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本研究の目的は，関係性攻撃を行う幼児の共感性と道徳的判断及び社会的情報処理について検討する
ことである。調査協力者は，幼稚園年長児（男児 16名，女児 18名），年中児（男児 18名，女児 24名），
年少児（男児 13名，女児 12名）の計 101名とその担任保育者 4名であった。幼児の関係性攻撃の程度
を測定するために，幼児の社会的行動教師評定尺度（Preshool Social Behavior Scale-Teacher Form）の関
係性攻撃に関する 5項目を利用した。尺度測定は保育者評定によって実施し，関係性攻撃上位 30％の
高群（n =35）と，下位 30％の低群（n =40）を抽出した。Lemerise & Arsenio（2000）及び Arsenio & 

Lemerise（2004）の社会的情報処理モデルを参考に，幼児の社会的情報処理過程及び道徳的判断，共感性
について測定するための質問を考案して実施した。関係性攻撃高群と低群の共感性及び道徳的判断，社
会的情報処理過程を検討した結果，関係性攻撃を行う幼児は関係性攻撃を行わない幼児よりも，共感性
の中でも相手の感情を推測する得点が高く，状況によらず攻撃は悪いと判断していることが明らかとなっ
た。 それゆえ，この結果は，関係性攻撃を多く行う幼児の社会的能力が高いことを示唆するものである。
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問　　　題

近年，子どもに見られるいじめや暴力などの問題が深
刻化する中で，教育現場では暴力や怒りをマネジメント
するといったいじめ予防教育や，被害者の「相手の痛み」
や「思いやり」を捉えなおす心理教育が行われている。
いじめとの関連性が指摘されている行動に関係性攻撃
（relational aggression）がある。関係性攻撃とは，悪口
を言いふらして仲間はずれにするなど，仲間関係を操作
することによって相手を傷つける攻撃と定義され（Crick 

& Grotpeter, 1995），叩く・蹴るなどの外顕的攻撃（overt 

aggression）とは区別される。
関係性攻撃は女児に多くみられる攻撃形態の一つであ
り，関係性攻撃を行う子どもは仲間から拒否されやす
く，不安や抑うつ，孤独感といった内的な問題を持つこ
とが示されている（Crick, 1997; Crick, Casas, & Mosher, 

1997; Crick & Grotpeter, 1995）。また，関係性攻撃を加
える子どもだけでなく，その被害を受けた子どもも仲間
から拒否されやすく，抑うつや孤独感が高いといった問
題を抱えていることが示されている（Crick & Grotpeter, 

1995; 畠山・山崎，2006）。このように，関係性攻撃を
行う子どもやその被害を受ける子どもは，現在から将来
にかけて長期的な社会・心理的適応に問題を持つことが
懸念されていることから，関係性攻撃をいかに抑制させ
るのかが重要な課題であると考えられる。
攻撃行動を抑制する要因としては，古くから共感性

が研究されている（Feshbach & Feshbach, 1969, 1982; 

Parke & Slaby, 1983）。共感性の定義は，その測定法を含
めて一貫してこなかった現状はあるが，他者の状況や感
情，思考などに関する理解など認知的な側面（感情認知）
に重きがおかれたもの（Borke, 1971; Deutsch & Madle, 

1975; Dymond, 1949）と，他者と同じような情動的反応
の共有，または，必ずしも他者と一致していない情動の
代理的反応といった感情的な側面（情動共有）に重きが
おかれたもの（Feshbach & Roe, 1968; Hoffman, 1975な
ど）とに大きく二分される。現在では，両者は互いに作
用していると考えられていることから，2つの側面を含
む定義が必要であるとされている（浅川・松岡，1987;  

Hoffman, 1982; 森下，1990; Mussen & Eisenberg-Berg, 

1977 /1980）。これらの議論を踏まえ，本研究では，共
感性を「他者の状況や感情などに関する認知的な理解（感
情認知）と，他者と同じような情動的反応の共有，また
は，必ずしも他者と一致していない情動の代理的反応（情
動共有）」と定義する。

Hoffman（1978）は，共感性の発達について以下のよ
うに述べている。生後 1歳頃までの間は，自他の区別が
つきにくく他者と同じ情動を感じる段階（泣いている子
を見たら一緒に泣いてしまう等）にある。その後，2～3

歳頃になると，具体的な他者の考えや情動までは分から
ないものの，他者の内面的な状態（考え，知覚，情動）
が自分とは異なるものであることに気がつき始める。そ
の後，4歳ぐらいまでの間に，ほとんどの幼児が単純な
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状況であれば他者の嬉しさや悲しさを認識し，適切な情
動で応答するようになる。そして，役割取得能力の発達
に伴い，相手の立場に立って想像することで共感できる
ようになるのである。従って，乳児後期から幼児期は自
他が明確に分化しはじめ，それに応じて共感反応も変化
することから，共感性の発達にとって大変重要な時期で
あると考えられる。
幼児期は，共感性の発達に重要な時期であると同時
に，関係性攻撃がみられ始める時期である（畠山・山崎，
2002）。また，関係性攻撃を行う子どもが社会・心理的
不適応状態にあるとする研究がある（Crick et al., 1997

など）一方で，関係性攻撃を多く示す幼児が友情形成ス
キルや主張性スキルが優れ（磯部・佐藤，2003），仲良
しの仲間関係を形成し中心的な地位に属することが示さ
れている（畠山・山崎，2002）。これらの結果から，関
係性攻撃を行う幼児は，適応的な側面と不適応的な側面
の両側面を併せ持つ可能性が示唆される。また，関係性
攻撃がみられた場合の保育者の介入として，攻撃被害者
への情動共有を促すアプローチが有効であったことから
（畠山・山崎，2003），関係性攻撃の予防や介入という観
点から考えれば，幼児期の関係性攻撃と共感性について
検討する必要がある。しかし，これまでのところ共感性
と関係性攻撃の関連について検討した研究は極めて少な
く，幼児についてはほとんどみられないのが現状である。
そのような中，児童を対象とした勝間・山崎（2008）

の研究では，反応的表出性攻撃，反応的不表出性攻撃，
道具的関係性攻撃の 3つのタイプと，役割取得，感情認
知，情動共有の 3つの共感反応について検討している。
この研究では，小学校 4年生～6年生までの児童を対象
に，関係性攻撃を多く行う子どもの共感性について，社
会的情報処理過程の第 5ステップに含まれる共感反応を
取り上げている。その結果，関係性攻撃を行う児童は，
相手の役割や立場を予想する能力（役割取得）は他児と
比較しても変わらないが，相手が悲しんでいるという感
情の理解（感情認知）や，攻撃された子どもをかわいそ
うと感じる（情動共有）ことが少ないことを示した。こ
の結果は，攻撃行動の中でも関係性攻撃を行う子どもが
共感性の認知的側面及び感情的側面に乏しいことを示す
ものである。
勝間・山崎（2008）においても取り上げられている

社会的情報処理過程は，攻撃行動の生起メカニズムを
考える際に有効な手段とされ，社会的場面でみられる
情報処理が，1）手がかりの符号化，2）手がかりの解
釈，3）目標の明確化　4）反応検索，5）反応決定，6）
実行の 6つのステップを経て行われていることを示し
ている（Crick & Dodge, 1994）。例えば，「友だちがぶつ
かってきてせっかく高く積み上げたブロックが崩れて
しまった」という場面で，相手が自分に対して敵意を

持ってぶつかってきたと解釈した子どもは相手に攻撃的
な方略などを用いて報復的な行動を産出しやすく，間
違ってぶつかったと解釈した子どもは言語的な謝罪を
求めたり，許してあげるなどの適応的な行動を産出し
やすい。攻撃的な子どもは，仲間からのこうした偶発的
な被害を受けた場面で相手の意図を敵意によるものと帰
属しやすく，攻撃行動を産出しやすいことが示されてい
る（Dodge, 1980など）。このような社会的情報処理の個
人差は，個人がそれまでに獲得してきた道徳的知識など
のデーターベースや，他者の感情を予測するといった感
情プロセスの違いから生じていると考えられ，それらを
統合したモデルが提唱されている（Arsenio & Lemerise, 

2004; Lemerise & Arsenio, 2000）。従って，本研究でも
Lemerise & Arsenio （2000）やArsenio & Lemerise （2004）
が示した社会的情報処理モデルをもとに関係性攻撃を行
う幼児の社会的情報処理過程について検討を行う。
さて，社会的情報処理過程に内在している社会的行動

に関する道徳的知識を理解する上で，Turielの社会的領
域理論が有効である。社会的領域理論では，社会的知識
には異なる 3つの独立した領域（「道徳」，「慣習」，「個人」）
が存在し，道徳的判断などの社会的判断や行動は，各領
域の知識が調整されて生じるものであると述べられてい
る（Turiel，1983）。その中でも，攻撃行動は道徳領域か
ら判断される行動とされ，善悪を規定する要素が攻撃行
動自体に内在化され，規則や権威者の指示などとは無関
係なものと考えられている（首藤・二宮，2003）。首藤
（1999）は，「他の子を叩く」という行動を道徳的領域か
ら判断される行動と仮定して取り上げ，2年生～6年生
の児童を対象としてこの行動に対する善悪の判断を求め
た結果，2年生を除く対象児が「悪い」と判断すること
を示した。この結果から，児童期の子どもは攻撃行動を
集団や権威によらず，普遍的に悪いことと捉えていると
考えられる。
その一方で，幼児を対象とした攻撃行動の道徳的判断

に関する研究では，どのような状況で攻撃が用いられた
のかといった文脈の違い，あるいは，どのような方略で
相手に攻撃したのかといった攻撃方略の違いで攻撃を悪
いと判断するか否かに違いがみられることが示されてい
る（越中，2005，2007；畠山・畠山・山崎，2005）。例
えば，幼児は他児の物を奪うために攻撃を仕掛けると
いった挑発的攻撃を明らかに悪いと判断するが，相手か
ら嫌なことをされた場合にやり返すなどの報復的な攻撃
は悪いと判断する幼児がいる一方で，良いと判断する幼
児も存在する（越中，2005）ことや，年長の幼児が年中
の幼児よりも関係性攻撃を悪いと判断することが示され
ている（畠山ほか，2005）。つまり，幼児期の場合，攻
撃を普遍的に悪いと捉えるといった道徳領域から判断す
るのではなく，むしろ，文脈や方法に応じて善悪の判断
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が変わるといった慣習領域から判断され，しかも，それ
は発達に伴い変化していると考えられる。従って，本研
究では，攻撃が用いられた文脈や方略の違いについても
考慮した上で，それに関わる道徳的判断について検討す
ることとする。 

以上のことから，本研究では，Lemerise  &  Arsenio

（2000）及び Arsenio & Lemerise （2004）のモデルを参
考に，関係性攻撃を行う幼児の社会的情報処理過程を，
共感性（感情認知・情動共有）及び道徳的判断について
その発達的変化を含めて検討することを目的とする。児
童期を対象とした勝間・山崎（2008）の研究では，関係
性攻撃児の共感性が乏しいことが示されている一方で，
幼児期（4～5歳児）と児童期（6～7歳児）を対象とし
た Feshbach & Feshbach （1969）の研究では，幼児期の
場合には攻撃の高さが共感性の高さと関連するのに対
し，児童期では攻撃の低さが共感性の高さと関連するこ
とが示されている。さらに，関係性攻撃を行う幼児の友
情形成スキルや主張スキルが高く（磯部・佐藤，2003），
仲間内地位も高い（畠山・山崎，2002）ことを考慮すると，
関係性攻撃を多く行う幼児の共感性，道徳的判断は，関
係性攻撃を行わない幼児と変わらないか，むしろ優れて
いることも予測される。そのため，本研究では，関係性
攻撃を行う幼児と行わない幼児の共感性や道徳的判断，
社会的情報処理能力を比較することとする。Lemerise & 

Arsenio（2000）のモデルでは，共感性は第 5ステップ
の中に含められ，道徳的判断は各ステップに関わるデー
ターベースとして存在している。従って，本研究では，
第 5ステップを取り上げて関係性攻撃を行う幼児の攻撃
行動に対する共感性や道徳的判断について検討する。
また，社会的情報処理過程について検討した先行研究
の多くは，手がかりの解釈（第 2ステップ）や反応検索（第
4ステップ）を取り上げ，攻撃児が相手の意図を敵意に
よるものと解釈しやすく（Dodge, 1980; Dodge & Frame, 

1982; 片岡，1997など），第 4ステップにおいて攻撃反
応を選択させやすい（Dodge, 1986）ことを報告してい
る。しかし，これらの研究はいずれも叩く・蹴るといっ
た外顕的攻撃を取り上げたものであり，関係性攻撃も同
様の傾向がみられるかについては不明である。従って，
本研究では，関係性攻撃を行う幼児の敵意帰属傾向や反
応検索について明らかにするため，第 2ステップと第 4

ステップも取り上げて検討することとする。

方　　　法

調査協力者
A市内 B幼稚園に在籍する年長児（男児 16名，女児

18名：平均年齢 6歳 4カ月），年中児（男児 18名，女
児 24名：平均年齢 5歳 5カ月），年少児（男児 13名，
女児 12名：平均年齢 4歳 4カ月）の計 101名とその担

任保育者 4名（年中クラスのみ少人数であったため 2ク
ラス実施した）であった。
調査方法：関係性攻撃の査定
調査時期　2009年 1月
材　料　Crick et al.（1997）の Preshool Social Behavior 

Scale-Teacher Formを翻訳し関係性攻撃の下位尺度 5項
目を関係性攻撃尺度として使用した。 

統計パッケージ　Statistica06J

手続き　担任保育者（年長児 1名，年中児 2名，年少
児 1名）に対し，担任している幼児について，関係性攻
撃に関する 5項目をまったくあてはまらない（1点）～
非常にあてはまる（5点）までどちらとも言えない（3点）
を中点とした 5件法で評定してもらった。従って，関係
性攻撃の尺度得点は，5点～25点の範囲にわたり得点が
高いほど関係性攻撃の得点が高いことを示す。また，関
係性攻撃項目のα係数を算出したところ，.92であり高
い信頼性が得られた。
調査方法：社会的情報処理能力の査定
調査時期　2009年 2月
材　料　Lemerise & Arsenio（2000）及び Arsenio & 

Lemerise （2004）の社会的情報処理ステップのモデルを
参考に，幼児の共感性及び道徳的判断を含めた社会的情
報処理能力を査定するための課題を作成した。課題は，
相手の意図が曖昧な「曖昧場面」と相手が敵意を持つ「敵
意場面」の 2つを用意した。また，課題は幼児が理解し
やすいように絵カードを使用した。なお，課題は，調査
協力者の性別に合わせ，男児用と女児用を用意した。
「曖昧場面」：○○君（ちゃん）（調査協力者）が幼稚
園に登園した際，お友だちのタロウ君（ヨシコちゃん）
に「遊ぼう」と声をかけました。しかし，タロウ君（ヨ
シコちゃん）は何も言わずに他のお友だちとともにいな
くなってしまい，一緒に遊ぶことができずに一人ぼっち
になってしまいました。
「敵意場面」：○○君（ちゃん）（調査協力者）が幼稚
園に登園した際，お友だちのタロウ君（ヨシコちゃん）
に「遊ぼう」と声をかけました。しかし，タロウ君（ヨ
シコちゃん）は「○○君（ちゃん）とは一緒に遊ばない」
と言って，○○君（ちゃん）は仲間はずれにされてしま
いました。
手続き　幼児に対し，社会的情報処理の課題を個別面

接法により実施した。「曖昧場面」「敵意場面」を提示し
たあと，それぞれで以下の質問を行った。なお，2つの
場面の提示はカウンターバランスを行った。
①社会的情報処理第 2ステップ（解釈）　「タロウ君（ヨ

シコちゃん）は，どうして遊んでくれなかったと思いま
すか？」
（1）あなたに意地悪しようとした（敵意），（2）用事
があった（偶発），（3）あなたを喜ばせるために面白い
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話を考えていた（向社会的意図），の 3つの中から選択
させた。
②社会的情報処理第 4ステップ（反応検索）　「タロ

ウ君（ヨシコちゃん）が遊んでくれなかったとき，○○
君（ちゃん）（調査協力者）はどうしますか？」（1）叩
く（外顕的攻撃），（2）また遊ぼうと誘う（向社会的行
動），（3）仲間はずれ（関係性攻撃），（4）何も言わない
（非社会的行動），の 4つの中から選択させた。
③社会的情報処理第 5ステップ（道徳的判断・共感
性（感情認知・情動共有））　社会的情報処理の第 5ステッ
プは，遊んでくれなかった相手に対して，仮に外顕的攻
撃や関係性攻撃を用いた場合の道徳的判断や相手への共
感性について質問した。
外顕的攻撃：③－1「もし，○○君（ちゃん）（調査協
力者）が遊んでくれなかったタロウ君（ヨシコちゃん）
をパンチしたとします。それは良いことでしょうか，そ
れとも悪いことでしょうか？」。良い 1点～悪い 5点の
5件法により回答を求めた（道徳的判断）。
③－2「もし，○○君（ちゃん）（調査協力者）が遊ん

でくれなかったタロウ君（ヨシコちゃん）をパンチした
とします。そしたら，タロウ君（ヨシコちゃん）はどの
くらい悲しむかな？」。全然悲しまない 1点～すごく悲
しむ 5点の 5件法により回答を求めた（共感―感情認知）
③－3「もし，○○君（ちゃん）（調査協力者）が遊

んでくれなかったタロウ君（ヨシコちゃん）をパンチし
たとします。そしたら，○○君（ちゃん）は，タロウ君
（ヨシコちゃん）をどのくらいかわいそうだと思います
か？」。全然かわいそうでない 1点～すごくかわいそう
5点の 5件法により回答を求めた（共感―情動共有）。
関係性攻撃：③－4「もし，○○君（ちゃん）（調査協
力者）が遊んでくれなかったタロウ君（ヨシコちゃん）
を悪口を広めて仲間はずれにしたとします。それは良い
ことでしょうか，それとも悪いことでしょうか？」。良
い 1点～悪い 5点の 5件法により回答を求めた（道徳的
判断）。
③－5「もし，○○君（ちゃん）（調査協力者）が遊ん

でくれなかったタロウ君（ヨシコちゃん）を悪口を広め
て仲間はずれにしたとします。そしたら，タロウ君（ヨ
シコちゃん）はどのくらい悲しむかな？」。全然悲しま
ない 1点～すごく悲しむ 5点の 5件法により回答を求め

た（共感―感情認知）。
③－6「もし，○○君（ちゃん）（調査協力者）が遊ん

でくれなかったタロウ君（ヨシコちゃん）を悪口を広め
て仲間はずれにしたとします。そしたら，○○君（ちゃ
ん）は，タロウ君（ヨシコちゃん）をどのくらいかわい
そうだと思いますか？」。全然かわいそうでない 1点～
すごくかわいそう 5点の 5件法により回答を求めた（共
感―情動共有）。
倫理的問題の配慮
道徳的判断や共感に関する質問の中で，相手に対して

攻撃することは良いこと，相手に攻撃しても全然かわい
そうでない，悲しまないと回答した幼児については，自
分が相手に対して攻撃したら相手はどのような気持ちに
なるのか，攻撃する以外の方法はないか，について幼児
に考えさせるなどの配慮を行った。さらに，このような
回答をした幼児について日常保育場面で心配なことがあ
る場合には，2名の著者が保育者に対してコンサルテー
ションなどの対応を行った。

結　　　果

関係性攻撃得点
関係性攻撃における性差及び発達差を検討するため，

関係性攻撃得点について，2（性別：男・女）×3（学
年：年少・年中・年長）の分散分析を行った。Table 1

に関係性攻撃得点の平均点及び標準偏差を示す。その
結果，学年の主効果が有意であった（F（2, 97）=5.13，
p <.01）。そのため，フィッシャーの LSD法を用いた多
重比較を行ったところ，年長＞年中であった。また，性
差がみられなかったことからこれ以降の分析は男女込み
で行うこととする。
社会的情報処理課題
社会的情報処理課題の得点を分析するにあたり，関係
性攻撃の高い幼児（高群）と低い幼児（低群）を抽出す
るため，関係性攻撃得点の上位下位 30％ずつを抽出し
たところ，高群では攻撃得点が 11点～24点の範囲の幼
児，低群では 5点～6点の範囲の幼児が抽出された。し
かし，その際，関係性攻撃得点が同じ（高群では 11点，
低群では 6点）幼児であっても，高群・低群に入らない
幼児が存在したため，関係性攻撃得点が 11点の幼児全
てを高群，関係性攻撃得点が 6点の幼児全てを低群とし

Table　1　関係性攻撃得点の平均と標準偏差

年長 年中 年少
男児 女児 男児 女児 男児 女児

n 16 18 18 24 13 12

関係性攻撃得点 平均 11.06 11.33 7.67 8.21 7.15 11.08

SD 　4.58 　4.92 2.61 4.49 3.08 　6.39
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た。その結果，高群（攻撃得点平均=14.86，SD =5.31，
得点範囲 11点～24点（n =35）），低群（攻撃得点平均
=5.28，SD =0.45，得点範囲 5点～6点（n =40））が抽
出された。
関係性攻撃得点高群と低群で関係性攻撃得点に違いが
みられるのかを検討したところ，有意な差がみられた（F
（1, 73）=334.30，p <.01）。また，各ステップの分析では，
まず場面ごとの分析を行った後に場面による比較を行う。
①社会的情報処理第 2ステップ（解釈）　敵意場面と
曖昧場面の 3つの解釈の頻度を，学年別及び攻撃の高低
別に示した（Table 2）。
敵意場面：敵意場面における 3つの解釈のそれぞれ
の頻度が，学年間でどのような偏りがみられるかを検討
するため，3つの解釈ごとに �2検定を行った結果，敵
意と解釈した頻度及び偶発と解釈した頻度に偏りはみら
れなかった（�2（2）=0.45；�2（2）=4.33）。なお，向社
会的と解釈した頻度については，選択された頻度が少な
かったため分析の制約により分析を行わなかった。
次に，攻撃の高低群間でどのような偏りがみられるか
を検討するために直接確率計算法を行った。その結果，
どの解釈においても攻撃の高低群で頻度に有意な偏りは
みられなかった（両側検定：p >.10）。
曖昧場面：曖昧場面における 3つの解釈のそれぞれの

頻度が，学年間でどのような偏りがみられるかを検討す
るため，3つの解釈ごとに �2検定を行った結果，偶発
と解釈するかどうかに学年差の傾向がみられたが（�2（2）
=5.12, .05<p <.10），ライアン法を用いた多重比較の
結果，学年による差は有意でなかった。敵意と解釈した
頻度及び向社会と解釈した頻度に偏りはみられなかった
（�2（2）=2.17：�2（2）=0.08）。
次に， 攻撃の高低群間でどのような偏りがみられるか
を検討するために直接確率計算法を行った。その結果，
どの解釈においても攻撃の高低による頻度に有意な偏り
はみられなかった（両側検定：p >.10）。
場面による違い：敵意場面と曖昧場面における解釈の

頻度の違いを検討するため，3（敵意場面：敵意・偶発・
向社会）×3（曖昧場面：敵意・偶発・向社会）による
�2検定を行った。その結果，頻度の偏りが有意であっ
た（�2（4）＝ 28.28，p <.01）。そこで，残差分析を行っ
た結果，敵意と曖昧の両場面で敵意帰属をしている頻度，
及び，両場面で偶発と帰属する頻度が高かった。また，
曖昧場面で敵意帰属し敵意場面では偶発と帰属する頻度
と，敵意場面で敵意帰属し曖昧場面では偶発と帰属する
頻度は少なかった。
②社会的情報処理第 4ステップ（反応検索）　敵意場

面と曖昧場面の 4つの反応検索の頻度を，学年別及び攻
撃の高低別に示した（Table 3）。
敵意場面：敵意場面における選択された 4つの反応

検索の頻度が，学年間でどのような偏りがみられるの
かを検討するため �2検定を行った。その結果，向社会
的行動を選択した頻度に偏りはみられなかった（�2（2）
=1.46）。なお，外顕的攻撃，関係性攻撃，非社会的行
動の 3つの反応は選択された頻度が少なく，分析の制約
により分析を行わなかった。
次に，攻撃の高低群間でどのような偏りがみられるの
かを検討するため直接確率計算法を行った。その結果，
いずれの行動も選択した頻度に偏りがみられなかった
（両側検定：p >.10）。
曖昧場面：曖昧場面における選択された 4つの反応
検索の頻度が，学年間でどのような偏りがみられるの
かを検討するため �2検定を行った。その結果，向社会
的行動を選択した頻度に偏りはみられなかった（�2（2）
=2.76）。なお，外顕的攻撃，関係性攻撃，非社会的行
動の 3つの反応は選択された頻度が少なく，分析の制約
により分析を行わなかった。
次に，攻撃の高低群間でどのような偏りがみられるの
かを検討するため直接確率計算法を行った結果，有意な
偏りは見られなかった（両側検定：p >.10）。
場面による違い：敵意場面と曖昧場面における反応検

索の頻度の違いを検討するため，4（敵意場面：外顕的

Table　2　敵意・曖昧場面における意図解釈の頻度

敵意場面 曖昧場面

敵意 偶発 向社会 計 敵意 偶発 向社会 計

年長（n =34） 10 20 　4 　34 　6 19 　9 　34

年中（n =42） 12 23 　7 　42 11 23 　8 　42

年少（n =25） 　9 11 　5 　25 　6 10 　9 　25

計 31 54 16 101 23 52 26 101

高群（n =35） 　9 20 　6 　35 　7 20 　8 　35

低群（n =40） 13 19 　8 　40 10 20 10 　40

計 22 39 14 　75 17 40 18 　75
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攻撃・向社会的行動・関係性攻撃・非社会的行動）×4（曖
昧場面：外顕的攻撃・向社会的行動・関係性攻撃・非社
会的行動）による �2検定を行った。その結果，頻度の
偏りが有意であった（�2（9）＝ 39.29，p <.01）。そこで，
残差分析を行った結果，敵意場面と曖昧場面の両場面で
向社会的行動を選択している頻度が高かった。
　③社会的情報処理第 5ステップ（道徳的判断・共感

性（感情認知・情動共有））
敵意場面：1）方略による違い　敵意場面で用いられ

た外顕的攻撃と関係性攻撃の道徳的判断得点について違
いがみられるかを検討するため，3（学年：年少・年中・
年長）×2（攻撃の高低：高・低）×2（攻撃方略：外顕
的攻撃・関係性攻撃）の分散分析を行った結果，有意な
結果は得られなかった。
次に，敵意場面で用いられた外顕的攻撃と関係性攻撃
に関する感情認知得点について違いがみられるかを検討
するため，3（学年：年少・年中・年長）×2（攻撃の高低：
高・低）×2（攻撃方略：外顕的攻撃・関係性攻撃）の
分散分析を行った（Table 4）。その結果，学年と攻撃の
高低の交互作用がみられた（F（2, 69）=4.15，p <.05）。
フィッシャーの LSD法を用いた多重比較の結果，年長
高群・年中低群＞年長低群・年少低群，年少高群＞年少

低群であった。同様に，共感性の情動共有得点について
も，3（学年：年少・年中・年長）×2（攻撃の高低：高・低）
×2（攻撃方略：外顕的攻撃・関係性攻撃）の分散分析
を行った結果，有意な結果は得られなかった。

2）共感性―感情認知と情動共有の違い　敵意場面で
相手に外顕的攻撃をした場合に，共感性の感情認知と情
動共有に違いがみられるのかを検討するため，3（学年：
年少・年中・年長）×2（攻撃の高低：高・低）×2（共感性：
感情認知・情動共有）の分散分析を行った結果，共感性
の感情認知と情動共有には違いがみられず，攻撃の高低
で主効果がみられ（F（1, 69）=7.66，p <.01），高群が低
群よりも得点が高い傾向にあった。敵意場面で相手に関
係性攻撃をした場合に，共感性の感情認知と情動共有に
違いがみられるのかを検討するため，3（学年：年少・
年中・年長）×2（攻撃の高低：高・低）×2（共感性：
感情認知・情動共有）の分散分析を行った結果，攻撃の
高低と学年の交互作用に有意な傾向がみられ（F（2, 69）
=3.0，p <.10），年長高群・年中低群＞年少低群，年中
低群＞年長低群であった。
曖昧場面：1）方略による違い　曖昧場面で用いられ
た外顕的攻撃と関係性攻撃の道徳的判断得点について違
いがみられるかを検討するため，道徳的判断得点につい

Table　3　敵意・曖昧場面における反応検索の頻度

敵意場面 曖昧場面

外顕的 向社会 関係性 非社会的 計 外顕的 向社会 関係性 非社会的 計

年長（n =34） 0 28 0 　6 　34 0 27 2 　5 　34

年中（n =42） 1 29 6 　6 　42 0 32 4 　6 　42

年少（n =25） 1 21 1 　2 　25 2 20 1 　2 　25

計 2 78 7 14 101 2 79 7 13 101

高群（n =35） 1 28 2 　4 　35 0 30 2 　3 　35

低群（n =40） 1 28 2 　9 　40 2 27 3 　8 　40

計 2 56 4 13 　75 2 57 5 11 　75

Table　4　挑発場面における攻撃行動の道徳的判断と感情認知，情動共有

年少 年中 年長

高 低 高 低 高 低

外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃

道徳的判断 4.71 4.71 4.36 4.18 4.60 4.40 4.73 4.77 4.67 4.67 4.71 4.71 

SD 0.49 0.49 0.81 1.25 0.70 0.70 0.46 0.43 0.77 0.49 0.49 0.76

感情認知 4.86 4.43 3.64 3.73 4.70 4.10 4.64 4.73 4.72 4.72 3.71 3.86 

SD 0.38 0.53 1.80 1.62 0.48 1.10 0.79 0.70 0.57 0.75 1.60 1.21

情動共有 4.43 4.29 3.82 3.73 4.50 4.50 4.50 4.68 4.61 4.50 4.14 4.00 

SD 1.13 1.11 1.54 1.42 0.53 0.71 0.96 0.57 0.61 0.79 1.07 1.15
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て，3（学年：年少・年中・年長）×2（攻撃の高低：高・低）
×2（攻撃方略：外顕的攻撃・関係性攻撃）の分散分析
を行った（Table 5）。その結果，攻撃方略による主効果
がみられ（F（1, 69）=7.93，p <.05），多重比較の結果，
外顕的攻撃＞関係性攻撃であった。
次に，曖昧場面で用いられた外顕的攻撃と関係性攻撃
に関する感情認知得点について違いがみられるかを検討
するため，感情認知得点について，3（学年：年少・年中・
年長）×2（攻撃の高低：高・低）×2（攻撃方略：外顕
的攻撃・関係性攻撃）の分散分析を行った結果，有意な
結果は得られなかった。情動共有得点についても，3（学
年：年少・年中・年長）×2（攻撃の高低：高・低）×2（攻
撃方略：外顕的攻撃・関係性攻撃）の分散分析を行った
結果，有意な結果は得られなかった。

2）共感性―感情認知と情動共有の違い　曖昧場面で
外顕的攻撃をした場合に，共感性の感情認知と情動共有
に違いがみられるのかを検討するため，3（学年：年少・
年中・年長）×2（攻撃の高低：高・低）×2（共感性：
感情認知・情動共有）の分散分析を行った結果，攻撃の
高低で主効果がみられ（F（1, 69）=4.47，p <.05），高群
＞低群であった。曖昧場面で関係性攻撃をした場合に，
共感性の感情認知と情動共有に違いがみられるのかを検
討するため，3（学年：年少・年中・年長）×2（攻撃の
高低：高・低）×2（共感性：感情認知・情動共有）の
分散分析を行った結果，学年の主効果に差の傾向が認め
られ（F（2, 69）=2.39，p <.10），年長・年中＞年少であっ
た。
場面による違い：敵意場面で用いられた外顕的攻撃と
曖昧場面で用いられた外顕的攻撃で道徳的判断得点に違
いがみられるのかを検討するため，外顕的攻撃の道徳的
判断得点について，3（学年：年少・年中・年長）×2（攻
撃の高低：高・低）×2（場面：敵意・曖昧）の分散分
析を行った結果，有意な結果は得られなかった。
次に，敵意場面で用いられた外顕的攻撃と曖昧場面で
用いられた外顕的攻撃で共感性の感情認知得点に違いが

みられるかを検討するため，外顕的攻撃の共感性の感
情認知得点について，3（学年：年少・年中・年長）×2

（攻撃の高低：高・低）×2（場面：敵意・曖昧）の分散
分析を行った結果，攻撃の高低に主効果がみられ（F（1, 

69）=7.25，p <.01），高群＞低群であった。外顕的攻撃
の情動共有得点について，3（学年：年少・年中・年長）
×2（攻撃の高低：高・低）×2（場面：敵意・曖昧）の
分散分析を行った結果，有意な結果は得られなかった。
敵意場面で用いられた関係性攻撃と曖昧場面で用いら
れた関係性攻撃で道徳的判断に違いがみられるのかを検
討するため，関係性攻撃の道徳的判断得点について，3

（学年：年少・年中・年長）×2（攻撃の高低：高・低）
×2（場面：敵意・曖昧）の分散分析を行った結果，有
意な結果は得られなかった。
敵意場面で用いられた関係性攻撃と曖昧場面で用いら
れた関係性攻撃で共感性の感情認知得点に違いがみられ
るかを検討するため，関係性攻撃の感情認知得点につい
て，3（学年：年少・年中・年長）×2（攻撃の高低：高・
低）×2（場面：敵意・曖昧）の分散分析を行った結果，
学年・攻撃の高低・場面の交互作用がみられ（F（2, 69）
=3.88，p <.05），年少の低群は曖昧場面における関係
性攻撃の悲しさについて，他の群よりも低く評価してい
ることが示された。関係性攻撃の情動共有得点について，
3（学年：年少・年中・年長）×2（攻撃の高低：高・低）
×2（場面：敵意・曖昧）の分散分析を行った結果，有
意な結果は得られなかった。

考　　　察

本研究では，幼児の関係性攻撃と共感性（感情認知・
情動共有）及び道徳的判断の関連について，社会的情報
処理過程を取り上げその発達的変化を含めて検討するこ
とであった。
関係性攻撃の発達差を検討した結果，年長が年中より

も関係性攻撃を多く行っていた。また，性差を検討した
結果，有意な差はみられなかった。このような性差に関

Table　5　曖昧場面における攻撃行動の道徳的判断と感情認知，情動共有

年少 年中 年長

高 低 高 低 高 低

外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃 外顕的攻撃 関係性攻撃

道徳的判断 4.86 4.71 4.73 4.27 4.70 4.50 4.59 4.32 4.89 4.72 5.00 4.57

SD 0.38 0.49 0.47 0.90 0.67 0.71 0.67 1.09 0.32 0.57 0.00 0.53

感情認知 4.57 4.29 4.09 3.55 4.80 4.60 4.59 4.59 4.78 4.50 4.29 4.57

SD 0.79 0.95 1.38 1.75 0.42 0.52 0.91 0.91 0.43 0.99 1.50 0.53

情動共有 4.71 4.14 3.91 3.64 4.80 4.30 4.55 4.64 4.33 4.44 4.14 4.29

SD 0.49 1.21 1.22 1.75 0.42 1.06 0.91 0.58 1.03 0.98 1.21 0.76
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する結果は，本邦幼児を対象とした研究（磯部・佐藤，
2003）において確認されているものの，関係性攻撃が
女児特有のものであることを示唆した国内外の研究結果
（Crick et al., 1997； 畠山・山崎，2002）とは一致しなかっ
た。こうした結果の不一致は，文化や測定法の違いなど
いくつかの要因が考えられるが，本邦において関係性攻
撃の性差を検討した研究が極めて少なく，本研究の結果
だけで結論を導くには至れなかった。そのため，今後さ
らなる検討が必要であろう。
第 2ステップ解釈過程においては，どちらの場面でも
関係性高低群に解釈の偏りはみられず，関係性攻撃児の
敵意帰属傾向を示した先行研究の結果（Crick, 1995）と
は一致しなかった。
第 4ステップ反応検索過程においては，どちらの場
面でも，学年間，及び，関係性高低群間の検索された反
応頻度の違いはみられなかった。そこで，場面による反
応検索の頻度の違いを検討したところ，敵意場面と曖昧
場面の両場面で向社会的行動を選択している者が多かっ
た。このことから，相手から意図的に攻撃された場合で
あってもそうでなくても，攻撃された際には向社会的行
動を選択しやすいことが明らかにされた。
次に，第 5ステップ（道徳的判断・共感性（感情認知・
情動共有））について順に考察していく。まず，敵意場
面について，2つの攻撃の道徳的判断得点に違いがみら
れず，得点もすべての群で 4点以上と高い値を示してい
た。この結果は，相手から敵意を持って攻撃された場合
であっても，攻撃を用いて対応することは方略の違いに
よらず悪いと判断され，報復的な外顕的攻撃及び関係性
攻撃が道徳領域から思考されていることを示唆するもの
である。 

また，感情認知得点に違いがみられ，関係性攻撃を多
く行う幼児は行わない幼児と比較し，同等か，学年によっ
てはそれ以上に，自分が攻撃を用いた場合に相手が悲し
むだろうと認知（感情認知）していた。その一方で，相
手をかわいそうに思うという情動共有について有意差は
みられなかった。この結果は，関係性攻撃を多く行う幼
児は行わない幼児よりも，相手の感情に関する認知的な
理解は高く，相手と同じ悲しみを共有するといった感情
面については他と比べて変わらないことを示唆するもの
である。加えて，2つの共感性（感情認知・情動共有）
の違いを検討した結果からも，関係性攻撃を行う幼児や
年齢の高い幼児は，相手に対する共感性に優れている
ことが示された。これらの結果は Feshbach & Feshbach

（1969）の 4～5歳で高い共感性を示す者が低い共感性を
示す者より攻撃得点が高いとする結果と一部一致するも
のである。これまで，攻撃行動は共感性などの認知発達
が乏しいために行われていることが示されてきたが，攻
撃行動や共感性を細分化してみたところ，関係性攻撃は

むしろ共感性，特に感情認知の高さと関連するという新
しい見解が得られた。この結果は，関係性攻撃を行う子
どもの認知的な能力が高いことを示した先行研究の結果
（Arsenio & Lemerise, 2001; Crick & Dodge, 1996）を支持
するものである。
次に，曖昧場面における道徳的判断得点について，関
係性攻撃よりも外顕的攻撃の方が悪いと判断されている
ことが示された。この結果から，相手から意図の曖昧な
関係性攻撃を受けた場合，相手に対して外顕的攻撃を用
いることは道徳領域において判断されていることが示唆
された。越中（2005）は，身体的な攻撃で報復する幼
児よりも関係性攻撃を用いて報復する幼児の方が仲間か
ら受容され，幼児は身体的攻撃よりも関係性攻撃の方が
穏当であると認知している可能性を示唆している。従っ
て，幼児の場合，攻撃の強さを考慮しながら道徳的判断
を行っている可能性があることから，今後は攻撃のタイ
プと攻撃の強さについても検討する必要があろう。
場面による違いの分析において，敵意場面で用いられ
た外顕的攻撃と曖昧場面で用いられた外顕的攻撃とでは
道徳的判断に違いがみられず，道徳的判断得点も 4点以
上と高かった。また，共感性の感情認知得点に違いがみ
られ，関係性攻撃高群は低群よりも，自分が外顕的攻撃
を用いて攻撃を行った場合に相手が悲しむだろうと認知
していることが示された。敵意場面で用いられた関係性
攻撃と曖昧場面で用いられた関係性攻撃とでは道徳的判
断に違いはみられず，道徳的判断得点は 4点以上であっ
た。そして，共感性の感情認知得点に違いがみられ，年
少低群が他の群よりも相手の悲しさを低く評価してい
た。これらの結果は，幼児は相手の敵意の有無にかかわ
らず，外顕的攻撃や関係性攻撃を用いて相手に攻撃する
ことは望ましくないと判断し，特に年齢が高く関係性攻
撃を多く行う幼児は相手が悲しむと考えていることを示
唆している。この結果は，越中（2005）の，相手からの
挑発に対する報復的攻撃は悪くないと判断する幼児が存
在し，報復的攻撃が慣習領域の思考から判断されている
可能性を示唆した研究結果とは異なるものであった。こ
のような結果の不一致は，越中（2005）と本研究で設
定された実験場面の違いによるものと考えられる。越中
（2005）では，他者に玩具を奪われる物理的な被害場面
が設定され，それを取り返すために主人公（調査協力者）
が「一緒に遊ばない」という関係性攻撃を用いた場面が
使用されたのに対し，本研究では，主人公（調査協力
者）が「一緒に遊ぼう」と友だちを誘うが，その友だち
から仲間はずれにされるという関係性攻撃被害場面を設
定していた。つまり，物理的な被害にあった場合には報
復的攻撃が悪くないと判断され，関係性攻撃被害にあっ
た場合に報復的に攻撃することは悪いと判断されたので
ある。このことから，幼児は，関係性攻撃による被害は
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物理的な被害ほど重大な損害ではないと考えた可能性が
ある。
以上のことから，関係性攻撃を行う幼児は，共感性の
中でも相手の感情を推測する力が高く，例え相手から関
係性攻撃を受けた場合であっても外顕的攻撃や関係性攻
撃を用いることは悪いと判断していることが明らかと
なった。この結果は，相手の悲しみを推測する能力に優
れ，関係性攻撃を行うことは悪いと判断できる幼児が関
係性攻撃を多く行っていることを示唆するものである。
それでは，なぜこのような認知能力の高さと関係性攻撃
の産出に関連がみられるのであろうか。その一つには，
関係性攻撃の実施の難しさが挙げられる。関係性攻撃は，
仲間関係から相手を排斥するために悪口を広めたり，仲
間関係を操作することによって相手を傷つける方法であ
る（Crick & Grotpeter, 1995）ことから，仲間関係を形成・
維持し，周囲の仲間関係をも操作する能力が必要とされ
る。実際，関係性攻撃を多く示す幼児が友情形成スキル
や主張性スキルが優れ（磯部・佐藤，2003），仲間内で
も中心的な地位に属する幼児にみられる（畠山・山崎，
2002）ことからも，様々な社会的能力の発達に伴って関
係性攻撃が始まると考えられる。それに対して，児童期
の子どもの場合の関係性攻撃児は情動共有及び感情認知
が低い（勝間・山崎，2008）ことから，幼児期では道徳
的判断や共感性（感情認知）の高さが関係性攻撃の実施
に必要とされる能力であると考えられる。しかし，本研
究の結果だけでは，関係性攻撃を継続的に行う子どもの
共感性が徐々に低下したのか，あるいは，低年齢段階で
は関係性攻撃を行わなかった幼児が児童期に入って行う
ようになるのかは明らかにされていない。従って，今後
は，関係性攻撃児の共感性の発達について縦断的な研究
が必要であろう。
また，道徳的判断については，関係性攻撃はいかなる
状況においても悪いと判断するといった道徳領域から判
断されている行為であることが示された。このような結
果の解釈としては，以下の 2つの可能性が考えられる。
まず，1つ目は，関係性攻撃を行う幼児は，それが悪い
と判断しながらも行っているということである。畠山・
山崎（2003）では，自らの仲間グループを維持し，新た
な仲間入りを拒否する目的で関係性攻撃が用いられてい
た。つまり，何らかの目的があればそちらを優先して関
係性攻撃を実行してしまうのかもしれない。本研究では，
目的を設定していなかったことから，今後は関係性攻撃
をどのような目的で用いているのかについても検討する
必要があろう。第 2に，越中（2005）でも述べられてい
るように「社会的望ましさ」が影響するというものであ
る。関係性攻撃を行う幼児は，相手に攻撃すれば相手が
悲しむし，攻撃は良くないことであると社会的に望まし
い回答を選択した可能性がある。関係性攻撃を行う幼児

が様々な社会的認知やスキルに優れている（磯部・佐藤，
2003など）ことを考慮すると，この可能性も十分に考え
られることから，今後は，このような望ましさの影響が
少ない質問項目を検討する必要があろう。最後に，本研
究の結果からは，共感性と関係性攻撃の抑制との関連は
みられなかった。そのため，今後は，関係性攻撃の抑制
につながる要因についてもさらなる検討が必要となろう。
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幼児同士の関わりにおいて，ある幼児が泣いているときに，他の幼児が示す向社会的な反応は，後の
共感性を予測するという点で重要視されている。これまで，泣いている他児に対して向社会的に関わり
やすい幼児の特徴は検討されてきた。一方，泣いている他児の特徴や泣いている他児との関係性が，関
わりかける幼児の行動に影響するかについて検討した研究は少ない。本研究では，集団保育場面において，
泣いている他児の泣きやすさ，攻撃性，被攻撃性，孤立性といった特徴や泣いている他児との親密性によっ
て，関わりかける幼児の行動に違いが見られるのかを検討する。泣いている幼児に対する向社会的な反
応が生起し始め，泣きがよく生起するという理由から，2歳児を観察対象とした。室内遊び場面の行動観
察を行い，泣いている他児に対する幼児の反応を記録した。一般化線形混合モデルを用いて分析した結果，
泣きやすく，攻撃性の高い他児が泣いていると幼児は向社会的な反応を示すことが少なく，あまり泣かず，
攻撃性の低い他児が泣いていると幼児は向社会的な反応を示しやすかった。また，泣いている他児との
親密性が高いと，幼児は向社会的な反応を示しやすかった。2歳児はこれまでに受けた親和的な相互交渉
や居合わせた泣きの頻度，普段の攻撃性から相手の特徴を識別し，対人評価を行い，その対人評価が相
手が泣いている状況での関わり方に影響を与えていると考えられる。
【キー・ワード】　向社会的な反応，泣きやすさ，攻撃性，親密性，2歳児

問　　　題

幼稚園や保育所に入園・入所することによって，幼児
は家庭内での親子を中心にした人間関係から，同年齢の
仲間を含む人間関係へとその世界を広げる。同年齢の他
児との集団保育経験は，他児との協力的な遊びや他児へ
のポジティブな感情表出などの社会的行動を促進する 

（Field, Masi, Goldstein, Perry, & Parl, 1988）。このような
集団保育場面では，他児とのいざこざや，保育士にたし
なめられたりする中で，しばしば泣きも生起する。集団
保育場面のような社会的な文脈における幼児の泣きは，
周囲の幼児に対して，苦痛や悲しみ，怒りなどの感情を
伝達する。また，2歳頃から，幼児は泣いている他児の
感情表出の違いを効果的に分類できるようになるとい
われている （Bretherton, Fritz, Zahn-Waxler, & Ridgeway, 

1986）。つまり，集団保育場面において，幼児は周囲に
自己の感情を訴えるように泣くことがあり，2歳以降に
なると周囲の幼児も泣いている幼児の感情表出を理解し
始めると考えられる。
集団保育場面で泣きが生じると，その泣きを見た幼児

は泣いている他児に優しい言葉をかけたり，頭を撫でる
ような身体接触を伴う行動をしたりすることによって，
泣いている他児を慰める。これらの行動は向社会的行
動の一つと定義されている （Jackson & Tisak, 2001）。集
団保育場面での観察研究によると，幼児が泣いている
他児に対して向社会的行動を自発的に行うことは少な
いが （Lamb & Zakhireh, 1997），幼児期における泣いて
いる他児に対する向社会的行動は，後の共感性を予測す
るという点で重要視されている （Demetriou & Hay, 2004; 

Howes & Farver, 1987; Farver & Branstetter, 1994）。幼
児は 2歳頃から泣いているきょうだいや仲間を慰める
行動を行うようになり （Dunn, Kendrick, & MacNamee, 

1981; Radke-Yarrow & Zahn-Waxler, 1984），2歳以降，幼
児の慰める行動の頻度は顕著に上がると報告されている 

（Dunn, 1988）。
泣きに対する幼児の反応のデータを分析するために

は，一定量の泣き事例を観察する必要がある。しかし 3

歳児以降では，けんかにおける言葉での抵抗がより一般
的となり （朝生・斉藤・萩野，1991），発達に伴って泣
きは減少してくる。そのため，自然観察場面において，
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泣き事例を一定量収集するためには，より発達初期の幼
児を対象とすることが望ましい。また，泣きに対する幼
児の反応を分析対象とするため，泣いている他児の感情
表出を理解し，何らかの反応が生じる発達段階を対象と
する必要がある。そこで，本研究では泣き事例の生起し
やすさと泣いている他児の感情を読み取り，反応を行う
能力を考慮して，2歳児を観察対象とした。
これまで泣いている他児に対して，幼児が向社会的
行動や攻撃的行動を行うことが報告されてきた （Farver 

& Branstetter, 1994; Howes & Farver, 1987; Kestenbaum, 

Farber, & Sroufe, 1989）。どのような幼児が向社会的行動
もしくは攻撃的行動を行うのかという，行い手の特徴に
注目した研究は多くなされてきた。例えば，3―4歳児
を対象とした研究から，社会的スキルの高い幼児は，泣
いている他児に慰め行動などの向社会的な関わりかけを
行うことが多いと指摘されている （Farver & Branstetter, 

1994）。また，1―3歳児を対象とした研究から，同年齢
の他児との集団保育経験が長い幼児は，泣いている他児
に向社会的に関わりやすく，攻撃などの否定的な行動に
関しては，自分よりも年長のきょうだいがいる幼児は，
泣いている他児にネガティブに関わることが多いと報告
されている （Demetriou & Hay, 2004）。また被虐待児は
他児が泣いている状況で，さらに攻撃を加えることが
多いと報告されている （Main & George, 1985）。しかし，
相手が誰であるのか，どういった特徴を持つ相手なのか
という受け手の特徴が及ぼす影響については，これまで
あまり焦点が当てられてこなかった。
相手の特徴を識別し，その相手への評価を行うこと
は対人評価 （social evaluation） と呼ばれ，大人は相手の
性別や人種，年齢から相手を識別し，対人評価を行い，
援助行動を行うかどうか決定していることが報告され
ている （Thayer, 1973）。対人評価の発達に関して，無生
物のキャラクターを用いた実験場面では，6ヵ月の段階
で，キャラクターの行動から対人評価を行うことが示
されている （Hamlin, Wynn, & Bloom, 2007）。また，1歳
9 ヵ月児 （Dunfield & Kuhlmeier, 2010），3 歳児 （Vaish, 

Carpenter, & Tomasello, 2010） を対象とした実験的な研
究では，幼児が相手の以前の行動を識別して，対人評価
を行い，以前援助的だった相手に対して選択的に向社会
的行動を向けることを示している。実際の相互交渉場面
でも，1歳 8ヵ月頃から，これまでに肯定的な関わりを
行った他児に対して，幼児は選択的に肯定的な行動を向
け始めることが報告されている （Ross, Conant, Cheyne, 

& Alevizos, 1992）。つまり，幼児期初期から幼児は徐々
に相手の対人的な向社会性といった特徴を識別して，対
人評価を行い，向社会的行動を行うようになる。
では，相手が泣いている場面では，幼児は泣いている
他児の特徴を識別して，向社会的行動や攻撃的行動を行

うかどうかを変化させているのだろうか。泣いている幼
児の特徴に注目した数少ない先行研究に，遠藤・山口・
鈴木・常田・伊藤 （1991） が 2―3歳児を対象として行っ
た研究がある。この研究から，敏感で自己抑制が強い他
児が泣いていると幼児は共感的行動を行いやすいが，普
段から泣きの頻度が高く保育士との交渉の長い他児が泣
いていても幼児は共感的行動を行いにくいことが明らか
になった。この結果から，2―3歳児が泣いている他児
の特徴を識別して行動を変化させていると推測された。
そこで本研究では，2歳児における，泣いている他児
に対する幼児の反応が，泣いている他児の特徴や泣いて
いる他児との関係性によって変化するのかを検討する。
泣きによって苦痛の表出や援助の要求を行っている他児
に対して，幼児が向社会的行動や攻撃的行動を行う場面
では，幼児が泣いている他児をどのように評価している
のかが顕著に表れる。幼児がどのような他児に対して援
助や攻撃を行うのかを分析することで，幼児が他児をど
のように評価しているのかを検討することが可能とな
る。具体的には，先行研究の知見を参考に，泣いている
他児への幼児の反応に影響を与える要因として，以下の
5つの要因の影響を検討する。
まず第 1の要因は，泣いている幼児の普段の「泣き
やすさ」である。頻繁に苦痛を表出する他児が苦痛を表
出していても，周りの幼児は注意を向けることが少ない 

（Caplan & Hay, 1989; 遠藤ほか，1991）。また，Howes & 

Farver （1987） は，2歳児では，泣き行動に対していつ
でも慰めのような向社会的な援助が生起するわけではな
く，よく泣くことは恥ずかしいことだと感じていること
も示唆している。先行研究と同様の傾向が本研究の対象
である 2歳児においても成立するならば，幼児は普段か
ら泣きやすい他児が泣いていても向社会的な反応を行い
にくく，むしろ泣いていることを非難するような，から
かいや攻撃行動を行いやすいと考えられる。
第 2の要因は，泣いている幼児の「攻撃性」である。

2―3歳児において，攻撃性の高い幼児は通常場面にお
いて向社会的行動を受けにくいことが指摘されている 

（Persson, 2005）。一方，攻撃性と他児からの攻撃の受
けやすさについては，攻撃性が高い幼児は攻撃を受け
にくいという報告もある一方で （Sluckin & Smith, 1977; 

Strayer & Strayer, 1976），攻撃を受けやすいという報告
もある （Camodeca, Goossens, Terwogt, & Schuengel, 2002; 

Schwartz, 2000）。これらの先行研究から，幼児は相手の
攻撃性によって関わり方を変えていることが示唆されて
いるが，攻撃の受けやすさに関してはどのように変化す
るのか，一貫した結果が得られていない。本研究では，
泣いている他児の普段の攻撃性によって，幼児の反応が
変化するのかを検討する。
第 3の要因は，泣いている幼児の「被攻撃性」である。
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学齢期の児童を対象とした研究で，普段攻撃を受けてい
る児童は援助されるべきだと認識していることが示され
ている （Kanetsuna, Smith, & Morita, 2006）。2歳児も同
様に，普段からよく攻撃を受けている他児が泣いている
ときには援助するべきだという認識を持っていれば，普
段からよく攻撃を受けている他児が泣いていると，向社
会的な反応を行いやすく，攻撃を行いにくいと考えられ
る。
第 4の要因は，泣いている幼児の「孤立性」である。
集団保育場面における 4歳児を対象とした研究から，
社交性や攻撃性が低く，孤立したタイプの幼児が存在
することが指摘されている （Nelson, Robinson, & Hart, 

2005）。このような孤立した幼児は，他児からの関わり
に対して適切な反応を行えず，交渉相手が少ないと考え
られる。そのため，幼児は孤立したタイプの他児が泣い
ていても，向社会的な反応を行いにくい可能性が考えら
れる。
第 5の要因は，泣いている幼児との「親密性」である。
親密性が高い相手には，分与行動のような向社会的行動
を行いやすいことが幼児期，児童期，青年期でそれぞれ
報告されている （Birch & Billman, 1986; Furman, 1996）。
一方，幼児期の段階では分与行動や援助行動に親密性は
影響せず，困っている相手がいたら親密性が低い相手で
も高い相手と同様に援助する傾向を指摘する研究もある 

（Berndt, 1981）。このように先行研究からの知見は，幼
児期において親密性が向社会的行動の生起にどのように
影響するのか一貫していない。また，3歳児を対象とし
た研究から，親密性の高い二者間では向社会的行動が増
加すると同時に，攻撃行動も増加することが指摘されて
いる （Sebanc, 2003）。
本研究においては，上述の泣いている幼児の普段の「泣

きやすさ」，「攻撃性」，「被攻撃性」，「孤立性」といった
特徴や，泣いている幼児との「親密性」が，周囲の幼児
の反応に影響するのかを分析し，2歳児が泣いている他
児に関わりかける際にどのような要因が対人評価に影響
しているのかを検討する。具体的には，これまでの先行
研究から以下の 5つの仮説を立て，検討した。幼児は他
児が泣いている場面で，1. 泣きやすい他児に向社会的な
反応を行いにくく，からかいや攻撃的な反応を行いやす
い，2. 攻撃性の高い他児に向社会的な反応を行いにくい，
3. 攻撃を受けやすい他児に向社会的な反応を行いやすく，
攻撃的な反応を行いにくい，4. 仲間から孤立している他
児に向社会的な反応を行いにくい，5. 泣いている他児が
親密性の高い相手だと向社会的な反応を行いやすい。

方　　　法

観察対象クラスおよび観察対象児
大阪市内のM保育所に通園する園児のうち，1歳児

クラス （その年に 2歳になるクラス）に在籍する幼児を
対象として観察を行った。観察に先立って，1歳児クラ
スに在籍する 18名全ての幼児の保護者に対して，本研
究の目的や，得られた個人情報や映像は研究目的以外に
は使用しないことを文書で説明し，研究に対して同意す
るか否かの回答を依頼した。文書で同意を得た幼児の中
で，観察開始時の月齢が 23ヵ月になる幼児 10名 （男児
6名，女児 4名） を対象として観察を行った。行動観察
法を用いた先行研究の中には，対象児や対象者が8組 （母
子ペア），13名，4名のものもあり （川田・塚田–城・川田，
2005; Kishimoto, Shizawa, Yasuda, Hinobayashi, & Minami, 

2007; 白神・根ヶ山，2008），本研究も必要な対象児数
は確保していると考えられる。なお，対象児の選定にお
いては対象児の月齢のみを基準に選んでおり，他の特徴
は考慮していない。対象児が 23ヵ月，24ヵ月になる 2ヵ
月間に限定して観察を行った。観察開始時のクラス構成
は，男児 9名，女児 9名であった。観察開始時の当該ク
ラスの平均年齢は 1歳 8ヵ月，観察終了時の平均年齢は
2歳 2ヵ月であった。なお，本研究では対象児の特徴と
対象児との関係性に注目して分析を行ったため，観察開
始時期の統制よりも観察時における対象児の年齢の統制
を重視した。
観察手続き
観察は午前 10時から午後 4時 30分までの間の，室内
における自由遊び場面，設定保育場面，おやつ場面とし
た。設定保育場面の中で，幼児同士の自然な相互交渉が
見られない場面や，クラス内に滞在する園児数がクラス
に在籍する園児数の半数に満たない場合は観察を行わな
かった。本研究において観察を行った場面は，幼児たち
の自然な行動が見られる場面であり，幼児の向社会的行
動を検討する上で生態学的に妥当な場面であると考えら
れる。
全ての観察は第一著者によって行われた。観察には個
体追跡サンプリング （Martin & Bateson, 1990/1990） を用
いて，1日に 1名の対象児を可能な限り連続して撮影し
た。観察対象クラスの室内において，デジタルビデオカ
メラ （SONY社製，DCR-SR60） を用いて，対象児を中心
とした半径約 2 mの範囲を撮影した。対象児や周囲の
幼児の表情について記録を行うため，対象児の正面また
は側面から撮影するように努めた。なお，範囲は目測で
あった。
対象児 1名につき，それぞれの対象児の誕生月の前月
および誕生月の間に観察を実施した。例えば，7月 4日
が誕生日の対象児であれば，6月 1日から 7月 31日ま
での間に観察を行った。全ての対象児につき 5日間以上
の観察を行い，計 60日間の観察を行った。対象児 10名
の平均観察時間は 444.7分 （総観察時間 4447分） であっ
た。行動観察によって泣いている他児に対する幼児の向
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社会的行動を検討している先行研究の観察時間は 1名あ
たり 80–90分であり （Demetriou & Hay, 2004; Howes & 

Farver, 1987），本研究は対象児の特徴を安定して捉えら
れるのに十分な観察時間を確保していると考えられる。
行動のコーディング
記録された映像をもとに，対象児や周囲の幼児の行動
をコーディングした。
①「泣き行動」　連続記録 （Martin & Bateson, 1990 /1990） 
を用いて，連続観察中に起こった対象児の「泣き行動」
を記録し，泣いている対象児の半径約 1m以内に入った
幼児の名前，対象児が泣いている間の「泣いている対象
児に対する幼児の反応」を記録した。泣き行動の開始
の定義は，乳幼児の泣きの先行研究 （Acebo & Thoman, 

1995; Smith & Connolly, 1972 /1987） を参考に，「涙の有
無を問わず，幼児が泣き声を 10秒以内に繰り返して発
したとき」とした。観察を通して泣きが 1分以上途絶え
るとそのまま泣き止むことが多かったため，泣きの終了
は「泣き声が 1分以上途絶えたとき」とした。
②「泣いている対象児に対する幼児の反応」　Kestenbaum 

et al. （1989） の分類を参考に，「向社会的な反応」と「攻
撃的な反応」に分類し （Table 1），それぞれの反応の有
無を記録した。泣いている対象児の半径約 1 m以内に
複数の幼児が入った場合は，全ての幼児の行動を記録し
た。
③「攻撃行動」　対象児が他児に対して行った「攻撃

行動」と他児から受けた「攻撃行動」を記録した。本研
究では Strayer & Strayer （1976） を参考に，攻撃行動の
生起を，「幼児が他児に対して物や場所を取ったり，身
体攻撃を加えたりといった行動を示し，相手の他児が何
らかの抵抗を示したとき」と定義した。
④「近接児の有無」　1分間ごとの瞬間サンプリング 

（Martin & Bateson, 1990 /1990） を用いて，対象児が自由
遊び場面において誰と近接していたのかを記録した。そ

れぞれのサンプル点において，対象児の半径約 1 m以
内にいる他児を記録し，誰もいなかった場合にも近接児
なしと記録した。
⑤「親和的な相互交渉」　1分間を単位とするワンゼ
ロサンプリング （Martin & Bateson, 1990 /1990） を用い
て，対象児が他児と行った「親和的な相互交渉」を記録
した。「親和的な相互交渉」の定義は，「遊びの相手との
間で，攻撃などのネガティブな交渉以外の，物や発声を
介したやりとりを 1ターン以上行うこと （例えば，A児
が B児におもちゃを差し出すと，B児が笑いながら受
け取るといった場合を含む。） 」とし，親和的な相互交
渉が見られた相手の名前を記録した。なお，同時に 2名
以上の幼児との親和的な相互交渉が見られた場合は，全
ての幼児の名前を記録した。
分　析
①「対象児の泣きやすさ」　対象児の「泣き行動」の

総数と対象児の観察時間から 1時間当たりの泣きの頻度
を算出し，その値を対象児の普段の「泣きやすさ」の指
標とした。
②「攻撃性と被攻撃性」　対象児が他児に対して行っ
た「攻撃行動」，対象児が他児から受けた「攻撃行動」
のそれぞれの総数と，対象児の観察時間から 1時間あた
りの頻度を算出し，それぞれを対象児ごとの普段の「攻
撃性」，「被攻撃性」の指標とした。
③「孤立性」　瞬間サンプリングの記録から，総サン
プル点に占める，対象児の半径約 1 m以内に誰もいな
かったサンプル点の割合を算出し，対象児の「孤立性」
の指標とした。
④「親密性」　ワンゼロサンプリングの記録から，対
象児と他児の組み合わせごとに，「親和的な相互交渉」
が生起したサンプルの数と対象児のサンプルの総数か
ら，そのペア間の「親密性」の指標を算出した。
本研究では，対象児の連続観察を行い，対象児の泣き

Table　1　泣いている対象児に対する周囲の幼児の反応の分類とその定義

他児の反応の分類 行動 行動の定義と例

向社会的な反応 間接的な援助 泣いている幼児に近づいてきて，覗き込み，保育士を呼ぶといった行動を示すこと
　例）保育士に「～ちゃんが泣いている」と伝えて泣いている幼児の元へ呼んでくる

直接的な慰め 泣いている幼児の頭を撫でたり，おもちゃを渡すといった，直接的な援助や慰めを
行うこと
　例）おもちゃを取られて泣いている幼児に，他のおもちゃを持ってきて手渡す

攻撃的な反応 からかい 泣いている幼児に対して，泣いていることを喜んでいるような素振りを示し，から
かうような言語的，身体的な関わりが見られること
　例）泣いている幼児に対して「泣き虫」などとからかう

攻撃 泣いている幼児に対して，状況を悪化させるような身体攻撃や言語攻撃を行うこと
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に対して周囲にいた幼児がどのような反応を示すかを記
録したため，対象児ごとの泣き事例数 （レンジ=3―22） 
や，周囲の幼児ごとの反応データ数 （レンジ=3―16） に
偏りが生じた。そのため，本研究で検討する 5つの特徴
以外の対象児の特徴や，反応する幼児が誰であったかと
いった，対象児や反応する幼児特有の特徴によって各事
例データ間に生じた相関が，データ構造に影響を与えて
いる可能性が高いと考えられた。そこで，分析には，一
般化線形混合モデル （Schall, 1991） を採用した。混合モ
デルとは，変数に固定効果 （fixed effects） とランダム効
果 （randam effects） の両方を指定したモデルである。混
合モデルでは，ランダム効果として，直接その効果は検
討しないがデータの分散に影響を与えると考えられる変
数を指定することにより，疑似反復などのデータの自己
相関に対処することが可能である （Faraway, 2006; Schall, 

1991; Zuur, Ieno, Walker, Saveliev, & Smith, 2009）。本研
究では，「泣いている対象児」と「周囲の幼児」の 2変
数を，ランダム効果として指定することにより，データ
収集方法によって生じたデータ間の相関を可能な限り考
慮した分析を行った。
泣いている対象児に対する幼児の反応に関する分析で
は，応答変数が，周囲の幼児からの「向社会的な反応」
と「攻撃的な反応」の有無という 1か 0かといったデー
タであるため，応答変数は二項分布に従うと仮定し，リ
ンク関数は logitリンクを使用した。まず，第 1のモデ
ルとして，幼児が向社会的な反応を行うかどうかに，泣
いている対象児の特徴や対象児との親密性が影響してい
るのかを検討した。具体的には，「泣いている対象児に
対する幼児の間接的な援助や直接的な慰め」の有無を応
答変数とし，泣いている対象児の「泣きやすさ」，「攻撃
性」，「被攻撃性」，「孤立性」，泣いている対象児と周囲
の幼児との「親密性」を，固定効果を検討する説明変数，
「泣いている対象児」と「周囲の幼児」を，ランダム効
果として含めたモデル （モデル 1） を検討した。第 2の
モデルとして，幼児が攻撃的な反応を行うかどうかに，
泣いている対象児の特徴や対象児との親密性が影響して
いるのかを検討した。「泣いている対象児に対する幼児
のからかいや攻撃」の有無を応答変数とし，固定効果や
ランダム効果を検討する変数はモデル 1と同様の，モデ
ル 2を検討した。モデル 1，2ともに上記の全ての変数
を含むモデルを最大モデルとし，赤池情報量規準 （AIC） 
を用いたステップワイズ法でモデル選択 1）を行った。
最大モデルから徐々に変数を減らしていき，AICが最も
低くなるモデルを選択した。分析には統計ソフトウェア
のR version 2. 11. 0 （Ihaka & Gentleman, 1996） を用いた。
分析に使用したパッケージは，lme4 （Bates & Maechler, 

2010） であった。

一致率
泣いている対象児に対する幼児の反応に関するデータ
のうち，ランダムに選ばれた約 30％のデータについて
心理学の研究者 1名が独立して分析を行った。その結果，
第一著者との一致率は Cohen κ 係数 0.86であった。こ
の値から，観察者間の一致度は十分高いと考えられる。
不一致の箇所については協議の上同意したため，その後
の分析は第一著者によって行った。

結　　　果

記述データ
対象児 10名の泣きの総生起回数は 128回であった。

これらの泣きをきっかけに展開された幼児同士の相互交
渉における，泣いている対象児の半径約 1 m以内にい
る全ての幼児の反応を記録したため，泣き 1事例に対し
て最大 3名の幼児による反応が見られた。また半径約 1 

m以内に幼児がいなかった事例は除いて分析を行った。
その結果，泣いている対象児に対する幼児の反応の総生
起回数は 151回であった。幼児の反応の内訳は，向社会
的な反応があった事例数は 39回 （151回中），攻撃的な
反応があった事例数は 9回 （151回中） であった。
泣いている対象児の特徴に関しては，問題で述べたよ

うに，対象児の泣きやすさ，攻撃性，被攻撃性，孤立性
を取り上げて検討した。それぞれの対象児の泣きやすさ，
攻撃性，被攻撃性，孤立性の値，またそれらの平均値と
標準偏差を Table 2に示す。対象児と周囲の幼児との関
係性については，そのペア間の親密性を取り上げて検討
した。全ペア間の親密性の平均値は 0.42 （SD =0.65） で
あった。
対象児の特徴に性差があるのかを検討した。性差の分

析では，ランダム効果を指定する必要がなかったため，
一般化線形混合モデルは用いなかった。泣きやすさ，攻
撃性，被攻撃性の性差については，回数データであった
ため，リンク関数は logリンクを使用した一般化線形モ
デルを用いて分析を行った。孤立性の性差については，
比率データであったため，一般線形モデルを用いて分析
を行った。分析の結果，泣いている対象児の特徴と泣い
ている対象児と周囲の幼児との親密性において，対象児

1）モデル選択において，より多くの変数パラメータが含まれるモデ
ルほどモデルの適合度は大きくなる。しかし，ある現象を説明す
る上で，より少ない変数を含む単純なモデルの方が理解しやすく
良いモデルだといえる。AICは，モデルの適合度の指標である最
大対数尤度にパラメータ数が増えることによる罰則を加えた指標
であり，モデルの尤度が高くなるほど値が低くなり，パラメータ
数が増えるほど値が高くなる性質を持つ。そのため，AICはモデ
ルの適合度（最大対数尤度）とモデルの複雑さ（パラメータ数） 
のバランスを取るために有用な規準値とされている。AICが低く
なるモデルを選択することで，モデルの適合度とモデルの複雑さ
が最適に近いモデルを選ぶ事ができる。
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の性別による偏りは認められなかった。そのため，これ
以後性差については検討しなかった。
泣いている対象児に対する幼児の向社会的な反応について
モデル 1の分析の結果，被攻撃性と孤立性は幼児の
向社会的な反応に影響しておらず，AICを基準としたモ
デル選択によって得られた最終モデル （Table 3） から除
かれた。泣いている対象児に対する幼児の向社会的な反
応は，対象児の泣きやすさ，攻撃性，対象児との親密性
の影響を受けていた。具体的には，普段からより頻繁に
泣き，より攻撃性の高い対象児が泣いた場合，幼児は向
社会的な反応を行うことが少なかった。また，より親密
性が高い対象児が泣いていると幼児は向社会的な反応を
より多く示した，言い換えると，より親密性が低い対象
児が泣いていると向社会的な反応を行うことが少なかっ
た。
泣いている対象児に対する幼児の攻撃的な反応について 
モデル 2の分析から，泣いている対象児に対する幼児

の攻撃的な反応は，対象児の泣きやすさ，攻撃性，被攻
撃性，孤立性，対象児との親密性のいずれからも影響を
受けていなかった。周囲の幼児は，泣いている対象児に
攻撃的な関わりを示す上で，本研究で取り上げた泣いて
いる対象児の特徴や泣いている対象児との関係性を手が
かりにしていない可能性が示された。

考　　　察

向社会的な反応に影響する要因
本研究では，2歳児が泣いている他児の泣きやすさ，
攻撃性，被攻撃性，孤立性や，泣いている他児との親密
性によって，関わりかける反応を変化させるのかを検討
した。その結果，対象児の泣きやすさ，攻撃性，対象児

との親密性によって，周囲の幼児の向社会的な反応が変
化していた。この結果から，泣いている他児の泣きやす
さ，攻撃性，泣いている他児との親密性からの識別に基
づく対人評価によって，泣いている他児に対する幼児の
向社会的な反応が影響を受ける可能性について考察す
る。さらに向社会的な反応と対人評価との関連性につい
ても考察する。
周囲の幼児は，普段から頻繁に泣く対象児が泣いてい
るときに，向社会的な反応を行うことが少なかった。2

歳児はどの幼児がよく泣き，どの幼児があまり泣かない
のかを識別しており，普段から頻繁に泣く幼児には向社
会的な援助を行わなかったと考えられる。この結果は，
Caplan & Hay （1989） や遠藤ほか （1991） の研究とほぼ一
致するものである。Howes & Farver （1987） は，2歳児
では泣き行動に対して，いつでも慰めのような向社会的
な援助が生起するわけではなく，よく泣くことは恥ずか
しいと感じていることも示唆している。家庭と保育所で
の泣きの比較から，家庭での泣きと比べて，他児や保育
士など第三者の目がある保育所での泣きは自己抑制的・
自律的だと指摘されており （根ヶ山・河原・福川・星，
2008），保育所のような集団保育場面では，「泣くことで
自己主張することは恥ずかしい」といった社会規範が育
成されている可能性が考えられる。これらの結果を合わ
せて考えると，幼児には，よく泣く幼児を好まない傾向
があり，そのような感情から，よく泣く対象児を向社会
的な反応を行うべき相手ではないと評価し，向社会的な
援助を行わなかった可能性が考えられる。
周囲の幼児は，攻撃性の高い対象児が泣いていても，
向社会的な反応を行うことが少なく，普段の攻撃性が対
人評価に影響している可能性が示唆された。この結果は，
2―3歳児において，攻撃性の高さと泣き以外の場面に
おける向社会的行動の受けにくさの関連を指摘する先行
研究と一致するものである （Persson, 2005）。児童を対
象とした研究から，攻撃的な児童は他児から好かれにく

Table　3　泣いている対象児に対する周囲の幼児の向社
会的な反応に影響する対象児の特徴（モデル 1）

説明変数 coef se （coef） z P (>|z|)

Intercept 3.35 1.57 2.13 <0.05　

泣きやすさ –1.99 0.56 –3.54 <0.001 

攻撃性 –0.61 0.27 –2.26 <0.05

親密性 1.13 0.36 3.12 <0.01 

注．分布は二項分布，リンク関数は logitリンクに従う一般化線
形混合モデルによって分析を行った。「泣いている対象児」
と「周囲の幼児」の 2変数をランダム効果として含めた。
最大モデルから，AICを基準としたステップワイズ法を用
いてモデル選択を行った。モデル選択の結果得られた最終
モデルを示した。

Table　2　対象児ごとの泣きやすさ，攻撃性，被攻撃性，
孤立性の値

対象児 泣きやすさ 攻撃性 被攻撃性 孤立性

m1 0.85 5.57 2.46 0.57 

m2 2.23 0.64 3.18 0.50 

m3 3.24 0.97 4.54 0.44 

m4 0.34 1.46 2.36 0.41 

m5 2.34 0.58 3.04 0.27 

m6 0.54 7.80 3.81 0.37 

f1 2.69 2.30 3.45 0.59 

f2 0.86 3.09 5.31 0.42 

f3 3.00 1.58 2.21 0.42 

f4 1.60 1.84 2.82 0.48 

平均 1.77 2.58 3.32 0.45 

標準偏差 1.07 2.35 1.00 0.09 
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い傾向があり （Boulton, 1999; Schwartz, 2000），他児から
ネガティブな評価を受けやすく，社会的な拒否を受けや
すいことが指摘されている （Price & Dodge, 1989）。同様
に幼児期においても，攻撃的な幼児は，普段からあまり
好まれず，ネガティブな評価を受けているため，泣いて
援助を訴えている場面でも，周囲の幼児から向社会的な
援助を行う必要のない相手だと評価されていたと考えら
れる。
泣いている対象児が普段の遊びの中で親和的な相互交
渉を多く行っている親密性の高い相手であった場合，幼
児はより向社会的な反応を行いやすいという結果が示さ
れた。相手への親密性が向社会的行動の生起に影響する
かどうかは一貫した知見が得られていないが，本研究の
結果は，親密性が高い相手には向社会的に関わりやす
いという先行研究 （Birch & Billman, 1986; Furman, 1996） 
の結果を支持するものであった。
泣いている対象児の被攻撃性や孤立性は，幼児の向社
会的な反応と有意な関連が認められず，この 2つの特
徴は，泣いている対象児に向社会的な援助を行うことと
は関連が見られなかった。学齢期においては，普段攻撃
を受けている児童は援助されるべきだと認識しているこ
とが指摘されており （Kanetsuna et al., 2006），本研究で
も普段攻撃を受けやすい対象児が泣いていたら向社会的
な反応を受けやすいという仮説を立てたが，2歳児にお
いてこのような傾向は確認できなかった。このような傾
向は本研究で対象とした 2歳以降の発達とともに獲得さ
れるのかもしれない。孤立性の高い対象児は他児との交
渉が少なかったと考えられるが，泣いているときの周囲
の幼児の反応においては普段の交渉の少なさとは関係な
く，幼児は孤立性の高い対象児にも同様に関わりかけて
いたと示唆される。
攻撃的な反応に影響する要因
泣いている対象児に対する幼児の攻撃的な反応には，
対象児の特徴や対象児との関係性は影響していないとい
う結果が得られた。つまり，泣いている対象児に対する
攻撃的な反応において，周囲の幼児は泣いている対象児
の特徴や泣いている対象児との関係性を用いた対人評価
を行っていない可能性が示唆された。本研究では，普
段攻撃しやすい対象児が泣いていたとしても，周囲の
幼児が攻撃を加える行動はほとんど見られなかった。2

―3歳頃は，攻撃を向けた相手には攻撃し返すといった
相互交渉が多く，攻撃行動においても総量が似通ってく
ることが指摘されているが （Persson, 2005），本研究の
ように相手が泣いている場面では，このような傾向は確
認されなかった。また，泣いている対象児の被攻撃性も
取り上げて検討したが，普段の場面でよく攻撃を受ける
対象児が泣いている場面で，周囲の幼児が攻撃を行いや
すいという結果は得られなかった。学齢期の児童を対象

とした研究で，上述のように普段攻撃を受けている児童
は援助されるべきだと認識していることが示されており 

（Kanetsuna et al., 2006），本研究でも普段攻撃を受けや
すい対象児が泣いていたら，周囲の幼児は攻撃的な反応
を行いにくいという仮説を立てたが，2歳児ではこのよ
うな傾向は確認されなかった。
しかし，本研究では泣いている対象児への反応として，

周囲の幼児の攻撃的な反応は 151回中，9回しか観察さ
れていない。周囲の幼児の攻撃的な反応に対人評価が影
響していなかったのは，攻撃的な反応の事例数の乏しさ
が原因である可能性も考えられる。
対人評価機能との関連性
なぜ幼児は向社会的な反応を示す際に，日常よく見ら
れる，相手の泣きやすさ，攻撃性，相手との親密性といっ
た特徴によって，向社会的な反応を生起させたり，させ
なかったりといった変化を見せるのだろうか。ここでは，
幼児が行う対人評価機能との関連で考察を行う。
幼児が他児に向社会的行動を示す際に，相手との関係
性を考慮することが指摘されている （Eisenberg, Lundy, 

Shell, & Roth, 1985）。2歳頃から，以前援助的だった相
手に対して選択的に向社会的行動を向けるようになり，
大人で見られるような互恵的な関係や対人評価の影響が
見られることが指摘されている （Dunfield & Kuhlmeier, 

2010; Laursen & Hartup, 2002; Vaish et al., 2010）。これら
の先行研究からの知見と本研究の分析結果を合わせて考
えると，泣いている他児に対して向社会的行動を行う際
に，どのような相手と関係性を結ぶのがよいのかを評価
する機能が影響している可能性が示唆される。泣いてい
る他児への向社会的な反応に対人評価が影響しているの
は，相手が後に向社会的行動を返してくれると期待され
る相手であるかを評価しているためであると考えられ
る。

Strayer （1980） は，苦痛の表出を多く行う幼児は他児
の苦痛への共感性が低いことを指摘している。言い換え
れば，普段よく泣く幼児は，他児が泣いているときに援
助することが少ないと考えられる。また 2歳児において，
既に向社会的行動における初歩的な互恵性が形成されて
いることが示唆されている （Dunfield & Kuhlmeier, 2010; 

Laursen & Hartup, 2002）。これらの互恵的な関係は意図
的ではないと考えられるが，2歳児は向社会的に振る舞
う相手には向社会的行動を示すという傾向を既に持って
いると考えられる。2歳児で互恵性の基礎が成り立って
いるならば，泣いているときにあまり慰めてくれない可
能性が高い相手には，その相手が泣いているときにも慰
めることが少ないということになる。つまり，よく泣く
幼児は他児の泣きに対して向社会的行動を示すことが少
ないため，向社会的行動における互恵的な関係を築く相
手として適さないと考えられる。
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泣いている幼児の攻撃性に関しては，攻撃的な児童
は協力課題で社会的能力をあまり発揮できないことや 

（Malti, 2006），他児との協力関係の欠如が指摘されてい
る （Day, Bream, & Pal, 1992）。そのため幼児期において
も，攻撃的な幼児は協力関係を築きにくい相手であると
考えられる。
親密性の高い友達関係の形成において，互恵的な関
係を二者間で築くことが重要であると指摘されている 

（Hartup, 1996; Hartup & Stevens, 1997）。また，友達間
では非友達間と比べて協力が成立しやすく （Newcomb & 

Bagwell, 1995），互恵性もよりバランスが取れていると
いわれている （Fujisawa, Kutsukake, & Hasegawa, 2008）。
これらの知見を踏まえると，親密性の高い相手は互恵的
な関係を築く相手として適していると考えられる。
以上の考察を総合すると，対人評価には，相手が泣き
やすく攻撃性が高いと識別すると将来の互恵的な関係の
相手として不適である，そして相手と親密であると識別
すると将来の互恵的な関係の相手として適していると評
価する機能があると考えられる。幼児同士の実際の相互
交渉場面において，幼児が泣いている他児に向社会的な
援助を行うかどうかを判断する際の対人評価には，相手
が将来の互恵的な関係の相手として適しているかを評価
する機能を有していると推測できる。
本研究の意義および今後の課題
本研究では対象児が 10名と少数ながらも，長時間の

行動観察をすることによって対象児の特徴を安定的に捉
え，2歳児が泣いている幼児の泣きやすさや攻撃性，相
手との親密性によって，泣いている幼児への向社会的な
関わりかけを変化させているという結果を示した。これ
まで，対人評価の発達に関する研究では，実験場面で 6ヵ
月児が相手の行動から対人評価を行うことや （Hamlin et 

al., 2007），1歳 9ヵ月児と 3歳児が，相手を以前の向社
会的行動から識別し，選択的に向社会的行動を示すこと
が報告されている。これらの結果から，幼児が特定の
相手に対して選択的に向社会的行動を向ける傾向には，
大人で見られるような互恵的な関係や対人評価が影響
していると指摘されている （Dunfield & Kuhlmeier, 2010; 

Vaish et al., 2010）。大人では相手への対人評価が，その
相手を援助するかどうかに影響することも指摘されてい
る （Thayer, 1973）。しかし，対人評価が向社会的行動の
生起にどのように影響してくるのか，その発達に関して
の研究は少なく，詳細は明らかにされていなかった。本
研究は，2歳児同士の日常の相互交渉の中でも対人評価
が行われており，泣いている幼児への向社会的な反応に
働く対人評価に影響する要因を示唆する分析結果を示し
た。泣いている幼児の普段の泣きの頻度や攻撃性，泣い
ている幼児との親密性によって，泣いている幼児への行
動が変化すれば，2歳児が過去の経験を踏まえて，今の

行動を示していることを意味している。これは，これま
でに受けた親和的な相互交渉や攻撃的な相互交渉，居合
わせた泣きの頻度から他児に対する評価を行い，他児が
泣いている状況でどう関わるのかに影響を与えていると
考えられる。2歳頃は，認知発達においてイメージ機能
が現れ始め，直接的な経験を通した認識の仕方から，経
験をいったん心の中に取り込み，操作を加えるといった
間接的な思考が可能になる時期だといわれている （Scott 

& Spencer, 1998）。このように以前経験した事柄を記憶
して，現在の行動に影響を与える能力は互恵性にとっ
て重要である （Laursen & Hartup, 2002）。このような能
力は 3歳以降に安定して発達してくるといわれている 

（Fujisawa et al., 2008）。しかし本研究では，2歳児同士
の日常場面での相互交渉の中で，過去の経験から相手の
特徴を捉え，対人評価を行っていた可能性が示唆され，
2歳頃にすでにこのような能力が現れ始めていると推測
される。
本研究では，泣いている幼児に対する攻撃的な反応が

あまり観察されなかった。今後はさらに泣いている幼児
に対する攻撃的な反応の事例を収集し，泣いている幼児
の特徴が攻撃的な反応に対してどのように影響するのか
を検討する必要がある。 また，本研究で推測した，対
人評価が泣いている幼児を互恵的な関係の相手として評
価する機能を有していることを確認するためには，今
後，普段の向社会的行動の頻度を幼児が対人評価に用い
ているのかを検討する必要がある。そして，本研究で示
唆された対人評価が幼児の向社会的な反応に影響する傾
向は，発達の中でどのように変化していくのか，縦断的
に調べていくことが将来の課題である。 
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This study investigated toddlers’ responses to a crying peer, to assess whether their responses were affected by the features 

of the peer and one’s relationship with the peer. Two-year old toddlers were selected as participants because at that age 

young children begin to show a prosocial response to a crying peer and cry frequently. The behavior of 10 toddlers was 

videotaped during free-play time at a nursery school. Episodes in which a toddler cried and was responded to by a nearby 

toddler were examined. Using a generalized linear mixed model, we analyzed the nearby toddlers' responses to determine 

whether they varied according to the features of the crying toddler. Toddlers were more likely to respond prosocially to peers 

who seldom cried or attacked than frequent criers or attackers. In addition, toddlers were more likely to respond prosocially 

to a familiar toddler than to an unfamiliar one. These findings suggest that social evaluation of features of a crying peer and 

the child’s relationship with the crying peer affects prosocial behavior in a group childcare setting.
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本研究の目的は，保育者のストレス評価の特徴に注目し，保育者のストレッサーは職場や職務に対す
る認識が媒介することによって変化が生じ，その結果職務に対する精神状態に影響をおよぼすという構
造仮説モデルを，保育士と幼稚園教諭という職種別に検討することである。具体的には保育士 119名と
幼稚園教諭 114名を対象に質問紙調査を実施し，パス解析を行った。その結果，保育者の認識の媒介効
果は部分的に証明された。保育者の認識のうち保育者効力感を規定するポジティブな効果がみられた媒
介変数は，保育士・幼稚園教諭ともに「専門職としての誇り」「保護者・子どもとの信頼関係」であった。
「職場の共通意識」は，保育士の場合はバーンアウトを低減させる効果が示されたが，幼稚園教諭の場合
は媒介変数としての効果は何もみられなかった。よって，保育職一般にとっては職務における個人的な
やりがいや満足感といった認識はストレス軽減に関与し，職場内のまとまりや共通意識は，保育士にとっ
てはストレス軽減要因となるが，幼稚園教諭にとってはストレス評価に関与しないという現状が明らか
になり，保育職のうち職種の違いによって独自のストレッサーおよびストレス関連要因の存在が示唆さ
れた。今後，これらの要因を調整することにより，保育者の精神的健康が守られることが期待され，ひ
いては子どもの健全な発達援助の一助になると考えられる。
【キー・ワード】　保育者，ストレッサー，認識，精神状態，媒介効果

問題と目的

平成 20年度，8年ぶりに保育所保育指針・幼稚園教
育要領の改訂が行われた。改訂後の保育所保育指針には，
保育所入所児の保護者に対する支援のみならず地域の子
育て家庭の保護者支援も積極的に行う保育所の社会的役
割が明確にされた。冨田（2009）によれば，現代の保育
現場では，このように保育者の役割が拡大する一方で，
虐待への対応や発達障害を持つ子どもへの支援，モンス
ターペアレントと呼ばれる対応の困難な保護者とのコ
ミュニケーション等，対応の追いつかない問題は拡大化・
深刻化の一途をたどっているという。現場の保育者は従
来の保育業務に加え，新しい対人援助業務を抱え，スト
レスが大きくなっていることが予測される。事実，冨田
（2009）の全国の保育従事者 649名を対象にした質問紙
調査によれば，幼稚園教諭および保育士の 84.9％が，職
場においてなんらかのストレスを感じている。しかし，
嶋崎・森（1995）は，近年教育や医療などに携わる人々
の心の健康問題が表面化し，小学校以上の教諭の精神健
康管理に関する研究は増えているものの，保育者のスト
レスや精神健康に関しては皆無であったことを指摘して
いる。

2005年に，大阪自治労連は公立保育園の保育士 2264

人と女性事務職 597人を対象に，5つのストレス要因群
についての「要チェック」者率を調査し，比較してい
る。その結果，保育士は事務職より「要チェック」者率
が高いのにもかかわらず，ストレス反応としての心身へ
の影響が少なかった。その理由の一つとして「仕事の適
合性」のストレス要因についての「要チェック」者率の
低さが挙げられた。つまり「仕事の適合性」がストレス
の影響を緩和しているということである。このように，
人を相手にする福祉や教育の労働者は他の職種に比べる
と，疲れが蓄積しても「労働意欲の低下」が起こりにく
いという特徴があるという。しかし，事態がすすんで「労
働意欲の低下」が起きたときには「破綻」を起こす（重
田，2007）。冨田（2009）の調査からも，ストレスを感
じている保育者は多かったが，そのストレス解消が上手
くいかなくて困っている者の割合は 28.5％という結果が
出た。今のところ多くの保育者はストレス解消に成功し
ており，その精神健康度は高いといえよう。また現場に
おいては，熱心に子どもや保護者に向き合う保育者ほど，
自分の保育に悩み自己研鑽に励む姿がみられる。そのよ
うな保育者はストレス要因も多いであろうが，それは職
業意識の高さゆえとも考えられる。一方，職業意識の低
い保育者は，日々気楽にストレスも感じずに過ごしてい
るだろう。このように，保育者にとってストレスがある
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2012，第 23巻，第 1号，23－35
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ことは好ましくない，とは一概には言えない。保育者に
はストレス要因があっても，それが精神的なダメージに
直結するわけではないと考えられる。すなわち，ストレ
ス評価の段階で保育者の職務上の認識が関与している可
能性がある。ストレス要因があっても，保育者の職務や
職場環境に対する認識がポジティブなものであれば，そ
れが一次評価の段階でストレスとなって精神的健康状態
を損なう可能性は小さく，良好な精神状態が維持され，
逆に職務や職場環境に対する認識がネガティブなもので
あれば，ストレスをもたらし，精神的健康状態を損なう
可能性が大きくなることが予測される。
嶋崎・森（1995）は，保育者の精神健康を阻害すると

考えられる心理社会的要因を数量的に検討した結果，保
育者の精神健康状態は仕事の士気の低下および子どもに
対する否定的イメージと関連していること，仕事に対す
る士気の低下の背景には，職員や保護者との不快な人間
関係やストレス性の高い職場環境との強い影響力がある
こと，悪化した精神健康状態を防ぐ背景として保育技術
に関する自信感，園内の情緒的支援者の保有，円滑な人
間関係能力への自信感などを明らかにした。すなわち，
保育者の精神健康状態に影響する仕事の士気および子ど
もに対する否定的イメージは，自身の職場環境や人間関
係，能力などをどう捉えているかという個人の認知に強
く関与しているといえよう。また，この調査の過程にお
いて，現実には多くの保育者同士の人間関係が表面的な
「仲良しクラブ」的なお付き合いである強い傾向が明ら
かにされた。重田（2007）は近年の保育者のストレス研
究において，多くの場合「結果としてのストレス状態」
について語られ，その改善や個人的な対処に焦点が当て
られているが，「ストレッサー（外部からのストレス因）」
を低減する，社会や職場レベルでの対策こそが最優先課
題であると指摘している。つまり，悪化した精神状態の
回復支援も必要だが，ストレッサーのもたらすストレス
を調整することにより，健康な精神状態を維持すること
もまた，保育者には有効であると考えられる。例えば西
坂（2002）は，公立幼稚園教諭を対象に，ハーディネス
等の個人特性がストレス軽減要因としてストレス評価に
関与し，精神的健康に影響を及ぼしているとの仮説から，
ストレス評定尺度を作成している。しかし他の先行研究
からも，ストレス軽減要因には個人特性以外に，保育者
の職務や職場に対する認識という要因が予測される。
そこで本研究においては，Chernissのバーンアウトモ

デル（田尾・久保，1996）を参考に，保育者のストレッサー
は，職務や職場環境に対する認識といった要因が媒介す
ることによって変化が生じ，その結果バーンアウト傾向
や保育者効力感の高まりといった職務に対する精神状態
に影響を及ぼすという仮説モデルを想定した（Figure 1）。
また，媒介変数として作用する保育者のポジティブな認
識は，ストレッサーのもたらすストレスを軽減もしくは
消失させ，職務に対するポジティブな精神状態である保
育者効力感を高め，ネガティブな認識はストレッサーの
もたらストレスを増大させ，職務に対するネガティブな
精神状態であるバーンアウト傾向を強めるという仮説を
立てた。上記の仮説モデルおよび仮説の検証を行うこと
を本研究の主たる目的とする。また同じ保育者といえど
も，現状では職場環境も職務条件も異なる保育園保育士
と幼稚園教諭には，モデル内の要因同士の関連に違いが
あることが予想されるので，その共通点と差異点の比較，
検討も行う。
以上の検証から保育士・幼稚園教諭のストレッサー関
連要因を明らかにし，その要因をコントロールすること
により，それぞれの精神的健康を守り，ひいては子ども
の健全な心身の発達を援助する保育の質を確保するため
の一助になると考える。

方　　　法

手続き
2009年 9月から 10月にかけて，東京都内および東京

近郊の幼稚園・保育園で働く，幼稚園教諭 120 名・保育
士 140 名を対象に調査を行った。調査用紙は園を通じて
配布し，家庭で記入後，封をして園に提出されたものを
回収した。用紙の表紙には，調査目的に加え，調査協力
者の回答への自由，回答中断の権利，個人情報の取り扱
い等， 調査倫理に関わる注意事項を明記した。また調査
協力者への同意は，質問紙への記入をもって同意とする
こととした。
調査協力者
配布数 260通のうち回収された，幼稚園教諭 114通（男
性 1名・女性 113名，平均勤務年数 8.7年），保育士 119

通（男性 5名・女性 114名，平均勤務年数 8.5年）の計
233通（回収率 90.0％）の有効回答を得られ，分析対象
とした。
調査内容
保育者のストレッサー　高木・田中（2003）の教師の

Figure 1　保育者のストレッサーに関連する諸要因の構造仮説モデル
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職業ストレッサー尺度を参考に，項目中の「児童・生徒」
という言葉を「子ども」に変換，「児童会・生徒会の経
営」など保育現場には適さない項目の削除を行う等の修
正を行い，保育者ストレッサーに対応すると考えられる
質問項目を作成した。職務自体のストレッサー（9項目）
職務環境のストレッサー（23項目）について測定した。
評定尺度は「全くそうではない」から「とてもそうであ
る」までの 4段階評定である。
保育者の職務や職場環境に対する認識　2009年 6月

に，保育者 6名（幼稚園園長 1名・幼稚園教諭 2名・保
育園園長 1名・保育園保育士 2名）を対象に行った予
備的面接調査の結果をもとに，保育者の職務に対する精
神状態に影響を及ぼすと予測される，保育者の職務や職
場環境に対する認識についての質問項目を作成し使用し
た。職場内の連携や共通意識（8項目），社会的評価や
報酬（2項目），相談者の存在（3項目），保護者との関
係や対応（5項目），子どもへの思いや対応（5項目），
保育者モデルの存在（2項目），保育者としての自覚（4

項目），保育者としての成長欲求や無力感（2項目），専
門家への援助要請志向（2項目）について測定した。以
上の項目内容は，筆者と心理学を専攻する大学教員 1名
および 4名の現役保育者によって確認し，適切であると
判断された。評定尺度は「全くそう思わない」から「と
てもそう思う」までの 4段階評定である。
バーンアウト傾向　田尾・久保（1996）の日本語版

バーンアウト尺度を教師用に改訂した伊藤（2000）の尺
度 17項目を使用した。情緒的消耗感（5項目），脱人格
化（6項目），個人的達成感（6項目）について測定した。
評定尺度は「全くなかった」から「いつもあった」まで
の 4段階評定である。
保育者効力感　三木・桜井（1998）の保育者効力感尺

度を使用し，保育者効力感（10項目）について測定した。
評定尺度は「ほとんどそうは思わない」から「非常にそ
う思う」までの 4段階評定である。
回答者の属性　性別，年齢，職場，職種，経験年数に

ついて質問した。

結　　　果

以下の統計処理は，SPSS 17.0を用いて行った。
各因子の構造
保育者のストレッサー　「職務自体のストレッサー」9

項目，「職務環境のストレッサー」23項目について，そ
れぞれ主因子法・プロマックス回転による因子分析を
行った。因子数は固有値 1以上を基準とし，項目の選択
においては，因子負荷量が .40に満たない項目は削除し，
再度同様の因子分析を行った。その結果，「職務自体の
ストレッサー」からは 2因子が抽出されたが（Table 1），
第 2因子は 2項目から構成されているため，その 2項目
をさらに削除し，主成分分析を行った。その結果（Table 

1），第 1主成分の負荷量はいずれも .65以上となり，寄
与率は 50.2％であった。ゆえに，この 6項目は一次元
構造であることが確認された。第 1主成分は「手のかか
る子どもやその保護者との信頼関係作りに努力する負担
が大きい」，「一方的と感じるような，保護者や地域から
の要求・苦情に対応する負担が大きい」を含む項目で構
成されており，「対応困難な職務」と命名された。この
結果より，6項目の回答得点の平均値を，対応困難な職
務得点とした。この得点が高いほど対応が難しい職務へ
の負担が大きいことを示す。「職務環境のストレッサー」
からは，4因子が抽出された（Table 2）。第 1因子は「同
僚や上司と対立することが多い」などで構成されており
「同僚・上司との不調和」，第 2因子はすべて逆転項目で
あり，「自分の園や担当クラスでは，ねらいや方針といっ
た『今やるべきこと』がはっきりとしている」などで構
成されており「職務内容の不明瞭さ」，第 3因子は「保
護者から過剰に期待や要求をされることが多い」などで
構成されており「過剰な期待・要求」，第 4因子は「周
りと比べて自分の能力不足を感じることが多い」などで
構成されており「自己能力懸念」と命名された。各因子
は α 係数からも信頼性が確認されたと判断した。この

Table　1　保育者の職務自体のストレッサーについての主成分分析

項目内容 負荷量 平均値
2．手のかかる子どもやその保護者との信頼関係作りに努力する負担が大きい .78 2.49

1．一方的と感じるような，保護者や地域からの要求・苦情に対応する負担が大きい .76 2.61

8．家庭や地域と，協力しあえるような関係や環境づくりを行うことが困難である .72 2.40

5．最低限の“しつけ”や“生活習慣”など本来家庭でなされるべきことを，保育者が指導する負担が　
　大きい

.68 2.88

3．じっとしていられなかったり，集団で遊べない子どもに対応する負担が大きい .66 2.59

9．保育上の問題に対応できるように自主的に研修や能力向上の機会に取り組むことが困難である .65 2.36

固有値 3.02　
α 係数 .83
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結果より，尺度得点は因子を構成する各項目の回答得点
の平均値とした。この得点が高いほど各々のストレッ
サーが大きいことを示す。
保育者の職務や職場環境に対する認識　保育園保育士

と幼稚園教諭に共通の因子構造を確認するために，両者
の職務や職場環境に対する認識 33項目について主因子
法・プロマックス回転による因子分析を行った。因子数
は固有値 1以上を基準とし，項目の選択においては，因
子負荷量が .40に満たない項目は削除し，再度同様の因
子分析を行った。その結果，7因子を抽出したが，第 5

因子と第 7因子は 2項目から構成されるため削除した。
改めて同様の分析を行い，5因子構造であることを確認
した（Table 3）。第 1因子は「同僚や上司と子どもへの
思いを共有できている」などで構成されており「職場の
共通意識」，第 2因子は「保護者から信頼されていると

思う」などで構成されており「保護者・子どもとの信頼
関係」，第 3因子は「障がいをもつ（または疑わしい）
子どもへの対応に自信がない」などで構成されており
「保育者としての力の足りなさ」，第 4因子は「保育では，
プロとして手を抜きたくない」などで構成されており「専
門職としての誇り」，第 5因子は「子育てに不慣れな保
護者への支援に難しさを感じる」・「社会から，保育の仕
事を正しく理解されていないと感じる」などで構成され
ており，「保護者対応の難しさと社会的評価の低さ」と
命名された。各因子は α 係数からも信頼性が確認され
たと判断した。また職場における認識である「職場の共
通意識」「保護者・子どもとの信頼関係」を職場環境に
対する認識，保育職自体への認識である「保育者として
の力の足りなさ」「専門職としての誇り」「保護者対応の
難しさと社会的評価の低さ」を職務に対する認識と考え

Table　2　保育者の職務環境のストレッサーについての因子分析結果（プロマックス回転後）

回転後の因子負荷量　　　
項目内容 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4

19． 同僚や上司と対立することが多い .99 .10 –.11 –.09

18． 同僚や上司から責められることが多い .88 .08 –.02 .02

20． 同僚や上司が無責任な行動をすることが多い .57 –.25 –.02 –.10

17． 同僚や上司に誤解を受けることが多い .57 .05 .16 .20

22． 職場の中で上下関係についてとても気にしなければならないことが多い .55 –.16 .00 .03

21． 同僚から自分の仕事について干渉されることが多い .49 .02 .19 .05

24． 自分の園や担当クラスでは，ねらいや方針といった「今やるべきこと」がはっきりとしている（*） –.01 .72 .16 –.12

25． 他の保育者と仕事上の調整や分担がうまくいっている（*） –.01 .66 –.03 –.02

27． 職場では，色々な意見が出て納得のいく決定がなされている（*） –.25 .65 .04 .21

23． 自分の園や担当クラスでは，計画したことが能率よくこなすことができ働きやすい（*） –.01 .63 –.07 .00

26． 自分のやっていることがどう役立っているのかはっきりしている（*） –.02 .52 .09 –.34

28． 職場での仕事や役割分担に充分な人手がある（*） .28 .48 –.28 .10

14． 保護者から過剰に期待や要求をされることが多い –.16 .04 .76 –.09

10． 同僚から過剰に期待や要求をされることが多い .14 .05 .66 –.07

11． 上司から過剰に期待や要求をされることが多い .26 .05 .61 –.05

13． 自分の能力以上の仕事をすることを求められていると感じることが多い .01 –.03 .60 .17

12． 自分の苦手な役割を求められることが多い .21 –.07 .55 .11

15． 保育をするうえで，適切な援助がない場合が多い –.08 –.31 .42 –.06

30． 周りと比べて自分の能力不足を感じることが多い –.11 .08 –.01 .87

31． 同僚や上司が自分のことをどう思っているのか気になることが多い .11 .02 –.09 .65

29． 同僚に対し劣等感を抱くことが多い .02 –.14 .09 .52

　　　（*）は逆転項目 　　　　　　　　　　固有値 6.53 2.31 1.94 1.51

α 係数 .84 .78 .81 .71

因子間相関 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4

因子 1 – –.45 .52 .25

因子 2 – –.44 –.28

因子 3 – .09
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た。この結果より，尺度得点は因子を構成する各項目の
回答得点の平均値とした。この得点が高いほど各々の認
識が強いことを示す。
バーンアウト　バーンアウト尺度 17項目について主

因子法・プロマックス回転による因子分析を行った。因
子数は固有値 1以上を基準とし，因子負荷量が .40に満
たない項目は存在しなかった（Table 4）。しかし，MBI

では第 2因子に含まれていた項目 3が，この分析におい
ては第 1因子に移動がみられた。情緒的消耗感を表す第
1因子は「仕事のために心にゆとりがなくなったと感じ

ることがある」など 6項目，脱人格化を表す第 2因子は
「自分の仕事がつまらなく思えてしかたのないことがあ
る」など 5項目，個人的達成感を表す第 3因子は「仕事
が楽しくて，知らないうちに時間がすぎることがある」
など 6項目であった。この結果より，尺度得点は因子を
構成する各項目の回答得点の平均値とした。この得点が
高いほどバーンアウトの傾向が高いことを示す。
保育者効力感　保育者効力感尺度 10項目について主

成分分析を行った。その結果（Table 5），第 1主成分の
負荷量はいずれも .65以上となり，寄与率は 56.5％であっ

Table　3　保育者の職務や職場環境に対する認識についての因子分析結果（プロマックス回転後）　

回転後の因子負荷量
項目内容 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5

　3． 同僚や上司と子どもへの思いを共有できている .86 .01 –.12 –.02 .00

　4． 同僚や上司と，保育や子どもについて十分話し合える .77 –.02 –.12 –.03 .04

　2． 自分の園はよいチームワークがとれている .67 .11 .01 –.02 –.09

　1． 園の保育理念に賛同できる .63 –.05 –.11 .09 –.02

　5． 同僚や上司に，自分の保育を理解されていると思う .62 .14 .04 –.06 .07

　7． 同僚や上司には，保育に対する意欲が感じられない（*） –.57 .10 –.15 .08 .09

　8． 同僚や上司に対して，意見や反論を言いにくい（*） –.48 .12 .17 .06 –.01

24． 職場に，保育者として尊敬できる人がいる .46 –.06 .29 .12 –.05

11． 職場に，保育上の悩みを相談できる人がいる .46 .07 .18 –.01 .13

14． 保護者から信頼されていると思う –.16 .77 –.03 –.06 –.07

16． 保護者から，感謝されていると思う –.01 .74 –.07 –.10 –.06

19． 子どもから信頼されている .05 .61 .12 .00 .15

15． 保護者と，子どもに対する思いを共有できている .18 .46 .01 .15 –.09

21． 子どもによい保育を提供できている .12 .43 –.30 .04 .06

23． 障がいをもつ（または疑わしい）子どもへの対応に自信がない .05 –.06 .64 –.13 –.05

22． 子ども一人ひとりに対応できない時がある –.09 –.01 .63 .03 –.01

31． 保育者として，ときどき無力であることを感じる –.05 .01 .55 .08 .01

28． 保育では，プロとして手を抜きたくない –.02 –.11 –.13 .84 –.02

30． 保育者として，もっと成長したい .10 –.01 .17 .57 –.08

27． 自分には，保育者としての自覚がある –.06 .34 .05 .56 .02

26． 保育は専門職であると思う –.10 –.06 .02 .44 .17

18． 子育てに不慣れな保護者への支援に難しさを感じる .05 .00 .14 –.06 .63

10． 社会から，保育の仕事を正しく理解されていないと感じる .08 –.10 –.15 .17 .61

17． 対応の難しい保護者がいる –.11 .02 .03 .00 .51

　9． 仕事内容にふさわしい，給与・報酬ではない –.16 .12 .06 –.07 .40

　　　（*）は逆転項目 　　　　　　　　　固有値 5.28 3.10 2.00 1.62 1.33

　　　　　　　α 係数 .58 .77 .66 .68 .60

因子間相関 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5

因子 1 – .31 –.03 .34 –.27

因子 2 – –.41 .39 –.14

因子 3 – –.25 .19

因子 4 – –.12
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た。ゆえに，この 10項目は一次元構造であることが確
認された。この結果より，10項目の得点の平均値を保
育者効力感得点とした。この得点が高いほど保育者とし
ての効力感が高いことを示す。

保育職のストレッサーと職務に対する精神状態を媒介す
る保育士・幼稚園教諭の職場や職務に対する認識の影響
仮説モデルの検証および保育士・幼稚園教諭の比較の

ために，各因子間の関係の分析をパス解析により行っ
た。得点化した各変数を仮説モデルに従って，第 1水準

Table　4　バーンアウトについての因子分析結果（プロマックス回転後）

　回転後の因子負荷量　
項目内容 因子 1 因子 2 因子 3

12． 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある .83 –.19 –.08

16． 体も気持ちも疲れはてたと思うことがある .82 –.07 .16

　7． 一日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある .61 .13 .05

　1． こんな仕事，もうやめたいと思うことがある .55 .20 –.05

　8． 出勤前，職場に出るのが嫌になって，家にいたいと思うことがある .49 .21 –.13

　3． こまごまと気くばりすることが面倒に感じることがある .41 .28 .04

　6． 自分の仕事がつまらなく思えてしかたのないことがある .06 .75 .06

11． 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある .01 .74 .13

10． 同僚や子どもと何も話したくなくなることがある .06 .63 –.02

14． 今の仕事は，私にとってあまり意味がないと思うことがある –.02 .62 .00

　5． 同僚や子どもの顔を見るのも嫌になることがある –.12 .54 –.14

15． 仕事が楽しくて，知らないうちに時間がすぎることがある（*） –.03 –.04 .73

　9． 仕事を終えて，今日は気持ちのよい日だったと思うことがある（*） –.14 .03 .60

17． われながら，仕事をうまくやり終えたと思うことがある（*） .83 .25 .58

　2． われを忘れるほど仕事に熱中することがある（*） .82 –.14 .52

13． 今の仕事に，心から喜びを感じることがある（*） .61 –.20 .42

　4． この仕事は私の性分に合っていると思うことがある（*） .55 –.10 .42

　　　（*）は逆転項目　　　　　　　固有値 6.00 1.68 1.25

　α 係数 .84 .78 .73

                                                                 因子間相関 因子 1 因子 2 因子 3

因子 1 – .69 –.53

因子 2 – –.56

Table　5　保育者効力感についての主成分分析

項目内容 負荷量 平均値
　8． 私はクラス全体に目をむけ，集団への配慮も十分できると思う .84 3.34 

　2． 私は，子どもの能力に応じた課題を出すことができると思う .82 3.22 

　9． 私は，1人 1人の子どもに適切な遊びの指導や援助が行えると思う .81 3.32 

　5． 私のクラスに，いじめなどのトラブルがあったとしても，うまく対処できると思う .80 3.05 

　7． 私は，子どもの状態が不安定な時にも，適切な対応ができると思う .79 3.44 

　3． 保育プログラムが急に変更された場合でも，私はそれにうまく対処できると思う .78 3.31 

　1． 私は子どもにわかりやすく指導することができると思う .78 3.27 

　4． 私は，どの年齢の担任になっても，うまくやっていけると思う .77 3.09 

　6． 私は，保護者に信頼を得ることができると思う .73 3.36 

10． 私は，子どもの活動を考慮し，適切な保育環境（人的，物的）に整えることに十分努力できると思う .65 3.50 

固有値 6.07

α 係数 .93
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は保育者のストレッサーの 5変数，第 2水準は媒介変数
として，保育者の職務や職場環境に対する認識の 5変数，
第 3水準は職務に対する精神状態の 2変数である。解析
はステップワイズ法の重回帰分析を行い，F 値の基準は
F>3.84で投入，F<2.71で除去，確立は p<.05で投入，
p>.10で除去した。VIF値は 1.01～1.59で，いずれのパ

スも多重共線性の問題はないと判断された。
まず，職場や職務に対する認識が媒介しない場合と比

較し，媒介変数の効果を明らかにするために，保育園保
育士（Figure 2）と幼稚園教諭（Figure 3）それぞれにつ
いて，第 3水準の 2変数を従属変数に，第 1水準の 5変
数を独立変数にして解析を行った（Figure 2, 3）。

Figure 2　職務に対する精神状態に影響する保育職のストレッサーのパス・ダ
イアグラム：保育園保育士

注：矢印は有意なパスを示す。実線は正のパス，点線は負のパスを示す。
標準偏回帰係数　**p <0.1　　　　

Figure 3　職務に対する精神状態に影響する保育職のストレッサーのパス・ダ
イアグラム：幼稚園教諭

注：矢印は有意なパスを示す。実線は正のパス，点線は負のパスを示す。
標準偏回帰係数　**p <0.1，*p <0.5
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職務に対するネガティブな精神状態である「バーンア
ウト」に対しては，保育士では，職務自体のストレッサー
からはパスが示されず，職務環境のストレッサーのうち，
「職務内容の不明瞭さ」と「自己能力懸念」から正のパ
スが有意に示された。幼稚園教諭では，職務自体のスト
レッサーのうち「対応困難な職務」が，職務環境のスト
レッサーのうち，「過剰な期待・要求」「職務内容の不明
瞭さ」と「自己能力懸念」から正のパスが有意に示された。
職務に対するポジティブな精神状態である「保育者効力
感」に対しては，保育士では，「過剰な期待・要求」か
ら正のパスが有意に示され，「職務内容の不明瞭さ」と「自
己能力懸念」から負のパスが有意に示された。幼稚園教
諭では，職務環境のストレッサーのうち「同僚・上司と
の不調和」から正のパスが有意に示され，「職務内容の
不明瞭さ」と「自己能力懸念」から負のパスが有意に示
された。
次に，保育士（Figure 4）と幼稚園教諭（Figure 5）そ

れぞれについて第 3水準の 2変数を従属変数にして第 1・
第 2水準の 10変数を独立変数にする解析と，第 2水準
の 5変数を従属変数にして第 1水準の 5変数を独立変数
とする解析を行った。その結果「専門職としての誇り」

Figure 4　保育職のストレッサーと職務に対する精神状態を媒介する保育者の職場や職務に対
する認識のパス・ダイアグラム：保育園保育士

注：矢印は有意なパスを示す。実線は正のパス，点線は負のパスを示す。
標準偏回帰係数　**p <0.1，*p <0.5

に対しては，保育士・幼稚園教諭とも「職務内容の不明
瞭さ」から負のパスが有意に示された。「保育者として
の力の足りなさ」に対しては，保育士では「対応困難な
職務」と「自己能力懸念」から正のパスが有意に，「同僚・
上司との不調和」から負のパスが有意に示された。幼稚
園教諭では「自己能力懸念」からのみ正のパスが有意に
示された。「保護者対応の難しさと社会的評価の低さ」
に対しては，保育士では「対応困難な職務」からのみ正
のパスが有意に示された。幼稚園教諭では，「対応困難
な職務」から正のパスが有意に，「自己能力懸念」から
負のパスが有意に示された。「職場の共通意識」に対し
ては，保育士・幼稚園教諭とも「同僚・上司との不調和」「職
務内容の不明瞭さ」から負のパスが有意に示され，幼稚
園教諭ではそれらに加え「自己能力懸念」からもやや有
意な正のパスが示された。「保護者・子どもとの信頼関係」
に対しては，保育士・幼稚園教諭とも「職務内容の不明
瞭さ」と「自己能力懸念」からは負のパスが有意に示さ
れ，幼稚園教諭ではそれらに加え「同僚・上司との不調和」
からやや有意な正のパスが示された。また，職務に対す
るネガティブな精神状態である「バーンアウト」に対し
ては，保育職のストレッサーのうち，保育士では「過剰
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R 2 =.493に変化した。保育者効力感の重回帰係数は，
保育士の場合はR 2 =.381からR 2 =.654に変化し，幼稚
園教諭の場合はR 2 =.351からR 2 =.564に変化し，スト
レッサーに対する媒介変数の効果が示された。また，保
育士では Figure 2で第 1水準から第 3水準に直接示され
ていた 6本の有意なパスが，第 2水準の媒介によって 4

本に減少し（Figure 4），幼稚園教諭でも 6本（Figure 3）
が 4本（Figure 5）に減少し，ここにも媒介変数の効果
が示された。
ストレッサーに作用し，バーンアウト傾向というネガ
ティブな精神状態を高める媒介効果を示した職務や職場
環境に対する認識は，保育士では「保育者としての力の
足らなさ」，幼稚園教諭では「保護者対応の難しさと社
会的評価の低さ」と，ともに 1変数のみであった。一方，
ストレッサーに作用し，保育者効力感というポジティブ
な精神状態を高める媒介効果を示した職務や職場環境に
対する認識は，保育士では「専門職としての誇り」「保
護者対応の難しさと社会的評価の低さ」「保護者・子ど
もとの信頼関係」の 3変数，幼稚園教諭では「保護者対
応の難しさと社会的評価の低さ」「保護者・子どもとの
信頼関係」の 2変数であった。またバーンアウト傾向を
低下させる媒介効果を示した変数は，保育士・幼稚園教

Figure 5　保育職のストレッサーと職務に対する精神状態を媒介する保育者の職場や職務に対
する認識のパス・ダイアグラム：幼稚園教諭

注：矢印は有意なパスを示す。実線は正のパス，点線は負のパスを示す。
標準偏回帰係数　**p <0.1，*p <0.5

な期待・要求」と「職務内容の不明瞭さ」から直接，正
のパスが有意に示された。幼稚園教諭では「職務内容の
不明瞭さ」と「自己能力懸念」から直接，正のパスが有
意に示され，「対応困難な職務」からやや有意な正のパ
スが示された。職務に対する認識のうち，保育士では，「専
門職としての誇り」と「職場の共通意識」から負のパス
が，「保育者としての力の足りなさ」から正のパスが有
意に示された。幼稚園教諭では，「専門職としての誇り」
から負のパスが有意に，「保護者対応の難しさと社会的
評価の低さ」からやや有意な正のパスが示された。一方，
職務に対するポジティブな精神状態である「保育者効力
感」に対しては，保育士・幼稚園教諭とも，「保育者と
しての力の足りなさ」から負のパスが有意に，「保護者
対応の難しさと社会的評価の低さ」と「保護者・子ども
との信頼関係」から有意な正のパスが示された。保育士
では，それらに加えて「専門職としての誇り」からも有
意な正のパスが示された。
媒介変数による効果　Figure 2, 3 と Figure 4, 5のパス
解析の結果を比較すると，第 1水準と第 3水準を「職
務や職場環境に対する認識」が媒介することによって，
バーンアウトの重回帰係数が，保育士の場合はR 2 =.473

からR 2 =.624に，幼稚園教諭の場合はR 2 =.389から
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諭ともに「専門職としての誇り」，保育者効力感を低下
させる媒介効果を示した変数は，保育士・幼稚園教諭と
もに「保育者としての力の足りなさ」であった。そして，
媒介変数の作用を受けず，精神状態に直接パスを示した
ストレッサーの存在がみられた。保育士の場合，「過剰
な期待・要求」「職務内容の不明瞭さ」はバーンアウト
に直接有意な正のパスを示し，「過剰な期待・要求」は
保育者効力感にも有意な正のパスを示した。そして「自
己能力懸念」は有意な負のパスを示した。幼稚園教諭の
場合，「対応困難な職務」「職務内容の不明瞭さ」「自己
能力懸念」がバーンアウトに直接有意な正のパスを示し
た。しかし，ストレッサーのうち，媒介変数との間に全
くパスが示されなかったものは，保育士・幼稚園教諭と
もに「過剰な期待・要求」のみであった。

考　　　察

保育者の認識を媒介とした保育者ストレッサーの影響
分析の結果，本研究の構造仮説モデルは概ね支持され
た。すなわち，職務や職場環境に対する認識の媒介効果
によりストレッサーに変化が生じることが明らかにな
り，保育者はストレッサーがあってもストレスを感じに
くいという先行研究（重田，2007）を裏付ける結果を
得た。また，保育園保育士と幼稚園教諭という職種の違
いによるモデル内の諸要因の共通点と差異点も明らかに
なった。
保育士・幼稚園教諭に共通して，「職務内容の不明瞭
さ」のストレッサーは媒介変数と関連しながらも，バー
ンアウトにも直接有意な正のパスを示し，職務に対する
ネガティブな精神状態を高め，「保育者の職務や職場に
対する認識」による低減が困難な強いストレッサーであ
ることが明らかになった。それに加え，保育士の場合は
「過剰な期待・要求」が，幼稚園教諭の場合は「対応困
難な職務」「自己能力懸念」が同様のストレッサーであ
ることが示された。また，保育士においては「過剰な期
待・要求」はバーンアウトの傾向を高めると同時に保育
者効力感にも直接有意な正のパスを示し，ストレッサー
であるにもかかわらず，ポジティブな精神状態をも高め
ることが明らかになった。そして「自己能力懸念」は保
育者効力感を低下させるストレッサーであった。すなわ
ち，保育者全般にとって職務の内容が曖昧であることは，
職務や職場に対する認識によって調整されない強いスト
レッサーであり，職務に対する精神状態を悪化させると
いう知見が得られた。本研究で使用した保育者ストレッ
サー尺度作成の参考とした，教師のストレッサー尺度を
用いた研究（高木・田中，2003）では，「職務自体のス
トレッサー」はバーンアウトに大きな直接的な効果を持
ち，「職務環境のストレッサー」は間接的な効果のみし
か持たないという結果であった。しかし，保育士と幼稚

園教諭を対象とした本研究においては，「職務自体のス
トレッサー」である「対応困難な職務」にも媒介変数の
効果がみられ，「職務環境のストレッサー」である「職
務内容の不明瞭さ」はバーンアウトに直接的な効果を持
ち，小・中学校教師を対象とした先行研究とは異なる結
果を得た。さらに保育士にとっては，職場において同僚・
上司・保護者などから職務についての期待や要求を受け
ることは，過剰であっても保育者としての効力感を高め
ると同時にバーンアウト傾向を強めるストレッサーであ
ることが明らかになった。中川・小谷・西村・井上・西
川・能（2000）は，小・中学校教師 259名を対象とし
た質問紙調査より，ストレッサーと正面から関わってい
こうとする教師の真面目さ，問題解決志向性の高さ，一
人で物事を解決することを促す教師集団の雰囲気という
実情を指摘している。このような教師の特徴や社会的に
期待される“よい教師像”は，保育士にも該当すると考
えられる。“よい保育士”であろうとする者にとっては，
ストレッサーである「過剰な期待・要求」をかけられる
ことはバーンアウト傾向と同時に保育者効力感をも高め
ることが示唆された。また保育士が，自分の保育の能力
に疑問を持つことは，バーンアウト傾向には影響しない
が，保育者効力感を低下させるストレッサーであること
も示された。一方，幼稚園教諭にとっては，手のかかる
子どもや保護者との信頼関係作りに努力する負担が大き
いことや，自分の保育の能力に疑問を持つことも，バー
ンアウト傾向を強めるストレッサーであることが明らか
になった。このような保育士と幼稚園教諭の職務におけ
る精神状態とストレッサーとの関連要因の差異について
は，以下に考察を進める。
まず，ストレッサーのうち「対応困難な職務」につい
ては，保育士にとっては直接精神状態に影響を与えるも
のではないが，「保育者としての力の足りなさ」と「保
護者対応の難しさと社会的評価の低さ」の認識を強める
要因となる。しかし幼稚園教諭にとっては，バーンアウ
ト傾向を直接高める強いストレッサーであり，「保護者
対応の難しさと社会的評価の低さ」の認識を強める要因
となる。つまり，保育士が困難な職務に対峙した時，他
者からの評価だけではなく，自身の力不足を強く感じる
点において，幼稚園教諭と比べてその後の達成動機が強
くなる可能性がある。次に「過剰な期待・要求」につい
ては，幼稚園教諭の場合，精神状態も含め他の変数と何
の関連も持たないが，保育士の場合はバーンアウト・保
育者効力感という両極の精神状態を高めている。保育士
に関しては，先述した理想的な保育者像を持つ者の存在
が示唆されたが，幼稚教諭の場合は「過剰な期待・要求」
自体が存在しない，またはそれを感じない職場環境が予
想される。日常において無理な期待や要求を感じないゆ
えに，他のストレッサーをより強く感じ，バーンアウト
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傾向を直接高めるストレッサーが多い可能性もある。「同
僚・上司との不調和」については，保育士の場合は「保
育者としての力の足りなさ」「職場の共通意識」を低下
させるが，幼稚園教諭の場合は「職場の共通意識」は低
下させるが，「保護者・子どもとの信頼関係」を高める
要因となる。両者とも「同僚・上司との不調和」が職場
の共通意識を低くする以外には，保育士では力不足感を
低減させ，幼稚園教諭では保護者・子どもとの信頼関係
を高める，つまり保育者としてのネガティブな認識を低
める，またはポジティブな認識を高めている。換言する
と，保育士・幼稚園教諭ともに，保育をチーム活動では
なく個人の活動としてとらえている可能性があり，「同
僚・上司との不調和」は職場の共通意識を低める一方で
保育者としての個人意識を高め，保育士においては力不
足感の軽減に，幼稚園教諭においては保護者・子どもと
の関係性の構築に結びついていることが予想される。
「職務内容の不明瞭さ」については，先述の通り保育
士・幼稚園教諭に共通する強いストレッサーであり，「専
門職としての誇り」や「職場の共通意識」「保護者・子
どもとの信頼関係」といったポジティブな認識を低下さ
せる。最後に「自己能力懸念」については，保育士の場
合は「保育者効力感」を直接低下させるストレッサーで
あり，「保育者としての力の足りなさ」を高め「保護者・
子どもとの信頼関係」を低下させるが，幼稚園教諭にお
いては「バーンアウト」を直接高めるさらに強いストレッ
サーであり，保育士同様「保育者としての力の足りなさ」
を高め「保護者・子どもとの信頼関係」を低下させるが，
それ以外に「保護者対応の難しさと社会的評価の低さ」
を低下させ「職場の共通意識」を高めている。幼稚園教
諭が自分の能力に疑問を感じることは，保育者として力
不足を感じ対象者と信頼関係を築いているという認識を
弱めるだけではなく，能力の低い自分にとって保護者対
応の困難さや社会的評価の低さは当然ととらえるように
なり，また職場内で共通意識を強めることにより自身の
能力への自信のなさを補おうとするといった，職務にお
ける自己評価の低下が生じると推測される。
保育者の職務や職場環境に対する認識の媒介効果
保育者の職務や職場に対する認識について，一般的な
概念としてポジティブな変数は「専門職としての誇り」
「職場の共通意識」「保護者・子どもとの信頼関係」の 3

変数，ネガティブな変数は「保育者としての力の足りな
さ」「保護者対応の難しさと社会的評価の低さ」の 2変
数であると考えられる。本研究における分析の結果，ポ
ジティブな変数であると考えられた「専門職としての誇
り」「保護者・子どもとの信頼関係」からは，保育士・
幼稚園教諭ともにそれぞれバーンアウトに有意な負のパ
スおよび保育者効力感に有意な正のパスが示され，媒介
変数としてポジティブな効果がみられた。しかし「職場

の共通意識」からは，保育士ではバーンアウトに有意な
負のパスが示されたが，幼稚園教諭では職務に対する精
神状態へのパスは示されず，媒介効果はみられなかった。
また，ネガティブな変数であると考えられた「保育者と
しての力の足りなさ」からは，保育士ではバーンアウト
に有意な正のパスと保育者効力感へと有意な負のパスが
示され，幼稚園教諭では保育者効力感へ有意な負のパス
が示され，媒介変数としてネガティブな効果がみられた。
しかし「保護者対応の難しさと社会的評価の低さ」から
は，保育士では保育者効力感へやや有意な正のパスが示
され，幼稚園教諭ではバーンアウトおよび保育者効力感
へと有意な正のパスが示され，媒介変数としてネガティ
ブな効果のみではなかった。従って保育士・幼稚園教諭
ともに「媒介変数として作用する保育者のポジティブな
認識は，ストレッサーのもたらすストレスを軽減もしく
は消滅させ保育者効力感を高め，ネガティブな認識はス
トレッサーのもたらストレスを増大させバーンアウト傾
向を強める」という仮説は部分的に支持された。
保育者の持つ「専門職としての誇り」の認識の差による
影響
保育者にとって「専門職としての誇り」という認識は

媒介変数としてポジティブな効果を示すと仮説で予測さ
れたが，保育士ではバーンアウト傾向を低減させ，保育
者効力感を高める媒介効果を示し，幼稚園教諭ではバー
ンアウト傾向のみ低減させる媒介効果を示した。仮説は
ほぼ支持されたが，幼稚園教諭にとっては保育士ほどポ
ジティブな効果を持つ媒介変数ではないことが明らかに
なった。保育のプロとしての自負や成長欲求は，幼稚園
教諭の保育者としての効力感を高めるものではなかっ
た。この結果より，保育士においては，専門職としての
誇りという認識が，より良好な精神状態を維持している
可能性が考えられる。
保育者の持つ「保護者対応の難しさと社会的評価の低さ」
の認識の差による影響
「保護者対応の難しさと社会的評価の低さ」は媒介変
数としてネガティブな効果を示すと予測されたが，保育
士では保育者効力感を高める媒介効果を示し，幼稚園教
諭ではバーンアウト傾向と保育者効力感双方を高める媒
介効果を示した。職務における保護者対応の困難さへの
行き詰り感や社会的評価への不満がバーンアウト傾向を
高めることは容易に予測できるが，その一方「保護者に
適切な対応ができなかった」「相応しい評価を得られな
かった」という不全感が，その後の達成動機につながる
ことも考えられ，保育者が保護者対応の難しさに対峙し，
社会的評価や給与の低さを感じる際，それも保育者ゆえ
に悩むこと，評価されなくとも自分は保育職として職務
を果たしていると認識しうる範囲であれば，それが効力
感を高めると推測される。予備的面接調査の中でも「保



　34 発 達 心 理 学 研 究 第 23 巻 第 1 号

護者を親として育てていくことや，そのために円滑にコ
ミュニケーションをとることも保育者に必要な能力」と
いう意見もあり，「保護者対応の難しさ」は保育者の達
成課題の一つとして，ポジティブに認識している保育者
の存在がうかがえた。また，多くの保育者が社会的評価
の低さは承知のうえで保育職を選んでおり，それでもそ
のやりがいゆえに可能な限り仕事を続けたいという意見
も聞かれた。しかし幼稚園教諭の場合は，それを過剰に
感じれば一転バーンアウトに陥ってしまう，その両極の
ボーダーラインに近い要因であると考えられる。こうし
た達成課題の高さや，やりがいに伴う心身の疲労の蓄積
が，大きな負担となることがバーンアウトであるともい
えるだろう。このような「保護者対応の難しさと社会的
評価の低さ」について，ある程度は当然ととらえる保育
士と，過剰な負担にとらえがちな幼稚園教諭との認識の
違いが，職務上の精神状態への異なる影響に表れたので
はないだろうか。
保育者の持つ「職場の共通意識」の認識の差による影響
仮説でポジティブな効果がみられると予測した「職場
の共通意識」であるが，この変数の媒介により，保育士
ではバーンアウト傾向を低減させるパスが示されたが，
幼稚園教諭では職務に対する精神状態へのパスは示され
なかった。ヒューマン・リレーションズはバーンアウト
と密接な関係があり，職場の上司や同僚などの支持はス
トレスを軽減させることが明らかになっており（田尾，
1987），この結果は先行研究からも考えにくい。しかし
幼稚園教諭に関する今回の結果は，幼稚園教諭が保育士
とは異なり，チームとしての連携作業を苦手としており，
職場の人間関係が表面的な「仲良しクラブ的なお付き合
い」である傾向が強い現状（嶋崎・森，1995）を表して
いる可能性がある。また，橋本（2003）のいう教師の対
人ストレスの一類型である「対人摩擦」，すなわち「表
面的にはうまくいっているように見えるが，実は内心ス
トレスを感じている対人関係」とも考えられる。現状で
の幼稚園教諭における「職場の共通意識」とは「プロ
フェッショナルな協力体制」というよりは「気遣いしつ
つ保つ対立のない人間関係」に近く，ゆえに職務に対す
る精神状態に関与しなかったと推測される。今後は幼稚
園内での共通体験の強化や，チームコーディネーション，
また先行研究から職務内容の満足感への影響が明らかに
なった（前田・金丸・畑田，2009）社会的スキルを職場
内の対人関係においても活用するなど，実質的な職務上
の共通意識を高める作業が必要となるであろう。
以上の結果から，保育者のストレッサーを調整し，職
務上のネガティブな精神状態を低減し，ポジティブな精
神状態を高める効果を持つ保育者の認識とは，保育士に
関しては，特に専門職として誇りを持つこと，保護者対
応の難しさや社会的評価の低さを感じること，職場内で

チームとしての共通意識を持つこと，そして保護者や子
どもと信頼関係を持つことであるという知見を得た。幼
稚園教諭に関しては，専門職としての誇りや保護者や子
どもと信頼関係を持つことは保育士と共通していたが，
職場内で共通意識を持つことは精神状態には影響がみら
れなかった。また幼稚園教諭が保護者対応の難しさや社
会的評価の低さを感じることは，ポジティブな精神状態
を高めると同時にネガティブな精神状態をも高める要因
ともなることが明らかになり，これらを過剰に感じるこ
との危険性が示唆された。
保育士と幼稚園教諭の結果を比較すると，幼稚園教諭
は保育士よりバーンアウト傾向を高める要因が多く，ま
た職場内でのチームとしての共通意識は精神状態に関与
せず，専門職としての誇りは職務上のポジティブな精神
状態を高める性質のものではないという傾向がみられ
た。その理由として，保育士と幼稚園教諭の職務におい
ては，勤務時間やシフト制などの勤務体系，また対象と
する子どもの年齢層，職員の人数などの様々な相違点が
あると考えられ，保育士の方が多くの点で複雑な職務環
境にあるという現状が予測される。
このように，保育士・幼稚園教諭それぞれの職務にお

ける独自のストレッサーおよびストレス関連要因の一部
が明らかにされたことは，本研究の意義であると同時に，
今後の保育者支援方策を立てる一助になると考える。重
田（2007）は「保育者の健康はより良い保育のための基
本的条件であり，保育者の健康を守る課題と豊かな保育
を実現する課題は統一的に追及されるべきである」と述
べている。子どもの健全な心身の発達を援助するために
は，保育者自身の心身の健康を守ることが不可欠である
といえよう。本研究の結果から，保育者の職務別のスト
レス関連諸要因を調整することによって，保育者の精神
的健康を守れる可能性が示唆された。それは，子どもの
健全な心身の発達援助を行う保育の質の確保にもつなが
ることが期待される。
また，政府は 2013年度より幼保一体化の実施を目指
す案を示していたが，2011年 1月，幼保一体型施設「こ
ども園」への強制的な移行は見送った。そして，2012

年 1月には「総合こども園」を 2015年をめどに創設す
るとの案をまとめた。このように幼保一体化の実施は難
航しているが，本研究の結果からも，ストレッサー関連
諸要因に多くの差異がみられる保育士と幼稚園教諭が同
じ職場で働くことの困難さが裏付けられた。
今後は，保育士・幼稚園教諭それぞれに特有のストレ

ス構造を明らかにし，さらに有効な保育者支援の具体的
な策を講じることが課題であると考える。
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母親は母子相互作用において，子どもへの関わりを決定する際に多様な情報を使用していることが示
されている。本研究では，母親が使用する情報が母親自身の内的作業モデルによってどのように異なる
のかを検討した。第 1子が 9ヶ月の母親 29名を対象として，質問紙調査と自子以外の乳児が映った映像
を刺激として用いた面接調査を実施した。質問紙では，“不安”と“回避”の 2次元の内的作業モデルを
測定した。映像刺激は 3ヶ月児と 9ヶ月児が映った 15秒のビデオクリップ各 5つであり，これらを視聴
した後に何に着目して子どもへの関わりを決定するのかを尋ねた。母親の回答を「乳児の情動」「乳児の
行動」「母親の主観性」「育児経験」「周囲の環境」の 5カテゴリーに分類した上で，内的作業モデル（“不安”
と“回避”の 2因子）を説明変数とした回帰分析を行ったところ，3ヶ月児のビデオクリップに対しては，“不
安”が高いほど，また“回避”が低いほど「乳児の行動」への言及が多かった。一方，9月児のビデオク
リップに対しては“不安”が高いほど「乳児の情動」への言及が多く，“回避”が高いほど「母親の主観性」
に基づいた言及が多くなる傾向が認められた。以上の結果から，母親自身の内的作業モデルの違いによっ
て母親が使用する情報は異なり，“不安”が高いほど乳児に起因した情報を多く使用し，“回避”が高い
ほど乳児に起因した情報から注意を背ける傾向があることが示された。
【キー・ワード】　母子相互作用，内的作業モデル，ビデオクリップ，主観性

問題と目的

母子相互作用においては，養育者（以下，母親）が子
どもの内的状態をどのように読み取るかが重要であると
されてきた。子どもの内的状態の読み取りに関する母
親側の能力もしくはスキルとして，Maternal Sensitivity

（Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978），Emotional 

Availability（Emde & Sorce, 1983），Reflective Function

（Fonagy & Target, 1997），Mind-Mindedness（Meins, 

1997），Insightfulness（Oppenheim & Koren-Karie, 2002）
など，様々な概念が提唱されている。例えば，乳児を
「心」をもった存在であるとみなし，「心」に焦点を当て
て子どもと関わろうとする傾向であるMind-Mindedness

を用いた縦断研究では，Mind-Mindednessが高いほど生
後 6ヶ月，および 9ヶ月時点での実際の母子相互作用場
面において乳児の内的状態に対する言及が多く（篠原，
2006，2008），12ヶ月時点での子どものアタッチメント
スタイルが安定型になる確率が高く（Meins, Fernyhough, 

Fradley, & Tuckey, 2001），3–4歳時に測定された心の理
論等の認知発達も良好であることが示されている（Meins, 

Fernyhough, Wainwright, Das Gupta, Fradley, & Tuckey, 

2002）。つまり，母親が「乳児」に焦点化した関わりを
することが，子どものより望ましい発達を導くことにな
るのである。
しかし，現実の母子相互作用においては，母親は子ど

もの内的状態を読み取るばかりではなく，自身の主観性
に基づいた働きかけをしているという報告もある（鯨岡，
1986）。Ueshima & Obara（2008）や上嶋・小原（2010）
は，母親は子どもに対する影響の与え手としてだけでは
なく，自らも主体性を持った存在として相互作用を構成
しているという考えのもとに，母親が子どもへの関わり
方を決定する際にどのような情報にアクセスしているの
かを調べた。その結果，母親が使用している情報は乳児
の情動や乳児の行動といった乳児に起因するものだけで
はなく，親の主観性や育児経験などの母親に起因するも
の，周囲の環境などの外部要因の 3つに大別されるこ
とが示された。このことから，母親は子どもから情報を
読み取るだけではなく，自らの主観も関与させながら母
子相互作用を行っていることが示唆された。ただし，こ
れまでの研究は，母子相互作用において母親が使用可能
な情報源が多様であることを示したに過ぎず，そこにど
のような個人差が存在しているのかは検討されていな
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い。そこで，本研究では母子相互作用において母親が使
用する情報の個人差を検討する。ここで，母親が使用す
る情報に個人差を生じさせる要因の 1つがアタッチメン
トの内的作業モデルであると考えられる。なぜなら，内
的作業モデルは乳幼児期に繰り返し経験された母子相互
作用が一般化・抽象化されて形成された心的表象であり
（Bowlby, 1973），内的作業モデルを類型化した母親のア
タッチメントスタイルが母子関係の個別性や養育行動を
説明する重要な要因となるのに加えて（Adam, Gunnar, 

& Tanaka, 2004），内的作業モデル自体は情報処理を導く
機能を有していると考えられているからである（Bowlby, 

1980, Collins, Guichard, Ford, & Feeney, 2004）。
Bowlby（1973）によると，内的作業モデルは「自分

は愛される価値のある存在か」という不安を反映した自
己についてのモデルと「他者は自分を助けてくれるか，
信頼できるか」という他者への接近や依存を反映した他
者についてのモデルの 2次元で構成されている。このう
ち，自己についてのモデルは関係に対する不安（以下，
“不安”）として，他者についてのモデルは関係からの回
避（以下，“回避”）として概念化されている（Brennan, 

Clark, & Shaver, 1998）。内的作業モデルは外界からの情
報を取り入れ，解釈し，行動に移すといった一連の情
報処理を導く機能を有しているとされている（Bowlby, 

1980, Collins et al., 2004）。内的作業モデルの情報処理
機能に関する研究を概観すると，“不安”は内的作業モ
デルの過活性化と関連し，“回避”は内的作業モデルの
不活性化と関連することが示されている（Mikulincer & 

Shaver, 2007; 島，2007）。例えば，“不安”が高いほどニュー
トラルな表情からネガティブな情動を読み取る傾向があ
り，わずかな手がかりから脅威を読み取ることが示され
ている（Fraley, Niedenthal, Marks, Brumbaugh, & Vicary, 

2006; 金政，2005）。これらは，“不安”が高いほど外部
に存在する（ネガティブな）情報に敏感で，特にあいま
いな，あるいは微弱な他者の情動表出に対して過剰に反
応する傾向があることを示している。一方，“回避”が
高いほど認知的開放性が低く（Mikulincer, 1997），アタッ
チメントに関連した情報の探索をしないことや（Rholes, 

Simpson, Tran, Martin III, & Friedman, 2007），アタッチ
メントに関連した情報が記憶や思考から排除され，意
識的なアクセスが困難になる（Fraley, Garner, & Shaver, 

2000）など，アタッチメントに関連した情報の処理が抑
制される傾向があることが示されている。
以上のことから，本研究では次の仮説を設定した。ま
ず，“不安”の高さが外部情報に対する敏感性と関連す
ることから，“不安”が高いほど母子相互作用において
乳児の情動や行動といった乳児に起因する情報がより多
く使用され，逆に親の主観性や育児経験といった母親に
起因する情報は使用されにくくなるだろう。一方，“回

避”の高さは情報処理の抑制と関連することから，“回避”
が高いほど乳児に起因する情報は使用されにくくなり，
母親に起因する情報がより多く使用されるだろう。最後
に，周囲の環境などの外部要因については本研究では特
定の仮説を設けずに検討することにした。なぜなら，例
えば“不安”が高いほど乳児に目を向けるために周囲の
環境には注意が向けられないとも，情報探索に駆り立て
られるために周囲に目を配るようになるとも考えられ，
“回避”についても同様に，促進，抑制両方向の予測が
可能であるためである。
なお，乳児の内的状態の読み取りの測定には母親と自
子との相互作用を観察する方法と，写真や映像などの刺
激を呈示して，刺激に対する反応を採取する方法の 2つ
があるが，本研究では母親の個人差に着目したため，子
どもの側の要因は統制することが望ましいと考え，共通
の映像を刺激として用いることとした。自子ではない乳
児の映像刺激を用いても，母親による子どもの内的状態
の読み取りを測定することが可能であることは，篠原
（2006）などで示されている。

方　　　法

研究参加者
開業の小児科医院と保健センターにて，第 1子が 9ヶ

月になる母親に研究の目的，内容について説明し，29

名（平均年齢 31.17歳（SD =4.29））から研究参加への
承諾を得た。このうち，専業主婦は 21名，有職者（休
業中）は8名であった。なお，調査は第1子が9ヶ月になっ
た日から 2週間程度の間に実施された 3）。
手続き
研究協力への同意を得られた参加者に，調査実施の 1

週間前までに質問紙を直接，もしくは郵送にて配布し，
面接調査実施時までに記入するよう依頼した。その後，
研究参加者の自宅もしくは小児科の個室でビデオクリッ
プを使用した面接調査を実施した。場所は研究参加者の
希望に従った。
質問紙　アタッチメントの内的作業モデルを測定す
るために，Brennan et al.（1998）が作成した ECR（the 

Experiences in Close Relationships）の邦訳版（中尾・加
藤，2004）を使用し，“1＝全くあてはまらない”から“7

＝非常にあてはまる”までの 7件法での評定を求めた。
この尺度は“不安”と“回避”の 2次元で構成されてい
る。本研究では研究参加者の負担を考慮し，中尾・加藤
（2004）において因子負荷の高かった各因子 10項目，計
20項目を使用した 4）。各因子 10項目の評定値をもとに，
“不安”得点（M =28.24，SD =11.65；α=.86）と“回避”

3）研究参加への依頼から調査の実施までの期間は，1週間から 3ヶ
月程度であった。

4）金政（2007）で同様の使用法が報告されている。
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得点（M =37.34，SD =10.40；α=.85）を算出した。使
用した全 20項目を項目ごとの平均値，標準偏差と合わ
せて Table 1に示した 5）。
なお，質問紙にはその他の尺度も含まれていたが，本
論文では報告しない。
刺激　島・小原・小林・上嶋（2009）が作成したビ

デオクリップの一部を使用した。この刺激は 3，6，9，
12ヶ月の乳児の全身が映った 20個のビデオクリップ（各
月齢 5クリップ）で構成されている。1クリップは 15

秒で，各月齢において乳児の情動状態がポジティブであ
るものが 1クリップ（例：喃語を発している（3ヶ月），
両手に持ったおもちゃをぶつけて遊ぶ（9ヶ月）），ネガ
ティブであるものが 1クリップ（例：仰向けで，手足を
激しくばたつかせて泣く（3ヶ月），床に座り，手足を
激しくばたつかせて泣く（9ヶ月）），ニュートラルであ
るものが 3クリップ（例：仰向けに寝ていて，特に表情
も動きもない（3ヶ月），床に座り，カメラを凝視する。
身体動作，表情ともにない（9ヶ月））含まれていた 6）。
なお，このビデオクリップは各月齢においてポジティブ，

ニュートラル，ネガティブ，ニュートラル，ニュートラ
ルの順に呈示するように作成されたものであり，本研究
もこれに従った。
本研究では，3ヶ月児と 9ヶ月児のビデオクリップ（計

10クリップ）のみを刺激として用いた。3ヶ月は社会的
微笑などの情動表出は見られるが親にとっては子どもの
意図が不明瞭な時期の代表として，9ヶ月は非言語的で
はあるがコミュニケーション能力が飛躍的に増大し，情
動表出とともにある程度子どもの意図が明確になる時期

5）本研究と同様に ECRの 20項目を用いた金政（2007）の研究では，
子ども（大学生（男女込み），平均年齢 19.94歳）の“不安”得点（10

項目の平均）は 3.87，“回避”得点は 3.74，母親（大学生の母親，
平均年齢 48.81歳）の“不安”得点は 2.77，“回避”得点は 3.77であっ
た。対象者の年齢は異なるが，本研究の結果は金政（2007）の母
親の結果と近似したものであった。したがって，本研究の参加者
の“不安”や“回避”の水準は子どもを持つ母親のものとして特
異的に高い，もしくは低いものではないと考えられる。

6）ビデオクリップに含まれる乳児の情動状態は，子育て中の母親
93名（平均年齢 31.88歳（SD =3.69））を対象とした調査結果に
基づいている（島ほか，2009）。

Table　1　ECRの記述統計量 a）, b）

項目 M SD

“不安”：α=.86 28.24 11.65 

私は，見捨てられるのではないかと心配だ 3.28 2.03 

私は，いろいろな人との関係について，非常に心配している 3.31 1.73 

私が人のことを大切に思うほどには，人が私のことを大切に思っていないのではないかと私は心配する 3.34 1.84 

私は，知り合いを失うのではないかとけっこう心配している 2.76 1.81 

私があまりにも気持ちの上で完全に一つになることを求めるがために，ときどき人はうんざりして私から離
れていってしまう

2.21 1.47 

私は一人ぼっちになってしまうのではないかと心配する 2.62 1.97 

私が人ととても親密になりたいと強く望むがために，ときどき人はうんざりして私から離れていってしまう 2.28 1.36 

私には，人が私に対して好意的であるということを何度も何度も言ってくれることが必要だ 2.52 1.66 

私は，（知り合いに）見捨てられるのではないかと心配になることはほとんどない（逆） 3.55 2.16 

私は，人が必要なときにいつでも私のためにいてくれないとイライラする 2.38 1.29 

“回避”：α=.86 37.34 10.40 

心の奥底で何を感じているかを人にみせるのはどちらかというと好きではない 5.14 1.77 

私は，人と親密になることがとてもここちよい（逆） 3.24 1.50 

私は人に心を開くのに抵抗を感じる 3.48 1.77 

私は，心の奥底にある考えや気持ちを人に話すことに抵抗がない（逆） 4.41 1.50 

私は人とあまり親密にならないようにしている 2.52 1.53 

私は人とあまり親密になることがどちらかというと好きではない 2.86 1.73 

私は，人に何でも話す（逆） 4.83 1.79 

私はたいてい，人と自分の問題や心配ごとを話し合う（逆） 4.07 1.51 

私は人に頼ることに抵抗がない（逆） 3.55 1.57 

私は，人になぐさめやアドバイス，助けを求めることに抵抗がない（逆） 3.24 1.38 
a）（逆）は逆転項目であり，8から評定値を減算した数値に変換してある。
b） “不安”と“回避”のM とSD は，各研究参加者のそれぞれ 10項目の評定値（逆転項目は変換済みのもの）を加算した値に基づいて算出した。



39　母子相互作用において母親が使用する情報

の代表として設定した（Tomasello, 1995）。
半構造化面接　研究参加者に改めて口頭で調査の説明

を行い，面接の内容を ICレコーダーで録音することに
ついて同意を得た。面接では，ビデオクリップを 1つ映
写し，「赤ちゃんがこのような様子のとき，○○さんな
らどのように関わりますか？」と質問した。続いて，研
究参加者の発話を引用しながら，「そのように関わるの
は，どのようなところからですか？」と質問した。以上
の手続きをすべてのビデオクリップについて行った。2

つの質問のうち，前者の質問は研究参加者に自分自身の
行動を想起してもらうためのプローブ質問であり，後者
の質問に対する回答を分析の対象とした。

結　　　果

面接記録のコーディング
3ヶ月児，9ヶ月児のビデオクリップのそれぞれにつ

いて，Ueshima & Obara（2008）および上嶋・小原（2010）
に基づいて，研究参加者の発話を以下の 5つに分類した。
すなわち，「乳児の情動」（楽しい，悲しいなど，乳児の
情動に対する言及。例：「喜んでるから」），「乳児の行動」
（ビデオクリップに映っている，乳児の客観的な運動に
対する言及。例：「にこにこ笑ってる」），「母親の主観
性」（ビデオクリップを見て，母親が感じたことに関す
る言及。例：「子どもからっていうより，私が触れてい
たい」），「育児経験」（母親自身の経験に照らし合わせた
回答。例：「抱っこで泣きやむことが多いので」），「周囲
の環境」（ビデオクリップに映っている，周囲の様子に
基づいた言及。例：「周りにおもちゃがたくさんある」），
である。このうち，「乳児の情動」と「乳児の行動」は「乳
児の要因」，「母親の主観性」と「育児経験」は「母親の
要因」，「周囲の環境」は「外部要因」に相当する（Ueshima 

& Obara, 2008; 上嶋・小原，2010）。
面接記録は第 2著者が逐語に起こし，全体の約 30％

に相当する 10名分の逐語録を用いて心理学を専攻する
大学院生 1名と評定を行った。その結果，上記の 5カテ
ゴリーでの評定者間の一致率は κ=.79～1.00であった。
不一致の箇所は協議によって合意し，残りの 19名分に
ついては第 2著者が単独で評定を行った。

5カテゴリーのそれぞれについて，各月齢 5クリップ
に対する発話の平均出現数を Table 2に示した。5カテゴ
リーのそれぞれについて，参加者内計画による 1要因分
散分析を行った結果，「乳児の情動」に対する言及は 3ヶ
月児のクリップよりも 9ヶ月児のクリップに対して多く
（F（1, 28）= 10.88，p <.01），「乳児の行動」に対する言
及は 3ヶ月児のクリップのほうが 9ヶ月児のクリップよ
りも多いことが示された（F（1, 28）= 24.90，p <.01）。
使用される情報源に対する内的作業モデルの影響

3ヶ月児と 9ヶ月児それぞれ 5クリップの刺激に対す
る研究参加者の発話内容について，5カテゴリーの出現
数を目的変数，ECRの 2因子を説明変数とする回帰分
析を行い，結果を Table 3に示した。Table 3より，3ヶ
月児のビデオクリップに対しては，“不安”が高いほど

Table　2　5つのカテゴリーに対する発話の平均出現数

3ヶ月児 9ヶ月児 F（1, 28）

  乳児の要因

乳児の情動 2.28 3.14 10.88 **

乳児の行動 2.69 1.38 24.90 **

  母親の要因

母親の主観性 3.59 3.72 0.28 n.s.

育児経験 0.66 0.72 0.07 n.s.

  外部要因

周囲の環境 0.21 0.31 0.16 n.s.

** p <.01

Table　3　各カテゴリーの出現数に対する内的作業モデルの効果

3ヶ月児 9ヶ月児

不安 回避 R 2 不安 回避 R 2

乳児の要因

乳児の情動 .25 .22 .09 .39* –.10 .18†

乳児の行動 .44** –.36* .40** .14 –.16 .06

母親の要因

母親の主観性 .25 .22 .09 –.18 .36† .19†

育児経験 –.39* .12 .19† .57** –.02 .33**

外部要因

周囲の環境 .14 .17 .04 .15 .07 .02

** p <.01，* p <.05，† p <.10
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（β=.44，p <.01），また“回避”が低いほど（β=–.36，
p <.05）「乳児の行動」への言及が多く，“不安”が高
いほど「育児経験」への言及が少なかった（β=–.39，
p <.05）。一方，9ヶ月児のビデオクリップに対しては“不
安”が高いほど「乳児の情動」（β=.39，p <.05）や「育
児経験」（β=.57，p <.01）への言及が多く，“回避”が
高いほど「母親の主観性」に基づいた言及が多くなる傾
向が認められた（β=.36，p <.10）。また，3ヶ月児，9ヶ
月児のいずれのビデオクリップに対しても，「周囲の環
境」に対する“不安”（3ヶ月児：β=.14，n.s.；9ヶ月児：
β=.15，n.s.），“回避”（3ヶ月児：β=.17，n.s.；9ヶ月児：
β=.07，n.s.）の効果は有意ではなかった。

考　　　察

本研究では，母子相互作用において母親が子どもへの
関わり方を決定する際に使用する情報の個人差について
検討した。これまでに，母親は多様な情報を使用して子
どもへの関わり方を決定していることが明らかにされて
きたが，その情報の使用における個人差は検討されてこ
なかった。
まず，本研究では 3ヶ月児と 9ヶ月児のビデオクリッ

プを刺激として使用したところ，母親は 3ヶ月児に対し
ては 9ヶ月児よりも行動についての発話が多く，9ヶ月
児に対しては 3ヶ月児よりも情動についての発話が多
かった。3ヶ月児の場合には子どもの意図が不明瞭であ
るため，外的に観察可能な行動が重要な情報源として使
用されるのに対して，9ヶ月児の場合には子どもの意図
がより明確になるため，情報源としての行動の重要度は
低減され，情動がより重要な情報源となったものと考え
られる。このことから，3ヶ月児，9ヶ月児のいずれに
ついても行動および情動の双方に対して一定数の発話は
なされているものの，3ヶ月児では行動が，9ヶ月児で
は情動が主要な情報源となっていると考えられる。なお，
「母親の要因」と「外部要因」には子どもの月齢に応じ
た変化は認められなかった。
このことを踏まえた上で，アタッチメントの内的作業
モデル（“不安”と“回避”の 2次元）を母親の個人差
の指標として分析を行ったところ，以下の点が明らかと
なった。
まず，“不安”が高いほど，3ヶ月児ではこの時期の「乳
児の要因」のうちの主たる情報源であると考えられる「乳
児の行動」への言及が多く，「育児経験」への言及は少
なかった。また，9ヶ月児では同様にこの時期の「乳児
の要因」のうちの主たる情報源であると考えられる「乳
児の情動」への言及が多く，「育児経験」への言及も多かっ
た。一方，“回避”が高いほど 3ヶ月児では「乳児の行動」
への言及が少なく，9ヶ月児では「母親の主観性」への
言及が多かった。「周囲の環境」については上嶋・小原

（2010）と同様，出現数自体が少なかったが，3ヶ月児，9ヶ
月児のいずれについても“不安”や“回避”の効果は見
られなかった。
以上のことから，母子相互作用において母親が使用す
る情報は母親自身の内的作業モデルによって異なること
が示された。9ヶ月児における“不安”と「育児経験」
との関連を除いて，“不安”が高いほど「乳児の要因」
がより多く使用され，「母親の要因」は使用されにくく
なるのに対して，“回避”が高いほど「乳児の要因」は
使用されにくくなり，「母親の要因」がより多く使用さ
れるという結果となったことから，仮説は概ね支持され
たと言える。

9ヶ月児において，“不安”が高いほど「育児経験」
に対する言及が多いという結果は仮説に反するもので
あった。3ヶ月児における“不安”と「育児経験」の関
連は予測どおりであったことを踏まえると，9ヶ月児の
ビデオクリップに対する反応は本研究の参加者が 9ヶ月
児の母親であったことが反映されたものである可能性が
考えられる。9ヶ月児の母親にとって，ビデオクリップ
に映る乳児が 9ヶ月児である場合には刺激である乳児と
自子の月齢と一致するため，外部情報である「乳児の要
因」と自身の日々の相互作用経験が不可分に結びつき，
結果として“不安”が高いほど「乳児の要因」とともに「育
児経験」に基づいた発話が多くなされたのではないかと
考えられる。
以上のような本研究の結果は，成人アタッチメント研
究の知見と概ね整合したものである。内的作業モデルの
“不安”は表象の過活性化，“回避”は不活性化に寄与
するという働きが反映されたものであると考えられる。
“不安”の高い人は些細な手がかりに対しても敏感に反
応する傾向があり（Fraley et al., 2006; 金政，2005），3ヶ
月児との関わりにおいて主要な情報源となる行動に対し
て，たとえそれがあいまいであったり，微細なものであっ
たりしても過敏に反応したのだろう。逆に，“回避”の
高い人はアタッチメントに関連した情報の処理を抑制す
る傾向があり（Fraley et al., 2000），乳児の行動は子ども
へのかかわりを決定する際の有効な情報として使用され
なかったものと考えられる。
成人アタッチメント研究では，“不安”の高さは内的
作業モデルの過活性化と関連し，情報の探索や判断など
において外部に開かれた（しかしややネガティブに偏っ
た）情報処理を導くこと（Fraley & Shaver, 1997），“回避”
の高さは内的作業モデルの不活性化と関連し，認知的開
放性の低さ（Mikulincer, 1997）などアタッチメントに関
連した情報の処理の抑制につながることが示されてい
る。本研究において，子育て中の母親を対象に，3ヶ月
児および 9ヶ月児のビデオクリップからの情報の読み取
りを検討したところ，“不安”は内的作業モデルを過活
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性化し，母親にとっての外部情報であり，各月齢で重視
されていた「乳児の要因」へのアクセスを促進すること
が示された。また，“回避”の高さは「乳児の要因」へ
のアクセスとは関連しなかったが，9ヶ月児において自
身の主観性をより多く用いるなど，外部情報を探索せず，
内向した情報処理を行っていることが示唆された。
このような結果が子どものアタッチメント形成をはじ
めとする種々の発達指標にどのようにつながっていくの
かを検討することが今後の課題である。例えば，従来の
母子相互作用をめぐる研究では子どもの内的状態をどの
ように読み取るかに焦点が当てられており（Ainsworth 

et al., 1978; Emde & Source, 1983; Fonagy & Target, 1997; 

Meins, 1997; Oppenheim & Koren-Karie, 2002），子ども
に焦点化した情動の読み取りや関わりが子どもの良好
な発達に寄与することが示されているが（Meins et al., 

2001, 2002; 篠原，2006，2008），本研究では子どもとの
関わりにおいて子どもから生じる情報に着目するか，母
親自身に内生する情報を使用するかには個人差が存在す
ることが示された 7）。母親自身に注意を向けやすい傾向
が子どもの発達にどのように影響するかは明らかになっ
ていないため，今後の検討課題である。また，アタッチ
メント研究の重要なテーマの 1つであるアタッチメント
の世代間伝達については，母親の敏感性だけでは十分に
説明することができず（van IJzendoorn, 1995），内的作
業モデルと並行して発達する養育システム（George & 

Solomon, 1996）が母親の養育行動を引き出し，養育行
動を通してアタッチメントスタイルが伝達されるという
プロセスが提案されている。金政（2007）は大学生と
その母親を対象とした質問紙調査で，母子双方の，母親
の養育行動についての認知が媒介要因となって，母親か
ら子どもへと内的作業モデルが伝達されると報告してい
る。本研究では母親の内的作業モデルの個人差が使用可
能な情報の個人差につながっていることが示されたが，
このような母親が使用する情報の個人差が実際の養育行
動にどのように反映されるかまでは検討していない。母
親が使用する情報の個人差が養育行動や子どもの発達に
どのように結びついていくかを検討する必要がある。
最後に，本研究の限界について述べる。第 1に，本研
究は横断研究である。したがって，子どもが 3ヶ月から
9ヶ月へと発達するにつれて母親が使用する情報がどの
ように変化するのかについては明らかにすることができ
ない。この点を解明するためには縦断的な検討が必要で
ある。第 2に，本研究の参加者は 9ヶ月児の母親のみで
あった。刺激として 3ヶ月児と 9ヶ月児のビデオクリッ
プを用いたが，本研究の結果が刺激となった乳児の月齢

によってもたらされたものなのか，自身の子どもの月齢
との一致，不一致によってもたらされたものであるのか
は明らかにならない。刺激の乳児が自身の子どもの月齢
と一致した場合と一致しなかった場合で結果が異なるの
か否かについては今後検討する必要がある。
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investigated whether their access of information sources differs according to their internal working models of attachment. 

Participants were 29 mothers of 9-month old infants. We presented 10 video clips of 3- and 9- month olds with various 

emotions, and interviewed them about the reasons for what they did toward the infants in each video clip. Their answers 

were categorized and subjected to regression analysis with internal working models of attachment (“anxiety” and “avoidance”). 

The results showed that (1) for 3-month old infants, participants who were high in “anxiety” and low in “avoidance” referred 

more to infants’ behavior, (2) for 9-months old infants, participants who were high in “anxiety” referred more to infants’ 

emotions, while those who were high in “avoidance” referred more to their own subjectivity. These results indicated that 

mothers who are high in “anxiety” tend to access information sources of infants while those who are high in “avoidance” tend 

not to pay attention to information sources of infants.

【Key Words】 Mother-infant interaction, Internal working models of attachment, Video clips, Maternal subjectivity
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坂本　篤史
（東京大学大学院教育学研究科・日本学術振興会特別研究員 DC）

本研究では，小学校の校内授業研究会の事後協議会（以下，協議会）を対象に検討することで，ある
学校の教師文化への習熟が教師の発達を支える社会的環境に与える影響を明らかにした。協議会談話の
「実践の表象」（Little, 2002, 2003）に着目し，教職経験年数および学校在籍年数との関連性について，2

つの予想を立てて分析した。データは，ある公立小学校の協議会 6回の談話記録と，参加教師全員に実
施した直後再生課題の結果を用いた。結果，学校在籍年数と授業の問題点，可能性に関する発言とに正
の相関が認められた。また，教職経験年数と授業の解釈，代案に関する発言とに正の相関が認められた。
学校在籍年数と授業の問題点，可能性，代案を提示する発言の被再生数とに正の相関が認められた。教
職経験年数の長い教師は，豊富な知識に基づいて，授業の解釈や代案を提示することが示された。学校
在籍年数の長い教師は，所属校の授業に対する視点や授業理念を示す発言をし，他の教師に聴かれ記憶
されることが示された。本研究の意義は，第 1に，教師の発達を支える社会的環境である協議会談話に
ついて，ミクロ水準で実時間に即した分析を行った点である。第 2に，学校在籍年数を指標とした分析
を行うことで，教師の発達を学校の文脈から捉える視点について傍証した点である。
【キー・ワード】　教師の発達，実践の表象，校内授業研究，教師の談話，校内教師文化

問題と目的

本研究の目的は，小学校の校内授業研究会の事後協議
会（以下，協議会）における談話と参加教師の教職経験
年数および学校在籍年数の関係を検討することで，ある
学校の教師文化への習熟が教師の発達を支える社会的環
境に与える影響を明らかにすることである。教師の発達
研究に関しては，初任から熟練への移行や，キャリア形
成，心的発達といった系譜がある（岸野・無藤，2006）。
本研究では，授業における熟達化に焦点化し，教師が授
業に関する専門性を高める過程を教師の発達とする。
本研究は，特に教師の発達に影響を与える環境や組織
集団のあり方を検討する。学校現場での教師の学習には，
他者との相互作用や集団の文化の影響といった個人の学
習のみでは説明できない共同体レベルの学習過程がある
ことが指摘されている（Shulman & Shulman, 2004）。ま
た，近年の教師の学習に関する研究をまとめた Darling-

Hammond & Branford（2005）は，専門家共同体の中で
教師が学習するというモデルを提出している。よって，
専門職としての教師の発達は，専門家共同体としての学
校内教師集団といった社会的環境に取り囲まれた中で生
じると言える。
教師の発達研究は，熟達化研究を中心に，教師個人を

対象にして教職経験年数に即した検討がなされてきた
（坂本，2007；高濱，2000）。秋田・佐藤・岩川（1991）
は，授業のビデオ記録を用いた熟練教師と初任教師の比
較研究から，熟練教師の特徴として，教室の出来事の関
連を捉えて意思決定の手がかりとし，授業中の状況に応
じて即興的に対応していることを明らかにしている。こ
のことは，教師が「省察的実践家」であることを示して
いる。Schön（1983）によれば，対人専門職の専門性は
「行為の中の省察（reflection-in-action）」にある。つまり，
教師の専門性は体系的な技術や知識を所与の問題に適用
することではなく，実践中に自身の視点を即興的に問い
直すことで状況を解釈・再解釈することにあると言える。
したがって，教師の発達において授業経験の省察が重要
であり，教職経験を重ねることにより，授業に対する視
点が豊かになり，教師としての熟達化が促されることが，
先行研究から指摘できる。
しかし，教師の発達における専門家共同体としての学
校内教師集団という社会的環境の影響を実証的に検討し
た研究は少ない。山崎（2002）は，教師の発達研究とし
て，変容性，多様性，コーホート性，歴史性に着目する
ライフコース研究を行い，同僚や先輩，後輩教師たちと
いった，様々な役割を持つ他者との関わりの中で教師が
成長していることを明らかにしている。また，岸野・無
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藤（2006）は，生活科の導入に伴う教師の「転機」を検
討し，研究に取り組む学校での経験や同僚教師との関わ
りといった社会的要因を含む，多様な要因の交互作用に
よって，教師が自身の授業実践や信念を省察し，専門性
向上における「転機」がもたらされることを明らかにし
た。教師が授業実践について省察する際，学校現場の影
響，すなわち，教師同士の関係性や授業研究への取り組
み等が影響すると考えられる。だが，以上の研究は，教
師個人の回顧的な語りを用いた研究であり，教師の発達
における学校内教師集団という社会的環境を実時間に即
しミクロ水準で検討していない。
一方，欧米では，教師間での授業に関する話し合いと
教師の省察や発達との関わりについて，実証的に研究さ
れている。最近の研究は，教師を「適応的熟達者」と捉
え，教師が目前の子どもたちの絶えず変化する状況に対
して，問題を熟考，洞察して対応し，経験の省察によっ
て学習し熟達すると指摘している（Berliner, 2001）。経
験を省察する際，教師が他者の視点を得ることで，自身
の視点を振り返り，目前の子どもたちの抱える問題を多面
的に吟味，熟考することが促される（Darling-Hammond & 

Bransford, 2005）。Clark（2001）は，教師たちが授業につ
いて話し合い，授業の問題を枠付け，解決を示すことで
学習するとし，多様な場，関係における教師たちの談話
や談話を通じた複数年にわたる長期的な学習を検討して
いる。その結果，教師たちが談話を通じて，暗黙的な知
識や信念を表出し，視点の変容や授業への洞察の獲得，
固有の授業方法の学習，理想の再確認をしていることを
明らかにした。また，Meirink, Meijer, & Verloop（2007）
は，中学校教師 6人の談話を通じた 1年間の学習過程に
ついて，半構造化インタビューと電子ログから，教師た
ちが談話によって，他の教師の授業方法を実験する，自
分自身の授業方法における欠点に気づく，新しい洞察を
得る，自分自身の経験と研究グループとの協働を評価し
省察する等，7下位過程を通した学習や熟達を明らかに
した。以上より，教師間での具体的な授業方法や授業に
対する視点に関わる談話が教師の発達を促すと言える。
日本では，欧米の研究を引きつつ，授業方法や授業に
対する視点に関わる談話場面を通した教師の学習や熟達
の研究として，協議会を対象とした研究がなされている。
秋田（1998b）は，教師たちの研究会で授業について語
る半抽象化された比喩的な語を媒介にして，教師の中に
授業に対する視点が形成されることを示した。さらに，
秋田（1998a）は，協議会談話事例を検討し，具体的な
授業から学び合う関係性が，比喩的な語の共有を通して
教師文化として形成されることを示した。秋田（2008）
は，協議会における外部助言者の発言を分析し，その独
自の語が 1，2年後に教師たちによって使われることで
外部助言者の授業に対する視点に教師たちが習熟する過

程を明らかにしている。また，北田（2007）は，同時期
に授業研究を行う中学校に赴任した同教科の熟練教師と
初任教師の発言を協議会の記録から検討し，熟達化の度
合に拘わらず，協議会を通して徒弟的に，その学校にお
ける授業に対する視点を共有することを明らかにした。
したがって，教師が，協議会談話を通して，自分の所属
する学校の教師文化としての授業に対する視点を新たに
形成し共有することが考えられる。協議会を通して教師
が新たに授業に対する視点を形成し共有することは，所
属する学校内の教師文化に習熟していくことであると同
時に，教師が他者と共に授業経験や事例を省察すること
で，授業に対する視点を豊かにする専門的な発達である
と言える。
本研究は，教師の発達に影響を与える社会的環境とし
て協議会を対象にし，協議会における教師間の教職経験
年数や学校在籍年数の差異が，教師の視点の変容に与え
る影響を検討する。北田（2007）が示すように，協議
会に参加する経験を重ねることで，学校内の教師文化と
しての授業に対する視点を共有することから，教師文化
への習熟は，学校在籍年数を指標とする。秋田（1998a）
は熟練教師が協議会で具体的な授業の出来事に基づいて
筋道づけて授業の問題点を明らかにすることで，研究授
業の問題についてより深く検討する役割を担っているこ
とを指摘する。しかし，協議会で授業を省察し発言する
役割を担えることの要因が，教職経験の長さによるか，
学校内の教師文化への習熟によるか，あるいはその 2つ
の要因がどのように影響しあうのかは明らかにされてい
ない。協議会談話に関し，教職経験年数と学校在籍年数
の影響を比較した実証的研究は見られない。したがって，
本研究では，教師たちの教職経験年数および学校在籍年
数と，事後協議会における教師間談話との関係を検討する。
協議会の教師間談話を検討するにあたり，教師たち
が研究授業について語る「実践の表象」（Little, 2002, 

2003）に着目する。「実践の表象」とは，教師が教室外
で他者に伝えるために，言語や子どもの書き込み等を媒
介にして，授業で生じた出来事のある側面を切り出し，
具体的に伝達あるいは構築する表象を意味する。Little

（2002）は，教師共同体や教師の発達，授業改善の関連
を明らかにするために 3論点の 1つとして「実践の表象」
を提案した。Little（2002）は，週 1回のミーティング
の談話を分析し，その結果，教師たちが相互作用を通し
て，特定の「実践の表象」を伝達し構築する過程を今後
の分析課題として挙げている。Little（2003）は，教師
たちの教室外談話における「実践の表象」が脱文脈化さ
れていることを指摘し，その意味づけ，つまり再文脈化
する過程で，教師たちが互いの授業に対する認識を高め
合うための実質的なリソースとして「実践の表象」が機
能することを事例的に明らかにした。授業に関する教師
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間談話の中で「実践の表象」は，同僚や子どもたちと共
に勤務校で授業をすることの意味を伝達し構築するため
の主要なリソースである。教師たちは授業実践に関する
問題について，その不確定性，ジレンマを開示し，「実
践の表象」を用いて検討し吟味する過程で，教師として
の学習が促される（Little, 2003）。また，「実践の表象」
は授業の事実の指摘を意味するだけでなく，どの事実を
どの言葉を用いて表現するか，どの点を授業の問題とし
て語るかを通して，授業に対する視点を伝達する機能も
持つ（Horn, 2007）。したがって，協議会で他者の「実
践の表象」を聴くことにより，教師の授業に対する視点
の形成や共有が促されると考えられる。
協議会において，「実践の表象」に関わる発言は，大
きく研究授業の事実，問題点，代案を指摘する発言とい
う 3種類があると考えられる。「実践の表象」に関わる
発言に代案を指摘する発言を含む理由は，代案の指摘が
授業の問題点の指摘と重なる可能性が考えられること，
また，教師が授業に対する視点を新たに形成し共有する
ために，新たな視点に即して自身の授業方法を変え，省
察することの繰り返しが必要という指摘（秋田，1998b, 

2009; Clarke & Hollingsworth, 2002; 北田，2009）から，
具体的な授業方法の提示も授業に対する新たな視点の形
成を促す発言と考えられるためである。
本研究では，授業研究の事後協議会における教師間談
話の中で，「実践の表象」を用いた研究授業に関わる発
言およびその直後再生に着目し，従来検討されてきた各
教師の教職経験年数だけでなく，当該教師文化に習熟し
ている意味での学校在籍年数の影響を検討する。教室談
話研究において，子どもの聴き方や聴くことを通した授
業参加のスタイルが発言内容と話者に関する直後再生課
題によって検討されている（秋田・市川・鈴木，2003；
一柳，2009）。本研究でも，教師が「実践の表象」に関
わる発言を聴いているかどうかについて，発言内容と話
者に関する直後再生課題によって検討する。
本研究での予想は次の通りである。第 1に，協議会で
誰がどのような発言を多くするかについてである。教職
経験年数の長い教師は，「実践の表象」に関わる発言を
多く語り，また，知識が豊富であるため，特に代案を多
く提示すると考えられる。一方，学校在籍年数の長い教
師は，その学校での教育目標や子どもたちの実態につい
て詳しく，当該校の教師文化に習熟しているため，授業
の事実の指摘や授業の問題点の提示といった授業に対す
る視点を示す「実践の表象」について多く語ると考えら
れる。
第 2に，協議会で誰が誰のどのような発言を聴き，記
憶し，再生するかについてである。教職経験年数の長い
教師の発言を聴くことは，他の教師にとって実践的知識
を学習する機会となるため，多くの教師が再生すると考

えられる。また，学校在籍年数の長い教師の「実践の表
象」を聴くことは，所属校の授業に対する視点を学習す
る機会となるため，学校在籍年数の短い教師が注意して
聴くことで多くを再生すると考えられる。

方　　　法

協力校とデータ収集方法
本研究では，ある東京都公立小学校（2007年度；児
童数：420名，13学級，教員数：21名，平均教職経験
年数：18.3年）の協力の下，計 6回の研究授業および事
後協議会を記録した。データ収集期間は，2007年 4月
～6月である。協力校では，2001年度に学校改革を目的
として，校長と一部の教師が主導して授業研究実施方法
の改革を始めた。以来，大学研究者 2名の講師が 8年間
継続して関わっている。全教師が年間に最低 1回は授業
を全校に公開し，全教師が参加する。年間の授業研究回
数は分科会等を含め約 50回である。研究授業前に指導
案検討会が授業者の所属分科会で行われるが，時間設定
は各授業者に任されている。指導案では，具体的な授業
展開案よりも教材観と子ども観を重視している 1）。ただ
し，事前の指導案検討会は必要があれば行い，最終的に
授業者の意思が尊重され，授業の検討の場という意味で
は，協議会で教師同士の議論を深めるようにしている。
なお，協議会は講師講評を含め約 1時間 30分を配分す
る。協議会形式は構造化されておらず，各教師が自由に
発言を行う。そのため，司会は指名のみで，発言をまと
める役割を担わない。発言の主なルールとして，授業の
事実に即して発言する，なるべく全員の教師が発言する，
授業者へ敬意を払う，の 3点がある。
協力校で毎年発行している研究紀要によれば，目指す
授業として，いわゆる一斉授業ではなく，教室内に子ど
も同士が聴き合い学び合う関係を築く授業を目指してい
る。そのため，実際の授業においては，グループや教室
全体での話し合い活動が主となる。よって，協力校での
授業において，教師は子どもの発言に対する即興的な対
応や，子ども同士の関係作りを促す対応が求められる。
そのため，協議会では，教材や授業方法よりも，研究授
業で起きた出来事，子どもの学習や関係性について語り
合い，子どもたちの学び合いを捉える視点の形成が求め
られる。
本研究で上記協力校を選定した理由は，授業に基づい

て比較的自由な協議会が設定されているという点，協議
会で多くの教師が発言している点，授業研究が数多く実
施されている点から，協議会談話を通じて教師文化とし
ての授業に対する視点が伝達，共有されていると考えら

1）協力校の授業研究会では，指導案は略案で良いとされるが，具体
的な授業展開案の記述よりも教材観と子ども観を厚く記述するよ
うにしている。
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れ，本研究の目的に照らして適切と考えたからである。
なお，本研究の実施にあたり，協力校の校長を通して
データ収集および分析の許諾を得た。本稿では学校や個
人の特定を避けるため，学校名および個人名を全て仮名
とした。
データとして，各研究授業と協議会をビデオカメラお
よびノーツに記録した。授業撮影の際，ビデオカメラを
教室の右または左前方に設置した。筆者のカメラ以外に
協力校が撮影するカメラも設置された。協議会の撮影も
同様に，協力校のカメラと筆者のカメラで撮影を行った。
なお，協力校は筆者が観察に入る以前からも継続して研
究授業および協議会をビデオカメラで記録している。ま
た，全校での研究会の約半数ほどは他校の参観者が来校
し，ビデオカメラによる記録も受け入れている。よって，
ビデオカメラによる記録自体は教師たちにとって日常的
である。また，筆者は，2004年から面接調査のため協
力校の授業研究に参加し，教師たちと信頼関係を築いて
きた。本研究に際し，教師たちには校長や研究主任を通
して，協議会での教師たちの学習を研究し学ばせてもら
う，と目的を伝えている。
各協議会後，参加した現職教師（校長・副校長除く）
全員に再生課題を実施した。再生課題は，下記の教示文
で，自由記述で尋ねた。
“本日の研究協議会で話されたことの中で特に今，印
象や記憶に残っているのは，どなたのどのようなご発言
でしょうか？どうしても思い出せない場合や，発言を特
定できない場合は，印象的だった言葉や，出来事，やり
とりでも構いませんので，お教え下さい。”
分析方法
ビデオカメラによる協議会の談話記録から聞き取り可
能な範囲で逐語記録を作成した。聞き取り不能な範囲は，
参加時のメモを元に可能な限り復元した。
逐語記録は，まず，話者交代で分節化した。次に，意
味のまとまりを持つ句読点までを 1命題とし，重文，複
文では，意味によって区切って数え，発話命題で分節化
した。以下，本稿では，話者交代で区切った 1つを「発
言」と呼び，発言を命題ごとに分節化した 1つを「発話」
と呼ぶ。発話内容の半ばでの分節化を回避するため，あ
る発話の合間になされた一文以下の短い発言で，挟まれ
た発話の内容に特に影響を与えていると思われない発言
は，括弧付きで記述し，話者交代での分節化に含めなかっ
た。また，本研究では，分節化された状態で意味をなす
発話を対象とするため，ほぼ指名のみの司会の発言や，
相槌（「そうそう」等）も含めなかった。なお，1回の
協議会で研究授業のビデオを見る場面があったが，映像
選択の際の発言は含めなかった。また，本研究は，教師
間の関係性を検討することが目的であるため，管理職と
して指導的立場にある校長や副校長，校外から招聘され

た講師の発言を分析対象に含めていない。
再生課題の結果は，記述内容から対応する発言を特定
した。発言者の記載がある場合は記述内容を踏まえつつ
それに従った。記載がない場合は，使用されている言葉
および内容から可能な限り特定した。協議中に何度も出
現した内容や協議内容と直接関係ない記述は，発言の特
定が不可能と見なし，分析対象から除いた。なお，1つ
の協議会で同一教師の異なる複数の発言を再生していた
場合は，別々に集計した。
分析は，次の 3点を行う。第 1に，協議会で教師が研

究授業に関するどのような発話をし，また聴くかを検討
するために，「実践の表象」に関わる発話を同定するカ
テゴリを作成して発話を分類する。そして，以降の分析
の前段階として，協議会の回ごとの変化を検討する。
第 2に，協議会における教職経験年数の長い教師と発

話や発言の多さ，および学校在籍年数の長さと授業に対
する視点を示す発話の多さの関係を検討するために，発
言数や発話数，第 1の分析で分類されたカテゴリ別発話
数と，発言者の教職経験年数および学校在籍年数の相関
関係を検討する。
第 3に，協議会における教職経験年数の長さと発言

の再生数の関係を検討するために，直後再生課題結果か
ら，被再生発言数と発言者の教職経験年数および学校在
籍年数の相関関係を検討する。次に，被再生発言数の高
低により群分けし，どの群がどの群の発言を多く再生す
るかについて検討する。最後に，学校在籍年数の長さと
授業に対する視点を示す発言が聴かれ記憶される多さの
関係を検討するため，カテゴリ別被再生発話数と，再生
者の教職経験年数および学校在籍年数の相関関係を検討
する。

結　　　果

1．協力校における協議会談話のカテゴリ分類
協議会の発話内容において，研究授業についての「実

践の表象」に関わる発言について，分類カテゴリの定義
を作成した（Table 1）。「対象授業の表象」は，主に観察
事実の指摘に止まる発話である。「問題の表象」は，事
実に基づいて授業展開の問題点や子どもたちの学習過程
のつまずきを表象する発話である。「代案」は，研究授
業に対して具体的な代案を提示する発話であり，代案同
士を検討する発話も含む。
また，協議会での発話内容に基づき，「推論」および，「可
能性の想定」についても研究授業についての実践の表象
に関わる発言として，関連性が考えられたため，カテゴ
リを追加した。「推論」は，研究授業の事実や提示では
なく，問題の提示でもなく，事実に基づいて子どもの学
習過程や授業者の意図を推測する発話である。「可能性
の想定」は，具体的な代案提示ではないが，研究授業の
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事実からあり得た別の展開を想定する発話である。
「その他」カテゴリは，実際の分析を実施する過程で
作成された。上記以外で，研究授業に直接関係のない発
言や授業者による授業意図の説明等は全て「その他」に
分類し，本研究のカテゴリ分析から除外した。
分析対象となる発話を全て上記カテゴリに分類した。
筆者と独立に 1名（心理学の訓練を受け，協力校の授業
研究協議会に実際に参加した経験がある者）が分類し，
一致率は 77.2％であった。不一致箇所は，協議により決
定した。
協議会ごとに集計した各カテゴリの発話数を Table 2

に示す。計 6回の総発話命題数は 1336回（平均 222.76

回，SD =34.74）であり，最大値は第 2回の 281回，最
小値は第 3回の 188回であった。

回ごとのカテゴリ出現数に偏りがあるかどうかを検討
するため，5×6（カテゴリ×回）のカイ二乗検定を実
施した。その結果，全体に有意な偏りがあった（χ2（20）
=119.4，p <.01）。残差分析の結果，カテゴリ出現数の
有意な大小関係について，回を追うごとの傾向は見出せ
なかった。研究授業の事実に関する協議会の談話は，教
科や子どもたちの特性，授業展開等によって複雑に影響
を受けると考えられる。したがって，本研究で採用する
発話分類カテゴリでは回ごとの出現数の変化を示すこと
は難しい。また，教師の授業に対する視点の形成が数ヵ
月から複数年にわたる長期的な過程（秋田，2008；北田，
2007, 2009）であることを踏まえ，以下では，計 6回の
協議会を集約したデータを用いて分析を行う。

Table　1　協議会における「実践の表象」に関わる発話分類カテゴリ

カテゴリ名 説明 発話例

対象授業の
表象

本時の研究授業中に観察した子どもたちの活動
や，授業者の行動，授業に関わる他の観察者の行
動について事実の指摘に止まる発言（印象や感想
として語られていても，観察事実を語っていれば
ここに含む）。

先生が，最初に教材，ていうか，拡大コピーに出会ったと
ころももちろんですけど，友達の作品を紹介しましたよね。
（第 2回，K教諭）

推論

研究授業の観察事実を，自身の経験的知識や，協
議会での他者の発言，授業者の授業スタイルから
解釈し，子どもたちの学習過程や前時までの授業
者の指導過程，本時の授業意図を推測する発言。

やっぱり，自分の意見をこう，言葉に出して言う，ていう
ことが，それを聴いてもらった，とか，うまく聞けた，て
いうことで，子どもなりに気持ちの良さ，ていうのかな，
そういうのがあるのかな，ていう風に思いました。（第 6回，
Y.教諭）

問題の表象

研究授業における，授業者の授業展開や教授法，
教具・教材選択，子どもへの対応の問題点や，子
どもたち（特定の子やグループを含む）の学習の
つまずきについて語る発言。また，それらを踏ま
えた，授業者の今後の授業実践での課題を語る発
言も含む。

今までだったら謝れたのに，ていう心の揺れみたいなとこ
ろを，本当は出して欲しかったんですけれども，心情曲線
で見ると，どうなのかな，て。グループで全部見てないか
ら分からないけど，そこで出たのかな，て，最後の話し合
いのときにもちょっと出るかな，て思ったんだけれども，
出なかったなぁ，なんて。（第 1回，A教諭）

可能性の
想定

実際の授業では起こらなかったが，授業者の何ら
かの対応によって，研究授業内で生じる可能性が
あった出来事や，子どもたちの今後の授業におけ
る学習過程を想定する発言。

で，もし，クラスの中で，してもらって嬉しかったことが
出れば，じゃぁ，誰々ちゃんどう思ってたの，とかそうい
う形でつながったら，良いな，て思ってました。（第 3回，
U.教諭）

代案
研究授業の問題に対する，具体的な代案や今後の
授業実践で取るべき手だてを提示する発言（他者
の代案提示を検討する意見も含む）。

今日はあの，本物みたい，ていうことだったけど，どうい
う風に貼ると本物みたいになる，ていう風に。そうすると
少しずつ，こういう風に貼ると，本物みたいになっていく
みたいな，気づいていくかもしれないね。（第 2回，F教諭）

その他

上記以外の発言（研究授業の背景説明や，研究授
業以外の授業経験についての発言，授業者が語る
授業意図や授業者が授業中に考えていたこと，単
なる信念や知識の表出，単なる御礼など，上記カ
テゴリーに含まれない発言がここに含まれる。）

で，えーと，今日ちょっと最後にチラッと言ったんですけ
ど，この中でもう，出し切れなかったものと削除してしまっ
たものがあるので，この計画からあと一時間とってあげな
くては，いけなくなったのですが（第 4回，N教諭）
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2．協議会で教師は何を発言したか
各教師の発話数を集計し，各教師の参加協議会数で除
して「参加 1回ごとの発話数」（以後，「発話数」と表記）
を算出した。「発話数」の教師平均は 13.9回（SD =7.24）
であり，最大値は 33.2回，最小値は 6.40回である。同
様に，話者交代で分節化した「参加 1回ごとの発言数」（以
後，「発言数」と表記）を算出したところ，教師平均は 3.15

回（SD =2.18）であり，最大値は 9.50回，最小値は 1.00

回であった。したがって，協議会でどの教師も最低 1回
分は発言があり，その発言内容は複数の意味内容を含め
ていると言える。

Table 3は，横軸の各変数に対する「在籍年数」の影
響を除去した「経験年数」および，「経験年数」の影響
を除去した「在籍年数」の偏相関係数を示している。「経
験年数」（平均 18.28年，SD =10.17）は，教職に就いて
何年目かを示し，「在籍年数」（平均 3.22年，SD =2.35）
は，協力校に赴任して何年目かを示す。
まず，「発話数」および「発言数」と，「経験年数」お
よび「在籍年数」との関係を検討する。Table 3より，
偏相関係数が有意であったのは，「発話数」と「在籍年数」
（r =.49，p <.05）および，「発言数」と「在籍年数」（r =.75，
p <.01）であった。よって，学校在籍年数の高い教師は，
教職経験年数に関わりなく，協議会における発言機会お
よび発言の意味内容が多いと言える。一方，教職経験年

数が高い教師は，学校在籍年数に関わりなく，協議会で
の発言機会が多いとは言えないものの，「発話数」と「経
験年数」の偏相関係数が有意傾向（r =.43，p <.10）で
あることから，発言の意味内容が多い傾向があると言え
る。
次に，各教師のカテゴリ別「発話数」と「経験年数」，

「在籍年数」の関係について，偏相関係数を用いて検討
する。Table 3より，「在籍年数」について，「問題の表
象」との相関が有意であった（r =.56，p <.05）。よって，
学校在籍年数が高い教師は，教職経験年数に関わりなく，
研究授業の問題点を直接指摘する発言が多いと言える。
この結果より，研究授業の問題点を指摘する発言につい
て，教職経験年数と関わりなく，協力校の教師文化とし
ての授業に対する視点に習熟した教師が多く発話してい
ると言える。
また，「在籍年数」と「可能性の想定」との相関が有
意傾向であり（r =.45，p <.10），「経験年数」と「推論」
および「代案」との相関が有意傾向であった（「推論」：
r =.46，p <.10,「代案」：r =.48，p <.10）。これらの相
関は 5％水準で有意傾向であるが，相関係数の実数が有
意の相関と近い値である。よって，協力校の教師文化に
習熟した教師は，授業の可能性について多く発話する傾
向があり，教職経験年数の高い教師は，授業の出来事の
解釈や具体的な代案提示について多く発話する傾向があ

Table　2　授業研究協議会各回での発話分類カテゴリ出現数

回数 第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回 第 6回

教科 国語 図工 道徳 社会 保健 国語 合計 平均 SD

カテゴリ別集計

　　対象授業の表象 　74** 57 　31* 38 　32** 44 276 46.00 15.24

　　推論 20 　47** 17 20 　15** 26 145 24.17 10.76

　　問題の表象 16 　　6** 16 27 　47** 18 130 21.67 12.87

　　可能性の想定 　4 　6 　13** 10 10 　4 　47 　7.83 　3.39

　　代案 　4* 12 　19** 　7 12 　3* 　57 　9.50 　5.50

　　その他 137　 153　 92 91 107　 101　 681 113.50 23.38

　　カテゴリ合計 255　 281　 188　 193　 223　 196　 1336 222.67 34.74

*p <.05，**p <.01，下線がある場合は有意に少ないことを示す。

Table　3　発話数及び被再生数と経験年数及び在籍年数の相関

カテゴリ別「発話数」

N =18 発話数 発言数 被再生数 a） 対象授業の表象 推論 問題の表象 可能性の想定 代案

経験年数 .43(*) .28 .29 .27 .46(*) .31 .38 .48(*)

在籍年数 .49* .75** .51** .08 .34 .56* .45(*) .36
（*）p <.10，*p <.05，**p <.01
a）　この変数のみ，「発話数」および「発言数」の影響を除去した偏相関係数を用いている。
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ると言える。
3．協議会で教師は誰のどのような発言を聴き記憶し再
生したか

3−1．発言の被再生発言数と教職経験　誰の発言が多
く聴かれ記憶されるかを検討するために，発言者の被再
生数を集計した。計 6回の協議会について，直後再生課
題の結果から，各教師の被再生発言を特定し集計した。
そして，被再生発言者の参加協議会数で除して「参加 1

回ごとの被再生発言数」（以後，単に「被再生数」と表記）
を算出した。「被再生数」は合計 16.27回であり，教師 1

人当たりの平均は 0.90回（SD =1.34）であった。最大
値は 5.67回，最小値は 0回であった。よって，発言が
再生されない教師もいることが示された。
「被再生数」と，「経験年数」，「在籍年数」との関係
について，偏相関係数を用いて検討する。ただし，「被
再生数」と，「発話数」および「発言数」の相関を考慮
し，これら 2変数の影響をさらに除去する。Table 3より，
「被再生数」と「在籍年数」との相関のみ有意であった
（r =.51，p <.01）。よって，協力校では発言機会の多さ
や教職経験年数の長さに拘わらず，学校在籍年数が長い
教師ほど，発言の被再生頻度が高い。この結果から，協
力校の協議会で，教職経験年数の長い教師の発言が注意
して聴かれ記憶されるとは言えないこと，および，学校
内の教師文化に習熟した教師の発言が注意して聴かれ記
憶されると言えることが示された。

3−2．発言の再生者と被再生者の関係　誰が誰の発言
を聴き記憶しているかを検討するために，「被再生数」
が高い順に 6名ずつ 3群に分け，それぞれ被再生上位群，
中位群，下位群とした。各群の経験年数および在籍年数
の平均は，上位群（経験年数：26.2年・在籍年数：4.83

年），中位群（経験年数：13.7年・在籍年数：3.17年），
下位群（経験年数：15.0年・在籍年数：1.67年）である。

Table 4は，横軸を再生者，縦軸を被再生群に設定し群
別再生数を集計した結果を示す。なお，中位群に対する
中位群および下位群の再生数，下位群に対する各群の再
生数については，0～2回と少数であったため，Table 4

では中位群と下位群を合計し，中・下位群としている。
各群がどの群の発言を再生しているかに関し，フィッ
シャーの正確確率検定を行ったところ，両側検定で有意
な偏りがあった（p <.01）。度数を見ると，中・下位群
はほぼ上位群のみを再生しているのに対し，上位群は中・
下位群に対する再生数が 11回である。赴任 1年目の教
師 4名は教職経験年数に拘わらず被再生数が低く，下位
群に属している。赴任 1年目の教師たちは上位群の教師
の発言を多く記憶している。一方，上位群の中でも特に，
S教諭は，中・下位群の発言を 6回再生しており，赴任
1年目の教師を含め，被再生数の低い教師たちの発言を
多く聴いている。

3−3．被再生発言の意味内容　教師がどのような発話
を聴き再生するかを検討するため，直後再生課題の結果
から，被再生発話を特定した。筆者と独立に 1名（心理
学の訓練を受け，協力校の授業研究協議会に実際に参加
した経験がある者）が分類し，一致率は 80.0％であった。
不一致箇所は，協議で決定した。
被再生発話数をカテゴリ別に集計し，「在籍年数」お
よび「経験年数」の関係を検討する（Table 5）。各教師
でカテゴリ別の被再生発話数を算出し，偏相関係数を検
討した結果，「経験年数」の影響を除去した「在籍年数」
と「問題の表象」，「可能性の想定」，「代案」が有意で
あった（順に，r =.72，p <.01； r =.52，p <.05；r =.68，
p <.01）。つまり，上記 3カテゴリについて，協議会に
参加する教師は，「在籍年数」の高い教師の発言を多く
記憶する。よって，協議会では学校在籍年数の長い教師
の発言の中で，特に授業の問題点や可能性，代案を検討

Table　4　被再生群別再生回数（延べ）

再生者

上位群（6名） 中・下位群（6名×2）

被再生者 上位群（6名） 24 50

中・下位群（6名×2） 11 　4

Table　5　被再生発話カテゴリ数と経験年数および在籍年数

N =18 対象授業の表象 推論 問題の表象 可能性の想定 代案

被再生発話数 47 73 30　 14　 27　

偏相関　経験年数 .06 .32 .14　 .27　 .25　

　　　　在籍年数 –.12 .11 　.72** 　.52* .68**
（*）p <.10，*p <.05，**p <.01
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し提示する発話を多くの教師が聴き記憶すると言える。

考　　　察

以上の結果より，教師の専門的な発達を支える社会的
環境としての協議会に関し，最初に提示した 2点の予想
について次のように言える。第 1の予想は部分的に支持
された。分析の結果から，教職経験年数が長い教師は，
発言機会が多いとは言えないが，発言の意味内容が多く，
発言内容について，代案提示，授業中の出来事への解釈
を指摘する発話が多いことが明らかになった。一方で，
学校在籍年数の長い教師は，発言機会と発言の意味内容
が多く，発言の内容について，授業の問題点や可能性を
指摘する発話が多いことが明らかになった。
学校在籍年数の長い教師の発言機会と発言の意味内容
の多さについて，協議会で学校在籍年数の長い教師に対
し，短い教師が発言を遠慮している可能性や，学校在籍
年数の長い教師が場を仕切っている可能性といった，協
議会の場における権力関係の影響が考えられる。しかし，
協力校の協議会では，赴任 1年目の教師が複数回発言す
る場面も見られ，その発言に他の教師が同意を示す場面
や，引用して語る場面も見られた。また，学校在籍年数
の長い教師が他者の発言を遮って一方的に話す場面は見
られなかった。赴任 1年目の熟練教師が，第 1回協議
会での質問紙にコメントとして，「全体的に個々の子供
の見取りの発言が多かった。一人一人見ているとその子
の成長が見取れた（多くの方）」と記していることから，
協議会での発言内容に着目し，それによる教師としての
学習を肯定的に捉えていることが分かる。したがって，
学校在籍年数が長い教師の発言が多いことは，学校在籍
年数による協議会での発言権をめぐる権力関係の影響よ
りも，各教師の学習に資する発言をし，その発言を聴く
教師が多いためと考えられる。
学校在籍年数の長い教師は，授業の問題点を指摘する
発話が多いという，本研究の結果より，熟練教師が研究
授業の「実践の表象」に関わる発言を多くするという秋
田（1998a）の知見に新たな解釈を加えることができる。
秋田（1998a）の熟練教師は，協議会で，授業の問題点
を筋道立てて省察して語り，他の教師と授業の困難や課
題を共有する役割を担い，所属校における授業研究経験
を重ね，教師文化としての授業に対する視点を形成し共
有していたと考えられる。よって，秋田（1998a）で示
される事例との共通性において，所属する学校の教師文
化に習熟した教師が，協議会で授業の問題点を指摘する
発話を通して，授業に対する視点を他の教師に伝え共有
しようとすると言える。
また，学校在籍年数の長い教師は，授業の可能性を指
摘する発話が多いことから，協力校の教師文化に習熟し
た教師の方が，協力校で望まれる授業のあり方，すなわ

ち授業理念を知っているため，発話しやすいと考えら
れる。授業の理念（vision）は，ある集団内における教
師の学習を主導する要素として理論的に指摘されている
（Darling-Hammond & Bransford, 2005）。学校在籍年数の
長い教師は，授業の可能性を指摘することで，協力校に
おける授業の理念を伝え共有しようとすると考えられる。
それに対して，教職経験年数の長い教師は，授業の出
来事を解釈する発話や，代案を提示する発話が多いこと
から，豊富な実践的知識を用いて，授業の出来事の解釈
について多くを語ることができ，また，授業方法につい
て多く知識を持つため，代案を提示できると考えられる。
その結果として，教職経験年数の長い教師による発言の
意味内容が多くなったと考えられる。
第 2の予想は部分的に支持された。教職経験年数の長

さと発言の被再生数は相関が有意でなかった。一方で，
学校在籍年数が長い教師は，「実践の表象」に関わる発
話の被再生数が多く，被再生発話内容として，授業の問
題点や可能性，代案を指摘する発話が多いことが明らか
になった。よって，協力校では，学校在籍年数の長い教
師による協議会での「実践の表象」に関わる発話，特に
授業の問題点や可能性，代案を指摘する発話を多くの教
師が意識的に聴き記憶することで，協力校の授業に対す
る視点や授業理念に習熟すると考えられる。
さらに，被再生数の低い群は，被再生数の高い群の発
言を再生する傾向にあった。特に，赴任 1年目の教師た
ちは，協力校での授業に対する視点に習熟する契機とし
て，学校在籍年数の長い教師の発言を記憶すると考えら
れる。例えば，被再生数高群の教師による次の発話を，
中群の教師 1名と赴任 1年目の教師 3名が記憶していた。
「もう人間関係が出来上がっていれば，自分たちで，
もう一度言って，今の意味わかんない，て言える関係が
できてれば，そんなに入らなくても良いけれど，資料の
見方もイマイチ，どういう風に訊いたら良いかも分から
ない，やっぱりそこに入って，そういうときに入って，
見方とかああいうのを指導していって，力をつけていか
ないと，いけないかな，て思う」（第 4回協議会・「代
案」）。
この発言は，子どもたちが各 4人グループでテーマに
即して調査し，発表し，全体で話し合う社会科の授業で，
発表や話し合いがうまく流れなかった問題について，子
どもたちに任せるのではなく，教師が資料の見方や訊き
方を指導する必要がある，と代案を提示した発話である。
一見，教師主導の代案提示に見えるが，発表や話し合い
場面の直接介入ではなく，子ども同士の関係を長期的に
育てていくための方略に関する代案提示である。この発
話からは，具体的な教科学習を通して子ども同士の関係
を育てていく視点が見られる。この視点は，協力校の紀
要において，重視されていることが確認された。したがっ
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て，学校在籍年数の短い教師は，協力校の授業に対する
視点を示す発話に注意を向けて聴き，上述の発話に示さ
れたような，子ども同士の関係を捉える視点を共有する
と言える。
赴任 1年目の教師はこの発話についてそれぞれ，「資

料の見方，話し合い方，人間関係がしっかりしていない
と子どもたちの研究が深まらない。どれだけ子どもが教
材に近づけるか」，「教師は 4人グループの話し合いに
入っていって，資料の見方を教えていかないとだめだと
思う」，「発表者の 4人グループの中に入っていく」と質
問紙に記述している。再生の仕方は 3人で異なるが，教
師の対応として，教材選択や全体への直接教授ではなく，
授業の中で 4人グループを育て，子どもたち自身による
研究を支える，という点で共通している。この事例から，
赴任 1年目の教師が，学校在籍年数の長い教師の，研究
授業に対する代案提示を聴き，授業に対する視点を形成
しようとしていることが指摘できる。
一方で，協力校では，特定の学校在籍年数の長い教師

が，赴任 1年目の教師の発話を記憶している点も見られ
た。例えば，赴任および新任 1年目の教師による以下の
発話である。
「要するに，今日，自分の意見は出ても，相手の意見
はそっちのけ，て，ちょっと，聞ける時は聞ける，自分
が満たされているときは聞けるんだけど，自分がちょっ
と満たされなくなると，すぐ聞けなくなっちゃう，てい
うような，ちょっと，雰囲気的に，全体的にあるので，
それを，自分自身も，クラス，ていうか，担任として，
どうすれば，授業の中で，展開していけるのかな，て。
ちょっと今日のを見ながら，自分自身も」（「問題の表
象」）。
この発話は，子ども同士の聴き合う関係に関する発
話であり，協力校の授業に対する視点に近い内容であ
る。Little & Horn（2007）は，新任教師が自分の教室
の問題として提示する授業の問題を，経験教師が一般
的な問題として意味づけ直す過程を検討し，「共有化
（normalizing）」と呼んだ。この事例の場合，学校在籍年
数の長い教師の記憶に残っており，協議の中で，学校在
籍年数の短い教師による授業の問題点の指摘を「共有化」
する萌芽が生じていたと言える。このような「共有化」
が起きると，異動してきた教師が協議会で発言しながら
協力校の授業に対する視点を学習する過程を促すと推察
される。
本研究の意義
本研究の意義として，2点挙げられる。第 1に，教師

の専門的な発達について，回顧的な語りや質問紙のみで
はなく，社会的環境としての協議会談話を対象に数量的
な分析を行い，協議会談話に対する学校在籍年数の影響
が明らかになった点である。教師の発達における社会的

要因としての授業研究の重要性は指摘されている（岸野・
無藤，2006；山崎，2002）。しかし，今までの研究では，
教師の発達について教師の回顧的な語りを分析対象に検
討したため，協議会という発達の社会的環境で教師が誰
のどのような発言を聴き記憶するかという，実時間に即
したミクロ水準の検討が十分にされてこなかった。協議
会を重ねることによる授業に対する視点の変容について
は，実時間に即した検討がなされてきた（北田，2007）
が，ミクロ水準で学校在籍年数の短い教師が何を聴き記
憶するかは明確に検討されてこなかった。本研究では，
教職経験年数と学校在籍年数に着目し，かつ教師が誰の
どのような発言を聴いているかを分析対象にすることで，
学校在籍年数の長い教師による「実践の表象」の中で，
特に，授業の問題や可能性，代案といった授業に対する
視点を示す発話を，赴任してから年月の浅い教師が注意
して聴き記憶することが示され，授業に対する視点を形
成し共有するための，一要因となることが示唆される。
第 2に，本研究において，教職経験年数の影響を除
いても，協議会の談話および談話を聴くことに関して学
校在籍年数の影響が見られたことから，教師の発達にお
いて，従来の教職経験年数に即した検討の他に，学校在
籍年数という，特定の学校の文脈を前提とした発達の検
討が考えられる点である。授業に関する教師の言語的
な対話を通じて，教師文化が形成される（秋田，1998a, 

2009）という指摘を踏まえれば，特定の学校における
実践共同体への参与過程として，教師の発達を捉える視
点が考えられる（Darling-Hammond & Bransford, 2005）。
このような視点は，理論的には指摘されていたが，本研
究のデータと分析によって，傍証されたと言える。
今後の課題
今後の課題として，次の 5点を挙げる。第 1に，本研

究で対象とした期間は，教師が授業に対する視点を変容
させるためには短期であり，したがって，実際に視点の
変容を示せたわけではない。今後，長期的な検討を続け
ることで，協議会を通した教師の発達的変容を実証的に
明らかにすることが必要である。
第 2に，談話分類カテゴリの下位カテゴリを設定する
ことで，どのような授業に対する視点が継承されている
かを明らかにすることである。
第 3に，本研究結果の一般性や信頼性の点から，さら
に複数の変数や学校の特殊性を踏まえて検討する必要が
ある。各年数では統制不能な変数や，構成員である教師
間の個人差，授業者による談話過程の相違，本研究の協
力校の特殊性等が考えられる。また，本研究での対象が
4月からの協議会であるため，教師間全体での関係性を
再構築する時期であった可能性も考えられる。したがっ
て，関係性を安定させるために，協議会で発言しやすい
学校在籍年数の長い教師の発言を特に記憶し，協議会の
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内容を安定させようとする志向が働いた可能性がある。
今後は，時期の差や教師間差，学校間差を踏まえた検討
が必要である。
第 4に，教師の発達において，各教師の視点による発
言と省察が重要だとすると，教師の協議会中の思考や他
者の発言に対する意味づけを含め今後検討する必要があ
る。文化的道具としての言語の獲得過程も含め，協議会
での教師個人を対象にした検討が必要である。
第 5に，協議会の研究として，校長や外部講師といっ
た指導的立場にある参加者の再生や発言についての検討
が必要である。協議会を通した教師の発達に果たす校長
や外部講師の役割を検討することで，協議会に関し，さ
らなる示唆が得られると考えられる。
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深瀬　裕子 岡本　祐子
（広島大学大学院教育学研究科） （広島大学大学院教育学研究科）

Erikson, Erikson, & Kivnick（1986 /1990）によれば，乳児期に顕著となる基本的信頼感 vs. 基本的不信
感は，後に続く全ての心理社会的課題の支えとなると同時に，それ自体も発達するものである。本研究
では，この信頼感の発達に重要な役割を果たす母親的人物との相互性に着目し，その乳児期から老年期に
至る変容過程を，高齢者の内的現実から捉えることを目的とした。半構造化面接を行い，66–86歳の 17

名（平均年齢 74.88歳，SD =5.34）から母親的人物との相互性に関する語りを得た。語りにおいて，乳幼
児期に実母に養育されていても老年期において意識される母親的人物が実母とは限らなかったことから，
発達に伴い母親的人物が移り変わる可能性が指摘された。語りの分析を行った結果，母親的人物との相
互性は 21個の上位コードと 32個の下位コードに集約され，上位コードを総合し母親的人物との相互性
の変容モデルを作成した。これらより，中年期における母親的人物の衰弱や物理的喪失体験が，悲嘆の
過程や喪失後の母親的人物の内在化とその相互性に関連していることが示唆された。さらに，老年期に
おいては母親的人物の内在化が多くの対象者で認められ，喪失した愛着対象として高齢者の生活に多様
な影響を与えていることが示された。
【キー・ワード】　老年期，母親的人物，相互性，変容過程，E.H. Erikson.

問題と目的

Eriksonの提唱した 8つの心理社会的課題は生涯にわ
たって発達するものであるが，中でも乳児期（第Ⅰ段
階）に顕著となる基本的信頼感 vs. 基本的不信感は，後
に続く全ての心理社会的課題の基盤となる（Erikson, 

Erikson, & Kivnick, 1986 /1990）。基本的信頼感とは，必
要物を供給してくれる外的存在が常に同じであり連続性
を有していること，そして自己や様々な衝動に対処す
る自分の諸器官の能力を信頼することである（Erikson, 

1950 /1977・1980）。すなわち，乳児期に外的存在との
相互性によって形成された基本的信頼感 vs. 基本的不信
感は，各心理社会的課題にとって重要な意味を持つと同
時に，基本的信頼感 vs. 基本的不信感そのものも生涯に
わたって発達するのである。
では基本的信頼感はどのような発達をとげるのであろ
うか。信頼感に関しては天貝らの一連の研究がある（杉
原・天貝，1996；天貝，1997）。天貝らによれば信頼感は，
裏切られ経験などの対人的で否定的な体験を克服し（青
年期），他者からの評価を中心として自らの信頼感を模
索する段階（成人前期・中期）から，他者からの評価や
自分の社会的役割から離れて信頼感を獲得しようとする
段階（成人後期）へ，そして他者への疑惑が生じ信頼感
の再吟味を行う状態（老年期）へと移行する生涯発達的
プロセスだと考えられる。以上の研究は，信頼感が生涯

にわたり変化することを実証した点で優れているが，そ
もそも天貝らが用いた信頼感は，Eriksonの基本的信頼
感と，社会心理学者 Rotterの対人的信頼を統合した概
念であり，Eriksonの基本的信頼感と直接比較するには
限界がある。また，高齢者の信頼感には独自の構造が存
在する（Rotenberg, 1990），基本的信頼感 vs. 基本的不
信感は発達変容し，老年期には感謝 vs. 不信感となって
現れる（深瀬・岡本，2010）など，天貝らの研究と同様に，
その後の人生において発達・変容するという報告がある
一方で，発達早期に形成された自己信頼感は比較的安定
したものである（清水，1999），人生のかなり早い時期
に起こった裏切りのできごとは老年期に至るまで恒常的
な影響力を持ち続けるという知見もみられる（Hansson, 

Jones, & Fletcher, 1990）。
これらの知見より，乳児期に形成された信頼感は，恒

常性を持ちながらも，ある側面は生涯を通して発達・変
容しうるものであると考えられ，特に老年期では，青年
期での不信の克服とは異なった次元で，他者との関係に
おいて生じた信頼感に対する疑惑を再吟味する時期であ
ると推察される。しかし，信頼感の概念が研究者間によっ
て異なっていること，基本的信頼感の生涯を通した発達
を検討した研究が少ないこと，特に老年期においてはま
とまった知見が得られるほど研究が進んでいないなどの
問題も認められる。以上より，本研究では基本的信頼感 

vs. 基本的不信感を生涯発達の視点から捉えるため，先
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述した基本的信頼感の発達に重要となる母親的人物との
相互性に着目する。
ここで，本研究の鍵概念である母親的人物と相互性
の定義を示す。母親的人物とは，安定して必要物を供
給してくれる外的存在という意味であり，Erikson et 

al.（1986）によれば“maternal, caretaker（s）” であり，
日本語では“母親的人物（鑪，1986）”，“母親的養育者
（朝長・朝長訳，1990）” などと訳される。したがって，
乳児期には必要時に母乳を与えたり排泄の世話をするな
ど，母親が母親的人物となることが多いが，必ずしも母
親に限定されるものではない。また相互性は，母親的人
物との間に互いに与え与えられる相互関係があることを
意味している（Erikson et al., 1986 /1990）。
さて，親子関係においては親と子どもの性が関連して
いるという指摘も多くされており，母娘は母親が老年期
に至るまでの長い間，信頼関係，あるいは密着の関係が
続きやすいことが認められている（渡邊，1997）。では
母親的人物との相互性は生涯を通してどのような発達を
するのであろうか。母親的人物を取り上げた研究は見当
たらないため，概念を広げ，親子関係や重要な他者との
関係と捉え先行研究を概観する。
親子関係の発達については，Bowlby（1969 /1976）の
愛着研究を始め，主に発達早期の重要性が議論されて
きた。発達早期の親子関係と青年期あるいは成人期の
親子関係に関連が認められたとする報告もされており
（Main, Kaplan, & Cassidy, 1985），乳幼児期における母親
的人物との相互性は後の発達においてもある程度の一貫
性を持っていることが推察される。そして青年期には，
親から独立して自己実現を果たそうとする心理的離乳
が重要な課題と考えられている（Hollingworth, 1928; 西
平，1990）。心理的離乳の過程において，子どもは友人
や仲間集団との関係を築き始め親から離れるが，心理的
適応の観点からは両親は青年にとって重要な意味を持ち
続けるとの指摘がある（高橋，1998）。また，親から独
立し成人となった後には親の介護など，役割の逆転が生
じるとされる（河合・下仲，1992）。さらに一般的に中
年期において母親的人物が亡くなるが，このように物理
的に喪失した対象をどのように内在化するかが悲嘆か
らの回復の程度や早さに関連するとされている（Klein, 

1940 /1983; 山本，1991, 1997, 2010）。母親的人物の物理
的喪失後である老年期に関しての研究はほとんど行われ
ていないが，亡くなった対象との関係は内的に生き続け
るという示唆（Silverman & Klass, 1996）を踏まえると，
内的に母親的人物を存在させることで，老年期に至って
も母親的人物との相互性は認められることが推察され
る。
本研究の目的
本研究では基本的信頼感 vs. 基本的不信感の発達に重

要な役割を持つ母親的人物との相互性に着目し，その乳
児期から老年期に至る変容過程を明らかにすることを目
的とする。特に，高齢者の回想を用いることで，母親的
人物との内的な相互性が示されると考えられる。これを
踏まえ，母親的人物を亡くした後の老年期においても，
母親的人物との相互性あるいは相互性の変容が認められ
るのかを検討する。

方　　　法

分析対象者
本研究では母親的人物との相互性の一般的な変容を検

討するため，分析対象者とするにあたり，①幼い時にま
とまった時間を母親的人物と共に過ごした，②対象者が
中年の時に母親的人物が他界した，という 2つの基準を
設けた。これにより，高齢者大学への依頼および筆者ら
の知人を通じて募った 20名（65–86歳，平均年齢 74.15

歳，SD =5.59）の協力者のうち，17名（66–86歳，平
均年齢 74.88歳，SD =5.34，対象者 No. A–Q）を分析対
象者（以下，対象者と記す）とした。
調査手続き
対象者が指定する場所（大学の調査室 , 対象者の自宅 , 

喫茶店 , 公共施設の会議室）で，個別の半構造化面接を
行った。調査開始前に面接承諾書に署名を求め，録音や
結果の公表についての同意を得た上で，内容をすべて録
音した。まず生活歴を聞き取り，適宜母親的人物に関す
る質問をした。質問内容は Erikson et al.（1986 /1990）か
ら抜き出し，①乳幼児期からの，自分を育ててくれた人
（母親的人物）とのかかわりは，どのように心に残ってい
るか，②母親的人物が亡くなるまでの経過と対象者自身
の想い，③現在，母親的人物にどのような思いがあるか，
の 3つの視点から構成した。調査時間は 120分–300分で，
1–5回に分けて実施した。なお本研究は広島大学大学院
教育学研究科倫理審査委員会の承認を得ている。
分　析
発達段階を軸に変容過程を明らかにするため，小嶋

（2004），松本（2009）を参考に以下の分析を行った。①
録音データから逐語記録を作成し，対象者ごとに発達段
階別に整理した表を作った。②母親的人物についてよく
語られている 8名（E, G, H, J, K, M, N, P）の表を用い，
各語りに初期コードを付与した。③得られた初期コード
を発達段階ごとに比較検討して，下位コードにグルーピ
ングした。④下位コードを，ローデータを参照しながら
相互比較・分類し，上位コードを作成した。⑤残りの 9

名について，ローデータを照合しながら，発達段階ごと
に母親的人物との相互性に関するコードの精緻化を行っ
た 1）。⑥上位コードを，対象者の推移を総合し，母親的
人物との相互性の変容モデルを作成した。なお，コード
生成に関する分析（分析② –⑤）は心理学を専攻する大
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学院生 3名（うち 1名は第一筆者）で行い，適宜，心理
学の学者（第二筆者）がコードとモデルの精緻化を行った。
コードの信頼性を検討するため，心理学を専攻する大
学院生 1名が評定を行ったところ，上位コードの一致率
が 82.22–89.47％，下位コードの一致率が 83.33–100％
であった。なお分類が一致しない場合は，分析者 3名と
評定者で協議の上，分類を決定した。

結果と考察

本研究では，基本的信頼感の発達に重要な役割を果た
す母親的人物との相互性に着目し，その乳児期から老年
期に至る変容過程を，高齢者の内的現実から捉えること
を目的とした。以下，母親的人物と対象者の属性，発達
段階ごとの母親的人物との相互性，母親的人物との相互
性の変容モデルに分け，結果を示しながら論じる。
母親的人物と対象者の属性
対象者の基本的属性と母親的人物を Table 1 に示した。
母親的人物として，4名が母親のみを，3名が父親のみを，

6名が父親と母親をそれぞれ区別し，3名は区別せずに
両親として，1名は祖母のみを挙げた。対象者の性や原
家族の構成と，母親的人物の性の明らかな関連は認めら
れなかった。
母親的人物は母親だけに限定されるものではないもの
の，一般的には母親が最初の母親的人物となる（Erikson 

et al., 1986 /1990; 鑪，1986）。しかし本研究では，母親
が発達早期に健在だった場合でも，調査場面においては
父親を挙げたり，どちらか限定されずに両親として語ら
れた。さらに，同性の親子，特に母娘の繋がり（渡邊，
1997）も明確には示されなかった。このような先行研究
との相違は，本研究が高齢者の回想を用いたためと考え
られる。すなわち，例え乳児期には母親が必要物を供給
する外的存在であったとしても，その後の人生において
強い結びつきを持った人物，特に自分を守ってくれる強
い存在であった人物が，発達早期の記憶に影響し，本研
究で見られたように父親や祖母が母親的人物として語ら
れたものと推察される。以上より，少なくとも老年期に
おいては，発達早期の相互性だけでなく，児童期以降の
相互性も重要であると考えられる。
発達段階ごとの母親的人物との相互性
語りの総数 158個に対し，分析① – ⑤を行い，上位コー
ド 21個，下位コード 43個（うち 11個は上位コードと
重複している）が得られた（Table 2 ）。ここでは発達段

1）下位コードをどの程度上位コードとしてまとめるかについては，
本研究が仮説生成的研究であり，上位コードによって変容モデル
の作成を行うことから，より多くの様態を上位コードとして示す
必要があると考えた。したがって下位コードの中で，母親的人物
との相互性の本質的内容を表す場合には，下位コードをそのまま
上位コードとして残すことを許した。

Table　1　対象者の基本的属性と母親的人物

対象者 No. 性 年齢 主な原家族 a） 母親的人物 b）

A 女 86 （両親），（兄） 祖母

B 女 82 （両親），（兄 2人），妹 父親，母親

C 男 81 （両親），弟，妹 3人 母親

D 男 80 （両親），（妹 2人） 父親

E 男 77 （両親），兄，姉 父親，母親

F 男 77 （両親），（姉），妹，弟 両親

G 女 76 （両親），8人兄弟（うち 2人は死去） 父親，母親

H 女 75 （両親），（兄 3人） 父親

I 男 75 （両親），（兄 2人），姉，弟 父親，母親

J 男 74 （両親），（兄），姉，妹，弟 父親，母親

K 女 73 （両親），兄，妹，弟 母親

L 男 73 （両親） 両親

M 男 71 （両親），弟 3人（うち 1人は死去） 父親，母親

N 女 70 （両親），兄姉 3人，妹 母親

O 男 69 （両親），弟妹 4人 父親

P 女 68 （両親），（兄 2人），妹 母親

Q 男 66 （両親），弟妹 6人 両親
a） （  ）は死去した家族を示している。
b） “父親，母親”は区別して語られたことを，“両親”は区別されなかったことを示している。
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Table　2　母親的人物との相互性に関するコードと語りの例

発達
段階

《上位コード》
人数：対象者 No.と
母親的人物 a）

上位コードの定義
〈下位コード〉
人数：対象者 No.と
母親的人物 a）

語りの例（対象者 No.）

乳
幼
児
・
児
童
期

《体験の共有》
N =10：A 祖 母，B

父 母，C 母，D 父，
E 母，F 親，I 母，J

父母，N母，P母

時間を共に過ごしたとい
う感覚。愛情に包まれた
時間の共有の他に，戦争
体験といった厳しい状況
を共に過ごしたことも含
まれる。

〈教えてもらった〉
N =3：I母，J父，P母

「親父は酔っ払ってよく色んな話をしてくれました
ね。」（J）

〈厳しい体験の共有〉
N =7：B父母，C母，D父，
E母，F親，J母，N母

「親父と 2人で（妹を探しに）行って。親父が『お
前あっち探せ，父さんはこっち探すから』って。妹
は火傷してもう全然分かる状態じゃなかった。」（D）

〈大切にされた〉
N =3：A祖母，D父，I母

「私は祖母に育ててもらいました。かわいがってく
れました。」（A）

《肯定的感情》
N =9：B 父，D 父，
G母，I父，J母，M

父 母，N 母，O 父，
P母

母親的人物を，自分を育
む強い存在として感じた
り，尊敬する。

〈強い親というイメージ〉
N =6：G母，J母，M父母，
N母，O父，P母

「父がなかなか（戦争から）帰ってこなくて母一人
でしょう。あの時の母さんの姿は忘れられないね。
よくやりました。」（N）

〈尊敬する〉
N =4：B 父，D 父，I 父，
M父

「終戦って聞いて，『戦争行って勝ってやろうって思っ
てたのに』って言ったのは覚えてますね。父の口か
ら聞いてたから。それにやっぱり（父と同じ）海軍
になるんだろうという感覚はありましたね。」（M）

《否定的感情》
N =6：C 母，E 母，
H 父，K 母，M 母，
N母

母親的人物を批判的，否
定的に捉える。

〈弱い親というイメージ〉
N =1：M母

苦労したのは「母が弱かったんです。一日働けば 3

日寝るくらいだったものだからね。」（M）

〈否定的イメージ〉
N =1：C母

母は「若い時はごちゃごちゃ（周りと）喧嘩ばかり
してました。」（C）

〈批判的にとらえる〉
N =1：K母

「私はいつも母を批判する目で見てたからね。」（K）

〈幼心からくる反発〉
N =3：E母，H父，N母

「母が布をもらってきて，寝ずして（服を）作って
くれたんだけど，針目が荒くて形も悪くて，それを
着たくなくて，お母さんに楯ついたことがある。」（N）

《両価的感情》
N =4：E 母，F 親，
L親，N母

母親的人物に愛されたい
と感じながらも，それが十
分に満たされないと感じ
る。

〈アンビバレントな感情〉
N =1：F親

「両親は先生だったんですけど。逆に，甘やかされ
て育ったと思うね。」（F）

〈寂しさ〉
N =3：E母，L親，N母

「母親は子供の面倒をよく見てくれたけど，5人も
いるから，とても独り占めなんてできないでしょ
う。」（N）

青
年
期

《反発・不満》
N =6：C 母，E 父，
H 父，K 母，L 親，
O父

母親的人物への反発や
不満。

〈親（家）の事情で将来が
限定されることへの不満〉
N =4：C 母，H 父，K 母，L

親

「みんな上の学校に行くんです。私も行きたいのは
やまやまだったんですけど，それでも（家が貧乏で）
行けなかったんです。こんなに情けないことはない
です。」（C）

〈親の生き方への反発〉
N =2：E父，O父

「言葉は悪いけど，父親のようにはなりたくないっ
ていうのも若干あったと思いますね。自分じゃな
きゃやっていけない仕事をしたいなって思いまし
た。」（O）

《自立の決意》
N =6：C 母，F 親，
G父母，I父母，O父，
P母

母親的人物から独立しよ
うとする，あるいはそれ
に伴う感情。

〈親から離れる寂しさ〉
N =1：I父母

「親元を離れて，汽車に乗ったら涙が出ました。本
当に涙が止まらないのよね。」（I）

〈親の負担を軽減する〉
N =5：C母，F親，G父母，
O父，P母

「高校に行きたかったから（それが叶わなくて），夜な
夜な泣いてると『行きたかったら行ったらいい』って
母が言うけど，『でも私が行ったら後（兄弟も多いのに）
どうなる？』って。」（G）

〈親元に戻らないという強
い決意〉
N =2：G父母，I父母

仕事を頑張れたのは「田舎から出て行って，やっ
ぱりここで食べていかないといけない，ここでやっ
ていかないといけないっていうのがあった。」（I）
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成
人
前
期

《心理的支え》
N =9：E 父，G 父
母，H父，I父，K母，
M父母，N母，O父，
P母

母親的人物が理解者で
あったり安全基地，成人
としてもモデルだと感じ
ている。

〈安全基地〉
N =4：G 父母，H 父，M

父母，P母

「父が元気でいてくれてたから，私があっち行った
りこっち行ったり出来たんですよ。」（M）

〈成人としてのモデル〉
N =6：G 母，I 父，K 母，
N母，O父，P母

母に倣って「結婚する時に主人に『私は，自分の思っ
たことは，正しくても正しくなくても言うから』っ
て言いました。」（P）

〈理解者である〉
N =2：E父，H父

「親父は私には優しくて，鷹揚なところがあったか
らね。『お前の好きにしたらいいよ』って。」（E）

《役割の逆転》
N =2：G父母，L親

母親的人物との役割の逆
転が生じる。

―
「稼いだお金を家に送金しましたよ。給料もそんな
になかったと思うんですよね。少ない給料の中から，
少しずつ送ってたんです。」（G）

《交流なし》
N =1：Q親

母親的人物との交流がほ
とんどないと感じている。

―
両親との交流は「私があちこち（転勤で）行って
たから，あまりなかったね。」（Q）

中
年
期

《あっさり死》
N =6：A祖母，B父
母，I母，J母，O父，
Q親

母親的人物の最期にほと
んど関与していない。

―
「両親とも死にましたよ。特別に介護が必要とかっ
ていうこともなくてね。あっさりと。」（O）

《イメージの変化》
N =7：C 母，D 父，
E父母，G母，J父，
N母，P母

母親的人物が衰えて行く
様子に気づき，以前とは
違った感情，関係を持つ。

〈わだかまりの解消〉
N =1：P母

「母は体を悪くした時に，『こんな親でごめん』って
言ってました。『そんなことはない』って。ああい
う親に育てられたから，今があったなって思います
よ。」（P）

〈強い親から弱い親へ〉
N =6：C母，D父，E父母，
G母，J父，N母

入院中の母が「注射針とか抜くらしくて，ベッドに
両手を縛り付けてあったんですよ。それを見たとき
には，あれだけ働いた人がって情けなくて，可愛そ
うで。」（G）

《イメージの変化なし》
N =1：K母

母親的人物のイメージ
は，最期まで変化しな
かったと感じている。

―
母親は「ずっと元気で，私らの前ではずっとしゃ
んとしてたの。しゃんとしてたから親は死なないも
のって言う気がしてたの。」（K）

《看取り》
N =8：C 母，E 母，
G父母，K母，L親，
M母，N母，P母

母親的人物の最期に関与
しようとする。介護する
ことに限らず，労りの気
持ちを持つなどの広い意
味を含む。

―

「たまたま私が子供を連れて帰った時に，かなり病
状が悪化して，呼びかけてもあまり分からないよう
な感じだったの。主人が父の髭をそってあげたりし
て。綺麗にしてやってね。」（G）

《看取りに満足》
N =2：C母，G父母

母親的人物の看取りに満
足している。

―
母親の「死に目にあえたからよかったって。仕事休
んでも，（看病にも）行ってよかったって。悔いは
ないですね。」（G）

《後悔・未練》
N =5：H 父，I 父，
K母，M母，N母

母親的人物の最期の時
に，後悔や未練がある。

―
母親の介護は「もっと出来ること，もっと楽にさせ
てあげたり，あったんじゃなかったかって思う。」（K）

《後悔・未練の補い》
N =3：H 父，M 母，
N母

母親的人物の最期の時に
関する後悔や未練を，他
の側面で補おうとする。

―

「でも父が体悪くなったときにね，兄の嫁さんとか
子たちが父をすごく大事にしてくれててね。だから
私が孝行出来なかった分，兄たちがよくしてくれた
のかなって。」（H）

老
年
期

《アンビバレントな
感情》
N =2：C母，E父母

母親的人物を求めると同
時に怒りや不満を持つな
ど，両価的な感情を持っ
ている。

―
「両親はやっぱり兄貴に期待があったんじゃないか
と思うんです。」（E）

《記憶の薄れ》
N =3：B父母，I父母，
Q親

母親的人物を想起するこ
とが少なくなったと感じ
る。

―

「目が覚めてふと（両親のことを）思ったりしたん
ですけど，ここ 2・3年は，それよりも仕事仲間の
ことが夢に出てくるようになりましたね。これだけ
仕事したんだっていうことですかね。」（I）



　60 発 達 心 理 学 研 究 第 23 巻 第 1 号

老
年
期

《肯定的感情》
N =8：E父母，F親，
G父母，H父，J母，
M父母，N母，Q親

母親的人物を肯定的に感
じている。

〈感謝〉
N =4：E 母，H 父，N 母，
Q親

「あの時代に，他のみんなは学校出てそのまま百姓
でしょう。それを『学校に行ってもいいよ』って言っ
てくれただけでも親には感謝してますよ。」（H）

〈感謝できなかったことへ
の後悔〉
N =3：E母，H父，N母

「なんであんなこと（反発）をしたんだろうって思
う。母が一晩中かかってつくってくれたのに。全然
分かってなかったのよね。」（N）

〈誇りに思う〉
N =1：E父

「親父が創った学校で，その式典の時には，私が呼
ばれましてね。親父のおかげで，私は格が上がっ
たんですよ。」（E）

〈肯定的内在化〉
N =2：M父母，N母

「父が色んなことを教えてくれたり，過去にあった
ことや，『私はこう思うんだよ』って言ってたこと
を思い出しますね。」（M）

〈尊敬〉
N =1：G父母

両親のことは「いつも主人に『尊敬してる』って言
うくらい。」（G）

〈労る〉
N =3：F親，H父，J母

「母は，今思えば相当の苦労があったんだろうなっ
て。（戦後，帰国する時）私たちは何も知らないでくっ
ついて歩いてたけど，お金をどうして調達したのか
とか。」（J）

《和解》
N =1：K母

生前の母親的人物のあり
方を，理解し許そうとす
る。

―

人生に「あんまり満足してない。経済的な理由で，
したい時にしたいことができなくて。でも社会情勢
だからしょうがなかったなって，親のせいでもない
しね。」（K）

《重ね合わせ》
N =14：A 祖 母，B

父母，D父，E父母，
G 母，H父，I 父，J

父，K母，L親，M父，
N母，O父，P母

母親的人物と現在の自
分を比べることで，自分
の生き方に影響を受けた
り，母親的人物のイメー
ジに変化が見られる。

〈偉大な親イメージに，自
己卑下的になる〉
N =2：B父母，D父

「私は親父のような能力はないわけだから，なんと
か皆さんについて行くようなことですよ。」（D）

〈死に方，生き方の見本〉
N =8：A 祖 母，D 父，G

母 I父，K母，L親，N母，
P母

「うちの親父が 83で亡くなってるし，最近は長生き
する人も増えてきたから私もそれくらいかなとか。」
（D）

〈同じように生きている自
分に気づく〉
N =1：E父

教師である「親父を見て，私は絶対教師にはなら
ないって思ってた。そしたら，何のことはない，教
員になってる。やっぱり自分に合っているような気
がするんです。」（E）

〈反面教師として自分のあ
り方に影響している〉
N =2：E母，L親

孫は「特に小さい時は大事ですから，（自分は）体
があれ（壊した）でしたけど，（孫との約束を守る
ために）無理しましたよ。僕の両親がそうじゃなかっ
たから。」（L）

〈母親的人物の生前のあり
方をやや批判的に見る〉
N =4：H父，J父，M父，
O父

兄と比べられて怒られた事「それを今になって思う
んだけど，12歳も年上の兄を褒めるなんて，あれ
は親の方が間違ってたと思うのよね。」（H）

　a) “父母”は，父親と母親を区別して語った対象者において，各コードに父親との相互性も母親との相互性も該当した場合である。また，“親”
は，父親と母親を区別しなかった対象者において，両親との相互性が各コードに該当した場合である。

階ごとに，得られたコードや該当する対象者の割合など
に基づき母親的人物との相互性の特徴を述べ，親子関係
や対象喪失などの先行研究と比較して考察する。
乳幼児・児童期　Erikson（1950 /1977・1980）は人生

を 8つの発達段階に分け，その早期は乳児期，幼児期初
期，遊戯期，学童期の 4つの段階を想定したが，本研究

では，対象者の語りを明確に 4つの発達段階に分類する
ことが困難であった。これは先に述べたように回想を用
いた研究であるため，発達早期の記憶への時間的付与が
曖昧だった可能性が高い。よって本研究ではこれら 4つ
の発達段階をまとめて乳幼児・児童期として分析した。
乳幼児・児童期に抽出された 4個の上位コードのうち，
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母親的人物に対する感情として《肯定的感情》《否定的
感情》《両価的感情》の 3個の上位コードが認められた。
中でも母親的人物を強い存在として感じたり尊敬すると
いった《肯定的感情》に該当する対象者が最も多かった
（N =9）。対象者が母親的人物の否定的側面よりも肯定
的側面に注目していることが推察され，自分を守ってく
れた人物が記憶をさかのぼって母親的人物として想起さ
れるという先の考察を支持するものと考えられる。
また，愛情に包まれた時間の共有や厳しい状況を共に
したなど，時間を共に過ごしたという《体験の共有》に
も多くの対象者が該当したが（N =10），その中でも下
位コードでは〈厳しい体験の共有〉を語った対象者が最
も多かった（N =7）。このコードは，「親父と 2人で（妹
を探しに）行って。親父が『お前あっち探せ，父さんは
こっち探すから』って。妹は火傷してもう全然分かる状
態じゃなかった。（D）」のように，戦中戦後を共に過ご
したことが主な内容であり，このような厳しい時代に自
分を守ってくれる強い存在であったことが母親的人物へ
の肯定的感情を強めたものと推察される。
青年期　《反発・不満》《自立の決意》の 2個の上位コー
ドで構成されていた。乳幼児・児童期における《否定的
感情》が母親的人物との密着から生じる感情であるのに
対し，青年期における《反発・不満》は自分自身の進路
や将来を選択するにあたって母親的人物を客観視すると
いう要素が強かった。これらは，西平（1990）の指摘
する自己実現のために親から独立しようとする様態であ
り，この 2個のコードを合わせて，青年期の心理的離乳
とほぼ同様の様態であると考えられる。
この段階において《自立の決意》の〈親の負担を軽減
する〉に最も多くの対象者（N =5）が該当していたが，
このコードは外的理由により家から離れたために，母親
的人物との物理的な密着がもはや許されない状況であっ
たことが前提にあり，内的成長を待たずして心理的離乳
が達成された様態だと推察される。この点において，現
在の青年期の心理的離乳の諸問題（Steinberg, 2005）と，
本研究の対象者は質的に異なりがあると考えられる。さ
らに言えば，〈親の負担を軽減する〉には「高校に行き
たかったから（それが叶わなくて），夜な夜な泣いてる
と『行きたかったら行ったらいい』って母が言うけど，『で
も私が行ったら後（兄弟も多いのに）どうなる？』って。
（G）」のように，母親的人物への労りも背景に認められ，
戦後の貧しい時代に青年期を迎えたこのコホート特有の
様態であると推察される。
成人前期　親あるいは職業人のモデルとして母親的人
物を捉えたり，また安全基地として感じる《心理的支え》
というコードが認められ，心理的離乳後も重要な意味を
持ち続けるとする研究と一致した（高橋，1998）。また，
青年期までは守ってくれる存在としての要素が強かった

母親的人物だったが，この段階に至ってその立場が逆転
する《役割の逆転》も認められた。以上の様態は河合・
下仲（1992）などで指摘されている成人期の親子関係に
関する知見とも一致する。
一方で「（両親との交流は）私があちこち（転勤で）
行ってたから，あまりなかったね。（Q）」のように，相
互性の低い《交流なし》という上位コードも抽出された。
このコードが対象者の行動に着目された語りであること
を踏まえると，自分の家庭を築き，職業人としての自分
を模索する時期においては，意識上では自分の生活に目
が向きやすく，内的な母親的人物との相互性が言語化さ
れなかった可能性がある。また，考察の最初で示唆され
た母親的人物が移り変わる可能性と，成人前期が就職や
結婚により関係の幅が広がる時期であることを踏まえる
と，この段階で母親的人物の移り変わりが顕著となった
可能性もある。例えば，職場の上司や舅姑が，社会人と
して，親としての自分を成長させてくれる存在となった
ことなどが考えられる。今後，対象者を増やすと同時に，
本研究で分析対象者とするにあたって設定した基準を見
直し，より包括的に母親的人物を捉える必要がある。
中年期　最も多い 7個の上位コードが抽出され，その
全てが母親的人物の他界に関連した様態であった。なお，
これらのコードの中で相互性の低い《あっさり死》に該
当した対象者（N =6）は，他の 6個の上位コードのい
ずれにも該当しなかった。
母親的人物との相互性に関してこの段階に最も多くの
上位コードが抽出されたことには，次の考察ができる。
まず，本研究が高齢者を対象とした回想という手法を用
いているため，時間的に近い中年期の出来事は時系列的
な想起がされやすかったと考えられる。また，その内容
が母親的人物の最期に関するものであったこと，その状
況において積極的な行動や強い感情を示さない《あっさ
り死》が他の上位コードと独立していることから，母親
的人物の他界を危機として認知する場合は，これにまつ
わる感情が賦活されやすく，よってコードも多くなった
ものと推察される。なお，母親的人物の他界に関するコー
ドについては，母親的人物の物理的喪失として後述にて
詳細に検討する。
老年期　《肯定的感情》の下位コードに〈感謝〉〈感謝

できなかったことへの後悔〉が，《重ね合わせ》の下位
コードに〈母親的人物の生前のあり方をやや批判的に見
る〉が認められ，基本的信頼感 vs. 基本的不信感が，老
年期においては感謝 vs. 不信となって現れるとする知見
と重なる（深瀬・岡本，2010）。
老年期は母親的人物を物理的に喪失した後の発達段階
であるが，《記憶の薄れ》だけでなく，《和解》《重ね合
わせ》というコードも認められた。これらのコードは母
親的人物が亡くなった後に初めて抽出されたコードであ
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り，池内（2006）の指摘する，母親的人物との現実的
な関わりがなくなっても対象が心の中で生き続ける様態
であり，愛着対象が内在化されていると理解できる。こ
れを踏まえると，《アンビバレントな感情》《肯定的感
情》は相互性の維持，《重ね合わせ》《和解》は相互性の
変容であり，特に《重ね合わせ》において母親的人物と
の内的な相互性が，高齢者の自己像や生き方に影響を与
えていることも示唆される。これは，喪失した対象との
関係が生活に様々な影響を与えるとする示唆とも一致し
（Silverman & Klass, 1996），その一端を具体的に示した
ものと考えられる。さらに言えば，《重ね合わせ》には
〈死に方，生き方の見本〉〈同じように生きている自分に
気づく〉〈反面教師として自分のあり方に影響している〉
といった，老後や人生全体の生き方のモデルとなること

に加え，〈偉大な親イメージに，自己卑下的になる〉といっ
た必ずしも自己像に肯定的な影響を与えるものだけでは
なかった。この結果は，良い対象として修復し再建され
た喪失対象（Klein, 1940 /1983）であっても，生活に与
える影響には多様な様態があることを示唆するものであ
る。
母親的人物との相互性の変容モデル
対象者の上位コードの推移（Table 3 ）に基づき分析

⑥を行ったところ，Figure 1 に示したプロセスが見られ
た。ただしTable 3 に示したように，乳幼児・児童期のコー
ド間での時間的推移が曖昧であり，全ての発達段階での
語りが得られない場合や，複数の様態が同時に見られる
ことも多かった。Figure 1 を本研究における母親的人物
との相互性の変容モデルとするが，モデルの，特に矢印

Table　3　母親的人物との相互性の推移

対象者
No.

母親的
人物

母親的人物との相互性の推移 a）

A 祖母 体験の共有→あっさり死→重ね合わせ

B
父親 体験の共有 /  肯定的感情→あっさり死→重ね合わせ /  記憶の薄れ

母親 体験の共有→あっさり死→重ね合わせ

C 母親
体験の共有 /  否定的感情→反発・不満 /  自立の決意→イメージの変化→看取り→看取りに満足→アンビバ
レントな感情

D 父親 体験の共有 /  肯定的感情→イメージの変化→重ね合わせ

E

父親 反発・不満→心理的支え→イメージの変化→肯定的感情 /  アンビバレントな感情

母親
体験の共有 /  否定的感情 /  両価的感情→イメージの変化→看取り→重ね合わせ /  肯定的感情 /  アンビバレ
ントな感情

F 両親 体験の共有 /  両価的感情→自立の決意→肯定的感情

G
父親 自立の決意→心理的支え /  役割の逆転→看取り→看取りに満足→肯定的感情

母親 肯定的感情→自立の決意→心理的支え /  役割の逆転→イメージの変化→看取り→看取りに満足→重ね合わせ

H 父親 否定的感情→反発・不満→心理的支え→後悔・未練→後悔・未練の補い→重ね合わせ /  肯定的感情

I
父親 肯定的感情→自立の決意→心理的支え→あっさり死→後悔・未練→重ね合わせ /  記憶の薄れ

母親 体験の共有→自立の決意→あっさり死→記憶の薄れ

J
父親 体験の共有→イメージの変化→重ね合わせ

母親 体験の共有 /  肯定的感情→あっさり死→肯定的感情

K 母親 否定的感情→反発・不満→心理的支え→イメージの変化なし→看取り→後悔・未練→和解 /  重ね合わせ

L 両親 両価的感情→反発・不満→役割の逆転→看取り→重ね合わせ

M
父親 肯定的感情→心理的支え→重ね合わせ /  肯定的感情

母親 肯定的感情 /  否定的感情→心理的支え→看取り→後悔・未練→後悔・未練の補い→肯定的感情

N 母親
体験の共有 /  肯定的感情 /  否定的感情 /  両価的感情→心理的支え→イメージの変化→看取り→後悔・未練
→後悔・未練の補い→重ね合わせ /  肯定的感情

O 父親 肯定的感情→反発・不満 /  自立の決意→心理的支え→あっさり死→重ね合わせ

P 母親 体験の共有 /  肯定的感情→自立の決意→心理的支え→イメージの変化→看取り→重ね合わせ

Q 両親 交流なし→あっさり死→記憶の薄れ /  肯定的感情
a） “→”は推移が明らかな状態を，“ /  ”は並行して存在した状態を示す。
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の作成は暫定的であり，今後も対象者や質問項目の精緻
化によって改訂する必要がある。ここでは対象者の推移
に基づき，変容の特徴やその要因，さらに母親的人物の
物理的喪失とその後の相互性について考察する。
変容の特徴　母親的人物との相互性の変容モデルによ
れば，乳幼児・児童期の《体験の共有》から始まり，そ
れに関連した母親的人物への感情を経て，青年期の心理
的離乳（《反発・不満》《自立の決意》）に至る。先行研
究に示されたような乳幼児・児童期における母親的人
物への感情と青年期の心理的離乳との関連は（Bowlby, 

1969 /1976; Main et al., 1985），本研究では見出されなかっ
た。また，青年期においても《反発・不満》を経て《自
立の決意》に至る場合と，《反発・不満》を経ずに自立
に至る場合とで，成人前期の相互性への過程に一貫した
特徴は見出されなかった。これは，回想を用いた本研究
と，縦断調査あるいは幼児や青年を対象とした先行研究
との，調査方法の違いによるものと考えられる。本研究
では高齢者の回想を用いたことにより，幼児期の親子関
係や青年期の自立に対象者の意味づけが強く関与し，そ
の結果，幼児期や青年期の親子関係そのものとは異なる
様態となって現れたものと推察される。
一方，成人前期において《役割の逆転》を通過した対
象者は全員中年期において《看取り》を通過していたこ
とから，この 2個のコードは母親的人物に対する自分の
あり方という点で非常に似た様態であると考えられる。
さらに《看取り》に関しては，《イメージの変化》あ
るいは《イメージの変化なし》を通過して《看取りに満
足》に至る場合と，《後悔・未練》から《後悔・未練の
補い》を経て《看取りに満足》に至る場合と，《看取り
に満足》に至らない場合が認められた。しかし，いずれ
の推移でも老年期に行くに従って肯定的感情が強くな
り，否定的な捉え方はほとんどなくなっていった。これ
は本研究が原家族について語るという目的のもとで協
力者を募ったため，比較的健康な母親的人物との相互
性を有している対象者であった可能性がある。加えて，
Klein（1940 /1983）の指摘した，悲哀の過程による説明

が可能である。Kleinによれば，外的世界の対象の喪失
により，内的な良い対象が失われ悪い対象が優勢になる
が，やがて内的に喪失した良い対象を修復し再建して行
く。すなわち本研究の結果は，母親的人物を物理的に喪
失するため，中年期や老年期においては，修復，再建さ
れた良い対象として捉えなおされた母親的人物との相互
性が表出したものと考えられる。
なお看取りの後に，喪失直後の悪い対象が優勢だった
状態（Klein, 1940 /1983）が本研究では語られなかった。
これは，母親的人物を悪い対象として捉えたことに葛藤
がありその防衛として意識されなかった（防衛機制），
人前で母親的人物を悪い対象として捉えていたと語るこ
とに躊躇した（文化的要因），調査者の前でこのような
ことを口にすることができなかった（調査者の影響）な
どが複雑に関連した可能性がある。この点については今
後，対象者や年齢を広げて検討する必要がある。
母親的人物の物理的喪失　ここで，山本（1991, 1997, 

2010）の物理的喪失と心理的喪失を枠組みに本研究で抽
出された看取り前後の母親的人物との相互性を検討した
い。山本は，顕在的事実である物理的喪失と，主観的経
験や認知内容である心理的喪失を独立した次元として扱
うことを積極的に支持している。この理論によると，物
理的には実在しているが心理的には喪失である状態，す
なわち対象が不在になることを予期して，悲嘆の反応が
引き起こされる状態では，何度も心の中で別れの準備と
予行演習をくり返し，別れの感情が徹底操作される。さ
らにこの状態を経ることで喪失後の苦痛から比較的早く
回復できると考えられる（池内・藤原，2009）。本研究
で《看取り》の前後に顕著となる《イメージの変化》は，
「（入院中の母が）注射針とか抜くらしくて，ベッドに両
手を縛り付けてあったんですよ。それを見たときには，
あれだけ働いた人がって情けなくて，可愛そうで。（G）」
など，不安感や怒りなどの感情が含まれた語りから構成
されていた。さらに《イメージの変化》を経た対象者は
《後悔・未練》になっても，《後悔・未練の補い》を通過
して《看取りに満足》に至ったり肯定的な内在化がされ

Figure 1　母親的人物との相互性の変容モデル
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やすいことが示されているが，イメージの変化を感じな
かった，あるいはあっさり死んだと感じている対象者は
後悔が残りやすく，物理的喪失後も母親的人物へのイ
メージが定まりにくい傾向がうかがえた。これに準じる
と，本研究で抽出された《イメージの変化》は，山本の
指摘する物理的実在・心理的喪失とほぼ同様の様態であ
り，母親的人物との相互性においても非常に重要なコー
ドであると考えられる。
また物理的喪失後は，物理的には不在であるが心理的
には結びつきを保っている状態となり，心の中では生き
ているがごとく強い結びつきを保ち，喪失の補償，喪失
対象の内在化，思い出の想起と客観化が起こる（山本，
1991, 1997, 2010）。本研究では，老年期の上位コードで
ある《重ね合わせ》において客観化と思われる様態が抽
出されたほか，乳幼児・児童期の《体験の共有》に該当
者が多かったことから，それぞれ山本の指摘する客観化
と思い出の想起であると推察され，物理的に喪失した後
に心理的な結びつきを保っている状態であると考えられ
る。
総合考察と今後の課題
本研究は，高齢者の語りに対して分析を行い，発達早
期から老年期に至るまでの母親的人物との相互性の変容
を明らかにすることを目的とした。まず，高齢者が意識
する母親的人物は，その後の人生，特に成人後の対人関
係に影響されるため，外的な時間軸を持った乳児期にお
ける母親的人物とは必ずしも一致しない可能性が示唆さ
れた。次に，中年期における母親的人物の物理的喪失に
は強い感情が伴い，自分を守ってくれる存在であった母
親的人物が衰えていく様子を捉える《イメージの変化》
は，悲嘆の過程や老年期における母親的人物との相互性
においても非常に重要な様態であると考えられた。さら
に，母親的人物の物理的喪失後には，母親的人物の内在
化が認められ，その内的な相互性が高齢者の生活に様々
な影響を与えていることが認められた。また，喪失前後
の中年期や老年期においては，良い対象として捉え直さ
れた母親的人物との相互性が表出しやすく，したがって
老年期に行くに従って肯定的感情が強くなることも示唆
された。
本研究の限界と意義　本研究で見出された母親的人物
との相互性は，老年期の回想を用い，それを基に分析を
行ったため，外的な時間軸を持って各発達段階の母親的
人物との相互性を示すものではない。むしろ本研究では，
高齢者の母親的人物との相互性という内的体験をプロセ
スとして抽出したことにより，母親的人物を物理的に喪
失しても，内的な相互性としては維持あるいは変容する
可能性があること，成人期以降の母親的人物との相互性
が，内的な発達早期の母親的人物にさかのぼって影響す
る可能性があることが示された。

今後の課題　本研究では一般的な変容を見るために対
象者や母親的人物を限定したが，今後は母親的人物の移
り変わりや，コード，モデルの精緻化をするため，対象
者や用いるデータ，分析手続きを検討する必要がある。
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仲野　真史 長崎　勤
（筑波大学人間総合科学研究科） （筑波大学人間総合科学研究科）

本研究では，直前の経験に関する 3～6歳の幼児の語りを分析し，ナラティブ構造の発達について検討
した。実験者と幼児でケーキを作り，ケーキ作りの経験を母親に報告するという場面を設定した。ケー
キ作りの過程には，実験者が卵を落とす等のハプニングを含めた。報告場面のナラティブを結束性とい
う観点から分析した。3歳では自発的に連続して述べる出来事の数が少なかった。4歳では多くの出来事
を時間的に結びつけて語るようになった。5，6歳では，特にハプニングを含む出来事を因果関係で結び
つけたり，意図的状態と関連させて語るようになった。これらの結果から，4歳頃に時系列性が，5歳
頃に主観的視点からの意味づけが，ナラティブ構造に現れることが明らかにされた。異なる文化圏を対
象とした先行研究においても類似した結果が示されており，何らかの共通した背景の存在が示唆された。
また本研究で示されたナラティブ構造の発達的変化と自他理解の発達の関連が示唆され，今後の検討課
題として提起された。
【キー・ワード】　ナラティブ，語り，談話，結束性，幼児

問題と目的

過去の経験や架空の物語などを語る行為，及びそこで
語られるものはナラティブと呼ばれ，パーソナルナラ
ティブ（自己の経験の語り），フィクショナルナラティ
ブ（架空の物語）といったタイプに分けられる。特に幼
児期のパーソナルナラティブは，自伝的記憶（Nelson & 

Fivush, 2004），自己理解（岩田，2001；Nelson, 2003），
他者の心の理解（木下，2008；Nelson, 2005）など，様々
な領域との密接な関連が指摘され，その発達過程の検討
が求められている。
パーソナルナラティブの構造的側面の発達について

検討した Peterson & McCabe（1983），McCabe & Rollins

（1994）によれば，3歳では 2つの出来事のみを述べる
ような単純な構造のナラティブが多いが，4歳では時系
列的なナラティブ，5歳頃には語り手による出来事への
評価（evaluation）を含むナラティブ，そして，6歳以
降に成人と類似した構造のナラティブが増加する。これ
らの発達的変化は，大人からの足場かけを受けながら進
んでいく。3歳頃のナラティブ産出は情報を拡張しよう
とする大人からの多くの質問に支えられているが，徐々
に大人からの質問は減り，子どもが自発的に語るように
なる（金・仲，2002）。また，質問等の発話が多い「精
緻化スタイル」の母親の子どもは，発話が少なく特定の
情報に焦点化しやすい「繰り返しスタイル」の母親の子
どもよりも多くの新情報を提供するというように，養

育者の働きかけは，後の子どもの語り方を方向づける 

（Fivush, 1991; Fivush & Fromhoff,1988; Haden, Haine, & 

Fivush, 1997; Peterson, Jesso, & McCabe, 1999）。
このように，幼児期のパーソナルナラティブは大人と
の会話に支えられて，より複雑な構造へと変化していく。
しかし，その発達の舞台となる会話の在り方は，文化に
よって大きく異なる。日本では，談話において聞き手側
の推論が重視されるため，過去経験をめぐる会話におい
ても，母親が子どもに詳しい説明を求めたり，子どもの
ナラティブに対して評価的コメントを与えたりすること
が少ないとの報告もある（Minami & McCabe, 1995）。し
たがって，日本の子どものナラティブを考える上で，英
語圏の知見の適用には慎重でなければならないといえる。
もちろん，日本の子どものナラティブについても研究
は行われてきた。特にフィクショナルナラティブに関す
る研究は多く，その構造やそこで使用される統語表現（小
坂，2007；大伴，2005；斎藤，2002），基盤となる認知
機能（内田，1996），理解過程（高橋・杉岡，1994）な
どの発達について，検討がなされてきた。
一方，パーソナルナラティブに関する研究はあまり多
くない。数少ないものとして，藤崎や南の研究が挙げら
れる。藤崎（1982）は保育園の生活発表場面を分析し，
3～6歳にかけての語り方の変化を検討した。そして，3

歳では語られる出来事数が少ないが，4歳以降増加し，
5歳では話題が時間的，因果的につながるようになるこ
と，それに伴いナラティブの計画的構成を示唆する発話
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の停滞現象が増えることを明らかにした。ただし，こ
こでは，1人の子どもが多くの子どもに向けて“生活発
表”として話すという特殊な対話場面が観察対象とされ
ており，語り方が制度的に強く規定されることも推測さ
れる。もちろん，そのような集団活動は子どもの現実生
活の中に存在し，その制約の中で子どもが発達していく
のであって，対話状況の特殊性が知見の価値を下げるわ
けではない。しかし，養育者との 1対 1の会話という子
どもがより頻繁に経験する場面（小松，2000）におけ
るナラティブについても検討する必要があると考えられ
る。また，南は日本の幼児のナラティブを対象とした研
究をいくつか行っているが，その多くは発達の経時的な
変化というより，日米間の文化差の分析に焦点化してい
る（Minami & McCabe, 1991, 1995）。Minami（1996）では，
4，5歳児を対象に怪我の経験について尋ね，5歳ではナ
ラティブがより長くなり，評価（evaluation）の要素を
多く含むようになることを指摘しているが，2つの年齢
群間の比較だけでなく，より年齢幅を広げた発達的変化
の検討が必要だと考えられる。
これらの先行研究を踏まえ，本研究では母子会話の中
で生起する 3～6歳児のパーソナルナラティブの発達に
ついて検討する。では，どのような場面の母子会話をど
のように分析すべきか。そもそもパーソナルナラティブ
の研究が少ない理由の一つは，“お話作り”として観察
場面を設定しやすいフィクショナルナラティブに比べ
て，自己の経験に関する自然な語りを引き出すのが困難
なことにあり，観察場面については十分に考慮しなけれ
ばならない。また，パーソナルナラティブの発達が，自
他理解など他の発達領域に関連するのは，単純にそれが
より長く複雑な言語構造を持つからというだけではな
く，自己の視点から経験を意味づけ，それに基づいて記
憶を組織化し，経験を表象する媒体となりうるからであ
る（Nelson, 2007）。したがって，分析結果を先行研究の
知見と接続可能にし，幼児の発達全体の理解に寄与する
ものとするためにも，意味づける行為，及びそこで使用
される媒体としてナラティブをとらえ，その発達的変化
を分析しうる枠組みを考案することが必要である。
これらの問題を考えるために，ここでは Brunerの理

論的考察を参考としたい。Bruner（1990 /1999）によれば，
ナラティブは文化的規範性，通常性からの逸脱が生じた
ときに生み出される。そして，語ることを通して，逸脱
性が意味づけられ，了解される。私たちは，普段のよく
あることを“語るまでもない”と言ったり，当たり前の
ことを長々と語ることに対して「それで？」と問いなお
したりする。このことは，ナラティブとは，語り手にとっ
て何か特別なことが経験されたときに語られるものであ
り，その経験への語り手の意味づけや評価を含むもので
あるということを示唆する。したがって，幼児のパーソ

ナルナラティブを観察する際にも，通常性からの逸脱を
含む経験について語る場面を設定することで，より自然
な語りを引き出しやすく，また，語り手の意味付けを含
むナラティブを観察しやすいと考えられる。
また，Bruner（1990 /1999）は，ナラティブがどのよ

うにして経験を意味づけるのかに関連して，“時系列性”
と“2重の景観”の重要性を指摘する。例えば，ある人
が罪を起こした時，なぜ彼が罪を犯したのか，どのよう
な出来事や状況があり，それに対して彼が何を思い，何
を意図し，罪を犯すに至ったのかと，私たちは罪をめぐ
るナラティブを通して，出来事を意味づけようとする。
ここで，彼が罪を犯したという出来事は，その前後の出
来事群との関係において解釈される。つまり，出来事は
それ自体において意味を持つのではなく，物語の時系列
的な流れのどこに位置づくのかによって意味づけられる
のである。さらに，ナラティブは，何が起きたのかとい
う行為の景観（landscape of action）だけではなく，彼が
何を知り，何を感じ，何を思いながら，それをしたのか
という意識の景観（landscape of consciousness）を含む。
この 2重の景観を含むことによって，出来事は語り手の
視点からだけでなく，語られる登場人物 （パーソナルナ
ラティブで言えば，語られる過去の自己や他者）を含む
重層的視点から意味づけられることとなる。したがって，
幼児期のパーソナルナラティブの発達について検討する
上でも，時系列性や 2重の景観，特に意識の景観がどの
ように立ち現れてくるのかを分析することは，意味づけ
る行為としてのナラティブの発達的変化をとらえる上で
有効だと考えられる。
以上を踏まえ，本研究では，実験者が卵を落とすなど
のハプニングを含むケーキ作りを実施し，その経験を母
親に報告する場面でのパーソナルナラティブを分析対象
とする。通常性からの逸脱であるハプニングを含むこと
で，子どもの自発的な語りを引き出しやすいと考えられ
る。また，分析方法としては，出来事間の時間的，因果的，
意図的結びつきなどを扱う多次元的結束性について分析
する。結束性とは談話における意味的なまとまりを指す。
様々な次元での意味的まとまりが，どのように現れてく
るのかを分析することによって，ナラティブ全体として
の時系列性がどのように現れてくるのかを分析すること
ができる。また，「こう思ったから，こうした」という
ような心的状態と出来事の結びつきに関する意図性次元
での結束性を分析カテゴリーに含めることで，意識の景
観がナラティブの中にどのように現れてくるのかを分析
することもできる。これらの分析を通して，幼児期のパー
ソナルナラティブ構造の発達的変化を明らかにすること
を研究の目的とする。
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1．実験協力者
2007年の 3月～8月にかけて，関西地方 A市内にあ
る自宅開放型私設図書館の 1室にて実験を実施した。私
設図書館に通ってくる母子に協力を依頼し，小学校就学
前の 3～6歳の幼児とそれぞれの母親，計 64組に協力を
得た。3歳群 16組（女児 8名，男児 8名，年齢範囲 3；
3～3；10，平均 3；6），4歳群 16組（女児 7名，男児 9

名，年齢範囲 4；0～4；9，平均 4；4），5歳群 16組（女
児 10名，男児 6名，年齢範囲 5；0～5；9，平均 5；5），
6歳群 16組（女児 8名，男児 8名，年齢範囲 6；1～6；
10，平均 6；6）であった。3歳児 5名，4歳児 1名は，
保育所・幼稚園などの機関に通っていなかった。他の全
ての対象児は保育所もしくは幼稚園に通っていた。全て
の対象児は実験者と初対面であった。母親には事前に研
究の目的と方法を文書および口頭で説明し，同意を得た。
2．手続き
まず，ラポール形成のため，対象児，母親，実験者で

工作などの遊びを行った。その後，実験者と対象児は
Table 1に示す手続きでケーキ作りを行った。ケーキ作
りを開始する前には，2つのケーキを作って 1つを母親
にプレゼントすることを対象児に伝えた。ケーキ作りに
は逸脱要素「卵の失敗」「粉の失敗」が含まれた。また，
子どもが最初に選択した味の粉（ケーキミックス）を実
験者がこぼすことで，子どもは選択していない方の味で
ケーキを作ることとなった。このため，ケーキ作りには，
一般的に予測されるケーキ作りスクリプトからの逸脱だ
けでなく，子どもの最初の意図からの逸脱も含まれるこ
ととなった。これらによって，Bruner（1990 /1999）の
言う規範性からの逸脱が生まれると考えられた。ケーキ
を作る間，母親には別室で待ってもらった。そのため，
母親はケーキ作りの様子を見ることも聞くこともできな
かった。ケーキが出来上がると母親に来てもらい，ケー

キ作りについて尋ねてもらった。母子がケーキ作りにつ
いて会話している間，母子の前には完成したケーキが置
かれ，実験者は別室で待機した。会話の時間等は制限し
なかった。母親には「子どもがどのように自分の経験を
伝えるのか研究している」と伝え，質問など自由にして
構わないのでなるべく普段どおりに尋ねるよう，また，
ケーキ作りに関する会話が終了したと母親が判断した時
点で実験者に終了を伝えるように教示した。活動の内容
に関しては「子どもと実験者でケーキを作る」とだけ事
前に説明し，逸脱要素については説明しなかった。
3．記録方法
母子の会話場面を DVDレコーダーで録画し，これを

文字化した。
4．分析方法
まず，全ての発話を節に分割した。1発話に複数の節
が含まれる場合，連用節は 1つの節と認定したが，名詞
節，連体節は独立した節と認定しなかった（例；「僕は
上手やったけど（連用節）/ お兄ちゃんは失敗した」は 2

節。「粉を入れるのは（名詞節）/ 僕がやった」は 1節）。
以下の分析は節を基本単位として行った。

4–1．最長連続節数　母親による質問，あるいは，情
報の要求を間に挟まず，子どもが自発的に連続して述べ
た節を連続する節とみなし，最も長く連続する節の数，
すなわち，最長連続節数を算出した。ただし，子どもの
発話の意味を明確化させるための質問や要求に関しては
例外とし，途中で母親の明確化要求を挟んでいても，子
どもがもとのトピックを展開していれば，連続する節と
みなした。逸脱要素「卵の失敗」「粉の失敗」への言及
を含む連続節を「逸脱あり」の連続節，逸脱要素への言
及を含まない連続節を「逸脱なし」の連続節とみなし，
それぞれ別に最長連続節数を算出した。なお，会話を通
して逸脱要素への言及がなかった対象児は，全ての分析
の対象から外された。その結果，分析対象となった対象
児は 3歳群 11名（女児 6名，男児 5名，年齢範囲 3；3

Table　1　ケーキ作りの手続き

　1．味の選択 ケーキの味をチョコ味とバニラ味のどちらにするか子どもが選択する

　2．卵の失敗 観察者が卵を割ろうとして失敗する

　3．卵を入れる 子どもが卵を割ってボウルに入れる（必要ならば観察者が手伝う）

　4．卵を混ぜる 観察者と子どもで交代しながら混ぜる

　5．粉の失敗 観察者がケーキの粉を入れようとしてこぼす

　6．粉を入れる 残った方のケーキの粉を子どもが入れる（最初に子どもが選択したものとは違う味の粉になる）

　7．卵と粉を混ぜる 観察者と子どもで交代しながら混ぜる

　8．カップに入れる 混ぜたものをカップに流し入れる

　9．加熱 電子レンジで加熱する

10．包装 出来上がったケーキを袋に入れ，モールでとめて包装する
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～3；10，平均 3；6），4歳群 11名（女児 4名，男児 7

名，年齢範囲 4；0～4；9，平均 4；4），5歳群 15名（女
児 10名，男児 5名，年齢範囲 5；0～5；9，平均 5；5），
6歳群 12名（女児 6名，男児 6名，年齢範囲 6；1～6；
10，平均 6；6）であった。逸脱要素への言及を含む最
長連続節の例を資料として添付する。

4–2．結束性　子どもがどのように出来事を関係づけ，
ナラティブ全体に結束性を持たせているかをみるため
に，結束性の分析を行った。結束性の分析は，「逸脱あり」
「逸脱なし」それぞれの最長連続節を対象とした。なお，
子どものナラティブの発達評価に当たっては，長さが構
造の複雑さと関連しているため，最も長いナラティブを
評価対象にすべきであると指摘されている（Peterson & 

McCabe, 1983）。
節間の関係性を評価する枠組みとして，ここでは，

Zwaan, Langston, & Graesser（1995）のイベント索引化
モデル，談話の結束性の種類に関する亀山（1999）の理
論的検討を参考とした。これらは両者とも，談話におけ
る要素と要素の関連の仕方にはどのような種類があるの
か，話し手や聞き手（読み手）がどのような種類の関連
を利用しているのかを検討したものである。イベント索
引化モデルは文章理解研究において提唱されたモデルで
あり，読み手が，時間性・意図性・因果性・行為者性・
空間性という 5つの独立した次元でテキストの結束性を
捉えると仮定し，それを様々な実験を通して実証してい

る。また，亀山（1999）は談話の結束性を類似関係，因
果関係，論証関係，時空的つながりの 4種類に分類し，
理論的に整理している。本研究ではこれらの枠組みを参
考として，Table 2に示す時間性・因果性・意図性・行
為者性・類似性という 5つの次元における結束性を分析
した。最長連続節内の異なる節間に Table 2に示した関
係性が認められる場合，その節間には結合が生起してい
るとみなされた。各次元の結合はそれぞれ別にカウント
された。例えば，ある節間に意図性次元，因果性次元で
の結合が共に認められた場合，両方の次元において結合
が重なって生起しているとされた。最長連続節数から 1

を引いた数，すなわち結合部数で結合生起総頻度を割り，
結合生起率を算出した。結合生起率が高いほど，結束性
が強いとみなされた。なお，イベント索引化モデルには
空間性次元も想定されているが，今回の実験では，どの
部屋でケーキ作りを行ったかは母子に了解された上で会
話が行われており，ケーキ作りの過程にも部屋の移動等
は含まれなかった。このため，空間的情報は提供される
必要がなく，実際に空間的情報への言及はほとんどな
かった。したがって，空間性次元の結束性は分析しなかっ
た。また，亀山（1999）は談話の整合関係として，因果
関係・類似関係・時空的つながり・論証関係を挙げてい
るが，論証関係は本研究においては見られなかったため，
除外した。

Table　2　各次元における結合の認定基準と例

次元 結合の認定基準 発話例

時間性
2つの節 Aと Bが時間的に連続した同一の群の中にあることが示されて
いる場合，時間性の結合があるとみなす。

グルグルまわして／卵入れて／焼いた

因果性

2つの節 Aと Bの間に“もし Aが起きなければ Bも起きない”という
関係が成り立ち，かつ，Aと Bの間に「だから」あるいは「その結果」
を挿入しても不自然にならないとき，Aと Bには因果性の結合が生じて
いるとみなす。また，逆に，想定される原因と結果，出来事と結果の関
係に違反していることが示される場合も，因果性の結合があるとみなす。

お兄ちゃん失敗したから／チョコにした
粉をいれたとき／失敗した
本当はチョコのはずやったのに／バニラに
なった

意図性
2つの節 Aと Bが〈意図的状態－出来事〉あるいは〈出来事－出来事へ
の心的反応〉の関係にある場合，意図性の結合があるとみなす。

お兄ちゃんがチョコにしようって言って／
チョコにした
チョコになった／僕はバニラがよかったのに

行為者性
2つの節 Aと Bが同一の行為者による行為を示している場合，行為主体
性の結合があるとみなす。主語の明示や敬語の種類等によって同一の行
為者であることが示される。

僕がまわして／（お兄ちゃんがまわして）／
僕がまたまわした

類似性

2つの節 Aと Bに類似する事物，行為等の並行関係が対応して認められ
る場合，あるいはそのような類似性の否定による対照関係が認められる
場合，類似性の結合があるとみなす。また，Aが Bを詳しく述べる，あ
るいは Aが Bを要約してまとめて述べるというような，関係が認めら
れる場合も類似性の結合があるとみなす。

お兄ちゃんグルグルして／私もグルグルした
僕は上手にわったのに／お兄ちゃんは失敗
した
あれをいれたんやん／あの白い粉をいれた

注．各次元における結合はそれぞれ独立に認定する。このため，節 Aと節 Bの間に複数の次元での結合が重なって認められる場合もある。



　70 発 達 心 理 学 研 究 第 23 巻 第 1 号

5．信頼性　
各年齢 3名ずつ，計 12名の発話記録における最長連
続節を対象として，観察者と 1名の評定者により一致
率を算出した。各次元の結合の認定に関して，時間性
94％，因果性 94％，意図性 99％，行為者性 100％，類
似性 99％の一致率が得られた。　

結　　　果

1．最長連続節数　
「逸脱あり｣，｢逸脱なし｣ のカテゴリーごとの最長連
続節数を Table 3に示す。4 （年齢； 3歳・4歳・5歳・6歳）
× 2 （逸脱の有無； 逸脱あり・逸脱なし）の分散分析の
結果，年齢の主効果が有意であった（F（3, 45）=5.92，
p <.01）。LSD法を用いた多重比較によれば，3歳と 4，
5，6歳の間に有意な差が認められた （Mse =3.91，5％
水準）。つまり，最長連続節数は 3歳よりも 4，5，6歳
で有意に多かった。
2．結束性
各次元における結合生起率を Table 4に示す。また，

各次元において 4 （年齢； 3歳・4歳・5歳・6歳）× 2 （逸

脱の有無； 逸脱あり・逸脱なし）の分散分析を行った結
果を以下に示す。

2–1．時間性　年齢の主効果（F（3, 45）=7.84，p <.01），
逸脱の有無の主効果（F（1, 45）=4.63，p <.05）が有意
であった。LSD法を用いた多重比較によれば，3歳と 4，
5，6歳の年齢間に有意な差が認められた（Mse =62.30, 

5％水準）。つまり，時間性の結合生起率は 3歳よりも 4，
5，6歳で有意に高かった。また，「逸脱あり」よりも「逸
脱なし」で有意に高かった。

2–2．因果性　年齢の主効果（F（3, 45）=3.47，p <.05），
逸脱の有無の主効果（F（1, 45）=36.17，p <.01）が有意
であった。また，年齢×逸脱の有無の交互作用が有意で
あった（F（3, 45）=5.01，p <.01）。それぞれの単純主効
果を分析したところ，年齢の単純主効果は「逸脱あり」
において有意であり（F（3, 45）=4.73，p <.01），LSD

法を用いた多重比較によれば，3，4歳と 6歳の年齢間
に有意な差が認められた（Mse =0.15, 5％水準）。逸脱
の有無の単純主効果は 5歳（F（1, 45）=13.19，p <.01）
と 6歳（F（1, 45）=34.75，p <.01）で有意であった。つ
まり，因果性の結合生起率は「逸脱あり」では 3，4歳
よりも 6歳で有意に高く，「逸脱なし」では年齢間に有
意な差はなかった。また，5，6歳においては「逸脱なし」
よりも「逸脱あり」で有意に高く，3，4歳では逸脱の
有無による有意な差はなかった。

2–3．意図性　逸脱の有無の主効果（F（1, 45）=15.05，
p <.01）が有意であった。また，年齢×逸脱の有無の交
互作用が有意傾向であった（F（3, 45）=2.28，p <.10）。
逸脱の有無の単純主効果は 5 歳（F（1,45）=6.05，
p <.05）と 6歳（F（1, 45）=14.77，p <.01）で有意であっ
た。つまり，意図性の結合生起率は，5，6歳において
は「逸脱なし」よりも「逸脱あり」で有意に高く，3，4

歳では逸脱の有無による有意な差はなかった。
2–4．行為者性　逸脱の有無の主効果が有意であった

Table　3　最長連続節数の平均と標準偏差

逸脱あり 逸脱なし

3歳
2.73 

（1.35）
3.27 

（1.35）

4歳
5.18 

（4.12）
4.55 

（1.86）

5歳
4.27 

（1.49）
5.00 

（1.77）

6歳
5.00 

（2.09）
5.42 

（1.77）
注． （  ） 内は標準偏差を示す。

Table　4　各次元における結合の生起率の平均と標準偏差

時間性 因果性 意図性 行為者性 類似性

逸脱あり 逸脱なし 逸脱あり 逸脱なし 逸脱あり 逸脱なし 逸脱あり 逸脱なし 逸脱あり 逸脱なし

3歳
0.45 0.73 0.18 0.07 0.09 0 0.15 0.02 0.39 0.40

（0.55） （0.88） （0.40） （0.16） （0.30） （0） （0.35） （0.06） （0.44） （0.54）

4歳
1.63 1.65 0.26 0.09 0.09 0.02 0.09 0.16 0.19 0.16

（1.38） （1.32） （0.39） （0.16） （0.30） （0.08） （0.18） （0.45） （0.32） （0.32）

5歳
1.20 2.08 0.48 0.06 0.27 0 0.34 0.06 0.35 0.29

（0.90） （1.01） （0.26） （0.14） （0.43） （0） （0.41） （0.14） （0.31） （0.37）

6歳
1.53 2.34 0.72 0.04 0.42 0 0.35 0.01 0.38 0.11

（1.08） （1.36） （0.48） （0.08） （0.47） （0） （0.34） （0.03） （0.44） （0.16）
注． （  ） 内は標準偏差を示す。
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（F（1, 45）=10.52，p <.01）。また，年齢×逸脱の有無の
交互作用が有意であった（F（3, 45）=3.03，p <.05）。逸
脱の有無の単純主効果は 5歳（F（1, 45）=7.10，p <.05）
と 6歳（F（1, 45）=10.48，p <.01）で有意であった。つ
まり，行為主体性の結合生起率も意図性の結合生起率と
同様に，5，6歳において，「逸脱なし」よりも「逸脱あり」
で有意に高かった。

2–5．類似性　年齢の主効果 （F（3, 45）=2.03, ns），逸
脱の有無の主効果（F（1, 45）=1.07, ns），年齢×逸脱の
有無の交互作用（F（3, 45）=0.55, ns）は全て有意でな
かった。

考　　　察

1．ナラティブの結束性の発達的変化
最長連続節数，及び各次元の結合生起率についての分
析結果から，各年齢群のナラティブ構造の特徴は以下の
ようにまとめられる。3歳では逸脱への言及の有無にか
かわらず，複数の出来事を自発的に連続して述べること
が少ない。4歳では連続して述べる出来事の数が増え，
さらにそれらを時間的に結びつけて語るようになる。5

歳になると，逸脱要素への言及を含むナラティブと含ま
ないナラティブの構造的差異が明確化する。そして，逸
脱要素への言及を含むナラティブにおいては，出来事間
が因果的に関係づけられたり，出来事と意図的状態が関
係づけられたり，異なる出来事が同一の行為者によるも
のであることが示されたりする。そして，6歳になると，
逸脱要素への言及を含むナラティブにおいて，因果的関
係づけがさらに増加する。
ここに示されたナラティブ構造の変化は，“時系列性”
及び“2重の景観”（Bruner, 1990 /1999）が，子どもが
自発的に産出したナラティブ構造の中に顕在化していく
過程としてもとらえられる。
まず，3歳の語りでは各次元における結束性が弱いだ

けでなく，複数の出来事を自発的に連続して述べること
自体が少なかった。この段階では，複数の出来事群を一
つのまとまりを持ったエピソードとして言語的に表象す
ることがまだなされない。そのため，個々の出来事を他
の出来事との関係において意味づけるという意味生成の
ための枠組みは十分に現れているとはいえない。
次に 4歳では，自発的に連続して述べる出来事が増
え，さらにそれらの出来事を時間的に結びつけて語るこ
とが増加していた。ここでは，複数の出来事群が一つの
まとまりを持ったエピソードとして言語的に表示されて
いる。そして，個々の出来事はケーキ作りという流れの
中に位置づけられている。しかし，一般的なケーキ作り
から逸脱する出来事がなぜ起きたのか，語り手にとっ
て，あるいは語られる過去の自己にとって，それはどの
ような意味を持つのかについて，因果関係において理由

づけられたり，語り手の心的状態との関係で解釈される
ことは少ない。したがって，4歳のナラティブでは，ど
のような出来事があったかが時系列的に表示されてはい
るが，それらの出来事を主観的視点から意味づける機能
は，5，6歳のナラティブと比較するとまだ低いといえる。
これに対して 5歳，6歳では，逸脱要素への言及を含
む連続節において，因果性，意図性，行為者性次元での
結束性が有意に強く，逸脱要素への言及を含む連続節と
そうでない連続節の構造的差異が明確化されていた。さ
らに，6歳では，出来事間の因果的な結合が増加した。
これらの次元における結束性の強さは，逸脱要素への主
観的視点からの意味づけを顕在化させていると考えられ
る。例えば，意図性次元での結合は，意図的状態と出来
事の関係を明示し，それによって出来事への主観的な意
味づけを表している。また，因果性次元での結合も，出
来事に対する語り手固有の理由づけを表している。さら
に，因果的に出来事を関係づけて述べることは，ある
出来事の理由を伝えるだけでなく，その出来事をわざ
わざ理由づけて述べる背景を前提化すると考えられる
（Bruner, 1986 /1998）。例えば，「お兄ちゃんが失敗した。
だから，チョコのケーキになった」と語ることは，実験
者の失敗がなければチョコケーキにはならなかった可能
性が高かったことをも伝えている。そして，〈チョコケー
キじゃない方を作りたかったのに〉という過去の意図や
意図が達成されなかったことへの情動的反応といった語
り手固有の主観的視点を前提化する。また，行為者性次
元での結合は本研究においては「お兄ちゃん卵も失敗し
ちゃってなあ／粉も失敗しちゃったんやで（6歳男児。
「～ちゃった」は尊敬語の機能を持つ方言）」というよう
に，同一の特定の人物による行為であることを強調する
ことで，その人物への主観的評価を示す発話が多かった。
以上より，5，6歳児のナラティブは，何が起きたかを
伝えているだけでなく，起きた出来事への主観的視点か
らの意味づけを重ねて表していると考えられる。
2．先行研究との比較
次に，本研究の結果と先行研究における知見との関
係について検討したい。まず，本研究における 3歳か
ら 4歳にかけての変化として，自発的なナラティブに含
まれる出来事数の増加が指摘できるが，これは生活発表
場面を分析した藤崎（1982）や米国の幼児を対象とし
た Peterson & McCabe（1983）においても報告されてい
る。また，4歳から 5歳にかけての変化として，出来事
間の因果的結びつきや出来事と心的状態の結びつきによ
る主観的視点からの意味づけの増加が指摘できるが，こ
れは，日本の母子会話を分析したMinami（1996）や米
国の子どものナラティブを分析した Peterson & McCabe

（1983）が，5歳で評価（evaluation）の要素が増加する
と指摘していることと重なる。観察場面や分析の枠組み
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等が異なるため，単純な比較は難しいが，異なる文化圏，
異なる対話状況におけるパーソナルナラティブの分析結
果が，同じ年齢間に類似した変化を報告していることか
ら，変化過程に何らかの共通した法則性，及びそれを生
み出す共通した要因の存在が示唆される。これらの点に
関して，今後のさらなる検証作業が求められる。
3．今後の検討課題
本研究ではナラティブのみを扱っているが，子ども
の発達においてナラティブは自己理解や他者の心の理
解などの領域と相互に影響し合いながら変化していく
（Nelson & Fivush, 2004）。したがって，今後は本研究で
得られたナラティブ構造の発達的変化に関する結果を他
の領域の発達との関係の中に置き直し，それらが相互に
影響し合うプロセスを検討していく作業が必要と考えら
れる。例えば，木下（2008）は，遅延性自己映像認知課
題や誤信念課題を用いた実験結果から，幼児期自他理解
の発達モデルを提案し，4歳頃から時間的に拡張された
主体を表象水準で理解することが可能となり，5歳頃に
他者が自己とは異なる独自の歴史を過ごしていることが
理解できるようになると指摘している。本研究では，4

歳で複数の出来事を時間的に関連づけて言語化できるよ
うになっていたが，これは時間的に拡張された主体を表
象レベルで理解することとの関連が示唆される。また，
5歳以降に，どのような出来事があったかだけでなく，
その出来事への自己固有の評価や解釈を表現するように
なることは，自己と他者がそれぞれ独自の歴史を生きる
主体であると理解することとの関連が示唆される。ここ
に示唆されるような，ナラティブと他の領域の発達的関
連を詳細に検討していくことで，本研究で示されたナラ
ティブ構造の発達的変化の持つ意義も，より明確化され
ると考えられる。
また，本研究は，母子の会話場面で生起したナラティ
ブを分析対象としたが，自発的に連続して述べられた最
長連続節のみを扱ったため，母子間の相互作用そのもの
は分析されなかった。子どものナラティブは過去経験を
めぐる他者との会話を通して発達すると考えられてい
る。ナラティブの発達過程を明らかにするために，今後
は過去経験をめぐる相互作用プロセス自体に分析の焦点
をあて，その発達的変化を検討しなければならない。

文　　　献

Bruner, J.S. （1998）. 可能世界の心理  （田中一彦,訳）. 東京：
みすず書房. （Bruner, J.S. （1986）. Actual minds, possible 
worlds. Cambridge: Harvard University Press.） 

Bruner, J.S. （1999）. 意味の復権（岡本夏木・仲渡一美・吉
村啓子,訳）. 京都：ミネルヴァ書房. （Bruner, J.S. （1990）. 
Acts of meaning. Cambridge: Harvard University Press.） 

Fivush, R. （1991）. The social construction of personal 

narratives. Merrill-Palmer Quarterly , 37, 59-82.

Fivush, R., & Fromhoff, F. （1988）. Style and structure in 

mother-child conversations about the past. Discourse 
Processes, 11, 337-355.

藤崎春代. （1982）. 幼児の報告場面における計画的構成
の発達的研究. 教育心理学研究 , 30, 54-63.

Haden, C.A., Haine, R.A., & Fivush, R. （1997）. Developing 

narrative structure in parent-child conversations about 

the past. Developmental Psychology, 33, 295-307.

岩田純一. （2001）. 〈わたし〉の発達：乳幼児が語る〈わ
たし〉の世界 . 京都：ミネルヴァ書房.

亀山　恵. （1999）. 談話分析：整合性と結束性. 田窪行則・
西山佑司・三藤　博・亀山　恵・片桐恭弘・大津由紀
雄・郡司隆男・田窪行則・長尾　真・橋田浩一・益岡
隆志・松本裕治（シリーズ編）, 岩波講座言語の科学：
7　談話と文脈 （pp.93-121）. 東京：岩波書店. 

金　敬愛・仲真紀子. （2002）. 中国人親子による出来事の
対話：母親と父親は幼児の出来事の語りをどのように
引き出すか. 発達心理学研究 , 13, 274-283.

木下孝司. （2008）. 乳幼児期における自己と「心の理解」
の発達 . 京都：ナカニシヤ出版.

小松孝至. （2000）. 幼稚園での経験に関する母子の会話
に対する母親の意義付けと働きかけの認知. 教育心理
学研究 , 48, 481-490.

小坂美鶴. （2007）. 語りの談話の内容と結束性要素とし
ての接続表現の発達：健常児の 4 こま漫画の説明にお
ける談話分析. コミュニケーション障害学 , 24, 1-8.

McCabe, A., & Rollins, P. （1994）. Assessment of preschool 

narrative skills. American Journal of Speech-Language 
Pathology, 3, 45-56.

Minami, M. （1996）. Japanese preschool children’s narrative 

development. First Language, 16, 339-363.

Minami, M., & McCabe, A. （1991）.Haiku as a discourse 

regulation device: A stanza analysis of Japanese children’s 

personal narratives. Language in Society, 20, 577-600.

Minami, M., & McCabe, A. （1995）. Rice balls and bear 

hunts: Japanese and North American family narrative 

patterns. Journal of Child Language, 22, 423-445.

Nelson, K. （2003）. Narrative and self, myth and memory: 

Emergence of the cultural self. In R. Fivush, & C.A. Haden 

（Eds.）, Autobiographical memory and the construstion of a 
narrative self （pp.3-28）. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Nelson, K. （2005）. Language pathways into the community 

of minds. In J.W. Astington, & J.A. Baird （Eds.）, Why 
language matters for theory of mind （pp.26-49）. New 

York:Oxford University Press. 

Nelson, K. （2007）.  Young minds in social worlds: 
Experience, meaning, and memory. Cambridge: Harvard 



73　幼児におけるナラティブの結束性の発達

University Press.

Nelson, K., & Fivush, R. （2004）. The emergence of 

autobiographical memory: A social cultural developmental 

theory. Psychological Review, 111, 486-511.

大伴　潔. （2005）. 健常児と発達障害児における「語り」
表現 ̶̶ストーリー再生課題と復唱課題による検討. 

東京学芸大学紀要総合教育科学系第 57 巻 , 東京学芸
大学, 東京, 469-479.

Perterson, C., Jesso, B., & McCabe, A. （1999）. Encouraging 

narrative in preschoolers: An intervention study. Journal 
of Child Language, 26, 49-67.

Peterson, C., & McCabe, A. （1983）. Developmental 
psycholinguistics: Three ways of looking at a child’s 
narrative. New York: Plenum.

斎藤佐和子. （2002）. 健常児の談話における構文能力と
説明能力 ̶̶状況絵を用いて. 音声言語医学 , 43, 308-
315.

高橋　登・杉岡津岐子. （1994）. 幼児の物語理解への物
語の繰り返し構造の影響について. 発達心理学研究 , 5, 

111-122.

内田伸子. （1996）. 子どものディスコースの発達 ̶ ̶物語
産出の基礎過程 . 東京：風間書房.

Zwaan, R.A., Langston, M.C., & Graesser, A.C. （1995）. 
The construction of situation models in narrative 

comprehension: An event-indexing model. Psychological 
Science, 6, 292-297.

付記
研究に協力して下さったお子様方，お母様方，また，
研究への協力者を紹介して下さった方々に深くお礼申し
あげます。
本研究は文部科学省科学研究費・特別研究員奨励費

No.70954477の補助を受けて実施されました。

　3歳女児の発話例
子 こぼしちゃったの　こぼ
母 こぼしちゃったの　はは〈笑う〉
子 Aちゃんは　ちゃんと **やったけど
母 あ　ほんまー

　4歳男児の発話例
子 いっこは　しっぱいした
母 いっこは　しっぱいしたん？
母 なにを　しっぱいしたん？
子 んで　まぜまぜして
母 うん
子 んで　そこ　いれて
子 まぜまぜして
母 うん
子 そんでー　電子レンジでー　できあがりやった

　5歳女児の発話例
子 こっち　きてって　おじちゃん　いうちゃって

なあ
母 うん
子 おやつ　つくろかって　いうちゃって
子 あかの　やつ　こぼれたからなあ　
子 えっとなあ　しかたがないから　Bあおした
母 あおしたん？
子 え　で　たまごも　しっぱいしちゃってなあ
子 Bが　いれるときになあ　いれたときに
母 うん

子 さいしょなあ　ぼろって　こぼれた
（チョコ味の粉は赤のパッケージ，バニラ味の粉は
青のパッケージに入っていた）

　6歳女児の発話例
子 なんか　C なあ　チョコやりたかったん　ココア

のほう やりたかったんやけどな
母 うん
子 そのこなが　あんな　がーってなって
母 あっははは〈笑う〉
子 だから　しっぱいしたから
母 こぼれたん ?

子 うん　だから　これに　したん〈完成したケーキ
を指さし〉

母 ああ　そうなんや
子 あの　たまご　わる　ときも
母 うん
子 おにいちゃん　やっちゃったら
子 ばーって　なっちゃったから
母 うんうん
子 つぎ　Ｃ　やったら
母 うん
子 われた

注．発話以外の行動は〈　〉内に記した。聞き取れない発話は
**で記した。 
母親の発話は斜体で記した。 人名はアルファベットで表
した。

資料　逸脱要素への言及を含む最長連続節の例
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Preschoolers: Analysis of Accounts about the Experience of Making Cake. THE JAPANESE JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  
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This study examined the development of personal narratives among 3 –6 year-old preschoolers. The experimenter 

and children baked cakes, and children gave accounts of this experience to their mothers, in expressions such as “The 

experimenter spilled the eggs.” Children’s narratives were analyzed in terms of their coherence. According to the results, 

3 year-old children described few events continuously, whereas 4 year-old children gave accounts of multiple events in 

temporal sequence. Children at ages 5–6 years gave narrations of events in terms of both causal and intentional relations. 

These results indicated that through the preschool period there is development in the meaning of experiences. Similarity 

in developmental changes has been noted in across cultures, suggesting a common factor in development. Narrative 

development in early childhood therefore is closely linked to development of self-recognition and understanding of the 

other’s mind.
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水口　啓吾 湯澤　正通
（広島大学大学院教育学研究科） （広島大学大学院教育学研究科）

本研究では，日本語母語大学生・大学院生 60名を対象として，音韻構造の異なる 5つの英単語（CV，
CVC，CVCV，CVCC，CVCVC）を用いた記憶スパン課題を行い，英単語音声知覚時の分節化について検
討した。その結果，以下のことが明らかになった。第 1に，参加者全体の記憶スパンを音韻構造で比較
したところ，CVCと CVCV，CVCCと CVCVCの記憶スパンはそれぞれ同じだが，CVC，CVCVの記憶
スパンは，CVCC，CVCVCの記憶スパンよりも長かった。第 2に，モーラ分節者の反復音声持続時間は，
もとの音声刺激の持続時間や，混合分節者のそれよりも長くなる傾向が見られた。第 3に，TOEIC得点
の高い英語能力高群の記憶スパンでは，低群のそれよりも，音節による分節化と一致するパターンが多
く見られた。以上の結果から，長期間，英語学習を積んできた大学生・大学院生であっても，英単語音
声の知覚や音韻的短期記憶内での処理において，日本語母語のリズムの影響を強く受けること，そして，
英語能力の向上は，音節による分節化と密接な関連があることが示唆された。
【キー・ワード】　英語，音声知覚，分節，モーラ，音韻的短期記憶

問題と目的

社会や経済環境の情報化・国際化に伴い，他国とのコ
ミュニケーション能力が必要不可欠となっている。これ
に伴い第 2言語習得，特に英語習得への重要性が一層高
まっている。例えば，現在，英語検定試験として世界的
に知名度の高い TOEIC においては，日本における 2009

年度受講者数は 168万名であり，他国に比べ類を見な
い数である（TOEIC，2010）。ところが，2009年度の日
本人大学生の TOEIC平均得点は 441点であり，決して
高いとは言えない。これは，世界的に見て下位ランクで
あり，2001―2年のトータル平均スコアで比較すると，
韓国 537，アジア 519に対して，日本は 451にすぎない
（TOEIC，2005）。このように，英語学習への意欲や取
り組み，教育環境の高さにもかかわらず，日本語母語話
者の英語能力が低いのは，何故だろうか。本研究では，
その原因究明の手掛かりとして，英単語の記憶スパンを
用いて，日本語母語大学生・大学院生における英単語音
声の分節化を検討することが目的である。
我々が言語の音声を知覚する際，それぞれの音韻単位
に対応している韻律的特徴（リズム）に基づいて処理す
る。例えば，日本語はモーラ（拍），中国語は音節，英
語はストレスがリズム単位であり，これらの言語リズ
ムと関連する音韻情報に基づいて，音声知覚での分節
が行われる 1）, 2）（例えば，Cutler, 1994; Cutler & Norris, 

1988; Cutler & Otake, 1994; Otake, Hatano, & Yoneyama，

1996）。また，母語のリズムは，第 2言語の音声処理に
も影響を及ぼし，日本語母語話者にとって，英語の音声
を知覚する際，モーラ（拍）のリズムの影響を受ける
ことが分かっている（Cutler & Otake, 2002; Otake et al., 

1996）。
これらの知見を踏まえ，李・湯澤・関口（2009）は，
韻律的特徴が異なる日本語と中国語をそれぞれ母語とす
る幼児の音韻処理の違いを比較し，日本語の音韻，韻律
的特徴が英語の音声処理を困難にしていることを示唆
した。まず，研究 1で，母音（V）と子音（C）とを混
合させた 4種類（CVC：need，CCVC：dream，CVCC：
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2012，第 23巻，第 1号，75－84
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1）英語で用いられるアルファベットは音素（phoneme）の音韻単位
と対応しているが，英語母語話者が実際の音声処理を行い，単語
を切りながら認識・発音しなければならない際は，音節を単位と
して区切っている。そのため，強制母音（ストレス）を軸として
音韻処理を行う英語母語話者にとって，音節は，アクセントが付
与される基準単位として重要な働きを有する。

2）音節，モーラはともに，音素をいくつかのまとまりとして 1つの
文字を構成する。音節は母音（V）を中心とした音のまとまりで
あり，母音を基準としながら子音（C）が結合されていく。一方で，
モーラは音節をさらに詳細に分解した単位であり，「音節よりも
小さな長さの単位」として定義される。音節の単位から独立した
単位としてモーラを構成する区別としては，1．長母音と短母音
の区別，2．二重母音と短母音の区別，3．開音節（母音で終わる
音節）と閉音節（子音で終わる音節）の区別が存在する（窪薗・
本間，2002）。この他にも，撥音（ン）や促音（ッ）それ自体でモー
ラを形成することが可能であり，モーラ独立の構成基準において
は，音声的長さ，および，音韻的長さの基準が依拠している。
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help，VCC：elf）の 1音節英単語を聴覚提示し，語頭音
を選択させる音韻認識課題を実施し，研究 2では，研究
1で用いた英単語音声をそのまま反復させる課題を実施
した。その結果，語頭音の認識は，全般的に日本語母語
幼児が優れ，特に VCCと CCVCにおいて両者の違いが
示された。しかし，反復課題では，中国語母語幼児が，
音韻構造に関係なく 1音節英単語の反復に優れていた一
方で，日本語母語幼児の反復成績は低く，特に CCVCと
CVCCの音韻構造から成る英単語反復の成績が悪かった。
李ほか（2009）はこの結果について，日本語母語話者

が英語の音声をモーラのリズムで知覚するため，同じ 1

音節の単語であっても，複雑な音韻構造の英単語反復が
困難になったと解釈している。例えば，1音節英単語で
ある help /help / を処理する際，英語母語話者や中国語
母語話者は 1つのまとまりとして知覚するが，日本語母
語話者は，“ヘルプ（ / helupu / または / he_l_p /  _は間隔
を示す）”のように，モーラのリズムで 3つのまとまり
として認識してしまう。そのため，2つのまとまりとし
て知覚される hen /hen /（“ヘン（ / he_n /）と比較して，
音声情報を保持，処理を行う音韻的短期記憶内に余分な
負荷が生じ，音韻痕跡が減衰した結果，反復することが
困難となるという見解である。
もし上記の解釈のように，日本語母語話者がモーラの
リズムによって英語の音節を細かく分節化しているとす
れば，複数の音節から構成された英単語や，さらに英単
語の連なった文を聴覚的に聞き取ることは，短期記憶に
過度の負荷をかけ，反復や内的なリハーサルを行うこと
が困難になると推測される。問題なのは，このような困
難さが長期の英語の学習を通して変化しうるのかという
点である。音韻的短期記憶における音声処理は，長期記
憶の影響を受けることが分かっている。このことは，系
列再生課題において，単語による記憶成績が非単語の記
憶成績よりも高いこと（長期的レキシカル効果）（Hulme, 

Maugan, & Brown, 1991），言語出力時に不完全な音韻情
報は，長期記憶内の知識によって補われること（Brown 

& Hulme, 1995）によって示唆される。実際，日本語と
英語のバイリンガル話者は，日本語モノリンガル話者と
は異なる音韻処理を行うこと（大竹・山本，2001），さ
らに，日本語モノリンガル話者であっても，音節による
音韻認識の訓練を行うことで，音節のリズムによる処理
が可能となることが報告されている（大竹，2001）。日
本語母語話者にとって英単語音声知覚が日本語の影響を
受けることは確かであるが（Cutler & Otake, 2002; Otake 

et al., 1996），少なくとも 6年以上の英語教育を受けた
日本語母語大学生・大学院生において，モーラまたは音
節による英単語音声の分節化がどの程度一般的なのか明
らかでない。この点を解明することは，日本語母語話者
における英語学習の困難さの要因を示唆し，教育心理学

にとって意味があるだけでなく，音声知覚の可塑性と
いった発達心理学にとって重要な問題を究明する糸口と
なる。
本研究では，Table 1のような音韻構造の英単語を

用いた記憶スパン課題を，日本語母語大学生・大学院
生に実施する。聴覚情報を処理する際，長い記銘項目
が，短い記銘項目よりも再生しにくいという現象は，語
長効果として一般に知られている（例えば，Baddeley, 

Thomson, & Buchanan, 1975）。語長効果の生起について
は，長い単語は，処理に時間がかかるだけでなく，言
語出力時により大きな影響を受けるという主張もある
が（例えば，Brown & Hulme, 1995; Nairne, Whiteman, & 

Kelly, 1999; Yuzawa, 2001），いずれにしても，長い単語
は，より大きな記憶負荷がかかり，記憶スパンが短くな
る。ここで，Table 1のいずれの単語が長く知覚される
かは，どのように分節化されるかに依存する。例えば，
音節で分節化された場合，CVCと CVCCが 1つのまと
まりになるのに対して，CVCVと CVCVCは，2つのま
とまりであり，後者の方が長く，より記憶負荷がかかる
と考えられる。一方，モーラで分節化された場合，CVC

と CVCVは，2つのまとまりであるのに対して，CVCC

と CVCVCは，3つのまとまりであり，後者の方が長
く，より記憶負荷がかかると考えられる。ここで，モー
ラで分節化された場合と音節で分節化された場合で異な
る記憶負荷を生じさせるペアに注目する。例えば，CVC

と CVCVは，モーラで分節化された場合，同じ記憶負
荷であるが，音節で分節化された場合，CVCVの記憶負
荷が高く，CVCVの記憶スパンが小さくなる。同様に，
CVCC と CVCVC，CVC と CVCC，CVCV と CVCVC を
対比し，それぞれの記憶スパンの相違を検討することで，
英単語の分節化がモーラまたは音節のいずれを単位とし
ているのかを推測することができる。
以上の推測を踏まえ，本研究の目的は，第 1に，日本

語母語大学生・大学院生において，英単語音声の分節化
がモーラまたは音節のいずれに基づいているかを明らか
にすることである。これに関する本研究の仮説は，大学
生・大学院生の多くは，英単語音声をモーラのリズムで
分節化しているだろうということである。この仮説は，
冒頭で述べたように，日本語母語話者の英語能力が国際
的に比較して一般に低いという事実に基づいている。し

Table　1　5種類の音韻構造に準じた英単語分節数

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

音素単位 2 3 4 4 5

音節単位 1 1 2 1 2

モーラ単位 1 2 2 3 3
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かし，一方で，日本語と英語のバイリンガル話者のケー
ス（大竹・山本，2001）や，さらに，日本語モノリンガ
ル話者が訓練によって音節のリズムによる処理が可能と
なること（大竹．2001）を考慮すると，長期にわたる英
語教育が日本語母語大学生・大学院生における英語音声
の分節化にまったく影響を及ぼさないと想定するのは不
自然である。そこで，本研究の第 2の目的は，英語能力
によって英単語音声の分節化に違いがあるかどうかを調
べることである。そのため，TOEICの成績を基準に英
語力の高低 2群に分け，2群間で分節化に違いが見られ
るかどうかを検討する。これに関する本研究の仮説は，
英単語音声を音節で分節化する者の割合は，英語力の高
群の方が多いだろうということである。
なお，本研究では，同時に，スパン課題における参加
者の反復音声の持続時間も検討する。既述した通り，語
長効果は，長い単語が，処理または出力に時間がかかる
ことを反映している。そのため，日本語母語大学生・大
学院生がモーラのリズムによって英語の音声を知覚し，
音韻的短期記憶内に余分な負荷を生じさせているとすれ
ば，発声した単語は，もとの刺激単語よりも長くなって
いる可能性があるからである。

方　　　法

参加者
国立大学に通う大学生および大学院生 60名（平均年

齢 20.18歳，範囲 18歳～27歳）に課題を実施した。
刺激と課題
英単語記憶スパン課題　5種類の音韻構造に準じた英

単語別に刺激リストを以下の基準に基づいて作成した
（Table 1参照，各リストで用いた刺激単語は 2単語まで
の英単語を Appendix に示した）。
第 1に，英単語音声を構成する母音 15音，子音 24音（川
越，2007）（以下，音声刺激の表記は，川越，2007に基
づく）のうち，英語が未学習の日本人幼児にとって比較
的発声が困難であった音素（/v/，/ð/，/z/，/l/，/r/）（関口，
2007）を省いた母音 15音，子音 19音に基づき，『デイ
リーコンサイス英和辞典』から単語選別を行った。これ
は，本研究の単語スパン課題では，分節化による負荷に
焦点を当てているため，個々の音素の発音の難しさによ
る影響を軽減するためである。
第 2に，モーラのリズムで知覚した際，長音，二重音は，
後続する音声それ自体が 1つのモーラとして形成される
ため，英単語音声の知覚時において，分節化に影響を及
ぼす可能性がある。そのため，刺激リスト作成において，
母音を“短母音”，“長母音”，“二重母音”の 3タイプ別
に分類し，同じ母音タイプを含む英単語が各刺激リスト
で同一の順番に提示されるように，配列を行った。ただ
し，短母音に関しては，モーラ認識した場合，促音とし

て処理される単語も存在するため（例えば，wet：ウェッ
ト，fat：ファット），それらの単語は選別から除外した。
第 3に，CVに関して，Table 1では， 1モーラとして
いるが，実際の英単語では，1モーラという音韻的な長
さでは単語構成の長さとしては短すぎるため，短母音に
よる構成が不可能という最小性制約が存在する（窪薗・
本間，2002）。これにより，末尾子音を結合しない場合
の CVに関しては，長母音か二重母音から構成された 2

モーラの単語しか存在しない。そのため，CVについては，
他の音韻構造の単語と母音タイプを揃えることができな
かった。そのため，「結果」において仮説を検討する際，
他の音韻構造の単語との比較は行わなかった 3）。
第 4に，同じ母音表記であっても，実際の発音に際し
ては発音の長さが異なる場合がある。これは，有声音に
囲まれた短母音は半長母音長くなるという母音の音声的
長さと音韻的長さに関する音声学の規則が存在するため
である。例えば，boy［bɔ́i］や bed［béd］は音韻表記上
の長さは短母音であるが，実際の発音では他の短母音に
比べ 1.5倍ほど長い発音となる。これらの発音の長さに
関しては，音節核となる母音周辺に存在する音節周辺で
ある頭子音や尾子音との構成によって規定され，開音節，
有声子音前，無声子音前での構成順で音声的長さは短く
なっていく（例；bee ［bíː］＞ bead ［bíːd］＞ beet ［bíːt］）。
この他にも，同等モーラ数であっても母音間における発
音により認識度合いが異なる場合が存在する。例えば，
各単語 2モーラとして分類された場合であっても，構成
する母音が二重母音＞長母音＞その後に続く尾子音の音
声が流音（［l］，［ ］）や鼻音（［n］，［m］）＞尾子音が
阻害音（閉鎖音［t］，摩擦音［s］，［ʒ］，破擦音［tʃ］，［dʃ］）
の順番で 2モーラとしての単語認識度合いが減少してい
く。そのため，各刺激リストの単語の長さが同等になる
ように，各リスト単語を構成する母音のタイプを統一化
するだけでなく，強勢母音の音節周辺を統一化すると同
時に，単語を構成している音素が出来る限り同音素とな
るように選別を行った。その際，CVCVと CVCVCに関
しては CVCと CVCCとは異なり，単語内に 2つの母音
が含まれているため，各単語の強勢母音を基盤とし，強
勢母音前後の子音音素が同等音素と成るように選別を
行った。
次に，上記のような基準で選別した刺激リストの認知

度合いを調べた。上記のような基準の中で認知度合いを
統制した刺激リストを選別することは困難であったた

3）CVの英単語は，他の音韻構造の単語と母音タイプを統制できな
いため，本研究の仮説の検討において，他の音韻構造の単語との
比較は行わないが，音素数が他の音韻構造の単語より少ないが，
音声持続時間が長いという特徴があり，日本語母語話者の音韻処
理を検討するうえで役に立つと考えられる。そのため，スパン課
題に含めている。
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め，結果の考察の際，認知度合いの影響の可能性を検討
するためである。専門学校生 40名（平均年齢 19.9歳，
範囲 18歳～34歳）を対象に，5種類の音韻構造別の英
単語をランダムに提示し，提示された英単語に対してど
れほど認識しているかを 3段階（1，音声として聞いた
こともなく，意味もわからない～3，音声として聞いた
こともあり，意味もわかる）で評定を求めた。その結果，
CV，CVC，CVCV，CVCC，CVCVCに対する評定の平
均（SD）は，1.55（0.76），2.03（0.90），1.63（0.83），1.86

（0.87），1.58（0.83）であった。
最後に，刺激リストの単語の音声刺激を『デイリーコ
ンサイス英和辞典』に基づいた英単語辞書ソフトのネイ
ティブ音声からノート型パソコンに取り込んだ。そして，
ソフトウェア（Super Lab）を用いて，単語スパン課題
を作成した。単語スパン課題に関しては，リスト内で使
用する単語の提示順序を変えた 2系列を作成し，5種類
の音韻構造別英単語の提示順序も 3種類用意して参加者
にランダムに割り当てた。
英語能力の評価課題　参加者の英語の能力の評価

は，TOEICの成績を基準とするが，参加者の中には，
TOEICを受けていない者がいることも予想されたため，
英単語テストを作成し，それらの参加者の英語能力を推
定した。英単語テストは，大学受験，英語検定，TOEIC

頻出英単語集を基に，4品詞（名詞，動詞，形容詞，副詞）
を含めた合計 40単語を選別した。中学校で学習する基
礎的英単語は省き，受験および検定試験において，必須
単語と位置づけられた英単語から選別を行った。解答は
和訳記入形式で実施し，1問 1点で採点した。参加者の
英単語テストの得点平均（SD）は 8.75（6.17）（得点範囲：
1～29）であった。
手続き
参加者は個別に実験を受けた。参加者はパソコンの画
面とスピーカーを前にして座り実験に参加した。最初に，
英単語テストを行い，次に，単語スパン課題を実施した。
実施時間は約 40分程度であった。
英単語記憶スパン課題　記憶スパン課題では，コン
ピュータ画面に注視マーク（＋）を提示した数秒後に，
スピーカーから英単語の音声刺激を提示し，同時に画面
に注視マーク（？）を提示した。参加者には，注視マー
クが提示されたら，先ほどの刺激を順番通りに反復する
よう求めた。単語間のインターバルは 1.5秒に設定した。
1単語の段階から始め，次第に単語数を増やしていき，
各刺激リスト 6単語の段階を上限とした。各段階で 3試
行用意し，うち 2試行の反復に失敗した場合は次段階へ
の移行はせず，その前段階の単語数を参加者の記憶スパ
ンとした。参加者の反応は，ICレコーダーに録音した。
英単語記憶スパン課題への反応の評定基準　参加者の
反応は，実験者（第 1著者）がその場で記録用紙に記録し，

評定するとともに，ICレコーダーで録音したものをパ
ソコンに取り込み，再聴取し評定を行った。以下の 1）
～3）の反応を“成功”と評定した。1）提示された音声
刺激を正確に提示順序通りに反復する。2）刺激音声の
特定の音素が反応では別の音素に入れ替わっているが，
それ以外，提示された音声刺激を正確に提示順序通りに
反復する。3）子音の後ろに母音やポーズが挿入されて
いるなど，刺激音声に含まれていない要素が反応に付加
されているが，それ以外，提示された音声刺激を正確に
提示順序通りに反復する。他方で，以下の 4）～7）の反
応は，“失敗”と評定した。4）無反応。5）反応に，音
声刺激の一部，または全部が含まれない。6）単語の順
序が音声刺激の順序と異なる。7）刺激音声と全く異な
る単語が反応に含まれる。
英語能力の評価　TOEIC受講者で，TOEIC成績の情

報を伝えることに同意した参加者は，51名であった。
これらの参加者の成績の中央値（Med =520）を基準と
して，高低群に分類した。次に，参加者の英単語テスト
の成績に基づいて，TOEIC未受験者 9名を高低群のい
ずれかに分類した。英単語テストと TOEIC得点には，
有意な正の相関があったため（r =.48，p<.01），英単語
得点を独立変数，TOEIC得点を従属変数とした単回帰
分析を行い，TOEIC得点の予測数値を算出し，520を
基準に高低群に分類した（高群 2名，低群 6名）。最終
的に，高群 27名，低群 33名となった。

結　　　果

分析 1：日本語母語話者成人における英語音声の分節化
の傾向

まず，5種類の音韻構造別に記憶スパンの平均と標準
偏差を Table 2に示した。音韻構造（CV，CVC，CVCV，
CVCC，CVCVC）を要因とする分散分析を行った結果，
有意な主効果が見られた（F（3, 176）=31.96，p<.01）。
ボンフェローニの多重比較を行ったところ（以下，多重
比較は全て同法），CVの記憶スパンが最も長く，次いで
CVCと CVCVの記憶スパン，最後に CVCCと CVCVC

の記憶スパンとなった。5種類の英単語の記憶スパンの
パターンは，モーラで分節化したときのまとまりの数
（Table 1）と逆の大小パターンとなり，モーラで分節化
したときの記憶負荷と一致している。また，記憶スパン
のパターンは，認知度合いのパターン（1.55，2.03，1.63，
1.86，1.58）とは異なっていた。

Table　2　5種類の音韻構造別記憶スパンの平均 （標準偏差）

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

3.37

（0.10）
2.83

（0.08）
2.80

（0.08）
2.40

（0.10）
2.38

（0.10）
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次に，個々の参加者における記憶スパンのパターンを
分類した。CVC，CVCV，CVCC，CVCVCの記憶スパン
の大小が Table 1の音節のパターンの大小と逆になって
いる者（例えば，3，2，3，2）を“音節分節者”，モー
ラのパターンの大小と逆になっている者（例えば，3，3，
2，2）を“モーラ分節者”，それ以外を“混合分節者”
とした。その結果，音節分節者が 0名であったのに対し
て，モーラ分節者は 12名，混合分節者は 48名であった。

分析 2：反復音声持続時間
ICレコーダーに録音した参加者の反応をコンピュー

タに取り込み，音声分析ソフト（Sound Engine Free）を
用いて，個々の単語に対する反復音声の持続時間を求め
た。測定対象とした持続時間は，参加者が発話し始めた
時点から，完全に発話し終わるまでの反応時間とし，実
験者（第 1著者）による聴覚判断と，音声分析ソフト
（Sound Engine Free）で提示した音声波形による視覚的
判断を踏まえて測定を行った。なお，2単語以上の反復

Table　3–1　1単語段階における反復音声持続時間（標準偏差）

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

音声刺激
0.58

（0.01）
0.45

（0.02）
0.53

（0.05）
0.48

（0.03）
0.62

（0.02）

参加者全体
　0.43**

（0.10）
0.44

（0.09）
0.51

（0.09）
　0.50*

（0.06）
　0.59*

（0.04）

モーラ分節者
　0.45**

（0.06）
0.49

（0.08）
0.52

（0.07）
　0.54**

（0.04）
0.64

（0.10）

混合分節者
　0.43**

（0.11）
0.43

（0.10）
0.51

（0.10）
0.49

（0.07）
　0.58**

（0.09）
注．単位は，s （秒）。音声刺激と比較したときの検定結果。
　　**p <.01，*p <.05

Table　3–3　記憶スパン全試行における反復音声持続時間（標準偏差）

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

参加者全体
0.46

（0.02）
0.45

（0.02）
0.56

（0.02）
0.54

（0.04）
0.60

（0.03）

モーラ分節者
0.47

（0.08）
0.47

（0.06）
0.58

（0.05）
0.57

（0.05）
0.62

（0.06）

混合分節者
0.44

（0.08）
0.44

（0.06）
0.54

（0.07）
0.50

（0.08）
0.57

（0.08）
注．単位は，s （秒）。

Table　3–2　最終スパン段階における反復音声持続時間（標準偏差）

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

音声刺激
0.55

（0.01）
0.48

（0.03）
0.51

（0.02）
0.51

（0.04）
0.57

（0.03）

参加者全体
　0.46**

（0.08）
　0.44**

（0.06）
　0.54**

（0.07）
0.51

（0.07）
0.57

（0.08）

モーラ分節者
　0.46**

（0.09）
0.47

（0.05）
　0.58**

（0.07）
0.53

（0.04）
0.59

（0.08）

混合分節者
　0.45**

（0.08）
　0.43**

（0.06）
　0.53*

（0.07）
0.51

（0.07）
0.57

（0.08）
注．単位は，s （秒）。音声刺激と比較したときの検定結果。
　　**p <.01，*p <.05
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音声持続時間の測定に関しては，参加者の発話時の反応
時間のみを測定対象とし，単語反復間に生じた潜時は省
いて持続時間を求めた。
ただし，2系列の刺激リストによって単語の提示順序

が異なり，また，参加者によって，記憶スパンにおける
最終的な単語段階が異なっているため，幾つかの異なる
観点から分析を行った。その際，分析 1の結果を踏まえ，
モーラ分節者と混合分節者に分けて，分析を行ったとこ
ろ，両者で異なる傾向が見られたため，以下，モーラ分
節者と混合分節者に分けて結果を報告する。
第 1に，1単語の段階 3試行における反復音声持続時
間の平均をそれぞれの参加者について求め，対応する
音声刺激の持続時間の平均と比較を行った（Table 3–1）。
その結果，CVでは，モーラ分節者，混合分節者ともに，
音声刺激よりも短い持続時間であった（t（11）=7.92，
p<.01，t（47）=9.52，p<.01）。一方，それ以外の音韻構
造の単語では，モーラ分節者では，音声刺激よりも長
い持続時間になる傾向があり，CVCCで有意差が見られ
たのに対して（t（11）=5.93，p<.01），混合分節者では，
短くなる傾向があり，CVCVCで有意差が見られた（t（45）
=2.88，p<.01）。
第 2に，最終的な記憶スパンの段階の試行（2試行ま
たは 3試行）に含まれるすべての単語の反復音声持続
時間の平均（例えば，記憶スパンが 3で，3試行に成功
した場合，9単語の反復音声持続時間の平均）をそれぞ
れの参加者について求め，対応する音声刺激の持続時間
の平均と比較を行った（Table 3–2）。その結果，CVで
は，モーラ分節者，混合分節者ともに，音声刺激より
も短い持続時間であった（t（11）=3.52，p<.01，t（47）
=8.04，p<.01）。一方，それ以外の音韻構造の単語では，
モーラ分節者では，音声刺激よりも長い持続時間になる
傾向があり，CVCVで有意差が見られた（t（11）=3.41，
p<.01）。それに対して，混合分節者では，CVCVで有意
に長くなったが（t（46）=2.07，p<.05），CVCで有意に
短くなった（t（46）=5.82，p<.01）。
第 3に，1単語の段階から最終的な記憶スパンの段階
までの成功した全試行に含まれるすべての単語の反復音
声持続時間の平均（例えば，記憶スパンが 3で，それ
までのすべての試行に成功した場合，18単語の反復音
声持続時間の平均）をそれぞれの参加者について求めた
（Table 3–3）。参加者（モーラ分節者，混合分節者）×音
韻構造（CV，CVC，CVCV，CVCC，CVCVC）の 2要因
分散分析を行った。その結果，参加者の主効果が見られ
（F（1, 55）=4.22，p<.05），モーラ分節者の持続時間が
混合分節者のそれよりも長かった。また，音韻構造の主
効果（F（3, 152）=64.97，p<.01）が見られ，多重比較
の結果，CVと CVC，CVCVと CVCCの間以外で，持続
時間に有意差が見られた。参加者と音韻構造の交互作用

は見られなかった（F（3, 152）=0.52，ns.）。
分析 3：英語能力の高低群における分節化の傾向
英語能力高群（n =27），低群（n =33）における分
節化の比較を行った。それぞれの群におけるモーラ分
節者は，5名と 7名，混合分節者は，22名と 26名であ
り，いずれの群でも混合分節者が多い。そこで，4種類
の音韻構造の単語における記憶スパンの全体的パターン
ではなく，モーラで分節化された場合と音節で分節化
された場合で異なる記憶負荷を生じさせるペアに注目
して，比較を行った。すなわち，CVCと CVCV，CVCC

と CVCVC，は，モーラで分節化された場合，同じ記
憶負荷であり，記憶スパンは等しいが（モーラパター
ン：CVC=CVCV，CVCC=CVCVC），音節で分節化され
た場合，後者の記憶負荷が高く，記憶スパンが小さく
なる（音節パターン：CVC>CVCV，CVCC>CVCVC）
と考えられる。一方，CVCと CVCC， CVCVと CVCVC

は，音節で分節化された場合，同じ記憶負荷であり，
記憶スパンは等しいが（音節パターン：CVC=CVCC，
CVCV=CVCVC），モーラで分節化された場合，後者
の記憶負荷が高く，記憶スパンが小さくなる（モーラ
パターン：CVC>CVCC，CVCV>CVCVC）と考えら
れる。そこで，英語能力高群と低群において，モー
ラパターンと音節パターンがそれぞれどの程度含ま
れているかを調べた（Table 4）。また，例えば，CVC

と CVCCを比較したとき，後者の方で実際は記憶負
荷が高いが，記憶スパンが 1単語短くなるほどの違い
はなく，結果として，CVC=CVCCとなっている場合
もあると考えられる。一方，CVC>CVCCの場合，後
者で記憶負荷が高いことは明らかである。そのため，
CVC>CVCV，CVCC>CVCVC（または CVC>CVCC，
CVCV>CVCVC）のうち，少なくともどちらかのパター
ンが見られた参加者の数も求めた（Table 4）。
英単語音声を音節で分節化する者の割合は，英語力の
高群の方が多いだろうという仮説をフィッシャー直接確
率法で検定した。その結果，CVCC>CVCVCにおいて，
TOEIC高群の割合が低群のそれよりも有意に多い傾向
があった（p<.10，片側検定）。また，少なくとも 1回
音節パターンが見られた参加者の割合は，TOEIC高群
で低群よりも有意に多かった（p<.05，片側検定）。他方，
モーラパターンについては，英語能力高群と低群との間
に有意差はなかった。

考　　　察

本研究では，記憶スパンを手掛かりとして日本語母語
大学生・大学院生における英単語音声の分節化について
検討した。その結果，参加者全体の記憶スパンのパター
ンは，モーラで分節化したときのパターンと一致し，ま
た，個人の記憶スパンのパターンを見たときも，音節分
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節者が 0％（60名中 0名）であるのに対して，モーラ
分節者が 20％（60名中 12名），混合分節者が 80％（60

名中 48名）であった。また，混合分節者と比較して，モー
ラ分節者の反復音声の持続時間は長くなる傾向があっ
た。さらに，英語力の高低群で分節化のパターンを分析
したところ，英語力の高群で音節パターンが多く見られ
る傾向があった。以下，このような結果について考察を
行い，最後に，発達・教育心理学への示唆と今後の課題
を述べる。
日本語母語大学生・大学院生の英語音声の分節化傾向

5種類の音韻構造の英単語を用いた記憶スパン課題の
成績は，CVが最も高く，次いで，CVCと CVCV，最後
に CVCCと CVCVCであった。本研究では，これらの記
憶スパンのパターンが Table 1のモーラで分節化したと
きのパターンと一致することから，日本語母語大学生・
大学院生における英語音声の分節化が主にモーラのリズ
ムに基づいていると解釈したが，このような解釈の妥当
性について考察する。
まず，記憶スパン課題の成績（Table 2）は，モーラ
で分節化したときの数（Table 1）と単純に反比例して
いない。すなわち，CVCと CVCVの記憶スパンは，CV

のそれの 2倍になっていないし，CVCCと CVCVCの
記憶スパンは，CVCと CVCVのそれの 1.5倍になって
いない。この結果は，日本語母語大学生・大学院生に
おける英語音声の分節化が主にモーラのリズムに基づ
いているという解釈と矛盾しない。例えば，Archibald 

& Gathercole（2007）は，個別の音節の系列（例えば，
fie_moy_chee）とそれらをひとまとまりにした非単語（例
えば，fiemoychee）の直後再生を比較し，後者の記憶成
績の方が良いことを示している。このことから，CVCV

の単語 1個は，CVの単語 2個よりも記憶負荷が少なく，

日本語母語大学生・大学院生が多音節の英単語を 1つの
まとまりとして認識していると考えられる。
一方で，提示された英単語についての既存知識が，記
憶スパンに影響を及ぼした可能性があるが，5種類の
音韻構造の英単語に対する認知度合いの評定パターン
（CVC>CVCC>CVCV>CVCVC>CV）は，記憶スパン
の成績パターン（CV>CVC>CVCV>CVCC>CVCVC）
と異なっていた。そのため，英単語についての既存知識
によって見かけ上，モーラで分節化したときのパターン
が作り出されたとは考えにくい。
また，モーラ分節者の反復音声の持続時間が，もとの
音声刺激や混合分節者と比較して，全般に長くなる傾向
があった（Table 3–1～3–3）。このことから，知覚した音
声を音韻的短期記憶に保持しつつ，音声を分析し，発
話運動を制御するという短期的な音韻処理のプロセス
（Gathercole, 2006）において，モーラ分節者では，音韻
的短期記憶に表象した音声情報を分析し，発話運動へ逐
次的に変換するのに時間がかかっていると考えられる。
このことは，モーラ分節者において音韻的短期記憶内に
余分な負荷がかかっていることの傍証である。ただし，
CVの英単語では，モーラ分節者も含めて，日本語母語
大学生・大学院生の反復音声持続時間は短くなっていた。
これは，短期記憶に保持した音声情報を忘却する前に，
急いで発声しようとした結果であると考えられる。CV

の英単語は，“長母音”と“二重母音”により構成され
ているため，それらの音声をモーラで分節化した場合，
音声表象が長くなるはずである。しかし，逆に，発声さ
れた音声がもとの刺激よりも短くなっていることは，短
期的な音韻処理のプロセス（Gathercole, 2006）において，
特に混合分節者の場合，まとまった音声表象を発話運動
へ変換するプロセスを速めることができるのであろう。

Table　4　英語能力高低群による分節化パターン人数

音節パターン N CVC>CVCV CVCC>CVCVC どちらか

高群 27 　6 　8† 　12*

低群 33 　3 　4 　7

モーラパターン N CVC=CVCV CVCC=CVCVC

高群 27 17 16

低群 33 26 23

モーラパターン N CVC>CVCC CVCV>CVCVC どちらか

高群 27 13 15 17

低群 33 14 13 17

音節パターン N CVC=CVCC CVCV=CVCVC

高群 27 10 11

低群 33 16 16

注．単位は度数（人）。各分節化パターンの英語能力高低群で比較した際の検定結果。
　　†p <.10，*p <.05
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他方で，構成音素が多くなるとともに，発話運動への変
換を速めることは難しくなると考えられる。
英語能力と分節化との関連性
英語力の高低群で分節化のパターンを分析したとこ

ろ，英語力の低群よりも高群で，音節パターンが多く見
られた（Table 4）。参加者の多くは，混合分節者であっ
たが，混合分節者における音節パターンの生起が英語の
語彙知識や音韻知識と密接に関わっていることを示唆す
る。
英語の語彙知識や音韻知識の獲得が音節による分節

化と関わっていることは当然のことであるが，ここで
注目すべきことは，本研究の参加者が，2009年度の日
本人大学生 TOEIC平均得点 441点と比較すると，全
般にきわめて高いレベルにあることである。英語力高
群では，TOEIC平均得点が 520点以上である。にもか
かわらず，明確な音節パターンである CVC>CVCVか
CVCC>CVCVCのいずれかが見られたのは，英語力高
群で 44％（27名中 12名），英語力低群で 21％（33名
中 7名）にすぎない。このことは，日本語母語話者にとっ
て，音節パターンを習得することがきわめて難しいこと
を示唆している。
発達心理学・教育心理学への示唆および今後の課題
近年の乳児の研究は，乳児が母語のイントネーション
やリズムに敏感であることを示していることから（例え
ば，Nazzi & Ramus, 2003），日本語母語話者の場合，乳
児期から音声知覚がモーラのリズムに合わせて調整さ
れ，変えることが難しい可能性がある。一方で，日本語
母語幼児を対象とした研究において，かな文字を読める
ようになるにつれ，音節を基準とした分節化とモーラを
基準とした分節化が混ざっている状態から，モーラのみ
を基準とした分節化へと変化することが示唆されている
（Inagaki, Hatano, & Otake, 2000；大竹，2000）。そのため，
モーラによる分節化は，教育の結果であり，音節による
分節化も英語学習経験の蓄積によって学習可能であると
いう指摘もなされている（大竹，2001）。
本研究の参加者は，TOEICの得点が全体的に高く，
また，中学校，高等学校の英語教育においても，コミュ
ニケーション能力育成に重点を置いた“実践型”の英語
学習を受けてきたと考えられる。それにもかかわらず，
英語の音声を音節によって分節化しているパターンは優
位ではなかった。母語の特徴が第 2言語習得，特に音声
的側面の発達である音声識別能力（例えば， / r / と / l /

の弁別）において強く影響を及ぼすことは広く知られて
いるが（白井，2008），同様に音声知覚の能力において
も，日本語のモーラのリズムが英語の音声知覚を強く制
約し続け，長期の英語の学習を通しても音節による音声
知覚は習得しにくいと考えられる。
李ほか（2009）が示唆するように，日本語母語話者は，

幼児期から，英語の音声をモーラのリズムで知覚するた
め，同じ 1音節の単語であっても，複雑な音韻構造の
英単語反復が困難となる。そのため，英語の語彙や音韻
知識は，音声を通して直接習得するのではなく，文字を
通した学習に依存せざるを得なくなる。これまでの日本
における英語教育で，単語，文法といった識字的能力育
成に重点が置かれ，文法訳読式の授業形態が主流であっ
たことは，このことに原因の 1つがあるであろう。同時
に，識字的能力重視の訳読式教育方法では，第 2言語習
得において，母語の特徴が顕著に影響するため（白井，
2008），そのような教育自体が，日本語母語話者の英語
音声知覚におけるモーラのリズムの頑強性を助長させ，
ますます音節による分節化を難しくしているのかもしれ
ない。しかし，他方で，英語力の高群で，音節パターン
がより多く見られたことは，日本語母語話者が音節によ
る音声知覚をまったく習得できないわけではないことを
示している。おそらく，音節による音声知覚と英語力の
向上は，前者が英語の音声を通した語彙や音韻知識の習
得を促し，そのことがまた，音節による音声知覚を促す
といった相互的な関係があるであろう。そのような相互
的な関係を作り出すためには，日本語母語話者の音声知
覚の特徴を踏まえた適切な英語学習指導法を工夫し，実
施することが重要であろう。
最後に，今後の課題を述べる。第 1に，本研究は，日

本語母語大学生・大学院における英語音声の分節化が
モーラのリズムの影響を受けることを示したが，幼児期
から成人期にかけて，英語の教育とともに，英語音声の
分節化がどのように変化するのかは分からない。2011

年度の新学習指導要領では，小学校高学年からの「外国
語学習」が新しく盛り込まれるようになる。このような
早期からの英語学習が，小学校，中学校，高等学校を通
して，どのように日本語母語話者に影響を及ぼすのかを
縦断的に検討していくことが今後の課題である。
第 2に，日本語以外の言語を母語とする者との比較
である。本研究では，異なる音韻構造の英単語に対す
る記憶スパンによって英単語の音声の分節化を推測し
た。例えば，CVCが CVCVより音節数や音素数が少な
いにもかかわらず，両者の記憶スパンが同じであること
をモーラのリズムに基づいた音声知覚の影響として解釈
した。英単語・非単語の短期的な記憶成績が音節数に規
定されることは多くの研究によって確認されているため
（Gathercole, 2006），英語母語話者にとって CVCの記憶
よりCVCVの記憶に負荷がかかると推測できる。しかし，
CVCと CVCVの記憶負荷が同じであることが，英語の
非母語話者全般の特徴ではなく，日本語のモーラのリズ
ムの影響に起因することを確かに示すためには，中国語
母語話者など，日本語と韻律的特徴の異なる母語話者と
比較検討を行う必要がある。今後，そのような研究を行
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うことが課題である。
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This study examined how Japanese graduate and undergraduate students perceive and segment English sounds (consonants 

and vowels) with in words. Sixty students were provided with a memory span task in which they repeated aloud English 

words. There were words with five types of phonological structures: CV, CVC, CVCV, CVCC, and CVCVC. The followings 

were the main results: (1) Memory spans for CVC and CVCV, which were on the same level, were longer than those for 

CVCC and CVCVC; (2) The duration of spoken words by students showing a segmentation pattern of mora tended to be 

lengthier than those of the original sounds, or those by students showing mixed segmentation patterns of mora and syllables; 

and (3) Students obtaining higher scores on the TOEIC showed more segmentation patterns of syllables. These results 

suggest that the Japanese rhythm of mora had an enduring influence on perception and segmentation of English sounds, 

among Japanese students who had studied English more than six years. The acquisition of segmentation patterns of syllables 

may be one key to improvement of English ability.
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Appendix　スパン課題英単語使用刺激例

CV CVC CVCV CVCC CVCVC
1��
���1

ba
������

hub
��	���

heady
��
����

hidden
������

hubbub
��	��	��

1��
���2

weigh
��
���

seem
�������

seamy
��������

sodden
�������

seaman
��������

1��
���3

saw
������

coke
�������

coca
��������

coast
��������

capote
���������

2��
���1

pea
������

ness
��
���

netty
��
����

nest
��
����

nessus
��
�����

gey
��
���

pus
��	���

patty
�������

pest
��
����

pippin
��������

2��
���2

taw
������

cyme
�������

cyma
��������

count
��������

chicane
����
����

jew
�������

tough
��	���

tatty
�������

toughen
��	����

tiffin
�������

2��
���3

beau
������

gum
��	���

gummy
��	����

gimp
�������

gibbon
��������

haw
������

piss
������

pity
�������

patten
�������

passim
��������

［bɑ́ː］ ［hʌ́b］ ［hʌ́bʌb］［hédi］ ［hídn］

［síːm］ ［síːmən］［síːmi］ ［sɑ́dn］

［kó k］ ［kəpó t］［kó kə］ ［kó st］

［nés］ ［nésəs］［néti］ ［nést］

［pʌ́s］ ［pípin］［pǽti］ ［pést］

［tʌ́f］ ［tǽti］ ［tʌ́fn］ ［tífin］

［gʌ́m］ ［gʌ́mi］ ［gímp］ ［gíbən］

［pís］ ［píti］ ［pǽtn］ ［pǽsim］

［sáim］ ［sáimə］ ［káunt］ ［ʃikéin］

［wéi］

［sɔ́ ː］

［píː］

［géi］

［tɔ́ː］

［dʒúː］

［bóu］

［hɔ́:］
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本研究では，「心の理論」とふり遊び，役割遊びの関係について実験的に検討した。モジュール説が想
定するようにふりと「心の理論」が同一のメカニズムで説明可能であるとすれば，ふり遊びと心の理論
との間に直接の関連が見られるであろうし，理論説やシミュレーション説が妥当であるとすれば，その
間に直接の関連は見られないであろう。ただし，シミュレーション説による説明が妥当なものであると
すれば，ふり遊びは役割遊びを可能にすることを通じて「心の理論」の獲得を助けるであろう。本研究
では，実験 1において誤信念課題を実施し，あわせてふり遊びと役割遊びの課題を実施することで，「心
の理論」とふり遊び，役割遊びの間の関係を実験的に検討し，実験 2では，短期縦断的にふり遊びと役
割遊びを子ども達に経験させ，それが子どもたちの「心の理論」獲得を助けることになるのか検討した。
結果，実験 1ではふり遊びと「心の理論」の関連は見られず，役割遊びにおいてのみ「心の理論」との
関連が見られた。また，ふり遊びと役割遊びにおいても関連が見られた。さらに実験 2ではふり遊び訓
練の効果は見られず，役割遊びを訓練的に行うことで「心の理論」課題の得点が高くなった。本研究では，
ふりにおける物の見立てや，現実とふりの区別と「心の理論」との関連は見られず，役割遊びにおいて
他者の視点に立ち，そこで他者の感情や行動を考えることが「心の理論」と関連すると考えられた。
【キー・ワード】　心の理論，役割遊び，ふり遊び

問　　　題

私たちは，人の行動や発する言葉について，その人は
なぜそのように行動するのか，なぜそのようなことを言
うのか考えることがある。そこで私たちは人の行動を説
明したり予測したりするために，その人の心，すなわち
その人の信念や欲求について考えるのである。社会的相
互作用の中で生きる私たちにとって，他者の心を理解す
ることは非常に重要なことである。「心の理論（theory 

of mind）」とは，このように他者の心を理解するために
必要な能力を指し，Premack & Woodruff（1978）によっ
て「ある個体が自己および他者の目的・意図・知識・信
念・思考・疑念・推測・ふり・好みなどの直接観察でき
ない心的状態を帰属させること」と定義された。

Premack & Woodruff のこの定義に基づき，人間や動物
が「心の理論」をもっているかどうかを確かめるための
条件として，Dennett（1978）は，人物 Aはある事態が
Xであるという信念をもっているが，A の不在時に事態
が Y に変わるという仮想的実験場面を提示し，A が X 

に基づいた行動をとることを正しく予想できるならば，
その個体は「心の理論」をもっていると考えてよいと主
張している。この提案を受けてWimmer & Perner（1983）
により「心の理論」を検討するための不意移動課題と呼
ばれる誤信念課題が考案された。これまでこの誤信念課

題や類似の課題を用い，幼児を対象として多くの実験が
積み重ねられてきたが，多くの課題において，3歳児で
は通過率は低いが，4歳以降になると通過率が上昇する
ことが繰り返し確かめられてきた（木下，2008；子安，
1999 などを参照）。
「心の理論」の獲得過程についてはいくつかの仮説が
提案されている。大きくは 2つに分けられる。ひとつめ
は理論説と呼ばれるものであり，「心の理論」の獲得を
心の働きに関する理論構築の過程と見なす立場，もうひ
とつはシミュレーション説と呼ばれ，他者の心の働きを
自らの心についての知識から推論することにより理解可
能になるとするものである。理論説はさらに，「心の理論」
を生得的な領域固有のモジュールの働きの結果と考える
モジュール説と，子ども自身による能動的な理論形成の
結果として考える理論説に分けられる。
モジュール説では，「心の理論」は生得的であるとされ，
ふり遊びや生後 1年目から見られるいくつかの社会的
な発達と関連する領域固有のモジュールの存在を想定す
る。モジュール説の代表的な研究者である Leslie（1987）
によれば，ふり遊びは「心の理論」の初期の現れであ
る。というのも，ふり遊びと「心の理論」は共通してメ
タ表象の能力が必要とされるからである。このメタ表象
を産出するメカニズムが，「心の理論メカニズム（Theory 

of Mind Mechanism ; ToMM）」（Leslie & Roth, 1993）で
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ある。ToMMは，行為主体がもっている心的状態を産
出するための領域固有のシステムであり，発達のある時
点で利用可能になる生得的なモジュールであると Leslie 

は主張する。彼によれば，この ToMMは，健常児では
18ヵ月頃になれば利用可能になる。そのため，“ふりを
する”ことや“信じる”という心的状態の理解の可能性
は，4歳未満の子どもにも開かれているとする（Leslie, 

1994）。
一方理論説では，Leslieらのように「心の理論」を生
得的に所与のものとしては見ず，心を理解するという
過程を，心の表象に関する，子ども自身の能動的な理
論形成として扱う（Astington, 1993 /1995; Flavell, 1988; 

Perner, 1991; Wellman, 1990など）。彼らは表象そのもの
をどのように規定するかという点では違いはあるが（木
下，1993），「心の理論」の発生起源に関しては，3歳未
満では「心の理論」をもたないとする点で一致している。
理論説の代表的な研究者である Perner（1991）にとって，
心を理解するとは，表象についての理論を子どもが構成
することに他ならない。表象とは，「あるもの（指示対
象，reference）をあるもの（意味，sence）として表す」
プロセスであり，この表象プロセスそのものを理解し
表象する能力がメタ表象能力である。Perner は，生後
2年目から現れるふりでは，子どもは，現実とふりを区
別するために，現実とは異なる表象が必要であると考え
た。ただし，後述するように，Leslieがこの現実とは異
なる表象を持つことがメタ表象の現れであるとするのに
対し，Pernerはこの時期のふりをメタ表象の現れとは
認めない。子どもたちが 4歳以降になって誤信念課題に
通過するのは，メタ表象の能力がこの時期になって獲得
されるからであり，初期のふりは「心の理論」に直接つ
ながるものとは考えられていない。このように理論説で
は，表象としての心の理解に主眼を置くことで，発達初
期と幼児期の間の非連続性を強調する。ただし，Perner, 

Ruffman, & Leekman（1994）は，きょうだいとの早期か
らの社会的経験が「心の理論」を形成していくためのい
わばデータベースの役割を果たすと考えており，この 2

つの時期を断絶したものと考えているわけではない。
「心の理論」獲得の説明としてもうひとつ有力な立場
がシミュレーション説である。シミュレーション説では，
子どもは少なくとも自分自身の信念・欲求などの内的表
象は理解可能であり，他者の心的状態については単に他
人の立場に立って「自分がその状況にいたらどうするか，
どう考えるか」とシミュレーションするだけであると主
張する（Goldman, 1989; Gordon, 1986; Harris, 1992）。理
論説では，理論がしだいに獲得あるいは構成される，す
なわち信念・欲求などの「心の理論」の主要な部分を順
次使用できるようになると考えるのに対し，シミュレー
ション説では，シミュレーションの技能が熟達し，年齢

とともにより複雑で正確なシミュレーションができる
ようになると考えるのである。Harris（2000）は，子ど
もは他者の心的状態，特に欲求と信念の類似物として自
分の心的状態を使うことに熟達するようになると主張す
る。そしてシミュレーションを行うことにより，子ども
は他者の欲求や信念を想像することができると考える。
つまり，他者の心をシュミレーションすることが必要と
される役割遊びのような遊びが「心の理論」と関連があ
ると考えるのである。
これまでの研究は，実際は心の理論説でもシミュレー
ション説でも説明できるものが少なくなく，いずれの説
明が妥当かという結論はくだせず，両者を複合的に考え
る傾向が強い（松村，1994, 1997）。たとえば，他者の視
点に立つ場合，シミュレーション説によると他者の表象
について考える必要はなく，「自分がそこへ動いたらど
う見えるか」シミュレーションにより推測するだけで十
分である。しかし，自分とは異なる見え方の存在に気づ
く局面では，シミュレーションすべきものは何かという
こと，すなわち他者の表象の存在について考えることが
不可欠であろう。
ところで，「心の理論」とふり遊び，および役割遊び
の関係については，理論的な立場の違いによって異なっ
た説明が行われている。モジュール説の Leslie（1987）
によれば，ふりはその子どもに心などの仮説的概念を想
像するのに必要なイメージ能力があることを示してい
る。乳児はふりをしているとき，現実の世界を見失わず
に，ある事物に与えるアイデンティティーと，その物の
現実のアイデンティティーを区別している。つまり事物
をそのものとして表象したり，他のものとして表象でき
るということは，心の特徴である。Leslieによると，ふ
りの出現は，人の心を理解する能力が現れ始めてきた
ことを示すものである。一方，Perner（1991）はふり遊
びはシンボリックなものではなく，仮説的な“～であ
るかのように（as if～）”振舞うことであり，1，2歳児
のふりはすべてこの仮説的置換えにすぎず，ふりをする
という心的状態を理解しているのではないと主張する。
Lillard（1993）も，初期のふりにおいて子どもは，ふり
についての心的態度に気づいておらず，本当の理解に欠
けていると主張する。Lillardによると，初期のふりにお
いては，行動に付随する心的態度がきわめて重要であ
る。年少児は，ふりを「如き行為（acting as if）」として
のみ解釈し，心の状態としては解釈していないのである。
Harris（1993）も，2歳児でもふりの行動における表象
的意味の理解は可能だが，ふり遊びにおいては，行動を
とる相手の想像過程を考える必要はなく，相手と同じふ
りの実態を想像できればよいとし，ふりにおける表象的
理解が「心の理論」につながることを否定している。

Lillard（2001）はさらに，Harris同様，他者の心につ
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いて学ぶための優れた媒体としての役割遊びに注目し，
ふりと「心の理論」の関連をそれぞれの発達 /経験の中
に位置づけている。Lillardは，「如き行為（acting as if）」
としての早期のふりが，ふりの経験や，親や年上のきょ
うだいとのふりの経験により，さらに高次なものとなる
と考えた。そしてふりの発達と社会的認知能力の発達が，
役割遊びの出現と「心の理論」の獲得を可能にすると主
張する。役割遊びの中で，他者を演じたり，共に遊んで
いる他者を見ること，また，役割遊びの前や途中に見ら
れる役割決めや場面設定などの話し合いが「心の理論」
に重要であると考える。ただし，役割遊びと「心の理論」
は互いに刺激しあうものであると述べるにとどまってお
り，因果的な方向性について言及しているわけではない。
ところで 1，2歳児に見られる初期のふりと 3，4歳児

にも見られるようなふりは異なるのであろうか。Leslie 

では，初期のふりはすでにメタ表象の現れとし，3，4

歳児のふりは直接連続するものと考えたが，初期のふり
は麻生（1996）によると「動作による表象としての‘ふ
り’」と特徴づけられ，たとえば子どもは空のコップを
口にもっていくといった動作を通して初めて，その場に
はない飲み物のイメージを表象できるのである。この点
は Perner，Lillardの考えと一致する。このように，初
期のふりをめぐっては，モジュール説（Leslieら）と理
論説（Pernerら）･シミュレーション説（Lillardら）と
の間でその解釈をめぐって理論的な対立がある。一方 3，
4歳児のふりにおいては，動作を伴わない場合でも子ど
もは表象が可能であると考えられ，こうした表象能力の
向上により，ふり遊びも複雑になっていくと考えられる。
乳児に見られるような初期の単純なふり遊びが発達する
につれ，一方ではより洗練された（動作から独立した）
ふりが可能になり，同時にものではなく人についてのふ
りを必要とする役割遊びも次第に発達する。ふり遊びも
役割遊びも，現実を一時的に中断し，あるものを別のも
のに見立てたり，目の前に実際にはないものを想像する
ための心的表象が必要である。また他人の想像した世界
を自分も共有することもできる。しかし，同じように心
的表象を必要とする活動でも，Harris（2000）や Lillard

（2001）で「心の理論」と関連すると考えられるのは，
役割遊びである。最近の研究では誤信念課題の理解に困
難があると考えられる自閉症児でさえ，ある程度複雑な
ふり遊びは可能であると考えられており，ふり遊びと役
割遊びには質的な違いがあるように思われる。
では，ふり遊びと役割遊びはどういった点が異なるの
であろうか。第一の違いは，「ものを別のものに見立て
る」のではなく「自分を自分とは異なる他の人に見立て
る」ということである。つまり他者を演じるということ
である。他者を演じることで自分とは異なる信念や感情
を考える機会ができる。第二に視点の違いがあげられ

る。ふり遊びにおいては，対象となるものを別のものに
見立てるだけなので，自らの視点を仮想的に移動させる
必要はなく，自らの視点のままでよいが，役割遊びでは
他者の視点を自分に取り入れなければならない。他者が
周囲の世界をどう見ているのか，つまり他者の視点を自
らの視点に取り入れることができなければ，役割遊びで
自分とは異なる信念や感情を考えることはできないので
ある。さらにふり遊びと役割遊びの異なる点として，役
割遊びの中での仲間との相互作用があげられる。人を演
じることで他人の信念や感情を考える機会があるだけで
なく，役割遊びの中で仲間が演じているキャラクターを
見て他人の信念や感情を知ることもできる。また，役割
遊びの前や途中で行われる役割設定や場面設定などの取
り決め，仲間との議論なども行われる。これらの活動が
行われる役割遊びでは，単純なスクリプトの繰り返しだ
けではなく，状況の変化や遊び仲間の反応に応じ，遊び
の内容が豊かになっていくと考えられる。
そこで本研究では，他者との相互作用ではなく個人的
な要因に注目し，「心の理論」とふり遊び，役割遊びの
関係について実験的に検討する。ふり遊びにおいては，
あるものを別のものに見立てる表象能力に注目し，さら
に，ふり遊びの中の様々な状況に対して現実とふり遊び
での世界を混乱することなく区別することができるかに
焦点を当てる。幼児期のふり遊びが単なるものの見立て
を超えた複雑さを持つことをふまえるならば，ふり遊び
の質は現実とふり遊び（表象）の区別の明確さも重要な
基準となると考えられるからである。 一方役割遊びで
は，ものではなく自分を他者に見立てること，つまり自
分とは異なる他者を演じることに注目する。さらにふり
遊びと同様，役割遊びの世界の中の様々な状況に対して，
現実の自分の視点と混乱することなく，自分が演じてい
る他者の視点を理解し，それにあった信念や行動を表現
できるかということに注目してゆく。
モジュール説が正しいとすれば，初期のふりは，「心
の理論」において必要と考えられるメタ表象能力の現れ
であり，互いに関連するものであると考えられるので，
それを前提として発達する 3～4歳児以降に見られるふ
り遊びや役割遊びは，ともに「心の理論」との間で関連
が見られることが予想される。また，理論説が正しいと
すれば，初期のふりは表象能力の萌芽的な現れであり，
また 3～4歳児に見られるふり遊びも，表象能力は発達
しているが，ふりを行うにあたり「心の理論」の獲得に
必要なメタ表象能力（Leslieの定義するメタ表象ではな
く，Pernerの定義するメタ表象能力）が必要であると
は考えられていないため，「心の理論」との関連はあま
り見られないことが予想される。一方役割遊びについて
は，理論説の中ではあまり言及されていないため，「心
の理論」との関係について明確な予測を行うことは困難
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である。またシミュレーション説が正しいとすれば，役
割遊びにおいては，他者の心的状態を考える機会が与え
られるため，「心の理論」との関連が現れてくるものと
考えられるが，ふり遊びは他者の心的状態を理解する必
要はないので直接的な関連はないものと考えられる。た
だし，ふり遊びに必要な表象能力を前提として役割遊び
は可能になると考えられているため，ふり遊びも「心の
理論」との間に間接的に関連が見られることになるだろ
う。

目　　　的

本研究では，役割遊びが見られたり，「心の理論」を
獲得すると考えられる 3～ 6歳児に焦点を当て，ふり遊
び，役割遊び，「心の理論」の関連を検討していく。ま
ず実験 1において，標準的な「心の理論」課題である不
意移動課題とスマーティ課題を実施し，また，あわせて
ふり遊びと役割遊びの課題を実施することで，「心の理
論」とふり遊び，役割遊びの間の関係を実験的に検討す
る。さらに実験 2において，プレテストで誤信念課題を
行い，短期縦断的にふり遊び訓練と役割遊び訓練を行っ
た後，ポストテストとして誤信念課題を行い，役割遊び，
ふり遊びが，「心の理論」の理解を促進するか実験的に
検討する。
仮　説

Harrisらの説明が妥当なものであれば，実験 1では，
ふり遊び課題と誤信念課題に相関は見られないが，役割
遊び課題と誤信念課題に相関が見られる。また，ふり遊
びの発達が役割遊びの出現に重要なものであると考える
ため，ふり遊びと役割遊びにおいても相関が見られると
考えられる。
また実験 2においては，ふり遊びは心の理解に関する

能力に関連するかもしれないが，誤信念を理解するため
の十分条件ではないと考えられるため，ふり遊びは，そ
の訓練が「心の理論」を直接高めるものではないと考え
る。また役割遊びでは，「心の理論」との直接のつなが
りを考えるため，その訓練において「心の理論」を高め
ることが可能だと予想される。

実　験　1

方　法
対象児　大阪府の幼稚園の園児 46 人（男子 26

人，女子 20人）（月齢 37～74ヵ月，平均 56.91ヵ月，
SD =11.58）。年齢別内訳は，3歳児 11人（月齢 37～
46ヵ月，平均 41.18ヵ月，SD =2.27），4歳児 14人（月
齢 48～59ヵ月，平均 53.00ヵ月，SD=3.90），5・6歳児
21人（月齢 60～74ヶ月，平均 67.76ヵ月，SD＝4.36）
であった。
材料　スマーティ課題では，幼稚園で共通の粘土の空

箱，色鉛筆，不意移動課題では，ぬいぐるみ（イヌ，ペ
ンギン），赤色の箱と青色の箱（2 cm×2 cm×1 cm），
おはじきを用いた。ふり遊び課題では，ぬいぐるみ（ク
マ，サル）と積み木，役割遊び課題では，ハンバーガー
の模型と調味料の空容器を用いた。
手続き　2種類の誤信念課題，ふり遊び課題，役割遊

び課題を行い，ビデオで記録した。
誤信念課題　誤信念課題として，スマーティ課題と不
意移動課題が用いられた。スマーティ課題では，粘土の
箱を見せ，子どもが中に粘土が入っていると思っている
ことを確認し（自己信念質問），本当は中は色鉛筆であ
ることを子どもに確認させた。そして，他者が粘土の箱
を見たとき何が入っていると思うかを子どもに質問した
（他者信念質問）。さらに自分は粘土の箱を最初に見たと
きは何が入っていると思ったか（記憶質問），今は何が
入っているか（現実質問）の質問を行った。不意移動課
題では，イヌがおはじきを赤色の箱にしまい，外に出て
いる間にペンギンがおはじきを青色の箱に移動させてし
まう。イヌは外から戻った時にどちらの箱に入ってい
ると思うかを子どもに尋ねた（他者信念質問）。さらに
イヌは最初に何色の箱におはじきをしまったか（記憶質
問），今おはじきは何色の箱に入っているか（現実質門）
の質問を行った。スマーティ課題は自己信念質問，他者
信念質問，記憶質問，現実質問を各 1点とし，計 4点満
点で，不意移動課題は現実質問，他者信念質問，記憶質
問の 3点満点とし，2つの合計得点を算出した。
ふり遊び課題　実験者との 1対 1でクマとサルのぬい
ぐるみを使い，クマがお風呂に入る場面やサンドイッチ
を食べる場面をふり遊びで行った。（1）積み木を石鹸に
見立てることができるか，（2）石鹸に見立てていた積み
木をサンドイッチに見立てることができるか，また，（3）
サンドイッチに見立て，クマサンドイッチが食べている
時にサルがサンドイッチに座るというイレギュラーな状
況に対して混乱せずにサンドイッチに座ってしまったこ
とを理解できるかで得点化し（それぞれ 1点として 3点
満点），物を見立てる能力，混乱せずに現実とふりの区
別することができるかに注目した。
役割遊び課題　実験者と 1対 1でハンバーガー屋さん

ごっこをする中で，客や店員の役割を適切に演じられる
か，役割交代が適切に行えるか，客が「おいしい」と言っ
たときの店員の気持ちなどその役割に合った感情を表現
したり，その役割の視点を理解し，その視点での行動が
できるかに注目した。子どもが店員役の場合，ハンバー
ガーをお客さんのところに運ぶ，お客さん（実験者）は
ハンバーガーを食べておいしいとこたえる，お客さんに
おいしいといわれ，それに対してどう思うか，という流
れで行う。子どもがお客さん役の場合では，店員（お客
さん）はハンバーガーを作るときに間違ってからし（調
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味料の空容器をからしに見立てた）をいっぱい入れてし
まい辛いハンバーガーを作ってしまうふりをする（実際
に子どもから見える位置で行うがお客さんには見えない
位置ということにする）。お客さんはハンバーガーを食
べ，辛いふりができるかどうか，という流れで行う。役
割遊び課題の中で，（1）お客さんにハンバーガーを提供
するという店員の役割を演じられるか，（2）お客さんに
おいしいと言われどう思うか適切に反応できるか，（3）
お客さんの役割を演じられるか，（4）辛いと知らずにハ
ンバーガーを食べることを演じることができるか，（5）
ハンバーガーを食べ辛いと演じることができるか，とい
う 5つの点に注目し得点化した（5点満点）。（1）～（3）
では，自分とは異なる他者を演じるということ，（4）（5）
では，さらに他者の視点を理解し，それにあった信念や
行動を表現できるかということに注目した。
誤信念課題，ふり遊び課題，役割遊び課題の得点の評

定の信頼性を確認するために，ランダムに選んだ 25人
の対象児（全体の 54.3％）を実験者を含む 2人で独立に
評定し ,一致率を算出した結果，97.9％であった。
結果と考察
誤信念課題の平均得点は 4.93点（SD =1.20），ふり遊

び課題の平均得点は 2.26点（SD =1.06），役割遊び課
題の平均得点は 2.43点（SD =1.62）であった。年齢ご
との内訳を Table 1 に示す。各課題の得点について，年
齢による 1要因の分散分析を行った。その結果，誤信
念課題において，有意差が見られた（F（2, 43）=3.88，
p <.05）。Tukeyの HSD法による多重比較の結果，3歳
児と 5・6歳児の間に有意差があったが（p <.05），3歳
児と 4歳児，4歳児と 5・6歳児の間に有意差は見られ
なかった。また，ふり遊び課題（F（2, 43）=2.89，n.s.），
役割遊び課題（F（2, 43）=0.56，n.s.）では，得点に有意
差は見られなかった。
次に，誤信念課題，ふり遊び課題，役割遊び課題，月
齢の相関を求めた（Table 2）。Table 2より，誤信念課題
とふり遊び，誤信念課題と役割遊び課題，および役割遊
び課題とふり遊び課題において有意な相関が見られた。
ただし，月齢と誤信念課題，月齢とふり遊び課題にも有
意な相関が見られ，誤信念課題とふり遊び間に見られた
相関は月齢の影響を受けていると考えられる。そこで，
月齢の要因を取り除いた，誤信念課題，ふり遊び課題，
役割遊び課題の偏相関を求めた（Table 3）。Table 3 より，
誤信念課題とふり遊び課題間に有意な相関は見られな
かったが，誤信念課題と役割遊び課題間に有意な相関が
見られた。またふり遊び課題と役割遊び課題においても
有意な相関が見られた。結果より，ふり遊びと「心の理
論」に関連は見られなかったが，役割遊びと「心の理論」
には関連が見られた。また，ふり遊びと役割遊びの間に
有意な相関が見られたことから，ふり遊びと役割遊びは

それぞれ独立したものではなく，関連したものであると
考えられる。
ところで誤信念課題の得点については，本研究ではそ

れぞれの質問について 1点ずつ得点を与えたが，それ
ぞれの課題ですべての質問に正答した場合にのみ 1点
を与え，両課題の合計（2点満点）で得点化する方法も
一般的なので（松永・郷式，2008；瓜生，2007）この
得点化の方法でも再度集計し再度分析を行った。その結
果，スマーティ課題のみを通過した子どもは 1人（全体
の 2.2％），不意移動課題のみを通過した子どもは 13人
（全体の 28.3％），両方通過した子どもは 7人（全体の
15.2％）であった。
誤信念課題，ふり遊び課題，役割遊び課題，月齢の
相関を調べたところ，誤信念課題とふり遊び（r =.36，

Table　1　実験 1における誤信念課題，ふり遊び課題，
役割遊び課題における年齢ごとの平均得点

誤信念課題 ふり遊び課題 役割遊び課題

（7点満点） （3点満点） （5点満点）

3歳児 4.36 1.73 2.18 

（n =11） （0.92） （1.10） （1.54）

4歳児 4.64 2.14 2.21 

（n =14） （1.01） （1.10） （1.37）

5,6歳児 5.43 2.62 2.71 

（n =21） （1.29） （0.92） （1.85）
注．（　） は標準偏差。

Table　2　誤信念課題，ふり遊び，役割遊び，月齢の相関
（実験 1）

誤信念課題 ふり遊び 役割遊び 月齢

 誤信念課題

ふり遊び .35*　

役割遊び .67** .45**

月齢 .40** .39** .17

*p <.05  **p <.01

Table　3　月齢の要因を除いた誤信念課題，ふり遊び，
役割遊びの偏相関（実験 1）

誤信念課題 ふり遊び 役割遊び

誤信念課題

ふり遊び .22　

役割遊び .68** .42*

*p <.05  **p <.01
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p <.05），誤信念課題と役割遊び（r=.66，p <.01），お
よび役割遊びとふり遊び（r =.45，p <.01）に有意な
相関が見られた。また，月齢と誤信念課題（r=.53，
p <.01），月齢とふり遊び（r=.39，p <.01）の間にも有
意な相関が見られた。そこで，月齢の要因を取り除いた，
誤信念課題，ふり遊び課題，役割遊び課題の偏相関を求
めたところ，誤信念課題の得点とふり遊び課題に有意な
相関は見られなかったが（r =.19，n.s.），誤信念課題と
役割遊び課題に有意な相関が見られ（r =.68，p <.01），
ふり遊び課題と役割遊び課題でも有意な相関が見られた
（r =.42，p <.05）。これらの結果は，誤信念課題につい
てすべての質問に 1点ずつ与えて得点化した場合と同じ
であった。これは，誤信念課題において重要な他者信念
質問において得点の差が見られるため，どちらの得点化
の方法でも違いはなかったものと考えられる。
従来の 2課題 2点満点で得点化する方法は，得点分布

の幅が狭く，差が検出されにくいが，本実験のように全
質問に 1点を与えて 7点満点とすることで，分布に幅を
持たせ，差の検出が容易になると考えられる。また，2

点満点でも 7点満点でも課題間の相関は大きく異なるも
のではなく，両得点は同じ能力を反映するものと考えら
れた。こうしたことから，本研究では実験 2においても
7点満点とする得点化の方法を採用することとする。

実　験　2

目　的
プレテストで誤信念課題を行い，短期縦断的にふり遊
び訓練と役割遊び訓練を行った後，ポストテストとして
誤信念課題を行い，役割遊びまたはふり遊びが「心の理
論」の理解を促進するか実験的に検討する。
方　法
対象児　大阪府，兵庫県の幼稚園の園児 49人（男子

21人，女子 28人）（月齢 43～65ヵ月）にプレテストを行っ
た。そのうちプレテストを全問正答，または，1問のみ
誤答の子ども 11人（男子 6人，女子 5人）を除いた結果，
38人（男子 15人，女子 23人）（月齢 43～65ヵ月，平
均 50.47ヵ月，SD =5.10）が残った。この 38人の対象
児をプレテストの平均得点が等質になるよう，また月齢
に違いが見られないよう，無作為に役割遊び訓練群，ふ
り遊び訓練群，統制群に分けた。その内訳は，役割遊び
訓練群 13人（男子 6人，女子 7人）（月齢 47～65ヵ月，
平均 51.69ヶ月，SD =4.99），ふり遊び訓練群 13人（男
子 4人，女子 9人）（月齢 43～61ヵ月，平均 48.92ヵ月，
SD =5.12），統制群は 12人（男子 5人，女子 7人）（月
齢 43～63ヵ月，平均 50.83ヵ月， SD =5.20）であった。
各群の月齢について 1要因の分散分析を行った結果，役
割遊び課題群，ふり遊び課題群，統制群の月齢に有意な
差はなかった（F（2, 35）=1.00，n.s.）。各群のプレテス

トの得点（実験 1と同様の 7点満点で採点した。Table 

4参照）について 1要因の分散分析を行った結果，3群
間に有意な差は見られなかった（F（2, 35）=1.80，n.s.）。
この結果から，プレテストの誤信念の平均得点がこの 3

群間で等質であることが示された。
手続き　まずプレテストとして誤信念課題（スマー
ティ課題，不意移動課題）を行い，対象児を役割遊び訓
練群，ふり遊び訓練群，統制群に分けた後，両訓練群に
ついては 5週間にわたって週に 1回訓練を行った。統制
群はその間何も行わなかった。その後，ポストテストと
して誤信念課題（スマーティ課題，不意移動課題）を行っ
た。
プレテスト　グリコのポッキーの空箱，中身は色鉛筆

を用いたスマーティ課題とイヌとペンギンのぬいぐる
み，赤色の箱と青色の箱を不意移動課題を実施した。そ
れぞれの課題の手続きは実験 1と同じであった。
役割遊び訓練課題 1　材料：ハンバーガーの模型，調

味料の空容器。手続き：実験 1の役割遊び課題と同様で
あった。ただし，実験 1で得点化した 5つ点に関しては，
子どもがうまく行うことができなかったり，間違ってい
れば，何度かさせてみたり，「本当にそうかな。もうちょっ
と考えてみようか。」と考える時間を作ったり，実験者
が手本を見せて子どもがうまくできるように促した。
役割遊び訓練課題 2　材料：お料理セットのオモチャ

（コンロ　フライパン，まな板，包丁，お皿，フォーク，
スプーン，ハンバーグ，エビフライ，トマト，にんじん，卵，
魚）。手続き：子どもと実験者の 1対 1でレストランごっ
こを行った。レストランの店員とお客さんの役割を交代
で行い，それぞれの役割を適切に行えるか，またレスト
ランの店員やお客さんの気持ちを理解して適切に行える
かどうかに焦点を当て訓練を行った。
役割遊び訓練課題 3　材料：お医者さんセットのオモ
チャ（聴診器，注射器，体温計，薬ビン，絆創膏）。手続き：
実験者と子どもの 1対 1でお医者さんごっこを行う。始

Table　4　誤信念課題（プレ―ポスト）の各群の平均得点
（実験 2）

プレテスト ポストテスト

（7点満点） （7点満点）

役割遊び群 4.15 5.31 

（n =13） （0.68） （1.03）

ふり遊び群 4.38 4.54 

（n =13） （0.65） （1.13）

統制群 4.25 4.67 

（n =12） （0.62） （0.99）
注．（　）は標準偏差。
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める前に，子どもとお医者さんのオモチャを確認しどの
ように使うものかなどを確認した。そしてお医者さんと
患者さんの役割を交代で行い，その役割を適切に行える
か，またその気持ちを適切に表現できるかに焦点を当て
訓練を行った。
役割遊び訓練課題 4　材料：はがき，郵便やさんのカ

バン（手作り）。手続き：実験者と子どもの 1対 1で郵
便やさんごっこを行った。子どもが手紙を待つ人や郵便
やさんの役割を適切に行えるか，その気持ちを適切に表
現できるかに焦点を当て訓練を行った。
役割遊び訓練課題 5　材料：ぬいぐるみ（ヤギ），ヤ
ギのお面（手作り），オオカミのお面（手作り），白い手
袋，茶色い手袋，家の模型（手作り）。手続き：実験者
と子どもの 1対 1の役割遊びの中で，「オオカミと 7匹
の子ヤギ」の物語を行った。子どもには子ヤギの役割を
演じてもらい，子ヤギと子ども自身の視点の違いを理解
することができるかに焦点を当て訓練を行った。
ふり遊び訓練課題 1　材料：ぬいぐるみ（クマ，サル），
コップ，つみき。手続き：実験者と子どもの 1対 1での
クマとサルのぬいぐるみを使ったふり遊びの中で，積み
木を石鹸に見立てたり，パンに見立てることができるか
どうか，また，パンに見立て，クマが食べている時にサ
ルがパンに座るというイレギュラーな状況に対して混乱
せずにパンに座ってしまったことを理解できるか，クマ
に空のコップでお茶を飲んでいるふりをさせることがで
きるか，またサルがそのコップを倒してしまった時に床
が濡れるということを理解できるかなど，物を見立てる
能力，混乱せずに現実とふりの区別すること，実験者と
ふりの世界を共有することに焦点を当て訓練を行った。
子どもがうまくできなかったり，理解できない場合は，
実験者がうまくできるように，または理解できるように
促した。
ふり遊び訓練課題 2　材料：ぬいぐるみ（クマ，サル），
積み木，お料理セットのオモチャ（えびフライ，にんじ
ん）。手続き：実験者と子どもの 1対 1でクマとサルの
ぬいぐるみでふり遊びを行った。ふり遊びの中で積み木
を電車に見立てたり，オモチャのえびフライやにんじん
を電話に見立てることができるかに焦点を当て訓練を
行った。
ふり遊び訓練課題 3　材料：ぬいぐるみ（パンダ，ひ
よこ），ブロック　手続き：実験者と子どもの 1対 1で
パンダとひよこのぬいぐるみを使ってふり遊びを行っ
た。ふり遊びの中で，ブロックをケーキに見立てたり，
チョコレートに見立てることができるかどうかに焦点を
当て訓練を行った。
ふり遊び訓練課題 4　材料：ぬいぐるみ（クマ），積
み木，お料理セットのオモチャ（お皿，スプーン）。手
続き：実験者と子どもの 1対 1でクマのぬいぐるみを

使ってふり遊びを行った。ふり遊びの中で，子どもが自
ら積み木をどんな野菜や肉に見立てるかを考え，ふりを
行うことができるかに焦点を当て訓練を行った。
ふり遊び訓練課題 5　材料：ぬいぐるみ（クマ），お
はじき，お料理セット（お皿，スプーン）。手続き：実
験者と子どもの 1対 1でクマのぬいぐるみを使いふり遊
びを行った。ふり遊びの中で子どもがおはじきをご飯に
見立てクマに食べさせることができるかどうかを見た。
また，子どもが現実とふりをきちんと区別できているか
に焦点を当て訓練を行った。
なお，ふり遊び訓練および役割遊び訓練については，
特に達成の基準は設けなかった。ふり遊び訓練では，も
のの見立ての能力，および現実とふりの区別の明確さに
焦点を当て訓練を行い，上手くできない対象児に対して
は，実験者が見本を見せたり，ふりを促す問いかけ（た
とえば，ふり遊び訓練 1の場合では，「○○くんは，石鹸っ
てどう使うかな」など）を行い，ふり行為を行うことを
促した。また，役割遊び訓練では，他者を演じることに
注目し，自分が演じている他者の視点を理解し，それに
あった信念や行動を表現できるかということに焦点を当
て訓練を行った。そのため，上手くできない対象児に対
しては実験者が手本を見せたり，「本当にそんな気持ち
になるかな。○○くんならどんな気持ちになるかな」と
他者の信念や行動を考えるように促した。
ポストテスト　スマーティ課題は箱にロッテのコアラ
のマーチの空箱を用い，中身はセロハンテープを用いた。
手続きはプレテストと同様であった。不意移動課題はゾ
ウとライオンのぬいぐるみ，黒色の箱（小，3×2×6 

cm），箱と黒色の箱（大，4×4×10cm），ミニカーが用
いられた。手続きは，プレテストの不意移動課題と同様
であった。
結果と考察
プレテスト，ポストテストの誤信念課題の得点の評定

の信頼性を確認するために，ランダムに選んだ 20人の
対象児（全体の 52.6％）を，実験者を含む 2人で独立に
評定し , 一致率を算出した結果，98.6％であった。
プレテスト，ポストテストの誤信念課題の結果を

Table 4に示す。次に，役割遊び訓練群，ふり遊び訓練
群，統制群のプレ―ポストテストそれぞれの誤信念課題
の得点について，訓練群（3）×プレ―ポスト（2）の 2

要因の分散分析を行った。その結果，プレ―ポストの主
効果（F（1, 35）=15.50，p <.01）と訓練群×プレ―ポス
トの交互作用（F（2,35）=4.31，p <.05）が有意であった。
また，訓練群の主効果は有意ではなかった（F（2, 35）
=0.56，n.s.）。交互作用が有意だったので，訓練群各群
のプレ―ポストの単純主効果の検定を行ったところ，役
割遊び訓練群において，プレテストとポストテストの得
点の差は有意であった（F（1, 35）=21.40，p <.01）が，
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ふり遊び訓練群（F（1, 35）=0.38，n.s.），統制群（F（1, 

35）=2.58，n.s.）では，プレテストとポストテストの得
点に有意な差は見られなかった。結果より，役割遊びは
短期縦断的に訓練することにより「心の理論」を高める
ことができたが，ふり遊びを短期縦断的に訓練しても「心
の理論」を高めることはできなかったことが示された。
またポストテストの誤信念課題の得点について，それ
ぞれの課題ですべての質問に正答した場合にのみ 1点
を与え，両課題の合計（2点満点）で得点化し，再度集
計し再度分析を行った。各群の結果を見てみると，役割
遊び訓練群では，スマーティ課題のみを通過した子ども
は 1人，不意移動課題のみを通過した子どもは 5人，両
方通過した子どもは 2人，ふり遊び訓練群では，スマー
ティ課題のみを通過した子どもは 0人，不意移動課題の
みを通過した子どもは 3人，両方通過した子どもは 1人，
統制群では，スマーティ課題のみを通過した子どもは 1

人，不意移動課題のみを通過した子どもは 3人（全体の
25.0％），両方通過した子どもは 0人であった。役割遊
び訓練群，ふり遊び訓練群，統制群のポストテストの誤
信念課題の合計得点（2点満点）の平均はそれぞれ 0.77

（SD=0.73），0.39（SD=0.65），0.33（SD=0.49）であっ
た。この得点について，1要因の分散分析を行った。そ
の結果，各訓練群のポストテストの誤信念課題の得点に
有意差は見られなかった（F（2, 35）=1.80，n.s.）。得点
の傾向はすべての質問に 1点ずつ与えた場合と異ならな
いが，この分析では有意差が得られなかった。有意差が
得られなかった理由としては，対象児が少なかったこと
が考えられる。プレテストの誤信念課題において，スマー
ティ課題または不意移動課題のどちらか一方でも通過し
ているものは省いているため，本実験では多くのデータ
が集められなかった。もうひとつ考えられるのは，スマー
ティ課題と不意移動課題の 2つで得点化しており，2点
満点と得点の幅が狭いためであると考えられた。
次に訓練で，特徴的だった子どもの様子や反応および
それに対する考察を記す。役割遊び訓練，ふり遊び訓練
では，子どもはその事象に関する自分の経験を想起しな
がら演じている場面が多かった。たとえばハンバーガー
やさんに行ったことや病院に行った時の話を実験者に話
しながら役割遊びを行っていた。また，ふり遊び課題で
サルのぬいぐるみがお茶の入ったコップを倒してしまう
場面では，自分がお茶をこぼしてしまったときに幼稚園
ではぞうきんを使って拭いていることを想起している場
面が見られた。このようにふり遊び，役割遊びは共にそ
の事象に関するスクリプトや経験を想起しながら行われ
ていると考えられる。また，役割遊び訓練ではハンバー
ガーやさんや，レストランなどの，ふり遊び訓練では，
ぬいぐるみがご飯を食べる場面などの，実験者が創りだ
した想像の世界を子どもたちは共有することができてい

るようだった。

全　体　考　察

実験 1では，誤信念課題とふり遊び課題に相関は見ら
れなかったが，誤信念課題と役割遊び課題，ふり遊び課
題と役割遊び課題に相関が見られた。よって「心の理論」
と役割遊びは関連することが示され，また，ふり遊びと
役割遊びも関連したものであることが示された。また，
実験 2では，役割遊び訓練群においてのみ誤信念課題の
プレテストとポストテストの得点に差が見られた。つま
り，ふり遊び訓練では，誤信念課題の得点を向上させる
ことはできなかったが，役割遊び訓練においては，誤信
念課題の得点を向上させることができた。

Leslie（1987）によると，子どもは，ふりの中で現実
の世界を見失わずに，ある事物に与えるアイデンティ
ティーと，その物の現実のアイデンティティーを区別し，
事物をそのものとして表象したり，他のものとして表象
することが可能であり，そのふりは「心の理論」の現れ
と考え，ふりと「心の理論」の関連を主張していた。し
かし，本研究の結果は，Leslie（1987）を支持するもの
ではなかった。
では，ふり遊びと「心の理論」の関係をどのようなも
のとして捉えていくべきであろうか。Perner（1991）は，
子どもはふり遊びを表象的に理解しているのではなく，
仮説的な“～であるかのような（as if ～）”のように振
舞うことであり，ふりはこの仮説的置換えにすぎず，“ふ
りをするという心的状態を理解しているのではないと主
張していた。また，Harris（1993）は，2歳児でもふり
の行動における表象的意味の理解は可能だが，初期のふ
り遊びにおいては，行動をとる相手の想像過程を考える
必要はなく，相手と同じふりの実態を想像できればよい
とし，ふりにおける表象的理解が直接「心の理論」につ
ながることを否定していた。また Harris（1993）では，
ふりにおいて子どもは，外的事象に関する知識（スクリ
プト）を活用することで，その行為に足りない要素を想
像し，構成し処理をしているという。このようにふり遊
びにおいて，子どもは想像された状況を構成的に理解し
ているのであって遊び相手の心的状態を読み取っている
のではないと主張する。また，Lillard（1993）は，ふり
を「如き行為（acting as if）」としてのみ解釈し，心の状
態としては解釈していないと主張した。
ではふり遊びは心の理解には関連しないと結論づけて
よいのだろうか。Lillard（2001）では，初期のふり遊び
は「心の理論」と直接的な関連はないとしながらも，ふ
りの経験や社会的相互作用や社会的認知能力の発達が絡
みながら，「心の理論」と役割遊びの出現に影響を与え
ると主張していた。Leslie（1987）のように，ふりが直
接「心の理論」につながると考えることは難しいが，ふ
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り遊びにおける物の見立てや現実とふりの区別やといっ
たものが初期の他者の心を理解する能力と関連している
可能性も考えられる。つまりそれは他者の誤信念を理解
できるほどの表象能力ではなく，他者の心を理解するた
めのもっと初期の能力の表れかもしれない。しかし，本
研究ではふり遊びと初期の心の理解に関する能力との関
連は明らかにすることはできていないためさらなる研究
が必要である。
次に役割遊びについて見ていく。Harris（2000）では，
役割遊びは，子どもに他の人の視点からの世界を想像す
る機会を提供するとし，「心の理論」と役割遊びの関連
を主張した。また，Lillard（2001）も，役割遊びと「心
の理論」の関連を主張し，役割遊びにおいて，他者を演
じることや，他者が役割を演じているのを見ることや，
役割遊びが行われる前や途中の役割決めや場面設定など
の話し合いが「心の理論」に重要であると考える。本研
究では，役割遊びと「心の理論」の関連が見られ，役割
遊びから「心の理論」への影響も示唆された。これは，
Harris（2000）や Lillard（2001）の主張と一致するもの
である。
では，役割遊びはふり遊びとどのように異なり，どの
ような点が「心の理論」と関連するのであろうか。実験
1でふり遊びと役割遊びの相関が見られたが，これはふ
り遊びが役割遊びを可能にするものであるためと考えら
れる。ふり遊びと役割遊びでは，他者の想像の世界を共
有すること，自分の経験したことを想起すること，その
事象に関するスクリプトを使ったり，自分の経験したこ
とを想起することが共通している。しかし，ふり遊びと
は異なり，役割遊びでは，自分とは異なる他者の視点に
立ち，そこで他者の感情を考えたり，他者の行動を考え
ることが必要であり，これらの点が「心の理論」と関連
しているのではないかと考えられる。また実験 2の役割
遊び訓練では，他者の視点に立たたなくても自分の視点
のままでも自然に役割を演じられるような課題もあった
が，結果は誤信念課題の得点を向上させるものであった。
そのため役割遊びでは，自分の視点のままで役割をこな
せるような場面でも，他者の視点に立ち，そこで感情や
行動を考えているということが考えられる。ただし，本
研究では，実験者との 1対 1で役割遊びを行ったため，
Lillard（2001）が主張するような，役を演じる他者を見
ることや，話し合いと「心の理論」の関連について検討
することができなかった。
ふり遊び，役割遊びにおけるモジュール説，理論説，
シミュレーション説の妥当性を考えると，ふり遊びと「心
の理論」との直接な関連が見られず，役割遊びとのみ関
連が見られたため，シミュレーション説の妥当性が証明
された。しかし，ふり遊びと役割遊びに関連が見られた
ことからも，モジュール説や理論説を完全に排除するの

ではなく，ふり遊びが役割遊びを可能にすることにより
間接的に「心の理論」と関連している可能性があるよう
に，モジュール説や理論説がふり遊びを介して役割遊び
を間接的に支えている可能性があると考えられる。しか
し今回の研究では明らかにすることはできなかった。
今後の課題としては，子どもの「心の理論」よりも初
期の心の理解の能力とふり遊びの関連を明らかにするこ
と，ふり遊びと役割遊びがどのように関連しているのか
を明らかにし，さらにそれぞれがどのようにモジュール
説，理論説，シミュレーション説と関連しているのかを
明らかにすることが必要である。また，本研究では役割
遊びから「心の理論」へ影響は示唆されたが，「心の理論」
から役割遊びへの影響は明らかにできていない。この向
きの因果関係が見られるのか，さらなる研究が必要であ
る。さらに本研究では，実験場面で役割遊びと「心の理
論」の関連を明らかにしたが，家庭や幼稚園，保育所と
いった実際の子どもの自然な遊びの場面で役割遊びがど
のように心の理解と関連するのかを明らかにすることが
必要である。

文　　　献

麻生　武. （1996）. ファンタジーと現実 . 東京：金子書房.

Astington, J.W. （1995）. 子どもはどのように心を発見す
るか ̶̶心の理論の発達心理学 （松村暢隆, 訳）.東京：
新曜社. （Astington, J.W. （1993）. The child’s discovery of 
mind. Cambridge: Harvard University Press.）

Dennet, D.C. （1978）. Beliefs about beliefs. The Behavioral 
and Brain Sciences, 1, 568-570.

Flavell, J.H. （1988）. The development of children ’s 

knowledge about mind: From cognitive connections to 

mental representations. In J.W.Astington, P.L. Harris, & 

D.R. Olson （Eds.）, Developing theories of mind （pp.244-
271）. Cambridge: Cambridge Univeresity Press.

Goldman, A.I. （1989）. Interpretation psychologized. Mind 
and Language, 4, 161-185.

Gordon, R.M. （1986）. Folk psychology as simulation. Mind 
and Language, 1, 158-171. 

Harris, P.L. （1992）. From simulation to folk psychology: 

The case for development. Mind and Language, 7, 120-
144.

Harris, P.L. （1993）. Pretending and planning. In S. Baron-

Cohen, H. Tager-Flusberg, & D.J. Cohen （Eds.）, 

Understanding other minds: Perspectives from autism
（pp.228-246）. Oxford: Oxford University Press.

Harris, P.L. （2000）. The work of imagination . Oxford: 

Blackwell．
木下孝司. （1993）. 幼児期の「心の理論」に関する論争を
めぐって （Ⅱ） ―4 歳ころにみられる変化を中心に. 静



　94 発 達 心 理 学 研 究 第 23 巻 第 1 号

Ogawa, Masato (Graduate School of Education, Osaka Kyoiku University) & Takahashi, Noboru (Department of School 

Education, Osaka Kyoiku University). The Developmental Relationship between Role Play, Pretend Play, and Theory of Mind in 

Young Children. THE JAPANESE JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  2012, Vol.23, No.1, 85−94.

Forty-six children from 3 to 6 years of age participated in two false belief tasks, role play, and pretend play in Experiment 

1. The results revealed a significant correlation between false belief and role play behavior, but not between false belief and 

pretend play. In Experiment 2, 38 children from 3 to 5 years of age were assigned to a role play training group, pretend play 

training group, or a control group.  After five training sessions, the role play training group, but not the pretend play training 

group or the control group, increased their scores on the false belief task. Based on the results of Experiments 1 and 2, it is 

concluded that role play, but not pretend play, is a precursor of the acquisition of theory of mind.

【Key Words】 Theory of mind, Role play, Pretend play, Preschoolers
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本研究の目的は，青年期から成人期への発達的移行に伴う自己愛と自我同一性との関連の変化につい
て検討することであった。青年期として 18歳～25歳の大学生・大学院生の 371名，成人期として 26歳
～35歳の 352名に対して，自己愛と自我同一性の尺度を含む質問紙調査を実施した。発達段階ごとに自
己愛と自我同一性との関連について検討した結果，特に「注目・賞賛欲求」と「共感性の欠如」に関して，
青年期と成人期における注目すべき関連の差異が示された。さらに，それら自己愛の 2変数を説明変数，
「中核的同一性」，「心理社会的自己同一性」の 2種類の自我同一性を目的変数とするモデルを両発達段階
に対して仮定し，多母集団同時分析を実施した。その結果，青年期よりも成人期の自己愛の方が自我同
一性に対してより強い負の影響を及ぼすことが示された。これらの結果から，「注目・賞賛欲求」や「共
感性の欠如」という自己愛的心性を解消することは青年期の発達的課題であり，そのような課題が解決
されなかった場合，成人期におけるそれらの高さは自我同一性の形成に負の影響を及ぼすことが示唆さ
れた。
【キー・ワード】　自己愛，自我同一性，発達的課題，青年期，成人期

問題と目的

Blos（1962 /1971，1967）によると，青年期前期には
幼児期の依存・愛情対象であった両親表象からリビドー
の脱備給が始まり，自我が弱体化して自己統制が弱まる
とされ，その結果リビドーが自己に向けられ自己愛が高
まるという。また小此木（1981）は，親離れの時期であ
る思春期には親からの受身的対象愛，すなわち甘えの欲
求が満たされなくなることから自己愛が高まると指摘し
ている。つまりこれらの精神分析理論からは，両親から
の精神的離脱のプロセスにある思春期・青年期には自我
が弱体化して脆弱となり，それらに対する防衛として自
己愛が高まることが示唆されているといえる。このよう
な自己愛の高まりとは，青年が脆弱な自我を何とか守ろ
うとする正常な試みであると考えられるが，健康な自己
愛の発達過程においては，自己愛の高まりから生じる誇
大的自己像は次第に現実の自己像に近いものへと修正さ
れていく（小松，2004）。谷（1997）によると，この誇
大的自己像の修正過程において，その自己愛を処理して
いくことは青年期の発達的課題であり，適切に処理する
ことで自己像が安定し，「自分がある」という自我同一
性の感覚を得ることにつながるという。つまり自己愛と
は，青年期においては適切な処理により自我同一性の形
成に寄与する一方，処理されずに成人期にまで高水準の
まま保持された場合，その自己愛の高さは自我同一性の
形成を妨げる要因にもなり得ると考えられる。

以上のように，青年期における自己愛の処理過程と自
我同一性の形成とは密接に関わることが示唆されている
が，近年実証的研究においても青年期を対象とし，誇大
性，過敏性の二側面を踏まえた自己愛と自我同一性との
関連についての検討がなされており（中山，2005；谷，
2004b），理論的な言及において大まかに示唆されていた
両者の関連に関して，より詳細な知見が見出されている。
しかしながら，これらの実証的研究は青年期という一発
達段階での自己愛と自我同一性との関連を見ているのみ
であり，次の発達段階である成人期を対象とする研究は
皆無である。もし自己愛が青年期の間に適切に処理され
ない場合，成人期における自己愛の高さが，自我同一性
に対してどのような影響を及ぼすのかについては検討さ
れていない。高まった自己愛の処理という発達的課題に
取り組む最中である青年期と，課題を乗り越えた後の段
階であるべき成人期では，自我同一性の形成に及ぼす自
己愛の影響が変容するのではないかと思われる。本研究
では，このような問題意識の下，まず青年期における自
己愛の成熟過程と，青年期から成人期への発達的移行に
伴う自己愛と自我同一性との関連の変化についての考察
をした上で，実証的に検討することを目的とする。
まず青年期に高まる自己愛とは，実際の自身の才能や

能力に裏づけがあるわけではない防衛的なものであるた
め，時には逆に劣等感に悩まされたりもする不安定な性
質を持つ（小此木，1981）。それゆえに，自己愛者がそ
の高自己評価を維持するためには承認・賞賛してくれる
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他者や理想化できる他者に依存せざるをえない（Kohut，
1971 /1994）。このことから，青年期には脆弱な自我を
守るためにまず誇大的自己像が生起し，さらに誇大的自
己像を維持するためにその裏づけや根拠を得たいと望む
「注目・賞賛欲求」が高まるといえる。つまり，自己愛
を適切に処理し成熟させていく過程においては，まず高
まった自己愛が他者から満たされる必要があると考えら
れるが，ここで満たされるべき自己愛とは，誇大的自己
像への裏づけを求めて高まる「注目・賞賛欲求」である
といえる。一方 Kohut（1971 /1994）は，自己愛人格障
害患者の治療において，その自己愛を共感的に満たしな
がらも，患者が最適の欲求不満を感じることで患者の自
己の成熟が促されることを示唆している。さらに，両親
からの精神的離脱のプロセスにある青年にとって，重要
な他者である友人や仲間，恋人から時に欠点を指摘され
るような経験を積むことで，青年の自己は発達していく
（小塩，2004a）との指摘もある。これらの指摘を考慮す
ると，自己愛の成熟とは単純に「注目・賞賛欲求」が満
たされるのみではなく，最適の欲求不満として他者から
の欠点の指摘を受け入れる経験をも踏まえながら進んで
いくのであろう。このようにして他者との関係の中で適
切に処理され成熟した自己愛は，現実の裏づけを受けて
発達し，社会に是認された自己愛である自我同一性とな
る（小此木，1981）。
以上のことから，自己愛の処理や成熟の過程において
は，「注目・賞賛欲求」の持つ重要性は大きく，自我同
一性の形成にも影響を与えると考えられる。実際に，実
証的研究においては，多側面の自己愛の中で「注目・賞
賛欲求」のみが自己像の不安定性と有意な正の関連を示
すことが見出されている（小塩，2001）。この結果から
は，青年期における「注目・賞賛欲求」が不安定で脆弱
な自我を反映するものと考えられるため，青年期におい
て「注目・賞賛欲求」は一見自己の一貫性や連続性を意
味する自我同一性とは負の関連を示すことが予測される
が，実証的研究では谷（2001）の多次元自我同一性尺度
（Multidimensional Ego Identity Scale；MEIS）の下位尺
度と全般的にほぼ無関連であることが示されている（谷，
2004b）。これらのことからは，「注目・賞賛欲求」は青
年期における脆弱な自我と関連しつつも，その防衛とし
て高まる自己愛，つまり誇大的自己像の裏づけや根拠を
得るためには不可欠なものであり，必ずしも自我同一性
の形成を阻害するものではないことが示唆されていると
いえる。しかし，青年期の間に重要な他者から「注目・
賞賛欲求」を満たされると共に，時に欠点を指摘される
ような経験を経て，誇大的自己像が現実的な自己像へと
修正されることで，成人期においては自己愛が成熟化し，
注目や賞賛を要求する必要性は低下すると考えられる。
つまり，健全な発達過程において「注目・賞賛欲求」は

青年期の間に減衰するべきものと考えられるため，成人
期における「注目・賞賛欲求」の高さは，自我同一性に
負の影響を及ぼすのではないであろうか。
また，先行研究では検討されていない自己愛のもう一つ
の側面として「共感性の欠如」が挙げられる。「共感性の
欠如」は，DSM-IV-TR（American Psychiatric Association, 

2002 /2003）の自己愛性パーソナリティ障害の診断基準
において，「誇大性」，「賞賛されたいという欲求」と共
に三つの主特徴の一つとして挙げられるなど，重要な自
己愛概念の一つであるといえる。「共感性の欠如」と自
我同一性との関連を明確に論じる理論は見当たらない。
一方で，「共感性の欠如」は対人的不信感と中程度の正
の関連を示すことが見出されており（原田，2008），自
我同一性の形成に正の影響を及ぼす友人への信頼感（宮
下・渡辺，1992；安井・谷，2008）の構築を阻害する
と考えられる。これらのことから，「共感性の欠如」は，
自我同一性に負の影響を及ぼすと推測される。しかしな
がら Erikson（1959 /1973）は，同一性拡散について述
べる中で，まだ自己が確立していない青年が他人との暫
定的な関わり合いをする際には，同一性の喪失を引き起
こしかねない対人的融合や呑み込まれ不安を感じるとし
ている。この指摘からは，まだ自我同一性の未確立な青
年が他者に対して安易に共感性を向けることは，その他
者との対人的融合や呑み込まれ不安を誘発しかねないこ
とが示唆されている。そして，自我同一性の形成途上に
ある青年たちは，そのような呑み込まれ不安を感じない
ですむための方策として「共感性の欠如」を高めること
で，他者との暫定的な関係性を一時的に避け，個として
の自己を保っているとも考えられる。つまり，青年期に
一時的に生じる「共感性の欠如」は，必ずしも自我に
とって悪質なものとはいえず，自我同一性の形成を阻害
するものではない可能性も予測される。一方で，成人期
においては他者との相互性に基づく親密性の形成が発
達的課題となる（Erikson, 1959 /1973）。そして Erikson

（1959 /1973）は，潜在的な同一性の脆弱さが顕在化す
る事態として他者との親密な関わりを持とうとする状況
を挙げているが，他者との相互的な関係形成を妨害する
であろう「共感性の欠如」が成人期においても高い場合
には，親密性の課題に直面した際に強い混乱状態に陥り，
それに伴って重大な自我同一性の問題が露呈すると考え
られる。それゆえに，成人期における高水準の「共感性
の欠如」は，自我同一性に対して負の影響を及ぼすので
はないであろうか。
以上のことから，「注目・賞賛欲求」と「共感性の欠

如」は共に，青年期においては必ずしも自我同一性の形
成を阻害するとはいえないが，自己愛の成熟化が想定さ
れる成人期において，これらは自我同一性の形成に負の
影響を及ぼす要因となると予測される。先行研究におい
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て，青年期と成人期という異なる発達段階での自己愛と
自我同一性との関連の変化を検討するものは見られない
が，これらを明らかにしていくことは自己愛人格の発達
や，自己愛の病理にまつわる臨床アセスメントに対する
知見を提供できる点で有用であろう。そこで本研究では，
青年期と成人期における自己愛と自我同一性との関連の
差異について検討することを目的とする 1）。ところで近
年，谷（2008）は，自我同一性という概念の背後に，精
神内的に中核をなし内的な層を構成する「中核的同一性」
と，より現実的・社会的な側面の強い外的な層を構成す
る「心理社会的自己同一性」という二種類の同一性を仮
定している。MEISの中では「自己斉一性・連続性」と「対
他的同一性」が「中核的同一性」に対応し，「対自的同
一性」と「心理社会的同一性」が「心理社会的自己同一性」
に対応する（谷，2008）。本研究においては，MEISで
測定される自我同一性の 4側面と共に，その上位概念と
しての「中核的同一性」と「心理社会的自己同一性」に
も注目して自己愛との関連を検討することとする。なお
青年期と成人期の年齢区分として，青年期を 25，26歳
までとする指摘や（久世，2000），成人初期をおおよそ
20代後半から 30代前半とする指摘（岡本，1995）を合
わせて考慮し，本研究では 18歳～25歳の大学生，大学
院生を青年期，26歳～35歳を成人期と区分して調査を
行うこととする。

方　　　法

1．調査対象者
（1）青年　兵庫県内の 18歳～25歳の大学生・大学院
生 371名（男性 187名，女性 184名，平均年齢 19.99歳，
SD =1.21）であった。
（2）成人　26歳～35歳の成人 352名（男性 136名，
女性 216名，平均年齢 29.63歳，SD =2.88）であった。
2．測定尺度と統計パッケージ
（1）NPS（Narcissistic Personality Scale）短縮版　谷
（2006a）によって作成された，自己愛の誇大性，過敏性
の両側面を多面的に測定する尺度を用いた。問題と目的
において，理論的検討からある程度の仮説が立てられた
ものの，青年期と成人期との比較研究を行う先行研究は
存在せず，多側面ある自己愛の下位概念の中で，どの側
面が自我同一性との関連に関して発達段階間で差異が見
出されるのかは不明瞭である。そこで，まず自己愛尺度
の 1つとして，自己愛の誇大性と過敏性について多面的

に測定可能な NPS短縮版を用いた。「有能感・優越感」，
「注目・賞賛欲求」，「自己主張性・自己中心性」，「自己
愛性抑うつ」，「自己愛的憤怒」各 5項目，計 25項目か
らなる。「全く当てはまらない」から「非常に当てはまる」
の 7件法で測定された。谷（2004a）や谷（2004b）によ
り，十分な信頼性と妥当性が示されている。また，「有
能感・優越感」と「自己主張性・自己中心性」は誇大性，
「自己愛性抑うつ」と「自己愛的憤怒」は過敏性，「注目・
賞賛欲求」は誇大性，過敏性の両側面に関わることが示
されている（谷，2006b）。
（2）自己愛人格尺度の「自己関心・共感の欠如」下
位尺度　NPS短縮版（谷，2006a）の下位尺度には構成
されていない自己愛的な「共感性の欠如」の指標として，
原田（2009）によって作成された自己愛人格尺度の内，
「自己関心・共感の欠如」を用いた。計 12項目からなる。
「全く当てはまらない」から「非常に当てはまる」の 7

件法で測定された。
（3）MEIS　谷（2001）によって作成された，自我同一
性を多面的に測定する尺度を用いた。「自己斉一性・連
続性」，「対他的同一性」，「対自的同一性」，「心理社会的
同一性」各 5項目，計 20項目からなる。「全く当てはま
らない」から「非常に当てはまる」の 7件法で測定された。
なお，以降の分析には統計処理用ソフトの SPSS11.5

と Amos5.0を用いた。
3．手続きおよび調査時期
青年期の調査対象者に関しては，大学および大学院の
講義時間の一部を利用して質問紙への回答を依頼し，集
団で一斉に実施した。質問紙の配布の前に，授業の成績
とは無関係であること，回答内容は集団データとして扱
う為，個人の回答内容は特定されないことを口頭で伝え
た。回答所要時間は約 10～15分であった。398名から
回答が得られ，回答に不備の無かった 371名を分析対象
とした。成人期の調査対象者に関しては，筆者の知人お
よびその紹介者に協力を依頼し実施した。封筒に質問紙
および返信用封筒を同封し，608名に手渡しもしくは郵
送により配布した。その際，個人の回答内容が特定され
ないよう，質問紙および返信用封筒の差出人は無記名に
するよう依頼した。回収は後日郵送にて行い，372名か
ら回答が得られ，そのうち回答に不備の無かった 352名
を分析対象とした。また，青年期，成人期の調査対象者
共に，調査への参加は自由であることを伝えた。調査時
期は，青年期については 2010年 8月および 11月，成人
期については 9～11月であった。

結　　　果

1．年齢と自己愛，自我同一性との関連
まず，年齢による自己愛と自我同一性の得点変化につ

いて，相関分析により検討した（Table 1，Table 2）。そ

1）Erikson（1959 /1973）は，青年期は明確な自我同一性の危機の段
階であるものの，自我同一性の形成そのものは青年期に始まるわ
けでも終わるわけでもない，生涯続く発達過程であると述べてい
る。本研究では Eriksonのこのような指摘に基づき，青年期と共
に成人期においても自我同一性の形成は続いていると想定し，両
発達段階で自己愛と自我同一性との関連を検討した。
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の結果，自己愛関連の尺度の中では，「注目・賞賛欲求」
と「自己関心・共感の欠如」が共に –.29という年齢と
の弱い負の関連を示した一方，その他の 4下位尺度は年
齢とほぼ無関連であった。また，MEISの中では「自己
斉一性・連続性」が年齢とほぼ無関連であったが，その
他の 3下位尺度およびMEIS全体は .20～.23という年齢
との弱い正の関連を示した。続けて，自己愛と自我同一
性について，発達段階による平均値の差の検定を行った
（Table 3）。その結果，自己愛の各下位尺度，MEISの各
下位尺度とMEIS総得点の全てにおいて有意な差が見ら
れた。
2．自己愛と自我同一性との関連
（1）青年期における関連　まず青年期のデータを用

いて自己愛関連尺度とMEISとの関連について検討し
た（Table 4）。その結果，NPS短縮版の誇大性に相当す
る「有能感・優越感」と「自己主張性・自己中心性」は，
MEISの「対自的同一性」と「心理社会的同一性」の 2

下位尺度と .27～.44という弱～中程度の正の関連を示し
た。さらに，これら誇大性を表す 2変数は，MEISの「自
己斉一性・連続性」と「対他的同一性」との合計得点で
ある「中核的同一性」とは共にほぼ無関連，「対自的同
一性」と「心理社会的同一性」との合計得点である「心
理社会的自己同一性」とは .40と .38という中程度の正
の関連，「同一性総得点」とは .26と .29という弱い正の
関連を示した。過敏性に相当する「自己愛性抑うつ」は
MEISの「対他的同一性」以外の 3下位尺度とは –.22～

Table　1　年齢と自己愛関連尺度との相関

〈NPS短縮版〉 〈自己愛人格尺度〉

有能感・優越感
自己主張性・
自己中心性　

注目・賞賛欲求 自己愛性抑うつ 自己愛的憤怒
自己関心・
共感の欠如

年齢 –.07 –.09* –.29*** –.13*** –.10** –.29***

*p <.05， **p <.01，***p <.001

Table　2　年齢とMEISとの相関

〈MEIS〉

自己斉一性・連続性 対他的同一性 対自的同一性 心理社会的同一性 同一性総得点

年齢 .10** .23*** .22*** .20*** .23***

**p <.01，***p <.001

Table　3　青年期と成人期における自己愛関連尺度とMEISの平均値，標準偏差，t値

全体（N =723） 青年期（n =371） 成人期（n =352） t 値

〈NPS短縮版〉

有能感・優越感 18.44（5.71） 18.84（5.61） 18.01（5.79） 1.96*

自己主張性・自己中心性 19.06（5.16） 19.65（4.98） 18.43（5.28） 3.18**

注目・賞賛欲求 20.26（6.27） 21.85（5.74） 18.59（6.38） 7.22***

自己愛性抑うつ 20.90（5.29） 21.58（4.95） 20.18（5.54） 3.56***

自己愛的憤怒 15.91（5.51） 16.54（5.34） 15.25（5.61） 3.15**

〈自己愛人格尺度〉

自己関心・共感の欠如 34.06（10.56） 37.11（10.00） 30.84（10.20） 8.34***

〈MEIS〉

自己斉一性・連続性 25.00（6.69） 24.48（6.96） 25.55（6.37） –2.16*

対他的同一性 21.35（5.39） 20.19（5.38） 22.56（5.13） –6.05***

対自的同一性 21.05（6.19） 19.88（6.26） 22.28（5.87） –5.33***

心理社会的同一性 22.33（5.41） 21.35（5.59） 23.36（5.01） –5.09***

同一性総得点 89.72（18.92） 85.90（18.26） 93.76（18.79） –5.70***

注．（　）内は標準偏差。　*p <.05， **p <.01，***p <.001
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–.28という弱い負の関連，「自己愛的憤怒」は「対自的
同一性」以外の 3下位尺度とは –.22～–.29という弱い負
の関連を示した。さらに，これら過敏性を表す 2変数は，
「中核的同一性」，「心理社会的自己同一性」，「同一性総
得点」と –.23～–.31という弱～中程度の負の関連を示し
た。また「注目・賞賛欲求」はMEISの全下位尺度，「中
核的同一性」，「心理社会的自己同一性」，「同一性総得点」
と全てほぼ無関連であった。これらの結果は，ほぼ谷
（2004b）の結果を再現するものといえる。さらに，自己
愛人格尺度の「自己関心・共感の欠如」は，MEISの「対
他的同一性」とは –.27という弱い負の関連を示したが，
他の 3下位尺度とはほぼ無関連，「中核的同一性」とは
–.23という弱い負の関連，「心理社会的自己同一性」，「同
一性総得点」とはほぼ無関連であった。
（2）成人期における関連　次に成人期のデータを用
いて自己愛関連尺度とMEISとの関連について検討した
（Table 4）。その結果，誇大性に相当する「有能感・優越感」
はMEISの「自己斉一性・連続性」，「対他的同一性」，「中
核的同一性」，「同一性総得点」とはほぼ無関連，「対自
的同一性」，「心理社会的同一性」，「心理社会的自己同一
性」とは .21～.29という弱い正の関連を示し，「自己主

張性・自己中心性」は，MEISの全下位尺度，「中核的
同一性」，「心理社会的自己同一性」，「同一性総得点」の
全てとほぼ無関連であった。また，過敏性に相当する「自
己愛性抑うつ」と「自己愛的憤怒」は，MEISの全下位
尺度，「中核的同一性」，「心理社会的自己同一性」，「同
一性総得点」の全てと –.27～–.44という弱～中程度の負
の関連を示した。さらに，「注目・賞賛欲求」はMEIS

の「自己斉一性・連続性」，「対他的同一性」，「中核的同
一性」，「同一性総得点」と –.27～–.35という弱～中程度
の負の関連を示し，「自己関心・共感の欠如」はMEIS

の全下位尺度，「中核的同一性」，「心理社会的自己同一
性」，「同一性総得点」の全てと –.26～–.48という弱～中
程度の負の関連を示した。
青年期と成人期における差異について，自己愛の各下
位尺度と自我同一性の全体得点である「同一性総得点」
との関連を見ると，「注目・賞賛欲求」が差の絶対値で .26

（青年：r =–.01，成人：r =–.27）と最も大きな差異を示
した。また，差の絶対値の大きさの順に「自己関心・共
感の欠如」が .25（青年：r =–.18，成人：r =–.43），「自
己主張性・自己中心性」が .20（青年：r =.29，成人：
r =.09），「自己愛的憤怒」が .12（青年：r =–.31，成人：

Table　4　自己愛関連尺度とMEISとの相関

〈NPS短縮版〉 〈自己愛人格尺度〉

有能感・
優越感　

自己主張性・
自己中心性　

注目・
賞賛欲求

自己愛性
抑うつ

自己愛的憤怒
自己関心・
共感の欠如

〈MEIS〉

青
年
期

自己斉一性・連続性 .10 .17*** –.01 –.22*** –.22*** –.14**

対他的同一性 −.02 .03 –.07 –.17*** –.28*** –.27***

対自的同一性 .27*** .31*** –.01 –.26*** –.15** –.02

心理社会的同一性 .44*** .36*** .08 –.28*** –.29*** –.12*

同一性総得点 .26*** .29*** –.01 –.31*** –.31*** –.18***

中核的同一性
（自己斉一性・連続性＋対他的同一性）

.05 .12* –.05 –.23*** –.29*** –.23***

心理社会的自己同一性
（対自的同一性＋心理社会的同一性）

.40*** .38*** .04 –.31*** –.25*** –.08

〈MEIS〉

成
人
期

自己斉一性・連続性 .06 .02 –.33*** –.35*** –.39*** –.41***

対他的同一性 .06 .01 –.29*** –.30*** –.41*** –.47***

対自的同一性 .21*** .10 –.11* –.27*** –.28*** –.26***

心理社会的同一性 .29*** .19*** –.14* –.33*** –.35*** –.32***

同一性総得点 .18*** .09 –.27*** –.37*** –.43*** –.43***

中核的同一性
（自己斉一性・連続性＋対他的同一性）

.07 .02 –.35*** –.36*** –.44*** –.48***

心理社会的自己同一性
（対自的同一性＋心理社会的同一性）

.27*** .16** –.14** –.33*** –.34*** –.31***

*p <.05， **p <.01，***p <.001　
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r =–.43），「有能感・優越感」が .08（青年：r =.26，成人：
r =.18），「自己愛性抑うつ」が .06（青年：r =–.31，成人：
r =–.37）であった。これらの差の絶対値の数値からは，
特に .20以上の差異を示した「注目・賞賛欲求」，「自己関心・
共感の欠如」，「自己主張性・自己中心性」の 3下位尺度
に比較的大きな差異が示されたといえるであろう 2）。
3．多母集団同時分析による青年期と成人期との差異の
検討
相関パターンで青年期と成人期に差異が見出された各
自己愛変数が自我同一性に及ぼす影響に関し，青年期と
成人期で有意な差異が見出されるのかについて検討する
ため，共分散構造分析による多母集団同時分析を行っ
た。上述の通り，多側面の自己愛の中でも「注目・賞賛
欲求」，「自己関心・共感の欠如」，「自己主張性・自己中
心性」の 3変数に比較的大きな差異が見られたが，この
中で「自己主張性・自己中心性」に関しては成人期にお

ける自我同一性との相関で非常に弱いながらも正の値を
示している。本研究では，成人期において自我同一性形
成の妨げとなり得る自己愛変数に注目しているため，今
回の分析ではあえて「自己主張性・自己中心性」は除く
こととし，その上で各発達段階のデータに対して「注目・
賞賛欲求」と「自己関心・共感の欠如」を説明変数，自
我同一性を目的変数とするモデルを作成した。その際，
「注目・賞賛欲求」と「自己関心・共感の欠如」は各合
計得点をそれぞれ観測変数とした。さらに自我同一性に
ついては，まず「自己斉一性・連続性」と「対他的同一性」
の各合計得点をそれぞれ観測変数とし，それらの潜在変
数を「中核的同一性」という構成概念として仮定した。
さらに「対自的同一性」と「心理社会的同一性」の各合
計得点をそれぞれ観測変数とし，それらの潜在変数を「心
理社会的自己同一性」という構成概念として仮定した。
また，説明変数である 2つの自己愛の観測変数間と，目
的変数である 2つの自我同一性の潜在変数の誤差項間に
共分散を仮定した（Figure 1）。その上で，本分析では 2

つの自己愛から 2つの自我同一性に対する計 4つのパス
係数について発達段階間での差異の比較を行うことを目
的とするため，それ以外のパス係数および共分散につい
ては等値制約を課した。分析を行った結果，まずモデル
の適合度指標は，GFI=.975，AGFI=.924，CFI=.964，

Figure 1　注目・賞賛欲求と共感性の欠如が自我同一性に及ぼす影響 
注．パス係数，共分散の値，R 2の値において，上段は青年期群（n = 371），下段は成人期群（n = 352）の値を表す。

2）岡田（1999）に倣い相関係数を z変換した上で χ2値を求め，相
関係数の差の検定を行ったところ，「注目・賞賛欲求」（χ2（1）
=12.55，p <.001），「自己関心・共感の欠如」（χ2（1）=14.42，
p <.001），「自己主張性・自己中心性」（χ2（1）=7.51，p <.01）の
3下位尺度には有意差が見られた。一方，「自己愛的憤怒」（χ2（1）
=3.30，n.s.），「有能感・優越感」（χ2（1）=1.19，n.s.），「自己愛
性抑うつ」（χ2（1）=0.91，n.s.）の 3下位尺度には有意差が見ら
れなかった。
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RMSEA=.066であった。これらの適合度指標に関して，
GFI，AGFI，CFIが .9以上，RMSEAは .05以下であれ
ば当てはまりが良く，.05＜RMSEA＜.1の値の場合はグ
レーゾーンであり，RMSEAが .1以上であれば当てはま
りが悪いとされる（豊田，2007）。しかし，RMSEAに
関しては .08以下であれば高い適合度である（山本・小
野寺，2002）との基準も見られることから，本モデルの
適合度は十分許容できる値であると判断した。各パス係
数については，まず「注目・賞賛欲求」から「中核的同
一性」に対して青年期ではほぼ影響しない一方，成人期
では有意な弱い負の影響（β=–.21）が示された。「注目・
賞賛欲求」から「心理社会的自己同一性」に対しては，
青年期，成人期共にほぼ影響しないことが示された。ま
た「自己関心・共感の欠如」から「中核的同一性」に対
しては，青年期では有意な弱い負の影響（β=–.29），成
人期では有意な中程度の負の影響（β=–.45）が示され
た。「自己関心・共感の欠如」から「心理社会的自己同
一性」に対しては，青年期ではほぼ影響しない一方，成
人期では有意な中程度の負の影響（β=–.34）が示された。
さらに，これら 4つのパス係数の中で，「注目・賞賛欲
求」から「中核的同一性」，「自己関心・共感の欠如」か
ら「中核的同一性」，「自己関心・共感の欠如」から「心
理社会的自己同一性」の 3つのパス係数において 5％水
準での有意差が示され，それぞれ青年期よりも成人期の
方が強い負の影響を及ぼすことが示唆された。また決定
係数（R 2）は，青年期のモデルにおいて「中核的同一性」
で .09，「心理社会的自己同一性」で .02であった一方，
成人期のモデルにおいては，「中核的同一性」で .30，「心
理社会的自己同一性」で .12であった。この結果から，
2つの自己愛から「中核的同一性」を説明できる割合は
青年期よりも成人期の方が明らかに高く，2つの自己愛
から「心理社会的自己同一性」を説明できる割合は成人
期の方がわずかに高いことが示唆された。

考　　　察

1．年齢による自己愛と自我同一性の変化について
本研究の目的は，青年期と成人期という異なる発達段
階における自己愛と自我同一性との関連について比較検
討し，その変化について明らかにすることであった。そ
の前段階として，青年期から成人期にかけての年齢と自
己愛，自我同一性との関連について検討した。その結果，
自己愛については特に「注目・賞賛欲求」と「自己関心・
共感の欠如（以降，「共感性の欠如」と略記）」が年齢と
共に低下していくことが示された。Erikson（1959 /1973）
は，同一性の安定を得ている強い自我は不自然な膨張を
必要とせず，もし自我が裏づけのある自己評価を意味し
ない場合にはその概念に値しないと指摘している。この
指摘からは，青年期に直面するアイデンティティ危機の

状態にある自我は，その防衛として不自然な膨張による
誇大的自己像を生起させると共に，その誇大的な自己評
価の裏づけを希求する性質を持つことが示唆されている
といえる 3）。未だ自我同一性が安定せず脆弱な自我状態
にある多くの青年が，このような誇大的自己像の維持と
共に，その裏づけの獲得を求めて「注目・賞賛欲求」を
一時的に高めているのではないであろうか。さらに，本
研究の結果から自我同一性は全般的に年齢と共に高くな
る傾向が示されているが，自我同一性の形成が進み，自
我が裏づけのある自己評価を意味するようになるべき成
人期には，もはや「注目・賞賛欲求」は不要な心性となり，
青年期から成人期にかけて減衰する結果になったと考え
られる。また大野（1995）は，人が一時期に使える精
神的エネルギーには限りがあると仮定し，アイデンティ
ティの課題を残した青年は自分のことでいっぱいで相手
のことを考える余裕が無いと指摘している。このことか
ら，青年期には自分のアイデンティティの確立に精神的
エネルギーを集中させるため，他者への共感性が一時的
に低下している状態なのではないかと考えられる。しか
し「注目・賞賛欲求」が他者から満たされ，自我同一性
の形成が進むにつれて自身にエネルギーを向ける必要が
無くなると共に，他者にエネルギーを向け始めて共感性
も高まっていくと考えられることから，青年期から成人
期にかけての年齢と「共感性の欠如」は負の関連を示す
のではないであろうか。
一方，理論的には自己愛は青年期に一時的に高まると
されており，その他の自己愛の側面についても年齢と共
に低下すべきであると考えられるが，NPS短縮版にお
ける誇大性を表す 2下位尺度と過敏性を表す 2下位尺度
は，年齢とはほぼ関連しないことが示された。しかしな
がら青年期と成人期の発達段階による平均値の差の検定
では，自己愛関連の全 6下位尺度で成人期の方が有意に
低い得点であることが示されている。つまり，誇大性と
過敏性は共に，相関分析で顕著な数値が見られるほどの
低下は示さないものの，青年期と成人期との間に有意差
が見られる程度には低下しているといえる。理論的には
大きな低下を示すと考えられる誇大性と過敏性が，本研
究結果であまり顕著な低下を示さなかった理由として，
本研究で想定した青年期が大学生や大学院生という青年
期後期の対象者に限定されていたことが挙げられる。本
研究では，青年期と成人期における比較検討が目的で
あったため，より成人期に隣接する青年期後期を調査

3）このことは，青年期には「注目・賞賛欲求」と共に，自己愛の誇
大性を表す「有能感・優越感」や「自己主張性・自己中心性」も
高まることを示唆するものといえる。本研究の結果で，これら誇
大性の 2変数と年齢との相関は見られなかったものの，t 検定で
のこれら 2変数が青年期よりも成人期で若干下がるという結果を
併せて考えると，青年期にはやはりやや誇大的な自己像が生起し
ていると考えられる。
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対象者とした。しかしながら，Blos（1962 /1971，1967）
や小此木（1981）の理論において自己愛が高まるとされ
るのは青年期前期や思春期であり，また青年期前・中・
後期の 3段階を比較検討した中山・中谷（2006）の結果
では，誇大性と過敏性は共に青年期中期の高校生の段階
で最も高まることが示されている。つまり，誇大性や過
敏性は青年期中期を頂点にそこから減衰し始め，青年期
の後期に至っては既にかなりの程度低下した状態である
のかもしれない。
2．青年期から成人期にかけての自己愛と自我同一性の
関連について
自己愛と自我同一性との相関分析と多母集団同時分析
の結果からは，青年期と成人期の差異に関して特に「注
目・賞賛欲求」と「共感性の欠如」の 2変数に注目すべ
き結果が見られた。まず「注目・賞賛欲求」に関しては，
先行研究からやや不適応的な性質を持つことが示されて
いるが（小塩，2004b），本研究の結果からは青年期にお
ける「注目・賞賛欲求」は必ずしも自我同一性の形成の
ような自己の発達を阻害するものではないことが示唆さ
れた。一方で，成人期の「注目・賞賛欲求」は，自我同
一性の中核である「中核的同一性」の形成を阻害する要
因となることが示された。この青年期における「注目・
賞賛欲求」は，大野（1995）のいう「アイデンティティ
のための恋愛」において指摘される特徴に近い性質を持
つとも考えられる。大野（1995）によると，アイデンティ
ティのための恋愛とは，「親密性が成熟していない状態
で，かつ，アイデンティティの統合の過程で，自己のア
イデンティティを他者からの評価によって定義づけよう
とする，または，補強しようとする恋愛的行動」である。
その特徴の一つとして，相手から賛美や賞賛を求めるこ
とが挙げられているが，これは「注目・賞賛欲求」に近
い心性であると考えられる。このアイデンティティのた
めの恋愛に見られるような青年期の行動は，例え歪んだ
ものであっても自己探求の機会として機能し，アイデン
ティティ発達にも寄与する点で重要な意味を持つとされ
る（Coleman & Hendry, 1999 /2003）。自己愛人格として
の「注目・賞賛欲求」は，恋人に限らず，友人や仲間な
ど周囲の重要な他者というより広い対象に対して向けら
れる点でアイデンティティのための恋愛とは異なるもの
の，青年期に一時的に高まる「注目・賞賛欲求」も自己
探求の機会を求め，自己の定義づけの促進に寄与する役
割を有しているのではないかと考えられる。しかし，そ
れはアイデンティティの確立が発達的課題となる青年期
に限定されるべきものであり，成人期における高水準の
「注目・賞賛欲求」は青年期のものとは異なる影響を持
つと考えられる。成人期に至っても「注目・賞賛欲求」
が高いという様態は，まだ自己の定義づけが促進されず，
自身の誇大的自己像が現実の自己像へと修正されていな

いことを意味するものと考えられることから，成人期の
「注目・賞賛欲求」は，他者から見られている自分と本
来の自分との一致という「対他的同一性」や，自己の安
定性や連続性を意味する「自己斉一性・連続性」から成
る「中核的同一性」の形成を特に阻害することになるの
ではないであろうか。
一方「共感性の欠如」は，多母集団同時分析の結果から，
青年期においても「中核的同一性」に負の影響を及ぼす
ことや，成人期において「心理社会的自己同一性」にも
負の影響を与えるという点で，「注目・賞賛欲求」の結
果とはやや異なるものであった。この青年期における「中
核的同一性」への負の影響は，相関分析の結果と合わせ
て考えると，「中核的同一性」の中でも，特に他者との
関係性の概念を含む「対他的同一性」に対する負の影響
を意味していると考えられる。相関分析において青年期
の「共感性の欠如」は「対他的同一性」以外の自我同一
性とはほぼ無関連であることから，「共感性の欠如」も「注
目・賞賛欲求」と同様必ずしも青年期においては自我同
一性の形成を著しく阻害するとはいえないであろう。し
かしながら，青年期においても「共感性の欠如」は周囲
の他者への不信感を誘発し（原田，2008），その結果他
者との関係性に悪影響を及ぼすことから，「対他的同一
性」の形成に負の影響を与えていると考えられる。そし
て，成人期においても高水準の「共感性の欠如」が保持
されている場合には，自我同一性の形成に大きく寄与す
る友人への信頼感の構築を妨げ続けることで，「中核的
同一性」と「心理社会的自己同一性」という内的，外的
の両同一性に深刻な負の影響を及すのではないであろう
か。また成人期における「共感性の欠如」は，成人期の
発達的課題である親密性の形成にも悪影響を及ぼすと推
測される。Erikson（1959 /1973）は，他者との親密な関
係を持とうとする状況において潜在的な同一性の脆弱さ
が顕在化すると指摘しているが，成人期における「共感
性の欠如」は他者との親密性の構築を妨害することで，
潜在化させていた自我同一性の問題を顕在化させる要因
になりうるのではないであろうか。
自己愛のその他の下位尺度の中で，誇大性を表す「有
能感・優越感」や過敏性を表す「自己愛的憤怒」，「自己
愛性抑うつ」と同一性総得点との関連については，青年
期と成人期との間で大きな差異は見られなかった。しか
し，「自己主張性・自己中心性」と同一性総得点との関
連については，青年期には弱い正の関連（r =.29）を示
す一方，成人期にはほぼ無関連（r =.09）であり，その
差の絶対値が .20を超えると共に，相関係数の差の検定
においても有意差が示されたことから，比較的大きな差
異が示されたといえる。谷（2004a）は，NPSの下位尺
度における「自己主張性・自己中心性」を，「自分の意
見をはっきり述べることとともに，他者に配慮しないと
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いう自己中心性」としているが，この他者に配慮しない
という後半部分は「共感性の欠如」と同様，友人への信
頼感の構築や親密性形成に対してネガティブな影響を持
つと考えられる。つまり「自己主張性・自己中心性」に
は，自我同一性の形成にとってポジティブな側面といえ
る自己の適切な主張と，ネガティブな側面である自己中
心的な振る舞いとが混在しており，成人期に親密性の形
成という課題に直面した際には後者の影響力が増すこと
から，青年期と成人期におけるこのような関連の差異が
見られたのではないかと推測される。
3．本研究の意義と今後の課題
本研究は，青年期から成人期への発達的移行に伴う自
己愛と自我同一性との関連の変化について検討した。そ
の結果，多側面ある自己愛の中でも特に，「注目・賞賛
欲求」と「共感性の欠如」に注目すべき変化が見られた。
先行研究においては調査対象者を青年期に限定するもの
ばかりであり，中長期的に見た場合に自己愛が人格の発
達に対してどのような影響を及ぼすのかについては明ら
かにされていなかった。本研究の多母集団同時分析の結
果からは，まず「注目・賞賛欲求」が中核的同一性に対
し，青年期にほぼ無関連（β=–.01）である一方，成人
期には弱い負の影響（β=–.21）を及ぼすという変化が
示された。さらに「共感性の欠如」は中核的同一性に対
し，青年期には弱い負の影響（β=–.29）を及ぼす一方，
成人期には中程度の負の影響（β=–.45）を及ぼすとい
う変化や，「心理社会的自己同一性」に対し，青年期に
ほぼ無関連（β=–.14）である一方，成人期には中程度
の負の影響（β=–.34）を及ぼすという変化も示された。
このような，成人期に至ってより強い負の影響を及ぼす
ようになるという結果からは，青年期の発達的課題とし
て，これらの心性は青年期の間に低下させられておくべ
きものであることが示唆されている。すなわち，青年期
と成人期という 2つの発達段階を対象に検討すること
で，自己愛人格の発達に関する新たな知見が見出された
といえる。また本研究の結果は，人格の発達の問題に由
来する青年や成人の病理をアセスメントしていく上で，
一つの示唆になると考えられる点で，意義あるものと思
われる。
しかしながら，本研究は横断的な研究である。また本
研究において対象とした青年期は青年期後期に属する大
学生や大学院生であったが，理論的にも実証的研究にお
いても自己愛が最も高まるのは，青年期のより早い時期
であることが示唆されている。従って本研究の結果は，
コホートの影響や青年期後期という限定的な調査対象者
による影響を受けている可能性もあり，本研究における
主張はまだ限定的なものに留まっているといえる。従っ
て，今後は青年期のより早期の調査対象者に対して縦断
的な研究を行い，本研究結果との比較検討をする必要が

あるといえる。また本研究の結果からは，誇大性や過敏
性については青年期と成人期における自我同一性との関
連に関する顕著な差異は見出されなかったが，自我同一
性の形成に寄与するとされる友人関係など何らかの媒介
変数を考慮することで，違った結果が得られる可能性も
考えられる。そのようなより広い変数を用いて検討する
ことも，今後の課題である。さらに，成人期を対象に人
格の発達という観点から研究する上では，やはり成人期
の発達的課題に関わる親密性の問題は欠かせないように
思われる。考察で述べられたような「共感性の欠如」と
親密性の問題との関連性も推論の域を出るものではない
ため，今後は親密性も含めてより包括的に人格発達に対
する自己愛人格の影響について検討する必要があるであ
ろう。
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