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教師は，個人・社会ｑ歴史の多様な要因の中で，キャリア形成と心理的な発達を背景に熟達化してい

き，専門性を向上させる。このような多様な観点から，教師の専門性を包括的に理解するため，１１名の

熟練小学校教師のライフ・ストーリーにより，専門性の向上の転機での内的な過程を明らかにした。本

研究では特に歴史的要因として生活科の導入という公的な教育制度の変更を取り上げ，生活科に関わっ

た教師を対象とした。結婚や出産，学校の異動や他の教師との関わり，校内研究，生活科の導入など，

様々な要因が重なる中で，教師は自分の実践を見直し，教師主導から子ども主導への教育観の変化，安

定した教育観の確立，仕事のやりがいや創造性の探求による教師としての自己の確立が起きていた。各

教師がそれぞれ置かれた状況の中で，直面した出来事を自分の課題に引き付けて捉え，積極的な意味づ

けを行うことで，子ども観や教育観に変化が起きていた。特に生活科の導入を挙げた教師にとっては，

他の要因と重なる中でそれぞれ意味のあるものとして生活科が受け止められ，実践が深まることに結び

ついていた。教師の専門性は，熟達化やキャリア形成が別個に進むのではなく，実践を問い直す中で意

味を見出し，全般的に向上していくことが示唆された。
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問題と目的

近年，教師の専門性とは何かという問いに対して，教

育関連領域の科学的な知識や技術を習得する「技術的熟

達者（technicalexpert)」モデルが問い直され，省察や熟

考といった実践的見識を身につける「反省的実践家

(reflectivepractitioner)」モデルへの移行が求められてい

る（佐藤，１９９３；Sch6n,1983/2001)。では専門性はどの

ように向上するのだろうか。

これまでの研究は大きく３つに分けられる。１つは専

門的知識の熟達化の研究である。Berliner（1995）によ

れば授業の教示に関する知識は，言葉の使い方などスキ

ルを学ぶ段階から，目標達成を試みる段階へ，そして即

興的に解決し独創性を備える段階へ進む。教師は成長す

るにつれ，知識の増加や構造化が進み，問題解決や推論

にあたって知識を状況の中で生かして関連付けられるよ

うになるのだ（秋田・佐藤・岩川，１９９１；高漬，2000)。

２つ目は教師のキャリア形成に関する研究である。知

識や技能という側面だけでなく，より大きな枠組みで，

教職経験の積み重ねによる段階的な変化が検討され，多

くの段階モデルが提案されている（Burden，1990)。安

定に向かうモデルだけでなく，一度は安定するが困難に

直面して乗り越えるモデルも提示されている（秋田，

1997；Huberman,1989)。

３つ目は教職を通じた心理的発達に関する研究であ

る。Leithwood（1992）はLoevingerの自我発達，Kohl‐

bergの道徳性の発達，Huntの概念発達の理論を組み合

わせ，教師は白黒はっきりした思考から，対人的交流に

基づく判断へ，そして多様な観点を統合した状態へ発達

するという。教職での力量形成と人間的成長は多層構造

を成しているのである（梶田，1985)。

専門性の向上にはこれら３つの側面が指摘できるが，

専門的知識の熟達化にはキャリア形成や心理的発達も関

連しており，各側面は重なり合うものと考えられる。問

題の１つ目として，１つの側面に焦点を当てた研究が多

く，統合的な検討が少ないことが挙げられる。

専門性を向上させる要因もまた多様な要因が挙げられ

る。教師の実践と成長は「個人時間」「社会時間」「歴史

時間」の中で遂行される（松平・山崎，1998)。第１の個

人的要因として，加齢に伴う成熟や発達課題の変化

(Burden,1990)，教師自身の被教育体験（Bibbyb1999)，

子育て（CosfOrter＆Drapel;2002）等が挙げられる。

第２の社会的要因として,学校内の環境が挙げられる。

秋田（2003）は校内研修を挙げ，授業を振り返る場の重

要性を指摘している。教師たちが複雑な現場に合わせて

構成していく実践の知（Shulman,2000）を共有できる場

が必要である（Olson＆Craig,2001)。協同的な同僚関係

やメンタリングのなされる成熟した共同体の中で（Har‐

rｉｓ＆Anthonyｳ２００１；野口，２００２；佐藤，1993)，実践を

省察し自らの成長に関心を持ち，教師は変化していく
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(Polettini,2000)。時にはアクションリサーチやスーパー

ビジョンという介入もなされうる（Acheson＆Gall，

2003；BransfOrd,Brown,＆Cocking,1999/2002)。さらに

学級での子どもたちとの出会いも要因になる（高橋・中

元，１９９６；秋田，1997)。

第３の歴史的要因として，大きな時代の流れや教育行

政の転換が挙げられる（Grob,Krings,＆Bangerter》

2001)。例えば大恐慌という社会変動の中では，社会経

済的地位を背景に，家庭での分業や家族関係の変化，社

会的緊張感がパーソナリティやライフコースに影響を与

えたという（ElderJ974/1997)。教師に特化した問題と

しては，カリキュラム改革や学校文化の影響が挙げられ

(Ling,2002)，ライフヒストリーの検討により，教師の

主観的現実から学校教育やカリキュラム理解が捉え直さ

れてもいる（Goodson,2001)。

教師の専門性の向上にはこれらの要因が挙げられる

が，問題の２つ目として，要因の重なりについては検討

されてきていない。経験年数を重ねれば熟達やキャリア

発達が可能となるわけではなく，現実には社会的要因や

歴史的要因が個人の生活史や状況等と交互作用してキャ

リア発達に影響すると考えられる。実際，教師は学習指

導要領を基本とする教育課程の制約の下で仕事を進めて

おり，そこで大きな変革があれば影響を受ける可能性が

ある。小学校課程について言えば，低学年のみとはいえ

生活科という新教科の創設は戦後の教育史の中で特筆す

べき変化であり，教師の専門性に影響する歴史的要因の

１つといえる。しかもこの教科は，従来と異なる教育観

を含み，各学校で新たに取り組まれていくという点で，

個人的・社会的要因との関連も大きいと考えられる。そ

こで本研究では生活科の導入を取り上げ，様々な要因と

の重なりの中で専門性の向上過程について検討する。

さらに問題の３つ目として，要因が専門性の向上に結

びつく際の内的な過程が検討されることは少ない。稲

垣・寺崎・松平（1988）は長野県のあるコホートの教師

約100名に対して成長の契機と変化を質問紙と面接によ

り調査している。その結果，教師は実践の中で，子ども

の実態の発見や低学年指導の経験により，子ども観や授

業観の違った面を発見し深化させ，子どもから教わると

いう新しい質の力量を身につけていた。また転任を自覚

的に行える環境にあったため，自分の課題にふさわしい

学校を選択し，赴任校で優れた指導者と出会い，研究会

へも参加していた。それにより教職生活の基盤を形成

し，幅広い教養と豊かな人間性を獲得していた。要因が

専門性の向上に結びつくには，子ども観・授業観の新た

な発見や自らの課題の解決が行われるのだといえる。稲

垣ほか（1988）は，様々な時期や境遇でこのような変化

が起きることは述べているが，その時期や境遇が各教師

にとってどんな意味を持っていて変化が起きたのかとい

う内的な過程は検討していない。

以上３つの問題を踏まえて本研究では専門性を包括的

に捉え，専門性の向上に及ぶきっかけとなった要因の重

なりを「転機」とし，生活科の導入をはじめ多様な要因

が重なることがどのような意味を持ち，専門性の向上に

結びつくのか検討する。生活科の特徴として，子どもが

生活者として環境に働きかけて総合的に問題解決に取り

組めるよう（高浦・佐々井，2001)，具体的な活動や体

験を重視すること，自分との関わりで社会や自然を捉え

ること，自分自身への気づきを大切にすること，生活上

の習慣や技能を身に付けることが挙げられる（村上，

1999)。学校では従来と異なる学力観が求められ，目標

の置き方，教材の意味，技術の位置づけ，評価の方法を

変え（谷川，1991)，教師が「支援者」として子どもの側

から出発し，個に応じて関わることが要求される（高

浦・佐々井，2001)。生活科の導入は教師の教育観を揺

さぶることになり，まさに稲垣ほか（1988）の挙げた子

ども観・授業観の変化や，教師としての自己の課題解決

がなされると予想される。もちろん受けとめ方にはかな

りの幅があるはずであり，教師の個人的事情によって異

なるだろう。反発や無関心，表面的な受け入れも多々あ

ろうが，自らの教師としてのあり方に深刻な影響を受

け，自己変革につなげているケースもあるに違いない。

それらを検討することで，歴史的変革と教師個人の変革

のダイナミックな相互関係を明らかにできるといえる。

なお本研究では，専門性を包括的に捉え，多様な要因

が重なる中で，その体験が教師にとってどんな意味を持

つのかを明らかにするため，ライフ・ストーリーの手法

をとる。専門性の向上の側面や要因に関する研究の多く

は，インタビュー調査や実践事例の検討によって行われ

ているが，専門性の向上の過程や要因を抽出することに

焦点が当てられている。そのため，教師の実践的知識の

熟達化，キャリア形成，心理的発達という３つの側面が

包括的に捉えられず，個人・社会・歴史的要因が専門性

向上に結びつく内的な側面も捉えられていなかったとい

える。ライフ・ストーリー研究では，人生全体を包括的

に捉え，普遍的な事実よりも，人が経験する２つ以上の

出来事を結びつけて生まれた意味に注目する（田垣，

2003)。特に，自己の再構成の必要な場面で，構成度の

高い自己表明が語りに表れやすぐ（BruneE1990/1997)，

語りの中に意味が生成される（Habermas＆Bluck，

2000；徳田，２０００；やまだ，2000)。教師が変化する際

も自己の再構成が必要になると考えられる。ライフ・ス

トーリーでは，その過程が高い構成度を持って語られ，

生成された意味も表れやすいといえる。従ってこの方法

を用いることにより，教師の専門‘性の向上を包括的に捉

え，様々な要因によって生成された意味や教職体験の再

構成を捉えることができるだろう。
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本研究では歴史的要因として生活科の導入を取り上

げ，多様な要因が絡む中で専門性を向上させてきた小学

校教師のライフ・ストーリーを検討し，転機にどのよう

な変化をしたのか，要因がどのように重なり。教師に

とってどんな意味を持っていたのか明らかにする。

方法

対象者

本研究では教育制度の変更を含む多様な要因を背景に

専門性を向上させてきた小学校教師を対象とするため，

４，５０歳代で長く教職経験を積んでいること，生活科と

いう新教科の研究に携わったこと，長期派遣研修や大学

院での研究等を通して実践を振り返ってきたことを条件

に，１１名（男性２名，女性９名）を対象とした。第二著

者が関わっている現職教師中心の研究会にはこの条件を

満たす教師が多く，第一著者がメンバーに「これまでど

のように成長・変容され，そのきっかけはどんなことな

のかインタビューしたい」と文書で呼びかけ，協力者を

募った。従って生活科に関心を持つ教師が多かったとい

える。

対象者は高度経済成長期に子ども時代を過ごし「教育

内容の現代化運動」の中で高度な教育を受け，日本社会

がより豊かになっていく中で教職に就いた世代である。

こうした被教育体験に対し，教師になった頃には学習内

容が削減され始める。中堅に入った頃，時代は平成に変

わり，学習指導要領が大きく改訂され，生活科が導入さ

れるなど新しい学力観や個‘性重視の教育に移っていく。

そして今，「生きる力」「ゆとり」の教育観が打ち出され

る一方で学力低下が問題視されるという，安定しない教

育観の中で教師として生きている。以上から対象者に

とって生活科の導入は歴史的要因として大きな意味を持

つことが予想される。また対象者は小学校に属し，６～

12歳の幅広い発達段階の子どもに対し，教科教育のみ

ならず学級担任として生活を共にし，学年会等により他

の教師と指導し合って運営している。従って結婚や出産

等の個人的要因が子どもを見る目や関わりに影響するこ

と，社会的要因として学級経営を含めて同僚と共に実践

の省察がなされることが予想される。

このように，本対象者には専門性の向上の要因が様々

に表れ，その重なり合いや意味をより明確に検討できる

といえる。なお小学校教員としての教職歴が20年に満

たない教師が１名含まれるが，本研究では，教師として

の熟達化だけでなく心理的発達等も含めて検討するた

め，対象者の選択は年齢を基準とした。また対象者の人

数は，ライフ・ストーリーを詳細に検討でき，かつある

程度のバリエーションも得られることを考慮して１１名

とした。

手続き

2003年７～９月，インタビュイーの都合に合わせて

小学校や大学において，第一著者が研究者の立場で１時

間程インタビューを行った。なお第一著者も研究会に参

加し，教師の語りの内容やその背景が十分理解できるよ

うな関係性を構築した。研究として公表することを前提

に許可を得てテープ録音を行った。専門性の向上の要因

を確認するため，専門性の向上がどのようなきっかけで

どのような変化として起きたのかが答えやすいよう「転

機」という言葉を用い，初めに「今まで教職を続けてく

る上で一番大きな転機となったこと，影響を受けたこと

は何ですか？」と尋ね，なるべく自由に語ってもらった。

インタビュイーが自発的に自らの教職経験を意味づけ，

構成して語ることが期待されたからである。ただし語り

が展開しなかった場合は「それによりどんな変化があり

ましたか？」「それが転機になったのはどんなところか

らですか？」と変化や意味づけが語られるよう促した。

また生活科の導入と重なる時期を語りながらそれに言及

していない場合は「ちょうど生活科が導入された頃だと

思いますが関係ありますか？」と確認した。なお語りが

抽象的になった場合は「具体的にはどのようなことです

か？」「もう少し詳しく教えてください」と尋ねた。

分析方法

まず録音された語りを文字に起こし，教職経験での転

機に関して語られた内容をテーマごとにまとめていっ

た。対象とした全ての教師が最初に，転機として１～３

つの出来事を挙げた。ただし，例えば「生活科ですね」

というように単語レベルで挙げており，その後，どのよ

うな変化があり，どういうことで転機となりえたのかを

語る中で，実際は単語レベルで挙げたものだけでなく，

教師自身の個人的体験や学校の異動や研修など背景に

様々な要因が重なっていたことが明らかになった。そこ

で分析にあたっては，各教師が最初に挙げた転機を確認

した後，第１に転機に起きた変化について整理し，第２

に転機の要因となった出来事に関して語り全体を通して

明らかになったものを整理した。第３に要因が教師に

とって持つ意味，第４に転機からその後の経験について

整理し，分析を行った。変化の内容は，教師によって重

点は異なっていたが，子ども観・授業観の変化と，自分

なりの課題にひきつけての変化について語られており，

それぞれを分析していく。

なお結果の記述にあたっては，対象の経験してきた文

脈を把握できる記述と，様々な代替的な解釈や批判に

｢開かれている」データ（南，1991）が必要とされている。

本研究では，教師の語りの全体像が見えるよう，鍵とな

る言葉やフレーズを表に提示した上で，分析の視点に基

づき，教師の変化やその要因，意味について記述し，考

察を行った。
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結果と考察

転機に起きた変化として，子ども観・授業観の変化に

重点を置いて語った教師が６名，教育観の確立に重点を

置いて語った教師が３名，自分の課題にひきつけて創造

的探求をめぐる自己の変化に重点を置いて語った教師が

2名であった。それぞれについて，（１）どのような変化

が起きたのか，（２）変化の要因としてどのような出来事

が関連していたのか，（３）子ども観・授業観や教育観と

併せて語られた自己の変化，という順で分析結果を記述

する。

１．子ども観・授業観の変化をめぐる要因とその意味

転機において子ども観や授業観が変化したと語った６

名の語りの概要をＴａｂｌｅｌに示す。最初に転機として挙

げられたのは，提案授業をしたこと（Ｈ教諭)，学校の

異動（Ａ,Ｋ教諭)ず新設校に移ったこと（I教諭)，生活

科主任を任されたこと（Ｂ教諭)，教材研究の仕方から

全く違う方と出会ったことと個性化・個別化の研究（Ｊ

教諭）であった。

（１）教師の視点から子どもの目線への変化

Ｈ,Ａ教諭は主に子ども観について，それまで「教え導

く」「未熟」な対象だったのが，「尊敬」「育つ」「面白い」

対象へ変化したと語る。またＢ,Ｊ教諭は主に授業観の変

化について，「教師が主導で引っ張っていく」指導から，

｢子どもになった気持ちで」教材研究をして「子どもの考

えとか思いを聞く」「教わる気持ちがある」授業へ変化し

たと語る。Ｊ教諭はさらに，課題が早く終わる子どもの

ことも考えて「習熟度」を入れるようになり，個々の子

どもの家庭環境も視野に入れて関わるようにもなった。

一方でＫ教諭は元々「教え込みも嫌い，教科書も嫌い，

先生主導も嫌い」という教育観を持っていたが，「めり

はりつけなきゃ」「役者になる」「見通しを持てるように

する」など教師の立場について教育観を変えている。こ

れはＢ,Ｊ教諭が語った子どもの側に立った授業への変化

とは一見逆に見えるが，本質的には「子どもとちゃんと

向き合っていなかった」と語っており，やはり，真に子

どもの立場に立つという教育観に変化したといえる。さ

らにＩ教諭は子ども観・授業観の両方の変化を語った。

｢授業計画ばっちり立て」「きちんと座らせてしめやかな

授業」をしていたが，「子どもたちが生き生き動く」のに

驚き「子どもを自由に放すことが怖くなくなった｣。子

ども観と授業観は連動することがうかがえる。

（２）変化の要因と，体験に対する教師の意味づけ

語り全体から明らかになった変化の要因として，生活

科を自発的に挙げ異動後の研究活動で受け入れていった

教師が２名，新奇な学校環境や他の教師との出会いを基

盤に生活科の研究に取り組み（１名は確認により言及）

見方を広げていった教師が２名，生活科に深くは関わら

ずむしろ研修での体験や子どもの反応に影響を受けた教

師が２名であった。

①学校の異動×生活科の導入×研修(以下，要因の重

なりを「×」で表す）：「状況への適応」Ａ教諭は元々作

文教育に力を入れていたが，理科の研究校へ異動し，興

味が湧かず停滞状況に置かれる。この時ちょうど生活科

が導入され，研究も生活科に移ったことで「面白く」な

り「のめり込んで」いく。「子どもの育ち」という新しい

発想を得て，教育観の転換が起こった。Ｂ教諭は体育が

専門で高学年を受け持つことが多かったが，校内研修で

生活科の研修を受けており，異動先で生活科主任を務め

ることになる。指導計画の作成を「しなくちゃいけない」

中，いろいろな先生や本に出会い，最終的には今の自分

を形成するきっかけと捉えている。この２名は国語や体

育を専門として取り組んでいた所で，社会的要因によっ

て一旦停止させられている。ここに生活科の導入という

要因が重なることで，子ども観・授業観を変化させ，停

滞を乗り越えるという意味が生じている。出会った異質

なものを自分の見方と照らし合わせながら積極的に取り

入れ，自分の価値観を変化させている。

②学校の異動×他教師×研究プロジェクト×出産：

｢見方の広がり」Ｉ教諭は自然に恵まれた新設校へ異動

し「理想を持って集まった」「個性的な先生たち」に囲ま

れ，「(学校全体で共有するマニュアル的な）指導計画す

らない」中で「ゆっくり子どもと話をしながらクラスを

作り」「子どもの見方ががらっと変わる｣。国語を中心に

やってきたが「郷士教育推進プロジェクト」に参加して

社会科の研究にも携わり，見方が広がっていく。Ｊ教諭

は，教材観の180度違う教師との出会い，個性化・個別

化の研究校への赴任，そして出産を転機として挙げてい

る。「教えることに関する情熱」「(授業での）追求する楽

しさ」「学校って平均なんとかあげようってところじゃ

ない」「子どもの後ろに人（親）が見える」と気づき，変

化に至っている。この２名は状況は異なるが，新設校の

環境（Ｉ教諭）や自分と全く異なる教師の実践（Ｊ教諭）

という社会的要因に，生活科や個性化・個別化の考え方

が重なる中で「見方を広げる」という意味が生じ，新た

な視点を取り入れ変化に至っている。

③研修×他教師×子どもの反応（成功体験・失敗体

験）：「自己の見直し」Ｈ教諭は「提案授業」を転機と

して挙げた。他の教師に授業を見てもらい，また自分が

他の教師の授業を見て学び，「子どもの姿で自己評価し

てきた｣。特に，自分の予想以上に子ども同士が学び

あった「成功体験」では，子どもに尊敬の念を抱き「感

動しながら」授業をし，子ども観を変化させた。一方Ｋ

教諭は転機として赴任校で思いがけず全然授業が成り立

たない体験をしたことを挙げた。原因として，自分が子
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Tableｌ子ども観・授業観の変化について~語った教師のライフ・ストーリーの概要

｢学校」規模の変革の視点
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た と き に ， 管 理 教

じだった学校の流
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副９つ司産
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ついて勉強になった。
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注）太字はキーワード・下線は嬢者による内容のまとめ．（）は始りの文脈で省略された船を著者が補足したものを示す。灰色箇所は「数帥jとしての自己」について語られた箇所で
ある。→は出来事や考えの変化の前後関係を示す．また●は鮎1人的謹困．■は社会的饗困．★はI雑史的要困を表している。以下の表もI司様である。

社会科部と合同で生7舌科の授業

・ 崩 壊 と 思 う よ う な 危 機 。 見 本

ども↓こ向いていなかった。

一

属性
一

Ｈ

女 性

23年

一
Ａ
誰
》
’

Ｉ

女性

22年

Ｂ
率
》
Ｋ
雄
畔

』

女 性

２２年

その後

次世代への伝達

の
，
え
。

下
か
伝
る

人にどう 伝 え て い け ば い い

自分の研修の一つ。それで

りて
子

教師としての専門性の向上における転機

自分かまたはつきりす

もの勉強と一緒。

て学ん

てやつ

現在の全学枝では．研究主任をや

らしてもら

育みたいな

つ

り画§

れを変えた。

学校

大き

つ
ぐ
、

になろうと型にはめ，私的にも

子 どもかお腹にでき，１００％子

ていう組織・システム．

いうと教育行政．学校の

しきたりみたいなもの，などに

て鵠曙し

違和感・疑問…勉強し直す

える。

をしましょう

昔の社会科的
つ
な

てやり始めた。

方法でやろうと

するのに違和感。

結局子どもってどうや

でいくのか．低学年と
つ
し

る の か な 。

ば り 生 活 科 が 必 要 な の か な 。

もう一回勉強し直したい

持ちもあって。子育ても
つ
ち

て気

よっ

と一段落って感じだったので，

大学院に。

カウンセリングへの広かり

カウンセリングの技術，資格を

持つように言われている。生活

科をやっていると

ンセリングに通じ

子 ど も と 向 き 合 い 続 け る

自己省察を続ける

、自然とカウ

るところがあ

理屈だけでいまだに微慢なんで
すけど。

・ １０ 年以 上ぶ りに １年 生を 担

任。生活科の本質は捉えていた

が．子どもに関する考え方か時

代遅れで「浦島太郎」状態。型

に は め な く て も 子 ど も か そ れ な

りに到達してくる。個性化・個

別化はこれだ。

・ 休 暇 等 補 助 教 員 。 子 ど も 中

心．教えるんじゃなくて育つと

いう感覚で．突然行

ないで子どもと向き

つ
く
口

変化 要因 意味

なんか子どもを尊敬するように なっ た。 子ど もの 見

方か変わった。子どもは教え導くものって暗黙のう

ちにあったと思うけど，いろんな本に藩いてある子

どもの可能性が実【感として分かってきた。ちょっと

対等に見るようになった◎

途中どろどろづLとした（笑い ） 落 ち 込 む こ と も い つ

$まいあるしザうん，かっこよくいったら自己癖価の
連$廃かな。

■教科別に泊

まって研修

■新採研

●提案授業で

の成功体験

■先輩や同好

会

他教師の目・子どもの反応から自己形成

授業研究 で．人に見てもらうところか学びの場

だった。毎刈．毎年，繰り返しやっていって

育ってきた。

人の授業 から盗む．真似てみる。子どもの反応

が違うと きかある。子どもの姿で．自己評価し

て身についていく ｡

私が一番満足できる授業かできた。指導案通り

とかそう い う の じ や な く ， 子 ど も か 普 段 よ り も

大 変 よ く活動していた。私か考えていた以上に

活動した り発言したり。私が感動しながら自分

で授業していた。

天狗になったり視野が狭くなったりしてはいけ

ないので．ここかこう足りないよと力》言ってく

れること

子どもの育ちを見るっていう かね ．あ の頃 盛ん にほ

んとにね．生活科で言われたんですよ，「子どもの

発 達 を 見 ろ 」 と か ね｡

｢やっぱり子どもって面白い な 」 っ て つ く づ く 思 う
ようになったんですね

最初は教科で見ると未熟だなとかね．できないねと

かね（という見方をしていたけれど)，子どもの側

から見ると全然違って見えるよね｡

授業の奥深さみたいなものを感じた．

点数だけでＫ子どiも§を）見ちゃうとかってことを．

揺さ ぶ っ て い く の が 自 分 の 役割．

■学校の異動

（学校によっ

て力を入れる

教科が決まつ

ている市）

★研究会で生

;舌科の研究を

する

■長期研修

不適応を 乗り越える

全国レベルの国語の学校。

作文教育 を す ご く や っ た 。

→異動希望の夢叶わず理科の学校。

理科がどうしても好きになれなくて，

なか な か 興 味 が 湧 か な く て ね ．

いつ異動しようかなって思った。

理科じゃないぞって聞いたし．新しいことやる

と い う のは興味もすごくあった。面白いなって

思って，のめりこんでいく ｡

従来の自己との統合

作文ってや っ ぱ り 捨 て が た か っ た 、

生活科で 活動の後に書かせる絵作文を，授業に

生かしうるようなことかできないか。

まともに授業をしないすごい個性的な子達か多く．

それをおさめなきゃいけない。静かにきちんと座ら

せてしめやかな授業をするのがいい。

→なんと子どもたちが生き生き動くことか。

授 業計画Iまつちり立てるこ とに．縛られていた

→子どもを自由に放すことが怖くなくなってきた ｡

■川の横の新

設校に移り．

研究に取り組

んだ

★生活科の試

行時期と重な

り，研究協力

校 に

■郷土教育推

進プロジェク

ト ヘ 参 加

自分を出し合う．見方の広がり

みんなか新しくスタート。いろいろ個性的な先

生がいらして，民間の研究会とか自主的に出ら

れて。自 分の理想を持って集まり．自分を出し

合えた。（学校全体で共有するマニュアル的な）

指導計画すらできてない。ゆっくり子どもと話

をしながらクラスを作った。

そこにいた１０年間でどっぷり生活科的な人間

になったかもしれない。子どもの見方かからっ

と変わった。

国婚オンリーだったところにいろんな教科の方

と接点が出てきた。見方がすごく広かった。

生 活 科 って何だろう．理科と社会を合わせたも

のじゃない ん だ ろ う っ て い う 疑 問。

生活科に触れる前は体育をやっていましたので，

どっちかというと教師が主導で引っ張っていく指導

を中心に行っていた ◎

→子 ども の考 えと か思 いを 聞く 。

生き生きと，力を発揮できる 雰囲 気も 必要 だ。

自分で見本を見せる

→子どもの中から良いものを見つける 。

子どものやっていることには‘必ず意味かある ｡

■前任校で校

内研修を受け

ていたために

★赴任校で生

;舌科主任を任

された

状況への適応 を 教 師 人 生 に 生 か す

生活科の年間指導計画とかを作らなくちゃいけ

ない。研修しなくちゃいけない。

生活科の生みの親の先生の話や本に非常に影響

を 受 け ，長期研修にも行けた。生活科と出会わ

なかったら，こういうようになっていなかった

んじゃないかな。

教え込みや教師主導が嫌い。怒鳴ったりちょっとす

ごみ を き か せ る 役 目 が で きなかった。授業観．教科

観が違いましたね。

どん底に行＜ののきっかけは．一人の子どもと私の

関係。授業を妨害して．男の子たちもまあ何となく

同調して。もう無法地帯みたいに。

いろ ん な こ と が 重 な っ て ，子どもとちゃんと向き

合ってないっていうか。

→学級担任てやっぱりカリスマ 。「 めり はり つけ な

きゃな－」という気持ち。／「役者にならなきゃだ

めなんだよ」って言われた。提出物を出さないとか

いうのも．許さないふりを-する。／説明責任ていう

のかな。（単元や子どもの状態について）見通しか

持てるようにした力がいい。／「このクラスでこの

友だ ち で ． こ の 先 生 で し か できないこと」を大事に
する 。

職場ってほ〃!と遮迷感かけあう５自分のできなiい底ｉ

とをやって簿溌輔|なりｐﾙﾙﾈ助け'てもらう:場所なんだ-,.._･ｌｊｒ,Ｉ!!.','?｡Ⅱ,!』,

な；つjてこ:と1をiす』軍iい痛』感'し!ま(したね｡ぶこんなにみん
ﾉﾘ‘バi‘偶りい麟刈

■異動希望

に

た

手をあげ

●全然授業成

り立たない体

験

自己の見 直し

あんまり高学年を持たせてもらえなくて文句

言ってた。他の空気も知りたい。

→学級経営に魅力を感じ．やり始める 。

教師として の 素 質 っ て い う か ． 適 性 っ て い う

か，能力に対する…挫折ですよね－…人間とし

てもやっぱりすつどい挫折感。もう自分が今ま
でいかに{放慢に生きてきているかっていうか｡

(一般的な）小学校の教師像か自分の（経験し

た ） 中 になかった，キャリアを重ねているだろ

う と 誤 解される，児童学科出身で幼稚園で実

習，1,2年生の概任か多く先生嫌いと言われた

経験かあまりない。

子ど も に な っ た 気 持 ち で 読 むから新たな発見が見つ

かる。子どもか見つけたこと に な る ほ ど と 言 え る 。

自分が見つけられなかったことを子どもが見つける

と，教わる気持ちかある。

習熟 度 を 入 れ て い る 。 算 数 ではできる子は先に進め

ていいよって形でドリル（を させ る） 。教 えさ せて

学んだことを確実にさせる。理科や社会では．危険
性の な い 所 ま で ア イ デ ア を 出させる。

研究主任になる二!とL自1分の力のなさを感じる。

公開なんていうの;になる,とか:もう;どきどきし；ちゃ１つ
で鳶-こればとてもｉｃ率ないｂ力垂のなさを感じ妻す
ｵュ｡

この子ってもう少し親が大事 に思ってくれればいい

の にな・私が大事に思ってあげればいい。

■教材研究の

ｲ土方から１８０

度追う方と会

い，勉強会に

参加

■個性化・個

別化を研究し

始めた学校へ

★生活科と蝿

科を中心に熱

心に研究して

いた学校

●母親になっ

た

授業への情 熱 ・ 楽 し さ へ の 気 付 き

数えること に 閏 す る 情 熱 の か け 方。

自 分 か もう子どもになって参加してた。教えて

もらう子の立場になる必要性｡

追求する楽しさ。授業ってこれだ◎

練題か早く終わる子には待たせていた。それで

は い け ないんだ。（その子の）持ち味を生かし

ていない。学校って平均なんとかあげようって

ところじ ゃ な い ん だ｡

ついていけなさ

勉強しなき ゃ つ い て い け な い 。 必 死 に な っ て な

んとかついていこうとした。

自分に響いてくるような研究をやっている。新
しい知識 と か 考 え 方 を 勉 強 で き る ｡

子どもの背 後 へ の 視 点 の 広 か り

子どもだけじゃなくて後ろに人か見える。
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ども時代に体験した教師像の特殊性，大学で学んだ子ど

も主導の考え方，企業への就職を経ており教師歴は少な

いのに熟練に見られやすいこと，低学年の担任が多く子

どもに嫌われた体験がなかったことを挙げ，これまでの

自分の体験を捉え直している。Ｈ教諭とＫ教諭は，成功

と失敗という意味で逆の体験をしているが，研修や他校

への異動という社会的要因を背景にこのような個人的な

体験を持ち，子どもの反応によって自分の姿を見直し，

授業観を再構成する意味が生じている。

（３）自分なりの課題にひきつけての変化

６名のうち４名の教師は「自己の力」「自己の役割」に

関わる変化についても語った。子ども観・授業観の変化

に加えて，研修や校内研究を通して生活科に関わる研究

課題を展開していき，また自分の力や役割を自覚し，さ

らなる研鐙へ向かう姿勢が見られた。

①長期研修：「従来の自己との統合」という意味から

｢自分の役割」へＡ教諭は「作文って捨てがたかった」

と語り，長期研修の際，生活科の活動後の絵作文を授業

に生かすというテーマに取り組み，かつて力を入れてい

た作文教育と新たに得た生活科を融合している。そして

研修においては，「授業の奥深さを感じる」とともに，

かつての自分のように点数だけで子どもを見るような教

師を揺さぶるのが自分の役割だと感じている。

②研究校×研究主任：「ついていけなさ」から「自分の

力のなさ」へＪ教諭は研究に熱心な学校に赴任し，「勉

強しなきゃ」「必死になってついていこうとした」と語

り，研究主任になり「自分の力のなさ」を感じたという。

Ｈ,Ｋ教諭も，授業観の変化を語る中で「自己評価の連

続」「職場って迷惑かけあう助けてもらう場所なんだと

痛感した」と語っている。

２．教育観の確立をめぐる要因とその意味

転機において教育観が確立したと語った３名の語りの

概要を'mable2に示す。３名ともが生活科という教科に

出会ったことを最初から転機として挙げた。

（１）子どもの目線に立った自分の教育観の良さを実感

するようになる

Ｃ,Ｄ,Ｅ教諭は既に子どもの目線に立つ姿勢を持って

いたため，子ども観・授業観が全く変わったというので

なく，むしろこれまで自分が持ってきた教育観の良さに

｢実感」が伴ってきたと語っている。Ｄ教諭は「子どもが

育つ」「子どもの発想はいつでも自分を超えている」と語

り，Ｃ,Ｅ教諭は「『初めに子どもありき』が成長につなが

ることが実感できた」「学んだことが生活の中で生かさ

れてくるってことが実感として分かってきた」と語る。

（２）変化の要因と，体験に対する教師の意味づけ

３名とも変化の要因として生活科を自発的に挙げ，語

り全体からは，研究授業での疑問，被教育体験とこれま

での実践，同僚の力づけという要因が重なっていたこと

が分かった。

①生活科×研究授業：「疑問の解決」Ｃ教諭は当初か

ら「いい教師とは？」と考えており，社会科の研究授業

で「犬は家族に入れられない」と指導され，そういう状

況に疑問を感じていた。生活科が導入され研修で「犬の

ジョンも家族です」と説明され，「目からうろこが落ち

たような」「大きな発見」「疑問に答えてくださる」と感

じている。Ｄ教諭も技能が議題になる研究授業に疑問を

抱えていたため，「言葉が体を通して出てくる」生活科

により「疑問に思っていたことが全部クリアした｣。Ｉ小

の研究発表の影響も受け「子どもが変わったと諦めてい

ること自体が問題」と考え，子どもとずれが生じた時も

解決していった。

②生活科×他教師：「やってきたことに裏づけを得る」

Ｄ教諭は自らの被教育体験や初任の頃に七転八倒して子

どもと共に劇や展覧会をしたことを，「生まれた時から

ずっと生活科的に来た」と語る。生活科に出会い「これ

ぞ本当の教育じゃないか」と感じ，自分の教育観に「市

民権をもらった」と意味づけている。Ｅ教諭は「何事も

なく」教員生活を送っていた初任の頃，研究授業で型通

りの授業を指導されて反発を感じた体験を背景に生活科

と出会い，「自分が大事だなと思ってやってきたことが

この教科とすごくぴったり合う」と感じる。反対や批判

の中で熱心に取り組む同僚に出会い，「すごい教科」と

実践を始める。

３名にとって生活科が導入されたことは，これまで自

分が考えてきた教育観について「裏づけを得る」「疑問の

解決」という意味があり，技能や型に縛られた教育への

違和感を解消している。さらに研修・同僚という社会的

要因が重なり，教育観をより力づけられている。

（３）自分なりの課題にひきつけての変化

教育観に実感を得るということは，教師としての自己

が支持されることでもあり，「自分の目線」「自信」とも

関連しうる。３名のうち２名の教師は生活科を研修や研

究発表で取り組むことを通して，自分の見方に確信を得

て，他者に伝える役割にも結びつけていた。

①生活科×研修：「足場」から「はっきりした自分の目

線」へＣ教諭が生活科と出会ったのは「教師として足

場が固まっていない」時期で，「いい巡り合せ」だったと

語る。やがて研修で子どもを基盤に据えた教育を学び，

｢やっぱりこれでいいんだ」と足場が固まっていく。そ

して他の教師の指導を見ても自分の目線がはっきり持て

るようになった。

②生活科×研究発表×同僚：「自信」が出て依頼を「い

いです」と引き受けられる最初は研究発表を断ってい

たＥ教諭は，同僚に「いい教科だって分かってもらえる

機会」と後押しされて発表した。反響が良く「自信みた
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nable2裁育観の確立について語った教師のライフ・ストーリーの概要

変化

実際に授業作りをしながら．教師の指導性の発揮の

仕方では迷いつつ．出具合を感覚的に捉えられるよ

うになってきて，「はじめに子どもありき」が成長

につながることが実感できた。

指導を見ても自分の目線がはっきり持てるようにな

り，「(指導が)いいか悪いか』ではなく「あの子が

今どういうふうに受け取ったかな」「自分だったら

どうしようかな」と思う。

今まで教科教育をやってきて，あとのちょっと多め

の半分（教師人生の半分以上）が生活科を核に据え

た教育に変わった。

｢私が教える」んじゃなくて「子どもが育つ｣。

｢子どもがどういうふうな反応を示すか，それを見

通せよ」という言い方されることが多いが，子ども

の発想はいつでも自分を超えているっていう感覚が

ある 。

自分の予想を超えた子どもに対してどれだけ柔らか

く対応できるかつてことが試されている。

感性っていうものも絶対育てられるとして教育して

いかなきゃだめだっていうふうに思っている。

学んだことが生活の中で生かされてくるっていうこ

とが実感としてわかってきて，他の教科だけでは育

てられない力が子どもに身につぐんだなって恩っ

た０

授業を見られるのは，教師を見られるという意識。

完壁に指導案を頭に入れて流れるような授業がすば

らしいという授業観。

→子どもはどう反応するか分からない。大まかな流

れは必要だけど，それは先生が子どもの反応見て変

わったっていい。

｢じゃあ先生こういＩうことをやってください小と言

われるときに;i俵iずＴえつ！」っていうのがあった

のが，「えがいいですよ」ってぱっと言えるように

なった。

ティーム･ティ声Iチングって言われても「生活科っ

て自然にもうＴＴでやっている」っていうのがあ

る ｡

『公開してもいいですか」って言われたときにＪ今

までだったらｆそんなね〆見せれるようなあれじゃ

ないし」ってまず断っていたと思うんですけど，い

いですかって言,われたときに，いいですって言え

た｡

要因

★生活科と出

会った

■長期研修

子どもに基盤

を据えた教育

を学ぶ

★生活科

■I小の研究

発表に行く

★生活科が始

まる前，研究

協力校で，生

活科の趣旨を

聞く

■反対意見が

多い中一生懸

命やっていた

先生

■市の研究発

表会で、やっ

ていることを

発表してくだ

さいと言われ

る

意味

疑問に答えてくれる

いい教師ってどういうものなんだろうか？どう

いう方を目指したらいいんだろう？

｢犬は家族に入れられない」と社会科の研究授

業で指導された。子どもの気持ちを踏みにじっ

た。授業ってなんだろう？

→研修で，疑問に答えてくださるかのように

｢犬のジョンも家族です。それでいいんだ」と

生活科の説明を受けた。目からうろこが落ちた

よう。子どもが出してきたものを授業として成

り立たせるものができたというのがすごく大き

な発見。まだ自分の足場が固まっていない時期

に生活科に会えた。いい巡り合せだった。

足場が固まる

やっぱりこれでいいんだ，と足場が固まってき

た 。

市民権をもらう

生まれたときからずっと，生活科的な成長の仕

方とか，新卒の頃からもずっとそういうふうに

来た。（Ｄ教諭自身が）通信簿がなく，点数で

競い合うみたいな経験があまりなかった。（新

卒の頃は）学年でやるんじゃなくて学級担任が

劇や展覧会をつくる（学校で）七転八倒しなが

ら子どもと一緒に泣きながらやった。（教える

という）先生面をするのが不自然で，頼りない

先生（で子どもと一緒にやるしかなかった)。

(生活科が始まって）これぞほんとの教育じゃ

ないかなと改めて確認をした。市民権をもらっ

た ｡

疑問の解決・子どもとのずれの解消

作文の授業でも書く材料がこれしかない中で構

成の所が話題になる。（それに対して）生活科

では言葉が体を通して出てくる。これがほんと

だと思っちゃう。疑問に思ってたことが全部ク

リアする。

しらけた感じの子どもとずれが出てきたとき，

生活科で子どもの心を素直に開くことができ

た◎

子どもが変わったとかつて諦めていること自体

が問題だろうって改めて思った

ぴったり合う．すごい教科

普通に何事もなく教員生活を過ごしていたが，

初任のとき理科の研究授業で，（子どもが）ど

うしてかなって（考えて）発展していく指導案

をだめだと言われ，きれいに授業が流れていく

ような指導案を指導される。

→自分が大事だなと思ってやってきたことがこ

の教科とすごくビッタリ合う。

「この教科で子どもがこんなふうに変わっ

た」って，すごくその先生が言ってらして，い

ろいろ話をしていくうちに「あ，すごい教科

じゃない」って０

自信が出てきた

あんまり人の前に出たくなく，最初断った。一

人の先生に「いい教科だって分かってもらえる

機会」と後押しされ，発表。

｢わかってもらえるんだな」「教育ってこんな

にすばらしいことだったんだ」「尻込みしてい

ちゃいけない」とちょっと自信みたいなものが

出てきた。

その後も市で生活科を見てもらう。「大変だ」

と思いながらも自分がすごく変わっていくよう

な気持ちになった。（研究授業後の教員間の）

話し合いが教師の姿ではなく全部子どものこと

について。先生方の見方を変えてくれる。

その後

他教科・他学年への広がり
７１零

狸

他の教科にもできるだけ生かし

ていけるように。まず子ども

がそれをどう捉えるかっていう

ふうに，考えを少しずつシフト
⑳

し，努力している。

高学年でも十分生きている。

省察を続ける

野

７）庭

あまり自分が詳しくない（教科

の）方が．子どもの身になって

(気持ちを）思える。専門教科

の社会科はそちらの意識がまだ

ちょっと強い感じ。一番苦労し

ているかもしれない

，総合的な学習への広がり

土畠０

７

総合も，教科ができる前に４年

生で総合をやった。３年のと

きに大変な子どもたちで，ぼん

とその学校に行って，「もって

ください」と言われてもった。

パワーがありすぎてじっとして

いられない子どもたち。パワー

をうまく生かせるのが総合だっ

た。生活科と同じで，総合も楽

しくなくちゃいけない。

諏毛の折実践の振り返り

リ

実践をやってきたことが，はた

してそれがよかったのかなって

振り返ってみたときに，理論的

な勉強をしてみたいなって思っ

て，長期研修へ。いかに自分のン

視野が狭かったか。今子どもは

常に発達しているところにあっ

て，で，その子をどういう方向

に伸ばしていくかも，今の自分のＥ

に全部関わっている。
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いなもの」が出てくる。発表を重ね「自分が変わってい

くような気持ち」になり，他の教師の目を子どもの姿に

向ける力に気づき，「大変だな，嫌だな」と尻込みして

いたのが，すんなりと依頼を引き受けられるようにな

る。

ら始まり」「苦労しながらも」「創造するっていうことに

喜びを感じてしまった」「とても楽しかったなというこ

としかない」と語り，教科や授業を「創造する」という

ことに教師としてのやりがいを感じるようになったとい

う変化が見られる。Ｆ教諭もまた，「出来ることを精一

杯やっていくうちに，こういうこともできるといいなと

いうのが見つかっていく」「大きなことに出会わないと」

と思い「大学に行って勉強し」「迷いが非常に大きくなっ

た」が「統合されて整理がついた」と語り，常に新たな

ものの創造を目指して勉強していく姿勢がＧ教諭と共

通している。

（２）変化の要因と，体験に対する教師の意味づけ

２名とも変化の要因として生活科を自発的に挙げ，語

3．創造的探究をめぐる変化の要因とその意味

転機において創造的探究が主に語られた２名の語りの

概要を'Elble3に示す。最初に挙げた転機として，Ｇ教

諭は生活科が始まったことを，Ｆ教諭は結婚，出産，転

勤を挙げた。

（１）自分の手で創造する姿勢の獲得へ

Ｇ教諭は，「どういう教科にしたいかというところか

Tnble3創造敗探Z茨に閲して語った教師のライフ・ストーリーの概要

発達心理学研究第１７巻第３号

(_』

教師としてのやりがい

何かの教科を一生懸命やるのではなく基礎基本

を身につけることが大事。

生活科や低学年担任は結果として自分にすごく

合ったもの。子どもの気持ちに寄り添うとか興

味があった。

子どもを学校にあげるってことに対する保護者

の不安，子どもが学校に慣れる大変さ，教員が

どう迎えたかが大事，やりがいを感じる。

教師が新鮮な気持ちで子どもを見る目がないと

ころにはいい指導ができない。
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い.．
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り全体では，１名はこれまで研究してきた姿勢を背景に

創造性を探求できるものと受け取り，１名は家庭と仕事

の両立や研究校での取り組みの中で生活科を自分に合う

やりがいあるものと受けとめていた。

①研究×他教師×生活科：「培ってきた研究姿勢が生

きる」Ｇ教諭は転機として生活科を挙げたが，それま

での体験も重要である。先輩たちに厳しく指導され「教

師としての力がないんじゃないか」と落ち込むこともあ

る中で目の前の授業や公開授業をこなし，「うまく出来

た」体験を繰り返し，「惰性に流されずに研究する」姿勢

を培ってきた。「妥協しない」「突き詰めていく」先生や

｢子どもの気持ちを汲み取るのがうまい」先生に出会っ

て刺激も受けた。ちょうど生活科導入時に研究主任とな

り，「培ってきたもの」を生かせたのである。

②出産×研究×生活科×他教師×子ども：「親・子ど

も理解，仕事の両立・やりがい」Ｆ教諭は転機として

まず結婚・出産と研究校への転勤を挙げた。子どもや親

の気持ちを「より理解する」が「仕事だけしていればい

いわけではなくなり」家庭と両立しながら「仕事の上で

の自分を確立する」ことが課題になった。教科に囚われ

ず「基礎を身につけること」を目指したが，生活科に関

わることになり「子どもの気持ちに寄り添う」ことに興

味を持ち，低学年特有の「保護者の不安」や教師として

のやりがいを実感した。サポートや厳しい助言を与えて

くれた教師や，自分を変えてくれるような子ども・保護

者と出会った影響も大きい。様々なことが重なる中で教

師としての自己を確立した。

２名は，家庭との両立という個人的要因，研究に取り

組む学校環境や同僚という社会的要因を背景に生活科に

出会い，培ってきた体験を生かし実践をより探究する意

味が生じた。

（３）自分なりの課題にひきつけての変化

２名の教師の変化は，教育観という次元ではなく，仕

事のやりがいや面白さによる教師としての自己の確立と

いう次元であった。Ｆ教諭は結婚や子育てという私的な

体験から得られた視点と教師としての仕事を統合してい

くことにより，Ｇ教諭は研究主任という立場で創造'性を

探究していくことにより，教師としての仕事を自分なり

に確立している。

４．転機の後から現在まで

語りは生成され続けるものであり，「転機」は「現在」

があるからこそ「転機」となりえている。Ｔａｂｌｅｌから

Table3の語りの転機後の欄を検討すると，大きく４つ

に分けられる。

（１）実践を振り返り続ける

Ｉ,Ｅ教諭は，生活科の必要性などについて「もう一回

勉強し直したいって気持ち｣，実践してきたことがそれ

でよかったのか振り返ってみて「理論的な勉強をしてみ

たい」と語り，実践を振り返るために大学院や長期研修

へ出かけている。一方Ｋ教諭は「理屈だけでいまだに徹

慢なんですけど」と語り，ｃ教諭は専門の社会科は子ど

もの身になるのに「苦労している」と語り，転機の体験

を現在も抱え，振り返り続けている。

（２）子どもと向き合い続ける

Ｊ教諭は「10年ぶりに１年生を受け持った」「休暇等補

助教員」「崩壊と思うような危機」を語り，Ｆ教諭はたく

さん仕事が来る中で「子どもに対してはいい加減な自分

でいたくない」と発表や執筆と対比させて語り，「子ど

もと向き合う」ことを続けている。

（３）他領域への広がり

「学校の流れを変える（Ａ教諭)」「カウンセリングに通

じる（Ｂ教諭)」「ずっとカウンセリングの勉強をやりた

いと思っていた（Ｆ教諭)」「『他の教科』『高学年」にも生

かす（Ｃ教諭)」「総合も楽しくなくちゃいけない（Ｅ教

諭)」など得たことを他領域に広げている。

（４）次世代への伝達

「下の人にどう伝えていけばいいか（Ｈ教諭)｣，管理

職になっても「研究に口出し」「創造する楽しさを体験さ

せてあげたい（Ｇ教諭)」「若い先生を育てる立場」で「責

任を感じる（Ｆ教諭)」など，年下の世代に自分の学んで

きたことを伝えることが課題になっている。

総括的考察

１１名の語りについて，転機での変化とその要因，教

師にとっての意味，その後の経過について分析してき

た。まとめたものをFigurelに示す。転機での変化は大

きく２つに分けられる。１つは，教師の目線の教育観か

ら子どもの目線の教育観への変化である。もう１つは，

与えられた指導法・技術から自分なりの役割や創造性へ

の教師としての力量の変化である。その要因は様々で，

結婚・出産等の個人的要因，学校の異動・研修・他教

師・研究発表・子ども等の社会的要因，生活科の導入等

の歴史的要因のうち，いくつかが重なっていた。これら

の要因について，教師それぞれが自己の課題にひきつけ

て積極的に意味を見出して受け止め，変化が起きてい

た。転機後も子どもに向き合い続けて省察を続け，転機

で得たことを他領域に適用し，次世代へも伝達しようと

している。専門性の向上とは，子どもの目線に立った教

育観と教師自身による実践の創出が統合され，絶えずそ

れが行われ続けることといえる。それにより，知識が熟

達し，状況に応じて振舞えるようになるだけでなく，教

師としてのアイデンティティの確立や後輩を指導し育て

ていく世代性という心理的発達が果たされ，柔軟な見方

が可能となり，教師としてのキャリアも安定していく。

先行研究では，個人・社会ｑ歴史的要因を通して（高
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実践を振り返り続ける(IKCE）

子どもと向き合い続ける(JF）
他領域への広がり(ABCEF）

5〆

ていた（Ｃ,Ｄ,Ｅ教諭)。生活科の理念そのものが教師に

影響しただけでなく，それぞれが研修や研究活動に取り

組む過程で自分の実践に自信を持ち，教育観の確立に結

びついていた。このように，子ども観・授業観や教育観

が変化する時，内的には，実践での戸惑いや困難，疑問

や自信のなさが生じている。そこで自己の実践の見直し

という「内」への目と，自分の見方を広げるという「外」

への目が働き。置かれた状況への適応という「自分を外

に合わせる」体験や，自分の実践や教育観の裏づけを得

るなど「外が自分に合ってくる」体験をしていた。教師

たちは直面した出来事に対して，自分の実践と周りの実

践との調整を模索して変化に至ったといえる。

自己の変化を中心に語ったのは２名であり，結婚・出

産やこれまでの個人的体験と勤務校での研究環境に生活

科の導入が重なり，創造的探求という仕事のやりがいを

見出し，教師としての自己の確立という変化が起きてい

た（Ｇ,Ｆ教諭)。新しい理念が提示されたことで従来の

方法が通用しなくなり，過去の実践と今後の実践を統合

していく力量が求められ，研究にも難しさが生じたとい

える。子ども観・授業観や教育観の変化を中心に語った

教師についても６名が「自信」「ついていけなさ」という

力量の問題と，「足場が固まる」「培ってきた研究姿勢が

生きる」という過去の自分と今後の自分の統合や方向性

について語った。教師は生活科の理念に大きく影響され

ながら，日々の実践での他教師や子どもとの関わり，研

究や研修という活動を通して，自らの力量と方向性を見

出していたといえる。

このように，生活科という新たな教科に出会ったと

疑問の解決(CD）

やってきたことに裏づけを得る(DE）

中央の円の重なりは要因，白色四角は子ども観・授業観の変化に関わる意味づけ，灰色四角は教師としての自己に関わる意味づけを示す。

Figurel穀師たちによって語られた変化の撒鎧

グ

'状況への適応いB)’－－勤塔慧薙きた研鐙婆勢が生きる(G，

教
子
業

井良，1995)，知識を状況の中で生かせるようになった

り（高漬，2000)，困難を乗り越えたり（秋田，1997)，

心理的に発達する（Leithwood,1992）とされてきた。本

研究で生活科の導入を取り上げて教師の専門性の向上過

程を検討したところ，複数の要因が重なる中で，技能の

熟達化や困難の克服，人間的成長が進んでおり，その過

程では共通に子ども観・教育観の変化と教師としての自

己の変化が起きていた。直面した事態に対し，自分の教

育観や教師としてのあり方を変化させ確立させるような

意味が見出され受け止められることで，専門性が全般的

に向上していた。

具体的には，子ども観・授業観の変化を中心に語った

６名は主な転機として，生活科の導入という歴史的要因

(Ａ,Ｂ教諭)，新奇な学校や教師との出会いという社会

的要因（1,Ｊ教諭)，教室での成功・失敗体験という個人

的要因（Ｈ,Ｋ教諭）を挙げた。これらは単独で専門性の

向上に結びついたのではなく，それぞれ，学校の異動や

研修という要因（Ａ,Ｂ,Ｋ教諭)，生活科の導入（1,Ｊ教

諭)，他の教師との交流や研修（Ｈ教諭）という要因が重

なっていた。新教科への取り組みや学校の異動という環

境の変化価優れた実践との出会いや実践での自分の体験

により，自分の価値観や実践に戸惑いや困難が生じ，そ

れぞれが置かれた学校環境の中で，あるいは研修や生活

科への取り組みを通して，出会った価値観や実践を取り

入れ，子ども観・授業観の変化に至っていた。また教育

観の確立について語った３名は，生活科の導入を主な要

因として挙げ，研修や同僚という社会的要因が重なる

中、自分の教育観をより確固とさせ実践の支えにまでし
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き，教師それぞれの個人的事'盾や学校環境・同僚関係の

中で，生活科が自分にとって状況を変えてくれるものと

して，あるいは自己の実践をより探究する機会として，

様々に意味を持ったものとして取りいれられていた。生

活科と他の要因が重なり合う中で「内と外」「過去と未

来」が揺さぶられた状況を自分なりに統合し耐解決して

いくことになり，全般的な専門性の向上に至っていたと

いえる。

最後に今後の課題を述べたい。第１に一般化の問題が

挙げられる。本研究の目的は，生活科を含めた多様な要

因が専門性の向上に結びつく過程を検討することであっ

たため，生活科の導入に関わり，研究への取り組みや研

修を経て，専門性を向上させたケースを検討した。例え

ば生活科を否定的に捉えるなど，生活科が直接的に専門

性の向上に結びつかない場合については検討できておら

ず，今後明らかにしていく必要がある。第２に，本研究

では過去の体験を振り返っての語りを研究の対象として

おり，実際の転機のときにその体験をどう捉えているか

は分からない。またライフ・ストーリーは時が経つにつ

れて「語り直し」がなされ，変化していくとされている。

成長プロセスの最中にいる時や今後の展開を合わせて調

査する必要もある。第３にライフ･ストーリーの限界と

して，全ての経験を語ることはできないということが挙

げられる（田垣，2003)。より長期に渡る詳細な検討や

語り以外の方法も用いていくことが求められる。最後

に。本研究では語り方や語りの内容を主に検討してきた

が，語ること自体が専門性の向上に及ぼす影響も指摘さ

れており（Wood,2000)，今後の課題として，このよう

なことも含めて検討する必要があるだろう。
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情動調整プロセスの個人差に関する２歳から３歳への発達的変化

金 丸 智美無藤隆
(日立家庭教育研究所）（白梅学園大学）

本研究の第１の目的は，不』快場面に置かれた３歳児を対象に，快，不快情動の変化から捉えた情動調

整プロセスの個人差を明らかにすることである。第２に，同一の子どもについて２歳時点から３歳時点

への情動調整プロセスの個人差の変化を示す。第３に，不快場面での情動調整行動を検討し，３歳児の情

動調整の自律性を明らかにする。２歳前半に実験的観察を実施した母子41組の中で，３歳後半の時点で

32組の母子を対象に実験的観察を実施した。その結果，情動調整プロセスの個人差について，不快情動

から捉えた情動調整プロセスタイプの中に，’快情動変化から捉えた個人差が存在することが明らかに

なった。情動調整プロセスの個人差の変化については，２歳時に不快情動を表出した多くの子どもが，３

歳時には不快情動を表出しなくなることや，２歳時に快情動を表出しなかった子どもの多くは，３歳時に

は快'盾動を表出したことを示した。また，情動調整行動に関しては，他の活動を積極的に行ったり，気

紛らわし的行動が増え，より自律的な行動が増えることを示した。以上より，３歳児は２歳児と比較して，

より自律的で適応的な'情動調整が可能となることを明らかにした。

【キー・ワード】３歳児，情動調整プロセス，個人差，不快情動，快情動

問題

プロセスとしての情動調整

自己の'清動に巻き込まれない程度にその強さや長さを

柔軟に調整する「情動調整(emotionalregulation)」は，

我々が社会の中で心理的な健康さを保って生きる上で重

要な機能である。Cole,Martin,＆Dennis（2004）は，情

動調整には次の２種類の制御現象があるとしている。一

つは，例えば子どもの悲しみが養育者のしつけ方略を変

化させるなど，’情動が個人の行動や個人間の関係を変化

させるとするものであり，もう一つは情動そのものの強

さや長さが変化するものと捉える考え方である。また，

Eisenberg＆Spinrad（2004）は'盾動調整を，感覚や注意

などの内的過程及び情動に伴う行動の様式，強さを意図

的に調整するプロセスとしている。このように'清動調整

を，情動の「変化」や現在進行する「プロセス」と定義す

る研究者が多いにもかかわらず，乳幼児の先行研究で

は，子どもにとって不快な場面での快，不快情動の程度

(Cole,Zahn-Waxle喝Fbx,UsheE＆Welsh,1996）や，情動

調整方略（Mangelsdorf,Shapiro,＆Marzolf,1995）などに

焦点が当てられ，プロセスとしての情動調整に焦点を当

てた研究は極めて少ない。

そこで金丸・無藤（2004）は情動調整を，「情動反応

が一定の時間内において，状況適応的に調整され，変化

するプロセス」とし，２歳児の'清動調整プロセスの特徴

を明らかにした。「情動調整プロセス」とは，ある'盾動

が一定時間内で他の'情動に変化する，あるいは変化しな

い状態である。このプロセスの中では，泣きや笑いとい

う情動反応が行動を生み出し，その行動によってもとの

情動反応が変化するというように，’情動反応と行動は相

互に影響し合っている（Bridges＆Grolnick,1995)。本

研究ではこのように，ある情動を他の情動に変化させる

ための行動を「情動調整行動」とし，「情動調整プロセ

ス」の中に含まれると考える。さらに，本研究の中で言

及する「情動調整」は，情動調整プロセス及び'情動調整

行動をも含む広い概念として使用する。

金丸・無藤（2004）は，２歳児の情動調整プロセスの

個人差に関して，子どもにとって不'快な出来事が生じた

直後の不快‘情動の変化に焦点を当て，次の３つのタイプ

を明らかにした。それは，ある一定時間後も不↓快情動が

継続するタイプ，一定時間後には不'快情動が沈静化する

タイプ，不快な出来事が生じても不快‘情動を表出しない

タイプである。

その中で金丸・無藤（2004）は，人が適応的に生活す

るためには不快情動の強さや長さを柔軟に調整できるこ

とがより重要とし，’清動調整の対象を不快情動のみに焦

点を当てた。しかし，’快」情動は人の思考や行動の範囲を

広げ，文脈を柔軟に検討させる機能があるため，情動調

整において重要な働きを持つという見解もある（'nlgade

＆Fredrickson,2004;Aspinwall,1998)。従って情動調整

を検討する際には不'快情動をコントロールすることだけ

に焦点を当てるのではなく，快‘盾動が各発達段階での知

性や社会性や心理的能力の形成に与える影響をも考慮す

る必要がある（Diamond＆Aspinwall,2003)。つまり，
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不'快‘情動が少ない時点に到達することに注目するだけで

はなく，’快情動と不快情動の間の変化プロセスという面

から，何が適応的な情動調整かを検討することが重要で

あろう（Diamond＆Aspinwall,2003)。従って，不快な

状況での子どもの’情動調整を検討する際には，不快情動

が沈静化した後，あるいは不快'情動が表出しない場合の

快‘清動の有無という快，不快情動の表出の変化を考慮に

入れる必要があると考えられる。以上から，本研究では

｢快情動及び不快'情動反応が一定の時間内において，状

況適応的に調整され，変化するプロセス」を情動調整プ

ロセスとする。

ところで，従来から複数の研究者が，情動調整の個人

差を捉えるものとして，情動調整のタイプ分類を行って

きた（Eisenberg＆Fabes，1992；Cole,Michel,＆Teti，

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

(1994）は，柔軟で適度な調整タイプ，調整の程度が低

いタイプ，調整の程度が高いタイプという３つのタイプ

に分類している。また，Ｆｂｘ（1989）は，闘値や強さな

どの反応の程度という反応性と，反応を抑制したり沈静

化させるという自己制御の２つの次元を想定し，それぞ

れの高低の組み合わせから４つのタイプ分類を行ってい

る。そして，これらをもとに先述のように，金丸・無藤

(2004）は不快情動調整プロセスを不快情動が継続する

タイプ，沈静化するタイプ，表出しないタイプという３

つのタイプに分類している。

本研究においては快情動の変化も考慮するが，同様に

'快情動の変化をEisenberg＆Rlbes（1992）やColeetal．

(1994）の分類に当てはめるとそれぞれ，快情動を表出

するタイプ，快情動を過度に表出するタイプ，快'情動を

表出しないタイプが想定される。また，Ｆｏｘ（1989）の

分類の反応性の差異に着目すれば，快情動を表出するタ

イプもしくはしないタイプ，自己制御の差異に着目すれ

ば，快情動が継続するタイプもしくは沈静化するタイプ

が想定されるであろう。’快情動であっても，その程度が

強過ぎたり，長すぎることが個人にとって適応的でない

場合もあり得るが，不快な状況においては快情動は個人

にとって適応的な働きをするため（'Iilgade＆Fredrick‐

son,2004;Aspinwall,1998)，’快'情動の強さや長さまで考

慮に入れる必要はないと考えられる。不'快‘情動と'快'情動

は同じ時点では同時に生起しないことから，不快な状況

の中ではまず，不』快’清動が調整された後で快情動の生起

がありえる。従って本研究では，快情動の変化を含めた

情動調整プロセスタイプとして，不'快’情動が沈静化する

タイプ及び不快情動が表出しないタイプの中に，それぞ

れ快情動が表出するタイプと，表出しないタイプを想定

する。

３歳児の情動調整行動

自分の純粋な情動を体験し，個人の目標を満たすと同

時に，置かれた状況に柔軟に反応しながら自分の情動を

表現できることが適応的な情動調整であり（Bridges，

Denham,＆Ganiban,2004)，’情動調整が必要な状況で，

まず自分で対処した上で，自分の能力を超える場合には

他者の援助を求められることが自律的な情動調整である

(Sroufe,1996)。子どもが，このような適応的で自律的

な情動調整を獲得するまでに辿る道筋と３歳頃の情動調

整行動の特徴は，先行研究の中では次のように記述され

ている。

乳児には，目そらしや指しゃぶりなどの原初的な情動

調整能力（Fbgel,1982）しかないが，２歳前後になると，

使う方略の種類や洗練さが増し，問題解決的で成功可能

性のより高い方略を選択する（Grolnick,Bridges,＆Con‐

nell,1996）など，より自律的な情動調整行動を行うよう

になる。しかし，２歳ではまだ養育者の支えを必要とす

ることも多く（金丸・無藤，2004)，この時期は，自律

的なものと他律的なものとが混在する段階（Sroufe，

1996）と言える。

これが，３歳を過ぎると自己制御能力が確立され

(Sroufe,1996;Kopp,1989)，自己の行動を制御したり，

欲求を遅延することが可能になる。Ｋｏｐｐ（1982）は自己

制御の発達について，２歳を過ぎる頃，情動をある程度

自分でコントロールできるがまだ未熟なself-controlの

段階となり，３歳になるとより柔軟にコントロールでき

るself-regulationの段階となるとし，その移行は言葉，

象徴能力，自己意識などの認知的発達とともに起こると

説明している。まず，言葉の発達に関しては，３歳を過

ぎると，自分や他者の体験する情動の原因を理解し，言

及することが可能となり始め（Bretherton,Fritz,Zahn‐

Waxlel｝＆Ridgeway;1986)，他者の'情動状態に影響を与

えることも増える（Ｄｕｎｎ＆Brown,1991)。また，象徴

機能の発達によって，たとえ養育者が目の前にいない場

合でも，その理由や将来の見通しがつくことで，不安や

悲しみという不快'情動を調整することができ始める

(Bridges＆Grolnick,1995)。一方，フラストレーシヨン

の原因以外のことを考えるという「認知的気晴らし」

(Altshuler＆Ruble,1989）は，認知的な情動調整行動の

中でもより高度な方略であるが，このような認知的な’情

動調整は年齢が上がるにつれてより内面的になり，外見

的に現れにくくなる。しかし，３歳ではこのような内面

的な認知的方略は少なく，そのほとんどが言葉として現

れる（Denham,1998)。

さらに，姓名や性別，年齢など自己の多面的な理解に

基づく自己意識が発達し，恥や罪悪感や誇りという自己

や他者を意識した情動が特にこの時期に発達する

(Lewis,1993）ことも情動調整の成熟に影響する。同時

に，この年齢で行動基準の内面化がより確実なものとな

るため（Ｅｍｄｅ,Biringen,Clyman,＆Oppenheim,1991)，



情動調整プロセスの個人差に関する２歳から３歳への発達的変化 2２１

親が目の前に存在しない場合にも親の指示に従うことが

多くなる。

また，ストレスフルな状況でも周囲の大人や物に積極

的に働きかけ，自ら楽しい状況にするという自発‘性が目

立ってくることも，３歳頃の子どもの'情動調整の特徴で

ある（Bridges＆Grolnick,1995)。まず，金丸・無藤

(2004）では２歳児にも，母親がおもちやを片付けると

いう不快な状況で，自発′性の芽生えがあるものの，不快

'情動が強い場合には，母親の情緒的な支えを必要とする

ことが示されている。また，Bridges＆Grolnick（1995）

は，子どもが魅力的な物を触らないように指示された満

足遅延場面で，３歳から４歳にかけて，子どもから他の

遊びをするように親に積極的に働きかけるという情動調

整行動が増えることを示している。従って自ら不快な状

況をより楽しいものにしようとする自発性は，２歳代の

芽生えの時期を土台とし，３歳以降により自律的なもの

となっていくと言えるであろう。

以上先行研究を概観したように，養育者の助けを借り

る２歳頃までの時期を経て，３歳代では，言葉や表象能

力の発達や行動基準の内面化などによって，ある程度ま

では自分で情動調整を行うことが可能になる。しかし，

その情動調整は，就学直前以降の子どもと比較すれば，

言葉や表象能力という点で未熟であるため，方略も限定

される（Kalpidou,PoweECherryｩ＆Gottfried,2004)。従

来，歩行開始期以降の情動調整については，年齢ごとに

記述されるのではなく，３歳から５歳あるいは６歳まで

が就学前期と一括りにされることが多く，自律的な情動

調整の第一段階である３歳児に焦点を当てた実証的研究

は少ない。養育者の助けを借りることの多い２歳代と，

自律的な情動調整が可能になり始める３歳代の間に，情

動調整行動も含む情動調整プロセスにどのような差異が

あるかを検討することは，’情動調整の発達を明らかにす

る上で意義がある。以上から本研究では，同一の子ども

を２歳時と３歳時とで縦断的に比較することによって,３

歳児の情動調整行動も含む情動調整プロセスに焦点を当

てる。

情動調整プロセスの２歳から３歳への変化

ある年齢での情動調整の個人差と，一定年数後におけ

る親に従うことと反抗（Stifte喝Spinrad,＆Braungart‐

RiekeE1999)，ＩＱや問題行動（Robins,John,Caspi,Mof

fitt,＆Stouthamer-LoeberJ996）などとの関連を検討し

た研究はあるが，’清動反応の時間経過によって変化する

プロセスとして捉えた‘情動調整の個人差が成長に伴い，

どのように変化するのか，あるいは変化しないのかとい

う点に焦点を当てた研究は少ない。従って本研究では，

２歳から３歳にかけて，’快，不快情動変化のプロセスか

ら把握した情動調整プロセスタイプがどのように変化す

るかを検討する。

情動調整プロセスの２歳から３歳への変化の中で，ま

ず不快’情動の表出については，認知発達や自発’性の発達

によって，より自律的な'情動調整が可能になるため，２

歳時に不'快情動を表出した子どもでも，３歳時には不'快

'情動を表出しない子どもが多いであろう。

一方，’快‘情動の変化プロセスに着目すれば，Grolnick，

Cosgrove,＆Bridges（1996）が示すように，加齢に伴い

子ども自らが快情動を引き起こすことが増えるため，２

歳時に快情動を表出しなかった子どもでも，３歳時には

快情動を表出することが多いであろう。また，不快‘情動

は加齢による変化が大きい一方で，快情動は生涯に渡っ

て比較的安定しているとされる（Rothbart,Ahadi,＆

Evans,2000)。例えばFbx＆Henderson（1999）は，４ケ

月時点で不快情動が多い子どもは，４歳までに引っ込み

思案という性格を保持する子どもと，社交的な'性格に変

化する割合はほほ同じである一方，４ヶ月時点で'快'情動

が多い子どもは４歳時に社交的な性格を保持する子ども

が多いことを明らかにし，’快情動は不快情動よりも加齢

に伴う変化が少ないことを示唆している。従って，２歳

時に快情動を表出した子どもは，３歳時にも'快‘情動を表

出することが多いであろう。

以上から本研究の目的の第１は，３歳児について，子

どもにとっての不快場面における快，不快情動の変化か

ら捉えた’情動調整プロセスの個人差を明らかにすること

である。第２は，２歳時点から３歳時点への情動調整プ

ロセスタイプの個人差がどのように変化するかを示し，

3歳児の情動調整の特徴を明らかにする。第３に，子ど

もの情動調整行動を検討し，３歳児の情動調整行動の自

律性を示す。以上の論点から次の仮説を予測した。

仮説１：快，不快情動の変化から捉えた情動調整プロ

セスの個人差

①不快情動の変化プロセスの個人差に関して，不'快情

動が継続するタイプ，沈静化するタイプ，表出しない

タイプに分類されるであろう。

②快情動の変化プロセスの個人差に関して，不快情動

が沈静化するタイプ及び不快情動が表出しないタイプ

の中で，快情動を表出するタイプと，表出しないタイ

プとに分類されるであろう。

仮説２：２歳時と３歳時との情動調整プロセスの比較

①不'快‘情動の変化プロセスについては，２歳時に不』快

情動が継続するタイプ及び沈静化するタイプであった

子どもの多くは，３歳時には不'快』情動が表出されない

タイプへ変化するであろう。

②快情動の変化プロセスについては，２歳時に快情動

の表出がなかった子どもの多くは，３歳時では'快'清動

を表出するであろう。また，２歳時に快』情動の表出が

あった子どもは，３歳時でも快』情動を表出するであろ

う。
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仮説３：２歳時と３歳時との情動調整行動の比較

３歳では，認知的能力や自発性の発達が期待される。

従って，２歳時と比較すると３歳時の情動調整行動では，

自ら他の活動を行うことや気紛らわし及び認知的方略な

どの自律的な行動が増えるであろう。

方法

１．調査対象

２歳時の調査'）への協力者41組のうち，調査協力の

了解が得られた東京近郊在住の母子32組（男児１５名，

女児１７名)。調査協力を得られなかった理由は，移転で

連絡先不明が５組，第２子出産やその他家庭の事情等が

3組であった。１組については，調査協力は得られたも

のの，子どもの年齢が４歳１ケ月と４歳を過ぎていたの

で分析から除外した。子どもの年齢は平均43.7ケ月

(Range，４１ケ月－４７ケ月)，きょうだいの有無について

は，一人っ子の第一子２２名（68.8％)，年下の同胞あり６

名（18.8％)，母親が妊娠中４名（12.5％）であった。母

親の平均年齢は平均34.6歳（Range。２９歳-43歳)，母親

の仕事は，専業主婦２２名（68.8％)，常勤６名（18.8％)，

パート２名（6.3％)，自営２名（6.3％）であった。

２．調査時期

平成１３年１１月～平成１４年３月。

3．調査手続き

（１）観察場面観察者（第一著者)１名が被験者宅を訪

問し，約15分間の観察場面をビデオ録画した。２歳時

との比較を行うため，各場面の時間及び使用したおも

ちゃ以外は，２歳時の観察手順と同様とした。観察場面

は「観察者が持参したおもちゃでの母子自由遊び（７分

間）後に，母親が子どもに『時間になったから片付ける

ね』と告げ，プラスチック製の箱の中におもちゃを片付

ける。片付け終えた後，母親は子どもの相手をする（片

付け場面：３分間)。その後，母親が再度おもちゃの入っ

た箱を開け，おもちゃでの母子自由遊びを行う（５分

間)」である。片付け場面は，子どもの遊びたいという

欲求を中断するものである。これは，就学前期の子ども

の情動調整に関する複数の先行研究（Sethi,Michel，

Aber；Shoda，＆Rodriguez，2000;Ｚｉｍｍｅｒｍａｎｎ＆Stans‐

buryｳ2003）の中で，子どもに不快情動を喚起させる場

面として多く使用されている満足遅延状況と類似してい

る。従って，本研究の片付け場面は，３歳児に対しても

不快情動を喚起させるものと考えられる。

（２）調査実施までの手順調査協力の了解が得られた

母親へ調査の主旨と手順を記入したものを書面で郵送し

た。その中で，観察場面では子どもに泣きなどの不'快情

1）２歳時の調査：今回の調査対象母子には，子どもが２歳時（平成

１２年７月～９月）に，本調査と同様の実験的観察を実施している。

動が生じることが想定されること，非常に強い不快情動

が生じた際には観察を中断すること，子どもが楽しい気

持ちで遊びを終えることができるように配慮することを

説明した。観察実施前には，日頃子どもが遊ぶおもちゃ

類を目に付かない場所に片付けるよう依頼した。観察当

日も調査手順について母親へ口頭で説明し，不明な点が

あれば観察者に質問をしてもらった。観察者が被験者宅

に到着し，調査手順の説明やビデオ機材設置を含め約

30分後に調査を開始した。なお，調査開始前に，当日

の子どもの健康状態や機嫌について母親に確認した中で

は，調査に影響を与えるほどの日常との差異がある子ど

もは存在しなかった。

（３）実験用具おもちや３種類：布製のドールハウス

及び付属の農夫や動物数種類，ままごとセット（ガスレ

ンジ，まな板，フライパン，皿２枚，フオーク２本，包

丁，食べ物の模型数種類)，マグネットで連結可能な車

3台のセット，上記おもちやを入れるプラスチック製の

箱（両側をロックするブタつきのものを用意した)。

結果

１．快，不快情動の変化から捉えた情動調整プロセスの

個人差(仮説１の検証）

（１）子どもの不快情動状態及び快情動状態の評定ビ

デオ録画した片付け場面での，子どもの情動の状態を

｢HedonicTbneScale乳幼児版」（Easterbrooks＆Ｅｍｄｅ，

1983）によって評定した。不』快情動の評定はこの尺度の

｢不快情動尺度」を，快情動の評定は「快情動尺度」を用

いた。片付け場面を１０秒ごとに区切り一単位とし，各

10秒単位内での不'快情動と'快‘情動それぞれについて最

も主要な評定値を選択した。

評定の基準は不'快情動については，４.明らかな不快～

1.不快情動なしの４段階評定，快情動については，４.明

らかな快～1.'快情動なしの４段階評定である。不快情動

の評定基準は，評定値４「顔をくしゃくしゃにする，涙

が出るなどの表情を伴う全開の泣きがある｣，評定値３

｢表情や一続きの声を伴うむずかりがある｣，評定値２

｢口を尖らせる，不'快によって眉をひそめる，短いむず

かり声を出す｣，評定値１「上記の評定値２～４の状態が

ない｣。快情動の評定基準は，評定値４「笑い声や，楽し

そうな声を伴う生き生きとした笑みがある｣，評定値３

｢目の動きや，楽しそうな声を伴う，あたたかい笑みが

あるが，笑い声やかん高い声はない｣，評定値２「あたた

かい微笑みや楽しそうな声を伴わずに，体の動きに興奮

がある｣，評定値１「上記の評定値２～４の状態がない」

である。一単位の中に快情動と不快情動の両方の評定値

が１つずつ存在することになる。一単位の中で，’快情動

と不快情動は同時には生起しないため，不快'盾動値が２

以上であれば快情動値は１となり，反対に快情動値が２
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情動表出型」と分類した。情動調整プロセスタイプの２

歳時及び３歳時の人数は'mable2の通りである。

以上から，不快情動の変化プロセスの個人差に関し

て，不快情動が継続するタイプ，沈静化するタイプ，表

出しないタイプを予測した仮説１－①を支持した。一方，

快情動の変化プロセスの個人差に関しては，２歳時点で

は不快情動が沈静化したタイプについては，快情動を表

出するタイプと，しないタイプとに分類されたが，不快

情動が表出しないタイプについては，快情動を表出しな

いタイプは存在しなかった。一方，３歳時点では不』快情

動が表出しないタイプについては，快'清動を表出するタ

イプと，しないタイプとに分類されたが，不快情動が沈

静したタイプについては，快'情動を表出しないタイプは

存在しなかった。以上から，不快’情動が沈静化したタイ

以上であれば不'快情動値は１となる。さらに，快情動値

も不快情動値も１であれば,中立的な状態であるとする。

ランダムに選んだ８ケース（144単位）について，筆者

以外の心理学専攻の大学院生１名が評定を実施し，評定

者間一致率を算出した結果，不快情動ではパー､86,快

情動ではＫ＝､85であった。

（２）情動調整プロセスの個人差２歳の情動調整プロ

セスの個人差用として金丸・無藤（2004）が作成した分

類基準（'mablel）によって，片付け場面における子ども

の不快情動変化をもとに情動調整プロセスタイプを分類

した。次に，その中の「不快'情動沈静型」及び「不快情

動非表出型」の子どもについて，快情動が全くない，ま

たは快情動値２が１単位である子どもを「'快情動非表出

型｣，快情動値２以上が２単位以上生起した子どもを「快

ｍｌｅｌ不快信動変化タイプ分類の待徴分類基準

３歳時

不快情動

変化タイプ 特徴 分類基準

2歳時

．片付け場面開始後６単位以内に，不快'情動値２以上になる。

．片付け場面開始後６単位以降，不快情動値１（明らかな不快

情動がない）が２単位以上継続しない。

｡片付け場面最後の1単位は不快情動値2以上。

．片付け場面開始後６単位以内に，不快情動値２以上になる。

．片付け場面開始後６単位以降，不快情動値１（明らかな不快

情動がない）が２単位以上継続する。

．片付け場面開始後６単位以内は，不快情動値１（明らかな不

快情動がない)。

．片付け場面開始後６単位以降，不'快情動値２以上が２単位以

上継続しない。

片付け場面初期から，不快情動

の表出があり，片付け場面の終

わりまで沈静化せず，続く。

｢継続型」

片付け場面初期に不快情動の表

出があるが，途中で沈静化す

る。

｢沈静型」

｢非表出型」片付け場面全体を通して’不快
‘情動の表出が継続しない。

･分類基準の中での「単位」とは，片付け場面を１０秒ごとに区切った時間単位を指す。

・各タイプごとに，複数の分類基準を全て満たす必要がある。

mable22歳時と３歳時の信動調整プロセズタイプ

不快情動継続型（〃＝１４）

快情動表出型

不快情動沈静型（〃＝4）

（〃＝10）快情動非表出型

（〃＝6）

快情動表出型

不快情動非表出型（〃＝8）

（〃＝8） 快情動非表出型

（〃＝0）

情動調整プロセスの個人差に関する２歳から３歳への発達的変化

不快情動非表出型（〃＝24）

軍寧竺
１

０

不快情動継続型

（〃＝3）

０
０

０
２
’
１
０

０
０

６
０

０
０

３
４

注．表中の数値は人数。

０
０

１

０
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プ及び表出しないタイプの中で，快情動を表出するタイ

プと，表出しないタイプとに分類されることを予測した

仮説１－②は，一部は支持されたが，一部は支持されな

かった。

２．２歳時から３歳時への情動調整プロセスの変化

（仮説２の検証）

（１）２歳時から３歳時への不快情動調整プロセスタイ

プの変化不快'情動の変化プロセスについて，２歳時に

不快情動継続型及び不'快情動沈静型であった子どもの多

くは，３歳時には不快情動非表出型へ変化するであろう

と予測した仮説２－①を検証した。２歳時の「不快情動

継続型」であった子ども１４名中８名が，「不快情動非表

出型」へ変化した。また，２歳時に「不快情動沈静型」で

あった子ども１０名中９名が，「不快情動非表出型」へ変

化した。「不快情動継続型」と「不快情動沈静型」をひと

まとめにし，「不快情動非表出型」との比較を２歳時と３

歳時の対応のある検定（マクニマー検定）を行った。そ

の結果分布に有意な偏りがあった（，＜､01)。

以上からも，２歳時に「不!快情動継続型」及び｢不快情

動沈静型」であった子どもの多くが，３歳時には「不快情

動非表出型」へと変化したと言える。従って仮設２－①

は支持された。

（２）２歳時から３歳時への快情動調整プロセスタイプ

の変化快情動の変化プロセスについて，２歳時に快情

動の表出がなかった子どもの多くは，３歳時では快情動

を表出する，さらに，２歳時に快情動の表出があった子

どもは，３歳時でも快'情動を表出するであろうとの仮説

２－②を検討した。まず，情動調整プロセスタイプを快

情動の有無によって再分類した。具体的には，「不快情

動沈静一快情動表出型｣，「不快情動非表出一快情動表出

型」を「快情動あり」とし，「不快情動継続型｣，「不快情

動沈静一快情動非表出型｣，「不快情動非表出一快情動非

表出型」を「快情動なし」とした。２歳時と３歳時の人数

を'mable3に示す。２歳時と３歳時との対応のある検定

(マクニマー検定）を行ったところ，分布の偏りが有意

であった（，＜､01)。従って，２歳時に快情動の表出が

あった子どもは，３歳にも快情動の表出があり，２歳時に

快情動の表出がなかった子どもでも，多くは３歳時に快

情動の表出があることが言える。

Table3侠信動有無の変化

呈毒琴雪雪快情動あ。快情動なし
快情動あり１１ １

快情動なし１３ ７

注．表中の数値は人数。

３．２歳時と３歳時との情動調整行動の比較

（仮説３の検証）

（１）情動調整行動の評定本研究では，片付け場面に

おける子どもの行動を，‘情動を変化させるための「情動

調整行動」とみなす。母親がおもちゃを片付けることは，

程度の差はありながらも子どもに不快情動を喚起させる

と考えられる。従って不快情動を表出しない子どもで

も，内的に感じている情動を自らの行動によって変化さ

せたと考えれば，彼らの片付け場面初期からの行動を

｢情動調整行動」とみなすことは妥当と考えられる。ま

た，不快情動が継続した子どもについても，例えばおも

ちゃを取り戻そうとすることで不快情動を調整しようと

したと考えれば，彼らの行動も「情動調整行動」とみな

すことは妥当であろう。まず，金丸・無藤（2004）が２

歳用として作成したカテゴリーをもとに，３歳用カテゴ

リーを作成した('Elble4)。３歳用に追加したカテゴリー

は，「静かな執着」及び｢認知的方略」である。「静かな

執着」の具体的な行動例は，「おもちゃを手に持って黙っ

て母親の片付けを眺める｣，「片付けた後で箱を触った

り，箱に近づく」である。次に，Stansbury＆Ｚｉｍｍｅｒ‐

man、（1999）を参考に，「認知的方略」の下位カテゴリー

として「質問｣，「妥協｣，「状況の再定義」を設定した。

｢認知的方略」の具体的な言葉の例は，「質問」は，「なん

で？｣，「妥協」は，「時間になったらまたかしてくれ

る？｣，「あとでやる｣，「状況の再定義」は，「もうチャ

イムの時間だよ｣，「ビデオも（観察者に）見せてあげよ

うよ｣，「じゃあ，○○（子どもの名前）ふたしめるひと

ね」である。なお，２歳時に観察した片付け場面での子

どもの行動については，再度３歳用に追加したカテゴ

リーで評定をし直した。ビデオ録画した片付け場面の約

３分間を10秒ごと一単位とし，そこで最も主要な行動

一つを評定した。ケースによって片付け場面の時間の長

さに変動があり，単位数に幅がある（range９－１９）こと

から，各ケース総単位数に占める各カテゴリーの生起単

位数の割合を算出した。ランダムに選んだ８ケース（144

単位）について，筆者以外の心理学専攻の大学院生１名

が評定を実施し，評定者間一致率を算出した結果，

パー､73であった。不一致の行動カテゴリーについては

協議の上決定した。

（２）２歳時と３歳時との情動調整行動の比較２歳時

と３歳時について子どもの情動調整行動の比較を検証し

た（Table４)。分布の正規性に偏りがあったため，ウイ

ルコクスンの符号付順位検定を行った。「他の活動（積

極的)」（Ｚ＝-2.50,力＜､05)，「気紛らわし」（Ｚ＝-3.81,

,＜,００１)，「おもちやへの言及」（Ｚ＝-2.03,p＜､05)，「母親

への行動（攻撃的)」（Ｚ＝-2.03,,＜､05）が，３歳時のほう

が２歳時よりも有意に多かった。「静かな執着」は有意

な傾向で（Ｚ＝-1.83,’＜,10)３歳時のほうが２歳時よりも
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Table4信動調整行動カテゴリー及び２歳時と３歳時の生起割合の比鞍

分類カテゴリー

対象物へ

焦点化

した行動

対象物への執着

（受身的）

対象物への執着

（積極的）

対象物への執着

（言葉随伴的）

静かな執着

内容

おもちゃやバッグに触るこ

となく、泣く，ぐずる。

おもちゃやバッグに働きか

ける。

言葉で片付けることの拒否

やまだ遊びたいことの要求

をする。

母親の片付けや，おもちゃ

や箱を黙って眺める。

2歳時 ３歳時 比較

4.79（8.43） ０ 〃.Ｓ、

26.10(27.67） 12.97(15.58） 〃.Ｓ、

22.64(27.26） 25.24(23.93） 刀.Ｓ、

8.12（4.68） 14.09（8.46）２歳く３歳｝

母親への行動慰撫を求める行動や発話。lL78(16.40）
慰撫行動 （慰撫要求）

14.48(10.04） 〃.Ｓ，

注意を他に

そらす行動

自己慰撫

気紛らわし

他の活動

(消極的）

他の活動

(積極的）

おもちゃへの

言及

質問

妥協
認知的方略

自分の身体や衣服の一部を

触る。

他の物を指差す，周囲を歩

き回る，体の動きを止めて

何かを見る。

母親の働きかけ，または自

分で始めた活動を行うが，

乗り気ではない。

他の活動に楽しそうに熱中

して関わる。

前の場面で遊んだおもちゃ

や内容について話す。

片付ける理由を質問する。

片付けることについて，時

間になるまで我慢するなど

の妥協をする。

3.44(11.29）

7.99(11.83）

3.76(12.33）

7.80(16.73）

1.66

8.2（4.10）

10.5(0）

状況の再定義餅自己の行動を定義し ０（0）

母親への行動たたく，噛むなどの攻撃的
0.97（2.77）

（攻撃的）その他な行動。

その他
その他（評定不可能な場合

も含む)。
6.71(10.75）

10.90（7.62） 〃.Ｓ、

29.59(18.01）２歳く３歳**＊

14.12（7.57） 〃.Ｓ，

41.68(12.80）２歳く３歳＊

17.73(18.55）２歳く３歳＊

9.43（5.83） 〃.Ｓ、

9.17（7.93） 〃.Ｓ、

11.74（4.41） 〃.Ｓ、

14.44（6.33）２歳く３歳＊

19.81（9.72） 〃.Ｓ、

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

＊*やく.001，やく.05,〒p＜､１０

多かった。その他の情動調整行動では，有意な差異はな

かった。「母親への行動（攻撃的)」以外は，自律的な情

動調整行動と考えられる。従って，３歳時には子どもの

自律的な情動調整行動が増加するという仮説３は一部支

持されたと言える。

（３）「認知的方略」について３歳時には認知的方略

が増加すると想定したが，２歳時に出現数が少ないため

検定による有意な結果は得られなかった。しかし，片付

け場面において少なくとも一つの認知的方略を使用した

子どもの数は，２歳時では３名，３歳時では２４名であっ

た。３歳時に認知的方略を使用した子どもの中で片付け

場面の初期（６単位以内）に使用した子どもは２１名で

あった。人数の比較からは，３歳時は２歳時よりも認知

的方略が増加すると言える。

考 察

情動調整プロセスの２歳から３歳への変化

本研究では，不快情動と快'情動両方の変化からとらえ

た情動調整プロセスが，２歳から３歳へどのように変化

するかに着目することで，３歳児の情動調整プロセスの

特徴を明らかにした。

まず，不'快’情動の表出のあり方については，母親がお
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もちゃを片付けるという同じ条件の場面であっても，２

歳時には泣き続ける子どもが４割以上（32名中14名）存

在したが，その子どもたちの６割近く（１４名中８名）は，

3歳時には不快情動を全く表出しなかった。さらに，２

歳時に不快情動を途中で沈静化させた子どもの９割（１０

名中９名）が３歳時には不快情動を全く表出しなかった。

従って，３歳時には，おもちゃで遊びたいという自分の

要求と，おもちゃを片付けるという母親の要求との葛藤

の中で，子どもが自分の不快情動を調整することが可能

になったと言えるであろう。

一方，快情動の表出のあり方に着目すると，２歳時に

快情動を表出しなかった子どもの多くが，３歳時には快

情動を表出していた。この結果からは，３歳頃には快情

動を自ら表出させる能力がより多くの子どもに現れると

言えよう。さらに，２歳時に快情動を表出した子どもの

多くは，３歳時にも快情動を表出することが示された。

これは，２歳時に不快情動を表出した子どもの多くが３

歳時には不快情動を表出しなくなった結果とは対照的で

ある。これらの結果は，Rothbart＆Derryberry（1981）

が，子どもの気質に関する親への質問紙で，子どもの快

情動のほうが不快情動よりも年齢間の相関が大きいこと

を示していることとも一致する。快情動のほうが不快情

動よりも年齢による変化が少ない理由としては，Ｆｏｘ＆

Henderson（1999）も示唆しているように，親や周囲の

大人が不快情動よりも快情動に価値を置くためとも考え

られる。

快’情動の変化プロセスの個人差について，不快情動が

沈静するタイプ及び不快'情動が表出しないタイプの中

で，快’情動を表出するタイプと表出しないタイプとに分

類されることを予測したが，実際には２歳時と３歳時と

ではそれぞれ該当する子どもが存在しないタイプがある

ことが示された。具体的には，不快情動が沈静した後も

快’情動を表出しないタイプは，２歳時に該当する子ども

が存在した一方，３歳時には存在しなかった。これは，２

歳児にとっては不快情動の後に快情動へ切り替えること

が難しいのに対し，３歳になるとその切り替えがより容

易になったことを示唆している。

適応的な情動調整とは，自分の純粋な情動を表現する

と同時に，置かれた状況で自分に求められた他者からの

要求や自分の目標と折り合えることである。この観点か

らすると，不快な状況の中でも不'快な‘情動を調整し，快

情動を表す子どもは適応的な情動調整を行っていると言

える。以上からも，３歳では２歳よりもより適応的な情

動調整のできる子どもが増えると言えるであろう。

一方，不快情動も快情動も表出しないタイプについて

は，２歳時点では該当する子どもが存在せず,３歳時点で

存在した。これは，２歳の調査の平均年齢が２６ケ月と２

歳前半であり，自己意識や差恥心など他者を意識する情

動がまだ強くはないため，不快情動も'快'情動も表出しな

い子どもは存在しなかったと考えられる。これに対して

3歳では，次第に情動表出と主観的な情動体験との飛離

が大きくなる（Ａｂｅ＆Izard,1999）ことや，恥や罪悪感

や誇りという自己や他者を意識した情動が特にこの時期

に発達する（Lewis,1993）ため，不快情動も快情動も表

出しない子どもが存在したと考えられる。

しかし，適応的な'情動調整が，自分の純粋な'情動を表

現するということであれば，この下位タイプの子ども

は，適応的な情動調整とは言えないであろう。Ｃｏｌｅｅｔ

ａｌ.（1996）は，５歳児に情動を喚起するビデオを見せる

状況で，不快情動も興味の情動も示さなかった群の子ど

もは，１年後の追跡調査の際に，情動を表出する群の子

どもよりも過度の不安というintemalizingな心理的問題

を持つことを示している。また，本研究の中の「不快情

動継続型」の子どもも，適応的な情動調整を行っている

とは，自分の置かれた状況での他者への要求に自分の情

動と折り合いをつけていくという点では，同じく適応的

な情動調整とは言えないであろう。このタイプの子ども

は，Coleetal.（1996）のタイプ分類では，非常に強い不

快情動のみで，興味の情動は見られないタイプの子ども

に相当し，１年後の追跡調査の際には攻撃的行動の多さ

などのextemalizingな問題行動を持つことが示されてい

る。情動を表出しない子どもと，不快情動を強く表出し

調整しない子どもが，成長とともにどのような心理的発

達を辿るのか臨床的観点からも今後研究が求められよ

う。

情動調整行動の２歳から３歳への変化

３歳時では子どもから始めた他の活動を行うこと，子

どもの気紛らわし的な行動が増えることからも，子ども

側の自律的な行動が増えたことが示唆される。特に，他

の活動に関わるように母親に対して働きかけることは，

自分の力を発揮しながらも，他者の力を借りるという点

で自律的な情動調整行動と考えられる。さらに，２歳時

にはおもちゃへの執着は，ただ泣くことやおもちゃを取

り上げるという行動になって現れたが，３歳時には無言

で眺めたり，片付けた後で箱に近づいたりするという執

着のあり方が増えたことも，３歳児の自制心の現れと見

ることができるだろう。また，前の場面で遊んだおも

ちやへ言及することが３歳時で増えることは，言葉や象

徴能力の発達に起因すると考えられる。

３歳時に新たに追加したカテゴリーの中で，認知的方

略は，２歳時には頻度が少なかったため，統計的検定に

よっては３歳時の増加として見出すことはできなかっ

た。また，３歳時でも「対象物へ焦点化」や「注意を他に

そらす行動」と比較すると頻度は相対的に少ない。しか

し，少なくとも一つの認知的方略を使用した子どもの数

を基準とすれば,２歳時よりも多いことから，３歳時の情
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動調整行動の特徴として認知的方略の出現を挙げること

ができる。従って，３歳頃から子どもが自ら妥協したり，

その場面を自分が納得するように意味づけするという認

知的方略が多くの子どもに現れ始め，３歳以降のより高

度な認知的方略へと発展していく土台となるのであろ

う。今後は子どもが認知的方略を使った後に，子どもの

情動がどのように変化するかを詳細に検討することが必

要であろう。

以上のように３歳時は，２歳時と比較するとより自律

的な情動調整行動が増加することが明らかになったが，

一方で母親への攻撃的行動が２歳時よりも増加したこと

も示された。この母親への攻撃的行動は「不'快‘情動継続

型」の２ケースの子どもに多く見られた。また，「不快

情動非表出一'快情動表出型」の２名，及び｢不'快情動非

表出一快情動非表出型」の１名の子どもにも，母親をた

たくという攻撃的行動が見られたが，攻撃性は比較的弱

く，遊び的な様相も含まれていた。子どもが自分の欲求

を抑えられたことの怒りを，不快‘情動が強い時には直接

的な母親への攻撃，不快情動が弱い時には遊び的様相で

弱めながら表していると考えられるであろう。これは田

中・田中（1986）が，３歳後半から４歳児について，積極

的な誇り高い自制心を傷つけられたことによる，深いと

ころから涌き出る怒りを出すことがあるとの指摘に重な

る。

以上から，子どもにとって不快な場面での子どもの不

快情動の減少，快’情動の増加には，母親への攻撃という

自律的とは言い難い情動調整行動の増加が一部ありなが

らも，他の活動を楽しんだり，注意を他へそらしたり，

おもちゃについて言及するなど自律的な情動調整行動の

増加が関連していると言える。

まとめと今後の課題

本研究では，２歳時から３歳時への情動調整プロセス

の個人差の変化について，２歳時に不快情動を表出した

多くの子どもが，３歳時には不快'情動を表出しなくなる

ことや，２歳時に快'盾動を表出しなかった子どもの多く

は，３歳時には'快情動を表出したこと，さらには２歳時

に快情動の表出があった子どもは，３歳にも快情動の表

出があったことを示した。情動調整行動に関しては，他

の活動を積極的に行ったり，気紛らわし行動が増え，よ

り自律的な行動が増えることを示した。‘情動調整を，不

快情動のみでなく快'盾動も含めた変化プロセスから捉

え，その個人差を２歳時点と比較することで，自律的で

適応的な情動調整が可能となる第１段階の３歳児の'情動

調整の特徴を明らかにしたと言えよう。

本研究の問題点と今後の課題として次の２点があげら

れる。１点目は，被験者数が充分とは言えず，一般化す

ることに限界がある点である。縦断的研究を行う際に

は，ある程度の加齢に伴う被験者数の減少を予測し，当

初から充分な数を確保することが必要である。２点目は，

子どもにとって不快な場面を一種類のみ設定し，そこで

の情動調整プロセスを検討した点である。Ｚｉｍｍｅｒｍａｎｎ

＆Stansbury（2003）が，３歳児を対象とした研究の中で，

見知らぬ大人が近づく場面では，慰撫を求める行動が多

い一方，満足遅延場面では認知的方略を使うことが多い

ことが示しているように，情動調整も，場面によって何

が有効であるかが変わるという指摘もある。従って，今

後は複数場面での子どもの情動調整を検討する必要があ

るであろう。
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学習動機と学習の楽しさが生涯学習参加への積極性と持続性に及ぼす影響

放送大学学生の高齢者を中心に

浅野志津子
(お茶の水女子大学大学院人間文化研究科）

本研究では，先行研究ですでに検討されている学習動機に加えて，どのような学習の楽しさが生涯学

習参加の２つの側面，即ち，現時点での学習への意欲的な取り組み方をあらわす積極性と将来にわたっ

て学習を継続しようという持続性に影響するのかを検討した。研究ｌでは，放送大学学生365名に質問

紙調査を行い，学習の楽しさ尺度（３尺度）を構成した。重回帰分析を行いイ年齢別に検討すると６４歳以

下では知る楽しさ，６５歳以上の高齢者では多様に思考する楽しさが生涯学習参加への積極性と持続‘性に

影響していた。しかし，高齢者の「多様思考の楽しさ」が影響を及ぼす生涯学習の側面は教育年数によっ

て異なり，高等教育修了者では持続性に影響し，初等・中等教育修了者では積極性に影響していた。研

究２で，高齢の学生２１名に面接調査を行い，その相違を検討した。その結果，高等教育修了者の「多様思

考の楽しさ」は多分野の学問を次々に関連づけ，興味が広がる「拡大的多様思考の楽しさ」であるために

持続性につながり，初等・中等教育修了者のそれはある課題に対して異なる視点を獲得して理解を深め

る「深化的多様思考の楽しさ」であるためにその課題に対する積極‘性につながるという傾向が窺われた。

【キー・ワード】学習動機づけ，楽しさ，多様思考，生涯学習，社会人学生

問題と目的

ある活動を行うこと自体が非常に楽しい')とき，私た

ちは時間が経つのも忘れてその活動に没頭する（e9．

Csikszentmihalyi,1992)。楽しさが行動やある種の認知

を促進するということはこれまで多くの研究によって示

されてきた。例えば，肯定的気分の参加者はより長く課

題に従事し（Martin,War｡,Achee,＆Wye喝1993)，肯定

的感情は創造性（Isen,Daubman,＆Nowicki,1987)，柔

軟'性（Isen＆Daubman,1984）のある思考を促す。学習

場面においても，喜びは後続の学習行動を促進する働き

を持ち（奈須，1994)，桜井・高野（1985）が算数の自由

課題をやってきた生徒はやってこなかった生徒よりも楽

しさ尺度の得点が高かったと報告しているように，楽し

さを享受している生徒の方が学習活動に積極的に取り組

む。

このように楽しさは学習においても重要な役割を果た

1）Ｉ楽しい」という用語は広辞苑（第五版）では「満足で愉快な気分

である。快い｡」と説明されている。下川・佐々木（1990）による

と，「怒り」「喜び」「悲しみ」「驚き」の４つの感情のうち，｢喜び」

に属する感情語は愛情，喜び，好き，満足，楽しい，感謝，うら

やむなどであり，喜び，楽しいなどの快い気分はすべて「喜び」

に分類されている。丹羽（1993）によると，成功群の肯定的感情

は「有能感に関する感情」と楽しい，嬉しい，面白いという「一

般的正の感情」の２つに分けられ，楽しい，嬉しい，面白いは同

じ因子に属している。以上より，本研究においては「楽しい」は

「満足で愉快な気分であり，快い状態」であり，嬉しい，面白い

という類似した感情と同じカテゴリーに属するものとし，これら

の類似した感情を区別しない。

すと考えられ，動機づけ2)過程の中で検討の必要性が指

摘されている（上淵，1994）にもかかわらず，学習にお

ける楽しさの具体的な内容はあまり研究されてこなかっ

た。その理由として，日本の中学生・高校生・大学生は

自宅学習時間が少ないことからみても，あまり学習を楽

しいものと捉えていないこと，また，受験勉強など義務

感から学習している場合には学習の楽しさの種類を詳し

く認識することが困難であることなどが考えられる。一

方，社会人の学習に関しては，学習講座番組の固定利用

者の大多数は学ぷこと自体に喜びを見出しているという

調査結果（藤岡，2005）がある。他から強制されること

なく学習を継続している社会人学習者は，学習に対して

義務感や不安ではなく，なんらかの学ぶ楽しさを感じて

いるからこそ自発的に学び続けることができるのだと考

えられる。しかし，それがどのような楽しさなのかを検

討した先行研究は見当たらない。そこで，本研究では，

生涯学習機関として２０年の歴史をもち，８万人以上の社

会人が学んでいる放送大学の学生を対象にして，学ぶ楽

しさとは何かを検討する。

海外における，楽しさの内容に焦点をあてた数少ない

研究としてはVallerand,Pelletie喝Blais,Briere,Sen6cal,＆

2）動機づけとは「ある目標を達成するために行動を起こし，それを

持続し，目標達成へとみちびく内的な力」（桜井，1997）であるが，

Kuhl（1985）は動機づけの問題を選択と遂行に分け．決定前の過

程を動機と呼んだ。本研究においては学習を開始し継続し目標を

達成するプロセス全体を指すときは学習動機づけとし，学習行動

を選択するときの理由を学習動機とする。
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Vallieres（1992）の内発的動機づけの尺度がある。より

包括的な尺度も開発されているが，内発的動機づけに基

づいた行為はそれ自体を目的とするものであり，その行

為を行うことは喜びであると考えられてきており，

Ryan＆Connell（1989）は内発的動機づけを「それは面

白いから」「私はそれを楽しんでいるから」という２項目

で測定している。Vallerandらはこれを精徹化し，「知る

喜び」「成就に向かって有能感を感じる喜び」「高揚した

感情や刺激体験の喜び」の３つの下位尺度を作成した。

上淵（2004）はこの３つを順に，’情報的側面，能力的側

面，情動的側面の動機づけであるとしている。しかし，

生涯学習における学習の楽しさがこの３つの下位尺度で

測定される喜びで網羅されている確証はない。

知識の段階として，教育哲学者Reboul（1980/1984）

は｢情報の水準｣から「技能の水準」を経て「理解の水準」

へと進む３水準を提唱している。「'情報の水準」とはな

んらかの知識をひとつの‘情報として知ることであり，

Vallerandらが「知る喜び」として捉えている段階である。

｢技能の水準」とは’情報として得た知識が実際の場面で

使えるということである。成人の学習理論アンドラゴ

ジーを体系化したＫｎｏｗles（1975）は子どもの学習では

学んだことが役立つのは将来においてであり時間差があ

るが，成人の学習への志向性は知識の即時的応用である

と述べている。実際，大学公開講座で多くの参加者が日

常生活に役立てるためという受講目的を挙げている（藤

岡，1994)。Vallerandらは「成就に向かって有能感を感

じる喜び」という能力向上の喜びを挙げているが，成人

の学習においては，成就に向かうときの能力向上だけで

なく，獲得した能力の即時応用という実用性も喜びのひ

とつの要素に成り得ると考えられる。「理解の水準」は

情報として学んだ知識を実際に使用するだけでなく，歴

史・文化背景などとともに広い文脈において理解するこ

とである。生涯学習においては，近年，知識・技術の習

得をめざすだけでなく，意識変容の学習という概念が導

入されている（Cranton,1999)。意識変容の学習とは，

学習者が自分が従来から抱いていた前提や価値観を批判

的にふり返り，問い直して，自分の意識を変容させる，

あるいは他の視点を検討した結果，従来の意識を正当i化

するものである。この一連の理論を踏まえて，三輪

(2002a）は，Reboulの第３水準の「理解の水準」を参加

者ひとりひとりが’情報や技能の知識の意味づけを行うこ

とであると解釈し，生涯学習の意義の一つとして．既知

の知識や経験をもとにした固定観念を形成しがちである

成人が，講座で提供される専門知識や仲間との交流を通

して単眼的なものの見方から多様で複眼的なものの見方

ができるようになっていくことを挙げている。生涯学習

においては，先ず，あるひとつの知識を情報として知

り，次に，即時的に実用に供し，更に，学習者が学習を

開始する以前に抱いていた意識を問い直し，多様に考え

ることができるようになると考えられる。しかし，これ

らReboulの３水準が社会人学生が感じている学習の楽

しさの分類に適用できるかどうかはいまだに研究されて

いない。そこで，本研究では実際に生涯学習をおこなっ

ている学習者が享受している楽しさがどのようなもので

あるかを調べるために，自由記述に基づいて項目を収集

し，Vallerandらの３下位尺度とReboulの３水準を参考に

しつつ，楽しさ尺度を作成し，検討することにする。

動機づけ理論の中で，感'情を扱っている原因帰属理論

(WeineE1979）では，成功・失敗後に喚起される多くの

感情のうち，「嬉しさ・喜び」等は原因帰属の影響をあ

まり受けず，成功か失敗かという結果依存の感‘情である

とされた（奈須・堀野，1991)。何かをしようとしてう

まくいったときは，その成功の原因が何であると考える

かにかかわらず”成功そのものが喜びを喚起する。しか

し，喜びは達成場面においてだけではなく目標に向かう

途中の過程においても生じる（Carver＆ScheierJ998；

西村，1996）と考えられるので，本研究では達成場面で

感じる喜びと過程で生じる喜びの双方を含むことにす

る。

楽しさの影響力に関して，速水・田畑・吉田（1996）

は「面白いから勉強する」という内発的動機づけは成績

とは関係しないことを見いだしている。多目標理論を提

唱するWentzel（1993）も楽しさだけでは成績と関係し

ないが，課題達成目標を先ず持った上で楽しさを経験し

ている生徒が成績がよいことを示し，先ず，認知的な動

機をしっかり持ち，学習行動時に楽しさを感じるという

階層構造が学習の成果につながる可能性を示唆してい

る。よって，本研究では，学習を開始する時に認知して

いる学習動機が学習を行っているときに感じる楽しさに

影響し，それらが更に生涯学習に参加する積極性と持続

性に影響するというモデルを構成する。学習動機に関し

ては，浅野（2002）が作成した５つの下位尺度を持つ学

習動機尺度を使用し，生涯学習の楽しさに関しては，本

研究で新たに尺度を作成する。生涯学習参加の積極性と

持続性としては，先行研究（浅野，2002）を踏まえ，学

習に積極的に取り組んでいるという「積極的関与」と将

来にわたって学習を継続しようという「継続意志」の２

つを取り上げる。これらは動機づけの理論の中で行動の

指標として考えられている「行動の選択｣，「遂行の強度｣，

｢持続性」（Atkinson,１９６４；速水，1998）のうちの後者の

２つに相当する。学習期間がほぼ一定であり，学習が本

分であるべき学校時代と異なり，社会人は学習している

時に積極的に学習に取り組むだけでなく，学習を継続し

ようという意志を持つことも重要である。仕事，出産，

育児，介護，健康状態などの事'情から「遂行の強度」で

ある学習への積極的な取り組みが低下しても，「持続性」



232 発達心理学研究第１７巻第３号

を表す「継続意志」が高ければ少しずつ学習を継続する

ことができ，あるいは事‘情が許すときに容易に再開でき

ると考えられるからである。

多くの社会人は学ぶ楽しさを知っていると考えられる

が，中でも高齢者は「充実感や楽しみのため」に学習し

ている（国立教育会館社会教育研修所，1997)。高齢者

は他の年齢層に比べて学習に積極的に取り組み，学習を

継続しようという意志も強い（浅野，2002）ことから，

本研究では特に高齢者に焦点をあてて楽しさの種類を検

討する。そして，その際，教育年数の影響も検討するこ

とにする。というのは，生涯学習においては，人生初期

の教育年数が長い人ほどその後も生涯学習に参加するの

で一生を通じてみると学習量の差が拡大していくという

問題点が指摘されており（Petersonandassociates，

1979)，現在でも教育水準と生涯学習参加率の問題は解

消していない（三輪,2002b）からである。放送大学では

高校卒業資格は入学の要件ではないため，初等教育のみ

を修了した学生も学んでいるが，６０歳以上の男性の

54％が大学卒であり（放送大学，1998)，1960年当時の

高等教育の在学率は9.7％（文部科学省,2001）であった

ことと比較すると高等教育修了者の比率が高くなってい

る。このように，高齢者層では人生初期の教育年数の影

響がみられるので，学習動機と楽しさの内容に関して教

育年数による相違も検討する。

研 究 １

予備調査

本予備調査は学習の楽しさに関する質問紙の項目作成

を目的とする。放送大学学生２７名，卒業生１５名の合計

４２名（男性１４名，女性２５名，不明３名；34歳以下８名，

３５～49歳１４名，５０～64歳１１名，６５歳以上６名，不明

3名）に，学習しているときの面白さ・楽しさと学習し

て嬉しかったことに関して記述するように依頼した。卒

業研究履修を希望した学生を対象とするゼミ形式の卒業

研究指導会では当日質問紙を回収し，一度卒業しても学

習を継続している人が多い同窓会役員会では後日返送を

求めた（回収率54％)。心理学専攻の大学院生１名と筆

者の計２名で，Vallerandetal.（1993）の尺度とReboul

(1980/1984）の３水準を参考に，記述された項目を類似

度により項目群にまとめ，なるべく多くの項目群を代表

するように項目を作成した。

本調査

目的学習開始時の学習動機に加えて，学習開始後の

どのような学習の楽しさが生涯学習への積極的な取り組

みと継続への意志に影響するのかを検討する。その手順

として，先ず学習の楽しさ尺度を作成した上で，①中年

以下の層と比較して高齢者の特徴を明らかにし，②高齢

者に関して教育歴別に検討する。

方法

調査対象放送大学学生365名（男’性147名，女性

213名，不明５名；３４歳以下76名，３５～49歳101名，

５０～64歳88名，６５歳以上97名，不明３名）に対して調

査を行った。

調査方法放送大学の「発達と教育」の異なる３つの

科目の面接授業中と３カ所の学習センターで秋期卒業式

当日に質問紙調査を実施した。面接授業中の回答者は

153名（回収率100％)，学習センターでの回答者は150

名（回収率43％）である。また，６５歳以上の学生から

100名を選んで3)，質問紙を郵送し回収した（回収率

６５％)。

使用尺度学習の楽しさ尺度：予備調査で作成した

48項目。

学習動機尺度：浅野（2002）の学習動機尺度を使用。

これは５つの下位尺度から成り，「自己向上志向」の項

目例としては「自分を高めたいから，学習したい｣，「特

定課題志向」の項目例としては「特に学びたいものがあ

るから，学習したい｣，「経験関与的課題志向」の項目例

としては「日常生活で見たり，聞いたりしたことについ

て学びたい｣，「職業・専門性志向」の項目例としては

｢高い専門性を身につけたいから,学習したい｣，「交友

志向」の項目例としては「いろいろな人に出会えるから，

学習したい」がある。各５項目ずつ。

生涯学習参加への積極性と持続性：浅野（2002）の生

涯学習参加尺度を使用。これは２つの下位尺度から成り，

｢積極的関与」（３項目）の項目例としては「自分では，積

極的に学習していると思う｣，「継続意志」（２項目）の項

目例としては「できるだけ長く勉強を続けたい」がある。

尺度はすべて「とてもあてはまる」（４点）から「まっ

たくあてはまらない」（１点）までの４件法である。

結果と考察

１．各尺度の構成

学習の楽しさの尺度を作成するために，因子分析（主

因子法・プロマックス回転）を行った。固有値の大きさ

(14.3,3.6,2.2,1.7,1.3,1.1･･･…)，累積説明率（37％，

47％，５２％，５７％，６０％．．…･)，解釈の可能性を総合判

断して３因子を選択した。複数の因子に負荷が高い項目

を除き因子負荷量の高い順に各因子ごとに３項目を選

んだ。社会人を対象とした調査においては，貴重な授業

時間を調査のために減らすこと，似たような項目が多い

3）１００名を選出する基準として，６５歳以上で，東京近辺に居住し，

入学年度が放送大学の開学年度の1985年である１１６名，最近の

３年間である1998年から2000年の69名，その中間の1990年か

ら1995年の191名の中から，住所が東京文京学習センターに近

い順に，最終卒業学校が大学等である学生を42名，高校等であ

る学生を43名，新制中学校，小学校等である学生を１５名，合計

100名を選んだ。男性は72名，女性は28名である（男女比は６５

歳以上の放送大学学生に近似)。
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教養学部であり，必ずしも実用をめざしている学生だけ

ではないからかもしれない。

各尺度間の相関係数も'mable2に示した。「知る楽し

さ」と「多様思考の楽しさ」の相関はγ＝､48,「知る楽し

さ」と「実用的楽しさ」の相関はγ＝.28,「多様思考の楽

しさ」と「実用的楽しさ」の相関はγ＝､35であった。相

関が高いものがあるが，Vallerandetal.（1993）の内発的

動機づけの下位尺度である３つの楽しさの各相関が約

0.6あったことと同傾向であり，各楽しさは相互に関連

を持つ。

構成概念妥当性を検討するために年齢と性に関して下

位集団の特徴を調べた。先行研究より，①年齢に伴う人

生上の出来事が学習プロセスに影響する（Cranton，

1999）と考えられるので，仕事や生活に対する責任が重

くなり，社会で活躍する３５～49歳では，学んだことを

仕事や活動に生かす「実用的楽しさ」が高い，②「学ぶ

楽しさ」が女性は男性より高い（藤岡，1994）ので「知る

楽しさ」「多様思考の楽しさ」「実用的楽しさ」ともに女

性の方が高い，③女性は５０～６０歳代が「学ぶ楽しさ」

が高い（藤岡，1994）ので，仕事と関連が深い「実用的

楽しさ」以外の楽しさである「知る楽しさ」と「多様思考

の楽しさ」は５０～64歳の女性が高いことが予想される。

ことへの不満が多く，今後の実用面から項目数を厳選

し，最終的に９項目とした。その結果とα係数を'mablel

に示した。第１因子は，学んだことが実際に役立つ楽し

さなので「実用的楽しさ｣，第２因子は。多様な考え方

ができるようになった嬉しさなので「多様思考の楽し

さ｣，第３因子は，新しい知識を得る楽しさなので「知

る楽しさ」と名づけた。各尺度のCronbachのα係数は

第一因子から順に0.87,0.84,0.79であった。以下の分

析においては各因子の因子負荷量の高い項目の平均値を

尺度得点として使用する。

「積極的関与｣，「継続意志｣，学習動機各尺度の平均

値標準偏差，α係数を'mable2に示した。各尺度は浅

野（2002）が作成したものを使用した。α係数がそれほ

ど高くない尺度もあるが，先行研究で信頼性と妥当性の

検討がなされているので，本研究の対象者に関して内的

整合性を高めるという視点だけで項目を操作すると妥当

'性が保証されない可能性もあるためにそのまま使用する

ことにした。

′Eable2の平均値をみると，「継続意志」が高く，学習

動機では「自己向上志向」と「特定課題志向」が高く，楽

しさでは「知る楽しさ」と「多様思考の楽しさ」が高い。

｢実用的楽しさ」がそれほど高くないのは，放送大学が

Tableｌ学習の楽しさの因『子分析住因子法・プロマックス１回｢卿の結果

Table２各尺度の平均値・標準偏差．α係数と尺度間のW関係数

実用的楽しさα＝､８７

自分の仕事や活動，生活が学習に関係しているので楽しい

学んだことが自分の仕事，生活に役立つから楽しい

学んだことを現実の場面で生かせるから楽しい

皿
帖
帖

自
●
●

､90
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.78
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多様思考の楽しさα＝.８４

学習によって多様な考え方ができるようになったことが徳しい

学習によって広い視点をもつことができるようになったことが嬉しい

学習によっていろいろな考え方を知ったことが面白い
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年齢（４）×性の２要因の分散分析を行い，その結果と年

齢別・性別の平均値と標準偏差を'I1able3に示した。２４

歳以下の学生に関しては他の年齢層と有意差が認められ

る尺度が多い（浅野，2002）が，本研究では６名しかい

ないため，年齢別の分析の対象には含めなかった。年齢

差に関してはBonferroniの多重比較を行った。①に関し

ては，予想通り「実用的な楽しさ」は３５～49歳の学生

が２５～34歳，６５歳以上の学生よりも有意に高かった。

②に関しても，予想通り「知る楽しさ」「多様思考の楽し

さ」「実用的楽しさ」において性の主効果が見られ，いず

れも女性の方が高かった。③に関しては「多様思考の楽

しさ」は有意差が見られなかったが，「知る楽しさ」は予

想通り５０～64歳の女‘性は２５～34歳よりも有意に高

かった。これらの結果から本尺度は妥当であると考えら

れる。

２.学習動機と学習の楽しさが｢積極的関与」と

「継続意志」に及ぼす影響

学習開始時の学習動機が「積極的関与」と「継続意志」

に影響するという先行研究（浅野，2002）に対し，本研

究では学習過程での楽しさも影響するというモデルを構

成した。そこで実際に学習の楽しさが影響力を持つのか

どうかを検討するために階層性重回帰分析を行った。

Table4に示したように，楽しさを追加すると説明率が

有意に上昇したことから，学習動機のみならず，楽しさ

も生涯学習に対して有意な影響力を持つことが分かっ

た。

２‐１．年齢別の検討

６５歳以上の学生の特徴を明確にするために全学生と

64歳以下の学生の特徴を先ず検討する。「積極的関与」

と「継続意志」をそれぞれ従属変数として学習動機尺度

と学習の楽しさ尺度を独立変数として階層性重回帰分析

を行った（Thble4)。多重共線‘性の影響を調べるために，

ランダムに半数の学生を選び検討したが，同様の結果が

得られた。学習動機に楽しさを加えたときの結果をみる

と，全学生では「積極的関与」に影響する学習動機は主

に「特定課題志向」であり（β＝.24,ｐ＜､001)，「継続意

志」に影響する学習動機は「自己向上志向」（β＝､23,

'＜､001）と「特定課題志向」（β＝､22,,＜､001）であり，

先行研究（浅野，2002）を支持するものであった。楽し

さに関しては，「知る楽しさ」が「積極的関与」（β＝､17,

'＜,01）と「継続意志」（β＝､22,ｐ＜､001）に影響を与えて

いた。６４歳以下の学生では，「特定課題志向」「職業・専

門性志向」「交友志向」の学習動機が｢積極的関与」に弱

い影響を与え（β＝､19,ｐ＜､001;β＝､15,’＜､05;β＝.17,

'＜､01)，「自己向上志向」と「特定課題志向」が「継続意

志」に影響（β＝､25,力＜､001;β＝､25,’＜､001）していた。

楽しさに関しては，「知る楽しさ」が「積極的関与」（β＝

､28,’＜､001）と「継続意志」（β＝､27,’＜､001）に影響を

与えていた。６４歳以下の学生は全学生と類似した傾向

を示した。

６５歳以上の学生では，学習動機尺度のみを独立変数

としたときには64歳以下の学生とほぼ同様の傾向を示

すが，楽しさ尺度を導入すると学習動機尺度のどの下位

尺度においても有意な影響力は検出されなかった。学習

の楽しさに関しては「多様思考の楽しさ」のみが「積極

的関与」（β＝､28,’＜､05）と「継続意志」（β＝､２７，

，＜､０５）に影響を与えていた。

以上のことをまとめると，６４歳以下の年齢層では，学

習したい課題が定まっている学生は生涯学習に積極的に

取り組み，しかも長く継続したいと考え，自己向上をめ

ざす学生は継続への意志が高い。学習によって自己の向

上をめざす人にとっては，学習を中止することは自己の

停滞，衰退を意味することになるので，学習を継続して

間断なく自己をみがこうとすると考えられる。その他の

学習動機では，職業・専門性を追求する動機と交友を求

める動機もわずかであるが学習への積極性に関連する。

仕事関係のことを学びたい学生は必要上から積極的に学

び，ひととのつながりを求めて放送大学に入学してきた

学生は学習センターを利用するなど積極的に学習する傾

向があるのかもしれない。また，６４歳以下の年齢層では

新しいことを知る楽しさが，６５歳以上の年齢層では，多

様な考え方ができるようになる楽しさが積極的な学び，

継続への意志に影響していることから，より若い人たち

はReboulの第１水準である情報の段階におり，高齢者

Table３年齢別・性別平均値と分散分析の結果

ｌ（25～34歳）２（35～49歳）３（５０～64歳）４（65歳～）

男性女性男性女性男性女性男性女性年齢差性差交互作用

"＝2４〃＝4５〃＝2８〃＝7３〃＝2５〃＝6３〃＝6８〃＝2８Ｆ値Ｆ値Ｆ値

知 る 楽 し さ ３ ．０６

（0.77）

多様思考の楽しさ３．０６

（0.80）

実用的楽しさ２．３３

（0.77）

３．４２

(0.55）

３．２８

(0.61）

２．５７

(0.87）

３．１０

(0.61）

３．０１

(0.74）

２．６２

(0.82）

３．５８

(0.49）

３．５１

(0.52）

３．０４

(0.70）

注．（）内は標準偏差＊'＜､０５＊*'＜､０１＊**'＜､001

３．５３

(0.45）

３．３２

(0.49）

２．５６

(0.73）

３．６４

(0.49）

３．４０

(0.56）

２．７９

(0.81）

３．３８

(0.55）

３．２０

(0.56）

２．４３

(0.85）

３．５６

(0.47）

３．２５

(0.63）

２．４７

(0.80）

5.32*＊＊

１＜３

１．２５

４．１１＊＊

l＜２，２＞４

20.34**＊

女＞男

９．２７*＊

女＞男

6.28*＊

女＞男

1.91

2.39

0.79
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Table４／積極的関与／と／継続意志／を従属変数とした階層性重回帰分析の結果

３
０
９
５
９

１
０
０
０
１

●
●
●
■
●

従属変数「継続意志」従属変数「積極的関与」

.１７*＊

､27*＊＊

､００

．１０

．２１＊＊＊

、２５＊

､28*＊

、05

.03

-.08

独立変数全学生６４歳以下６５歳以上全学生６４歳以下６５歳以上

、０２

．１９*＊＊

-.04

.15＊

、17*＊

一美南一’、.(雌塗
(５％水準で有意なパスを表示した。対象者は97名である｡）

Figurel6３歳以上の全学生のバス解析の結果
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学習動機

〃＝２５７ 〃＝９７〃＝９７ 〃＝３６０〃＝３６０

学習動機(第１段階）

自己向上、18*＊、０７

特定課題、30**＊、24**＊

経験課題、0２－．０２

職業専門一.0４-.05

交友、15*＊．11＊

楽しさ(第２段階）

知 る ． 1 7*＊

多様思考、１１

実用的、０７

説明率(R2)の変化．18→､22＊

〃＝２５７

､２５*＊＊

､25*＊＊

､１１

．０１

．０８

、32*＊

、１１

．０１

．１４

－．１５

､３１＊＊＊

､26*＊＊

、１１

－．０６

．０３

学習動機と学習の楽しさが生涯学習参加への積極性と持続性に及ぼす影響

注．「説明率の変化」は学習動機(５尺度)に楽しさ(３尺度)を加えたときの説明率の変化であり．有意(５％水準)である変化には＊を付した。

生涯学習参加への

学習の楽しさ積極性と持続性

は第３水準である理解の段階にいる可能性も考えられ

る。

２－２．６５歳以上の学生に関する教育歴による検討

先ず，６５歳以上の学生全体に関して学習動機と楽しさ

の関係を調べるためにパス解析を行った。その結果を

Figurelに示した。上記の階層性重回帰分析の結果，６５

歳以上の学生においては学習動機は直接には「継続意

志」にも「積極的関与」にも影響を及ぼさなかったが，

パス解析を行ったところ，「自己向上志向」の学習動機

が「多様思考の楽しさ」に正の影響を及ぼし，この「多

様思考の楽しさ」が「継続意志」と「積極的関与」に影響

を及ぼしていることが分かった。「多様思考の楽しさ」

以外の楽しさの影響は有意ではなかった。このことか

ら，高齢の学生においては，学習動機は全く影響力をも

たないわけではなく，自分を高めたいと思って学習を開

始した学生の方が多様に考える楽しさが強く，その楽し

さがさらに生涯学習参加への積極性と持続性に影響して

いることが示唆された。

次に教育歴の影響を調べるために，６５歳以上の短大等

を卒業した学生を含む高等教育修了者と初等・中等教育

修了者を対象にパス解析を行い，その結果をFigure2，３

に示した。６５歳以上の学生全体では，「積極的関与」「継

続意志」双方に影響を及ぼしていた「多様思考の楽しさ」

は，高等教育修了者では「継続意志」に影響を及ぼし，

初等・中等教育修了者では「積極的関与」に影響を及ぼ

していた。即ち，教育歴によって「多様思考の楽しさ」

が影響する生涯学習の側面が異なり，いろいろな視点を

もち，多様に考えることが楽しいという学生は高等教育

修了者では学習を続けたいと考え，初等・中等教育修了

者では積極的な学習につながっているという相違が見い

だされた。「多様思考の楽しさ」以外にも高等教育修了

者では「職業・専門性志向」の影響を受けた「実用的楽

しさ」が「継続意志」と関連し，初等・中等教育修了者

では，「自己向上志向」が直接「積極的関与」と「継続意

志」に影響していた。高等教育修了者は定年後の第２の

職場に適応するため，あるいは自身の活動に必要な専門

性を身につけるために学習を開始し，習得した知識を役

立てるという実用的な喜びを感じて学習を継続していく

のかもしれない。初等・中等教育修了者は戦争や経済的

理由で十分な教育が受けられなかったため，自分を高め

ようとする向上心を持って生涯学習に参加していると考

えられる。

このように教育歴による相違はいくつかあるが，６５歳

以上の学生の特徴と言える「多様思考の楽しさ」は高等

教育修了者では「継続意志」に影響し，初等・中等教育

修了者では「積極的関与」に影響を及ぼしていた。この

相違がなぜ起こるのかを検討するために，研究２で面接

調査を行った。

４
０
５
９
０

１
２
０
０
１

●
●
●
●
●

一
一
一

、22**＊

-.02

.00

、27*＊＊

-.07

-.04

､18

.27＊

.2０

、28*＊＊

．12

-.02

､02

.28＊

､1９

､23→､31＊ 、１９→,27＊、24→,27＊．３１→,36＊．16→､28＊

やく.０５＊*'＜､０１＊*やく.001
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学習動機

生涯学習参加への

学習の楽しさ積極性と持続性

（５％水準で有意なパスを表示した。対象者は44名である｡）

Figure265蔵以上の高等教育修了音のパス解析の淀裸

研究２

目的多様な考え方ができるようになる楽しさが影響

する生涯学習の側面が教育歴によって異なるのはなぜ

か，その相違を学習者の具体的な履歴の中で検討する。

方法

調査対象研究１で質問紙を郵送した65歳以上の放

送大学学生100名に面接を依頼した。回答者65名のう

ち面接承諾者は30名であった。このうち，体調不良，

回答不備の６名を除いて，２４名の中から，高等教育修了

者と初等中等教育修了者の数がほぼ等しくなるように性

別，住所を参考にしながら２１名（大学等卒８名，短大等

卒２名，高校等卒７名，小中学校等卒４名；男性１７名，

女性４名；６０歳代１０名，７０歳代９名，８０歳代１名，９０歳

代１名）を選んで，面接調査を行った。平均年齢は71歳

である。

手続き郵送した質問紙は，学習動機，学習の楽し

さ，青少年期の学校時代および現在の学習の様子に関す

る自由記述の質問紙と研究１で使用した質問紙である。

これらを参考にしながら半構造化面接を行った。本研究

に関連する質問内容は，学習しているときの楽しさはど

のようなものか，その楽しさを享受するようになった過

程，現在の学習状況と将来への希望等である。面接所要

時間は平均１時間30分であり，面接の内容は調査対象

者の承諾を得て録音し，逐語録を作成した。

要点の抽出と評定基準逐語録より意味のまとまりに

着目して「楽しさ」「積極的関与」「継続意志」に関する箇

所の要点を抽出した。抽出した「楽しさ」を，情報とし

て知識を獲得するもの，例えば「知ること自体が単純な

喜びですよね。例えば，プレートテクトニクス理論など

初めて知ったものです。ハワイからアリューシャン列島

にかけて．．…･感動します」などを「知る楽しさ｣，仕事，

活動，生活に関連して役立つもの，例えば「剣道の今の

指導者がわざを主体にいくので，理論とか説明とかない

ので，子どもたちがついてこない。･･･…今のところは勉

学習動機

生涯学習参加への

学習の楽しさ積極性と持続性

（５％水準で有意なパスを表示した。対象者は53名である｡）

Figure365歳以上の初等・'ｦｂｉ等裁育修了者のパス解析のﾙ裸

強したことがすぐ役立てますので，その点がわたしには

よかったです。ここはこうやってみようかなと活用でき

る楽しさで……」などを「実用的楽しさ｣，多様な考え

方，広い視点，いろいろな考え方をするなど理解に関す

る楽しさを「多様思考の楽しさ」に分類した。同じよう

な内容の楽しさが繰り返し語られているときには，その

うちの一箇所を取り上げた。その結果，「知る楽しさ」９

個，「実用的楽しさ｣９個，「多様思考の楽しさ｣14個に分

類され，一人当たり平均1.5個であった。「楽しさ」の一

人当たりの最小個数は１個，最大個数は３個であった。

｢多様思考の楽しさ」に関しては，分析の過程で更に２

種類に分かれる傾向が見いだされたので，広がり，複数

の学問に言及しているものを「拡大的多様思考の楽し

さ」とし，ひとつの課題に言及し，新たな視点を獲得し，

考え方が変化，あるいは明確化するものを「深化的多様

思考の楽しさ」とした。「積極的関与」と「継続意志」は

｢多様思考の楽しさ」が語られた文脈で言及されたもの

を要点として抽出した。以上の作業は筆者が行った。そ

の代表例を'nable5に示した。これらの抽出された要点

のうち，研究２の目的は「多様思考の楽しさ」が「積極

的関与」と「継続意志」のどちらに影響するのかが教育

歴によって異なっている理由を検討することであること

から，楽しさの中の「多様思考の楽しさ」とその文脈で

語られた「積極的関与」と「継続意志」の要点を取り上

げ，大学院生１名と筆者の計２名で評定した。′Elble5に

示されたように下線部を中心に，抽出された要点が「多

様思考の楽しさ」に関しては「拡大的多様思考の楽しさ」

｢深化的多様思考の楽しさ」のどちらであるか，また「積

極的関与」「継続意志」に関してもそのどちらであるか，

それともどちらでもないか，上記の定義と尺度項目を基

準にして分類した。どうしても分類できないときは「？」

を記すように言い添えたが「？」はなかった。評定者一

致率は「多様思考の楽しさ」はバー0.71,「継続意志」「積

極的関与」はパー0.68であった。相違に関しては話し合

いの結果合意に達した。
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結果と考察

１．事例の概要

高等教育修了者１０名中，全日制の大学卒６名全員と

旧制工業高校卒１名の計７名が「拡大的多様思考の楽し

さ」に言及していた。初等・中等教育修了者１１名中，１

名が｢拡大的多様思考の楽しさ」に言及し，５名が「深化

的多様思考の楽しさ」に言及していた。

２．「拡大的多様思考の楽しさ」

高等教育修了者７名と初等・中等教育修了者１名が，

多分野の学問を関連づけて見識を広げていく「拡大的多

様思考の楽しさ」に言及していた。例えば,Ａさんは「衣

食住の問題から歴史，哲学，文学と…勉強｡」と異なる

分野の学問を学習し，「考えることが自分なりにできて

いくことは楽しい｡」と「多様思考の楽しさ」を享受し，

さらに「続けることが楽しい。趣味の園芸のように来年

はこうすればいいかなと考えてやる｡」と今後も学習を

継続する意志が強い。「拡大的多様思考の楽しさ」に分

類された楽しさは，Ｄさんのように「学習は自分が興味

を持ったものを広げていく」という理解を広げていく楽

しさなので「いくらやってもきりがない」というように

学習を継続する意志につながっている。

このような拡大的な楽しさを享受するようになった過

程として，８名中７名が仕事上の思考スタイルに言及し

た。例えば，Ｂさんは「建築は人間が使う器ですから国

によって宗教も含めて生活習慣，気候とか国の成り立ち

も知らなければなりません｡」と仕事上での経験を述べ，

（）内は「多様

思考の楽しさ」

の尺度得点

(４件法）

Ａさん(4)

男性78歳

旧制高等工業高校

Ｂさん(4)

男性65歳

大学(数学,建築）

Ｃさん(4)

男性68歳

大学(化学）

Ｄさん(3.7）

男性71歳

旧制大学(法科）

Ｅさん(3.3）

男性65歳

大学(歴史学）

Ｆさん(4)

男性70歳

旧制中学校

Ｇさん(4)

男性67歳

定時制高校

Ｈさん(3.7）

女性77歳

旧制女学校

Ｉさん(3)

男性79歳

旧制中学校

』さん(3)

男性94歳

尋常小学校

Table５学習の楽しさ及び生涯学習参加への積極性と持続性に関する事例

生涯学習参加への
学習の楽しさ

積極性と持続性

「 拡 大 的 多 様 思 考の楽しさ」「継続意志」

衣食住の問題から歴史，哲学，文学と本質的なものを勉強。最後は人間とは何か｜続けることが楽しい。趣味の園芸のよ
ということになる。系統だった勉強で何かつながっていく。考えることが自分な’うに来年はこうすればいいかなと考え

りにできていくことは楽しい。 ’てやる。

理科系でも文科系でも必ず頂点や幹部で関係があり つながっている。 自分の専門｜再入学予定。健康維持（放送大学の

としなかった学問を学びその視点からみると気づかなかったこともはっきり見通｜サークル）のためとボランティア活動

せる。知れば知るほど楽しい。 ｜を続けるために知識が必要。

加ＥＲＣ 言学．全夢fｆＷ i大学時代に得た知識が40年経って学

な関係がある。 もともと工業化学が専門なので食品化学や栄養学にも興味があ｜問の各分野で飛躍的発展を遂げたこ

を読んでああよかったなぁという気持ちになる。Ｉとを知って更に学びたいと思うようにる。図書館で本を読んでああよかったなあという気持ちになる。

学習は自分力i興味をもったものを広げていく。

：なった。

郷土史を学ぶのはアイデンティＩいくらやってもきりがない。寒ランが

ティの確立です。基礎となる知識を関係づけ，また，その周辺知識まで広げていＩ楚々と淡い色で寒空に咲いているよう

る。いくらかでも足していく。その中で気分が和らいでいく。落ち着いた気持ち１に，執着しないで，透徹した心でもの

になるのが勉強することの面白さです 。’ ごと を眺 めて いき たい 。

連鎖反応的に次ぎの新しいも のと結びつく。 絵画には歴史，宗教の知識が必要。Ｉいろいろなもの（講義）をうけてみて

夢が広がる。個々のひとつのことがわかることも面白いし，

なっていくのも面白い。

それがいくつも重ｉ継続しようかということになる。

「深化的多様思考の 楽 し さ 」 「 積 極 的 関 与 」

ファミリーニューズを月一回出している。私はごちゃごちゃと一緒に住んでいる｜卒業研究の指導教官が転勤先で行って

と思った。

|いる研究会にも月１回出席して夫婦関
1

1係の本を読んでいる。学ぶことによってものがみえてくるのが楽しい。 Ｉ係の本を読んでいる。

のものの考え方を小説の上で表現したい。言葉というのは救いだと思｜卒論に打ち込んでようやく文学に薄明

それを得｜かりが見えてきた。

人間と人間のものの考え方を小説の上で表現したい。言葉というのは救いだと思

う。人生いかに生きるべきか，私とは何かという解答は言葉で教える。それを得

たいと思う。人生の解答を言葉で得たい。恩師から「砕けることの重要性」を言

われた。地震で地面が裂けるとか，環境破壊とか，そのときはじめて人間は自分

の存在，光，大地，空気の重要性を知るという「砕けることの重要性」という よ

うな 言葉の中に人生の哲理をみる のが喜びです。

｢社会と経済」を専攻して，

みておけばよかったと思う。

自分が生きてきた時代のことが分かる。もっとよく

ものごとを多角的にみられるようになった。

|見過ごしてきたことの因果関係が分か

|ると先のこと，新しいこともやってみ

iようと意欲が湧いてくる。常に勉強し

自分の生き方を対象化してみている。この点はこうすればいいとか

’ていて楽しい。
０

．それがおもＩ自分の宗派の卒業研究で，教授からよ

しろさ。 Ｉく勉強したと言われた。

老人生活，障害者生活，家庭生活等ありのままの生活をしていたんではいい答えＩ書をやっているので字をいい加減にし

は見つかりません。嫁からみると私は他人なので現代の家庭を研究しないと。Ｉない。一画でも大事。忍耐と努力で

ｮke,takeになってしまわないようにと勉強して思うようになりました 思考力がＩす。

増大しました。勉強は骨が折れるけど面白い。
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｢理科系でも文科系でも必ず頂点や幹部で関係がありつ

ながっている」という現在の学習への考え方と同傾向の

思考スタイルを示した。Ｃさんは「新製品開発には，ま

わりに知識を集めて新しいアイディアが浮かぶというよ

うに，広範囲の知識が必要」だったと述べ，現在の学習

の楽しさに関しても「幅広い学問はみな関係がある」と

している。「拡大的多様思考の楽しさ」を享受している

人は高等教育修了者に多くみられるが，教育歴そのもの

が直接影響しているのではなく，その後の人生での思考

スタイルが影響している可能性がある。

３．「深化的多様思考の楽しさ」

初等・中等教育修了者５名が，ある課題について多様

な視点を獲得し､理解を深めていく「深化的多様思考の

楽しさ」に言及していた。例えば，家族を大切にし，

ファミリーニューズを月一回発行しているＦさんは「一

緒に住んでいるのが家族であると思っていたが，一緒に

住んでなくても家族だと聞き，それはそうだと思った｡」

というように，同居は家族の条件ではないということを

知り，家族に対して理解を深め，従来の自分とは異なる

視点を獲得し，「学ぶことによってものがみえてくるの

が楽しい｡」と述べている。そして卒業研究のときの指

導教官が行っている研究会にも出席して夫婦関係の本を

読むというように積極的に学んでいる。「深化的多様思

考の楽しさ」に分類された楽しさは,Ｇさんのように「人

生いかに生きるべきか．…･･人生の解答を言葉で得たい｡」

という学習の課題に関して恩師から「砕けることの重要

性」という言葉を得て，失ったときにそのものの価値が

分かるという新たな視点を獲得する楽しさなので「卒論

に打ち込んで」というように自分の課題に対して積極的

に学習している。

このような深化的な楽しさを享受するようになった過

程として，Ｆさんが「少年航空兵を志願して，お国のた

めに命を捨てるのは当然だと思っていた。勉強どころで

はなかった｡」と述べ，Ｇさんが「高校は定時制で全寮制

だった。一週間紡績工場で働いて，一週間学校に行っ

た｡」と述べているように，全員が青少年期に学ぶ機会

が少なかったことを述べた。そしてその後の人生におい

て５名中３名が仕事関係から，２名が生活の中から自ら

課題を見つけて学習している。このように戦争や経済的

理由から学ぶ機会が少なかった人は，自ら見いだした課

題を追求していく中で多様な視点や新たな視点を獲得す

る楽しさを感じて積極的に学習していると考えられる。

総合考察

学習の楽しさにはさまざまな種類があり，各楽しさは

学習動機の影響を受けながら，生涯学習参加につながっ

ている。本研究で新たに得られた示唆は以下の２点にま

とめられる。①64歳以下の学生では主に自己の向上を

めざす学習動機，学びたい課題があるという学習動機，

知る楽しさが生涯学習参加に影響するのに対し，６５歳以

上の高齢の学生では，多様な考え方をする楽しさのみが

生涯学習参加に影響する。詳細に述べると，６５歳以上の

学生においては，学習を開始したときの学習動機は直接

には生涯学習参加に影響しないが，自分を高めたいとい

う自己向上の学習動機を持っている人の方が学習によっ

て多様な考え方をする楽しさを強く感じ，その楽しさが

生涯学習への積極的な取り組みと継続する意志に影響し

ている。②65歳以上の学生の特徴と言える多様な考え

方をする楽しさは人生初期の教育歴によって影響を及ぼ

す生涯学習参加の側面が異なっている。高等教育修了者

の「多様思考の楽しさ」は次から次へと関連する学問領

域に学習を広げながら多様に思考する「拡大的多様思考

の楽しさ」であるために，それが学習を継続しようとい

う意志につながり，一方，初等・中等教育修了者の「多

様思考の楽しさ」は，ある課題について多様な視点を獲

得していく「深化的多様思考の楽しさ」であるために，

それがその課題に関して積極的に取り組む姿勢につな

がっている傾向が窺える。

生涯学習参加に影響する学習の楽しさのひとつに，

Reboulの第１水準に相当する，情報として知識を得るこ

との楽しさがあり，６４歳以下の年齢層ではこの「知る楽

しさ」を享受している人の方が生涯学習に積極的に取り

組み，かつ学習をできるだけ継続したいと考えている。

｢知る楽しさ」に関しては，Vallerandetal.（1992,1993）

が青少年を対象とした内発的動機づけの下位尺度として

｢知る喜び」を挙げているが，本研究では「知る楽しさ」

は中年期においても生涯学習への参加に影響を及ぼして

いることが示唆された。「物事をよりよく知ることそれ

自体が大きな喜び」（桜井，1997）であり，学習における

基本的な喜びとして先ず，知る喜びがあると言えるだろ

う。Reboulの第２水準に相当する「実用的楽しさ」は本

研究では生涯学習参加への積極’性，持続性に影響を及ぼ

していなかった。成人の学習の特徴として知識の即時的

応用（Knowles,1975）が言われているが，放送大学は教

養学部であり，技能の向上を目指したものではないこと

に起因するのかもしれない。職業能力の開発を目的とし

た社会人向けの大学院や大学の公開講座では異なる結果

が得られることも十分予想できる。Reboulの第３水準に

相当する「多様思考の楽しさ」は，６５歳以上の高齢層に

おいて，生涯学習参加への積極性，持続性に影響を及ぼ

している楽しさである。三輪（2002a）は生涯学習の意

義として多様で複眼的なものの見方ができるようになっ

ていくことを理念として述べているが，本研究の結果，

高齢層において，多様で複眼的な思考をする楽しさが生

涯学習への参加に影響を及ぼしていることが示唆され

た。従来の自分の視点とは異なった視点を獲得し，多様
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な考え方ができるようになることは自己の能力，個性の

伸長を意味し，そこにおのずと喜びを感じるのでますま

す積極的に学習し，かつ学習を継続しようとしていると

考えられる。学習動機をみても，「自己向上志向」の学

習動機を持って学習を開始した人の方が「多様思考の楽

しさ」をより多く享受しており，高齢者の学習は多様で

複眼的なものの見方ができる喜びを感じるという人間的

な成長に資するものとなっていると考えられる。

教育歴別にみると，主に高等教育修了者が享受してい

る「多様思考の楽しさ」は拡大的に視点が広げる方向で

理解する楽しさであり，主に初等・中等教育修了者が享

受している「多様思考の楽しさ」は自己の課題について

新たな視点を獲得する深化的な多様思考であった。

Reboulの第３水準である「理解の水準」は広い文脈の中

で多様に考える水準であるが，楽しさの観点からみる

と，更に２つに分けられることが本研究で示唆された。

人生初期に大学で学んだ人たちは，「拡大的多様思考の

楽しさ」を享受するようになった過程として，仕事上で

の思考スタイルの影響を挙げており，大学ではなく，高

校を修了した人の中にも同様の叙述をしている人がい

た。このことから，享受する楽しさの種類は必ずしも，

教育年数によって固定しているものではない可能性があ

ることに留意する必要がある。「深化的多様思考の楽し

さ」は人生初期の学習の不充足感からその後の人生で自

己の課題を見つけて考えを深め多様に思考する楽しさで

ある可能性があるが，今後の検討が必要である。

教育現場への示唆として，高齢になっても多様に考え

ることができるようになるという楽しさを享受し，精神

的に成長していくために，学習者が自分の視点を持つよ

うに教育することが望まれる。多様に考える楽しさは知

識を広い包括的な文脈の中で関係づけ，様々な関係が織

りなす編み目の中にひとつの知識を位置づけて体系的に

理解する楽しさであり，多視点を獲得し，ともすれば固

定観念にとらわれる自己から自由になることができる。

このような知識の段階に到達するためには，学校におい

て，情報としての知識を伝達するだけでなく，それを周

囲のものと関連させて提示し，常に自己の視点を広げて

思考するような配慮がなされると生涯学習に参加し続け

る可能性が高くなるのではないかと考えられる。

本研究の限界として，本来ならば縦断研究が望ましい

ところを放送大学の面接授業が短期間であり，新入生の

みを対象にした面接授業がないことから，質問紙の教示

で時間的に区別したことが挙げられる。また，各尺度の

中には平均点がかなり高いものが含まれ，天井効果を防

ぐためにも７件法にするなど改良の余地がある。さらに，

高齢の学生において「多様思考の楽しさ」の内容が教育

歴によって異なっている可能性が示唆されたが，これは

少数の面接対象者の叙述においてみられたものである。

今後，より精撤な尺度を作成し，対象者を拡大して検討

することが必要である。
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幼児の向社会性についての認知と向社会的行動との関連

遊び場面の観察を通して

伊藤順子
(宮城教育大学教育学部）

本研究の目的は，向社会‘性についての認知と遊び場面での向社会的行動との関連を明らかにすること

であった。調査ｌでは，５歳児３４名（男児１８名・女児１６名）を対象とした。向社会性についての認知を，

規範的側面と評価的側面の２つの側面から査定し，遊びにおける仲間との相互作用との関連を検討した。

その結果，評価的側面についての認知が低いほど，何もしていない．傍観的行動の頻度が多く，評価的

側面についての認知が高いほど，連合遊びの頻度が多い傾向が示された。さらに，調査２では，５歳児２９

名（男児１７名・女児１２名）を対象に，向社会性についての認知と，困窮場面および援助方略との関連を

検討した。その結果，評価的側面についての認知が高い幼児は，低い幼児よりも，友だちの困窮場面に

遭遇する回数が多く，かつ困窮場面を改善する回数が多いこと，また，仲間との連合遊びの中で困窮場

面に遭遇する回数が多いことが示された。以上のような結果から，幼児の向社会性についての認知は，

遊び場面での向社会的行動と関連していることが示唆される。

【キー・ワード】向社会性についての認知，遊び場面，相互作用，困窮場面，向社会的行動

問題と目的

子どもの行動は一時点で終結するものではなく，過去

から現在，現在から未来という連続‘性の中で変容してい

く。こうした行動の変容に関して，向社会的行動の発達

モデルでは，自己認知から行動，行動から自己認知とい

うフィードバック・ループが想定され（Eisenberg，

1986)，向社会的行動と自己認知との関連が検討されて

いる。例えば，原因帰属に注目した研究では，養育者が

行動結果に対してどのようなしつけ様式を用いれば，子

ども自身の向社会的特性についての帰属傾向（prosocial

selfattribution）が高められるかが検討されてきた。その

結果，向社会的行動後に，「あなたはやさしい人です」

(Grusec＆Redle喝1980)，「あなたは人のためになるこ

とが好きです」（Eisenberg,Cialdini,MaCreat,＆Shell，

1987；川島，1991)，「あなたは人に対して親切です」

(McGrath,Wilson,＆Fraccetto,1995)，というように大

人から行動の原因を内的要因へ帰属された子どもは，状

況などの外的要因へ帰属された子どもよりも，その後の

向社会的行動傾向が高く，自分がした向社会的行動を自

分の特性に帰属させる傾向が高まることが示されてい

る。向社会的行動の原因を人格特性といった内的な安定

した個人内要因に帰属することで，他者のために行動で

きると自己の向社会的特性を認知するようになり，その

後の向社会的行動が促進されることが示唆される。

以上のように，向社会的行動の発達における自己認知

の重要性が提唱されているものの，幼児期に関しては，

自己認知と向社会的行動との関連に関して一貫した結果

が示されているとは言えない。Eisenbergetal．（1987)，

Grusec＆Redler（1980）は，幼児（５歳児）と児童（８歳

児）を対象に，帰属教示の効果を検討した結果，向社会

的特性への帰属教示によって向社会的行動傾向や向社会

的特性への帰属傾向が高まるのは，人格特性が場面や時

間を越えて永続した，一貫したものであると理解できる

ようになる８歳以降であることを示している。幼児期は，

人格特性の一貫性が理解できず，向社会的特性への帰属

教示を受けても，これを自己の特’性として一般化して認

知することが困難なために，向社会的行動への影響が見

られないと考えられている。一方で，８歳以前でも自己

の帰属に基づいて一貫した行動を行う場合があり，自己

認知と向社会的行動が関連している可能性を示唆する研

究結果（川島，1991;Cauley＆'IylerJ989）もある。川島

(1991）は，幼児を対象に寄付行動における学習形態（モ

デリング・直接教示・モデリング＋直接教示）と帰属教

示の効果を検討した結果，モデリング条件下での個人内

要因への帰属は寄付行動を促進することを示している。

幼児はモデルや教示者をゲームの説明者と見るよりも

‘‘教師，として考える傾向にあったと川島が指摘してい

るように，「外的圧力が低い状況で教師が示す寄付行動

を学習させ，帰属教示を与える」という場面は，Eisen‐

bergetal．（1987)，Grusec＆Redler（1980）が実験で設

定した，「玩具会社等から見知らぬ大人がやってきて

ゲームをした後に寄付を求め，帰属教示を与える」とい

う場面よりも，幼児にとってより日常的な場面であると
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考えられる。こうした日常の養育場面により近い状況で

の帰属教示を，幼児が現実的なものと受け止め，自己の

向社会的特性として一般化して認知することができたた

めに，後の向社会的行動が促進された可能性が示唆され

る。

一方，上述の日常'性という視点から，帰属操作によら

ない「個人特性」としての自己認知を検討した研究では，

向社会的行動が多いと教師から評価されている子ども

は，「向社会的にふるまうことができる」という向社会

‘性についての認知（prosocialselfperception）が高いこと

が示されている（伊藤，2003)。さらに，伊藤は，幼児

(５歳児）に各自の自由遊び場面での向社会的行動をビデ

オ映像で提示し，原因帰属に関する質問を行った。その

結果，養育者は行動結果を内的要因に帰属すると回答す

るものの，自らは内的要因へ帰属するという回答はみら

れず，幼児の向社会的特性についての帰属傾向には個人

差がみられなかった。しかしながら，同場面の向社会的

行動について幼児に自由凹想を求めると，向社会性につ

いての認知が高い幼児は，援助に失敗した場合には，な

ぜ効果的な援助ができなかったかふり返る傾向があるこ

と，成功した場合には，援助に至るまでの葛藤について

ふり返る傾向があることが示された。以上のような結果

から，①幼児期においては，向社会的特性についての帰

属傾向に個人差がみられないこと，②幼児は，養育者の

原因帰属の様式を認識しつつも，自分の行った向社会的

行動について独自の情報処理を行っており，これが向社

会性についての認知の個人差に関連していること，の２

点が示唆される。幼児にとって，向社会的葛藤をいかに

解決できるか（Eisenberg,1986)，効果的な援助方略を

想起・選択できるか（若林，2003）は，向社会的行動遂

行の重要な規定因である。こうした発達的な課題が含ま

れる場面での行動を，幼児自身がいかに再構成するかに

よって，向社会性についての認知に個人差が生じている

ことが示唆される。

以上概観したように，幼児に関しては自己認知と向社

会的行動との関連は一貫した結果が示されていない。こ

うした矛盾した結果は，①自己認知，および向社会的行

動をどのような状況で評定するかという点，さらにそれ

と関連して，②自己認知を帰属操作後の状況的なものと

して捉えるか，あるいは，特性的な個人差として捉える

かという点，に起因すると考えられる。従来の向社会的

行動を検討した研究では，Eisenbergetal.（1987)，Gru‐

seｃ＆Redler（1980）の研究手続きに代表されるように，

行動に関与する個人内要因を明らかにするために，条件

の操作可能な実験場面が設定されることが多かった

（e､9.Lennon＆Eisenberg,1987;Carlo,Knight,Eisenberg，

＆Rotenberg,1991)。そして，実験場面では，被験者が

困窮者に直面していること，向社会的行動が求められて

いることが前提となり，向社会的行動が求められる文脈

と被験者個人との関係はほとんど考慮されてこなかっ

た。しかし，子どもの「個」の発達を観るためには，発

達段階はもとより，文化的，社会的文脈を知ること，つ

まり，子どもが日々どのような環境で生活し，学習して

いるかという文脈（context）を考慮することが重要と

なってくる（Selman,2002)。従来の研究で，帰属教示の

効果が実際の向社会的行動に示されなかったのは，発達

過程にある幼児にとって，日常と関係性の低い文脈，特

殊な状況で与えられた教示内容を向社会的特性として一

般化して認知することが困難であったからという可能性

がある。向社会的行動の発達モデルにおけるフィード

バック・ループが示唆するように自己認知の個人差は，

特殊な状況やある発達段階で突然出現するのではなく，

日常の生活や経験の中で次第に形成されていくと考えら

れる。幼児期の自己認知の特徴や個人差を理解するため

には，どのような環境で幼児が向社会的行動を学習して

いるかという文脈を考慮し，向社会的行動との関連を検

討することが重要である。

また，従来の向社会的行動と自己認知との関連を発達

的に検討した研究では，幼児に関しても，児童と同様に

状況的な向社会的特性についての帰属傾向が査定され，

幼児期は向社会的行動と自己認知とは関連がないとされ

てきた。一方で，日常性という視点から，幼児の「個人

特性」としての自己認知を検討した研究では，幼児期に

おいては，向社会的特性についての帰属傾向に個人差は

みられないが，「向社会的にふるまうことができるか」

という向社会性についての認知に個人差がある（伊藤，

2003）ことが示されている。幼児期といった発達段階を

考慮すると，幼児の向社会的行動は，自己の向社会的行

動を特性に帰属するか否かという帰属傾向と関連してい

るのではなく，どの程度向社会的行動を行っているかと

いった評価的側面についての認知と関連していることが

示唆される。幼児の日常生活の大半は遊びであり，幼児

は遊びの中で友だちの困窮場面に遭遇し，対人行動であ

る向社会的行動を学習している（Eisenberg＆Mussen，

1989/1991）ことを踏まえると，向社会‘性についての認

知の個人差は，遊び場面での向社会的行動と関連してい

る可能性が考えられる。そこで，本研究では，幼児期の

向社会的行動の発達を明らかにするために，帰属操作に

よらない「個人特性」としての向社会性についての認知

が，遊び場面での日常の向社会的行動にいかに関連して

いるかを検討する。

ところで，向社会性のように社会的価値が明白でポジ

ティブな特性に関する自己認知を扱う場合の問題点とし

て，現実の自己の特性や能力をいかに認知しているかと

いう評価的側面についての認知に，社会からの期待や望

ましさをどの程度認知しているかといった規範的側面に
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ついての認知評定項目（６項目）を作成した（Tableｌ)。

なお，幼児は言語の理解に限界がある（唐津・柏木，

1985）ことから，各評定項目の理解を促すために日常場

面を描いた図版を使用した。図版中に登場する主人公○

○君（ちゃん）は対象児自身であった。各質問項目を提

示した後，「△△した方がよいと思うか（規範的側面)」

という質問の後に，「△△していると思うか（評価的側

面)」と質問した。評定には，「少し思う」から「とても

思う」を４段階で図示した回答選択図を用いた。手順は，

以下の通りである。

（１）各評定項目について，「お友だちが◇◇（困窮状

況）の時に，○○君（ちゃん）は△△（向社会的行動）し

た方がいいと思いますか」と規範的側面についての質問

を行い，「いいえ」または「はい」の選択を求めた。「い

いえ」と回答した対象児に対しては，「○○君（ちゃん）

は△△（向社会的行動）しない方がいいと思うのね」と

回答を再確認した。「はい」と回答した対象児には回答

選択図を提示し，「どのくらい△△（向社会的行動）した

方がよいと思いますか」と質問し，赤いマグネットを回

答選択図上に置くように教示した。

（２）規範的側面についての質問（手順（１））に対して

｢いいえ」を選択した対象児には，「では，○○君（ちゃ

ん）は，幼稚園でお友だちが◇◇（困窮状況）の時に△

△（向社会的行動）をしていると思いますか」と評価的

側面について質問をし，「いいえ」または「はい」の選択

を求めた。規範的側面についての質問（手順（１））に対

して「はい」を選択した対象児には，回答選択図上の赤

いマグネットを指しながら「○○君（ちゃん）は，この

くらい△△（向社会的行動）をした方がいいと思うのね」

と教示した後，「では，○○君（ちゃん）は，幼稚園でお

友だちが◇◇（困窮状況）の時に△△（向社会的行動）を

していると思いますか」と評価的側面について質問を

し，「いいえ」または「はい」の選択を求めた。

（３）評価的側面についての質問（手順（２））に対して

｢はい」を選択した対象児には，「どのくらい△△（向社

会的行動）をしていると思いますか」と質問し，青いマ

グネットを回答選択図上に置くように教示した。「いい

ついての認知が含まれる可能性があることが指摘されて

いる（Rholes＆Ruble,1986)。そこで，本研究では幼児

の向社会性についての認知に関して，「向社会的行動を

した方がよいか」という規範的側面に対する認知を査定

したあと，「向社会的行動をしているか」という現在の

自己に対する評価的側面についての認知を査定し，これ

ら２つの側面を区別する。また，遊び場面での向社会的

行動について検討した研究では，幼児期は効果的な援助

方略を想起することが困難であること，さらに，向社会

的な意図が困窮者に受け入れられ，効果的に働くか否か

は仲間関係によっても左右されることが示されている

(若林，2003)。よって，向社会的行動の学習過程にある

幼児期においては，向社会的行動を前後場面の文脈とと

もに明らかにしていかなければ，行動が困窮場面で効果

的に働かなかった場合，その幼児の向社会‘性を過小評価

してしまう可能性がある。そこで，本研究では，遊び場

面の観察によって，個々の幼児が遊びの中で仲間とどの

ように相互作用しているか（調査１)，さらに．仲間との

相互作用の中でどの程度困窮状況に遭遇しているか，困

窮状況でどのような援助方略を用いているか（調査２）

を査定し，向社会性についての認知と遊び場面での向社

会的行動との関連を明らかにする。

調査１

自分の特‘性や能力を低く見積もっている子どもは，自

己志向的であり，他者への関心が低い（Cauley＆Tyler，

1989）こと，自己をどのように評価するかによって，相

互作用に対する積極‘性が異なる（Lewis，Bentleyｩ＆

SawyerJ980）ことから，向社会性についての認知の個

人差は，仲間への関心や相互作用に対する積極性と関連

している可能'性が考えられる。そこで，調査１では，

Rubin,Maioni,＆Ｈｏｍｕｎｇ（1976）の遊びの分類を基に，

遊び場面の仲間との相互作用を社会的参加度と活動内容

から検討し，向社会'性についての認知と，遊び場面での

仲間との相互作用に関連があるか否かを明らかにする。

方法

対象児幼稚園の５歳児クラスの男児１８名，女児１６

名，合計３４名を対象児とした。

調査内容と手順

遊び場面の観察観察は2001年５月から７月にかけ

て行った。観察者１名が，登園から一斉保育が開始され

るまでの自由時間における対象児の遊び場面を個別に観

察し，ビデオテープに録画した。観察は幼児１人につい

て１０分間ずつ３回に分けて行い，各々の観察は約１週

間から２週間の間隔をおいた。

向社会性についての認知評定遊び場面の観察終了

後，向社会』性についての認知評定を行った。Mills＆

Grusec（1989）の自己認知評定項目を基に，向社会性に

Tablel向社会催についての認知認定項目

幼児の向社会性についての認知と向社会的行動との関連

１
お友だちがけんかをしているのを見たとき，けんかを

とめる

遊びに入っていない友だちを見ると，遊びにさそう

遊具を友だちと仲よく使う

友だちが困っているとき手伝う

友だちがいじめられているのをとめようとする

困ったり悲しそうな友だちを見ると，なぐさめる

２
３
４
５
６
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え」を選択した対象児には，「○○君（ちゃん）は，△△

(向社会的行動）をしていないと思うのね」と回答を再確

認した。

結果と考察

遊び場面で録画したビデオ映像を基に，Rubinetal．

(1976）の遊びの分類法に従って，１０秒ごとの行動を社

会的参加度と活動内容の２つの視点から分類した。観察

者を含む２人の評定者が10分間×３２名分の相互作用に

ついて分類した結果，社会的参加度は93.5％，活動内

容は83.6％の評定が一致した。不一致であったものは，

分類基準を再確認し合意のもとで決定した。残り１０分

間×２回×３２名分の分類は観察者が分類した。社会的

参加度と活動内容の分類カテゴリーをＴａｂｌｅ２に示す。

各幼児の30分間の社会的参加度と活動内容を各々１８０

回（１分間６回×３０分）評定し，各々の分類カテゴリー

の出現頻度を算出した。

向社会性についての認知評定に関しては，規範的側面

についての質問，および評価的側面についての質問に対

して，「思わない」を選択したものを０点，「思う」につ

いてはその程度（少し～とても）によって１点から４点

に得点化し，６項目の合計得点から向社会性についての

規範得点，評価得点を算出した（rangeＯ～24,規範得

点α＝､68,評価得点α＝.79)。以下の分析では，STA‐

TISTICA（VersionO3J)，およびJavaScript-STAR（Ver‐

sion3.6.8J）の統計パッケージを使用した。

向社会性についての認知と，遊び場面での仲間との相

互作用の関連を検討するために，向社会性についての規

範得点・評価得点，および，社会的参加度と活動内容の

カテゴリーごとの出現頻度に順位をつけ，順位相関係数

を算出した（Table３)。その結果，規範得点と仲間との

Table２社会的参加度と活動内容の分類カテゴリー

社
会
的
参
加
度

分類カテゴリー 定義

ひとり遊び

遊んでいる様子はなく，まわりの出来事に気をとられている。あるいは，他の幼児の

遊びに興味を持ち，それを眺めているが，遊びに加わろうとしない。

何もしていない．

傍観的行動

17.4（19.0）

他の幼児の近くで遊んでいても，話しかけたり交渉することなく，お互いに，別々の

遊びに専念している。
ひとり遊び社

会
的
参
加
度

-．１３

他の幼児の側で同じようなおもちゃで遊んでいる。会話はみられるが，他の幼児が立

ち去っても，自分の遊びを続けている。
平行遊び

仲
間
と
の
相
互
作
用

子ども同士が同じひとつの遊びをし，その中で遊びに関する会話が行われるが，はっ

きりとしたルールや役割分担はみられない。
連合遊び

平行遊び

共通の目的に向けて集団が作られ，異なる役割を分担し，お互いに補い合ってひとつ

の目標に向かった活動が行われる。
協同遊び

-．１６

機能遊び 単純な筋肉運動や一定の動作を繰り返し行う。体を動かすこと自体を楽しむ遊び。

-.01

材料となる物で何かを作り出すことを楽しむ遊び。あるいは，本や動植物を鑑賞する

ことを楽しむ遊び。
活
動
内
容

構成・受容遊び

連合遊び

物の代用，行為や状況の代用によるふり遊び。架空の役割を演じることによって，想

像の世界を楽しむ遊び。
演技遊び

､３４ヤ

グループのルールに従った遊び。規則遊び

､2８

nable3向社会性についての認知と社会的参加度・活動内容との順位ｆ澗係数

､0４

向社会性についての認知

､0４

規範得点

20.8（3.6）

評価得点

17.8（4.5）平均注’（ＳＤ）

協同遊び

-.38＊注２

発達心理学研究第１７巻第３号

-.22

.1７5.2（12.1）

-.05

規則遊び

-.07

､0６

10.9（21.3）演技遊び ､１１

40.3（35.3）

-.0373.3（51.4） ､1８

､0４

81.0（47.2）

１．２（3.9）

活
動
内
容

注１．向社会性についての認知は平均得点，社会的参加度と活動内容は平均頻度を示す。

注２．〃＝３４＊'＜､０５ヤク＜・1０

､2４機能遊び

構成・受容遊び

58.6（49.2）
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相互作用の間には有意な相関関係は示されなかった。一

方，評価得点と社会的参加度のカテゴリーに有意な相関

関係が示され，向社会‘性についての評価得点が低いほ

ど，何もしていない．傍観的行動の頻度が多く（評価得

点γ＝-.38,’＜,05)，評価得点が高いほど，連合遊びの

頻度が多い傾向（γ＝.34,'＜,10）が示された。向社会的

行動を行っているという評価が低い幼児は，何もしてい

ないことが多く，友だちの遊びに興味を持っていてもそ

れを眺めているだけで，遊びに加わらない傾向がある。

一方で，向社会的行動を行っているという評価が高い幼

児は，友だちと同じ一つの遊びをし，その中で遊びに関

する会話を行う傾向がある。以上の結果から，向社会性

についての認知の中でも，評価的側面についての認知の

個人差は，仲間とどのくらい関わっているか（社会的参

加度）といった相互作用の質と関連していることが示さ

れた。

調査２

調査１では，向社会性についての認知を，規範的側面，

評価的側面の両面から検討した結果，向社会的行動を

行っているという評価的側面についての認知が高いほ

ど，遊び場面で仲間との相互作用が多いことが示され

た。友だちとの接点や相互作用が多い子どもは，向社会

的行動が多いこと（Barrett＆RadkeYarrowJ977;Eisen‐

berg-Berg,Cameron,Tryon,＆Dodez,1981)，向社会的に

ふるまうことができるという認知が高い幼児は，仲間に

対する向社会的行動が多いと教師から評価されているこ

と（伊藤，2003）を踏まえると，向社会性に関する評価

的側面についての認知，向社会的行動，仲間との相互作

用という３つの側面が互いに関連している可能性が示唆

される。そこで，調査２では，遊び場面での仲間との相

互作用，向社会的行動，向社会性についての認知の３つ

の関連を直接検討し，向社会性についての認知の個人差

が遊び場面での向社会的行動にいかに関連しているかを

明らかにする。

その際，仲間との相互作用と困窮場面との関連につい

て，以下の２つの可能性を考慮する。第１に，遊び場面

での仲間との相互作用が多いことが，向社会的行動が要

請される場面への遭遇頻度の多さに関連している可能性

である。仲間との相互作用の質による困窮場面遭遇回数

の多少が，向社会的行動の出現頻度に関与している可能

性が考えられる。第２に，仲間との相互作用が多いこと

が，遊びの中で得られる情報量の多さとも関連している

可能性である。友だちの個人特性や状況についての情報

が豊富であれば，そうでない場合よりも，場面に応じた

効果的な援助方略を想起することができる（若林，

2003)。相互作用の中で得た情報量の違いによって困窮

場面での援助方略の想起に差があり，これが，向社会的

行動の成功回数に関与している可能性もある。前者の場

合，調査１で仲間との相互作用が多い傾向にあった向社

会性についての自己評価の高い幼児は，集団遊び場面で

の困窮場面遭遇回数が多く，結果として困窮場面改善回

数が多くなることが予想される。一方，後者の場合に

は，仲間との相互作用が多い傾向にあった向社会性につ

いての自己評価の高い幼児は，困窮場面で用いる有効援

助方略数が多く，結果として困窮場面改善回数が多くな

ることが予想される。そこで，調査２では，上述の２つ

の可能性を検討するために，遊び場面の観察によって，

仲間との相互作用の中でどの程度困窮状況に遭遇してい

るか，困窮状況でどのような援助方略を用いているかを

査定し，仲間との相互作用，向社会的行動，向社会性に

ついての認知の３つの関連を明らかにする。

方法

対象児幼稚園の５歳児クラスの男児１７名，女児１２

名，合計２９名を対象児とした。

調査内容と手順

遊び場面の観察観察は2002年５月から７月にかけ

て行った。観察者３名が，登園から一斉保育が開始され

るまでの自由時間における対象児の遊び場面を個別に観

察した。観察は幼児１人について１０分間ずつ２回に分

けて行い，各々の観察は約１週間から２週間の間隔をお

いた。３名の観察者のうち２名は，対象児の遊び，対象

児と関わりをもった友だちの言動，それに対する対象児

の言語的・身体的反応を観察用紙に記録した。残り１名

は，観察記録を分析する際の補助データ用に，対象児の

遊び場面をビデオテープに録画した。

向社会性についての認知評定調査１と同様に行っ

た。

結果と考察

若林（2003）の向社会的場面・行動の分類を基に，困

窮場面・援助方略の分類（'mable4)．およびチェヅクリ

ストを作成した。３名の観察者が，遊び場面での観察記

録とビデオ映像から困窮場面を抽出し，困窮場面で用い

られた援助方略，場面に応じた援助方略（有効援助方

略)，最終的に観察対象者の援助方略によって困窮場面

が改善されたか，の３点をチェックした。援助方略につ

いて３名の分類の一致率は７１．７％，有効性に関しては

81.5％，困窮場面改善の判断は８９．１％であった。分類が

不一致であったものに関しては，３名の話し合いによっ

て合意を図った°また，１つの困窮場面で異なった援助

方略が用いられた場合，例えば，『けがをして泣いてい

る友だちに「大丈夫」と声をかけく言語的慰め>，動けな

いのを確認して先生を呼びに行ったく助けを呼ぶ>」とい

う場合には，援助方略２，有効援助方略２とカウントし

た。次に，チェックリストを基に，観察時間内の困窮場

面遭遇回数，困窮場面改善回数を算出した。また，全困
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Thble4函篤場面と援助方略の分類

困窮場面 援助方略

分類 例 分類 例

物質的困窮場面

ｌ物質的困窮者の存在

物質的向社会的行動

はさみが見つからなくて，作１物質的援助

品が作れない

自分が見つけた葉っぱ（お金）を友

だちに分ける

労力的困窮場面

２労力的困窮者の存在

３仲間入り場面

情緒的困窮場面

４泣いている子の存在

５嫌悪を抱く子の存在

ビニールテープを切り抜いて

動物の模様を作りたいが，う

まくいかない

砂場で川作りをしている仲間

に入りたい

３歳児が，登園後靴箱の前で

泣いている

一緒に遊んでいた友だちが，

積み木の取り合いから喧嘩を

始めた

労力的向社会的行動

２労力

３助言

４強い口調の助言

協力

５協力・協同

友だちが一輪車で水を運んでいるの

を手伝う

お絵かきする場所を探している友だ

ちに，空いているスペースを教える

喧嘩している友だちの仲介に入る

が，悪い点を責めて改善するように

命令する

友だちと一緒に三角コーンを運んで

きて，サッカーゴールを作る

身体的困窮場面

６負傷者の存在

世話

滑 り 台 か ら 落 ち て 頭 を 打 っ た６助けを呼ぶ 友だちが怪我をしたので先生を呼び

に行く

怪我をしていて鞄を取りにいけない

子に，鞄を持ってくる

その他の困窮場面

７危険な場面

８その他の困窮者の存在

ブランコをこいでいるすぐ後

ろを4歳児が通っている

他クラスの遊具（スコップ）

が園庭に放置されている

窮場面の援助方略数の合計と，場面に応じた援助方略数

の合計を，困窮場面遭遇回数で割り，一困窮場面あたり

の平均援助方略数（以後，平均援助方略数と表記)，お

よび，一困窮場面あたりの平均有効援助方略数（以後，

平均有効援助方略数と表記）を算出した。さらに，どの

ような文脈で困窮場面に遭遇したかを検討するために，

ビデオ映像を基に困窮場面遭遇時の仲間との相互作用

を，Rubinetal.（1976）の遊びの分類法に従って，社会

的参加度と活動内容の２つの視点（'Elble2）から分類し

た。観察者１名を含む２名の評定者が，困窮場面遭遇時

の社会的参加度と活動内容を分類した結果，一致率は，

社会的参加度88.3％，活動内容96.8％であった。分類

が一致しないものに関しては２名の話し合いによって合

意を図った。

向社会性についての認知評定に関しては，調査１と同

様に得点化し，向社会性についての規範得点，評価得点

を算出した（rangeＯ～24,規範得点α＝､81,評価得点

７代行

慰め

８言語的慰め

９非言語的慰め

怪我をした子に，「痛いの」と声を

かける

喧嘩をして泣いている子の頭をなで

る

α＝､72)。

仲間との相互作用と困窮場面との関連

遊び場面での仲間との相互作用と困窮場面との関連を

明らかにするために，社会的参加度，活動内容別に分類

カテゴリーごとの困窮場面遭遇率（遭遇回数／合計遭遇

回数）を算出した（'mable5)。社会的参加度の困窮場面

遭遇率（ｎｂｌｅ５）に関してｘ２検定を行った結果．出現率

に偏りがみられた（Ｘ２(4)＝187.83,’＜,01)。Ryan法によ

る多重比較の結果，遊び場面では「連合遊び｣＞「平行遊

び」＞「協同遊び」＞「傍観的行動」および「ひとり遊び」

の順に困窮場面に遭遇する割合が高いことが示された

('＜､05)。また，活動内容の困窮場面遭遇率（Table５）

においても同様の分析を行った結果，出現率に偏りが見

られた（Ｘ２(3)＝102.78,力＜､01)。Ryan法による多重比較

の結果，「構成・受容遊び」＞「機能遊び」＞「演技遊び」

および｢規則遊び」の順で困窮場面に遭遇する割合が高

いことが示された（'＜､05)。以上の結果から，遊び場面
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nable5社会的参加度および活動内容における困窮場面遭遇率

群分け（人数）規範得点（SD）差の検定評価得点(SD）差の検定

困窮場面遭遇

注１．困窮場面は平均頻度を示す。

注２．援助方略は１困窮場面あたりの平均頻度を示す。

頻度（回）遭遇率（％）

幼児の向社会性についての認知と向社会的行動との関連

何もしていない｡傍観的行動 0.97１

社
会
的
参
加
度

高群（〃＝8）２２．６（1.7）

ひとり遊び ３．８８４

困窮場面遭遇幾Ｗ

平行遊び 17.48１８

Ｆ(2,26)＝3.1

ｐ＜・1０

仲
間
と
の
相
互
作
用

連合遊び 72.827５

中群（〃＝9）２２．３（2.6）、.s、

協同遊び 4.85５

19.2（4.1）

計 1０３

中群（〃＝9）２１．８（2.5）、.s、

機能遊び 3７ 36.27

活
動
内
容

15.3（4.5）

構成・受容遊び 60.786２

低群（〃＝12）２０．３（4.3）

演技遊び ３ 2.94

高群（〃＝10）２２．８（1.6）

規則遊び 0.00０

困窮場面改善幾W’

計 １０２

Ｆ(2,26)＝3.0

力＜､1０

た。また，困窮場面遭遇，困窮場面改善，平均援助方

略，平均有効援助方略と評価得点の関連を検討するため

に，同様の分散分析を行った結果，困窮場面遭遇（Ｆ(2,

26）＝３．１力＜,10)，困窮場面改善（Ｆ（2,26）＝３．０

１＜,１０）において，群間における評価得点の差異傾向が

示された。下位検定の結果，困窮場面遭遇に関しては，

高群（'＜､10）・中群（ｐ＜､05）は，低群よりも評価得点

が高いことが，また，困窮場面改善に関しては，高群

は，中群（'＜､05）・低群（'＜､10）よりも評価得点が高

いことが示された。向社会性についての認知の中でも，

評価的側面についての認知と向社会的行動が関連してお

り”友だちの困窮場面に遭遇する回数が多いほど，困窮

場面を改善する回数が多いほど，向社会的行動を行って

いるという自己評価が高い傾向にある。しかし，困窮場

では，社会的参加度，活動内容といった仲間との相互作

用の質によって，困窮場面に遭遇する頻度が異なること

が示された。

向社会性についての認知と遊び場面での向社会的行動

との関連

困窮場面．および援助方略に関して，それぞれの平均

頻度と１/２標準偏差を基準に群分け（高群・中群・低群）

を行い，各群の規範得点，および，評価得点の平均値を

算出した（Table６)。困窮場面遭遇と規範得点との関連

を検討するために，困窮場面遭遇群（高群・中群・低群）

を要因とする分散分析を行ったが有意な差異は示されな

かった。困窮場面改善，平均援助方略，平均有効援助方

略に関しても同様に，それぞれの３群を要因とする分散

分析を行ったが，規範得点に有意な差異は示されなかつ

nble6向社会性についての認知と困窮場面・援助方略との関連

16.7（4.0）

、.ｓ、

１７．２（5.6）低群（〃＝12）２１．３（4.8）

高群（〃＝8）２１．６（2.7）

１８．８（3.1）

中群（〃＝9）２１．０（3.3）、.s、

18.9（3.2）

15.6（4.0）

、.Ｓ，16.8（4.2）

平均有効

援助方略

平均

援助方略

0.8注２

(0.5）

20.0（4.2）

0.7注２

(0.4）

高群（〃＝6）２３．３（1.2）

低群（〃＝10）２０．８（4.4）

１９．９（2.7）

16.8（4.4）低群（〃＝10）２０．８（4.1）

中群（〃＝13）２１．４（2.8）、.s、

16.7（5.1）
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面で，どのくらい複数の，あるいは効果的な援助方略を

使用できるかは，向社会性についての認知とは関連がみ

られない。

以上の結果から，遊び場面では，社会的参加度，活動

内容といった相互作用の質によって困窮場面遭遇回数に

差があること，向社会性についての認知の中でも，評‘価

的側面についての認知と向社会的行動が関連しており，

仲間との遊び場面で困窮場面に遭遇しそれを改善する回

数が多いほど，向社会的行動を行っているという自己評

価が高い傾向が示された。そこで．向社会的行動を行っ

ているという評価が高い幼児と低い幼児とでは，相互作

用での困窮場面遭遇にどのような違いがあるかを検討す

るために，自己評価群ごとの，社会的参加度(Figurel）・

活動内容（Figure2）における困窮場面遭遇平均回数を

算出した。

社会的参加度における困窮場面遭遇平均回数（Figure

l）に関して，２（自己評価群）×５（分類カテゴリー）の

分散分析を行った結果，分類カテゴリーの主効果（Ｆ

(4,108)＝21.37,’＜､05)，交互作用（Ｆ(4,108)＝４．３，

力＜,05）が有意であった。交互作用の下位検定の結果，

連合遊びにおける自己評価群の単純主効果が有意であり

(Ｆ(4,108)＝5.1,’＜､01)，'nlkey法による多重比較の結

果，評価得点高群の方が低群よりも，連合遊びでの困窮

場面遭遇回数が多いことが示された('＜､01)。活動内容

(Figure2）に関しては，困窮場面遭遇がカウントされた

３つの分類カテゴリーを対象に，２（自己評価群）×３（分

類カテゴリー）の分散分析を行った。その結果，分類カ

テゴリーの主効果（Ｆ(2,54)＝12.2,’＜,05）が有意であ

り，′nlkey法による多重比較を行った結果，機能遊び，

構成・受容遊びの方が，演技遊びよりも困窮場面遭遇回

数が多いことが示された（'＜､05)。しかしながら，自己

評価群の主効果は示されず，評価得点高群と低群との間

に困窮場面遭遇回数の差異はみられなかった。以上の結

果から，社会的参加度において自己評縦価群の特徴的差異

がみられ，向社会的行動を行っていると自己を評価して

いる幼児は．仲間と同じ１つの遊びをする中で困窮場面

に遭遇する回数が多いことが示された。興味・関心が同

じ友だちと接点を持ち，集団内で発生した困窮場面に関

与する回数が多いことが，向社会的行動を行うことがで

きるという自己評価の高さと関連していることが示唆さ

れる。

調査１，および先行研究（伊藤，2003;Eisenberg-Berg

eta1.,1981;Barrett＆RadkeYarrow》1977）の結果から，

遊び場面での相互作用，向社会的行動，向社会性につい

ての認知が互いに関連していることが示唆され，調査２

ではこれら３つの関連を直接検討した。その際，遊び場

面での相互作用と困窮場面との関連について，以下の２

つの可能性を考慮した。第一に，遊び場面での仲間との

相互作用が多いことが，向社会的行動が要請される場面

への遭遇頻度の多さに関連している可能性，第二に，仲

間との相互作用が多いことが，遊びの中で得られる情報

量の多さとも関連している可能性である。前者の場合，

仲間との相互作用の多い傾向にある向社会性についての

自己評価の高い幼児は，遊び場面で困窮場面遭遇回数，

および改善回数が多くなることが予想された。一方，後

者の場合には，仲間との相互作用の多い傾向にある向社

会性についての自己評価が高い幼児は，困窮場面での有

効援助方略数，および困窮場面改善回数が多くなること

が予想された。これに対して，調査２では，向社会的に

ふるまうことができるという評価的側面についての認知

は，困窮場面遭遇回数，および改善回数と関連があり，

評価的側面についての認知が高い幼児は低い幼児より

も，集団遊びの中で困窮場面に遭遇する回数が多いこと

が示された。この結果は，前者の可能性を支持するもの

であり，仲間との相互作用の質による困窮場面遭遇回数

の多少が，向社会的行動の出現頻度，および向社会性に

ついての評‘価的側面についての認知に関与していること

を示唆している。一方で，向社会的にふるまうことがで

４

「

１．５７

3.53 口高群

回低群

2.93

0.79

,i4z屑

口高群

口低群

３

３
２
１

平
均
回
数
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言一言

0.07０．０７０．２１
－、－障司

０．２１

Ｆ一一］鮎
何もしていないひとり遊び平行遊び連合遊び協同遊び

・傍観的行動

社会的参加度分類カテゴリー

Figurel社会的参加度における困窮場廊豊f遇回数

（向社会性についての評価得点高群・低群別）

０、

機能遊び構成・受容遊び演技遊び

活動内容分類カテゴリー

Figure2活動内容における函L鍔場面遭遇回数

（向社会性についての評価得点高群・低群別）
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きるという評価的側面についての認知と，困窮場面で用

いる援助方略数．有効援助方略数の間には関連が見られ

なかった。この結果は，仲間との集団遊びの中でたくさ

んの情報を集めることが効果的な援助方略の想起につな

がり，これが向社会的行動の成功回数の多さや向社会性

についての評価的側面についての認知の高さにつながっ

ているという後者の可能性を支持するものではなかっ

た。幼児期は，場面の手がかりについての情報処理を学

び，効果的な向社会的行動に関する感受性を培っている

時期であり（若林，2003;RomeEGruder,＆Lizzadro，

1986)，援助方略の多様さや有効性についての知識が，

向社会的行動の出現頻度や向社会性についての評価的側

面の認知に関与する段階にまでは至っていない可能性が

ある。この点に関しては，児童期以降を対象に検討を加

える必要があろう。

総合考察

本研究の目的は，向社会性についての認知が。遊び場

面での日常の向社会的行動にいかに関連しているかを明

らかにすることであった。そのため，調査１では，向社

会性についての認知と，遊び場面での仲間との相互作用

との関連を検討した。その結果，向社会的行動を行って

いるという自己評価が低い幼児は，遊び場面で何もして

いないことが多く，友だちの遊びに興味を持っていても

それを眺めているだけで，遊びに加わらない傾向がある

ことが，一方で，向社会的行動を行っているという自己

評価が高い幼児は，友だちと同じ一つの遊びをし，その

中で遊びに関する会話を行う傾向があることが示され

た。さらに．調査２では，仲間との相互作用，向社会的

行動，向社会性についての認知の３つの関連を直接検討

した結果，向社会的行動を行っているという自己評価が

高いほど，仲間との集団遊びの中で困窮場面に遭遇しそ

れを改善する回数が多いことが示された。本研究の意義

は，幼児の遊び場面に注目し向社会的行動を観察するこ

とによって，向社会性についての認知と実際の遊び場面

での向社会的行動とが関連していることを示した点であ

る。

従来，自己認知と向社会的行動との関連を原因帰属の

視点から検討した研究では，幼児は向社会的特性への帰

属教示を受けてもこれを自己の向社会的特'性として一般

化して認知することが困難であり，自己認知と向社会的

行動は関連がないとされてきた（Eisenbergeta1.,1987；

Grusec＆RedlerJ980)。一方で，幼児にとってより日

常的な場面で自己認知と向社会的行動との関連を検討し

た研究では，幼児でも自己の帰属や認知に基づいて向社

会的行動を行う可能性を示唆するもの（伊藤，２００３；川

島，1991;Cauley＆'IylerJ989）もあり，幼児期に関して

は一貫した結果が示されていなかった。こうした矛盾し

た結果の原因として，①自己認知と向社会的行動の評定

方法，②自己認知を個人特性として捉えるか否か，と

いった２点が考えられた。それらに対して,本研究では，

向社会的行動が求められる文脈と個人との関係を考慮す

るとともに，日常‘性および幼児期といった発達段階を考

慮し，帰属操作によらない向社会性についての認知の個

人差に視点を当てた。その結果，向社会性についての認

知の個人差と遊び場面での仲間との相互作用，および向

社会的行動との間に関連があり，向社会的にふるまうこ

とができるという評価的側面についての認知が高い幼児

は，仲間との同じ遊びをする中で困窮状況に遭遇し，改

善する回数が多いことが示された。先行研究では，評価

的側面についての認知が高い幼児は，自らの向社会的行

動結果について，援助に失敗した理由や援助に至るまで

の葛藤についてふり返る傾向があることが示されている

(伊藤，2003)。このように，向社会的行動を幼児自身が

いかに再構成するかによって，向社会性についての評価

的側面についての認知に個人差が生じていることを踏ま

えると，遊びの中で仲間の困窮状況に数多く遭遇するこ

と，さらに実際に向社会的行動を数多く経験すること

が，行動後の再構成の機会の多さにつながり，これが向

社会性についての評価的側面の認知を高めていることが

示唆される。

従来，幼児の向社会的行動の発達を検討した研究で

は，「他者の要求への注目｣，「動機づけ｣，「意図と行動

のつながり」といった行動の出現過程（Eisenberg,1986）

に，視点取得能力（e､9.Carloeta1.,1991)，共感性（e､9．

Underwood＆Moore,1982;Lennon＆Eisenberg,1987;浜

崎，1992）等の個人内要因がいかに関連しているかが検

討されてきた。これに対して，本研究では，遊び場面を

向社会的行動の文脈として位置づけた結果，向社会性に

ついての認知の個人差は，仲間との相互作用や困窮場面

遭遇や改善回数と関連があることが明らかになった。こ

の結果は，幼児の向社会的行動の育成を考える場合，従

来提唱されてきたような，他者の思考や感情の理解を促

し，いかに'情動的反応性を高めるかといった配慮

(Eisenberg＆Mussen,1989/1991）に加えて，向社会性

についての自己評価を日常生活の中でいかに高めるかと

いった配慮が必要であることが示唆される。さらに，こ

うした直接的な配慮に加えて，幼児が遊びの中で仲間と

接点を持つように，仲間の困窮場面に出会うように誘導

するといった間接的な配慮も重要であることを示唆して

いる。こうした直接的・間接的配慮によって，各々の幼

児が獲得した向社会的な特性や能力を発揮する環境を提

供することができ，これが幼児自身の自主的な向社会的

行動の学習につながると考えられる。本研究の結果は，

フィードバック・ループが提唱する向社会的行動の発達

における自己認知の重要性（Eisenberg,1986;Mills＆
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Grusec,1989）を支持するばかりでなく，発達モデルに

向社会的行動の学習の背景となる文脈を位置づける重要

性も示している。そして，向社会的行動の変容過程にあ

る幼児期においては，向社会‘性についての認知の個人差

や形成過程を検討する場合，日常，どのような環境で向

社会的行動が学習されているかという文脈を考慮する必

要性が示唆される。

最後に，今後の課題について考察する。本研究では，

向社会性についての認知を規範的側面と評価的側面に区

別して検討した結果，規範的側面についての認知と，仲

間との相互作用（調査１）・向社会的行動（調査２）との

関連は示されなかった。しかし，児童期を対象とした研

究では，小学２年生では，規範的側面についての認知が，

小学４年生では，規範的側面・評価的側面についての認

知がともに向社会的行動の出現過程に関与している（伊

藤，2004）ことが示されている。こうした研究結果を踏

まえると，向社会性についての認知から向社会的行動。

向社会的行動から向社会性についての認知といった

フィードバック・ループを経ることによって，規範的側

面・評価的側面についての認知の機能が変容していくこ

とが示唆される。今後，幼児期から児童期を対象に，向

社会性についての認知と向社会的行動の出現過程との関

連を発達的に検討する必要がある。また，自由場面での

向社会的行動を発達的に検討した研究では，小学２年

生・４年生の方が，幼稚園年長児よりも向社会的行動の

頻度が低いことも示されている（浅川・緒方，1986)。

こうした頻度の違いは，自由場面での相互作用の質の違

いを反映した結果であり，児童期にかけて共同遊びや集

団規則遊びといった社交的活動が多くなり，自由場面で

の向社会的行動の出現率を低下させていると考えられて

いる。以上のような研究結果から、幼稚園・保育園から

小学校への移行期において，遊び場面での仲間との相互

作用の質が変容するとともに，困窮場面遭遇の様相も新

たな段階を迎えることも予想される。小学校入学前後に

かけて，自由遊び場面での仲間との相互作用と，向社会

性についての認知，および向社会的行動との関連を縦断

的に検討し，向社会性についての認知の個人差が，遊び

の中でいかに形成されていくかを検討することも今後の

課題として残されている。
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大学生における職業の専門性への志向：

尺度の作成と医学部進学予定者の職業決定への影響の検討

森田慎一郎
(東京大学大学院教育学研究科）

日本では，今後，「専門性」を有する職業への就職を希望する学生の割合の増加が見込まれる。このよ

うな状況をふまえ，研究ｌでは，学生における職業への志向を，「専門性」を特徴づける諸概念に基づき

測定する尺度の作成を試みた。まず，社会学のプロフェッション研究の知見に基づき，「専門性」を特徴

づける５つの概念（｢利他主義」「自律性」「知識・技術の習得と発展」「資格等による権威づけ」「仕事仲間

との連携｣）を想定した。次に，大学２年生207名を対象とした質問紙調査を行い，因子分析の結果，５つ

の概念それぞれへの志向を測定する「職業専門性志向尺度」が完成した。研究２では，医師を志望する学

生に焦点をあて，「職業専門性志向」のなかで，彼らの「職業決定」に影響を与えるものの探索を行った。

先行研究の知見から，「人間関係」と関連の強い志向が影響を与えることが予想された。医学部進学予定

の大学２年生96名を対象とした質問紙調査を行い，重回帰分析の結果，「人間関係」と関連の強い「仕事

仲間との連携志向」のみならず，「人間関係」と関連の弱い「知識・技術の習得と発展志向」も「職業決定」

に影響を与えることが示された。

【キー・ワード】専門性，職業決定，医学部，技術の習得，キャリア発達

問題と目的

日本における「専門性」に対する関心の高まり

近年，日本において，職業の専門‘性（職業において，

特定の分野をもっぱら研究・担当する，という傾向。以

下，「専門性」と呼ぶ｡）に対する関心が高まっている。

このような動向は，まず，既に職業に就いている労働者

の意識に関する調査結果に現れている。例えば，役職や

昇進への志向がきわめて強いと言われてきた日本の労働

者の中に，実際は，「専門職への志向（指揮命令権限は

ないが専門能力を生かし，その分野のプロを目指すこ

と)」を重視する者がかなりの割合で存在することが明

らかになっている（田島，1999)。また，日本の労働者

の一社勤続志向が大きく低下し，同時に専門家志向が強

まっている，とも論じられている（佐藤，1995)。さら

に，様々な研究分野においても，「専門性」が注目され

ている。例えば，久本（2003）や太田（1996）は，経済

学の視点から，労働者の「専門性」を重視した企業施策

の意義について論じている。

ところで，未就業者である学生は，「専門性」をどの

ように認識しているのであろうか。これについては，日

本の学生は，「学歴・学校歴別労働市場」の影響もあり，

｢職業別労働市場」である欧州の学生などに比べると「専

門的職業」に就く割合が低い（日本労働研究機構，

2001)，との指摘がある。この指摘をふまえると，少な

くとも従来の学生においては，「専門性」への関心はそ

れほど高くなかったことが推測される。しかし，次にあ

げる社会的要因を考慮すると，今後，学生における「専

門性」への関心は高まると考えられる。

第一に企業の動向である。景気が回復に転じても，企

業は正規従業員の比率を低下させており（厚生労働省，

2004)，安定的な雇用を得るためには高い就業能力を示

すことが一層必要となっている。この点，「専門性」を

有する職業は，「資格」等によって特定分野の就業能力

を示すことができるため，魅力的であるといえよう。第

二に政府の動向である。近年．高度専門職業人養成を目

的とした専門職大学院が数多く開講された（山田，

2003)。こうした現象は，若者に，「専門性」を有する職

業への就職を動機づける側面があると考えられる。第三

に若者の労働観の変化である。バブル経済崩壊後，雇用

環境の悪化にもかかわらず，自発的離職の割合は増えて

いる（堀，2001)。また，世論調査によると，若年層を

中心として仕事そのものの楽しさや仕事の中での能力発

揮を求める「やりがい志向」が強くなっている（厚生労

働省，2004)。これらから，自分に適した仕事を求める

若者の姿勢は強くなっていることが推測される。この場

合，「専門性」を有する職業は，自分の関心に沿う知識

や技術を確実に仕事に活かせるという点で，魅力がある

と考えられる。

研究１の目的；「職業専門性志向尺度」の作成

このように，「専門性」を有する職業を志望する学生

の割合が増加することが見込まれる中，「専門性」とい

う切り口から学生の職業への志向を測定する尺度があれ

ば，学生の進路相談や職業教育などにおいて，有効に活
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用することができると考えられる。しかしながら，心理

学の先行研究においては，そのような尺度は見あたらな

い。そこで，本研究の第一の目的は，学生における職業

への志向を「専門性」を特徴づける諸概念に基づき測定

する尺度（以下，「職業専門性志向尺度」と呼ぶ）を作成

することとする。

この場合，２つの満たすべき条件がある。１つ目の条

件としては，尺度を構成する概念については，あらゆる

学生が理解できるほどの「一般性」を有していることが

あげられる。尺度作成にあたって，「専門性」に着目す

るあまり，尺度の項目内容を，ある特定の専門分野に特

化してしまうと，項目を理解できる者が当該専門分野に

従事する職業を志望する学生のみとなり，尺度を利用で

きる対象が極めて限定されてしまう。このような尺度で

は，学生の進路相談や職業教育における有益性という点

での価値は低くならざるをえない。したがって，尺度を

構成する概念は「一般性」を有する必要があるといえる。

２つ目の条件としては，尺度を構成する概念が，冒頭

に述べた，専門性への関心の高まりに関する社会的要因

を反映していること，があげられる。学生の進路相談や

職業教育においては時代に即した活動を行うことが重要

である。したがって，尺度の持つ進路相談や職業教育に

おける有益性を高めるためには，測定結果を社会的要因

と関連づける必要が生じる。そのためにも，尺度を構成

する概念は，時代状況に応じた社会的要因を反映してい

ることが求められるといえる。

このような２つの条件を満たす概念を想定することに

おいては，社会学の「プロフェッション')の定義」に関

する先行研究を援用することが有用と考えられる。なぜ

なら，これらの先行研究で追究されてきた「あらゆるプ

ロフェッションに共通する概念」は，「一般性」のある概

念を用いて，「専門性」を説明しようとした試みそのも

のと考えられ，また，社会学という学問の性質上，社会

的要因についての検討も十分になされているためであ

る。そこで，以下に，プロフェッション研究について概

観し，上述の概念を想定することとする。

プロフェッション研究に基づき想定された「専門性」を

特徴づける５つの概念

プロフェッションの定義は，「完全なる確定は無意味

である（中野，1981)」と評されるほどに多種多様であ

る。もともと西洋社会では，法律家，医師，聖職者など

の職業がプロフェッションとして認識されていた（山

田，1999)。したがって，これらの職業は「古典的プロ

フェッション」と呼ばれることもある。吉村（1992）に

1）社会学では「profession」に対して「プロフェッション」という邦

訳が定着しており，「専門職はprofessionの適訳とはいえない（別

府，2001)」という見解もあることから，本研究では社会学の知

見を述べる際には「プロフェッション」を用いる。

よれば，プロフェッションの定義においては，当初，

｢利他主義」の精神が重要であったが，その後，「技能の

有効‘性」が重視されるようになり，さらに，1960年代以

降は，それまでは「自営が原則」とみなされるほどに「自

律性」が重視されていたプロフェッションにおいて，結

果的に「自律性」の低下が促進される「組織労働化」が進

んだという。山田（1999）は，従来の論点をもとに，プ

ロフェッションの特徴を①技術にみられる高度な科学

性，②利潤非追求に根ざした利他主義，③倫理性を存在

根拠とする自己規制的共同体の３点にまとめている。ち

なみに，米国労働統計局はプロフェッションの構成要因

として，①専門教育基準の規定，②免許制の導入，③そ

の職業に関わる人々によって定められた行動基準の強

制，の３点をあげている（別府,2001)。

以上の知見をもとに，「専門‘性」を特徴づける概念と

しては，「専門性」を有する職業に従事する者の精神的

側面の強いものとして，「利他主義」と「自律‘性｣，さら

に，「専門性」を有する職業が成り立つための制度的側

面の強いものとして，「知識・技術の習得と発展」と「資

格等による権威づけ」と「仕事仲間との連携｣，の計５つ

を想定した。それぞれの定義は，利他主義を「他人の利

益や幸福を考えて仕事を進めること」とし，自律性につ

いては，プロフェッションの組織労働化が進展した現在

においては「自営であること」とするのは一般的ではな

いと判断し，「組織の制約から比較的自由であること」

とした。さらに，知識・技術の習得と発展を「知識・技

術を，訓練によって習得し，科学的態度に基づき不断に

発展させること」とし，資格等による権威づけを「資格

等によって，その職業に関する方面での優れた人物とし

て認められること」とし，仕事仲間との連携を「集団に

おける自己規制を受け入れ，周囲とつながって仕事を進

めること」とした。なお，「専門性」を論じる際に言及さ

れることのある「倫理性の遵守」については，上述の山

田（1999）に基づき，「仕事仲間との連携」における「集

団における自己規制」に含まれているとみなした。研究

1では，これら５つの概念に基づき「職業専門性志向尺

度」を作成する。

研究２の目的；医学部進学予定者の職業決定に影響を与

える「専門性」志向の探索

研究２では，研究１で作成した「職業専門性志向尺度」

を用いて，さまざまな職業を志望する学生群の中で，特

に，医師を志望する学生群に焦点をあて，彼らの職業決

定に影響を与える「専門性」志向について探索すること

とする。

医師を志望する学生群に焦点をあてた理由は２つあ

る。１つ目の理由は，既述のとおり，医師は「古典的プ

ロフェッション」の１つであり，社会において「専門性」

を有する職業として広く認知されていると考えられるた
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め，そのような職業を志望する学生の意識について把握

することが，今後，増加の見込まれる「専門性」の有す

る職業を志望する学生の意識を理解するために役立つと

思われたことである。２つ目の理由は，先行研究の有効

利用という点である。心理学においては，医師を志望す

る学生の職業決定に関する先行研究はほとんど見られな

いが，「対人援助色が強い」という点で共通する看護職

や教育職や福祉職を志望する学生の職業決定に関する先

行研究はいくつか存在する。したがって，そのような先

行研究における知見をもとに，本研究のリサーチクエス

チョンの明確化が可能になると考えられる。以下に，そ

の視点からまとめられた，先行研究の知見の内容とリ

サーチクエスチョンについて述べる。

まず，若林・後藤・鹿内（1983）は，短大生と専門学

校生を，人文系，保育系，看護系の３群に分けて比較し，

｢職業レディネス」と「就職確信度」は，高い順に，看護

系，保育系，人文系となることを見出している。なお，

｢職業レデイネス」尺度は,Super（1955）やCrites（1965）

の考えを参考に設定された５つの下位概念(①職業選択

への関心，②選択範囲の限定性，③選択の現実性，④選

択の主体性，⑤自己知識の客観性）に基づく計30項目

で作成されている。また，「就職確信度」尺度は，卒業

後にもっとも就職したいと思う職業を１つだけ書かせ，

その職業に実際に就職する可能性を０％から100％の１１

点尺度（１０％きざみ）で問うものである。次に，浦上

(1996）は，短大生を，専攻別に２群に分け，幼児教育

科の学生が教養学科の学生よりも「自己と職業の理解・

統合」と「職業的自己概念」において有意に高いことを

見出している。なお，「自己と職業の理解・統合」尺度

は，自己や職業について考えたり理解したり，さらにそ

れらを統合していくことに関する１２項目，「職業的自己

概念」尺度は，①職業的興味，②職業的価値，③職業的

能力の３つの領域に関する自己概念を問うものである。

次に，伊田（2003）は，教員養成系教育学部生を教職志

望積極群と消極群に分けて比較し，積極群は消極群より

も「職業レディネス」が高いことを見出している。なお，

ここでの「職業レデイネス」尺度（下村・堀，1994）は，

３つの下位尺度（明瞭性，関与，非選択性)，計15項目

から構成されている。これらの結果から，看護職や教育

職や福祉職を志望する学生は，人文系などの学生に比較

すれば，「心理尺度測定の結果から示唆される就職への

準備状態の程度」（以下，「職業決定」と呼ぶ）が高い，

といえるだろう。

それでは，看護職や教育職や福祉職を志望する学生に

おける「職業決定」は，職業のどのような特徴を志向す

ることと関連しているのだろうか。上述の若林ほか

(1983）は，「職業志向性尺度」を作成し，職務挑戦・人

間関係・労働条件という職業の３つの特徴に対する志向

を測定している。その結果，看護系と保育系は，「人間

関係（職業生活において職場での仲間や上司との良好な

人間関係を求める傾向)」への志向2)が高いほど「職業レ

ディネス」も高いのに対して，人文系ではそれが認めら

れないことを見出している。また，若林・後藤・宗方

(1989）は，同様の「職業志向性尺度」を用いて，教育・

福祉職や医療職・専門職への興味が大きい対象者は，

｢人間関係」への志向が高い傾向があることを見出して

いる。これらの結果から，看護職や教育職や福祉職を志

望する学生の場合，職業における「人間関係」への志向

と「職業決定」との間に正の関連がある，といえるだろ

う。

以上の知見を総括すれば，看護職や教育職や福祉職な

どの「対人援助色」の強い職業を志望する学生において

は，他の学生よりも「職業決定」が高いことが明らかに

なっている一方で，「職業決定」と関連を持つものとし

ては「人間関係」への志向以外には明らかになっていな

い，といえる。したがって，研究２のリサーチクエス

チョンとしては，「医師を志望する学生において，『職業

決定』に影響を及ぼす職業への志向は，『人間関係』への

志向以外に何があるのか？」を設定する。

研究の手続

本研究では，質問紙法を用いる。まず研究ｌの調査を

行い，結果を分析した後に，研究２の調査を行う。した

がって，両研究の調査の間には分析の期間を設ける。対

象者は，国立Ａ大学の２年生とし，調査時期については

両研究とも１０月頃とする。国立Ａ大学では,１，２年生は，

全学生が「教養学部」に所属し，３年生以上が，各専攻分

野の学部（医学部，法学部等）に所属する，すなわち，２

年時の前半終了時点で３年時に進学する学部が内定する

仕組となっている。したがって，２年時の１０月頃は，

｢内定した学部の科目の履修経験がほとんど無い」時期

であり，「専門教育が職業決定に与える影響」を最小に

するという意味で，本研究の調査時期に最適である，と

いえる。

また，分析手法としては，まず研究ｌでは，因子分析

を用いて，想定された「専門性」を特徴づける５つの概

念に基づいた職業専門性志向尺度を作成する。次に研究

２では，上述のリサーチクエスチョンに鑑み，相関分析

と重回帰分析を用いて「職業決定」と関連を持つ志向を

｢人間関係」の志向以外に見出すことを目指す。

また，研究２では，最初に，職業専門性志向尺度と

2）「人間関係」への志向を測定する尺度は，①仕事仲間とのよき人

間関係，②職場のみんなから受け入れられること，③上司とのよ

き人間関係，④仕事をつうじて社会に役立つこと，⑤家庭的な職

場の雰囲気，の５項目について，自分の就きたいと思っている職

業には，各項目の内容がどの程度そなわっていて欲しいと思うか

を，「非常にたくさんあってほしい」から「普通以下でよい」の５

段階で回答するよう求めたものである。
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｢就業動機尺度（安達，1998)」の両下位尺度得点の相関

を検討する。ここで「就業動機尺度」を用いる理由は２

つある。１つ目の理由は，安達（1998）が「就業動機尺

度」から抽出した「対人志向動機」因子（人間関係への興

味・関心や仕事を通じた人との交流，そしてチームワー

クの重視に関する項目群によって特徴づけられた）に基

づく尺度が，本研究の焦点となる「人間関係」への志向

を測定していると判断できるため，当該尺度との相関分

析によって，職業専門性志向尺度の下位尺度の「人間関

係」への志向との関連の強さを確認できることにある。

２つ目の理由は，安達（1998）が抽出した「上位志向動

機」因子（仕事によって社会的地位や名声を獲得したり，

周囲から高い評価を得ようとする項目群によって特徴づ

けられた）や安達（2001）が抽出した「自己向上志向動

機」因子（職業に関する知識や技術の会得，積極的な職

業探索，価値ある課題に挑戦する姿勢についての項目群

によって特徴づけられた）に基づく尺度との相関を分析

することにより，職業専門性志向尺度の下位尺度の特徴

を把握することができることにある。

なお，本研究の統計処理の計算にはSPSＳ１１．０を使用

する。

研究 １

予備調査

職業専門性志向尺度の項目の案出と選定を行った。ま

ず，「～な職業に就きたい」という文言で，「専門性」を

特徴づける５つの概念それぞれについて８項目前後，計

44項目（例；「利他主義」という特徴については「公共の

利益に貢献するような職業につきたい｣）を案出した。

それらの項目を「非常に当てはまる」から「全然当ては

まらない」までの６件法で評定させる質問紙調査を，

2003年１０月に国立Ａ大学２年生を対象として心理学関

連の授業時間中に実施し，計77名（男48名，女２９名，

平均年齢20.1歳）から回答を得た。因子分析（一般化最

小二乗法，プロマックス回転）の結果，「専門性」を特徴

づける５つの概念への志向性に対応する５つの因子を抽

出した。しかし，事前に想定された因子を特徴づけな

かった項目も多く，回収した質問紙の自由記述欄には

｢項目の内容が難解である」という意見が散見された。

そこで，各項目の内容をより一般'性の高い表現に改め

た。最後に，心理学を専門とする研究者１名と大学院生

１名の意見を参考に修正を加え，内容的妥当性を高めた。

以上の手続を経て，「専門性」を特徴づける５つの概念

への志向を，１つの概念につき、６～８個の項目で測定す

ることを意図した，職業専門性志向尺度（計37項目）が

完成した。

本調査

質問紙職業専門性志向尺度（予備調査で選定された

37項目）で構成した。項目はすべて「～な職業」という

文言に統一し，「非常につきたい（６点)」「かなりつきた

い（５点)」「ややつきたい（４点)」「あまりつきたくない

(３点)」「ほとんどつきたくない（２点)」「全然つきたく

ない（１点)」の６件法で評定を求めた。

対象者2003年１０～１１月に，国立Ａ大学の２年生

を対象として心理学関連の授業時間中に実施し，２０７名

(男144名，女63名，平均年齢20.3歳）から回答を得た。

対象者の進学予定学部の内訳は，医学部85名，文学部

42名，教育学部35名，理学部１０名，法学部９名，経済

学部９名，教養学部８名，農学部６名，工学部３名であ

り，医学部以外の学部の合計は122名であった。なお，

国立Ａ大学の教育学部は教員養成系の学部ではない。

結果と考察

因子分析と尺度作成職業専門職志向尺度の３７項目

を用いた因子分析（一般化最小二乗法）を行い，固有値

の減衰状況（第１因子から順に，8.78,5.45,3.82,2.16,

1.70,1.42，1.12）から５因子までを採用し，バリマック

ス回転を施した。５因子については，「専門性」を特徴づ

ける５つの概念への志向と対応していたため，それぞれ

｢自律性志向」「仕事仲間との連携志向」「利他主義志向」

｢資格等による権威づけ志向」「知識・技術の習得と発展

志向」と命名した。想定外の因子を特徴づけた項目や想

定した因子の負荷が低かった５つの項目（｢専門家とし

て一般の人間にアドバイスできる職業」「いろいろな分

野の人達の知恵を借りながら仕事を進めるような職業」

｢仲間の力をあてにせず自分の力だけで仕事をするよう

な職業」「知識や技術よりも運や勘（かん）を頼りに仕事

を進めていくタイプの職業」「自分がゆたかになること

だけを考えて仕事に打ち込める職業｣）を削除した上で、

再度，因子分析（主因子法，バリマックス回転）を行っ

た。′Elblelは，回転後の因子パターンと共通’性（因子抽

出後）である。そして，各因子を特徴づけた項目群に

よって，職業専門職志向尺度の５つの下位尺度を作成し

た。α係数（'Iablel参照）については，いずれの下位尺

度も.83以上であり，満足のできる信頼性が示された。

下位尺度得点間の相関の検討ここで，下位尺度得点

(各尺度における項目群の得点を合計したもの）間の相

関（'mable2参照）について考察する。最初に「利他主義

志向」に注目すると，「自律‘性志向」を除いた全ての志向

との間に弱いもしくは中程度の相関（､３６～､48）が認め

られた。これは，「仕事仲間との連携志向」における，

他者との協調が重要である点，「資格等による権威づけ

志向」における，多くの人に価値を認めてもらうことが

重要である点，「知識・技術の習得と発展志向」におけ

る，社会全体で有効性が認められた時代に即したものを

用いることが重要である点が，「利他主義志向」におけ

る，利己的ではなく他者の幸福を重視する点と通ずるこ



１
４
２
４
４
０
４

１
１
０
０
１
２
２

●
●
●
●
●
●
●

256

ｈｂｌｅｌ職業専門性志向尺度の因i子分折結果

注．＊*やく.001,＊やく.01,＊，＜､0５

項目 ＩⅡⅢⅣＶｈ２

､0０

Ｉ：自律性志向（Ｍ＝4.53,sＤ＝､72,α＝､88）

自分の判断によって仕事を進めるような職業

仕事のやり方は自分で考えていくタイプの職業

仕事の目標は自分で立てていくタイプの職業

なるべく自分一人で仕事の方針を決められる職業

自分の考えで仕事を工夫していくタイプの職業

他人の指示に従って仕事を進めるような職業a）

「自分はこの仕事を任されている」と感じられる職業

Ⅱ：仕事仲間との連携志向（Ｍ＝4.41,sＤ＝､79,α＝､87）

仲間どうしで助け合いながら仕事をする職業

仕事をする仲間どうしのつながりが強い職業

仕事をする仲間どうしが互いに励まし合う雰囲気のある職業

「チームで仕事をする」という機会がほとんどない職業a）

同じ仕事をしている人間どうしで話をするようなことがあまりない職業a）

仕事のルールは仲間どうしで決めていくタイプの職業

Ⅲ：利他主義志向（Ｍ＝4.59,sD＝､85,α＝､89）

一部の人間だけでなく社会全体のためにもなるような職業

仕事を通して，自分だけでなく社会にもメリットをもたらすことのできる職業

「この仕事をすることが世の中のためになっている」と感じられる職業

「世の中になくてはならない」と感じられる職業

いろいろな人間を支援することにつながるような職業

世間の人達のためになる知識や技術を生み出していくタイプの職業

世間が何を求めているかを気にせず,自分の専門だけに取り組むことのできる職業a）

Ⅳ：資格等による権威づけ志向（Ｍ＝4.08,sD＝､74,α＝､83）

「社会的な地位が高い」と感じられる職業

世間の人々から尊敬されるような職業

法律や規則などによって身分が明確になっている職業

資格を持つ人間だけが仕事をすることを許される職業

世間の人々から「先生」と呼ばれるような職業

「将来的に安定している」と感じられる職業

時代の変化とともに消えていくようなことのない職業

Ｖ：知識・技術の習得と発展志向（Ｍ＝4.45,sＤ＝､78,α＝､87）

仕事の内容と学校で学んだこととの関連が深い職業

学校で学んだことを，仕事の中で発展させていくような職業

仕事を通して「学校で勉強したことが役立っている」と感じられる職業

学校で学んだ知識や技術を活かすことのできる職業

学校で何を学んだかをあまり問われることのないままつくことのできる職業3）

因子寄与
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２
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６
１
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０
０
０
０
１
０
１

●
●
●
●
●
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●

９
１
２
３
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３
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０
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０
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１
０
３
５
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０
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３
１
１
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皿
朋
肌
駕
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８
３
９
５
２
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０
０
０
０
０
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●
●
●
●
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３

注．ヨ)逆転項目

、1３

．１２

．１３

．２１

．１７

３．６９

Table２職業享/Ｅｉｦ性志向下位尺度傷点間の栢関係数（研究⑩

３
６
３
７
７

７
６
６
５
３

●
■
●
●
●

鯉里高利他主義志向墓繍圭言
知識・技術の

習得と発展志向

､１６＊

､２１＊＊

､46*＊＊

､36*＊＊

、15＊

-.11

.36*＊＊
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とに起因すると考えられる。上記以外では，「資格等に

よる権威づけ志向」と「知識・技術の習得と発展志向」

との間に，弱い相関（､36）が認められた。これについて

は，資格を取得するためには，所定の教育機関で知識・

技術を習得するための訓練を受ける必要のあることや，

資格等が権威を維持するためには，知識・技術を不断に

発展させていく必要のあることなどの影響が考えられ

る。次に，「仕事仲間との連携志向」に着目すると，「自

律性志向」および「資格等による権威づけ志向」との間

に有意な相関が認められなかった。前者については，

｢仕事仲間との連携志向」に必要な「他者への配慮」と相

容れない側面が「自律性志向」にあること，また後者に

ついては，「仕事仲間との連携志向」では「組織全体の

力」が重視されるのに対して，「資格等による権威づけ

志向」では「権威に裏づけられた個人の力」が重視され

ることが，それぞれ要因として考えられる。

集団差に基づく尺度の妥当性の検討職業専門性志向

尺度の構成概念妥当性について，対象者を明確な集団差

が見込まれる２つの群に分割し，平均値を比較すること

によって検討した。分割の基準は，医学部進学予定者と

医学部以外の進学予定者（以下，「他学部進学予定者」と

呼ぶ）のいずれであるか，とした。理由としては２つあ

げられる。１つ目は，既述のとおり，「医師」が「『専門

性』を有する職業」として社会で広く認知されており，

それを目指す学生が「『専門性』を有する職業志望度高

群」にふさわしいと考えられたことである。２つ目は，

2004年度の国立Ａ大学における就職実績から推測すれ

ば，本研究の対象者においても，医学部進学予定者のほ

とんどが医師になる一方，他学部進学予定者のうちの相

当数が学部卒業の時点で企業等へ就職することが見込ま

れたこと，いいかえれば，他学部進学予定者については

｢『専門性』を有する職業志望度低群」とみなしてさしつ

かえない，と考えられたことである。

以上より，医学部進学予定者における平均値が他学部

進学予定者よりも高ければ当該尺度の妥当性が支持され

るという考え方に基づき，職業専門‘性志向尺度の５つの

下位尺度得点（各尺度における項目群の得点を合計した

もの）の平均値を/検定により比較した結果を'mable3に

示した。「利他主義志向」と「資格等による権威づけ志

向」については，医学部進学予定者が他学部進学予定者

よりも有意に高い一方で，「自律』性志向」「仕事仲間との

連携志向」「知識・技術の習得と発展志向」については，

有意差はなかった。

この結果だけを見れば，「利他主義志向」と「資格等に

よる権威づけ志向」の両下位尺度の妥当性は支持された

ものの，それ以外の３つの下位尺度の妥当性は支持され

なかったことになる。これに関しては，いくつかの解釈

が考えられたため，ここでは，上記３つの下位尺度の妥

当性についての判断を保留することにする。なお，解釈

の内容については，後述の総合的考察において，今後の

課題と併せて述べることとする。

研 究 ２

対象者と質問紙

2004年１０月に，国立Ａ大学２年生の医学部進学予定

者を対象として，以下の３つの尺度で構成した質問紙調

査を実施し，９６名（男７７名，女１８名，‘性別不明１名，

平均年齢20.6歳）から回答を得た。

１．職業専門性志向尺度研究１の本調査で尺度を構

成した32項目を用いた。研究１では，当該尺度の一部

について妥当性の判断を保留したが，いくつかの解釈

(総合的考察で後述）が可能であったことに基づき，研

究２で使用することとした。評定法も研究１の本調査と

同様とした。研究２における本尺度の下位尺度について

は，研究１で作成された５つの下位尺度とそれらを特徴

づける項目群をそのまま用いることとした。

２．職業決定尺度「職業決定」を測定する尺度として，

下山（1986）の「職業未決定」尺度における下位尺度の

うちの「決定」尺度（計４項目「Ｑ１；自分の職業計画は，

着実に進んでいる」「Ｑ２；自分のやりたい職業は決まっ

ており，今はそれを実現していく段階である」「Ｑ３；自

分の職業決定には自信を持っている」「Ｑ４；自分なりに

考えた結果，最終的にひとつの職業を選んだ｣）を用い

た。既に志望する職業が決まっている状態を示す上記４

Table３職業専門性志向下位尺度傷点の平均値(標準/偏差ﾉと横定)結果

自律性志向

仕事仲間との連携志向

利他主義志向

資格等による権威づけ志向

知識・技術の習得と発展志向

注．やく.0５

医学部進学予定者

Ｗ＝85）

4.55(.77）

4.41(､72）

4.74(､71）

4.22(､74）

4.49(､68）

他学部進学予定者

Ｗ＝122）

4.52(､68）

4.40(､83）

4.47(.92）

3.98(.72）

4.42(､85）

/値

/（205)＝､2３

１（205)＝・O８

ｊ（205)＝2.25＊

/（205)＝2.27＊

/（205)＝､6０
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（α＝.86）

3.62(､65）
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項目は，下山（1986）において，職業未決定の状態を反

映する項目とは異なるものとして「決定」尺度を構成し

ていることや，尺度として満足できる信頼性（α係数＝

.73）が確認されていることなどから，本研究における

｢職業決定｣，すなわち，心理尺度測定の結果から示唆さ

れる就職への準備状態の程度，を測定するものとしても

適切であると判断した。なお，「当てはまる（３点)」「ど

ちらともいえない（２点)」「当てはまらない（１点)」の３

件法で評定を求めた。

３．就業動機尺度安達（1998）の作成した尺度を用

いた。本尺度を採用した理由は，「問題と目的」に記し

た。項目としては，安達（1998）が最終的に分析対象と

した38個を使用した。「当てはまる（５点)」「やや当て

はまる（４点)」「どちらともいえない（３点)」「あまり当

てはまらない（２点)」「当てはまらない（１点)」の５件法

で評定を求めた。

結果と考察

職業専門性志向と「就業動機」との関連まず，就業

動機尺度について，安達（1998）と安達（2001）では，

採択された因子数が異なっている（４因子と３因子）こ

とをふまえ，改めて，３８項目について因子分析（主因子

法）を行った。固有値の減衰状況（第１因子から順に，

10.47,4.74,3.06,2.０１，１．４４）から，第３因子までを採

択し，プロマックス回転を施した。次に，想定外の因子

を特徴づけた項目など７項目（1,3,4,6,20,28,29）を削

除し，改めて同様の因子分析を行った。なお，項目を示

す数字は安達（1998）で使用されている項目番号であり，

以下同様である。その結果，第１因子は14項目（8,12,

17,18,21,22,25,30,33,34,37,38,40,41)，第２因子は９

項目（2,10,14,19,23,27,31,35,39)，第３因子は８項目

(7,11,13,15,16,24,32,36）で特徴づけられ，因子間相

関は，第１因子と第２因子間が.49,第２因子と第３因子

間が.02,第１因子と第３因子間が.２０であった。各因子

を特徴づけた項目の内容から，安達（2001）と同様に，

｢自己向上志向動機」「対人志向動機」「上位志向動機」の

3因子が抽出されたと解釈できた。そこで，各因子を特

徴づけた項目群によって３つの下位尺度を作成した。α

係数（'mable4参照）については，いずれも.83以上であ

り，満足のできる信頼性が示された。

次に，職業専門性志向尺度と就業動機尺度それぞれの

下位尺度得点（各尺度における項目群の得点を合計した

もの）間の相関を求め，結果を'mable4に示した。まず

｢対人志向動機」との間には，「仕事仲間との連携志向」

が強い相関（､76）を示し，「利他主義志向」が中程度の

相関（､53)，「知識・技術の習得と発展志向」が弱い相関

(､25）を示した。一方，「自律性志向」と「資格等による

権威づけ志向」は，有意な相関を示さなかった。また，

｢上位志向動機」との間には，「自律性志向」と「資格等

による権威づけ志向」だけが有意な相関（､２９と.67）を

示した。したがって，上述の「対人志向動機」との相関

に引き続き，「自律性志向」と「資格等による権威づけ志

向」は，同様の傾向を示すことが明らかになった。これ

については，「自律性志向」と「資格等による権威づけ志

向」の両者に認められる，仕事を進める際に自分自身の

裁量が認められることを志向する，という側面が，チー

ムワークを重視する「対人志向動機」とは関連しにくい

一方で，裁量権の高い立場の獲得，すなわち，社会的地

位や名声の獲得を目指す「上位志向動機」とは関連しや

すい，という解釈が考えられる。さらに，「自己向上志

向動機」との間には，「資格等による権威づけ志向」を除

く４つの志向が有意な相関（いずれも.43以上）を示し

た。これについては，「資格等による権威づけ志向」の

みに認められる「将来的な安定が見込まれる現状に満足

する」という受身的な側面が影響を与えた，という解釈

が考えられる。

以上より，職業専門性志向の５つの下位概念について，

｢人間関係」への志向と最も関連が強いものは「仕事仲間

との連携志向」であること，並びに，有意な相関が認め

られるか否かに基づき５つの概念を二分した場合，その

分かれ方は相関分析の対象となる尺度によって異なるこ

Table４就業動機下位尺度縁点職業決定尺度編点との相関係数

4.60(.66）

4.48(､81）

4.80(､73）

4.21(､63）

4.81(､78）

自己向上志向動機

（α＝､91）

4.29(､54）

上位志向動機

（α＝､83）

3.40(､70）

職業決定

(α＝､82）

2.54(.52）

発達心理学研究第１７巻第３号
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-.02
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.67*＊＊
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注１．…p＜､001,＊やく.01，やく.０５

注２．尺度名の右側もしくは下側の数値は，各尺度得点の平均値(標準偏差）
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連が認められたものの，重回帰分析においては「職業決

定」への直接的な影響は認められなかった（β＝､11)。

これについては，「利他主義志向」と「職業決定」との間

の相関の高さは，「利他主義志向」と「職業決定」の双方

が「仕事仲間との連携志向」や「知識・技術の習得と発

展志向」との相関を有することによって生じた，という

解釈が考えられる3)。

総合的考察

本研究の要約

本研究の第一の目的は，学生における職業への志向を

｢専門性」を特徴づける諸概念に基づき測定する尺度を

作成することであった。まず，社会学のプロフェッショ

ン研究を援用し，「専門性」を特徴づける５つの概念（｢利

他主義」「自律性」「知識・技術の習得と発展」「資格等に

よる権威づけ」「仕事仲間との連携｣）を想定した。次に，

質問紙データに基づき，５つの概念それぞれへの志向を

測定する「職業専門性志向尺度」を作成した。

本研究の第二の目的は，「職業専門性志向尺度」を用

いて，特に，医師を志望する学生群に焦点をあて，彼ら

の「職業決定」に影響を与える職業専門性志向を探索す

ることであった。先行研究をもとに，「人間関係」への

志向以外に「職業決定」に影響を及ぼす志向は何か，と

いうリサーチクエスチョンを設定し，質問紙データに基

づき検討した結果，「職業決定」に影響を及ぼすものと

しては，「人間関係」への志向と関連の強い「仕事仲間と

の連携志向」以外に，「知識・技術の習得と発展志向」が

該当することが示された。

と，が示された。

職業専門性志向と「職業決定」との関連まず、職業

決定尺度のα係数を求めたところ，、82であり，満足の

できる信頼性が示された。そこで，４つの項目の合計得

点を職業決定尺度得点とした。次に，職業専門性志向尺

度の下位尺度得点と職業決定尺度得点との相関を求め

た。′mable4のとおり，「職業決定」との間には，「仕事仲

間との連携志向」と「利他主義志向」と「知識・技術の習

得と発展志向」が有意な相関（.３９と.２９と.31）を示し

た。最後に，職業専門性志向尺度の５つの下位尺度得点

を独立変数，「職業決定」を従属変数とする重回帰分析

(強制投入法）を行ったところ，決定係数は.２３(p＜,001）

であり，各独立変数の標準偏回帰係数（以下，「β」と表

す）はＴａｂｌｅ５のとおりであった。なお，分析を行う前

に，独立変数である下位尺度得点間の相関（'mable6参

照）を確認し，多重共線'性の問題は生じないと判断した。

以上より、職業専門性志向尺度の下位概念の中で「職

業決定」に最も影響を及ぼすのは。就業動機尺度との相

関分析を通して「人間関係」への志向と最も強い関連が

示された「仕事仲間との連携志向」であること（β＝､28）

が明らかとなった。さらに，就業動機尺度との相関分析

では「人間関係」への志向との関連の弱かった「知識・

技術の習得と発展志向」も「職業決定」に対して影響力

を持つこと（β＝､23）が示された。一方，「利他主義志

向」は，相関分析においては「職業決定」との有意な関

nble5／職業決定／を従属変数とした

重)回帰分析の結果

Table６職業車/日性志向下位尺度得点間の栢関係数（研究2ノ

(独立変数）

注１．＊*率p＜､001，やく.０５

注２．数値は標準偏回帰係数

3）この解釈に基づき，構造方程式モデリングを用いて，「利他主義

志向」と「仕事仲間との連携志向」と「知識・技術の習得と発展志

向」という３つの潜在変数それぞれが「職業決定」という潜在変

数に直接的な影響を及ぼす，というモデルを検討した。結果は，

「仕事仲間との連携志向」から「職業決定」へのパスと「知識・技

術の習得と発展志向」から「職業決定」へのパスについてはパス

係数が有意である一方，「利他主義志向」から「職業決定」へのパ

スについてはパス係数が有意でないというものであり，この解釈

を支持していると考えられた。ただし，モデルフィットが充分で

ない等の課題も残されたため，今後の更なる検討が必要である。

注．＊*やく.001,＊ツ＜,01，やく.0５
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本研究の意義と今後の課題

研究１では，職業専門性志向尺度を構成する概念とし

て，あらゆる学生が理解できるほどの「一般性」を有し，

かつ，「専門性」への関心の高まりに関する社会的要因

を反映している，という２つの条件を満たすものを想定

し，それらに基づく項目群を作成したことに意義がある

といえる。これにより，より多くの学生が本尺度を利用

することが可能となり，進路相談や職業教育における有

益性を高めることができたと考えられる。ただし，この

ことは本研究の課題にも関連する。もともと「一般性」

と「専門性」は，概念的に対立するものであるため，そ

れぞれが関連する２つの条件を満たすことには困難な面

がある。それゆえ，研究１においても，予備調査を通し

て項目内容の修正を行う必要が生じたといえる。しかし

ながら，手続的に必要だったとはいえ，この修正によっ

て，「専門性」を特徴づけるとして想定された５つの概

念が本来有していた意味よりも，項目群が有する意味の

方が拡大した可能性がある。したがって，今後，項目の

選別や項目の内容を精綴化することにより，この点を改

善していくことが課題といえる。

また，研究１で，尺度の妥当性の検討においては，

｢自律性志向」「仕事仲間との連携志向」「知識・技術の習

得と発展志向」について，医学部進学予定者と他学部進

学予定者との間に有意差が認められなかった。これにつ

いて，４つの解釈が考えられた。１つ目は，上述の，項

目修正の影響であり，今後，項目が精撤化されれば，有

意差が認められる可能性がある。２つ目は，対象者の群

分けの問題である。本研究では，医師を志望する学生に

着目したこともあり，他学部進学予定者を「専門性」を

有する職業志望度低群，とみなしたが，他学部進学予定

者の中にも，「専門性」を有する職業志望者は存在する

はずである。したがって，今後，対象者の志望する具体

的職業名をもとに「専門性」を有する職業の志望度の高

低を個別に判別した上で群分けすれば，有意差が認めら

れる可能性がある。３つ目は，「専門性」を有する職業に

おいて，既に指摘のある「自律性の低下」のみならず，

｢仕事仲間との連携」や「知識・技術の習得と発展」が，

従来ほど特徴的なものでなくなっている，言い換えれ

ば，「自律性」と「仕事仲間との連携」と「知識・技術の

習得と発展」については，あらゆる職業に共通して認め

られる概念となっているため，志望する職業の相違に

よっては３つの概念への志向の差が認められない，とい

う解釈である。４つ目は，「専門性」を有する職業の中で

も，職種によって５つの概念の重要性が異なっていると

いう解釈である。この場合，「医師」という職種は５つ

の概念のうち「利他主義」と「資格等による権威づけ」の

２つの重要性が高いため，医師を志望する者において，

それらへの志向が高まりやすい，ということになる。３

つ目と４つ目については，今後，様々な職種を志望する

学生を対象に本尺度を施行することによって検証するこ

とが可能といえる。

次に研究２では，「職業決定」に影響を与えるものと

して，「人間関係」への志向と関連の強い「仕事仲間との

連携志向」以外に，「知識・技術の習得と発展志向」を見

出したことに意義があるといえる。このことから，医師

を志望する学生の「職業決定」を促進するためには，進

路相談や専門教育において，「仕事仲間との連携志向」

と「知識・技術の習得と発展志向」を高めるような働き

かけを行うことが効果的であるといえよう。

さらに，興味深いことに，研究１では，上記の「仕事

仲間との連携志向」と「知識・技術の習得と発展志向」

については，医学部進学予定者と他学部進学予定者との

間に有意差が認められなかったのに対し，「利他主義志

向」と「資格等による権威づけ志向」については，医学

部進学予定者が他学部進学予定者よりも有意に高かっ

た。研究１と研究２では対象者が異なるため，それらを

まとめて議論することには限界があるものの，これらの

結果から，医師を志望する学生の「職業決定」に影響を

及ぼすのは，他の学生よりも高水準にある「利他主義志

向」や「資格等による権威づけ志向」ではなく，他の学

生と水準的に差のない「仕事仲間との連携志向」と「知

識・技術の習得と発展志向」であることが示唆されたと

いえる。

ところで，2001年３月に文部科学省によって作成され

た「医学教育モデル・コア・カリキュラム（文部科学省，

2001)」では，これまでの臨床前医学教育の問題点とし

て，①縦割りによる学問領域の閉鎖性に基づく有機的連

携の不十分さ，②知識伝授の講義形式による受身学習に

基づく課題探求・問題解決能力の育成の不十分さ，の２

点が指摘され，それらの解決に向けたガイドラインが示

されている。いみじくも，前者の問題点の解決は，「仕

事仲間との連携志向」の育成に，後者の問題点の解決は，

｢知識・技術の習得と発展志向」の育成に寄与するとこ

ろがあるといえる。したがって，本研究の結果は，上述

のガイドラインの方向性が，医師を志望する学生の「職

業決定」にも肯定的な影響を及ぼすことを示唆したとも

いえよう。

最後に，本研究を発展させる１つの方向性として，職

業専門性志向の５つの下位概念相互の関係について検討

することをあげたい。本研究では，５つの下位概念それ

ぞれが有する「職業決定」への直接的影響について検討

したが，例えば，「利他主義志向」は「職業決定」との間

に有意な相関が認められても直接的影響は認められない

といった結果からは，５つの下位概念間に因果関係の存

在を推測することも可能である。５つの下位概念相互の

関係を因果関係のような階層構造として捉える視点は，
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個人における職業専門性志向の発達過程を検討する上で

も重要なものとなるであろう。
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幼児における空間参照枠の発達：

経路説明における言葉と身振りによる検討

関根和生
(白百合女子大学文学研究科）

本研究では，幼児が経路説明時に産出する発話と自発的な身振りから，どのような空間参照枠の使用

が示唆されるか，また，それらが加齢に伴いどのように変化していくのかということを検討した。公立

保育園に通う幼児55名に保育園から自宅までの経路説明を求めたところ，加齢に伴い身振り量，発話量

が増加し，ランドマークや左右への言及数が多くなることが明らかにされた。また，身振りの形態的特

徴を観察したところ，４歳児は，帰宅経路の方向に身体を定位させて身振りを産出する者が多く，手を肩

よりも上に上げる割合が多かった。一方，６歳児では，実際の帰宅経路とは関係のない方向で身振りを産

出する者が多く見られ，腕の上げ下げが最も多かった。また，傭撤的な視座から経路を描写するサー

ヴェイ・マップ的身振りの産出が５歳児，６歳児でみられた。こうした身振りの形態的特徴から，４歳児

では自己の身体を原点とした参照枠を，６歳児では経路上のランドマークに基づく参照枠を主に使用して

いることが示唆された。以上の結果から，幼児期には参照枠が自己中心的参照枠から固定的参照枠へと

変化していくことが示唆された。最後に，参照枠の発達的変化に影響を与える要因として，言語的符号

化能力と通園経験による学習効果が議論された。

【キー・ワード】自発的身振り，発話，参照枠，空間認知，幼児

問題と目的

幼児期に入ると，多くの子どもが幼稚園や保育園に通

うようになる。園と家との間をほぼ毎日往復する中で，

子どもたちは自分の住んでいる環境をどのように認識し

ているのだろうか。それは園から自宅までの経路の説明

において，どのように表れるのだろうか。本研究では，

参照枠（frameofreference）に注目し，経路説明におけ

る言語記述と身振りから，その発達的変化を明らかにす

ることを目的とする。

参照枠とは空間的な認識や行動において基準となる枠

組み（座標系）のこと（開・松井,2001）であり，空間内

の対象や場所を同定したり，環境に自分自身を位置づけ

たりするために用いられる。こうした参照枠が年齢と共

にどのように発達するかについて，大規模環境の参照枠

に関するこれまでの研究は，主にPiaget（Piaget＆

InheldelJ956;Piaget,Inhelder;＆Szeminska,1960）の発

達モデル，すなわち自己中心的参照枠から外界基準的参

照枠への変化という仮説に沿って行なわれてきた。

Piagetetal.（1960）は，４歳から１０歳までの子どもの参

照枠の発達を，学校周辺の環境模型の再構成やスケッチ

マップによって調査した。その結果，前操作期の子ども

は，自己の身体的活動に依拠した参照枠を用いるが，具

体的操作期に入ると，周囲のランドマークなど，自己以

外の外界を参照する参照枠を使用するようになることを

見いだしている。Ｈart＆Moore（1973）は，こうした

Piagetetal.（1960）の発達理論や，Shemyakin（1962）の

地形表象の発達理論の定位体系を土台に，三つの参照枠

を提案した。

Ｈart＆Moore（1973）のモデルによれば，前操作期の

子ども（およそ７歳まで）は，自己の身体を参照点（基

準となるもの）とする自己中心的参照枠（Egocentric

frameofreference）を使用するという。つまり，自己の

身体運動によって，経路を想起したり空間内の対象に定

位したりする。前操作期から具体的操作期にかけて（７

～９，１０歳まで）は，固定的参照枠（Fixedfifameofrefer‐

ence)，すなわち環境内に固定された要素であるランド

マークを利用することができるようになる。固定的参照

枠では，環境内の特定のランドマークを局所的に関連づ

けることができるようになるが，ランドマークの全体的

な関係を，一つの視点から相互に協応させて関連づける

ことはできない。最後に，具体的操作期の均衡化を達成

するようになると（およそ９，１０歳以降)，子どもは，空

間を包括的に統合した相互協応的参照枠（Coordinated

hfameofreference）を利用することができるようになる。

Ｈart＆Moore（1973）は，こうした参照枠が空間表象

を構成する本質的な要素であるとして，経路の系列的な

移動の表象であるルート・マップ（route-map）型表象

と，二次元座標体系に従った，環境の包括的な表象であ

るサーヴェイ・マップ（survey-map）型表象（Shemyakin，



264 発 達心 理学 研究 第１７巻第３浩

1962）が，それぞれ固定的参照枠の使用と相互協応的参

照枠の使用によって形成されるとしている。

しかし，これまでの子どもの空間認知研究で用いられ

てきた方法論では，参照枠の実際の使用やその変化を捉

えるのが難しい。そもそも参照枠は，日常生活におい

て，環境内の移動や他者への道案内など，多様な文脈に

おいて使用されるのであり，他者に道を教えたり環境の

イメージを想起したりする際に何が起きているのかとい

うこと，つまり参照枠が実際にどのように使用されてい

るのか，ということが調査される必要がある。これまで

の空間認知研究で用いられてきた方法論をみると，例え

ば，地図や航空写真，風景写真，環境模型を用いた再認

法では，刺激を統制できるものの，実験参加者に参照枠

についての情報を与えてしまう可能性がある（谷，

1980)。また，言語的描写では，４，５歳児の多くは質問

に答えることができず，スケッチマップにおいては子ど

もの描画スキルが影響してくる（Piageteta1.,1960)。こ

のように，これまでの方法論では三次元である空間を二

次元平面へ投影しなくてはならなかったり，言語や描画

などのスキルが求められたりと，子どもの表出に一定の

制約が課されるため，幼児期の子どもがどのような参照

枠をどのように使用しているかということが捉えにく

い。

そこで本研究では，実験参加者の空間イメージが三次

元空間に投影され，参照枠の使用を動きの中で捉えるこ

とのできる発話中の身振りに注目する。身振り')は発話

をする際にしばしば生じるが，特に空間情報の伝達にお

いて生じやすいことがわかっており（Iverson＆Goldin‐

MeadowJ998;Rauschel;Krauss,＆Chen,1996)，幼児期

の子どもにとっては容易に産出できる主要な表現媒体で

あることが強調されている（例えば,Doherty-Sneddon＆

Kent,1996;Ryereisen&deLannoyJ991;Goldin-Mead-

ow；Ｗein,＆Chang,1992)。

近年では，成人を対象に，身振りと参照枠との関係を

明らかにしようとする研究が増えてきている。Levinson

(2003）は，対象布置の記憶や大規模空間の記述におい

て，「(私から見て）ボールは椅子の右にある」というよ

うに主に「前後左右」などの相対的参照枠を使用する言

語（例えば，英語や日本語）と，「ボールは椅子の北側

(山側）にある」というように主に方位や地形などの絶対

的参照枠を使用する言語（例えば，ツェルタル語やグウ

グ・イミディール語）に分類し，それぞれの参照枠に

l）ここでいう「身振り」とは，発話に付随して生じる腕や手の動き

のことを指しており，手の形やその意味が社会的慣習によって決

まっているエンブレムや言語のように体系化されている手話とは

区別される。話者が自発的に産出することから「自発的身振り」

（spontaneousgesture)と呼ばれているが，本稿では単に「身振り」

と表記する。

よって大規模空間を記述する際の身振り表現が異なるこ

とを報告している。Levinson（2003）によれば，参照枠

間の最も顕著な違いは，身振りの産出される方向であっ

たという。つまり話者の産出する身振りの方向が実際の

指示対象や目標地点の方向と一致しているか否か，とい

うことが使用する参照枠によって異なっていたのであ

る。絶対的参照枠の言語使用者の身振りは，遠方の対象

を説明する際に実際の方向を指し示すことが多く，肘の

伸張や手の上昇が多くみられ，身振りの４分の３が話者

の周辺空間で産出されていた（Levinson,2003,6章)。さ

らに，指さしだけでなく，移動の軌跡やランドマークな

どを描写する図像的身振りも，指示対象の位置する方向

に向けて産出されていたという。一方，相対的参照枠の

言語使用者の身振りは，約60％が話者の正面空間で産

出され（Levinson,2003,6章)，遠方の対象物を指示する

場合であっても，肘が伸びたり手が上昇したりすること

が少ないのが特徴であるという。

こうした参照枠による身振りの違いは言語間だけでは

なく，同一言語内でも見いだされている。Kitａ（1998）

や喜多（2002）は，大学キャンパス内における道案内場

面での身振りを，実際の方向と一致しているか否かとい

う基準によって，地理基準座標系（geo-anchoredcoordi‐

natesystem）と身体基準座標系（body-anchoredcoordi‐

nateSyStem）とに分類し2)，それぞれの身振りの形態的

特徴を調べたところ，Levinson（2003）の報告と同様，

地理基準座標系の身振りは，肘が伸びきり，手が肩より

も上に上がることが多かったという。

説明中の身振りから示唆されることは，参照枠だけで

はない。EmmoreymVerskyｩ＆'Elylor(2000）の研究では，

産出された身振りから，話者が空間イメージを想起する

際に取る視点を検討している。Emmoreyetal.（2000）

は，参加者に地図上のランドマークの説明を求め，「左

右/前後」に関する言葉や場面の中を動くような記述を

ルート・マップ視点に，「東西南北」という方位を使用

し環境を上空から眺めているような記述をサーヴェイ・

マップ視点に分類し，それぞれの視点から産出された身

振りを分析した。その結果，ルート・マップ視点の記述

には目の前に実際の風景を描くような三次元の身振りが

多く出現し，サーヴェイ・マップ視点の記述には二次元

平面に身振りを配置することが多く生じたことから，地

図の説明時に取る視点と身振り表現との間には対応関係

があるとしている。このように，発話中の身振りを検討

することによって，話者の使用する参照枠や視点を推測

することができる。

2）Kitａ（1998）の身体基準座標系（body-anchoredcoordinatesystem）

と地理基準座標系（geo-anchoredcoordinatesystem）は，Levinson

（2003）のいう相対的参照枠と絶対的参照枠にそれぞれ対応して

いる。
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本研究では，以上のような身振り研究の方法を，子ど

もの空間認知発達に適用し，経路説明中に産出される身

振りと発話に焦点を当てる。そして，身振りと発話の量

的分析（以下でパフォーマンスと呼ぶ）や，身振りの方

向や運動などの形態的特徴の分析を行ない，経路説明の

平均的な年齢差をもとに，幼児期における参照枠の発達

的変化を推測する。また，本研究では，幼児でも容易に

答えられることや，生態学的な妥当性を考慮し，保育園

から自宅までの経路説明を課題として用いることにし

た。

方 法

対象本研究の対象児は都内公立保育園に通う幼児

５５名（年長児：１６名，男児１３名，女児３名，平均月齢

７７ケ月，年中児：２０名，男児１０名，女児１０名，平均

月齢６４ケ月，年少児：１９名，男児８名，女児１１名，平

均月齢５３ケ月）である。以下では平均年齢を基準に，

年長児を「６歳児｣，年中児を「５歳児｣，年少児を「４歳

児」と呼ぶことにする。

対象児たちが通う保育園は住宅街に位置しており，園

周辺の道路網の整備は行き届いている。園は丘の上に位

置しており，四方を坂に囲まれた地域である。15000分

の１の縮尺地図上に対象児の自宅をプロットし，各年齢

群の園から自宅までの直線距離の平均を算出した。園か

ら自宅までの平均直線距離は６歳児で685.3,,5歳児で

694.2,,4歳児で671.0ｍであり，一要因の分散分析を

行なったところ，３つの年齢群の間で有意な違いはな

かった（Ｆ(2,52)＝0.01,,.s.)。また，対象児の主な通

園手段を「徒歩」「自転車」「車」に分類したが，年齢間で

通園手段の偏りはみられなかった（Ｘ２(4)＝0.84,,.s.)。

手続き園から自宅までの経路に関する言語的説明を

得るため，インタヴュー調査を行なった。インタヴュー

は保育園の空き部屋を利用し，全て個別に行なわれた。

部屋には肘掛のない椅子が保育園の門の方向に向けて配

置され，対象児から見て斜め右45度付近にビデオカメ

ラが設置された。実験者は対象児の正面に座り，十分な

ラポートを取った後，園から自宅までの経路説明を求め

るため「○○ちゃん／くんのお家は，この保育園の門を

出てから，どうやっていくの？」と尋ねた。対象児が緊

張している場合や教示に対して理解を示さなかった場

合，保育園の門の位置に対する知識を確認した後，再び

｢保育園の門から，○○ちゃん／くんは，いつもどうやっ

て帰って行くのかな？」と尋ねた。二回目の質問でも答

えられなかった者は皆無であった。対象児が説明の途中

で答えられなくなった場合，実験者は必要に応じて相槌

や｢それで」「次は｣などの言葉かけをして発話を促した。

以上のインタヴュー場面をビデオカメラで撮影した。

結果

分析は以下の順で行なう。はじめに年齢ごとの言語パ

フォーマンスと身振りパフォーマンスの分析を行ない，

経路説明の平均的な年齢差を明らかにする。次に，身振

りの方向，腕の上げ下げ，肘の伸張，身振り産出時の視

点などの形態的特徴を分析し，子どもが使用した参照枠

を推測する。なお，全ての分析において顕著な'性差が見

られなかったので，以下では男児と女児を合わせて分析

を行なう。

１．言語パフォーマンス

経路説明における言語パフォーマンスの年齢差を調べ

るため，「発話時間（子どもが説明に要した時間)｣，「平

均発話長（一発話あたりの平均形態素数)｣，「祷跨の数

(｢あの～」や「え一」などの有声休止と言い間違え)｣，

｢合計休止時間（0.2秒以上の沈黙を休止として同定し，

その合計を算出)」を算出した。また，′Elylor＆Tversky

(1996）は，成人英語話者によるルート・マップ型の記

述には「運動動詞」（motionverbs）や左右に関する用語

が多く，サーヴェイ・マップ型の記述には東西南北など

の基本方位（cardinaldirection）やランドマークの存在を

述べるための「状態動詞」（stativeverbs）が多く含まれ

ていることを見いだしている。ここでは幼児にも同じ傾

向がみられるかどうかを調べるため「運動動詞｣，「状態

動詞」を指標に含めることにしたが，日本語の特徴を考

え金田一（1988）による動詞の分類法を用い，対象児が

産出した動詞を「運動動詞（例：行く，歩く，走る，曲

がる)」と「状態動詞（例：ある，いる)」に分類しその出

現数を算出した。幼児では基本方位を用いる者はいな

かったので，ここでの分析からは除外した。最後に，説

明中に「左右に関する発話（以下「左右語」と表記)」と

｢ランドマーク（公園や川，病院などの目印となるもの)」

を一度でも言及した者の人数を算出した。言語パフォー

マンスのコーディングは，実験者と訓練を受けた大学院

生の２名で独立に行なわれた。全ての指標で８５％以上

の一致率が得られた。不一致の箇所については。評定者

間で協議し意見を統一した。

以上の言語指標に対し一要因の分散分析を行なったと

ころ，「発話時間」（Ｆ(2,52)＝8.32,’＜､01)，「平均発話

長」（Ｆ(2,52)＝9.17,ｐ＜､001)，「篇躍」（Ｆ(2,52)＝4.05,

p＜､05)，「合計休止時間」（Ｆ(2,52)＝3.93,ｐ＜､05)，「運

動動詞」（Ｆ(2,52)＝10.41,,＜,001)，「状態動詞」（Ｆ(2,

52)＝9.95,’＜､01）で有意な主効果が認められた（'Elble

l)。多重比較の結果（'Iilkey法)，全ての指標において６

歳児の平均値が４，５歳児の平均値よりも高いことがわ

かった。

以上のことから，発話時間．平均発話長，動詞などの

言語量が加齢に伴い増加していくことがわかった。同時
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4歳(〃＝19）５歳(〃＝20）６歳(〃＝１６） Ｆ値 多重比較a）

に，篤路や休止時間も年齢が増すにつれて増加していく

ことが明らかになった。

説明中に左右語，ランドマークに一度以上言及した人

数を調べたところ，６歳児では半数以上の者が左右語と

ランドマークに言及しているが，４歳児では左右語に言

及した者は皆無であり，ランドマークに言及した者もわ

ずかであった（'Elble2)。ｘ2検定の結果，年齢群と左右

語，ランドマークの言及者数との間には有意な人数の偏

りがみられた（それぞれ，Ｘ２(2)＝14.49,’＜､001；ｘ２(2)

＝10.46,'＜､01)。残差分析の結果,左右語とランドマー

クヘの言及者数は，４歳児では有意に少なく，６歳児では

有意に多いことがわかった。このことから，年齢が上が

るにつれて，左右語やランドマークに言及する者が増加

することが明らかになった。

２．身振りパフォーマンス

身振りパフォーマンスの指標として用いたものは，

｢身振りの合計産出数（以下，「身振り合計」と表記)｣，

｢１秒あたりの身振り頻度（以下，「身振り頻度」と表記)」

である。発話内容と同期したストローク（手の強い振

り)，もしくは腕が伸びきるまでを１回の身振りとして

カウントした。

また，身振りの種類を検討するため，事物の空間的イ

メージや行為，人物，経路などを描写する「図像的身振

り」（iconicgesture）と，特定の対象や方向を身体の一部

で指し示す「直示的身振り」（deicticgesture）のみを分

析対象とし，それぞれの生起頻度を算出した。経路説明

時には，指さしの手形が多く用いられるため，図像的身

振りと直示的身振りの判別がつきにくい場合がある。そ

の場合，手の運動と発話内容によって以下のように分類

発話時間(秒）

平均発話長

篇曙(回数）

合計休止時間(秒）

運動動詞

状態動詞

18.1(17.5）

33.2(39.96）

１．８（2.4）

６．０（6.1）

５．６（4.5）

0.58(1.35）

19.7(10.1）

31.0(18.62）

２．０（1.6）

６．０（4.0）

５．６（3.6）

０．５（0.89）

45.6(34.6）

79.5(49.74）

４．４（4.5）

17.0(23.2）

12.4（6.8）

２．７（2.4）

8.32*＊

9.17**＊

4.05＊

3.93＊

10.43**＊

9.95**＊
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４歳(〃＝19）
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５歳(〃＝20）

した。手を空中で動かしながら発言した場合（例：「手

を身体の正面から頭上に動かしながら「坂登って」と言

う)，経路の移動を描写したものと解釈し図像的身振り

と分類し，手や指を空中で維持しながら一定の方向を指

し示して発言をした場合（例：左方向を人差し指で指示

しながら「こっち」と言う)，直示的身振りと分類した。

発話を強調するための反復的な上下運動である「ビー

ト」は生起数がわずかであったため分析から除外した。

身振りを全く産出しなかった者が６歳児と５歳児にそ

れぞれ１人ずついたので以下の身振りの分析から除外し

た。身振りのコーディングは実験者と訓練を受けた大学

院生の２名によって行なわれた。評定者間の一致率は６

歳児82％，５歳児80％，４歳児88％であり，不一致の箇

所については，評定者間で協議し意見を統一した。

それぞれの身振りパフオーマンスの平均値と標準偏差

(括弧内に表示）を示すと，「身振り合計数」は６歳児で

14.5回（12.8)，５歳児で６．７回（4.7)，４歳児で7.4回

(7.5)，「身振り頻度」は６歳児で0.42回（0.29)，５歳児

で0.36回（0.17)，４歳児で0.44回（0.23）であった。ま

た「図像的身振り」の１秒あたりの頻度は，６歳児で0.25

回(0.26)，５歳児で0.25回(0.14)，４歳児で０．２７回(0.23）

であり，「直示的身振り」の頻度は，６歳児で0.19回

(0.15)，５歳児で０．１１回（0.11)，４歳児で0.17回（0.15）

であった。一要因の分散分析を行なった結果，以上の指

標のうち，有意な主効果がみられたのは「身振り合計数」

(Ｆ(2,50)＝4.02,力＜､05）のみであった。多重比較の結

果（'nlkey法)，６歳児の「身振り合計数」が５歳児よりも

多いことがわかった。

次に，話者が空間をどのように使用したかを調べるた

Table２年齢群ごとの左右語とランバマークに言及した人数とその割合(％）

0(O）

3(16）

左右語

ランドマーク

６歳(〃＝16）

5(25）

7(35）
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各群に分類された人数を年齢群ごとに集計したのが

'I1able3である。４歳児では｢一致群｣，５歳児で｢混合群｣，

6歳児では「不一致群」が最も多く，ｘ2検定の結果，人

数の偏りは有意であった（Ｘ２(4)＝11.21,’＜､05)。残差

分析の結果，４歳児は一致群が，５歳児は混合群が有意に

多かった。各群の平均年齢は，「一致群」が57.6ケ月，

｢不一致群」が６７ケ月，「混合群」が66.6ケ月であり，

一要因の分散分析の結果，有意な主効果が認められ

(Ｆ(2,50)＝5.09,,＜,01)，多重比較（'Iilkey法）によっ

て「一致群」の平均年齢が，残りの２群の平均年齢より

も低いことがわかった。以上のことから，低年齢の子ど

もほど，身振りを実際の帰宅経路に向けて産出する者が

多いということがわかった。また，各年齢群の平均在籍

月数，園から家までの直線距離には，方向の一致・不一

致の有意な主効果はみられず，通園手段との間にも有意

な連関はみられなかった。

４．上半身の回転

身振りの産出時には，手や腕のみならず胴体も実在環

境に定位させている子どもがみられた。そこで，上半身

を45度以上左右どちらかに捻り，帰宅経路の方向に定

位させた場合を「身体の回転」として定義し，身振り産

出時に身体の回転を一度以上行なった者と全く行なわな

かった者をカウントした。結果として，４歳児では１０名

(53％）の子どもに身体の回転がみられたが，５，６歳児

で身体を回転させた子どもはそれぞれ３名（１６％）と４

名（２７％）であった。ｘ2検定の結果，身体の回転と年

齢との関係には有意差が認められＸ２(2)＝6.20,’＜,05)，

残差分析の結果,身体の回転が４歳児で有意に多かった。

このことから，４歳児は，帰宅経路に身体を定位させよ

うとする者が多いことがわかった。

５．肘の伸張と手が上がる割合

絶対的参照枠を使用する人々は，経路を記述する際，

実際の経路方向を指し示しながら説明することが多いた

め，肘が伸びきり，腕が肩より上に上がることが知られ

ている。そこでここでは，先行研究（Kita,1998;Levin‐

so､,2003）にならい「肘が伸びきった割合」と「手が肩

より上に上がった割合」を，年齢ごとに算出した。肘が

伸び切った身振りの数と手の最高到達点が肩より高く上

め，「身振り空間（話者が身振りのために使用する正面

の空間)」3)の使用割合を算出した。身振り空間は，話者

の前面空間の中心から周辺に向かって「胸空間｣，「胴体

空間｣，「顔一膝空間｣，「周辺空間」の４つに区切って分

析を行なった。

身振り空間は，各年齢とも身振りの７５％以上が顔一

膝空間と周辺空間で産出されており，胸空間の使用が最

も少なかった（６歳児４％，５歳児４％，４歳児６％)。年

齢間の差異として，４歳児では周辺空間での身振り

(31％）が多く，６歳児になると顔一膝空間での身振り

(61％）が増加してくるという傾向がみられたが，角変

換後に分散分析を行なった結果，いずれの空間において

も有意な主効果はみられなかった。以上のことから，６

歳児が５歳児よりも身振りの平均生起数において有意に

多いものの，身振りの頻度や種類，使用する空間につい

ては年齢間で差がないことがわかった。

３．身振りの方向と帰宅経路の方向との一致・不一致

産出された身振りの方向が．実際の帰宅経路/方向と

一致（align）しているかどうかを調べるため，子どもた

ちを以下の三つの群のいずれかに分類した。説明中一貫

して身振りを実際の帰宅経路の方向で産出した者を「一

致群」とし，説明中一度も実際の帰宅経路の方向で身振

りを産出しなかった者を「不一致群」とし，実際の帰宅

経路の方向と一致する身振りと一致しない身振りをそれ

ぞれ１回以上産出した者を｢混合群」とした。身振りの方

向に関するコーディングは，園児の帰宅経路を知ってい

る保育士と実験者の２名で独立に行なった。保育士には

あらかじめコーディング基準を教示し，練習を行った後

にコーディングをしてもらった。評定者間の一致率は，

6歳児87％，５歳児80％，４歳児84％であった。不一致

の箇所については，評定者間で協議し意見を統一した。

６歳

3）身振り空間とは，話者が椅子に座っている状態で，話者の前面空

間を同心の正方形に４つの領域に区分した身振りの出現領域のこ

とである。本稿では胸の前面空間を「胸空間｣，その周りの領域

を「胴体空間」（肩の水平線を上底，腹の水平線を下底とし，腕の

線で区切った空間)，さらにその外側を「顔一膝空間」（顔の水平

線を上底”膝の水平線を下底とし腕の外側で区切った領域)，最

も外側の領域を「周辺空間」（手を上下左右に伸ばした領域）と呼

ぶ。詳しくはMcNeill（1992,pp､86-88）を参照。

Table３年齢群ごとの身振りの産辻(方向と帰宅経路の方向との一致．

不一致の人数とその割合(％）

２(10.5）

７(36.8）

１０(52.7）

１９(100）
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５歳

群

群
致
群

致
一
合
計

一
不
混
合

３(20.0）

８(53.3）

４(26.7）

１５(lOO）

１０(52.6）

５(26.3）

４(21.1）

１９(１００）
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がった身振りの数をカウントし，それぞれを個々の「身

振り合計」で割り，各学年の平均値をFigurelに図示し

た。４歳児と６歳児では，肘の伸張の割合も手が肩より

も上に上がる割合も５０％以上みられたが，５歳児ではい

ずれも４０％以下にとどまっていた。角変換後に分散分

析を行なった結果，「肘が伸びきった割合」では年齢の

主効果がみられなかったが，「手が肩より上に上がった

割合」では，年齢の主効果が有意傾向であり（Ｆ(2,50)＝

3.02,ｐ＜,07)，４歳児は５歳児よりも手を肩よりも高く上

げて帰宅経路を描写する傾向にあることがわかった。

６．身振りユニット（GestureUnit）の数

経路説明時には，一度上げた手を説明終了時まで降ろ

さない子どもと，頻繁に腕の上げ下げを行なう子どもが

いた。ここでは腕の上げ下げの回数を検討するため，

｢身振りユニット（GestureUnit)」を指標として用いた。

身振りユニットとは，腕の運動が始まった時点からレス

トポジション（腕が元あった場所）に戻った時点までの

ことを指す（Kendon,1980)。１回の身振りユニット内で

は，複数の身振りが産出されることもあり（身振りが一

度だけしか生じない時もある)，またその間に手が空中

で維持されたり，次の身振りのための準備をすることも

ある。各年齢群の身振りユニット数の平均と標準偏差

(括弧内に表示)を算出したところ,６歳児は2.7回(1.6)，

5歳児は2.0回（1.3)，４歳児は1.6回（0.7）であり，分散

分析を行なったところ，有意な主効果がみられた（Ｆ

(2,50)＝3.40,ｐ＜､05)。多重比較の結果(Thkey法)，６歳

児が４歳児よりも身振りユニット数の多いことがわかっ

た。このことから，６歳児は説明中に腕の上げ下げを複

数回行なっていることが明らかになった。また，身振り

ユニット数と，左右語，ランドマークとの関連を調べる

ため，それぞれの言及数と身振りユニット数との相関係

数を算出した。結果として，ランドマークの言及数と身

振りユニットの間にのみ有意な相関がみられ（左右語

γ＝.208,,.s.;ランドマークγ＝､412,力＜､､01)，ランドマー

クを多く発言するほど身振りユニット数が多いことがわ

かった。

７．身振りによる視点の特定

Emmoreyetal.（2000）の研究では，サーヴェイ・マッ

プ視点から記述する者の身振りの特徴として，平面に指

で経路の軌跡をなぞるような、二次元平面(水平面およ

び垂直面）での描写を指摘している。ここでは経路説明

を行なう子どもの身振りに，サーヴェイ・マップ視点の

身振りが出現しているかどうかを調べるため，Ｅｍｍｏ‐

reyetal.（2000）の指標に加え，出発地点を身振り空間

に位置づけることをサーヴェイ・マップ的身振りの基準

として分類を行なった。つまり，１）一貫して二次元平

面(水平面か垂直而）を使用することと，２）スタート地

点(保育園）を設定することの２つの基準を満している

身振りをサーヴェイ・マップ的身振りとした。結果とし

て，説明中の全ての身振りをサーヴェイ・マップ的身振

りで産出した者が６歳児で２名，５歳児で２名いた。こ

れら４名の者は、いずれも「不一致群」に分類されてお

り．身振りの３つの方向群と身振り視点との間には連関

がみられた。以上のことから，経路説明において，サー

ヴェイ・マップ視点から経路を描写するようになるの

は，実際の帰宅経路の方向とは異なる方向で身振りを産

出する５歳以上の子どもであることが示唆される。

考察

本研究では，幼児期の子どもに保育園から自宅までの

経路説明を求め，その際に産出された発話と身振りを分

析した。その結果，発話量，身振りの産出量が加齢に伴

い増加することが明らかになった。また，身振りの形態

的特徴には年齢間の差異が，特に４歳児と６歳児の間に

顕著な差異があることがわかった。以下では，１）経路

説明における発話と身振りの特徴を年齢ごとにまとめ，

それらの特徴から各年齢で主に使用されている参照枠を

推測し，２）身振りから参照枠の発達的変化を推測する
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ことへの理論的な意義を述べる。

１．参照枠の発達

４歳児は，発話量，身振りの産出量が最も少なく，ラ

ンドマークや左右に言及する者もほとんどいなかった。

身振りの形態的特徴に関しては，説明中に手が肩よりも

上に上がる傾向にあった。この傾向は，先行研究で報告

されている「絶対的参照枠」を使用する者の身振りの特

徴と部分的に一致するが，幼い子どもの場合，東西南北

や地理的形状を十全に把握するのは困難であることが予

測されるため，４歳児がLevinson（2003）の言うような

厳密な「絶対的」参照枠を用いているかどうかは定かで

はない。だが，帰宅方向に対して身振りを産出したり，

上半身を定位させようとする者が多く，一度身振りとし

て上げられた手は説明が終わるまで下がらない傾向がみ

られた。この特徴は，Ｈart＆Moore（1973）の自己中心

的参照枠によって記述することができる。自己中心的参

照枠では，局所的なランドマークの利用がなく，自己の

身体運動が経路の想起の参照枠となっている。そのた

め，４歳児の多くは自己の身体を原点（Origin）とし，実

際の帰宅経路の方向に身体を定位させ，身振りで帰宅経

路を進行するように説明を試みる者が多くみられたので

あろう。また，一度身振りとして上がった腕が，説明終

了時まで下がることがないという傾向は，経路を進行す

るイメージが連続的であり，特定のランドマークに基づ

いた局所的な視点がまだ利用できないことを示唆してい

ると考えられる。以上のことから，４歳児は自己中心的

参照枠に依拠している者が多いと推測される。

一方，６歳児は発話量が最も多く，ほとんどの者が動

詞や左右語やランドマークなどを用いて経路の詳細な記

述を行なっていた。また，蹟篭や休止時間，身振り合計

数も他の年齢群よりも多かった。身振りに関していえば，

６歳児の多くは，実際の経路の方向とは一致しない方向

で身振りを産出しており，実在空間への直接的な参照や

帰宅方向への定位を行なわずに経路を説明していた。こ

うした特徴を考慮すると，６歳児では，実在空間から空

間イメージを切り離し，帰宅経路をイメージ上で移動

し，途中の地点からの仮想的な「見え」を基に経路を想

起していることが推測される。ランドマークヘの言及の

多さや，帰宅経路上のある地点からの視点に基づく空間

の描写は，Ｈart＆Moore（1973）のいう固定的参照枠に

よって記述することができる。つまり，環境の中の固定

された要素，例えば特定のランドマークや道筋など，局

所的な目印を特定の観点から利用することで，帰宅経路

を想起しているのだと思われる。このことから，６歳児

は固定的参照枠を使用する者が多いことが推測される。

５歳児は，４歳児よりも発話量が多いものの，６歳児よ

りも発話量，身振り合計数が少なかった。身振りの産出

方向では，実際の帰宅経路と一致する身振りと，一致し

ない身振りの両方を産出する者が多くみられた。特に，

園の周囲を説明する際には，帰宅経路の方向で身振りを

産出し，園から離れるに従い帰宅方向とは関係ない方向

で身振りを産出する者が多くみられた。また，５歳児は，

4歳児と異なり，肩よりも手を上に上げることが少ない

一方，６歳児のようにサーヴェイ・マップ的な身振りを

産出する者がみられた。こうした特徴から，５歳児は自

己中心的参照枠から固定的参照枠への過渡期と位置づけ

ることができるように思われる。

このように，経路説明における身振りと発話の分析か

ら，幼児期には自己中心的参照枠から固定的参照枠へと

変化していくことが示唆された。こうした参照枠の発達

的変化は，どのように説明されるであろうか。

第一に，言語的符号化能力の発達が考えられる。つま

り，帰宅経路途中のランドマークを言語的に符号化する

ことが，経路の系列的な想起に役立つと考えられる。ラ

ンドマークヘの言及が多かった６歳児に，外界を身振り

で直接参照せずに経路を描写した者が多くみられたの

は，こうした言語的符号化能力の発達によるものだと考

えられる。一方，４歳児では，ランドマークを十分に符

号化しておらず，それらを経路想起の手がかりとして容

易に利用できないのだと考えられる。そのため，実際の

方向を指し示すことで，帰宅経路の説明を試みているの

だと思われる。Kitａ（2003）は，視線や手を環境の目に

見える部分に向けることが，目標地点の経路や方向な

ど，目に見えない環境を推測する上で役立っていること

を論じている。本研究における４歳児のようにランド

マークヘの言及が少ない場合，身振りや身体を実在環境

に向けることが，経路の伝達と想起に役立っているので

はないかと考えられる。また，ランドマークや左右語へ

の言及が多かった６歳児においては，身振りが経路途中

の景観（vista）や左右の方向を想起するために機能して

いるのではないかと考えられる。

第二に，参照枠の変化が通園経験に起因していること

が考えられる。つまり，通園経験の蓄積により学習効果

が生じ，外界の手がかりを利用することなく，帰宅経路

を想起できるようになるという解釈である。在園経験が

最も長い６歳児は，他の年齢の子どもよりも，帰宅経路

の景観や園と周辺環境との位置関係を把握しているた

め，実在環境に依存せずに経路を説明することができた

のだと考えられる。眼前に地図を描くようなサーヴェ

イ・マップ的身振りを産出した者が，いずれも５，６歳

児であったという事実は，通園経験による参照枠の変化

の説明を支持している。また,本研究では６歳児にのみ，

最寄りの図書館までの経路も尋ねている。園から約

700ｍ離れた図書館へは，実験実施時までに７回ほどク

ラス全員で訪れているにもかかわらず，ほぼ全員が「わ

からない」または「忘れた」と回答した。６歳児でも，馴
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染みのない経路の説明が困難であるということは，単な

る加齢による要因ではなく，特定経路の反復的な往来

が，経路の想起や参照枠の変化に寄与しているのだと考

えられる。

これら２つの説明は，相互補完的である。園と自宅を

毎日のように往復することで，次第に環境を見慣れたも

のとし，通園途中にある目印を徐々に符号化していく。

こうした通園経験と言語発達との相互作用が，参照枠の

変化を規定していることが考えられる。

２．理論的意義

本研究では，幼児期には自己の身体を原点とした自己

中心的参照枠から，経路途中の仮想地点を参照点とする

固定的参照枠への変化として，参照枠の発達的変化を捉

えることができ，先行研究で報告されている参照枠の出

現順序と整合することが明らかになった。次に，そのよ

うに発達を捉えることの理論的な意義について述べる。

Piagetetal.（1960）は，参照枠の発達を自己中心的参

照枠から外界基準的参照枠への変化として論じている。

特に７歳までは自己中心的参照枠の使用が優勢であり，

外界を参照するよりも，移動の際の運動に基づいて経路

を再生するとしている。しかし，経路説明中の身振りを

分析した本研究では，５歳から外界を身振りで直接参照

する者は減少し，６歳児の多くの者が，実際の帰宅方向

とは一致しない方向で身振りを産出し，帰宅経路途中の

ランドマークを参照点として経路を描写していた。

また，人数は多くないものの５，６歳児では，眼前に

地図を描くようなサーヴェイ・マップ的な身振りの産出

もみられた。Ｈart＆Moore（1973）によれば，二次元座

標系に沿って，空間の包括的な認知を可能にさせる相互

協応的参照枠を用いるためには，自己視点以外の視点か

ら環境を表象する能力が必要であるという。本研究の5,

6歳児が，どこまで地形的要素を相互に関係付けている

のかは窺い知れないが，少なくとも二次元平面に経路を

描写するサーヴェイ・マップ的身振りがみられたという

ことは，幼児期後半から自己視点以外の傭鰍的視座から

環境を想起することができるようになることを示してい

る。

これらの結果は，Piagetetal.（1960）が論じたよりも

早期から固定的参照枠が利用可能であること，同時に

Hart＆Moore（1973）が具体的操作期後半以降（９，１０

歳）であるとしている相互協応的参照枠の萌芽が既に幼

児期にみられることを示唆している。

Bluestein＆Acredolo（1979）は，整列効果（alignment

effect)，つまり提示された地図の方向と実際の環境の方

向とが一致しない時に，環境の理解が困難になる現象

が，５歳前後で減少していくことを示している。また，

聾児の空間表現を調査した中野（2002）によれば，眼前

のミニチュア家具の空間布置を説明する際に，４歳の聾

児は手話空間と実際の空間を切り離せず，直接ミニチュ

アを指さしてしまうことが多くみられたが，５歳児にな

るとその頻度は減り，身振り空間に呈示布置を仮想的に

作り出すことが多くなることを報告している。これらの

報告は，いずれも幼児期初期には，空間表現や方向推測

において，自己の身体を外界に定位させること，そして

５歳前後から実際の方向に定位しなくても，イメージ操

作のみで適切なマッピングが可能になることを示してお

り，実際の帰宅経路とは異なる方向で身振りを産出する

子どもが５歳前後から多くみられるという本研究結果と

一致している。

このように，従来自己中心的参照枠が優勢であるとさ

れてきた時期においても,身振りに注目することにより，

外界のランドマークを参照点とした高次の参照枠を，早

期から使用できることが示唆されるのである。これらの

知見は，スケッチマップや環境模型の再生など，一定の

枠組みを予め与えてしまう従来の指標では得られなかっ

たことから，制約の少ない自発的な身振りが，空間表象

の指標として有効であることを示唆している。また，身

振りは，語曇の限られている幼児期の子どもにおいても，

容易に産出できる伝達媒体であり，言語記述には表れな

い，話者の空間イメージを捉える重要な行為である。本

研究では，空間認知研究において身振りを指標とするこ

との有効性を示したが，今後は，さらに身振りを指標と

した発達的研究を増やしていく必要があるだろう。

以上のように，本研究からは，幼児期における参照枠

が自己中心的参照枠から固定的参照枠へと移行し，言語

符号化能力や移動経験が参照枠の変化に影響を及ぼす要

因であることが示唆された。だが幼児期以降，参照枠が

どのように変化していくのかについてはよくわかってい

ない。児童期の子どもや成人でも，自己中心的参照枠や

固定的参照枠の使用，あるいはそれら両方の使用がしば

しば観察される。こうした事実を考慮すると，参照枠の

変化には，言語能力や通園経験に加えて，地図を読み取

る力や他者の知識状態を考慮するための語用論的知識，

説明状況など，様々な要因が影響を及ぼしていることが

考えられる。これらの要因が，参照枠の変化をどのよう

に規定しているのかは，今後の課題である。
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幼児における助数詞の理解：存在論的カテゴリーに注目して

佐藤賢輔 針生悦子
(東京大学大学院教育学研究科）（東京大学大学院教育学研究科）

日本語話者の幼児は助数詞をいつ，どのように理解していくのか，という問題を明らかにするため，

数えられる対象が動物か非動物かという存在論的区別と助数詞カテゴリーの関連についての幼児の理解

に注目し，幼児における助数詞の理解の発達的変化を検討した。３歳から６歳の幼児８１名を対象に，実

験者が操るパペットが，絵カードに描かれた事物をわざと誤った助数詞を用い数えてみせ，幼児がその

誤りを指摘し，適切な助数詞を用いて修正できるかをみる「エラー検出法」を用い，幼児における主要な

有生助数詞，無生助数詞の理解を調べた。その結果，５歳半以下の幼児は，パペットの助数詞の誤りをほ

とんど指摘できなかったのに対して，年長児（５歳半～６歳半）は，パペットが存在論的カテゴリーの境

界を越える誤った助数詞を用いた場合に，特にその誤りを指摘できた。また，パペットの誤りを修正す

る際や，適切な助数詞を選択肢から選択する課題においても，年長のみで，存在論的カテゴリーの境界

を越える助数詞の誤りが少ないという傾向が認められた。以上の結果から，幼児の助数詞カテゴリーに

関する理解が５歳ごろから始まり，その初期において，幼児が対象の存在論的区別に関する知識を手が

かりとして利用していることが示唆された。また，各助数詞カテゴリーの獲得順序について，基礎レベ

ルのカテゴリー名と対応のある助数詞の獲得が早いという可能性も示唆された。

【キー・ワード】幼児，言語発達，助数詞，存在論的カテゴリー，エラー検出法

問題と目的

助数詞とは「１匹，２匹･･･」における「匹」のように，

対象を数えるときに数詞につける単位のことで，数えよ

うとする対象によってどの助数詞を使うべきかが決まっ

てくる。日本語においては，数えられる対象には基本的

に適切な助数詞が存在することから，助数詞は，カテゴ

リー名と同様に，世界に存在する対象をカテゴライズす

るものと言える。しかし，いずれも対象を分類するもの

でありながら，発達における語意の獲得のしやすさとい

う面では，両者の大きな違いが指摘されている。つま

り，事物のカテゴリー名，特に基礎レベルのカテゴリー

名は，子どもが初期に獲得する語黄の大部分を占める

(GentnerJ982）のに対して，助数詞の獲得は非常にゆっ

くりとしか進まないというのである（Matsumoto,1987；

内田・今井，1996;Uchida＆Imai,1999)。

その発達のようすとは，次のようなものである。子ど

もは「個」や「回｣，「つ」といった一般的な助数詞を２歳

ころから使い始める（仲，1997)。しかし，この時期の

助数詞の使い方とは，これらの一般性の高い助数詞を広

範な事物に般用するといったもので，このような状態は

少なくとも４歳までは続く。そしてそれ以降に，より適

用範囲の限られた「人」や「匹｣，「本」などの助数詞が獲

得されていく（CarpentelJ991;Matsumoto,1987;Uchida

＆Imai,1999)。また，５歳児は，大人が助数詞の使い分

けを例示して見せるだけで，助数詞の付与ルールを自発

的に生成できることも示されており（Uchida＆Imai，

1999)，ここからは，このようなルール生成の能力が，

個別の助数詞の獲得を支えていることも示唆される。そ

れでも，７歳児でも適切に用いることができる助数詞は

１０に満たない（国立国語研究所，1982;Matsumoto，

1987)。

このような発達プロセスは，過去の研究が明らかにし

てきた，名詞など他の品詞の獲得プロセスを適用して説

明することはできない。例えば名詞の獲得を導くとされ

る制約を，境界が暖昧で複雑なクラス分けの基準を持つ

助数詞カテゴリーの獲得に適用することはできないだろ

う。助数詞カテゴリーのメンバー間の共通性は抽象的で

あるため，その獲得において単純な方略を用いることは

不可能である。子どもの語意獲得一般を明らかにする上

で，助数詞は，それ自体の獲得プロセスを取り出し研究

する必要があると考えられる。

助数詞の獲得の「いつ」が明らかになるにつれて，何

がこのような獲得順序を決めているのかにも，目が向け

られるようになった。これまで，獲得順序を規定する要

因として，助数詞の意味基準の複雑さ（Matsumoto，

1987;Uchida＆Imai,1999)，インプットの質と量（Naka，

1999）などがあげられている。たとえば，助数詞は，ま

ず動物の中では，人間には「人｣，鳥類を除く他の動物

には「匹｣，ただし，大きなものに限っては「頭」を用い
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る。さらに，動物以外では，平べったく薄い物体は

｢枚｣，細長いものは「本｣。機械類ならその機能に応じ

て「台」や「機｣，「膿」が使い分けられる。このように，

助数詞の種類によっては，対象をカテゴライズするやり

方はかなり複雑になる場合もある。このような事情は，

基礎レベルのカテゴリー名を学習する場合とはかなり異

なっている。基礎レベルのカテゴリー名の場合には，形

の類似性に注目すれば，ラベルを対応づけるべき事物の

カテゴリーが見えてくることが少なくないからである

(Rosch,Mervis,GrayｳJohnson,＆Boyes-Braem,1976)。

このように助数詞の分類基準は複雑であるが，そこに

は何の秩序もないわけではない。たとえば，日本語の助

数詞の適用範囲は，数える対象が動物かどうかというと

ころで大きく区切られる。つまり，「人｣，「匹｣，「頭」

などの助数詞は動物に，「枚｣，「本｣，「台」などの助数

詞はそれ以外の物体に使われ，ごく稀に用いられる例外

的用法を除き，日本語の助数詞が動物/非動物の境界を

またがって適用されることは原則的にはない。そして，

対象が動物かどうかといった知識は，語糞獲得において

子どもが非常に早い時期，少なくとも２歳台から用いて

いる知識として指摘されているものである（Imai＆

Haryu,2001;Jones,Smith,＆Landau,1991)。とすれば，

助数詞の学習においても，このような概念は，幼児の助

数詞学習の助けになっているかもしれない（Uchida＆

Imai,1999)。

そこで，本研究では，動物に用いられる助数詞（有生

助数詞)，非動物に使われる助数詞（無生助数詞）の中で

も，比較的早い時期に獲得されることが指摘されている

(国立国語研究所，1982;Matsumoto,1987;Uchida＆Imai，

1999;Yamamoto＆Keil,2000)，「人｣，「匹｣，「頭｣，「枚｣，

｢本｣，「台｣')を取り上げ，幼児がそれらを理解していく

際に，動物と非動物のような存在論的区別についての知

識や，基礎レベルのカテゴリー概念がどのような役割を

果たしているかに注目し，幼児が助数詞を理解し獲得し

ていく過程への影響を明らかにしたい。

そのために，本研究では，パペットが誤って助数詞で

数えるのを見せて，その誤りを指摘，修正させるという

エラー検出法(Uchida＆Imai,1999）を用いる。Uchida＆

Imai（1999）は，各助数詞カテゴリーにおける事物の典

型性を操作し，カテゴリーメンバーとして典型的な事物

に対し誤った助数詞が用いられた場合は，そうでない事

物の場合よりも，幼児が容易に指摘できることを明らか

にした。それに対して本研究では，助数詞の理解に，動

物/非動物といった存在論的区別についての知識は影響

l）「台」は多義的な助数詞であるが，本研究では比較的獲得が早い

とされる（Matsumoto,1987）「陸路を辿る乗り物」が含まれるカ

テゴリーである「乗り物の台」の理解を検討対象とする。

を及ぼしているのかをみる。具体的には，皿（非動物）

を「１匹，２匹･･･」とかぞえるなど，パペットが存在論的

カテゴリーを越えた助数詞の誤りを犯す場合と，象を

｢１人，２人…」とかぞえるときのように正しくはないが

同じ存在論的カテゴリー内の対象に適用される助数詞を

用いる場合（存在論的カテゴリー内の誤り）では，その

指摘しやすさに差が生じるかどうかを調べる。それに

よって，幼児が助数詞の理解において，「付与される助

数詞が対象の存在論的カテゴリーによって異なる」とい

う知識を利用するか，もしするとすればいつごろ利用す

るのかを明らかにすることが本研究の目的である。それ

と同時に，有生助数詞と無生助数詞の獲得を比較するこ

とで，先行研究の助数詞獲得の「いつ」の問題に関して

も再検討する。

もし，動物／非動物のような存在論的区別に関する知

識が，幼児の助数詞理解を助けるのであれば，犬を「本」

で数える場合のように，存在論的カテゴリーを越えた助

数詞が誤って使われた場合，幼児はその誤りをうまく指

摘できるが，犬を「人」で数える場合のように，同じ存

在論的カテゴリーに属する対象に用いられる助数詞が

誤って適用された場合には，その誤りにより気づきにく

いだろうと予想される。また，幼児自身が誤った助数詞

に代わる正しい助数詞を提案する場合，幼児が提案する

助数詞は，同じ存在論的カテゴリーの対象に適用される

もののなかから選択されやすいだろう。

方法

1．対象児

新潟県の保育園および幼稚園に通う園児，年少児，年

中児，年長児の３年齢段階，各２７名からなる計８１名を

対象とした。ここから，後に述べる理由で対象から除外

された年少児６名，年中児１名を除いた，年少児２１名

(ｍ;４：１，ｒ;３：６～４：５，男児９名，女児１２名)，年中児

２６名（ｍ;５：０，ｒ;４：７～５：５，男児１３名，女児１３名)，

年長児２７名（ｍ;６：０，ｒ;５：６～６：５，男児１３名，女児

１４名）が最終的な分析対象となった。

2．実験材料

先行研究（国立国語研究所，1982;Matsumoto,1987；

Uchida＆Imai,1999）において，獲得が早いとされる有

生助数詞と無生助数詞を３つずつ選び検討対象とした。

各助数詞カテゴリーの中心的事例でかつ幼児にとってな

じみ深い事物を集めるため，先行研究で用いられた材

料，飯田（1999）が収集した日常的な助数詞使用に関す

るデータにおいて各助数詞が用いられやすいとされた事

物，著者らが幼児にとってなじみ深いだろうと考えた事

物を用いて予備実験を実施した。予備実験において多く

の幼児が名称を知らなかった事物，絵にすると分かりに

くい事物，極端に正答率が低い事物（｢恐竜｣，「ハンカ
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チ｣，「はがき」など）を除外した上で，本実験で用いる

事物を各助数詞につき３つずつ選定し，それぞれの事物

がいくつか描かれた絵カードを18枚作成した('Elblel)。

各助数詞に用意された３枚の絵カードのうち１つが実験

中にパペットによって正しい助数詞で数えられる事物

(正事例)，残りの２つは誤った助数詞で数えられる事物

である。誤った助数詞で数えられる事物のうち１つは存

在論的カテゴリーの境界を越えない助数詞で数えられ

(存在内の誤事例)，もう１つは存在論的カテゴリーの境

界を越える助数詞で数えられた（存在外の誤事例)。各

事物とパペットが用いる助数詞の組み合わせは，各助数

詞につき，動物と非動物に対して用いられる回数，およ

び存在内の誤り，存在外の誤りとして用いられる回数が

それぞれ等しくなるように機械的に割り当てた後，個々

の組み合わせに関して，著者らからみて不適切なものが

ないことを確認した上で決定した2)。

3．手続き

３．１パペットの導入実験は対象児の通う園の個室

で，１対１の面接形式で実施した。はじめに，対象児に

パペットを紹介し，パペットはまだ赤ちゃんでことばが

わからないので，間違えたときは教えてあげてほしいと

頼んだ。パペットは実験者が操作し，実験者はパペット

の口を動かしながら声色を変えてしゃべることで，対象

児，パペット，実験者の三者による会話を成立させた。

３．２スクリーニング課題強固なイエスーバイアスを

もった対象児を分析対象から除外するために，ごく簡単

な正誤判断課題を行った3)。パペットの明らかな誤りを

指摘できなかったため，年少児２名が分析から除外され

た。

３．３本課題スクリーニング課題を通過した対象児に

ついては続けて本課題を実施した。本課題では改めて対

象児に，パペットがまだ赤ちゃんでありことばがうまく

話せないことを教えた上で，パペットがカードに描かれ

た事物を数えるので，間違った数え方をしたときは教え

てあげてほしいと頼んだ。その後，絵カードを１枚提示

し，①実験者は対象児に描かれた事物がなにであるかを

たずねた。対象児が答えたら，②実験者は，今からパ

ペットが数えるので間違っていないかよく聞いて，間

違っていたら教えてあげてほしいと教示し，パペット

に，描かれた事物を指差しながら，あらかじめ定められ

た助数詞（'Ｅｌｂｌｅｌ）を用いて数えさせた。数え終わった

後に，パペットの数え方は間違っていなかったかどうか

を対象児にたずねた。対象児がパペットの数え方は間

違っていないと答えた場合は次のカードへ移行した。③

間違っていると答えた場合は，本当はどうやって数えれ

ばいいか教えてほしいとたずね，対象児が何らかの修正

案を示してくれた場合には次のカードへ移行した。④た

だし修正案として，対象児が「１，２，３」のように助数詞

をつけず数詞のみで数えた場合や，分からないという趣

旨の答えをした場合，および無反応だった場合には，次

のカードに移る前に３つの助数詞を選択肢として提示

し，その中から適切なものを選択させた。具体的には

｢△△を数えるときは１人，２人って数えるのと，１頭，２

頭って数えるのと，１枚，２枚って数えるのだったらどれ

が１番いいかな」のようにたずね，対象児が答えたら次

のカードに移った。選択肢に用いられた３つの助数詞は，

適切な助数詞，存在論的カテゴリーを越えない誤った助

数詞，存在論的カテゴリーを越える誤った助数詞から構

成されており，選択肢の提示順序はランダムであった。

以上のように，①数えるべき事物についての知識の確

認，②パペットの使用する助数詞の正誤についての判

断，③(②でパペットの使用した助数詞を間違っている

と指摘した場合のみ）助数詞の修正案の提示，④（③で

明確な反応が得られなかった場合のみ）３種類の助数詞

の中から適切と思われる助数詞の選択，という手続き

を，すべての絵カードについて繰り返した。絵カードの

提示順序はランダムであった。

なお，年少児４名，年中児１名は本課題において，パ

ペットが誤っているかどうかを問う質問に対して「かわ

いかった」と答えるなど不適切な反応がみられたため，

課題を理解できなかったとみなし分析から除外した。

４．得点化

４．１指摘得点前述のように，上の手続き②において

パペットが間違っている場合と正しい場合がある。パ

ペットの数え方が誤っているときにその誤りを指摘でき

た場合，また，パペットが正しいときに合っていると答

えた場合には１点とし，それ以外は０点とした。

４．２修正得点手続き②において対象児がパペットの

Tableｌ実験の刺激ｲﾘ料と揚点化

看護師（頭）赤ちゃん（枚）

サル（人）アリ（台）

熊（匹）ライオン（本）

スプーン（台）細い木（匹）

トースト（本）ビスケット
（頭）

トラック（枚）パトカー（人）

警察官（人）

犬（匹）

象（頭）

鉛筆（本）

折り紙（枚）

乗用車（台）

パペットの

エラータイプ

助数詞

存在内の

誤助数詞

発達心理学研究第１７巻第３号

正事例

注.括弧内はパペットが用いた助数詞。

人
匹
頭
本
枚
台

2）この決定に関して著者らの配慮は不十分だったかもしれない。実

験結果から，他の組み合わせと比して極端に難易度が高いと考え

られる組み合わせの存在が示唆された。よって，その組み合わせ

を除いた分析も実施した（｢結果」を参照)。

3）例えば，キリンが描かれたカードを提示し，パペットがそれを象

だと言ってみせたとき，対象児が誤りを指摘できるかをみた。
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数え方を誤っていると指摘した上で，手続き③で正しい

助数詞を用いて修正できた場合，または，手続き②でパ

ペットが正しいときに合っていると答えた場合は１点と

し，それ以外は０点とした4)。

４．３得点の合成各対象児において，２つの観点で指

摘得点と修正得点を求めた。ひとつは，各助数詞カテゴ

リーに属する３つの事例の指摘得点の合計を当該助数詞

の指摘得点とした（３点満点；Tableｌ参照)。たとえば

｢人」カテゴリーの事例である警察官，看護師，赤ちゃ

んに関してすべて正しく指摘できた場合は３点である。

同様に各助数詞カテゴリーの３つの事例の修正得点の合

計を当該助数詞の修正得点とした（３点満点)。もうひと

つの観点は，実験中パペットがどのような助数詞を使っ

て数えてみせたかに注目するもので，適切な助数詞を用

いて数える６つの事例（正事例)，存在論的カテゴリー

を越えない誤った助数詞で数える６つの事例（存在内の

誤り)，存在論的カテゴリーを越える誤った助数詞で数

えられる６つの事例（存在外の誤り）について，指摘得

点，修正得点の合計（各６点満点）を求めた（Thblel)。

結果

1．パペットが犯すエラーのタイプに注目した分析

パペットが犯すエラーのタイプごとの指摘得点，修正

得点を，それぞれ'Elble2，′mable3に示した。本研究の

主要な目的は，幼児が助数詞の理解において，事物の存

在論的カテゴリーが助数詞カテゴリー決定の基準となっ

ていることに気づき，その知識を利用しているのかどう

か，また，もし利用しているとすれば，いつごろからそ

れが可能になるのかを検討することであった。助数詞が

適切かどうかを判断する際に，数えられる事物の存在論

mable3パペットのエラータイプごとの修正傷点の平均

（満点6ノ

正事例存在内存在外単純主効果

正事例存在内存在外

4）対象児が，正事例の刺激においてパペットが誤っていると指摘し

たにもかかわらず，パペットが用いたのと同じ適切な助数詞によ

る修正案を提示した場合，その事例に関しては，指摘得点を０，

修正得点を１とした。ゆえに，正事例の指摘得点の平均は修正得

点よりも若干低くなっている（ｎｂｌｅ２，ｎｂｌｅ３)。

年少

(ＳＤ）

年中

(ＳＤ）

年長

(ＳＤ）

５．７６

(0.62）

５．４２

(1.10）

５．８５

(0.36）

０．００

(0.00）

０．１２

(0.33）

１．１９

(1.55）

０．００

(0.00）

０．１５

(0.37）

１．０７

(1.44）

》
の
卿
の
帳
い

多雨比較 年長＞年中＝年少*＊

０．２９

(0.56）

１．００

(1.44）

１．８９

(２．１０）

注．多重比較の結果は，正事例を除いた分析の結果に基づく。

**’＜､0１

的カテゴリーを情報として利用できるなら，パペットが

存在論的カテゴリーの境界を越える助数詞の誤り（存在

外の誤り）をした場合の方が，その境界を越えない誤り

(存在内の誤り）をした場合よりも，その誤りに気づき

やすく，指摘数は多いだろう。対して。その情報を利用

できないなら，パペットの犯す誤りが存在論的カテゴ

リーの境界を越えるものでも，越えないものでも指摘数

は変わらないはずである。パペットが犯したエラーのタ

イプによって指摘数に差があるかどうかを確認するため

に，対象児の指摘得点，修正得点を従属変数として，年

齢（３）×パペットのエラータイプ（２：存在内の誤り，

存在外の誤り）の２要因の分散分析を行った（Table２，

'E1ble3)5)。

指摘得点の分析の結果，年齢の主効果（Ｆ（２，７１）

＝9.91,,＜､001）とパペットのエラータイプの主効果（Ｆ

(１，７１)＝4.76,’＜､01)，年齢×パペットのエラータイ

プの交互作用（Ｆ（２，７１)＝5.48,,＜､001）がいずれも

１％水準で有意であった。年齢の単純主効果は存在内（Ｆ

(２，１４２)＝4.71,ｐ＜､01）と存在外（Ｆ（２，１４２)＝15.40,

力＜､001）で，１％水準で有意であった。′､,key法による

多重比較においては，存在内においては年長＞年少，存

在外では年長＞年中＝年少であった。一方，パペットの

エラータイプの単純主効果は年長においてのみ１％水準

で有意だった（Ｆ（１，７１)＝32.41,’＜､001)。

以上より，年長児は助数詞の誤りを他の学年より多く

指摘できたが，存在論的カテゴリーの境界を越えない誤

りよりも越える誤りの方をよく指摘でき，数えられる事

物の存在論的カテゴリーと助数詞カテゴリーの関連にあ

る程度気づいているということが示唆された。

また，修正得点についても同様の分析を行ったとこ

ろ，年齢の主効果（Ｆ（２，７１）＝12.55,力＜､001）が１％

Table2パペットのエラータイプごとの指荷得点の平均

（満点6ノ

5）正事例の指摘得点，修正得点はどの学年においても高く，正事例

の両得点を従属変数とした１要因分散分析では，両得点とも年齢

の主効果は有意ではなく，年齢間の差は認められなかった。

注．単純主効果および多重比較の結果は,正事例を除いた分析に基づく。

**，＜,0１

、.ｓ、

、.ｓ、５．７６

(0.62）

５．３８

(1.27）

５．８１

(0.48）

０．１４

(0.48）

１．１２

(1.86）

３．００

(2.84）

年長＞年少*＊年長＞年中＝年少*＊

＊＊

多重比較
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水準で有意だったが，パペットのエラータイプの主効果

(Ｆ（１，７１)＝.11,’＝､73)，年齢×パペツトのエラータイ

プの交互作用（Ｆ（２，７１)＝.44,’＝.65）は有意ではな

かった。年齢の主効果について'､,key法による対間比

較を行った結果，年長＞年中＝年少であり，指摘得点と

同様に年長の得点が高かった。しかし，年長児は，存在

論的カテゴリーの境界を越える助数詞の誤りには気づき

やすかったものの，それを適切な助数詞を用いて修正す

るのはかなり困難であることが示唆された。

指摘得点において認められた年長児における存在内と

存在外の差が，実際にはエラータイプの影響ではなく，

実験で用いられた特定の刺激と助数詞の組み合わせに

よって生じているという可能性も考えられる。刺激別の

指摘人数をみると，「熊」について「匹」の使用を誤りだ

と指摘した年長児は誰もいなかった。つまり，年長にお

ける存在内と存在外の差が「熊」と「匹」という組み合わ

せの誤りを指摘することの困難さのみから生じている可

能性が考えられた。そこで，存在内の指摘得点から「熊」

の得点を除き同様の分析を行った。ただし，存在内の得

点が５点満点となるため，得点を対象児ごとに正答率に

換算し（存在内：存在外＝年少3.8％：２．４％，年中

19.2％：１８．６％，年長37.8％：５０．０％)，その比率を角変

換したものを従属変数として，年齢（３）×パペットのエ

ラータイプ（２：存在内の誤り，存在外の誤り）の２要因

の分散分析を行った。結果，当初の分析と異なり、パ

ペットのエラータイプの主効果が有意傾向だったが（Ｆ

(１，７１)=3.15,,＝､０８)，年齢の主効果(Ｆ(２，７１)＝9.44,

’＜､001)，年齢とエラータイプの交互作用（Ｆ(２，７１）

＝9.01,’＜､００１）が１％水準で有意であり，年長におけ

るエラータイプの単純主効果は依然として有意であった

(Ｆ（１，７１)＝19.41,,＜､001)。刺激ごとに存在内，存在

外の誤りを指摘できた人数をみてみると，「熊」以外の

刺激において，存在内の誤りを指摘できた人数は６～

１３人，存在外の刺激では１２～１５人であった。指摘人

数に幅があるものの，全ての助数詞における存在内と存

在外の刺激対において，存在外の指摘人数が存在内を上

回っていた。

これらのことから，「熊」と「匹」という特定の組み合

わせのみが，年長における存在内と存在外の指摘得点の

差の原因であるという可能性は排除され，他の刺激にお

ける指摘人数に極端な値がないことからも，パペットの

エラーが存在論的カテゴリーの境界を越えるか否かが，

年長における誤りの気づきやすさに影響しているという

説明は妥当であろう。

２．助数詞の種類に注目した分析

幼児における主要な有生，無生助数詞の理解状況を調

べるため，対象児の各助数詞の指摘得点（'Elble4）およ

び修正得点（'Elble5）を従属変数として，それぞれにつ

いて年齢(3)×助数詞(6)の２要因の分散分析を行った。

なお，球面性の仮定が満たされなかったため，自由度を

Greenhouse-Geisserの基準によって修正した後，各要因

の主効果および交互作用の効果を検定した。

指摘得点の分析の結果，年齢の主効果（Ｆ（２，７１）

＝12.32,ｐ＜､001）と助数詞の主効果（Ｆ（4.02,285.57）

＝6.38,’＜､001)，年齢×助数詞の交互作用（Ｆ（8.04,

285.57)＝2.95,’＜､01）がいずれも１％水準で有意で

あった。そこでまず助数詞ごとに単純主効果の検定およ

び'11,keyの対間比較を行った。結果，「頭」以外の助数

詞の各水準における年齢の単純主効果が有意（｢人」Ｆ

(2,426)＝11.55,’＜､001：「匹｣Ｆ（2,426)＝6.61,ｐ＜

,０１：「本｣Ｆ(2,426）＝11.55,’＜､001：「枚｣Ｆ(2,426）

＝9.46,’＜､001：「台｣Ｆ（2,426)＝14.41,,＜､001）で，

多重比較では，「頭」以外の助数詞において，いずれも

年長＞年中＝年少であった。また，年齢ごとに助数詞の

効果をみたところ，年中と年長における助数詞の単純主

効果（年中Ｆ（5,355)＝3.79,’＜､０１：年長Ｆ（5,355）

＝8.10,’＜､001）がいずれも１％水準で有意であった。

多重比較では，年中児で「人｣，「本」と「頭」の間に１％

水準で有意な差が認められ，「人」・「本」＞「頭」であり，

年長児では「頭」とそれ以外の助数詞すべての間に１％

水準で有意な差がみられ，「人」・「本」・「枚」・「台」．

Table４各助数詞の指摘得点の平均(満点3ノ

Table５各助数詞の修正得点の平均(満,点3ノ

人匹頭本枚 多重比較台

人匹頭本枚

少
１
中
ｊ
長
１

年
、
年
、
年
、

１．０５

(0.22）

１．４２

(0.70）

１．９６

(0.98）

１．１０

(0.30）

１．１９

(0.63）

１．７４

(0.90）

１．１０

(0.30）

１．００

(0.49）

１．３３

(0.48）

０．９５

(0.22）

１．２７

(0.60）

１．７８

(0.80）

０．９５、.s・

(0.22）

１．１５人,本＞頭

(0.78）

１．９３人,本,枚,台,匹>頭

(1.00）

１．０５

(0.38）

１．４２

(0.64）

１．９６

(0.94）

年少０．９５

(ＳＤ）（0.22）

年中１．００

(SD）（0.28）

年長１．６３

(SD）（0.88）

霧＊＊＊＊ロ墨 ＊＊＊＊＊＊

**年長＞年中＝年少ゆく.01）

**年長＞年中＝年少ゆく.01）

０．９５、.s・

(0.22）

０．９２、.s・

(0.63）

１．６３人,台＞本,枚頭

(0.93）

１．００

(0.00）

０．９６

(0.34）

１．４４

(0.80）

、.ｓ、

台 多重比較

０．９５

(0.22）

０．９２

(0.27）

１．２６

(0.66）

０．９０

(0.30）

１．０４

(0.34）

１．１５

(0.36）

＊＊

１．００

(0.00）

０．８５

(0.37）

１．００

(0.39）

霧＊＊＊＊



7）年長児の修正反応の数は，無生の対象では「存在内｣28,「存在外」

３だったのに対し，有生では「存在内」６，「存在外」３であった。

「{剛や「つ」が無生の対象に用いられやすいのに対して，有生で

はほとんど用いられなかった。この結果からも，存在論的区別が
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れたのは，年少２名の１１の反応，年中９名の６８の反応，

年長１４名の139の反応であったが，年少についてはデー

タが極端に少ないため，以下では年中と年長を比較する

こととする（Figurel)。

まず「正答」の比率の平均は，年中９．８％，年長

44.1％であった。９５％信頼区間をそれぞれ求めたとこ

ろ，年中１．２％～１８．４％，年長３１．５％～５６．６％であり，

明らかな差が認められた。年長児はある程度，適切な助

数詞を用いて自力で修正することができるが，年中児は

パペットの助数詞の誤りに気づいても，それを適切に修

正することは困難であると思われる。次に，「存在内」

と「存在外」の平均比率を比較したところ，年長では「存

在内｣21.7％，「存在外｣４．９％であったのに対し，年中で

は「存在内」１２．１％，「存在外」１０．２％だった。それぞれ

の９５％信頼区間は，年長では「存在内」１０．１％～

33.2％，「存在外｣1.5％～８．３％であったのに対して，年

中では「存在内｣０．８％～２３．５％，「存在外｣０％～２４．９％

だった。このことから，年長児は適切な助数詞を用いて

修正ができず，誤った助数詞を用いてしまう場合でも，

存在論的カテゴリーの境界を越える助数詞よりも，その

境界を越えない助数詞を用いる傾向があると言える7)。

年中児ではそのような傾向はみられなかった。

各対象児における「数詞のみ」の比率の平均は，年長

19.7％，年中48.5％であり，年中児が，かなり頻繁に助

数詞を用いず数詞のみで数えているのに対して．年長児

ではその比率は比較的低いことが明らかになった。

９５％信頼区間は，年長3.2％～３６．１％，年中１４．８％～

｢匹」＞「頭」であった。年少児では有意差はなかった。

このように，年長児は「頭」以外の助数詞において助

数詞の誤りをよく指摘できた。一方，年中では「人｣。

｢本」のカテゴリーに属する事例についてはある程度誤

りを指摘できたものの，いずれの助数詞でも得点は低

く，年長の水準には及ばなかった。「頭」については，

どの年齢群でも誤りをほとんど指摘できなかった。

一方，修正得点についても同様の分析を行った結果，

年齢の主効果（Ｆ（２，７１)＝13.56,力＜､001）と助数詞の

主効果(Ｆ(3.86,273.92)＝3.67,力＜､01)，年齢×助数詞

の交互作用（Ｆ（7.72,273.92)＝3.32,’＜､01）が１％水

準で有意だった。単純主効果の検定の結果，年齢の単純

主効果が「人」（Ｆ（2,426)＝14.06,’＜,001)，「匹」（Ｆ

(2,426)＝7.09.'＜､001)，「台」（Ｆ(2,426)＝15.72,’＜

､001)，「本」（Ｆ(2,426)＝3.41,,＜､０５）において有意で

あった。′nlkeyの対間比較によって「人｣，「匹｣，「台」

において年長と年中，年少の間に１％水準で有意な差が

あり，年長＞年中＝年少であった。また，「本」では同

様の有意傾向の差が認められた。また助数詞の単純主効

果は年長でのみ有意で（Ｆ（5,355)＝9.27,’＜､001)，対

間比較では，５％水準で，「人」・「台」＞「本」．「枚」・

｢頭」であることが示された。

以上のように，修正得点においても，年長は年中と年

少よりも全体的に良い成績を修めたが，特に「人｣，「台」

のカテゴリーに属する事例について正しい助数詞を用い

て数えることができた。年中以下では適切な助数詞を用

いて修正するのは困難であった。また「頭」は幼児が使

いこなすのは非常に困難であることが示唆された。

3．修正の内容の分析

助数詞の誤りに対する修正内容にも，対象児の助数詞

に関する理解の様相が反映されると考えられる。本課題

を通して一度も誤りを指摘しなかった幼児を除いた，年

少６名，年中１３名，年長１６名から得られた延べ231回

(年少15,年中７５，年長141）の反応6）を分析した。ま

ず，すべての対象児の反応を以下のように分類した。①

適切な助数詞を用いた修正は「正答｣，②存在論的カテ

ゴリーの境界を越えない誤った助数詞で修正した場合は

｢存在内｣，③その境界を越える誤った助数詞で修正した

場合は「存在外｣，④助数詞を用いず数詞のみで数えた

場合は「数詞のみ｣，⑤その他「分からない」などの回答

はすべて「その他」とした。各対象児につき，上の①～

⑤の反応が，その対象児のすべての反応に占める比率を

算出し，反応数が２以下の対象児を除いた上で，その比

率を年齢群ごとに平均し比較した。平均の算出に用いら

％
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6）この反応の総数は，助数詞を伴った修正，伴わない修正に加え，

分からないなど修正を伴わないその他の反応も含めたものであ

る。
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82.2％とかなり広いものとなったため,両年齢群の間に，

数詞のみで数える傾向に明確な差はみられなかった。こ

のことから，５歳から６歳ごろにかけて，助数詞を付け

た方が望ましいという認識が進むという可能性が示唆さ

れたが，さらなる検討が必要であろう。

具体的な修正例をみると，人間に対して「匹｣，「頭」

を用いたり，「匹｣，「頭」のカテゴリーに属する事例に

｢人」を用いるという誤りが全く認められなかった。こ

れは，「人」の理解が最も早いということを示唆するも

のである。また，「本｣，「枚」のカテゴリーに属する事

例に対して有生助数詞を用いた修正が全くなかったのに

対して，「台」カテゴリーの事例は，４人の幼児（年中１，

年長３）により計６回有生助数詞で数えられた（人１，匹

２，頭３)。これらは「動く」という特性に関連した有生

助数詞の「台」カテゴリーへの般用かもしれない。この

ような意味に基づいた般用が起こるということは，幼児

が助数詞の意味システムを理解し始めていることを示す

ものであろう。

4．助数詞の選択課題の分析

修正の際に数詞のみで助数詞を付けずに数えるなどし

た対象児に対して行った，３つの助数詞の中から適切な

ものを１つ選択させるという課題に回答したのは，年少

2名（５回)，年中１０名（42回)，年長１１名（39回）の計

23名で，回答数は延べ８６回であり，１人の対象児が答

えた回数は最小１回，最大１３回であった。選択課題に

おける各選択肢について，各対象児の選択率を学年ごと

に平均したところ，正答の選択肢を選んだ比率の平均

は，年少０％，年中４６．０％，年長75.4％であった（'Elble

6)。年中と年長の平均正答率の９５％信頼区間を求めた

ところ，年中が23.6％～６８．３％，年長が52.3％～

98.4％であり，年長において下側信頼限界がチヤンスレ

ベル（1/３）を越えており，年長児は自力で助数詞を用

いて修正できない場合でも，選択肢を提示されればある

程度は適切な助数詞を選ぶことができることが示され

た。また年長児が存在論的区別を侵犯する選択肢を選ん

だ比率の平均は7.6％とかなり低く，１１人中９人は１度

も選ばなかった。選択課題の結果からも，年長児の助数

詞の理解が，数えられる事物の存在論的区別によって影

響を受けていることが示唆された。年少児はすべて「分

からない」と答えたことから，適切な助数詞を選択する

という課題自体が理解できなかった可能性もある。

考 察

助数詞の理解と存在論的カテゴリー

動物／非動物のような存在論的区別と助数詞カテゴ

リーの関連に幼児は気づいているだろうか。そのような

存在論的区別に関する知識が幼児における助数詞の理解

の助けとなっているだろうか。これらが，本研究が明ら

かにしようとする最も中心的な問であった。実験によっ

てこの点を様々な観点から多面的に検討した結果，パ

ペットのエラータイプの要因の効果，幼児が修正に用い

た助数詞，選択課題の回答，いずれの分析結果からも，

年長児のみが，事物の有生‘性によって助数詞カテゴリー

が異なるという知識を助数詞の理解の基盤としているこ

とが示唆された。この基盤の形成と適切なルールに基づ

く助数詞の産出の開始が，ともに年長という年齢段階で

起こっていると思われることから，存在論的カテゴリー

と助数詞カテゴリーの関係について気づくことは，

｢人｣，「匹｣，「台」といった助数詞の獲得に寄与してい

る可能性が示唆される。

中国語と日本語における幼児の助数詞獲得過程を比較

したUchida＆Imai（1999）は，中国の幼児の助数詞獲得

が日本と比して大きく遅れることを明らかにしたが，こ

の原因について，中国語の助数詞の体系では，日本語に

動物／非動物の存在論的区別のような，助数詞カテゴ

リーを根本的に分類するような基準が存在しないことに

よるのではないかと考察している。本実験の結果は，こ

の考察に対して支持を与えるものであるように思われ

る。つまり，日本人の幼児は，事物の存在論的カテゴ

リーと助数詞カテゴリーの関係に気づき，それを利用す

ることで，その後の助数詞付与ルール抽出の際の仮説検

証の範囲を狭め，助数詞獲得を容易にしていると考えら

れる。一方，同じ助数詞が動物，非動物の両方に適用さ

れたりする中国語では，動物／非動物の存在論的区別の

ような知識がそもそも，助数詞付与ルールを生成するた

めの手がかりとならないため，幼児は，あまり制約され

ていない仮説空間の中で意味規準の候補を探さなければ

ならず，これは処理資源の乏しい幼児にとっては困難な

のではないだろうか。

つまり，日本語で，事物の存在論的区別が助数詞カテ

ゴリー決定の基盤となっているということは，その後の

助数詞獲得プロセスにおいて，名詞獲得における概念的

制約（今井，1997）とある面では似たような働きをする

のかもしれない。

Table６選択課題における各選択歴の選択率の平均（％）

０

(0.00）

４６．０

(0.31）

７５．４

(0.34）

正答存在内存在外分からない人数・回数

０

(0.00）

２８．８

(0.23）

１９．８

(0.34）
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卿
切
紳
皿
帳
”

１００

(0.00）

０

(0.00）

０．０２

(0.05）

０

(0.00）

２５．２

(0.27）

７．６

(0.17）

注.人数・回数は，上段が選択課題に1回でも回答した対象児の年齢

群ごとの人数，下段がそれらの対象児による選択課題の回答数

の年齢群ごとの合計。
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助数詞の獲得順序と基礎レベルのカテゴリー

幼児は主要な助数詞をいつ，どのような順序で獲得し

ていくのか，本実験の結果から示唆された各助数詞カテ

ゴリーの獲得の順序，時期は以下の通りである。まず

｢人」と「台」の獲得が最も早いだろう。この２助数詞に

ついては，年長ではかなりの程度正しく用いられてい

た。実験で誤った助数詞を修正する際にも，人間に対し

て「匹｣，「頭」を使ったり，「匹｣，「頭」のカテゴリーに

属する事例に「人」を使ったりすることは全くなかった

ことから，「人」が最も早く理解される助数詞と言える

だろう。一方，「本｣，「枚」を適切に用いることは年長

児にとってもやや難しく，「頭」は全く理解されていな

いと言ってよい状態であった。年中以下の幼児が，助数

詞の誤りを正しく修正することが困難であったことか

ら，本研究で取り上げた主要な助数詞に関する適切な

ルールに基づく産出は，おもに６歳前後から始まるもの

と考えられる。助数詞獲得の時期については，用いる課

題の違いなどによって，研究間でもかなり差がみられ

る。本研究とほぼ同様の方法を用いているUchida＆

Imai（1999）では，本研究よりも正答率が高くなってい

る。これは，Uchida＆Imai（1999）が前もって練習課題

を行っていることや，地域差に起因するものかもしれな

い。しかし，現時点で正確な助数詞の獲得時期を明らか

にすることは難しく，さらに検討が必要であろう。

年中児や年長児では適切な助数詞を用いて修正はでき

ないまでも，パペットの用いた助数詞が誤りだというこ

とには気づいている場合もあり，正しいルールを適用し

て助数詞を産出できるようになる前に，幼児はある程度

助数詞の意味システムを理解していると考えられる。助

数詞の理解が産出よりも先行するという結果は，Uchida

＆Imai（1999）やＹａｍａｍｏｔｏ＆Keil（2000）など多くの先

行研究の知見とも一致する。

助数詞の獲得順序は有生助数詞の中では，Matsumoto

（1987）が予測したように意味の基準がより複雑な「頭」

の獲得が最も遅く，またUchida＆Imai（1999）が指摘し

たように，幼児の既有知識が豊富な「人」の獲得が最も

早いという結果が再現された。しかし，年長において

｢台」の正答率が「人」と同程度に高いということは，有

生助数詞と無生助数詞の理解を同時に検討した本研究に

よって明らかになった新たな事実である。この背景には

どのような要因が存在するだろうか。

著者らは「台」の正答率の高さに影響を与えている要

因のひとつとして，助数詞カテゴリーに相当する先行概

念の存在の有無を挙げることができるのではないかと考

える。「人｣，「(乗り物の）台」には，いずれも人間，車

という，助数詞カテゴリーとほぼ等しいメンバーから構

成される基礎レベルの名詞カテゴリーが存在するが，

「本｣，「枚｣，「頭」にはそのような名詞は存在しない。

言語間で助数詞カテゴリーの体系が大きく異なることか

らもわかるように，「本」の「細長いもの」といったカテ

ゴリーはある言語特有のものであり，助数詞獲得を通し

てはじめて明示的に形成されるものだろう。一方，「人」

のような助数詞では，幼児は既に存在する個別の概念に

助数詞カテゴリーを対応付けるだけでよい。「匹」は動

物全体を含むカテゴリーではないが。獲得初期には動物

というカテゴリーに「匹」カテゴリーを対応付けている

ため，先行研究や本研究でみられた「頭」カテゴリーに

まで及ぶ般用が起きているのかもしれない8)。「動物」

というカテゴリーに基づいて絵を分類する課題に成功し

た幼児は，同じ課題に失敗した幼児よりも，トレーニン

グによって「匹」ルールを正しく生成できる場合が多い

という高田（2002）の知見はこの仮説と整合的である。

幼児における助数詞の理解過程

先行研究の知見，および本実験の結果とそれに基づく

考察によって，幼児が助数詞を理解していくプロセス，

その背後にあるメカニズムをどのようなものとして描け

るだろうか。

幼児における助数詞の使用は既に２歳ごろからみられ

るが，この時期の助数詞使用が，用いられる助数詞が

｢つ｣，「回」などに限られていること，１以外の数詞と共

起しないこと（仲，1997）を考えれば，２歳児は助数詞の

意味システムや文法的機能に気づいていない可能性が強

いだろう。この最も初期の助数詞の使用は，耳にした音

声のどこが数詞でどこが助数詞かなどを分析しないま

ま，その全体を機械的に記憶しておいて，要求や叙述の

手段として使用するものであり，この時点では，助数詞

としての理解は，まだ始まっていないと言った方がよ

い。加えて，この時期に周囲の大人から与えられるイン

プットの性質として，使用される助数詞が偏っているた

めに（仲，1997)，「つ｣，「個」が付与された数詞系列が幼

児によく記憶されており，そのことが幼児初期の助数詞

使用を特徴づけ，それ以降の「つ｣，「個」の般用へもつ

ながっていると考えることができるだろう。丸山

（2002）も，２歳児は数詞系列を分割できないひとつのま

とまりとして理解しているに過ぎず，数詞系列にある

個々の数詞を独立したものとして理解できるようになる

のは５歳ごろであると述べている。数詞系列に関する理

8）本実験において，幼児が動物を数える際に起こした「存在内」の

誤りはすべて「匹」と「頭」の誤用であった。「頭」カテゴリーに

属する事物を「匹」で数えたのは全年齢合わせて９回で，「頭」カ

テゴリーの事物に対する修正１６回の半分以上を占めていること，

「頭」を正しく用いた者がほとんどいなかったこと，「匹」カテゴ

リーの事物に「頭」を用いる修正がほとんどないことから，「頭」

カテゴリーが分化する前は「匹」が人間以外の動物全体に般用さ

れていると考えられる。Uchida＆Imai（1999）やMatsumoto

（1987）でも，同様の般用の存在が報告されている。
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解の深化，世界に関する知識の増大，言語経験の積み重

ねを経て，５歳ごろになってようやく幼児は助数詞の文

法的機能や意味に気づくようになると思われる。助数詞

への気づきが生まれ始めた最初のころに，幼児はおそら

く，「数えるときには数詞に助数詞が付くことがある」

ということを理解するだろう。このような理解を得るこ

とで，幼児は他者発話の中の数詞に「付与された」助数

詞に注意深くなり，また自ら助数詞を「付与して」発話

するようになるだろう。この段階になって，幼児は助数

詞カテゴリーと存在論的カテゴリーの関係にも気づき，

各助数詞の付与ルールの生成が可能になり，それによっ

て「つ｣，「個」の全般的般用から各助数詞カテゴリーへ

と順に分化されていくと考えられる。

助数詞の獲得過程が，名詞，特に物体のカテゴリー名

のそれと大きく異なる点は，幼児は助数詞をその意味規

準へと即時にマッピングしないということである。助数

詞は，世界を複雑な仕方でカテゴライズするため，名詞

語意についての制約のような強力なメタセオリーを助数

詞の意味基準について導くことはできない（今井，

1999)。また，助数詞がコミュニケーション場面におい

て必ずしも重要な役割を担っていないこと，共起する数

詞に応じて読みが変化すること（例えば，いつぴき，に

ひき，さんびき･･･）も，助数詞の獲得を困難にしている

一因であると考えられる（Yamamoto＆Keil,2000)。結

果，助数詞の付与ルールに関する知識が幼児に明らかに

なるには時間を要し，助数詞獲得プロセスは非常にゆっ

くりとしたものにならざるをえない。本研究で見出され

た，修正，選択課題の成績差は，幼児に必要とされる知

識の明確さの程度の違いによると考えるのが妥当であろ

う。

その過程において，事物の存在論的区別と助数詞カテ

ゴリーの関係は，処理容量も限られている幼児にとっ

て，重要な手がかりとなり，初期の助数詞の理解を導い

ているのではないだろうか。また，助数詞の理解におい

ては，既有の概念に助数詞を対応付けるというプロセス

も並行して働いているという可能性が本研究によって示

唆された。もちろん，助数詞の獲得しやすさに関わる要

因としての基礎レベルのカテゴリーとの対応性は，先行

研究で示唆されてきた他の要因（意味基準の複雑さ

(Matsumoto,1987)，既有知識の量（Uchida＆Imai，

1999)，カテゴリー内のメンバーの知覚的類似性の抽象

度（今井，1999)，当該助数詞の使用頻度，周囲の大人か

らのインプットの性質（Naka,1999)）と相互に関連する

ものと思われる。基礎レベルのカテゴリーと対応のある

助数詞カテゴリーは，幼児の既有知識が豊富なカテゴ

リーであったり，使用頻度の高い助数詞であるというこ

とは十分に考えられる。基礎レベルのカテゴリーとの対

応の有無が，助数詞の獲得しやすさに本当に影響してい

るかどうかを確かめるためには，さらなる検討が必要で

ある。本研究も含め，これまでの助数詞獲得研究が示し

てきたことは，助数詞の獲得過程が，自ら生成したルー

ルや既有知識の利用と経験による連合，トップダウンと

ボトムアップのプロセスの双方が，相互に影響しながら

同時進行することによって規定されているということで

あろう。

発展研究へ向けて

語意の獲得は，開かれたクラスか閉じたクラスか，語

の指示概念が世界においてどの程度前言語的に分離され

ているかといった語の特徴によってかなり異なるプロセ

スを辿ることから（Gentner＆Boroditsky〉2001)，子ど

もの語量獲得について明らかにするためには，様々な言

語における様々な語の獲得について研究しなければなら

ないことは自明であろう。助数詞の獲得過程は，時期的

な側面を除いてはかなり不透明なままであり，工夫され

た方法により，その獲得のメカニズムを明らかにしてい

くことが今後の研究には期待される。縦断的研究によ

り，助数詞の獲得過程により因果的に迫る必要'性もある

だろう。

幼児における助数詞の理解過程を詳細に調べ，綿密な

検討を加えることは，文法と意味，言語と認知の関係に

迫る有効な手段であり，さらなる発展研究が大いに望ま

れる。
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levelcategory8

【KeyWbrds】Preschool“Languagedevelopment，Numericalclassifier；Ontologicalcategoryウ

Errordetectionparadigm

2005.9.22受稿，2006.8.4受理
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キリスト教における「宗教性」の発達および援助行動との関連
キリスト教主義学校生徒を中心にして
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原著

本研究では，キリスト教主義学校生徒のキリスト教における「宗教性」の発達および援助行動との関連

について検討した。まず,Ｇlock（1962）およびVerbit（1970）による「宗教性」に基づいた中高生版宗教

意識尺度，宗教行動尺度，および援助行動尺度を作成した（対象者1,999名)。次に，キリスト教主義学

校生徒（1,881名）を対象に，キリスト教における「宗教性」の発達的差異を検討した。その結果，「クリ

スチャンであること」と「家族がクリスチャンであること」がキリスト教における「宗教性」の高さを示

す要因となることが示唆された。また，一部のキリスト教における「宗教性」では，学校段階による発達

的差異がみられることが示唆された。最後に，中学・高校生クリスチャン（183名）を対象に，キリスト

教における「宗教性」と援助行動との関連を検討した結果，親がクリスチャンではない「クリスチャン－

世」と親がクリスチャンである「クリスチャン二世」間では異なる特徴を持つことが示唆された。

【キー・ワード】宗教性，援助行動，キリスト教主義学校，クリスチャン，青年

問題と目的

宗教性とは，人間のなかにある宗教への関与・傾倒の

程度を示す概念であり，世界の諸宗教では，宗教性の表

出は多大な相違と多様性がみられると同時に，普遍的な

宗教性の表出においてかなりの一致がみられる（金児，

1997)。また，宗教性は幼少期から始まり，各発達段階

において異なった現れ方をみせるといわれており（長谷

川，1969など)，発達的観点から捉えることも重要であ

る。しかし，日本の宗教心理学においては，そのような

観点からの実証的研究はほとんど行われていない（神

保，１９８０；杉山，２００４；西脇,2005)。

その理由として，日本人の宗教性発達に関する心理学

的研究の難しさが挙げられる（神保，1980)。日本の宗

教的風土は複雑であり，信仰の表明の仕方も異なってい

るため，日本人一般の宗教を特定することは困難であ

る。また，学校や家庭の調査協力を得ることが困難な場

合も多く，信仰の対象を特定できない場合もある。以上

の問題点を考慮すると，日本において実証的に宗教性発

達を検討するためにはできる限り宗教・宗派を特定する

必要がある。そこで本研究では，特定の宗教・宗派を研

究対象とする利点および限界を踏まえつつ，プロテスタ

ント．キリスト教（以下，キリスト教と記す')）に着目

1）日本では，カトリックとプロテスタントの区別さえ一般にほとん

ど注意が払われていないが，キリスト教といえば通常プロテスタ

ントを指し，カトリックはカトリックと別個に呼ばれる（井上，

1999)。

し，キリスト教における「宗教性」の発達について検討

する。

キリスト教に特化する利点として，欧米の方法論を援

用し，研究結果を比較することができる点が挙げられ

る。また，日本でも，キリスト教主義学校中学・高校生

を対象にした先行研究が少ないながらも存在しており，

青年期の宗教性発達についても一部触れられているため

(星野・安倍，１９６４；中村，1976など)，比較検討が可能

である。その反面，日本人一般の宗教性の解明が困難で

あることやキリスト教以外の宗教性に適用することはで

きないといった限界もある（杉山，2004)。これらの利

点，限界を踏まえながら，数少ない先行研究と比較検討

しやすく，かつクリスチャンの対象者にめぐりあう可能

性の高いキリスト教主義学校2)の生徒を本研究では調査

対象とする。キリスト教主義学校の生徒は，日常的に宗

派教育や宗教知識教育の形でキリスト教教育を受けてお

り，非クリスチャンであってもキリスト教から何らかの

影響を受けていると考えられる。

ところで，日本人クリスチャンのなかでは，親もクリ

スチャンである「クリスチャン二世（以下，二世と記

す)｣，親がクリスチャンではない「クリスチャン－世

(以下，一世と記す)」に分けて語られることがある。青

年期前期・中期に宗教意識が自覚的となり，多くの回心

体験がなされることから（星野，1977)，親が非クリス

2）キリスト教系学校では，プロテスタント系学校を「キリスト教主

義学校」と呼び，カトリック系学校を「カトリック学校」と呼ん

でいる（北川，2000)。
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チャンである中学・高校生一世は少なくない。このこと

は，欧米ではほとんどみられない日本のキリスト教の特

質でもある（隅谷，2004)。幼少の頃から家庭や教会で

キリスト教に接している二世と，そうではない一世との

間における宗教性の差異を本研究では検討する。その

際，非クリスチャンだがキリスト教主義学校に通ってい

る中学・高校生を対照群として位置づける。

キリスト教における「宗教性」（以下，本論文では単に

｢宗教性」と記す）は，次のように定義されている。「宗

教性」とは，「個人がどの程度キリスト教的であるか」を

測定する指標である。すなわち，個人がキリスト教につ

いてどの程度，「信じるのか，感じるのか（宗教意識)｣，

｢振る舞うのか（宗教行動)」を表す。岸本（1961）は，

宗教意識を「宗教的行動の内行動的なもの。情緒的な経

験を主とする宗教的経験（情意的)，宗教的思惟（知的）

を含む」と定義している。また，宗教行動を「儀礼や布

教伝道といった社会的要素の強い行動の外行動的なも

の」と定義している。岸本（1961）の定義によれば，宗

教意識とは，信念や知識が関わる「認知的成分（信じ

る)」と情緒的な体験が関わる「感’情的成分（感じる)」を

含む概念であり，「行動的成分（振る舞う)」は宗教行動

に相当する。つまり，宗教意識と宗教行動を包括する枠

組が｢宗教性」といえる。

一方，「宗教‘性」に関する研究は数多く存在するが，

大学生および成人を対象にしたものがほとんどである

(Hyde,1990)。また，「宗教性」の発達は各発達段階に

おいて異なる様相を示すことが予想されるが，この点に

関する実証的研究は少ない（Hyde,1990)。特に日本で

は，キリスト教徒以外を対象とした杉山（2004）の研究

がみられるに過ぎない。本研究では，中学・高校生を対

象として，青年期前期・中期の「宗教性」発達について

検討する。星野（1977）は，宗教意識の発達について，

｢社会意識や道徳意識などと同様に，個人の精神的成長

と，彼に加えられた宗教的感化や宗教教育に伴って，単

純・未分化なものから，高度に複雑・分化したものへと

発達し，また個人の内外の条件に応じて変容したり崩壊

したりする」と定義している。この定義は，宗教性が社

会性や道徳性の発達と同じように青年期に発達する可能

‘性を示唆している。しかしながら。「高度に複雑・分化

した」宗教意識の状態とは何か，あるいは，変容や崩壊

を生じさせる「個人の内外の条件」とは何か，という点

について具体的に検討されているわけではない。また，

この定義は，青年期の宗教意識の発達が必ずしも直線的

な軌跡を描くわけではないことを示唆しているが，先述

したように，青年期前期・中期の宗教的側面に関する心

理発達の実証的研究はほとんどない。

「宗教性」に関する研究では，Ｇlock（1962）が提示し

た「信念，知識，体験，行動，効果」の５次元が重要な

指標とされており，多くの研究者によって引用されてい

る（Hill＆Hood,１９９９；杉山，2004)。「信念」とは宗教的

な教えを信じること，「知識」とは教義，教典に関する

情報を有すること，「体験」とは回心体験などを含み，

宗教的経験や宗教的感'情を持つこと，「行動」とは礼拝，

祈りなどといった特定の宗教的行動である。また，「効

果」とは以上の４つの次元が信者の生活や行動，精神な

どに及ぼす（クリスチャンになることによって受ける）

社会的，世俗的な影響を意味する。「効果」はさらに「報

酬」と「責任」に分けられる。「報酬」とは個人における

心の平安，悩みからの解放，幸福感などを指し，「責任」

とは倫理的禁止の受容や，宗教集団における責務を全う

することを指す。

ただし，調査を実施する際には，この５次元は固定さ

れたものではなく，調査研究の目的に応じて各次元を柔

軟に使い分けたり，次元を新たにつけ加えたりしても良

いとGlock自身が述べている（Ｇlock＆Stark,1966)。今

田（1955）は，個人の宗教性発達において宗教集団を始

めとする宗教的環境から大きな影響を受けると示唆して

いる。Verbit（1970）は，宗教の共同体としての側面に

注目し，宗教的な組織への参加・貢献の度合，そこに友

人や仲間が含まれる基準や程度などを問うものとして，

｢共同体」次元を提唱した。日本においても，宗教集団

における共同体の側面について注目し，その重要'性を示

唆している（杉山，２００４など)。日本のキリスト教にお

いても，クリスチャンとの関係が個人の「宗教性」に影

響を与えることが想定されることから，本研究では

Verbit（1970）の「共同体」の次元をGlockの５次元に追

加して検討する。「共同体」とは，信仰を介した対人的・

情緒的な関わりを指し，集団への帰属感や社会化の促進

に関連する。「共同体」は，宗教意識に位置づけられ，

｢体験」と同様に感情成分に含まれる。「体験」との違い

は，「体験」は神との関係における情緒的な経験を指し，

｢共同体」は宗教集団やそのメンバーとの関係における

情緒的な経験を指すことである。このように，これら６

次元は異なる特徴を持ち，次元ごとに発達的差異がみら

れる可能性がある。杉山（2004）も次元ごとに発達的差

異がみられることを示唆している。

キリスト教意識について，先行研究（星野・安倍，

1964；長谷川，１９６９；中村，1976）では，中学生のほう

が高校生よりも高い得点を示すとされている。その理由

として，高校生特有の宗教への疑惑や抵抗が考えられて

いる（長谷川，１９６９；星野，1977)。しかし，これらの研

究で用いられたキリスト教意識尺度は，本研究の「宗教

‘性」のように下位尺度に基づく分析を想定していないた

め，中学・高校生間の差異の詳細は十分に検討されてい

ない。

青年期前期・中期の「宗教'性」を新たに検討するため
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には，中学・高校生を対象とした尺度の開発が必要であ

るが，欧米の研究をそのまま日本人に適用することは注

意すべきである（金児・金児，2005)。日本のキリスト

教の特質を考慮し，対象者を注意して選定する必要があ

る。その理由として，プロテスタント教会およびキリス

ト教主義学校に通う非クリスチャンの存在が挙げられ

る。彼らはクリスチャンではないが，キリスト教的環境

に日常的に接しており，他の中学・高校生とは異なって

いる。つまり，日本の中学・高校生のキリスト教への関

わりには様々な程度があるといえ，したがって，キリス

ト教に関わる中学・高校生を包括的に調査する尺度を開

発するためには，対象を「キリスト教主義学校に通う生

徒」および「プロテスタント教会に通う中学・高校生」

とする必要がある3)。

本研究では，一世，二世といった家族要因を含め，分

析のために対象者を以下の４群に分類する4)。すなわち，

｢自分がクリスチャンであり，家族にもクリスチャンが

いる群（以下，クリスチャン・クリスチャン家族群：

Ch-Ch群とする。他の群も同様である｡)｣，「自分がク

リスチャンであるが，家族にはクリスチャンがいない群

(クリスチャン・非クリスチャン家族群：Ｃｈ－ＮＣｈ群)｣，

｢自分はクリスチャンではないが，家族にはクリスチャ

ンがいる群（非クリスチャン・クリスチャン家族群：

ＮＣｈ－Ｃｈ群)｣，「自分も家族もクリスチャンではない群

(非クリスチャン・非クリスチャン家族群：NCh-NCh

群)」である。

さて，いかなる宗教，信者といえども，それが属する

社会のなかで宗教は存在し，信者は生活しているはずで

ある。したがって，彼らの宗教性発達を検討する際に

は，家庭や学校，地域といった社会との相互作用および

それに関わる対人関係を考慮する必要がある。本研究で

は，中学・高校生クリスチャンと社会との関係を示すた

めの指標として「援助行動」を取り上げる。援助行動と

は，「外的な報酬や返礼を目的とせず，自発的に行われ

た，他者に利益をもたらす行動」（松井，1998a）と定義

され，向社会的行動の一種でその日常的な典型例として

用いられている（杉山，1992)。

「宗教性」は社会との関係のなかで発達することから

(今田，1955)，クリスチャンと社会との関係を示すこと

3）プロテスタント教会に通う中学・高校生のキリスト教における

「宗教性」の発達および援助行動との関連については稿を改めて

論じることにしたい。

4）家族内のクリスチャンについては，「父・母・兄・姉・弟・妹・

祖父・祖母・おじ・おば・その他」を質問紙で設定し，多重回答

してもらった。その結果，父ないし母がクリスチャンである割合

が，クリスチャン・クリスチャン家族群では，84.5％，非クリス

チャン・クリスチャン家族群では，65.0％であった。父母以外の

家族がクリスチャンである割合は，全て１０％未満であった。

によって，彼らの宗教‘性発達の特徴を明らかにすること

ができる。また，援助行動も社会との関係のなかで発達

し（堂野・堂野，2000)，キリスト教やキリスト教教育

と密接な関わりを持つといわれていることから（安斎，

1985)，クリスチャンと社会との関係を示す指標として

取り上げることとした。

援助行動研究における近年の動向としては，状況要

因，個人内要因といった援助行動の要因を整理した分類

学的な研究や意志決定モデル，発達モデルの研究などが

行われている（岩立，１９９５；原田，１９９８；松井，1998bな

ど)。一方，Bensonetal．（1980）は，援助行動を，緊急

時等の即時的な状況要因の影響を強く受ける自生的

(spontaneous）行動と，個人内要因に深く関わる非自生

的（nonspontaneous）行動に分類した。これに関連させ

ると，宗教性は，パーソナリティや価値観などととも

に，非自生的行動を生起させる個人内要因に位置づけら

れる（Bensoneta1.,1980)。この個人内要因としての宗

教性は長期的な時間的スパンのなかで発達し，その時間

的スパンのなかで非自生的行動としての援助行動の発達

に影響を及ぼすと考えられることから，長期的な時間的

スパンおよび個人内要因を重視する発達モデル（岩立，

1995）の１要因として位置づけられる。キリスト教教育

において重視されている援助行動も，非自生的行動に分

類される（安斎，1985)。

日本では，「宗教性」と援助行動との関連を調べた研

究はみあたらないが，欧米では，数多くの研究が存在し

(Batson,Schoenrade,＆Ventis,１９９３；Spilka,Hood,Huns‐

bergel;＆Gorsuch,２００３を参照)，両者の間には概ね関連

があるといわれている。しかしながら，青年期前期・中

期の援助行動に「宗教性」が与える影響については研究

が進んでいるとはいえない。欧米でも，大学生と成人を

対象とした研究が大部分を占め（Batsoneta1.,1993)，高

校生を対象とした研究もほとんどない（Sam＆Gustavo，

2005など)。そこで本研究では，中学生まで対象を広げ，

中学・高校生クリスチャンの「宗教性」が援助行動に与

える影響を発達的観点から検討する。以上のことから，

本研究は，キリスト教における「宗教性」の発達的変化

および援助行動との関連を検討することによって，これ

らの発達的差異を中学・高校生クリスチャンの発達とし

て問う研究とする。

本研究では，第１に，Ｇlock（1962）とVerbit（1970）

の「宗教性」に基づいて，キリスト教における中高生版

宗教意識尺度・宗教行動尺度，および中高生版援助行動

尺度を作成する。ただし，「知識」は，構成概念として

は宗教意識に含まれるが，設問は知識の有無を調べるテ

スト形式をとらざるを得ず，評定法を使用する宗教意識

尺度（単一尺度）として扱うことができない。したがっ

て，本研究では扱わないこととする。また，「効果」は，
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宗教意識と宗教行動の両側面を含む構成概念だが，回答

者の認知的，感情的側面を測定することを目的とするた

めに．宗教意識尺度に含めることとする。第２に，キリ

スト教主義学校生徒を対象に，「学校段階」と「本人・家

族内のクリスチャン有無（以下，クリスチャン別)」によ

る「宗教性」の発達的差異を検討する。第３に，キリス

ト教主義学校における中学・高校生クリスチャン（以下，

中学・高校生クリスチャンと記す）を対象として，「宗

教性」と援助行動との関連について検討する。クリス

チャンについては，Ｃｈ－Ｃｈ群（二世）およびＣｈ－ＮＣｈ群

(一世）に分け，両者の差異についても検討する。

以上を踏まえて第２，第３の目的では，以下の仮説を

設定し検討する。

第２目的の仮説：［仮説１］クリスチャンは非クリス

チャンよりも高い「宗教性」を示すであろう。［仮説２］

家族がクリスチャンの場合はそうでない場合よりも高い

｢宗教性」を示すであろう。［仮説３］中学生が高校生よ

りもキリスト教的意識が高いことが示されていることか

ら（星野・安倍，１９６４；長谷川，１９６９；中村，1976)，中

学生のほうが高校生よりも高い「宗教性」を示すであろ

う。

第３目的の仮説：［仮説４］クリスチャンの「宗教性」

は援助行動に影響を及ぼし，「宗教性」の高いクリスチャ

ンは積極的に援助行動をとるであろう。［仮説５］仮説３

より，中学生が高校生よりも高い「宗教性」を示すと予

想されることから，「宗教性」の援助行動に対する影響

は中学生のほうが高校生よりも高いであろう。

方法

1．質問紙の構成

質問紙は次の手続きによりそれぞれ作成された。

（１）宗教意識尺度松島（2005）がGlock（1962）と

Verbit（1970）の「信念・体験・共同体・効果報酬・効果

責任」を基に作成した「日本人成人クリスチャンを対象

とした宗教意識尺度（以下，成人版尺度)」から中高生版

宗教意識尺度を新たに作成した。成人版尺度には中学・

高校生が理解しにくい項目が含まれているため，以下の

手順で中高生版宗教意識尺度を作成した。まず，以前に

キリスト教主義学校の教師で現在は神学生の方と，キリ

スト教主義学校に中学校から短大にかけて通っていた方

と筆者の３名で，成人版尺度全29項目について，中学・

高校生にとって理解しやすい内容に修正した。次に，心

理学の研究者１名と筆者で，修正した項目の測定尺度と

しての表面的妥当性および内容的妥当性を検討した。最

後に，調査を実施するキリスト教主義学校宗教科担当の

教師２名に依頼して中高生版宗教意識尺度の内容的妥当

性を確認した。その結果，宗教意識尺度における下位尺

度は以下の通りとなった（括弧内は成人版尺度の項目数

を指す)。「信念｣５項目（４項目)，「体験｣８項目（９項目)，

｢共同体」５項目（６項目)，「効果報酬」５項目（５項目)，

｢効果責任」４項目（５項目）であり，以上27項目を中高

生版宗教意識尺度とした。選択肢は，「まったくあては

まらない，あまりあてはまらない，少しあてはまる，中

程度にあてはまる，かなりよくあてはまる，非常によく

あてはまる」の６段階評定（１～６点）である5)。

（２）宗教行動尺度宗教行動尺度も，上記の宗教意識

尺度と同様の手順により，その内容的妥当性を確認し，

7項目（８項目）が選定された。選択肢は６段階評定（ｌ

～６点）であるが，各項目で選択肢の内容が異なる6)。

（３）援助行動尺度援助行動を測定する尺度には，原

田（1990)，栗田（2001）などがある。ただし，これら

の尺度は大学生を対象に援助行動について回答を求め，

それを基に作成されている。本研究では，これらの先行

研究を参考にしながら，中学・高校生から援助行動を聴

取し，新たに尺度を作成した。

援助行動尺度を作成するために，2002年７月上旬に，

公立校の中学生109名（男子５１名，女子58名)，高校生

102名（男子45名，女子57名）の計２１１名を対象に調査

を実施した。周囲の人たちに対して，今まで行ったこと

のある「援助行動」について自由記述で５つ挙げるよう

求めた。回答をまとめたところ，172項目が得られた。

この172項目について，菊池（1983）が挙げた向社会

的行動に関する４つの基準7)，すなわち「①その行動が

相手に対する援助であること，②外的報酬を目的としな

いこと，③ある種のコスト（損失）を伴っていること，

④それが自発的になされること」を参考にして，日常生

活場面における援助行動を，筆者を含む心理学研究者２

名が選定した。最終的に１６項目を採用した。選択肢は，

｢おこなったことがない，一度おこなった，数回おこ

なった，しばしばおこなった，いつもおこなった」の５

段階評定（１～５点）である。

2．調査対象者

有効回答数は，キリスト教主義学校中学１年生～高校

3年生1,881名（回収率87.3％；男子1,018名，女子863

5）効果責任の選択肢については，「まったく義務がない，あまり義

務がない，少し義務がある，中程度に義務がある，強い義務があ

る，非常に強い義務がある」とした。

6）たとえば，礼拝出席，キリスト教の集会では，「ほぼ毎週出席し

た，月に２，３回出席した，月に１回くらい出席した，数ケ月に１

回くらい出席した，１年に１，２回くらい出席した，まったく出席

しなかった」とした。また，聖書通読では，「毎日，３回以上読ん

だ，毎日，２回くらい読んだ，毎日，１回は読んだ，１週間に数回

は読んだ，たまにしか読まなかった，まったく読まなかった」と

した。

7）菊池（1983）の基準は向社会的行動の基準であるが，援助行動の

定義（松井，1998a）にほぼ合致していたために選定作業の参考と

した。
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名；男子校１校，女子校２校，計３校)，プロテスタン

ト教会に通う中学１年生～高校３年生１１８名（回収率

80.0％；男子42名，女子74名，不明２名；１６教会，４

つのキャンプ)，計1,999名。クリスチャン別の該当者

数は，キリスト教主義学校では，Ｃｈ－Ｃｈ群：中学生（以

下，中とする）４５名，高校生（以下，高とする）２６名，

Ch-NCh群：中５６名，高56名，ＮＣｈ－Ｃｈ群：中126名，

高88名，NCh-NCh群：中600名，高693名であり，プ

ロテスタント教会では，Ｃｈ－Ｃｈ群：中３０名，高15名，

Ch-NCh群：中７名，高５名，ＮＣｈ－Ｃｈ群：中25名，高

１４名，NCh-NCh群：中６名，高１０名であった8)。

3．調査時期

2002年８月～2003年２月。

4．手続き

個別記入方式による質問紙調査である。学校内では，

教師の指示のもと，授業時間内とホームルーム中に集団

で実施した。教会とキャンプでの調査は，筆者の指示の

もと集団で実施した。加えて，教会での調査は，各教会

に質問紙を郵送し，牧師もしくは中学・高校生クラスの

教師の指示のもと個別に記入してもらい後日回収した。

全ての調査において，教示の際に，調査への回答を拒否

する権利があることを伝えた上で調査を実施した9)。

結果'0）

1．尺度構成

（１）宗教意識尺度①項目分析全27項目について

項目一全体得点相関分析を行った。その結果，２７項目の

全てに有意な相関（.649～､844,’＜､01）が認められた。

また，質問項目の合計得点が上位または下位約２５％に

属する調査対象者を抽出しＧＰ分析（/検定）を行ったと

ころ，全ての項目に有意差が認められた(，＜､01)。

②因子分析による尺度構成本研究における宗教意識

尺度では，「信念，体験，共同体，効果報酬，効果責任」

の５因子を想定し，項目を分類，選定した。理論や項目

作成の狙いが明確な時は，プロクラステス法を適用する

8）有効回答数とクリスチャン別の該当者が異なるのは，無回答に

よってクリスチャン別に分類できなかった生徒がいたためであ

る。

9）調査における倫理的対応について，回答拒否権以外にも以下のこ

とに配慮した。調査にあたり，事前に担当の教師と複数回打ち合

わせをし，できる限り生徒に負担がないよう配慮した。学校に

よっては職員会議でその是非を議論していただいた上で調査の許

可を得るに至った。筆者が直接調査を行った際は，回答する中

学・高校生に負担がないように配慮し，不明な点がある場合には

適宜対応した。しかし，学校，教会に委託して調査を行った際に

は，教師，牧師に委ねざるを得ない面があり，回答の拒否権の周

知や回収の際の生徒への配慮といった問題については限界があっ

た。

10）統計パッケージは，因子分析ではSAS8.02を使用し，その他の

分析ではSPSS10.0Jを使用した。

ことが推奨される（南風原，2002)。そこで本研究では，

宗教意識27項目について，上記の下位概念に対応する

5因子に分けたターゲット行列を作成し，主因子法，プ

ロクラステス回転で因子分析を行った。その結果，最終

的に５因子24項目を採用した。結果を'Ｅｌｂｌｅｌ１１)に示す。

第１因子は，４項目からなり，神との関係，神の導き，

信仰についてどの程度信じているかを問う「信念」因子。

第２因子は，７項目からなり，日常生活のなかで，神，

神の愛，また，神に関連する事柄をどのように考え，感

じているかを問う「体験」因子。第３因子は，５項目から

なり，クリスチャンの友人との交わりや教会生活・学校

生活を通して得られるものについて問う「共同体」因子。

第４因子は，４項目からなり，教会や学校に関わるよう

になって安心感や平安が与えられたり，自己内省ができ

るようになったかを問う「効果報酬」因子。第５因子は，

4項目からなり，教会や学校に関わるようになって必要

とされる礼拝出席，伝道，奉仕の義務について問う「効

果責任」因子である。

因子間相関については，．685～､891と高い正の相関が

得られた。プロクラステス法による因子分析の結果，今

回作成された尺度は高い因子的妥当性を有することが確

認された。また，下位尺度間の相関係数を算出したとこ

ろ，、721～､866と全ての因子において有意な正の相関が

みられた（Tableｌ参照)。各下位尺度間についても，因

子間相関と同程度の相関がみられることから，因子間相

関と同様な傾向があることが示唆された。さらに”各下

位尺度の内的整合性を検討するために，クロンバックの

α係数を求めた。その結果，、884～､937と高い値を示し

たことから，高い信頼性を有することが示された。

（２）宗教行動尺度①項目分析全７項目について項

目一全体得点相関分析を行った。その結果，７項目の全

てに有意な相関（､488～､667,’＜,01）が認められた。ま

た，質問項目の合計得点が上位または下位約２５％に属

する調査対象者を抽出しＧＰ分析（ｔ検定）を行ったとこ

ろ，全ての項目に有意差が認められた('＜､01)。

②主成分分析宗教行動尺度７項目について主成分分

析を行った（Table２参照)。その結果，全項目の第１主

成分への重みが.628以上と高い数値を示した（寄与率

49.03％)。したがって，宗教行動尺度は，礼拝出席，聖

書通読，奉仕の頻度などのキリスト教における特定の宗

１１）「効果責任」の項目は，他の因子の項目と異なり，回答者の主体

を「私たち」としている。これは，項目作成の段階で，「効果責

任」の項目を回答する際に，回答者の主体を「私」にすると他の

因子の項目よりも無回答が増える恐れがあることを指摘され，討

議の結果，「私たち」を採用することとした。しかし，「私たち」

にしたことにより，回答の際に他の因子と異なる回答反応がみら

れる可能性も否めないために，今後，新たな調査を行うなどして

詳細な検討を行いたいと考えている。
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Tableｌ宗教意識尺度24項目の因子パターン行列住因子法プロクラステス回転勘

【)8６

因子１因子２因子３因子４因子５項目

[第１因子信念α＝､909］

信念③私は。信仰を持った生き方こそ，人の真の生き方であると思う。

信念④私は，人間は信仰がなければ幸せにはなれないと思う。

信念⑤私は，聖書が人生におけるすべての指針を与えてくれると思う。

信念①私は，豊かな生活よりも神さまに従う生活のほうが幸福であると思う。

[第２因子体験α＝､937］

体験⑥私は，自分が，常に神さまの前にいるという感覚がある。

体験⑦私は，神さまの包みこむようなあたたかさを感じる。

体験④祈りの中で，またはふだんの生活の重要な場面で，私は，神を近くに感じる。

体験⑧私は，神さまに愛されていると感じている。

体験③私は，礼拝のとき，神さまがそこにいることを感じる。

体験②私は，神さまがいつも自分と共にいて，私を守っていてくれると感じる。

体験⑤私は，私の人生の中で神さまの働きを感じる。

[第３因子共同体α＝.895］

共同体④膿託ろﾘｽﾁｬﾝの集会に参加することによって友人と親しい交わ

共同体⑤聡継説零人との交わりを通して神さまのみこころ億志)に

共同体②駕身雛漉至難実わった，…訪を知ることによって旧
共同体③私は，クリスチャンの友人を素晴らしい人だと思う。

共同体①私にとって，教会や礼拝堂は親しみを覚える場所である。

[第４因子効果報酬α＝､884］

報酬①私は，キリスト教によって，感謝する気持ちを学ぶことができた。

報酬②キリスト教は，私の人生に影響をおよぼしている。

報酬③私は，キリスト教によって，悲しみがやわらげられ，救われたことがある。

報酬④私は，聖書の話を聞くことによって，白分を見つめることができた。

[第５因子効果責任α＝､904］
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教行動を示す７項目からなることが確認された。また，

α係数を求めた結果，、823と高い値を示したことから，

高い信頼性を有することが示された。

（３）援助行動尺度①項目分析全16項目について

**'＜､0１

項目一全体得点相関分析を行った。その結果，１６項目の

全てに有意な相関（､493～.695,,＜､01）が認められた。

また，質問項目の合計得点が上位または下位約２５％に

属する調査対象者を抽出しＧＰ分析（ｔ検定）を行ったと
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Thble2宗教行動尺度主成分分析結果 援助行動尺度主成分分析結果Table３

Table４各尺度編点の平均値（標準偏差ﾉ，人数分散分析紹栗

注．Ch-Ch：クリスチャン・クリスチャン家族群,Ｃｈ－ＮＣｈ：クリスチャン・非クリスチャン家族群,NCh-Ch：非クリスチャン・クリスチャン家族群，
NCh-NCh：非クリスチャン・非クリスチャン家族群

うぐ.０５＊*'＜､0１

項目 成分１ 項目 成分１

中学生 高校生 主効果［Ｆ値］交互作用
Ch-ChCh-NChNCh-ChNCh-MhCh-ChCh-NChNCh-ChNCh-NCh蕊ｸﾘｽﾁ帯》ＭＩＦ値］

多重比較［Tukey法］

あなたは，この1年の問で，どれくらい教会の仕事（奏

楽，献金当番，教会のそうじなど）を手伝って奉仕しま、777
したか。

あなたは，過去1年の間で。礼拝以外のキリスト教の集会、744
にどれくらい参加しましたか。

あなたは，過去3年の間で，どれくらい教会のキャンプに、704
参加しましたか。

あなたは，この1年の問で，どれくらい家族や友人にイエ、701
ス・キリストや聖書の話をしましたか。

あなたは，過去1年の間で，どれくらい教会の礼拝に出席、69８
しましたか。

あなたは，この1年の間で，どれくらいキリスト教の本を．637
読みましたか。

あなたは，この1ヶ月の問で’１日にどれくらい個人的に、628
聖書を読みましたか。

お年寄りが道路をわたるのを手伝った。

困っている車イスの人を助けた。

困っているお年寄りを助けた。

困っている目や耳の不自由な人を助けた。

車イスの人が道路をわたるのを手伝った。

迷子を助けた。

電車やバスでお年寄り以外の困っている人（足の不自由
な人，妊婦さんなど）に席をゆずった。

車イスの人が通れない所にある自転車などをどけた。

電車やバスでお年寄りに席をゆずった。

ころんだ子どもを助けた。

お年寄りの荷物を持った。

けがをした人の手当てをした。

道に迷っている人に声をかけて道案内をした。

落とし物を交番にとどけた。

落とし物をさがすのを手伝った。

募金をした。

､756

.751

.745

.714

.709

.691

.688

４
２
０
７
６
５
０
４
０

“
妬
侭
“
帥
釦
弱
砲
⑲

●
●
●
●
●
●
●
Ｄ
Ｂ

８．２２

(4.60）

８６

１５．１３

(8.05）

８４

11.69

(5.38）

86

10.44

(4.66）

８７

８．４１

(4.70）

87

13.49

(5.75）

８７

寄与率（％）49.03

ころ，全ての項目に有意差が認められた(p＜､01)。

②主成分分析援助行動尺度16項目について主成分

分析を行った（Table３参照)。その結果，全項目の第１

主成分への重みが.490以上であった（寄与率43.56％)。

したがって，援助行動尺度は，１６項目からなることが確

認された。これらの項目は，状況要因に左右されずリス

クの高くない日常的な援助行動を示したものである。ま

た，α係数を求めた結果，、907と高い値を示したことか

ら，高い信頼性を有することが示された。

2．キリスト教主義学校生徒の「宗教性」の発達的差異

の検討

キリスト教主義学校生徒（1,881名）を対象として，

１０．７８

(5.46）

54

19.31

(8.39）

54

13.56

(6.62）

５５

１３．６３

(5.29）

５４

９．８４

(4.66）

56

14.42

(6.38）

５５
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｢宗教性」の下位尺度得点ごとに，学校段階（２群）とク

リスチャン別（４群）を２要因とする分散分析を行った

('mable4参照)。

その結果，宗教意識では，「体験｣，「共同体｣，「効果

責任」において学校段階の主効果が確認され（体験:Ｆ

(1,1641)＝14.9,ｐ＜､０１；共同体:Ｆ（1,1656)＝6.3,

'＜､０５；効果責任:Ｆ（1,1669)＝32.1,'＜､01)，中学生

６．３２
2.4142.4*＊１．２NCh-NCh〈ＮＣｈ－Ｃｈ＜Ch-NCh〈Ch-Ch＊

(3.20）

６８１

糊149蝋*1297零＊０s高く中毒龍NCh-NCh<NCh-Ch<Ch-NCh＜Ch-Ch，
６７４

８．６１
6.3＊155.4*＊１．０高く中＊NCh-NCh〈NCh-Ch〈Ch-NCh〈Ch-Ch掌

(4.07）

６８２

８．４０
1.0142.4*＊０．４NCh-NCh＜ＮＣｈ－Ｃｈ＜Ch-NCh＜Ch-Ch＊

(4.04）

６８６

(擁）321鯵*921.．ｑ５高く中窯零NCh-NChくNCh-ChくCh-NCh<Ch-Ch。
６８７

淵359零*1341掌＊ｑ７高く中瀧零1WCh-NCh＜[NCh-ChCh-NCh]<Ch-Ch、
６８２

16.08

(6.49）

２６

28.27

(10.84）

２６

20.81

(793）

２６

１８．１２

(4.68）

２６

15.38

(6.82）

２６

22.00

(9.21）

２４

９．２９

(4.21）

１２６

18.02

(8.45）

１２６

１３．４９

(5.35）

１２４

11.31

(4.59）

１２４

10.72

(4.75）

１２５

１５．７３

(6.06）

１２３

クリスチャン別

７．４７

(3.82）

587

14.45

(7.46）

５８６

９．９４

(4.72）

５９３

８．９９

(4.12）

５９７

８．９９

(4.56）

597

12.86

(4.94）

５６６

11.20

(5.63）

55

23.21

(9.61）

５６

15.24

(7.26）

55

14.09

(5.78）

56

12.60

(5.43）

５５

17.56

(7.07）

５４

学校

段階

信念脇
４１

体験淵
４３

共同20.23

体（6.42）

４３

効果17.64

報酬（4.75）

４４

効果16.66

責任（5.46）

４４

行動制
４５
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が高校生より有意に高い得点を示した。しかし，「信念｣，

｢効果報酬」には有意差がみられなかった。また，全て

の下位尺度得点においてクリスチャン別の主効果が有意

であった（信念:Ｆ（３，１６４８)＝142.4,’＜､０１；体験:Ｆ

(3,1641)＝129.7,’＜,０１；共同体:Ｆ（３，１６５６)＝155.4,

'＜､０１；効果報酬:Ｆ（３，１６６６)＝142.4,’＜､０１；効果責

任:Ｆ（3,1669)＝92.1,'＜､０１)。′nlkey法による多重比

較を行った結果，いずれの下位尺度得点でも，NCh-

NCh群くＮＣｈ－Ｃｈ群くＣｈ－ＮＣｈ群くＣｈ－Ｃｈ群であっ

た。有意な交互作用はみられなかった。

「行動」では，学校段階の主効果（Ｆ（１，１６２８)＝35.9,

'＜､01)，クリスチャン別の主効果(Ｆ(3,1628)＝134.1,

,＜､01）が有意であったが，交互作用は有意ではなかっ

た。中学生が高校生よりも有意に高い得点を示した。ク

リスチャン別の主効果について'11,key法による多重比

較を行った結果,NCh-NCh群く［ＮＣｈ－Ｃｈ群，Ｃｈ－ＮＣｈ

群］＜Ｃｈ－Ｃｈ群であった。

3．中学・高校生クリスチャンの「宗教性」と援助行動

との関連

「宗教性」各次元の分類については，各尺度を得点分

布の２分の１ずつに分割し，低群，高群として設定した。

Ｃｈ－Ｃｈ群（71名）およびＣｈ－ＮＣｈ群（112名）における

各群の人数はＴａｂｌｅ５に示した。Ｃｈ－Ｃｈ群およびＣｈ－

ＮＣｈ群において，「宗教性」と援助行動との関連を検討

するために，援助行動尺度得点を従属変数として，「学

校段階×信念別｣，「学校段階×体験別｣，「学校段階×共

同体別｣，「学校段階×効果報酬別｣，「学校段階×効果責

Table5助一Ｃｈ群およびCh-jVCh群の

／~宗裁性／各群の人数

交互作用

［Ｆ値］

高校生中学生クリス

チャン別

クリス

チャン別

学校段階

×行動別

低群高群合計低群高群合計

注．Ch-Ch：クリスチャン・クリスチャン家族群,Ｃｈ－ＮＣｈ：クリスチャン・非クリスチャン家族群

やく.０５＊*'＜､0１

1８２６

１７５４

Ｃｈ－Ｃｈ

信念
Ｃｈ－ＮＣｈ

1０

３５

３１

２０

4１

５５

８

３７

低群高群学校段階各次元別

Ｃｈ－Ｃｈ

体験
Ｃｈ－ＮＣｈ

１６２６

１４５４

１１

３１

3２

２５

4３

５６

１０

４０

35.43（12.71）

7

38.91（14.32）

３５

Ｃｈ－Ｃｈ

共同体
Ｃｈ－ＮＣｈ

1５

３４

2８

２１

4３

５５

８

４０

1８２６

１５５５

0．１

０．３

Ｃｈ－Ｃｈ

効果報酬
Ｃｈ－ＮＣｈ

1１

３８

１５２６

１６５４

1５２９４４

３３２３５６

学校段階

×信念別

Ｃｈ－Ｃｈ

効果責任
Ｃｈ－ＮＣｈ

1０３４４４

２６２９５５

1０

４６

１６２６

１０５６

28.33（8.35）34.94（15.04）

９１６

３９．１６（14.91）41.85（15.60）

３８１３

Ｃｈ－Ｃｈ

行動
Ｃｈ－ＮＣｈ

９
蛇

3６４５

２２５４

1１

４５

1３２４

１０５５

3.8

2.9

注１.Ch-Ch：クリスチャン・クリスチャン家族群，

Ｃｈ－ＮＣｈ：クリスチャン・非クリスチャン家族群

注2.各群の得点分布（点）

［信念］低群：４－１２，高群：１３－２４

［体験］低群：７－２３，高群：２４－４２

［共同体］低群：５－１７，高群：１８－３０

［効果報酬］低群：４－１５，高群：１６－２４

［効果責任］低群：４－１２，高群：１３－２４

［行動］低群：７－１８，高群：１９－３９

任別｣，「学校段階×行動別」の２要因分散分析を行った

('Elble6参照)。

その結果，Ｃｈ－Ｃｈ群では，「学校段階×効果報酬別」

Table6Ch-Ch群およびCh-jVq1群の各群における援助行動尺度得/点の平均値（標準偏差ﾉ，人数分散分析結果

０．１

０．０

高校生

キリスト教における「宗教性」の発達および援助行動との関連

中学生

学校段階

×体験別

２．７０．０2.9

13.3*＊ 31.2*＊ ２．１

Ｃｈ－Ｃｈ

Ｃｈ－ＮＣｈ

35.27（14.72）29.38（11.87）

１１１３

３６．５２（12.44）55.00（17.97）

４２１０

35.11（9.65）40.61（11.86）

９３３

３０．７７（8.61）41.64（10.56）

３１２２

低群高群

1.3２．７1.8

7.2*＊ 10.3*＊ ０．２

Ｃｈ－Ｃｈ
学校段階

×効果責任別Ｃｈ－ＮＣｈ

35.22（8.71）40.86（11.95）

９２９

３５．４９（11.14）35.68（10.73）

３５１９

31.89（13.18）32.94（13.67）

９１６

３８．１４（14.36）48.40（16.63）

４３１０

31.44（13.61）

18

41.88（16.63）

１６

Ｃｈ－Ｃｈ

Ｃｈ－ＮＣｈ

1.7

3.1

36.36（10.59）40.69（11.49）

１４２６

31.91（9.74）41.76（10.24）

３３２１

1.8

0.3

35.43（12.71）

7

38.00（14.93）

３８

３．７

４．０＊

36.00（10.19）

10

34.53（11.75）

３０

０．０

０．０

40.23（11.54）

３０

３７．１６（9.75）

２５

Ｃｈ－Ｃｈ

Ｃｈ－ＮＣｈ

31.44（13.61）

18

46.64（14.74）

１４

2.7

0.9

Ｃｈ－Ｃｈ
学校段階

×共同体別Ｃｈ－ＮＣｈ

学校段階

×効果報酬別

31.22（6.63）41.09（11.35）

９３２

３１．８４（9.37）39.62（10.71）

２５２９

4.7水

4.2＊

35.13（13.33）

15

44.47（16.96）

１５

28.70（12.75）

10

38.83（14.54）

３６

２．３０．０1.5

4.3＊ 12.3*＊ ０．１

35.93（9.68）41.63（12.14）

１４27

33.56（9.85）38.74（11.71）

３２２３

Ｃｈ－Ｃｈ

Ｃｈ－ＮＣｈ
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において，学校段階の主効果（Ｆ（１，６２)＝4.7,力＜､05）

のみ有意であり，中学生が高校生よりも有意に高い得点

を示した。それ以外の分散分析結果については有意な主

効果および交互作用がみられなかった。

Ｃｈ－ＮＣｈ群では，「学校段階×信念別｣，「学校段階×

体験別」において，有意な主効果および交互作用がみら

れなかった。「学校段階×共同体別｣，「学校段階×効果

報酬別｣，「学校段階×効果責任別｣，「学校段階×行動

別」では，学校段階の主効果，各次元別の主効果がとも

に有意であり［学校段階（Ｆ（1,102)＝4.3,’＜､０５)，共

同体別（Ｆ（1,102)＝12.3,,＜､01）；学校段階（Ｆ（1,

102)＝4.2,,＜,05)，効果報酬別（Ｆ（１，１０２)＝4.0,

,＜､05）；学校段階（Ｆ（1,103)＝7.2,力＜,01)，効果責任

別（Ｆ（１，１０３)＝１０．３，力＜､01）；学校段階（Ｆ（１，１０１）

＝13.3,,＜､01)，行動別（Ｆ（１，１０１)＝31.2,’＜､01)]，高

校生が中学生よりも，高群が低群よりも有意に高い得点

を示したが，有意な交互作用はみられなかった。

考察

1．宗教意識の構造について

本研究では，Ｇlock（1962）およびVerbit（1970）の理

論から「信念，体験，共同体，効果報酬，効果責任」の

５つの下位概念を構成し，プロクラステス法による因子

分析から想定された中学・高校生における宗教意識の構

造を明らかにした。因子間相関は.685～.891,下位尺度

間相関は.721～､866と高い。調査対象者の年齢を１６～

90歳と幅広くとったHiltyｳMorgan,＆Ｂｕｍｓ（1984）で

は，因子間相関が.０４０～､590であった。同じく，１７～

88歳に調査した松島（2005）では，因子間相関が.081

～､615,下位尺度間相関が.113～､595であった。一方，

カトリック系大学の学生を対象とした西脇(2004）では，

因子間相関が.480～.610であった。高校生を対象とし

た安藤（1963）では，下位尺度間相関が.570～､770であ

り，高校生を対象とした安藤（1965）では，下位尺度間

相関は.408～､602,全体得点との相関では.644～.867

であった。以上から，対象を青年期に絞ると，宗教意識

における各因子（下位尺度）間の相関は相対的に高くな

るといえ，中学・高校生を対象にした本研究の結果は先

行研究の知見に概ね一致しているといえる。しかし，尺

度の独立性を含め課題も残ることから，この点に関して

は，今後より詳細な検討を行う必要がある。

2．キリスト教主義学校生徒の「宗教'性」の発達的差異

の検討

まず仮説１，仮説２について考察する。「宗教性」につ

いては，全ての下位尺度得点でＣｈ－Ｃｈ群が最も高い得

点を示し．Ｃｈ－ＮＣｈ群，ＮＣｈ－Ｃｈ群．NCh-NCh群と続

いた。この結果から，「クリスチャンであること」と「家

族がクリスチャンであること」が「宗教性」の高さを示

す要因となることが示唆され，仮説１，仮説２は支持さ

れた。Ch-Ch群（二世）とCh-NCh群（一世）では，Ch-

Ch群がＣｈ－ＮＣｈ群より高い得点を示し，家族にクリス

チャンがいる場合のほうが「宗教性」は高いという結果

となった。桑原（2000）は，親が信仰を有する家庭に

育った子どもほど，宗教を肯定的に捉え，宗教を信じる

割合が高くなるとしているが，本研究の結果もそれを支

持したといえる。非クリスチャン群においても，NCh-

NCh群よりもＮＣｈ－Ｃｈ群が高い得点を示しており，本

人の「宗教性」は，家族にクリスチャンがいることに

よって影響を受けると考えられる。

次に，仮説３について考察する。一部の「宗教‘性」に

おいて，中学生のほうが高校生よりも高い得点を示した

ことから，仮説３は概ね支持された。本研究では，「体

験｣，「共同体｣，「効果責任｣、「行動」において，中学生

が高校生よりも有意に高い得点を示したが，「信念｣，

｢効果報酬」では有意な差はみられなかった。「宗教性」

の各下位尺度で，学校段階別にこのような差異が生ずる

という事実は，先行研究では指摘されていない。得点の

低下する下位尺度に影響を与えるのは，高校生特有の宗

教への疑惑や抵抗かもしれない。星野（1977）がいう

｢個人の内外の条件による宗教意識の崩壊過程」がこれ

にあたる可能性がある。しかしながら，「宗教性」の根

幹をなす「信念」（Stark＆Glock,1968）で有意差がみら

れないことは興味深い。高校時代に一旦崩壊するように

みえつつも，「宗教性」はこの「信念」を中心として青年

期後期に新しい局面へと「変容する」（星野，1977）可能

性がある。こうした点を実証するには，青年期後期にお

ける「宗教性」を調査する必要があり，今後の検討課題

としたい。

3．中学・高校生クリスチャンの「宗教性」と援助行動

との関連

ここでは，中学・高校生クリスチャンの「宗教‘性」と

援助行動との関連について，Ｃｈ－Ｃｈ群およびＣｈ－ＮＣｈ

群に分けて分散分析を行った。

まず，Ｃｈ－Ｃｈ群では，「学校段階×効果報酬別」の学

校段階においてのみ有意な主効果がみられたが，それ以

外の分析結果では，有意な主効果および交互作用がみら

れなかった。これは，Ｃｈ－Ｃｈ群では「宗教性」が援助行

動に影響を与えない可能性を示唆するものであり，仮説

４，仮説５は支持されなかった。

次に，Ｃｈ－ＮＣｈ群では，「学校段階×共同体別｣，「学

校段階×効果報酬別｣，「学校段階×効果責任別｣，「学校

段階×行動別」で各次元別の主効果が有意であったが，

交互作用は全て有意ではなく，仮説４は一部の下位概念

で支持されたが，仮説５は支持されなかった。Ｃｈ－ＮＣｈ

群では，「共同体｣，「効果報酬｣，「効果責任｣，「行動」

の高いクリスチャンが援助行動を積極的にとることが示
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された。以上の結果から，Ｃｈ－ＮＣｈ群では，援助行動と

の関連は「宗教性」各下位概念によって異なることが示

唆された。

先述したように，「宗教性」は援助行動を生起させる

個人内要因として捉えられているが（Bensoneta1.,

1980)，日本の二世（Ｃｈ－Ｃｈ群）では必ずしもそうでは

ない可能性がある。ただし，このことは，「宗教性」の

高い二世が非援助的だということを意味しない。中学生

では，一世より二世の方が援助行動の平均値が高い群も

存在しているからである。一方，一世（Ｃｈ－ＮＣｈ群）で

は，青年期の前期から中期にかけて「宗教性」の一部が

社会との関わりのなかで発達する可能性が示唆された。

この点については，社会に対する望ましい行動＝援助行

動を，彼らが自らの信仰や教義を実践する機会として捉

えているとの仮説が考えられる。本研究の結果からは，

｢教会生活・学校生活およびクリスチャンの友人との関

わりの高さ｣，「教会や学校との関わりから来る安心感の

高さ｣，「教会出席，奉仕に対する義務の高さ｣，「教会出

席を始めとする宗教行動の高さ」が，援助行動を積極的

にとる要因となっている。彼らにとっての援助行動は，

｢宗教性」の高さに基づく社会的行動の可能性がある。

交互作用がみられなかったことから，「宗教性」と援

助行動との関連については，一世においても二世におい

ても，中学生のほうが高校生よりも高いとの仮説は支持

されなかった。すなわち，学校段階による差異と「宗教

性」の高さとの関連から援助行動に影響を及ぼすとの仮

説は支持されず，援助行動については，一世であるか二

世であるかの違いが大きく関与することが示唆された。
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