場面での発話調査よりも獲得時期にずれを生じさせ

た要因ではないかと考えられる。また，手続き上の問題

として，Ｊ・COSS第三版では解答選択肢を４種類提示し

たことによる記'億への負荷量増大が誤反応を導き，獲得

時期が遅くなる一因になったのではないかと考えられ

る。Ｂｉshop（1979）は受容面と表出面の言語能力は両者

が同等，もしくは受容面の方が言語能力は優れていると

考えているが，本調査結果を見る限りでは，受容面での

文法理解は表出可能な時期よりも獲得時期が遅くなる可

能性が示唆された。

3.選択率から見た文理解の発達過程

構成要素数．視点の置き方・語順方略と助詞方略・文

の構造・接続助詞の５機能について，項目別に解答選択

肢の選択率の推移から，文理解の発達過程を検討する。

第一に，構成要素数に関する三要素結合文（項目Ｆ）

では，年少から年中グループで既に80％以上が正答を

示しており，この項目は年少時までにおおむね正しく文

を理解している可能'性が示唆された。従って，本研究の

対象児において，要素数が３までの文は記'億への負荷は

あまりないと考えられる。

第二に，視点の置き方に関する受動文（項目Ｌ）では，

就学前の２グループにおいて受動関係を誤って解釈する

誤反応が正答に次いで多く示されている。これは，国立

国語研究所（1977）の研究において可逆可能な受動文の

理解が６歳後半でも困難であるという結果と一致する傾

向であった。従って，就学前の幼児で見られる受動文の

誤りは，動作者と非動作者を反対に解釈している可能性

が示唆された。

第三に，助詞方略に関する格助詞（項目Ｒ）では，年

少から年中グループにおいて助詞を無視した誤反応が示

されている。田中（1979）は３歳児の再生実験において

格助詞の脱落が多く見られることを示しているが，この

ような誤反応は年長以降に少なくなる傾向があった。つ

まり，年少から年中グループでは助詞を無視して文を解

釈している被検児がいる可能性が示唆される。また就学

前には，位置や目的を表す格助詞を認知できるがその意

味を誤って解釈する格助詞の誤りも示されており，この

ような誤反応の段階を経て，被検児は就学後に文を正し

く理解できるようになるものと考えられる。

第四に，文の構造に関する主部修飾（中央埋込型）（項

目Ｔ）では，小学１年から２年グループまでは反応１（主

部修飾を述部とつなげる誤り）や反応２（受動関係・格

助詞の誤り）の誤反応が各々２０％以上選択された。

TROG（Ｂｉshop,1982）やJ・ＣＯＳＳ第一版（中川・内田，

1997）において，複雑な文構造を解釈する場合には，反

応１のように文頭を無視して文末の述語に最も近い名詞

句を主語として解釈する誤反応（例：問題７７では鉛筆

が赤いと解釈する－Figurel参照)が多く示されている。

しかし，本研究では，反応２の受動関係や格助詞の誤り

も反応１と同程度選択されている。従って，文の構造が

複雑になり文構造の理解が困難になると，構造を誤って

解釈する被検児に加え，受動関係や格助詞を誤って解釈

している被検児がいる可能性が示唆された。

第五に，接続助詞の機能に関するＸだけでなくＹも

(項目Ｈ）では，年少から年中グループにおいて反応１

(文頭の名詞を無視して文末のもっとも近い名詞句を主

語と解釈：Ｙを述部とつなげる）の誤反応が正答に次い

で多く示されている。このような誤りは文理解の誤った

方略であり，複雑な文構造を解釈する場合にも示された

ものである。すなわち，この時期には文頭を無視して文

を解釈する被検児がいる可能性が示唆されたといえる。

4.今後の課題

本研究は，日本語を母語とする３歳から１２歳にかけ

ての幼児期から児童期に見られる文法発達の順序'性とそ

の特質についてJ・ＣＯＳＳ第三版を用いて横断的に調査を

行った。その結果，尺度分析の再現率が0.88であった

ことから，日本語文法20項目は通過率の高い方から低

い方へと階段状に文法理解における発達の順序'性が一定

である可能性が示唆された。また，文法20項目の獲得

時期を，各学年グループにおいて通過率が50％以上と

いう操作的定義から検討した結果，従来の研究と同様，

もしくは，少し遅れた獲得時期が示されたが，これは課

題や手続きの違いが反映されたものと考えられる。さら

に，誤反応分析からどのように文を誤って解釈している

かの文理解の発達過程を検討することができた。

言語に問題を抱える人の中には受動文や前置詞の理解

が困難であり（Bishopl979,1997)，隔絶した環境で育っ

た児童は訓練後も受動文を理解できない（秦野，1980)。

また，特異的言語発達障害：SLI（Ｂｉshop,1994）や失語

症者（Hesketh＆Ｂｉshop,1996）では語の形態変化に問題

が認められる。このように多種多様な文法の障害に対応

するため，これらの項目を含んだテストを用いて基本的

な言語能力を評価し，個々人の能力に応じた最適な支援

方法を検討するなどの臨床的・教育的研究を行う必要が

ある。本論文では，多種類の文法項目を同様の手続きで

一括して評価できるJ・ＣＯＳＳ第三版を用い，日本語文法

理解における発達の順序'性とその特質を評価することが

できたものと考えられる。今後は，言語に問題を抱える
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人たちの発達水準の評価とその支援方法を検討する必要

が示唆される。
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乳幼児表I情写真（|FEELPictures）を用いた母親の情緒応答性の測定

子どもの性差・人数・年齢が与える影響

長屋佐和子
(中京大学大学院心理学研究科）

０～２４ケ月児の母親（120名）を対象として，自身の子どもの性別・数・年齢が乳幼児表情写真（IFEEL

Pictures）に対する‘情緒読み取り傾向に与える影響について検討した。その結果，（１）‘情緒読み取りには

子どもの性差の影響が認められ，息子をもつ母親に比べて娘をもつ母親のほうが受動的な情緒（｢恥」・

｢注意｣）の読み取りが多い，（２）子どもが１人の場合は息子をもつ母親のほうが「不満」に注意を払う傾

向があり，子どもが複数の場合は娘をもつ母親のほうが受動的情緒（｢恥」・「注意｣）の読み取りが多い，

(3)子どもの数にかかわらず，息子をもつ母親は子どもの年齢が高くなるほど「自己主張」および肯定的

情緒を多く読み取る傾向があるが，娘の場合にはそのような関係が見られない，（４）子どもが複数の場

合，息子との関係では，子どもの年齢が高くなると「対象希求」が増加，「我慢」が減少する傾向がある，

などの所見が得られた。従来の観察研究によれば，母親は息子との間に肯定的な関係性を維持する傾向

があるのに対し，娘との間では多様な情緒による相互作用が行われる，とされてきた。本研究の所見か

ら，母子の行動上の特徴だけでなく，母親側の認知側面においても同様の傾向が確認された。このよう

に母親の認知面に注目することによって，今後さらに母子相互作用の様相が明らかになると同時に，そ

の所見の臨床場面への応用が可能になると思われる。

【キー・ワード】情緒応答性，lFEELPictures，母子関係，性差，同胞葛藤

問題

情緒応答性の概念

母親一乳児間の情緒的な相互関係は，乳児に対する母

親の支持的態度と，それによって発達する子どもの自律

性として記述されてきた（Biringen＆Robinson,1991)。

MahlenPine,＆Bergman（1975）は，身体機能の発達に

伴って，乳児が母親のもとを離れて探索を行うようにな

るとき，母親の支持的態度は子どもに対する励ましと受

容の信号であり，子どもの自律性の発達を促進する機能

があると述べている。またAinsworth,BlehaEWaters,＆

Wall（1978）は，母親側の要因として感受性を重視し，

それを「乳児が発する信号を正確に感受し的確に反応す

る能力」としている。Ｅｍｄｅ（1980）は，母親による子ど

もの受容を包括して「情緒応答性」と呼んだ。これは，

上に述べた，子どもの探索行動に対する支持的態度と，

子どもの多様な情緒に対する敏感さを表している。

初期には，情緒応答'性は母親の表出行動に焦点をあて

て論じられる傾向があったが，次第にそれが母子二者関

係における‘情緒的コミュニケーションの重要な側面を示

すものであるとする見方が支配的になった。

Biringen＆Robinson（1991）は母子双方の情緒応答性

に注目し，母親側の感受‘性と非侵入性，子ども側の母親

への反応性と母親に対する関与の促しを構成要素に挙げ

ている。母親の感受性とは，子どもから発せられる手が

かりに対する的確な解釈と適応的な反応を指し，非侵入

性とは，相互作用において母親が示す主導'性の程度を示

すものである。また，子ども側の反応性とは，母親の働

きかけに対する子どもの反応を示し，母親の感受性に対

応するものである。子どもによる関与の促しとは，母親

を相互作用に引き込むための子どもの努力と能力を示

す。これらの定義からも明らかなように，情緒応答性は

母子間の連続した相互作用に注目するものに変化してき

たと言える。

Ｅｍｄｅ（2003）は，このような情緒応答性によって母

子双方が多様な'情緒を表出するようになり，そのことが

正常な行動発達を示すものであるとしている。さらに彼

は，情緒応答'性が対人関係の文脈や情緒読み取りの個人

差の影響を受けることを指摘している。特に母親の情緒

応答性に偏りがある場合，例えば母親が子どもの苦痛な

経験を否認すると，子どもはそうした情緒的経験を回避

するようになり，ひいては人格の障害を引き起こす可能

'性があるとしている。

このように相互作用の重要な側面として，情緒の読み

取りという認知機能の重要性が指摘されている。それに

もかかわらず，母子相互作用研究の多くは，情緒の表出
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に焦点をあてた観察の手法に依存しがちであった。

子どもの性別による母子関係の相違

母子関係性に重要な影響を与えるものとして，子ども

の性別が挙げられる。Hinde＆Stevenson-Hinde（1987）

は生物学的な性差がその基底にあり，母親のステレオタ

イプがそれを拡張する方向に影響を与えるとしている。

Chodorow（1981）は精神分析的立場から，「母親は娘

が自分とは別個であるという体験」をもたず，「一体で

あり連続しているという感じ」をもつが，息子は異性で

あるために「母親からすでに分化したものとして体験」

されると述べている。Gilligan（1982）は，女性の自己概

念は人間関係に埋め込まれているが，男性の自己概念に

は自他の明確な境界がある，としている。このような観

点から，息子は娘よりも母親との相互作用において自律

的（Mahlereta1.,1975;Biringen,Robinson,＆Ｅｍｄｅ，

1994）であり，母親と娘の関係は母親と息子のそれより

も共感的・融合的であると考えられてきた（Chodorow）

1981)。

子どもの性別による母子関係の違いは，さまざまな観

点から実証的に研究されてきた（Biringen,Ｅｍｄｅ,＆

Pipp-Siegel,1997;Biringen＆Robinson,1991)。

これらのうち，情緒応答‘性を指標として行われたもの

には，生後１８ケ月～２４ケ月の乳児を対象としたRobin‐

so､,Little,＆Biringen（1993）による研究があり，母親

は息子に対して肯定的な情緒によって相互作用を行う傾

向があるが，娘とは情緒の共有がより重視されることを

示した。彼らは，そのような母親の，情緒応答'性の違い

が，後の性差の形成に影響を与えるとしている。Birin‐

gen,Ｅｍｄｅ,Brown,Ｌｏｗｅ,Myers,＆Nelson（1999）は，
９ケ月～１４ケ月の乳幼児とその母親を対象に研究を行

い，母親は娘よりも息子に対して情緒的に調和するよう

に接し，不協和や対立を減らすように注意を払うことを

示した。母親一娘では肯定的・否定的な相互作用が混在

している一方，母親一息子では「一緒にいればすべてよ

し」といった相互作用が行われている。これらの結果か

らBiringenらは，「いくつかの点で娘は，息子よりもや

や乱暴な相互作用を受ける」が，母親が娘との関係に対

して自信を持っているためにより大きな対立や不協和に

耐えることができる，と述べている。

母子関係における主導'性に関する研究では，Hinde＆

Stevenson-Hinde（1987）が４２ヶ月児と５０ケ月児の性差

について調査を行っている。その結果，息子が自己主張

的な行動を起こす場合，母親はそれに対する主導性を抑

制する傾向があったが，娘に対してはそのような傾向が

みられなかった。彼らは，一般的な状況では母親は息子

との対立を避けるような行動を起こすが，娘に対しては

敵意があるかどうかにかかわらずある程度の主導'性を示

す，と述べている。もっとも，息子の否定的な行動が極

端になると，息子に対して強い主導‘性を示すこともある

としている。これらの結果は，子どもとの関係が極端に

否定的でない場合，母親は娘に対して指示的な行動を示

す一方で，息子に対してはその自己主張行動を容認する

傾向があることを示している。

また，Biringenetal．（1994）は２歳の幼児を対象に，

母親の感受'性の違いによる母子間の主導'性のバランスに

ついて，母親一息子と母親一娘の比較を行っている。そ

れによると，母親の感受‘性が高い場合には，息子が相互

作用を主導し，母親が息子の情緒に合わせることによっ

て，情緒的に調和した状態を生じる。一方，母親と娘の

相互作用は母親の主導で行われ，娘が母親の情緒に合わ

せることによって，‘情緒的に調和した状態が生じる。こ

のように，息子が母子関係を調整する経験を繰り返しつ

つ成長することによって，より自律的で自己主張的な特

徴を示すようになると示唆されている。

情緒表出の調和に着目した研究には，Malatesta＆

Haviland（1982）による３ケ月児と６ケ月児の子どもとそ

の母親を対象としたものがあり，母子の表‘情をビデオに

撮影してその二者関係について検討している。それによ

ると，乳児の発達に伴って母親は息子の情緒表出に合致

した反応を示し，特に微笑みに対する反応を増加させる

が，娘の'情緒表出に対しては合致しない反応を示す。こ

の結果について彼らは，息子が娘よりも短気であるため

に，母親は息子のポジティブな情緒表出に対してより敏

感に反応すると考察している。

母子双方の共時'性に関して，′Iifonick＆Ｃｏｈｎ（1989）

は３，６，９ケ月の子どもとその母親を対象として研究を

行っている。それによれば，母親一息子は母親一娘より

も共時的な相互作用を示し，調和した状態が長く続い

た。彼らはこの結果から，息子よりも娘に対する共感’性

が高いとするChodorow（1981）の理論を否定している。

母子相互作用に与える遺伝的要因の効果

子どもの遺伝的要因が母子相互作用に影響を与えるか

という問題について，Robinson＆Little（1994）は双生

児を対象とした研究結果を報告している。３６ケ月の幼

児（一卵性双生児50組；二卵性双生児50組）の‘情緒応

答性を調べることにより，母親が双方と同じように接し

ても，両者の類似性は一卵性と二卵性の間で差がないこ

とが示された。彼らは，双生児と母親の関係は生まれた

ときから三者関係であり，一人っ子や年齢差があるきょ

うだいの場合の母子関係とは異なるためにその一般化に

注意を促しているが，いずれにしても，情緒応答性が子ど

もの遺伝的要因によって異なるという証拠は見出されて

いない。

一方，Stock“Dunn,＆Ｐｌｏｍｉｎ（1989）は，同胞関係

と母親の感'情・注意・反応性・制御一侵入性との関連に

ついて研究し，母親の行動が子どもの特'性によって異な
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るのではなく，同胞間の葛藤と関係していることを示し

ている。

このように遺伝的要因ではなく同胞の影響が考えられ

るにもかかわらず，母子の情緒的な相互関係に関する先

行研究ではその影響についてほとんど議論されていな

い。

母子相互作用の安定性と変動性

母子相互作用には子どもの発達過程を通じて一貫性が

あるのか，あるいは両者の関係が変動するのかについて

いくつかの研究が行われている。

Biringen＆Robinson（1991）は，個人の内的変化を引

き起こすような重大な出来事が発生しなければ，情緒応

答性は強い安定'性を示すだろうと述べている。その後，

BiIingenetal.（1994）は，母子の主導‘性バランスに関す

る研究で，母親一息子が適度な安定性を示す一方で，母

親一娘では相互作用が変動し，そこに安定性がみられな

いことを示した。しかし，発達的変化が大きい時期にも

かかわらず，なぜ息子との関係'性が安定する傾向がある

のかは明らかになっていない。

本研究の目的

上述のように，母子相互作用は遺伝的要因によって規

定されるものではなく，子どもの性別や同胞関係などの

要因によって影響を受けると考えられる。Stern（2003）

は，母子問に生じる反復的な相互作用が双方の関係‘性パ

ターンとして内在化すると指摘している。またＥｍｄｅ

(2003）は，母子が相互作用の中で互いの情緒を読み取

る経験を重ねることによって，特定の情緒刺激が特定の

‘情緒反応と結びつくようになると述べている。このよう

にして，内在化した関係性パターンがさまざまな状況に

おける情緒の認知に影響を与えると推測される。それに

もかかわらず，先行研究のほとんどは母子の行動的相互

作用を記述するに留まり，認知上の問題については検討

していない。

本研究ではその点を取り上げるにあたって，情緒応答

性を測定する目的で作成されたIFEELPictures（Infant

随cialExpressionofEmotionshomLookingatPictures；

Emde,Osofsky)＆Butterfield,1993）の日本版（井上，

1988;井上・浜田・深津・滝口・小此木，１９８９；井上・

涜田・深津・滝口・小此木,1990）を用いることとした。

IFEELPictures（Ｅｍｄｅｅｔａ1.,1993；以下IFPと略称）は

30枚の乳幼児表情写真から構成されたもので，これを

協力者に呈示して乳児の表情が示していると思われる情

緒を答えるように求め，その反応を情緒カテゴリーに分

類して情緒応答‘性の特徴を捉えようとするものである。

IFPを用いた研究には，育児困難が予想される母親につ

いての群間比較（OsofSky＆Culp,1993;Butterfield,1993；

Zahn-Waxler＆Wagner,1993;Szajnberg＆Skrinjaric，

1993)，技法に関する検討（OsofSkyPrell,＆Hann,1993；

Szajnberg,1993;Zahn-Waxl“RidgewayPenham,Ushe喝

＆Cole,1993；Lodge,Blackwood,Kveton,McDowell，＆

Roulltree,1993）などがある。本研究ではIFPの日本版

(以下JIFＰと略称')）を用いて，子どもの‘性別・同胞の

有無が母親の情緒読み取りに与える影響，および子ども

の発達に伴う情緒読み取りの安定性／変動性について検

討を行う。

方法

材料

日本版IFEELPictures：JIFＰは，生後１２ケ月の日本

人乳幼児の表情写真30枚から構成されている(Figurel)。

当初アメリカ版mEELPictures（Emdeeta1.,1993）に対

する日本人協力者の反応分析が行われたが，アメリカ人

の乳幼児写真では親近性が薄く実感のこもった反応が得

られないことが明らかとなり，生後１２ヶ月の日本人乳

幼児の写真を用いてJIFPが作成されることになった（井

上ほか，1990)。すなわち，乳児の自宅での日常的な場

面を撮影し，その顔写真約3600枚から画質や角度など

の条件によって約100枚を選定，さらにアメリカ版のカ

テゴリーを基にＫＪ法によって分類し，さらに74枚を選

択した。この74枚の写真を協力者（心理学・精神医学

に携わる者52名）に呈示し，その反応について主成分

分析を行って最終的に30枚の写真を選定した。その際，

井上らはIFPとJIFＰが同じ心理的側面を測定している

ことに加えて，再検査信頼性，自己評価式抑うつ尺度

(Self-RatingDepressionScale;SDS）との並存的妥当性

を確認している。また，反応分類時に使用する情緒カテ

ゴリーについても，アメリカ版では13カテゴリー（Sur‐

l）日本版mEELPicturesの入手に関する問い合わせ先：日本TFnm

Pictures研究会〒160-8582束京都新宿区信濃町３５慶座義

塾大学医学部精神神経科心理研究室漬田庸子

￥

Ⅱ､jｆ

… 認．－…

‘Ｊ＃
"翁認

ｉ、局

W蝿歯：
蝉′則

賊

Figurel日兵衣版mEELHbtzzz1eS（２図版ノ

注．掲栽にあたり日本IFEELPictures研究会の許可を得た｡
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自由反応終了後，「それぞれの写真の赤ちやんが表し

ている感情や情緒が，どのくらい快（気分がいい）ある

いは不快（気分が悪い）か」について，５段階尺度で評定

して回答用紙に記入するよう依頼した。

各図版に対する口述反応は，平野ほか（1997）の情緒

カテゴリー分類表と評定の基本的ルールに従って，２名

の評定者が独立に評定した（一致率々＝0.93)。評定者問

の不一致があった場合は，合議によって決定した。ま

た，，快・不快評定の際，’名に記入漏れが生じたために

分析の対象外とした。なお，協力者を保健所検診と育児

相談の２群に分けて，子どもの年齢などの条件を統制し

てカテゴリー反応数を比較したが，有意差が認められな

かったため，両群を合計して以下の処理を行った。

結果

情緒カテゴリーに分類した反応数と快・不'快評定の最

大値．最小値．平均値をＴａｂｌｅ２に示す。先の研究にお

いて，反応が生起しにくい情緒カテゴリーが存在するこ

とが明らかになった（長屋，2003）ため，各カテゴリー

反応頻度の正規’性適合度を調べたところ，「喜び」（ｘ2（８，

ｊＶ＝120)＝2.50,’＞､05）及び「注意．疑問・驚き」（ｘ２

(１０，ｊＶ＝120)＝15.47,’＞･05）は正規分布であるが，他

のカテゴリーについては正規性が確認されなかった。こ

のため，正規分布であると確認されたものについては／

検定，それ以外は反応総数を用いてｘ2検定を行うこと

prise,Interest,Joy〉Content,Passive,Sad,Cautious-Shyヶ

Shame-Guilt，Disgust-Dislike，Anger,Distress，Fear，

Other）が挙げられているが，それでは分類できない“甘

え（対象希求)''や“自己主張''などの反応が生じたため，

日本版カテゴリーの作成の必要‘性が示唆された（井上ほ

か，1990)。

その後，日本版カテゴリーが新たに作成され，それを

用いて標準的な母親データの特徴の検討（平野・森・井

上・漬田・滝口・深津・小此木，1997)，妊婦と母親の

比較（長屋・辻・小原・古井・深津，2003）が行われた。

また，育児困難な母親の事例検討により，その養育の特

徴がJIFＰ反応および受検態度に反映されるとの所見が

示され，ＪIFPの臨床場面における有用性が論じられて

いる（長屋，2003)。

このように臨床場面での有用'性が論じられる一方で，

カテゴリーの再定義，反応分析などについての検討が行

われている（長屋,2003)。

協力者

生後０ケ月～２４ケ月の乳幼児の母親120名。うち６１

名がＡ市近郊の保健所を検診・栄養相談に訪れた者，５９

名が小児科医院を育児相談に訪れた者であった。子ども

の数は１人が69名（57.5％)，２人が４１名（34.2％)，３人

が10名（8.3％)，母親の年齢平均は30.1歳（±3.7）で

あった。なお，子どもの月齢・性別ごとの人数をＴａｂｌｅ

ｌに示す。協力者に対しては，研究目的とプライバシー

に対する配慮について説明を行い，個別に参加の同意を

得た。

JIFPの施行

協力者１名に対して検査者（女'性）１名が個別にJIFＰ

を施行した。自由反応段階では，検査者は母親にJIFＰ

を手渡し，「ここに赤ちやんの表情を撮った写真が30枚

あります。この写真の赤ちやんが表している，一番強く

てはっきりしている感’情，情緒はどんなものでしょう。

あなたの心に最初に浮かんだ言葉を，そのまま，できる

だけ一つの単語で答えてください｡」と教示し，その自

由反応を逐語的に検査者が記入用紙に記録した。呈示順

に反応できなかった場合は，全図版終了後，再度反応す

るよう求めた。また，暖昧な反応の場合は質問を行いそ

の都度明確にした。

Tklble2情緒カテゴリー反応数と快・不快評定値

子どもの月齢

6ヶ月未満＆蝋Ｍ蝋18ケ月以上合計

項目最小値最大値平均値標準偏差

乳幼児表情写真（IFEELPictures）を用いた母親の'情緒応答性の測定

３
０
６
２
５
４
４
１
５
５
４
６
３
９
９
３
９
２
６
５
７
８
１

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
０
２
２
１
０
１
０
１
０
０
１
０
７

喜び

恥

疲れ

，思考

怒り

悲哀

眠い

不安

不満

自己主張

恐怖

注意・疑問・驚き

（注意）

（疑問）

（驚き）

対象希求

苦痛

欲求

嫉妬

我慢

その他

回答拒否

快・不快評定計

１
７
３
９
６
７
０
１
５
４
２
６
７
１
８
５
７
０
２
２
１
３
７

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
ｅ
●
●
●
●
●

５
０
１
０
１
１
３
１
１
１
０
６
３
２
０
１
０
１
０
０
１
０
１９

１
４
１
５
７
５
８
６
６
７
２
２
０
８
４
６
５
５
３
２
２
４
１

１
１
１
１
１
１１

０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６７

注．子ども数２人以上の場合は末子の性別とする。

1２

２０

合計３２５０２０１８１２０

5７

６３

０
８

１
性男
別女

３
７

１2２

２８



1.6％

4.0％

8.7％

13.9％
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とした。以上のことを踏まえ，情緒カテゴリー反応数お

よび快・不’決評定値それぞれと，（１）子どもの人数，

(2)子どもの性別，（３）子どもの年齢との関係について

検討した。ただし，複数の子どもがいる場合，末子（平

均＝９．７ケ月，ＳＤ＝5.8）の性別による分析を行った。

（１）子どもの人数

子どもの人数によって母親を２群（子ども１人群Ⅳ＝

69，子ども２人以上群Ⅳ＝５１）に分け，情緒カテゴリー

反応数の違いを/検定，ｘ2検定を用いて検討した。

その結果，「恥」・「怒り」・「自己主張」の３カテゴリー

のみ，子どもの人数が異なると情緒読み取りが異なるこ

とがわかった（'mable3)。すなわち，「恥」・「自己主張」

の反応数は，１人群よりも２人以上群で有意に多く，他

方「怒り」は１人群の方が多かった。しかし，この２群

には子どもの性別・年齢など異なる要素が含まれている

ため，さらに詳細な分析を行った。

（２）子どもの性別

子どもの性別の影響を調べるために，カテゴリー反応

数の′性差（男児Ⅳ＝57,女児Ⅳ＝６３）について検討し

た。その結果，「恥」・「疲れ｣，および「注意」（｢注意・

疑問・驚き」の下位分類）が，女児の母親の反応数で有

意に多いことが明らかになった（'I1able4)。

しかし，前項のように子どもの人数が母親の情緒読み

取りに影響を与えるので，さらに子どもの人数に従って

2群に分け，それぞれの群における‘性差について検討を

行った。その結果，１人群では男児の母親のほうが「不

満」と回答拒否が有意に多く（'mable5)，２人以上群では

女児の母親のほうが「恥」・「注意」の反応数が有意に多

かつた（'mable6)。これらの結果から，子どもの人数と

性別が母親の情緒読み取りに影響を与えることが明らか

になった。

（３）子どもの年齢

子どもの発達に伴う母親の情緒読み取りの変化を見る

ために，子どもの年齢と反応数の関係をSpearmanの相

関係数を用いて検討した。その結果，相関係数γ＞､３０

となるような明らかな相関関係はみられなかったが，子

どもの人数・’性別を考慮する必要があると考えられるた

め，さらに詳細な分析を行った。

性別の影響を調べた結果，男児の場合，「自己主張」

(γ＝0.51,’＜､01)，’快・不快評定値（γ＝０．３１，，＜､05）

が年齢と正の相関関係を示し，女児の場合は相関関係が

みられなかった。

さらに，子どもの人数に従って２群に分けて調べたと

ころ，１人群では年齢と反応数に明らかな相関関係がみ

られなかった（γ＜､30）が，２人以上群では年齢と「注意」

に弱い負の相関関係（γ＝-0.37,'＜､０１）がみられた。

次に，子どもの人数・性別ごとに年齢との相関関係に

ついて検定を行った結果（'I1able7)，１人群男児の場合，

nble5子ど６のji捌によるカテゴダー数の比鞍仔ど6数Ｍノ

7.99*＊

8.12*＊

カ テ ゴ リ ー 性 別 Ⅳ 反 応 総 数 反 応 率 ｘ ２

注．子ども数２人以上の場合は末子の性別による検定結果。

やく.05,＊ツ＜､0１

不満

回答拒否

男
女
男
女

％
％
％
％

６
６
４
３

ａ
４
Ｌ
Ｏ

４
５
４
５

３
３
３
３

師
妃
皿
３

3.93＊

7.50**＊

注．末子の性別による検定結果。＊やく.0１

ツ＜､０５，＊*やく.001

Thble6子どもの性別によるカテゴダー数の比鞍
（子ども数２人以上ノ

Iable3子どもの数による信瀞カテゴjノー反応数.の比鞍

やく.O5

Table4子どものfj捌による情緒カテゴダー反応数の比較

カテゴリー子どもの数１Ｖ反応総数反応率ｘ２

hble7カテゴリーと子どもの年齢の栢衡関係

カテゴリー性別ｊＶ反応総数反応率ｘ２

０．４４＊

0.44＊

-0.46＊

、.ｓ、

恥

怒り

自己主張

１人

２人以上

１人

２人以上

１人

２人以上

％
％
％
％
％
％

８
９
８
２
０
８

●
●
●
ｅ
●
●

１
２
５
４
４
５

９
１
９
１
９
１

６
５
６
５
６
５

７
５
１
５
２
８

３
４
２
６
８
８

１

5.26＊

4.58＊

6.27＊

子どもの数性別ｊＶカテゴリー相関係数

恥

注意

男
女
男
女

発達心理学研究第１６巻第２号

３
８
３
８

２
２
２
２

１
４
０
Ⅳ

１
３
６
１

注．子ども数２人以上の場合は末子の性別による検定結果。

や＜､05,＊や＜､0１

カテゴリー‘性別１Ｖ反応総数反応率ｘ２

女２８

１人 男３４自己羊張

苦痛

女３５

自己主張

対象希求

我慢

0.51*＊

-0.39＊

ｎ.ｓ、

8.39*＊

3.85＊

１１．１５*＊

２人以上男２３

男
女
男
女
男
女

れ
意

恥
疲
注

６
６
３
５
８
６

２
５
６
９
７
６
１
２

７
３
７
３
７
３

５
６
５
６
５
６

％
％
％
％
％
％

５
０
７
０
４
１

●
●
●
ｅ
●
●

１
３
３
５
０
４
１
１
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年齢は「自己主張」の反応数との間に正の相関関係，「苦

痛」と負の相関関係を示すことがわかったが，他方，女

児の場合は有意な相関関係はみられなかった。２人以上

群では，男児の年齢と「自己主張」・「対象希求」の反応

数との間に正の相関関係，「我慢」の反応数との間に負

の相関関係を示したが，女児の場合には有意な相関関係

がみられなかった。

以上のように，子どもの年齢と情緒カテゴリーの反応

数に‘性差がみられた。子どもが男児の場合は，その発達

とともに「自己主張」の読み取りが増加し，快・不快評

定値の増加が見られた。子どもが１人のときは「苦痛｣，

2人以上のときは「対象希求」が増加し「我慢」が減少す

る傾向がみられた。他方，女児の場合は相関関係がみら

れなかった。

考 察

子どもの性別

本研究の結果は，子どもの人数や'性別によって母親の

情緒読み取りが異なることを示している。先行研究で

は，母子観察によって母親一息子・母親一娘の行動上の

相互作用に差異がみられた（Malatesta＆Haviland,１９８２；

Hinde＆Stevenson-Hinde，１９８７；'Dfonick＆Cohn,１９８９；

Robinsoneta1.,1993；Biringeneta1.,1994；Biringeneta1.,

1999）が，本研究で，母親の情緒読み取りにも子どもの

‘性による影響が認められた。

母親一娘の場合，母親一息子の場合よりも「恥」や「注

意｣，「疲れ」の反応数が多い結果となった。Izard（1996）

は，恥と内気の類似'性を指摘し，それがコミュニケート

の欲求の低さを示すものであり，活発な働きかけを伴わ

ない受動的‘情緒であることを示している。彼はまた，注

意が興味の情動を伴っており，特に初期乳児期の子ども

が母親や養育者に対して行う注視行動には，現在の状況

に関する‘情報を他者の表‘情から得ようとする意味がある

としている。本研究の結果は，娘をもつ母親が受動的・

観察的な情緒を多く読み取ることを示していると考えら

れる。このような傾向は，母親一娘の相互関係では母親

が主導性を示し，娘は母親の情緒に合わせるとしたＢｉr‐

ingenetal.（1994）の主張と矛盾しないと思われる。ま

た，母親が娘の情緒を受動的なものと読み取る傾向は，

母親がより指示的な態度（Hinde＆Stevenson-Hinde，

1987）で娘に接する一因となっていると考えられる。本

研究では，こうした母親の認知傾向が子どもが１人の場

合には認められなかったことから，子どもが複数いる母

親の場合，より自分に合わせることを娘に求めていると

推測される。

母親一息子の場合では，子どもが１人のときに「不満」

と回答拒否が多い結果を示した。先行研究によると，母

親は息子の自己主張的行動を容認する傾向があり

(Hinde＆Stevenson-Hinde,1987)，息子との情緒的調和

を重視するために，不調和や対立に注意を払う傾向があ

る（Biringeneta1.,1999）とされている。特に子どもが１

人の場合は複数の子どもに母親の注意が分散せず，息子

の不満により注意を払うと考えられる。母親にとって，

息子は異’性であり自分とは連続'性のないものと感じ

(Chodorow；1981)，それゆえに情緒的な対立や不調和に

耐えることができないため（Biringeneta1.,1999)，極端

な対立が生じると，息子の’情緒にかかわらず過度に抑制

的な行動を行う（Hinde＆Stevenson-Hinde,1987)。上述

のような理由により，JIFＰに対する回答拒否は情緒読

み取りの障害を暗示していると考えられる。

発達に伴う変化

本研究で情緒カテゴリー反応数と子どもの年齢との関

係を調べたところ，先行研究と一致する結果を得た。

第一に，Biringenetal.（1994）は，母親一息子の場合

は母親の感受性と息子の年齢に高い正の相関関係がある

が，母親一娘の場合はそのような相関関係がないことを

示し，息子とは一貫した相互作用を行うが，娘とは一貫

した関係性を持たないと述べている。本研究の結果で

は，息子の年齢が「自己主張」などの'情緒カテゴリー反

応数と有意な相関関係があり，娘の場合はどのカテゴ

リーとも相関関係がないことが示されたが，このことは

Biringenetal､による主張を母親の認知側面から支持す

るものであると考えられる。

第二に，息子の年齢と「自己主張」の反応数に有意な

相関関係が認められたが，このことは母親との相互作用

において息子がより自己主張的に振舞い（Biringen,eta1.

1994)，母親は息子の主導性を許容する（Hinde＆Ste‐

venson-Hinde,1987）とした先行研究の所見を支持する

と思われる。母親が息子の自己主張的な情緒を次第に多

く読み取るようになり，それを容認することによって，

息子の自己主張的行動が増加するといった相互作用が生

じると考えられる。

最後に，息子の発達に伴って，母親がより肯定的（快）

な情緒を読み取る傾向があることが示された。このこと

は，母親が息子とは肯定的な関係'性を維持し（Robinson

eta1.,1993)，対立を避ける傾向がある（Biringeneta1.,

1999）ことを示していると考えられる。一方，母親一娘

関係では，母親は自信をもって娘と接するために対立や

不調和に耐えることができ，それゆえ多種の情緒によっ

てコミュニケーションが行われ，肯定的／否定的な相互

作用が混在する（Biringeneta1.,1999)。このため，発達

に伴う一貫した傾向がみられなかったと考えられる。

同胞葛藤

母親一息子の場合のみ，息子の年齢と情緒カテゴリー

反応数との間に有意な相関関係がみられた。「自己主張」

は子どもの人数にかかわらず相関関係が認められたが，
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それ以外のカテゴリーは子どもの数によって異なる結果

となった。

子どもが１人の場合，息子の発達に伴って「苦痛」の

読み取りが減少するが，これに分類される具体的な反応

内容は「何かにぶつけて痛い」などの身体感覚的反応で

ある。このような読み取りの減少は，子どもの自律的行

動に伴って生じる，転ぶ・ぶつかるなどの苦痛を乗り越

えて行動するように促す意味があると推測される。

他方，複数の子どもをもつ場合は，「我慢」の読み取

りが減少し「対象希求」が増加する結果となった。「我

慢」の減少は，母親が息子の自己主張的な情緒・行動を

より認知するようになることを示し，「自己主張」同様，

自律促進的な意味があると考えられる。それに対して

「対象希求」（反応例として「抱っこして」・「甘えてい

る｣）の増加は自律促進的なものとは相反すると思われ

るが，その原因として，複数の子どもの存在によって同

胞間の葛藤が生じ，そのことが母親の認知に影響を与え

る可能性が考えられる。Izard（1996）が述べているよう

に，きょうだい間の競争心は親の注意を引こうとする行

動にも現れるが，母親がそのような子どもの行動を対象

希求（甘え）として読み取ることは，子ども問の同胞葛

藤に対処する母親の方略にも影響を与えるであろう。

本研究では付加的に子どもが複数の場合を取り上げ，

長子の性別と発達に伴うカテゴリー反応数の変化につい

て検討したが，それによると息子の場合は葛藤的な情緒

(嫉妬）の読み取りが増加し，娘の場合は肯定的情緒読

み取り（喜び）の減少と否定的情緒読み取り（怒り）の増

加がみられた。しかし，子どもの年齢幅が広く（平均＝

49.1ケ月，ＳＤ＝20.5)，それに比してケース数が少ない

ことから充分には論じられなかった。

本研究の結果から，母親の認知傾向は同胞間の関係に

も影響を受けていることが推測される。このことは，母

親の行動が同胞葛藤と関係しているというStockeretal．

（1989）の所見を認知的な側面からも支持すると考えら

れる。

まとめと今後の課題

従来，母子相互作用に及ぼす子どもの性別や年齢の影

響が行動観察法によって確認されているが，それらの要

因が子どもの内的状態についての母親の認知に影響する

ことが，本研究の結果から明らかになった。子どもの発

達にともなう母親の認知変化は子どもへの働きかけに影

響を与え，それに対する子どもの応答がさらに母親の認

知に影響を与えるという相互作用が推測される。そして

その反復により，次第に関係性パターンが内在化（Stern，

2003）し，母子の情緒応答性に変化が生じると考えられ

る。また，情緒応答性は現実の母子関係に限られるもの

ではなく，本研究で用いた図版のような静的な画像刺激

の認知においても認められることが確かめられた。

Biringenetal.（1994）が述べているように，観察法で

は母親の認知特‘性を精細に捉えることが困難であった

が，本研究の結果は，投影的な方法によって母親の認知

が検討可能であることを示唆している。ＪIFPの投影的

側面については，平野らが「自分の主観の中の乳児に関

する体験なり，イメージを引き出し，それを乳児の表情

に投影する」ものであると述べている（平野・川野・下

川，1993)。この方法を用い，母親の認知に着目するこ

とによって，母子相互作用の様相がより明らかになると

考えられる。

本研究では，母親の息子に対するステレオタイプの’情

緒読み取りが何故生じるのかについては明らかになって

いない。今後の研究において，性差が生じる理由につい

て明らかにすることが，母子関係性を解明する上で重要

であると思われる。また父親は娘に対してステレオタイ

プの情緒読み取りを行うのかといった疑問や，祖父母な

どの他の養育者が母親とは異なる傾向を示すのかについ

ても検討する必要がある。その際，子どもの性別や数，

同胞間の年齢差など，さまざまな条件を統制して検討を

行う必要がある。

本研究でJIFＰを用いて検討を行う際に，ほとんどの

情緒カテゴリーで反応数の正規性が認められなかったた

め，正規性の有無によって異なる分析を行う必要が生じ

た。本来，ＪIFPは心理臨床分野で母親援助・母親面接

時に使用することが主目的であり，そのような観点から

情緒カテゴリーが作成されたという側面がある。今後の

研究では，さまざまな使用目的に応じたカテゴリーの作

成・整備が必要であると考えられる。

文献

Ainsworth,Ｍ､，.Ｓ､，Bleha喝Ｍ､Ｃ､，Waters,Ｅ､，＆Wall,Ｓ、

（1978).ＲＺ旗"zsq/α"c伽e"MpSych0ﾉQg伽ﾉs〃q1yq/伽

ｓ”“s伽αｊ伽.Hillsdale,ＮＪ:LawrenceErlbaum・

Biringen,Ｚ.,Ｅｍｄｅ,Ｒ,Ｎ､,Brown,，.,Ｌｏｗｅ,Ｌ､,Myers,Ｓ､，

＆Nelson,，．（1999)．Emotionalavailabilityandemotion

communicationinnaturalisticmother-infantinteractions：

EvidencefOrgenderrelations.､ﾉｂ況加αﾉq/Sbc〃Ｂｅ〃α､ﾉﾉ0γ

α"dR9応0"α肋,14,463-478.

Biringen,Ｚ.,Ｅｍｄｅ,ＲＮ.,＆Pipp-Siegel,Ｓ・（1997)．Ｄｙs‐

synchronyiconflict,ａｎｄresolution:POsitivecontributions

toinfantdevelopment・伽eγ伽".ﾉり〃〃αﾉq/Ｏγがz叩Syc伽一

ｔ'@γ,67,4-19．

Biringen,Ｚ.,＆Robinson,』.Ｌ・（1991)．Emotionalavailabili‐

ｔｙ:AreconceptualizationfOrresearch.Ａ柳eγｊｃａ"ん"γ７２αノ

ｑ/Ｏ肋妙syc加州61,258-271．

Biringen,Ｚ.,Robinson,』.Ｌ､,＆Ｅｍｄｅ,ＲＮ．（1994)．Mater‐

nalsensitivityinthesecondyear:Gender-basedrela‐

tionsinthedyadicbalanceofcontrol．Ａ加eγ伽"ん"〃αノ



乳幼児表情写真（IFEELPictures）を用いた母親の情緒応答性の測定 163

ｑ/Ｏ肋叩sychjajry,64,78-90．

Butterfield,ＲＭ．（1993)．ResponsestolFEELPicturesin

mothersatriskforchildmaltreatment・ＩｎＲ.Ｎ・Ｅｍｄｅ，

Ｊ､DOsofskyｩ＆ＥＭ､Butterfield(Eds.),７伽IFEELPjc‐

"〃s:ＡＭ”肋s”籾”/bγ肋陀幼加増Ｅ加伽"s(PP､161

-173).MadisonConnecticut:IntemationalUniversities

Press,Inc・

Chodorow》Ｎ、（1981)．母親業の再生産一性差別の心

理・杜会的基盤（大塚光子・大内菅子，訳)．東京：新

曜社．（ChodorowN.（1978)．７肋叩、伽伽〃q/柳0肋〃

ｉ“RSy伽α"αlIys応α"ｄ伽sOcj0ﾉ０９)ﾉQ/解れ伽γ・Berkeley：

UniversityofCalifOmiaPress.）

Emde,Ｒ､Ｎ・（1980)．Emotionalavailability:Areciprocal

rewardsystemforinfantsandparentswithimplications

fOrpreventionofpsychosocialdisorders､ＩｎＲＭ.'Elylor

（Ed.),Ｈz""ｵーﾉ伽"ｊ〃ﾉα加邦s〃ゆs(pp､87-115).NewYbrk：

Grune＆Stratton・

Emde,ＲＮ．（2003)．乳幼児の関係‘性の経験：発達的に

みた情緒の側面．１，Ａ.』・Sameroff,＆Ｒ,Ｎ､Ｅｍｄｅ(Eds.)，

早期関係性障害（小此木啓吾，監訳）（pp､39-61)．東

京：岩崎学術出版社.(Sameroff,Ａ､』.,＆Ｅｍｄｅ,ＲＮ．

（Eds.)．（1989)．Ｒｅ賊0"s姉djs〃γ6α"CCS"eαγl1ycﾙﾉﾉ｡‐

〃00.:Ａ伽"eﾉ叩加e卯如ﾉ〔Z”ｍａｃｈ.NewYbrk:BasicBooks.）

Emde,ＲＮ.,OsofskyJ.，.,＆Butterfield,ＲＭ.（Eds.)．

（1993)．ＴＭＦＥＥＬＰ伽〃s:ＡｊＷ〃んs”〃”/bγ肋”

’γ伽"ｇＥ柳0"0"s・MadisonConnecticut:International

UniversitiesPress,Inc・

Gilligan,Ｃ，（1982)．肋αｄ城γ””jce､Cambridge,ＭＡ：

HarvardUniversityPress・

Hinde,Ｒ､,＆Stevenson-Hinde,』．（1987)．Implicationsofa

relationshipsapproachfOrthestudyofgenderdifferenc‐

ｅｓ.〃h1邦肌伽如ﾉ仇α肋ﾉｂ"γ〃αﾉ,8,221-236．

平野直己・川野健治・下川昭夫．（1993)．感‘情研究レ

ビュー⑤：乳幼児との情緒コミュニケーションにおけ

る成人の役割東京都立大学心理学研究第３巻，東京

都立大学，東京，49-57．

平野直己・森さち子・井上果子・漬田庸子・滝口俊子・

深津千賀子・小此木啓吾．（1997)．日本版IFEELPic‐

tures母親への施行結果からの特徴の検討．心理臨

床学研究，15,144-151．

井上果子．（1988)．JapaneselFeelPicture'mestの作製

（第１報)．安田生命牡会事業団研究助成論文集,24,

36-40．

井上カーレン果子・浜田庸子・深津千賀子・滝口俊子・

小此木啓吾．（1989)．JapaneselFEelPicture'mest標準

化の過程（第２報）．安田生命社会事業団r研究助成論

文集,25,13-18．

井上カーレン果子・漬田庸子・深津千賀子・滝口俊子．

小此木啓吾．（1990)．乳児の写真から情緒を認知す

る能力の測定一JapaneselFeelPictureT1est・家族療

法研秀，7,114-124．

Izard,Ｃ､Ｅ・（1996)．感情心理学（荘厳舜哉，監訳)．京

都：ナカニシヤ出版．（Izard,Ｃ､Ｅ・（1991)．剛”SyCh0ノー

qgyqfe〃0ｵ伽s､NewYbrk:PlenumPress.）

Lodge,Ａ､,Blackwood,Ｌ､Ｃ､,J正,Kveton,Ｅ､，McDowel1,Ｍ.，

＆Rountree,Ａ・（1993)．Prenatalandpostnatalmatemal

perceptionofinfantemotionsandqualityofmother‐

infantinteraction､ＩｎＲＮ,Ｅｍｄｅ,』.Ｄ・Osofskyi＆ＲＭ・

Butterfield(Eds.),ＴﾉzcIFEELP伽況γCs:ＡＭ加肋s/γ"‐

〃e"Ｍ,γ〃/eゆγe""ｇＥ"0加邦ｓ(pp,237-251).Madison

Connecticut:InternationalUniversitiesPress,Inc・

Mahle喝Ｍ・Ｓ.,Pine,Ｅ,＆Bergman,Ａ、（1975)．７７zelSyc〃0‐

ノQg畑ﾉb州q/伽加加α岬加〃炭,S)ﾉ伽jOs加邦。〃伽伽一

α加払NewYork:BasicBooks・

Malatesta,Ｃ,Z.,＆Haviland,』.Ｍ、（1982)．Leamingdisplay

rules:Thesocializationofemotionexpressionininfancy8

CMdDe2ﾉeﾉ叩加e"/,53,991-1003．

長屋佐和子．（2003)．乳幼児をもつ母親の日本版IFEEL

Picturesに対する反応．心理臨床学研究,21,291-300．

長屋佐和子・辻佐知子・小原倫子・古井景・深津千賀

子．（2003))．母親と妊婦の日本版IFEELPictures反応

の比較検討．東海'心理学会第５２回大会発表論文集,２８．

OsofskⅧ.，.,＆Culp,Ａ､Ｍ、（1993)．Perceptionsofinfant

emotionsinadolescentmothers､ＩｎＲ.Ｎ､Ｅｍｄｅ,』.Ｄ、

Osofsky｝＆ＥＭ・Butterfield(Eds.),ＴｿzeZFEELPic〃〃s：

ＡＭｚｲﾉ伽tγ況加e"/んγ〃e幼γe伽ｇＥ柳0伽"ｓ(pp､149‐

160).MadisonConnecticut:InternationalUniversities

Press,Inc・

OsofskyJD.,Drel1,Ｍ.,＆Hann,，．（1993)．IFEELsto‐

ries:Picturesusedasprojectivestorystimuli､ＩｎＲ.Ｎ・

Ｅｍｄｅ,』.Ｄ・Osofskyぅ＆ＲＭ・Butterfield(Eds.),Ｔ〃ｅ

ＩＦＥＥＬＰｊｃ"〃s:ＡｊＷ加肋s”"”/bγ〃"ゅ伽"ｇＥ〃0‐

/伽ｓ(pp､197-205).MadisonConnecticut:International

UniversitiesPress,Inc・

Robinson,』.,＆Little,Ｃ・（1994)．Emotionalavailabilityin

mother-twindyads:Effectsontheorganizationofrela‐

tionshipsAycAjα”,57,22-31．

Robinson,』.,Little,Ｃ､,＆Biringen,Ｚ．（1993)．Emotional

communicationinmother-toddlerrelationships：Evi‐

denceforearlygenderdifferentiation.〃'γγj"-Ｈｚ加eγ

Ｑ"α"eγIy,39,496-517．

Stern,nＮ．（2003)．関係性パターンの表象：発達的検

討．ＩｎＡＪ､Sameroff,＆ＲＮ・Ｅｍｄｅ(Eds.)，早期関係性

障害（小此木啓吾，監訳）(pp62-84)．東京：岩崎学術

出版社．（Sameroff,ＡＪ.,＆Ｅｍｄｅ,Ｒ､Ｎ､(Eds.).(1989)．

Ｒｅﾉα伽zs姉伽如γ6α〃CCS”ZeaγＩｙｃｈ〃〃00.:Ａ伽eﾉ”‐



164 発達心理学研究第１６巻第２号

"””ﾉα””αc〃.NewYork:BasicBooks､）

Stock“Ｃ,,Dunn,』.,＆Plomin,Ｒ､（1989).Siblingrelation‐

ships:Linkswithchildtemperament,maternalbehavio喝

andfamilystructure.Ｃﾙ伽此"e姉加e”,60,715-727．

Szajnberg,Ｎ､Ｍ・（1993)．ThelFEELPicturesasaprOjec‐

tiveinstrument：Pre-andfull-termmothers・ＩｎＲ.Ｎ・

Ｅｍｄｅ,』.Ｄ､Osofsky｝＆ＲＭ・Butterfield(Eds.),Ｔｈｅ

ｌＦＥＥＬＰ”"γFs:ＡＭ〃んs”柳”/bγ肋陀ゅ伽"g伽0‐

ｔ伽ｓ(pp､207-216).MadisonConnecticut:Intemational

UniversitiesPress,Inc・

Szajnberg,Ｎ､Ｍ､,＆Skrinjaric,』．（1993)．Perceptionsof

infantaffectinmothersofprematures：ＴｈｅｌＦＥＥＬＰｉｃ‐

turesassessment､ＩｎＲＮ,Ｅｍｄｅ,』.Ｄ,Osofsky｝＆ＲＭ、

Butterfield(Eds.),ＴﾉzeIFEELP伽況γCs:ＡＭ加肋ｓｔγ排

加e"//bγ〃eゆγe伽ｇＥ柳0ｔ加ｓ(pp､185-194).Madison

Connecticut:IntemationalUniversitiesPress,Inc．

'IiFonick,Ｅ,Z.,＆Cohn,J・Ｅ（1989)．Infant-motherface-to‐

faceinteraction:Ageandgenderdifferencesincoordina‐

tionandtheoccurrenceofmiscoordination,助i〃Ｄ”gノー

”〃”,60,85-92．

Zahn-Waxle喝Ｃ､,Ridgeway），.,Denham,Ｓ､,ＵｓｈｅＥＢ.,＆

Cole,ＥＭ．（1993)．Picturesofinfants'emotions:Atask

fOrassessingmothers，andyoungchildren，sverbalcom‐

municationsaboutaffect・ＩｎＲＮ､Ｅｍｄｅ,』.Ｄ,OsofSky;＆

ＲＭ・Butterfield（Eds.),Ｔ〃ｅＩＦＥＥＬＰ伽"γCs:ＡｊＷ〃

〃s”〃”/bγ〃"ゆ加増伽0ｔ加ｓ(pp､217-236).Madi‐

sonConnecticut:IntemationalUniversitiesPress,Inc・

Zahn-WaxleEC.,＆Wagner；Ｅ・（1993)．Caregivers，inter‐

pretationsofinfantemotions：Acompansonofdepressed

andwellmothers・ＩｎＲ.Ｎ､Ｅｍｄｅ,』.Ｄ・Osofskyｹ＆ＲＭ・

Butterfield(Eds.),Ｔ〃eIFEELPjc畝〃s:Ａ肋z(ﾉ〃s”‐

〃e"/んγ肋〃幼γe伽ｇＥ柳0加卯ｓ(pp､175-184).Madison

Connecticut:InternationalUniversitiesPress,Inc．

付記

本研究は，平成14年３月に中京大学大学院文学研究

科（心理学専攻）に提出した修士論文の一部を加筆修正

したものである。また，成果の一部は日本心理学会第

66回大会（2002年）で発表した。

本研究は平成15年度科学研究費補助金基盤研究Ｃｌ

(課題番号15530461：“親による乳児の情緒読み取りに

関する研究一育児支援における有用性の検討一''，代表

者：深津千賀子）の研究協力者として行った。

本研究の調査にあたり，多大なご援助をいただきまし

た愛知淑徳大学教授古井景先生，名古屋大学大学院小原

倫子さんに心より感謝いたします。また，初期の研究活

動からご指導いただいております中京大学教授深津千賀

子先生，論文作成にあたり助言を与えてくださった辻敬

一郎教授に深謝いたします。最後に，調査にご協力いた

だいた方々に厚くお礼申し上げます。

Nagaya,Sawako(ChukyoUniversityGraduateSchoolofPsychology).肋伽パＲｅＷ"SCS加ZFEELHc跡"s:Ｅ〃tctsq/伽

Ge"此'Ｗ伽6“,α"dAgFsq/7Ｍγ〃z"ts・THEJARANEsEJouRNALoFDEvELoPMENTALPsYcHoLoGY2005,Ｖb1.16,No.2,
156-164．

Thisstudyexaminedtheemotionalresponsivenessofl20mothersofO-24month-oldinfants・Mothersrespondedtoeach

of30photographsofinfant'sfacialexpressions(IFEELPictures),andtheirdatawereanalyzedinrelationtothegenden

numbers,andagesoftheirchildren・Theparticipantsshowedemotionalresponsivenessregardlessofthegenderandnum‐

bersoftheirchildren・Inthecaseofsinglechildren,mothersofsonstendedtofeelhFustrationintherelationshipwiththe

child,whilemothersofmorethanonechildobserveddaughters，emotionsaspassive("attention'，ａｎｄ“shyness,')．In

mother-sonrelations,“selfassertiveness'，ａｎｄ“pleasantfeelings”correlatedpositivelywiththeson'ｓage,butinmother‐

daughterrelationstherewerenosuchcorrelations・Manypreviousstudiesofmother-childinteractionshaveshownthat

mothersinteractpositivelywithsonsandinteractwithdaughtersinmorevariedways・Thefindingsofthepresentstudy卜

consistentwithpreviousdata,demonstratethatanalysisofmothers，cognitiveprocessesisnecessaryfbrathoroughunder‐
standingofmother-childinteractions,aswellasinclinicalapplications．

【KeyWbrds】EmotionalavailabilityｳIFEELPictures,Parent-infantrelationship,Genderdifferences，
Siblingrivalry

2004.3.9受稿，2004.12.27受理



発達心理学 研 究

2005，第１６巻，第２号，165-174 原著

幼児の誠実な謝罪に他者感情推測が及ぼす影響

中川美和 山崎晃
(広島大学教育学研究科）（広島大学教育学研究科）

謝罪には誠実な謝罪と道具的謝罪がある。誠実な謝罪には，違反に対する責任の受容と被害者に対す

る罪悪感の認識が必要とされる。研究１では，５，６歳児を対象として，謝罪する際に責任を受容し罪悪

感を認識するかを確認することによって，誠実な謝罪の出現時期を明らかにした。その結果,６歳児では，

ほとんどの者が謝罪する際に責任を受容し罪悪感を認識すると回答したのに対し，５歳児ではほとんどの

者が責任は受容すると回答したものの，罪悪感を認識すると回答した者は約半数に留まった。このこと

から，ほとんどの子において誠実な謝罪の必要条件が整うのは６歳児になってからであることが示され

た。続いて研究２では，５歳児を対象として，被害者の感情を推測させることが加害者における被害者に

対する罪悪感を高めるかを明らかにすることによって，他者感情推測が誠実な謝罪に与える影響を検討

した。その結果，５歳児であっても，被害者の抱くネガティブな感情を推測することによって，謝罪する

際違反に対する責任を受容するだけでなく被害者に対して罪悪感を認識すると回答した者が多くなった。

つまり，被害者の感情を推測することによって，責任の受容と罪悪感の認識という誠実な謝罪に必要な

2つの条件が満たされることから，他者感情推測は誠実な謝罪を促す要因であることが示された。

【キー・ワード】誠実な謝罪，他者感情推測，責任，罪悪感，幼児

問題と目的

謝罪には２つの種類がある。１つは，道具的謝罪であ

り，罰の回避や仲間拒否を避けるなど，何らかの目的を

達成するための謝罪のことを指す。もう１つは，誠実な

謝罪（真の謝罪）であり，誠実な謝罪には責任の受容と

罪悪感の認識が必要とされる（'mavuchis,1991)。つまり，

誠実な謝罪を行う加害者は，被害者が被った不利益は自

分がもたらしたという違反についての責任を受容し，か

つ被害者に対して申し訳ないことをしたという被害者に

対する罪悪感を認識していなければならない。責任の受

容と罪悪感の認識という２点において，誠実な謝罪を行

う加害者は道具的謝罪を行う加害者と大きく異なってい

る。道具的謝罪とは異なり，誠実な謝罪を行った場合，

加害者は責任を受容し罪悪感を認識していることから違

反が繰り返される可能性が低くなることが予測される。

また，加害者は自らの非を認めているため，対人葛藤や

被害者に対する不満が残る可能性は低く，道具的謝罪を

用いる場合と比べると，謝罪後の当事者問の関係は良好

なものになると考えられる。このように，違反の繰り返

しを減少させ，当事者間の関係を良好なものにするとい

うことを本質的な対人葛藤解決とみなすならば，本質的

な対人葛藤解決には道具的謝罪ではなく誠実な謝罪が必

要であり，このような理由から，多くの謝罪研究では道

具的謝罪ではなく誠実な謝罪が検討されてきた（Schlen‐

ker＆DarbyJ981)。

さて，謝罪は２，３歳頃には見られるようになるが，

低年齢児が用いる謝罪は道具的謝罪であることが多い

(松永，1993)。低年齢児の謝罪が誠実な謝罪ではなく道

具的謝罪である理由として以下の２つが考えられる。ま

ず第１に，低年齢児における保育者の教示への服従傾向

である。乳幼児期は保育者による介入が頻繁に行われる

時期であり（加用，1981)，保育者の介入に対する乳幼

児の反応率は時間経過に伴って高まっていく（本郷・杉

山・玉井，1991)。その中で，幼児は様々な規範やルー

ルを獲得していく。すなわち，「悪いことをしたら謝り

なさい」という保育者の教示に従いながら，「加害者は

被害者に謝らなければならない」という規範意識を身に

つけ，同時に，「謝らなければ保育者から罰を受けるか

もしれない」と予期するようになり，謝罪と罰との関連

を認識するようになる。幼児の対人葛藤場面において，

｢謝らないと先生に言うよ」という被害者の発言の直後

に加害者が'慌てたように謝罪するのは，被害者と加害者

の両者が，このような謝罪についての規範を身につけ，

謝罪と罰との関連を認識しているからであろう。このこ

とから，保育者による罰は，幼児の謝罪に大きな影響を

与える要因であるといえる。罰は，幼児だけでなく成人

の謝罪をも促す重要な要因であるが（Itoi,Ohbuchi,＆
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Fukuno,1996)，とりわけ，低年齢児の謝罪に大きな影

響を与える。すなわち，保育者による罰を回避するとい

うことが低年齢児の謝罪の主な目的となっており，その

ため，特に２，３歳頃の幼児においては，罰の回避を目的

とした謝罪が多く見られると考えられる。

第２に，誠実な謝罪に必要な責任の受容や罪悪感の認

識は，乳幼児には困難である。特に罪悪感は，２，３歳頃

には見られるようになるが（Eisenberg＆Rlbes,1998；

Barrett,1998)，実際の対人葛藤場面で低年齢児が被害

者に対して罪悪感を認識しているとは考え難い。なぜな

ら，４歳児は自己中心的な視点から自己主張的方略を多

く用いる傾向にあり（山本，1994)，例え自分が悪くと

も，自己の欲求を優先し，被害者の状況を考慮しない可

能性が高いからである。

このように，謝罪する際，低年齢児は保育者による罰

を回避することを重要視しており，加えて彼らには誠実

な謝罪に必要な罪悪感の認識が困難であるという理由か

ら，低年齢児における謝罪の多くは誠実な謝罪ではなく

道具的謝罪であると考えられる。そうであるとすれば，

誠実な謝罪はどの年齢児においてどのくらい見られるも

のなのであろうか。幼児における誠実な謝罪の出現時期

とは，謝罪する際，幼児が誠実な謝罪の２つの条件を満

たすことができるようになる時期を指す。すなわち，謝

罪する際，幼児が違反に対する責任を受容し，被害者に

対して罪悪感を認識するようになるのはいつ頃であるか

を明らかにすることによって，幼児における誠実な謝罪

の出現時期を明らかにすることができる。対人葛藤の本

質的な解決にとって，道具的謝罪以上に誠実な謝罪が重

要であるとするならば，幼児が誠実な謝罪を行うのは可

能であるか，また可能であるなら，各年齢児がどのくら

い誠実な謝罪の必要条件を満たしているかを明らかにす

ることは，対人葛藤解決を考える際重要な情報となりう

る。

さて，上述したように，低年齢児が誠実な謝罪を行わ

ない理由の１つは，謝罪する際彼らが罪悪感を認識して

いないことにあると思われる。換言すると，罪悪感を認

識させることができれば，誠実な謝罪を行うことができ

るようになると考えられる。罪悪感の認識には他者視点

取得能力が密接に関連しており（Hoffman,1998)，他者

感情推測は罪悪感の認識を高める重要な要因である

(Thompson＆Hoffinan,1980)。不利益を被った被害者の

ネガティブな感‘情を理解することができなければ，なぜ

被害者が怒っているのか，また自分がどれくらい被害者

に不'決感を与えたかを認識することができず，したがっ

て，被害者に対して罪悪感を認識することはできない。

それ故，被害者の感情を推測させることは，被害者に対

する罪悪感の認識を高めることにつながる。罪悪感の認

識は誠実な謝罪の必要条件であることから，他者感情推

測は，罪悪感の認識を高めることによって，誠実な謝罪

にポジティブな影響を与えると予測される。

以上のことから，本研究では以下の２点について検討

する。まず研究１では，謝罪の際，誠実な謝罪に必要な

責任の受容と罪悪感の認識を満たすのは何歳頃であるか

を示すことによって，誠実な謝罪の出現時期を明らかに

する。研究２では，誠実な謝罪に必要な罪悪感の認識を

高める要因として他者感情推測を取りあげ，他者感情推

測が誠実な謝罪に及ぼす影響について検討する。仮説は

以下の通りである。第１に，誠実な謝罪の構成要素がほ

とんどの子に整うのは６歳児になってからであろう。対

人葛藤場面では，低年齢児ほど，被害者の感情を考慮せ

ず自己の欲求に従って自己主張的な方略を多く用いる

(山本，1994)。６歳頃には，他者の感情を正確に推論し

(笹屋，1997)，ほとんどの子が被害者の視点に立って対

人葛藤状況を考え，被害者に対して罪悪感を認識し，誠

実な謝罪の２つの必要条件が満たされると考えられる。

第２に，他者感情推測は罪悪感を高める重要な要因であ

ることから，被害者に対して罪悪感を認識することがで

きない幼児であっても，被害者の感情を推測するよう促

すことによって，被害者に対する罪悪感の認識が高ま

り，誠実な謝罪の必要条件が整うであろう。以上の２つ

の仮説に基づき，本研究では幼児の誠実な謝罪について

検討する。

研究１

研究１では，５歳児および６歳児が，謝罪の際，責任

の受容と罪悪感の認識という誠実な謝罪の２つの必要条

件をどの程度満たしているかを確認することによって，

誠実な謝罪が各年齢児にどのくらい可能であるかを示

し，誠実な謝罪の出現時期を明らかにする。

方法

対象児Ｈ市内の保育園に通う５歳児20名（平均年

齢：４歳９ケ月，年齢範囲：４歳３ケ月から５歳２ケ月)，

6歳児23名（平均年齢：５歳９ケ月，年齢範囲：５歳３ケ

月から６歳３ケ月）。なお，調査への参加の意志が確認

でき保育者の了承を得ることができた幼児のみを調査対

象児とした。

調査時期2003年７月。

材料幼児が遊びの中で用いているおもちやの絵１０

枚［ボール（赤)，ボール（青)，絵本，ブロック，車の

おもちや，ままごとセット，なわとび，人形，ロボッ

ト，砂場の遊具]，指人形４体（男児用２体，女児用２

体)。

教示本研究で得られる対象児の回答は，対象児の日

常の行動や思考を反映していなければならない。そうす

るためには，対象児をより登場人物に自己投影させる必
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要がある。したがって本研究では登場人物の中でも加害

者の立場に立つよう求めることによって，対象児の回答

を求めることにした。

調査前に，対象児に対して，「今からお話をするので

よく聞いていてください。お話の中には，あつくんとま

あくんという２人の男の子がでてきます。○○くん（対

象児）は，あつくんの気持ちになってお話を聞いてくだ

さい。お話が終わった後に質問をします。このときも，

○○くんは，あつくんの気持ちになって答えてください

ね。答えには，あっているものや間違っているものはあ

りません。○○くんが思ったことを教えてください｡」

と教示した。なお，上述した教示文は男児に対してのも

のであり，女児に対する教示においては，「あつくん」

を「あっちやん」に，「まあくん」を「まあちやん」に変

えた。

課題文「まあくん(被害者）が部屋でおもちやで遊ん

でいる。そこへあつくん(加害者）がやってきてまあく

んに『おもちやを貸して」と言った。しかし，まあくん

はまだおもちやで遊びたかったので，あつくんにおも

ちやを貸さなかった。すると，あつくんはまあ<んのお

もちやを取りあげて持って行ってしまった。まあくんは

返して欲しいと言ったが，あつくんは返さなかった。ま

あくんは泣き出してしまった。そこであつくんは，「ご

､めんね」とまあくんに謝った｡」という，ものの取り合い

場面についてのお話。なお，上述した課題文は男児に対

してのものであり，女児に対する課題文においては，

「あつくん」を「あっちやん」に，「まあくん」を「まあ

ちやん」に変えた。

手続きまず，課題文に対する対象児の自己関与を高

めるために，対象児に１０個のおもちやの絵の中から好

きなおもちゃの絵を１つ選択するよう求めた。その後教

示文を提示し，続いて，対象児が選択したおもちやの絵

を用いて，そのおもちやを２人の登場人物が取り合う話

を指人形２体を用いて実験者が演じた。課題文提示後，

謝罪した加害者が責任を受容しているかを確認するため

に，「このときあつくんは，まあくんが泣いているのは

自分のせいだと思っているかな？思っていないかな？」

と質問した。続いて，謝罪した加害者が罪悪感を認識し

ているかをみるために，「このときあつくんは，まあく

んに悪いことしちやったなと思っているかな？思ってい

ないかな？」と尋ねた。さらに，謝罪後，加害者が補償

行動を行うかを明らかにするために，「この後，あつく

んはとったおもちやを返すと思う？返さないと思う？」

と質問した。最後に，違反を繰り返すかをみるために，

「また別の日にあつくんが保育園に行くと，まあくんが

おもちやで遊んでいた。あつくんはそのおもちやで遊び

たくてたまらない。その後，あつくんはまあくんのおも

ちやを取ると思う？取らないと思う？」と尋ねた。なお，

罪悪感の認識を表す「被害者に悪いことをしたと思っ

た」という表現は，Fbrguson,Stegge,＆Damhuis（1991）

を参考にした。

課題文の内容を対象児が理解しているかを確認するた

め，課題文の提示後，「今のお話はどんなお話だったか

覚えてる？」と尋ね，課題文の内容を対象児に復唱させ

た。その結果，全ての対象児が課題文を正しく復唱する

ことができ，したがって全ての対象児を分析対象とし

た。

結果

結果をＴａｂｌｅｌに示す。研究１の目的は誠実な謝罪の

出現時期を明らかにすることであるため，責任の受容，

罪悪感の認識，補償行動，違反の繰り返しについて年齢

別に２項検定を行った。まず，５歳児では，被害者に謝

罪する際，加害者は責任を受容すると回答した子が

95％，責任を受容しないと回答した子は５％であり，責

任を受容すると回答した子の割合は受容しないと回答し

た子の割合よりも有意に高かった('＜､01)。一方，罪悪

感を認識すると回答した子と認識しないと回答した子の

割合は各々５０％であり，２つの回答の間に有意な人数の

偏りは見られなかった。また，謝罪後，取ったおもちゃ

を返すと回答した子は90％，返さないと回答した子は

10％であり，おもちやを返すと回答した子の割合が返

さないと回答した子の割合よりも有意に高かった（，＜

､01)。しかし，違反の繰り返しに関しては，同じ場面に

再び遭遇した際に同じ過ちを繰り返さないと回答した子

は65％，同じ過ちを繰り返すと回答した子は35％であ

り，２つの回答の割合に有意な差は見られなかった。

他方，６歳児では，被害者に謝罪する際，加害者は責

任を受容すると回答した子が９１％，受容しないと回答

した子が９％であり，責任を受容すると回答した子の割

合が受容しないと回答した子の割合よりも有意に高かっ

た（，＜､01)。また，罪悪感を認識すると回答した子は

96％，認識しないと回答した子は４％であり，罪悪感を

認識すると回答した子の割合が認識しないと回答した子

Tableｌ年齢による回容の達し、

責任受容あり

責任受容なし

罪悪感認識あり

罪悪感認識なし

補償行動あり

補償行動なし

違反繰り返しあり

違反繰り返しなし

（）内は％

５歳児６歳児

19(95）

１（５）

10(50）

１０(50）

18(90）

２(10）

７(35）

１３(65）

21(91）

２（９）

22(96）

１（４）

21(91）

２（９）

５(22）

１８(78）
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の割合よりも有意に高かった（'＜､01)。さらに，謝罪

後，取ったおもちゃを返すと回答した子は91％，返さ

ないと回答した子は９％であり，おもちやを返すと回答

した子の割合が返さないと回答した子の割合よりも有意

に高かった(p＜､01)。また，同じ場面に再び遭遇した際

に，同じ過ちを繰り返さないと回答した子は78％，繰

り返すと回答した子は22％であり，違反を繰り返さな

いと回答した子の割合が繰り返すと回答した子の割合よ

りも有意に高いことが示された(，＜､01)。

さらに，対象児の回答を，①罪悪感認識あり－違反の

繰り返しあり，②罪悪感認識あり－違反の繰り返しな

し，③罪悪感認識なし－違反の繰り返しあり，④罪悪感

認識なし－違反の繰り返しなしの４つに分け，罪悪感認

識と違反の繰り返しについての４つの組み合わせが年齢

によって異なるかを検討するためにｘ２検定を行ったと

ころ，６歳児において有意な人数の偏りが見られ（ｘ２

（３）＝13.85,,＜､01)，６歳児では被害者に対して罪悪感

を認識しかつ違反を繰り返さないと回答した者の割合が

有意に高いことが示された（'mable2)。

考察

研究１の目的は，各年齢児が誠実な謝罪の必要条件を

どの程度満たすかを確認することによって，誠実な謝罪

の出現時期を明らかにすることであった。そこで，５歳

児と６歳児を対象として，謝罪する際，違反に対する責

任を受容し，被害者に対して罪悪感を認識するかを質問

したところ，６歳児ではかなりの割合の対象児が，違反

に対する責任を受容し，被害者に対して罪悪感を認識す

ると回答していた。他方，５歳児では，ほとんどの対象

児が違反に対する責任を受容すると回答していたが，被

害者に対して罪悪感を認識すると回答した幼児は必ずし

も多いとはいえなかった。このことから，誠実な謝罪の

必要条件がほとんどの子に整うのは６歳児になってから

であり，５歳児はその過渡期にあるといえる。したがっ

て，仮説１は支持された。

責任帰属についての多くの研究は６歳児以上を対象と

しており，本研究で対象とした５歳児は研究対象とされ

てこなかった（e､9.,氏rguson＆Rule,1980;Darby＆

SchlenkerJ982)。その理由は，低年齢児の状況認知能

力の低さにあると考えられる。すなわち，５歳児のよう

な年齢の低い子どもは違反状況を正確に認識することが

困難であるため，違反したとしても違反に対する責任を

認識できるとみなされてこなかったのであろう。しかし

ながら，本研究では５歳児であっても責任を受容するこ

とが可能であることが示された。

先行研究と異なり，５歳児が違反に対する責任を受容

した原因の一つは課題文にあると考えられる。従来の責

任帰属についての研究では，幼児だけでなく児童も対象

としていたため，用いられる課題文は幼児に馴染みのな

い複雑な内容のものが多かった。そのため，対象となっ

た幼児における課題文理解の不十分さが問題として取り

あげられていた(Fincham＆Jaspars,1979)。それに比べ，

本研究で用いた課題文とは，被害者が持っていたおも

ちやを加害者が一方的に取りあげるといういざこざ場面

についてのものであり，幼児は遊び場面でこのような状

況に頻繁に直面している。課題内容が馴染みのあるもの

であったために，対象児は課題文における違反状況をよ

り正確に認識することができたのであろう。加えて，課

題文におけるいざこざ場面は先有権の主張についてのも

のであったことも，５歳児における責任受容を可能にし

た一因であると考えられる。先有権の主張は２，３歳頃

には見られるようになる（倉持，1992)。つまり，２，３歳

頃になると，おもちやの取り合いが生じた場合，そのお

もちやを使用する権利は先におもちやを使用していた者

にあると認識するようになり，先におもちやを使用して

いた者からおもちやを取りあげる行為を「違反行為」で

あるとみなすようになる。このように，先有権の主張に

関する課題文を用いることによって，加害状況がより明

確になり，違反に対する責任が受容されやすくなったの

ではなかろうか。すなわち研究１の結果から，幼児に

とって親しみやすく，かつ加害状況が明確な違反に対し

ては，５歳児であっても責任を受容することが可能であ

ることが明らかになった。

責任の受容とは異なり，罪悪感の認識に関しては，５

歳児では謝罪する際に被害者に対して罪悪感を認識して

いた者は半数に留まることが示された。違反状況を正確

に認識し，自分が加害状況におかれていることを認識し

たとしても，被害者が不快感を抱いていることを理解し

ｍｌｅ２罪悪感の認識と違反繰り返しの粗み合わせにおける年齢による人数の遠し’

罪悪感認識あり－違反繰り返しあり

罪悪感認識あり－違反繰り返しなし

罪悪感認識なし－違反繰り返しあり

罪悪感認識なし－違反繰り返しなし

(）内は％

5歳児６歳児

５(25）

5(25）

2(10）

8(40）

５(22）

17(74）

０（０）

１（４）
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ていなければ，被害者に対して罪悪感を認識することは

難しい。罪悪感と他者視点取得能力は密接に関連してお

り（Hoffman,1998)，他者の視点に立って他者の状況や

感情を考慮することは罪悪感の認識を促す（Thompson

＆Hoffman,1980)。すなわち，５歳児が被害者に対して

罪悪感を認識しない一因は，彼らが被害者の視点に立っ

て被害者の状況や感情を考慮していないことにあると思

われる。ところが６歳児になると，被害者の視点に立っ

て被害者の感情を理解することができるようになる（笹

屋，1997)。つまり，罪悪感の認識について５歳児と６

歳児の間で見られる違いの一因は，被害者の感情を理解

しているか否かにあり，例え５歳児であっても，被害者

の感情を推測するよう求めることによって罪悪感が認識

される可能性があると考えられる。

違反の繰り返しについても，罪悪感の認識と同様に年

齢による違いが見られた。すなわち，同じ場面に再び直

面した際６歳児は違反を繰り返さない傾向にあるが，５

歳児は必ずしも違反を繰り返さないとは限らなかった。

加害者が同じ違反を繰り返さないのは，違反行為を’海い

ているからである。６歳児では被害者に対して罪悪感を

認識し，かつ違反を繰り返さないと回答する者が多かっ

たことからも，６歳児は，自分が違反したために被害者

が不快感を抱いていることを認識し，被害者に対して罪

悪感を認識したからこそ，違反を繰り返さないと判断し

たと考えられる。それに比べ５歳児は被害者の感情を理

解しておらず，被害者に対して罪悪感を認識すると回答

した者は半数に留まった。そのため再び同じ場面に直面

したとしても，以前違反した際に被害者がどんな気持ち

になったかを考慮せず，おもちやを取りたいという自己

の欲求に従って同じ違反を繰り返してしまうのであろ

う。すなわち，他者感‘情推測によって罪悪感認識が高め

られ，それは順を追って違反の繰り返しを防ぐことにつ

ながると考えられる。対人葛藤が本質的に解決されたな

らば，違反は繰り返されないはずである。違反の繰り返

しを減少させることが対人葛藤の本質的な解決であると

するなら，被害者の視点に立って被害者の感情を推測

し，被害者に対して罪悪感を認識することこそが，本質

的な対人葛藤解決において重要な役割を担っていると考

えられる。

ところで，補償行動については，５歳児，６歳児の両年

齢児において，謝罪後補償行動を行うという回答が多く

見られた。補償行動は道徳'性の発達を示す１つの指標で

ある（Kochanska，DeVet,Goldman,Murray｝＆Putnam，

1994)。しかしながら，幼児の補償行動が必ずしもいつ

も道徳性を反映しているとは限らない。Shultz,Wright，

＆Schleifer（1986）によると，幼児は違反した際，違反

と自己との因果関係を認識したり違反に対する責任を受

容するよりも，まず最初に補償行動を行う傾向にある。

つまり，違反の責任が自己に帰属されるか否かにかかわ

らず，幼児は補償行動を行うべきであると考えているの

である。６歳児だけでなく５歳児も謝罪後は補償行動を

行うという研究１の結果は，幼児が対人葛藤後の補償行

動を重視していることを示すものであるといえよう。特

に，被害者に対して罪悪感を認識すると回答した者が半

数に留まったにもかかわらずほとんどの者が補償行動を

行うと回答していた５歳児の結果から，補償行動が道徳

'性以外の側面を表している可能性が示された。

以上のことから，責任の受容と罪悪感の認識という誠

実な謝罪の２つの条件をほとんどの子が満たすようにな

るのは主に６歳児であり，ほとんどの子に誠実な謝罪が

期待できるのは６歳児になってからであるといえる。５

歳児において誠実な謝罪が困難である理由は，彼らが被

害者に対して罪悪感を認識していないことにあった。５

歳児が被害者に対して罪悪感を認識しない一因は，彼ら

が被害者の感'情を推測していないことにあると予測され

る。すなわち，被害者の感情を推測するよう促すことに

よって，５歳児であっても被害者に対して罪悪感を認識

することが可能となり，責任の受容と罪悪感の認識とい

う誠実な謝罪の必要条件が整うと考えられる。そこで研

究２では，５歳児を対象として，被害者の感情推測が罪

悪感の認識に影響するかを明らかにすることによって，

5歳児における誠実な謝罪の可能性を検討する。

研究２

研究２では，５歳児を対象として，被害者の感情推測

が加害者における罪悪感の認識を高めるかを明らかにす

ることによって，他者感'情推測が誠実な謝罪に及ぼす影

響について検討する。

方法

対象児Ｈ市内の保育園に通う５歳児41名（平均年

齢５歳１ケ月，年齢範囲４歳６ケ月から５歳６ケ月）。な

お，研究２の対象児は，研究１の対象児とは異なってい

る。調査への参加の意志が確認でき保育者の了承を得る

ことができた幼児のみを調査対象児とした。

調査時期2003年１０月。

材料幼児が遊びの中で用いているおもちやの絵１０

枚［ボール（赤)，ボール（青)，絵本，ブロック，車の

おもちや，ままごとセット，なわとび，人形，ロボッ

ト，砂場の遊具]，指人形８体（男児用４体，女児用４

体)。

教示調査前に，対象児に対して研究１と同様の教示

を与えた。ただしその際，他者感情推測あり群の対象児

に対しては，他者感‘情推測課題では登場人物の名前を

あつくん，まあくんと，誠実な謝罪課題では登場人物の

名前をともくん，ゆうぐんと変えて提示した。なお，研
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究ｌと同様に，女児に対しては，「あつくん」を「あっ

ちやん」に，「まあくん」を「まあちやん」に，「ともく

ん」を「ともちやん」に，「ゆうぐん」を「ゆうちやん」に

変えて教示した。

課題文「まあくん（被害者）が部屋でおもちやで遊ん

でいる。そこへあつくん（加害者）がやってきて，まあ

くんに『おもちやを貸して」と言った。しかし，まあく

んはまだおもちやで遊びたかったので，あつくんにおも

ちやを貸さなかった。すると，あつくんはまあくんのお

もちやを取りあげて持って行ってしまった。まあくんは

返して欲しいと言ったが，あつくんは返さなかった。ま

あくんは泣き出してしまった｡」という，’ものの取り合

い場面についてのお話。

挿入文「そこで，あつくんはまあくんに『ごめんね」

と謝った」

なお，上述した教示文，課題文および挿入文は男児に

対してのものであり，女児に対する課題文においては，

「あつくん」を「あっちやん」に，「まあくん」を「まあ

ちやん」に変えた。また，他者感情推測あり群における

他者感‘情推測課題では，登場人物の名前を「ともくん

（ともちやん)｣，「ゆうぐん（ゆうちやん)」とした。

手続きまず，対象児をランダムに，被害者の感情を

推測しない他者感情推測なし群（20名）と，推測する他

者感情推測あり群（21名）に振り分けた。他者感情推測

なし群には誠実な謝罪課題のみを行った。被害者感情の

理解に関しては，教示を用いた受動的な認識ではなく，

幼児自身の能動的な認識がなければならない。そのため

他者感情推測あり群では，まず他者感情推測課題を行

い，対象児が自ら被害者のネガティブな感情を理解でき

ているかを確認した上で，誠実な謝罪課題を行った。

他者感情推測なし群

く誠実な謝罪課題＞まず，課題文に対する対象児の

自己関与を高めるために，１０個のおもちやの絵の中から

好きなおもちやの絵を１つ選択するよう対象児に求め

た。その後，教示文を提示し，続いて，対象児が選択し

たおもちやの絵を用いて，そのおもちやを２人の登場人

物が取り合う課題文を指人形２体を用いて実験者が演じ

た。課題文の最後に挿入文を提示した。課題文，挿入文

の提示後，謝罪した加害者が責任を受容しているかをみ

るために，「このときあつくんは，まあくんが泣いてい

るのは自分のせいだと思っているかな？思っていないか

な？」と質問した。続いて，謝罪した加害者が罪悪感を

認識しているかを確認するために，「このときあつくん

は，まあくんに悪いことしちやったなと思っているか

な？思っていないかな？」と尋ねた。また，謝罪後，加

害者が補償行動を行うかを明らかにするために，「この

後，あつくんは取ったおもちやを返すと思う？返さない

と思う？」と質問した。最後に，違反を繰り返すかをみ

るために，「また別の日にあつくんが保育園に行くと，

まあくんがおもちやで遊んでいた。あつくんはそのおも

ちやで遊びたくてたまらない。その後，あつくんはまあ

くんのおもちやを取ると思う？取らないと思う？」と尋

ねた。

他者感情推測あり群

く他者感情推測課題＞他者感情推測なし群と同様

に，課題文に対する対象児の自己関与を高めるために，

１０個のおもちやの絵の中から好きなおもちやの絵を２

つ選択するよう求めた後，教示文を提示し，続いて，対

象児が選択した２つのおもちやの絵のうち１つを用いて，

そのおもちやを２人の登場人物が取り合う課題文を指人

形２体を用いて実験者が演じた。課題文提示後，「この

とき，ともくん(加害者）は，ゆうぐん(被害者）がどん

な気持ちになっていると思っただろう？」と，被害者の

感情を推測するよう促した。「分からない」と回答した

対象児に対しては，「嫌な気持ちかな？嬉しい気持ちか

な？」と，ポジティブな感情とネガティブな感情の２つ

を提示し，一方を選択するよう求めた。

＜誠実な謝罪課題＞教示文提示後，対象児が選択し

たもう一方のおもちやの絵を用いて，そのおもちやを２

人の登場人物が取り合うという，他者感情推測課題と同

様の課題文を別の指人形２体を用いて実験者が演じた。

課題文提示後，「このとき，あつくんは，まあくんがど

んな気持ちになっていると思っただろう？」と，被害者

の感情を推測するよう促した。続いて，挿入文を提示

し，その後，他者感情推測なし群と同様に，責任の受

容，罪悪感の認識，補償行動，違反の繰り返しについて

質問した。

結果

１．他者感情推測あり群における回答

く他者感情推測課題＞加害者の立場に立っておも

ちやを取られた被害者の感情を推測するよう促したとこ

ろ，８６％（18名）の対象児が被害者はネガティブな感情

を抱いていると回答し，１４％（３名）の対象児が「分から

ない」と回答した。回答されたネガティブ感情は，「嫌

な気持ち４３％（９名)｣，「悲しい気持ち２９％（６名)｣，

｢泣く気持ち10％（２名)｣，「さみしい気持ち５％（１名)」

であった。「分からない」と回答した対象児３名に対し

て，被害者の感情として「嬉しい気持ち（ポジティブ感

情)」と「嫌な気持ち（ネガティブ感情)」のどちらか一方

を選択するよう求めたところ，全ての対象児が「嫌な気

持ち」を選択した。

＜誠実な謝罪課題における他者感情推測＞他者感情

推測課題と同様の課題を提示した後，再び加害者の立場

に立って被害者の感情を推測するよう求めたところ，全

ての対象児が被害者はネガティブな感情を抱いていると
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回答した。回答されたネガティブ感，情の内容は，「嫌な

気持ち５７％（12名)｣，「悲しい気持ち33％（７名)｣，「泣

く気持ち５％（１名)｣，「さみしい気持ち５％（１名)」で

あった。「分からない」と回答した対象児はいなかった。

よって，全ての対象児が被害者のネガティブな感情を推

測していると判断した。

２．群による誠実な謝罪課題における回答の違い

続いて，群によって罪悪感の認識に違いがあるかをみ

るためにｘ２検定したところ，有意な人数の偏りが見ら

れ，他者感情推測あり群ではなし群に比べて，罪悪感を

認識すると回答した者の割合が有意に高かった（ｘ2（１）

＝7.42,,＜､01)。さらに，群によって違反の繰り返しに

違いがあるかをみるためにｘ２検定したところ，他者感

情推測あり群ではなし群に比べて違反を繰り返さないと

回答した者の割合が高い傾向にあった（Ｘ2（１）＝2.73,

.05＜’＜・10)。

研究ｌにおいて，５歳児は謝罪する際，違反に対する

責任を受容しており，また謝罪後は補償行動を行うこと

が示された。このことから，責任の受容と補償行動に関

しては，他者感‘情推測による影響が見られないことが予

測される。そこで，研究２においても研究１と同様の結

果が得られるかを確認するために，責任の受容の有無と

補償行動の有無については群別に２項検定を行った。そ

の結果，責任の受容に関しては，他者感‘情推測なし群

('＜､05)，他者感情推測あり群(，＜,01）の両方において，

違反に対する責任を受容すると回答した者の割合が，責

任を受容しないと回答した者の割合よりも有意に高かっ

た。同様に，補償行動に関しても，群別に２項検定を

行ったところ，他者感情推測なし群(，＜､01)，他者感情

推測あり群(，＜,01）の両方において，謝罪後補償行動

を行うと回答した者の割合が，補償行動を行わないと回

答した者の割合よりも有意に高かった。このことから，

責任の受容と補償行動に関しては，研究１と同様の結果

が示された（'Elble3)。

続いて，対象児の回答を，①罪悪感認識あり－違反の

繰り返しあり，②罪悪感認識あり－違反の繰り返しな

し，③罪悪感認識なし－違反の繰り返しあり，④罪悪感

認識なし－違反の繰り返しなしの４つに分け，罪悪感認

識と違反の繰り返しについての４つの組み合わせにおけ

る回答が他者感情推測の有無によって異なるかを検討す

Table３他者威信推測の有無による回響の遠い

責任受容あり

責任受容なし

罪悪感認識あり

罪悪感認識なし

補償行動あり

補償行動なし

違反繰り返しあり

違反繰り返しなし

)内は9'(）

他者感情推測あり群他者感情推測なし群

15(71）

６(29）

20(95）

１（５）

19(90）

２(10）

２(10）

19(90）

１５(75）

５(25）

12(60）

８(40）

17(85）

３(15）

６(30）

14(70）

るためにフィッシャーの正確検定を行ったところ，有意

な人数の偏りが見られた（Ｘ２（３）＝8.85,力＜､05)。残差

分析の結果，他者感情推測なし群に比べて他者感情推測

あり群では，罪悪感を認識しかつ違反を繰り返さないと

回答した者の割合が有意に高かった（'Elble4)。

考察

誠実な謝罪には違反に対する責任の受容と被害者に対

する罪悪感の認識の２つが必要である。研究１では，５

歳児では謝罪する際，約半数が被害者に対して罪悪感を

認識していなかったことから，誠実な謝罪がほとんどの

子に見られるようになるのは６歳児になってからである

ことが示された。換言すると，この結果は，５歳児で

あっても罪悪感の認識が高められれば，誠実な謝罪の必

要条件が整うことを示している。そこで研究２では，５

歳児を対象として，加害者に被害者の感情を推測させる

ことが加害者における被害者に対する罪悪感の認識を高

めるかを明らかにすることによって，他者感情推測が５

歳児の誠実な謝罪に及ぼす影響を検討した。その結果，

被害者の感情を推測させることによって，５歳児であっ

ても被害者に対して罪悪感を認識し，違反を繰り返さな

いと回答する子が多くなった。すなわち，被害者の感'情

を推測するよう促された対象児は，責任の受容と罪悪感

の認識という誠実な謝罪に必要な２つの条件を満たして

おり，このことから，他者感情推測が誠実な謝罪に影響

することが示された。したがって，仮説２は支持され

た。

他者視点取得能力と罪悪感の認識は密接に関連してお

Table４罪悪感の認識と違反繰り返しの粗み合わせにおける他者感情推測の有無による人数の遠し’

罪悪感認識あり－違反繰り返しあり

罪悪感認識あり－違反繰り返しなし

罪悪感認識なし－違反繰り返しあり

罪悪感認識なし－違反繰り返しなし

（）内は％

他者感‘情推測あり群他者感'情推測なし群

２(10）

１８(86）

０（０）

１（５）

3(15）

9(45）

3(15）

5(25）
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り（Hoffman,1998)，他者感情推測は道徳判断能力や罪

悪感の認識を高める（Eisenberg,Zhou,＆Kolle喝2001；

Thompson＆Hoffman,1980)。本研究で得られた結果は

これらの見解を支持するものであった。すなわち，５歳

児であっても，被害者の感』情を推測するよう促すことに

よって，被害者に対する罪悪感を認識させることが可能

となった。

さらに，他者感情推測は違反の繰り返しにも影響する

ことが明らかになった。被害者の感情を推測させた対象

児は，推測させなかった対象児に比べ，同じ違反を繰り

返さないと多く回答していた。同じ場面に直面したとし

ても，以前違反した際に自分のせいで被害者が不快感を

抱いたことを認識していれば，その経験に基づいて違反

の繰り返しを抑制することができる。研究２の結果から，

他者感情推測は，違反の繰り返しを抑制する上で重要な

役割を果たすことが示された。

以上のことから，他者感情推測は罪悪感の認識を高め

る重要な要因であり，同時に，違反の繰り返しを抑制す

る要因であることが示された。これら２つの結果をあわ

せて考えると，被害者の感情を推測するよう求められた

加害者は，被害者に対して罪悪感を認識した上で，同じ

違反を繰り返さないと判断したのではないかという予測

が立てられる。そこで，対象児の回答を４つの群（罪悪

感認識あり－違反の繰り返しあり，罪悪感認識あり－違

反の繰り返しなし，罪悪感認識なし－違反の繰り返しあ

り，罪悪感認識なし－違反の繰り返しなし）に分け，４

群における人数に，他者感情推測の有無による違いが見

られるかを検討した。他者感情推測あり群では罪悪感を

認識しかつ違反を繰り返さないと回答した対象児が多い

という結果から，罪悪感の認識と違反の繰り返しは密接

に関連している可能性が高い。一方，他者感情推測なし

群ではあり群に比べて，罪悪感を認識しておらず違反を

繰り返すと回答した対象児が多く，被害者の抱く不快な

感情を推測しない加害者は，罪悪感を認識せずかつ違反

を繰り返す可能性が高いことが示唆された。これらの結

果から，罪悪感の認識と違反の繰り返しは関連している

ことが予測されるが，本研究では罪悪感の認識が違反の

繰り返し抑制に与える影響を直接的に確認することはで

きない。この点については今後の検討課題である。

幼児の対人葛藤についての研究は数多くなされてきた

(e､9.,東・野辺地，1992;山本，1994)。しかしながら，

これらの研究は主に対人葛藤場面における幼児の問題解

決方略に焦点を当てており，対人葛藤終結後の当事者の

行動や認識については明らかにされていない。対人葛藤

が本質的に終結したかをみるためには，対人葛藤終結後

の当事者の認識や行動について検討する必要がある。例

えば，以前に自己欲求に基づいて自己主張的方略を用い

た加害者は，再び同じ場面に直面したとき，被害者の状

況や感情を認識していないため，同じ違反を繰り返すで

あろうし，同じ謝罪でも誠実な謝罪ではなく保育者によ

る罰を回避することを目的として道具的に謝罪する加害

者は，保育者が側にいなければ同じ違反を繰り返す可能

性が高い。同じ違反を繰り返さないことが本質的な対人

葛藤解決であるとするならば，これらの加害者が対人葛

藤を本質的に解決したとは考えにくい。責任の受容と罪

悪感の認識という誠実な謝罪の２つの必要条件を満たし

かつ違反を繰り返さないと回答した者が多いという本研

究の結果から，誠実な謝罪は，他のどの方略よりも，ま

さに本質的な対人葛藤解決を導く方略であるといえる。

総合考察

本研究の目的は，幼児における誠実な謝罪の出現時期

を明らかにし，また，他者感情推測が誠実な謝罪に影響

するかを検討することであった。その結果，６歳児のほ

とんどが，責任の受容と罪悪感の認識という誠実な謝罪

の２つの必要条件を満たしており，他方，５歳児の約半

数に誠実な謝罪の必要条件が整わなかった理由は，彼ら

が被害者に対して罪悪感を抱いていないことにあった。

さらに，５歳児であっても，被害者の感情を推測させる

ことによって罪悪感の認識が高められたことから，被害

者の感情を推測することによって誠実な謝罪の必要条件

が整うことが明らかになった。

研究２において被害者の感情を推測するよう求めな

かった５歳児では，被害者に対して罪悪感を認識すると

回答した幼児が半数に留まった。すなわち，５歳児は，

他者に被害を与えたとしても，被害者の感情を考えるよ

う促されなければ罪悪感を認識できるとは必ずしもいえ

ず，誠実な謝罪が困難な段階にあるといえる。つまり，

彼らは被害者に誠実な謝罪をしないのではなく，被害者

の感情を推測する能力が十分に備わっていないために誠

実な謝罪ができない可能性がある。本研究において，５

歳児であっても被害者の感情を推測するよう促すことに

よって，誠実な謝罪の必要条件が整うことが示された

が，十分な高さの他者視点取得能力の備わっていない幼

児に対してこのような働きかけを行い，誠実な謝罪を強

いることは，彼らに謝罪をスクリプト化されたものとし

て認識させることにつながり得る。そのような可能'性を

低くするために，介入を行う保育者には，幼児の発達の

状況を見極め，相応の介入を行うことが求められる。

本研究では，幼児における誠実な謝罪の実態が明らか

にされた。しかしながら，本研究にはいくつかの問題点

が残されている。第１に，群により課題の提示回数が異

なることによって，課題提示数による影響が他者感情推

測あり群においてみられた可能'性である。他者感情推測

なし群にはものの取り合いについての課題文を一度提示

しただけであるのに対し，他者感情推測あり群には，同



幼児の誠実な謝罪に他者感'情推測が及ぼす影響 173

様の課題文を続けて二度提示している。もちろん，他者

感情推測課題では対象児に対して謝罪に関する回答を求

めていない。また，実験で用いる指人形や取り合いの対

象となったおもちやを課題文ごとに変えることによっ

て,対象児に２つの課題文を異なるものとして提示した。

しかしながら，他者感情推測課題が誠実な謝罪課題と同

様のストーリーである以上，２つの課題を続けて提示さ

れた他者感情推測あり群において，課題の反復による何

らかの効果が見られた可能性を完全に否定することはで

きない。この点については今後の検討課題である。第２

に，本研究は幼児の誠実な謝罪についての認識を明らか

にしたものであり，本研究で得られた結果がそのまま幼

児の実際の行動に反映されるとは必ずしもいえない。謝

罪は社会的行動であることからも，他の様々な要因に大

きく影響され（e､9.,Darby＆Schlenkel)1982,1989)，誠

実な謝罪の必要条件が整った６歳児であっても，状況に

よっては誠実な謝罪を行わない可能性が十分に考えられ

る。謝罪についての幼児の認識と実際の行動との関連に

ついては今後の重要な検討課題である。第３に，本研究

で得られた回答が，幼児の日常の思考や行動を反映して

いない可能性である。本研究では，対象児に加害者の視

点に立つよう求めた上で課題文を提示し，各質問に対す

る回答を求めた。しかしながら，対象児が真に加害者の

視点に立って回答したのか，またその回答が対象児の日

常の思考や行動を反映しているかについては十分な確認

を行っているとはいえない。このような問題点を解消す

るために，実験手続きをさらに改善していく必要があ

る。この点についても今後の検討課題としたい。

誠実な謝罪を行う加害者は違反の繰り返しを抑制する

と対象児が予測したことからも，対人葛藤の本質的な解

決において誠実な謝罪が担う役割は大きい。今後は，誠

実な謝罪に影響するさらなる要因を明らかにし，道具的

謝罪や他の問題解決方略との比較を行うことによって，

誠実な謝罪についてさらに多くの知見を得たい。
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児童期前半における生活時間構造の階層化と時間処理方略の発達

丸山真名美
(名古屋大学大学院教育発達科学研究科')）

原著

本研究の目的は，児童における生活時間の階層的構造の発達と時間処理方略の発達を検討することで

あった。本研究の被験者は，小学校１年生，２年生，３年生の合計78名であった。生活時間構造の階層’性

を検討するために「カード分類課題｣，時間処理方略を調べるために「間隔時間比較課題」を行った。ま

た，時間処理能力を「カード配列課題」によって検討した。その結果，（１）１年生から２年生にかけて，

生活時間の階層構造は高次なものになること，（２）イメージ・システム処理能力は２年生から３年生に

かけてより高次なものへと発達すること，（３）より高次な階層的時間構造を有しているものは，課題に

適切な時間処理方略を使用することが明らかになった。さらに，時間処理方略も言語処理方略からイ

メージ処理方略の順に獲得されることも示された。最後に，今後の課題について述べた。

【キー・ワード】階層的時間構造，部分一全体関係，言語システム処理能力，イメージ・システム処理，

時間処理方略

問題と目的

われわれは，日々の生活において時間の枠組みのなか

で行動している。たとえば，広く共有されている時間の

枠組みとして，年，月，週などがあげられる。これらの

時間の枠組みは'慣習として社会に定着し，さらにはこの

時間の枠組みにしたがって社会が運営されている。この

ような時間の枠組みのことを「'慣用的時間」という。こ

の時間の枠組みを内面化し，適切に利用することは社会

に適応するために必要不可欠なことである。

われわれ大人は，このような時間の枠組みを利用し

て，自分自身の行動を計画したり，過去に起きた出来事

を整理している。このような時間の枠組みは，経験を重

ねたり，加齢にともなって獲得されるものである。子ど

もがどのように時間の枠組みを獲得し，利用するように

なるのかということが，本研究の基本的主題である。

時間の枠組みの獲得については，出来事についての時

系列に沿った知識の獲得を扱ったスクリプト研究が非常

に有効な示唆を与えてくれる。

わが国における日常生活についてのスクリプト研究と

して，無藤（1982）と藤崎（1995）があげられる。とも

に，幼児の園生活スクリプトについて調査している。２

つの研究とも，子どもは，登園してから帰宅するまで，

園での行為を順番に話すように求められる。子どもは，

1）現所属：三重中央大学短期大学部こども学科

｢玄関で靴をぬいで，かばんをしまって……」というよ

うに園での行為を順番に報告する。これが園生活スクリ

プトである。

無藤（1982）は，横断研究を行い，加齢にともなって

報告される行為数が増加し，スクリプトが詳細になって

いくことを明らかにした。平均報告行為数が年長児にお

いてもっとも多かった。藤崎（1995）は，対照的に縦断

研究を行っている。その結果，年長になると全員ではな

いが，報告される行為数が減少する子どもがいることを

見いだしている。例えば，給食については，「お皿を並

べる」「ご飯をよそう」などという個々の小さな行為を述

べていたものが，個々の小さな行為を「給食を準備する」

という活動に包括するために報告数が減少するのであ

る。藤崎（1995）は，これを園生活スクリプトが階層的

に構造化されたことを示すものだと考えている。

無藤（1982）は，年齢群ごとの平均報告数を比較する

ことでスクリプトの発達傾向を検討しており，個々の被

験者のスクリプト構造を検討していない。このため藤崎

(1995）において見いだされたようなスクリプトが階層

化されるために報告数が減少する被験者を抽出できな

かった可能性がある。実際，海外の研究においても，３

歳や４歳といった幼児であっても，加齢や経験の増加に

ともなって，スクリプトが階層的になっていくことが明

らかにされている（Fuvish,1984;Smith，Ratne喝＆Hor‐

bat,1987;RatnenSmith,＆Padgett,1990)。

スクリプトの階層的構造とは具体的にどのようなもの

であるのだろうか。Mandler（1984）によると，部分一
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全体というクラス包含を持っているスクリプトの構造の

ことである。例えば，年を全体として考えると，月は年

の部分であり，さらに週は月の部分であるという，いわ

ゆる「入れ子状」の構造のことである。

スクリプト研究の概観から，子どもの生活時間スクリ

プトに基づいて，子どもが持っている生活時間における

時間の枠組み，つまり階層的時間構造を検討できると考

えられる。先行研究は幼児を対象としたものが主である

が，児童期を通じてさらに階層構造は発達すると考えら

れる。しかし，児童期以降におけるスクリプト構造の発

達を検討した研究はほとんどない。わが国におけるスク

リプトの階層‘性に焦点を当てたものは藤崎（1995）以外

にほとんどないといってよい。そのため階層的時間構造

の形成過程についての知見は不十分である。しかし，わ

れわれ成人のスクリプトは階層性を有している。スクリ

プト研究において，階層’性の獲得という視点を導入しそ

の発達について明らかにすることは，われわれの知識構

造をより理解するために有効だと考えられる。

したがって，本研究では児童の生活時間構造の形成過

程について階層性の観点から検討する。藤崎（1995）で

一部の幼児に階層性獲得の萌芽が認められたことから，

児童期を通じて，生活時間の階層的構造はより複雑な部

分一全体の関係を有するようになると考えられる（仮説

1)。

次に，適応的に生活するためには，スクリプト研究で

示された時間構造をどのように利用するかといったこと

が重要になる。しかしながら，時間構造の利用について

はほとんど知られていない。時間構造をどのように利用

するかということは，いいかえれば，時間についてどの

ような認知的処理を行うのかということである。この点

に関して，Friedman（1977）によって始められた，，慣用

的時間概念についての処理能力および処理方略に関する

一連の研究が，非常に有益な示唆を与えてくれる。

彼が設定している基本的な時間処理能力は，言語リス

ト処理能力とイメージ・システム処理能力である

(Friedman，1983,1986)。例として，週について考えて

みよう。言語リスト処理能力とは，出来事の順序を利用

する継時的な処理能力であり，「月，火，水……」といっ

たつながりを順番に表象することである。一方，イメー

ジ・システム処理能力は，ある時間構造における出来事

の位置をその構造の中で表象する同時的な処理能力であ

り，カレンダーを思い浮かべれば一週間を一度に表象す

ることができる。発達的には言語リスト処理能力，イ

メージ・システム処理能力の順に獲得され，この２つの

能力は併存すると考えられている。日常生活に関する時

間についてのイメージ・システム処理能力は，７歳まで

に獲得されることが明らかにされている（Friedman，

1983,1986)。

階層的時間構造と時間処理能力の関係はどのようなも

のであるのだろうか。この点に関しては，Friedman

（1982）のアイディアが参考になる。彼は，時間処理能

力と空間認知における認知地図の発達が平行関係にある

ことと，空間は時間と同様に部分一全体関係に基づいた

階層構造を持つことから，認知地図と時間構造とのあい

だにアナロジーが成立すると考えている。彼が考える時

間構造の発達とは，覚えている行為の羅列で形成されて

いるものから，行為が小さなユニットに統合されたもの

になっていくという流れである。彼の時間構造の発達に

関するアイディアは，スクリプトが階層的に構造化され

ていくことと一致する。したがって，時間処理能力の発

達と階層的時間構造の発達は平行関係にあると考えるこ

とができる。しかしながら，Friedmanはこの点に関して

実証的な検討を行っていない。本研究では，階層的時間

構造と時間処理能力の関係について検討する。

Friedman（1982）が考えているように，両者の発達は

平行関係にあると考えられる。時間構造を表象するため

には，同時的な表象をすることが必要となるのでイメー

ジ・システム処理能力の獲得が，階層的時間構造の形成

に先行すると考えられる（仮説２)。

時間処理方略については，①時間の長さの感覚を利用

した方略，②出来事の順序を利用した方略，③出来事が

あった時間的位置を利用した方略が明らかにされている

（Friedman,Gardnel;＆Naomi,1995;Riedman,1997)。こ

れらは，過去の２つの出来事の判断時点からの相対的な

近さを判断するときに用いられる方略である。本研究で

特に取り上げるのは，②と③の方略である。②の順序を

利用した方略は，前述した言語リスト処理能力を獲得し

ていれば可能であると考えられる。③の時間的位置を利

用した方略は，比較する出来事を同時に表象する必要が

あるので，イメージ・システム処理能力を獲得している

必要があると考えられる。イメージ・処理能力は，ある

時間構造における出来事の位置をその構造の中で表象す

る同時的な処理である。したがって，時間的位置を利用

した方略には，個人が持っている時間構造が反映される

と考えられる。したがって，階層的な時間構造を持って

いるものはその階層構造を問題解決において適切に利用

できると考えられる（仮説３)。

本研究では，仮説１，仮説２，仮説３を検証すること

を目的とする。

方法

被験者小学校１年生21名（男子13名，女子８名，

平均年齢６歳１０ケ月，標準偏差5.1ケ月），小学校２年生

34名（男子１１名，女子13名，平均年齢７歳１０ケ月，標

準偏差3.1ケ月），小学校３年生23名（男子12名，女子

11名，平均年齢８歳８ケ月，標準偏差3.4ケ月）の合計
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78名。すべて学童保育所に通う児童である。

課題３種類の課題を行った。以下に課題の概略を述

べる。

「カード分類課題」は，生活時間の階層的構造の発達

的変化を検討するために行った。RatneESmith,＆

Padgett（1990）における方法を参考に作成した。Ratner

etal.（1990）の研究では，クッキーつくりのスクリプト

構造を，クッキーつくりにおける活動（材料を混ぜる，

生地をのばすなど）の写真を被験者に分類させることで

検討している。本研究では，１日の生活における１６種類

の活動（起床，朝食，歯磨き，登校，朝の会，午前中の

授業，給食，掃除，午後の授業，帰りの会，学童保育で

の遊び，おやつ，帰宅，入浴，夕食，就寝）をそれぞれ

描いたカードを，いくつかのまとまりに分類させた。ま

ず，カードを１枚ずつ順番に示し，被験者がカードの内

容を理解しているか確認した。朝の会と帰りの会などの

区別しにくいと考えられる絵に関しては，区別しやすい

ように「おはようございます」などの言葉を挿入し，被

験者が理解していない場合には，理解するまで説明し

た。「これらのカードを，あなたが思うようにいくつか

のまとまりに分けて下さい」と教示した。その際，被験

者の反応に影響しないように配慮して，調査者がランダ

ムに何枚かのカードを２，３個のまとまりに作って見せ

た。思いつく限り何通りもの分類をしても良いとし，被

験者が一つ目の分類を行ったあとに「他の分け方はある

かな？」と尋ね，被験者が思いつかないといったところ

で課題を終えた。

「カード配列課題」は，時間処理能力の発達を検討す

るために行った。Friedman（1990）が時間処理能力の発

達を明らかにするために行った課題と，取り上げている

活動の種類が異なるだけで，各試行の性質と取り上げた

活動の数も構造も同じである。本研究では，起床，給

食，入浴，就寝をそれぞれ描いた４枚のカードを用いた。

Friedman（1990）と同様に，順向配列，循環性を含む順

向配列（以下，順向配列十循環と表記する)，逆向配列，

循環性を含む逆向配列（以下，逆向配列十循環と表記す

る）の４種類の試行を行った。順向配列は起床のカード

から，順向配列十循環は入浴のカードから時間の流れ

にそってカードを配列するものである。これらとは対照

的に，逆向配列は就寝のカードから，逆向配列十循環

は給食のカードから通常の時間の流れに逆らってカード

を配列するものである。さらに，順向配列と逆向配列

は，朝から夜までの１日の枠組みに収まるが，順向配列

十循環と逆向配列十循環は，配列する活動が２日にかか

るという循環性を有している点がこれらの試行の特徴で

ある。各試行について起点となるカードを被験者の前に

置き，順向配列と順向配列十循環は「(起点のカードか

ら）順番に並べて下さい｣，逆向配列と逆向配列十循環

は「(起点となるカードから）いつもとは反対の順番に並

べて下さい」と教示した。逆向のものは，通常の時間の

進行方向とは逆方向に並べることが理解できるように被

験者に応じて教示を工夫した。

「間隔時間比較課題」は，２つの間隔の時間の長さを比

較する課題である。この課題は丸山（2004）において開

発され，時間処理能力の測定に利用できることが示され

ている。本研究では，この課題を間隔時間の長さを比較

するために用いた方略を分析することによって，時間に

関する問題解決を行うときに階層構造はどのように利用

されるのか，つまりどのような時間処理方略が用いられ

るか検討するために行った。′mablelに示した８試行を

行った。教示は，試行①については「朝の会から掃除を

するまでと，朝の会から帰りの会をするまでとではどち

らが長いですか」と行った。方略は，被験者に「どのよ

うに考えたの？」「どうしてそう思ったの？」と尋ねた。

各試行は，次の特'性を持つように作成された。一つ目

は，比較する間隔時間が同一階層内か階層間にまたがる

ものかどうかという特性である。「朝の会，午前中の授

業，給食，掃除，午後の授業，帰りの会」は「学校」と

いう階層にまとめられると考え，これらの活動から２つ

の間隔時間が構成されている試行は階層内の比較とし

た。それ以外の試行は，階層間の比較である。なお，本

研究で用いた活動は，基本的に「朝のこと」「学校」「学

童」「夜のこと」の４つの階層にまとめられると考えられ

る。二つ目の特'性は，２つの間隔時間の（１）起点となる

活動が同じ，（２）終点の活動が同じ，（３）起点も終点も

異なる活動であるかというものである。試行①から試行

⑦は，必ずどちらが長いか判断できる。しかし，試行⑧

はどちらが長いか判断できない。なぜなら，試行⑧は２

つの間隔時間が重なっておらず，本研究で取り上げた活

動を利用して，含まれる活動数を比較しても同数であ

り，さらに，時間の長さもほぼ同じである。このような

とき，どのような方略が用いられるのか検討するために

試行⑧は作成された。各試行の構造と性質をＴａｂｌｅｌに

まとめた。

手続き学童保育所の一室において，一人ずつ個別に

行った。１人あたりの所用時間は，１５分から３０分であっ

た。「カード分類課題」「カード配列課題」「間隔時間比較

課題」の順に行った。「カード配列課題」「間隔時間比較

課題」における各試行は，課題の提示順の影響を排除す

るために被験者ごとにランダムな順番で提示した。

被験者の反応は，デジタルビデオカメラで記録した。

課題で使用したカードを被験者が操作する様子を記録す

るために，被験者の手元のみを撮影した。音声の記録に

は，テープレコーダーを補助的に用いた。分析は，記録

した映像および音声に基づいた。

実施時期2002年９月。
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Tableｌ／郡胃時間比稜課題の各試行における比鞍する/郡冒時間の構造と性質

試行

①朝の会→掃除

／朝の会→帰りの会

②午前中の授業→帰り

の会／掃除→帰りの会

比較する間隔時間の構造

朝の会く－＞掃除

朝の会く－＞帰りの会

午前中の授業く－＞帰りの会

掃除く－＞帰りの会

③朝の会→掃除朝の会く－＞掃除

／午前中の授業→給食午前中の授業く－＞給食

④歯磨き→掃除

／歯磨き→おやつ

⑤給食→帰宅
／朝食→帰宅

⑥登校→夕食／給食→

学童保育での遊び

（遊び）

⑦朝の会→おやつ

／登校→午前中の授業

⑧帰りの会→入浴

／起床→掃除

歯磨きく－＞掃除

歯磨き．＞おやつ

給食く－＞帰宅

朝食 帰宅

登校 夕食

給食く－＞遊び

朝 の 会 く － ＞ お や つ

登校く一＞午前中の授業

帰りの会く一＞入浴

起床く一＞掃除

注．太字は，２つの間隔時間において同じ活動。

結果と考察

①生活時間構造の階層性の発達的変化

「カード分類課題」において被験者が行った分類は，

階層性の観点から３つのレベルに分類された。まず，レ

ベル１には，まったくまとまりにわけることができな

かったものを分類した。つまり，このレベルの被験者に

とって，生活時間は個々の活動の連鎖から成っており，

まだ明確な構造を持たないといえる。レベル２は，１通

りの分類もしくは複数の分類を行ったがすべての分類に

おいてまとまりが４つ以上のものを分類した。たとえば，

｢『起床，朝食，歯磨き』「登校，朝の会，午前中の授業」

『給食，掃除」「午後の授業，帰りの会」「学童保育での

遊び，おやつ，帰宅」「入浴，夕食，就寝』」という分類

はレベル２とした。

これは，方法でも述べたように，本研究で使用した活

動は基本的に４つのまとまりに分けることができると考

えられたためであり，多くの被験者がこのように分類し

た。レベル３は，２通り以上の分類かつその中に３つ以

下のまとまりのものがあるものを分類した。これは，階

層的構造は部分一全体の関係を持つ構造であるので，下

位のまとまりを包含する上位のまとまりが存在すると考

えられるためである。たとえば，「｢起床，朝食，歯磨

き』「登校，朝の会，午前中の授業，給食，掃除，午後

比較する間隔時間の性質

･間隔を構成する活動がすべて同一階層に属する。

･始点となる活動が同一｡したがって，同一階層内の活動の前後関係

を考慮すればよい。

･間隔を構成する活動がすべて同一階層に属する。

･終点となる活動が同一｡したがって，同一階層内の活動の前後関係

を考慮すればよい。

･間隔を構成する活動がすべて同一階層に属する。

･朝の会→掃除の間に午後の授業→給食がすっぽり含まれる。

･間隔を構成する活動が異なる階層に属する。

･始点となる活動が同一。したがって，掃除とおやつがそれぞれ属す

る階層の前後関係を考慮すればよい。

･間隔を構成する活動が異なる階層に属する。

･終点となる活動が同一。したがって，給食と朝食がそれぞれ属する

階層の前後関係を考慮すればよい。

･間隔を構成する活動が異なる階層に属する。

･登校→夕食の間に給食→遊びがすっぽり含まれる。さらに，給食と

遊びが含まれる階層もすっぽり含まれる。

･間隔を構成する活動が異なる階層に属する。

.⑥のように1つの間隔時間が一方にすっぽり包まれるわけではない

が，朝の会と登校は時間的に極めて近接している。

．間隔を構成する活動が異なる階層に属する。

･２つの間隔時間はまったく重複しない。さらに，それぞれの間隔に

含まれる活動数は同じで，時間もほぼ等しい。

どちらが長いかはっきり判断できない試行。

の授業，帰りの会」「学童保育での遊び，おやつ」『帰宅，

入浴，夕食，就寝｣」と「｢起床，朝食，歯磨き」「登校，

朝の会，午前中の授業」『給食，掃除」「午後の授業，帰

りの会」「学童保育での遊び，おやつ，帰宅，入浴，夕

食，就寝｣」と２通りの分類をしたものをレベル３とし

た。レベル１，レベル２，レベル３の順に階層構造の程

度が高くなると考えた。

′mable2に，各学年における階層性の各レベルに分類

された人数を示す。階層性レベルに学年による差がある

かどうかを検討するために，ｘ2検定を行った。その結

果，有意な学年差が得られた（ｘ２(4)＝16.00,'＜､01)。

どの学年間に有意な学年差があるのかを検討するため

に，残差分析を行った。その結果，１年生においてはレ

ベル１のものが多く（’＜､05)，レベル３が少なく（ｐ＜

,05)，２年生ではレベル３のものが多くなることが示さ

れた（，＜､01)。つまり，１年生から２年生にかけて生活

時間の階層的構造は発達すると考えられ，仮説１が支持

Tklble2各学年における各階/冒性レベルの人数

レベル１ レベル２ レベル３

1年生１０(47.6)[3.1**］８(38.1)[1.3］３(14.3)[-3.8**］

2年生５(14.7)[-1.6］７(20.6)[-1.2］２２(64.7)[2.4*］

3年生３(13.6)[-1.3］６(27.3)[0.0］１３(59.1)[1.1］

注．（）は各学年における比率。

［］は調整された残差,やく.０５＊ツ＜､0１



児童期前半における生活時間構造の階層化と時間処理方略の発達 179

されたといえる。また，１年生においてもレベル２に分

類されたものが多いことから，それほど高度ではないが

階層的に生活時間を構造化していると考えられる。

②時間処理能力の発達的変化

「カード配列課題」は，時間処理能力の発達的変化を

明らかにするために行った。この課題においては２年生

と３年生が１名ずつ参加しなかったので，被験者は，１

年生21名，２年生33名，３年生22名の合計76名である。

各試行における学年の正答者数と誤答者数を'mable3

に示した。各試行について，正答率に学年差があるかど

うかｘ2検定を行ったところ，逆向配列十循環について

のみ有意差が認められた（Ｘ２（２）＝8.73,’＜､05)。どの

学年の間に差があるのか検討するために，残差分析を

行ったところ，３年生において正答者が多いことが示さ

れた（’＜､01)。

Friedman（1990）によると，逆向配列十循環はイメー

ジ処理能力をもっとも必要とする課題であると考えられ

ている。本研究では，同じくイメージ処理能力が必要で

あると考えられる順向配列十循環と逆向配列には有意

な学年差が見られなかった。この２つの試行はFried‐

ｍａｎ（1990）においても逆向配列十循環よりも早い年齢

で達成されており，逆向配列十循環よりも高度なイメー

ジ処理能力を必要としないと考えられる。しかし，この

2つの試行において１年生も２年生も高い正答率であっ

た。このことから，イメージ・システム処理能力は１年

生でも獲得されているが，３年生になるとより高度なも

のへと処理能力自体が発達すると考えられる。

以上２つの分析結果から，生活時間の階層構造は１年

生から２年生にかけてより複雑な部分一全体の関係を持

つものに発達し，時間処理能力は１年生で獲得されてい

るが３年生までにより高度なイメージ処理能力へと発達

することが示された。したがって，仮説２を検証するこ

とができなかった。

③生活時間の階層的構造と時間処理方略との関係

「間隔時間比較課題」は，２つの間隔時間の長さを比較

する際に用いる方略の分析をとおして，問題解決におい

て階層構造がどのように利用されるか，どのような時間

Table３カート､配列課題の各試行の各学年の正誓者数

及び誤答上者数

順向配列順向配列 逆向配列
（循環）

1年生２１：０２１：０

2年生３３：０３３：０

3年生２２：０２２：０

２０：１

(-1.0：1.0）

２７：６

(1.9：-1.9）

２１：１

(-1.1：1.1）

逆向配列

（循環）

１０：１１

(1.4：-1.4）

１７：１６

(1.4：-1.4）

１９：３

(-2.9：2.9)*＊

注．正答者数：誤答者数。（）は調整された残差*やく.0１

処理方略が使用されるか検討することを目的としてい

た。この課題においては２年生２名と３年生が１名（両

者とも階層性がレベル３）実験に参加しなかったので，

被験者は，１年生２１名，２年生32名，３年生22名の合計

７５名である。

方略の分類については，以下に述べるように行った。

まず，分類カテゴリーについては，丸山（2002,2003）

において被験者が示した方略にもとづいて'mable4に示

した下位カテゴリーを設定し，報告された方略を分類し

た。分類においては，筆者と心理学を専攻する大学院生

の２人によって行われた。全方略の30％の分類の一致

率は，94.6％という比較的高いものであったので残りの

方略の分類は筆者のみで行った。さらに，′mable4に示

したように下位カテゴリーを，Friedman（1990）の考え

方にしたがって，イメージ処理方略，言語処理方略，そ

の他の方略の上位カテゴリーにまとめた。

（１）学年による正答率と方略使用の差各試行における

正答率の学年差について検討する。各試行における各学

年の正答者数と誤答者数を'mable5に示した。試行⑧は，

２つの間隔時間の長さはほぼ同じであるので，どちらが

長いとは決められないので分析からは除いた。試行ごと

に学年差を検討するためにｘ２検定を行った。その結果，

試行①（X2（２）＝16.77,’＜､01)，試行③（X2（２）＝7.39,

'＜､05)，試行⑥（ｘ2（２）＝8.04,’＜､05)，試行⑦（ｘ２

(2)＝6.49,’＜､05）に有意差が認められた。

どの学年の間に有意な差があるのかどうか検討するた

めに，残差分析を行った。その結果，年齢による有意差

が認められた試行すべてにおいて１年生は誤答者が多い

ことが示された（試行①,③,⑥は’＜､01,試行⑦は’＜

､０５）が見られたが，そのほかは試行①において２年生の

正答者が多いことが示された（ｐ＜､05)。試行③,⑥,⑦

は起点となる活動や終点となる活動が異なるものであ

る。つまり，イメージ処理方略を用いることが適切だと

考えられる。試行①は同じ階層内で起点となる活動が同

じものであるので，１年生においても高い正答率が期待

できると考えたがそうはならなかった。起点もしくは終

点となる活動が同じ試行②,④,⑤は前後関係を考慮す

る活動同士が，試行①にくらべて時間的に離れていた。

このことから，試行①では比較する活動が時間的に近接

しているために１年生において誤答するものが多いとい

う結果になった可能性が示唆される。

つぎに，用いられた方略についてはどうだろうか。

Table6に各試行における各方略の使用人数を学年ごと

に示した。方略使用の学年差を検討するためにｘ２検定

行った。その結果,試行②(X2(4)＝20.61,,＜､01)，試

行③(x2（４）＝13.12,'＜､05)，試行④(X2（４）＝21.11,

ｐ＜､01)，試行⑤（x2（４）＝23.53,’＜､01)，試行⑥（ｘ２

(4)＝27.24,ｐ＜､01)，試行⑦(x2(4)＝15.19,ｐ＜､01)，
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Table４間隔時間比較課題において使用された方略の分類カテゴダー

下位カテゴリー

位置比較方略：活動のある時間的位置について言及する

例）朝から夜と昼から夜だから

包含方略：長い方の間隔時間に短い方の間隔時間が含ま

例）午前の授業から給食までの間

長さ比較方略：間隔時間の時間の長さに言及したもの

例）○○→××までは5時間くらし

れることに言及する

は，朝の会から掃除までの問に入る（試行②の場合）

､，■■→△△はちょっとしかなくてすぐだから－

の順番だから

８個と5個だから

スクリプトを述べたもの

順序比較方略：間隔時間の活動の前後関係について言及する

例）試行①について，掃除，帰りの会

活動数比較課題：間隔時間の中にある活動数を比較する

例）（各間隔時間に含まれる活動数が）

並び替え方略：間隔時間を構成する活動を順番に述べたり，

例）××→◇◇と○○→□□では，×××→○○→□□→◇◇の順番だから

活動所要時間に言及：一つの活動の長さについて言及し，

例）給食を食べるのはたくさんある

無関連な報告：間隔時間の長さとはまったく関係ない報告

例）疲れるから，距離が長いから

報告なし：方略についていかなる報告もされなかったもの

間隔時間の長さを比較しないもの

と時間がかかる

Table５／郡冒時/冒批説課題の各試行の各学年における正答者数災び誤響者数

試行①

１５：６
１年生

（-4.1：4.1)*＊

2年生

3年生

３２：０

(2.2：2.2)＊

２２：０

(1.6：－１．６）

試行②

１７：４

(-1.5：1.5）

２９：３

(0.3：-0.3）

２１：１

(１．１：-1.1）

試行③

１７：４

(-2.7：2.7)*＊

３１：ｌ

(1.1：-1.1）

２２：０

(１．５：-1.5）

注．正答者：誤答者。（）は調整された残差やく.05,＊ツ＜､0１

試行④

２０：１

(0.1：‐0.1）

２９：３

(-1.3：1.3）

２２：０

(１．３：－１．３）

試行⑤

１７：４

(-1.8：1.8）

３１：１

(1.6：－１．６）

２０：２

(0.0：0.0）

試行⑥

１８：３

(-2.8：2.8)*＊

３２：０

(-1.5：1.5）

２２：Ｏ

(1.1：－１．１）

Tklble6／馴訂右較課題の各試行の各学年における各方略の使用人数

① ② ③

上位カテゴリー

イメージ処理方略

言語処理方略

その他

④

試行⑦

１６：５

(-2.3：2.3)＊

２９：３

(0.3：-0.3）

２２：０

(1.9：-1.9）

1年生２：１３：６（-1.11：－１．０:2.8）５：８：８(0.7：-3.3*＊：3.6**）５：９：７（-2.6*＊：０．８:2.6**）３：１０：８（-1.6：－１．２：3.9**）

2年生７：２２：３（0.9：－０．３：-0.6）２：２８:２（-2.4＊：3.3*＊：-1.8）１６：１４:２（0.3：１．２：-2.0*）７：２３：２（－１．０：2.0＊：－１．６）

3年生４：１８：０(0.1：１．４：-2.1）７：１４：１（1.9*：－０．４：－１．６）１５：４：３(2.3＊：-2.1＊：-0.4）１１：１１：０(2.7*＊：－１．０：-2.2*）

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1年生６：７：８（－１．４：－１．４：4.3**）５：６：１０（-4.0*＊：０．６：4.7**）３：１０:８（-2.6*＊：０．４:2.7**）２：９:１０（-2.5＊：－０．１：2.8**）

2年生１１：２０：１（-1.1：2.4*＊：-2.0*）２１：９:２(0.9:０．７：-2.0*）１１：１７:４（-0.5：1.4:-1.2）１２：１６：４（1.1：０．９：-2.2*）

3年生１４:８：０(2.5*＊：－１．２：-2.1*）１９:３:０(3.0*＊：－１．４：-2.4*）１４:６:２(3.0*＊：-1.9*：－１．４）９：８：５（1.2：－０．９：-0.3）

注．イメージ方略：言語処理方略：その他。（）は調整された残差ゆく.05,＊やく.0１

試行⑧(x2（４）＝11.12,’＜､05）において有意な学年差

が得られた。どの学年間で差があるのか残差分析を行っ

た。その結果，すべての試行において１年生では「その

他」の試行が多いこと（，＜,01)，２年生では試行②，④，

⑤において「言語処理方略」が多いことが示された（試

行②と⑤は’＜,01,試行④は’＜､05)。３年生は試行⑧

以外においてイメージ処理方略が多いことが示された

(試行④，⑤，⑥，⑦は’＜､01,試行②と③は力＜･05)。

試行⑧は２つの間隔時間が重なっておらず，本研究で取

り上げた活動を利用して，含まれる活動数を比較しても

同数であり，さらに，時間の長さもほぼ同じであるの

で，どちらが長いとは決められないものである。３年生

になると「どちらも同じくらいの長さだと思う」と反応

する子どもが出現した。この試行以外では３年生はイ

メージ処理方略を使用するものが多かったが，試行⑧で

は言語処理方略を使用するものも多かった。このことか

ら，２つの間隔時間が重なっておらず，大きな間隔時間

の長さの差でないために，位置関係を利用して比較する

イメージ処理方略の適用は難しかったことが示唆され

る。

以上から，１年生から２年生にかけてその他の方略か

ら言語処理方略へと発達的に変化し，２年生から３年生

にかけて言語処理方略からイメージ処理方略へと発達的

に使用方略が変化するといえる。
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（２）階層性レベルによる正答率と方略使用の差「間隔

時間比較課題」の分析から，学年が上がるにしたがって，

階層構造を利用した処理，つまりイメージ処理方略を行

えるようになることが示唆された。それでは階層性を利

用した方略，すなわち処理能力と「カード分類課題」で

検討した階層性のレベルとの間にはどのような関係があ

るのだろうか．以下の分析においては試行⑧を除くこと

にする。

まず，各試行の正答率に階層性のレベルによる違いが

あるのかどうか検討する。Ｔａｂｌｅ７に，間隔時間比較課

題の各試行における各階層'性レベルの正答者数および誤

答者数を示した。階層'性レベルによる差があるかどうか

検討するためｘ2検定を行った。その結果，試行①(ｘ２

(2)＝8.14,’＜､05）と試行⑥(X2(2)＝9.90,’＜､０１）に

有意差がみられた。どのレベル間に差があるのか検討す

るために，残差分析を行ったところ，試行①と試行⑥と

もに，レベル１では誤答者が多いこと（’＜､01）が示さ

れた。さらに試行①においてはレベル３で正答者が多い

ことが示された（’＜､01)。試行①は，２つの間隔時間の

始点となる活動が同じで，比較するべき活動が同一階層

内にあり，階層’性を利用することなく容易に正答できる

試行であると考えられるものであったがそうではなかっ

た。正答率の学年差の分析においても，１年生で誤答者

が多かった。階層'性レベル１に分類された１８人のうち

10名，レベル２の２１名中８名が１年生，レベル３の３８

人中３名が１年生であった（'nable2)。したがって，試

行①の正答率がレベル１で低く，レベル３で高かったの

は，試行①では比較する活動が時間的に近接しているた

めであることが示唆される。試行⑥は，２つの間隔時間

の片方はもう一方の部分であるという部分一全体の関

係，つまり階層構造を持つものであった。したがって，

階層性を有するレベル２とレベル３のものは，その階層

'性を利用した問題解決を適切に利用できると考えられ

る。

各試行について階層レベルによる使用方略に違いがあ

るかどうかを検討するためにｘ２検定を行った。間隔時

間比較課題の各試行において各階層'性レベルの各方略の

使用人数を'Elble8に示した。その結果，試行④(X2（４）

＝10.33,力＜､05）と試行⑤(X2（４）＝16.55,力＜､01）に

有意差が認められた。どのレベル間に差があるかを検討

するために残差分析を行った。試行④と⑤ともにレベル

１では，「その他」が多いことが示された（’＜､05)。試

行⑤についてはレベル２ではイメージ処理方略が多く

(，＜､01)，レベル３では言語処理方略が多いことが示

された（’＜､01)。この結果から，レベル２のほうがレ

ベル３よりもイメージ処理方略を用いるものが多いこと

が分かる。階層性のレベルに有意差がみられた試行⑤

は，間隔時間を構成する活動が異なる階層に属するもの

である。レベル３はレベル２よりもより高次な階層’性を

持っているので，イメージ処理方略を用いると予測され

るが，結果はそうならなかった。試行⑤は間隔時間を構

成する活動が異なる階層に属するものであるが，試行⑤

は終点となる活動が同じものである。つまり，終点の活

動の順序を考えればよく，この方略の方が認知的負荷も

低いと考えられる。このために，レベル３であっても言

語処理方略を用いるものが多かったといえる。このこと

Table７間隔時間比較課題の各試行における階/冒性レベルごとの正答者数及び誤夢者数

①

ﾚべﾙ’（_2鮒)*＊
１９：２

レベル２
（-0.3：0.3）

ﾚべﾙ３（25§室:)誰

②

１５：３

(-0.9：0.9）

１８：３

(-0.6：0.6）

３４:２

(1.4：－１．４）

③

１５：３

(-2.0：2.0）＊

２０：ｌ

(0.4：-0.4）

３５：ｌ

(1.3：-1.3）

注．正答者数：誤答者数。（）は調整された残差*'＜､05,＊:ゆく.0１

④

１８：０

(１．２：-1.2）

１９：２

(-1.0：1.0）

３４：２

(-0.1：０．１）

⑤

１５：３

(-1.2：1.2）

１９：２

(0.0：0.0）

３４：２

(１．１：-1.1）

⑥

１５：３

(-3.1：３．１）＊＊

２１：０

(-1.1：1.1）

３６：０

(1.7：－Ｌ７）

Table８／那胃比較課題の各階層性レベルにおける各方略の使用人数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦

１４：４

(-1.8：1.8）

１９：２

(0.2：-0.2）

３４：２

(1.4：-1.4）

⑦

２：１１：５４：８：６５：８：５２：１１：５４：９：５８：４：６３：１０：５

レベル’（-0.8：－１．０:2.4）（0.4：－２．３：2.6）（-2.0：０．９：1.6）（-1.8：０．２：2.1*）（-1.9＊：０．３：2.4*）（-1.5：－０．２：2.3）（-2.1：１．１：1.1）
２：１７：２３：１６：２１２：４：５８：９：４１４：４：３１４：３：４９：６：６

レベル２（-1.1：１．２：-0.4）（-0.6：１．１：-0.8）（1.0：－１．９：1.2）（1.2：－１．７：０９）（2.8*＊：-3.0*＊：0.4）（0.7：－１．２：0.4）（0.6：－１．７：1.4）
９：２５：２７：２６：３１９：１５：２１１：２４：１１３：２２：１２３：１１：２１６：１７：３

ﾚべﾙ３（1.7喜砥二L7）（0.2苅:言1.5）（0.8:1.0:-2.4）（0.5:L4:-2.6**）（-0.9:2.4*:-2.4率）（0.7:1.3:-2.4）（1.2:0.5:-2.2）
注．イメージ方略：言語処理方略：その他。（）は調整された残差*ﾉｳ＜､05,＊やく.0１
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から，より高次の階層性を有していると，課題の性質に

対して最も適切な方略を選択できることが示唆される。

したがって，仮説３は支持されたといえる。

全体的考察

本研究では，仮説１「児童期を通じて，生活時間の階

層的構造はより複雑な部分一全体の関係を有するように

なる｣，仮説２「イメージ・システム処理能力の獲得は，

階層的時間構造の形成に先行する｣，仮説３「階層的時間

構造を有するものは問題解決においてその階層的構造を

適切に利用する」という３つの仮説を検証することが目

的であった。そこで，３つの仮説について順に考察して

から，本研究で明らかになった知見をまとめ，最後に今

後の課題について述べる。

①仮説１について

仮説１は「児童期を通じて，生活時間の階層的構造は

より複雑な部分一全体の関係を有するようになる」で

あった。「カード分類課題」において，被験者を３つの

階層性レベルに分類した。この課題の結果から，１年生

では階層に分類することのできないレベルｌが多く，２

年生でより複雑な部分一全体関係を持つレベル３のもの

が多いことが示された。

１年生から２年生にかけて，生活時間構造の階層的構

造は発達するといえる。したがって，仮説１は支持され

たといえる。しかし，１年生においてもレベル２の階層

性のものがいたことから，１年生でも階層的時間構造を

形成していると考えることができる。

②仮説２について

仮説２は「イメージ・システム処理能力の獲得は，階

層的時間構造の形成に先行する」であった。

「カード配列課題」の結果から，イメージ・システム

処理能力が必要である順向配列十循環と逆向配列の正答

率には有意差はなかった。つまり，１年生以上では，イ

メージ・システム処理能力は獲得されていると考えられ

る。しかし，もっとも難しい逆向配列十循環については，

他の学年に比べて３年生の正答者が多いことが示され

た。

階層的時間構造は，仮説１に関する記述にもあるよう

に，１年生から２年生にかけて発達するが，１年生でも階

層性を有していることが示唆された。

この２点から，仮説２を検証することはできなかった。

この結果から，どちらの獲得が先行するかということで

はなく，階層性とイメージ・システム処理能力が加齢に

伴って高次化していくと考えることができる。つまり，

1年生においてイメージ・システム処理能力も階層性も

獲得されていた。階層性は１年生から２年生にかけて高

次なものになり，イメージ・システム処理能力は２年生

から３年生にかけて高次なものになった。これは，より

高度になった階層構造を利用することでイメージ・処理

能力が高次なものになったと考えることができる。

③仮説３について

仮説３は「階層的時間構造を有するものは問題解決に

おいてその階層的構造を適切に利用する」であった。

「間隔時間比較課題」は，この仮説３を検証するため

に行われた。

まず，正答率の学年差については，起点や終点が異な

る試行においては，１年生の正答率が低いことが示され

た。使用方略の学年差については，１年生では「その他」

の方略が多いが，２年生では「言語処理方略｣，３年生で

は「イメージ処理方略」が用いられることが多くなるこ

とが示された。

生活時間構造の階層’性レベルによる正答率の違いにつ

いては，試行①と⑥においてのみ有意差が見いだされ

た。試行⑥は包含関係を有する問題構造であり，この課

題には階層性を有するレベル２とレベル３における正答

率が高いことが示された。

階層レベルによる使用方略の違いについては，異なる

階層にまたがる間隔時間で，始点もしくは終点が同じ試

行④と⑤において有意差がみいだされた。試行④と⑤と

もにレベル１では「その他」が多かったが，試行⑤にお

いてはレベル２ではイメージ処理方略が多く，レベル３

では言語処理方略が多かった。

試行⑤は終点が同じなので，始点の出来事の順序を考

慮すればよい。つまり，言語処理方略で十分対応でき

る。レベル３のものはレベル２よりもより高次な階層構

造を持っているにも関わらず，言語処理方略を使用し

た。このことから，階層構造が高次なものであると適切

な時間処理方略を用いることができると考えられ，仮説

３は支持されたといえる。

④本研究で明らかになった知見

３つの仮説の検証から次のことが明らかになった。

生活時間構造は１年生においても階層化されている

が，１年生から２年生にかけてより複雑な部分一全体関

係をもつ階層性へと発達する。イメージ・システム処理

能力に関しても１年生で獲得されているが，２年生から

３年生へとより高次なものへと発達する。この２点から，

児童期前半における階層的時間構造とイメージ・システ

ム処理能力は，ともに高次なものとなる関係である。ま

た，より高次な階層構造を形成していると課題の問題行

動に応じて適切な方略を用いることができる。

⑤今後の課題について

本研究では仮説２を検証することができなかった。こ

の理由として次のことが考えられる。時間構造は幼児期

後半から階層化され始めることが先行研究より示されて

おり（藤崎，1995)，児童期になるとより高次なものに

発達することが本研究によって明らかになった。イメー
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ジ・システム処理能力についても１年生で獲得されてお

り，３年生までにより高次なものになることが示された。

つまり，児童期においては生活時間構造の階層'性もイ

メージ・システム処理能力もともに高次なものとなるの

ではないかと考えられる。イメージ・システム処理能力

の獲得が生活時間構造の階層性に先行するのか否かを検

討するためには，この２つが獲得され始めると考えられ

る幼児期について調査する必要がある。さらに，階層'性

とイメージ・システム処理能力の獲得に共通する認知発

達の要因があることも十分に考えられる。このことにつ

いても明らかにすることが課題となる。

方法上の問題点として，「間隔時間比較課題」におけ

る質問が挙げられる。本研究においては，「どちらが長

いと思いますか」と尋ねた。しかし，試行⑧はどちらが

長いか決定することは難しいものであった。３年生にお

いてのみ「同じくらいだとおもう」と答えるものがいた。

｢どちらが長いですか」という二者択一的な質問をした

ために，どちらかを選択しなければならないと被験者が

解釈したのではないかと考えられる。このため，２年生

以下の被験者が「同じくらい」と思ってもそう反応でき

なかった可能'性がある。質問の仕方を改善する必要があ

ると考えられる。
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幼児の鬼ごっこ場面における仲間意識の発達

田中浩司
(東京都立大学大学院人文科学研究科）

幼児期の子ども達が，オニ役割．．役割それぞれの役割を意識して鬼ごっこ遊びを行うようになる過

程について，発達的に検討した。実験は，４歳児１５名，５歳児１８名，６歳児12名を対象とし，仲の良い同

年齢児３名に，実験者１名を加えた４名で鬼ごっこ遊びが行われた。その結果，４歳児ではオニ役割から

．役割，および．役割からオニ役割への役割交代が困難である場合が多く，５．６歳児ではこれらの役割

交代が可能である場合が多いことが明らかとなった。オニ役割において，４歳児は複数の仲間を追いかけ

ることは少なかった。また，６歳児は，捕まえようとする対象を変えながら，複数の．役割を追いかけて

いた。．役割においては，４歳児，５歳児は，６歳児と比べて，．同士が接近した逃げ方をしていた。この

結果から，子ども達は加齢に伴い，オニ役割において集団全体を追いかける．として意識するようにな

り，複数の．役割を追いかけるようになることが示唆された。また，．役割において子ども達は，加齢

に伴いオニと．との関係を意識しながら，他の仲間と距離をとって逃げるようになることが示唆された。

以上の結果から，実際の鬼ごっこ遊びで見られる仲間集団に向けられた意識が考察された。

【キー・ワード】鬼ごっこ遊び，ルール遊び，仲間関係，幼児期の遊びの発達

問題と目的

複数の仲間が一定のルールに基づいて行う，ルール遊

びの一つである鬼ごっこ遊びは，伝承遊びとして日本各

地に様々な形態で存在しており（半濯，1985)，また，

西洋圏における遊びの歴史の中にもその記録が残されて

いる（森，1989)。また，鬼ごっこ遊びの，活動的に動

き回りスリルを楽しむといった側面は，機敏性，判断

力，活動意欲を養う集団遊びとして保育の中でも重視さ

れている（芳野，1985)。

このような鬼ごっこ遊びは，追いかけるオニ役割と，

逃げる．役割といった基本的役割によって構成され，こ

の役割に様々なルールが付加される。このようなルール

を伴った遊びは，乳児期からの遊びの経験に基づいてお

り，子どもたちが大人と相互作用し合う内に学ぶ，反復

的でかつ予測可能な行動パターンが基盤となっているこ

とが指摘されている（Garvey;1980)。鬼ごっこ遊びの基

本的なルールとして，オニ役割と．役割の役割交代があ

る。この役割交代という現象は，鬼ごっこ遊びが見られ

るようになる幼児期以前の，乳児期の母子間で構成され

る社会的なゲーム（socialｇａｍｅ）においてすでに見られ

る。Bruner＆Sherwood(1976）は，母親と乳児との間で

楽しまれる，いないいないぱあ遊び(Peek-a-boo）を観察

した。その結果，１歳以前の乳児は，受動的に嬉しそう

に驚くだけの観察者であるが，１歳を過ぎると，乳児自

ら驚かせる役割を担う能動的な参加者へと変化すること

から，乳児も役割交代の感覚を持っていると考えた。

Brunerらの研究は，基本的に母子遊びの中に見られ

る役割交代について検討したものであるが，Mueller＆

Lucas（1975）は，１歳から２歳までの子ども達の相互作

用を検討するなかで，子ども同士の役割交代について言

及している。Mueller＆Lucas（1975)によると，１歳から

2歳までの子ども達の相互交渉のパターンはものを媒

介としたやりとりの段階から子ども同士がお互いの行動

に注意を向けるようになる段階を経て，仲間同士での役

割の交代が見られるようになることを明らかにした。し

かし，この段階で見られる役割交代は，鬼ごっこ遊びに

見られるような，タッチするあるいは捕まえると役割を

交代するといった明確なルールに基づいたものではな

く，Mueller＆Lucas（1975)が「相補的役割行動」と呼ん

だように，相手の行動が他者の行動を誘発して初めて成

立する，即ち仲間の追いかけるという行動に誘発されて

逃げる行動が生起するという特徴を持つ。

このような明確な役割交代のルールを伴わない追いか

けっこ遊びから，明確な役割の交代を必要とする鬼ごっ

こ遊びへの移行過程を検討したものとして，田丸(1991）

の研究がある。田丸（1991）によると，鬼ごっこ遊びは，

オニは追いかける役割を持ち，コは逃げる役割を持つと

いう役割関係を理解することによって，一方が追いかけ

ることによって，他方は逃げる，あるいは一方が逃げる
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ことによって他方が追いかけるといった役割の相補的特

徴が見られなくなると考え，その発達的特徴を検討し

た。その結果，３歳児では，ルールとしての役割関係の

理解は難しく，鬼ごっこ遊びとしての展開は困難である

ことが示された。また，４歳児では，捕まえるために追

うというつながりが３歳児にくらべてより明確になって

くるが，追いかける前に10秒ほど立ったまま動かなく

なったり，屈むといった役割不明行動が多く見られるこ

とから，コに対して自分がオニの役割をとることが理解

される過渡的段階であるとされた。そして，５歳児では，

役割関係が理解され，タッチ交代のルールを守らない子

どもに対して，厳格に抗議する場面も見られるようにな

るなど，交代場面での混乱はほとんど見られなくなるこ

とが示された。

このように，乳児期から見られるような追いかけっこ

遊びから，明確なルールを伴った鬼ごっこ遊びへの移行

過程は，オニ役割．．役割の２者の関係を中心に検討さ

れてきた。しかし，日常の遊び場面で行われる鬼ごっこ

遊びは，複数の仲間で行われていることが一般的であ

る。そこで本研究では，鬼ごっこ遊びの集団性に着目し，

子ども達が仲間集団を意識する過程を検討する。

鬼ごっこ遊びの集団的側面を扱った研究として，次の

ようなものがある。河崎・前田・張間・村野井（1979）

は，鬼ごっこ遊びにおいて，子ども達が仲間集団に向け

ている意識について検討を行った。河崎ら（1979）は，子

ども達は鬼ごっこ遊びの中で，一方は捕まえようとして

追いかけ，他方は捕まらないように逃げるといった意識

的な対立を楽しんでいると考えた。また，その対立意識

は，ルールに伴い構成される集団の形態によって異なる

ことに注目し，鬼ごっこ遊びのルール構造から，子ども

達がお互いに向けている意識を“１対１関係の意識''“集

団全体への意識'，“集団対集団の意識'，の３つの水準に分

類した。その中でも１対１関係の意識は，子ども達が集

団全体を意識するようになる基盤として考えられており

(河崎ら，１９７９；伊藤，1983)，この意識の発達過程を捉

えることは，子ども達が集団を意識した鬼ごっこ遊びを

行うようになる過程を明らかにする上でも重要であると

考えられる。河崎ら（1979)，伊藤（1983）は，この１対

1関係の意識を，主に“高オニ'，“色オニ'，といった，オ

ニは誰か１人の．を狙い，コは１人のオニに捕まらない

ように逃げるといった，オニ１名と．１名が，捕まえ

る．逃げるといった意識を対立させる遊びを例にして，

次のような説明を行っている。オニ１人が次々に交代す

るタイプの鬼ごっこ遊びの中では，オニは．のひとりひ

とりが捕まえる事が出来る条件にあるかどうかを判断す

ればよく，．同士の相互関係などは意識する必要はな

い。一方，コはオニに追いかけられている間オニに対し

て１対１関係を結んでいるが，他の．がオニに追いかけ

られている時には，一時的に逃げる必要がなくなる。し

かし，次に誰がオニになるかを知っておかなくてはなら

ないため，コはオニと他の．との関係を注視している必

要がある。このように，．役割はまずオニ役割と１対１

関係を結び，続いて他の子どもの１対１関係を意識する

ようになる。理論的には，全ての子ども達がそれぞれ

に，すべての子ども同士の１対１関係を観察することに

よって，集団全体が意識されるようになる。そこで本研

究では，河崎ら（1979)，伊藤（1983）において提案さ

れた１対１関係の意識の発達過程を参考に，鬼ごっこ遊

びにおいて子ども達が仲間同士に向ける意識の発達的機

序を以下の３点から明らかにすることを目的とする。

役割行動

本研究では，オニ役割と．役割の役割交代，およびオ

ニ役割，．役割における子ども達の行動形態を総合して

役割行動とする。役割交代とは，オニは．を追いかけ，

タッチするあるいは捕まえると．に交代し，コはオニか

ら逃げ，タッチされるあるいは捕まえられるとオニに交

代することである。行動形態とは，オニ役割，．役割に

おける仲間同士の相互作用の形態である。そこでまず，

各年齢における役割行動の成否に加え，オニ，．それぞ

れの役割における子ども達の行動形態を明らかにする。

オニ役割において仲間集団に向けた意識

オニ役割において，．に向けた意識の発達過程を明ら

かにする。オニ役割は．ひとりひとりと１対１関係を結

ぶことによって，最終的に集団全体を意識するようにな

ると考えられる（伊藤，1983)。つまり，オニ役割と．役

割の２者によって形成された関係は，より複数の．役割

との関係へと移行すると考えられ，加齢に伴いより多く

の仲間に視線を向け，またより多くの．役割を追いかけ

るようになると予想される。また，この段階の過程に，

実際には複数の．を追いかけるわけではないが，視線は

複数の子ども達に向いているという過渡的段階が存在す

ることが予想される。

．役割において仲間集団に向けた意識

．役割において，オニおよび．同士に向けた意識の発

達過程を明らかにする。先行研究（伊藤，1983）から，

．役割は，逃げるためには少なくとも追いかけてくるオ

ニに対して意識を向けていればよく，次の段階として，

自分が追いかけられていないときにも，オニがどのコを

追いかけているかに注意を向けるようになることが指摘

されている。即ち，．役割は追いかけてくるオニとの関

係を意識する段階から，同じようにオニから追いかけら

れる．同士の関係を意識するようになると考えられる。

即ち，．役割同士の関係を意識するようになった子ども

は，追いかけてくるオニ役割にしか意識が向いていない

子どもと比較して，自分がつかまらないように，他の．

とは距離をあけて逃げるようになることが予想される。
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保育園や幼稚園などの園庭や保育室で行われる，自然

条件での遊び場面では，固定遊具といった物理的環境

や，鬼ごっこ遊びの参加者以外の遊び集団の影響を受

け，参加者同士の意識を測定することは困難である。そ

こで，本研究では，遊びの参加者だけで構成される実験

的な鬼ごっこ場面を設定する。このような実験的方法を

用いることによって，鬼ごっこ遊びにおいて生起する意

識に影響を及ぼす外的要因を排し，鬼ごっこ場面におけ

る，参加者同士の意識を明らかにすることが可能とな

る。そして，考察において，実験的鬼ごっこ場面におい

て見られた，仲間集団に向けた意識が，自然条件の遊び

場面でどのように展開されるのかについて検討を行う。

方法

対象児私立幼稚園に通う，４歳児15名（年少クラス

所属，３名を１グループとして，計５グループ，平均４

歳２ケ月，レンジ３歳８ケ月～４歳６ケ月)，５歳児18名

(年中クラス所属，３名を１グループとして，計６グルー

プ，平均５歳２ケ月，レンジ４歳７ケ月～５歳７ケ月），

6歳児12名（年長クラス所属，３名を１グループとして，

計４グループ，平均６歳２ケ月，レンジ５歳７ケ月～６

歳７ケ月)。

手続き実験は，平成12年１０月～１２月に行われた。

対象児が登園してから朝の会が始まるまでの時間（午前

9時～10時)，対象児の所属する幼稚園の２階にある集

会室において行われた。集会室の規模は15.2ｍ×9.5ｍ

(144.4ｍ？）であった。本研究において分析された鬼ごっ

この実施回数は１回である。

対象児グループ構成同学年同士，保育者によって遊

び仲間とされた３名を１グループとした。自然発生的な

鬼ごっこの開始が困難であるため，実験者１名が遊びに

参加し，計４名で鬼ごっこが行われた。実験に用いられ

た集会室には，対象児と実験者に加え，ＶＴＲ記録者１名

が入室した。実験中，他の対象児は集会室に入る事は出

来ず，鬼ごっこの様子は外からは見られなかった。実験

者は，実験に際して保育ボランティアとして週１日程

度，２年間にわたり保育に参加し，対象児と顔なじみに

なっていた。

ルール提示実験者から［鬼ごっこって知ってい

る？」と，鬼ごっこ遊びの知識に関する質問が行われた。

グループごとに質問を行ったため，他の仲間の回答に影

響されることが考えられ，正確な人数の把握は出来な

かった。各年齢のグループで，鬼ごっこ遊びを「知らな

い」と回答したのは，４歳児２グループのみで，他の４歳

児３グループ，５歳児６グループ，６歳児４グループとも

に，グループ内の対象児のいずれかが鬼ごっこ遊びを

｢知っている」と答えた。実験者は，対象児の鬼ごっこ

遊びに関する知識の有無に関わらず，以下の手続きを言

語的に説明した。①始めにオニを決める。②オニはコで

ある仲間を追いかける。③オニは．をタッチするか捕ま

える。④タッチするか捕まえることをきっかけにオニと

．が交代する。本研究での観察場面以外の時間に，鬼

ごっこ遊びを行っている子ども達も見られ，鬼ごっこ遊

びに関する知識に差があると考えられるが，本研究では

この部分の統制は行っていない。

遊びの開始実験者から「誰が鬼になる？」と提案し，

ジャンケン等の提案が出た場合は，それに従った。意見

が出なかった場合は，実験者が最初にオニになった。実

験者がオニ役割の際には，まだオニになっていない対象

児を捕まえるようにして，最低１回は，どの対象児もオ

ニになるようにした。鬼ごっこが中断する，あるいは対

象児がオニの役割をとれなくなった場合には，「オニは

誰？」という質問を行った後，対象児からの答えがなけ

れば，実験者が代わりにオニになって鬼ごっこを続け

た。鬼ごっこ場面を，８ミリカメラ２台を用いて録画し

た。１台は３脚で固定し，１台はＶＴＲ撮影者がオニと．

の役割交代場面を中心に撮影した。

遊びの終了対象児が鬼ごっこの終了を求めた時や，

鬼ごっこのルールが変化した場合は，ＶＴＲ撮影を終了

し，求めに応じて対象児の教室に戻るか，集会室で実験

者も対象児と共に遊ぶようにした。鬼ごっこ場面は，グ

ループにより異なるが，２分30秒から１０分継続した。

終了後は，対象児の所属する教室まで同行した。

結果

１役割行動

役割交代ＶＴＲに録画されたオニ役割．．役割での

役割交代場面を基に，各年齢における対象児の役割交代

の可否について分析する。オニ役割が成立していると

は，セッション開始時において決定されるか，あるいは

タッチされた後に，．との距離を縮めるように移動し，

タッチあるいは捕まえる行動を行うこと，とした。．役

割が成立しているとは，オニ役割として仲間を追いかけ

捕まえるかタッチした後に，オニとの距離を広げるよう

に移動すること，とした。最も短い鬼ごっこの継続時間

が２分30秒であったため，本研究での分析対象は鬼ごっ

こ開始から２分30秒までとした。役割交代の回数は，

対象児によって２回から５回とばらつきが見られた。役

割交代場面の生起頻度が対象児によって異なるため，交

代の成立数を直接は比較できない。そこで，役割交代場

面における交代の成立数のパターンを名義尺度として，

対象児を次の３群に分類した。

①すべての役割交代場面で，オニから．，コからオ

ニヘの役割交代が見られる。（すべて成立）

②役割交代場面で，オニから．・コからオニヘの役

割交代のどちらかが見られないことがある。（部分
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的に不成立）

③すべての役割交代場面で，オニから．・コからオ

ニヘの役割交代が見られない。（成立せず）

各年齢における役割交代の成立人数を'I1ablelに示す。

すべてのオニ役割．．役割において，役割交代が見ら

れたのは，６歳児12名のうち１１名，５歳児18名のうち

１３名，４歳児15名のうち４名であった。オニ役割．．

役割のどちらかにおいて役割交代が見られないことが

あったのは，６歳児１名，５歳児４名，４歳児４名であっ

た。すべてのオニ役割．．役割において役割交代が見ら

れなかったのは，６歳児０名，５歳児１名，４歳児７名で

あった。加齢に伴い役割交代の成立に差が見られるかを

検討するために，年齢（３水準：４歳・５歳･６歳）×役割

交代の成否（３水準：すべて成立・部分的に不成立・成

立せず）について対数線形モデルのあてはめによる分析

を行った。その結果，年齢と役割交代の成否に交互作用

が見られた。４歳児において，すべてのオニ役割．．役

割において役割交代が見られた人数に，負の効果値が見

られ(ul2(11)＝-1.054,ＳＥ＝-3.133,'＜,01)，６歳児にお

いて正の効果値が見られた(ul2(31)＝0.840,ＳＥ＝1.986,

,＜､05)。また，４歳児においてすべてのオニ役割．．役

割において役割交代が見られなかった人数に，正の効果

値が見られた(ul2(13)＝1.064,ＳＥ＝2.422,Ｐ＜､０５)。これ

らの結果から，４歳児にはすべてのオニ役割．．役割に

おいて役割交代が見られない子どもが多く，すべてのオ

ニ役割．．役割において役割交代が見られる子どもが少

ないこと，また６歳児では，すべてのオニ役割．．役割

において役割交代が見られる子どもが多いことが明らか

になった。

行動形態４歳児において，実験室の端から端までを

往復するように逃げ，実験室の端で立ち止まり，捕まえ

られるが，役割の交代は行われず，実験者が再度役割を

確認しないと鬼ごっこが中断してしまう場面が見られた

(３グループ)。また，逃げる際に，カーテンの裏や，舞

台の端に隠れ，かくれんぼ遊びへと移行した子ども達も

見られた（３グループ)。５歳児において，オニにタッチ

された．がそのまま逃げ続けた際に，子ども達からルー

ル違反に対する抗議がされた（１グループ)，また鬼ごっ

こを中断して仲間にルールを説明する場面が見られた

(１グループ)。６歳児において，「○○チャン，ツギタッ

チスルヨ」といったリレー遊びへと移行した子ども達が

見られた（１グループ)。また,別の．を狙うブリをして，

近くの．を捕まえるといった，相手の思いの裏をかくよ

うな工夫も見られた（２グループ)。

２オニ役割において仲間集団に向けた意識

オニが．に向けた視線の向きと，その際の追いかける

．の変更の有無について検討する。オニが．に向けた視

線の向きは，オニとして実際に追いかける相手にのみ視

線を向けるのか，追いかける相手以外の．にも視線を向

けるのかについて分類した。また，追いかける．の変更

は，オニ役割として追いかけ始めてから，次にタッチす

るまでの間に，追いかける．を別の子どもに変更するか

について，オニ役割場面を評定した。オニ役割場面は対

象児によって２回から３回と生起数にばらつきが見られ

た。そのため，オニ役割場面での様子を分類した結果を

直接は比較できない。そこで，オニ役割場面における分

類結果に基づいて，以下の４つのパターンに分類した。

①オニ役割が一度も見られない（オニ役割なし）

②すべてのオニ役割において１名を追いかけ，追い

かける．にのみ視線を向ける（追いかける．１名・

視線１名）

③いくつか，またはすべてのオニ役割において，複

数の．に視線を向けるが，追いかけるコは常に１名

（追いかける．１名・視線複数）

④いくつか，またはすべてのオニ役割において，複

数の．を追いかける（追いかける．複数）

行動評定は実験者を含めた３名の評定者によって行わ

れた。３名の評定者における行動分類の一致率は81.1％

であった。一致しなかった行動に関しては，３名の協議

により１つの行動に分類した。

これら４カテゴリーの成立人数をTable2に示す。年

齢による各行動の成立率に違いが見られるか検討するた

めに，年齢（３水準：４歳・５歳・６歳)×．役割に向けた

行動・視線（４水準：オニ役割なし．追いかける．１名，

視線を向ける．１名．追いかける．１名，視線を向ける

．複数名・複数の．を追いかける）について，対数線形

モデルのあてはめによる分析を行った。その結果，年齢

と．役割に向けた行動に交互作用が見られた。４歳児に

おいて，オニ役割が見られなかった人数に正の効果値が

見られた(ul2(31)＝1.181,ＳＥ＝2.374,’＜､05)。したがっ

て，本研究においてオニ役割における役割交代が一度も

見られなかったのは，４歳児において多かったことが明

らかとなった。また６歳児において，複数の．を追いか

けた人数に有意な正の効果値が見られ(ul2(14)＝0.874,

ＳＥ＝2.001,’＜､05)，４歳児において複数の．を追いかけ

た人数に有意な負の効果値が見られた(ul2(34)＝-1.145,

ＳＥ＝-2.774,’＜､01)。この結果から，複数の．を追いか

Thblel侵割交代の成否
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関係概念図

Figurel各年齢における．疫割での接近得点
接近得点は，同一領域内にいた．の人数を合計したもの。接近得点の最高得点は３点となる。
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３コ役割において仲間集団に向けた意識

．役割として逃げる際の，他の．との間隔について検

討する。実際の測定に際しては，メンバー同士の距離を

正確に測定することは不可能であった。そのため，実験

を行った集会室を縦・横に等間隔に２分割，全体を４領

域に分割した。対象児がそれぞれの領域を移動するのに

かかった時間は，平均４秒であったため，鬼ごっこの開

始時を０秒とし，０秒から２分28秒までの対象児の位置

を４秒間隔のポイントサンプリングによって記録した。

オニ役割として追いかけている間および，実験室内のス

テージに登る，あるいはピアノの下に隠れ，移動行動が

見られなくなった場合は，欠損値として処理した。各被

験児の位置する領域内にいる人数を合計し，各対象児に

ついて，．役割における同一領域内にいる人数の平均点

を算出し，．役割における他児との接近得点とした。接

近得点は，直接距離を測定したものではなく，順序尺度

として統計的検討を行った。各年齢における接近得点を

Figurelに示した。

各年齢の接近得点を比較するためにKruskalWallis検

4歳 ５歳

年齢

けるのは，４歳児に比べて６歳児に多いことが明らかに

なった。 定を行った結果，年齢による接近得点の差が見られた

(Ｈ(2)＝19.998,’＜､０１)。ウイルコクスンの順位和検定に

よる多重比較の結果，５歳児は６歳児に比べて接近得点

が高いこと(Ｗ＝93.5,,＜､01)，また４歳児は６歳児に比

べて接近得点が高いこと(Ｗ＝80.5,,＜､01)が明らかに

なった。

考 察

本研究は，鬼ごっこ遊びにおいて，幼児がオニ．．そ

れぞれの役割を伴った仲間として，集団を意識するよう

になる過程を明らかにすることを目的とした。実験は，

対象児の所属する幼稚園の集会室において，同年齢の幼

児３名と，実験者１名の合計４名で行われた。鬼ごっこ

場面における，オニ役割が．に向けた意識に関しては，

．に向けた視線および，追いかける対象の変更を基に検

討した。また，．役割がオニ，および他の．に向けた意

識に関しては，．同士の距離を基に検討した。

各年齢における鬼ごっこ場面での行動特徴

本研究で実施された鬼ごっこ場面における，各年齢の

子ども達の行動特徴を概観する。４歳児ではオ二・コの

役割交代が見られない子ども達が多く，タッチすると役

6歳
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得
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割を交代するという，明確なルールに基づいた鬼ごっこ

の進行が困難な場合が多かった。しかし，タッチあるい

は捕まえると交代するといった，明確なルールには基づ

いていないが，追いかけてくるオニの行動に誘発されて

逃げるといった行動が見られ，追いかけっこ遊びとして

は成立していた。また，４歳児の多くに，実験室の端か

ら端までを往復するように逃げる様子が見られた。彼ら

は，実験室の端で立ち止まり，捕まえられても役割を交

代せず，実験者が再度役割を確認しないと鬼ごっこが中

断してしまうことが多かった。このように，４歳児では，

捕まえる行動を役割交代のサインとして意味づける事が

困難であるため（田丸，1991)，役割交代場面で遊びが一

時的に中断してしまうと考えられる。５歳児では，１８名

中１７名に役割行動が見られたことから，タッチあるい

は捕まえる行動にひき続いて，役割を交代するという役

割関係の理解がなされていたと考えられる。また，彼ら

は４歳児のように実験室の端から端を往復するような逃

げ方はせず，実験室全体を利用しながら，中断すること

なく鬼ごっこを進行した。また，オニにタッチされた．

がそのまま逃げ続けた際には，子ども達からルール違反

に対する抗議や，鬼ごっこを中断して仲間にルールを説

明する場面も見られた。このように，５歳児では遊びの

中でルールを対象化し，説明や抗議を通して，他者と共

有することが出来るといえる。６歳児では，オニ役割に

おいて，複数の仲間を追いかけ，より集団全体を意識し

た鬼ごっこへと展開する。なかには，「○○ちやん，次

タッチするよ」と，リレーのように，より仲間同士の組

織を感じさせる遊びへと工夫する子ども達も見られた。

また，別の．を狙うブリをして，近くの．を捕まえると

いった，相手の思いの裏をかくような工夫も見られた。

彼らは，遊びをより面白いものにするために，ルールに

工夫を加えることがある。しかし，４歳児のように，基

本的な遊びの構造を壊すことはなく，追いかける．逃げ

るといった鬼ごっこの基本的な楽しみを維持しながら，

仲間との関係を意識した遊びを展開していくものと考え

られる。

仲間集団に向けた意識の発達

オニ役割において，複数の仲間を追いかけた子どもの

数は，６歳児に多く，４歳児に少なかった。このことか

ら，６歳児は，より複数の仲間を意識してオニ役割を

行っていたと考えられる。また，．役割において，６歳

児は４．５歳児に比べ，オニとの距離をとって逃げてい

た。６歳児は，４．５歳児と比べ，別々の方向に逃げるこ

とによって捕まるリスクが低くなる，という．同士の関

係を意識した鬼ごっこを行っていたと考えられる。これ

らの結果から，４歳で役割関係の理解が困難であった子

ども達も，５歳以降になると，お互いの役割を理解し，６

歳になると相手の追いかけ方，逃げ方を考慮しながら，

自らの役割を引き受けるようになると考えられる。

本研究では，複数の．に視線を向けることは，複数の

．役割を意識していると考えた。しかし，視線に込めら

れた意味という観点からは，４歳児・５歳児の問に差異

があったと考えられる。そこで，結果に示した行動様式

を基に，各年齢の子ども達が，どのように仲間を意識し

ていたのかといった，内容的側面の検討を行う。追いか

ける相手にのみ視線を向けていた子どもの数には，年齢

による差は見られなかったが，その対象は年齢によって

異なっていた。４歳児・５歳児が追いかけた対象の多く

は子どもであったのに対して，６歳児は大人である実験

者を追いかけることが多かった。仲間の．１名を追いか

けた４．５歳児は，Elkonin（1964）が指摘するように，

日常的に親しくしている仲間との“リアルな関係'，に基

づいて役割関係を形成していたものと考えられる。一

方，６歳児は大人である実験者との関係を楽しんでいた

ものと考えられる。複数の．に視線を向けるが，追いか

ける対象は１名という子ども達は，４歳児５名，５歳児４

名，６歳児０名であった。年齢間に統計的な差は見られ

なかったが，本研究の発達仮説で示した，追いかけるコ

は１名だが，視線は複数の．に向けている，という過渡

的段階と考えられる子ども達が，４歳児・５歳児の中に

見られることが確認された。この過渡的段階の子ども達

は，しばしば，追いかけている途中で一端立ち止まり，

周囲を見回していた。視線を向けるだけでなく，複数の

．を追いかけた５歳児は，追いかけている途中で立ち止

まり，指さしをしながら次に追いかける相手を選択し，

目標を変更していた。この点が，過渡的段階の子どもの

行動と異なる。つまり，過渡的段階の子どもは，目標の

変更を試みるが，追いかける対象を特定することができ

ないために，複数の．を追いかけることが出来なかった

と考えられる。

次に，このような仲間集団に向けた意識を規定する発

達的要因について検討する。鬼ごっこ遊びにおいて，複

数の仲間を追いかける，あるいは仲間同士で距離をあけ

て逃げるためには，仲間がどちらの方向を見て，次にど

の方向に逃げようとしているか，といった相手の行動を

予測する必要がある。また，年長児で見られたような，

別の．を狙うブリをして，近くの．を捕まえるといっ

た，相手の思いの裏をかくような工夫は，他者の意図を

読む力，すなわち心の理論といった社会的認知能力が関

与している可能性が考えられる。遊び場面では，幼児の

心の理論を測定するために用いられる誤信念課題(Ｗｉｍ‐

mer＆Pemenl983)といった机上の課題場面と比較し

て，高い能力を発揮することが指摘されている（Szarko‐

wicz,1999)。今後は，このような心の理論といった社会

的認知能力と，仲間集団に向けた意識との関係について

の検討が必要である。また，鬼ごっこ遊びの成立過程に
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おいて，保育者が複数の子どもを追いかけて遊ぶ，乳児

を対象とした追いかけっこ遊びの実践が見られる（神

田，1991)。追いかけるオニ役割，逃げる．役割といっ

た明確な役割理解が困難な段階の子ども達は，融即状態

(Wallon,1983)とも言われる，集団内部で生起した情動

状態を楽しみながら追いかけっこ遊びを行っていると考

えられる。一方，本研究で対象としたような幼児期後期

になると，集団内部での役割が，捕まえるあるいはタッ

チすると交代する，といったルールに基づいて分化す

る。このように，それぞれの役割が明確になることに

よって，このような集団内部で生起する情動状態がどの

ように変化していくかを検討することは，今後に残され

た課題である。

日常の遊びとの関連

実験的な状況で測定された仲間集団に向けた意識は，

日常の遊び場面での意識をどの程度反映し，両者は相互

にどのような関連があるかについて検討する。本研究に

おいて，鬼ごっこが進行する過程で，４歳児はかくれん

ぼ遊びへ，６歳児はリレー遊びへと移行する事例が見ら

れた。４歳児が鬼ごっこ遊びからかくれんぼ遊びへと遊

びを移行させることや，６歳児がより組織立った鬼ごっ

こ遊びを好むようになることは，筆者の日常的な保育観

察においても頻繁に認められる。このような遊びの移行

は，次のような要因によってもたらされると考えられ

る。本研究の結果から見られるように，４歳児は，．同

士の関係を意識した逃げ方をしておらず，追いかけてく

るオニと自分との関係にのみ意識が向いていたと考えら

れる。このことから，彼らは常に追いかけられている緊

張感の中におり，「隠れる」ことは，彼らの緊張感を緩

和する役割を果たしていたことが考えられる。また，６

歳児の鬼ごっこが，リレーといったより組織立った遊び

へと変化したことは，彼らがより複数の仲間集団を意識

した鬼ごっこを行うという，本研究の結果とも一致す

る。しかし，このような日常の遊び場面においてしばし

ば認められる遊びの移行には，本研究で検討した，仲間

集団に向けた意識に限らず，様々な要因が影響すると考

えられる。「隠れる」行動が見られた４歳児の多くに，

逃げる際に実験室の端で立ち止まり，一度休憩するよう

な様子が見られた。体力的に未熟な４歳児にとって，

｢隠れる」行動は，一時的な休息の役割を果たしていた

と考えられる。また，４歳児は，かくれんぼ遊びへと遊

びが変化すると，役割交代のルールが暖昧になる事が多

かった。一方で，６歳児は，リレー遊びへの移行は見ら

れるものの，基本的なルールを維持しながら遊びを変化

させていった。このことから，４歳児は遊びの枠組みが

暖昧であり，一旦かくれんぼ遊びへと遊びが移行する

と，遊びが崩れてしまう場合が多いが，６歳児は基本的

なルールを維持しながらも，より組織だった遊びへと組

み立て直すことが可能であると考えられる。

この遊びの移行は，鬼ごっこ場面の継続時間にも反映

されている。本研究では，鬼ごっこ場面の継続時間に２

分30秒から１０分と差が見られた。この中には，ルール

の改変により遊びが質的に変更された事例と，子ども達

から遊びの終了を求めてきた事例とが混在しており，継

続時間による単純な比較は出来ないが，遊びの枠組みの

理解や，鬼ごっこ場面への動機付けの違いが，継続時間

に影響していたことが考えられる。また，本研究で分析

対象としたのは，各年齢群において，１２名から１８名と

少なく，サンプル数は十分とはいえない。鬼ごっこの実

施回数も，１回の鬼ごっこ場面の開始から２分30秒と短

く，すべての子ども達にオニ役割．．役割への役割交代

の機会が保障されていたとは言い難い。今後，より多く

の対象児に対して，複数回の鬼ごっこを実施するなど

の，より信頼性の高いサンプルの収集を行い，本研究の

結果を再度検証する必要がある。

また，本研究では，１人のオニが複数の．を追いかけ

るという鬼ごっこ遊びを設定したが，鬼ごっこ遊びには

様々 なタイプが存在する。河崎ら(1979)は，ルール構造

から鬼ごっこ遊びを３つの形態に分類し，遊びの種類に

よって異なる仲間意識が必要であることを指摘してい

る。本研究で用いた，仲間に向けた視線や，仲間同士の

距離は，鬼ごっこ遊びにおける仲間意識を捉える上で有

効な測度であると考えられる。今後は，このような測度

を利用して，ルール構造と仲間意識との関連を検討し，

様々な鬼ごっこ遊びにおいて，子ども達が仲間集団に向

けている意識を明らかにしていく必要がある。
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幼児の対人場面における自己調整機能の発達：

実験課題と仮想課題を用いた自己抑制行動と自己主張行動の検討

鈴木亜由美
(京都大学大学院教育学研究科）

本研究では，幼児の自己調整機能の自己抑制的側面と自己主張的側面に注目し，実験課題と仮想課題

の２つを用いて，両課題における反応の関連とその発達的変化を検討したものである。４～６歳児101名

を対象として，魅力的なおもちやに対する誘惑抵抗状況を自己抑制状況，「後でこのおもちやで遊ぼう

ね」という約束を忘れ去られてしまう状況を自己主張状況と設定し，それらの状況での被験児の行動を

観察した。また，その状況下で自己抑制するか自己主張するかという認知が実際の行動に及ぼす影響を

調べるために，仮想的な対人葛藤状況における反応を同時に測定した。その結果，仮想課題では年齢と

ともに状況に一致した反応を選択する子どもが増加するのに対し，実験課題で状況に一致した行動をと

る被験児の数には年齢差が見られなかった。また，仮想課題と実験課題で一貫して状況に一致した反応

を示す子どもは自己抑制状況では年齢とともに増加する傾向が見られたものの，自己主張状況では年齢

差が見られないことがわかった。自己主張状況では仮想課題で状況に一致した反応を選択する被験児で

さえも，実験課題では実際に自己主張することが難しいという可能性が示唆された。

【キー・ワード】自己調整機能，自己抑制，自己主張，幼児

問題

人は自己の欲求や感情をすべて衝動的に表出するので

なく，場合によっては表出することなく自己の内に留め

たり，または適切な方法を選んで表出したりする。自己

調整（selfregulation）機能とは，そのように欲求や感‘情

を調整し，状況に応じた適切な行動をするための機能で

ある。単に外的な規範に追従するだけでなく，自発的で

主体的な自己調整を獲得することは社会化の大きな一側

面である（Bugental＆Goodnow｝1998)。

幼児期は，自己調整機能の発達において極めて重要な

時期である。この時期には，認知や言語の諸側面がめざ

ましく発達し，それに応じて禁じられた行為を抑制する

ことや，複雑な指示を保持し，実行することが可能にな

る（Bronson,２０００）。また，この時期になるとほとんど

の子どもが幼稚園や保育所に通うようになり，そこでは

仲間同士の対等な関係において，遊び道具の取り合いな

どのトラブルに数多く遭遇する。このように，自己の欲

求や目標の遂行が他者によって阻まれるような場面に適

切に対処するためには，自己調整機能が重要な役割を果

たす。

柏木（1988）は幼児期の自己調整機能を，自己抑制的

側面と自己主張的側面という２つの側面からとらえるこ

とを提唱しウ「集団場面で自分の欲求や行動を抑制，制

止しなければならないとき，それを抑制する」という自

己抑制的側面だけでなく，「自分の欲求や意志を明確に

持ち，これを他人や集団の前で表現し主張する」という

自己主張的側面もまた重要な側面であると考えた。幼児

期において，柏木（1988）以前に自己主張を扱った研究

はそれほど注目されてこなかったが，児童期や青年期を

対象とした研究では，自己主張は社会的スキルの一部と

して重視されてきた。それらの研究において，自己主張

は例えば｢他人の権利を侵害することなく，個人の思考

と感情を，敵対的でない仕方で表現できる能力」（漬口，

1994）と定義されている。これに基づいて考えると，自

己主張は欲求や感情を単に表出するというだけでなく，

状況や方法を考慮した上での表出であると考えられる。

本研究では，柏木（1988）の理論的枠組みに基づき，

自己調整機能を自己抑制的側面と自己主張的側面の二側

面からとらえ，「欲求や感'情をそのとき自分が置かれた

状況を考慮した上で，抑制するべきときには抑制し，主

張するべきときには適切な方法で主張する能力」と定義

し，それが幼児期においてどのように発達していくかを

検討する。柏木（1988）は，３～６歳の子どもについて，

幼稚園の教師に対する質問紙調査を行い，各年齢で自己

抑制行動と自己主張行動がどのぐらい現れるかを検討し

た。その結果，自己抑制に関しては３～６歳の間に一貫

してなだらかな増加が見られたのに対して，自己主張に
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関しては３～４歳までに大きな伸びが見られるものの，

その後４歳半ごろを境に伸びが見られなくなることがわ

かった。この結果は，自己主張よりも自己抑制に重きを

置く日本の文化的風土が反映されていると考察された。

しかしながら，日常場面で自己抑制と自己主張が現れ

る文脈は様々であり，対象についての欲求の強さや，抑

制または主張する相手が誰であるかといった様々な要因

が絡んでくるため，これらの要因を統制した上で，自己

抑制と自己主張の現れやすさを検討するための実験的研

究もまた必要であると考える。

これまで幼児の自己調整機能に関する実験的研究は，

自己の欲求や衝動を抑えるという自己抑制的側面を中心

に様々な文脈のもとで数多く行われてきた。特にその状

況下での子ども自身の認知的メカニズムに注目した研究

として，「満足の遅延（delayofgratification)」と「誘惑

抵抗（resistancetotemptation)」についての研究を挙げ

ることができる。その中でも，誘惑抵抗とはその場の誘

惑に負けずに禁じられた行動を抑えたり，目標を達成す

ることであり，基本的な実験パラダイムは被験児が魅力

的なおもちやとともに一人で部屋に残され，おもちやに

さわらずに待てるかどうか，また指示された作業に取り

組むことができるかどうかを調べるものである。「誘惑

抵抗」を可能にするために，例えば誘惑物に注意を向け

ないようにすること（Vaughn,Kopp,KrakowJohnson,＆

Schwartz,1986）や，誘惑から注意をそらすための自己

言語化（Patterson＆Mischel,1975；氏家，1980）などが

有効であることが示されている。

一方，自己調整機能の自己主張的側面に関しては，こ

れまで主に母親や教師に対する質問紙調査によって，そ

れらが幼児の外的行動としてどのように現れるか（柏

木，1988)，また幼児自身の気質や母親のしつけ方略な

どの要因とどのように関連しているか（水野・本城，

1998）ということが中心に検討されてきた。また，幼児

の自己主張行動を実験的に検討した研究として，水野・

本城（1998）は，３，４歳児とその母親42組に対して，作

業が終わったらおもちやで遊べるという約束が守られな

い状況を設定し，そこでの子どもの反応を検討した。そ

の結果，６０％程度の子どもが実験者または母親に課題が

終わったこと，あるいはおもちやについての何らかの言

語的アピールをすることがわかったが，この研究では発

達的変化については検討されなかった。

そこで自己主張行動の年齢差を実験的に検討した研究

として，鈴木（2003）は幼児（４～６歳児）を対象に，

幼児にとって魅力的なおもちやを用意して，「お手伝い

が終わったらおもちやで遊ぼうね」と被験児と約束した

にもかかわらず，お手伝いが終わった後にその約束を忘

れたふりをして，「これでおしまいなのでお部屋に帰っ

ていいですよ」と言い，被験児がおもちゃで遊ぶ権利を

主張するかどうかを調べた。その結果，自己主張行動の

出現率には年齢差が見られず，自己主張をした子どもは

全体で40％程度であった。これは，自己主張行動の発

達は４歳半ごろで停滞するという柏木（1988）の結果と

一致したものであった。

本研究ではこれらの先行研究を受けて，魅力的なおも

ちやを用いて，それに触れてはいけないという誘惑抵抗

状況を自己抑制状況と設定し，またそのおもちやで遊べ

るという約束が守られない状況を自己主張状況と設定

し，「自己抑制は幼児期を通して一貫して発達するもの

の，自己主張の発達は４歳半以降伸びが見られない」と

いう柏木（1988）の結果が実験場面でも追認されるかど

うかを確認する。その際，自己抑制状況と自己主張状況

で対象への欲求の強さを統制するために，材料として両

状況で同一のおもちやを用いる。

さて，自己抑制と自己主張をバランスよく身につける

ということは，相手との関係性や状況に応じて，「この

ような状況では自己抑制し，このような状況では自己主

張する」と認知できる能力と関連している。従来，その

ような社会認知的能力の測定は，仮想的に設定された対

人葛藤場面において，解決方法を言語的応答によってで

きるだけ多く引き出させる，という形で行われてきた

(Spivack＆Shure,１９７４；東・野辺地，１９９２；山本，

1995)。これらの研究では，考え出せる総解決数という

ような量的な指標に加えて，解決方法の質的な面に注目

した研究が多くされている。

例えば，山本（1995）では，仮想的な対人葛藤場面に

おける幼児の行動を絵カードによって選択させたとこ

ろ，４歳児では相手をたたいたり，対象物を取るといっ

た解決方法が多いが，６歳児では対象物を貸してくれる

ように頼んだり，譲ってあげるといった解決方法が多い

ということが示されており，年齢とともに非言語的で自

己中心的な解決方法から，言語的で自他双方の要求を考

慮した解決方法へと変化することがわかる。

また，子安・鈴木（2002）は，仲間のうちの誰かが先

に使っている対象物について，交渉なしにその対象物を

獲得しないという，「先占の尊重」原則（山本，1991）と

の関連から，「被験児が使っていた遊び道具を他児に持

ち去られる場面」という対人葛藤場面を提示し，反応を

選択させた。その結果，年中児（５歳児）では自己抑制

的反応が多いが，年長児（６歳児）では自己主張的反応

が多かった。ゆえに年長児になると，いつでも自己抑制

するのがよいわけでなく，場合によって自己主張すべき

ときがあることが認識できていることがわかる。

ところで，幼児の仮想場面における反応と，実験場面

における反応を直接比較し，自己調整機能における社会

的認知の役割を検討した研究はこれまで行われていない

が，仮想場面で状況に合った反応を示す子どもほど実験
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場面でも状況に合った反応を示すと考えられる。

また，自己調整機能の発達という観点から，実際場面

を用いた検討(柏木，１９８８；鈴木，2003）と仮想場面を

用いた検討（山本，１９９５；子安・鈴木，2002）とを合わ

せて考えると，自己抑制に関しては５～６歳児になると，

仮想場面でも実際場面でも自己抑制的な反応が多くなる

ことから，「このような状況では抑制する」と意図した

上で実際に抑制できるようになると考えられる。一方，

自己主張に関しては，５～６歳児になると仮想場面では

自己主張的な反応が多くなるにもかかわらず，実際場面

では自己主張の現れやすさに年齢差が見られない点か

ら，また鈴木（2003）のおもちやを用いた自己主張行動

の実験的観察において，おもちやで遊ぶ権利を主張しな

かった年長児（５～６歳児）の中にも，実験者の顔を見

つめたり，なにか言いたそうにその場にとどまっていた

姿が観察されている点から，５～６歳児になると多くの

子どもが「このような状況では主張する」と意図するに

も関わらず，実際に主張する子どもと，実際には自己主

張しない子どもとに分かれると予想される。

以上の点をふまえて，自己抑制状況と自己主張状況を

設定し，それらにおける幼児の反応を実験課題と仮想課

題から検討することで，自己調整機能のメカニズムが幼

児期を通じてどのように発達するかを明らかにすること

を本研究の目的とする。検討する仮説は以下の４点であ

る。

（１）実験課題において，自己抑制状況では年齢ととも

に状況一致反応が増加する一方で，自己主張状況では年

齢による反応差が見られないであろう。

（２）仮想課題において，自己抑制状況と自己主張状況

のどちらでも年齢とともに状況一致反応が増加するであ

ろう。

（３）全ての年齢群において，自己抑制状況と自己主張

状況ともに，仮想課題で状況一致反応を示すほど，実験

課題においても状況一致反応を示すであろう。

（４）仮想課題と実験課題に一貫して状況一致反応を示

す子どもは，自己抑制状況では年齢とともに増加する

が，自己主張状況では年齢差が見られないであろう。

方法

被験児京都市内の私立幼稚園に通う，４歳児35名

(男児13名，女児22名；平均年齢４歳４ケ月，ＳＤ：４ケ

月)，５歳児35名（男児17名，女児18名；平均年齢５歳

２ケ月，ＳＤ：３ケ月)，６歳児31名（男児16名，女児１５

名；平均年齢６歳１ケ月，ＳＤ：４ケ月）であった。

概要全体の流れは，導入（５分)，実験課題（自己抑

制状況）（５分)，仮想課題（自己抑制状況２題と自己主

張状況２題の計４題）（５分)，実験課題（自己主張状況）

（30秒)，おもちやで遊ぶ（５分）の計２０分程度であつ

た。

材料実験課題では，幼児にとって魅力的と思われる

おもちやを３点用意した')。

仮想課題では，被験児自身と実験者が登場人物である

3枚の絵からなるストーリーを用いた（'I1ablel，Figure

l参照)。自己抑制状況と自己主張状況の各２題ずつ計４

題を作成し，どちらの状況も１つ目の場面は，子安・鈴

木（2002）と同様に「誰かが先に使っている対象物につ

いて，交渉なしにその対象物を獲得しない」というルー

ルに関する場面とし，２つ目の場面は実験課題と同一の

構造を持つ場面とした。対人葛藤の原因となる遊び道具

は，「スコップ」「ブロック」「絵本」「ボール」の４種類の

中の１つで，遊び道具と状況の割り当てはカウンターバ

ランスした。

手続き実験全体は幼稚園の一室で個別に実施した。

被験児が実験室に入室してから退室するまでの行動は，

デジタルビデオカメラで撮影した2)。実験は全て著者自

身が一名で行った。著者は週１回この園の一つのクラス

(被験児の所属するクラスとは別のクラス）に参与観察

に入っており，被験児とも普段から園内で顔を合わせて

いた。

被験児の入室時に実験室の机の上にあらかじめおも

ちやを置いておき，導入として５分間，被験児と話をし

ながら，おもちやの遊び方をデモンストレーションし

た。被験児が自らおもちやに触れるという行動をとり，

被験児のおもちやに対する動機づけが十分であることが

確認された後，おもちゃを透明な箱の中に片付け，机の

上に置いた。

実験者は忘れ物を取りに行くため，少しの間部屋を離

れなければならないことを伝え，「このおもちゃはお姉

さんの大事なおもちやで，壊れるといけないので，おも

ちやに触らずに待つように」と教示した。待機時間は，

氏家（1980）と同様に５分間とし，その問の被験児の反

応を実験課題（自己抑制状況）における反応とした。

５分経過した時点で実験者は部屋に戻り，「これから

少しお手伝いをしてもらうけれども，それが終わったら

おもちやで遊ぼうね」と約束し，「お姉さんはよく約束

を忘れてしまうことがあるので，もし忘れていたらその

ときは○○ちやんが教えてね」と教示した。

仮想課題は，ストーリーをノートパソコンで提示する

形式で実施した。ストーリーは口頭で状況を説明しなが

ら，絵を１枚ずつノートパソコンで提示した3)。それぞ

1）ハローキティの自動販売機，ドラえもんのパンチゲーム，とつ

とこヘム太郎の電動ぬいぐるみを用いた。

2）ビデオは部屋の隅に全体の様子がうつる角度で設置し，目立た

ないように布でおおった。

3）Microsoft社のPowerPointを用いて提示した。
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状況

自己抑制

自己主張
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Thblel仮想課題で用いたストーリー

ストーリー

a)ブロックを見つけて遊ぼうとしたら，実験者に

｢他のお友達が使っているから使ってはいけないよ」
と止められる。

b)実験者が持ってきたボールで遊びたいと思った

が，実験者は「戻ってきたら一緒に遊ぼう，それま

で少し待っていてね」と言って，ボールを置いてそ
の場を離れてしまい，なかなか戻らない。

a)砂場でスコップを使って遊んでいるとき，その場

を少し離れている間に，実験者がスコップを持ち去
ろうとする。

b)おもしろそうな絵本をみつけたが，実験者が「今

から他のお友達に貸してあげるところだから，少し
待ってね」と言う。ところが，実験者はその子から

絵本を返してもらっても，一向に貸してくれようと
しない。

墓
≦三二重重重フ

反応の選択肢

．取る（行動）

･「貸して」と言う（自己主張）

･がまんする（自己抑制）

．一人で先に遊び始める（行動）

･実験者を呼びに行き，「早く遊びたし､」と言う
（自己主張）

･がまんして待っている（自己抑制）

｡取り返す（行動）

･「返して」と言う（自己主張）

･がまんする（自己抑制）

．取る（行動）

･「僕（私）も読みたいので貸して」と言う
（自己主張）

･がまんする（自己抑制）

湾

龍警雷
1.○○ちやんはお砂場で

スコップを使って遊んで

2.○○ちやんは途中でス

コップを置いて、お水を

3.戻ってくると，お姉さ

んが「スコップが落ちて

いるわ」と言って持って

4．こんなとき，○○ちゃ

んならどうしますか？

いました。 くみにいきました。

いこうとしました。
｢取り返す」

｢がまんする」 「『返して」

と言う」

Figurel仮憩課題で用いたイラスＭＷ自己主弓張#f虎ａスコップ?）

れの場面における反応は，「行動」「自己主張」「自己抑

制」を示す３つの絵を同時に提示し，「こんなとき○○

ちやんならどうしますか」とたずね，１つを選ばせる形

式で測定した。画面の中での反応の提示位置はカウン

ターバランスした。

仮想課題がすべて終わった時，おもちやのことは忘れ

たふりをして「どうもありがとう。もう帰ってもいいで

すよ」と言った。その後30秒間の被験児の反応を実験

課題（自己主張状況）における反応とした。被験児がお

もちやに触れた時点，またはおもちやに言及した時点，

無反応の場合は部屋から出ようとした時点で，「おも

ちやで遊んでいなかったね」と声をかけ,５分間おもちや

で遊ばせた4)。

結果

（１）－１．実験課題（自己抑制状況）

被験児の反応を次の３つのカテゴリーに分類した。５

分間に一度でもおもちやに触れた場合を，「おもちやに

触れる｣，途中で実験者を呼びにいくために退室した場

合を，「実験者を呼ぶ｣，おもちやにさわらずに部屋にと

4）実験の意図は被験児に伝えられていなかったため，実験実施に

伴うトラブルを避けるために，自己抑制状況では実験室のドア

を少し開けておき，待機中の被験児の様子がわかるようにした。

また自己主張状況では，自己主張をしなかった子どもに対して

も実験者から声をかけ，全ての子どもがおもちゃで遊べるよう

にした。その結果，目立ったトラブルは起こらなかった。
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どまれた場合を，「抑制」とした（nble2）。第１評定者

がすべての被験児について，上記の３つのカテゴリーの

うち１つに分類を行い，次に第２評定者がランダムに選

択した29名（全被験児の約30％5）について独立して同

様なカテゴリー分類を行い，２名の評定者の一致率とし

てCohenのkappa係数を算出したところ，ルー､８７となり，

信頼性が得られたと判断した。

′Inble2について，Fisherの直接確率法による検定を

行ったところ，年齢による反応差が有意であり（ｐ＜

､０５：両側確率)，４歳児において，「実験者を呼ぶ」が期

待値より有意に多いことがわかった。

さらに待機中の被験児の様子を詳細に検討するため

に，５分間（300秒間）の自己抑制状況を５秒ごとに60個

のブロックに分割し，それぞれのブロックごとに被験児

の行動を，「おもちゃで遊ぶ」「実験者を呼びに行く」「お

もちゃを見る」「部屋の中をきょろきょろと見回す」「気

をそらすために他の行動をとる」「視線を動かさずに

じっと待つ」の６つの行動カテゴリーのうち１つに分類

した（Figure2)。なお，被験児が実験者を呼びに行くた

めに部屋を出て，観察時間内に部屋に戻らなかった場合

には，その後のブロックはすべて「実験者を呼びに行く」

に分類した。第１評定者がすべての被験児について，各

ブロックを上記の６つのカテゴリーの中の１つに分類し，

次に第２評定者がランダムに選択した22名（全被験児の

約20％）について独立して同様のカテゴリー分類を行

い，２名の評定者の一致率を算出したところ（た＝､66)，

ほぼ信頼性が得られたと判断した。

次に，６つの行動カテゴリーごとに，出現ブロック数

の平均値の年齢差を調べるために，１要因分散分析を

行ったところ，「実験者を呼びに行く」でその差が有意

であり（Ｆ(2,98）＝4.43,ｐ＜,05)，Ｒｙａｎ法による多重

比較の結果，５歳児，６歳児よりも４歳児で出現ブロック

数が多い('＜､05）ことがわかった。また，「気をそらす

ために別の行動をとる」でもその差が有意であり（Ｆ(2,

98）＝8.21,ｐ＜､０１)，４歳児，６歳児よりも５歳児の方が

出現ブロック数が多い（’＜､01）ことがわかった。さら

に，「そのままじっと待つ」でその差が有意であり（Ｆ(2,

98）＝17.42,’＜､０１)，４歳児よりも５歳児と６歳児の方

が出現ブロック数が多い（'＜,01）ことがわかった。

（１）－２.実験課題（自己主張状況）

被験児の反応を，「おもちゃに言及する」「無言でその

場で待つ」「無言で部屋を出る」「その他」の４つのカテ

ゴリーに分類した（Tnble3）。これらのカテゴリー分類

については，第１評定者がすべての被験児についてのビ

デオを観察してカテゴリー分類を行い，次に第２評定者

がそのうち２９名（全被験児の29％）について独立して

カテゴリー分類を行ったところ，２名の評定者の一致率

は，ルー､９３となり，信頼性が得られたと判断した。

ｎｂｌｅ３について，「その他」に分類された３名を除外

して，Fisherの直接確率法による検定を行ったところ，

血ble2実験課題(自己抑制状況ノにおける反応.(ﾉＵ

5）第２評定者が一部を観察する場合，およそ20％を抽出するのが一般的である（中津，1997）と言われている

お#､ちやに触れる実験者を呼ぶ抑制

遊ぶ呼ぶおもちや見る部屋見る気そらし待つ

Figure2実験課題(自己抑制状況ノにおける各行動カテゴリーの出現ブ．ロック数の平均値とＳＤ
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年齢による反応差が有意であり（，＜､０１：両側確率)，６

歳児において「待つ」が期待値より有意に多く，「部屋を

出る」が少ないこと，４歳児において，「部屋を出る」が

期待値より有意に多く，「待つ」が少ないことがわかっ

た。

（２）仮想課題

対人葛藤の原因となる４つの遊び道具を込みにして6)，

仮想課題の自己抑制状況，自己主張状況の各２題につい

て，「行動」「自己抑制」「自己主張」のそれぞれを選択し

た回数の平均値を，年齢別に'mable4に示した。それぞ

れの選択肢ごとに，年齢（４歳児，５歳児，６歳児）×状

況（自己抑制，自己主張）の２要因分散分析を行った。

まず「行動」の選択において，年齢の主効果が有意であ

り（Ｆ(2,98）＝7.92,’＜､０１)，Ｒｙａｎ法による多重比較

の結果，５歳児，６歳児よりも４歳児で選択が多いことが

わかった。次に，「自己抑制」の選択において，交互作

用が有意であった（Ｆ(2,98）＝9.95,’＜､０１)。下位検定

の結果，自己抑制状況における年齢の単純主効果が有意

であり（Ｆ(2,196）＝8.10,’＜､01)，Ｒｙａｎ法による多重

比較の結果，４歳児よりも５歳児，６歳児で選択が多いこ

とがわかった。さらに「自己主張」の選択においても，

交互作用が有意であった（Ｆ(2,98）＝9.82,,＜､01)。下

位検定の結果，自己主張状況で年齢の単純主効果が有意

であり（Ｆ(2,196）＝10.31,,＜､01)，Ｒｙａｎ法による多重

比較の結果，４歳児，５歳児よりも６歳児で選択が多いこ

とがわかった。

（３）仮想課題と実験課題の関連

実験課題（自己抑制状況）（'Elble2）において，「抑制」

に分類された子どもを状況一致反応群，それ以外のカテ

ゴリーに分類された子どもを「その他」とした。また，

仮想課題（自己抑制状況）において，自己抑制状況２題

のうち，状況に一致した反応（自己抑制）を１度も示さ

なかった場合を「状況一致反応選択回数：０回｣，１度だ

け示した場合を「１回｣，２度とも示した場合を「２回」と

し，仮想課題における状況一致反応選択回数（０，１，２

回）別に，実験課題における状況一致反応の人数と比率

を示した（'mable5)。年齢別に，仮想課題での状況一致

選択回数（０，１，２回）×実験課題（状況一致反応群，そ

の他）でFisherの直接確率法による検定を行ったとこ

ろ，４歳児で仮想課題の状況一致反応回数と実験課題の

状況一致反応率に関連が見られる傾向にあった（’＜

・１０：両側確率）が，５，６歳児ではそのような傾向は見ら

れなかった。

同様に，実験課題（自己主張状況）（Table３）におい

て，「言及する」に分類された子どもを「状況一致反応

群｣，それ以外のカテゴリーに分類された子どもを「そ

の他」とし，仮想課題（自己主張状況）における状況一

致反応選択回数（０，１，２回）別に，実験課題における

状況一致反応群の人数と比率を示した（Table６)。年齢

別に，仮想課題での状況一致選択回数（０，１，２回）×

実験課題(状況一致反応群，その他）でFisherの直接確

率法による検定を行ったところ，全ての年齢で有意差は

見られなかった。

（４）仮想課題と実験課題で一貫して状況一致反応を示す

人数

′Elble5より，仮想課題（自己抑制状況）で２回とも状

況一致反応を示し，かつ実験課題（自己抑制状況）で状

況一致反応を示した子どもの人数は，４歳児９名，５歳児

13名，６歳児16名であり，ｘ2検定を行ったところ，年

齢差に有意傾向が見られ（ｘ２（２）＝4.70,’＜・10)，仮想
課題２題と実験課題で一貫して状況一致反応を示した人

数は，４歳児で少なく，６歳児で多い傾向にあることがわ

かった。

同様に，′E1ble6より，仮想課題（自己主張状況）で２

題とも状況一致反応を示し，かつ実験課題（自己主張状

況）で状況一致反応を示した子どもの人数は，４歳児３

名，５歳児３名，６歳児６名であり，Ｘ2検定を行ったとこ

ろ，年齢差は有意ではなかった。

Thble3実験課題(自己主張#f紀ノにおける反応(ﾉＵ

主張

状況

部屋をその他言及する待つ
出る

抑制

状況

6歳児（〃＝３１）

5歳児（〃＝３５）

4歳児（〃＝３５）

、
⑫
６

７
１
０

1３

２１

２８

１
１
１

主張

状況

注．「その他」の具体的内容は，おもちや以外についての主張（４
歳児)，指差しのみでの主張（５歳児)，無言でおもちゃにさ
わる（６歳児）であった。

Table4j仮憩課題における各反応の選択回i数の平均値
とＳＤ

抑制

状況

行動 抑制
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6）「スコップ」「ブロック」「絵本」「ボール」の４種類で反応に差がな

いことを確かめるために，「行動」「自己抑制」「自己主張」の３つ

の反応について，反応ごとにCochranのＱ検定を行ったところ，
有意な差は見られなかった。

抑制

状況

６歳児

(”＝３１）

５歳児

(”＝３５）

４歳児

(〃＝３５）

主張

状況

１．４２

(0.75）

１．００

(0.76）

０．７１

(0.78）

注．（）内はSD。

０．４２

(0.66）

０．６０

(0.73）

０．６０

(0.76）

０．１６

(0.37）

０．２９

(0.51）

０．３７

(0.48）

０．１０

(0.30）

０．２９

(0.61）

０．６０

(0.73）

０．１６

(0.37）

０．４

(0.64）

０．６９

(0.79）

１．７４

(0.51）

１．４３

(0.77）

１．０３

(0.81）
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Tnble5仮葱課題における状況一致反応選択回数(０～２回と実験課題における状況一致反応群の人数

（自己抑制状況ノ

０回

(〃＝１１）

３

(27.3％）

4歳児

１回

(〃＝１２）

４

(33.3％）

２回

(〃＝１２）

９

(75.0％）

注．（）内は人数の比率（％）

０回

(〃＝６）

４

(66.7％）

5歳児

１回

(〃＝８）

４

(50.0％）

２回

(”＝２１）

１３

(61.9％）

０回

(〃＝１）

０

(0.0％）

６歳児

１回

(”＝６）

３

(50.0％）

２回

(〃＝２４）

１６

(66.7％）
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ｍｌｅ６仮想課題における状況一致反応選択,回i数(0～２回ノと実撰課題における状況一致反応群の人数

（自己主張状況ノ

4歳児 5歳児 6歳児

０回

(〃＝１７）

２

(11.8％）

１回

(〃＝１１）

ｌ

（9.1％）

２回

(〃＝７）

３

(42.9％）

０回

(〃＝１０）

２

(20.0％）

１回

(”＝１５）

７

(46.7％）

２回

(〃＝１０）

３

(30.0％）

０回

(〃＝５）

ｌ

(20.0％）

１回

(〃＝８）

３

(37.5％）

２回

(〃＝１８）

６

(33.3％）

注．（）内は人数の比率（％）

考 察

自己抑制と自己主張の現れやすさ（実験課題）

実験課題において，自己抑制状況では「抑制」という

カテゴリーの出現頻度には年齢差が見られず，自己主張

状況でも，「言及する」というカテゴリーの出現頻度に

は年齢差が見られなかった。よって，仮説（１）「実験課

題において，自己抑制状況では年齢とともに状況一致反

応が増加する一方で，自己主張状況では年齢による反応

差が見られないであろう」は，自己主張に関しては支持

されたものの，自己抑制に関しては支持されなかった。

′mable2より，実験課題（自己抑制状況）では，一度で

もおもちやに触れてしまった人数には年齢差が見られ

ず，４歳児でもおもちゃにさわってはいけないという指

示を守ることはある程度可能であることがわかった。し

かしながら，「実験者を呼びに行く」という行動が４歳

児では多く，一人で部屋に残される不安からか，部屋を

出て実験者を探しに行くという傾向が見られた。また

Figure2から，「気をそらすために別の行動をとる」のは
５歳児で多く，５歳児になると一人で待つことが可能と

なるが，おもちやで遊びたいという気をそらすために，

鼻歌を歌ったり手遊びをしたりする行動が多くなると考

えられる。これは誘惑抵抗に関する先行研究における被

験児の行動観察からの考察とも一致している。さらに

「そのままじっと待つ」という行動は，５歳児と６歳児で

多く，年齢の上昇とともにいすに座ったままでじっと待

つことが可能になると考えられる。

′mable3より，実験課題（自己主張状況）では，おも

ちやで遊びたいという欲求を訴える自己主張的反応自体

Iま年齢によって差がなく，出現率は全体の30％程度で

あり，鈴木（2003）の結果とほぼ一致している。しかし

ながら，自己主張をしなかった子どもの中でも，４歳児

ではすぐに部屋を出て行くことが多いのに対して，６歳

児の中にはその場で何か言いたそうに待つ姿が多かっ

た。このことから，そもそも４歳児は，「後でおもちや

で遊ぼうね」という約束自体忘れていたか，あるいは時

間がたつとともにおもちやへの欲求が薄れていったとい

う可能性がある。それに対して６歳児は，おもちやで遊

びたいという欲求はあるものの，どのように自己主張す

べきかわからず，困っている姿が見受けられた。

自己抑制状況と自己主張状況の認知（仮想課題）

仮想課題では，年齢の上昇とともに状況に一致した反

応を選ぶ子どもが多くなることがわかり，仮説（２）「仮

想課題において，自己抑制状況と自己主張状況のどちら

でも年齢とともに状況一致反応が増加するであろう」は

支持された。

′Elble4より，「行動」という選択肢を，４歳児は他の年

齢よりも多く選択することがわかった。使いたい遊び道

具を相手から取ったり，持ち去られた遊び道具を自ら取

り返すというような欲求を直接的に行動で表出するよう

な反応は，年齢の上昇とともに減少し，６歳児ではその

ような反応はほとんど選択しなくなると言える。

また，「自己抑制」と「自己主張」については，年齢の

上昇とともに適切な状況のもとでそれらを選択すること

が増えるが，「自己抑制」については４歳児と５歳児の間

に差が見られた一方で，「自己主張」については５歳児

と６歳児の間に差が見られ，状況に合わせて「自己主張

する」と認知することは，状況に合わせて「自己抑制す
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る」と認知するよりも難しい，という可能'性が示唆され

た。

自己抑制・自己主張行動に及ぼす状況認知の効果（実験

課題と仮想課題の関連）

実験課題と仮想課題の関連は，自己抑制状況の４歳児

でのみ仮想課題の状況一致反応選択回数と実験課題の状

況一致反応率に関連が見られる傾向があったにとどま

り，仮説（３）「全ての年齢群において，自己抑制状況と

自己主張状況ともに仮想課題で状況一致反応を示すほ

ど，実験課題においても状況一致反応を示すであろう」

は支持されなかった。一方，仮説（４）「仮想課題と実験

課題に一貫して状況一致反応を示す子どもは，自己抑制

状況では年齢とともに増加するが，自己主張状況では年

齢差が見られないであろう」はほぼ支持された。

′Elble5より，自己抑制状況について，仮想課題で測

られる認知と実験課題で測られる実際の行動との関連

は，４歳児でのみ，状況に合わせた認知ができるほど実

際に自己抑制できる，という傾向が見られたにとどまっ

た。この結果には５，６歳児になると状況に合わせて「自

己抑制する」と認知できる子どもが圧倒的に多くなるこ

とが影響していると考えられるが，認知と行動が一貫し

ていない子どもが一定数存在していたことも事実であ

る。「満足の遅延」に関する先行研究において，実際の

報酬を見せておく条件では，報酬を見せない条件よりも

報酬に対する欲求が喚起され，遅延可能時間が減少する

ことがわかっており（Mischel＆Ebessen,1970)，幼児

にとっておもちやという対象を実際に目の前にしながら

それに触れることを抑制することは，仮想的な自己抑制

状況で「抑制する」と答えるよりも難しかったのではな

いかと考えられる。しかしながら，年齢差については認

知と行動のどちらもできた子どもは，４歳児よりも６歳

児に多い傾向にあり，仮説はほぼ支持された。

また，Ｔａｂｌｅ６より自己主張状況については，認知と

実際の行動の間の関連はどの年齢でも見られなかった。

そもそも実験課題で実際に自己主張した子どもは全体の

約30％と少なく，さらに６歳児では状況に合わせて「自

己主張する」と認知できている子どもの中でも，実際に

は自己主張しない子どもの方が多かった。６歳児で自己

主張をしなかった子どもの中には，すぐに部屋を出るの

ではなくその場にとどまっている姿が多く見られ，自己

主張しようと意図しながらも，どのように自己主張した

らよいかという自己主張のスキルが欠けていたという可

能性，または相手への遠慮のようなものが芽生えていた

可能性が考えられる。

本研究のまとめ

本研究の意義は，「誘惑抵抗」や｢満足の遅延」を中心

とする先行研究をもとに，幼児の自己調整機能の自己抑

制的側面を実験的に検討したことに加えて，自己主張的

側面の実験的検討を行ったこと，さらに仮想場面におけ

る反応を同時に調べることによって，抑制と主張，仮想

と実験という２つの次元から，認知レベルと実際の行動

レベルの関連を検討したことである。

その結果，自己抑制状況については，状況に合わせて

「自己抑制する」と認知することが年齢の上昇とともに

可能になることに加えて，実際に「禁じられた行為を抑

制する」ということは４歳児でもある程度可能であるも

のの，待機の仕方は年齢の上昇とともに洗練されること

がわかった。自己主張状況については，状況に合わせた

認知は年齢とともに可能になった一方で，実際の行動で

は年齢差が見られず，６歳児になると「自己主張する」と

認知し，実際に自己主張する子どもと，そのように認知

しながらも実際には自己主張しない，という子どもに分

かれることがわかった。

今後の展望

今回の実験結果を受けて，今後の課題として以下の３

点があげられる。１点目として，今回用いた実験課題や

仮想課題は，全て実験者と被験児との関係において，限

定的な状況で行ったものであったが，今後は被験児のよ

り一般的な社会的問題解決能力や自己調整機能との関連

を検討するために，日常場面の自然観察や教師評定を用

いた研究を合わせて行うことで，実験場面と日常場面と

の自己調整機能の現れ方の違いを検討していく必要があ

る。

２点目として実験手続きをさらに改善していく必要が

ある。今回の実験では実験課題（自己抑制状況)，仮想

課題，実験課題（自己主張状況）という一連の手続きで

行ったが，実験課題と仮想課題を同時に行うことによっ

て，それらが互いに干渉してしまう可能’性があるため，

これらを別の日に行うことが望ましい。また，実験課題

として「自己抑制状況においておもちやで遊ぶのをがま

んしていたにもかかわらず，自己主張状況ではおもちや

で遊べるという約束が守られない」という状況を設定し

たが，日常生活では自己主張状況の後に自己抑制状況が

くる，ということもあり得るので，そのような順序での

実験課題も設定する必要がある。さらに仮想課題では先

行研究に従って，「こういうときあなたならどうします

か」という質問を行ったが，この質問に対して子どもは

｢このような状況では○○するべき」という規範的な状

況認知を答えていた可能性もあるが，「自分ならば○○

してしまう」という認知を答えていた可能性もある。こ

の点を明らかにするために，「あなたならどうするか」

という質問に加えて，「このようなときにはどうするの

が望ましいか」を問う質問をする必要があると考えられ

る。

３点目として，大人である実験者に対して自己主張を

しなければならない状況が，自己主張状況での困難さに
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つながった可能性がある。仮想場面では相手の子どもが

年上か同年齢かといった条件によって，反応に差はない

(子安・鈴木，2002）という結果が得られているが，実

験場面では相手が大人であることが実際に自己主張をす

る際の困難さに影響した可能性があり，仲間関係の中で

は自己主張行動がもっと多く見られるかもしれない。そ

もそも自己主張しなければならない状況とは，自己の要

求が何らかの形で阻害されている状況であり，困難に負

けずに自分の要求を伝えていくことである。従って，自

分より力関係において勝っている大人の実験者に対する

自己主張を検討したことは意義のあることであったが，

幼児期の対人関係では仲間関係の占める割合は大きく，

仲間関係における自己主張を実験的に検討していくこと

が今後の課題である。
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