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見かけの泣きが，それを見た他者に誤信念を抱かせうることの理解は，いつ．どのように発達するの

だろうか。本研究は，二次的誤信念の理解の獲得との関連から，ぞの理解の発達について検証を行った。

Mizokawa＆Koyasu（2007）からは，人が本当は泣いているように見えても，本当は泣いていない場合が

あることの理解は，６歳児にはできるが，４歳児にはできないことが示されている。しかし，６歳児は見か

けの泣きが他者に誤信念を抱かせる（泣いていると思い込ませる）可能性についての理解を示さなかっ

た。本研究では，５２５名の児童を対象に，「泣き課題」（Mizokawa＆Koyasu,2007）と「二次的誤信念課題」

(林，2002）を含む質問紙調査を行った。全ての課題は４コマのイラストとともに提示された。泣き課題

は，２つの見かけの泣き課題と１つの本当の泣き課題から成り，どの課題でも主人公は泣いているように

見えるというものであった。各課題の後で，子どもは，「主人公は，本当に泣いているか｡」及び「他者

は，主人公が本当に泣いていると思うか｡」について尋ねられた。結果は，１年生から４年生にかけて，見

かけの泣きが生む他者の誤信念の理解が進むことを示した。さらに，この理解と二次的誤信念課題の正

誤との間に，有意な偏相関が得られた。本研究から，二次的誤信念の理解は，他者の情動理解の重要な

認知的基盤であることが示された。
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日々のコミュニケーションの中で私たちが表出する情

動は，常に内的な情動と一致しているわけではない。た

とえば，私たちは，期待はずれのプレゼントをもらった

ときにも,相手にニッコリしてみせることがある(Saami，

1979)。このような本当の情動とは異なる'情動の表出は，

発達的に見ると,3,4歳ごろから可能になる(Cole,1986)。

しかし，３，４歳児は，まだ見かけの情動と本当の情動を

意識的に区別できず，単に「プレゼントをもらったとき

はいつもニッコリする」という表示規則に従っているだ

けである（Josephs,1994)。見かけの情動と本当の情動

の不一致を理解できるようになるのは，表出の出現（3,

4歳；Cole,1986）よりも遅く，６歳頃からであると言わ

れており（Harris,Donnelly｝Guz,＆Pitt-Watson,1986)，

アメリカ・イギリス・日本の子どもたちの間で，このよ

うな見かけの'情動と本当の'情動の不一致を理解できるよ

うになる時期には年齢差がないことが知られている

(GardnelHarris,Ohmoto,＆Hamazaki,1988)。また偽り

の情動の表出は，他者に誤った'情動状態（例：ニッコリ

しているからうれしい）を推測させることになるが，こ

の誤信念への誘導の可能性についても６歳頃から理解可

能になる（Gross＆Harris,1988)。

「人が本当の情動とは異なる情動を表出すること」及

び｢その表出が他者に誤った'情動状態を推測させうるこ

と」を理解するためには，見かけと本当の区別，他者の

心的状態の推論といった認知的能力が必要となる。この

ような情動理解は，社会生活の中で複雑なコミュニケー

ションを形成する重要な基盤となるものであり，認知的

能力の発達の観点から検討していくことが求められてい

る。近年，偽りの'情動表出を理解する能力と誤信念理解

との関連の検討も行われている（Banerjee＆Yuill,1999；

宮本，1998）が，未だその証拠は少ない（c・fMizokawa

＆Koyasu,2007)。

偽りの情動表出に関する研究では，ネガティブ情動を

隠すためのポジティブ情動（あるいはニュートラル情

動)表出の理解について焦点が当てられてきた(Banerjee

＆YUill，1999;Cole，1986;Gnepp＆Hess，1986;Gross＆

Harris，1988；Ｈａｒｒｉｓｅｔａ1.,1986；Harris＆Gross，1988；

Josephs,1994;Joshi＆MacLean’1994;Saarni,1979他)。

しかし，偽りのネガティブ情動の表出の理解について

は，最近までほとんど検討されてこなかった。その中で

溝川（2007）は，偽りのネガテイブ情動の表出の中でも

｢偽りの悲しみ表出（本当は悲しくない時の悲しみ表

出)」に着目し，４歳から６歳の間に自己防衛的動機

(Gnepp＆Hess,１９８６の分類）による偽りの悲しみ表出

の理解の発達が見られることを明らかにした。溝川

(2007)からは，偽りの悲しみ表出の理解は，偽りの喜び

表出の理解よりもやや遅れるものの，基本的な発達時期

には違いがないことも示されている。また，Mizokawa
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＆Koyasu（2007）は，仮想場面を用いて，４～６歳児の

見かけの泣きの理解について心の理論の観点から調べて

いる。Mizokawa＆Koyasuでは，見かけの泣きに関する

理解を調べる課題として「泣き課題」を用いた。「泣き課

題」には見かけの泣き課題と本当の泣き課題があり，見

かけの泣き課題は，「課題中の他者が，本当は泣いてい

ないのに泣いているように見える主人公を見て，泣いて

いると思い込む（誤信念）場面｣，本当の泣き課題は，

｢課題中の他者が，本当に泣いている主人公を見て，泣

いていると思う（真実信念）場面」であった。各課題の

後に，子どもは，他者の信念に関する質問（信念質問：

他者は主人公が泣いていると思うか）と真実についての

質問（本当質問：主人公は本当に泣いているか）に回答

した。その結果，本当の泣きについては，年齢にかかわ

らず大半が理解（２つの質問両方に正解）していた。ま

た，見かけの泣きについては，４歳児のほとんどが「本

当質問」に不正解であったが，多くの６歳児が「本当質

問」に正解した。ただし，「信念質問」に関しては６歳児

においても正答率は低かった。（Mizokawa＆Koyasu

(2007）の結果は，本論文の結果（Figure3,４）において

比較データとして示している｡）また，Mizokawa＆

Koyasu（2007）では，一次の誤信念の理解を調べる「標

準誤信念課題」と，二次の誤信念の理解を調べる「二次

的誤信念課題」を用いて，心の理論の発達と見かけの泣

きの理解との関連を検討しており，その結果から，見か

けの泣きの理解（本当質問への正誤）と標準誤信念課題

への正誤，及び二次的誤信念課題の正誤には，それぞれ

有意な偏相関が見出されている。このように，Mizokawa

＆Koyasu（2007）からは，「泣いているように見える人

が本当は泣いていないこと」の理解は４歳から６歳の問

に発達すること（Cf・偽りの悲しみ表出の理解の発達：

溝川，2007)，見かけの泣きの理解と心の理論の発達と

の間には関連があること，６歳児でさえ見かけの泣きが

生む他者の誤信念（見かけの泣きを見た他者が泣いてい

ると思い込むこと）の理解に困難を示すことが明らかに

なった。幼児期には難しかった見かけの泣きが生む他者

の誤信念の理解は，その後の児童期に発達するのではな

いかと予想される。幼児期後期には「主人公は泣いてい

ないのだから，それを見た課題中の他者も，泣いていな

いと思うだろう」と判断していた子どもも，児童期にな

ると「主人公の見かけの泣きを見た課題中の他者が，主

人公は本当に泣いていると思い込む」と判断できるよう

になるのではないだろうか。

見かけの泣きが生む誤信念の理解における発達的変化

が児童期に見られるという予想の根拠に，児童期におけ

る二次的な心的状態の理解の発達がある。ここでいう

｢二次的(second-order)」とは，「心的状態についての心的

状態を持つこと」であり，「Ａさんは『ＢさんはＸと思っ

ている』と思っている」といった入れ子構造の形式をと

るものである（c､f､林，2006;Pemer＆Ｗｉｍｍｅ喝1985)。

先行研究からは，９歳頃には子どもの大半が二次的信念

を理解できるようになることが示されている（Perner＆

Ｗｉｍｍｅ喝1985)。二次的信念の獲得は，二次的誤信念課

題（アイスクリーム課題：Pemer＆Ｗｉｍｍｅｒ；1985;誕生

日課題：Sullivan,Zaitchik,＆Tager-Flusberg,1994;移動

課題の応用版：林，2002）への通過によって測られる。

見かけの泣きが生む誤信念の理解とは，すなわち，「見か

けの泣きを見た他者が『主人公はおもちゃがないと思っ

て泣いている』と思っている」ことの理解でもあり，二

次的誤信念課題の正誤との関連が予想される。二次的誤

信念の理解が,６～９歳頃に発達する（Perner＆WimmeE

1985）ことから，見かけの泣きが生む他者の誤信念の理

解も，児童期の１年生から４年生までの間に発達するも

のと考えられる。

Mizokawa＆Koyasu（2007）の幼児期の調査において

は，見かけの泣きの理解，及び誤信念理解に‘性差は見ら

れなかった。しかし，幼児期とは違い，‘性別によって‘情

動の理解に差が見出されている児童期（Zeman＆Garben

l996他）において，「泣き課題」での理解に性差が見ら

れるかどうかを検討する必要がある。なお，二次的誤信

念課題の成績については，先行研究から性差は見られな

いという見解が得られているが（e､g､Astington,PelletieI；

＆Homen2002;Perner＆Ｗｉｍｍｅｌ;1985)，この点につい

ても確認を行う。

最後に，本研究では，見かけの泣きが生む誤信念の理

解には「意図的な目標を伴う見かけの泣き（だまし有：

他者をだますための嘘泣き)」と「意図的な目標を伴わな

い見かけの泣き（だまし無：目がかゆくてこすっている

だけ)」の問で差があるかどうかを検討する。先に述べ

たように，見かけの情動と本当の情動の区別は４歳には

難しく，６歳になると可能であることが知られている。

このことの原因については，「ある人にとっての意図的

な目標が他者に誤信念を抱かせることである」といった

だましの意図の理解が４歳児には難しいからではないか

という指摘が存在する（Harris＆Gross,1988)。しかし，

Mizokawa＆Koyasu（2007）からは，幼児期における見

かけの泣きの理解に，表出者のだましの意図の有無は影

響しないことがわかっている。子どもは，「他者に誤信

念を抱かせる可能性」を含んだ見かけの表出であれば，

だましの意図にかかわらず同じように理解しているよう

であるが，見かけの泣きが生む誤信念の理解については

まだ十分な証拠は得られていないため，児童を対象とし

た調査を通じて検討を行なう。

目的

本研究は，見かけの泣きが他者の誤信念を導くことの
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理解と，二次的誤信念の理解について，以下の３つの仮

説を検証することを目的とする。（１）見かけの泣きが生

む他者の誤信念（泣いていると思い込むこと）の理解は，

児童期の１年生から４年生の間に発達する。（２）見かけ

の泣きが生む他者の誤信念の理解には，見かけの泣きに

おける表出者のだましの意図の有無は影響しない。（３）

見かけの泣きが生む他者の誤信念の理解は，二次的誤信

念の理解と相関する。

方法

調査対象児

京都市内の小学校２校に通う児童543名を対象に実施

した。１問でも無回答があった場合は分析対象から除外

し，最終的な分析対象となった参加児数（男女別人数と

平均年齢）は，１年生80名（男子42名・女子38名，６歳

９ケ月)，２年生93名（男子61名・女子３２名，７歳９ケ

月)，３年生68名(男子３４名・女子３４名，８歳９ケ月)，４

年生98名（男子43名・女子55名，９歳８ケ月)，５年生

94名（男子53名・女子41名，１０歳８ケ月)，６年生92名

(男子44名・女子48名,１１歳９ケ月）の計525名であった。

材料

「泣き課題」（Mizokawa＆Koyasu,2007）と「二次的誤

信念課題」（林,2002）を含む質問紙を作成し，使用した。

｢泣き課題」は，課題Ａ（見かけの泣き・だましの意図

無)，課題Ｂ（見かけの泣き・だましの意図有)，課題Ｃ

(本当の泣き）の３種類であった')。幼児用に作成された

｢泣き課題」を児童に実施するにあたって，以下の点を

変更した。まず，幼児用の「泣き課題」には，男児版と

女児版があったが，児童期には登場人物の′性別が理解に

影響することはほとんどなくなると考えられることか

ら，男女共通のものに修正した。次に，児童では質問紙

で実施するため，質問の語尾を「～かな｡」（口語）から

｢～ですか｡」（文語）に変更した。児童用の「泣き課題」

では，各課題にいじわるな男の子（共通）と主人公の女

の子（課題別）が１人ずつ登場した。３課題間での違い

は，主人公，及びストーリーの３番目のパートのみで

あった（資料１参照)。質問紙は，低学年の子どもにも

わかりやすいように，イラストを用い，ストーリーはひ

らがなとカタカナで記述された。質問紙は，「登場人物

の紹介ページ｣，「課題のページ｣，「質問のページ」から

構成されており，子どもが登場人物に親しんでから課題

に取り組むことができるように作成された。課題のペー

ジは，４コマのイラスト（ページ左側）とストーリー

(ページ右側）から構成されていた。質問のページでは，

l）実施した「泣き課題」には，これら３課題の他に，もう１種類の

課題（本当の泣き課題・原因の誤解）があった。しかし，この課

題は，見かけの泣きの理解を測るものではないため，本論文では

記述を割愛する。

上部に課題４コマ目のイラストが提示され，その下に質

問と選択肢が書かれていた。「泣き課題」及び｢二次的誤

信念課題」のイラストはFigurelと２に，各課題の詳細

は資料１と２に記載した。

手続き

調査実施校の各クラスの教室において，集団的に実施

し，ただし，２校のうち１校においては，高学年（４，５，

６年生）のみ，大教室を使って学年単位（２クラス合同）

で実施した。調査は，質問紙の配布後，調査者が，質問

紙に記載されている各課題と質問，及び質問の選択肢を

読み上げる形式で行なった。初めに，調査者は，調査の

主旨と，質問紙への回答内容は学校の成績に影響しない

ことを伝えてから課題に移った。課題は，「二次的誤信

念課題｣，「泣き課題」の順で実施した。「泣き課題」の３

課題の順序はカウンターバランスした。具体的な課題の

進め方は以下に挙げた通りであった。

例えば，課題Ｂ（見かけの泣き・だまし有）の場合，

登場人物の紹介ページで２人の登場人物たちの絵を提示

しながら，調査者は，「いじわるなゴンタくんが出てく

る○つ目のお話です。これからお話を読みますので、絵

を見ながらお話をよく聞いて、質問に答えてください｡」

と教示を行なった。そして調査者の合図で，児童は一斉

に課題のページへと進行した。課題のストーリーは下記

の通りで，聞き取りやすい音量・速度で読み進められ

た。

「①ゴンタぐんとヒロエちゃんは，お部屋で遊んでい

ました。②ゴンタくんは，いじわるをしてヒロエちゃん

を困らせようと思い，ヒロエちゃんのおもちゃをこっそ

り隠してから，お外へ行ってしまいました。③少しして

から，ヒロエちゃんは，おもちゃを見つけました。ヒロ

エちゃんは，ゴンタくんに謝ってほしかったので，泣い

ているように見せることにしました。④そこに，ゴンタ

くんが戻ってきました｡」

調査者は，ストーリーを読み終えた後，「それでは，

ページをめくって質問のページに進んでください｡」と

合図し，児童は一斉に質問のページへと進行した。

「泣き課題」の質問は，Mizokawa＆Koyasu（2007）に

倣い，「信念質問」と「信念質問についての理由づけ質

問｣，及び｢本当質問」と「本当質問についての理由づけ

質問」をこの順番で行なった。質問の前には「ヒロエ

ちゃんは，泣いているように見えますね｡」と確認をし，

続いて「それでは，上の絵（質問ページの上部にある課

題４コマ目のイラスト)」を見ながら。ヒロエちゃんの

お話を思い出して，次の質問に答えてください。質問に

答えるときは，１と２の番号のどちらかに，丸をつけて

ください。質問は飛ばさないようにしましょう｡」と教

示を行なった。その際，前のページには戻ってはいけな

い旨も教示した。質問と選択肢は以下の通りであった。
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Figurel泣き課題のイラスト佐から課題Ａ・Ｂ．Ｃノ

（Mizokawa＆Koyasu,2007をもとに児童版を作成した）

課題Ｃでは「ゴンタくんが来たから｣)〉

全ての課題と質問への回答終了後，質問紙を回収し

た。質問紙の配布から回収までに要した時間は学年によ

る変動が大きく，約２０～40分であった。

結果

1．「泣き課題」における正誤

泣き課題の質問への回答の正誤の判定は，以下の基準

と根拠に従って行なった。

本当質問に正答：本当質問とその理由づけ質問の両方

に適切に答えられている場合。（課題Ａ・Ｂでは「本当は

泣いていない（理由：目がかゆいから，謝ってほしいか

ら)｣，課題Ｃでは「本当に泣いている（理由：おもちゃ

がないから)｣｡）

信念質問に正答：本当質問に正答した上で，さらに信

信念質問：ゴンタくんは，ヒロエちゃんが泣いている

と思っていますか。それとも，泣いていないと思ってい

ますか。〈選択肢：１．泣いていると思っている，２．泣い

ていないと思っている〉

信念質問（理由）：ゴンタ君は，ヒロエちゃんがどう

してこんな風にしていると思っていますか。〈選択肢：

１.おもちやがないから，２.謝ってほしいから（課題Ａで

は「目がかゆいから｣，課題Ｃでは「ゴンタくんが来たか

ら｣)〉

本当質問：ヒロエちゃんは，本当に泣いていますか。

それとも，本当は泣いていないですか。〈選択肢：１.本

当に泣いている，２.本当は泣いていない〉

本当質問（理由）：ヒロエちゃんは，どうしてこんな

風にしているのですか。〈選択肢：１.おもちゃがないか

ら,２．謝ってほしいから（課題Ａでは「目がかゆいから｣，
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合（本当質問・誤答)，その泣きが他者に泣いていると

思い込ませると判断しても（信念質問・適切に回答)，

それは真実信念の理解であって，「誤」信念の理解とは

いえない。

泣き課題の学年・性別ごとの正答者数及び正答率は，

'mablelに示した。

１‐1．見かけの泣きの理解本当質問の正答率は，全

ての課題おいて，どの学年でも高かった。学年ごとの本

当質問における正答率と幼児期の比較データ（Mizokawa

＆Koyasu,2007）は，Figure3に示した。見かけの泣き

の理解に学年差があるかを検討するため，本当質問にお

ける正答率の学年別分布をカイニ乗検定で検定した。そ

の結果，課題Ａ(見かけの泣き・だまし無）では，有意

な差があった（Ｘ２(5)＝58.33,,＜､001)。さらにライアン

法による２学年ごとの一対比較では，２年生と３年生，３

年生と４年生の間に有意な差が見られた（全て’＜､０５)。

課題Ｂ（見かけの泣き・だまし有）でも，課題Ａと同様，

学年による有意な差があった（Ｘ２(5)＝44.93,'＜,001)。

さらにライアン法による２学年ごとの一対比較では，１

年生と２年生の間に有意な差（'＜､05）が見られた。課

題ｃ（本当の泣き）においては，有意な学年差は見られ

なかった（".s､)。

見かけの泣き課題（Ａ・Ｂ）において学年差は見られた

ものの，１年生でも大半が見かけの泣きを理解できてい

た。本当の泣き課題（課題ｃ）では，学年に関係なく

90％以上の正答率で，統計的にも有意な学年差は見ら

れなかった。これらの結果は，Figure3に示した幼児期

の比較データと矛盾しないものであった。

１‐2.見かけの泣きが生む誤信念の理解学年ごとの

信念質問への正答率と幼児期の比較データ（Mizokawa

＆Koyasu,2007）はFigure4に示した。見かけの泣きが

生む信念の理解に学年差があるかどうかを検討するた

め，信念質問における正答率についてカイニ乗検定で検

定した。その結果，課題Ａ（見かけの泣き・だまし無）

で，学年による有意な差が認められた（Ｘ２(5)＝162.45,

,＜,001)。さらにライアン法による２学年ごとの一対比

較では，１年生と２年生,２年生と３年生,３年生と４年生

の間に有意な差が見られた（全て’＜､０５)。課題Ｂ（見か

けの泣き・だまし有）でも，課題Ａと同様，学年による

有意な差があった（Ｘ２(5)＝148.61,’＜､001)。さらにラ

イアン法による２学年ごとの一対比較では，１年生と２

年生，２年生と３年生，３年生と４年生の間に有意な差が

見られた（全て力＜､05)。課題Ｃ（本当の泣き）では，有

意な学年差は見られなかった（".s､)。

信念質問において，見かけの泣き課題（Ａ・Ｂ）では１

年生から４年生にかけて正答率の上昇が見られ，本当の

泣き課題においては，学年にかかわらず80％以上の正

答率であった。これらの結果は，Figure4に示した幼児

念質問とその理由づけを適切に答えられた場合。（全課

題において「泣いていると思っている（理由：おもちや

がないから)｣｡）なお，本当質問に誤答の場合は，信念

質問にも誤答であるとみなした。これは，本当質問に適

切に答えられていなければ，他者の信念も理解できない

という本課題のロジックによるものである。例えば，主

人公の見かけの泣きについて，本当の泣きと判断した場

Figure2二次的誤信念課題のイラスト

（林，2002をもとに作成した）

児童期における見かけの泣きの理解の発達
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36(38.71％）

２０(32.79％）

１６(50.00％）
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Thblel泣き課題・二次的誤信念課題における学年・性別ごとの正答者数（ノ内は正答率

83(89.25％）

５２(85.25％）

３１(96.88％）

泣き課題 二次的誤信念課題

34(36.56％）

25(40.98％）
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学年

Figure3見かけの泣きの理解

(４．５．６歳のグラフは，Mizokawa＆Koyasu,2007の個別実験の結果をもとに作成した）
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期の比較データと矛盾しなかった。

1-3.泣き課題における性差泣きに関する理解にお

ける性差を調べるため，学年込み，及び学年ごとに，正

答・誤答の比率に偏りがあるかどうかを検討した。以下

の分析結果において比率に有意な差が見られた箇所は，

全て女子の方が男子よりも正答率が高かった。

まず，見かけの泣きの理解に'性別の違いが影響してい

るかを調べるために，本当質問における正答・誤答の比

率の違いをFisherの直接確率法で比較した。その結果，

学年込みの分析では，課題Ａ(見かけの泣き・だまし無）

において有意な差が見られた（'＜､05)。また学年別の分

析では，有意な差は見られなかった（".s､)。

次に，泣きが生む他者信念（誤信念：課題Ａ・Ｂ，真

実信念：課題Ｃ）の理解における‘性差を調べるために，

信念質問における正答・誤答の比率の違いをFisherの直

接確率法で比較した。その結果，学年込みの分析では，

課題Ａ（見かけの泣き・だまし無）及び課題Ｂ（見かけの

泣き・だまし有）において有意な差が見られた（課題Ａ；

'＜､001,課題Ｂ;’＜,05)。また学年別の分析では，課題

Ａ(見かけの泣き・だまし無）において，１年生と３年生

で有意な差が見られた（１年生；ｐ＜､01,3年生；力＜､05)。

さらに，課題Ｂ（見かけの泣き・だまし有）において，３

年生で有意な差が見られた（，＜､05)。

1-4.だましの有無による差（課題ＡＶＳ,課題Ｂ）だ

ましの意図の有無によって見かけの泣きの理解に差があ

るかを調べるため，課題Ａの本当質問における正誤と課

題Ｂの本当質問における正誤について，学年込み，学年

ごとにMcNemar検定で比較した。その結果，学年込み

（Ｘ２(2)＝20.08,Ｐ＜､001)，及び１年生（Ｘ２(2)＝4.00,’＜

､05),２年生（Ｘ２(2)＝11.64,’＜､001),３年生（Ｘ２(2)＝８．００，

ｐ＜,01）では，課題Ｂよりも課題Ａにおいて本当質問に
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1００

0０

０５
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答
率
（
％
）

０

４歳５歳６歳１年生２年生３年生４年生５年生６年生
（"二16）（〃=20）（"=25）（〃=80）（"二93）（"=68）（"=98）（"=94）（”=92）

学年

Figure4見かけの泣きが生む誤信念の理解

(４．５．６歳のグラフは，Mizokawa＆Koyasu,2007の個別実験の結果をもとに作成した）

おける正答率が有意に高かった。

さらに，だましの意図の有無によって見かけの泣きが

生む誤信念の理解に差があるかを調べるため，課題Ａの

信念質問における正誤と課題Ｂの信念質問における正誤

について，学年込み，学年ごとにMcNemar検定で比較

したが，有意な差は得られなかった（".s､)。

2．二次的誤信念課題の正誤

二次的誤信念課題の学年・性別ごとの正答者数及び正

答率は，′mablelに示した。また二次的誤信念課題にお

ける学年ごとの正答率のグラフは，Figure5に示した。

カイニ乗検定で検定したところ，学年による有意な分布

差が見られた（Ｘ２(5)＝118.21,’＜､００１)。さらにライア

ン法による２学年ごとの一対比較では，１年生と２年生，

３年生と４年生，４年生と５年生，５年生と６年生の間に

有意な差が見られた（全て’＜,05)。Figure5からわかる

ように，１年生から４年生までの間に正答率は上昇して

いき，４年生で８割近い正答率を示した。４年生と６年生

の間には有意差はなかった（".s､）が，５年生ではやや正

答率が減少しており，４年生や６年生と比べて有意に低

児童期における見かけの泣きの理解の発達

２年生３年生４年生５年生

（"=93）（"=68）（"=98）（”=94）

学年

Figure5二次的誤信念の理解
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い正答率であった。

なお，性差について，学年込み，および学年ごとに正

答率の違いをFisherの直接確率法で検定したが，いずれ

の場合も有意な性差は見られなかった（".s､)。

３.泣き課題での正誤と二次的誤信念課題の正誤の関連

３‐１．見かけの泣きの理解と二次的誤信念の理解学

年及び性別を制御変数として，泣き課題の本当質問にお

ける正誤と二次的誤信念課題における正誤の偏相関を算

出した。偏相関分析の結果は，Ｔａｂｌｅ２に示した。その

結果，課題Ａ（見かけの泣き・だまし無）において，本

当質問の正誤と二次的誤信念課題の正誤の間に有意な偏

相関が得られた（γ＝.10,,＜､05)。他の２課題（課題Ｂ・

Ｃ）では，有意な偏相関は認められなかった（共に".s､)。

３－２.見かけの泣きが生む誤信念の理解と二次的誤信

念の理解学年及び性別を制御変数として，泣き課題の

誤信念質問における回答の正誤と二次的誤信念課題にお

ける回答の正誤との偏相関を算出した。偏相関分析の結

果は'Elble3に示した。その結果，２つの見かけの泣き課

題（Ａ・Ｂ）において，信念質問の正誤と二次的誤信念課

題の正誤との間の偏相関が有意であった(課題Ａ,γ＝､２８，

，＜,01;課題Ｂ,γ＝､25,,＜,01)。つまり，見かけの泣きが

生む他者の誤信念の理解と二次的誤信念の理解との間に

関連が見られた。なお，課題Ｃ（本当の泣き）において

は信念質問の正誤と二次的誤信念課題の正誤との間に有

意な偏相関は認められなかった（".s､)。つまり，本当の

泣きを見た他者の真実信念の理解と二次的信念の理解と

の間には関連は見られなかった。

考察

1．泣き課題における理解の発達

１‐１．見かけの泣きの理解Figure3からわかるよう

に，見かけの泣き課題Ａ・Ｂにおいて多少の学年差は見

られたものの，低学年でも「見かけの泣き」は本当に泣

いているわけではないと判断することが可能であった。

また，本当の泣きについても学年に関係なく９０％以上

の高い正答率が見られた。これは，Mizokawa＆Koyasu

(2007）の６歳児のデータとも矛盾しない結果であった。

Mizokawa＆Koyasuは個別調査，本研究は集団で実施す

る質問紙調査と方法が異なるため、直接比較はできない

ものの，本研究の結果から，見かけの泣きの理解は，幼

児期に発達した後，児童期において安定して理解できる

ようになることが示された。

1-2.見かけの泣きが生む誤信念の理解Figure4か

らわかるように，本研究の結果は，見かけの泣きが生む

誤信念の理解が１年生から４年生の間に発達することを

示した。これは，仮説１「見かけの泣きが生む他者の誤

信念（泣いていると思い込むこと）の理解は，児童期の

1年生から４年生の間に発達する｡」を支持するもので

あった。なお，本当の泣きが生む真実信念（泣いている

と思うこと）の理解については，幼児期と同様に，学年

にかかわらず高い正答率であった。見かけの泣きの理解

と見かけの泣きが生む誤信念の理解についての結果から

考えると，１年生では，「主人公は本当は泣いておらず

(本当質問・正答)，それを見た他者も，本当に泣いてい

ないと思う（信念質問・誤答)」と判断する傾向にあり，

４年生になると，「主人公は本当に泣いておらず（本当

質問・正答)，それを見た他者は，本当に泣いていると

思い込む（信念質問・正答)」と判断するようになること

になる。本研究からは，見かけの泣きで他者をだますと

いう複雑なコミュニケーションの理解が児童期に進むこ

とが明らかになった。

では，低学年の児童は，「見かけの泣きが他者の心に

働きかける」ことについて全く知らないのであろうか。

先行研究からは，見かけの情動の｢表出｣と｢理解｣の間に

Table２泣き課題の本当質問の正誤と二次的誤信念課題の正誤の偏朔関(ｆｊ捌と学年をﾉ続制）

二次的誤信念課題

やく.0５

課題Ａ

見かけの泣き

だまし無

.'Ｏ＊

課題Ｂ

見かけの泣き

だまし有

.0８

課題Ｃ

本当の泣き

､0４

Table3泣泣き課題の信念質問の正誤と二次的誤信念課題の正誤の偏租関(ｉｉｉ堀/と学年を紡制

二次的誤信念課題

**p＜,0１

課題Ａ

見かけの泣き

だまし無

､28*＊

課題Ｂ

見かけの泣き

だまし有

.２５*＊

課題Ｃ

本当の泣き

､0２
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はタイムラグがあること（c､fJosephs,1994;Cole,1986；

Harriseta1.,1986）が知られている。保育所のある保育

士の報告によると，子どもは２歳前後から嘘泣きと思え

るような「行動」をするようである。泣きは，生存に必

要な適応的な行動であり（Furlow>1997)，子どもは，幼

いころから泣きの表出というコミュニケーションツール

を使って，周囲の注意を引きつけ，世話をしてもらう等

の養育行動を引き出している。泣き表出によって他者が

だまされうることの「理解」については，本研究や

Mizokawa＆Koyasu（2007）の結果に示されたように，

幼児期以降，児童期中期までかけて徐々に発達する。こ

れらのことから考えると，低学年の児童は，見かけの泣

きを，他者の信念に働きかけるものではなく，他者の行

動に働きかけるもの（e,g､注意を引きつける・向社会的

行動を引き出す）として捉えている可能性があり，この

点については今後検討していく必要がある。

さらに，彼らの成績が低かった理由には，情動理解以

外の要因が絡んでいる可能性もある。本研究からの証拠

だけでは，要因の特定は不可能であるが，いくつかの可

能性をここに挙げて今後の検討事項とする。まず１つ目

に，子どもの見かけの泣きのスキルについての認識が挙

げられる。仮に１年生が見かけの泣きを「わざとらしい

形でしか表出できないもの」として捉えており，学年が

上がるにつれて「人がだまされるほど本当らしく表出し

うるもの」と認識するようになっていくとすれば，この

ことが課題遂行に影響している可能性がある。２つ目に，

記憶の要因が挙げられる。課題中の他者（ゴンタくん）

の信念に関わる出来事は課題の２コマ目に，主人公の泣

きの真実についての記述は課題の３コマ目にあった。そ

のため，低学年の児童は，彼らの記憶能力に既定され

て，より質問に近似した時点で提示された３コマ目を思

い出しやすかったのかもしれない。さらに，４．５．６年

生が，調査者の出題意図を読んで答えていたという可能

’性もある。より厳密な調査を行うためには，これらの要

因を最大限に制限しうる方法で検討する必要がある。今

後，子どもの'情動に関する誤信念の理解について調べる

際には，これらの点を考慮しておかねばならない。

１‐3.見かけの泣きに関する理解の性差次に性差の

考察に移る。まず，見かけの泣きについては，課題Ａ

（見かけの泣き・だまし無）において，学年込みの分析

では女子の方が男子よりもよく理解できていた。見かけ

の泣きが生む誤信念については，課題Ａ(見かけの泣き・

だまし無）と課題Ｂ（見かけの泣き・だまし有）のどち

らの課題でも，学年込みの分析では女子の方が男子より

もよく理解できていた。さらに，学年別に分析を行った

結果，課題Ａにおいては１年生と３年生で，課題Ｂにお

いては３年生で，女子の方が男子よりもよく理解してい

た。学年を通じた一貫した傾向は見られなかったもの

の，女子の方が男子よりも，他者の誤信念につながる情

動表出についてよく理解していることが示された。性差

の理由として，「社会化のプロセス」と「表出方略」の２

つの可能性が考えられる。両親とのコミュニケーション

の中で，子どもは性別によって異なる情動表出の調整を

望まれる。たとえば，両親は，息子よりも娘と悲しみに

ついての話をする傾向があるという報告(Adams,Kuebli，

Boyle,＆Fivush,1995）や，両親は息子よりも娘により

直接的な形での悲しみの表出を望む傾向があるという報

告（Cassano,Perry-Parrish,＆Zeman,2007）がある。こ

のような社会化のプロセスの違いが，子どもの情動表出

の方略において'性差を生むのであろう。さらにＺｅｍａｎ

＆Garber（1996）からは，児童期において男子よりも女

子の方が悲しみや痛みを表出しやすいことが示唆されて

いる。泣きについても，発達過程における社会化の違い

が’性差の原因となったのではないかと考えられる。

１‐4.だましの意図の有無見かけの泣きの理解につ

いて，課題Ａ（だまし無）と課題Ｂ（だまし有）の間に，

学年込み，及び１，２，３年生において有意な差が得られ

た。Figure3からわかるように，１年生から３年生では，

課題Ａよりも課題Ｂにおいて，より見かけの泣きが理解

されていた。この結果は，両課題間で見かけの泣きの理

解に差はないとするMizokawa＆Koyasu（2007）とは異

なる結果であった。ただし，課題Ａにおいて，１，２，３年

生は，ストーリー中の「目をこする」という行為が泣く

ことにつながると認識していた可能性もある。課題Ａ

(だまし無）を遂行している中で，児童の一部からは，

｢え－むずかしい。目こすったら涙出るし。どうしよ

う｡」（３年生男子）というような発言も聞かれたことか

ら，今回の結果がだましの意図の有無の影響を示すもの

とは言い切れない。

見かけの泣きが生む誤信念の理解については，Figure4

からも明らかなように，だましの意図の有無による理解

の差は見られなかった。この結果は，仮説(2)「見かけ

泣きが生む他者の誤信念の理解には，見かけの泣きの表

出者のだましの意図の有無は影響しない｡」を支持した。

子どもたちは，だましの意図に関係なく，見た目（泣き

の形）が同じであれば，見かけの泣きが生む誤信念につ

いては同じように理解していた。

本研究の結果は，「他者に誤信念を抱かせる可能'性」

を含んだ見かけの表出であれば，だましの意図の有無に

かかわらず，子どもは同じように理解するという我々の

予想をおおむね支持するものであった。

２.二次的誤信念の理解の発達

Figure5からわかるように，二次的誤信念課題の正答

率は，１年生から４年生にかけて上昇した。これは先行

研究（Pemer＆Ｗｉｍｍｅｒ;1985）の知見と一致する結果で

あった。ただし，同じ構造の二次的誤信念課題を用いた
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Mizokawa＆Koyasu（2007）においては，６歳児でも二次

的誤信念課題の正答率が48％と高かったのに対し，本

研究では，１年生で12.5％，２年生でも36.6％と６歳児の

正答率よりも低く，結果が一貫しなかった。これは調査

方法の違いによるものだと考えられる。Mizokawa＆

Koyasu（2007）は個別調査であり，二次的誤信念課題の

回答は指差しまたは口頭で行っていた。一方，本研究

は，質問紙により課題を進める集団調査で，二次的誤信

念課題の回答は，「かご」・「はこ」などというように，

筆記で行なうものであった。特にひらがなを学習したば

かりの１年生にとって，筆記による回答は難しく，かな

りの認知的負荷を要したため，そのことが回答時のス

トーリーの想起に影響した可能性がある2)。今後，選択

肢に丸をするなどの方法をとることで，低学年の正答率

はある程度上昇すると考えられる。

3.泣き課題の正誤と二次的誤信念課題の正誤との関連

３‐１．見かけの泣きの理解と二次的誤信念の理解

T1able2からわかるように，偏相関分析の結果は，課題

Ａ(見かけの泣き・だまし無）における見かけの泣きの

理解と二次的誤信念課題での正誤との間の関連を示すも

のであった。これはMizokawa＆Koyasu（2007）の結果

とも一致するものであった。ただし，課題Ｂ（見かけの

泣き・だまし有）においては，両者の間に関連は見られ

なかった。２課題間での結果の違いは，課題Ｂにおいて

は学年にかかわらず本当質問の正答率が非常に高く，天

井効果が生じたためと考えられる。

３－２.見かけの泣きが生む誤信念の理解と二次的誤信

念の理解′I1able3からわかるように，偏相関分析の結

果は，課題Ａ（見かけの泣き・だまし無）における見か

けの泣きが生む誤信念の理解と二次的誤信念課題での正

誤との間の関連を示すものであった。また，課題Ｂ（見

かけの泣き・だまし有）においても同様に，両者の間に

関連が認められた。これらの結果は，仮説３「見かけの

泣きが生む他者の誤信念の理解は，二次的誤信念の理解

と関連している｡」を支持するものであった。これは，

見かけの泣きが生む他者の誤信念を理解するためには，

｢ゴンタくんは『主人公はおもちゃがないと思って泣い

ている』と思っている」という二次的な思考が必要で

あったためだと考えられるのではないだろうか。

本研究の見かけの泣き課題の構造は，おもちゃの隠し

手が別の登場人物の予期せぬ行動により誤信念を抱くと

いう点で二次的誤信念課題と類似したものであった。お

もちゃ等の物体に関する二次的誤信念の理解については

これまでにも多く検討されてきたが，情動についての二

2）実際に，１年生が二次的誤信念課題の実施中に「『かご』って，こ

の字で合ってるの｡」と調査補助者や担任の先生に確認を求める

姿も観察されており，低学年の子どもが字を書くことに注意資源

を費やしていたことが示唆される。

次的誤信念の理解について調べた研究は未だほとんどな

い。本研究の結果は，文脈に情動が絡んだ二次的誤信念

についての理解も，一般的な物体の二次的誤信念と同様

の時期に発達すること（Figure4,５参照）を初めて明ら

かにした点で重要である。本研究の結果を証拠に，本研

究で用いた「見かけの泣き課題」を「情動の二次的誤信

念課題」と考えることができるのではないか。コミュニ

ケーションの中での二次的誤信念の理解を測る指標とし

て，この「情動の二次的誤信念課題」は大きな可能性を

持っている。状況を操作して新たなバリエーションを作

成するなどの方法によっても，子どもの‘情動理解につい

ての問題にさらに肉薄できるものと考える。

4.まとめと今後の課題

本研究から，見かけの泣きが生む誤信念の理解は，児

童期の１年生から４年生の間に進むこと，その発達は，

物体の場所についての二次的誤信念の理解と関連してい

ることが明らかになった。ネガティブな情動表出の抑制

(c､f,期待はずれのプレゼント課題；Saarni,1979）の研究

が多い中で，意図的なネガティブ表出の理解についての

実証的な研究はほとんどない。泣き表出に関する認識と

その発達についての検討は，まだ始まったばかりであ

る。今後の研究の中で，他者ばかりでなく，自己の見か

けの泣きについての認識や，見かけの泣きが他者からど

のような行動を引き出しうると認識されているか等につ

いても検討していく必要がある。さらに，本研究で用い

た「情動の誤信念課題」は，社会的場面における誤信念

の認知に迫ることのできるものである。この課題で調べ

られる認知発達が，子どもたちのコミュニケーション方

略とどのように関わっているのかも興味深い問題であ

り，今後展開していきたい。
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り，匿名の３名の審査委員の先生方には多くの貴重なコ

メントをいただきました。この場をお借りして厚く御礼

申し上げます。

なお，本論文のデータの一部は日本発達心理学会第

１９回大会において発表されました。
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資料

資料１．泣き課題のストーリーと質問

（Mizokawa＆Koyasu,2007を児童用に修正）

[ストーリー］

＜課題Ａ＞見かけの泣きだましの意図無（主人公

はフミカ）

①ゴンタぐんとフミカちゃんは，お部屋で遊んでいま

した。

②ゴンタくんは，

せようと思い，

いじわるをしてフミカちゃんを困ら

フミカちやんのおもちゃをこっそり

隠してから，お外へ行ってしまいました。

③少ししてから，フミカちやんは，目がかゆくなっ

て，目をゴシゴシこすりはじめました。フミカちや

んは，まるで泣いているように見えます。

④そこに，ゴンタくんが戻ってきました。

＜課題Ｂ＞見かけの泣きだましの意図有（３コマ

目のみ異なる．主人公はヒロエ）

③少ししてから，ヒロエちゃんは，おもちゃを見つけ

ました。ヒロエちゃんは，ゴンタくんに謝ってほし

かつたので，泣いているように見せることにしまし

た。

＜課題Ｃ＞本当の泣き（３コマ目のみ異なる．主人

公はトミコ）

③少ししてから，トミコちゃんは，おもちゃがなく

なっていることに，気がつきました。トミコちやん

は，とても悲しくなって，泣き始めました。

[質問］

信念質問

1.ゴンタくんは，□□ちゃん（主人公）が泣いている

と思っていますか。それとも，泣いていないと思っ

ていますか。

2.（理由）ゴンタくんは，□□ちゃんがどうしてこん

な風にしていると思っていますか。

本当質問

1.□□ちゃんは，本当に泣いていますか。それとも，

本当は泣いていないですか。

2.（理由）□□ちゃんは，どうしてこんな風にしてい

るのですか。

資料２.二次的誤信念課題のストーリーと質問

（林，2002）

[ストーリー］

①ヨウコさんとヒロシくんがいます。ヨウコさんは，

お人形で遊んだあと，それをかごのなかにしまっ

て，部屋を出ました。

②ヨウコさんがいない間に，ヒロシくんが，かごから

お人形を出して遊びました。

③ヒロシくんは，お人形で遊んだあと，箱にしまいま

した。それをヨウコさんが窓から見ていましたが，

ヒロシくんは気づいていません。

④ヨウコさんが，もう一度お人形で遊ぼうと思って，

部屋にやってきました。

[質問］

信念質問：ヒロシくんは，ヨウコさんがどこを探すと

思っていますか。

本当質問：本当は，ヨウコさんはどこを探しますか。

記憶質問：最初，ヨウコさんはお人形をどこにしまい

ましたか。

Mizokawa,Ａｉ(GraduateSchoolofEducation,町otoUniversity/JapanSocietyforthePromotionofScience)＆Koyasu，

Masuo(GraduateSchoolofEducation,町otoUniversity).〃zﾉeﾉ”"”q/伽加”d蝿RzlseBe"砿α60”Ａ”α?wzt伽蝿

加Ｅ伽”αrySch00ﾉＣﾙ"伽",伽Ｒｇ伽0"ｓｈ伽0伽ＡＣ”航加q/Seco"d-OmcγRzjseBe"砿．THEJAPANEsEJouRNALoF

DEvELoPMENTALPsYcHoLoGY2008,Ｖb1.19,No.3,209-220．

Thisstudyexaminedtheageatwhichchildrenunderstandthatadisplayofapparentcryingmaycreatefalsebeliefsinanother

person・Inaddition,itexaminedwhetheritisnecessarytohaveacquiredrecursivethoughttｏunderstandsuchfalsebeliefs・

MizokawaandKoyasu(2007)showedthateven6-yearoldscamotfUllyunderstandsuchfalsebeliefs,Inthepresentstudy6

525childre､,ａｇｅｓ６ｔｏｌ２,weregivenabookletincluding“cryingtasks，，ａｎｄａ“Second-orderfalsebelieftask.”Cryingtasks

containedtwo“apparentcryingtasks'，ａｎｄｏｎｅ“realcryingtask・'’１，ｅａｃｈ“cryingtask,'，theprotagonistlookedasifshe

wascrying､Aftereachstoryｳparticipantsjudgedwhethertheprotagonistwasreallycrying,andwhethertheothercharacter

believedthattheprotagonistwascrying・Theresultsshowedthatchildrencanunderstandfalsebeliefsaboutapparentcry‐

ｉｎｇａｔａｒｏｕｎｄａｇｅ９,andthereisarelationshipbetweenunderstandingofsuchfalsebeliefsandperfOrmanceonasecond‐

orderfalsebelieftask・ThesefindingssuggestthatrecursivethoughtisanimportantcognitivebasisfOrunderstanding
another，semotion．

【KeyWbrds】Apparentcrying，Understandingofother，semotion，Second-orderfalsebelief

Elementaryschoolchildren，Emotionalintelligence

2007.11.15受稿，2008.5.15受理
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幼児のふりにおける対象の知識と行為との関係の理解

杉本直子'）
(洗足学園短期大学）

原著

ふりが，ふりをする人の持つ心的表象（ふりをしたいという欲求，ふりの対象やプランに関する知識

や思考や信念）に基づいて行われることを幼児は理解しているのだろうか。本研究では，様々な心的表

象の中でもふりの対象の知識に焦点化し，検討を行った。実験１では，ふりの対象の知識の有無と行為

との関係の理解を検討した。5-6歳児は，参加児にとって未知の対象を知っている他者はそのふりをで

きるが，知らない他者はふりをすることができないと答えた。一方，3-4歳児は，自分にとって未知の対

象を知っている他者もまた，ふりをすることができないと答えた。実験２では，ふりの対象に関する知

識内容（正しい知識か誤った知識）と行為との関係の理解を検討した。5-6歳児は，他者がふりの対象に

関する知識内容（たとえそれが誤った知識であるとしても）に基づいて，そのふりをすること理解してい

たが，3-4歳児はそうではなかった。２つの実験結果から，5-6歳児はふりにおける対象に関する知識と

行為との関係を理解していることが示された。一方，3-4歳児は自分自身の持つ対象に関する知識に縛ら

れてしまうために，他者の知識に基づいて他者のふりを推測することができないことが示唆された。

【キー・ワード】幼児，ふり，心的表象，知識，行為

問題

ふりとは「人が現実とは異なる架空状態に関する心的

表象2)を持ち，現実状態を認識しながらも，架空状態に

関する心的表象に基づき行為すること」である。1990年

代以降，心の理論研究の隆盛に伴い，幼児のふりが心の

理論との関連の中で注目されている。これには以下の２

つの理由がある。第１に，ふりにおける心的表象と行為

との関係を理解する能力，すなわち「ふりが，ふりをす

る人の持つ心的表象（ふりをしたいという欲求，ふりの

対象やプランに関する知識や思考や信念）に基づいて行

われることの理解」が，心の理論における誤信念課題

(e,g､,Ｗｉｍｍｅｒ＆PemelJ983）に通過するための能力と

類似するからである。例えば，幼児自身がふりをした

り，他者のふりを見るとき，ふりをする人の持つ心的表

象に基づいて行われることを幼児は理解しなくてはなら

ない。また，幼児は誤信念課題に通過するために，他者

がチョコレートの所在に関する他者の心的表象に基づい

て行為することを理解しなくてはならない。このよう

に，ふりと誤信念いずれにおいても，行為主体の持つ心

的表象と行為との関係の理解を必要とする。

第２の理由は，基本的能力の類似’性にもかかわらず，

ふり行為そのものの出現と誤信念理解の出現時期が異な

1）現名前：中道直子

現所属：日本学術振興会･東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科

2）本論文では，心的表象を一定の距離をおいて何らかの事柄を心の

中で表すものとする（Peme喝1991,pl5)。

ることである。幼児は，４歳以降に誤信念課題を通過す

る（Wellman,Cross,＆Watson,2001)。しかしながら，ふ

りにおける心的表象と行為との関係を理解しているかど

うかは別として，幼児は約１８ヶ月でふり行為をはじめ

る。このズレはどう説明されるのか，幼児が心的表象と

行為の関係を真に理解した上でふりをしはじめるのはい

つかという点が注目されている（Lillard,2002;Woolleyヶ

2002)。

幼児のふりにおける心的表象と行為との関係の理解と

誤信念理解の関連については，主に３つの立場がある。

１つは，幼児は誤信念を理解する前に，ふりにおける心

的表象と行為との関係を理解するというものである。例

えばLeslie（1987）は，ふりをしはじめる１８ケ月で既に

幼児は，生得的な認知メカニズムによりふりにおける心

的表象と行為との関係を理解しているとした。しかしな

がら，早期からこのような高度な理解を幼児が持つとい

う主張には多くの反論がある。

２つ目は，幼児は誤信念を理解した後に，ふりにおけ

る心的表象と行為との関係を理解するという立場であ

る。例えば，Lillard（1993）は幼児に遠くのトロールの

国から来た人形モーを提示し，モーはウサギを知らない

ことを説明した上で，モーがウサギのように飛び跳ねる

様子を見せた。そして，モーはウサギのふりをしている

のかどうかを幼児に尋ねた。すると，４，５歳児はモーが

ウサギのふりをしていると判断した。Lillard（2002）は

一連の研究結果（Lillard,1993,1996,1998）を通し，６歳

児以下ではふりを単に「かのごとく行為すること」とし
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て考えているにすぎず，ふりをしているからといって，

ふりにおける心的表象と行為との関係を理解している訳

ではないと結論づけた。すなわち，一般に誤信念を理解

するとされる４歳頃よりも，ふりにおける心的表象と行

為との関係の理解は遅いということである。しかしなが

ら，モー課題は，ウサギのことを知らないけれどもウサ

ギのように行為するという不自然な教示や，モーの心的

表象よりも行為そのものの強調によって，幼児の能力を

過少評価していると批判されている。不自然な教示をな

くす試みとして，Aronson＆Ｇｏｌｏｍｂ（1999）は，Ａに関

する知識はあるが，Ｂに関する知識のない主人公が，

ＡＢ両方に共通する行為をしているときに，何のふりを

しているのかを尋ねた。すると，この課題における４歳

児の成績は，モー課題の追試の成績よりも良かった。ま

た，Davis,WOolleyｩ＆Bruell（2002）は主体の行為を提示

せず，心的表象を表すふきだしを用いることによって，

モー課題における心的表象よりも行為そのものを強調し

ているという問題点を改善した。その結果，Davisetal．

(2002）の課題における４，５歳児の成績は,Lillard（1993）

のモー課題での４，５歳児の成績よりも良かった。これら

の結果は，モー課題における問題点が，誤信念理解より

も，ふりにおける心的表象と行為との関係の理解は遅い

かのような結果を生じさせている可能性を示唆してい

る。

３つ目は，誤信念の理解とふりにおける心的表象と行

為との関係の理解は，ほぼ同時期になされるという立場

である（e､9.,Aronson＆Golomb,1999;Daviseta1.,2002；

Joseph,1998)。前述のように，ふりにおける心的表象と

行為との関係を理解する能力は，心の理論における誤信

念課題に通過するための能力と類似する。ふりに関し

て，幼児はふりをする人の持つ心的表象と行為が関連し

ていること，例えば猫のふりはその人の持つ猫に関する

知識に基づいて行われることの理解が必要となる。ま

た，幼児が誤信念課題に通過するためには，チョコレー

トの所在に関する他者の心的表象と探索行為の関係を理

解しなくてはならない。このように，ふりと誤信念いず

れにおいても，幼児には行為主体の持つ心的表象と行為

との関係の理解が必要となるとすれば，これらの理解は

同時期になされるはずである。

本研究ではこの立場に立ち，幼児のふりにおける心的

表象と行為との関係の理解を検討する。中でも，「ふり

の対象に関する知識」に着目し，ふりがふりをする人の

持つ対象に関する知識に基づき行われることの理解を検

討する。なぜなら，Lillard（1993）をはじめとする先行

研究においては，様々な心的表象の中でもふりの対象に

関する知識が扱われることが多く，本研究で得られた結

果と先行研究の結果を比較するために同じ事柄を扱う必

要があるためである。そのため，以下においてふりの対

象の知識と述べる場合，ふりをする人の持つふりに関わ

る様々な心的表象の１つの側面を表すものとする。具体

的には，ふりにおける知識と行為との関係の理解を包括

的に検討するために，ふりの対象に関する「知識の有無」

(知っている，知らない）と行為との関係の理解(実験１)，

｢知識の内容」（正しい知識，誤った知識）と行為との関

係の理解(実験２）を検討する。

また，本研究では誤信念課題との関連を直接検討する

のではなく，誤信念課題を通過するとされる5-6歳児が，

ふりにおける対象の知識と行為との関係，すなわち，ふ

りがふりをする人の持つ対象に関する知識に基づき行わ

れることを理解しているのかを検討していく。Wellman

etal.（2001）のメタ分析によれば，誤信念課題の通過率

は３歳３ケ月児で約50％，５歳８ケ月児で80％である。

誤信念の理解とふりにおける心的表象と行為との関係の

理解は同時期になされ，さらに5-6歳児のほとんどが誤

信念を理解しているとすれば，ふりにおける心的表象の

１つの側面であるふりの対象の知識と行為との関係につ

いても5-6歳児はよく理解しているだろう。一方，誤信

念理解が未達成である幼児も多い3-4歳児は，5-6歳児

に比べるとふりの対象の知識と行為との関係の理解も未

熟であるだろう。逆に言えば，この予測と一致した結果

が示された場合，従来の誤信念課題の成績に関する結果

を踏まえると，誤信念の理解とふりにおける心的表象と

行為との関係の理解が同時期になされるという可能性が

高いことを示すことができる。

実験１では，3-4歳児と5-6歳児を対象とし，モー課

題の問題点を改善した課題を行い，ふりの対象に関する

知識の有無と行為との関係の理解の発達的変化を検討す

る。課題は，Gotthfied,Hickling,'Ibtten,Mkroyan,＆Reisz

(2003,実験３)の課題を参考にした。Gotthfiedetal.(2003,

実験３）の課題を用いるならば，モー課題の問題点（不

自然な教示，ふりをする主体の行為の強調）を取り除き，

単純に他者のふりの対象に関する知識の有無から，他者

の行為を推測する幼児の能力を検討することができる。

Gotthiedetal.（2003,実験３）は，3-5歳児自身の知って

いる対象（例；飛行機，ウサギ）と知らない対象（例；

ガーネット，屋形船）に関する他者の知識の有無を説明

した後，他者がそれらのふりができるかを尋ねた。この

課題における２つの条件（自己知識あり．他者知識なし，

自己知識なし・他者知識あり）は，ある事柄について，

自分と他者の知識状態（有無）が異なるときに，他者の

知識状態に基づいて他者の行為を推測できなければ正解

とならない点で誤信念課題と類似している。この結果，

3-5歳児は屋形船を知っている他者が屋形船のふりをで

きると主張する一方，飛行機を知らない他者であっても

飛行機のふりをすることができるとした。すなわち，

3-5歳児は自分の知らない対象のふりを，それを知って
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いる他者ができることを理解しているが，その反対の状

況（自分は知っている対象のふりを，それを知らない他

者ができるか）を理解できないのである。しかしながら，

この研究では５歳児が対象に含まれているものの，その

平均は４;０歳（範囲３;1-5;4）であり，対象の多くが3-4

歳児であったことが窺われる。誤信念課題において，

80％以上が他者の心的表象と行為との関係を理解でき

る5-6歳児であれば，ふりにおける心的表象の１つの側

面であるふりの対象に関する知識と行為との関係を理解

できると考えられる。加えて，Gottfriedetal.（2003,実

験２）は，“自分''がふりをするためには，ふりの対象の

知識が必要であることに関しては，４歳で既に理解して

いることも示した。実験１では，この点についても合わ

せて検討する。

ところで，心の理論の枠組みで幼児のふりの対象の知

識と行為との関係の理解を考えるならば，誤信念課題と

より類似した構造の課題を用いる必要がある。幼児は，

他者がふりの対象に関して誤った知識を持つ場合に，そ

の知識に基づいて他者はふりを行うことを理解している

のだろうか。他者の誤った知識に基づくふりは，誤った

知識や信念を持つという点で，他者の行為を推測させる

誤信念課題の構造と類似する。また，誤った知識に基づ

くふりの理解の検討は，多くの先行研究（Aronson＆

Golomb,1999；Ｄａｖｉｓｅｔａ1.,2002；Gottfriedeta1.,2003；

Joseph,1998;Lillard,1993）が検討したふりの対象の知識

の"有無，'と行為との関係の理解のみならず，知識‘‘内容”

と行為との関係の理解を検討するものであると言える。

そこで，実験２では誤信念課題と類似の構造である

誤った知識に基づくふり課題を実施し，ふりの対象に関

する知識内容と行為との関係の理解の発達的変化を検討

する。具体的には，3-4歳児と5-6歳児に対して，ライ

オンは空を飛ぶ動物だという誤った知識を与えられた他

者が，ライオンのふりをするときに，どのようなふりを

するのか（空を飛ぶか，四つんばいになって歩くか）を

選択させる。前述のように，ふりを理解する能力が，心

の理論における誤信念課題に通過するための能力と類似

するならば，3-4歳児は他者の誤った知識と行為との関

係を理解できない一方で，5-6歳児はそれを理解するこ

とができるだろう。

この課題の遂行を検討することにより，３－４歳児がふ

りにおける対象の知識と行為との関係の理解を測る課題

に誤答する原因を探ることも可能となる。Lillard(1993）

は，幼児がモー課題で誤答する原因は，幼児がふりを

「かのごとく行為すること」と考え，主体が何かに似た

行為をしているのなら，それをふりと見なすことによる

と論じている。しかしながら，他の原因も考えられる。

例えば，モー課題は幼児自身にとって馴染みのあるウサ

ギを他者は知らないという前提から他者の行為を推測さ

せている点である。すなわち，ある事柄について自分自

身が何らかの知識を持つ場合，3-4歳児はその知識に縛

られるという特性を持ち，これが幼児のふりにおける対

象の知識と行為との関係の理解を妨げている可能性があ

る。Gottfriedetal.（2003,実験３）でも，平均４歳児は

自分の知っている対象のふりを，それを知らない他者が

できるかの判断で特に困難さを示すことを示していた。

また，誤信念課題（Ｗｉｍｍｅｒ＆Perne口1983）における

3-4歳児の誤答も，自分の信念や知識に基づいて他者の

行為を推論することにあると考えることもできる。この

ように，3-4歳児が自己知識に縛られるという認知的特

性を持つとすれば，3-4歳児は他者がある対象のふりを

どのようにするのかを聞かれたとき，他者の持っている

ふりの対象に関する誤った知識に基づくのではなく，幼

児自身の持つふりの対象に関する正しい経験的知識に基

づいて回答するだろう。加えて，ふりの対象に関する正

しい知識の必要性も合わせて検討する。斎藤（2000）は

｢知る」ということの理解の他の側面（事実についての正

しい表象を作ること，知識に基づいて事実に関する正し

い行為をすること）に先立って，適切な情報へのアクセ

スという側面の言語による報告が４歳頃から可能になる

ことを示している。ふりの対象に関する正しい知識の必

要性の検討は，適切な情報へのアクセスの理解がふりの

領域においても示されるのかを検討するのを可能にす

る。

実験１

実験ｌでは，Gottfriedetal.（2003,実験2,3）と同様

の方法を用い，幼児のふりの対象に関する知識の有無と

行為との関係の理解を検討する。すなわち，ふりをする

人がふりの対象を知っていればそのふりをすることがで

きるが，知らなければふりをすることはできないことの

理解である。仮説は次の２点である。(1)3-4歳で既に幼

児は“自分”がふりをするためには，ふりの対象の知識

が必要であることを理解している。(2)5-6歳児は3-4歳

児に比べて，“他者''がふりをするためには，ふりの対象

の知識が必要であることをよく理解している。

これらの仮説を検証するために，幼児に対して自己

(参加児自身）のふり課題と他者（キャラクター）のふり

課題を行う。仮説(1)の検証のための自己のふり課題で

は，自分（参加児）にとって既知の対象と未知の対象を

提示し，自分がそれらのふりをできるかどうかを問う。

仮説(2)の検証のための他者のふり課題では，自分自身

のふりの対象に関する知識の有無に関係なく，他者

（キャラクター）のふりの対象に関する知識の有無に基

づいて，他者がその対象のふりをできるか否かを問う。

これは，自己知識（２：あり・なし）×他者知識（２：あ

り・なし）の４つのストーリーがある。なお，自己のふ
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りの対象に関する知識の有無は，既知の対象（イヌ）と

未知の対象（ルモソ：架空の動物であり，名前は無意味

綴りを使って命名された）の提示，他者の対象に関する

知識の有無は課題内の教示（知っている，知らない）に

より設定する。

方法

参加児千葉市内の幼稚園に通う3-4歳児11名（男児

４名，女児７名，平均：４７ケ月，範囲：41-52ケ月)，５－６

歳児１６名（男児８名，女児８名，平均：６９ケ月，範囲

65-76ケ月）の計27名。この他に，３名（3-4歳児１名，

5-6歳児２名）が緊張等により課題を中断したので，分

析には含めなかった。

材料および器具キャラクターの絵カード（女の子４

人と男の子４人分。各10ｃｍ×１４ｃｍ)。絵カードは全身

を正面から描いており，髪型や洋服などで区別した。幼

児の反応記録のためのＩＣレコーダーとデジタルビデオ

カメラ。

手続き園内の静かな部屋で，参加児とのラポール形

成後，個別面接により課題を実施した。課題は，自己の

ふり課題と他者のふり課題である。

自己のふり課題実験者は，参加児にイヌ（もしくは

ルモソノを知っているか(知識の有無の確認)，イヌ(ル

モソノのふりをすることができるかを尋ねた（自己のふ

り)。はいと答えた参加児にはイヌ(ルモソノのふりをす

るように頼み，いいえと答えた参加児にはふりをできな

い理由を聞いた。

他者のふり課題実験者は参加児と同性の他者（キャ

ラクター）の絵カードを参加児に提示しながら，ふりの

対象に関する他者の知識の有無を説明し，他者が対象の

ふりをできるか否かを尋ねた。例えば，自己知識あり．

他者知識なしストーリーの場合は，次のように教示し

た。実験者は参加児にヒロシの絵カードを示しながら，

｢これはヒロシくんです。ヒロシくんはイヌを見たこと

がないし，イヌのことを知りません」と説明した。その

後，「ヒロシくんは，イヌのふりをすることができるか

な」と参加児に尋ねた。参加児が判断した後，「それは

どうしてかな」とその理由を尋ねた。各ストーリーでの

他者（キャラクター）名，ふりの対象，知識の有無，正

答反応を'Inblelに示す。

提示順全参加児に対し，イヌについての自己のふり

課題と他者のふり課題（自己知識あり。他者知識あり，

自己知識あり．他者知識なしストーリー）を行った後，

ルモソについての自己のふり課題と他者のふり課題（自

己知識なし・他者知識あり，自己知識なし・他者知識な

しストーリー）を行った。幼児にこの課題を取り組みや

すくさせるために，全てこの順序で行った。ただし，提

示順序が後になるほど正答率が増すというような学習効

果はなく（'mable2参照)，提示順序を固定したことによ

る影響は特に見られなかった。

結果

１．自己のふり課題

ふりの対象に関する知識の有無の確認イヌとルモソ

に関する参加児自身の知識の有無を確認した結果，全て

の5-6歳児がイヌを知っていてルモソを知らないと答え

たのに対し，3-4歳児ではイヌに関しては全員が知って

いると答え，２名はルモソも知っていると答えた。実験

Tableｌ他者のふり課題の教示と正答目反応

ストーリー 他者(ｷｬﾗｸﾀー)名澱他者(ｷｬﾗｸﾀー）課題のの知識状態正答反応

自己知識あ，麓繍醗鯉何知らな“‘､Ｍ
知 る は い

■－－一一一ーーー一一－－ーー一一ーー一一一一一一ーーｰー一一一一一一ーー一一ーー一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■

自己知識な･震繍ﾘｮｳﾀ/リョウコ
マサト／マサコ

ルモソ
知るはい

知らないいいえ

Thble2他者のふり課題における年齢別の反応数（括弧内は％）

自己知識あり（イヌ） 自己知識なし（ルモソ）

他者知識あり他者知識なし他者知識あり他者知識なし

正答誤答正答誤答正答誤答正答誤答

3-4歳児８３６５６５７４

（"＝11）（72.7）（27.3）（54.5）（45.5）（54.5）（45.5）（63.6）（36.4）
■ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－ーー一一ーー一一ーー一一ーー一一一一‐ーーー一一一ー一一一一－ーーー‐一一一－－一一一一一一一一一一一一－－－－一一一一一一一一一一－

５ －６歳児１５１１６０１５１１５１

（"＝１６）（93.8）（6.3）（100.0）（0.0）（93.8）（6.3）（93.8）（6.3）
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者がその２名に対し，ルモソのふりをするように求める

と，ルモソを知らないからできないと述べたため，分析

から外さなかった。

自己のふり自分はイヌのふりをできるか否かの質問

で，２７名中１３名（48.1％：3-4歳児６名，5-6歳児７名）

ができる，１４名（51.9％：3-4歳児５名，5-6歳児９名）

ができないと答えた。ルモソのふりでは，3-4歳児１名

(3.7％）のみがふりをできると答え，残りの２６名

(96.3％：3-4歳児１０名，5-6歳児１６名）ができないと

答えた。自分はイヌのふりができるかの判断に関して年

齢間の差を見るために，年齢(2)×判断(2)のＸ２検定を

行ったところ，年齢間に差はなかった（Ｘ２(1)＝3.04,〃s)。

ルモソのふりができるかに関して年齢間の差を見るため

に年齢(2)×判断(2)のFisherの直接法による検定を行っ

たところ，年齢間に差はなかった（カー,407)。判断理由

としては，イヌのふりができないと答えた１４名中５名

(35.7％：3-4歳児２名，5-6歳児３名）が知識と関係のな

い理由（例：「イヌって怖いから｣）を述べ，残りの９名

(64.3％：3-4歳児３名，5-6歳児６名）が理由を述べられ

なかった（例：「わからない」「できない｣)。また，ルモ

ソのふりができないと答えた２６名中１９名（73.1％：３－４

歳児４名，5-6歳児１５名）がルモソについての知識の欠

如（例：知らないから）を述べ,３名（11.5％：3-4歳児３

名）が知識と関係のない理由を述べ，４名（15.4％：３－４

歳児３名，5-6歳児１名）が理由を述べられなかった。

２.他者のふり課題

他者のふりの判断の分析各ストーリーの反応を正答

(Tableｌ参照）か誤答（'I1ablelの正答反応以外。「わか

らない」という反応も含む）に分類した（'Elble2)。各ス

トーリーでの反応に関して年齢間の差を見るために，ス

トーリー別に年齢(2)×反応(2)のFisherの直接法による

検定を行った。自己知識あり．他者知識あり（，＝.273)，

自己知識なし．他者知識なしストーリー（'＝､125）で

は，年齢間に差はなかった。自己知識あり．他者知識な

し（，＝､006)，自己知識なし・他者知識ありストーリー

('＝､027）では，年齢間に差があった。自己知識あり・
他者知識なしストーリー，自己知識なし・他者知識あり

ストーリーいずれにおいても，5-6歳児は3-4歳児に比

べて正答が多く，誤答が少なかった。

判断理由の分析４つのストーリーで参加児の述べた

判断理由を正答・誤答別にそれぞれ３つのカテゴリーに

分類した（mlble3)。①他者知識一致：他者のふりの対

象に関する知識状態（有無）と一致する言及（例：他者

がイヌを知っているストーリーで「イヌを知ってるか

ら」と言う)。②他者知識不一致：他者のふりの対象に

関する知識状態（有無）と一致しない言及（例:他者がイ

ヌを知っているストーリーで「イヌを知らないから」と

言う)。③その他・無回答：その他は，①や②以外のそ

nable3他者のふり課題における判断理由数

（括弧内は％）

その他・

無回答

正答 誤答

3-4歳児

("＝１１）

5-6歳児

(〃＝16）

他者知識

一致

幼児のふりにおける対象の知識と行為との関係の理解

他者知識

不一致

ｊ
一
１

１
㈱
－
０
伽

１６

（94.1）

３

(100.0）

の他の言及（例：「かわいいから｣）や，無回答は理由を

答えられなかった場合である。このうち①を適切な判断

理由とした。課題の正稗・誤答別の判断理由に関して年

齢間の差を見るために，年齢(2)×判断理由(2)のFisher

の直接法を用いて分析したところ，正答した場合の判断

理由において年齢間に差があった（カー､001)。5-6歳児

は3-4歳児に比べて，正答した場合に①他者の知識状態

(有無）と一致する言及が多く，③その他・無回答が少

なかった。誤答した場合の判断理由では，年齢間に差は

なかった（'＝1.00)。

考察

自己のふりにおける対象の知識の有無と行為との関係

の理解Gottfriedetal.（2003,実験２）は，４歳で既に自

分がふりをするためには，ふりの対象の知識を必要とす

ることを理解していることを示した。3-4歳児，5-6歳

児の多くがルモソを知らないことを理由として，ルモソ

のふりをすることができないと述べたという実験１の結

果は，Gottfriedetal.（2003,実験２）の結果と一致して

いる。一方。全参加児がイヌを知っていると答えたにも

かかわらず，約半数の参加児がイヌのふりをすることを

できないと答えたという実験１の結果はGottfriedetal．

（2003,実験２）の結果と異なる。ルモソという未知の対

象のふりをすることができないことをほとんどの幼児が

理解していたことから，既知の対象であるイヌのふりを

することができないと答えたのには別の要因が影響した

と考えられる。例えば，参加児はイヌのふりができると

答えると，イヌのふりをさせられると考えたのかもしれ

ない。少なくとも，自分自身の知らない対象（ルモソ）

のふりをすることができないことを理解しているという

結果から，仮説(1)3-4歳で既に幼児は“自分'，がふりを

するためには，ふりの対象の知識が必要であることを理

解している，Ｉま一部支持されたといえる。

他者のふりにおける対象の知識の有無と行為との関係

の理解実験１は，(2)5-6歳児は3-4歳児に比べて，“他

者”がふりをするためには，ふりの対象の知識が必要で

あることをよく理解している，という仮説の下に検討が

なされた。実験１において，真に幼児がふりの対象の知

２

（7.4）

３８

(62.3）

２５

(92.6）

２３

(37.7）
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識と行為との関係を理解しているかを見るためには，自

己と他者の知識状態（有無）が異なるストーリーにおけ

る幼児の反応が重要である。なぜなら，自己と他者の知

識状態（有無）が異なる条件においては，他者の知識状

態に基づいて他者のふりを推測しなければ正答できない

ためである。逆にいえば，自己と他者の知識状態（有無）

が一致するストーリーでは，自分の知識状態に基づいて

他者のふりを推測したとしても，結果的には正答する。

実験１の他者のふり課題の中でも自己と他者の知識状態

(有無）が一致しているストーリーにおいては，3-4歳児

と5-6歳児のいずれも６０％以上の幼児が正答し，年齢

間の差はなかった。一方，自己と他者の知識状態（有無）

が異なるストーリーでは，5-6歳児は3-4歳児に比べ，

正答者が多かった。このことから，仮説(2)は支持され

たと言える。また，課題に正答した場合の判断理由とし

て，5-6歳児は3-4歳児に比べてふりの対象に関する他

者の適切な知識状態について述べることが多かった。一

方，3-4歳児は5-6歳児に比べて，課題に正答しても他

者の知識状態とは関係のない判断理由を答えることや，

理由そのものを答えられないことが多かった。このよう

に判断理由の結果からも，仮説(2)は支持された。

さらに，3-4歳児に関する結果を詳細に見ると，Gott‐

friedetal.（2003,実験３）とは一部異なる結果が得られ

た。3-4歳児が自分は知っている対象のふりをそれを知

らない他者ができないことを理解していないという実験

１の結果は，Gottfriedetal.（2003,実験３）と同様であ

る。しかしながら，3-4歳児が自分の知らない対象のふ

りをそれを知っている他者ができることをも理解してい

なかったという結果は，Gottfriedetal.（2003,実験３）

とは異なる。すなわち，3-4歳児は，自分と他者のふり

の対象に関する知識状態が異なる場合に，他者のふりの

対象に関する知識状態に基づいて，他者がそのふりをで

きるか否かを推論することに困難さを示した。この結果

は，3-4歳児がふりの対象に関する自分の対象に関する

知識状態（有無）に束縛されてしまったことを示唆して

いる。

実験２

実験２では，幼児のふりの対象に関する知識内容と行

為との関係の理解を検討する。すなわち，人はふりの対

象に関する知識内容（たとえそれが誤った知識であると

しても）に基づいて，ふりの行為をすることの理解であ

る。さらに，3-4歳児がふりにおける対象の知識と行為

との関係の理解を測る課題に誤答してしまう原因は，ふ

りの対象に関する自分の知識に縛られるという認知特性

にあるのかを検討する。仮説は次の３点である。(1)３－４

歳で既に幼児は自己や他者が対象のふりをするために

は，ふりの対象に関する正しい知識が必要であることを

理解している。(2)5-6歳児は3-4歳児に比べて，他者の

ふりの対象に関する知識内容に基づいて，他者がふりの

行為をすることをよく理解している。(3)3-4歳児は５－６

歳児に比べて，他者がどのようなふりをするのかを聞か

れたとき，他者の対象に関する誤った知識ではなく，自

分自身の対象に関する正しい経験的知識に基づいて他者

はふりを行うと回答する。

仮説(1)を検証するために，自分（参加児自身）や他者

(パペット）が未知の対象のふりをするとき，正しい知

識を与える者と誤った知識を与える者のどちらから知識

を得るべきかを問う正しい知識の必要性課題を行う。知

識を与える第三者として，善悪のどちらかに偏らない印

象を持つと考えられるピエロを用いた。仮説(2)，(3)の

検証のために，誤った知識に基づくふり課題を行う。こ

れには，他者がふりの対象に関して誤った知識を持つ

｢誤った知識ストーリー」と，その比較として他者が正

しい知識を持つ「正しい知識ストーリー」とがある。具

体的には，ふりの対象を知らない他者（パペット）が，

第三者（ピエロ）からふりの対象に関する正しい（もし

くは誤った）知識を与えられた場合に，他者は対象のふ

りをどのようにするのかを幼児に推測させた後，その判

断の理由を求めた。

方法

参加児千葉市と川崎市内の幼稚園に通う3-4歳児１２

名（男児４名，女児８名，平均：５１ケ月，範囲：46-58ケ

月)，5-6歳児１６名（男児７名，女児９名，平均：７６ケ

月，範囲：71-82ケ月）の計２８名。

材料および器具赤・青ピエロのパペット各１体。男

児・女児用のパペット各２体。女児パペットの行為絵

カード４枚（四つんばい，腕を振る各２)，男児パペット

の行為絵カード４枚（身体をくねらせる，ケンケン各2)。

レミング（北ヨーロッパに生息する茶色いネズミ）の写

真１枚。幼児の反応記録のためのＩＣレコーダーとデジ

タルビデオカメラ。

手続き園内の静かな部屋で，参加児とのラポール形

成後，個別面接により３課題を実施した。質問形式は，

イエスバイアスを防ぐために，強制選択法を用いた。

ピエロのウオームアップ課題実験者は，参加児に２

つのピエロ（赤，青）を示し，あるピエロはいつも本当

のことを（正ピエロ)，残りのピエロはいつも間違った

こと（誤ピエロ）を教えると説明した。実験者が各ピエ

ロに複数の質問（例：リンゴは何色ですか）をし，正ピ

エロが正答（例：赤色)，誤ピエロが誤答（例：黄色）を

述べる様子を参加児に示した後，２つの確認質問を行っ

た。確認質問Ｉ「本当のことを教えてくれるのは，どち

らのピエロかな｣，確認質問２「間違ったことを言うの

は，どちらのピエロかな｣。確認質問で誤答した場合は，

課題をはじめから繰り返した。正ピエロの色（赤・青)，
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質問内の選択肢（赤ピエロ・青ピエロ）の提示順は参加

児間でカウンターバランスした。3-4歳児１名（参加児

の中に含まれていない）がウォームアップ課題を２回繰

り返しても，２問の確認質問で誤答した。

正しい知識必要性課題参加児にレミングを知ってい

るか，そのふりをすることができるかを尋ね，参加児が

レミングを知らないし，ふりをすることができないこと

を確認した（3-4歳児３名がレミングを知っていると答

えたが，その全員が後にレミングのふりをすることはで

きず，レミングを本当は知らないことを認めた)。その

後，自己の正しい知識必要性質問「○○ちゃん／くん

(参加児名）がレミングのふりをするためには，どちら

のピエロにレミングのことを教えてもらった方がいいか

な。赤ピエロかな，それとも青ピエロかな」を行い，そ

の判断理由を尋ねた。質問の後，正ピエロが参加児にレ

ミングの写真を示し，レミングのことを説明した。それ

から，ふりの対象（ライオン，ヘビ）を知らない他者（パ

ペット）を紹介し，他者の正しい知識必要性質問「××

(パペット名）が，対象（ライオン，ヘビ）のふりをする

ためには，どちらのピエロに対象（ライオン，ヘビ）の

ことを教えてもらった方がいいかな」を行い，その判断

理由を尋ねた。また，ふりの対象（ライオン・ヘビ）を

知らないパペットを紹介する前に，各参加児自身の持つ

ふりの対象に関する知識が，課題内で提示するその対象

の典型的な行為と一致しているかを確認した（一致しな

い参加児はいなかった)。

誤った知識に基づくふり課題参加児はふりの対象を

知らない他者（パペット）がピエロから対象に関する正

しい知識（もしくは誤った知識）を与えられる様子を見

せられた後，他者（パペット）が対象のふりをするとき

に，どのようなふりをするのかを聞かれた。例えば，以

下のように実施した（ストーリー：誤った知識ストー

リー，パペット：恵，ふりの対象：ライオン，ピエロ：

赤ピエロの場合)。実験者は参加児にパペットを示しな

がら「これは恵ちゃんです。恵ちゃんは今までライオン

を見たことないし，ライオンのことを知りません」と説

明した。実験者はピエロを登場させ，「赤ピエロがやっ

てきて，ライオンのことを教えました」と言った後，「ラ

イオンっていうのは，羽をバタバタと動かして空を飛ぶ

動物なんだよ」とピエロがパペットに教えるように話を

させた。実験者は２枚の絵カード（四つんばいの絵，両

手を振っている絵）を参加児に示しながら，「では，恵

ちやんにライオンのふりをしてって言ったらどんなふう

にするかな。こうやって４つの足でノシノシって歩くか

な。それともこうやって手をバタバタって振るかな。恵

ちやんのすることが描いてある絵を指さして教えてね」

と言った。この場合，正しい絵カードは，手を振ってい

る絵である。参加児が絵カードを選択した後，「それは，

どうしてかな」とその理由を尋ねた。各ストーリーに登

場する他者（パペット)，ふりの対象，ピエロがパペッ

トに与えた知識内容，提示する絵カード（選択肢)，正

しい絵カードを'mable4に示す。正しい絵カードとは，

ピエロがパペットに対して教えた内容と一致する行為の

描かれているカードである。

提示順全参加児に対し，ピエロのウォームアップ課

題，正しい知識の必要性課題，誤った知識に基づくふり

課題の順番で実施した。これは，提示順をカウンターバ

ランスすると質問の流れとして不自然になる場合がある

ためである。ただし，誤った知識に基づくふり課題内で

の提示順（ライオンかへビ，正しい知識ストーリーか

誤った知識ストーリー，選択肢（パペットの行為）の提

示順）は，参加児間でカウンターバランスした。

採点方法誤った知識課題では，正しい知識を与える

ストーリーを２問，誤った知識を与えるストーリーを２

問の計４問のテスト質問を行った。各ストーリーで，正

しい絵を選択した場合を１点とした。２つの知識ストー

リーの得点範囲は，いずれも0-2点である。

結果

１．正しい知識の必要性課題

自己自己の｣正しい知識必要性質問では，5-6歳児の

全１６名（100.0％）と，3-4歳児１２名中１０名（83.3％）

が，自分がレミングのふりをするためには，正ピエロに

レミングのことを教えてもらうべきだとした。そのう

ち，5-6歳児１５名（93.8％)，3-4歳児６名（50.0％）が，

ピエロの知識付与特性（例：正しい知識を与えること）

について言及した。

他者他者の正しい知識必要性質問では，5-6歳児の

全１６名（100.0％)，3-4歳児の１２名中１０名（83.3％）が，

ふりの対象（ライオンかヘビ）を知らないパペットは，

正ピエロにふりの対象のことを教えてもらうべきだとし

Table４誤った知識に基づくふり課題の教示と正答反応

ストーリー他者(パペット）ふりの対象ピエロが他者に与えた知識内容 参加児に提示する絵カード(選択肢）正しい絵

正しい知識メグミライオンは4本の足でノシノシ歩く動物他者(パペット)が四つんばい
ライオンライオンは羽をバタバタと動かして空を飛ぶ動物四つんばいになっている絵‘腕を振っている絵腕を振る誤った知識ユカ

●‐ーー－ーー一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｡

正しい知識ケンタヘビは身'体をクネクネさせる動物他者(パペット)が 体をくれらせる
へビ

誤った知識タロウヘビは片足でケンケンする動物体をくねらせている絵，ケンケンをしている絵ケンケンをする
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た。

２．誤った知識に基づくふり課題

他者のふり判断の分析年齢別の正しい知識ストー

リーと誤った知識ストーリーにおける得点をＴａｂｌｅ５に

示す。年齢間の差を見るために，ストーリー別に年齢

(2)×得点(3)のFisherの直接法による検定を行った。そ

の結果，正しい知識ストーリーにおいて年齢間の差が有

意傾向であり（カー､068)，5-6歳児は3-4歳児に比べて２

点をとった参加児が多かった。誤った知識ストーリーに

おいては年齢間に差があり（’＝､035)，5-6歳児は３－４

歳児に比べて２点をとった参加児が多かった。

判断理由の分析４つのストーリーで参加児の述べた

判断理由を正答・誤答別にそれぞれ３つのカテゴリーに

分類した（Table６)。①ピエロの知識付与：ピエロが正

しい（誤った）知識を他者（パペット）に与えたことへの

言及（例：誤った知識ストーリーで「ピエロがバタバタ

するって教えた」と言った場合)。②経験的知識：ふり

の対象に関する参加児自身の経験的知識の言及（例：

誤った知識ストーリーで「ライオンはバタバタしないか

ら」と述べた場合)。③その他・無回答：その他は①，

②以外の言及(例：「わかるから｣)，無回答は理由を答

えられなかった場合である。このうち①を適切な判断理

由とした。

課題の正答・誤答別の判断理由に関して年齢間の差を

見るために，年齢(2)×判断理由(3)のFisherの直接法を

用いて分析した。その結果，正答した場合の判断理由数

において年齢間に差があり（ｐ＝.００１)，5-6歳児は３－４

歳児に比べて①ピエロの知識付与に関する言及が多く，

③その他・無回答が少なかった。誤答した場合の判断理

由数においても年齢間に差があり（，＝､01)，5-6歳児は

3-4歳児に比べて②経験的知識に関する言及が多く，③

その他・無回答が少なかった。さらに，誤った知識ス

トーリーで誤答した場合の判断理由における年齢間の差

を見るために，年齢(2)×判断理由(3)のFisherの直接法

を用いて分析した。年齢間の差が有意であり（カー､02)，

5-6歳児は3-4歳児に比べて②経験的知識に関する言及

が多く，③その他・無回答が少なかった。

考察

正しい知識の必要性多くの参加児が，自分の知らな

い対象のふりをするためには，正ピエロに教えてもらう

べきであると答えた。その理由として，3-4歳児の半数

と5-6歳児の多くが，正ピエロが正しい知識を与えてく

れるからだと述べた。また，他者のふりに関しても，多

くの参加児がふりの対象に関する正しい知識の必要性を

理解していた。これらの結果から，仮説(1)3-4歳で既

に幼児は自己や他者が対象のふりをするためには，ふり

の対象に関する正しい知識が必要であることを理解して

いる，Ｉま支持された。これは「知る」ということの理解

の中でも，適切な情報へのアクセスという側面の言語に

よる報告が４歳頃から可能になることを示した斎藤

(2000）の結果と一致する。幼児は，ふりの領域におい

ても適切な情報へアクセスすることの必要』性を理解して

いるのである。

Table5正しい知識ストーリーと誤った知識ストーリーの傷点分布
（括弧内は％）

正しい知識ストーリー誤った知識ストーリー

０ 点 １ 点 ２点０点１点２点

3-4歳児１２９８１３

（〃＝１２） （8.3）（16.7）（75.0）（66.7）（8.3）（25.0）
｡－－一一一一ーー一一一ー一一－－一一一一－－ｰ一一一一ｰ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－－－－－一一一一一一一一一一一一・

5 -6歳児００ １ ６ ５ ０ １ １

（"＝16）（0.0）（0.0）（１００．０）（31.3）（0.0）（68.8）

Table６誤った知識に基づくふり課題における年齢別の判断理由数（括弧内は％）

全体 誤った知識ストーリー

ピエロの

知識付与

正答

経験的

知識

その他・

無回答

ピエ ロの

知識付与

誤答

経験的

知識

その他・

無回答

ピエロの

知識付与

誤答

経験的

知識

その他・

無回答

3 -4歳 児 ７ １ ５ ６２８１０２８６

（"＝12）（25.0）（53.6）（21.4）（１０．０）（40.0）（50.0）（12.5）（50.0）（37.5）
●一一一一一一一一ｰーー一一一一一一一一一一一ーー一一一一一一一一一一一一一一－－－－－－一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一－－－－－－－ｰ＝一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一－－－一一一－一一一一一

5 -6歳児３６肥００１０００１００

（〃＝16）（66.7）（33.3）（0.0）（0.0）（100.0）（0.0）（0.0）（100.0）（0.0）
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誤った知識に基づくふりの理解5-6歳児は3-4歳児

に比べて，ふりの対象に関して他者が正しい知識を持つ

場合と誤った知識を持つ場合のいずれにおいても，他者

の知識内容から他者がするふりの行為を推測することに

おいて優れていた。また，課題で正答した場合の判断理

由としては，5-6歳児は3-4歳児に比べてピエロが他者

に知識を与えたことに言及することが多かった。これら

の結果から，(2)5-6歳児は3-4歳児に比べて，他者のふ

りの対象に関する知識内容に基づいて，他者がふりの行

為をすることをよく理解しているは支持された。すな

わち，実験１と同様に，従来の研究（Wellmaneta1.,

2001）から誤信念の理解を達成している5-6歳児は3-4

歳児に比べて，ふりにおける心的表象の１つの側面であ

るふりの対象の知識と行為との関係をよく理解している

ことが示唆された。

誤った知識ストーリーの他者のふりの判断における

3-4歳児の成績の悪さは，仮説(3)3-4歳児は5-6歳児に

比べて，他者がどのようなふりをするのかを聞かれたと

き，他者の対象に関する誤った知識ではなく，参加児自

身の対象に関する正しい経験的知識に基づいて他者はふ

りを行うと回答する，を支持した。３－４歳児は，「ライ

オンは四つんばいで歩く動物だ」という自分の経験的知

識に縛られてしまったために，「ライオンは空を飛ぶ動

物だ」という他者の誤った知識から他者のふりの行為を

推測することができなかったのだろう。

しかしながら，判断理由の結果は，仮説(3)を支持し

なかった。なぜなら，誤った知識ストーリーに誤答した

場合には，むしろ5-6歳児の方が3-4歳児よりも経験的

知識の判断理由を多く述べたからである。この結果は，

5-6歳児が3-4歳児に比べて判断理由を説明することが

多かったために得られた結果であり，5-6歳児が3-4歳

児よりも自分の経験的知識に縛られていたことを意味す

るものではない。ただし，5-6歳児でも自身の経験的知

識に基づいて他者はふりを行うと回答する幼児がいたこ

とは確かである。5-6歳児であっても実験２で使用され

た「ライオンが空を飛ぶ」などの反経験的な事柄から推

論することは困難なことなのであろう。実際，演緯推論

課題において，5-6歳児でさえも反経験的な事柄から論

理的に推論することに困難さを持つことが示されている

（Dias＆Harris,1988;中道，2006)。今後は，他者の与え

られる知識の反経験‘性を低めることによって，課題に正

答しやすくなるかどうかを検討する必要があるだろう。

全体的考察

本研究の目的は，幼児のふりにおける心的表象の１つ

の側面であるふりの対象に関する知識と行為との関係の

理解の発達的変化を検討することであった。２つの実験

を通し，５－６歳児は３－４歳児に比べ，ふりにおける対象

の知識と行為との関係を理解していることが示唆され

た。具体的には，5-6歳児は3-4歳児に比べて，イヌを

知らない他者はイヌのふりができず(実験１)，ライオン

に関して誤った知識を持つ他者は，その知識内容に基づ

いてライオンのふりをすることを理解していた。また，

5-6歳児は3-4歳児に比べて，判断理由として，他者の

ふりの対象に関する知識の有無や知識内容に言及するこ

とが多かった。

このようなふりにおける心的表象の１つの側面である

ふりの対象の知識に関する結果から，Lillard（2002）の

5,6歳児でもふりにおける心的表象と行為との関係を理

解していないという主張は否定された。Aronson＆

Golomb（1999）やDavisetal．（2002）が示したように，

モー課題は5-6歳児の能力を過少評価する課題なのだろ

う。モー課題の問題点を改善し，Gottfriedetal.（2003,

実験３）と同様に，単純にふりをする人の知識に関する

情報からふりをできるか否かを問うた場合，5-6歳児は

その知識に基づいて行為を正しく推測することができる

のである。

また，本研究の結果は，誤信念の理解とふりにおける

心的表象と行為との関係の理解は，同時期（４歳以降）

になされるという立場が正しい可能性が高いことを示し

た。なぜなら,２つの実験によって,従来の研究(Wellman

eta1.,2001)から誤信念の理解を達成している5-6歳児は

3-4歳児に比べて，ふりにおける心的表象の１つの側面

であるふりの対象の知識と行為との関係をよく理解して

いることが示されたからである。ただし，本研究では，

直接誤信念課題を実施しておらず,Wellmanetal.（2001）

のメタ分析の結果を踏まえて5-6歳児を心の理論を獲得

している者と見なした。今後，誤信念課題とふりの課題

の成績の関連を直接検討することにより，本研究で示さ

れた仮説が妥当かどうかを確認する必要がある。

さらに，本研究の結果は，3-4歳児がふりにおける心

的表象と行為との関係の理解を測る課題に誤答する新た

な原因を示唆した。Lillard（1993）によれば，この課題で

誤答する原因は，幼児は主体が何かに似ている行為をし

ているのなら，それをふりとみなすことにあるとした。

一方で，本研究の２つの実験における，ふりの対象に関

する知識が自分と他者とで異なる条件での3-4歳児の成

績の悪さは，3-4歳児がふりの対象に関する自分自身の

心的表象（ふりの対象に関する知識の有無や知識内容）

に縛られるという認知的特性を持つ可能性を示唆した。

ふりの対象に関する自分の心的表象（知識や信念な

ど）に縛られる認知特‘性は，幼児のふり遊びにおける物

の見立てにおいて見られる。高橋ほか（1972）は，４－８

歳児を対象に，実際の対象とは形態や機能の類似度が異

なる事物を用いて，見立てができるかを尋ねた。４歳児

は形態や機能が類似している物でしか見立てができない
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のに対し，年齢が進むにつれて類似しないものであって

も見立てられるようになった。この結果を高橋ほか

(1972）は，年長になると欠けている形態や機能を想像

で補うことができるためと解釈している。これはまた，

年少の子どもにとって事物に対して持つ自分の既存の心

的表象が強固であり，その心的表象から離れて物事を考

えることが難しいのに対し，年長になると自分の対象物

に関する既存の心的表象に縛られなくなると解釈するこ

とも可能だろう。また，杉本（2004）は，１つの物を多

様に見立てるようなふりを頻繁にした幼児は，８ヶ月後

の誤信念課題の成績が良いことを示している。すなわ

ち，１つの事物の持つ自分の心的表象に縛られずに柔軟

なふりをできることが，後の心的表象の理解と関連する

ことが示唆される。今後の研究において，3-4歳児がふ

りにおける心的表象と行為との関係の理解において困難

さを示す原因をさらに詳細に検討する必要があるだろ

う。
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食事場面における１～３歳児と母親の相互交渉

文化的な活動としての食事の成立

外山 紀 子
(津田塾大学）

１～３歳児とその母親44組を家庭訪問し，食事場面を観察した。内訳は１歳児１５名，２歳児１５名，３歳

児１４名であった。すべての発話を転記し，カテゴリー分類を行い，母子の相互交渉を検討した。食具を

使って食べる技能は，加齢とともに発達していった。１歳児はほとんど母親に食べさせてもらっていた

が，３歳児はほぼ自分で食具を使って食べていた。１歳児では，子どもが食物を食べることにあわせた定

型的なやりとり（ルーティン）が頻繁に認められた。母子の相互交渉は，子どもの食欲の有無によっても

相違があった。子どもが岨噸していない時には，母親は子どもの"おしゃべり”に応答せず，摂食へと注

意を促すことが多かった。母親は子どもが岨噸しているかどうかによって，モノの構成と配置を調整す

ることも認められた。子どもが岨噌している時には，子どもの前に食物や食具を置き，子どもの自由に

なる領域を拡大させたが，子どもが岨噸していないときには，その領域を縮小させることが多かった。

【キー・ワード】食事，社会文化的アプローチ，食行動，幼児期，母子の相互交渉

問題

食事は第一義的には生物学的必要'性を満たすためのも

のである。しかし，人間の食事を生物学的な観点からの

みとらえることは適当でない。人間以外の霊長類では食

べることは個人的な行為である（山極，2007)。しかし，

人間については，個人単位で食事をとることが通常とさ

れている社会はない（石毛，2005)。人間にとって食事

は他者と共に行うものであり，人間は「共食をする動物」

(石毛，1982,ｐ,54）なのである。共食のためには食物の

分配や食事中の相互交渉を円滑に進めるためのルールが

必要となる。これが発展し体系化されたものが作法であ

り（井上・石毛，1990)，その形態は社会や時代によっ

て異なる。食事は文化的，歴史的に組織された活動であ

り，このことは狭い意味での作法に限定されない。現代

日本では１日に３回食事をとるものとされているが，こ

のこと自体，先行世代の営みの結果としてある。これら

を考慮すると，食事場面における子どもの発達は，食事

という文化的活動に参加し，その担い手になっていく過

程とみることができる。

子どもの発達を社会・文化的活動（制度）への参入と

とらえる立場を，社会文化的アプローチといい（田島，

2003)，その理論的基盤は発達を文化獲得の過程として

とらえたヴィゴツキーの理論にある。ヴィゴツキーにお

いて，文化とは「『歴史一文化的』に組織された『人間一

対象の世界』」（田島，2003.ｐ,7）であり，子どもは「文

化の体現者である大人との共同行為（コミュニケーショ

ン）を通して環境の獲得活動を行う」（田島，2003,

pp､7-8)。ここからわかるように，ヴイゴツキーは子ど

もの認識の起源をより熟達した他者（大人）との社会的

相互交渉にあるとした。そのため，ヴィゴツキー以降．

社会文化的アプローチにたつ研究者の関心のひとつは，

親をはじめとする大人と子どもの相互交渉過程に向けら

れてきた。その結果，大人は子どもと共同で課題に取り

組む際，子どもの能力に応じた調整的働きかけを行うこ

となどが示されている（たとえば，Wertsch,Minick,＆

Ａｍｓ,1984;WOod,Bruner;＆ROSS,1976)。Rogoff（1990,

2003/2006）は，大人が明らかな教育的意図をもって関

わる状況だけでなく，子どもを課題から遠ざけたり子ど

もに任せず自分でやってしまう場合も視野にいれ，日々

の協同的な学びの過程を導かれた参加（guidedparticipa‐
tion）と呼んだ。そして，大人と子どもが共同で相互交

渉を構造化する点を強調している。

本研究では，食事場面での子どもの発達を食事という

文化的活動に参加していく過程ととらえ，１～３歳児と

母親の家庭での食事場面を観察する。そしてどのような

社会的相互交渉を経て，文化的活動としての食事が成立

していくのかを検討する。いま「文化的活動としての食

事」と述べたが，このことに関する本研究の考え方をま

ず示す。食事という活動は食事の時間内に生起するもの

だけでなく，準備なども含め実にさまざまなことがらに

よって構成されている。しかし本研究では，（１）食物の

摂取（摂食)，(2)マナーを守る（身につける)，(3)おしゃ

べりをするという３点に焦点をあてる。なぜならば，以

上３点は「食事らしさ」を考える際に「楽しい気持ちで

ある｣，「季節感を感じる」とあわせて，重要な特'性とし

てあげられており（外山，1990)，これらに焦点をあて

ることで，現代日本における食事という営みのもつ特徴
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をある程度反映させられると考えるからである。摂食は

食事の生物学的側面，マナーとおしゃべりは食事の社会

的側面に相当するが，本研究ではこれらの両立を文化的

活動としての食事の成立とみなす。人間の食事が単なる

食物摂取でないことは先にも述べたが，逆に何も食べず

おしやくりをしているだけの場も食事とはいわない。し

かし幼児の食事場面において，おしゃべり，マナーと

いった社会的側面を，食物摂取と同時に実現させること

はそう簡単なことではない。１～４歳児と母親の食事場

面において，母親はこれら３点に頻繁に言及するという

報告もあることから（外山・無藤，1990)，以上３点につ

いて母子間でさまざまな相互交渉が認められると考えら

れる。

次に，文化的活動としての食事が母子間のどのような

相互交渉を経て成立するかを検討する意義について述べ

る。食行動についてはこれまで，味覚形成や食物噌好，

食物拒否などの発達について多くの検討が行われてきた

(概観が長谷川，１９９６にある)。これらの研究では個体内

部の生物学的機能の発達に焦点をあてている。一方，食

事場面では母子の葛藤が顕著になることから子どもの自

律性をとりあげた検討や（川田・塚田一城・川田，２００５；

Negayama,1993)，言語発達との関連で食卓の会話を分
析した研究も行われている（Aukrust＆Snow〉1998)。こ

れらの研究では，自律性や言語能力の発達をとらえるた

めのいわば舞台として食事が選ばれているが，食行動の

発達に主たる関心がおかれているとは必ずしもいえな

い。しかし先にも述べたように，人間にとって食事は生

物学的必要性を満たす場であると同時に社会文化的な営

みの場でもある。生物学的でありながら社会的でもある

食事という活動が，発達初期にどのように成立していく

かを明らかにすることは，食行動の発達に新たな資料を

与えるものと考える。また，社会文化的アプローチでは

親をはじめとする大人と子どもの社会的相互交渉に認識

の起源を求めることから，パズルを母子が共同で解くと

いった場面における相互交渉過程が検討されてきたが，

食事場面の分析はほとんど行われていない。環境構成に

おける大人の関与を強調するValsiner（1997）は，発達

における物理的環境の役割を示すために食事場面を取り

上げているが，生物学的側面と社会的側面をあわせもつ

食事がいかに成立していくかという問題については触れ

ていない。大人と子どもの相互交渉過程には場面自体の

もつ特徴が反映されると考えられることから，食事を取

り上げることによって，大人と子どもの間でどのような

相互交渉が展開されるかについて，これまで見過ごされ

てきた点を明らかにできる可能性もある。

では，食事場面における母子の相互交渉はどのような

特徴をもつだろうか。第１に，子どもの食欲が相互交渉

を左右する大きなポイントになるという特徴を指摘でき

るだろう。食事は第一義的には栄養分を摂取するために

ある。そのため，母親は子どもが摂食に集中しなけれ

ば，マナーやおしやくりといった社会的側面を後回しに

するかもしれない。食欲を客観的に測定することは難し

いため，本研究では食物を岨噛しているか否かを食欲の

指標とし，この点を検討する。

第２に，本研究で対象とする１～３歳という年齢は

ちょうど食具を使う技能の習得途上にある。外山・無藤

(1990）のひとりの１３ケ月児は，食べものを口に入れた

総回数のうちわずか4.8％しか自分で食具を使って食べ

なかったが，ひとりの３５ケ月児は90.7％の場合に自分

で食具を使って食べた。食具を使う技能に加えて，１～

3歳という年齢は会話能力も著しく発達する時期であ

る。そのため，母子の相互交渉は子どもの年齢（食技能）

によって相違があるだろう。母親が子どもに食べさせる

ことの多い１歳児では，母子間の相互交渉は食べさせる

という行為に即したものが多いものの，子どもがほぼ自

分で食べられるようになると食べさせるという行為から

離れたやりとりが展開されやすいだろう。

第３に，家庭の食事場面はテーブルや椅子，食具，食

物といったさまざまなモノに囲まれて進行する。社会・

文化的アプローチでは，日常の生活（実践）の場におけ

る発達を問題とする。すると，生活の場にどういうモノ

がどのように配置されているかということ自体，発達に

大きな意味をもつものとして浮かび上がってくる。多く

の工業化された社会同様，日本でも子どもはさまざまな

モノに囲まれて食事に参加している。それらのモノは

｢食事は楽しく」といった文化的期待を伝えるだけでな

く，「そろそろ使えるようになってほしい」という大人

の期待を反映している（Valsiner，1997)。子どもを取り

囲むさまざまなモノは，大人の意図のもとに選択，配置

されており，その意味で文化的に構成されたものであ

る。大人はまた，子どもの行為を統制するためにもモノ

を用いることがある。Valsiner（1997）は０歳台後半～２

歳までの母子の食事場面を縦断的に観察し，子どもの運

動能力や食技能の習得が進むと，母親は椅子のストラッ

プをはずしたりして子どもの自由になる領域を拡大させ

ていくと報告している。食事の第一義的機能は栄養分の

摂取にあると述べたが，子どもの注意が食べることに向

かなければ，母親はモノの配置を変更することで子ども

の自由になる領域を縮小させ，摂食に集中させようとす

るかもしれない。逆に，子どもが十分に食べていれば領

域を拡大させ，摂食以外のことがらに注意を促そうとす

るかもしれない。子どもの自由になる領域を拡大・縮小

させることは，「これに触ってはいけない」などと言語

的に働きかけるだけでなく，モノを変更することによっ

ても可能である。本研究では，子どもを取り巻く物理的

状況も発達を方向づける役割を果たすであろうことに注
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目し，環境構成における母親の関与を分析する。

田島（2003）は，母子間の相互交渉過程を母親から子

どもへの一方向的な情報伝達過程（伝達モデル）ではな

く，母子が互いに影響を及ぼしあい補完的な形で意味を

つくりあげていく過程（対話モデル）として検討してい

る。先に指摘した第１，第２の特徴からわかるように，

食事場面における母子の相互交渉は子どもの食欲や年齢

(食技能）といった子ども側の要因によって大きく左右

されると考えられる。そのため，食事場面での母子の相

互交渉過程は，田島のいう対話モデルという意味合いが

強くなると考えられる。

以上，本研究では「食物の摂取」「マナーを守る」「お

しゃべりをする」という３点をあわせもつ食事が，母子

間のどのような相互交渉を経て成立していくのかを，子

どもの食欲（岨噌の有無)，子どもの年齢（食技能)，食

事場面に登場するモノという３つの視点から分析してい

く。各分析視点について認められるだろう相互交渉およ

び母親の働きかけを予測としてまとめて示す。(1)食事

の第一義的機能は摂食にあるため，子どもが岨噛してい

る時といない時とでは，母子間の相互交渉に相違がある

だろう。子どもが岨噛していなければ摂食をめぐる相互

交渉が，岨噌していればマナーやおしゃべりをめぐる相

互交渉が認められやすいだろう。(2)摂食・マナー・お

しやくりをめぐる母子間の相互交渉は子どもの年齢（食

技能）によって相違があるだろう。母親が子どもに食べ

させることの多い１歳児では，食べさせる行為を円滑に

進めることに主眼が置かれ，それに即した相互交渉が認

められやすいだろう。子どもが自分で食べるようになる

と，母親による介助の必要が少なくなるので，食べさせ

るという行為から離れた相互交渉が展開するようになる

だろう。(3)母親は言語的な働きかけによってのみなら

ず，食事場面を取り囲むさまざまなモノの構成や配置を

変更することで，子どもの行為を統制しようとするかも

しれない。子どもが岨噸していなければ子どもが自由に

ふるまえる領域を縮小する方向でモノの配置に変更を加

え，摂食により集中できるような環境をつくりだそうと
するだろう。

方法

対象者

筆者の知人および，知人からの紹介などを通じて参加

を募った。最終的に東京近郊に在住する１歳児１５名（〃

＝１:０１；Ｒ＝０:１１～ｌ:０３，男児６名・女児９名)，２歳児

１５名（〃＝２:００；Ｒ＝１:09～２:04,男児７名・女児８

名)，３歳児１４名（〃＝３:０;Ｒ＝２:１０～３:02,男児８名，

女児６名）とその母親合計44組を，昼食時に家庭訪問し

た。観察資料は学術目的にのみ使用することの了解を得

た。母親44名（Ｍ＝32:０２；Ｒ＝26:０９～39:02）のうち

２８名は四年制ないし短期大学卒で，１６名は専門学校な

いし高校卒だった。就労状況は，３４名が専業主婦，１０名

がパートタイム就労者だった。就労していた母親の子ど

ものうち。２歳児４名と３歳児５名が保育園に通ってい

た。この９名のうち月曜から金曜まで毎日保育園に通っ

ていた子どもはおらず，母子２人で昼食をとることも

あった。出生順位は，２９名が第一子で，１５名は第二ない

し第三子だった。２家庭が祖父母と同居していたが，昼

食は母子だけでとることが多かった。残り４２家庭は核

家族世帯だった。

観察

母子２人だけの状況で観察を行った。昼食の１時間前

までに訪問しラポールを形成するためにも，子どもの成

育歴と日ごろの食事状況について簡単なインタビューを

行った。子どもがカメラに慣れるようインタビューの間

も録画を行った。その後，子どもが食べ始めてから食べ

終わるまで食事場面を録画した。観察終了後，普段の食

事と変わった点があったかどうかについて，補足的なイ

ンタビューを行った。原則として各組１度の観察を行っ

たが，２組については子どもの体調等の関係で２回観察

し，２回目の食事を分析した。

発話の評定

収録したビデオを見ながら，母子の全発話，子どもが

食物を口にいれたタイミングと岨'１爵の状態，その他の主

だった行動を転記した。食物が口に入るタイミングで発

話される型の決まったやりとり（ルーティン）がかなり

認められたので，まずこれを抜き出した。その後，ルー

ティン以外の発話を話題のまとまりで区切り（エピソー

ド)，内容にしたがって分類を行った。やりとりの持続

性をみるために，ひとつのエピソードをターンに区切っ

た。最後に，すべての発話について，発話が認められる

前に子どもが岨噛していたかどうかをチェックした。そ

れぞれの評定手続きについて，以下詳しく述べる。

ルーティン食物が口に入るタイミングで発話される

定型的なやりとりを「ルーテイン」と呼ぶことにする。

ルーティンには，「注意喚起」（｢ご飯だよ｣）および，食

物が口に入る→「フィードバック」（｢おいしいね｣）の２

要素があり，どちらか１つの要素が含まれるルーテイン

も，両要素が含まれるルーティンもあった。注意喚起は

｢マンマよ」のような呼びかけが多く，フィードバック

は「おいしいね」や「そう」のような単純な了承が多かっ

た。ルーテインは母親だけでなく子どもが発話すること

もあった。転記資料をみながら食物が子どもの口に入る

際にルーティンが発話されたかどうかをチェックした。

全転記資料の40％について，筆者と訓練をうけた１名

の研究協力者が独立で評定を行った。一致率は0.94だっ

た。不一致の点は協議し，残りの評定は筆者が単独で
行った。
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エピソードルーティンを抜き出したあと，それ以外

の母子のやりとりを話題によって区切った。このひとま

とまりのやりとりを「エピソード」と呼ぶ。話題には｢摂

食｣，「マナー｣，「おしゃべり｣，「その他」がある。それ

ぞれの定義を'mablelに示した。エピソードは母子のど

ちらかが発話した時点で開始され，他の話題に変わった

ときあるいは15秒間沈黙が持続したときに終了したと

みなした。子「これ，食べる－」→母「おいしいよ，食

べてみて」→子｢誰がつくったの？」→母「パパ」→（２０

秒沈黙）→母｢今度，こっち食べて」のようなやりとり

があったとする。この場合「これ，食べる」から「パパ」

までを「摂食」エピソード①とし，次の「今度，こっち

食べて」からは｢摂食」エピソード②と分割することに

なる。エピソードを区切る時間間隔を１５秒としたのは，

この数値で分割すると，この例のように「摂食」のやり

とりが連続したとしても，話題となっている食物に変化

が生じるなど，最も自然な形で話題のまとまりを取り出

せたことによる。

次に，「摂食」「マナー」「おしゃべり」のそれぞれにつ

いて下位カテゴリーの評定を行った。カテゴリー一覧を

'mablelに示した。下位カテゴリーについては，各エピ

ソードで１度でもその内容の発話が認められたかどうか

をチェックした。そのため，「摂食」「マナー」「おしゃべ

り」の分類は１エピソードｌカテゴリーとなるが，下位

カテゴリーについては１つのエピソードに複数のカテゴ

リーが含まれることになる。「食べたら遊びに行かれる

よ」→「遊びに行かれる？」→「それに，それ食べたら元

気になるよ」のようなやりとりは「摂食」に関する１つ

のエピソードだが，下位カテゴリーでは「日課」（遊びに

行かれる）と「生物学的意義」（元気になる）の２カテゴ

Tablelエピソーバの分類一覧

摂食：食べることを促したり，拒否したりといった，摂食をめぐるやりとり
｡一一ーーー一ーー一一ｰー一一ーー一一一一一ー－－一ー一一一一－ー一一一一ｰ一ーー－ー一一ーｰーー－－－－一一ーーーー一一ーー－－一一ーーー一一一ーーーー一一‐ーーーーー一一‐ーーーーーーーーーーーーー＝ー－－一一一一ーーーーーーーーー●

「納豆もあるよ」のように食べることを単純に促す発話。子どもが「これ食べるよ」と宣言
食べる

する発話も含まれる。
●ー一一一ー一一一一－－一一ーー一一一一一一一一-－一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーー－－一一ｰ一一一-－一一ーー‐ーーー一ーーーー＝一一‐ー一一一一一一ーー一一ーー一一ーー一一一一一一一一ーー一一ーーーー一一一一ー‐ーーーーーー●

おいしい おいしいことに焦点をあてたもの。「スパゲッティーおいしいよ－，食べてごらん｡」
｡一一ーー一一ーｰ一一一一一一ーー一一ーーーーーｰーーｰーーーー一ーーー一一一ーー一ーーｰーーーーーー-－-－ーー一一ーー一一一一－－ーーーー一一一一一一ーーー一一一ーー一一一ーーｰ一一一一一一一一一一-－一一－－一一ーーーｰ‐ー一一ｰ●

食欲に言及しているもの。「お腹すいちゃったね，食べようか」や「食べないと，あとでお
食欲

腹すいちゃう？」
●一一一一－－ー~一一ｰ一一一一一一一一一－－一一-－ーー一一一一一一一一一一一一一一一一－－一一一一－－一一ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝ー－－一一一一ーーーー一一ー一一ーー＝ーｰ一一一一ー■

日課としての食べることに焦点をあてたもの。「食べちゃったら，幼稚園にお迎えに行こう」
日課

や「食べたら，公園行かれる？」
●一一ー-ーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー ーーー一一一一一一ーー一一一一‐の

他者との関係のなかで食べることの意義に焦点をあてたもの。「この煮物パパが作ってくれ
たんだよ，食べて一」のように，調理や食材の調達に関わる他者の役割に言及するものや，

社会的意義 「このふりかけSちゃんも好きなんだって，食べてみて」のように，親しい他者との関係に
ふれるものなど。

●ー一一一一‐ーー一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●

生物学的意義食べることの生物学的重要性に焦点をあてたもの。「これ食べると元気になる？」

マナー：挨拶や食具の使い方，食べ物にふさわしい食べ方などマナーに関するやりとり
｡一一ーー一一ーー一一一一ーー一一一一ーー一一ーーーー一一一一一一ー一ー一一一ーー一一一一ーーー一一一一一一一一一一一ーー一一＝一ー＝ーー 一一一一一一一一一ー一一一一一一ーー一一ー一ーーーーーーー－ーー‐ー一~一ーーー一ー‐一ーー一一ー●

挨拶「いただきます」「ごちそうさま」のような挨拶。
■＝ーーー ー－－一一一一一一一一一一一一一一＝~一一一一一一一一＝ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－一一一ー一一ーー一一一一ーー一一ー‐一一一一ーーー一一一ーーーーーー一一ーー一一一一－－ーー一一一一ーーーーーー一ーーーー一ーー●

座る着席に関するやりとり。「こっちに来て，座りなさい」や「もう座らない｡」
｡一一一一一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーー一一一一ーー一一一一ーーーー一一一一ー一一一一一ー一一一一ー一一一一一一ーー－－一一一一一一一一一一ーー一一ーーーーーー一一一＝ー一一一一一一一ー一ーー一一一一一一ー申

食べ物をこれるとかフォークを振り回すといった“遊び，’を禁止するよう求めたり，子ども
遊ばない がそれらの行為に母親の注意を向けさせようとするやりとり。「食べ物で遊ばないで｡」

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

食べ物にふさわしい食べ方，食具の適切な使用に関するやりとり。「手でちゃんと押さえて」
食べ方・食具

や「フォーク使っていい？」

おしゃべり：一般的な話題をめぐるおしゃべり
■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｡

状況食事時の状況を話題とするやりとり。「あれっ，地震かな？ぐらっとゆれたねえ｡」
‐一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●

食べ物の名前や調理の仕方などに関するやりとり。「これ，なんていうの？」や「しいたけ
食べ物の一般的な話題

入ってる｡」
凸一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｡

食べ物にまつわる他者とのエピソードに関するやりとり。「Ｋちゃんもピザまん好きなん
食べ物の社会的な話題

だって｡」
｡一一一一一一一一ーー一一ーーーーーー‐ー一一ーー一ーーーーーーー一一ーー一一一一一一ーー一ー＝ー一一ー ーーー一一ーー一一ーー ‐ー一ー 一一ーーーー一一一一ーー一一ーーーーーー一一ー一‐ーーー一一＝ー ーーーー一一一一一一ーーー ーーーーーー■

食べ物の生物学的な話題食べ物の生物学的意義を話題としたやりとり。「お菓子は栄養ないけどご飯は栄養あるよ｡」
■一一一一一一ーー一一ー一‐ー一一ーー一一ーー一一ーー 一一ーーーー一一‐ーーー一一ーーーー一一一一一一ーーーー一一‐一一一一一一一一一ーー一一一一－－ーー一一一一一一ーーーー一一ー‐ー ーーーーー一一ーーーー一一－－ー ーーー一一－－-－ー■

一般的な話題家族のことや友だちのことなど，一般的な話題をめく今るやりとり。「今度，公園行こうね｡」

その他
聞き取れないやりとり，「あ－」などの意味が明瞭でない発話，「トイレ行ってもいいです
か？」など観察者に向けた発話など。
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リーを含む。この場合，「日課」と「生物学的意義」を0.5

エピソードずつカウントした。１エピソードに複数の下

位カテゴリーが含まれるケースは，全721エピソード中

７エピソードに限られた。筆者と訓練をうけた１名の研

究協力者が独立で，全体の40％にあたる転記資料をみ

ながら評定を行った。一致率はエピソードの分割が0.83,

下位カテゴリーの評定が0.94だった。不一致の点は協

議して決定し，残りの評定は筆者が単独で行った。

ターンターンとはひとりの話者による連続した発話

のまとまりである。ターンは他者の発話あるいは身体的

行為によってさえぎられたか，１０秒以上相手から言語的

ないし身体的働きかけが認められなかった時点で終了と

みなした画母親が「これ，食べる？」と発話し，子ども

からの応答がなく１０秒経過する前にもう一度「これ，

食べる？」と発話した場合１ターンとした。この例のよ

うに同じ発話が単純に繰り返された場合，その９７％が

10秒以内の間隔で認められたので10秒という時間間隔

を設定した。一方のターンが連続して出現したエピソー

ドは，全721エピソード中１１エピソードだった。筆者

と１名の研究協力者が全体の40％にあたる転記資料を

みながら，ターンを分割した。評定者間の一致率は0.94

だった。不一致の点は協議して決定し，残りの評定は筆

者が単独で行った。

食欲の評定

子どもが岨噸しているかどうかを，食欲の指標として

用いた。発話が認められた時点のＡ秒前に子どもが食物

を岨畷していたかどうか，すべての発話についてチェッ

クした。子どもによって食べる速さが異なるため，Ａの

値は次の手続きにしたがい個別に決定した。まずビデオ

をみながら，子どもが岨I爵している状態が途中５秒以上

の停止がないまま連続しており，その間に３回食物が口

に入れられた最初の場面を取り出した。食物が３回口に

入れられるので，食物が１回目に入れられた時点から２

回目に入れられた時点までの時間間隔（x）と，２回目か

ら３回目までの時間間隔（y）を測定できる。この２つの

値（ｘとｙ）の平均値をＡとした。Ａの平均値は，１歳で

は14.5秒（ＳＤ＝4.4)，２歳では16.3秒(ＳＤ＝5.0)，３歳

では12.5秒（ＳＤ＝3.82）だった。

モノの配置の分析

評定母親が食事の途中でモノの配置を変更した時

に，それが(1)子どもの自由になる領域を拡大する変更

か，(2)それを縮小する変更か，(3)子どもの行動を方向

づける変更かを，配膳された食物，食具，子どもの着席

形態の３点について評定した。(1)自由を拡大する変更：

母親が食物や食具を子どもの手が届かない範囲から届く

範囲に移動させた場合，子どもの自由度が高まるよう着

席状態を変更した場合（ストラップをはずすなど)。（２）

自由を縮小する変更：（１）とは逆に，食物や食具を子ど

もの手が届く範囲から届かない範囲に変更した場合，子

どもが自由に動けないよう着席状態を変更した場合（抱

きあげる．椅子のストラップをかけるなど)。(3)行動を

方向づける変更：自由になる領域範囲に差はないが．特

定の行動が引き出されやすいよう食物や食具の配置，子

どもの着席状態を変更した場合（食物・食具を子どもに

近づけるなど)。筆者と１名の研究協力者が各年齢グルー

プ７組のビデオをみて評定した。一致率は0.95だった。

不一致の点は協議して決定した。なお，残りの母子の評

定については，筆者が単独で行った。

言語的な指示との関係モノの配置の変更が言語的指

示の補助として使われたのか，それとも言語的指示に先

立って認められたのかをみるために，モノの配置が変更

された全場面のビデオを筆者と１名の研究協力者がみ

て，変更が終わる前に母親からの言語的な指示があった

かどうかを評定した。一致率は0.94だった。不一致の

点は協議して決定した。

結 果

分析資料の概要を示すために，食事の所要時間と子ど

もの食技能の程度を記す。

食事の所要時間

平均所要時間は１歳児１９分27秒（ＳＤ＝８分21秒，Ｒ

＝６分55秒～３７分35秒)，２歳児16分43秒（ＳＤ＝５分

35秒，Ｒ＝９分33秒～３３分１２秒)，３歳児２３分53秒

(ＳＤ＝１１分31秒，Ｒ＝９分32秒～39分09秒）だった。

年齢を一要因とする分散分析を行ったが，有意でなかっ

た（Ｆ(2,41)＝2.54,,＝､098)。

食技能の習得程度

子どもの口に食物が入るたびに（１）母親が食べさせ

た，(2)食具を支えるなど母親による介助を受けて子ど

もが食具を使って食べた，(3)子どもが手づかみで食べ

た，(4)子どもが食具を使って自分で食べたという４種

類の摂食形態のうち，どれにあたるかをチェックした。

子どもごとに総摂食回数に対し各摂食形態の回数が占め

る比率を算出した。「母親が食べさせる」の平均比率は，

１歳は58％（ＳＤ＝28％)，２歳は29％（ＳＤ＝21％)，３歳

は７％（ＳＤ＝１１％）だったが，「食具を使って自分で食

べる」は，１歳は１２％（ＳＤ＝２１％)，２歳は59％（ＳＤ＝

33％)，３歳は92％（ＳＤ＝22％）だった。１歳児は母親

から食べさせてもらうことが多く，３歳児はほぼ自分で

食具を使って食べていた。２歳児は１/３回程度，食べさ

せてもらっていた。

ルーティンの分析結果

ルーテインはどの程度頻繁に認められるのか，どのよ

うな機能を果しているのか。ルーティンは子どもが食べ

るときだけでなく，母親が食物を口に運ぶときにも認め

られることがあった。なぜ母親の摂食についてまでルー
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テインが発話されたのか。これらの問題を検討する。

子どもの摂食にあわせたルーティン母子によって食

事の所要時間が異なるため，子どもが岨噛しているとき

としていないときに観察されたルーティン数を１０分間

あたりの数値に換算した。観察されたルーティン数をa，

１回の食事時間をｂ分とすると，１０分間あたりのルー

ティン数は，ａ×１０/ｂとなる。年齢グループごとの平均

値をＴａｂｌｅ２に示した。年齢(3)×岨噌(2)の分散分析を

行った結果，年齢の主効果が有意だった（Ｆ(2,41)＝

19.54,’＜､001)。Bonferroniによる対間比較の結果，１歳

児が２．３歳児より有意に多かった('s＜､０５)')。岨噌の

主効果も有意で（Ｆ(1,41)＝87.82,’＜､001)，岨噸してい

た時の方が岨噌していなかった時よりもルーティンは多

かった。最後に，年齢×岨I爵の交互作用が有意だった

(Ｆ(2,41)＝23.10,ｐ＜､001)。単純主効果の検定を行った

結果，岨畷していなかった時には年齢差は認められな

かったが，岨I爵していた時には１歳児の方が２．３歳児

よりもルーティンが多いことが示された。

ルーテインは，食物が口にはいった回数のうち，どの

くらいの回で認められたのか。子どもが食物を口にいれ

た総摂食回数に対し，ルーティンを構成する要素が１つ

でも認められた摂食回数の比率を算出した（'Elble2)。１

歳では70％以上だったが，加齢と共に低下しているよ

うだ。ルーティンが認められた比率を逆正弦変換し，年

齢(3)を一要因とする分散分析を行った結果，有意差が

認められた（Ｆ(2,43)＝31.58,’＜,001)。１歳の方が２．３

歳よりも，２歳の方が３歳よりも値が有意に高かった。

１歳児でルーティンが多かったのは，摂食形態の相違

によるのかもしれない。母親が食べさせることの多い１

l）以下，対間比較を行うときはBonferroni法を用い，有意水準を

，＜､０５とする。

歳児では，子どもに口をあけさせる必要があるため，

ルーテインが頻繁に発話されたのかもしれない。この可

能性を検討するために，母親が食べさせるとか介助を

行った摂食回と，子どもが自分で食べた摂食回について

別々に，ルーティンが認められた摂食回の比率を算出し

た（'Elble2)。これらの値を逆正弦変換し，年齢(3)×介

助の有無(2)の分散分析を行った結果，年齢の主効果

(Ｆ(2,41)＝20.23,’＜,001）（１歳＞２歳＞３歳)，介助の

主効果（Ｆ(1,41)＝30.65,'＜,001）（介助あり＞なし)，年

齢と介助の交互作用（Ｆ(2,41)＝3.96,’＜､05）が有意だっ

た。交互作用について単純主効果の検定を行った結果，

１歳では介助の有無による差はなかったが，２．３歳では

介助ありの方が介助なしの場合よりも比率が高かった。

１歳では，母親が食べさせる場合でも子どもが自分で食

べる場合でも，母親は注意喚起やフィードバックを与

え，摂食が円滑に進むよう援助していたのかもしれな

い。

母親の摂食にあわせたルーティンルーティンは母親

の摂食についても認められた。母親は食物を口に入れて

｢おいしい」と述べたり，口に入れる直前に「お母さん。

食べるよ」と発話することがあった。母親のルーテイン

はそもそも頻度が高くなかったため比率で集計すると年

齢差が反映されにくいと考え，子どもが岨噛していた時

としていなかった時に観察されたルーティン数を１０分

間あたりの頻度に換算した（算出方法は前記)。結果を

Table2に示した。年齢(3)×岨噛(2)の分散分析を行っ

た結果，年齢の主効果（Ｆ(2,41)＝6.51,’＜､01）（３歳＞

１．２歳)，岨噌の主効果（Ｆ(1,41)＝4.23,’＜､05）（岨11爵

なし＞岨11爵あり）。年齢×岨11爵の交互作用（Ｆ(2,41)＝

1.44,’＜,05）が有意だった。交互作用について単純主効
果の検定を行った結果，岨I爵していた時には年齢差は認

ｎｂｌｅ２各年齢グループで認められたルーティンの頻度と比率

１歳児(〃＝１５）２歳児(〃＝１５）３歳児(〃＝14）

子どもの摂食にあわせたルーティンの頻度(10分間あたり）
岨噛あり21.42(10.39）6.46(4.31）5.32(5.02）
岨噛なし３．１５（4.26）1.91(1.45）0.98(0.90）

子どもの総摂食回数に対して，ルー ７３％(11％）４２％(19％）２１％(19％）
ティンが発話された摂食回の比率

母親が介助した摂食回にルーティン ８２％(12％）７１％(24％）５８％(21％）
が発話された摂食回の比率

子どもが自分で食べた摂食回にルー ７１％(20％）３６％(31％）１６％(１８％）
ティンが発話された摂食回の比率

母親の摂食にあわせたルーティンの頻度(10分間あたり）
岨１１爵あり0.38(0.47）0.19(0.40）0.83(1.32）
咽噛なし0.15(0.27）0.59(0.73）1.46(1.21）

注．（）内はSD。
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められなかったが，岨噛していなかった時には３歳児の

方が１．２歳児よりもルーティンが多いことが示された。

以上のように，子どもの摂食にあわせたルーテインは

１歳児において，特に子どもが岨噌していた時に多く認

められたが，母親の摂食にあわせたルーティンは３歳児

において，特に子どもが岨１１爵していなかった時に多く認

められた。なぜ母親の摂食にあわせたルーティンは年齢

があがるほど頻繁になったのか。これは，加齢にともな

い母親も一緒に食べるようになるからかもしれない。こ

の可能性を検討するために，母親が食事の最初から子ど

もとは別に配膳された食物を食べていた母子のみを取り

出して（１歳４組・２歳８組・３歳14組)，母親の摂食に

あわせたルーティンが認められた頻度を１０分間あたり

で算出した。その結果１歳では0.13回（ＳＤ＝0.27)，２歳

では0.62回（ＳＤ＝0.65)，３歳では2.29回（ＳＤ＝2.25）

だった。年齢（３）の一元配置の分散分析を行った結果，

年齢の主効果が有意で（Ｆ(2,25)＝3.73,ｐ＜､05)，３歳児

の方が１歳児よりも有意に多かった。３歳で母親のルー

ティンが多かったのは，単に母親も食べていたからとは

いえないようだ。

エピソードの分析結果

各エピソードはどのくらいの頻繁に観察されるのか。

岨噛の有無による相違はあるのか。誰が導入し，どのく

らいやりとりが続くのか。これらの問題を次に検討す
る。

エピソード数子どもが岨畷していた時と岨I爵してい

なかった時に観察された「摂食」「マナー」「おしゃべり」

｢その他」のエピソード数を10分間あたりの頻度に換算

し，年齢ごとの平均値を'mable3に示した。「その他」に

はざまざまな内容のエピソードが含まれていること，ま

た本研究の目的は食物摂取とマナー，おしゃべりという

３点をあわせもつ食事が成立していく過程をみることな

ので，分析にあたって「その他」を除外し，カテゴリー

(３：摂食・マナー・おしやくり）×岨噛(2)×年齢(3)の

分散分析を行った。その結果，カテゴリーの主効果（Ｆ

(2,82)＝4.99,’＜､０１）（おしやくり＞マナー)，岨噌の主

効果（Ｆ(1,41)＝26.32,ｐ＜､001）（岨噸している＞してい

ない)，年齢の主効果（Ｆ(2,41)＝9.26,,＜､001）（２．３歳

＞１歳)，カテゴリー×岨噌の交互作用（Ｆ(2,82)＝

27.05,,＜､001)，カテゴリー×年齢の交互作用（Ｆ(4,82）

＝6.60,力＜､001)，岨噛×年齢の交互作用（Ｆ(2,41)＝5.69,

,＜､01)，カテゴリー×唄噌×年齢の交互作用（Ｆ(4,82）

＝9.02,’＜､001）が有意だった。２次の交互作用について

単純主効果の検定を行った結果，２歳では岨噛していな

いと「摂食」「マナー」が「おしゃべり」より多く，３歳で

も岨曙していないと「摂食」が「おしゃべり」より多かっ

た（｢マナー」は「摂食」と「おしゃべり」のどちらとも有

意差はなかった)。３歳では岨噸していると「おしやく

り」が｢摂食」「マナー」より多かった。１歳では岨噛の

有無による差はないが，加齢にともない，岨噛していな

いと摂食やマナーが，岨畷していればおしゃべりが多く

なるという相違が生じるようだ。

エピソードの導入者エピソードによって母親と子ど

ものどちらの方が導入しやすいかを検討する。ここでは

エピソードの最初の発話者を「導入者」と呼ぶことにす

る。すべてのエピソードが母親か子どものどちらかに

よって最初に発話されるため，母親が導入者ではないエ

ピソードは子どもが導入者となる。各カテゴリーについ

て子どもが岨噸していた時としていなかった時について

別々に，母親が導入したエピソード数が全エピソード数

に占める比率を算出した。全てのカテゴリーに属するエ

ピソードが岨噸していた時としていなかった時のどちら

にも認められた母子は１歳１組，２歳２組，３歳５組にと

どまった。そのためカテゴリーごとに，岨噸していた時

としていなかった時のどちらにもエピソードが１つ以上

観察された母子を取り出し，母親による導入率を算出し

た。結果をT1able4に示した。母親の導入率は「摂食」

｢マナー」では高く（７８～100％)，「おしやくり」では１０

～33％だった。以上のことは，岨噛状態による相違が

ないようだった。岨噛状態によって比率が最も異なった

３歳児グループの「おしゃべり」について，母親の導入

率を対応のある/検定で検定したが，有意でなかった

(/(4)＝-1.20,カー､30)。岨噌の有無によらず，どの年齢

でも「摂食」と「マナー」は母親，「おしゃべり」は子ど
もが導入しやすいようだ。

１エピソードあたりの平均ターン数各カテゴリーに

Table3盟暢していた時・していなかった時の，１０分間あたりの平均工どソーバ数

1歳児(〃＝15） ２歳児(〃＝15） ３歳児(〃＝14）

岨噛あり岨噛なし岨噛あり岨噛なし唄噛あり岨噛なし
摂食

マナー

おしゃべり

その他

注．（）内はSD。

1.05(1.65）

1.26(1.45）

0.72(1.17）

0.81(1.11）

0.42(0.79）

0.91(0.45）

0.26(0.75）

0.59(1.12）

2.28(1.54）

1.62(1.39）

3.60(1.89）

0.07(0.12）

2.14(1.52）

1.28(1.56）

0.57(0.62）

０．１２(0.35）

2.61(2.43）

1.62(1.39）

6.73(5.42）

0.14(0.28）

1.41(1.24）

0.91(0.89）

0.24(0.45）

0.23(0.41）
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Table４各エピソーバカテゴリーについて母親が導入したエピソーバ数の平均比率と，
Ｉエピソーバあたりの平均ターン数

１００％(０％）

100％(0％）

１００％(0％）

摂食 マナー おしゃべり

26％(25％）

０％（０％）

25％(49％）

１
１
１

３
７
５

〃
〃
〃

Ｉ
Ｉ
Ｉ

ついて岨I爵していた時としていなかった時のどちらにも

エピソードが１つ以上観察された母子を取り出し，１エ

ピソードあたりの平均ターン数を算出した（Table４)。

岨噛状態によって平均ターン数に差があるかどうかをみ

るため，標準偏差が０．００だった１歳児の「摂食」を除き，

カテゴリーと年齢について別々に対応のあるオ検定を

行った。その結果，３歳児の「おしゃべり」についてのみ

有意差が認められた（ｊ(4)＝3.75,’＜､05)。岨噸していた

時には１２ターン以上もやりとりが持続したが，岨畷し

ていなかった時には３ターン程度にとどまった。なぜ子

どもが岨噸していないとやりとりは短くなるのか。子ど

もが導入した「おしゃべり」に母親が発話を返したエピ

ソード数の比率を算出したところ，３歳では岨噌してい

なかった時は３３％（ＳＤ＝２０％)，岨I爵していた時は

100％（ＳＤ＝０％）だった。母親が応答を返すかどうか

は，子どもの岨噌状態によって異なるようだ。なぜ３歳

児についてのみ，岨I爵の有無によって「おしやくり」の

平均ターン数に相違が認められたのだろうか。３歳にな

ると，状況に応じたふるまいができるようになる，すな

わち岨噛している時には「おしゃべり」は許されるが，

岨噛していない時にはそれが許されないという切り替え

ができるようになるのかもしれない。そのため母親は

｢おしゃべりをやめさない」などと言語的に働きかけず

とも，単に応答を返さないという対応をとるようになる

のかもしれない。

下位カテゴリー下位カテゴリーで分類すると１カテ

ゴリーあたりの頻度が小さくなるため，岨噛状態による

比較は行わなかった。頻度や比率による分析も困難で

あったことから下位カテゴリーの分析については，１度

でも各カテゴリーが認められた母子の数を集計すること

にした2)。各下位カテゴリーに属するエピソードが１度

でも認められた母子数を'mable5に示した。年齢(3)×エ

ピソードの有無(2)のカイニ乗検定を，各下位カテゴ

リーについて行った。残差分析の結果も'nable5に示し

岨噛あり岨噛なし 岨 噛 あり岨噛なし 岨噌あり岨噛なし

33％(57％）

５％(12％）

10％(22％）

ｊ
ｊ
１

９
８
９

〃
〃
〃

Ｉ
Ｉ
く

2）下位カテゴリーの分析については，他の分析とは異なり，そのカ

テゴリーが１度でも認められた母子の数を分析することにした。

分析ごとの統一性は低くなるが，１カテゴリーあたりの頻度が小

さいため，この方法によらざるを得なかった。しかし，摂食やマ

ナー，おしゃべりについて，１回の食事でどのような内容の発話

が認められるのかを示すことに意味があると思われるので，この

分析方法をとった。

母親が導入したエピソードの平均比率

1歳児（〃＝３）100％（０％）100％（０％）

2歳児（〃＝10）９１％(21％）９８％（６％）

3歳児（〃＝11）９５％(10％）９３％(12％）

lエピソードあたりの平均ターン数

1歳児（〃＝３）1.00(0.00）1.00(０．００）

2歳児（〃＝10）３．１８(0.69）4.51(2.10）

３歳児（〃＝11）3.20(1.09）3.75(1.49）

食事場面におけるｌ～３歳児と母親の相互交渉

85％(34％）

80％(28％）

78％(25％）

た。加齢にともない日課としての側面や社会的な意義が

話題となりやすく，食物にふさわしい食べ方や食物の由

来と名前，食物をめぐる他者とのエピソードなどのお

しゃべりが多くなるようだ。

モノの配置の分析結果

一度でも「拡大」「縮小」「方向づけ」の変更が認められ

た母子の数を，子どもが岨噌していた時としていなかっ

た時について別々 に'mable6に示した。岨11爵していた時

に「縮小」が認められた母子は１歳児の１組だけだった

が，岨噸していなかった時には１歳児７組，２歳児８組

にのぼった。逆に「拡大」は１歳児６組で認められた。

総じて年齢の低い方がモノの配置の変更はより多くの母

子に認められるようだ。

「拡大」「縮小」「方向づけ」のそれぞれが，岨噛してい

た時としていなかった時と認められやすさに相違がある

かどうかをみるために，岨噛していた時には認められた

ものの岨I爵していなかった時には認められなかった母子

の数，逆に岨畷していた時には認められなかったものの

岨畷していなかった時には認められた母子の数を直接確

率計算によって比較した。「拡大」については，１歳児で

岨畷していた時に変更が認められたものの阻噌していな

かった時に変更が認められなかった母子は６組，逆の場

合は０組で人数差が有意だった（’＝､0312,両側検定)。

一方，「縮小」については，岨１１爵していなかった時には

変更が認められたものの，岨畷していた時には認められ

なかった母子は，逆の場合よりも１歳児（6vs､0,′

＝､0312)，２歳児（8vs,0,カー､0078）で有意に多かった。

１歳児では子どもの自由になる領域は岨噛状態に応じて

1.33(0.58）

5.93(4.22）

3.07(0.80）

注．（）内はSD。

１
１
ｊ

３
７
５

〃
〃
〃

く
く
く

1.36(0.42）

2.80(0.90）

３．１４(1.12）

1.22(0.44）

4.43(2.58）

3.84(2.49）

２．１７(1.04）

8.76(5.30）

12.79(5.55）



注．（）内は比率。有意差が認められた場合，残差分析の結果，度数が有意に（'＜､05）多かったものについて**で示した。
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Iable6食事の途中でモノの配置に変更がみられた母子の数

１歳児(〃＝15）２歳児(〃＝15）３歳児(〃＝１４）

全体討論

摂食

食べる

おいしい

食欲

日課

社会的意義

生物学的意義

マナー

挨拶

座る

遊ばない

食べ方・食具

おしゃべり

状況

食べ物の一般的な話題

食べ物の社会的な話題

食べ物の生物学的な話題

一般的な話題

その他

x2(2)＝12.98,ｐ＜､O1

x2(2)＝10.38,’＜・O1

x2(2)＝6.97,’＜,O5

x2(2)＝10.09,,＜､O1

x2(2)＝13.82,’＜,001
11s．

１２（86％）

1２（86％)*＊

７（50％）

1０（71％)＊＊

９（64％)*＊

１（7％）

15(100％)＊＊

９（60％）

１４（93％)*＊

５（33％）

５（33％）

０（0％）

7(47％）

4(27％）

9(60％）

１（7％）

０（0％）

０（0％）

(86％）

(36％）

(43％）

(86％)*＊

１３(87％）

８(53％）

８(53％）

２(１３％）

1１（73％）

1１（73％）

６（40％）

９（60％）

２
５
６
２

１

１

〃S･

〃S･

〃S･

Ｘ２(2)＝15.75,,＜､００１

ｘ２(2)＝9.08,’＜・Ｏ５
ｘ２(2)＝25.83,力＜･O01
x2(2)＝16.44,,＜､O01

1ZS･

ｘ２(2)＝24.51,’＜､001
〃S、

5(33％）

１（7％）

3(20％）

０（0％）

4(27％）

０（0％）

１３（87％)*＊

６（40％）

1０（67％）

１（7％）

１４（93％）

２（13％）

７（50％）

14(100％)*＊

1３（93％)＊＊

１（7％）

14(100％)*＊

１（7％）

拡大縮小方向づけ拡大縮小方向づけ
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変更された。２歳児でも岨噸していなければ縮小される

という変更が認められたが，３歳児ではそのような変更

は認められなかった。３歳になると，子どもはほぼ自立

した食べ手となるため，領域を拡大・縮小させることで

は，もはや子どもの行為を統制できないということなの

かもしれない。

では，モノの配置を変更する働きかけと言語的指示は

どのような関係にあるのか。岨噌している時に認められ

た配置の変更（拡大・縮小・方向づけをあわせて)３１回

のうち，その前に言語的指示が認められたのは２１回，

認められなかったのは１０回だった。この回数差は直接

確率計算により有意でなかった（カー､071,両側検定)。

岨噛していないときに認められた１９回の変更のうち言

語的指示があったのは４回，指示がなかったのは１５回

で，この回数差は有意だった（，＝､019,両側検定)。岨

噌していない時に子どもの自由になる領域を縮小する

際，母親は言語的指示を与えず，まずモノの配置を変更

するようだ。

本研究では１．２．３歳児と母親の食事場面において，

摂食という生物学的側面とマナーを守る（身につける）・

おしゃべりをするという社会的側面をあわせもつ食事と

いう文化的活動が，母子間のどのような相互交渉を経て

成立していくかを検討した。

本研究で示された各年齢における相互交渉の特徴は，

次のようにまとめられる。１歳児は母親に食べさせても

らうことが多かったが，子どもが自分で食べる場合でも

母親が食べさせる場合でも，子どもの口に食物が入るタ

イミングで定型的なやりとり（ルーテイン）が頻繁に発

話された。モノの配置を変更することで子どもを統制し

ようとする働きかけも１歳児に特徴的だった。子どもが

岨I爵していなければ，母親は食器や食具を子どもの手が

届かない範囲に移動させ子どもの自由を制限したが，岨

噛していれば子どもの自由を拡大する方向でモノの配置

に変更を加えた。加齢にともない食技能の習得は進み，

岨噛あり 岨噌なし

6(40％）

０（0％）

０（0％）

5(33％）

2(13％）

０（0％）

注．（）内は比率．

１歳児(〃＝15）

２歳児(〃＝１５）

３歳児(〃＝14）

0(0％）

０(0％）

0(0％）

1(7％）

O(0％）

0(0％）

9(60％）

7(47％）

8(57％）

7(47％）

8(53％）

2(14％）
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3歳になると自分で食具を使って食べることが多くなっ

た。子どもの摂食にあわせたルーテインは少なくなる

が，母親自身の摂食にあわせたルーティンは１歳児より

もむしろ多くなった。これは子どもが岨噛していた時よ

りしていなかった時に頻繁だったことから，食事が食べ

ることを主目的とした時間であることを示す行為と解釈

できるかもしれない。あるいは，加齢にともない他者の

意図を読みとる能力が発達してくるため，母親はそれを

見越して自分の摂食行為を発話によって目立たせ，摂食

を促そうとしたのかもしれない。２．３歳になると，ルー

テイン以外のやりとりも多くなった。３歳では岨噌して

いない時には摂食とマナーに関するやりとりが，岨噸し

ている時にはおしゃべりが多いという相違が明瞭になっ

た。このとき，摂食とマナーに関するやりとりは母親

が，おしゃべりは子どもが導入しやすかった。３歳児の

母親は子どもが岨畷していない時には，子どもの導入す

るおしやくりに言語的に応答しないという相違が認めら

れた。一方，子どもが岨噛している時にはほぼすべての

場合に応答した。その結果，食事は食物摂取だけでな

く，おしゃべりの場としての意味が付加されていった。

以上のことは，子どもの食欲（岨I爵)，年齢，モノの配

置という３点に関する予測を，ほぼ支持していた。

食事場面での発達を食事という文化的活動に参加して

いく過程としてとらえたことで得られた結果は，食事が

どのような場であるのか，食事という活動を成立させて

いく過程で母子がどのような役割を果すのかという問題

に示唆を与えるものだった。人間が「共食をする動物」

(石毛，1982）であり，その食行動に他者の存在が深く

関わっていることはこれまでにも多くの指摘がある。

Kaye＆Wells（1980）は，乳児が11甫乳の際に休みをはさ
むこと，これをきっかけとして授乳者との間に視線や発

声のやりとりが生まれることを報告している。人間は誕

生直後から，他者とのやりとりの場として食べる（晴乳

する）のである。このことは，人間の食行動がきわめて

社会的性質の強いものであることを示している。

これらのことと沿うように，食物摂取という生物学的

側面とマナーやおしゃべりという社会的側面をあわせも

つ食事は，母子間のやりとりのなかで社会的につくられ

ていった。マナーにしたがいおしやくりしながら食べる

ことは，大人にとってはさほど困難なことではない。し

かし，発達初期においてはそうとはいえない。母親から

みると，摂食・マナー・おしゃべりのなかで最低限しな

ければならないものとして最下層に位置するのは摂食で

ある。そのため，母親は子どもの摂食状況をみながら，

食物摂取という生物学的側面の充足を念頭において子ど

もに働きかける。子どもが食べていないとみるや，食事

を食物摂取の場に引き戻そうとするのである。その際，

２歳児の母親は「食べなさい」と述べたり，「もうお腹

いっぱいなの？」と食欲を確認することが多いが，３歳

児の母親はより間接的に働きかけることが多かった。た

とえば，摂食の社会的意義や生物学的意義を話してきか

せたり，母親自身の摂食にあわせたルーティンに言及

し，自分の摂食行為を目立たせたりするのである。子ど

もが食べていないと，子どもからおしゃべりを持ちかけ

られても応答しないという対応も顕著だった。言い換え

れば，子どもは３歳になる頃までに，母親からの間接的

な働きかけを受けるだけで，おしゃべりをしながら食べ

るという食事に参加できるようになるのである。

一方，おしやくりという社会的側面については，母親

はそれほど積極的にその充足に向けて働きかけることは

なかった。子どもが岨畷していない時にはもちろんのこ

と，子どもが岨畷している時でさえ，母親はおしゃべり

を導入しようとはしない。一方，子どもは自分が岨畷し

ていようといまいと食事場面におしゃべりを持ち込むこ

とが多い。食物摂取の場におしゃべりの場という意味を

付加していくのは主に子どもの働きかけによるのであ

る。母親は子どもが岨I爵している時には子どもが持ち込

むおしゃべりを排除しないことによって，おしゃべりが

入り込んでくることを許容する。生物学的側面と社会的

側面をあわせもつ食事は，母親と子どものそれぞれが独

自の役割をもち，補完的な形でやりとりを展開するなか

でつくられていくのである。

最後に，本研究の課題を記す。本研究では岨噛の有無

を食欲の指標としたが，単に岨噌していれば食欲がある

というものではない。食欲の程度には個人差も大きいこ

とから，今後は個人差を視野に入れた検討が必要だと思

われる。また，本研究のデータは観察者が同席していた

食事場面であった。そのため，同席していない場合には

異なるやりとりが観察されるかもしれない。母親は自分

が観察されていないと考えている場合，観察されている

場合よりも子どもへの関与が低くなるとする報告もある

(Graves＆Glick,1978)。観察者の存在自体が場面を構

成する一要素であることを踏まえ，結果をみる必要があ

るだろう。

先に，おしやくりの場としての食事は子どもによって

持ち込まれると述べた。しかしこれは，子どもは摂食状

況にかかわらず，おしやくりを始めるということでもあ

る。これに対して，母親は食事にふさわしくない形のお

しゃべりを，子どもが岨噸している時にだけ応答するこ

とによってふさわしい形へと調整する。本研究では検討

できなかったが，この調整の過程にはその社会の養育習

慣や養育者の信念も関わっている（GoodnowJ988)。こ

れらのことを視野に入れることで，養育者と子ども，そ

して両者をとりまく文化という重層的な関係のなかで子

どもの発達を検討できると考える。今後の課題としたい。
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アナロジーによる幼児の比率理解：図形の形状が及ぼす効果

糸井尚子
(東京学芸大学教育学部）

本研究の目的は，ピザとチョコレートのアナロジー課題を使用して，幼児の図形比率において円形と

四角形の形状の影響を明らかにすることである。４～６歳児１００人を対象児として，円形のピザと四角形

のチヨコレートの図版を用いてアナロジー課題を実施した。どちらの図版も分割線がはっきりしている

状態で提示された。提示図版のピザ１枚全体からある比率の部分を取り除くことを示して，対象児に選

択図版のピザ１枚あるいはチョコレート１枚または粒チョコ４個から同じ比率だけ取り去ることを求め

た。実験者の提示図版であるピザまたは、チョコは８分割であり，２/8,4/8,6/８の比率を取り去り，対象

児の選択図版のピザまたはチョコは４分割であり１/4,2/4,4/４取り去ることが求められた。選択図版は，

これらに加えて分離した単位量として粒チョコ４個の課題も実施した。実験者，対象児の間でピザーピ

ザ，チョコーチョコ，ピザーチョコ，チョコーピザ，および，ピザとチョコレートからそれぞれ粒チョ

コへのアナロジー課題の６課題が実施された。その結果，このアナロジー課題において４～６歳児が比

率を理解していることが示された。また，円形で８分割のピザが提示された場合は他の課題に比べて正

答率が低いことが明らかになった。この結果から，図形の形状がアナロジーによる比率理解に影響を及

ぼし，同じ８分割でも四角形か円形かによって比率の理解が異なることが示された。

【キー・ワード】比率の理解，幼児，アナロジー

問題

分数は小学校算数の分野の中でも多くの時間を費やし

て指導される分野のひとつである。分数についてのイン

フオーマルな知識について検討することは分数指導に有

益な情報をもたらすと考えられる。また，分数の教育場

面で図を使用して説明を行うことは広く行われる指導法

である。分数の指導にどのような図が有用であるのか，

検討することは算数教育に有益であろう。

分数指導において日本で行われている一般的な説明の

方法は他国では必ずしも一般的ではない（糸井・柴田・

斉藤・具，2007)。日本の教科書では教科書出版社６社

に共通して，四角形の図形を用いて真分数および帯分

数，仮分数などの導入が行われる。円形の図は分数の基

本概念の説明ではあまり使用されていない。また，その

際には３分割を用いて説明されることが多い。これに対

して，例えば，韓国の国定教科書では，分数の基本的な

概念の説明には一貫して円形と四角形が用いられ，２分

割と４分割の図形の等分割を用いた説明が行われる。

分数の説明に円形の図形を用いることには次のような

効用もあると考えられる。円形の図では単位量が１つの

円形として表され，分割は円の大きさにかかわらず中心

角によって決定され，分割の中心角という単一の測度で

比率が決定される。それに対して四角形では単位量１は

テープ図などの延長線上で窓意的に決められるために，

部分の比率は単一の測度では決まらない。また，円形を

中心角で分割すると全体と部分は相似形ではなく，その

ため対比が明瞭であるが，四角形では全体と部分が相似

になり円形ほど対比が明瞭でない場合がある。一方，四

角形で分数を説明する指導は，目盛りを打つことにより

小数との関係が把握しやすいことなどが利点であろう。

幼児期から分数の理解にいたる能力の発達について

は，これまで図形の等分割の産出と図形の比率理解との

２つの方向から研究が行われてきた。等分割の産出と比

率理解において，図形の形状やその分割数によって発達

的な違いがあるとすれば，分数の指導に当たってはその

点も考慮される必要があるだろう。

まず，等分割の産出については円形と四角形の図形に

関してPothier＆Sawada（1983）は４歳１１ケ月から９歳

８ケ月の子どもにおいて５つの発達段階を仮定している。

円形と四角形のケーキをさまざまな人数分に同じ量に分

割する課題が課され，適切な数のスティックを置いて分

割を示すことが求められた。量を均等にはできないがい

くつかの分割ができる段階から，同量の分配ができるよ

うになるまでの発達段階が見出された。半分に分ける第

１段階から，２の累乗に分割できる第２段階，偶数の分

母で分割できる第３段階，分母が奇数の第４段階，奇数

の合成からなる分母で分割できる第５段階の発達段階が

仮定された。この結果について，吉田（2003,ｐ､82）は第

２段階において四角形の８分割が成立し，円形の８分割
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Iま第３段階に成立するとしている。

子どもがしばしば引き起こす円形の８分割での誤りに

ついて，Lawton（2005）は半円を４等分する時に，半円

に垂直線と水平線を書き入れて４分割することを指摘し

ている（Figurel)。四角形であれば水平線（または垂直

線）により半分にされた部分に，さらに水平線と垂直線

を書き入れることで８分割を得ることができるが，円形

では同じ動作では８分割は成立しない。円の分割には斜

め線が必ず含まれるが，斜め線の構成は幼児期には難し

い課題であることが知られている（Cox,1992/1999)。

また，円形の分割産出は四角形とは異なり，図形の中に

対角線を引くという頂点を使用した分割ができないた

め，分割を正確に行うことは容易ではない。さらに，分

割された部分の面積が等分かどうかを判断するには，面

積を正確に見積もる能力が必要となる。面積の比較判断

について，YUzawa,Bart,YUzawa,＆Ito（2005）では，幼

児期の子どもたちは形の中の１次元に注目して比べる段

階から，次第に高さと幅などの複数の次元を加味して面

積の比較ができるようになると考えられている。従っ

て，円の等分割は斜線を含み，面積の比較でどの次元に

着目すべきかが幼児には明確でないため，比較が困難に

なると考えられる。

次に，図形の比率理解については，幼児のアナロジー

の理解能力を使って研究することが行われてきた。アナ

ロジーは認知発達の中でさまざまな理解を形成する基本

的なプロセスである（HalfOrd,1993;Holyoak＆Thagard，
1995)。アナロジー課題は多くの場合，Ａ：Ｂ＝Ｃ：Ｄの

形で提示されるが，これは比率を表す式と同形であり，

数量的な比率関係に関するアナロジー課題はアナロジー

研究の中で主要な領域のひとつである。課題はＡ：Ｂ＝

ｃ：（？）の形で提示され，（?）のところに選択枝の中か

Figurel半円の４分割についての子どもの誤り

（Lawton,2005,ｐ､３８をもとに作成）

ら対応するものを選ばせる形式で実験が行われる。もつ

とも単純な比率理解となるのは全体と部分の関係であ

る。全体と部分の関係についてはGoswami＆Brown

(1989）が，一斤のパンとスライスされた一枚のパン，

および，一個のレモンとスライスされた一枚のレモンの

間などで対応関係を見出すアナロジー課題を用いて検討

した。その結果，３歳児ではチヤンスレベルの正答率で

あったが，４歳では多くの子どもが達成できるようにな

る。また，割合の比較についてGoswami（1988）では，

Ａ（円形の半分が黒，半分が白）：Ｂ（長方形で半分が黒，

半分が白）＝Ｃ（円形でｌ/４が黒，３/４が白）：？という課

題が用いられた。選択枝は５つであり，４歳児ではチヤ

ンスレベルよりも高い正答率を示す子どもは少数であっ

た。つまり，全体と部分の対比は，具体物の絵を使用し

た場合には４歳ころに可能になるが，部分を示す図形で

割合を対比する課題は４歳ころでも容易ではないことが

示唆される。

一方，アナロジー課題を用いないで図形比率の理解に

ついて検討している研究でも，幼児期において比率の理

解が可能であることを示す結果が得られている。Mix，

Levine,＆Huttenlocher（1999）では，３～７歳児におい

て，スポンジでできた円の４分割を使用して４分の１の

円と２分の１の円を加えると４分の３の円になるといっ

た演算が可能であるかが検討された。この課題では，例

えば４分の１の円を先に浅い穴にいれ，見えなくしてか

ら２分の１の円を加えて，結果を４つの選択枝，つまり

1/４，１/２，３/４の円の中から選ばせた。その結果，一定

の大きさの円の４分割による広さの加減算の課題で４歳

児は５０％の正答ができることが示された。Spinillo＆

Bryant（1991）は４～７歳児を対象に，青と白に塗り分

けられた長方形と同じ比率で塗り分けられたものを２つ

の長方形から選ぶ課題を使用して実験を行った。長方形

の色分けの比率は分母を８とするものであり，提示図形

と選択図形とで分割が同じ縦方向，あるいは横方向でな

されている場合と，提示図形と選択図形で分割の方向が

異なる場合とについて調べれられた。Spinillo＆Bryant
(1991)は，分割の方向が異なる条件が比率に基づく判断

であると考え，この条件では４歳ではチャンスレベルの

50％程度であり，５歳では70％に達し，６～７歳では

75％の正答率であった。さらに,Spinillo＆Bryant(1999）

では６～８歳を対象に，ある比率で青白の２色に塗り分

けられた円形の提示図形に対して，２つの列から提示図

形と同じ比率で塗られている列を選ぶ課題で実験を行っ

た。２つの列はそれぞれ一列に並んだ６つの三角形から

なり，そのうちいくつかが青に塗られている。円形の提

示図版は12分割で，分割線のあるものと分割線のない

ものが使用され，分割線のないものを連続量，分割線の

あるものを非連続量として検討された。このときの分割
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線は円の中心を通る６本の線であり，これらにより１２

分割を示したものである。分割線のある課題は分割線の

ない課題より有意に正答率が低いことが見出された。そ

の結果，分割線のある課題での正答率は6,7,8歳では順

に26％，６３％，７７％であり，分割線のない課題では順

に68％，８７％，８９％であった。これらの研究で明らか

になったことは，幼児でも比率の理解は可能であるが，

図形に分割線が入ることで子どもの比率理解についての

直感的な判断が妨げられることがあるということであ

る。

Singer-Freeman＆Goswami（2001）は，異なる形状の

図形間のアナロジー課題を用いて幼児の比率理解を調べ

ている。彼らの実験では，ピザ（円形）とチョコレート

(四角形）の粘土の模型を使用して４分割と８分割の間で

のアナロジー課題を３～４歳児に実施し，この年齢で図

形比率課題の遂行が可能であることを示した。また，

Goswami（1988）では４つの項目が同時に提示されるア

ナロジー課題であったが，Singer-Freeman＆Ｇｏｓｗａｍｉ

(2001）では，２つの項目ずつで継時的に２回の提示をす

る方法で行われた。Singer-Freeman＆Goswami（2001）

では，円形のピザは１枚の粘土のフライパンに載せて提

示され，４あるいは８枚に分けられ，フライパンの上で

断片の間に仕切りがない。一方，チョコレートは仕切り

により一粒ずつ区切られた箱（コンパートメント）に入

れられて，４あるいは８個が正方形の箱に収納されてい

た。ピザは連続量を，チョコレートは非連続量を喚起さ

せるものとして位置づけられているが，操作的には連続

量，非連続量を喚起させることを分けるのは仕切りの有

無であると考えられる。

実験者のピザ（あるいはチョコ）は全体を通して８分

割であり，対象児のピザ（あるいはチョコ）は４分割で

ある。実験者がピザ１枚全体から２/８，４/８，６/８を取り

除くことを示して，対象児にピザ１枚から同じ比率だけ

取り去ること，つまり，１/４，２/４，３/４取り去ることが

求められた。実験者，対象児の間で同型課題のピザーピ

ザ，チョコーチョコおよび異型課題のピザーチョコ，

チョコーピザの組み合わせが実施された。その結果，す

べての組み合わせの課題においてチヤンスレベル以上の

正答率が得られた。この実験ではピザーピザの同型課題

は，チョコーチョコの同型課題，および，ピザーチョ

コ，チョコーピザの異型課題よりも正答率が有意に高

かった。

これらの研究をまとめると，図形の比率理解において

は，具体物の図を用いた全体と部分の関係の理解は３歳

児で可能であり（Goswami＆Brown,1989)，大きさが同

じで分割線のない円の４分割の加減算は４歳で可能であ

る（Mixeta1.,1999)。また，分割線のない状態の長方形

で８を分母とする比率の理解は５歳で(Spinillo＆Bryant，

1991)，１２分割の円での比率と６つの三角形の列での比

率では，円に分割線がなければ６歳で，分割線があれば

７～８歳で可能になる（Spinillo＆Bryant,1999)。一方，

異なる図形間でのアナロジーについては，円形と四角形

の間で４を分母とした比率のアナロジー課題においては

4歳でも困難であるが（Goswami,1988)，具体物の模型

を用いた仕切りのない円形と仕切りのある四角形の間の

4分割と８分割では，３～４歳で理解可能である（Singer‐

HFeeman＆Goswami,2001)。

これらの比率理解の研究では，分割線の有無が課題の

難易度を決定する主要な要因のひとつであると考えられ

る。ｊ士切りや分割線が入ることは幼児では比率判断を明

確にする手がかりとなるのではなく，困難さを増す方向

で作用していると考えられる。分割線が明確な場合，図

形分割の比率を理解するには，図形の空間的比率と数値

の共変関係の両方を同時に理解することが必要になる

が，そのことが課題を困難にしていると考えられる。

分数の導入で図形の分割線が明確であることは分母・

分子を明確にする上で必要である。特に，円形の分割は

全体と部分の関係が強調される利点がある。ただし，提

示の仕方でその理解や難易度が変わってくるとするなら

ばその点も充分に考慮した上で指導法を考える必要がで

てくることになるだろう。

等分割の産出の研究では四角形か円形かの図形の形状

とその分割数が難易度を決定する要因であると考えられ

た。これに対して，一連の図形比率理解の研究では，図

形の形状とその分割数が難易度を変えるかどうかについ

ては，直接的には検討されてこなかった。

先に述べたSinger-Freeman＆Goswami（2001）では円

形のピザには仕切りがなく，四角形のチョコの間には仕

切りがあった。そこでは，連続量を喚起するかどうかが

問題とされ，仕切りがないピザどうしの間でのアナロ

ジー課題が，仕切りのあるチョコを使用する課題より理

解しやすいことが示された。ここでは円形と四角形とい

う形状を超えた関係と，仕切りの有無の両方が同時に検

討され，仕切りの有無についての仮説が検討されてい

る。そこで，これらの要因を分け，仕切り・分割線が明

瞭になる場合には円形と四角形との間で正答率に差があ

るかどうかを明らかにする必要があると考えられる。

本研究では，Singer-Freeman＆Goswami（2001）の継

時的なアナロジー課題提示の方法を使用し，円形のピザ

と四角形のチョコを紙の図版とし，円形・四角形の各図

版を分割線で切り離すことにより分割が明示的な条件の

もとで，円形と四角形との間での４分割，８分割での比

率理解について検討する。分割線のある８分割の円形で

はSinger-Freeman＆Goswami（2001）の仕切りのない８

分割の円形より難しいと予測されるので，本研究では彼

らより対象児の年齢を上げ，４～６歳児を対象とする。
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円形の８分割は円形の４分割と四角形の４，８分割よりも

発達的に遅いことを示したPothier＆Sawada（1983）の

等分割の産出研究の結果を踏まえると，円形，四角形に

おいて分割線が同様に示されれば円形のピザの８分割の

図版が提示図版として使用される時が，正方形のチヨコ

レートの８分割が提示図版として使用される時より正答

率は低いと予測される。選択図版の円形，四角形はいず

れも４分割である。先のPothier＆Sawada（1983）の等

分割の産出研究の結果を踏まえると，４分割では円形と

四角形の間で発達差は仮定されないため，選択図版が円

形か四角形かの形状の違いはこの年齢では差をもたらさ

ないと予測される。

また，Spinillo＆Bryant（1999）で，円の比率と分離さ

れた三角形の列での比率が検討されたように，図形分割

で空間的比率と数値的な比率の対応は，分数理解に必要

なプロセスであり，その点に関しても検討する必要があ

る。そこで本実験では，選択図版に４つのチップ状の円

よりなる列の比率との対応も加え，円・四角形の図版か

ら，分離された単位量への対応を課すことにより，数値

的な対応がさらに明瞭な条件での達成を比較する。選択

図版が分離された単位量であるSpinillo＆Bryant（1999）

では提示図版の分割線の有無が主要な検討対象であった

ことに対し，今回の実験では，８分割の提示図版が円形

であるか四角形であるかが正答率の差をもたらすかどう

かを検討する。

また，これまでの図形の比率理解の研究では，誤反応

分析はあまり行われてこなかった。本実験では誤反応分

析を行うことで，何が比率理解を困難にしているかを検
討する。

方法

対象児幼稚園４歳児クラス５０人（男子23人，女子

２７人，平均年齢４歳９ケ月)，５歳児クラス５０人（男子

26人，女子24人，平均年齢５歳８ケ月）合計100人であ

る。

材料円形のピザ（半径１０ｃｍ)，正方形のチョコ（ｌ

辺９ｃｍ)，４つのチップ状の粒チョコ（半径１ｃｍ厚さ

4ｍｍ）の図版を使用した（Figure2)。ピザとチョコは厚

紙により作成し，それぞれ黄色と茶色に着色された。ピ

ザとチヨコの図版は，各々４分割と８分割に切り離した。

粒チョコはウレタン製で両面に茶色に着色されたシール

をはった。ピザとチョコはどちらも分割線が放射状にな

るように提示した。ピザ，チョコ，粒チョコの図版はそ

れぞれ白い紙の皿の上に提示された。皿のそれらの大き

さは順に半径１１ｃｍの円，１辺12ｃｍの正方形．４ｃｍ×

24ｃｍの長方形である。

手続き実験は１人ずつ行われ，実験の様子はビデオ

カメラで録画された。実験者と対象児はならんで座り，

テーブルの上のボードにピザあるいはチヨコの図版が，

それぞれ’つずつ置かれた。対象児に圧迫を与えないよ

う課題にのびのび取り組めるよう配慮し，個人名を出さ

ないようデータは統計的に処理をした。

以下のような教示が与えられた後，練習課題に引き続

き課題があたえられた。「今日は○○ちゃんとあそぼう

と思って，ゲームを作ってきました。おんなじ「ぶん』

食べるゲームです。○○ちやんと先生は仲よしだからお

んなじぷん食べます。先生が食べたのと同じぷんだけ○

○ちゃんも食べてね｡」（実験では「ぷん」ということば

を使用したが，対象児からこのことばについて問い返さ

れることはなかった｡）

練習では，実験者も対象児もピザ４分割の図版を使用

する。１/４，２/４，３/４の順に提示し，間違えた場合は練

習課題のみ修正を与える。実験者はピザ・チョコレート

を一気に取り去り，机の下におく。

本実験において実験者の提示図版はピザとチョコそれ

ぞれ８分割，対象児の選択図版は，ピザとチョコの４分

割と粒チョコ課題として４つのチョコのチップを使用し

た。課題は，実験者(提示図版)－対象児（選択図版）は，

ピザーピザ，チョコーチョコ，ピザーチョコ，チョコー

ピザ，ピザ一粒チョコ，チョコ－粒チョコとした。課題

提示順は対象児間で一定とした。どの課題でも，実験者

はピザ・チョコレートを一気に取り去り，机の下におい

た。各課題で２/８，４/８，６/８が一度ずつ提示されるが，

その提示順は対象児間でランダムになるよう提示され

た。対象児１人の課題は６課題×３比率の18課題であ

る。実験は１人約20分程度であった。対象児の選択を

ビデオカメラで記録した。この際，理由づけを実験者か

ら聞くという手続きはとらなかったが，自発的に理由を

述べた場合は記録した。

結果と考察

1．提示図版，選択図版による正答率の違い

各提示図版，選択図版による正答率を'I1ablelに示す。

全体での正答率は63.94％であり，４歳児では65.89％，５

歳児では62.00％であった。回答の選択枝が０，１/4,

2/４，３/４，４/４で５つであると考えるとチヤンスレベルは

20％となる。全体,４歳児，５歳児の正答率はチヤンスレ

ベルより０．１％水準で有意に高い正答率であった（順に

Ｘ２(1,jV＝600)＝713.60；Ｘ２(1,Ⅳ＝300)＝386.74;Ｘ２(1,Ｎ

＝300)＝328.15)。４歳児群と５歳児群においての正答者

と誤答者の人数の割合についての比の差をｘ２検定した

ところ，年齢の差は有意ではなかったＸ２(1,jV＝600)＝

2.95)。さらに，正答率に対して年齢と６つの課題の２

要因に対して角変換による分散分析を実施したところ年

齢の要因，および交互作用は有意ではなく，６課題の要

因が0.1％水準で有意Ｘ２(１，jV＝600)＝86.75）であった。
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鶏 鍵霧鍵
Figure2ピザ，チョコレート課題の,図版

(ピザ８分割と4分割，チョコ８分割と４分割および粒チョコ４個）

Inblel各課題での正答率

提示図版選択図版４歳５歳全体

ピザ

チョコ

全体

ピザ

チョコ

粒チョコ

49.33

43.33

48.00

40.67

42.67

38.67

45.00

43.00

43.33

平均46.8940.6743.78

ピザ

チョコ

粒チョコ

86.67

84.67

83.33

79.33

88.67

82.00

83.00

86.67

82.67

平均84.8983.3384.1］

65.8962.0063.94

注．平均正答率（％)。

対象児の年齢群による差が見られなかったため，以降は

年齢群を込みにして分析を行う。

提示する図版の違い（ピザとチョコ）と選択する図版

のタイプ（同型の図版・異型の図版・分離された単位量）

で正答率の比岐をした。全体の対象児では，提示図版の

要因が0.1％水準で有意Ｘ２(1,Ｎ＝600)＝345.82）となり，

選択図版の影響および，交互作用は見られなかった。正

答率は，提示図版がピザであるかチョコであるかによっ

て異なり，ピザの場合の３つの課題の平均は43.78％，

チョコの場合の３つの課題の平均は84.11％であった。

一方，選択図版のタイプによって差は生じないことが明

らかになった。ピザからチョコ，チョコからピザといっ

た種類を超えたアナロジーでも対象児は理解しうること

が確認された。

2.提示比率による正答率の違い

提示がピザかチョコかという提示図版ごとの各提示比

率（2/8,4/８，６/8）での全体の対象児の正答率は，ピザ

で２/8,4/8,6/８の順に37.67％,51.0％,42.67％であり，

チョコで順に81.33％，87.67％，83.33％であった。ピザ

とチョコの提示図版の要因，提示比率の要因（2/8,4/8,

6/8）について，全体の対象児の正答率を角変換による

２要因分散分析を行った。その結果，提示図版の要因が
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各３つの選択比率（2/８，４/8/’６/8）において正答を選

択した人数の割合はすべて７６％以上であった。また。

提示がピザであった場合は，正答率は両年齢群で９つの

課題に対して３６～58％であった。提示図版がピザの場

合には，正答以外の比率が正答以上の割合で選択される

ことが見られた。提示比率ごとの選択比率の分析によっ

て，ピザ提示の場合に正答以外の反応がチャンスレベル

より有意に高い比率で選ばれることがあることが明らか

になった。提示が2/８のピザでは選択枝は正答よりも

2/４が選ばれることが多く，提示が6/８で提示図版がピ

ザであるときには選択図版の２/４をとってしまう反応

が，正答である３/４についで多く見られた。

２）誤反応パターンの出現割合

本実験では１人の対象児に対して，６つの課題，各３

試行（2/8,4/8,6/8）が実施され，６つの課題の中では３

つの比率がランダムに提示された。それぞれの課題で各

比率の試行に対してしばしば出現する組み合わせがある

かどうかを検討する。３試行の反応の組み合わせを分析

の単位とした。つまり，提示比率の小さい順に並べると

正反応は順に１/４，２/４，３/４となり，この１課題中の３

0.1％水準で有意でありＸ２(1,JV＝600)＝347.44)，提示

比率の要因は0.1％水準で有意であったＸ２(２，ｊＶ＝600）

＝15.32)。交互作用は有意でなかった。提示比率につい

て，ライアン法に基づく下位検定を行ったところ提示比

率4/８が他の提示比率に比べて差が５％水準で有意で

あった。この分析結果から，提示する比率によって正答

率の差が生じ，４/８が2/８や６/８に比べ正答率が高いこ

とが示された。

3.誤反応の傾向

１）課題ごとの選択比率の傾向

対象児の各課題での選択した比率の表を示す('I2ble2)。

表において提示・選択のそれぞれの比率は実験者・対象

児が取り去った比率である。ただし，５歳児において３

人の対象児がのべ５つの試行で反応を篇路してはっきり

選択をしなかった。これらは表に加えていない。′mable2

に基づいて，提示比率ごとに比較して，対象児のほうに

渡された選択図版の違いが選択比率に影響を及ぼすかを

検討する。′mable2では，Ｘ2検定によって0.2（チヤンス

レベル）より５％水準で有意に高い数値に＊を付した。

まず，提示がチョコである場合，両年齢群で課題３種，

mable2年齢別の各課題での選択比率の分布
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誤反応パターン４歳児５歳児合計出現割合累積割合

アナロジーによる幼児の比率理解

だった対象児は１４人であった。そのうち，２人が６課題

の全てで同じ誤反応パターンで，それぞれ（222）と

(244）であった。１人は５課題で（112）を繰り返して，

さらに１人は４課題で（223）であった。６課題中５課題

で誤反応パターンだった対象児は８人であった。そのう

ち，１人は４回（244）を繰り返した。６課題のうち３課

題が誤反応パターンだった対象児は２９人であった。そ

のうち，２６人がチョコ提示では毎回正答，ピザ提示では

毎回誤反応パターンとなった。そのうち７人はピザ提示

で一貫した誤反応となっており，（244）が３人，（232）

が３人，（112）が１人であった。

個人内での誤反応パターンの傾向により，６課題での

提示順はランダムであるにもかかわらず，対象児が同じ

提示比率に対しては同じ反応を繰り返す傾向が示され

た。

全体的考察

本実験では，４～６歳児を対象に，円形のピザと四角

形のチョコとの紙の図版を用いて，各図版を分割線で切

り離して分割を明示する条件で，４分割．８分割の間の

アナロジーによる比率理解について検討した。選択図版

に４つのチップ状の円よりなる列の比率との対応を加

え，円・四角形の図版から分離された単位量への対応も

調べた。全体での正答率は63.94％，４歳児では

65.89％，５歳児では62％であり，年齢の差は見られな

かった。全体の正答率は，８分割の提示図版が円形のピ

ザであるか四角形のチョコであるかによって異なり，ピ

ザの場合の平均は43.78％，チョコの場合の平均は

84.11％であり，また選択図版が４分割の円形か四角形

かまたはチップであるかによって差は生じないことが明

らかになった。

等分割の産出の先行研究からは分割数によって発達的

な差があること，形状によっても円形と四角形では特に

８分割において，四角形が円形に発達的に先行すること

試行の１組を（123）と表すことにする。全対象児の合計

600組の反応パターンについて集計を行った。３試行す

べてで正答である（123）以外の誤反応は315組であっ

た。このうち５つは５歳児において３人の対象児が反応

を篇曙してはっきり選択をしなかった試行を含んでお

り，これを除いた３１０組の反応についてその出現割合を

累積で80％までを表にした（Table３)。なお，誤反応パ

ターンは63パターンが想定され，１パターンの出現期待

度数は4.9個である。′mable3には，１人の対象児が６課

題で複数回繰り返して同じパターンで反応を行った人数

も示した。

出現した回数が全誤反応パターン（310組）に占める

割合を出現割合とし，高いものから累積の出現割合を計

算すると，２０回以上出現した誤反応パターンは６種で，

累積は全体の56.76％を占める。さらに，１０回以上出現

した誤反応パターンは９種で，累積は全体79.01％を占

める。誤反応は無秩序に出現するのではなく偏りが見ら

れることが示唆された。

′Elble3に見るように（223）が最多で47回であり，全

誤反応パターンの15.16％を占めた。次に多いものは

(222）であり４０回で12.90％の出現割合であった。（244）

は３９回で出現割合は12.58％であったが，特に５歳児で

28回となり，５歳の誤反応パターンでは最も多い。（122）

は２１回出現し，また，（232)，（233)，（234）というパ

ターンは順に２９，１８，１６回見られた。（112）と（132）も

それぞれ１３回あった。

３）個人内での誤反応パターン

′mable3では誤反応パターンの出現割合で上位のもの

から順に累積頻度が80％までを示した。さらに，１人の

対象児で複数回にわたり同じパターンが使用された場合

についてその人数をそれぞれのパターンごとに表示し

た。ここでは，同一の対象児が同じパターンで回答する

傾向について検討する。

６課題中の各３試行の選択がすべて誤反応パターン

Table３誤反応パターンの出現割合
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が示されているが（Pothier＆Sawada,1983)，本研究の

結果から，図形の比率理解においても８分割の円形は，

８分割の四角形より発達的に遅いことが示された。

図形の比率理解に関する一連の研究と本研究の結果か

ら，図形の比率理解に関連する３つの要因があると考え

られる。第１の要因は，分割線の有無である。これは，

非連続量か連続量かの問題としてとらえられ（Singer‐

Freeｍａｎ＆Goswami,2001)，分割線のないもの，つまり

連続量の比率理解が発達的に先行すると考えられる。分

割線のない円の４分割の加減算は４歳で可能である(Mix

eta1.,1999)。３～４歳で，分割線が明瞭でない円形のピ

ザの４分割･８分割の間の比率のアナロジーは，仕切り

の入ったチョコレートが含まれるアナロジー課題より容

易であった（Singer-Freeman＆Goswami,2001)。１２分

割の円での比率と６つの三角形の列での比率では，円に

分割線がなければ６歳で，分割線があれば７～８歳で可

能になる（Spinillo＆Bryant,1999)。これらの研究から，

分割線があることによって，幼児の比率理解で困難さが

増すことが示唆される。図形に分割線が入ることで子ど

もの比率理解についての直感的な判断が妨げられること

があると考えられる。第２の要因は図形の分割数である。

図形比率の研究は２の倍数を中心に研究されているが，

分割数が増加すると比率理解の達成年齢が上昇する傾向

が見られる。分割線がある状態の円形で比較すると，本

研究の実験では４分割の提示図版は正答率の差をもたら

さず，８分割の選択図版によって正答率の差が生じたこ

とから，４分割の理解が８分割に先行することが示され

た。分割のある円形の12分割の比率理解は７～８歳に

なるまで成立しない（Spinillo＆Bryant,1999)。第３の

要因は図形の形状である。これまでの研究で図形の形状

による比率理解を比較した研究は少なかったが，本実験

で，四角形の８分割の理解は円形の８分割の理解に先行

することが示された。

また，本実験では誤反応の分析を行った。その結果か

ら，誤反応が空間的比率でなく分割図版の枚数に依拠し

て生じている可能性が示された。課題ごとの選択比率の

分析において，提示が2/８のピザでは選択枝は正答より

も２/４が選ばれることが多かった。実験者が1/８を２枚

とった時に，対象児は１/４を同数の２枚とったことにな

る。残ったピザの形状はかなり異なるが，この選択がし

ばしば起こることが示された。また，提示が6/８で提示

図版がピザであるときに選択図版を２/４をとってしまう

反応が，正答である３/４についで多く見られた。これ

は，実験者が1/８を２枚残し，対象児が1/４を２枚残す

ことになる。提示・選択が同じピザでも空間的形状では

かなり異なる選択が生じることが示された。

誤反応パターンの出現割合の分析からは，各３試行

(2/８，４/８，６/8）に対しての反応は（223）が最多で，こ

れは提示比率が2/８のときに１/４を２枚とるが，提示が

4/8,6/８のときは正しい比率で反応している。次に多い

ものは（222）であり，課題ごとの選択比率の分析にお

いて，ピザ提示では２/８と６/８においては2/４が選ばれ

る傾向が示された。５歳での最多の誤反応パターンは

(244）であり，４/8,6/８の提示において提示図版におい

て1/４を４枚取り除く反応であった。提示図版では残り

があるのに選択図版からはすべてを取り除いてしまうも

のであった。個人の誤反応パターンの分析からも（222)，

(244）などの反応が，提示順はランダムであるのに個人

内で繰り返して使用されることが示された。２/８提示の

6課題で４回以上2/４を選択した対象児は21％であった。

以上のことから，幼児は図形比率理解において，しば

しば空間的比率より，分割図版の枚数を手がかりとして

いる可能性があり，課題ごとの選択比率の傾向からピザ

(円形）提示においてこの傾向が高まる。円形の８分割

が提示されたとき，空間的比率の把握が困難になり枚数

に依拠する傾向が高まることがうかがえる。

今回は試行ごとに理由づけを問う手続きはとらなかっ

たが，自発的に理由を述べることもしばしば見られた。

｢数がおんなじ」と説明したり，６/８提示では「数がたり

ない」などの発話が見られた。課題の途中で「それが２

まいでこっちがlまいだから」と比例関係を言語化する

対象児も見られた。子どもは空間的比率と数値的対応の

間で合理的な解決を図りながら課題を解決しようとして

いると考えられる。

図形の比率をアナロジーで理解する課題では，分割線

のない条件での達成が先行し，そこでは空間的比率に基

づくいわば直観的な理解がなされる。その後に分割の明

確な条件での比率理解が達成される。ここで，分割のあ

る図形で空間的比率を基に数値的な理解が図れるように

なると考えられる。分割のある図形の比率理解では，空

間的比率と数値的な比率の対応が図れないで，数値的な

対応のみに基づいて判断する段階があると考えられる。

誤反応の傾向によりこのことが示唆された。

教育場面で分数を導入する際には，単位量が明確にな

る円形の方が四角形よりも適していると思われる。ただ

し，分割線が明示される場合には難しさが増す。とりわ

け円形の８分割は四角形の８分割より理解が難しくなっ

ている。したがって，子どもたちの理解を促進するため

には，８分割などを導入する前に４分割など，より理解

が容易な分割パターンから始める方が望ましいだろう。

本実験により，幼児におけるアナロジーによる比率理

解に対して，図形の形状の影響があることが示された。

分数指導に図形を用いることは重要であるので，さまざ

まな図形の形状やその分割数による図形の比率理解の発

達の過程をさらに検討する必要があると考えられる。
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幼稚園への巡回相談による支援の機能と構造：

Ｘ市における発達臨床コンサルテーションの分析

原著

芦淫清音浜谷直人田中浩司
(首都大学東京')）（首都大学東京都市教養学部）（東京都立大学大学院人文科学研究科2)）

本研究は，ある自治体における発達臨床コンサルテーション理論（浜谷,2005）に基づいて行った巡回

相談を対象として，幼稚園への巡回相談の支援機能と構造を明らかにし，支援モデルを提示することを

目的とした。その際，保育園への巡回相談を参照しながら，幼稚園と保育園の支援ニーズの違いによっ

て，支援機能にどのような違いがあるかを明らかにし，その違いによる支援のあり方を考察した。研究

ｌで，教諭らへのインタビューによる巡回相談の評価をもとに33項目からなる質問紙を作成した。教諭

等の巡回相談に対する評価を因子分析した結果Ｗ＝１１０)，「保育方針」「関心意欲」「対象児理解」「保護

者理解」「協力」の５つの支援機能が見出され，幼稚園独自の機能と保育園と共通の機能が明らかになっ

た。研究２で，典型的な一事例に関して，担任らと園長に対して行ったグループインタビューを分析し，

対象児理解に基づく関心意欲の高まり，及び，園内協力体制の形成が幼稚園巡回相談の支援構造の中核
をなし，それを支援する相談員の専門性が考察された。

【キー．ワード】巡回相談，幼稚園，発達臨床コンサルテーション，支援機能，保育カウンセリング

問題と目的

1970年代半ばに保育園における障害児の統合保育が

制度化され，保育園における統合保育は急速に進展し

た。1970年前後から，一部の幼稚園でも障害児を受け

入れ始めていたが，幼稚園の場合，一人の教諭が担任す

る園児数が多いなど，障害児を受け入れる条件が不十分

であり，また，受け入れ施設が子どもの入園を決定する

という制度であるため，障害児を積極的に受け入れる園

が少なく，統合保育は進展しなかった。

しかし，少子化の影響で，園児獲得が幼稚園経営の重

要課題となっている今日，幼稚園でも障害児を受け入れ

るようになってきた。幼稚園教諭らは，園の受け入れ態

勢が十分に整わない中，発達上の困難を持つ子ども達を

保育している。特に，発達障害のある子ども達の中に

は，３歳を過ぎてから障害が明確になる場合が多い。そ

のような子ども達は，入園まで障害について気付かれ

ず，入園後，集団行動が苦手であったり，仲間関係が作

りづらいなどの形で問題が顕在化する。このような状況

で，幼稚園における統合保育を円滑に進めることへの支

援ニーズは高まっている（東京都Ｘ保健所,2006)。

学校や保育園，幼稚園から要請を受け，心理学の専門

家が出向いて教師や保育者を支援する活動は一般に巡回

相談と呼ばれる。この巡回相談は，現在，障害児など困

難をかかえる子どもを支援する方法として多くの自治体

で実施されている（全障研障害乳幼児施設全国実態調査

1）現所属帝京大学文学部

2）現所属福山市立女子短期大学

委員会，1991,2001；加藤，１９９５；野津，２００４；金子，

2005)。

最近では特別支援教育における学校支援の一環として

学校への巡回相談が普及している（小洲，２００４；佐藤，

2005)。しかし，幼稚園への巡回相談の歴史は浅く，研

究はほとんどなされていない。

このような現状において，東京近郊のＸ市では，２００２

年度より幼稚園巡回相談事業を開始した。対象は，教諭

が保育において困難を感じる子どもや特別な支援を必要

とする子どもであるが，実態は，子どもの発達の遅れや

問題行動を主訴とする比較的軽度の発達障害あるいは発

達障害が疑われる子ども達の相談が中心である。

ところで，現在多様な専門性を持つ相談員による巡回

相談が実施されており，発達臨床を専門とする相談員が

コンサルタントとして園に出向くコンサルテーションの

理論的枠組に基づく研究が行われ始めている（東京発達

相談研究会・浜谷,２００２；浜谷,2005)。浜谷（2005）は，

保育支援としてのコンサルテーションの特徴を次の４つ

にまとめている。①保育者を介して子どもに心理的サー

ビスを支給する間接支援である。②相談員と保育者の協

同関係を重視する。③子どもの発達に関するアセスメン

トを重視する。④保育者が実行可能な助言を行う。そし

て，このような特徴を持つコンサルテーションが，保育

に対して「保育方針の作成｣，「障害などの理解｣，「保育

意欲｣，「保育成果の評価｣，「協力連携｣。「クラスの他児

への保育」の６つの支援機能を持つことを明らかにし

た。

本研究の目的の一つは．上記①～④の特徴をもつ保育
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支援のためのコンサルテーションを幼稚園に実施し，こ

の形式のコンサルテーションの幼稚園への支援機能を明

らかにすることである。ただし，保育園と幼稚園では以

下に述べるような相違点に基づく支援ニーズの違いがあ

る。それらを考慮し，幼稚園巡回相談では，実施方法に

一部変更を加えた。

第一に，幼稚園は保育園と比較して担任一人が受け持

つ園児数が多い（東京都学校基本調査，2007)。さらに，

保育士加配制度が充実している保育園と比べ，教諭の増

員が少なく担任が一人で問題に対処する場合が多い。

第二に，大半の幼稚園教諭は，３歳児からの保育経験

しかなく，乳児を保育する機会のある保育園の保育士と

比較して入園以前の子どもの発達に触れる機会が少な

い。

第三に，幼稚園は，保育園と比較して，食事や睡眠と

いった基本的生活活動について家庭への依存度が高い。

保育園は，日中の大半を園で過ごし，食事や睡眠などの

基本的生活活動にかなりの時間を費やす。一方，幼稚園

の在園時間は標準４時間であり，基本的な生活活動の多

くは家庭が担うことを前提としている。

これらの違いによる幼稚園における支援ニーズは，以

下のように整理できる。

第一に，一人の教諭が多くの子どもを担任する場合が

多いため，困難な子どもがクラスにいた場合，一人での

対応には限界がある。このことから，園内のサポート体

制を築くことへのニーズが高いことが予想される。

第二に，幼稚園教諭は乳児保育の経験がすぐないた

め，乳児から幼児期にかけての一貫した発達に関する実

践的知識を持ちにくい。そのため，発達の遅れや偏りの

ある子どもを理解することへのニーズが高いと予想され

る。

第三に，保育時間が短いこと，基本的生活活動に対す

る家庭への依存度が高いことから，家庭との連携体制を

築くことへのニーズが高いと予想される。

第一と第二のニーズについては，従来の保育園巡回相

談の形式を適用することで対応が可能であると考えられ

る。一方，第三の家庭との連携体制へのニーズに関して

は，幼稚園では，バス通園が多いこと，担任が受け持つ

園児数が多く時間的制約から連絡帳などの日常のやりと

りが難しいという実態がある。村山（2006）は，親と保

育者との日常交流が保障されているのは保育園の約４

割，幼稚園の２割で，後者では，年数回，あるいは，

まったくないというのが６割以上を占めるという調査結

果を報告している。このように，幼稚園では，家庭との

連携に対するニーズが高いにもかかわらず，連携をとり

にくいという現状がある。

このような状況から，第三のニーズへの対応として，

保育園巡回相談では実施しなかった保護者面談をコンサ

ルテーションに組み込み，幼稚園と保護者との連携の強

化を図った。

本研究は，これまで筆者らが保育園において用いてい

る方法に，保護者面談を加えた形式を幼稚園巡回相談に

適用した場合の発達臨床コンサルテーションの有効性を

明らかにすることを目的とする。具体的には，保育園と

は異なるニーズをもつ幼稚園に対して行うコンサルテー

ションが，園と教諭に対してどのような支援機能を持つ

のかを明らかにする。次に，保育において各支援がそれ

ぞれどのように関係し合いながら園と教諭を支援してい

るかを明らかにする。後者は，支援構造ということがで

きよう。

支援機能については，巡回相談を受けた幼稚園教諭に

対し，巡回相談の評価に関する質問紙調査を実施し分析

を行う。これを研究１とする。次に,支援構造に関して，

巡回相談を受けた園の一事例をとりあげ，園長と担任に

対してグループインタビューを実施する。そして，その

分析から支援の関係を明らかにし，支援の構造を示す。

これを研究２とする。そして，両者を総合し，幼稚園に

対する巡回相談の発達臨床支援モデルの一つを提案す

る。また，保育園へのコンサルテーションとの共通’性と

相違を整理し，発達臨床コンサルテーションによる支援

のあり方と相談員に求められる専門‘性，及び課題を明ら

かにする。

巡回相談の概要

事業概要Ｘ市では，2002年４月に市の公報で幼稚園

巡回相談事業の開始を通知し，市内全園（すべて私立）

対象に相談の受付を開始した。筆者らは事業開始当初か

ら巡回相談員を担当している。相談申し込み数は，２００２

年度36件，2003年度56件，2004年度42件，2005年度

58件で，これまで１６園（49.5％）から相談依頼を受けて

いる。

対象児ダウン症が１件，その他は広汎性発達障害，

注意欠陥・多動性障害，発達遅滞のある子ども，あるい

は，それらが疑われる子どもである。医療・療育機関に

受診している事例は，2002年～2004年度は４～６割で

あったが，2005年には19件(33％）と減少し，いわゆる

グレーゾーンの子どもの相談の増加がみられる。また，

相談事例には，発達障害の有無は明らかではないが，幼

稚園で乱暴や多動などの顕著な問題行動があり，その原

因として，保育環境のあり方や，家庭での養育の影響が

考えられる事例を含んでいる。巡回相談は発達障害に限

らず，園が保育で困難を感じる子どもたちの相談の場と

して認知されるようになってきている。

これまでの依頼件数は，３歳児45名，４歳児74名で，

４歳児は，前年度より継続相談となった８例を含む。５

歳児は73名で，継続の１２例を含む。年少から年中の増

加が大きいのは，年少から年中にかけて周囲との差異が
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明らかになることや就学との関連があると考えられる。

巡回相談実施概要

依頼書の受付Ｘ市の担当課が幼稚園からの所定様式

の依頼書を受け取る。依頼書には，保育の状況（学年ク

ラス数，在籍クラスの人数，職員体制，通園方法，給食

の有無)，子どもの生育歴（出生時の体重，出生時の異

常の有無，定頚・始歩・初語の時期，乳幼児健診の結

果，療育歴／専門機関受診の有無など)，入園前の保育

状況，保護者の考え，及び子どもの現在の園での様子，

これまでの幼稚園での教諭の関わり，教諭が指導上困っ

ていることと相談したいことを記入する欄からなる。依

頼書は，担任が記入し，保護者の考え，生育歴について

は，担任が保護者に直接聞いて記入する。

当日の流れ

打ち合わせ：巡回当日は，巡回相談員と行政担当者が

子どもの登園時間に合わせて園に出向き，園長や主任及

び担任と打ち合わせを行い，当日の段取りを決める。

観察：午前中，昼食が終わるまで観察を行う。一般

に，登園後の一斉保育が始まる前の自由遊び，朝の会

(一斉保育の開始)，設定保育，昼食時間の観察を行う。

発達検査：午後，降園までの自由時間に新版Ｋ式発

達検査を行う。検査には通常担任が立ち会い，検査の様

子を観察する。子どもは，担任が同伴することで安心し

て検査を受けることができる。

保護者面談：発達検査終了後，保護者面談を行う。保

護者面談は，園と家庭の協力体制を構築することを目的

とする。面談には通常，相談員，保護者，担任，園長，

行政担当者が同席する。行政担当者は，原則的にはオブ

ザーバーの立場であるが，市への要望などが保護者や園

からだされたとき，例外として話し合いに参加する。

相談員は，保護者に幼稚園での様子と発達検査の結果

の概要を伝え，保護者から家庭での様子などを聞き，情

報交換を行いながら，園と家庭が協力できることについ

て話し合う。

カンファレンス：保護者面談後，相談員と教諭（園長，

担任，他クラス担任などの教諭）の間でカンファレンス

を行う。相談員は，観察と発達検査，及び保護者面談か

ら得た』情報をもとに暫定的なアセスメントを行い教諭ら

に伝える。その内容をもとに，カンファレンスに出席し

た教諭らが’情報や意見を出し合いアセスメントを充実さ

せていく。担任，園長，他クラス担任など，できるだけ

多くの教諭が出席し，園全体で，子どもと保育の問題を

共有し，教諭間の協力体制を作る。

報告書の作成：後日報告書を作成し幼稚園に送付す

る。報告書は，観察で得たエピソードとその解釈，検査

の様子と結果の概要，カンファレンスで議論した内容を

含む総合的なアセスメント及び助言からなる。

研究１：質問紙調査による幼稚園巡回相談

の支援機能の分析

目的

巡回相談によって，幼稚園教諭らはどのように支援さ

れたと評価しているかを質問紙調査法を用いて，幼稚園

に対する巡回相談の支援機能を明らかにする。

方法

質問紙の作成質問紙の作成にあたって，事前に３園

で１５人の教諭に，巡回相談の評価に関する聞き取り調

査を行った。１５名中２名が園長，副園長１名，主任２名，

残りは担任である。園ごとに座談会形式で，教諭らに巡

回相談を受けて，よかった点，物足りなかった点などを

自由に発言してもらい，許可を得て録音し，逐語録を作

成した。録音時間は，各園１時間～１時間半であった。

その中から巡回相談の評価に関する発言を抜き出し，文

章化したところ３３の評価項目にまとめられた。次に，

保育園を対象とした先行研究（浜谷，2005）の質問紙２６

項目と比較したところ，３３項目中２１項目がほぼ同様の

内容であったため，幼稚園の実情に即して項目記述を多

少変更して使用した。Ｔａｂｌｅｌの左側が質問項目である。

幼稚園独自の項目は，１２項目で，対象児に限定した内容

と保護者に関する項目などである。項目ごとに，どのく

らい該当するかを４件法（とても，かなり，少し，ない）

で回答してもらった。

実施2005年１月末に，2002年７月から2005年１月

までに巡回相談を実施した１６園に一斉に配布し，巡回

相談当日のカンファレンスに出席した教諭全員に質問紙

への回答を依頼した。

その結果，１４園から１１３人分の回答を得た。回答のな

かった２園は，2003年度に年長児一事例の相談を行った

園で，相談後１年半以上が経過し，記憶が薄れていると

いう理由で回答がなかった。

結果と考察

回答者113名中，無回答項目を33項目中９項目以上

(25％以上)含む回答者は，分析から除外し，110名分を

分析対象とした。職種別では，園長が５名，副園長が４

名，主任４名，フリー１１名，障害児担当３名，担任８３

名であった。担任の経験年数は，５年以下が５６名

(67.5％）であった。障害児担当は，障害児加配の非常

勤職員で幼稚園教諭，または，障害者施設職員経験者で

ある。特定の子どもを担当する場合と複数の子どもに関

わる場合がある。主任は全員担任をかねていたので担任

に含めると，担任が全体の79％を占めることになる。

なお，以下の統計処理にはSPSSverJ3､０を用いた。

支援評価が高い項目

回答の「とても」「かなり」「少し」「ない」の順に，そ

れぞれ４点から１点の評価点として集計を行った。その
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Tableｌ質問項目，保育者の評定；因子分析の結果

Ⅱ､関心意欲（α＝.821）

１１保育観自分の保育観を 見 直 し 、 考 え る よ う に な っ た ３．０１

１２ 意欲保育の取り組みへの意欲が高まった２．９７、166

13意味保育や指導の意味を考えるようになった３．２１‐､113

14知る保育や障害についてもっと知りたいと思うようになった３．３０

１５視野より広い視野から指導や保育を考えるようになった２．８０、l32

16制度障害児の支援制度や就学に関する仕組みについて理解が深まった２．３８、156

17 問 題どんな問題があるか考えるようになった３．０４‐､111

Ⅲ、対象児理解（α＝､833）

質問項目 因子負荷量

６
６
７
５
６
１
６

７
３
９
２
６
６
８

８
７
６
６
５
５
４

８
Ｄ
Ｂ
Ｏ
●
■
●

略称 平均値ＩⅡⅢⅣＶ

-.141

.240

１．保育方針（α＝､875）

１発達子どもの発達を促すにはどのようにすればよいかがわかった２．４６

２目標 これからの保育の目標が明らかになった２．６３

３確認それまでの保育の意味や成果が確認できた２．６３

４保育クラスの子どもたちの保育（指導）への示唆が得られた２．４０

５対処子どもの問題行動への対処法がわかった２．６３

６自信自分たちの保育に自信が持てるようになった２．０８

７見通これからの保育の見通しを持つことができた２．７３

８遊びどんな遊びや活動を保育に取り入れればよいかがわかった２．６１

９応用巡回相談の事例から学んだことを他の事例にも応用できた２．４４

１０迷い保育上の迷いや不安が少なくなった２．１２

-.200、145

.147

.114

-.172

.183、159

５
９
３
２
６
２
９
８
５
６

２
１
８
６
８
８
７
４
９
６

９
７
６
６
５
５
５
５
４
４

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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畷’

目と，保育意欲に関する項目が共に高い数値を示してい

る。これは，教諭間の連携体制の構築と保育意欲との間

に何らかの関連があることを示唆していると考えられる。

次に，保育園巡回相談の質問紙調査の結果と比較す

る。保育園巡回相談で3.0以上であった９項目のうち，６

項目が本調査においても3.0以上であった。すなわち，

本調査で評価点が高かった７項目中６項目が保育園でも

高く評価されていることになる。それらは，１４「知る｣，

１１「保育観｣，１７「問題｣，２３「協力｣，２４.「共通｣，３２「発障」

の６項目で，保育士・幼稚園教諭ともに高く評価された

結果，平均が3.0以上の項目は，７項目であった。以下，

Tablel（左）の項目略称を使用する。評価得点の高い順

から１４「知る｣，１３「意味｣，３２「発障｣，２４「共通｣，１７「問

題｣，２３「協力｣，１１「保育観」であった。

１４は保育意欲に関わる項目で，１１，１３，１７は保育の振

り返りと見直しに関する項目，３２が発達と障害の理解の

深まり，２３と２４が教諭間の連携に関する項目であった。

この結果から，巡回相談が，発達や障害の理解を深め，

日常の保育の振り返りを促し，保育への関心と保育意欲

を高めたと考えられる。また，教諭間の連携に関する項
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内容は，「発達・障害の理解」「保育の振り返り」「保育意

欲」「職員間の連携」にまとめられる。

支援評価が低い項目

６「自信」及び１０「迷い」の２項目は，平均値が特に低

くなっている。巡回相談が，保育への自信や不安の解消

にはならなかったことを示している。保育理解の深まり

は，保育課題を意識化するが，解決への取り組みは，相

談以降の実践にかかっている。そのため，巡回相談が不

安の解消や自信に直結する結果にはならなかったと考え

られる（田中ほか，2005)。

評価構造の分析（因子分析）

教諭による巡回相談への評価がどのような因子を持つ

かを探索的に検討した。主成分解を初期解としプロマッ

クス回転による因子分析を行った。固有値1.0以上で，

因子解釈可能性から５因子解を選択した。どの因子にも

負荷量が.４５に満たない３項目を省いて，３０項目により

再度，主成分解・プロマックス回転により因子分析した

結果を'mablelに示す。

第１因子は，「発達」「目標」など１０項目からなり，具

体的な保育の方法や方針が明確になり，保育の見通しと

自信を持つという内容なので，「保育方針」と命名した。

第２因子は，「保育観」「意欲」など７項目からなり，

保育の視野を広げ，保育について深く考えるようになっ

た，また，保育，発達，障害への関心が高まり，もっと

知りたいと思うようになったという内容なので，「関心

意欲」と命名した。

第３因子は，「状態」など５項目からなり，対象児の発

達，特徴，行動，他児との関係などについて理解を深め

たという内容なので，「対象児理解」と命名した。

第４因子は，「協力」「保護者」など４項目からなり，

職員間あるいは，園と保護者の連携，協力関係の形成に

関する内容なので，「協力」とした。

第５因子は，「家庭」「子育て」など４項目からなり，

家庭生活と保護者の理解に関する内容なので，「保護者

理解」と命名した。

保育園巡回相談との比較

５因子を保育園巡回相談の先行研究の結果と比較する

と，第１因子の「保育方針」では，１０項目中６項目が先

行研究の「保育方針の作成」に，第２因子の「関心意欲」

では，７項目中３項目が｢保育意欲」に一致していた。第

４因子の「協力」では，４項目中２項目が｢保育成果の評

価」に一致していたが，これらは，園と保護者及び職員

間の協力関係に関する内容であり，「協力」の方が妥当

である。第３因子と第５因子は，対象児と保護者の理解

に関するものであり，ほぼ幼稚園独自の項目である。

以上から，「保育方針」は，先行研究の「保育方針の作

成」に，「関心意欲」が「保育意欲」に相当し，その他は

共通性があまりみられなかった。

研究２教諭へのグループインタビューの

分析

目的

研究１で巡回相談に対する教諭らの評価から，幼稚園

における巡回相談には５つの支援機能があることが明ら

かになった。次に，実際に保育が展開される過程で，巡

回相談は教諭によって，いつ，どのように役立てられて

いるか，すなわち，各支援機能はどのように関係しなが

ら教諭を支援していくのかという支援の構造を明らかに

するために，一事例について教諭へのグループインタ

ビューを行い分析した。

事例は，発達の遅れと自閉傾向のある園児の事例（以

下Ａとする）である。この事例を取り上げた理由は，そ

れまで障害児を受け入れた経験が比較的少ない園である

こと，教諭の年齢が比較的若く，保育経験年数が２～４

年の担任が中心であること，設定保育中心で，Ｘ市の幼

稚園の中では標準的な保育を行っている園であることな

ど，Ｘ市の幼稚園の保育の現状を反映していると考えら

れるからである。この事例の語りの分析によって支援構

造を提示し，幼稚園巡回相談の一つのモデルを提案する

ことを研究２の目的とする。教諭ら３名には，グループ

インタビューによって，巡回相談の評価について語って

もらった。なお，グループインタビューは，回答者に刺

激を与え，彼らが出来事を思い出す支えとなること，及

び単独インタビューを超えた回答をえられる（Flick，

1995/2002）とされる。

方法

巡回相談一事例について，教諭らへのグループインタ

ビューを行った。

調査時期と対象者2005年１月，Ａが年長の３学期

に，Ａの年少時の担任と年長時の担任，及び園長の３名

にインタビューを行った。Ａの年中時の担任はインタ

ビュー時に退職していたため，担任２名へのインタ

ビューとなった。年少時の担任は，Ａを担任したとき，

保育歴２年目で，年長時の担任は保育歴４年目であった。

手続き平日の放課後，園児が降園した後の教室でグ

ループインタビューを行った。筆頭筆者が進行を行い，

巡回相談の感想，巡回相談がその後の保育にどのように

影響し，対象児・クラス及び園にどのような変化があっ

たかを語ってもらった。

まず，年少時の担任が自発的に話し始め，年長時の担

任が続き，インタビューは滞ることなく進行した。面接

者は，担任らの発言内容が不明瞭である部分について質

問したり，話がそれたときに，Ａにかかわる話に戻すと

いう介入を行った。インタビューの時間は１時間半弱で

あった。参加者全員の許可を得て録音した。

なお，プライバシー保護のため所在地はＸ市とし，園
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名は出さず，教諭は職種（園長，担任）のみを記し，児

童はＡとし個人を特定できないように配慮した。

結果の整理テープレコーダーに記録された内容を逐

語記録した。次に，語りの内容が歪められないように，

できるだけ語られたままの言葉を記述し，解釈を入れず

に要約した。

事例Ａの概略Ａは発達の遅れと自閉傾向のある男児

である。１歳６ケ月児健診でことばの遅れが指摘され，

以後地域の療育センターで訓練を受けていた。入園当初

から，対人的コミュニケーションの希薄さに加え，車に

対するこだわりが見られ，担任はかかわりづらさを感じ

ていた。担任は，Ａの行動をどのように理解し，また，

Ａの発達のために保育においてどのような配慮が必要で

あるかを知るために巡回相談を依頼した。入園後，園で

友達ができないのではないかと心配していた母親は園か

らの巡回相談の提案に積極的に同意した。なお，巡回相

談は，各学年に一回ずつ，１０～１１月に実施した。

相談員（第３筆者）は，発達検査と行動観察および保

護者と教諭からの聞き取りを通して，Ａの発達水準と，

障害特徴についてアセスメントを行った。カンファレン

スでは，参加した教諭と共に，Ａの内面世界を理解する

作業を通して保育への助言を行った。例えば，車に対し

て見られたこだわりを，集団活動を妨げる問題行動とし

て捉えるのではなく，車に対する憧れとして捉え直して

みるといった，保育者の視点の転換を行った。その結

果，クラスでの遊びの中に，車をテーマにした遊びを取

り入れる等，Ａのこだわりを媒介として，仲間同士の接

点を増やす工夫がなされた。

また，年長クラスでは，生活面では成長が見られた

が，遊びの幅が広がらず，保育者は悩んでいた。巡回相

談では，Ａ個人の遊びの幅を広げることに注意を向ける

のではなく，クラス全体の遊びとして，仲間を意識する

チーム戦のゲームなどを導入することにより，Ａを含む

遊びの集団作りが重要である，と助言した。

結果と考察

担任及び園長が巡回相談の効果と保育の変化に関して

語った部分を分析対象とし，Ｔａｂｌｅ２に記した。Ｔａｂｌｅ２

には，担任，園長の各発言内容とその内容に相当する支

援機能，及びそれに相当するｍａｂｌｅｌ（左）の質問紙項目

番号を付記した。

年少時の担任の語り′Elble2〔1〕～〔3〕

年少時の担任の語りの考察

〔l〕障害児を初めて受け持った担任が，巡回相談を通

して「まつさらな状態から抜け出して保育を行うことが

できた」と述べている。「まつさらな状態」という表現か

ら，保育経験の少ない担任が，Ａの行動を理解すること

が出来ず，不安を抱えながら保育を行っていたことが読

み取れる。また，巡回相談を受けることによって，担任

が「個別の対応，集団での対応，仲間とのかかわりの広

げ方がわかった」と述べていることから，Ａの多様な側

面について理解を深め，保育方法に関する示唆を得たこ

とがわかる。

すなわち，巡回相談によって，担任は，保育環境との

関係から「対象児を理解」するようになり，その理解に

基づいた「保育方針」を立てるようになったといえよう。

さらに，「親との接し方とか」と述べていることから，

担任は，保護者の状況を理解し，連携のとり方に自信を

持ち始めたと考えられる。

したがって，巡回相談は，比較的経験の浅い担任が，

対象児および保護者に対する理解を深め，保育方針を立

てることに活かされたと考えられる。

〔2〕担任は，Ａの一つの特徴に言及し，巡回相談での

アセスメントと助言が保育にどのように活かされたかに

ついて述べている。まず，担任は，アセスメントによっ

て，これまで不可解に見えていたＡの行動の意味を理解

するようになった（｢対象児理解｣)。そして，「知識がな

ければ引っ張って集団に戻す行動にでてしまう」と，こ

れまでのＡに対するかかわりを振り返り（｢関心意欲｣)，

｢Ａに不利になってしまいます」と，Ａへの配慮の必要'性

について言及している。そして，「状況判断ができるよ

うになった」という発言から，相談員の助言が保育実践

に活かされ，担任がＡへのかかわりに関して，自信を持

つようになったことが示されている。

ここでは，対象児の理解が深まる過程で，担任はＡに

対する関心を増大し，保育への意欲を高めている。その

結果，保育が日々修正され，担任は対象児をより深く理

解し，保育意欲を高め，新たに保育を修正するという循

環ができたと考えられる。

〔3〕手帳による母親との‘情報交換により，母親と担任

との協力関係が深まり（｢協力｣)，担任は，家庭での母

子の状況を理解するようになった（｢保護者理解｣)。さ

らに，担任は，保護者と密に情報交換することで，家庭

での母子のかかわりが変化し，Ａのコミュニケーション

が発達したことを実感している。すなわち，保護者面談

は，園と家庭との「協力」と「保護者理解」を促した。そ

の結果，子どもが変化する過程で「保護者理解」と「関

心意欲」が増すという支援の構造が明らかになった。

年長時の担任の話′I1able2〔4〕～〔6〕

年長時の担任の語りの考察

〔4〕年長クラスになると，Ａの逸脱行動が目立たなく

なり，担任は，Ａに対して問題を感じなくなっていた。

しかし，巡回相談員によって，依然としてＡに対する個

別の対応が必要な状況であることがわかり，担任はＡに

対する理解を修正した（｢対象児理解｣)。その結果，担

任は，保育方針を見直し，Ａへの個別の対応を再開した

（｢保育方針｣)。
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年少

担任

年長

担任

〔l〕

〔2〕

〔3〕

〔4〕

〔5〕

〔6〕

〔7〕
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Table２担任及び園長の語りと支援機能

発言内容

障害のある子を持つのが初めてで，（巡回相談を受けたことで）そういう子との

接し方とか，親との接し方とか，集団に入ってからのＡ君とのかかわりとか，あ

と，Ａ君が集団にどうかかわっているかということに対して手段がわかったとい

うか，どのように接していけばよいかっていうことがわかって，まつさらな状態

から抜け出して保育できました。

Ａ君の持っている世界というものが私には理解できなくて，「ウー」って声をだ

しながら自分の世界に入って走り回ったり，帽子を一つ一つ帽子かけから落とし

ていくっていう時期があって，そのことを相談したら，その子なりの世界には

いってしまうと，周りの声が聞こえなくなるんだということを教えていただいた

んですね。

そういう知識がなければ，引っ張って集団に戻すっていうような行動にでてしま

う。そうなると，Ａ君に不利になってしまいます。アドバイスをもらって，こん

なときは，放っておいてもいいんだとか，こういう時は，中に入れなきやいけな

いんだとかそういう状況判断ができるようになりました。

(母親面談で）お母さんと手帳でのやり取りをしたらどうですかというアドバイ

スをいただいて，幼稚園でやったことを何月何日何をしたというように簡単な手

帳に書いてやりとりしました。お母さんは，それをもとに家でＡ君に，「今日幼

稚園で○○したんでしょう｡」とたずねたりして，そのうちに，Ａ君は，幼稚園

の様子を自分から「○○した｡」と話せるようになってきて，お母さんも幼稚園

の様子が理解できるようになったということです。手帳には，家ではこういう風
に答えていたとか，家で遊んでいることとか，今日は，何をしたとか，おばあ
ちゃんちに行ったとかが書いてありました。

年長になって，人数が35人と多くなったんですね。人数が多いのにびっくりし

て，４月と５月は，Ａ君は，戸惑ってばかりで，（クラスの子どもたちを）だ一

れって感じで，（担任の）話も聞けない状態でした。行動は一番最後で，一対一
で「Ａ君，次は～しようね｡」と声をかけると，「うん，わかった｡」と遅れなが
らもみんなについてくるという様子でした。２学期には，新しい環境になれ，み
んなと大体行動が一緒にできていたので，もう大丈夫だと思って個別指導はして
いませんでした。巡回相談のときに，Ａ君は一回言ってもわからないから個人的

に先生がそばでこっそりもう一回説明してあげてくださいというアドバイスを受
けて，理解していたと思っていたけれど，実は理解していなくて，やっぱり個別
対応が必要だとわかって，今も一対一で対応しています。

巡回相談を受けたころは，たとえば，サッカーをすると，勝ってもうれしい，負
けてもうれしくて，勝ち負けがわかっていないんですね。そのことがカンファレ
ンスで話題になって，相談員の先生からグループごとにゲームをしてみたらどう

でしょうというアドバイスをいただいて，結構毎日お部屋とか外でもやってみる

んですけど，最近はだいぶ勝ち負けがわかってきたみたいで，負けると「え～，
まけちゃった｡」とくやしそうな，今まで見たことのないような行動をするよう

になってきて，このまま卒園まで続けていこうかなと思っています。

お家では，お母さんが協力的なので，結構毎日，今日は園でこういうことをしま

したっていう話をして，家ではこんなことをしていますっていう情報交換をして

います。逆上がりを一人でできるようになりたいっていうのが今のＡ君の希望
なんですけど，お家で腕立て伏せとか腹筋とかをしているそうです。

クラスのほとんどの子どもができるので，多分，なんで自分だけできないんだろ

うと思ったと思うんですよね。クラスの子どもたちは，２学期にがんばって，Ａ
君は３学期に入ってからがんばっています。

巡回相談を受けるようになってから園全体が障害を持っている子を受け入れると

いうことを覚‘悟するようになりましたね。新しい子がきたときには，先生たちみ

んなに２，３日様子をみてもらうんです。あの子だったら入園しても大丈夫だろ
うと見通しをもつんです。

支援機能

保育方針５，７，８

対象児理解２２

対象児理解１８，１９

関心意欲１１，１２，１５，１７

保育方針１，２，５，１０

協力２５

保護者理解２７，２９，３０

関心意欲１２

対象児理解１８，２０

保育方針１，２，３

対象児理解１８，２１

保育方針１，３，７，８

関心意欲１１，１２，１３

協力２５，２６

保護者理解２７

協力２３，２４

保育方針９
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〔8〕

学年が変わったとき，先生のクラスに○○君をいれるよっていうと，このごろは

みんな「は一い」って言ってくれます。みんなうけ入れてくれる。ありがたいで

すよ。

協力２３

園長〔9〕

みんな一人の人間で，たまたまその子はそういう特徴のある子なんだという理解

の仕方になりました。だから，考え方，つまり，きちんとクラスをまとめて，一

緒に行動させようということに重きを置かなくていいんだと思うようになって，

できる，できないに一喜一憂しなくなりました。その子はその子でいいんだ，み

んなができて，その子ができないときがあってもいいんだっていうように思える

ようになった。踊らなくてもそこで座っているだけでもいいんだっていうように

ね。

川駕無驚そういう子でも担任がおだやかになってい化できるよう

園長〔11〕

そのクラスのことは，園全体が知ってるのね。だからみんながＡ君を知っている

し，みんながＡ君にかかわるし，みんながＢ君（自閉傾向）にかかわっている。

Ｂ君がこっちを見て手を振ったよというのが園の大ニュースなんですよ。しゃべ

るときも，何をするときも顔を見なかった子が，こっちを見て手を振ったってい

うんですよ。担任は大喜びだし，じゃあ，みんなでやってみようということにな

る。

関心意欲１５

協力２３，２４

関心意欲１２

年少〔12〕（カンファレンスで相談員の意見を）みんなで聞けるのがすごくいいです。

年長〔'３１回繰言獣憩難聴蛍繍妄灘鰯麗好協力肌
園長〔１４〕

全員〔１５〕

(相談員が)共感してくれるのがいい。「先生，それは腹が立つでしょう｡」って。

気が楽になるよね。

また，担任は，Ａの発達特徴を理解し，新学期当初の

Ａの問題行動に冷静に対応している。２学期になり，Ａ

の行動が落ち着き，他児の中にいるようになると担任は

安心し，Ａについて問題を感じなくなっている。しかし，

相談員の指摘によって，目立たないことがＡの成長では

ないことを理解し，Ａの発達を促すという視点から保育

を再考し始めた。

〔5〕カンファレンスにおいて，一見するとＡは仲間に

入っているように見えるが，活動を共有するには至って

いないことが確認された（｢対象児理解｣)。その結果，

クラス全体の遊びを育て，その中にＡが位置付くように

配慮することが担任及び教諭間で合意された。また，相

談員が具体的な方法を提案し，新たな保育の取り組みが

始まった（｢保育方針｣)。

その後の保育実践において，担任は，Ａが変化してい

く様子を実感し，「関心意欲」を増している。〔４〕同様

に，表面上の適応状態に満足するのではなく，担任は，

Ａの発達とクラスへの参加の可能性を追求するように

なったといえよう。

〔6〕巡回相談をきっかけにして，Ａへの対応について

家庭と具体的に協力するようになった（｢協力｣)。Ａは，

「一人で逆上がりができるようになりたい」という目標

を持つようになり，担任と母親はＡの目標の実現に向け

て協力した。担任は，母親の努力を評価し，保護者への

理解を深めた（｢保護者理解｣)。年長になり，担任と保

護者の関係はさらに親密になり，担任と母親が相互に尊

重しあう関係が構築されている。

園長の語り′Elble2〔7〕～〔10〕

園長の語りの考察

〔7〕〔8〕園の教諭全休が発達障害を持つ子どもへの理

解を深め，実践を通して保育への見通しと自信を持つよ

うになったことがわかる。また，園全体で協力して困難

を持つ子どもを育てようという園内の協力体制が構築さ

れた（｢協力)｣)。

〔9〕園の教諭ら全体が，子どもの多様な発達の特徴に

ついて理解を深め，長期的な視点を持つようになったこ

とがわかる。また，園長は，子どもの特徴に応じた多様

な保育のあり方と子どもの参加の仕方を受け入れるよう

になったと語り，園全体の保育観が変化したことがわか

る。

〔10〕園長は，園内の協力体制によって，担任の気持

ちに余裕が牛まれ，その結果，子どもが変化するという

支援構造について言及し，園内のサポート体制の重要性

を示唆している。

インタビューにおける園長・担任のやりとり′I1able2

〔11〕～〔15〕

園長と担任の語りの考察

〔11〕～〔13〕巡回相談を通して，Ａについて共通理解
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っ。それによって，「保護者理解」が促されると同時に，

園と家庭とのコミュニケーションが円滑になり，担任の

保育実践への「関心意欲」が高まる。そして，家庭と園

との情報の共有が，園での具体的な「保育方針」に影響

を及ぼす。

このような巡回相談による幼稚園の保育実践への支援

機能をもとに，その関係を示して構造を簡略に図式化し

たのがFigurelである。

すなわち，カンファレンスによって，担任はそれまで

の保育を振り返り，対象児について理解する。また，保

護者面談によって，保護者の状況を理解する。これら

は，その後の保育実践の前提となる支援であるという意

味で第一次支援と呼ぶことにする。

この第一次支援によって，担任は，心理的に安定し，

意欲的に保育実践に取り組み，日々の保育実践の方針を

立てることができる。これを第二次支援と呼ぶことにす

る。

第二次支援はさらに，保護者との協力関係，職員間の

連携を円滑にし，強化する。これを第三次支援と呼ぶこ

とにする。

この巡回相談では対象児・クラス・家庭に関する資

料，関係者への聞き取り，保育場面の観察，及び発達検

査によるアセスメント，保護者との面接などによって，

担任が第一次支援を十分に受けることができるような所

見と助言を提示することが中核的な部分である。

同時に，関係者全員参加のカンファレンスによって，

担任が第二次支援を受けることができるようにする。と

りわけ，カンファレンスを中心に，関係者が協同的に関

したことで，職員全体が情報を共有し，担任以外の保育

者もＡとかかわるようになった（｢協力」の中の｢共通｣)。

また，園全体の協力体制が整い（｢協力｣)，担任は，Ａ

を保育することに意欲を増し（｢関心意欲｣)，担任一人

で問題に対応するという状況がなくなっている。

〔14〕～〔15〕カンフアレンスにおいて，担任らが保育

において感じている困難に相談員が共感することによっ

て，担任らは心理的に安定したと語っている。相談員に

よる対人援助の一つと考えられる。

巡回相談の全体の支援構造

Ａの巡回相談に関する３名の語りから考えられる支援

構造は以下の通りである。まず，相談員のアセスメント

と助言が担任の「対象児理解」を促す。カンファレンス

では，保育観察と発達検査の結果，及び普段の子どもの

様子や行動についての情報をもとに相談員と教諭らが意

見を交換しアセスメントを洗練する。この過程が教諭ら

の日常の保育の振り返りを促し，「関心意欲」を引き出

すと考えられる。

担任は，アセスメントと助言を参考にして，新たな保

育方針をたて保育実践を行う。これが「保育方針」であ

り，アセスメントと助言を参照しながら，実践に向けて

具体的な方針が立てられる。さらに，カンファレンスで

のやりとりによって，子どもの状態や保育の見通しにつ

いて教諭間の共通理解ができ，その後の協力体制が構築

される。このような協力体制が担任の負担を軽減し，保

育実践の過程で保育意欲を高め，実践を通して理解を深

め，連携を強化するという良好な循環を形成する。

また，保護者面談は，両者の良好な関係形成に役立

コンサルティが受ける支援

画
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与して，状況の理解を進め，保育実践の方向性を考える

とともに，これを共有し支持する点が重要である。それ

らが有効に行われれば，結果として，担任は第三次支援

を受けることになると考える。

総合 考察

本稿の目的は，発達臨床コンサルテーションとしての

巡回相談を幼稚園に実施したとき，どのような保育支援

機能があるかを明らかにすることであった。その目的に

照らして，幼稚園巡回相談独自の支援機能と保育園にも

共通する支援機能を明らかにし，それらの機能の構造を

示すことができた。以下にそれらを整理する。

幼稚園と保育園に共通の支援機能

幼稚園教諭らの評価から「保育方針」「関心意欲」「対

象児理解」「協力」「保護者理解」の５つの支援機能があ

ることが明らかとなった。

そのうち，「保育方針」と「関心意欲」は，保育園巡回

相談の「保育方針の作成」及び「保育意欲」に相当し，発

達臨床コンサルテーションに共通の支援機能であった。

特に，「関心意欲」（保育園の「保育意欲｣）は，幼稚園及

び保育園で，支援効果が高かったことからこの形式のコ

ンサルテーションに共通の支援機能の一つであるといえ

る。

教諭は，カンファレンスで，相談員とともに保育を振

り返り，問題を整理する。そのとき相談員は，アセスメ

ントによって，対象児と保育について教諭の理解を促

す。この過程において，教諭の保育への関心と意欲が高

まる。Schulte＆Ｏｓｂｏｍｅ（2004）は，コンサルテーショ

ンの文献研究から，コンサルタントとコンサルティの協

同が，コンサルティの介入を動機付けるために行われて

きたことを見出した。本研究において，相談員と教諭の

協同は，保育実践への動機付けを目的としたわけではな

いが，結果的に保育意欲が高まったという点で二次的に

動機付けの効果があったと考えられる。

子どもと保育についての理解を深める過程は，教諭の

関心意欲を高める過程でもあると考えられる。そのた

め，相談員は，教諭にとってわかりやすく，子どもの生

活実態に即したアセスメントを提示し，カンファレンス

において，教諭と協同でアセスメントを充実させていく

対人援助の力量がもとめられることになる。

保育経過に応じた支援

研究２の事例検討において，年少時の初回の巡回相談

による担任の理解と年長時（３回目）の理解は異なって

おり，相談員のアセスメントと助言は質的に異なるもの

となった。年少時には，まず，子どもの発達の状態や発

達の特徴を伝え，実際の保育のなかで，その特徴がどの

ような行動となって現れるかということうを担任に理解

してもらうこと，及び園内の協力が欠かせないことを教

諭らに認識してもらうことがもっとも重要であった。し

かし，園内の協力体制が作られ，実践を通して，Ａに対

する理解が進み，担任が対応のスキルを増していくと，

担任のニーズと相談の内容は変化していく。事例では，

一見適応状態にあるＡの発達の実態を相談員が指摘する

ことで，担任のＡの発達への理解が深まり，新たな保育

方針が立てられた。この場合，単に担任のニーズに応じ

る相談ではなく，対象児の育ちを優先した相談が実施さ

れた。相談員には，対象児と対象児を取り巻く子どもの

発達の可｢能性を保育のなかで引き出していくための相談

が求められる。

コンサルテーションにおける協同による連携の構築

次に，「協力」であるが，園内協力は，担任らの語り

から，園内の保育環境，担任の心理的安定，保育方針に

強く影響していることが明らかになり，巡回相談によ

り，園内の協力体制が構築されることの効果が確認され

た。３０人以上の園児を一人で担任することが多い幼稚

園では，園内協力はきわめて重要な支援と考えられる。

西坂（2002）は，幼稚園教諭が「園内の人間関係」と「仕

事の多さと時間の欠如」をストレスとして認知し，精神

的健康に影響を及ぼすことを明らかにしている。協力体

制の構築は，教諭らの良好な人間関係を生み，仕事の負

担の軽減につながる。保育園巡回相談の調査において

も，質問項目の「職員間で協力して保育するようになっ

た」は，職種を問わず保育士から高く評価されており。

職員間の協力は，保育を円滑に進めるための重要な要因

であるといえる。ただし，保育園では，長時間保育とい

う制度上の特性から，日常的に多職種がかかわり。協力

体制が作りやすい（木原，2002)。一方，幼稚園は，ク

ラス内の問題を一人で抱えやすい構造にある。そのた

め，コンサルテーションを通して，問題を園内で共有

し，協力の重要性について園全体が認識し，具体的な協

力の仕方について検討することは，担任にとって心理

的・実践的に大きな支援となると考えられる。したがっ

て。相談員には，協同関係を築くことへのコーディネー

ターとしての役割が求められるといえよう。

ところで，カンファレンスでは，相談員のアセスメン

トをもとに情報交換を行い，実践的な保育方法や方針が

検討されていく。この過程は教諭と相談員の協同によっ

て進行し，教諭と相談員双方の専門』性が重視される。コ

ンサルテーションは，コンサルタントとコンサルティが

相互作用しながら問題解決に取り組む間接的で専門的な

調整であり，協同は，同等の専門性と意思決定力を持つ

人々の対人関係様式であるとされる（Klein＆Harris，

2004)。幼稚園へのコンサルテーションでは，特に「保

育方針」において，教諭の保育の専門性が発揮され，相

談員の発達臨床に関する専門性との協同により，教諭は

具体的な保育方法や方針を立て実践する。たとえば，事
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例において，相談員の助言を参考に，「状況判断ができ

るようになりました」というように，保育現場において，

担任は自分自身の意思決定に基づいて行動している。相

談員は，協同を通して，教諭が主体的に意思決定できる

ように促していくことが求められると考える。

幼稚園巡回相談に重視される機能

「対象児理解」「保護者理解」は，保育園の先行研究に

はなかった機能である。「対象児理解」は，対象児に関

する理解の深まりを示す内容である。巡回相談は，対象

児にかかわる問題解決を本来の目的としているので，対

象児の理解が促されたことは，巡回相談の目的に沿う結

果であると同時に，アセスメントの効果といえよう。ま

た，幼稚園巡回相談において，アセスメントにより「対

象児理解」が促され，その結果「関心意欲」が高まり，

｢保育方針」が支援されるという構造が明らかになり，

｢対象児理解」は，他の支援機能に先立つ支援機能であ

ることが見出された。

一方，保育園巡回相談では，コンサルテーション全体

を通して発達や障害の理解が支援されるとする（浜谷，

2005)。この違いは，一つには，幼稚園教諭と保育士の

経験と専門性の違いに起因していると考えられる。事例

の年少時の担任のように，障害児を担任したことがなく

「まつさらな状態」の担任にとって，まず，対象児を理

解することが必要であった。担任は，対象児を理解する

ことによって，問題を整理し，保育方針を立てることが

できたのである。幼稚園には乳児保育がなく，教諭の乳

児から幼児への発達の知識は限られている。そのため，

発達に遅れのある子ども達に接したときの困惑は保育園

の保育士より大きく，「対象児理解」は，教諭らにとっ

て保育を考える基礎となると考えられる。

保護者面談の効果

保護者面談の効果は「保護者理解」が深まったことで

ある。事例では，保護者との連携が担任と保護者の円滑

な関係を支援し，親密な情報交換によって，Ａに対して

園と家庭が一貫した支援を行うことができた。そのこと

で，担任と保護者の相互理解が深まりＡの発達が促され

た。田村・石隈（2003）は，学校へのコンサルテーショ

ンにおいて，「保護者と連携することは，学校や家庭で

見せる子どもの姿の違いや，子どもの援助ニーズを明確

にし，援助案を立案できる｡」として保護者との連携の

意義を示唆している。幼稚園においても，同様に，コン

サルテーションに保護者を含めることの効果が確認され

たといえよう。在園時間が４～５時間程度の幼稚園にお

いて，子どもを取り巻く人々が連携し，子どもについて

の共通理解をもち，それぞれの環境で子どもの援助ニー

ズを意識したかかわりを持つことが望まれる。本研究の

事例では，幼稚園での「逆上がり」という活動を通して，

家庭と園が協力し相互がＡの成長を確認するができた。

吉川（2002）は，保育者と保護者の良好な関係とは、共

通の目標や見通しを持つことであるとしている。事例に

おいても，共通の目標ができたことで，園と家庭のそれ

ぞれのやり方でＡを支援した。幼稚園のように限られた

時間での保育支援をできるだけ有効にするためには，相

談員は，園と家庭との連携を推し進めるコーディネー

ターとしての役割を担うと考えられる。

巡回相談員に求められる専門性

以上より，この巡回相談において，相談員に求められ

る専門性は，まず，第一に，発達臨床（発達と障害に関

する）の専門性である。とりわけ，生活場面に即して対

象児の発達と障害の状況とクラスの教諭と子ども，及び

子ども同士の相互作用を理解しアセスメントすることが

重要である。次に，カンファレンスと報告書によって，

所見と助言が有効に教諭に伝わり，教諭の困難に共感し

つつ，介入案を協同的に創る対人援助の専門性である。

加えて，園と家庭との連携を促し，相互の協力体制を築

く対人援助の専門性が求められるといえよう。

今後の課題

本研究では，コンサルタントとコンサルティの協同の

重要性が考察された。しかし，どのような場面でどのよ

うに協同が進行するのかなどの詳細な検討はできなかっ

た。協同の過程を分析するには，カンファレンスとその

後の保育について詳細に検討する必要がある。今後の課

題としたい。
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社会的制約による対処方略の違い：

外的に設定された基準目標を目指す多重役害'1学生と単一役害'1学生の比較

竹村明子
(沖縄県浦添看護学校')）

前原武子
(琉球大学教育学部）

本研究の目的は，目標達成基準が外的に設定された場面において，社会的制約の有無により個人の対

処方略に違いがあるのかについて検討することであった。そのため，Brandtstﾖdter＆Renner（1990）の

DualProcessモデルを基に，看護師資格取得を目標とする学生のうち，仕事と学生役割を持つ多重役割

群（〃＝１０５）と学生役割のみの単一役割群（〃＝142）を対象に，彼らの調整型対処（現実に合わせて自

己を調整する対処）と同化型対処（環境を変えて粘り強く目標を目指す対処)，心理的健康（抑うつ・生

活満足感）について比較を行った。その結果，ｌ）多重役割群は単一役割群に比べ，調整型対処が高く同

化型対処に差はないこと，２）心理的健康について両群の間に差がないこと，３）両群ともに調整型対処が

高いほど抑うつが低いこと，が明らかとなった。これらの結果より，社会的制約の多い個人は，そうで

ない者より，現実に合わせて自己を調整する対処を多く用いていること，それが彼らの抑うつを緩和し

ていることが示唆された。さらに新たな知見として，多重役割群のみにおいて，調整型対処が高いほど

同化型対処も高いこと，同化型対処が彼らの生活満足感を高めるよう働いていることが見出された。単
一役割群には，このような傾向は見られなかった。

【キー・ワード】社会的制約，対処方略，心理的健康，調整型対処，同化型対処

背景と目的

目標を妨げる制約と対処方略

人はさまざまな制約の影響を受けながらも，自ら目標

を選択し，主体的に人生を形成していくと考えられてい

る（Lemer＆Busch-Rossnagel,1981)。Heckhausen（2000）

によれば，制約とは目標を妨げる障害のことであり，社

会的制約（社会的役割および社会規範など)，生物学的

制約（加齢および成熟など)，心理学的制約（パーソナリ

テイおよび認知的能力，効力感など）に分類される。そ

の中でも社会的制約は，成人期の発達に重要な影響を及

ぼす（e､g､,Heckhausen＆Shultz,1995)。例えば，人生の

目標を達成しようとする場合，仕事・親・配偶者などの

多重の社会的役割を担うことは，個人の役割過負荷（多

忙さ，疲労感など）を増大させ，個人を目標から撤退さ

せるように働く。それに対して個人は，社会的役割のバ

ランスをとるために，「他の方略を用いる｣，「より努力

を注ぐ」などの対処を駆使し，目標を達成しようと努め

る。この場合，多重の社会的役割，すなわち社会的制約

は,個人にとって，目標の妨げとなると同時に，対処行動や

認知の変化を促す要因ともなる（Reund＆Baltes,1998)。

このような社会的制約について探索することは，成人期

の発達を理解するために，重要なテーマの一つである。

ところで，社会的制約に関する従来の研究のほとんど

l）現所属：琉球大学教育学部

Iま，社会的制約が心理的健康に与える負の影響を低減す

る要因は何か，ということに関心を向けてきた。例え

ば，看護師資格取得という目標を持ちながらも，仕事ま

たは家庭，育児という多重役割を担う看護学校生は，情

緒的サポートおよび道具的サポートを求めることによっ

て（Gigliotti,1999)，または母親役割への期待認知を低

下させることによって（Ｌin,2005)，心理的健康を維持

していることが報告されている。また，仕事と家庭役割

という多重役割を担う母親は，家庭役割への関与の低減

(Matsui,Ohsawa,＆Onglatco,1995)，自己の認知や感情

を調整し周りの状況に適応しようとする'盾動焦点型対処

(Aryee,Luk,Leung,＆Ｌｏ,1999)，一時的な逃避や気晴

らし（Gramling,Lambert,＆Pursley-Crotteau,1998）など

の対処方略を行うことによって，多重役割が心理的健康

に与える否定的影響を軽減していることが見出されてい

る。これらの研究により，社会的制約と心理的健康の関

係は，対処方略により調整されることが明らかとなっ

た。しかし，社会的制約の有無により，用いる対処の種

類および量に違いがあるのかは明らかではない。社会的

制約が成人の発達に与える影響を明らかにするために

も，社会的制約と対処方略の関係を調べることは意義あ

ることと考える。そこで本研究は，社会的制約により対

処方略の種類および量に違いが見られるどうかについて

検討することを主な目的とする。

ＤｕａｌＰｒｏｃｅｓｓＭｏｄｅｌ

制約と対処方略の関係に関する理論は，数は少ない
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ものの，いくつか提唱されている（e､g､,Heckhausen

＆Schulz,1995;Freund＆Baltes,1998)。その中で，

Brandtstiidterらは対処方略を２種類に分け、制約を取り

除くことができるか否かにより優勢となる対処方略は異

なるというモデル（DualProcessModel）を提唱してい

る（Brandts伽ter＆Renne喝1990;Brandtstiidtel)Wentura，

＆Grevel993;Brandtstﾖdter＆Rothermund,2002)。この

モデルに従うなら，生物学的制約および社会的制約，心

理学的制約にかかわらず，制約により目標と現実との間

にズレが生じた場合，個人は先ず制約を取り除き現実を

変えることで目標と現実のズレを解消しようとする。こ

れはassimilativecoping（同化型対処）過程と呼ばれ，問

題を直接解決するよう努力を注ぐなどの対処が行われ

る。しかし，同化型対処で制約を取り除くことができな

い場合，個人は制約のある現実を受け入れ，目標を調整

することで目標と現実のズレを解消しようとする。これ

はaccommodativecoping（調整型対処）過程と呼ばれ，

現実を肯定的に再評価し，理想レベルや計画を変更する

などの対処が行われる。Brandtstiidterらは，上記モデル

を実証的に検討するために，′menaciousGoalPursuit＆

FlexibleGoalAdjustment(TGP＆FGA）尺度を作成した。

下位尺度であるＴＧＰ尺度は，同化型対処を測定する尺

度であり，制約のある状況では粘り強く目標を追求する

項目と，一方の極は学習性無力感に陥り目標を諦めてし

まう項目から構成されている。もう一つの下位尺度であ

るＦＧＡ尺度は，調整型対処を測定する尺度であり，制

約のある状況を肯定的に再評価する項目および行き詰っ

た計画や課題を変更する項目と，一方の極は不毛な計画

や課題から簡単に撤退することをためらう項目から構成

されている（Brandts伽ter＆Rennen1990)。この尺度の

特徴は，ＴＧＰ尺度が個人の目標維持に対する不屈な側

面を捉えているのに対して，ＦＧＡ尺度が個人の現実に

対応しようとする柔軟な側面を捉えていることにある

（Skinner;1996;Morling＆Evered,2006)。Brandtstiidter

らは，このＴＧＰ＆ＦＧＡ尺度を用いて１８～８１歳の人々

の対処方略を測定し，年齢が高くなるほどＴＧＰ尺度得

点が低下し，ＦＧＡ尺度得点は高くなることを見出した

（Brandts伽ter＆Rennen1990)。彼らはこの結果につい

て，前期成人期に比べ後期成人期の個人は，心身の機能

低下や慢性的病気など，自分の努力では取り除くことの

できない制約が多くなるために，制約を取り除くような

同化型対処（ＴＧＰ尺度得点で表される）が低下した一方

で，制約のある現実の状況を受け入れ理想レベルや行動

を切り替える調整型対処（ＦＧＡ尺度得点で表される）が

高まったと解釈している（Brandtstﾖdter＆RennelJ990；

Brandtstﾖdtereta1.,1993)。さらに彼らは同化型対処

も調整型対処も，心理的健康（抑うつ度の低さや生活満

足感の高さ）と正の相関があること，調整型対処が高い

ほど，理想と現実のズレの大きさが心理的健康に与える

負の影響を緩衝する効果が見られたことも報告している

(Brandts伽ter＆RenneEl990)。類似の結果は，１５～８６

歳の日本人を対象とした研究でも見出されている（松

岡，2006)。また，慢性的な苦痛に悩む患者を対象とし

た研究では，調整型対処が高いほど抑うつが緩和される

ことが報告されている（Schmitz,Saile,＆Nilges,1996)。

Brandtstiidterらのモデル（Brandtstｮdter＆Rothermund，

2002）は，以下の点で注目に値する。第１に，対処方略

を複数の種類に分けることにより，制約と対処方略の関

係はそれぞれ異なることを実証的に示した点である。そ

れまでは，制約の増加に伴い投入される対処の量につい

て，増加するという立場と，低下するという立場の双方

が主張されており，研究者の間で意見の一致が見られな

かった（Baltes＆Baltes,1990)。その問題に関して

Brandtstﾖdter＆Renner（1990）は，対処方略を２種類に

分けることにより，制約の増加に伴い，一方の対処方略

(同化型対処）は低下するものの、他方の対処方略（調整

型対処）は増加することを明らかにしたのである。第２

に，調整型対処が個人の心理に肯定的影響を及ぼすこと

を示したことも注目に値する。従来，目標達成が妨げら

れる場面では，同化型対処のように問題を直接取り除く

問題解決型の方略は，目標への接近を促し心理的健康に

肯定的影響を与えるのに対して。調整型対処のように現

実に合わせて自己を変える方略は，問題が解決されず残

るため，結果的には心理的健康に否定的影響を与えると

考えられてきた（Lazarus＆Fblkman,1984)。これに対

し彼らのモデルは，調整型対処のもつ現実に対応しよう

とする柔軟な側面を強調することにより，調整型対処も

心理的健康に貢献することを実証的に確認したのであ

る。

しかし，Brandtstiidterらのモデル（Brandtstﾖdter＆

Rothermund,2002）には複数の課題も残されている。第

１は，制約と対処方略の関係に関する問題である。この

モデルに従えば，“制約が取り除けない状況では同化型

対処が低く調整型対処が高い”という仮説は，生物学的

制約および社会的制約にかかわらず成立すると考えら

れる。しかし，Brandtstﾖdterらは，実証的研究（e､g､，

Brandts歯dter＆Ren､“1990）において，生物学的制約

（加齢）に焦点をあてた検討を行ったが、社会的制約に

焦点をあてた検討は行っていない。上述したように，仕

事と家庭の多重役割を担う母親は，家庭役割への関与の

低減，情動焦点型対処，一時的な逃避や気晴らしなどの

対処方略を用いて，心理的健康を維持していることが示

されていた（e､g､,Matsuieta1.,1995)。これらの対処方

略は，現実に合わせて自己の行動や認知を調整する対

処．すなわち調整型対処と類似の対処方略であり，社会

的制約を抱える彼らは調整型対処を多く用いていること
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が推測される。よって，調整型対処と同化型対処につい

て，社会的制約の多い者とそうでない者の比較をするこ

とにより，モデルの提唱する仮説が社会的制約に関して

も成立することを，実証的に確認できると思われる。第

２は，目標内容の問題が挙げられる。先行研究（Brandt‐

s直dter＆Renne喝1990;松岡，2006）が検討した目標の内

容は，健康維持および理想自己など，目標達成の基準を

個人内で設定できるものであった。しかし，国家資格取

得など，目標達成の基準が外的に設定されている場合，

現実の状況に合わせて理想レベルおよび計画の変更を行

うような調整型対処は，目標への接近を保証せず，否定

的影響を及ぼすのではないかという疑問が残る。よっ

て，外的に目標達成基準が設定されている場面でも，社

会的制約の多い個人にとって，調整型対処の方が，同化

型対処より，心理的健康に貢献することを確認する必要

がある。

上述した研究課題に加えて，調査実施にあたりどのよ

うな人々を対象に調査を行うのか，という問題も重要で

ある。同じ目標を持ちながらも，社会的制約の異なる群

の人数を，分析に耐えられるだけ確保することは難し

い。この問題に関して，看護師養成所の学生を調査対象

とすることが，適切であると考えられた。現在，看護師

養成所には，准看護師として働きながら学ぶ学生と学業

を一日の活動の中心にしている学生が在籍している。前

者の学生は後者の学生に比べ，養成所での授業時間が一

日平均約４時間（後者は約８時間）と短いものの，一月

100時間以上におよぶ勤務に加えて夜勤や准夜勤，日勤

をこなしながら看護の勉強を続けている。このような准

看護師として働く学生にとって，仕事役割は看護師資格

を取得するという目標達成を妨げる社会的制約となって

いると考えられる。そこで本研究では，仕事役割を担う

ことを看護師資格取得の目標を妨げる社会的制約と捉

え，仕事役割を担いながら学ぶ学生を多重役割群（社会

的制約の多い群)，仕事役割を持たない学生を単一役割

群（社会的制約のないまたは少ない群）として，同化型

対処および調整型対処に関して比較検討を行うこととす
る。

目的と仮説

先ず研究１として，多重役割群は社会的制約が多く，

単一役割群は社会的制約が少ないことの確認を行う。そ

のために，多重役割群および単一役割群を対象に，看護

師資格取得の妨げとなっている制約に関する調査を行
い，群間の比較を行う。

次に研究２として，主な仮説を検証する前に，対処方

略を測定する尺度すなわちＴＧＰ＆ＦＧＡ尺度の因子構造

と因子間の関係について検討を行う。本尺度の因子構造

と因子間の関係は，異なる複数の結果が見出されてお

り，研究者の間で意見が一致していない。Brandtstiidter

＆Renner（1990）は，本尺度が２因子構造を示すことと，

ＴＧＰ尺度得点とＦＧＡ尺度得点の関係は無相関か，あっ

ても低い相関であることを確認している。しかし，松岡

（2006）は，日本人を対象として調査を行った結果，本

尺度が３因子構造（ＴＧＰの正の項目が集まった「粘り強

さ」因子と，その逆転項目が集まった「諦めの早さ」因

子，ＦＧＡの正および逆転項目の一部が集まった「肯定的

解釈」因子）を示すことと，ＴＧＰ尺度の一部を表す「粘

り強さ」因子とＦＧＡ尺度を表す「肯定的解釈」因子の間

に正の相関があることを報告している。そこで，ＴＧＰ

＆ＦＧＡ尺度の信頼性と妥当性について改めて検討を行

う。

そのうえで研究２の第１目的として，社会的制約に

おいて，Brandtstiidterらのモデル（Brandtst加ｅｒ＆

Rothermund,2002）が提唱する“制約が取り除けない状

況では，同化型対処が低く調整型対処が高い'，という仮

説が成立することを検証する。モデルに従うなら，多重

役割群は，単一役割群に比べて，同化型対処が低く調整

型対処が高いことが予想される（仮説１)。そこで，彼ら

の同化型対処および調整型対処を測定し群間の比較を行

う。

第２目的として，社会的制約が多いからといって心理

的健康が低いわけではないことの確認を行う。モデルに

従うなら，社会的制約が多重役割群の心理的健康に負の

影響を与えても，調整型対処により緩和されるため，多

重役割群と単一役割群の間に心理的健康の差はないと予

想される（仮説２)。そこで，心理的健康の否定的側面と

して抑うつを，肯定的側面として生活満足感を測定し，

抑うつおよび生活満足感について群間の比較を行う。

第３目的として，国家資格取得のように達成基準が外

的に設定されている目標場面において，調整型対処が同

化型対処よりも多重役割群の心理的健康に貢献すること

の確認を行う。モデルに従うなら，達成基準が外的に設

定されている目標場面においても，調整型対処が抑うつ

を低下させ生活満足感を高めるように働くことが，社会

的制約の多い多重役割群で見出されると予想される（仮

説３)。そこで，多重役割群および単一役割群を対象に，

対処方略と心理的健康の関係について分析を行う。

研究１

目的

多重役割群は社会的制約が多く，単一役割群は社会的

制約が少ないことの確認を行う。

方法

調査参加者と調査方法看護専門学校２校に所属する

１～３年次の看護学校生344名（男性〃＝93,女性〃＝

251）を対象に，質問紙を配布し，その場で回答を求め

回収した。調査実施時期は2005年と2007年の７月下旬
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であり，それぞれ異なる学生を対象とした。調査実施の

折には，倫理面を配慮し，第１筆者が調査の目的および

個人情報保護に関する説明を行った。加えて同意書を添

付し，調査協力の有無を選択できるように配慮した。多

重役割と単一役割群を選別するために，研究１および研

究２における調査参加者の社会的デモグラフィック要因

を調べた結果，仕事時間に関して一日平均５時間以上の

仕事に勤務する者から，パート・アルバイトとして短時

間勤務する者，仕事なしの者まで多様であることがわ

かった。また調査参加者の中には，仕事を持っていない

ものの，一日の家事時間または育児時間が長く，学生以

外の役割を担う者が複数いることがわかった。そこで一

日平均の仕事時間を「５時間以上」と答えた学生を多重

役割群と分類し，「仕事時間０時間」かつ「家事時間１時

間未満」かつ「子どもがいない」と答えた学生を単一役

割群として分類した。目標の妨げとなる問題に関して無

回答の者を除外したところ，多重役割群は133名（男性

"＝50,女性〃＝８３；この中には仕事役割と親役割の両

方を持つ者〃＝２４を含む）であり，単一役割群は158名

(男性〃＝38,女性〃＝120）であった。平均年齢は，多

重役割群が27.67歳（範囲19-45歳．ＳＤ＝5.40)，単一役

割群が21.36歳（範囲18-39歳,ＳＤ＝3.35）であり，ウエ

ルチの検定の結果，多重役割群の方が単一役割群より平

均年齢が有意に高いことがわかった（ｔ(211)＝11.68,’＜

､001)。

調査項目ｌ）社会的デモグラフィック要因：年齢，

性別，結婚の有無，子どもの有無，一日平均の仕事時間

および家事時間，子育て時間について回答を求めた。

２）目標の妨げとなる問題：「看護学校の勉強を続けて

いく上で，『大変だ」『困った』と思うことは何ですか？」

という質問について自由記述で回答を求めた。質問紙に

は回答を３つあげるように求めたが，実際の回答は０個

から３個までさまざまであった。

結果と考察

自由記述回答の分析の手順として，鈴木（2005）に従

い，①目標の妨げとなる問題の抽出と分類，②データの

集計，を行った。先ず，第１筆者が自由記述の回答を３１

の問題項目に分け，その後内容の類似性に従い'mablel

に示す通りの１２の問題カテゴリーにまとめた。評定の

信頼性を確認するために,抽出した１２の問題カテゴリー

を基準に，別の評定者１名に個々の自由記述回答の分類

を依頼した。その結果，評定者間の一致率は80.0％で

あった。不一致の回答について，第１筆者と評定者との

間で意見の調整を行い，最終的には第１筆者が判定を

行った。次に，データの集計を行うために，群別に各問

題カテゴリーを記述した人数を測定した。その結果，

Table’に示した通り，目標を妨げる問題として，多重

役割群では仕事との両立（例「学校と仕事の時間調整が

難しい｣）が最も多く，単一役割群では勉強の方法の問

題が最も多くあげられていた。

問題カテゴリーについて群間の違いを調べるために，

先ず問題カテゴリー別に群（多重役割・単一役割）×記

述（アリ・ナシ）の２×２分割表を作成した。記述の分

類は，該当する問題カテゴリーの記述がある者の数を

｢記述アリ｣，記述がない者の数を「記述ナシ」として分

けた。次に，問題カテゴリー別にＸ２検定とFisherの直

接確率法を用いた検定を行った。検定において，２×２

分割表中に５以下の期待値および観測値のセルがある場

Tableｌ多重俊割群と単一侵割群の目標を妨げる問題（複数回答）

問題カテゴリー

仕事との両立

勉強の方法

学費・生活費の確保

体力維持の問題

個人の時間の確保

学校の授業に関する問題

動機の維持

子育ての時間

家族や友人との関係

通学通勤

家事

その他

問題項凹

仕事との両立・勉強時間の確保

勉強方法・勉強内容・勉強の進むペース・課題の多さ

生活費・学費

睡眠時間・体調管理・ストレス

自由な時間．遊ぶ時間がない

終業時間が遅い．授業の質・授業テストの日程変更

目標意志のゆらぎ．自信や意欲の喪失

子育て

親・恋人・家族・夫婦関係

通勤手段・通勤時間

家事が大変

勉強の環境・一人暮らし・就職

多重役割群

人数

77(57.9％）

55(41.4％）

48(36.1％）

34(25.6％）

23(17.3％）

２０(15.0％）

1３（9.8％）

８（6.0％）

７（5.3％）

４（3.0％）

４（3.0％）

７（5.3％）

有効回答者(人数）133

注．（）内の値は各群における有効回答者に対する比率を表す。

単一役割群

人数

０（0.0％）

108(68.4％）

２３(14.6％）

２９(18.4％）

２５(15.8％）

１７(10.8％）

２８(17.7％）

０（0.0％）

１４（8.9％）

９（5.7％）

３（1.9％）

１６(１０．１％）

158
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合（該当する問題カテゴリー：仕事との両立・子育ての

時間．通学通勤．家事）は，Fisherの直接確率法の値を

採用し，それ以外の場合はｘ２検定の値を採用した。そ

の結果，仕事との両立および学費・生活費の確保，勉強

の方法，子育ての時間において有意な値が見出され，仕

事との両立（Fisherの直接確率,’＜､001)，学費・生活費

の確保（Ｘ２(1)＝18.15,’＜､001)，子育ての時間（Fisher

の直接確率,’＝､００２）をあげる者の比率は多重役割群の

方が単一役割群より高く，勉強の方法（ｘ２(1)＝21.4,

'＜､001）をあげる者の比率は単一役割群の方が多重役割

群より高いことがわかった。

多重役割群に偏って多く見出された問題は，彼らが仕

事という社会的役割を持つことから生じる問題と考えら

れる。すなわち，①仕事と学業の両立および子育ての時

間の問題は，まさしく彼らが多重役割を担う学生である

ことから生じる問題であること，②学費・生活費の確保

の問題から，彼らが生活費・教育費の稼ぎ手としての役

割を果たしていると推測されること，③仕事と学業の両

立をあげていない者であっても，「睡眠時間が少ない」

または「グループワークの時間がとれない｣，「授業やテ

ストの日程変更に対応するのが困難」など，時間の確保

の難しさをあげている者が多いこと，などを考慮する

と，これらの問題は仕事と学生という多重役割を担うこ

とから生じる問題であると考えられた。一方単一役割群

に偏って多く見出された勉強の方法の問題（例「勉強の

方法がわからない｣，「勉強の進み方が早い｣）は，彼ら

が社会的制約に煩わされることなく，学業に意識を集中

できることから生じる問題であると考えられる。すなわ

ち，①単一役割群では約70％の者が勉強の方法を問題

としてあげており，他の問題（20％以下）と比較すると

顕著に多いこと，②多重役割群でも41.4％の者が勉強

の方法をあげているが，他の問題も同じくらいの頻度で

あげており，勉強の方法だけに意識が集中しているわけ

ではないこと，などを考慮すると，単一役割群は社会的

制約に煩わされず学業に専念できる分，勉強や課題の難

しさが意識化されたのではないかと考えられた。これら

の結果より，多重役割群は社会的制約が多く，単一役割

群は社会的制約がない（または少ない）状況にあると判

断した。

研究２

目的

先ずＴＧＰ＆ＦＧＡ尺度の信頼性と妥当性を検討した後，

多重役割群は単一役割群に比べて，同化型対処が低く調

整型対処が高いこと（仮説１)，生活満足感と抑うつに関

して多重役割群と単一役割群の間に差は見出されないこ

と（仮説２)，達成基準が外的に設定されている目標場面

においても，多重役割群では，調整型対処が抑うつを低

下させ生活満足感を高めるように働くこと（仮説３）を

明らかにする。

方法

調査参加者と手続き沖縄県の看護専門学校２校に所

属する１～３年次の445名（男性〃＝１５４，女性〃＝291）

を対象に，授業の中で質問紙を配布し，その場で回答を

求め回収した。調査は2003年７月に，研究１とは異な

る学生を対象に実施した。実施時における調査目的の説

明および倫理面への配慮は，研究１と同じ手続きをとっ

た。そして研究１と同様に一日平均の仕事時間が「５時

間以上」と答えた学生を多重役割群（105名：男性〃＝

48,女性〃＝５７；この中には仕事役割と親役割を持つ者

〃＝９を含む）と分類し，「仕事時間０時間」かつ「家事時

間１時間未満」かつ「子どもがいない」と答えた学生を

単一役割群（142名：男性〃＝63,女性〃＝79）と分類し

た。平均年齢は，多重役割群が27.35歳（範囲19-48歳，

ＳＤ＝6.12)，単一役割群が21.43歳（範囲18-37歳,ＳＤ＝

3.30）であり，ウェルチの検定の結果，多重役割群が単

一役割群より有意に高かった（/(145)＝8.92,’＜,001）。

調査内容以下の尺度はすべて，因子または尺度ごと

に項目得点を合計し項目数で除した値を合成得点として

分析に用いた。

１）対処方略尺度：ＴＧＰ＆ＦＧＡ尺度（Brandtstﾖdter＆

Renne喝1990）の英語版を第１筆者が翻訳し，第２筆者

と相談しながら表現が適切であり文意が明瞭になるよう

に修正した。この尺度はＴＧＰ項目９項目（ＴＧＰ＋；例

｢障害に出会ったときは，障害を乗り越えるために２倍

努力する｣)，ＴＧＰの逆転項目６項目（ＴＧＰ－；例「願い

ごとが成就するのが難しそうな時には，願いごとをあき

らめる｣)，ＦＧＡ項目１１項目（ＦＧＡ＋；例「計画の変更

や，環境の変化に容易についていくことができる｣)，

FGAの逆転項目４項目（ＦＧＡ－；例「なにかに行き詰っ

たとき，他の解決法を見つけ出すことは私にとってとて

も難しいことだ｣）の合計30項目から構成されている。

回答は，原版に基づき「全然そう思わない（－２点)｣，「そ

う思わない（－１点)｣，「どちらでもない（０点)｣，「そう

思う（１点)｣，「全くそう思う（２点)」の５段階で評定を

求め，分析時において逆転項目を修正した後，評定点が

それぞれ０～４点になるように得点化した。

２）妥当性検討のための尺度：ＴＧＰ＆ＦＧＡ尺度の妥当

性を調べるために，次の２尺度を用いた。①内的統制尺

度：LocusofControl尺度（鎌原・樋口・清水，1982）の

18項目について４段階で評定を求めた。得点が高いほ

ど内的統制感が高いことを示す。②目標一現実ズレ尺

度：目標と現実のズレに関する認知を測定するために，

｢目標達成までの道のりはまだまだ遠いと感じる」およ

び逆転項目として「この１年をふりかえって，目標に近

づいた気がする」について，「いいえ（１点)｣，「どちら
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でもない（２点)｣，「はい（３点)」の３段階で評定を求め

た。得点が高いほど目標と現実のズレを大きいと認知し

ていることを示す。

３）心理的健康の尺度：①抑うつ尺度：日本語に標準

化されたBeckの抑うつ度尺度（林，1988;Beck,Ruth，

Shawi＆Emeryｳ1979）を用いた。本尺度は16項目から

構成されており，４段階で評定を求めた。得点が高い

ほど抑うつ度が高いことを表す。②生活満足感尺度：

SatisfactionwithLifeScale（DieneEEmmons,Larsen,＆

Griffin,1985）を翻訳して用いた。本尺度は５項目（例

｢私は自分の人生に満足している｣）から構成されてお

り，７段階（｢全然そう思わない（１点)」から「全くそう

思う（７点)｣）で評定を求めた。得点が高いほど生活全

般に関する満足感が高いことを表す。

４）社会的デモグラフィック要因：年齢，性別，結婚

の有無，子どもの有無，１日平均の仕事時間および家事

時間，子育ての時間について回梓を求めた。

結果と考察

１．対処方略尺度の信頼性と妥当性の検討対処方略

尺度の因子構造を検討するために，先ずBrandtstiidter

＆Renner（1990）に従い，調査参加者全員および多重役

割群，単一役割群別に，因子数を２に指定し因子分析

(主因子法，プロマックス回転）を行った。その結果，

調査参加者全員および単一役割群では，第１因子に

TGP十項目およびＴＧＰ－項目が，第２因子にＦＧＡ項目

(＋項目および－項目）が集まる傾向が見られた。一方，

多重役割群では，第１因子にＴＧＰ＋項目およびＦＧＡ項

目（十項目および－項目）が，第２因子にＴＧＰ－項目が

集まる傾向が見られた。次に，松岡（2006）に従い，調

査参加者全員および多重役割群，単一役割群別に，因子

数を３に指定し，因子分析（主因子法，プロマックス回

転）を行った。その結果，すべての群において，松岡

(2006）と同様の，ＴＧＰ＋項目の因子，ＴＧＰ－項目の因

子，ＦＧＡ項目（＋項目および－項目）の因子に分かれる

傾向が見出された。これらの結果から，①３因子構造は

全ての群において見出されており，比較的安定している

構造と考えられること，②ＴＧＰ十項目とＴＧＰ－項目と

ＦＧＡ項目（十項Ｈおよび－項目）の関係は群別に異なる

傾向を示す可能性があること，が考えられ，３因子構造

が適切であると判断した。そこで，改めて調査参加者全

員のデータを用い，因子数を３に指定し，因子負荷量

が.30未満の項目および複数の因子に.30以上の因子負

荷量を示す項目がなくなるまで，因子分析を繰り返し

行った。その結果，第１因子には，原版のＴＧＰ－の９

項目すべてが抽出され，困難な状況では目標を諦めてし

まう傾向を表し，第２因子には，原版のＴＧＰ＋の６項目

すべてが抽出され，困難な状況でも粘り強くＨ標を'三|指

す傾向を表していた。松岡（2006）と比較すると，第１

因子は松岡（2006）の「諦めの早さ」因子と，第２因子

は松岡（2006）の「粘り強さ」因子と対応する項目が抽

出されていた。そこで，松岡（2006）に従い順に「諦め

の早さ」因子および「粘り強さ」因子と命名した。第３

因子には原版のＦＧＡ＋の５項目とＦＧＡ－の１項目が抽

出され，それらの項目は主に困難な状況の中で計画や課

題の切り替えを行う傾向を表していた（例「大きな障害

の後でも，すぐ新しい課題に切り替えることができる｣，

｢計画の変更や，環境の変化に容易についていくことが

できる｣)。この第３因子は松岡（2006）の「肯定的解釈」

因子と同様にＦＧＡ尺度の項目から構成されているもの

の，「肯定的解釈」因子は困難な状況を肯定的に評価す

る傾向を表しており，第３因子の表す内容とは異なるこ

とがわかった。よって，本研究の第３因子は，項目の内

容を基に「柔軟調整」因子と命名した。Cronbachのα係

数は順に.74,.75,.68であり，ある程度の信頼性が認め

られた。これらの３因子に基づき，各因子を構成する項

目の合計得点を項目数で除した値を各因子の合成得点と

して以後の分析に用いる。

尺度の妥当性を検討するために，対処方略３因子間の

相関係数と，対処方略３因子と内的統制および目標一現

実ズレとの相関係数を，群別に算出した。先ず対処方略

３因子間の相関係数を調べた結果，両群に共通して，粘

り強さと諦めの早さとの間に負の相関（多重役割群［以

下，多重］：γ＝-.35,’＜､001;単一役割群［以下，単一］：

γ＝-.50,’＜､001）が見出され，諦めの早さと柔軟調整と

の間は無相関（多重：γ＝-.11,〃.s・；単一：γ＝-.16,〃.s,）

であった。これは先行する研究（Brandtstiidter＆

RennerJ990；松岡，2006）と同じ結果である。一方粘り

強さと柔軟調整との間は，単一役割群では無相関（γ＝

.16,'Z.s,）であるのに対して，多重役割群では有意な正

の相関（γ＝､43,’＜､001）が見出された。単一役割群の結

果はBrandtstﾖdter＆Renner（1990）と一致し，多重役割

群の結果は松岡（2006）と同じ傾向を示している。よっ

て，本研究において松岡（2006）と同様の３因子構造を

示した理由は，多重役割群において柔軟調整と粘り強さ

との間に正の相関があることが原因であると考えられ

た。次に対処方略３因子と内的統制および目標一現実ズ

レとの相関係数について調べた。先ず内的統制との相関

係数において，両群に共通して，粘り強さとの間に正の

相関（多重：γ＝.70,’＜,001;単一：γ＝､36,力＜,001）が

見出され，柔軟調整との間に正の相関（多重：γ＝､23,

力＜､05;単一：γ＝､25,’＜､05）が見出され，諦めの早さと

の間に負の相関（多重：γ＝-.68,’＜､001;単一：γ＝－．４５，

，＜､001）が見出された。次に，柔軟調整と目標一現実ズ
レとの相関係数を調べた結果，単一役割群では有意な負

の相関（γ＝-.21,'＜､05）が見出されたのに対して，多

重役割群ではγ＝－．１１（，＜､１０）と負の相関を示したもの



270 発達心理学研究第 １９巻第３号

の５％水準で有意な値とはならなかった。しかし，両結

果とも，柔軟調整が高いほど目標と現実のズレを小さく

認知するという点で，先行研究（Brandtstiidter＆Rennez

1990；松岡，2006）と同じ方向を示しており，３因子構造

の対処方略尺度は，概ね妥当性のある尺度であると判断

した。

２.多重役割群と単一役割群の対処方略および心理的

健康に関する検討先ず，性による影響を調べるため

に，対処方略３因子および心理的健康２変数について群

(2)×性(2)の分散分析を行った。その結果，すべての変

数において，‘性の主効果および群と性の交互作用は有意

な値を示さなかった。そこで，以後の分析は性込みで行

うこととした。次に，群別に対処方略３因子(粘り強さ．

諦めの早さ・柔軟調整）および心理的健康（抑うつ・生

活満足感）の平均値を求め，群間の差の検定（/検定）を

行い，その結果を'Elble2に示した。

１）対処方略の差先ず，対処方略３因子について群

間の差を調べた結果，柔軟調整に５％水準で有意な値が

見出され，多重役割群は単一役割群より柔軟調整の得点

が高いことがわかった（ｵ(243)＝2.07,’＜､05)。粘り強

さおよび諦めの早さには，有意な差は見出されなかっ

た。これらの結果より，多重役割群は単一役割群に比べ

て，困難な状況で計画や課題を切り替える対処，すなわ

ち調整型対処の傾向が高いことが明らかとなり，仮説１

の一部が支持された。仕事役割を担いながら学ぶ看護学

校生は，仕事と学業を両立させるために，仕事において

も学業においても計画や課題の切り替えを常に迫られて

いるのかもしれない。そのため，柔軟調整のような対処

方略が高いという結果が示されたと考えられる。一方，

粘り強さおよび諦めの早さに差が見出されなかったとい

う結果は，目標の内容が原因となっている可能性が考え

られる。国家資格取得のように外的に基準が設定されて

いるような目標の場合，粘り強さが高く諦めの早さが低

Thble2多重疫割群と単一疫割群の対処方略と
心』理的健康の比蕊

対処方略

粘り強さ

諦めの早さ

柔軟調整

心理的健康

抑うつ

生活満足感

やく.0５

平均値と／値

多重役割単一役割

Ｍ(ＳＤ）Ｍ(ＳＤ）/値

2.48（、64）

1.75（、60）

2.16（、60）

、60（、41）

4.00(1.41）

2.37（、67）

1.74（、67）

1.98（、67）

､61（、40）

3.95(1.33）

１．４３〃.s、

、１４〃.s、

2.07＊

､１９〃.S、

､２６〃.s、

い，すなわち同化型対処が高いことは，社会的制約の有

無にかかわらず，同程度に必要とされる対処方略なのか

もしれない。

２）心理的健康の差次に，心理的健康（抑うつ・生

活満足感）について群間の差を調べた結果，有意な差は

見出されなかった（抑うつ：/(341)＝.19,〃.s・；生活満足

感：/(341)＝､26,〃.s､)。これらの結果より，多重役割群

の心理的健康が単一役割群の心理的健康に比べて，低い

わけではないことが明らかとなり，仮説２が支持され

た。

３）対処方略と心理的健康の関係群別に，心理的健

康２変数（抑うつ・生活満足感）を基準変数，対処方略

３因子（粘り強さ．諦めの早さ・柔軟調整）を説明変数

とする重回帰分析を行い，その結果を'mable3に示した。

なお，心理的健康２変数と対処方略３因子の間の相関分

析も行い，重回帰分析の結果と一致するかどうかの確認

を行った。

先ず，抑うつにおいて，両群に共通して，柔軟調整の

みに有意な値が見出され，柔軟調整は抑うつを低下させ

るように働いていること（多重：β＝-.27,’＜､05,単一：

β＝-.29,,＜,01）が明らかとなり，相関分析の結果もこ

れと一致した。すなわち，達成基準が外的に設定された

目標場面において，柔軟調整は抑うつを低下させるよう

に働くことが，多重役割群だけでなく単一役割群におい

ても見出されることがわかった。

次に，生活満足感において，群間で異なる結果が見出

された。すなわち，単一役割群では，柔軟調整のみに有

意な値が見出され，柔軟調整が生活満足感を高めるよう

に働いていることがわかり（β＝､35,’＜,001)，相関分

析の結果もこれと一致した。一方，多重役割群では，粘

り強さおよび諦めの早さに有意な値が見出され，粘り強

さは生活満足感を高めるように働く（β＝､27,’＜,０５）こ

とが，諦めの早さは生活満足感を低下させるように働く

(β＝-.23,’＜,05）ことが明らかとなり，相関分析の結

果もこれと一致するものであった。しかし柔軟調整は，

相関分析で有意な正の相関（γ＝､27,,＜,01）を示したも

のの，重回帰分析では５％水準で有意な値を示さなかっ

た（β＝､13,”.s､)。この理由として，多重役割群の柔軟

調整と粘り強さの正の相関関係（γ＝､43,’＜､001）が影

響している可能性があげられる。すなわち，多重役割群

の柔軟調整と粘り強さには共通する部分が大きいため，

重回帰分析において柔軟調整から粘り強さの影響を除い

た結果，残りの部分（残湾変数）が生活満足感に与える

影響は小さくなり，柔軟調整は有意な値を示さなくなっ

たと考えられる。

これらの結果より，心理的健康のうち，抑うつに関し

て仮説３が支持されることがわかった。
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多重役割群 単一役割群

γ

総合的考察

対処方略尺度について

対処方略を測定するＴＧＰ＆ＦＧＡ尺度の因子構造につ

いて検討した結果，困難な状況ではさらに努力を目標に

注ぐ「粘り強さ」因子，目標を諦める「諦めの早さ」因

子，計画や課題の切り替えを行う「柔軟調整」因子の３

因子で捉えることが，本研究の多重役割群および単一役

割群の対処方略を捉えるために適切であると判断され

た。Ａｚｕｍａ（1984）は，個人の目標と環境（現在の状況）

の調和の過程には，①目標にあわせて環境を変えるよう

努力する方法，②目標を諦めて環境を受容する方法，③

環境を受容し自己の認知や行動を調整しながら目標を実

現しようと努力する方法，という多様な方略があると述

べている。このＡｚｕｍａ（1984）の３つの方略は，本研究

において見出された「粘り強さ」「諦めの早さ」「柔軟調

整」と内容が類似しており，それぞれ対応する対処方略

であると考えられる。よって，対処方略を３因子構造で

捉えたことは，妥当な判断であると言えよう。

ここで，本研究で見出された３因子と，Brandtstiidter

ら（Brandtst3dter＆Rothermund,2002）の同化型対処・

調整型対処との関係について整理しておきたい。先ず，

同化型対処と粘り強さおよび諦めの早さに関して，①同

化型対処は固執'性と学習性無力感を両極に持つ対処概念

であり，固執’性は粘り強さと，学習性無力感は諦めの早

さと内容が一致すること，②粘り強さと諦めの早さは独

立した因子として抽出されたものの２因子の間に負の相

関が見出されたこと，などを考慮すると，同化型対処の

一極を粘り強さが他極を諦めの早さが捉えていると考え

られる。第２に，調整型対処と柔軟調整に関して，①調

整型対処は目標を諦めること（同化型対処のうち学習性

無力感の側面）とは独立しており（Brandtstﾖdter＆

RenneE1990)，本研究の柔軟調整と諦めの早さの間が

無相関であるという結果はこれと同じ方向を示している

こと．②調整型対処は主に“自己受容(現実の状況を肯

定的に捉える対処)'，と“自己調整（自分の認知または行

動を調整し変化させる対処)”の２側面から構成されてい

心理的健康 抑うつ 生活満足 抑うつ 生活満足

β β β β

社会的制約による対処方略の違い

γ

、４１＊＊＊

-.35*＊＊

、27*＊

ることが指摘されており（Morling＆Evered,2006)，本

研究の柔軟調整の内容（例「大きな障害（困難）の後で

も，すぐ新しい課題に切り替えることができる｣）は調

整型対処の“自己調整”の側面と対応すること，などを

考慮すると，柔軟調整は調整型対処の一部の側面を捉え

ていると考えられる。従って以後，対処方略を３因子で

捉えた考察を行うが，粘り強さと諦めの早さは同化型対

処の両緬を表し，柔軟調整は調整型対処の一部の側面を

表していることを考慮しながら考察を進めていく。

社会的制約と対処方略

研究ｌにより，多重役割群は社会的制約が多く，単一

役割群は社会的制約がない（または少ない）状況にある

ことが確認された。そして研究２により，多重役割群は

単一役割群より柔軟調整が高いことがわかった。よっ

て，社会的制約の多い個人は，計画や課題の調整を行う

柔軟調整，すなわち調整型対処を用いる傾向が高いこと

が明らかとなった。DualProcessModel（Brandtstﾖdter

＆Rothermund,2002）の"制約が取り除けない状況では，

同化型対処が低く調整型対処が高い'，という仮説の一部

を，本研究は多重役割と単一役割（社会的制約）の違い

により検証することができたと言えよう。Baltes（1987）

は，生涯発達心理学を特徴づける理論的観点の一つとし

て．‘発達は生涯を通じて常に喪失と獲得が結びついてお

こる過程である，，という視点を提案している。本研究の

多重役割群にとって，社会的制約は，看護師資格取得と

いう目標を妨げる要因（喪失要因）となる一方で，困難

な状況に対して柔軟に対処する能力を高める機会（獲得

要因）をもたらし，彼らの発達を促しているのかもしれ

ない。

一方で，本研究の結果のみをもって，社会的制約が対

処方略に影響を与えるという結論を出すことに，慎重で

あらねばならないことも留意すべきである。第１に，研

究２の多重役割群の平均年齢（27.35歳）が単一役割群

（21.43歳）に比べて高かったことが問題としてあげられ

る。Brandtstﾖdter＆Renner（1990）は，年齢が高いほど

調整型対処の傾向が高いことを明らかにしており，多重

役割群の柔軟調整，すなわち調整型対処が高いというこ
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とは，年齢の違いを反映したものであるという可能性も

無視できない。しかし,①Brandtstﾖdter＆Renner(1990）

は１８～８１歳という広い年齢幅を対象としているのに対

して，本研究の多重役割群と単一役割群の平均年齢の差

(約６歳)は相対的に小さいこと，②研究１により本研究

の多重役割群と単一役割群は社会的制約が異なることが

確認されていること，から考えて，社会的制約の違いが

柔軟調整の差に反映したと判断することはある程度妥当

なものであると判断した。第２の問題として，本研究の

横断的デザインをあげることができる。一時点の調査で

ある本研究は，社会的制約が柔軟調整を促進したのか，

それとも柔軟調整がもともと高いから多重役割群は学生

を続けることができるのか，という因果関係を特定でき

ない。今後縦断的研究デザインを用いた検討が求められ

る。

社会的制約別，対処方略と心理的健康の関係

心理的健康（抑うつ・生活満足感）に関して多重役割

群と単一役割群の間に差は見出されず，社会的制約があ

るからといって心理的健康が低いわけではないことが明

らかとなった。それでは,Brandtstﾖdterら（Brandtstiidter

＆Rothermund,2002）が述べるように，調整型対処は同

化型対処より多重役割群の心理的健康の維持に貢献して

いると言えるのだろうか。

対処方略と心理的健康との関係を調べた結果，国家資

格取得など外的に達成基準が設定されている目標場面で

も，柔軟調整は抑うつを低下させ生活満足感を高めてい

ることが，多重役割群だけでなく単一役割群においても

見出された。上述したように，柔軟調整は，因子の表す

内容から，調整型対処のうち自己調整の側面を捉えてい

ると考えられる。現実に沿って自己を調整することは正

常な適応的過程であることが確認されており（Carver＆

Scheie喝2000)，目標の内容または社会的制約の有無に

かかわらず，抑うつを緩和する適応的対処であると考え

られる。

ところで，本研究において，Brandtstﾖdterらのモデル

(Brandts歯dter＆Rothermund,2002）とは一致しない結

果が複数見出された。第１に，達成基準が外的に設定さ

れた目標場面において，社会的制約の少ない単一役割群

では柔軟調整と粘り強さは独立していたものの，社会的

制約の多い多重役割群では柔軟調整と粘り強さの間に正

の相関があったことである。Brandtstﾖdter＆Renner

(1990）は，達成基準を個人内で設定できる目標場面に

おいて，調整型対処と同化型対処は独立していると述べ

ており，本研究の結果はこれと一致しない。この理由と

して，目標内容の違いが考えられた。本研究の多重役割

群のように，仕事役割を担うことが社会的制約となって

いる者が，達成基準が外的に設定された目標を目指す場

合，仕事に合わせて学業の計画や課題を調整したりする

柔軟調整は，粘り強い対処を用いて目標を達成するため

に，必要な対処方略なのかもしれない。これらの結果よ

り，目標の内容および社会的制約の有無により，調整型

対処と同化型対処の関係は異なることが示唆される。第

２に，社会的制約の多い多重役割群のみにおいて，粘り

強さが高く諦めの早さが低い，すなわち同化型対処が高

いほど，生活満足感が高いという結果が見出されたこと

もモデルに一致しない結果であった。羅（1993）は，身

体的制約を持つ肢体不自由者の「諦める傾向」と「人生

の意味および生きがい感」との関係を調べた結果を基

に，身体的制約を持つ者にとって「困難な事態に遭遇し

ても，簡単に諦めず続けることが大切で，人生の意味，

生きがいに結びつくのではないか」と述べている。身体

的制約または社会的制約を抱えながら目標を目指す者に

とって，諦めずに粘り強く目標を目指すことは，人生の

意味を見出す機会になり，それが彼らの生活満足感を高

める要因となっているのかもしれない。制約の多い者

が，達成基準が外的に設定された目標を目指す場合，同

化型対処が心理的健康に及ぼす影響も重要であることが

示唆される。

最後に，今後の課題として，性または‘性役割と対処方

略の関係を検討する必要性について述べたい。本研究で

は，性込みの分析を行った。性込みの分析を妥当と判断

した理由として，本研究の調査参加者の対処方略に性差

が見られなかったこと，看護師を対象とした研究におい

て性役割に‘性差が見出されなかったという報告（e,9.,

Kirchmeyer＆Bullin,1997）があること，などがあげら

れる。しかし，Brandtstadter＆Rothermund（2002）は，

調整型対処には‘性差はないが，同化型対処は男性の方が

女性より高い傾向が見られると述べている。また，性役

割は性に基づく社会的役割であり，仕事役割と同様に，

社会的制約として対処方略に影響を及ぼすことが推測さ

れる。よって，今後は，性または‘性役割と対処方略の違

いに関する検討も必要であろう。
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認知症高齢者の抑制機能に関する研究：

抑制機能及び関連する認知機能を中心とした検討

孫琴
(立命館大学大学院文学研究科）

本研究では，認知症群の抑制機能の低下が健康群より大きいという視点から，Stroop課題とＳＲＣ課題

を使って，認知症高齢者の同一性ベースと場所ベース抑制機能を検討し，さらに，ＭＭＳＥ課題とFAB課

題を使って，認知症高齢者の知的機能と前頭前野機能を検討した。結果として，先行研究と同じように，

認知症群は，健康群と比べて，抑制機能，知的機能及び前頭前野機能が全般的に低いことが明らかに

なった。また，同一性ベースと場所ベース抑制機能に関して，健康群と認知症群の間に異なる結果が示

された。次に，認知機能の下位項目について，差がある項目と差がない項目が確認された。そして，前

頭前野機能の下位項目について，依存性以外の項目は，すべて有意に低いことが示された。これらの結

果を同一‘性と場所ベース抑制の相違点及び発達的観点から考察した。認知症を患っている高齢者は，抑

制，記憶，概念化などといったさまざまな認知機能が，健康な高齢者に比べて全体として低下が著しい

と思われる。

【キー・ワード】抑制，ミニメンタルステート検査，前頭葉機能検査，高齢者，認知症

はじめに

一般に，加齢とともにさまざまな機能が低下するが，

本研究では抑制機能の低下を主に取り上げる。抑制機能

の低下は，前頭前野の中で機能している作業記憶の低下

と関連していると主張されている（Fuste喝１９８９；Luria，

１９６６；三宅，１９９５；Baddeleyｳ1996)。しかし抑制機能に

関する加齢効果の研究結果は，一貫しているとは言えな

い現状である。本論文での加齢効果は，年齢に伴う機能

の低下を指す。つまり，加齢効果が認められる研究結

果，あるいはその効果を認めない研究結果などが報告さ

れている。

こうした一貫した結果が認められない理由の１つに，

抑制機能を査定する方法の差があると考えることができ

る。これまでの研究では，Stroop課題，Wisconsincard‐

sortingtest,Ｇｏ/No-Go課題，Simon課題など多様な方法
が用いられている。この査定方法に関して，二つの分類

方法がある。一つ目は，抑制機能を同一性ベース抑制

(Identity-based）と場所ベース抑制（Location-based）に

分類する方法である（MayKane,＆HashelJ995)。二つ

目は，アクセス抑制（accessfunction)，削除抑制（dele‐

tionfUnction）と制止抑制（restraintfUnction）に分ける方

法である（HasheE'IbnevLusting,＆Zacks,2001)。本研

究では，第一の分類である同一性と場所ベース抑制機能

について検討したものである。同一性ベースの課題と

は，色や字体のような何らかの物理的な属性に基づいて

刺激を選択して，刺激の特性情報を抑制することが要求

される課題である。たとえば，ストループ課題（Stroop

test）のように『赤』という文字が緑色で描かれた刺激が

提示される際に，文字（赤）そのものではなく文字が描

かれている色（緑）を読むことが要求される。一方，場

所ベースの課題とは，物理的な属』性に基づいて刺激を選

択するさいに刺激の位置を抑制することが要求される課

題である。例えば,ＳＲＣ(Stimulus-Responsecompatibility）

課題のように，画面の左または右に刺激が提示され，提

示された位置情報を抑制しその反対の位置のボタン押し

を要求するといった課題である。

この２種類の課題という視点からこれまでの研究を見

ると，同一性ベースの典型であるストループ課題を使っ

て加齢効果を検討した研究では，共通に加齢効果が報告

されている（Comalli,WapneE＆WemeE1962;Dalrymple‐

Alford＆BudayEl966)。しかし，場所ベースの典型であ

るＳＲＣ課題などを使った研究では，相反する結果が示さ

れている（Mayeta1.,1995)。つまり，ある研究では明ら

かな加齢効果が報告されているが（TipperJ991;Valdes，

1993;Christ,White,Mandemach,＆Keys,2001)，別の研

究では，高齢者の反応は若年成人のそれと差がないとい

う結果が得られている（Connelly＆Hashe喝1993)。

これまでの研究においては，２つの問題があると考え

られる。第１は，これまでの研究では異なる対象者に同

一の課題を実施して加齢効果を検討している点である。

同じ対象者にこれら２種類の査定を同時に実施して初め

て，適切な加齢効果を検討することが可能となる。第２

は，対象者の年齢である。これまでの研究で対象として

いる高齢者群は６０～８５歳後半までとかなりの幅がある

（Comallieta1.,1962;Connelly＆HasherJ993;Christet
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a1.,2001)。３０年近くもの幅がある対象者を一括して高

齢者とくくることには，かなりの問題があろう。

そこで，孫・吉田（2007）は，これら２つの問題点を

克服した研究を行った。つまり，高齢者を前期と後期に

分けて，若年者および前期高齢者と後期高齢者に対して

２種類の査定課題を実施し，抑制機能の加齢効果を検討

した。その結果，同一性ベースの典型であるストループ

課題のみならず場所ベース課題の典型であるＳＲＣ課題

においても，若年者と前期および後期高齢者との間に有

意な差が見いだされた。しかし，前期と後期高齢者を比

較すると，同一性ベース課題では加齢効果が見られた

が，場所ベース課題では前期と後期高齢者との間に差が

なく，加齢効果は確認されなかった。こうして同一の対

象者を用いた場合でさえも，場所ベース課題では若年者

との比較においては加齢効果が認められたが，高齢者の

中で加齢効果がなかったということは，Ｍａｙｅｔａｌ．

（1995）が示唆したように，これら２種類の課題は異な

る抑制機能を査定しているかもしれない。

一方，抑制機能は，特に認知症高齢者（以後，認知症

群と略す）では健康な高齢者（以後，健康群と略す）に

比べて，その低下が著しいことが指摘されている（Fbldi，

Jutagir,Davidoff,＆Gould,1992;Mohr,Cox,Williams，

Chase,＆碇dio,1990;Nebes＆Brady;1989;Parasuraman

＆Haxby;1993;Stuart-Hamilton,Rabbitt,＆Huddy61988)。

これまでの多くの研究では，抑制機能に関して単一の課

題のみを用いているが，Stroop,ＮＰ（negativepriming)，
Go-nogooStopsignalといった同一性ベース抑制機能に

関する複数の課題を用いている研究もある（Amieva，

Lafbnt,Auriacombe,Xarret,Dartiues,Orgogozo,＆Rlbri‐

goule,2002)。しかし，同一性ベースと場所ベースとい

う２種類の抑制機能という視点から検討された研究は，

筆者が知る限り，今のところ見当たらない。そこで，抑

制機能をこれら２種類に分類してみると，同一性ベース

と場所ベースで，上記のパターンとは異なる結果が得ら

れるかもしれない。そこで，本研究では，認知症群と健

康群の高齢者を対象にし，同一性ベースの典型となるス

トループ課題と場所ベースの典型となるＳＲＣ課題を用

いて，２種類の抑制機能の差を検討する。

さらに，抑制機能を知的機能や前頭葉の中の前頭前野

との関連から検討している研究も報告されている（三

宅，１９９５；Baddeleybl996；津口，１９８８；半田，１９９４；

Sasaki＆Gemba,1986)。これらの研究では，抑制機能と

の関連を知的機能，あるいは前頭前野機能とそれぞれ

別々の観点で検討し，そこから抑制機能は，知的機能や

前頭前野機能に直接，間接に影響することが指摘されて

いる。これに対し，本研究では先行研究のように抑制機

能と知的機能あるいは前頭前野の機能とを別々に検討す

るのではなく，同一実験対象者を対象にして抑制機能

や，知的機能と前頭前野機能の課題成績を抽出し，実際

に関連が見られるかどうかを確認する。認知機能の指標

としては，Mini-MentalStateExamination（ＭＭＳＥ)，前

頭前野機能の指標としては臨床前頭前野機能検査(Fron‐

talAssessmentBatteryatbedside；ＦＡＢ）を用いる。

方法

(1)実験対象者

京都市内の地域在住健康群１２名（平均年齢80.8（ＳＤ

＝3.4)，平均の教育年数１１．８（ＳＤ＝2.1))，健康群全員

は，正常な色覚を持ち，知的障害，認知症あるいはその

他の精神疾患を持っていなかった。日常生活動作能力

(ActivitiesofDailyLiving:ＡＤＬ）は，全員が一般的な日

常生活を送る上で支障のない状態だった。健康な高齢者

については，実験参加に際して口頭で了承を得た。一

方，京都市にあるＡ養護老人ホームに入所している高齢

者の中から，器質的病変がなくアルツハイマー型認知症

と確定できる認知症群２３名（平均年齢83.4（ＳＤ＝6.4)，

平均の教育年数8.7（ＳＤ＝2.2)）が参加した．彼らは，

正常な色覚をもち，他者の介護により日常生活を送って

おり，ＤＳＭ－ＩＶのアルツハイマー型認知症の基準に合致

していた中軽度認知症状態にあった。認知症高齢者につ

いては，研究を開始する前に，本人及び家族に介入研究

の目的と安全‘性について説明を行ったのち，書面による

同意書を得て，この研究に参加した。

(2)課題と手続き

健康群には，ストループ課題とＳＲＣ課題，および

FABとＭＭＳＥの査定を１つのセッションで実施した。

しかし，認知症群には，疲れやすいことが想定されたの

で，２回に分けて実施した。１回目は，全員にFABと

ＭＭＳＥの査定を行い，２回目は，ストループ課題とＳＲＣ

課題を行なった。

①ストループ課題同一性ベース抑制機能を査定する

ために，ストループ課題が行われた。ストループ課題

(Stroop,1935;Neumann＆DeSchepper;1991）では，ＰＣ

(PanasonicCF-R2）上でパワーポイント（MicrosoftWin‐

dowsXP対応，Version2002）を用い，モニター画面

(250ｍｍ×320ｍｍ）に２条件の課題が一つずつ提示さ

れた。第１の色名呼称条件では，小さな丸（直径30ｍｍ）

が用いられた。これらの丸は，赤，緑，黄，黒のいずれか

の色で描かれ，それらは，モニター上に５行×６列にラ

ンダムに配列された。第２の文字色名呼称条件では,赤，

緑，黄，黒という４種類の文字（25ｍｍ×２５ｍｍ）が用い

られた。これらの文字は，赤，緑，黄，黒のいずれかの色

で書かれたが，文字とは異なる３つの色で書かれた。た

とえば，赤という文字は，緑，黄，黒の３色のどれかで

書かれており，これらの文字は，第１の条件と同じく，

モニター上に５行×６列にランダムに配列された。
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教示実験対象者は，モニター画面の前に座り，２条

件の練習課題を提示された。実験対象者は左から右へ丸

の色名（あるいは文字の色名）を読み，１行が終わったら

下の行へ読み進むように教示された。その際に，できる

だけ速く読むこと，もし間違えて読んでも訂正は不要で

そのまま読むようにと教示された。この教示ののち，練

習課題を用いて，教示の理解を確認した後に，本試行を

行った。反応時間は，ストップウオッチで計測したが，

モニター画面に刺激が提示された直後に計測を開始し，

実験対象者が読み終えたところで計測を終えた。時間を

計測すると同時に，実験対象者が読み上げる音声をＭＤ

レコーダに録音した。実験対象者の誤りについては，実

験中に実験者がチェックした。さらに実験後にＭＤレ

コーダに録音された音声を再度チェックして，誤りを確

定した。

②ＳＲＣ課題場所ベース抑制機能を査定するために，

SRC課題が行われた。ＳＲＣ課題では，刺激の提示は，

CRTデイスプレイ（akiaRT145WX,300ｍｍ×350ｍｍ）

を用い，実験の制御（VisualBasicを用いて自作した制

御プログラム）は，全てパソコン（PmasonicCF-R2）で

行われた。反応ボタンは，城南電器工業所製作の丸型ス

イッチである（'Euchida,2005)。このモニター画面の手

前の左右にはそれぞれ１つずつ反応ボタンが置かれた。

提示された刺激に応じて実験対象者がそれらの反応ボタ

ンを押すと，刺激提示から反応までの反応時間が自動的

に計測された。ＳＲＣ課題では，適合と不適合という２条

件を設けた。適合条件とは，モニター画面の左右のどち

らかに赤丸が提示されるが，その位置に対応した反応ボ

タンを押す課題である。不適合条件とは，適合条件とは

逆に，モニター画面での位置とは反対の位置にある反応

ボタンを押す課題である。

教示実験対象者は，モニター画面の左と右にそれぞ

れ対応した位置に応答ボタンがおかれた机の前に座っ

た。刺激の提示位置と実験対象者間の距離は，約

400ｍｍであった。実験中は，左右の手をそれぞれのボ

タンの上に軽く置くように指示した。実験対象者は，練

習課題として，まず画面の中央に現れる＋を見るように

教示され，次に赤丸（直径37ｍｍ）が右（または左，中

央に現れた注視点"十”の左右から視角として10.7度の

位置）に提示されたらその下にある反応ボタンを押すよ

うに要求された。その際に，反応ボタンはできるだけ速

く押すように，また間違って押しても２度は押さないよ

うにという注意も与えられた。反応刺激間隔時間は，

500,s，1500,s，2500,sの３種類であり，それらはラ

ンダムに使用された（時間間隔を３種類用いたのは，

ターゲットプレゼンテーションのタイミングに一時的な

不確実性を加えて，実験対象者に次に提示される刺激を

予想できない場面に設定するためであった)。１６回の刺

激を提示した後ｌ～２分ほどの休止をおき，それからさ

らに１６回の刺激を提示した。刺激が提示されてから反

応ボタンを押すまでの遂行時間および反応の正誤は，モ

ニターにつながっているコンピュータにより自動的に計

測された。

(3)認知機能および前頭前野機能の評価方法

①簡易型知的機能検査ＭＭＳＥは，1975年に発表さ

れて以来，国内外の簡易版知能検査としても広く使用さ

れているものである。日本版は，1985年に作成されてい

る（森・三谷・山鳥1985)。全部で１１項目から形成さ

れており，３０点満点で得点化する。この検査では，日時

の見当識（Ｍ１)，場所の見当識（Ｍ２)，即時想起（Ｍ３)，

逆唱（Ｍ４)，遅延再生（Ｍ５)，物品呼称（Ｍ６)，文章再

生（Ｍ７)，口頭命令（Ｍ８)。書字命令（Ｍ９)，自発書字

(Ｍ10)，図形模写（Ｍ11）という１１つの下位項目が設定

されている。

②前頭前野機能検査ＦＡＢ（Dubois,SlachevskyiLit‐

van,＆Pillon,2000）の最大の特徴は，二つある。一つは，

前頭前野機能が強く関わるであろう複数のテストを組み

合わせて、結果を総合的に解釈する点。もう一つは特別

な検査道具を用いず，比較的短時間で実施できる点にあ

る。このＦＡＢは，その施行が非常に簡便で，妥当性，

信頼性も確認された検査であるといわれている。この検

査には，概念化（Ｆ１)，流暢性（Ｆ２)，行動プログラミ

ング（Ｆ３)，反応選択（Ｆ４)，Ｇｏ/Ｎｏ－Ｇｏ（Ｆ５)，自主性

(Ｆ６）という６つの下位項目が設定されている。この検

査の最高得点は，１８点である。日本版は，読み書き計算

を認知リハビリテーションに取り入れた東北大学の川島

(2002）が，効果測定として，このＦＡＢを翻訳して，用

いている。

結 果

以下，健康群と認知症群の抑制機能，認知機能，前頭

葉機能の評価結果を示す。

(1)抑制機能

抑制機能を検討するために，ストループ課題とＳＲＣ

課題の遂行時間と誤反応数を用いた。ストループ課題に

おいては，まず，遂行時間に関して，文字色名呼称条件

と色名呼称条件の遂行時間の差を求めた。その結果は，

Figurelに示されている。これらのデータを１要因分散
分析したところ，健康群と認知症群の間で有意な差が見

られた（Ｆ(1,33)＝5.13,’＜,05)。次に，誤反応数に関し

て，文字色名呼称条件（干渉条件）の誤答率を求めた。

得られた結果について１要因分散分析を行ったところ，

健康群（Ｍ＝0.03,sＤ＝0.01）と認知症群（Ｍ＝0.34,sＤ

＝0.21）の間で有意な差が見られた（Ｆ(1,33)＝10.09,

’＜､01)。

ＳＲＣ課題においては，遂行時間に関して，Hartley＆
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(2)認知機能

次に．認知機能を評価するために，ＭＭＳＥの合計得

点を算出した。合計得点を用いて，健康度（健康な高齢

者・認知症群）を要因とした１要因分散分析を行った結

果は，Figure3に示すように，健康な高齢者と認知症群

の間で有意な差が見られた（Ｆ(1,33)＝36.22,力＜､01)。

また，下位項目を分散分析した結果，健康群と認知症群

の間で，日時（Ｆ(1,33)＝24.68,’＜､０１)，場所（Ｆ(1,33）

＝28.01,’＜､０１)，遅延再生（Ｆ(1,33)＝6.69,’＜､05)，自

発書字（Ｆ(1,33)＝6.03,’＜､05)，図形模写項目（Ｆ(1,33）

＝7.29,'＜､05）の有意な差が見られた，そして，即時記

憶(Ｆ(1,33)＝3.26,,＜､10)，逆唱(Ｆ(1,33)＝3.57,’＜､10)，

文章再生(Ｆ(1,33)＝3.99,’＜・10）項目に有意な傾向が見

られた，しかし，物品呼称，書字命令，口頭命令項目の

有意な差が確認されなかった。

(3)前頭前野機能

前頭前野機能を評価するために，肌Ｂの合計得点を算

出した。合計得点を用いて同様の１要因分散分析を行っ

た結果は，Figure4に示すように，健康な高齢者と認知

症群の間で有意な差が見られた（Ｆ(1,33)＝59.00,

'＜・Cl)。下位項目が分散分析を行った結果は，健康な

高齢者と認知症群の間で，概念化（Ｆ(1,33)＝14.88,

'＜,01)，流暢‘性（Ｆ(1,33)＝13.78,ｐ＜､01)，行動プログ

ラミング（Ｆ(1,33)＝12.94,’＜､01)，葛藤（Ｆ(1,33)＝

40.12,力＜､01)，抑制項目（Ｆ(1,33)＝29.16,ｐ＜､01）にお

いて有意な差が確認されたが，環境依存性項目では有意

な差が見られなかった。
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(横軸は，それぞれの参加者，縦軸は，文字色名呼称条件

と色名呼称条件の遂行時間の差の値。＊ｐ＜,05）

Kieley（1995）に基づき，不適合条件と適合条件の反応

時間の差を求めた。その結果は，Figure2に示されてい

る。これらのデータを分散分析したところ，健康群と認

知症群の間で有意差が確認された（Ｆ(1,33)＝6.21,

,＜､05)。次に，誤反応数について，不適合条件の誤答

率として求めた結果が，１要因分散分析を行ったところ，

健康群（Ｍ＝0.05,sＤ＝0.01）と認知症群（Ｍ＝0.18,sＤ

＝0.10）の間で有意な差が見られた（Ｆ(1,33)＝5.76,

'＜,05)。
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2０
これらの結果から，認知症群の抑制機能の変化に関し

て，どのような意味を引き出すことができるだろうか。

以下の３つの点が指摘できるだろう。

第１は，抑制機能に関する同一‘性ベースと場所ベース

の両方の課題において，認知症群は，遂行時間と誤反応

の双方の指標で健康群より有意に成績が低かった。従っ

て，認知症を患っている高齢者は，健康な高齢者より抑

制機能が明らかに低いと指摘できる。

第２は，同一性ベースと場所ベース抑制機能の差につ

いてである。孫・吉田（2007）に示されているように，

健康な高齢者では，同一性ベースでは前期群と後期群に

差が見られたが，場所ベースでは両群間に差が見られな

かった。しかし，本研究では認知症群は健康群に比べて

２種類の抑制機能で明らかに低い成績を示した。

認知症群と健康群における抑制機能の差をどのよう

に考察できるだろうか。健康な高齢者における加齢に

伴う変化については，先行研究では２つの視点，つま

り発達の経過と神経回路の処理過程から考察されている

(Connelly＆HasherJ993)。第１の発達の経過に関して

は，場所情報は同一性の情報より発達の初期にそのシス

テムが構築されるが，加齢の後半まで維持されると示唆

されている（Connelly＆HashelJ993)。孫・吉田（2007）

で得られた結果は，この示唆と軌を一にするものであ

る。この示唆が，認知症高齢者に同じように適用される

のであれば，場所ベースでは健康群と認知症群との間に

差がないと予想することができよう。しかし，本研究の

結果は，場所ベースでも認知症群の成績が有意に低く，

Connelly＆Hasher（1993）の抑制機能の低下の差は，あ

くまでも健康高齢者に限定されるものといえるかもしれ

ない。第２の視点は，２種類の抑制機能の神経回路の処

理過程が元々 異なっているという示唆である（Connelly

＆HasherJ993)。つまり，情報は，一次視覚野（１７野）

に到達した後で，同一‘性に関わる情報は腹側経路を経て

側頭連合野へ向かうが，場所に関わる情報は背側経路を

経て頭頂連合野に向かうと示唆している。こうした神経

回路の処理過程は，健康な高齢者の加齢の過程を説明で

きる。しかし，認知症群の２種類の抑制機能の差がない

という本研究の結果からは，神経回路の処理過程仮説

も，健康な高齢者の加齢を説明することはできても，認

知症の加齢を説明することは困難であるといえるだろ

う。残念なことに先行研究では，認知症高齢者に対する

抑制機能の研究は，著者の知る限り，ほとんど行われて

いない。このため，本研究の結果のみをもって詳しい考

察をすることには無理がある。認知症高齢者は，健康な

高齢者とは異なる加齢の過程で進行することが仮定され

るが，そのメカニズムについては，今後の研究課題であ

ろう。

第３は，本研究では，二つの課題において，遂行時間

０

1６

1２

得
点

認知症高齢者の抑制機能に関する研究

４

認知症群健康群

Figure4E4B謀擢における２群の平均得点

(横軸は，それぞれの参加者，縦軸は，ＭＭＳＥの得点。

*やく.01）

考 察

本研究では，認知症群の抑制機能の低下が健康群より

大きいという視点から，抑制機能の二つのタイプの低下

のパターンが異なるかどうか，そして，抑制機能と関連

する認知機能の低下を検討するために，それぞれの機能

を査定するための典型的な課題を使って，認知症群と健

康群の高次な領域での様々な機能を検討した。結果とし

て，先行研究と同じように，認知症群は，健康群と比べ

て抑制機能，認知機能，前頭前野機能が全般的に低いこ

とが明らかになった。次にそれぞれについて少し詳しく

考察してみたい。

(1)抑制機能について

主な結果として，一つ目は，ストループ課題において

は，遂行時間から算出した文字色名呼称条件と色名呼称

条件の差に関して，健康群と認知症群の間で有意な差が

見られ，誤反応数に関しても，両群の間で有意な差が確

認された。これらの結果から，認知症群は，健康群より

同一性ベース抑制機能が低いと指摘できる。

二つ目は，ＳＲＣ課題においては，遂行時間から算出し

た両条件の差に関して，健康群と認知症群の間で有意な

差が見られ，誤反応数に関しても，両群の間で有意な差

が確認された。これらの結果から，認知症群は，健康群

より場所ベース抑制機能が低いと指摘できる。

三つ目は，ＳＲＣ課題においては，健康な高齢者では，

先行研究においては，前期と後期群の間に反応時間と誤

反応の両方の指標で差が見られなかったが（孫・吉田，

2007)，認知症群はいずれの健康群よりも成績が低かっ

た。こうして，認知症群は，健康群より不適切な反応を

抑えることが非常に困難であると考えられる。
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と誤反応率を指標として利用した。結果として，認知症

群は，健康群と比べ，速度（遂行時間）と正確さ（誤反

応率）は両方とも大きな差が確認された。このことは，

認知症群の抑制機能の低さの大きさは，正確さという側

面だけではなく，刺激を処理する速度という側面にも顕

著であることを示唆している。この点について，今後さ

らに検証する必要があろう。

(2)認知機能について

認知機能を評価するＭＭＳＥにおいては，健康な高齢

者と認知症群の間で有意な差が見られ，認知症群の認知

機能が明らかに低いことが確認された。しかし，先行研

究では，健康な高齢者の中で，前期（Ｍ＝27.25）と後期

高齢者（Ｍ＝26.58）の間に有意な差がないことが指摘さ

れた（孫・吉田，2007)。従って，認知症群の認知機能

は，健康な高齢者より低いと指摘できるだろう。さら

に，ＭＭＳＥの下位尺度ごとに分析してみると，日時，

場所，遅延再生，自発書字，図形模写の各項目に，有意

な差が見られ，即時記憶，逆唱，文章再生にも有意な傾

向が見られたが，物品呼称，書字命令，口頭命令の項目

では，有意差がなかった。下位項目から得られた結果を

見ると，認知機能の中で，差がある部分と差がない部分

があると考えられる。

差がある項目からみると，認知機能の低下は，様々な

認知過程で起こっている。こうした認知過程での低下

は，作業記憶の低下に関連があるという指摘もある（三

宅，1995)。作業記憶に保持されている情報の様式には

幾つかのタイプがある（視空間的，音韻的，意味的情報

など)。例えば，計数課題では，視空間的情報と音韻情

報の保持が必要である，そして，リーディングスパン課

題では，意味的情報の保持が必要である。これらの情報

の保持は，課題遂行中に必要となるという意味で，全て

作業記憶の機能を反映している。作業記憶システムは，

記憶のためにだけに構築されたシステムではなく，様々

な認知過程との相互作用の中で進化して来たと考えられ

るからである。一方，認知機能の中で全て低下するわけ

ではなく，物品呼称などの差が見られなかった項目は，

残存機能として認知機能の中で働きかけていると考えら

れる。この点は，今後抑制機能と認知機能を検討する場

合にも重要であるだろう。

(3)前頭前野機能について

前頭前野機能を評価する肌Ｂにおいては，健康な高

齢者と認知症群の間で有意な差が見られ，認知症群の前

頭前野機能は明らかに低いことが確認された。しかし，

孫・吉田（2007）の研究により，健康な高齢者の中で，

前期（Ｍ＝16.01）と後期高齢者（Ｍ＝15.08）の間で有意

な差がないことが示唆された。これらの結果から，認知

症群の前頭前野機能は，健康な高齢者より低いといえる

だろう。さらに，ＦＡＢの下位尺度ごとに分析してみる

と，依存性を除いた全ての下位項目で得点の有意な差が

見られた。下位項目から得られた結果を見ると，依存性

以外のすべての下位項目が低下しやすいといえるだろ

う。これらのことから，前頭前野機能は，内容と文脈に

関する顕在記憶だけでなく，実行機能と呼ばれる他のさ

まざまな認知能力との関連があると考えることができ

る。また，Ｃｈａｏ＆Knight（1997a,1997b）が推測したよ

うに，前頭前野機能の低下に関して，抑制機能が重要な

役割を担っているとする考え方が適切であると思われ

た。

(4)抑制機能と前頭前野機能，知的機能の関連について

本研究の結果から見ると，認知症高齢者の抑制機能と

前頭前野機能，知的機能は，健康な高齢者より低いこと

が明らかになった。これらの結果から，先行研究でも指

摘されたように，まず抑制機能の低下は前頭前野機能の

低下と密接に関連するものと思われる。たとえば，抑制

機能に関するStroopとＳＲＣ課題で認知症高齢者は明ら

かに得点が低かった。前頭前野機能に関するＦＡＢ課題

でも認知症高齢者の得点が低かった。特に下位項目の

Ｇｏ/ｎｏｇｏ課題で低いことが確認された。これらのこと

から，前頭前野機能のうち，特に不適切な行動の抑制に

関わる機能の低下が顕著に見られ，それが知的機能に影

響を与える可能性である。次に知的機能に関する

ＭＭＳＥ課題においても認知症高齢者は明らかに得点が

低かった。特に下位項目の記憶項目で低いことが確認さ

れた。抑制機能と作業記憶に関する議論で,三宅（1995）

が主張したように，抑制機能の低下は，作業記憶の低下

と関連すると考えられる。今回の研究においても，抑制

機能の低下は知的機能の中の，特に作業記憶と関連する

可能性が指摘できたものと思われる。

本研究の結果をまとめると，認知症を患っている高齢

者の抑制機能は，健康な高齢者の抑制機能の低下のパ

ターンと異なることが明らかになった。つまり，場所

ベースと同一‘性ベースという２種類の抑制機能から見る

と，健康高齢者では場所ベースが発達の後期まで維持さ

れているが，認知高齢者では抑制の種類にかかわらず低

下していた。こうした抑制機能の低下の違いが，認知症

高齢者の特徴の一つを示していると考えられる。

今後検討する課題として次の点を挙げる。

それは抑制機能の低下過程と形成過程との比較であ

る。本研究では，加齢変化のうち，機能の低下過程に注

目して分析を行った。この過程が，機能の形成過程と

ちょうど逆の過程をたどるのかどうかという問題であ

る。そこで子どもを対象にする研究が必要であろうと考

えられる。子どもを対象とする研究は，発達心理学の視

点からは大きな意味があると考える。つまり，前頭葉

の神経回路の形成は発達的に時間がかかる領域の一つで

あるのに対し，この領域が逆に加齢による影響を受けや
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すぐ，一番早く衰退すると指摘されている（半田，

1994)。従って，発達心理学の視点から抑制機能の形成

過程を検討する必要であると考えられる。
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妊娠期から産後１年までの抑うつとその変化：

縦断研究による関連要因の検討

原著

安藤智子無 藤隆
(お茶の水女子大学大学院人間文化研究科')）（白梅学園大学子ども学部）

産後抑うつは，産後自然に回復するとの見解もあるが，長びくと母子相互作用や子どもの発達に影響

を与える。そこで，産後の抑うつはいつ始まり，どの程度が産後１年まで継続するか，その推移を探る

こと，また，産後抑うつに関する要因の推移および，回復に寄与する要因を探ることを目的として妊娠

中，産後５週，産後３カ月，産後６カ月，産後１年の５回，郵送にて追跡調査を行った。ｊ産後１年時に抑

うつの続いている者は，すべて妊娠期か産後５週に抑うつであった。５つの時期のEPDS得点に寄与する

変数は，時期により異なり，抑うつの脆弱性を測定する自己没入が，産後５週，産後３カ月では抑うつ

に寄与しなかった。このことから，産後の早い時期の抑うつには，生理的な要因の寄与が推測された。

潜在成長曲線モデルを用いて検討した抑うつの推移に寄与する要因は，愛着，自尊感情，妊娠期の

EPDS得点，３カ月の養育態度と対児否定感であった。産後１年まで抑うつが続く者は，妊娠中，産後５

週といった，早い時期に抑うつになっており，また，産後３カ月が抑うつ回復のターニングポイントに

なることから，妊娠中からのスクリーニングや早期の介入が必要であることが示唆された。

【キー・ワード】産後抑うつ，抑うつ脆弱性，愛着，縦断研究，潜在成長曲線モデル

問題と目的

女性は思春期以降，男性に比して抑うつになる傾向が

高く，その性差はホルモンの変化などの生理学的な要

因や遺伝的な要因と，抑うつへの認知的脆弱性や否定

的な事象に遭遇すること，あるいは遭遇したと感じる

頻度の高さなどの心理社会的な要因によるとされている

(KessleE2003)。特に産後の抑うつは，１０～２０％前後

認められるとされ（Ｏ'Hara,Neunaber,＆Zekoski,1984；

Yamashita,Ybshida,Nakano,＆'mashiro,2000)，産後５週

の抑うつの割合は，周産期にない女性の３倍（Cox，

Murray;＆Chapman,1993）と危険率が高い。産後抑うつ
は，ＤＳＭ-Ⅳ-ＴＲにおいて，産後４週以内に発症した者

と，発症の時期のみが特定されたものである（American

PsychiatricAssociation,2003)。その測定には，エジンバ
ラ産後うつ病質問票（EdinburghPostnatalDepression

Scale；以下ＥＰＤＳと略す）が用いられることが多い。

ＥＰＤＳは，多くの国では１３点以上が区分点とされてい

るが，ロ本人は控えめに点数をつける傾向があるとさ

れ,９点以上がスクリーニングされる（岡野ほか，1996)。

この尺度を用いた研究では，産後８カ月に１３点以上の

者は８．１％（Evans,Hero､,Francomb,Oke,＆Golding，

2001)，産後８～９カ月に１３点以上が15.4％（Small，

Brown,Lumleyｳ＆AstburyJ994)，１３点以上が６～１２カ

月で１５％（Hiscock＆Wake,2001）であり，この値から，

l）現所属：山脇学園短期大学家政科

産後半年以降も多くの女性が抑うつであることが推測さ

れる。抑うつの開始時期については，里帰りの習慣によ

り約１カ月程度身体的・精神的に保護されることが多い

ので，その援助が終わる時期と一致する（Ybshida，

Yamashita,Ueda,＆Tblshiro,2001)，出産後２週間以内と

いう早期に発症している（Yamashitaeta1.,2000）とされ

ている。しかし，産後の時間経過により，子どもの発達

段階も異なり，母親の抑うつに関する要因が異なると推

測される。長く続く抑うつもある一方，産後半年以降に

新たに抑うつが開始する者もあると考えられる。そこで

本研究では，産後の抑うつがいつ始まり，どう推移する

かを明らかにすることを第一の目的とする。

次に，先行研究で明らかにされている産後の抑うつに

関するリスク要因を，妊娠・出産に関する要因，妊娠中

の抑うつや夫婦関係，母親の‘性格特‘性に分けて整理する。

妊娠・出産に関する要因については，妊娠希望の有無に

ついて，予期せぬ妊娠・望まぬ妊娠・不妊治療後の妊娠

は抑うつの母親と非抑うつの母親と同じ割合であった

（Righetti､Veltema,Conne-Perreard,Bousquet,＆Manzano，

1998;Murrayｳ1992）との見解と，望まない妊娠はリスク

要因（岡野・野村・越川・土居・辰沼，1991）と，両論

が示されている。また，不本意な辞職体験(Holden,1991）

や妊娠中の抑うつ（Ｏ，Hara,Schlechte,Lewis,＆ＶａｍｅＥ

1991）もリスク要因とされている。産前の夫婦関係に問

題があることは産後抑うつのリスク要因にもなるとされ

ている（Boyce,Hickie,＆ParkerJ991;Gotlib,Whiffen，

Wallace，＆Mount，1991；MattheyうBarnett，Ungerer,＆
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Waters,2000)。逆に，夫のサポートは，愛着がアンビバ

レントな妻の産前産後の抑うつを緩和する（Simpson，

Rholes,Campbell,'､fan,＆Wilson,2003)，産前のソーシャ

ル・サポートは，産後の養育効力感を介して抑うつに寄

与する（Cutrona＆'Iroutman,1986）など，抑うつに対す

る有効性が示唆されている。一方，その効果は限定的

で，育児ストレスに対するサポートの緩衝効果は初産婦

においてのみ認められ，かつ育児ストレスの強度が中程

度までであるとの報告もある（Hisata,Miguchi,Senda,＆

Ｎｉｗａ,1990)。母親の性格特性としては，自己効力感

（'meti＆Gelfand,1991;Cutrona＆'hutman,1986）や自尊

感‘情の低さ（Sharpeta1.,1995)，対人的敏感さ（Boyce

eta1.,1991;Mattheyeta1.,2000）がリスク要因とされて

いる。その他，妊娠中や出産後早期に，夫や家族との離

別や死別などのライフイベントがあること（０，Hara，

1986;Marks,Lambert,＆Choi,1992）や，人生早期に親

を亡くしたこと（Kitamura,Shima,Sugawara,＆'Ibda，

1993)，特に母親を亡くしたこと（Roヌ1981)，親しい人

の喪失（Bridge,Little,Hayworth,Dewhurst,＆Priest，

1985）との関係も指摘されており，人生早期に重要な他

者を喪失したことが愛着の形成に影響を与えているとも

推測される。

このように，産後の抑うつに関する要因については数

多くの研究がなされてきているが，これらの要因それぞ

れの影響が，いつまで，どの程度続くかについては，十

分な整理がなされていない。Boyceetal.（1991）の，産

後１カ月，３カ月，６カ月の縦断研究では，産後の早いう

ちの抑うつには母親自身の受けた養育体験が関与し，産

後１年には対人関係の敏感さや夫の協力が寄与してい

た。このような産後の抑うつの割合や関連する要因の継

時的な変化の解明は，まだ十分になされていないが，産

後抑うつの予防や介入のためには重要なことである。そ

こで，本研究の第２の目的は，妊娠期から産後１年Iこか

けての抑うつ及びその関連要因の推移を検討することと

する。本研究では，特に，抑うつへの脆弱性に関する要

因を加えて検討したい。

抑うつ生成のメカニズムについては，Hankin＆

Abramson（2001）が，Ｂｅｃｋ（1987）やAbramson,Metalskyウ

＆Alloy（1989）の，否定的な出来事があったときに，機

能不全の態度（Beck,1987）や，否定的な推論スタイル

(Abramsoneta1.,1989）で認知するために抑うつが生じ

るとするモデルを改良し，一般的認知脆弱性一ストレス

交互作用モデル（Figurel）を提案している。それによ

れば，否定的な出来事が生じた後には，誰でも否定的な

感情が生じるが，認知的な脆弱性をもつ人のみ，この最

初の否定的な感‘情が持続，増加する。また，認知的脆弱

性については，領域特殊性を考慮することが必要であ

り，否定的な出来事が，各自の敏感な領域（人間関係，

成績，体形等）で生起した場合に，他の領域で起こった

ときよりも抑うつの増加に結びつきやすいと考えられて

いる。このモデルに照らして産後の抑うつが生じるメカ

ニズムを考えると，妊娠・出産にともない，身体的・心

理的・社会的な変化があり，そのために否定的な感情が

生じる機会が多く，また，この時期に特有の，妊娠・出

産・子育てに関する要因に対する敏感さも抑うつの継続

に寄与していると推測できる。抑うつになりやすい人に

は，考え込みや（Nolen-Hoeksema＆MorrowJ993)，自

分への注意の向きやすさ（Nolen-Hoeksema,1991)，否

定的な出来事の後に自己注目するスタイル（Pyszczynski
＆Greenberg,1987)，完全主義志向（桜井・大谷，1997）

などの認知的な特徴があることが知られている。坂本

(1997）は自己没入という概念を用い，自身に向いた感

情や注意が持続しやすい傾向をとらえている。自己没入

が高い場合，自身への注目が強く，課題達成のために多

大な努力を傾ける傾向があるとしている。このような抑

うつ特有の認知スタイルの抑うつへの寄与の有無から，

Figurel抑うつの一般的認知脆弱性＝交互胸ラヴモテiル（Hankin＆Abramson,2001）
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産後の抑うつと他の時期の抑うつの異同についても明確

にできると考える。産後の抑うつは，周産期に特異的な

状態であり，初産で産後抑うつだった場合，第２子の出

産後も抑うつになる傾向が認められる（Cooper＆Murrayヶ
1995）との知見がある一方，リスク要因には通常のうつ

に関与する要因との重なりが多く，周産期に特定的なも

のではないとの意見も併存する（Whiffen,1992)。本研

究では，産後の抑うつを，妊娠や出産，子育てに関する

リスク要因から生じる抑うつととらえ，検討を加えた

い。

さらに，産後抑うつが解消されずに継続する要因とし

ては，乳児の睡眠の悪さや産前の抑うつの経験，離婚，

パートナーが外国で産まれていること（Hiscock＆Wake，

2001）や，産後２カ月の抑うつの値が高いこと（Beeghly

etal,2002)，社会経済的地位が低いこと，ライフストレ

ス，発症の時期が妊娠の前か後か（Zelkowitz＆Milet，

2001）等の関与が明らかにされてきた。また，継続に

関与しないとされた変数は，母親の年齢，出産経験。産

まれた国，子どもの性（Zelkowitz＆Milet,2001)，結婚

の調和関係（Bemazzani,SaucienDavid,＆Borgeat,1997）

であった。このような，抑うつの推移，および抑うつの

解消に関する要因についても，十分な検討は加えられて

いない。そこで，抑うつの推移に関与する要因を明らか

にすることを第３の目的とする。

これらの目的のために，本研究では，リスク要因を，

"出産準備性"，“妊娠中の要因，，，“母親の性格特’性'，に分

けて，抑うつとの関連を分析する。“出産準備‘性"は，妊

娠を希望していたかどうか，妊娠・出産にあたって就労

の継続等の選択に納得しているか，つわりの程度，出産

前後で里帰りをしたか，胎動をどのように感じたかにつ

いてたずねた。妊娠・出産に関する要因が，いつまで，

どの程度影響を探るためにこれらの変数を用いる。“妊

娠中の要因，，としては，夫婦関係，妊娠中の抑うつ，“母

親の‘性格特性”として自己没入や自尊感'情，愛着の安定

について検討する。愛着は，自分の受けた養育体験や子

どもへの養育態度に関する変数と考えられ，抑うつへの

寄与を検討することにより，被養育経験と抑うつとの検

討も可能になる。なお，本研究では，診断面接を行って

おらず，「抑うつ」と表現する内容は，気分障害などの

診断のつくものではなく，質問紙により，抑うつの傾向

をとらえたものである。

方法

調査時期2003年８月～２００４年１２月

調査方法Ａ市保健所にて母子手帳配布時，また，Ａ

市保健所，Ｂ市保健センター，Ｃ市Ｄ産婦人科，Ｅ病院

にて母親教室・両親教室の開催時に「研究協力へのお願

い｣を配布し，協力するとの返信を得た妊婦522名に，妊

娠中，産後５週，産後３カ月，産後６カ月，産後１年時に，

質問紙を郵送した。回収率は妊娠期96.6％，産後５週で

66.48％３カ月５８．３％，６カ月５９．２％，１年54.4％であっ

た。本研究では初産婦407名を分析対象とする。倫理的

な配慮として，研究協力者を募る際，研究の目的，プラ

イバシーの保護，研究協力は任意であることを記した紙

を配布し，説明した。協力する旨の返信を得た対象者に

対しては，データが統計的に処理され，個人の特定や公

表はしないことを質問紙に記した。

質問紙の構成以下の変数を設問項Ｈとした。合計点

を得点化した変数は，すべて主因子法により一因子性を

確認した。

（１）エジンバラ産後うつ病質問票（EdinburghPosrna‐

talDepressionScale:ＥＰＤＳ）：Cox,Holden,＆Sagovsky

(1987）が開発し，岡野ほか（1996）が日本語版を作成

した。ＥPDSは，保健師の家庭訪問，新生児訪問などで

も活用されるようになってきており，産後うつ病をスク

リーニングする際にも用いられている。過去７日間を振

り返って「笑うことができたし，物事のおかしい面もわ

かった」など１０項目からなり，0-3点の４件法で採点さ

れる。非抑うつと抑うつを分ける区分点は，８点/９点と

した。因子分析の結果，妊娠期に因子負荷量が.３７の項

目が認められ，他の時期においても.５０に満たない項目

が認められた。しかし，ＥPDSは，１０項目の合計点がス

クリーニングの用いられることから１０項目を加算して

分析に用いた。

（２）夫婦関係：MaritalLoveScale（菅原・詫摩，1997）

から「どんなことがあっても夫のみかたでいたい」等５

項目を選び１.「まったくそう思わない｣～５.「とてもそう

思う」の，５件法で質問した。各項目の因子負荷量は.５０

以上であり，クロンバッハのαは，第１回から第５回ま

での調査のそれぞれの時点で順に.89,.86,.92,.90,.89と

なり，５項目を加算して夫婦関係得点とした。

（３）子どもへの感情：花沢（1992）の対児感'情尺度を

参考に，乳児に対する感情として適切と考えられる項目

として肯定的感情（かわいい，いとおしい，あどけな

い)，否定的感情（じゃまな，わずらわしい）を独自に作

成した。１.「まったくあてはまらない」～６.「非常によく

あてはまる」の６件法で問い，肯定的感情３項目，否定

的感情２項目の得点をそれぞれ加算し，対児肯定感，対

児否定感の得点とした。クロンバッハのαは対児肯定感

がそれぞれ.73,.63,.56,.61,.61,対児否定感が.86,.79,

.80,.90,.85で，対児肯定感のαがやや低いが，対児肯定

感は２項目での測定であるために低くなったと考えら

れ、分析に用いた。

（４）自尊感情：Rosenbergの自尊感情尺度を翻訳した

山本・松井・山成（1982）の日本語版１０項目を使用し、

１.「あてはまらない」～５.「あてはまる」の５件法で質問
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した。因子負荷量が.５０に満たない５項目を除いた５項

目を加算して自尊感情得点とした。クロンバツハのα

は.８１であった。

（５）愛着安定尺度：Hazan＆Shaver（1987）のアタッ

チメント尺度を参考にした成人版愛着スタイル尺度（詫

摩・戸田，1988）の安定型の質問「私は知り合いが出来

やすい方だ」等６項目を１．「まったくあてはまらない」

～６.「非常によくあてはまる」の６件法で質問した。因

子負荷量はすべての項目で.５０を超え，クロンバツハの

αは.84で，６項目の得点を加算して，愛着安定得点と

した。

（６）養育態度：養育に関する徳永ほか（2000）の尺度

を参考に，「乱暴に抱く」などの項目を産後５週に７項

目，産後３カ月に７項目，産後６カ月に10項目，産後１

年に７項目を作成し，１.「ぜんぜんない」～5.「よくある」

の５件法でたずねた。成長に伴って養育内容も変化する

ために，質問項目は時期毎に作成した。産後５週の項目

はすべての因子負荷量が.５０より大きいので７項目すべ

てを用いた。産後３カ月は，因子負荷量が.３０より低い

項目を除いた３項目を採用した。産後６カ月は，因子負

荷量が.４０に満たない項目を除いた６項目を用いた。産

後１年は，同様に４項目を抽出した。各時期とも，項目

を加算して養育態度得点とした。クロンバッハのαは，

それぞれ.76,.73,.71,.75であった。

（７）自己没入尺度：坂本（1997）が作成し，「長い間自

分のことで思いをめぐらせていることがよくある」など

１１項目を５件法でたずねた。因子負荷量が.34であった

１項目を除き，１０項目を加算し自己没入得点とした。

（８）胎動の認知：胎動をどう感じたかについて，１.「う

れしい」２.「変な感じがした」３.「嫌な感じがした」４.「実

感がわかない」の４項目からの択一式とした。「嫌な感

じがした」と答えた対象が少ないことや，順位尺度とし

て使うには適当でないことから，「変な感じがした｣，

｢嫌な感じがした｣，「実感がわかない」の３項目をまと

めて違和感群とし，うれしい群との２群で検討した。

（９）つわり：１．「ほとんどなかった」～4.「とてもひど

かった」の４項目からの択一式とした。

（１０）妊娠希望：妊娠を希望していたかどうかについ

て，１.「とても望んでいた」２.「自然に受け入れた｣３.「予

想外だった」４.「まだ妊娠したくなかった」の４項目から

の択一式とし，１.「とても望んでいた」を「妊娠希望群｣２．

３．４をまとめて「妊娠希望なし群」とした。

（11）就労選択葛藤：１．「納得のいく選択ができた」

2.「仕事と子育てとどちらをとるか迷っている」３.「仕事

を続けたいがそうもいかない」４.「仕事を辞めたいがそ

うもいかない」の４項目からの択一とした。分析では，２，

３，４の回答を「選択迷い群」とした。

（12）出産前後の里帰り：１．「里帰りしなかった」２.「里

帰りした」の２項目からの択一とした。

（13）社会的属性：その他母親の年齢，子どもの性別，

家計の余裕の有無などをたずねた。

なお，（１）～(3）は毎回たずね，（４）（５）（７）～（１０）

（13）は妊娠期に，（６）は産後から質問項目に加えた。

（11）（12）は，産後５週にたずねた。分析には統計処理

用ソフトSPSSl１．５とＡｍｏｓ４を用いた。

結 果

１．産後１年までの推移

妊娠中から産後１年までの間の５回の質問紙調査にす

べて回答した初産婦170名のうち，ＥPDSへの記入がも

れなくなされていた１１３名が，どの時期に産後抑うつを

経験したかについて検討した。その結果，５回の測定で

抑うつにならなかったのは８７名（77.0％)，１度でも区

分点を越えて抑うつになったものは２４名（21.2％）で

あった。２４名の抑うつ開始時期は，妊娠期の者は１４名，

産後５週は５名，産後３カ月は２名，産後６カ月は３名

であった。さらに，２４名のうち，この産後１年にＥＰＤＳ

得点が８点以下になり，抑うつから回復したと考えられ

た者は，妊娠期に抑うつになった者のうち５名（妊娠期

に抑うつになった者の35.7％)，産後５週から抑うつに

なった者のうちの２名（産後５週に抑うつになった者の

40％）で，それ以降に抑うつが開始した５名（4.4％）は，

すべてが回復していた。また，産後５週から産後１カ月

までの４回の測定時にすべて抑うつであった者は４名

（3.5％）であり，この４名は妊娠期も抑うつであった。

つまり，産後１年まで抑うつであったのは１２名（10.6％）

で，その開始時期は，妊娠期が９名（産後１年まで抑う

つであった者の75％)，産後５週が３名（産後１年まで

抑うつであった者の25％）であったことになる。

2.妊娠期から産後１年までの抑うつに関する要因の検討

まず，測定時期の抑うつ各変数との相関分析を行った

('mablel)。妊娠期から産後１年までのすべての時期で，

妊娠期の抑うつ，自己没入，自尊感情は中程度有意な相

関が，また，妊娠希望，胎動の認知，愛着安定は弱いな

がら有意な相関がすべての時期のEPDS得点との間に認
められた。

次に，妊娠期，産後５週，産後３カ月，産後６カ月，

産後１年の各時期の抑うつに寄与する要因を検討するた

めに，各測定時期のEPDS得点を従属変数とした，４ス

テップからなる階層的重回帰分析を行った。独立変数と

して，第１ステップでは社会的属‘性（母親の年齢・子の

性別・家計）を，第２ステップでは妊娠希望，胎動の認

知，つわり，就労選択葛藤，里帰りを，第３ステップで

は妊娠中に測定した夫婦関係と抑うつを，第４ステップ

では性格特性として自己没入，自尊感情，愛着安定を投

入した（'Elble2)。産後５週の第２ステップ，第４ステッ
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変数とする一次関数的「潜在成長モデル」（Latent

GrowthModel）を仮定し，分析を行った。潜在成長モデ
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タは，従来，観測された個々人の素点の変動から，平均
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する構造（発達直線，曲線）を想定する（豊田，2003)。

この分析を用いることで，縦断データをいかし，抑うつ

の回復に与える変数の影響をより明確に検討することが

可能になると考えられる。

まず，ＥPDS得点の推移について，潜在成長モデルを

用いることが適当か確認するために，Figure2のモデル

を検討した。ここでは，［切片］からＥPDS得点へのパ

スは１に固定し，測定時期が５週，３カ月，６カ月，１年で

あるため，月数に換算し，５週を０，３カ月へのパスを２，

６カ月へのパスは５，１年へのパスは１１と制約を課した。

このことで，ひと月あたりの変化を知ることができる。

また，各観測変数の誤差の平均値は０，分散はそれぞれ

等しいという制約を課した。このモデルの分析結果は，

Ｘ２(8)＝34.69('＜,001)，CFI＝､93,NFI＝､91,TLI＝､91,

RMSEA＝.09であった。ｘ2検定は棄却され，ＲＭＳＥＡが

やや高いが，CFI,NFI,TLIが.９０を越えており，モデル

の適合度はほぼよいと考えられた。また，切片の平均値

は5.61で．これは初産婦の産後５週の平均値5.95と近

似しており，この結果から，ＥPDS得点をy，産後の月

数をｘにした場合，ｙ＝-.11x＋5.61でEPDS得点が予測

されることになる。

Figure2のモデルのあてはまりがよいことから，産後

５週以降のEPDS得点の変化の様相に影響を与える変数

を探索的に探るため，Figure3のモデルを検討した。す

なわち，このモデルで［傾き］に有意なパスを有する変

数は，パス係数が正の値をとれば抑うつの解消を促進

し，負の値をとれば，抑うつの継続に寄与することにな

る。また，そのパス係数が大きいほど，抑うつの変化へ

の影響力が大きいことを意味する。

L).２ {)－月

④ 、 ③、

Figure2EPDS揚点の変化に関する潜在戒長モテル

③ ④⑤ ⑮

Figure3変数が〃､S揚点の変化に及ぽ鵡響を麓計するモテンル

その結果，それぞれの［傾き］に，弱いながらも有意

なパスをひくことができた変数は，愛着安定（ｘ２(5)＝

3.44,〃.s､)，自尊感'情（Ｘ２(5)＝5.61,〃．s･)，妊娠期の

EpDS得点（Ｘ２(5)＝4.38,〃.s,)，産後３カ月の養育態度

(ｘ２(5)＝4.43,〃.s､)，産後３カ月の対児否定感（Ｘ２(5)＝

3.63,〃.s､）であった（'Elble3)。［傾き］へのパス係数が

正の値である愛着安定，自尊感情は，その値が高いほ

ど，ＥPDS得点の減少に寄与している。つまり，愛着が

安定しており，自尊感'情が高いほど，抑うつから回復す

る傾向が大きいことが示された。一方，妊娠期ＥPDS得

点，産後３カ月の養育態度，産後３カ月の対児否定感か

ら［傾き］へのパス係数が負の値であることから，これ

らの数値が高いほど，ＥPDS得点の増加に寄与している。

つまり，妊娠中の抑うつ得点が高く，産後３カ月の養育

態度や子どもへの感情が否定的であるほど，抑うつが継

続する傾向があることが示された。

考察

産後１年まですべての時期に回答があった者のうち’

21.7％が妊娠期から産後１年までの間に抑うつを経験し

ていた。５回すべて回答した協力者の約５分の１が，産

後１年までの間のどこかの時期に抑うつを経験している

ことから，妊娠期から産後１年の間に抑うつを経験する

女』性が多いことが改めて示された。抑うつの開始時期

は，妊娠期が最も多かった。産後３カ月以降に抑うつに

なる者も４．５％あったが，産後１年には回復していた。

産後１年時に抑うつであった者は，妊娠期からの開始が

75％，産後５週からの開始が２５％であり，産後長く続
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年までのすべての抑うつに対して強い影響力を有してい

た。これはMattheyetal.（2000）の縦断研究の結果と同

様であり，妊娠中の抑うつが，産後の抑うつの強いリス

ク要因であることが確認された。一方，“夫婦関係”は，

抑うつと有意な相関が認められたものの，階層的重回帰

分析で有意な寄与を有していたのは産後５週だけであっ

た。産後１年までの抑うつに有意な寄与を有していた

(Mattheyeta1.,2000)，あるいは，産後１年の抑うつに

妊娠中の夫婦関係が関与していた（Robinson,Olmsted，

＆GarnerJ989）とする先行研究とは異なった結果で

あった。これは，本研究で用いた尺度が，夫に対する親

愛の情をたずねる内容であったことも一因と考えられ

る。抑うつへ関与するのは，否定的な感'情であるため，

夫婦関係の不調和に焦点化した質問項目を用いると，夫

婦関係の効果が現れる可能性があるとも推測される。

“性格特性，，では，妊娠期の抑うつに有意に寄与してい

た“自己没入，，が，産後５週，産後３カ月と有意な寄与が

なくなり，産後６カ月からは再び有意な寄与を有したこ

とが特徴的な変化であった。“自己没入”は「自分がどん

な人間なのか，長い間考え続けることがよくある」とい

う質問項目にも示されるように，抑うつの認知特性であ

る自己注目と繰り返し思考の両方が含まれる概念であ

る。その“自己没入”が寄与していた妊娠期，産後６カ

月，産後１年時の抑うつには，一般的な抑うつに関する

認知的な脆弱性が関与していることが明らかになったと

いえる。

や＜０５，＊やく.01,＊**'＜・O01

aComparativeFitlndex
bNormalFitlndex

cRootMeanSquareErrorofApproximation
dAkaike，slnfOrmationCriterion

eBrowne-CudeckCriterion

4.43

５

．４９

3.63

５

．６０

5．６１

５

．３５

1.00

.99

.00

34.43

34.88

3.44

５

．６３

適合度指標

く抑うつの始まりは，妊娠中か産後の早期であった。産

後１年まで続く抑うつは妊娠中か産後の早期の開始で

あったことから〆妊娠期あるいはその前からの抑うつに

対する介入が必要であることが示唆されたといえる。

抑うつへ寄与する変数は，産後１年までの５回の測定

で変化が認められた。まず，“出産への準備性"は，妊娠

中に大きな寄与が認められ，産後３カ月を除いたすべて

の時期で抑うつへの有意な寄与を有していた。抑うつと

の相関分析では，“妊娠の希望”が妊娠期から産後１年ま

で,“就労選択葛藤"は産後６カ月を除くすべての時期で，

弱いながら有意な相関が認められた。この“出産への準

備'性”と抑うつとの関係から，妊娠・出産に関する葛藤

の多いことが，産後１年の間，抑うつへ影響することが

明らかになった。ウガンダの女‘性は，妊娠・出産につい

ての意味を，「妊娠中や出産後の女‘性には，栄養のある

十分な食料が与えられるので幸せである」と答えており

(吉田，2000)，社会的に利益や保護を受けることができ，

それを喜びと感じていることがうかがえる。一方日本で

は，出産や育児にかかる経済的な問題や，養育と就労と

のバランスの問題を抱えることも少なくない。“出産へ

の準備’性，’における葛藤には，個人的な要因と社会的な

要因の存在が推測されるが，出産に対する中絶の割合は

24歳以下で増加している（厚生省，1998）ことからも，

妊娠・出産は日本の女‘性にとって，困難なライフイベン

トとなっていると推測される。

次に"妊娠期の指標”の"妊娠期の抑うつ”は，産後１

1.00

.99

.02

35.61

36.06

1.00

.99

.00

34.38

34.83

1.00

.99

.00

33.44

33.89
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産後３カ月の変換点は，他の結果にも認められた。産

後３カ月以降に抑うつが始まった場合は，産後１年まで

に抑うつが解消していることや，潜在成長分析の傾きへ

の寄与が有意だった養育態度，対児否定感は産後３カ月

の変数であったことなどから，産後１年までの経過では，

産後３カ月に変換点があることが示唆された。この結果

については，生理的な要因と，母子の発達の両面から考

察される。

まず，産後はホルモンのバランスが大きく変化し，そ

の影響で抑うつが引き起こされる可能性が挙げられる

（岡野，2001)。つまり“自己没入”が寄与していない産

後の早い時期の抑うつには，生理的な要因の関与が推測

される。

次に，母子の発達について，氏家（1996）は，５６人の

女性を３年間追跡し，面接によるインタビューと質問紙

による調査，家庭での観察を行い，赤ちやんが生まれて

からしばらくの間，母親たちの行動と思考，感情のまと

まりが機能しなくなった不安定な状態になり，再び定常

状態になるのは，自分自身のポジティブな側面に注目し

始めた３～６カ月の間だったとしている。生後３カ月の

乳児は，外界への興味が増加し，働きかけに対して反応

が明らかにできるようになり，外界との関係の持ち方が

変化する。それに応じて，母親は，子どもとのやりとり

がより成り立つように感じるだろう。氏家（1996）の観

察からは，養育のしがいが出てくるし，やりとりも楽し

くなる母親の肯定的な変化がうかがえる。この時期の対

児否定感や養育態度が否定的であることが，産後１年ま

での抑うつの推移に影響していたことから，産後早期

に，子どもをわずらわしく感じていたり，育てづらさを

感じている母親への介入の必要性が示唆された。

潜在成長分析で［傾き］に有意な寄与を有していた変

数は，愛着安定，自尊感』情，ＥPDS得点妊娠期，養育態

度３カ月，対児否定感３カ月であった。自尊感情は，様々

な精神的健康と有意な関係をもつ指標であり（'Ironic，

Cohn,＆Shea,1986)，産後一時的に抑うつになった者も，

自尊感情の高いことが回復に寄与していたといえる。主

に親との間でつくられた愛着に関するワーキングモデル

は，母子相互作用の質，子どもの愛着の安定，結婚への

適応と関係があるとされ（Eiden,'meti,＆Corns,1995)，

愛着が抑うつと関連するとの見解もある（Fbnagyeta1.,
1996)。本研究では，愛着から抑うつへの有意な相関は

認められたが，階層的重回帰分析による検討において，

直接の寄与は認められなかった。しかし，抑うつの回復

へは弱いながら有意な寄与を有していた。愛着は，否定

的な情動をひきおこす危機的な状態に，他者への接近を

もって情動を制御し，安全であるという意識を確保する

機能を有している。愛着安定が，産後に抑うつに陥った

という危機的な事態で効果を発揮していたことは，この

ような愛着の特性を反映した結果といえよう。

子どもへの養育態度は，被養育経験や，内的ワーキン

グモデルの関与があり，愛着が安定している母親は，子

どもへの応答が柔軟であると推測される（数井，2005)。

そのため，安定した愛着の母親は，養育中に否定的な感

情が生じることが少なく，抑うつの回復につながったと

推測される。また，愛着が安定していると，人に頼るこ

とができると推測される。そのため，ソーシャル･サ

ポートを得て，孤立することなく養育ができたのではな

いだろうか。回顧的な調査ではあるが，産後に，否定的

な内的ワーキングモデルから安定した内的ワーキングモ

デルに変容した母親は，重要な人物からのサポートを十

分うけ，また広いサポートネットワークを有していた

（加藤,2007）との見解もあり，産後早期の適切なサポー

トは非常に重要であるといえる。

本研究で明らかになった知見から，先に示したHan‐

ｋｉｎ＆Abramson（2001）の抑うつへの一般的認知的脆弱

性一交互作用モデルを参照すると，産後の抑うつになる

者は，“出産への準備性"が否定的な気分を生じさせ，産

後の子育てという特別な環境の中で，母親の子育ての領

域に関する敏感性や否定的な感情が抑うつの継続に関与

するというモデルが提示される。産後の抑うつも，抑う

つのモデルを援用して理解することが可能であり。産後

という時期に認められるという点で他の時期の抑うつと

区別され，抑うつやその継続に寄与する要因に，妊娠・

出産・子育てに関する特徴的な要因が関与しているとい

える。

最後に，本研究で得た知見から，産後の抑うつに対す

る介入について検討する。まず，妊娠期の抑うつが産後

の抑うつ全体へ影響していたことから，妊娠期の抑うつ

を下げることが必要である。妊娠前の青年期層に対し

て，抑うつとその対処，産後の抑うつと望まない妊娠や

就労選択葛藤，夫婦関係との関係などを教育する機会を

つくることがあげられる。青年期前期は抑うつの好発期

でもあり，これらの教育は，予防的な介入になると考え

る。次に，妊娠・出産に関する要因が妊娠期の抑うつに

寄与していたことから，就労と子育てのバランスがとり

やすいような社会的なシステムの構築が望まれる。ま

た，妊娠中から産後早期の介入の重要性が示唆された。

幸い出産前後は，保健・医療機関に必ず足を運ぶことに

なる。そのため，これらの機関で働く専門家は，抑うつ

の予防，発見，介入などを担うことができる。有効な介

入のためには，これらの機関の連携が必要不可欠であ

る。たとえば，妊娠・出産時に産科で抑うつのスクリー

ニングがなされても，退院後の親子を追跡することは難

しい。産後の親子を支える地域の保健所，健診を実施す

る小児科や抑うつを治療する精神科などの間での連携づ

くりが急務といえる。さらに，抑うつの脆弱性をもった
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人が産後の抑うつになる傾向から，一般的な抑うつの改

善に必要な，安定した眠りや気晴らしの確保も必要であ

ると考えられる。そのためには，夜間の授乳を代わる，

あるいは，日中，子どもを預かり，散歩に出る時間をつ

くるなどの周囲のサポートが必要になろう。さらに，母

親の愛着が抑うつの推移に影響していたことから，乳児

からの働きかけを読み取ったり，それに対する応答への

サポートが必要であろう。たとえば，祖父母やベビー

シッター，あるいは同じ年頃の子どもをもつ友人など，

複数の大人が一緒に子育てをすることが役に立つのでは

ないだろうか。他の乳児を見ることで，自分の子どもの

反応を理解したり，他の人の乳児への関わりを学ぶこと

ができる。親子の小さなグループで，親子のやりとりに

専門家が関わることなども有用であろう。

本研究の限界と今後の課題

縦断研究でドロップアウトした対象の抑うつの値が継

続協力者に比して有意に高かったことから，本調査の結

果は，日常生活の可能な，抑うつの程度の軽い者に限定

的な結果と考えられる。また，産後１年まで抑うつの続

いていた者のうち，妊娠中に抑うつが始まった割合が高

いことは明らかになったが，妊娠中の抑うつの高い者

が，妊娠前も抑うつが高かったかどうかは本研究の調査

方法では確認できなかった。そのため妊娠を機会に抑う

つになったのか，妊娠前から抑うつであったかは区別で

きない。また，本研究は産後１年までの結果であるが，

さらに先までの変化は，今後の縦断調査で明らかにした

い。
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両親の夫婦関係が青年の結婚観に及ぼす影響
青年自身の恋愛関係を媒介変数として

原著

山内星子伊藤大幸
(名古屋大学大学院教育発達科学研究科）（名古屋大学大学院教育発達科学研究科・日本学術振興会特別研究員）

両親の夫婦関係が青年の結婚観に影響を与える過程として，連合学習のようなシンプルなメカニズム

によって直接的に影響する「直接ルート」と，青年自身の恋愛関係を媒介して間接的に影響する「モデリ

ングルート」とを想定し，実証的に検討した。さらに，モデリングルートのうち，親の夫婦関係から青

年の恋愛関係への影響については，親の夫婦関係に対する青年の主観的評価が調整変数として機能する

という仮説を立て，検証を行った。大学生213名（男性95名，女性１１２名，不明６名）から得られたデー

タに対して共分散構造分析を行った結果，親の夫婦関係に対する青年の主観的評価が高い群においては，

親の夫婦関係が直接に青年の結婚観に影響を与え，また，青年自身の恋愛関係を媒介して間接的にも影

響を及ぼしていた。一方，親の夫婦関係への評価が低い群では，親の夫婦関係から青年の恋愛関係への

影響は見られず，親の夫婦関係と青年の恋愛関係が独立に青年の結婚観に影響を与えていた。これらの

結果は，直接ルートが親の夫婦関係への青年の評価にかかわらず成立するのに対し，モデリングルート

は評価が高いときにのみ成立することを示している。

【キー・ワード】結婚観，両親の夫婦関係，恋愛関係，モデリング，共分散構造分析

問題と目的

これまで両親の夫婦関係が青年の結婚観')に与える影

響について，アメリカを中心に多くの研究がなされてき

た（Muench＆Landrum,1994)。これらの研究は，アメ

リカにおける1970年代からの急激な離婚率の上昇に伴

い（Bramlett＆Moshen2001)，変化する夫婦関係やそ

の崩壊の影響を明らかにしようとするものであった。一

方わが国でも，女性の社会進出などライフスタイルの欧

米化を背景に，夫婦関係のあり方の変化が指摘されてい

る。離婚率を例にとれば，1990年代から離婚率の上昇が

指摘され始め，現在では欧米諸国との比較においてトッ

プクラスの数字を示すに至った（安蔵，2002)。このよ

うな状況の下で，日本においても両親の夫婦関係が青年

の結婚観に及ぼす影響に関する研究が必要とされている

が，未だその数は少ない。近年の未婚率上昇やそれに伴

う少子化現象などの社会問題に対処する上でも，青年の

結婚の意志を規定する（伊東，1997）結婚観を検討する

ことは意義深い。そこで本研究では，両親の夫婦関係が

青年の結婚観に与える影響とそのメカニズムについて検

討を加える。

欧米における，両親の夫婦関係から青年の結婚観への

1）本研究では，欧米におけるattitudestowardmarriageあるいは
maritalattitudesに対応するものとして結婚観という用語を用い

る。これは，未婚者が抱く自らの将来の結婚に対する期待，予

測，感情を意味するものであり，結婚はこうあるべきだという信

念や結婚生活における性役割観などは含まれない。

影響に関するこれまでの研究では，ほぼ一貫して両親の

離婚や葛藤が子のネガティブな結婚観の形成に寄与する

ことが示されてきた(例えば,Ganong,Coleman,＆Brown，

1981;Jennings,Salts,＆Smith,1992;Kinnaird＆Gerrard，

1986;Tasker｝1992)。しかし，こうした研究の仮説の多

くは，両親のあり方は必然的に子に影響を与えるであろ

うという素朴な理論の上に成り立っており，そのメカニ

ズムについてはあまり言及がなされてこなかった。臨床

的な援助や，未婚率の上昇にともなう少子化の抑制に貢

献するという観点からも，そのメカニズムの解明は重要

であり，実証的な検討が必要であろう。

数少ないながらも，これまでに両親の夫婦関係が青年

の結婚観に影響を与えるメカニズムについて２つの説明

が提出されている。１つは，両親の夫婦関係が直接的に

結婚観を変化させるというもの（以降，直接ルートと呼

ぶ)，もう１つは，親の夫婦関係が子の恋愛関係に影響

し，間接的に結婚観に影響を与えるというもの（モデリ

ングルート）である。なお，両親の夫婦関係から青年の

恋愛関係や結婚観への影響に関する先行研究において

は，親密性（intimacy）や葛藤（conflict）といった関係の

良好性に関する側面が問題とされてきた。本研究もそれ

にならい，夫婦関係や恋愛関係の良好性の側面に焦点化

して検討を行うこととする。以下，本稿では，夫婦関

係・恋愛関係という用語を，関係の良好'性を指すものと

して用いる。

直接ルート（親の夫婦関係→結婚観）に関しては，

Long（1987）の言及がある。Longは，両親の夫婦関係に
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おける葛藤が嫌悪刺激として負の感情を引き起こし，そ

れが結婚の観念全体と連合することで，結婚観がネガ

ティブなものになると述べている。この説明では，両親

の夫婦関係がもたらす感情と結婚の観念とが連合するこ

とで結婚観が変化するというシンプルなメカニズムが想

定されている。

モデリングルート(親の夫婦関係→恋愛関係→結婚観）

に関しては，Larson,Benson,Wilson,＆Medora（1998）

の言及がある。Larsonetal・は，原家族において問題の

ある家庭環境に置かれてきた個人は，自身もまた不満足

な恋愛関係を構築することによって，将来の結婚のよう

な親密な異性関係へのネガティブな期待や感情を抱くよ

うになるだろうと述べている。この説明では，原家族に

おける問題が，青年自身の恋愛関係を媒介として，間接

的に結婚観に影響するというメカニズムが想定されてい

る。このメカニズムは，原家族から恋愛関係への影響過

程と，恋愛関係から結婚観への影響過程に分けることが

できる。

このうち，前者の過程（親の夫婦関係→恋愛関係）に

ついては，これまでいくつかの研究によって検討がなさ

れている。Downey＆ｍｄｍａｎ（1996）は，両親の夫婦間

暴力が，子からその恋人への身体的攻撃を増加させるこ

とを示している。また，Perren,Wyl,Burgin,Simoni,＆

Klitzing（2005）は，夫婦関係の質（コミュニケーション，

葛藤，感受性，会話の質）の世代間伝達が生じることを

示した。両親の夫婦関係から青年の異性関係へのこうし

た影響は，Bandura（1971/1975）の社会的学習理論にお

けるモデリングという概念によって説明することができ

る。これは従来の模倣や同一視といった概念を包括する

用語であり，他者の行動やその結果をモデル（手本）と

して観察することにより，観察者の行動に変化が生ずる

現象を指す（二宮，1999)。親の夫婦関係をモデルとし

て観察することにより，子は異性関係における基本的な

行動パターンを学習し，自らの恋愛関係にそれを適用す

ると考えられる。親の夫婦関係は，フイクシヨンや概念

と異なり具体化されたものであるだけでなく，子にとっ

て最初の，また持続的な異性関係のモデルであり，その

影響は大きいと考えられる。

しかし，mdman,Gowen,＆Fisher（1998）では，両親

の結婚満足度（幸福感，合意，連帯感，愛'情）と青年の

恋愛関係（親密性）の間には部分的な関連しか見出され

なかった。葛藤の世代間伝達を検討したMartin（1990）

や，両親の結婚満足度（親和性，満足）と青年の恋愛関

係(親密性)の関係を調査したScharf＆Mayseless(2001）

においても，両親の夫婦関係と青年の恋愛関係に直接の

関連は見出されていない。このように，両親の夫婦関係

が青年の恋愛関係に与える影響に関する知見には交錯が

見られる。社会的学習理論に基づけば，その原因の１つ

はこれらの先行研究がいずれも，親の夫婦関係に対し

て青年自身がどのような主観的評価を持っているかとい

う観点を取り入れてこなかったことにあると考えられ

る。Bandura（1971/1975）はモデリングによって習得さ

れた行動が実際に遂行されるか否かには代理強化という

メカニズムが関係すると述べている。すなわち，モデル

が当該行動をとることによって生じる結果を観察者がポ

ジティブなものであると評価すれば，観察者はその行動

を遂行するようになるが，逆にネガテイブなものである

と評価すれば，その行動の遂行は抑制される。この点に

関して，若原（2003）は青年が親に対して愛'情や尊敬を

感じるほど，親に対する同一視（意識的なモデル化，取

り入れへの気づき）が強くなることを示した。このよう

なことが親の夫婦関係のモデリングにおいても成り立つ

とすれば，親の夫婦関係に対する青年の評価がポジティ

ブなものであるほど，親の夫婦関係の性質は青年の恋愛

関係に伝達しやすくなるであろう。このことは，親の夫

婦関係が愛情に欠け，不和に満ちたものである場合に，

特に重要な問題となる。なぜなら，親の夫婦関係を青年

が無条件に絶対視し，好ましい評価を持っている場合に

は，関係の望ましくない性質までもが青年に伝達する可

能性があるためである。

一方，青年の恋愛関係が自身の結婚観に及ぼす影響

(恋愛関係→結婚観）について検討した研究は見当たら

ない。現代の日本において，結婚は恋愛の延長線上にあ

る場合がほとんどである。岡村・壁谷沢（1987）が大学

生を対象に行った調査では，「結婚には恋愛が前提と

なっているべきだ」と考えているものが約60％を占め

ている。実際にも，恋愛から結婚へ至る恋愛結婚は全体

の約９割にのぼっている（国立社会保障・人口問題研究

所，2005)。つまり，現代の青年のほとんどは結婚に至

るまでに少なくとも一度の恋愛を経験すると言える。結

婚と恋愛は親密な異‘性関係であるという点で共通してお

り，現在のあるいは過去の恋愛関係が良好なものか，葛

藤に満ちたものであるかによって，将来の結婚に対する

予測，期待，感情，つまり結婚観は影響を受けると考え

られる。

以上より両親の夫婦関係から青年の結婚観への影響は

少なくとも２つの過程を経て生じていると考えられる。

すなわち，両親の夫婦関係が直接に結婚観に影響を与え

る直接ルートと，青年の恋愛関係を媒介として影響を与

えるモデリングルートである。本研究の目的はこれらの

影響ルートの存在を実証的に確かめることである。ま

た，モデリングルートにおいて，親の夫婦関係から青年

の恋愛関係への影響を，親の夫婦関係に対する青年の主

観的評価が調整しているか否かについても検証する。仮

説は以下のとおりである（図示したものをFigurelに示

す)。
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Figurel仮説モテル

仮説１：両親の夫婦関係は，直接青年の結婚観に影響

を与える。

仮説２：両親の夫婦関係は，青年の恋愛関係に影響を

与えるが，その影響の強さは両親の夫婦関係

に対する青年の主観的評価によって異なる。

仮説３：青年の恋愛関係は自らの結婚観に影響を与える。

方法

両親の夫婦関係良好性尺度および青年の恋愛関係良好性

尺度の作成

モデリングを検討するという本研究の目的に沿い，両

親の夫婦関係と青年の恋愛関係の同一側面について測定

を行うために，事前に予備調査を行い独自に尺度を作成

した。まず項目作成のために一般大学生１２名（男性６

名，女性６名；平均年齢21.42歳，ＳＤ＝0.79）に質問紙

調査を行った。質問紙は，両親の夫婦関係および自分自

身の恋愛関係について１０ずつの文章を完成させる文章

完成法形式のものを用いた（項目例：恋人とは

両親の結婚は）。得られた回答をＫＪ法により５カ

テゴリーに分類した。そのうち両親の夫婦関係および青

年の恋愛関係についての記述の両方に含まれていた３カ

テゴリー，すなわち「情緒的関与｣，「コミュニケーショ

ン｣，「愛情」を採用し，平山・柏木（2004）の「コミュ

ニケーション態度尺度｣，菅原・詫摩（1997）の「マリタ

ルラブスケール」を参考にして，項目の作成を行った。

次に，作成した項目（｢情緒的関与」１３項目，「コミュ

ニケーシヨン」１３項目，「愛情」１０項目，計36項目）か

ら同一のワーディングで両親の夫婦関係および青年の恋

愛関係について尋ねる尺度を作成し，一般大学生193名

(男性128名，女性65名；平均年齢19.80,sＤ＝1.81）に

回答を求めた。得られたデータに対して因子分析を行

い，両親の夫婦関係と青年の恋愛関係において同様の３

因子構造を見出した。各因子に高く負荷する項目から３

つの下位尺度を作成し，それぞれ「愛情」（例：相手のこ

とが好きだ)．「葛藤」（例：相手のことが嫌になる)，「抑

制」（例：相手に遠慮することがある）と命名した。項目

数はそれぞれ24項目，５項目，３項目であった。項目数

に偏りがあったため，平山・柏木（2004）および菅原．

詫摩（1997）を参考に新たに項目を追加し，いずれも１０

項目となるようにした。また，愛情尺度は負荷量の高い

順に１０項目のみを用いることとした。

調査対象および手続き

2005年１０月および2006年７月に．一般大学において

学部生対象の講義の時間を利用し質問紙調査を行った。

383名の未婚者から有効回答を得た。質問紙回収後，研

究の概要を記述した用紙を配布し，デブリーフィングを

行った。

質問紙の構成

両親の夫婦関係良好性尺度および青年の恋愛関係良好

性尺度予備調査により作成した両親の夫婦関係良好‘性

尺度，青年の恋愛関係良好性尺度（いずれも３０項目）に

ついて，「全くそう思わない」（１）～「非常にそう思う」

(6)までの６件法で回答を求めた。ただし，両親の夫婦

関係については，自分と同性の親の視点から回答するよ

うに教示を行った。これは，①青年の恋愛関係良好性尺

度が自己の視点からの認知を尋ねるものであり，それと

同じワーディングを用いる以上，両親の夫婦関係に関し

ても一方の親の視点からの回答を求めざるを得ないとい

うこと，②親の夫婦関係のモデリングは，性役割の異な

る異性の親よりも，同性の親に対して生じやすいと考え

たことによる。なお，本尺度の回答を直接両親に求めな

かった理由は，本尺度のねらいが実際の両親の夫婦関係

や感情よりも，それらが青年によってどのように認知さ

れているのかを測定することにあったためである。ま

た，恋愛関係良好性尺度は，現在を含め，これまで経験

した恋愛関係全般について回答するよう教示した。

両親の夫婦関係評価両親の夫婦関係に対する青年の

主観的評価を「好ましくない」(1)～｢好ましい」（10）の

１０件法で尋ねた。

過去の恋愛経験および現在の恋人の有無「これまで

に異性と交際した経験があるか｣，「現在恋人がいるか」

という問いに「はい｣，「いいえ」のいずれかで回答を求

めた。

結婚観尺度河村（2004）の結婚観尺度を用いた。河

村（2004）は，未婚者２０名に対して，文章完成法と自

由記述形式で結婚に関する考えを尋ねる予備調査を行

い，その結果をもとに本尺度を作成した。さらに河村

(2004）は，本尺度を用いて大学生300名に対する調査

を行い，α＝､９７という高い内的整合性と，青年から見

た両親の夫婦関係の良さに関する尺度（諸井，1997）と

本尺度の得点間の関連を報告しており，一定の信頼性・

妥当性が確認されている。本研究では，この河村（2004）

の結婚観尺度27項目から，表現や内容が不適切である

と考えられる７項目を削除し，２０項目を用いた。

回答に際しては，将来自分が結婚したときのことを想

像して答えるように教示を行い，「全くそう思わない」
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(1)～｢非常にそう思う」（６）までの６件法で回答を求め

た。この尺度は自分の将来の結婚に対する予測（｢結婚

に成功する」など)，期待（｢結婚は自分を成長させるも

のである」など)，感情（｢結婚は面倒なものだ」など）と

いったものを尋ねる項目で構成されている。

分析対象および統計パッケージ

全回答者383名のうち，恋愛経験のない147名，親を

早くに亡くすなどの理由から未回答項目の多かった２０

名，年齢が30歳を越えていた３名を除き，残り２１３名

(男性95名，女性１１２名，不明６名；平均年齢19.74歳，

ＳＤ＝1.66）を対象とし，SPSS10.0JおよびAmos5､０を用

いて分析を行った。

結果

尺度作成

両親の夫婦関係・青年の恋愛関係両親の夫婦関係良

好性尺度，青年の恋愛関係良好性尺度，各30項目につ

いて，それぞれ因子分析（主成分解，プロマックス回転）

を行った。固有値の減衰状況（夫婦関係：11.78,3.26,

2.07,1.34,1.08,0.97…；恋愛関係：8.83,3.57,2.51,1.39,

1.26,1.05,0.94…）と因子の解釈可能性を考慮し，予備

調査と同じく両尺度とも３因子解を採用した。次に，以

下の基準のいずれかに該当した項目を除外した。すなわ

ち，①いずれの因子に対しても負荷量が.40に満たない，

②２つ以上の因子に同程度に高い負荷量(差が.１５以下）

を示す，という基準である。また，両尺度の構造が同様

になるように，①，②の基準によってどちらかの尺度の

項目が除外された場合，もう一方の尺度の対応する（つ

まり，同じワーディングの）項目も除外され，さらに③

両尺度間で対応する項目同士が異なる意味内容の因子に

高い負荷量を示すものも除外された。以上の基準により

７項目を除外し，残り２３項目について再び因子分析（主

成分解，プロマックス回転）を行ったところ，両尺度で

同様の３因子構造が見出された（'Elblel，'Ihble2)。

Tablel両溺の夫婦関係良好性尺度の,因'子分析j結果住成分螺プロマツクス回卿
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Thble2青年の恋愛関係良好性尺度の因子分析結果（主成分解プロマツクス回転ノ

13.56

41.78

Ⅱ Ⅲｈ２項目

9.17

50.95

第１因子＜愛情＞

１３．相手のことを魅力的だと思っている

１．相手のことが好きだ

１９．相手に対して優しくする

２８．相手をほめる

７．仲がよい

１０．相手に対して関心がない＊

２５．会話を大切にする

１６．お互い信頼しあっている

１５．二人で建設的な話し合いができる

４．相手を支えてあげる

２９．相手は，自分の意見をきちんとうけとめてくれる

２１．自分の考えや態度を相手に分かってもらおうとする

第Ⅱ因子＜葛藤＞

１４．相手にいやみを言う

２０．相手につらくあたることがある

５．話していてもすぐけんかになる

２．話がかみ合わない

８．相手が自分の話を上の空で聞いていると感じる

２３．相手のことが嫌になる

１１．どちらか片方が，一方的に話すことが多い
第Ⅲ因子＜抑制＞

１２．何かと相手に合わせる

１８．相手に遠慮することがある

３．相手に対して，いやなことはいやだと，きちんと言える＊
９．相手に対して不満があっても，うちあけられない
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注．＊は逆転項目。

寄与率(％）

累積寄与率(％）

発達心理学研究第１９巻第３号

Table３各尺度の基本統計量とα係数

と解釈可能性から１因子解を採用した。α係数を検討し，

内的整合‘性を低めていた５項目を除外した後，再度因子

分析を行った。その結果を'I1able4に示す。逆転項目１

項目の値を逆転させたあと，１５項目の得点を単純合計

し，尺度得点とした（基本統計量とα係数は'mable3参

照)。この尺度得点の高さは自らの将来の結婚に対する

期待，予測，感情のポジティブさを示す。

第１因子は「相手に対して優しくする｣，「相手のこと

が好きだ」など，パートナーに対する愛情を示す項目が

高い負荷量を示しているため「愛情」と命名した。第Ⅱ

因子は「相手につらくあたることがある｣，「話していて

もすぐけんかになる」といった，関係における葛藤を示

す項目が高く負荷しているため「葛藤」と命名した。第

Ⅲ因子は「相手に遠慮することがある｣，「相手に対して

不満があっても，うちあけられない」など，意思や感,情

を率直に表出できないことを示す項目が高い負荷量を示

しているため「抑制」と命名した。

逆転項目の値を逆転させたのち各因子に高い負荷量を

示す項目の得点を単純合計し，下位尺度得点とした。各

下位尺度のα係数と基本統計量は'mable3に示したとお

りである。どの下位尺度も十分な内的整合性を示してい

た。

結婚観結婚観尺度20項目について因子分析（主成

分解）を行った。固有値の減衰状況（11.43,1.41,0.99…）

因子間相関 Ⅱ

-.22 ５
４

Ⅲ
３
０

Ｉ

Ⅱ

項目数Ｍ ＳＤα係数

11.77

10.93

６．２６

４．２０

７．９０

５．４２

３．７２
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３
８
１
９
７
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９
７
８
８
７
７

■
●
■
●
●
●
●

５
２
７
４
２
７
４

１
１

１

結婚観

夫婦一愛情

夫婦一葛藤

夫婦一抑制

恋愛一愛情

恋愛一葛藤

恋愛一抑制

68.27

46.54

22.98

10.93

55.87

18.55

13.45



2）この検討に先立って，現在の恋人の有無で変数間の関係に差異が

見られるかを検討した。恋人有りは96名，恋人無しは116名，不
明が１名であった。各変数の平均値の比較（t検定)では,恋愛一愛
情（恋人有り＞恋人無し；ｔ(210)＝5.28,力＜､０１）と恋愛一抑制（恋
人有りく恋人無し；／(210)＝5.64,’＜､01）において有意差が見ら
れた。しかし，後に共分散構造分析の分析対象とする結婚観，夫

婦一愛情，夫婦一葛藤，恋愛一愛情，恋愛一葛藤の５つの尺度得点
問の相関係数（5Ｃ２＝10対）には，群問で明確な差異が見られな
かったため，共分散構造は同質であると判断した。そのため，以

降は，現在の恋人の有無による区別を行わずに分析を行った。
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mable4ノ結婚鏡尺度の因子分析結果（主成分解ノ り，偏りは見られなかった。続いて，群ごとに各変数の

平均値,標準偏差と変数間の相関係数を算出した('mable5，

'mable6)。

多くの相関で集団間に差異が見られたが，これらはお

おむね以下の３つにまとめられる。まず，夫婦関係良好

性尺度内において，抑制尺度と愛情尺度および葛藤尺度

との相関が，集団間で異なっていた。夫婦関係評価低群

では，抑制と愛‘情との間に有意な相関が見られず（γ＝

-.05)，抑制と葛藤との間には負の相関が見られた（γ＝

-.21,’＜､05)。一方，高群では，抑制と愛情との間に負

の相関が見られ（γ＝-.31,’＜､01)，抑制と葛藤との間に

正の相関が見られた（γ＝､23,’＜､05)。これらの結果か

ら，両親の夫婦関係における抑制は，高群では葛藤と負

の関係にあるような比較的ポジテイブな側面と認知され

ているのに対し，低群では，愛情と負の関係にあり，葛

藤と正の関係にあるようなネガテイブな側面として認知

されていると推測される。

２つ目に，夫婦関係良好性の各下位尺度とそれに対応

する恋愛関係良好性の各下位尺度の相関係数が，低群よ

りも高群において高かった。低群では，対応する各下位

尺度間の相関係数は，夫婦一愛'情と恋愛一愛情で－．０１

("s)，夫婦一葛藤と恋愛一葛藤で.0１（"s)，夫婦一抑制

と恋愛一抑制で－．１４（〃s）であったのに対し，高群では

それぞれ.３２('＜､001)，、１９(，＜､０５)，、0０（"s）であった。

高群

項目 負荷量

66.15（12.60）

39.94（10.21）

25.89（5.80）

11.93（4.66）

56.06（8.08）

18.76（6.00）

13.40（3.71）

結婚相手とは相互に信頼しあえる

結婚相手とはお互いに信じあえる

結婚相手とはお互いに理解しあえる

結婚に満足する

結婚生活は楽しいものである

結婚相手とはお互いに頼りにしあえる

自分の結婚は幸福なものになる

結婚に成功する

結婚相手とお互いを大切にしあえる

結婚によって充足感を得られる

結婚で精神的な安定を得られる

結婚相手とはいつまでも仲が良い

結婚相手とはお互いに尊敬しあえる

結婚生活は安らぎである

結婚に失敗する＊
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結婚観

夫婦一愛‘情

夫帰一葛藤

夫婦一抑制

恋愛一愛情

恋愛一葛藤

恋愛一抑制

寄与率(％）66.34

70.29

52.83

20.19

9.97

55.69

18.35

13.49

注．＊は逆転項目。

夫婦関係評価別の尺度間相関の検討

親の夫婦関係に対する主観的評価の高低で変数間の関

係に差が見られるかを検討した2)。そのためにまず，夫

婦関係評価（Ｍ＝6.80,sＤ＝2.43）が中央値である８以上

のものを高群（〃＝109)，７以下のものを低群（"＝１０４）

として分割した。男女比は高群が男性49名，女‘性56名，

不明４名，低群が男性46名，女性56名，不明２名であ
Table５夫婦関係評価別の各尺度傷点の平均値(SDノ

Thble6夫婦関係評価別の各尺度得点間の相関行列

夫婦関係評価

注．＊*や＜,001＊*，＜､0lやく.０５

対角線の上段が夫婦関係評価低群（〃＝104）の値，下段が高群（〃＝109）の値。

両親の夫婦関係が青年の結婚観に及ぼす影響
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係→恋愛一抑制）の間にも等値制約を置いた。最尤法に

よって母数を推定したところ，夫婦関係から夫婦一抑制，

恋愛関係から恋愛一抑制へのパス係数が小さく（標準化

係数で-.20～-.29)，モデルの適合度も低かった（Ｘ２(30）

＝71.96,’＜､001；ＧＦＩ＝､91,ＡＧＦI＝､83,ＣＦＩ＝､81,

RMSEA＝､081)。夫婦一抑制に関しては，上述の相関分

析においても夫婦一愛情，夫婦一葛藤との相関に集団間

で差異が見られており，集団間で等値制約を置いて分析

を進めることには無理があると考えられる。しかし，集

団間で潜在変数の同質性が保たれなければ，集団間の直

接的な比較は難しくなるため．夫婦一抑制を分析から除

外することとした。それにともない恋愛一抑制も分析か

ら除外された。

次に，因果モデルにおける３つの主要なパス（夫婦関

係→結婚観，夫婦関係→恋愛関係，恋愛関係→結婚観）

のそれぞれに集団間で差異が見られるかどうかを検討す

るために，８つのモデルを構成し，その適合度の比較を

行った。８つのモデルとは，３つそれぞれのパスに等値

制約を置くか否かの組み合わせ（23＝８）によって構成

されたものである。その結果を'mable7に示す。結果か

らまず，いずれの適合度指標においても，夫婦→恋愛の

パスに集団間で等値制約を置いたモデルの適合度が低く

なっていることがわかる。このことは夫婦→恋愛のパス

係数に関して集団間で差がないというという仮定が，

データにあてはまっていないことを示している。一方，

恋愛→結婚観と夫婦→結婚観に集団間で等値制約を置い

たモデルは全体に適合度が高まっていることがわかる。

このことはこれら２つのパス係数に集団間で差がないと

いう仮定が妥当であることを示している。これらの結果

から，恋愛→結婚観と夫婦→結婚観にのみ集団間で等値

制約を置いたモデル（下から２つ目）を採択することと

した。

採択されたモデルのパス係数を見ると，夫婦関係評価

低群における夫婦関係→恋愛関係の標準化係数が.０１と

小さかったため，このパスを０に設定し再度分析を行っ

３つ目に，結婚観と夫婦関係良好性の各下位尺度の相関

係数の絶対値が，低群よりも高群において高かった。低

群では，結婚観と各尺度の相関係数は，夫婦一愛情で.２６

(力＜､01)，夫婦一葛藤で－．１３（"s)，夫婦一抑制で－．１０

("s）であったのに対し，高群では，それぞれ.３９('＜

､001)，－．２６('＜､01)，－．３３(，＜､001）であった。

この２つの差異は，親の夫婦関係に対する主観的評価

が，親の夫婦関係から青年の恋愛関係への影響において

調整変数として機能すると考えることによって，統一的

に説明される。すなわち，高群では低群よりも夫婦関係

が恋愛関係に及ぼす影響が大きいために，夫婦関係と恋

愛関係の間の相関が高くなり，さらに，恋愛関係は結婚

観に影響を及ぼすため，夫婦関係と結婚観の間の（絶対

値としての）相関も高群においてより高くなる，と考え

ることができる。このことをより厳密に検討するため

に，共分散構造分析を行った。

共分散構造分析

構成概念と観測変数の対応両親の夫婦関係，青年の

恋愛関係の構成概念は，それぞれ夫婦関係良好性尺度，

恋愛関係良好性尺度の３つの下位尺度得点を観測変数と

して対応させて構成した。結婚観については結婚観尺度

の尺度得点に対応させて設定した。結婚観尺度の測定誤

差項の分散は，α係数（＝､96）と各群における結婚観尺

度の分散から，高群で4.48,低群で6.35に設定された。

モデルの構築と修正以上の各変数について,Figurel
に基づきモデルを構築した。ただし，夫婦関係評価につ

いては高群・低群に分割して同時分析を行うことによっ

て，調整の効果を検討した。分析に際して，誤差変数か

ら各観測変数への係数はすべて１に固定された。また，

潜在変数（夫婦関係，恋愛関係）から各下位尺度への係

数は，３つのうち１つ（愛情）を１に固定し，残り２つは

集団間で等値制約を置いた。また，２つの潜在変数（夫

婦関係と恋愛関係）の同質性を保つために，潜在変数間

で対応する下位尺度へのパス（夫婦関係→夫婦一葛藤と

恋愛関係→恋愛一葛藤，夫婦関係→夫婦一抑制と恋愛関

Thble7各モデルに対する主冒な適合度指標の数値

７
６
７
７
６
６
７
６

９
９
９
９
９
９
９
９

●
●
●
●
●
●
ｐ
、

集団問の等値制約a） ｘ2値自由度 ｐ値ＣＭｎＷＤＦＧＦＩＡＧＦＩＣＦＩＲＭＳＥＡＡＩＣ

０
８
０
０
８
９
１
９

９
８
９
９
８
８
９
８

●
●
●
●
●
●
●
●

なし

夫婦→恋愛

恋愛→結婚観

夫婦→結婚観

夫婦→恋愛，恋愛→結婚観

夫婦→恋愛，夫婦→結婚観

恋愛→結婚観，夫婦→結婚観

夫婦→恋愛，恋愛→結婚観，
夫婦→結婚観

16.98

22.23

18.18

18.11

23.64

22.36

18.54

23.67
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９
４
２
３
４
２
０
３

４
１
５
５
１
２
７
２

０
０
０
０
０
０
０
０

●
●
●
●
●
●
●
●

９
２
２
１
５
３
９
７

８
２
８
８
１
０
６
９

●
●
●
●
●
●
■
●

１
２
１
１
２
２
１
１ 59.67

５
３
５
５
３
３
６
３

９
９
９
９
９
９
９
９

●
●
●
●
●
●
●
●

５
６
２
２
４
０
７
８

６
７
６
６
７
７
５
６

０
０
０
０
０
０
０
０

●
●
●
●
。
●
、
巳

58.98

62.23

58.18

58.11

61.64

60.36

56.54

注．鋤親の夫婦関係に対する主観的評価の高群と低群の問に置かれた等値制約。
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た。その結果，モデルの適合度がさらに高まったため

(Ｘ２(１２)＝18.54,’＝､10;GFI＝､97,AGFI＝､92,CFI＝､96,

RMSEA＝､051,ＡＩＣ＝54.55)，最終的にこのモデルを採

択した。

最終結果結果をFigure2に示した。夫婦関係評価高

群では，両親の夫婦関係から結婚観への直接効果は.２３

(標準化された値，以下同様)，青年自身の恋愛関係を介

した間接効果は.23であり，どちらの過程も同程度の影

響を及ぼしていた。結婚観に対する総合効果は夫婦関係

が.47,恋愛関係が.55であった。決定係数は恋愛関係

が.18,結婚観が.47であった。一方，夫婦関係評価低

群では，夫婦関係から結婚観への直接効果は.26であっ

たが，恋愛関係を介した間接効果は.00であった。結婚

観への総合効果は夫婦関係が.26,恋愛関係が.60であっ

た。決定係数は恋愛関係が.00,結婚観が.43であった。

これらの結果は，①両親の夫婦関係に対する評価が夫

婦関係→恋愛関係の影響過程において調整変数として働

く（夫婦関係評価高群では夫婦関係→恋愛関係の影響が

見られたが，低群ではこの影響が見られなかった）こと，

②その結果として，夫婦関係評価低群では高群に比べ夫

婦関係から結婚観への総合的影響が半減していること，

③ただし，夫婦関係評価は夫婦関係→結婚観(や恋愛関

係→結婚観）の過程には影響しないこと,④全体として，

親の夫婦関係よりも青年自身の恋愛関係の方が結婚観に

大きな影響を及ぼしていること，を示している。

考察

本研究は両親の夫婦関係が青年の結婚観に影響を与え

るメカニズムについて，両親の夫婦関係が直接に結婚観

に影響する「直接ルート」と青年自身の恋愛関係を媒介

､６６、／－．４２

尋歴
､4２ ､5５

＆i冠 ⑬趣
-．５１ 雫

.2３

ﾂ８､9３

房

結婚観

して影響を与える「モデリングルート」を仮定し，検討

を行った。また，モデリングルートのうち，両親の夫婦

関係から青年の恋愛関係への影響過程においては，両親

の夫婦関係に対する青年の主観的評価が調整変数として

機能すると仮定した。夫婦関係評価の高低によって分割

された２群に対して共分散構造分析による同時分析を

行ったところ，これらの仮説を支持する結果が得られ

た。以下，結果の詳細な考察を行う。

直接ルート

分析によって，両親の夫婦関係は青年自身の恋愛関係

とは独立に，結婚観に直接影響を及ぼしていることが示

され，仮説１は支持された。またこの影響は親の夫婦関

係に対する青年の主観的評価によって調整を受けないこ

とも示された。この結果は，先行研究において，親の夫

婦関係と結婚観との関連が，調整変数や媒介変数の想定

がなくとも，一貫して見出されてきた（Ganongeta1.,

1981;Jenningseta1.,1992;Kinnaird＆Gerrard,1986；

'IaskelJ992;Long,1987など）という事実とも整合的で

ある。これらのことから，夫婦関係から結婚観への影響

が連合学習のようなシンプルで半ば自動的なメカニズム

によって発生するというＬｏｎｇ（1987）の想定に関して一

定の妥当性が示されたと言える。しかし，本研究におけ

る親の夫婦関係から青年の結婚観への直接効果の全て

が，このようなメカニズムで生じたものとは限らない。

今後，異なるデザインやアプローチを用いて注意深く検

討を行っていく必要がある。

モデリングルート

分析により，両親の夫婦関係は，それに対する青年の

主観的評価が高いときのみ青年の恋愛関係に影響を与え

ていることが示され，仮説２は支持された。これは，代

.８２、／－．４６

辱唖
,6０

⑮詫孟
.2６

＜毒趣
.８９／、－．６２ ､9８

夫婦関 係 評 価 高 群 夫 婦関係評価低群

Figure2夫婦関係評価別の共分散構造分析の結果（誤差変数は省略してある。パスは全て１％水準で有意）
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理強化によって反応の遂行が促進・抑制されるという

Bandura（1971/1975）の主張や，親への態度が同一視の

強さに影響を与えるという若原（2003）の結果とも整合

的である。また，青年の恋愛関係は自らの結婚観に影響

を及ぼすことが示され，仮説３は支持された。こうした

結果から，モデリングルートは夫婦関係評価が高いとき

のみ成立することが明らかになった。

これまでに，両親の夫婦関係が，青年の恋愛関係を媒

介として結婚観に与える影響について実証的な検討を

行った研究は見当たらない。本研究はこの過程の存在を

実証的に示し，さらに親の夫婦関係に対する青年自身の

評価がその調整変数として機能することを示した点で意

義深い。そして，モデリングルートは２つの点からさら

なる検討に値する。１つは，その影響力の大きさである。

結果によれば，夫婦関係評価が高い群において，総合効

果のうちの約半分は間接効果（モデリングルートの影

響）であり，無視するには適当でない。

もう１つは，調整の可能‘性である。連合学習のような

半ば自動的でそれゆえに強力な学習過程による影響とは

異なり，モデリングルートは主体の意識によってその影

響の強さを変化させることができると考えられる。実

際，本研究でも直接ルートには夫婦関係評価による違い

が見られなかったが，モデリングルートには大きな相違

が見られた。この結果は，両親の夫婦関係に対して青年

がどのような価値付けを与えるかによって，自身の恋愛

関係や結婚観への影響が変化しうることを示唆してい

る。この示唆は，両親の夫婦関係の影響を受動的にこう

むるという，従来の結婚観研究において大勢を占めてい

た暗黙裡の青年像に対するアンチテーゼを提供する。ま

た，この新たな知見は，両親の夫婦関係が社会的に望ま

しくない性質を持つ場合であっても，青年がその関係性

を絶対視せず，適切に評価できるような介入を行うこと

によって，自身の恋愛関係や結婚観への負の影響を低減

しうる可能性を示すものであり，実際的な意義も大き

い。ただし，本研究の調査は一般の大学生を対象とした

ため，親の夫婦関係に対して好ましい評価を持っている

青年が多く，夫婦関係評価がそれほど低くない青年（１０

段階で６や７の評価）も，相対的基準により低群に割り

当てる必要があった。したがって，本研究では，絶対的

な基準で夫婦関係評価が低い青年に対する検討は十分に

行われていないと言える。今後，愛情に欠け葛藤の多い

ハイリスクな夫婦関係の両親を持つ青年を対象に，さら

なる検討を行っていく必要があろう。

恋愛関係の影響

本研究では両親の夫婦関係から結婚観への媒介変数と

して恋愛関係をとりあげた。分析の結果は，夫婦関係評

価のいずれの群においても，結婚観に対する恋愛関係そ

のものの効果が両親の夫婦関係の総合効果よりも大きい

ことを示し，単独でも注目に値する影響を持っているこ

とが示唆された。これまで，恋愛関係が結婚観に与える

影響について実証的な検討は行われてこなかったが，こ

の影響の大きさを考えれば，十分に検討の価値があると

言える。

まとめと今後の展望

本研究は両親の夫婦関係が青年の結婚観に影響を与え

る過程について検討し，連合学習のようなシンプルなメ

カニズムによる直接的な影響だけではなく，青年が両親

の夫婦関係を自らの恋愛関係に取り入れることによって

生じる間接的な影響があることを，共分散構造分析の手

法を用いて明らかにした。また，この取り入れの過程に

おいて，両親の夫婦関係に対する青年の主観的評価が調

整変数として機能することも示された。主観的評価が夫

婦関係から結婚観への直接のパスには影響しないことと

考えあわせると，直接的な過程は連合学習のような無意

識的でプリミティブなメカニズムによる過程であるのに

対し，恋愛関係を媒介した間接的な過程は主体の意識に

よって左右されるような，より高次の心的メカニズムに

関係する過程であると推測することができる。したがっ

て，もし両親の夫婦関係が好ましくない‘性質のもので

あっても，青年自身がそれを相対化してとらえることが

できれば，自身の恋愛関係への世代間伝達を防ぎ，結婚

観へのネガティブな影響を半減させられるかもしれな

い。これまで両親の夫婦関係が結婚観に影響を与えるメ

カニズムの詳細については実証的な検討がなされてこな

かったが，本研究の結果は，この影響に少なくとも２つ

の異なるメカニズムが関係することを示唆していた。今

後，これら双方のメカニズムについて，より精綴な検討

が行われていく必要があろう。

最後に本研究の限界と今後の展望を示す。

１点目に，本研究は共分散構造分析の手法を用いるこ

とによって，因果モデルの検討を行ったが，あくまでも

一時期に調査を行い変数間の関連を検討するという相関

アプローチをとっており，因果関係に関する推測は限定

的なものである。因果関係をより厳密に検討するために

は，縦断的アプローチによる検証の必要があろう。

２点目に，本研究は夫婦関係良好性尺度への回答に際

し，自身と同性の親の視点からの回答を求めた。その理

由は，前述の通り，親の夫婦関係のモデリングは，性役

割の異なる異性の親よりも，同性の親に対して生じやす

いと考えたためである。その結果として，異性の親から

の影響については直接検討を行うことができなかった。

しかし，異性の親もまた，交際相手の選択におけるモデ

ルとして働くことにより，青年の恋愛関係や結婚観に影

響を与えうる。今後，異性の親からの影響についても，

詳細に検討を行う必要があるだろう。また，同‘性の親の

視点から回答するという形式自体が，回答を困難なもの
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にさせていた可能性も考えられる。本尺度を今後の研究

に用いる際には，さらなる改善が必要であろう。

３点目に，本研究は，両親の間の関係について扱った

が，親子間の関係については検討していない。しかし，

これまで親子関係が子の対人関係に影響を与えるという

指摘は数多くなされてきた。例えば，愛着理論では，親

との間の愛着関係が次第に内化されて内的ワーキングモ

デルを形成し〆後の子の対人関係の質を規定し続けると

されており（Bowlbyｳ1973)，それを裏付ける実証的知見

も多く得られている。また，Martin（1990）は，夫婦間

の葛藤が親子関係を媒介して，子の恋愛関係に影響する

という結果を報告している。これらの知見から，親子関

係は，青年の恋愛関係や結婚観に影響を与える重要な変

数の一つと考えられる。したがって，この点に関して

は，今後のより精徹なモデル化と実証的検討が必要であ

ろう。

４点目に，本研究では，大学生のサンプルからデータ

を得た。これは，大学生という比較的均質な集団を対象

とすることにより，本研究とは直接関連のない剰余変数

の影響をできる限り統制しようと考えたためである。し

かし，本研究の知見の一般化可能性を検討するために

は，社会人やハイリスクな家庭環境に置かれてきた青年

など，様々な背景を持つサンプルを対象に研究を行って

いく必要があろう。また，本研究のサンプルは大学１，

２年生を中心としたものであり，彼（彼女）らにとって

結婚に対する期待や予測がどれほどのリアリテイを持っ

ているかについては疑問が残る。結婚観尺度への回答に

対する因子分析が比較的明確な１因子』性を示したのも，

未分化な結婚観の表れである可能性がある。今後，より

年齢の高い青年に対して調査を行い，結婚観の精徹化や

それにともなう親の影響の変化を検討していくことが重

要であろう。
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中年期のアイデンティティ発達研究：

アイデンティティ・ステイタス研究の限界と今後の展望

清水 紀子
(名古屋大学大学院教育発達学研究科')）

原著

中年期のアイデンテイテイ発達研究の多くは，青年期のアイデンティティが中年期に再構成されると

いう発達観にもとづき，青年期用に開発されたアイデンティティ・ステイタスを用いた検討を行ってい

る。本論文は。それらの研究の成果をまとめると共に，アイデンティティ・ステイタスの限界を示唆す

る新しい研究の論点を整理し，今後の中年期研究の展望を論じることを目的とした。最初に，アイデン

テイテイ・ステイタスによる研究を概観し，これらの研究の中にも，中年期は青年期の単なる繰り返し

ではなく独自のプロセスや内容があるとする知見が提出され始めていることを指摘した。次に，アイデ

ンティティ・ステイタスでは捉えきれない新しい側面からの中年期研究として，再構成の過程をさらに

細かなメカニズムまで理解しようとする研究と，中年期特有のアイデンティティ課題を定義しようとす

る研究を取り上げ，それらが示唆するアイデンティティ・ステイタスの方法上の限界を整理し，論点を

比較した。その結果，個々の概念の定義や観点にはいくつかの共通点が見出された。最後に，中年期特

有のアイデンティティ課題を定義しようとする研究への動向における理論的示唆として，再構成という

発達観からの脱却と対人関係'性や状況の変化に応じられるアイデンティティ概念の新たな定義の必要‘性

を指摘した。

【キー・ワード】アイデンティティ発達，中年期，アイデンティティ・ステイタスの限界

問題と目的

アイデンテイテイは，Erikson（1950）の心理・社会的

発達段階の中で青年期の課題として提唱された概念であ

る。しかし，その発達は青年期だけでなく生涯に渡ると

されており（Erikson,1959)，アイデンテイテイ研究の

対象は，青年期から成人期全般へと徐々に広げられてい

る。中でも中年期は，アイデンテイティの危機が指摘さ

れる時期の１つである（堀内，1993;KrogeE2000;岡本，

1985)。

達成されたアイデンティティは，ある特定の社会的現

実の中で定義された自我へと発達しつつあると確信して

いる状態である（Erikson,1959)。つまり，具体的な他

者との関係の中で期待されている役割をもとに社会的に

有意味な自己定義を行い，自分はうまくやれているとい

う感じを得ることが必要とされている。個々の役割に付

随して構成される社会的アイデンティティを個別に扱う

研究もあるが（Thoits,1986,1995)，本論文では，それ

らが１つのまとまりに統合され人格の中心をなすものと

して，また，役割の変化などを受けて再構成され発達す

るものとしてアイデンテイテイを捉えている。

中年期には体力の衰えなどの身体的な変化が顕著とな

ると共に，職場や家庭で大きな役割転換を求められる。

1）所属は投稿時。

例えば，責任を持って部下や子どもを一人前に育てる立

場から，彼らに権限を与えたり巣立ちを認めたりする立

場への転換などである。このような身体的および心理・

社会的変化は自己定義を揺るがしやすい。つまり，アイ

デンティティの危機につながりがちである。実際，最近

のわが国では，アイデンティティに関する中年期の社会

問題が多く見られる。例えば，急増するうつや自殺者，

リストラによる突然の失業と再就職の困難さ，空の巣症

候群や熟年離婚などはいずれも，自分は何者としてどう

生きていくのかという問題と深く関連している。こうし

た社会状況からも，中年期のアイデンティティ発達研究

の必要性は高まっている（清水・杉村，2006)。

これまでの中年期のアイデンティティ発達研究の多く

は，アイデンテイテイ・ステイタス（Marcia,1966）を用

いて，青年期に確立されたアイデンティティの揺らぎと

再構成を明らかにしてきた。これらの研究は，青年期に

思い浮かべていた未来の自分とは少なからず違っている

現在の自分に目を向け，それまでの価値観や目標を修正

する必要性を実証している。しかし，近年，中年期のア

イデンティティ発達について，アイデンティティ・ステ

イタスでは十分に解明しきれない新たな研究関心が現れ

てきている。アイデンティティの再構成の詳細なプロセ

スとメカニズムの解明や，青年期とは異なる中年期特有

のアイデンテイテイ課題の特定などである。これらの中

にはアイデンティティ・ステイタスに対する批判を明確
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に述べていないものも見られるが，中年期研究において

はアイデンティティ・ステイタスの方法上の限界が明ら

かになりつつある。

近接領域の学問的動向として，ポストモダン社会では

技術や経済の発展が非常に速く，また多様な社会的価値

が併存していることから，アイデンティテイは１つのま

とまりに統合され得ないとする主張が社会学や社会心理

学を中心に現れてきている（Rattansi＆Phoenix,1997)。

この主張は，アイデンティティ・ステイタスを含む従来

のアイデンティティ定義を覆す非常に大きな理論的転換

を示唆している。これに対して青年心理学者からは，そ

の考えは社会的アイデンティティについて述べているの

ではないか，あるいは「達成」よりも「拡散」の状態の

方が適応的となる可能性の指摘にすぎないのではないか

などの反論が上がっている（Berzonsky;2005;Ｃ６ｔ６＆

Schwartz,2002;Schachtel;2005など)。この議論はまだ始

まったばかりであり，統合された包括的なものというア

イデンティティ定義そのものを見直す必要があるのかど

うかの結論は出ていない。また，この主張をもとにした

中年期のアイデンティティ発達研究はまだ見られない。

そこで，本論文では従来の定義にもとづく先行研究に

絞り，以下の３点を目的とする。第１に，これまでのア

イデンティティ・ステイタスを用いた中年期のアイデン

ティティ発達研究を概観し，その成果をまとめる。第２

に，アイデンティティ・ステイタスの限界を示唆する最

近の中年期研究において，どのような点が不足とされ，

また，それに代わるどのような概念や方法が考えられて

いるのか，それぞれの主張を比較する。最後に，それら

の新しい研究への動向に見られる理論的示唆と今後の課

題を論じる。

アイデンティティ・ステイタス研究の成果

１．アイデンティティ・ステイタスによる中年期研究の

始まり

アイデンティティ・ステイタスは，自己投入の対象の

主体的な探求，すなわち危機（crisis）の有無と，選択さ

れた対象への積極的な自己投入（commitment）の有無を

半構造化面接によって評定する方法である。危機も自己

投入もまだ確認されない「拡散｣，主体的な探求は明確

には経験されず，親や社会の価値観を継承する形で自己

投入が認められる「フォークロージャー｣，自己投入の

対象を探求中である「モラトリアム｣，そして，主体的

に選択した対象に積極的に自己投入している「達成」の

４ステイタスに対象者を分類する。

Marcia（1966）は当初，各ステイタスは青年期のアイ

デンティティ課題の解決様式を類型化したものとしてい

た。そのため，アイデンティティ・ステイタスを発達研

究に用いることに対しては，類型でプロセスを論じる不

合理性が指摘されている（Ｂｏｓｍａ＆Kunnen,2001;Ｃ６ｔ６

＆Levine,1988;vanHoof,1999)。その一方で，個人内の

継時的なステイタス変化を示す研究結果から，ステイタ

スを発達過程における一時点と見なす主張も広がってき

た（Stephen,Frase喝＆Marcia,1992;Waterman，1982,

1999)。以来，アイデンテイテイ・ステイタスは中年期

のアイデンテイテイ発達研究においても中心的に用いら

れている。

２．アイデンティティ・ステイタスにおける性差の問題

アイデンティティ・ステイタスでは，職業，政治，宗

教の領域について面接が行われるが，これらは男性のみ

を対象に選定されたものである。各ステイタスの特性に

性差が見出されるとこの点が問題視され（Marcia,1967；

Marcia＆Friedman,1970)，1970年代を中心に女性のた

めの対人関係領域が次々と付加された（杉村，1998参

照)。しかし，例えば，男‘性では「達成」と「モラトリア

ム」が他のステイタスより自尊感情が高いのに対し女性

では「フォークロージヤー」が最も高いなどの性差には，

女性に対して職業や政治・宗教における主体的選択より

も従順さを求める当時の社会的期待の影響もあったと考

えられる。つまり，アイデンティティ・ステイタスが女

性のアイデンティティを適切に捉えないというよりも，

当時の男女のアイデンティティが社会的期待によって異

なっていたことの現れとも考えられる。その後，このよ

うな社会的期待が顕著でなくなったことと，そもそもア

イデンティティの発達に対人関係は不可欠であるとの理

解の深まったことから，女‘性用とされた対人関係領域は

性別に関係なく用いられるようになった（杉村，1998)。

1990年代には，領域内で多少の性差があるものの全体

的なステイタス評定ではほとんど性差が見られなくな

り，ステイタスの発達経路にも性差はないと考えられて

いる（Pulkkinen＆Kokko,2000)。

このように，アイデンテイテイ・ステイタスにおける

性差の問題は，方法上の限界としてではなく，時代や文

化的背景を踏まえた適切な領域選択の必要性を指摘する

ものとして重視されている。アイデンテイテイ形成に関

連する変数について男女の平均値を比較するよりも，

個々の形成プロセスにおいてジェンダーの問題がどのよ

うに織り込まれているのかを詳細に検討してこそ女性の

特質を解明できるという主張（Josselson,1987）の現れ

も，アイデンティティ研究における性差の問題を捉え直

すきっかけとなったと思われる。ただし，例えば，女』性

は職業選択と結婚・出産の選択が時期的に近接している

ため葛藤しやすく，アイデンティティの形成プロセスは

男性より複雑であるとの指摘（ArcheE1985）など，アイ

デンティティ発達の背景にある文化的要因には今後も注

意が必要であろう。

中年期研究においても，‘性差の問題をアイデンティ
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テイ・ステイタスの方法上の限界とするものはない。し

かし，出産や退職など，成人期には性別や職業の有無に

よって重要性が異なるライフイベントが多い。そのた

め，以下に概観する中年期研究では，取り上げるライフ

イベントによって女性のみを対象としたり，家庭と職業

の優先性やライフスタイルなどその属性に相応する領域

を追加したりしている。よって，本研究では，アイデン

ティティ・ステイタスにおける性差の問題を方法上の限

界ではなく，文化的背景やライフスタイルなど，結果を

解釈する際に考慮すべき文脈を規定する要因の１つとし

て扱うことにする。

３．アイデンティティの再構成とその要因の検討

中年期のアイデンティティ発達の検討は，年齢とステ

イタスとの関連を捉えることから始められた。縦断的検

討（Ｈart,1990;Josselson,1996;Marcia,1976;Pulkkinen

＆Kokko,2000）や横断的検討（Whitboume＆'I1esch，

1985)，双方を組み合わせた検討がなされている（Ｗhit‐

bourne＆VanManen,1996)。また，中年期の対象者に回

想的な面接を行ったものもある（Kroger＆Haslett，

1991)。これらの研究によると，年齢に伴うステイタス

の変化は必ずしも一様ではない。ただし，回想的な面接

の結果，「フォークロージャー」から「モラトリアム」を

経て「達成」への経路が一般的とされている（Kroger＆

Haslett,1991)。つまり，任意の２時点間で比較すると

ステイタスの変化の仕方は一様でないが，個人内では，

中年期のアイデンティティ発達は青年期と同じ経路を繰

り返すと考えられる。

中年期の発達において，年齢は必ずしも最適な説明要

因ではない（Kotre＆Hall,1990;Neugarten,1968)。アイ

デンテイテイ発達研究においても，ステイタスの変化を

引き起こす年齢以外の要因が検討され，中年期のアイデ

ンティティ発達がより明確に捉えられるようになった。

例えば，時間的展望の狭まりや体力的な衰えの認識など

といった心身の変化（岡本，1985;堀内，1993）や，子の

巣立ち（清水，2003,2004c）や定年退職（岡本，1998;岡

本・山本，1985）などの社会的役割の変化，病気や経済

的不安などストレスの高いライフイベントが取り上げら

れている（Anthis,2002)。また，中年期に新たな危機の

体験をしたかどうかや再方向づけが行われたかどうかな

どによって再構成の過程を複数のタイプに分けた詳細な

報告も見られる（堀内，1993;岡本,1985)。

アイデンティティの再構成を円滑にする要因の検討も

行われている。その結果，定年退職や子の巣立ちとの関

連では，そのライフイベントを自分にとって重要なもの

と捉え転換期の意識を持つことの重要性が明らかにされ

た（岡本・山本，1985;清水，2003,2004c)。様々 なライ

フイベントをカテゴリ化して検討した研究においても，

特定のライフイベントの経験よりも内的な気づきに至っ

たかどうかの方がステイタスの変化と強く関連すること

が見出され，やはり，転換期の意識の重要性が示唆され

ている（Kroger＆Green,1996)。ほかに，子の巣立ちに

際しては，夫や子どもよりも友人を相談相手とすること

が新たな自己投入先の探求を助け，アイデンティティの

再構成に効果的であった（清水，2003,2004c)。母親同

士という同質性を備えた相手への相談が自分を映す鏡や

モデルとして機能することを示したものと思われる。さ

らに，Kroger＆Green（1996）の対象者のうちの１事例

を詳細に分析したKroger（1993）は，アイデンティティ

の再構成には個人の中で何らかの準備が整うこと，葛藤

への気づき，および，他者のサポートが不可欠であると

報告している。

以上のように，アイデンティティ・ステイタスを用い

た研究は，青年期の発達課題であるアイデンティティが

中年期にも問題となることを見出した。そして，その

きっかけや関連要因を検討する研究が増え，中年期のア

イデンティティ発達についての理解は飛躍的に深まった

と言える。特に，青年期のアイデンテイテイ発達と中年

期の再構成の過程には内的な気づきの重要性や他者のサ

ポートの必要‘性など多くの共通点が見出され，アイデン

ティティは同様の過程を繰り返しながら発達するという

理解が広がった。

４．アイデンティティ・ステイタス研究における新たな

視点

アイデンティティ・ステイタス研究の中には，近年，

中年期のアイデンティティ発達を青年期の繰り返しとい

う理解から発展させようとする研究も現れてきた。これ

らは，再構成によって何が変わるのか，また，そのプロ

セスは青年期とどう違うのかという問題に接近するた

め，アイデンティティ・ステイタスの要素をより細かく

検討している。

（１）自己投入先選択の柔軟性Grotevant,Thorbecke，

Meyer（1982）はアイデンテイテイ・ステイタス面接の拡

張を試み，自己投入の程度をたずねる際に柔軟性の観点

を加えるよう主張している。自己投入の柔軟性は，現在

の自己投入先を替えることへの開放性を示すもので，１

つの対象に固執しすぎないという意味を持つ。この研究

の対象は青年であったが，Whitboume（1986b）は，こ

のような柔軟性は仕事や家庭役割に関する人生上の変化

を多く経験する成人にこそ必要なものと考え，アイデン

テイテイの柔軟性という概念を定義した。そして，２４～

６１歳の男女５７名を対象とする成人研究を行った結果，

アイデンティティの柔軟'性は，その後１２ヶ月間に経験

された人生上の変化の程度と関連していた。人数に比し

て対象者の属′性が幅広いという難点はあるが，彼女の考

えは支持されたと言える。

Valde（1996）は，アイデンテイテイ・ステイタスの測
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定方法における第３の基準として，Grotevantetal．

(1982）と同じく他の選択肢に対する開放性を挙げ，従

来の「達成」を「閉じた達成」と「開いた達成」に分けて

いる。そして，２５～35歳の男女を対象に，「開いた達

成」の方がより成熟していることを実証した。ただし，

それが青年には見られない成人特有の発達なのかどうか

については，想定はされているようだが明確な言及がな

い。

（２）中年期らしい自己投入の内容岡本（1997）は，

成人の成熟性を個と関係性の統合と捉え，「個としての

アイデンティティ」と「関係性にもとづくアイデンティ

ティ」の２軸から成人期のアイデンティティ発達を論じ

ている。「個としてのアイデンティティ」は，自分は何

者であるか，何になるのかという自己の探求がテーマで

あり，従来から青年期を対象に定義されてきたアイデン

ティティとほぼ一致する。一方の「関係性にもとづくア

イデンティティ」は，自分は誰のために存在するのか，

誰の役に立つのかという他者支援の方向性を持つ。その

ため，「関係性にもとづくアイデンテイティ」の発達に

は職場における後進の育成や家庭での育児や介護など他

者をケアする役割への自己投入が重視されている。そし

て，「個としてのアイデンティティ」と「関係性にもとづ

くアイデンティティ」が個人の中で等しく重要な意味を

持つように統合された状態を，真に成熟した姿としてい

る。

アイデンティティ・ステイタスを考案したMarcia

(2002）は，近年，アイデンテイテイの後継や前駆を明

らかにするという方法でアイデンテイテイ発達に接近で

きると述べている。そして，Erikson（1950）による中年

期の課題が世代性（generativity）であることから，中年

期には自分は世代性を達成したのだろうかという問いが

アイデンティティの脅威となるとして，「世代性の達成

者というアイデンティティ（theidentityasagenerative

person)」という概念を提出している。中年期のアイデ

ンテイテイ危機が世代性の要求によって喚起されるとい

うこの主張は，老年期には生涯にわたるアイデンテイ

ティの統合（integrity）が問題となることを発見した

Erikson,Erikson,＆Kivnick（1986）と考え方が一致して

いる。つまり，中年期なら世代』性，老年期なら統合とい

うように，各段階の中心的な課題が自己投入の内容と深

く関連すると考えられている。

（３）中年期特有のプロセスKroger（2002）は，中年

期や老年期の探求と自己投入は次の点で青年期と異なる

と論じている。すなわち，中年期や老年期の探求は，重

要なアイデンティティの要素の再統合や喪失に対する再

適応，複数役割間のバランスの再調整など，アイデン

ティティを見直す過程である。そして，中年期や老年期

の自己投入は，喪失を超えても重要なアイデンティティ

の要素を保持し目に見える形で連続性を保つなど，アイ

デンティテイを維持する過程として理解されるべきであ

るという。

さらにKroger(2003）は,中年期のアイデンテイテイ・

ステイタスの移行において何が変わるのかという問いを

立て，自己投入の対象を意味する内容（contents）と環

境や経験を意味づけるフィルターとして働く構造(struc‐

ture）に分けてアイデンテイテイの変化を捉えることを

提案している。青年期のアイデンテイテイ発達において

は，内容と構造の発達的変化が連動することが多く，こ

れらを分けて論じる必要はなかった。打ち込む対象の探

求と選択の進行が，構造に基礎づけられるステイタスの

変化を意味するからである。それに対して中年期のアイ

デンティティ発達は，構造は変化しないまま内容だけ変

化したり内容は変わらないまま構造だけが変わったりす

る場合がある上に，それぞれが別々のプロセスを展開す

る。例えば，「フォークロージヤー」の人が現在の自己

投入先に限界を感じた場合に，頼りにする他者を取り換

えるだけで新たな自己投入先を見つける，つまり

｢フォークロージャー」という構造は維持している過程

と，同じく「フォークロージャー」の人が，かつて他者

の価値観を頼りに選択した自己投入先は変えないまま，

独自の価値観を発達させてそれを再選択し「達成」へ移

行する過程が事例として示されている。その上で，成人

期には青年期よりも複雑なアイデンティティ構造がある

のではないかとして，成人用に新しいアイデンティ

ティ・ステイタスを開発する必要‘性を指摘している。

５．アイデンティティ・ステイタス研究のまとめ

ステイタスの変化の検討により，中年期のアイデン

テイテイは身体的および心理・社会的変化を契機に再構

成されることが明らかにされた。関連要因の検討から，

葛藤への気づきの重要性や適切な他者の必要‘性など青年

期と中年期のアイデンティティ発達には多くの共通点が

見出され，中年期のアイデンテイテイ発達は基本的に青

年期と同じ過程を繰り返す再構成の連続であるという発

達観が広まった。

しかし，最近では，中年期のアイデンティティ発達は

青年期の単なる繰り返しではないとする新たな視点が現

れている。自己投入先の選択に関する柔軟性という観点

を取り入れた新たな評定方法の提案，世代性の課題達成

に関連した自己投入をすることが中年期のアイデンティ

ティ達成であるとする主張，また，内容と構造を分けて

アイデンティティ発達のプロセスを検討する必要性の指

摘である。ただし，これらの研究は，アイデンティ

ティ・ステイタスの限界を示したものではない。アイデ

ンティティ・ステイタス研究の範囲内でより細かな次元

における中年期の特徴を指摘するものである。
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アイデンティティ・ステイタスの

限界を示唆する研究

中年期研究の中には，アイデンティティ・ステイタス

から離れ，中年期特有のアイデンティティ発達を検討す

るための新しい概念を生み出したものもある。本節で

は，それらの研究がアイデンティティ・ステイタスのど

のような点を不足とし，またそれをどのように克服して

いるのか概観する。

１．アイデンティティ・プロセス理論

Whitbourne（1986a）は，アイデンテイテイ・ステイ

タスはアイデンティティの一時的な状態を示すものであ

り，それを用いた発達研究は記述的な検討に留まってし

まうと批判している。そして，中年期から老年期にかけ

ての再構成のプロセスとメカニズムを説明するために，

Piaget（Piaget＆InhelderJ969）の知能の発達理論をも

とにしたアイデンティティ・プロセス理論を提唱した。

この理論は，中年期以降のアイデンティティを揺るがす

ものは身体面および認知面の老化の経験であるとして，

それを適切に処理してアイデンティティを維持する３つ

のプロセスを定義している。すなわち，新しい変化をそ

れまでのアイデンティティで理解しようとする同化

(identityassimilation)，同化では処理しきれなくなりア

イデンティティを変化させて新しい環境への適応を試み

る調節（identityaccommodation)，そして，同化と調節

を交互に使いながら環境とアイデンティティが力動的に

バランスを保っている均衡化（identitybalance）である。

これら３つのプロセスはいつでも誰にでも使われる可

能性があるが，より好んで使われるプロセスが個人のア

イデンティティ・プロセッシング・スタイル（identity

processingstyle）となると考えられている（Whitboume，
1996)。例えば，「同化スタイル」を身に付けた人は，新

しい経験に固定的で形式的な接近をし，現在のアイデン

ティティの枠組みに一致する'情報を探し続ける傾向があ

る（Whitboume,Sneed,＆Skultetyｹ2002)。その傾向は，

大きな危機を回避して，結果的に青年期のアイデンティ

ティをより強めるように働く。アイデンティティ・ステ

イタスでは，このような「同化スタイル」とより成熟し

た「均衡化スタイル」を区別できず，どちらも「達成」と

評定してしまう（Whitboume,1986a)。つまり，アイデ

ンティティ・ステイタスは成人期の発達を正確に捉えら

れないというのである。

この概念は，尺度化の洗練を続けながら中年期以降の

成人を対象に一連の実証的研究を生み出している

（Skultety＆Whitbourne,2004;Ｓneed＆Whitboume,2001,

2003;Whitbourne＆Collins,1998)。概観すると，自尊感

'情や精神的健康との間に同化は正の，調節は負の関係な

ど予想外の結果も得られた一方，同化も調節も柔軟に使

用する均衡化ではいずれか一方よりも強い正の関連が示

され，均衡化が最も望ましいとの理論的仮説は支持され

ている。

Whitboumeは，アイデンティティ・ステイタスへの

批判を明確に述べているが，基本的に成人期のアイデン

テイテイ発達を再構成の連続と見なしている。ただし，

ステイタスの変化では再構成のプロセスを説明しきれな

いとして，成人特有のプロセスとメカニズムをより詳細

な水準まで説明しようとしている。

２．中年期のアイデンティティ課題の概念化

アイデンテイティ・ステイタスを不足とするもう１つ

の研究関心は，中年期のアイデンティティ課題の概念化

である。中年期のアイデンティティ課題は，Erikson

(1959）の心理・社会的発達段階の図表のアイデンテイ

ティ（第５列）と中年期（第Ⅶ行）の交点に位置する。つ

まり，中年期特有の形に発展したアイデンティティ課題

を特定しようとするものである。

Erikson（1959）は青年期前後のアイデンテイテイ課題

について具体的な内容を追加しているが，中年期以降は

空白のままである。また，晩年に老年期の８課題（第Ⅷ

行）の概念化を試みているが，やはり中年期への具体的

な言及はない（Eriksoneta1.,1986)。これに対して以下

の３つの研究はこの問題に取り組んでいる。

これらの研究はいずれもアイデンティティ・ステイタ

ス批判を明言してはいない。しかし，青年期のアイデン

ティティを発展させた課題に青年期のままの定義はあて

はまらないと考えていることから，アイデンテイテイ・

ステイタスの限界を示唆していると言える。

（１）相互依存・寛容さ対全体主義（過剰／過少な同

一化）Franz＆White（1985）は，Erikson（主に1959,

1968）の記述をもとに。心理・社会発達段階図の第７列

と第Ⅶ行の概念化を行っている。それによると，中年期

のアイデンティティ課題は「相互依存・寛容さ対全体

主義（過剰／過少な同一化)」（Interdependenceandtoler‐

ancevs.'Ibtalitarianism〔ovWunderidentifications〕）とさ

れている。この概念は，青年期に確立されたアイデン

ティティは全体主義に向かう可能性があり，その対極に

は多様性を認める寛容さがあるとしたErikson（1968）

の記述をもとにしている。青年期には自分のアイデン

ティテイが未成熟なために喪失感を持ちやすく，それを

避けるために，他の集団に対する不寛容で残酷な全体主

義的アイデンティティで仲間の忠誠心を試し合う。一方

の多様性を認める寛容さはより普遍的で民主的なアイデ

ンティティであり，全体主義を超えたものである（Erik‐

ｓｏ､,1968)。しかし，それが中年期のアイデンテイテイ

課題となる根拠は明確でない。また，課題の内容も詳述

されておらず，これらの概念についての妥当性の検討は

行われていない。
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（２）アイデンティティの深化岡本（2002）は，中年

期のアイデンティティの深化について，面接データをも

とに次のような４つの特質を挙げている。第１は，職業

人としてのベテランの意識と後進の育成への意欲を増大

させる「職業アイデンテイテイの成熟」である。後進の

育成は職業領域における世代性の具現である。つまり，

中年期のアイデンティティが大きな再構成は必要としな

いまま（職業への自己投入によってアイデンテイテイを

確信することはそのままで)，その表現の仕方が世代性

を含む形に深化することである。第２の「未解決課題の

達成やそれまでの体験の統合」は，青年期以来，自分の

意志どおりに進めず多くの未解決課題を残しながらも，

それを統合しさらに昇華させることである。第３の「社

会化」は，自分の体験を社会に還元させようとする志向

性の広がりを指している。「個としてのアイデンティ

ティ」をもとに「関係性にもとづくアイデンティティ」

へと自己投入の対象を移行させていく形での再構成では

ないかと思われる。最後の「純化」は，自分の人生に

とって最も大切なものだけを中核に据え直し，他の目標

を敢えて捨てることである。それまでの自己投入をさら

に絞り込む形で再構成の要求に応える仕方と言えるであ

ろう。

これらの特質には，アイデンティティ・ステイタス研

究が追求してきた再構成という発達観が強く影響してい

るように思われる。どの特質も，新たなアイデンティ

ティの要素を追加したり優先度の低い活動を手放したり

しながら，探求と自己投入をやり直す方法を表している

と考えられるからである。しかし，「未解決課題の達成

やそれまでの体験の統合」は中年期を待たねば得られな

い深化ではないかと論じられており，再構成を超えた中

年期らしいアイデンティティ課題を示しているようであ

る。Kroger（2002）が述べた，喪失を超えて重要なアイ

デンティティの要素を保持し，目に見える形での連続性

を保つことの具現ではないだろうか。今後，これらの特

質についてより一層明らかになることが待たれる。

（３）しなやかなアイデンティティ清水（2001）は，

集団面接の結果をもとに，中年期らしいアイデンティ

ティ課題として「しなやかなアイデンティティ」という

概念を提出した。「しなやかなアイデンティティ」は，

アイデンティティの「強さ」とアイデンティティの「や

わらかさ」という２つの下位概念を兼ね備えることで達

成される（Figurel)。アイデンティティの「強さ」は主

体性と斉一性・連続性で構成されており，従来の青年期

のアイデンテイテイ定義と同じである。一方，アイデン

ティティの「やわらかさ」は，自分のアイデンティティ

を取り巻いている状況の変化に適応していく態度や，周

りの人の多様な価値観に広く関心を向ける態度として表

出されるアイデンティテイ要素である。アイデンティ

軟

強
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弱

アイデンティティの｢やわらかさ｣の軸

Figurelノしなやかなアイデンティティ／の４類堅/

（清水・鹿野,2003）

硬

ティの「やわらかさ」は，面接調査から導き出された新

しい構成概念であるが，柔軟さ（Peck,1975;Vaillant，

1977）や寛容さ（BFanz＆White,1985;Gould,1978;Jun9,

1933）といった中年期の発達的特徴を，アイデンテイ

ティ課題に取り入れたものである。

この概念は尺度化され（清水,2004a)，大学生から７０

歳までの男女を対象に，特性的自己効力感との関連で妥

当性が検討されている（清水,2004b)。その結果，すべ

ての年代で「虚弱」や「浮遊」に比べて「凝固」と「しな

やか」の人が有意に高い特性的自己効力感得点を示した

上に，４５歳～54歳と５５歳～70歳の２群においては，

｢凝固」より「しなやか」の方が高得点であった。つまり，

青年期や成人初期にはアイデンティティの「強さ」だけ

でも効力感を得られるが，中年期以降は，そこにアイデ

ンティティの「やわらかさ」を追加して「しなやか」に至

ることが求められていると言える。

（４）アイデンティティ・ステイタスの限界を示唆する

研究のまとめ中年期のアイデンティティ課題の概念化

はいずれも，Eriksonの記述や面接調査の結果をもとに

した発見的なものであり，また，どちらかというと単発

的な研究であって積み重ねられたものではない。しか

し，これらの概念にはいくつかの共通点があり，さらに

最近のアイデンティティ・ステイタス研究内の新たな視

点や，アイデンティティ・プロセス理論とも概念的関連

がある。

まず，岡本（2002）の「職業アイデンテイテイの成熟」

と「社会化」は，世代性を達成する欲求が中年期のアイ

デンテイテイに含み込まれる必要‘性を指摘している点で

Marcia（2002）の「世代性の達成者というアイデンティ

ティ」と概念の一致が見られる。また，中年期のアイデ

ンティティを「個としてのアイデンティティ」と「関係

性にもとづくアイデンティティ」の統合と捉えた岡本

凝固

状態:強くて硬い

＜Rigid＞
変化を受け入れられない，

凝り固まったイメージ

しなやか

状態:強くてやわらかい
＜Flexible＞

安定した基盤を持ちながら，

その基盤を常に生成しつづ

けるイメージ

虚弱

状態:弱くて硬い

＜Fragile＞
もろく虚弱．外へも内へも関

心のない閉鎖的なイメージ

浮遊

状態:弱くてやわらかい
＜Floatiｎｇ＞

確固とした主体がないまま浮

遊するイメージ
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(1997）と，アイデンテイテイの「強さ」と「やわらかさ」

を兼ね備えた「しなやかなアイデンティティ」を提唱し

た清水(2001）にも概念の類似が見られる。少なくとも，

アイデンティティの「強さ」（清水，2001）と「個として

のアイデンテイテイ」（岡本，1997）はほぼ同義である2)。

そして，アイデンティティの「やわらかさ」には，他の

選択肢への開放性（Grotevanteta1.,1982;Valde,1996）や

多様な価値観への開かれた態度（Franz＆White,1985）

が含まれている。一方，中年期のアイデンティティ課題

とは直接関係がないWhitbourneのアイデンティティ・

プロセス理論も，成人期のアイデンティティが「均衡化

スタイル」という青年期には考えられていなかった形態

に向かって成熟することを示唆している。変化しつつも

基盤となる自己定義を簡単にくずしてしまわないという

姿を成熟と想定している点で，「均衡化スタイル」と「し

なやかなアイデンティティ」（清水，2001）は近い概念で

ある。ただし，アイデンティティ・プロセス理論ではこ

のような発達段階や方向‘性の指摘はなされておらず，実

証研究においても青年期との比較はなされていない。そ

の関心はもっぱら身体的・認知的老化への適応プロセス

の説明に向けられている。

中年期のアイデンティティ発達研究に
おける今後の展望

1．アイデンティティ・ステイタスの限界を示唆する研

究への動きに見られる理論的示唆

本論文では，中年期のアイデンティティ発達研究の動

向について，アイデンティティ・ステイタス研究の成果

と，アイデンティティ・ステイタスの限界を示唆する研

究の論点を整理した。アイデンティティ・ステイタス研

究は，再構成の連続という発達観を確立し，中年期がア

イデンティティの危機であることを明確にした。最近で

は，測定や分類方法の修正によって，アイデンティティ

の再構成を単なる青年期の繰り返しから発展させる研究

2）ただし，アイデンティティの「やわらかさ｣(清水，2001)と「関係

性にもとづくアイデンティティ」（岡本，1997)は次の点で別の観

点に立っている。「関係性にもとづくアイデンティティ」は，子

育てや介護，職場での後進の育成などのケア役割への自己投入を

強調している。そのため，「個としてのアイデンティティ」には

大きな意味を見出していなくても「関係‘性にもとづくアイデン

ティティ」に強く立脚していれば，「関係性にもとづくアイデン

ティティ」に関しては「達成」と見なされる。それに対して，ア

イデンティティの「やわらかさ」は，他者なりのアイデンティ

ティに向けてやわらかく関心が開かれていることや，状況の変化

に合わせて自己を変えていこうとするやわらかな動きを表してい

る。したがって，アイデンティティの「強さ」が発達しないまま

「やわらかさ」のみが見られる状態は，状況任せで主体性のない

浮遊した生き方を意味してしまい，「達成」とは見なされないの

である。

も成果を挙げている。一方，ステイタスの変化の検討で

は解明されないアイデンテイテイ発達の精綴なメカニズ

ムや，青年期とは異なる中年期らしいアイデンティティ

課題の定義に関心を向けた研究は，アイデンティティ・

ステイタスの限界を示唆している。

中年期のアイデンティティ課題を定義することへの関

心は，再構成の連続という発達観を問題視して生まれて

きたのではないかと思われる。中年期のアイデンテイ

テイ発達を青年期と同じ過程の繰り返しと捉えると，ア

イデンティティを組み立て直す構造的な変化に関心が集

中し，質的な成熟を取り出すことが難しい。例えば，青

年期にアイデンティティを達成した人が中年期に危機を

経験して再度「達成」に至った場合，これまでのアイデ

ンティティ・ステイタスではどちらも「達成」と分類す

るだけであった。しかし，この２つの「達成」は異なる

のではないかと考え，そこに成し遂げられている発達的

変化を見極めようとするならば，再構成の連続という発

達観から脱却し，中年期のアイデンティティ発達を新た

に捉え直さなくてはならない。

アイデンティティ・ステイタス研究の中にも，中年期

らしい自己投入の内容やその選択における柔軟性の指摘

はなされている（Marcia,2002;Whitboume,1986b)。ま

た，ステイタス移行において何が変わるのかという問い

も検討されている（KrogeE2003)。しかし，中年期のア

イデンティティが達成すべき質的な発達は，自己投入の

内容の変化や独自のプロセスでは説明しきれない。中年

期らしいアイデンティティ達成が青年期のアイデンテイ

テイ達成にどのような機能や特質を追加したものである

のか，「達成」の定義そのものを改める必要がある。

アイデンティティの達成は，青年期以降の人生を生き

る上で必要な条件とされているが（Erikson,1968)，た

だひたむきに目標を追求するだけでは現代の中年期は生

きにくい場面が多い。中年期の特徴とされる体力的な衰

え，子の巣立ちや老親の老い，また，昇進や退職などに

伴う立場の変化に際しては，自分の目標に向かって逼進

していく力と同等に，状況の変化に応じて自己定義を変

化させる力がそれまで以上に必要とされている。

アイデンティティ・ステイタスでは，自己投入の対象

の主体的な探求とその対象への積極的な自己投入が重視

されている。青年期の探求とは，自己投入先の選択であ

ると共に自分を導く人の選択でもあり，自己投入はその

人に認められることで強められる。しかし中年期には，

自分の先を行く人に指導を求める形の他者関係ばかりで

なく，自分が必要とされることを欲し，世話する相手と

の関係性によって自分の成熟が導かれるという互恵的な

他者関係も重要になる（Erikson,1968)。自分を追って

くる次の世代に同一化を許し，彼らの発達を導くという

関心は世代性の課題でもあるが，それが生き方の中心に
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据えられるならばアイデンティティの問題でもある。新

しい研究の概観を踏まえて，アイデンテイテイ・ステイ

タスの形式で中年期のアイデンティティ達成を定義し直

すとすれば，他者のモデルとなることを主体的に選択

し，その相手からも重要な他者として選択されることと

相まって自己投入が強められている状態と言えるだろ

う。このように，中年期の他者との関係の様相が青年期

と異なることも，アイデンテイテイ・ステイタスを不足

とする研究が中年期研究の中に広がってきた一因ではな

いかと思われる。

周りの状況の変化や青年期とは異なる他者関係の様相

に対応するために，中年期のアイデンテイテイには組み

立て直しの要求だけでなく青年期とは異なる何らかの機

能を備える必要があるのではないか。この考え方は，再

構成の繰り返しという構造的な発達観から質的な発達の

解明へのパラダイム転換と言える。

２．「アイデンティティ・ステイタス研究」および「アイ

デンティティティ・ステイタスの限界を示唆する研

究」の今後の課題

アイデンティティ・ステイタス研究の今後の課題は，

再構成を繰り返す中で見られる中年期特有の変化とその

プロセスについて引き続き理解を深めることである。中

年期の自己投入先がどのようなものに変化するのかとい

う問題については，「職業アイデンティティの成熟」や

｢社会化」（岡本，2002)，「世代性の達成者というアイデ

ンテイテイ」（Marcia,2002）などが既に発表されている。

今後はこれらが共に指摘する点，すなわち世代性を表現

する形に自己投入先が変化するという仮説からまず検証

されるべきであろう。

再構成のプロセスの精綴な解明には，アイデンティ

ティの内容と構造それぞれの発達プロセス（KrogeE
2002）について理解を深めると共に，アイデンテイ

テイ・プロセス理論（Whitbourne,1986a）が明らかにし

てきた知見，すなわち，同化・調節・均衡化のプロセス

が非常に有効であろう。さらにこの理解が，岡本（1997,

2002）の個と関係性の統合のような，いくつかのアイデ

ンテイテイの要素を無理なく統合するプロセスの解明に

もつながることが望まれる。

一方，中年期のアイデンティティ課題を特定しようと

する研究は，個々の研究が論考や事例の分析をもとに独

自の概念を提唱している段階である。しかし，それらの

概念を傭撤すると，多様な価値観への開かれた態度

(Franz＆White,1985;清水，2001）や，他の選択肢に対

する柔軟さ（Grotevanteta1.,1982;Valde,1996；清水，

2001)，また，周りの変化に合わせることと自己の斉一

性・連続性を保つこととの両立（清水,2001;Ｗhit‐

bourne,1986a）などの共通点が指摘される。

これらの共通点や中年期に経験されるライフイベント

や他者関係の特徴を踏まえると，中年期のアイデンテイ

ティ課題を定義する際の重要な手がかりを次のようにま

とめることができる。つまり，これまでどおりの目標に

固執したり他者や環境の要求に流されたりするのではな

く，個人で成し遂げるものと後進に委ねるものを見極

め，他者を通した達成をも考慮に入れた自己投入の形を

獲得することである。今後はこの議論をさらに深め，未

だばらつきがある個々の提言を統合していく必要があ

る。

中年期のアイデンティティ発達に関する提言の中に

は，実証的な検討が行われていないものがあることも大

きな問題点である。その点では，「均衡化スタイル」

(Whitboume,1996）と「開かれた達成」（Valde,1996）お

よび「しなやかなアイデンテイテイ」（清水,2001）は実

証的にその有効性が確かめられており，今後の研究の積

み上げが期待される。また，面接調査をもとに提唱され

た「未解決課題の達成やそれまでの体験の統合」（岡本，

2002）は中年期を待たねば得られない深化の特質とされ

ており，操作的定義などによる発展が待たれる。その上

で，次のステップとしては，それらの新しい概念の達成

プロセスや関連要因の検討が必要であろう。その際，個

人が担う社会的役割やジェンダーによる違いについても

細かな検討が求められる。

以上のように，中年期らしいアイデンティティの自己

投入先がどのような内容であるのかの検討，中年期特有

のプロセスの解明，さらに，中年期らしいアイデンテイ

テイ課題がどのような機能や特質の追加であるのかにつ

いての概念の統合と実証的検討は，中年期のアイデン

テイテイ発達研究においてまずなされなければならない

課題である。
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幼児の「心の理論」の発達に対するきょうだいおよび異年齢保育の影響

松永恵美郷式徹
(奈良女子大学大学院人問文化研究科')）（静岡大学教育学部）

本研究は，３～５歳の幼児を対象に異年齢の子どもとの接触経験による「心の理論」の発達への影響を

検討した。PernenRuffman,＆Leekam（1994）の「きょうだい間感染説」では，きょうだいの存在が｢心

の理論」の発達を促進するとされている。しかし，子どもの他児との接触経験はきょうだいに限らない。

そこで本研究では，異年齢保育実施の保育園に通うきょうだいのいない子ども（一人っ子)１７人，いる子

ども４０人，同年齢保育実施の保育園に通うきょうだいのいない子ども２９人，いる子ども３９人を対象に，

誤信念課題３問（サリーとアンの課題と同型２問，スマーテイー課題と同型１問)，写真課題などを実施

した。その結果，サリーとアンの課題と同型の誤信念課題ではきょうだいの有無と保育形態の交互作用

が見られ，同年齢保育を受けていてきょうだいのいない子どもだけが他の群よりも課題通過率が低かっ

た。一方，スマーティー課題と同型の誤信念課題と写真課題ではきょうだいの有無と保育形態の影響は

見られなかった。これらの結果は，３～５歳の幼児にとっては異年齢の子どもとの接触は，それがきょう

だいでなくともサリーとアンの課題と同型の誤信念課題で測定されるような特定の「心の理論」の獲得に

一定の促進的な影響を与える一方，物的表象を含むような表象操作全般に影響は及ばないと解釈された。

【キー・ワード】幼児，心の理論，誤信念課題，異年齢児，きょうだい間感染説

問題と目的

現在，日本では少子化問題が深刻化している。こうし

た中，同年齢の子どもとの接触の減少とともに，きょう

だい数の減少により異年齢の子どもとの接触機会が減っ

ている。本研究では，異年齢の子どもとの接触が心の理

解の発達に与える影響について検討する。

1990年代以降，子どもの心の理解の発達過程に関す

る「心の理論」研究2）が数多くなされている（例えば，

子安・木下，1997参照)。この分野では「心の理論」の獲

得がどのようになされるのかについてさまざまな説が主

張されている。１つは生得説と呼ばれる立場で，そもそ

も「心の理論」は獲得されるのではなく，生得的なメカ

ニズムである（Baron-Cohen,T1ager-Flusberg,＆Cohen，

1993;FbdoE1987）とか成熟に依存する（Leslie,1987,

1994）という主張である。それに対し，理論説と呼ばれる

立場では「心の理論」の獲得は科学者が理論を発展させ

る－データから法則（理論）を見出したり，理論をデー

タに基づき検証する－ように構築される概念システム

の１つと考える(Carey;1985,1988;Gopnik,1988;KarmiloffL

Smith，1988；Keil，1989；Kitcher,1988；Perner,1991；

Wellman,1990)。理論説は，直接見ることのできない他

1）現所属藤枝市保健センター

2）現在では，哲学，霊長類研究，発達心理学，自閉症研究などの分

野における心の理解に関する学際的研究領域が「心の理論」研究
と総称されている。

者の欲求，信念などの（心的）表象を理解するため，子

どもは他者と関わる経験を基に「法則＝心の理論」を形

成するという立場であり，（社会的)経験を重視している。

理論説を支持するPerneI3Ruffman,＆Leekam（1994）

は，理論説が正しいなら，きょうだいのいる子どもはい

ない子ども（一人っ子）より他者と関わる経験が多いの

で「心の理論」の発達が促進される（生得説が正しいな

ら，きょうだいとの接触という社会的経験の増加は「心

の理論」の発達に影響を与えない）と考えた。そして，

その検証のためにきょうだい数と「心の理論」の発達の

関連を検討した「心の理論のきょうだい間感染説（Theo‐

ryofmindiscontagious:YbucatchitfiFomyoursibs)」と題

する論文を発表した。具体的には，Pemerらはイギリス

の３～５歳児を対象に誤信念課題（Ｗｉｍｍｅｒ＆PemeE

1983）を実施した。その結果，きょうだいのいる子ども

の方がいない子ども（一人っ子）より誤信念課題の通過

率が高いことを示した。

その後，Jenkins＆Astington（1996）がPerneretal．

(1994）の「きょうだい間感染説」を支持する結果を示す

一方，中国の一人っ子（中国は一人っ子政策を取ってい

るためほとんどが一人っ子である）と日本の子ども（一

人っ子ときょうだいのいる子ども）を対象とした許

(1999）による追試では「きょうだい間感染説」は支持さ

れなかった。ただし，許（1999）の追試では文化背景の

異なる中国の一人っ子と日本の一人っ子およびきょうだ

いのいる子どもが対象となっており，単純にきょうだい
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数の効果がないとは解釈しきれない。

ところで，Pemeretal.（1994)できょうだい数を他者と

関わる経験の増加と直接関係するとみなしたのは，例え

ばＤｕｎｎ（1984,1988）による２，３歳頃の子どもたちが最

も刺激的な社会的経験を持つのは，ほとんどの場合きょ

うだいとの相互作用においてであるという主張に基づい

たものである。通常，きょうだいの存在が（きょうだぃ

のいない子どもに比べて）他者と関わる経験の増加につ

ながると素朴に考えてしまうかもしれない。しかし，子

どもが関わる他者は，自分とは異年齢の子どもに限って

も，きょうだいだけではない。きょうだい以外の子ども

との接触は「心の理論」の獲得に影響しないのだろうか。

ちなみにPemeretal.（1994）の研究も許（1999）の研究

も対象は保育園に通っている子どもたちである。また，

両研究で対象となった保育園の保育形態（同年齢保育か

異年齢保育か）は定かではないが，保育園では当然，

きょうだいではない子どもとの接触がある。ただし，日

本の幼稚園や保育園では，同一年齢児で編成されたクラ

スを中心にした同年齢保育が一般的である。きょうだい

が与える社会的経験が，自分とは年齢が異なることに

よって生じる能力や経験の違う他者との接触であるから

こそ｢心の理論｣の形成に重要なのだとすれば,保育園で

の同年齢保育における他児との接触は自らとほぼ同程度

の能力や経験を持つ同質な他者との接触とみなすことが

でき，「心の理論」の形成への影響は無視できるだろう。

しかし最近では，異年齢児で編成されたクラスを中心に

した，異年齢保育（縦割り保育）を導入する保育園や幼

稚園も増加している。異年齢保育では，自分とは異なる

年齢の子どもとの接触が生じ，きょうだい関係に近いも

のが経験される(子安・服部・郷式，2000)。そこで本研

究では，きょうだい数が誤信念課題の通過率に影響する

というPemeretal.（1994）の「きょうだい間感染説」に

加え，異年齢保育における自分とは異なる年齢の子ども

との接触の影響を探索的に検討することを目的とする。

なお，きょうだいやきょうだい以外の異年齢の子ども

との接触の影響を考える場合，きょうだいや異年齢の子

どもが対象児より年上か年下かも（誤信念課題の通過率

に）影響するかもしれない。Perneretal.（1994）は，

きょうだいと対象児の間の年齢差や年上か年下かは誤信

念理解の促進に影響しないと述べた。しかし，Pemeret

al.（1994）は「きょうだいが（対象児より）年上か．年下

か」を直接検討せず，対象児ときょうだいとの間の年齢

関係一きょうだいの年齢，対象児ときょうだいの年齢

差（の絶対値）一の影響を検討した。本研究ではきょ

うだいの影響が確認された場合，対象児ときょうだいと

の間の年齢関係ではなく，「きょうだいが（対象児より）

年上か．年下か」を直接検討する。

一方で，本研究では｢他の子どもが(異年齢保育におい

て対象児より）年上か．年下か」を直接検討しない。対象

児ときょうだいとの年齢関係が固定的一兄は常に兄，

妹は常に妹一であるのに対して，異年齢保育において

は対象児が年少時には常に自分よりも年上の子どもとの

接触，年中時には年下の子どもと年上の子どもとの接

触，年長時には年下の子どもとのみ接触がある。このよ

うに学年によって接触する異年齢の子ども(の年齢)が異

なることが，異年齢保育における異年齢児との接触と

きょうだい関係における(異年齢の）きょうだいとの接触

とが異なる点である。そして，学年によって異年齢児と

の接触が異なることから，自分(対象児）とは異なる年齢

の子どもが年上か年下かといった点が（誤信念課題の通

過率に）どのように影響するかを検討することは難しい。

Perneretal.（1994）は「心の理論」の発達の指標とし

て誤信念課題（Ｗｉｍｍｅｒ＆PemelJ983）を用いた。代表

的な誤信念課題としては「サリーとアンの課題（Baron‐

Cohen,Leslie,＆Frith,1985)」がある。他に「スマー

テイー課題（Hogrefe,Ｗｉｍｍｅｒ》＆PemerJ986;Perne喝

Leekam,＆Ｗｉｍｍｅｒ）1987)」もある。従来，サリーとア

ンの課題とスマーティー課題はいずれも誤信念課題とみ

なされ，区別されないことが多い。しかし；サリーとア

ンの課題が状況の変化に基づき他者の信念を推測するこ

とを求められるのに対して，スマーテイー課題は自己の

信念の変化に基づき他者の信念の変化を推測することを

求められる。サリーとアンの課題とスマーティー課題で

は構造を含めさまざまな点で異なることがこれまでも指

摘されている(郷式,2005)。しかし，Pemeretal.（1994）

の研究で用いられた誤信念課題がサリーとアンの課題と

同型の課題のみであることから，Perneretal.（1994）の

主張する「きょうだい間感染説」がスマーテイー課題に

おいても生じるのかは明らかではない。そこで，本研究

ではきょうだいの有無および異年齢保育における自分と

は異なる年齢の子どもとの接触の影響をサリーとアンの

課題に加えて，スマーテイー課題においても検討する。

「心の理論課題検査（森永・黛・柿沼・紺野，2003)」

では，サリーとアンの課題と同型の２課題（げたばこ課

題とウサギのクレヨン課題）とスマーティー課題と同型

の課題（はさみ課題）の標準化が試みられた。この森永

ほか（2003）の標準化における課題ごとの50％通過時期

が，サリーとアンの課題と同型の２課題（４歳６カ月～

４歳１１カ月）に対し，スマーテイー課題と同型の課題（５

歳６カ月～５歳１１カ月）では約１年遅い。なお，サリー

とアンの課題と同型のウサギのクレヨン課題とげたばこ

課題は，ウサギのクレヨン課題がサリーとアンの課題と

ほぼ同じなのに対して，げたばこ課題はより日常的な文

脈に基づくストーリーに変更されている（紺野・柿沼・

黛・森永，2002)。Pemeretal.（1994）の研究との比較

という趣旨からは，まず，サリーとアンの課題と類似し
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たウサギのクレヨン課題の実施が必要である。Pemeret

al.（1994）の結果に基づけば，年齢を統制した場合，

きょうだいのいる子どもの方がいない子どもよりウサギ

のクレヨン課題の通過率が高いと考えられる。異年齢児

との接触が誤信念課題の通過を早くするなら，年齢を統

制した場合，異年齢保育を受けている子どもの方が同年

齢保育の子どもよりウサギのクレヨン課題の通過率が高

いと考えられる。また，きょうだいの有無と保育形態が

独立に影響する以外に，両者の交互作用的な影響が見ら

れるかもしれない。きょうだいの有無と保育形態の交互

作用的な影響としては，例えば，きょうだいのいる子ど

もは異年齢保育のようなより多様な（さまざまな子ども

が存在するという）社会的経験に直面することできょう

だいか異年齢保育か一方の影響のみを受ける子どもに比

べ，さらに早期に「心の理論」を発達させるかもしれな

い。一方で，きょうだいであれ異年齢保育であれ異年齢

児とのかかわりは「心の理論」の発達を解発させる

－この場合，きょうだいがおらず同年齢保育の子ども

だけが「心の理論」の発達が遅い－のかもしれない。

本研究の目的は，きょうだいの有無に加えて，異年齢児

との接触経験としての異年齢保育の誤信念課題の通過率

への影響を探索的に検討することである。そこで，課題

の通過率に影響する要因としてPemeretal.（1994）と同

様に（対象児の）年齢ときょうだいの有無のみを考えた

場合，年齢ときょうだいの有無に保育形態を加えて考え

た場合，年齢ときょうだいの有無と保育形態にさらに保

育形態ときょうだいの有無の交互作用を加えて考えた場
合を比較する。

ところで，多くの誤信念課題は中心的な構造は共通す

るもののストーリーや教示などの細部は多様である。し

かし，細部の違いにかかわらず４～７歳にかけて課題の

通過率が上昇する。また，森永ほか（2003）でもウサギ

のクレヨン課題とげたばこ課題の50％通過時期が一致

していることから，細部の違いはサリーとアンの課題と

同型の課題ではきょうだいの有無もしくは保育形態の影

響の検討においてはそれほど問題にする必要はないと考

えられる。したがって，きょうだいの有無もしくは保育

形態に関して，ウサギのクレヨン課題とげたばこ課題で

は同様の影響が見られると予想される。しかし，「きょ

うだい間感染説」は「心の理論」の発達に社会的経験が

影響することを前提としている。社会的経験の影響はよ

り日常的な行動や理解の中で現れる可能性は否定できな

い。そこで，誤信念課題への社会的経験の影響の詳細を

検討するためサリーとアンの課題と同型でありながら，

より日常的な文脈に基づくストーリーで構成されたげた

ばこ課題を加えることは有効だろう。

ウサギのクレヨン課題とげたばこ課題がサリーとアン

の課題と同型なのに対し，はさみ課題はスマーティー課

題と同型である。先述のとおり，サリーとアンの課題と

スマーティー課題では構造を含め多くの点で異なる。本

研究では，サリーとアンの課題と同型の課題に加え，ス

マーティー課題と同型の課題であるはさみ課題について

も検討する。

さらに，誤信念課題に加えて，写真課題（Zaitchik，

1990）と表情の理解課題を実施する。これによって，

きょうだいの有無や保育形態の影響が表象の推測に対す

るものなのか，社会的要因に対するものなのかといった

点についても検討できるかもしれない。

写真課題は，人物Ａが場所Ｘに物αを置き，その写真

を撮る→人物Ｂがαを場所Ｙに移す→「写真の中ではα

はどこにありますか」とたずねる，という手順で実施さ

れる。写真課題はサリーとアンの課題と同型の構造を持

つが，推測の対象が他者の誤信念（心的表象）ではなく，

写真（物的表象）である点が異なる（子安，1999)。その

ため，写真課題は心的表象の推測ではなく，物的表象の

推測を求めるため，きょうだいや保育形態（異年齢保育）

といった社会的要因は関連しないかもしれない。

表情の理解課題は，「泣いている」表情の理解と泣い

ている理由の説明（｢転んだから」など子どもが日常で泣

きそうな場面を答える）ができるかを見る（森永ほか，

2003）ものである。表情理解は他者理解のために重要な

能力であるが，誤信念課題や写真課題のような表象の推

測は必要としない。しかし，泣いている理由の説明を行

うことには社会的要因が関連するかもしれない。

方法

実験参加児と保育形態

静岡県中部の異年齢保育実施の保育園と同年齢保育実

施の保育園に通う３～５歳児136人。ただし，語黄課題３

問全てで回答語棄数が当該年齢の平均値よりもｌＳＤ以

上少なかった参加児と発達障害の可能性のある参加児を

分析から除外した。そのため，分析対象は125人であっ

た。内訳は,異年齢保育できょうだいのいない子ども(一

人っ子）が１７人（男児７人・女児１０人，平均年齢４;５，

年齢幅３;５－６;1)，きょうだいのいる子どもが40人(男

児２１人・女児１９人，平均年齢４;９，年齢幅３;３－６;１)，

同年齢保育できょうだいのいない子ども（一人っ子）が

２９人（男児１１人・女児１８人，平均年齢５;２，年齢幅３;７

－６;6)，きょうだいのいる子どもが３９人(男児２１人・女

児１８人，平均年齢４;10,年齢幅３;６－６;2）であった3)。

3）月齢を従属変数とした２（保育形態；同年齢保育・異年齢保育）×

２（きょうだいの有無）の分散分析の結果，交互作用がみられ

（Ｆ(1,121)＝4.63,,＜､05)，きょうだいのいない参加児において

のみ同年齢保育の子どもの方が異年齢保育の子どもより平均年齢

が高かった。ただし，きょうだいがおらず異年齢保育を受けてい

る子どもたちの成績が他の群より低いことから，この年齢差は結

論に影響するものではないと考えられる。
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きょうだいのいる子どもの５７人が２人きょうだい（自分

以外のきょうだいが１人だけ）で，うち２８人が長子で

あった。１９人が３人きょうだいで，うち１人が長子，１０

人が末子であった。３人が４人きょうだいで全員末子

だった。きょうだいの平均年齢は６歳（年齢幅０－１５

歳）であった。

異年齢保育実施の保育園は３～５歳児１２人前後で１

グループが構成され，各グループに担当保育士が配置さ

れている4)αグループ数は５つあり，グループにおける

年齢，男女比等はほぼ均等である。保育室は高さ１ｍ程

度のロッカーによっていくつかに区切られているが，通

常の教室（保育室）のような壁で区切られた空間ではな

く，オープンスペースとなっている。そのため，グルー

プ活動の際にはグループごとに特定の場所もしくは机で

課題に従事するが，自由遊びの際はグループごとではな

く３～５歳児が混じった状態となる。典型的な日課は，

登園後自由遊び，９時半頃よりグループごとで朝の挨拶

(お集まり）の後，絵本の読み聞かせ・製作・散歩等を

行う。その後昼食（給食）をグループごとのテーブルで

取る。昼食後，５歳児（年長児）以外は午睡となり，５歳

児のみ掃除の後学年活動を行う。３時頃にはおやつの時

間となるが，おやつは各自好きなテーブルで取ることが

多い。その後，降園までは自由遊びとなる。運動会や生

活発表会などの行事前には午前中が学年ごとの活動にあ

てられることもあるが，通常はかなりの時間，異年齢児

との接触がある。同年齢保育の保育園は各年齢（３，４，５

歳児）で各１クラスを構成している（各学年１クラスず

つで，各学年の人数比はほぼ均等)。保育室はクラスご

とに壁で区切られた一般的な構造である。日課は異年齢

保育の保育園とほぼ同様で，異年齢児との接触は自由遊

びの時間に園庭で遊ぶ際が中心となる。

課題

心の理論課題検査（森永ほか,2003）と写真課題（Zait‐

chik,1990）を実施した。心の理論課題検査は誤信念課

題３課題（げたばこ課題，ウサギのクレヨン課題，はさ

み課題)，表情の理解課題，語貧課題から構成されてい

る。心の理論課題検査は検査の実施法に従った。写真課

題は子安（1999）の用いた方法に従った。

ウサギのクレヨン課題（サリーとアンの課題と同型）

ウサギがクレヨンを丸い箱に入れる。ウサギが不在の問

に他者（クマ）がクレヨンを四角い箱に移動する。戻っ

てきたウサギがクレヨンを探す場所をたずねた（信念質

4）０，１，２歳児クラスは通常の同年齢保育（横割り保育）となって

いる。また，学年別で活動を行う際には，保育士の担当学年も決

まっている。

5）紺野ほか（2002）ははさみ課題とスマーテイー課題とが異なる点

として，スマーティー課題では被験者自身がはじめ（編されて）

誤信念を持つが，はさみ課題では編されるという経験をしないこ

とを指摘している。

問)。他に現在のクレヨンの場所（現実質問）と最初に入

れた場所（記憶質問）をたずねた。サリーとアンの課題

とほぼ同じ課題である。

げたばこ課題（サリーとアンの課題と同型）建物に

入るとき靴を片付けた棚から，本人が知らないうちに靴

が移動される。次に外出する際に靴を探す場所をたずね

た（信念質問)。他に現在の靴の場所（現実質問）と最初

に片付けた場所（記憶質問）をたずねた。サリーとアン

の課題をアレンジした課題で、家に入るときに靴を脱ぐ

習慣のある日本の子どもにとって日常的な文脈にそった

課題となっている（紺野ほか，2002)。

はさみ課題（スマーティー課題と同型)5）参加児の目

の前でクレヨンの箱を開け，中のクレヨンを全部取り出

し，代わりにはさみを入れる。箱のふたを閉じた後，部

屋にいない人（例えば，お母さん）に箱を見せたとき

何が入っていると答えるかをたずねた（信念質問)。他

に現在の中身（現実質問）と最初に入っていたもの（記

憶質問）をたずねた。

表情の理解課題泣いている表情の理解と（泣いてい

る）表情には理由があることの理解一泣いている理由

(例えば，どんなとき泣くか）が問われた－をみる課題

であった。

語量課題参加児に「魚（野菜，果物）の名前を３つ

言ってください」と教示し，魚（野菜，果物）の名前を

それぞれ３つ答えさせた。なお，この課題は身近なカテ

ゴリーの理解を見るもので，参加児のスクリーニングの

ための参考とし，分析には用いなかった。

写真課題ウサギが白い台の上のカレーパンマンの指

人形をポラロイドカメラで撮影した。ウサギが不在の間

にクマがカレーパンマンの指人形をショクパンマンの指

人形に交換した。参加児には最初ウサギが撮った写真に

写っているものをたずねた（表象質問)。表象質問は誤

信念課題の信念質問にあたる。他に現在台上にあるもの

(現実質問）と最初あったもの（記憶質問）をたずねた。

なお，先行研究（子安，1999）に従い各質問は，アンパ

ンマン，ショクパンマン，カレーパンマンの３枚の写真

から選択する強制選択方式とした。選択肢をショクパン

マンとカレーパンマンだけにすると偶然正答率が50％

と高くなりすぎ，群ごとの正答率の差が不鮮明になる可

能性がある。そこで，デイストラクターとして選択肢に

アンパンマンを入れることで，群ごとの差が鮮明になる

ことを期待した。

手続き

実験は６～７月および'１月（同年齢保育のきょうだい

のいない子どもの一部）に行われた。実験者は実験開始

数日前よりほぼ午前９時から午後５時まで保育に参加し

た。参加児とラポールを形成した時点で，個別に自由保

育の時間に実験を実施した。なお，実験者は実験実施期
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間も実験以外の時間は保育に参加した。

実験は，最初に写真課題で使用するポラロイドカメラ

の実演を行った。この実演は，まず参加児にポラロイド

カメラを見せ，「これで○○ちやん（参加児）の写真を撮

ります」といって実際に写真を撮る。撮った写真を参加

児に見せながら「これは今はまだ真っ黒だけど，もう少

ししたらここに○○ちゃんが出てくるからね」と説明し

た。

そして「待つ間，お人形を使って遊ぶよ」と言い，心

の理論課題検査（げたばこ課題→表情の理解課題→はさ

み課題→ウサギのクレヨン課題→語量課題)6)→写真課

題の順序で行った。なお，語量課題が終了した時点で

「さっき撮った写真はどうなったかな？」と言って写真

を見せ，参加児に写真に自分が写っているのを確認後，

｢今からもう１回このカメラを使うよ」と言って写真課

題を実施した。

課題への反応は実験者が記録用紙に記録した。実験実

施時間は１０～１５分程度であった。

課題への反応の判定

課題のうち，誤信念課題一ウサギのクレヨン課題，

げたばこ課題，はさみ課題一は，信念質問・記憶質

問・現実質問のすべてに正答した場合にその課題を通過

とみなした。誤信念課題と同様に，写真課題も表象質

問・記憶質問・現実質問のすべてに正答した場合に通過

とみなした。表情の理解課題は，心の理論課題検査の標

準化資料によると，３歳６カ月～３歳１１カ月で60.5％の

子どもが「泣いている」表情とその理由両方に正答して

いる。これは同年齢の誤信念課題の正答率（ウサギのク

レヨン課題16.3％，げたばこ課題20.0％，はさみ課題

14.0％）に比べても高いことから，本研究では，「泣い

ている」表情とその理由両方に正答した場合を表情の理

解課題の通過とした。

結果

各課題に対する保育形態およびきょうだいの有無の影響

「きょうだい間感染説」を示したPerneretal.（1994）

は，「心の理論」の発達に影響する要因を調べるため，

誤信念課題の通過・不通過を従属変数，年齢・性別・

きょうだい数などを独立変数とするロジステイック回帰

分析を行った。そして，年齢ときょうだい数が誤信念課

題の通過率に影響することを示した。ロジスティック回

帰分析は従属変数が通過・不通過といった２値変数を含

む離散変数の場合に使われる手法で，従属変数が連続変

数の場合に使われる重回帰分析に対応する（古谷野，

1988；太郎丸，2005)。そこで，Pemeretal.（1994）に

準じ，本研究では各課題の通過率に影響する要因を調べ

6）心の理論課題検査における課題の実施順序，質問の順序は検査の

実施法に従った。

るため，各課題の通過・不通過を従属変数，年齢（分析

では月齢を使用)，きょうだいの有無，保育形態（同年齢

保育か異年齢保育か）を独立変数とするロジステイック

回帰分析を行った。なお，独立変数間の関連は年齢と保

育形態，きょうだいの有無がそれぞれ0.184,0.044（相

関比)，保育形態ときょうだいの有無が0.132（クラメー

ルの連関係数）であった。

ところで，Pemeretal.（1994）では独立変数として

きょうだい数を用いている。しかし，本研究ではどの課

題でもきょうだい数と課題の通過率に直線的な関係が見

られないこと，また，きょうだい数が２人以上の子ども

は２２人（全体の17.6％）しかおらず，ロジステイック回

帰分析（特に交互作用を含むモデル）で，分析結果を不

安定にする可能性があることから，きょうだい数ではな

くきょうだいの有無を用いた。

私たちの興味はきょうだいの有無に加えて保育形態が

課題の通過率に及ぼす影響である。そこで，Perneret

al.（1994）と同様の年齢ときょうだいの有無の２変数の

主効果を投入したモデル，年齢ときょうだいの有無と保

育形態の３変数の主効果を投入したモデル，３変数の主

効果に加えて保育形態ときょうだいの有無の交互作用を

投入したモデルを比較し，最も当てはまりの良いモデル

を採用した。以下に課題ごとの分析結果を示す。

ウサギのクレヨン課題ロジスティック回帰分析の結

果の要約を'mablelに示した。主効果のみのモデルは

Pemeretal.（1994）のモデルより当てはまりが改善され

たとは言えないが，交互作用を加えたモデルはPemer

etal.（1994）のモデルと主効果のみのモデルよりも当て

はまりが改善された。そこで，交互作用を加えたモデル

を採用した。年齢の主効果および保育形態ときょうだい

の有無の交互作用の影響が示されたことから，課題の通

過率は年齢とともに上昇し，年齢の効果を調整後の課題

通過率（Figurel）から同年齢保育できょうだいのいな

い子ども（一人っ子）だけが，他の群よりも低いと解釈

できる。

げたばこ課題ロジスティック回帰分析の結果の要約

をT1able2に示した。交互作用を加えたモデルがPerner

etal.（1994）のモデルと主効果のみのモデルよりも当て

はまりが改善されている。そこで，交互作用を加えたモ

デルを採用した。年齢の主効果および保育形態ときょう

だいの有無の交互作用の影響が示されたことから，課題

の通過率は年齢とともに上昇し，年齢の効果を調整後の

課題通過率（Figure2）から同年齢保育できょうだいの

いない子ども（一人っ子）だけが，他の群よりも低いと

解釈できる。

はさみ課題はさみ課題では，主効果のみのモデルも

交互作用を加えたモデルもPerneretal.（1994）のモデル

よりも当てはまりが改善されなかった。そこで，Ｐｅｍｅｒ
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独立変数

Perneretal.(1994)のモデル年齢（月齢）

きょうだいの有無

切片（定数項）

主効果のみのモデル

交互作用を加えたモデル

シ＜､05,＊やく.0１

年齢（月齢）

きょうだいの有無

保育形態

切片（定数項）

年齢（月齢）

きょうだいの有無

保育形態

きょうだいの有無

×保育形態の交互

作用

切片（定数項）

６標準誤差ｘ２

0.092

-1.002

-5.275

0.094

-0.966

-0.215

-5.263

0.112

0.404

0.540

0.021

0.435

1.230

0.021

0.439

0.420

1.229

0.024

0.673

0.521

19.467*＊

5.294＊

18.378*＊

19.651*＊

4.833＊

0.262

18.335*＊

21.869*＊

0.361

1.074

オッズ比

(Exp(6)）

1.096

0.367

0.005

1.098

0.381

0.806

0.005

1.118

1.498

1.716

-2.4490.9666.432＊0.086

-6.6641.45121.084*＊0.001

Ｇ２ 〃

144.125１２２

143.862１２１

136.964１２０

ｍｌｅ２〃;たばこ課題の通過率に対する独立変数（年齢・深育形態・きょうだいの有無ノ
の影響に関するロジステイック回帰分析の結果

独立変数６標準誤差ｘ２
オッズ比

(Exp(6)）

Pemeretal.(1994)のモデル年齢（月齢）

きょうだいの有無

切片（定数項）

全幸効果によるモデル

交互作用を加えたモデル

７，＜､10,＊'＜､05,＊やく.0１

年齢（月齢）

きょうだいの有無

保育形態

切片（定数項）

年齢（月齢）

きょうだいの有無

保育形態

きょうだいの有無

×保育形態の交互

作用

切片（定数項）

0.083

-0.551

-5.055

0.085

-0.513

-0.224

-5.056

0.097

0.567

0.366

0.020

0.420

1.217

0.021

0.424

0.412

1.218

0.022

0.660

0.505

16.756*＊

1.724

17.248

16.940*＊

1.465

0.296

17.229*＊

18.721*＊

0.739

0.525

1.087

0.576

0.006

1.089

0.598

0.779

0.006

1.102

1.763

1.442

-1.8840.9134.255＊0.152

-6.0731.38319.276*＊0.002

G２〃

148.289１２２

147.991１２１

143.561１２０

3２１

＊

↑
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22.251*＊

0.000

24.686*＊

写真課題

(Pemeretal.(1994)のモデル）
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0.173

-0.009

-11.931

etal.（1994）のモデルを採用した（ｎｂｌｅ３)。年齢の主

効果のみ有意であったことから，課題の通過率は年齢と

ともに上昇するが，きょうだいの有無や保育形態には影

響されないと解釈できる。

写真課題写真課題では，主効果のみのモデルも交互

作川を加えたモデルも，Perneretal.（1994）のモデルよ

りも当てはまりが改善されなかった。そこで，Pemeret

al.（1994）のモデルを採用した（nble3)。年齢の主効果

のみが有意であったことから，課題の通過率は年齢とと

もに上昇するが，きょうだいの有無や保育形態には影響

されないと解釈できる。

表情の理解課題ロジスティック回帰分析の結果の要

約を通ｂｌｅ４に示した。主効果のみのモデルも交互作用

を加えたモデルも，Pemeretal,（1994）のモデルよりも

当てはまりが改善された。しかし，主効果のみのモデル

よりも交互作用を加えたモデルの当てはまりが改善され

たとは言えない。そこで，主効果のみのモデルを採用し

た。表情の理解課題の通過率に対して年齢の主効果と保

育形態の主効果（Figure3）が有意であったことから，

表情の理解課題の通過率は年齢とともに上昇し，また．

はさみ課題

(Pemeretal.(1994)のモデル）

年齢（月齢）

きょうだいの有無

切片（定数項）

《

年齢（月齢）

きょうだいの有無

切片（定数項）

閏

Thble3はさみ易潅と写真課題の通過率/ご対する独立変数（年齢．きょうだいの有無ノ
の影響に閲するロジiスティック回帰分析の綜黒

有り無し

きょうだいの有無

Figurelウサギのクレヨン課題の通過率に関する保育

形態ときょうだいの有無の交互作堀効果

（年齢を共変量とした調整済み）

有 り無し

きょうだいの有無

Figure2けうたばこ課題の通過率に関する深育形態と

きょうだいの有無の交互fE用動果

（年齢を共変量とした調整済み）

６標準誤差独立変数

0.125

0.289

-6-836

オッズ比

(Exp(6)）
Y２
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0.135

7.111＊＊

11.597*＊
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Ihble4表情の理〃課題の通過率に対する独立変数（年齢・保育形態．きょうだいの有無ノ
の影響に関するロジズティック回帰分析の結果

139.121１２１

オッズ比
６標準 誤差Ｘ２Ｇ２ 〃

（Exp(6)）
独立変数

＊

Perneretal.(1994)のモデノＩ 年齢（月齢）

きょうだいの有無

切片（定数項）

0.078

-0.241

-3.804

0.020

0.413

1.133

15.350*＊

0.341

11.278*＊

1.081

0.786

0.022

146.820１２２

００９５

0.301

-0.921

－１

＊＊

主効果のみのモデル 年齢（月齢）

きょうだいの有無

保育形態

切片（定数項）

0.092

-0.156

-1.183

-3.934

１
５
４
５

“
“
“
妬

０
０
０
１
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1.096

0.856

0.306

0.020

-0.7680.8980.7310.464

-4.2771.23312.033*:I：0.014

138.377１２０

〃･Ｓ

交互作用を加えたモデル 年齢（月齢）

きょうだいの有無

保育形態

きょうだいの有無

×保育形態の交互

作用

切片（定数項）

異年齢保育を受けた子どもの方が同年齢保育を受けた子

どもよりも上昇すると解釈できる。

各課題に対するきょうだいが(参加児より）年上か・

年下かの影響誤信念課題（ウサギのクレヨン課題とげ

たぱこ課題）に対するきょうだいの影響は確認された。

0.022

0.688

0.535

18.879*＊

0.191

2.969↑

1.100

1.351

0.398

異年齢保育 同 年 齢 保 育

Figure3表情の理解課題の通過率に閲する
深育形態の主効果

（年齢を共変量とした調整済み）

7５．９

5２．６

↑iりく.10,＊力＜､05,＊聡力＜,0１

そこで，これらの課題に対してきょうだいが（参加児よ

り）年上か・年下かが影響するかを確認する。そのため，

きょうだいのいる子ども（〃＝79）だけを対象に，各課

題の通過・不通過を従属変数，年齢（月齢）ときょうだ

いとの関係（きょうだいが参加児より年上か．年下か）

および保育形態（同年齢保育・異年齢保育）を独立変数

とするロジスティック回帰分析を行った。なお，きょう

だい数が２人の子どもで参加児が真ん中の場合，年下の

きょうだいよりも年上のきょうだいとの接触年数のほう

が長いことから「きょうだいが(参加児より）年上」に分

類した（３人きょうだいにおいて，きょうだいが〔参加

児より〕年下，つまり長子であった子どもは１人のみ)。

３人以上のきょうだい数の参加児は全員末子であった。

そのため，きょうだいが（参加児より）年上の子どもは

50人，年下の子どもは29人であった。ロジステイック

回帰分析の結果(Tnble5)，どちらの課題でも，年齢（月

齢）ときょうだいとの関係のみの効果によるモデルに比

べて，他のモデルは当てはまりが改善されなかったの

で，このモデルを採用した。ウサギのクレヨン課題では

年齢とともに通過率が上昇することが示されるととも

に，きょうだいが参加児より年下，つまり参加児が長

子，の場合の方がきょうだいが参加児よりも年上，つま

り参加児が長子でない，の場合よりも通過率が上昇する

ことが示された。一方，げたばこ課題では月齢とともに

通過率が上昇することが示されたが，きょうだいとの関

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

９
８
７
６
５
４
３
２
１

通
過
率
（
％
）
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独立変数 ｂ標準誤差Ｘ２
オッズ比

(Exp(6)）

ウサギのクレヨン課題

(年齢ときょうだいとの関係の

主効果によるモデル）

げたぱこ課題

(年齢ときょうだいとの関係の

主効果によるモデル）

*やく.0１

係は影響しなかった。

年齢（月齢）

きょうだいとの関係

切片（定数項）

年齢（月齢）

きょうだいとの関係

切片（定数項）

考 察

0.127

-1.953

-6.017

0.093

-0.808

-5.145

本研究の最大の目的は，異年齢児との接触経験は「心

の理論」の獲得を促進するかを検討することであった。

そのため，きょうだいの存在と異年齢保育が誤信念課題

の通過を早めるかを実証的に検討した。

誤信念課題を用いてさまざまな要因を検討する場合，

誤信念課題が非常に強く年齢の影響を受けるということ

を考えなければならない（例えば，郷式,２００５を参照)。

本研究でも，すべての課題で年齢とともに通過率が上昇

した。しかし，私たちの興味の中心は，きょうだいや異

年齢保育の影響であった。この点については，サリーと

アンの課題と同型のウサギのクレヨン課題とげたばこ課

題できょうだいの有無と保育形態の交互作用の影響が見

られた。誤信念課題が年齢に強く影響されることを勘案

一年齢の効果を調整後の課題の通過率を検討一する

と，サリーとアンの課題と同型の課題の結果はきょうだ

いがおらず（一人っ子)，かつ同年齢保育という異年齢

児との接触経験が相対的に少ない場合においてのみ「心

の理論」の成績が低くなることを示しているとみなせよ

う。また，きょうだいもしくは異年齢保育での異年齢児

との接触があれば，サリーとアンの課題と同型の課題に

ついてという限定的な条件の下では，ごくごく平均的な

｢心の理論」の獲得を示すといえよう。さらに，きょう

だいがおり，加えて異年齢保育という相対的に異年齢児

との接触経験が多い場合でも，きょうだいがいるか異年

齢保育かのいずれか一方の経験の場合に比べて「心の理

論」の獲得が加算的に促進されるわけではない。また，

きょうだいや異年齢保育といった異年齢児との接触が誤

信念課題の通過率を改善するとしても，３歳児は通過せ

ず７歳児は通過するという事実は変わらない。すなわち，

経験が獲得時期を早めたり，最終的な能力の向上をもた

らすわけではない。「心の理論」の獲得過程においては，

異年齢児との接触はそれが相当に少ないと一時的に獲得

0.031

0.644

1.764

0.027

0.529

1.644

16.517*＊

9.200*＊
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が滞る可能性が指摘できよう。

さらに，きょうだいの影響が確認されたウサギのクレ

ヨン課題とげたばこ課題（ともにサリーとアンの課題と

同型の課題）について，きょうだいのいる子どもだけを

対象にきょうだいが（参加児より）年上か・年下かの影

響を検討した場合，いずれの課題でも保育形態の影響は

見られなかった。サリーとアンの課題と同型の課題の結

果はきょうだいとの接触もしくは異年齢保育による異年

齢児との接触があればごくごく平均的な「心の理論」の

獲得を示すと考えると，この分析の対象がきょうだいの

いる子どもだけであることから，きょうだいとの接触と

いう条件は満たしており，保育形態（異年齢保育による

異年齢児との接触）の効果は見られなかったものと思わ

れる。ただし，ウサギのクレヨン課題ではきょうだいが

年下の場合の方が年上の場合よりも通過率が上昇するこ

とが示されたのに対し，げたばこ課題ではきょうだいが

年上か．年下かは影響しなかった。

素朴に考えると，きょうだいが年上の子どものほう

が，日々，自分より能力の高い相手（年上のきょうだい）

を出し抜く必要に迫られるため，より早く「心の理論」

を発達させるように思える。この説明は，他者の心的状

態を推測する能力が他者を出し抜けることにより生存上

有利であったために進化してきたという主張（例えば，

Byrne＆White､,1988/2004）からも妥当なように思え

る。しかし，ウサギのクレヨン課題のみではあるがきょ

うだいが年下の場合（すなわち長子）の方が年上の場合

よりも通過率が上昇するという本研究の結果は，「心の

理論」が単に他者を出し抜くために進化してきたのでは

なく，利他的な行動一自分より幼いきょうだいの要求

を推測し向社会的な行動を示すなど－を行うために進

化してきた可能性を示すものかもしれない7)。しかし，

これは想像に過ぎず，きょうだいが参加児よりも年上か

7）利他的な行動，そしてその行動を行うための他者の心的状態の推

測は短期的には不利でも，長期的（特に進化という超長期的なス

パン）には有利に働くかもしれない。
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年下かという要因と「心の理論」の獲得の関係は課題や

変数の設定によって異なる不安定なものである可能性も

高い。「きょうだい間感染説」を示したPerneretal．

(1994）では，きょうだいが参加児より年上か年下かと

｢心の理論」の獲得の関係は確認されなかったことから

も，きょうだいと参加児の出生順や年齢差などが「心の

理論」の獲得にどのような影響を及ぼすかについては今

後の研究を望むべきであろう。

ところで，従来，サリーとアンの課題とスマーティー

課題の等価性には疑問が示されている（例えば，郷式，

2005；子安，1999)。同様に本研究で，サリーとアンの

課題と同型のウサギのクレヨン課題とげたばこ課題では

きょうだいの有無と保育形態の交互作用が見られたのに

対し，スマーティー課題と同型のはさみ課題では，きょ

うだいや異年齢保育の影響は見られなかった。これはサ

リーとアンの課題とスマーティー課題の構造の違いを反

映したものかもしれない。例えば，次のような解釈が考

えられる。サリーとアンの課題では参加児は物語の外に

いる完全な傍観者で，自らが関与する余地はない。一

方，スマーティー課題では，参加児自身の信念（とその

変化）が課題の構造に大きく関与する。自分と異なる年

齢の子ども，すなわち自分以上もしくは以下の能力や異

なる視点を持つ他者，との接触は，さまざまな状況での

他者の行動の推測に対する豊かな経験となるかもしれな

い。しかしスマーティー課題においては，そうした他者

の行動の推測に加え，課題構造に大きく関与する自分の

信念を客観的な視点から捉える必要がある。この自身の

心的状態の客観視は，異年齢児との接触経験によってよ

り早く生じるものではないのかもしれない。

また，他の解釈も考えられる。サリーとアンの課題

(と同型の課題）では，その信念が推測の対象となる人

物は最初の状況(変化前の状況)－ウサギのクレヨン課

題ではウサギは最初にクレヨンを丸い箱に入れる－を

見ている。しかしスマーティー課題（と同型の課題）で

は，その信念が推測の対象となる人物は最初の状況（変

化前の状況）－はさみ課題では箱にクレヨンが入って

いる一を見ていない。そのため，参加児はウサギのク

レヨン課題（サリーとアンの課題と同型）では「ウサギ

は『クレヨンは丸い箱の中』という状況を見た」という

事実に基づいて「ウサギは『クレヨンは丸い箱の中』と

考える」という表象を持てば良い。一方，はさみ課題

（スマーティー課題と同型）では「お母さんは『箱の中に

クレヨンが入っている』と思う」という表象を持つため

に，「自分は最初『箱の中にクレヨンが入っている』と

思った」ことと「お母さんも自分と同様に考える」とい

う２つの前提を必要とする。そのため，サリーとアンの

課題に比べてスマーティー課題は他者との接触といった

経験に基づく直感的な思考ではなく，より論理的もしく

Iま内省的な思考を要求するのかもしれない。

また，写真課題は推測の対象が写真（物的表象）であ

るほかは，推測の対象が心的表象であるサリーとアンの

課題と同型の構造を持つ。にもかかわらず，きょうだい

や異年齢保育の影響が見られなかったのは。異年齢児と

の接触経験の影響は，あくまで人の行動とその源泉であ

る心的表象（信念や欲求）の推測に限られ，表象操作全

般に及ぶわけではないということかもしれない。

さらに表情の理解課題では，きょうだいの存在は影響

しなかったが，異年齢保育の影響は見られた。表'情の理

解課題は相手がどんな表情かを理解し，その理由を推測

する（そして言語化する）ことができるかを問う課題で

ある。こうした場面（年少の子どもが泣いている理由を

年長の子どもが先生に説明するなど；例えば，子安ほ

か，２０００を参照）は異年齢保育の中で数多く生じること

は想像に難くない。表情の理解課題の通過率が異年齢保

育においてより高いのは，そうした経験量の違いが反映

されていると考えて良いだろう。また，きょうだいとい

う家族内での限られた他者との接触では，表情の理解課

題が要求するような場面が，きょうだいのいない子ども

に比べてそれほど多く生じるとは想像できない。そのた

め，きょうだいの有無は表情の理解課題の通過率に影響

しなかったのだろう。

本研究で得られた知見をまとめると，まず，３～５歳

児にとって異年齢児との接触は，それがきょうだいでな

くとも「心の理論」の獲得に一定の促進的な影響を与え

る。ただし影響は限定的で，サリーとアンの課題と同型

の課題で測定されるような心的表象の推測の能力に限ら

れる。したがって，物的表象を含む表象操作全般に影響

は及ばず，心的表象に関しても，スマーテイー課題と同

型の自己の心的状態の変化に基づく課題で測定される心

的表象の推測の能力には影響しない。また，異年齢児と

の接触量の増大が単純にサリーとアンの課題と同型の課

題の成績に促進的な影響を与えるわけではなく，相対的

に異年齢児との接触量が少ない場合にのみ一時的に誤信

念課題の成績の向上が停滞する可能性がある。

「心の理論」が異年齢児との接触という社会的経験と

無関係とは言えない。一方，一般的には（障害がない場

合）７歳頃までに全ての子どもが誤信念課題に通過する

ことから，「心の理論」の獲得は経験に基づき法則性＝

「心の理論」を構築（学習）するというより生得的なメカ

ニズムに基づきなされると考えたほうが妥当な面もあ

る。その上で異年齢児との接触は，「心の理論」（獲得）

の解発因として大人や同年齢の他の子どもとの接触より

も有効に働くと捉えることができるのではないだろう

か。また，共同注意や４歳以前での（潜在的な）「心の理

論」についての知見（例えば，Onishi＆Baillargeon，

2005）から考えて，４歳以前には既に何らかの他者の心
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的状態に対する理解が形成されている可能性がある。し

かし，４歳以前には他者（および自己）の誤信念に対する

理解を表出する（そうした理解を言語を含めた明示（意

識)的な方法で示す)－これは誤信念課題で端的に要求

される－ことについてある種の制約が課されているの

かもしれない。そして，異年齢児との接触は「心の理論」

全般の解発因ではなく，この制約を外す解発因の１つと

しての役割があるのかもしれない。したがって，異年齢

児との接触が「ある」か「ない」かは「心の理論」の獲得

の始まり（発動）の時期に影響を与えるが，異年齢児と

の接触量が「心の理論」を完全に獲得する時期や獲得の

過程に影響するというわけではないのかもしれない。
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