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本研究は，幼児，学童，成人を対象に，前方に提示された目標物を「つかめる」と判断する臨界距離と，
つかんでいる事物を最も置きやすい位置という最適距離の年齢発達的変化について，身体スケールとの
関係性から検討することを目的とした。対象者は，4～15歳児 109名と成人 25名である。対象者に判断
課題と最適課題を実施した。判断課題では，正面にある机上の目標物を提示された距離ごとに肩や腰を
動かさずに腕だけで「つかめる」か「つかめない」かの回答を口頭で求め，つかめると判断した最大距
離を判断距離とした。実際に目標物をできるだけ遠方まで置くことができる距離を最高到達距離とした。
最適課題では，対象者に目標物を利き手で握らせ，最も行いやすい位置に置くことを求め最適距離とした。
その結果，どの年齢群においても判断距離が最高到達距離を上回ること，判断距離と最高到達距離の誤
差は 13歳以降の年齢で小さくなること，最高到達距離に占める最適距離の割合は年齢とともに小さくな
り成人で 6割程度になることが明らかとなった。つかめると判断する臨界距離は腕の長さよりも過大評
価されること，低年齢児はリスクを冒す特性などから過大評価の傾向が強く，成人に近づくにつれて腕
の長さと同じ距離をほぼ正確に知覚できるようになることなどが示唆された。
【キーワード】　リーチング，身体スケール知覚，発達的変化，臨界距離，最適性

問題と目的

リーチングとは，標的に向かって上肢を伸ばす運動で，
遠方の事物をとる，遠方に事物を置くなど，日常生活の
様々な場面で頻繁に行われている（Choi & Mark, 2004）。
これまでのリーチングに関する研究を見ると，目標物ま
での速度（Bullock & Grossberg, 1988; Nagasaki, 1989），
加速度（Marteniuk, Mackenzie, Jeannerod, Athenes, 

& Dugas, 1987），目標物と把握形態の関係（Klatzky, 

McCloskey, Doherty, Pellegrino, & Smith, 1987），手の運動
と眼球運動の関係（Gauthier, Vercher, Ivaldi, & Marchetti, 

1988）などに関する運動研究や，リーチング獲得過程
（Hofsten, 1983; McDonnell, 1979; Thelen et al., 1993） や
把握反射（Mathew & Cook, 1990）などに関する新生児
研究が行われてきた。こうしたなか，近年では，どのく
らい遠方まで手が届くのか（Fischer, 2000, 2003; Gabbard, 

Ammar, & Lee, 2006; Mark et al., 1997; Yonas & Hartman, 

1993），手が届く最大距離の見積もりと転倒の関係
（Duncan, Weiner, Chandler, & Studenski, 1990; Robinovitch 

& Cronin, 1999）といった，リーチングの臨界距離（critical 

space）の判断に関する研究が積極的に行われている。
この領域でまず取り上げられる代表的研究の 1つが

Carello, Grosofsky, Reichel, Solomon, & Turvey （1989）で
あろう。机上の様々な距離に目標物を提示したとき，椅
子に座った対象者に手の届く範囲にあるかを判断させ
て，リーチングの臨界距離（判断値）が調べられている。

リーチングの条件として，背もたれに背中をつけたまま
肩から腕を伸ばす，腕のみ稼働条件と，腰を前方に屈曲
させて腕を伸ばす，腕と腰稼働条件が設定された。そし
ていずれの条件でも，手が届くと判断する距離は実際に
手の届く臨界距離よりも長くなり，特に腕以外の部位を
動かさない腕のみ稼働条件でその差が著しかった。こう
して，届くと判断される距離は行為可能な距離よりも遠
方であるという過大評価であることが指摘された。
同様の検討がその後積み重ねられたが，いずれも

Carello et al. （1989）の知見をおおむね支持している。た
とえば Rochat & Wraga （1997）は，目標物に指が届くと
判断する臨界距離を求めている。目標物が静止している
条件と運動している条件で，高さや方向を変えてそれぞ
れの臨界距離を判断させたところ，いずれも過大評価で
あった。また，Fischer （2005）は，中指が目標物に届く
位置の見積もりを利き腕と非利き腕で検討した。対象者
の前方放射線状に 7方向を設定し，その方向に沿った直
線上を目標物が秒速 1 cmで移動する。中指が届く最大
位置に移動する目標物が達したと判断した地点を計測し
たところ，いずれの方向においても過大評価で見積もり
が行われた。Robinovitch （1998） は，高齢者と若年者を
対象に，足裏を床につけて直立させ膝や腰等を屈曲しな
い姿勢での前方到達距離を判断させたが，ここでも実際
の腕長より遠方まで届くと判断する者がほとんどであっ
た。まとめれば，人は実際にリーチング可能な距離より
遠方まで手が届くと誤判断するという結論である。
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さて，先に述べた Carello et al. （1989）のもう 1つの
焦点は，対象者を腕長で 2群（長腕群と短腕群）に分類し，
それぞれの違いを検討することである。長腕群が届くと
判断する値は当然短腕群より大きくなるが，判断値を対
象者の腕長で基準化すると 2群の差がなくなった。つま
り，腕が長い群も短い群も，同じ程度に判断距離を遠方
に見誤っている。このような，高さ，幅，距離など環境
にある物理スケールに応じた行為の選択が，身体スケー
ルとの関係で決定されるという特性はWarren （1984）に
よって初めて報告された。すなわち，手を使わずに上れ
る階段の高さは行為者の脚長という身体スケールとの比
率で頑健に決定されているという特性で，Warrenらは
これをエコメトリクス（ecometrics）と呼んだ。この研
究パラダイムに依拠する検討がその後いくつも行われ，
肩を回旋させずに通過できる臨界幅（Warren & Whang, 

1987），道具を保持して通り抜けられる臨界幅（Higuchi, 

Takada, Matsuura, & Imanaka, 2004; Higuchi, Cinelli, 

Greig, & Patle, 2006; Wagmen & Malek, 2007, 2008），跳
躍せずにまたげる臨界高さ（Cesari, Formenti, & Olivato, 

2003; Konczak, Meeuwsen, & Cress, 1992; Meeuwsen, 

1991; 三嶋，1994; Pufall & Dunbar, 1992），両足が床につ
いたまま座れる臨界高さ（Mark, 1987），またいで横断
できる臨界距離（Burton, 1992; Snapp-Childs & Bingham, 

2009）などが身体スケールとの関係で決まっていること
が明らかにされた。このエコメトリクスの知見をリーチ
ングに応用すれば，リーチング可能と判断される臨界距
離も同じように腕長という身体スケールとの比率で決定
されると言えるだろう。
さらにWarren （1984）は，階段を上るときの臨界的

な高さだけでなく，行為者が最適（optimal）と思う高
さの検討を行い，これも身体スケールとの関係で決まっ
ていると報告した。すなわち，上るのに最適な高さの
階段は行為者の脚長のおよそ 25％であるという発見で
ある（Warren, 1984）。こうした最適値の検討は，その
後，Cesari & Newell （1999）による立体物をつかむ際の
指の本数の検討，Wagman & Malek （2009）による障害
物通過の通り抜けやすさなどに引き継がれた。リーチン
グについてはMark et al. （1997）が姿勢転換という視点
から検討している。しかし，Warren （1984）が行ったよ
うな，身体スケールの比率のどのくらいにあるかという
視点で検討されている研究はない。リーチングについて
は，腕長との比率から最適値を求められる可能性があり
Warren（1984）と同じ視点から検討すべき問題である
のだが先行研究はない。
ところで，リーチングの判断距離の発達的変化につ
いてはどのような知見が報告されているのだろうか。
Rochat （1995）は，3～5歳の幼児と成人を対象に，水平
面上と垂直面上の様々な距離にりんごを提示し，それに

指が届くか判断させた。届くと判断した臨界距離と実際
に届く距離を比較すると，3～5歳の幼児では判断距離
を過大評価する傾向が認められるが，判断の距離と実際
の距離の相対比は成人と大きくは変わらないと報告し
た。一方，Gabbard, Cordova, & Ammar （2007）の研究で
は，子どもと成人との差異が明確に指摘されている。6

歳児，8歳児，10歳児と成人を対象に，対象者の前方一
直線上の 7ヶ所にランダムに提示した目標物が到達範囲
内にあるかどうか二択判断させた。実際に到達範囲内に
目標物があるにもかかわらず届かないと答えた場合と，
実際には到達範囲外にあるにもかかわらず届くと答えた
場合をエラーとした。その結果，遠方に目標物がある場
合，6歳児，8歳児，10歳児のエラー頻度が成人よりも
有意に高く，近い位置に目標物がある場合，子どもと成
人とでエラー頻度に差はなかった。こうして子どもと成
人との差異に関して言えば，両群に明瞭な差はないとす
る研究と，近い位置では差がないが遠方になると子ども
でエラーが大きくなるとする研究があり，知見の一致が
十分見られているわけではなく，さらなる検討が必要な
段階にある。一方で，リーチングに関する研究ではない
ものの，上野・奥住（2011）は 4～15歳の子どもと成人
における，眼前のロープをまたいで通り抜けるかくぐっ
て通り抜けるかの判断と身体スケールの関係を検討した
ところ，実現可能な行為の判断は，7歳あたりを境に発
達的画期があることが示唆されており，この点も考慮し
ながら検討したい。
本研究の目的は，4～15歳の子どもと成人を対象に，

座位姿勢での前方リーチングにおける臨界距離と最適距
離の身体スケールとの関係を，発達的変化に注目して検
討することである。具体的には，机上に置かれた遠方の
目標物について，つかむことができると判断する臨界距
離と実際につかんで置くことができる臨界距離のずれに
ついて検討する。また，人がつかんでいる事物を最も自
然に置きやすい机上の位置，すなわち最適距離について
実際の置く行為から検討する。

方　　　法

対象者
1つの幼稚園に通う幼児 36名（男 16名，女 20名），

1つの小学校に通う児童 54名（男 27名，女 27名），1

つの中学校に通う生徒 19名（男 11名，女 8名），1つ
の大学の学部生と大学院生 25名（男 8名，女 17名）が
実験に参加した。いずれの対象者にも，弱視，斜視，難
聴などの顕著な感覚障害，麻痺などの顕著な運動障害は
なく，また発達障害等の医学的診断も受けていない。年
齢分布と性別は，4歳児 11名（男 6名，女 5名），5歳
児 15名（男 7名，女 8名），6歳児 12名（男 4名，女 8

名），7歳児 13名（男 7名，女 6名），8歳児 8名（男 2名，
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女 6名），9歳児 7名（男 5名，女 2名），10歳児 12名（男
5名，女 7名），11歳児 6名（男 4名，女 2名），12歳
児 8名（男 5名，女 3名），13歳児 7名（男 4名，女 3名），
14歳児 7名（男 2名，女 5名），15歳児 3名（男 3名，
女 0名）であった。成人 25名の歴年齢（CA）の範囲は
19～22歳（平均 19.52± 0.82歳）であった。本研究では，
Warren（1984）や Carello et al. （1989）を参考に，以上
の対象者たちを 5つ群に分類した。すなわち，4–6歳群，
7–9歳群，10–12歳群，13–15歳群，成人群の 5群である。
Table 1に各年齢群の人数分布をまとめた。年齢群にお
いて，人数と性別の分布については有意な差は見られな
かった（�2（4）=3.15, n.s.）。すべての対象者から実験参
加の同意を得た。幼児，児童，生徒は，幼稚園，小学校，
中学校のしかるべき会議などを経て測定許可が下りた者
であり，さらに測定当日，測定者が一人ひとりに個別に
説明したうえで本人から許可を得た。すべての対象者が
積極的に測定を行い，途中で測定を中止すると申請した
者はいなかった。
装　置
実験室に机と椅子を用意した。対象者は椅子に座り，
机に正対して実験を行う。机上の中央部には，対象者
の前方一直線上に，幅 1 cm長さ 1mで継ぎ目のない透
明なレール（アクリル板）2本を平行に固定した。2本
の間隔は 10 cmでその間を目標物が通る。2本のレール
の中心が座位姿勢の対象者の正中線にくる。目標物の
提示は，対象者から矢状面上の距離 20～100 cmの範囲
で，レールの間を 2種類の条件で実験者が移動させて
いく。1つは対象者から 20 cmの位置に置いた状態から
5 cmずつ遠ざける上昇条件，もう 1つは 100 cmの位置
から 5 cmずつ近づける下降条件である。目標物は，白
色，円筒状の発泡スチロールで，円の直径 10 cm，高さ
40 cmである。実験は対象者が通う幼稚園，小学校，中
学校および大学の刺激の少ない教室で行った。机上は白
色の布で覆い，凹凸や装飾が見えないようにした。対象
者の視野にはできるだけ教室の備品等が入らないよう工
夫した。実験室の違いによる結果への影響はない。
手続き
対象者は椅子に深く座り，机と体幹（腹部）を密着さ
せ，背もたれに背部をしっかりとつけて座位姿勢をとる。
この姿勢で判断課題と最適課題をこの順序で実施した。
　（ 1）判断課題　対象者は正面にある机上の目標物を，
実験者が提示した距離ごとに「つかめる」か「つかめな
い」か口頭で回答する。Carello et al. （1989）にならい，
腰を曲げたり，肩を回旋させたりすることは許可せず，
腕を伸ばすだけの状態を想定して判断するよう指示し
た。教示は，「この白い筒（棒）を 5本の指でつかめるか，
つかめないか，答えてください。背中を背もたれから離
したり肩を回したりせずに，腕を伸ばすだけでつかめる

か，それともつかめないかを答えてください。身体を曲
げたり動かしたりしてはいけません」である。対象者は
提示された距離ごとに回答し，実験者は回答後に次の距
離に目標物を移動させる。上昇条件，下降条件とも 3試
行ずつ行い，この 6試行はランダマイズした。

6試行終了後，実際の到達距離を測定するため，対象
者に筒（棒）の側面を利き手で握ってもらい，できるだ
け遠方のレールの間に置くことを求めた。腕を伸ばすだ
けで置くよう指示し，背中を背もたれから離すこと，腰
を曲げること，肩を回転させることなどは禁止した。教
示は，「背中を背もたれから離したり肩を回したりせず
に，できるだけ遠くに筒（棒）を置いてください。2本
のレールの間に置いてください」である。3試行実施し
平均値を算出した。
　（ 2）最適課題　対象者には判断課題と同様の姿勢を
とってもらい，目標物を利き手で握ってもらい，レール
の間の最も置きやすい位置に置くよう求めた。教示は，
「背中を背もたれから離したり肩を回したりせずに，最
も置きやすいところにこの筒（棒）を置いてください。
2本のレールの間に置いてください」とした。3試行実
施し平均値を算出した。
分　析

1人の対象者につき判断距離，最高到達距離，最適距
離を求めた。判断距離とは判断課題でつかめると判断し
た最大距離の 6試行の平均値である。最高到達距離とは
判断課題実施後に実際に目標物をできるだけ遠方まで置
くよう指示した距離の 3試行の平均値である。最適距離
とは最適課題における 3試行の平均値である。得られた
データをパソコンでデータベース化して SPSSにより統
計処理を行った。

結　　　果

事物をつかめる臨界距離の判断
Figure 1には，各対象者が判断した距離と実際の到達

距離との関係を調べるために，散布図を示した。縦軸が
最高到達距離（cm），横軸が判断距離（cm）で，斜線上

Table 1　 各年齢群における人数と年齢の平均値と標準
偏差

年齢群
人数 年齢

男 女 平均 標準偏差

　4–6歳群 17 21 　5.03 0.79 

　7–9歳群 14 14 　7.79 0.83 

10–12群 14 12 10.85 0.88 

13–15歳群 　9 　8 13.76 0.75 

成人 　8 17 19.52 0.82
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にプロットされていれば，判断と最高到達距離が一致し
ており，斜線よりも右側にあると判断距離が最高到達距
離を上回り判断の過大評価となることを意味する。対象
者の多くが斜線より右側にプロットされており，過大評
価の傾向が見てとれる。また，成人と比べると子どもで
過大評価の傾向が高い。

Table 2には，Figure 1をもとに，判断の過大評価と過
小評価の人数分布を 5つの年齢群ごとに示した。Figure 

2を見ると，どの年齢群でも過大評価の者が多い。過大
評価する人数の割合に年齢群の差はないといえる。

Figure 2は，Warren （1984）やWarren & Whang（1987）
にならい，身体スケールと行為の判断の関係を調べるた
めに，判断距離と最高到達距離の相対比の平均値と標準
偏差を年齢群ごとに示した。縦軸が比（判断距離／最高
到達距離），横軸が年齢群である。比が大きいほど過大
評価することを意味する。4–6歳群から 10–12歳群ま
では 1.15～1.20でほぼ等しく，13–15歳群から比は減少
し，成人ではおよそ 1.10になる。年齢群を要因とする 1

要因分散分析を行ったところ主効果は有意であった（F
（4, 129）=4.23, p <.01.）。Tukeyの HSD検定による多重
比較の結果，成人群は 4–6群，7–9群，10–12歳群と
の間に有意差があり，13–15歳群は他のすべての年齢群
との間に有意な差がなかった。

Figure 3は，Warren（1984）や Carello et al.（1989）に従っ
て，判断距離を最高到達距離で除した値ごとに，その比
が示す距離（例えば 0.7であれば，最高到達距離の 0.7

倍の距離）でつかめると判断した人数の割合を示したも
のである。縦軸に年齢群内における各比での人数割合
（％）を示した。4–6歳群，7–9歳群，10–12歳群がほ
ぼ重なりあい，つかめると判断した割合が 50％を下回
り，つかめないと判断した者のほうが多くなる比は，お
よそ 1.1～1.2である。その変化（グラフの傾き）は緩や
かであり，群内の個人差が大きいことがわかる。一方，
13–15歳群と成人群は，他の 3群よりも小さい比で変化
が始まり，比の値が 1.1になると，つかめると判断した
割合が 50％を下回り，つかめないと判断した者のほう
が多くなっている。その変化は特に成人群においてきわ
めて急峻であり，群内の個人差が小さいことがわかる。
つかんでいる事物を前方に置く最適距離

Figure 4は，身体スケールと最適値の関係を調べるた
めに，年齢群ごとに最高到達距離に占める最適距離の
比（最適距離／最高到達距離）の平均値と標準偏差を示
したものである。縦軸が比，横軸が年齢群である。比が
1に近いほど最高到達距離と最適距離に違いがなく，値
が小さくなるほど最適位置が身体側に近づくことを意
味する。4–6歳群で比がきわめて大きく約 8～9割で，
7–9歳群と 10–12歳群で顕著な差は見られない。それ
以降年齢の上昇に伴い比は小さくなり，成人群で最も小

Figure 1　各群における判断距離と最高到達距離の関係

Table 2　各年齢群における過大評価と過小評価の人数

4–6歳 7–9歳 10–12歳 13–15歳 健常成人

過大評価 35 26 24 15 22 

過小評価 　3 　2 　2 　2 　3

注．各群の平均値は以下の通り：4–6歳群 1.16，7–9歳群 1.16，
10–12歳群 1.15，13–15歳群 1.10，成人群 1.07

Figure 2　各群における判断距離と最高到達距離の相対
比の平均値と標準偏差

Figure 3　判断距離̶最高到達距離比から見た各群のつ
かみ選択割合
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たが，同様の方法で成人を対象に行った研究（Carello 

et al., 1989）と知見の一致が見られた。また，年齢変化
に着目すると，12歳までの年齢で判断が過大評価され
ることが明らかとなった。先行研究では，Rochat（1995）
が，3～5歳児で過大評価が生じることを報告しており，
今回得られた結果は彼らが対象としていない幼児期か
ら青年期前期にいたる過程でもやはり過大評価するこ
と示唆するものである。Plumert （1995）や Plumert & 

Schwebel（1997）は 6歳と 8歳の子どもが身体能力を過
大評価すると報告しているが，これも本研究結果を支持
するものであろう。
それでは，どうして過大評価したのだろうか。Rochat 

& Wraga （1997）は日常的には肩や腰を可動させて行為
しているため，判断の際にはそれらの可動分が介入して
しまうと考えた。本研究においても，教示の際に背中を
背もたれから離すことと，肩を回旋させることを禁じて
いるが，対象者にとってそのような状態で腕を伸ばすの
は非日常的であり，可動分が含んで判断したと推察され
る。Robinovitch （1998）では，対象者に肩や腰を自由に
曲げることが可能な状態で判断させているが，その場
合，過大評価の傾向はあまり見られなかったことを報告
しており，この推察を支持している。とはいえ，一方で，
Carello et al.（1989）は，腰を曲げるなど運動形態を日
常に近づけても，程度は減少するもののやはり過大評価
が依然見られることを報告している。このことは，運動
様相や身体自由度だけでは過大評価してしまうことの原
因を単純に説明できないということを示唆する。日常性
の問題に加えて，過大評価することの意味などの検討が
さらに必要であろう。
判断距離と最高到達距離の関連については年齢群間
に差が見られた。すなわち，4歳から 12歳の子どもは，
自己の腕長の約 1.15倍の距離までつかめると判断し，
成人に近づくと過大評価はするが徐々に 1.00に近づい
てくる。先行研究では成人と違いがないとする報告と

さく約 0.6，すなわち腕長のおよそ 6割の距離が最適だ
と感じている。年齢群を要因とした 1要因分散分析を
行ったところ主効果は有意であった（F（4, 129）=14.59, 

p <.01.）。Tukeyの HSD検定による多重比較の結果，成
人群と 13–15歳群は，4–6歳群，7–9歳群，10–12歳
群との間に有意差があった。

Figure 5 は，Warren（1984） や Carello et al. （1989）
の研究に従い，最適距離を最高到達距離で除した比の値
ごとに，その比が示す距離よりも遠方に置いた人数の割
合を示したものである。縦軸に年齢群内における各比で
の人数割合（％）を示した。4–6歳群は，比の値が 0.8

以上をとる人数は 70％にのぼり，0.8後半で割合が 50％
を下回る。その変化（グラフの傾き）は緩やかである。
また，7–9歳群と 10–12歳群とはほぼ重なりあい，お
よそ 0.8を境に割合が 50％を下回る。一方，13–15歳群
と成人群は小さい比で変化が始まり，およそ 0.6前半で
割合が 50％を下回る。その変化は特に成人群において
急峻であり，群内の個人差が小さい。　

考　　　察

本研究は，座位姿勢のとき，前方に提示された目標物
を「つかめる」か「つかめない」かの臨界距離の判断，
および，つかんでいる事物を最も置きやすい位置という
最適距離に置く行為の年齢発達的変化について，身体ス
ケール，すなわち腕長との関係性から検討することを目
的とした。
まずリーチング臨界距離の判断について考える。今回
対象にしたどの年齢群でもリーチングで届くと判断した
判断距離は，実際に届く最高到達距離よりも長く，特に
小学生以下で顕著であった。
今回の測定方法については，背中を固定し肩を回旋し
ないでリーチングを行う，言わば腕のみ稼働状態で行っ

注．各群の平均値は以下の通り：4 – 6歳群 0.84，7 – 9歳群 0.77，
10–12歳群 0.76，13–15歳群 0.63，成人群 0.61

Figure 4　各群における最適距離と最高到達距離の相対
比の平均値と標準偏差

Figure 5　最適距離̶最高到達距離比から見た各群の設
置割合
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（Rochat, 1995），近距離では差がないが遠距離では差が
あるとする報告（Gabbard et al., 2007）があり知見の一
致が見られていなかったが，今回得られた結果は後者を
支持するものと言えるだろう。この年齢変化が生じる要
因としては，まず子どもの身体図式が考えられる。根ヶ
山（2000）によれば，子どもの身体図式の理解は 4～6

歳あたりから徐々に始まるとされるが，低年齢児は腕長
を考慮して行為することの難しさが推察される。また，
上野・奥住（2011）が指摘するような，実現可能な行為
の判断に関する 7歳以降の発達的画期が年齢変化に影響
したと考えられる。さらに，Potts, Martinez, & Dedmon 

（1995）や Plumert & Schwebel （1997）らは，子どもは
怪我するリスクを冒すような行動を好み，さらに自己の
身体能力を過大評価する傾向があることを指摘した。こ
れと関連付けて考えれば，子どもは失敗を恐れずに自ら
の行為可能性を実際より高めに想定することが推察され
る。そのため，より遠方まで届くと判断したと考えられ
る。このことは同時に，子どもの安全に関する判断が不
十分であることを示しているのではないだろうか。自ら
の行為可能性を過大に評価することは，本来ならば不可
能なことでも可能だと判断して行為を実行することを意
味する。根ヶ山（2000）も同様に，身体図式の未熟を背
景に，それが転倒などの事故の原因となることを指摘し
ている。本研究は座位姿勢で実験を行ったので，対象者
が安全性まで考えて判断することは困難だったであろう
から，この点については今後，より粗大な運動の課題を
設定して検討したい。
ところで，成人に目を向けると，届くと過大評価する
者の割合が多いという結果は先行研究と合致するもので
あるが，実際に届く距離と見積もり距離の誤差はきわめ
て少ない。このことは，成人は自らの腕長を届くか届か
ないかという行為のメジャーとして参照し，その精度も
かなり高いことが示唆される。これは，Warren （1984）
の言うエコメトリクス（ecometrics）という特徴，すな
わち行為が身体スケールと環境との相互作用によって決
定されるという特性がリーチングでも見られることを示
唆するものである。過去に積み重ねられてきた行為と身
体スケールとの関係性，すなわち上れる高さと脚長，通
れる幅と肩幅，またげる高さと脚長などと同様に，届く
距離と腕長という関係性もまたエコメトリクスの 1つと
して連ねられる可能性を示唆している。
次に，最適距離について考察する。上で述べたように，
行為に関係する環境に存在する事物の物理的スケールと
身体スケールとの関係性がWarren （1984）に始まる一
連のエコメトリクスの中心テーマであり，だからこそ行
為可能な物理的臨界値の検討が積み重ねられているのだ
が，Warren （1984）ではそれと合わせて，最適と判断し
て行為する物理的距離も検討されていることはきわめて

興味深い。Warren （1984）の研究では，手を使わずに上
れる段差の最適な高さが検討され，下肢のおよそ 25％
の高さが最適であることが報告されている。
本研究ではつかんでいる円筒を机上に置く行為から最
適距離を調べたところ，13–15歳群と成人群ではリー
チング臨界値の約 6割の距離が最適であることがわかっ
た。一方 4～12歳児では，臨界距離に近いところを最適
と感じていた。つまり，幼児・学童期では最適値と臨界
値の差があまりなく，青年期・成人期でリーチング臨界
値の 6割程度に落ち着くという年齢変化が指摘された。
このことについて，運動行為の最適性に関する研究で
最近注目されているエネルギーコストを引きつつ考えて
みたい。Zarrughらの研究グループは，歩行の際に消費
するエネルギー（cal /min /kg, cal /m/kg）をいくつかの
歩行速度で計測し，通常歩行速度がエネルギー消費効率
に最も優れていることを明らかにした。速く歩いたり
遅く歩いたりするよりも，その間の「通常の」速さで
エネルギー当たりに進む距離が大きいという指摘であ
る （Zarrugh, Todd, & Ralston, 1974; Zarrugh & Radcliffe, 

1978）。この報告の後，同様の観点で研究が積み重ねら
れ，やはり通常歩行の最適性が高いことが確かめられ
た（Holt, Jeng, Ratcliffe, & Hamill, 1995; Sekiya, Nagasaki, 

Ito, & Furuna, 1996, 1997）。臨界距離に近いところに事
物を置くとき肘関節の最大伸展が必要で，逆に身体に近
い位置に置くときは肘関節を著しく屈曲させることが行
為者に求められる。当然それぞれのエネルギーコストは
高くなると想定される。肘関節が最も自然な状態での行
為がコスト最小であると推察され，このときがおそらく
臨界距離の約 6割の位置なのだろう。なお，この 6割と
いう値についてであるが，最大歩行速度と通常歩行速度
を検討した Sekiya et al. （1996）のデータを用いて，前
者を臨界歩行速度，後者を最適歩行速度とみなして比を
求めると，なんとおよそ 6割になる。先のWarren （1984）
で報告されている最適な高さは下肢の 25％であるが，
膝関節以下の下腿でみれば 5割程度と読むことができ
る。無論，歩行とリーチングはそもそも異なる運動行為
であるから，最適性について同一に考えることは不可能
であるが，本研究結果も含めてこの 5～6割という数字
の生体における最適性の意味については今後さらに追求
する必要があるのかもしれない。
一方，4～12歳児では，置きやすい位置に置いてと指

示されても，腕を伸展させて臨界距離近くまで目標物を
置いた。これはエネルギーコスト最小ではおそらく説明
できず，子どもでは別の要因の関与を考える必要がある。
臨界距離の判断のところでも引いたが，行為への意欲や
積極性の影響という要因がまず注目される。Potts et al. 

（1995）や Plumert & Schwebel （1997）らは子どもが高
い活動性を示す積極的行動が見られることを指摘してい
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るが，子どもは運動のコストにとらわれることなく最適
性をより活動的な運動と結び付けていることが推察され
る。行為可能な範囲をより過大に見積もる特性，そして
その可能な範囲に近いところに最適性があるという特性
は，子どもの行為全般に通底する外界へ向けた活動性の
反映なのではないだろうか。
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results are discussed in the context of participants’ body-scale/size.
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本研究では，日本の母親のあいまいな養育態度と 4歳の子どもの他者理解との関連について，日米比較
から検討した。あいまいな養育態度とは，親が子どもに対して一時的に言語による指示を控えたり，親の
意図が子どもに明確には伝わりにくいと考えられる態度である。日本の幼児とその母親 105組，米国の幼
児とその母親 58組を対象に，幼児には心の理論，他者感情理解，実行機能抑制制御，言語課題の実験を実施，
母親には養育態度について SOMAを用い質問紙調査を実施した。日本の母親はアメリカの母親に比べて，
あいまいな養育態度の頻度が高いことが示された。子どもの月齢と言語能力，母親の学歴，SOMAの他
の 4変数を統制して偏相関を算出すると，日本では，母親のあいまいな養育態度と，子どもの心の理論及
び他者感情理解の成績との間には負の相関，励ます養育態度と，子どもの心の理論の成績との間には正の
相関が見られた。一方アメリカでは，母親の養育態度と子どもの他者理解との間に関連が見られなかった。
子どもの実行機能抑制制御については，日米とも，母親の 5つの養育態度との間に関連が見出されなかっ
た。これらの結果から，日本の母親が，子どもが理解できる視点や言葉による明確な働きかけが少ないあ
いまいな養育態度をとることは，4歳の子どもの他者理解の発達を促進し難い可能性があると示唆された。
【キーワード】　あいまいな養育態度，日米比較，心の理論，他者感情理解，実行機能抑制制御

問題と目的

日本では，「言われなくても人の気持ちを察すること」
「思いやり」が教育や子育てにおける重要な要素である。
周囲の状況を考慮し他者の気持ちや欲求を推測して適切
に行動することが，日本の学校や社会で求められている。
こうした日本の子育てについて，東（1994）は，アメリ
カの母親の言語を媒介とした「教え込み型」に対比させ
て，意図的に教えないで自然に学習させる「滲み込み型」
であると説明している。さらに日本の子育ての特徴とし
て，アメリカに比べて言語的働きかけの頻度が低く，物
の名前を教えること（labeling）が少ないこと（Bornstein, 

Toda, Azuma, Tamis-LeMonda, & Ogino, 1990），擬音を多
用し，1つのことに対し複数の言い回しを使う（Fernald 

& Morikawa，1993）ことが示されてきた。このような
日本の親の養育態度は，言語的に明確な指示が少ないた
め，4歳の子どもから見るとあいまいな態度である可能
性が考えられる。また，日本の幼児教育では，子どもの
いざこざに対して，保育者は外側から事の推移を見守り，
子どもたちの自主的な問題解決を促すことが多いことが
文化比較研究から明らかにされている（Tobin, Hsueh, & 

Karasawa, 2009）。これは，保育者が子どもたちを注視し
て待つ，｢待ちの保育｣ として，日本で広く見られる保
育方法であることが示されている（Hayashi, Karasawa, 

& Tobin, 2009）。
こうした「滲み込み型」（東，1994）や「待ちの保育」

（e.g., Tobin et al., 2009）は，以心伝心のように「言われ
なくてもわかる」という日本的コミュニケーションを基
盤としたしつけ方略である。しかし同時に，4歳の子ど
もには，親や保育者からの意図が伝わりにくい，あいま
いな養育態度となる可能性を含むと考えられる。本研究
では，このような親や保育者からの直接的な明確な言葉
による指示があいまいであったり，一時的に言語による
指示を控えることにより，4歳の子どもにとって，親や
保育者の意図が明確に伝わりにくいと考えられる態度
を，あいまいな養育態度とする。このようなあいまいな
養育態度が，実際に子どもの社会的認知的発達にどのよ
うな影響を及ぼすのかについては，まだ十分な検討がな
されていない。親や保育者のもつあいまいな養育態度が，
子どもの発達にどのように関連するのかを明らかにする
ことは，日本の子育てや幼児教育の重要な課題である。
そこで本研究では，日本の親と 4歳の子どもに焦点をあ
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て，あいまいな養育態度のもつ意味を子どもの他者理解
との関連についての日米比較から，検討することを目的
とした。
子どもの他者理解の発達については，多くの研究が
なされている（e.g., Wellman & Liu, 2004）。本研究では，
信念・知識・思考といった他者の心的状態を推測する能
力である心の理論（Premack & Woodruff, 1978）に着目
した。心の理論の発達は文化差が見出されており（e.g., 

Wellman, Cross, & Watson, 2001），言語的な働きかけが
少ないことと負の関連があることが示されている（e.g., 

Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla, & Youngblade, 1991）か
らである。心の理論の発達の文化差について，子安
（1997）は，日本の 4歳の子どもの心の理論の成績を欧
米の先行研究と比較した結果，誤信念課題では日本の子
どもの正答率が低いことを示した。その後，Wellman et 

al.（2001）は心の理論研究のメタ分析から，心の理論の
発達には文化差があることを確認した。そこでは，日本
の子どもは欧米に比べて心の理論の発達が遅いことが指
摘されている。さらに東山（2007）は，Wellman & Liu

（2004）の多面的な心の理論課題と同様の手続を用いて
日本のデータを収集し，Wellman & Liu（2004）のデー
タと比較したところ，日米とも年齢に応じて段階的発達
が見られるが，日本の子どもの通過率が低いことを明ら
かにした。同様の結果が Naito & Koyama（2006）でも
見出され，日本語と英語の語彙の違いがその要因である
ことが指摘されている。
心の理論の発達と言語的働きかけの関連については多
くの研究がなされ，Dunn et al.（1991）は，2歳 9ヶ月
の子どもと母親との心的状態に関する会話数が，その子
どもの 7ヶ月後の心の理論や他者感情理解の発達を促進
することを示した。また，Ruffman, Slade, & Crowe（2002）
は，3歳の子どもへの母親からの心的状態の発話が多い
ことが，子ども自身の心的状態の発話や母親の学歴を
統制しても，その子どもが 4歳の時の心の理論の成績
の高さを予測することを明らかにした。さらに Adrian, 

Clemente, & Villanueva（2007）は，4歳 7ヶ月の子ども
への母親の絵本の読み聞かせにおける「思う」「知って
いる」「信じる」等の心的状態を示す動詞の使用の頻度
が高いほど，子どもの言語能力や母親の学歴を統制して
も，その子どもの 1年後の心の理論の成績が良いことを
示した。日本でも園田（1999）は，母親の 3歳の子ど
もへの「思う」「考える」といった心的状態に関する発
話が多いほど，同じ時点での子どもの心の理論の成績が
良いことを示した。総じて，母親の言語的働きかけの頻
度と心の理論の成績は正の相関があり，特に心的状態を
示す言語の発話数が関連していると言えるだろう。さら
に言語的働きかけの内容に踏み込んで分析を行った研究
も見出される。例えば東山（2008, 2011）は，図形伝達

課題において， 母親が 5，6歳の子どもの知識や経験を
考慮して，わかりやすい言葉を用いて説明をすることが
多いほど，その子どもの心の理論の成績が良いことを示
した。さらに東山（2011）は，母親と 5，6歳の子ども
が共同で物語を作る過程における母親の言語の用い方を
検討した結果，母親が子どものわかっていないことに答
えたり，補足したり，子どもの発話が不適切な時，言い
直してあげたりなどのコミュニケーションをもつほど，
子どもの心の理論の成績が良いことを示した。このこと
は，子どもの心の理論の発達は，母親から子どもへの心
的状態を示す言語の発話数に加えて，母親の子どもへの
言語でのわかりやすい説明が重要であることを示したと
言えよう。最近では，養育者が乳児の行動を心的状態
まで推し量り，心をもった人間として扱う傾向 （mind-

mindedness，以下MMと略記）に着目し，子どもの心の
理論との関連を検討した研究もある（Meins et al., 2002; 

篠原，2011）。MMを生後 6ヶ月の子どもへの母親の発
話から測定し，その子どもが 4歳の時の心の理論との関
連を検討したMeins et al.（2002）は，母親のMMの高
さが後の子どもの心の理論の発達を予測することを明ら
かにした。このMMについて，篠原（2011）は，日本
の子どもが生後 6ヶ月の時に母親が高いMMをもって
いると，その子どもが 4歳の時の感情理解と言語能力が
優れていることを示したが，誤信念課題との関連につい
ては，中程度のMMをもつ母親の子どもの成績が最も
優れており，MMの高さと誤信念課題の成績は正の相関
関係を示さなかった。篠原（2011）の研究から，日本の
4歳の子どもは，母親のMMとの関連において，感情理
解と誤信念課題の発達が異なること，子どもの心の理論
の発達は，母親のMMとの高さとの関連についても文
化差がある可能性が推測される。
親の養育態度に着目し，子どもの心の理論の発達と

関連する要因について研究した Pears & Moses（2003）
は，3～5歳の子どもを対象として，子どもが騒ぐ，叫
ぶ，決まりを破るなどのネガティブな行動をした際の母
親の応答性と心の理論の関連を検討した。その結果，母
親が強圧的応答（Power Assertion）をとることが多いほ
ど，子どもの心の理論課題の成績が低いことを示した。
母親の強圧的応答は，子どもにとって言語的に明確な働
きかけであるが，ネガティブな態度であるため子どもの
心の理論の発達を促進することにつながらないと考えら
れる。Peterson & Slaughter （2003）は，幼児とその親が
経験する日常の出来事での親の対処行動について質問紙
により測定し，子どもの心の理論との関連を検討した。
その結果，母親が心的状態を表す言葉を用いて，子ども
に詳しく説明する対処行動をとると報告したケースほ
ど，その子どもの心の理論の成績が高いことを示した。
さらに，養育態度と子どもの心の理論の関連を文化比較
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から検討した研究もある。Vinden （2001）は，韓国系ア
メリカ人とアングロサクソン系アメリカ人の家庭を比較
した。韓国系アメリカ人では，行動を統制する養育態度
は心の理論との間に関連が見られなかったが，アングロ
サクソン系アメリカ人では，行動を統制する養育態度が
多いほど心の理論の成績が低いことを示し，親の養育態
度とその子どもの心の理論の成績の関連には文化差があ
ることを指摘した。Lecce & Hughes （2010）は，イタリ
アとイギリスの文化比較研究を行い，イタリアの子ども
に比べてイギリスの子どもの誤信念課題の成績が良いこ
とを示し，その文化差は，子どもを取り巻く認知的環境
や読書習慣などの文化的環境，教育システムや親子のコ
ミュニケーションスタイルの違いに帰すると説明してい
る。
親の強圧的態度（Pears & Moses, 2003）や行動を統制

する態度（Vinden, 2001）は，言語的に明確な指示はあ
るもののネガティブな態度であることが，子どもの心の
理論と負の関連をもつと考えられる。しかし日本には，
ポジティブな養育態度，ネガティブな養育態度の視点に
加えて，子どもの自主的問題解決能力を高めるために，
敢えて一時的な言語的指示を控えるあいまいな養育態度
をとることがある。本研究の目的は，日本の親のあいま
いな養育態度に着目し，子どもの他者理解の発達との関
連を検討することである。子どもの心の理論の発達は，
親の言語的働きかけの頻度が高いことにより促進される
（e.g., Dunn et al., 1991）ことから，日本の親のあいまい
な養育態度は，子どもの心の理論の発達と負の関連があ
るだろうと予測できる。本研究では第 1に，日本の母親
とアメリカの母親の養育態度について文化比較を行い，
日本の母親があいまいな養育態度をもつかどうかを検討
する。次に日本の母親のあいまいな養育態度の程度とそ
の子どもの他者理解との関連について，心の理論課題と
感情理解課題を用いて検討する。心の理論については，
認知的側面と感情的側面の両面からの検討の必要性が示
されている（Dunn, 1995; 森野，2005）。また篠原（2011）
の研究から，日本の 4歳児では，誤信念課題の成績と
親のMMの高さの間の関連と，感情理解の成績と親の
MMの高さの間の関連が異なる結果が示されていること
からも，2つの課題を用いる。また子どもの心の理論の
発達に関連する要因として，実行機能抑制制御が注目さ
れており，両者の関連に文化差があることが指摘されて
いる（Lewis et al., 2009）ことから，母親の養育態度と
子どもの実行機能抑制制御との関連も検討することとし
た。

方　　　法

研究協力者
東京都内，及びアメリカミシガン州の幼児とその母

親に対し，研究について充分に説明し，協力の意思が
確認できた母子のみを対象とした。日本は幼児とその
母親 105組（男児 56名，女児 49名，平均月齢 =51.85

（44–66），SD =5.84）と母親のみの 1人（母親：計 106

名），アメリカは幼児とその母親 58組（男児 28名，女
児 30名，平均月齢=54.12（40–68），SD =4.91）である。
母親の平均年齢は，日本が 36.63歳（25–46），アメリカ
が 36.21歳（24–48）。母親の最終学歴は，日本が，高校
16人（15.1％），短大・専門学校 58人（54.7％），4年
制大学 31人（29.3％），大学院 1人（0.9％），アメリカが，
高校 2人（3.4％），短大・専門学校 8人（13.8％），4年
制大学 20人（34.5％），大学院 25人（43.1％），不明 3

人（5.2％）である。
課題と手続き
日本では，母子に大学まで来校してもらい，幼児には
プレイルームで個別実験を行い，母親には別室で質問紙
調査を実施した。アメリカでは，実験者が幼稚園の一室
で個別実験を行い，母親には質問紙調査を実施した。日
米とも実験開始前に自由遊びを行い，実験者と研究対象
児が十分にラポールを形成した後，課題を実施した。
心の理論課題　他者理解を測る指標として，Wellman 

& Liu（2004）を用いた。自分と異なる欲求をもつ他者
の欲求を判断する課題（Diverse Desire），自分と異なる
信念をもつ他者の信念を判断する課題（Diverse Belief），
自分は箱の中の物を知っていて他者は知らない状況で他
者の知識を判断する課題（Knowledge Access），箱の中
に意外な物が入っている時の他者の誤信念を判断する課
題（Content False Belief），事実とは異なる信念をもつ
他者の誤信念を判断する課題（Explicit False Belief），他
者が実際の気持ちと異なる表情をすることがあるかを判
断する課題（Hidden Emotion）の 6課題である。他者の
知識を判断する課題は，他者が箱の中身を知っているか
と箱の中を見たことがあるかの 2つの質問に正答した時
に 1点，間違えると 0点とした。他者の誤信念を判断す
る課題も，他者が考えていることと他者が箱の中を見た
ことがあるかの 2つの質問に正答した時に 1点，間違え
ると 0点とした。他の 4課題は 1つの質問から成ってい
るので，正答が 1点，間違えると 0点である。6課題の
合計を心の理論得点（ToM6，レンジ：0–6）として分
析に用いた。課題は日米とも母国語で行い，実験操作上
の文化差を最小とするために，実験者による操作ではな
く紙芝居方式で実施した。
他者感情理解課題　他者感情理解を測る指標として，

Denham（1986）の視点取得課題（Affective Perspective 

Taking）を実施した。最初に「嬉しい」「悲しい」「怒り」
「怖い」の感情スケールを用いて，「この顔をしていると
き，どんな気持ちかな？」と質問し，感情ラベリング課
題（Expressive）を行った。次に，「嬉しいときどんな
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顔かな？」と質問し，感情スケールから適する顔を選ん
でもらい，表情認識課題（Receptive）を行った。両課
題ともそれぞれの感情について，正答が 2点，正答でな
くても感情の方向性が合っていれば 1点，間違えると 0

点とした（レンジ：0–8）。回答が間違ったときは正答
を教え，第 2試行まで行った（但し第 2試行は得点には
含めない）。子どもが感情スケールを理解したことを確
認して，視点取得課題に移った。視点取得課題は，一般
的な子どもの感情を表した 8課題（Stereo Typical; ST），
自分の感情と逆の感情を示される 10課題（Non Stereo 

Typical; NST）を実施した。NSTでは，前もって，親に
日常場面の子どもの感情を確認して，課題を選定した。
例えば，「子どもがプールに入るとき，喜ぶか，怖がる
か」に関し，子どもが怖がると確認した場合，「プール
大好き！水が気持ちいい！」という逆の感情を示す課題
を実施し，パペットの感情を感情スケールから選択させ
た。ST，NSTとも正答が 2点，正答でなくても感情の
方向性が合っていれば 1点を与えた。間違えると 0点と
なり，正答を教えず次の問題に移った（レンジ：STは
0–16，NSTは 0–20）。さらに，ST，NSTとも課題数で
割り，同割合の合計得点を他者感情理解得点として分析
に用いた（レンジ：0–4）。課題の実施にあたって，実
験操作上の文化差を最小とするために，日米同一の感情
スケールとパペットを用いた。視点取得課題では，日本
語と英語のバイリンガル者がパペットをつかって演じる
同じ映像とそれぞれの母国語の音声によるビデオを作成
して実施した。
実行機能抑制制御課題　草・雪課題（Carlson & Moses, 

2001）， ハ ン ド ゲ ー ム（Luria, Pribram, & Homskaya, 

1964），昼・夜課題（Diamond & Taylor, 1996）を用いた。
草・雪課題の模倣課題（Imitative）では，実験者が「草」
と言うと子どもがカードの緑色に手を置き，「雪」と言う
と白色に手を置くことを 4試行測定した。抑制制御課題
（Opposite）では，実験者が「草」と言うと子どもがカー
ドの白色に手を置き，「雪」と言うと緑色に手を置くこ
とを 10試行測定した。ハンドゲームの模倣課題では，
実験者と同じ動作をすることが求められるが，抑制制御
課題では，実験者が指を 1本出すと子どもは指を 2本出
し，実験者が指を 2本出すと子どもは指を 1本出せるか
どうかを測定した。10試行ずつテンポ良く行った。昼・
夜課題の模倣課題では，太陽の絵を見たら「朝」と言い，
月の絵を見たら「夜」と言えるかどうかを測定した。抑
制制御課題では，太陽の絵を見たら「夜」と言い，月の
絵を見たら「朝」と言えるかどうかを測定した。10試
行ずつ行った。全ての課題とも正しく行うと 1点，間違
えると 0点，課題の途中で子どもが間違いを素早く正
しく修正したときは 0.5点とした。3課題の平均値を実
行機能抑制制御得点（EF Opposite）として分析に用い

た。得点レンジは，草・雪課題の模倣課題は 0–4，他は
0–10である。
子どもの言語能力　日本版WPPSI-Ⅲ 知能検査 パイ

ロット版（Wechsler, 2006）から，言語能力を測る課題
として単語を実施した。
母親の養育態度　幼児に対する親の養育態度につい

て，Socialization of Moral Affect–Parent of Preschoolers 

（SOMA: 道徳的感情の社会化 – 幼児をもつ親の養育態
度；Rosenberg, Tangney, Denham, Leonard, & Widmaier，
1997） を翻訳して用いた。翻訳は，アメリカの大学院で
幼児教育を研究中の日本人と共著者が共同で行い，日米
の言語に堪能な別の者がバックトランスレーションを行
い，共著者が最終確認して日本語版を作成した。SOMA

は，幼児とその親に日常で起こると想定される 18場
面（ポジティブ 8，ネガティブ 10）と複数の親の対処
行動で構成される。例えば，｢お子さまが，泣いている
子をなぐさめているのを見ました｣ の場面で，親の対処
行動は ｢お友達を助けようとしているのを見て，あな
たのことをもっと好きになったよと言う」（Conditional 

Approval），「お子さまが泣いた子をなぐさめているのを
見たことを言わないでおく」（Neglect Ignoring）など複
数が挙げられている。対処行動全てに「全くあてはまら
ない」から「とてもあてはまる」までの 5件法（レン
ジ：1–5）で回答を求める。SOMAは親が日常で用いる
具体的な対処行動で構成されているため，同一の基準
で実際に近い親の養育態度の文化比較が可能となる利
点がある。各対処行動は，Rosenberg et al.（1997）によ
り，20の下位尺度に分類されている。子どもの行動を
誉める（8項目：Behavior Focused Positive Scenarios），
子どもの人柄を誉める（8項目：Person Focused Positive 

Scenarios），条件つきで子どもを誉めたり喜びを示す（7

項目：Conditional Approval），嫌悪感を示す（5項目：
Disgust Teasing），愛情がない態度を示す（7項目：Love 

Withdrawal），強圧的な言及（7項目：Power Assertion），
公衆の前で辱める（7項目：Public Humiliation），叩く
などの体罰（5項目：Nonverbal Punishment），子ども
の人柄に対して否定的言及（7項目：Person Focused 

Negative Scenarios），他者の気持ちに誘導（7項目：
Victim Focused Induction），行動の理由や説明を求める（6

項目：Request Justification），子どもの行動の悪いところ
を指摘（7項目：Behavior Focused Negative Scenarios），
子どもの行動に焦点をあてて誘導（4項目：Behavior 

Focused Induction），教えて償わせる（7項目：Teaching 

Reparation），励ます（5項目：Encouragement），褒美や
援助（5項目：Nonverbal Reward /Caring），子どもの行
動に気づかないふり（8項目：Neglect Ignoring），子ど
もの行動に対して子どもが予期していない他の視点から
言う（5項目：Ambivalence），親の気持ちに誘導（9項目：
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Behavior Focused Parenting）と命名した。第 2因子は，
子どもに否定的強圧的言及，嫌悪感，愛情のない態度を
示す，公衆の前で辱める，叩くなどの体罰の下位尺度
に負荷量が高いので，ネガティブな養育態度 （Negative 

Parenting）と命名した。第 3因子は，子どもの人柄や
行動を誉める下位尺度に負荷量が高いので，ポジティブ
な養育態度 （Positive Parenting）と命名した。第 4因子
は，子どもを励ます，褒美，援助の下位尺度に負荷量が
高いので，励ます養育態度（Encouraging Parenting）と
命名した。第 5因子は，子どもの良くない行動に気がつ
かないふりをする，子どもが良いことをしても，特に何
も言葉かけをしないなどの親が子どもに対して直接的な
言語的働きかけを控える下位尺度に負荷量が高い。さら
に，ありがとうと親の肯定的な気持ちを伝えながら，同
時に 4歳の子どもが予期していない，親の視点から言う
下位尺度にも負荷量が高いことが示された。両下位尺度
とも，4歳の子どもにとって親の意図を十分に理解する

Parent Focused Induction），その子どもが兄・姉と同じ
ように振舞っていると言う（4項目：Modeling）である。

結　　　果

日本とアメリカの親の養育態度 SOMAの因子構造
日本とアメリカの 20の下位尺度得点を算出し，それ
ぞれの下位尺度得点の因子分析を行った（主因子法，バ
リマックス回転，固有値 1を基準，SPSS19.0）。日本で
は 5因子が抽出された。解釈の点からも 5因子が妥当
だと判断したので，5因子を指定して，因子負荷量が
すべてに .440未満である 1下位尺度，2つの因子に因
子負荷量が同程度（0.497，0.491）である 1下位尺度を
除いて，再度因子分析した。その結果を Table 1 に示し
た。第 1因子は，子どもの行動の結果を説明，行動の理
由を問う，教えて償わせる，他者の気持ちに誘導するこ
との下位尺度に負荷量が高いので，他者の気持ちや子ど
もの行動に焦点をあてる養育態度（Social Consequence /  

Table 1　日本の母親の養育態度（SOMA）下位尺度の因子分析結果（主因子法，バリマックス回転）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 共通性

Ⅰ．Social Consequence /  Behavior Focused Parenting 

Victim Forcused Induction  .691 .062 .235 .181 .139 .588

Behavior Focused Negative Scenarios  .647 .339 .373 .022 – .040 .675

Teaching Reparation  .599 .295 .160 .253 – .080 .542

Behavior Focused Induction  .583 .173 .209 .092 – .050 .424

Request Justification  .574 .140 .160 .078 .047 .382

Ⅱ．Negative Parenting 

Person Focused Negative Scenarios  .094 .812 .133 -.087 – .018 .694

Power Assertion  .410 .699 .012 .003 – .020 .657

Disgust Teasing  .152 .672 -.008 .157 .251 .562

Love Withdrawal  .032 .657 .028 .049 .140 .455

Public Humiliation  .358 .501 .161 .200 .072 .450

Nonverbal Punishment  .392 .489 .002 .287 .013 .476

Ⅲ．Positive Parenting

Conditional Approval  .257 .030 .836 .150 .152 .811

Behavior Focused Positive Scenarios  .280 .070 .757 .115 – .133 .687

Person Focused Positive Scenarios  .177 .068 .742 .212 – .032 .632

Ⅳ．Encouraging Parenting  

Encouragement  .344 .041 .256 .621 .183 .605

Nonverbal Reward /Caring  .104 .108 .229 .517 – .151 .365

Ⅴ．Ambiguous Parenting 

Neglect Ignoring – .065 .148 – .029 – .092 .489 .275

Ambivalence  .397 .070 .037 .222 .473 .437

寄与率   15.97 15.70 12.64 5.90 3.78

累積寄与率   15.97 31.67 44.31 50.21 53.99
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ことが難しいと考えられることから，あいまいな養育態
度（Ambiguous Parenting） と命名した。
次に，日本と同様の基準でアメリカのデータを用い，
因子分析を行った。その結果 4因子を抽出し，ネガティ
ブな養育態度，ポジティブな養育態度，他者の気持ちや
子どもの行動に焦点をあてる養育態度が 2因子（SCBF

-1, SCBF-2）となった（Table 2）。日本のデータによる
因子構造との主な相違は，アメリカのデータのネガティ
ブな養育態度因子には Neglect Ignoringと Ambivalence

を含み，あいまいな養育態度因子が存在しないことであ
る。さらに，アメリカのデータの因子分析では，他者の
気持ちや子どもの行動に焦点をあてる養育態度は，子
どもの悪い行動に対して，親の意図を明確に言葉で説
明する態度（SCBF-2）と，子どもの良い行動・悪い行
動について理由を聞いたり励ましたり，他者の気持ち
に誘導して言葉で説明する態度（SCBF-1）の 2つに分
類されることとなった。また，励ます養育態度因子も
なくなり，親が言葉で励ます態度である Encouragement

は，SCBF-1に含まれ，褒美を与えるなどの Nonverbal 

Reward Caringはポジティブな養育態度に含まれること
となった。こうした日米の親の養育態度の因子構造が異
なることは興味深い。日本の親は言語的働きかけを控え
たり指示が少ない養育態度（e.g., Bornstein et al., 1990）
をもつことが示されていることから，日本のあいまいな
養育態度を含めて子どもの他者理解との関連を検討す
ることを目的とした。そこで日本のデータの因子分析
結果から抽出した 5つの因子を母親の養育態度の尺度
として，分析に用いることとした。各因子を構成する
SOMAの各項目の平均値を算出して，5つの尺度の得点
とした。5尺度の� 係数をそれぞれ算出した結果，他者
の気持ちや子どもの行動に焦点をあてる養育態度（31

項目，JP: �=.888, US: �=.841），ネガティブな養育態
度（38項目，JP: �=.868, US: �=.901），ポジティブな
養育態度 （23項目，JP: �=.876, US: �=.880）の 3尺度
は十分に信頼性を有することが示された。励ます養育態
度（10項目，JP: �=.655, US: �=.689），あいまいな養

Table 2　アメリカの母親の養育態度（SOMA）下位尺度の因子分析結果（主因子法，バリマックス回転）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性

Ⅰ．Negative Parenting 

Love Withdrawal .832 – .082 .049 .125 .716

Person Focused Negative Scenarios .783 .080 – .011 – .018 .620

Disgust Teasing .719 – .028 – .022 – .041 .520

Nonverbal Punishment .668 – .082 .041 .309 .551

Parent Focused Induction .642 – .047 .427 .286 .679

Public Humiliation .638 .081 .187 .244 .508

Neglect Ignoring .627 .036 – .115 -.084 .414

Ambivalence .598 .143 .144 -.033 .400

Ⅱ．Social Consequence /  Behavior Focused-1 

Request Justification – .158 .804 .145 .036 .693

Encouragement .039 .634 .302 .112 .508

Behavior Focused Induction .098 .580 .150 .254 .433

Victim Forcused Induction .426 .507 .044 .200 .481

Ⅲ．Positive Parenting

Conditional Approval .389 .052 .771 .032 .750

Person Focused Positive Scenarios – .203 .401 .704 .357 .824

Nonverbal Reward /Caring .094 .217 .558 -.068 .371

Behavior Focused Positive Scenarios – .255 .339 .528 .276 .535

Ⅳ．Social Consequence /  Behavior Focused-2 

Teaching Reparation .046 .169 .091 .736 .581

Behavior Focused Negative Scenarios .240 .369 .055 .618 .579

寄与率 24.35 12.13 11.58 8.41

累積寄与率 24.35 36.48 48.06 56.47
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育態度（13項目，JP: �=.515, US: �=.641）は，十分に
信頼性が高くはないが使用に耐え得ると判断した。
日本とアメリカの母親の養育態度
日本とアメリカの母親の養育態度について SOMAの
尺度の平均値と標準偏差を算出し，文化（日・米）×子
どもの性別（男・女）の 2要因分散分析を行った（Table 3）。
文化の主効果は，ネガティブな養育態度，励ます養育
態度，あいまいな養育態度で有意であった。励ます養育
態度は，日本の得点はアメリカの得点より低いことが示
された（F（1,157）=14.61, p <.001）。ネガティブな養育
態度，あいまいな養育態度は，日本の得点はアメリカ
の得点より高いことが示された（Negative Parenting：F
（1,157）=23.46, p <.001；Ambiguous Parenting: F（1,157）
=34.28, p <.001）。交互作用及び性別の主効果は，いず
れの養育態度でも有意ではなかった。
日本とアメリカの子どもの心の理論，他者感情理解，実
行機能抑制制御
日本とアメリカの子どもの心の理論，他者感情理解，
実行機能抑制制御の各課題の平均値と標準偏差を算出
し，文化（日・米）×子どもの性別（男・女）の 2要
因分散分析を行った（Table 4）。心の理論のうち，誤信
念課題（Content False Belief）で文化の主効果が有意で
あった。誤信念課題では，日本の子どもはアメリカの
子どもに比べて低いことが示された（F（1,157）=4.92, 

p <.05）。6課題の合計である心の理論得点（ToM6）では，
文化の主効果は見られなかった。子どもの性別の主効
果は， ToM6, Diverse Desire, Diverse Beliefで有意であっ
た。いずれも男児に比べて，女児の得点が高いことが示

された（ToM6: F（1,157）=6.46, p <.05, Diverse Desire: 

F（1,157）=5.66, p <.05, Diverse Belief : F（1,157）=6.02, 

p <.05）。文化と子どもの性別の交互作用は，いずれの
課題でも見られなかった。他者感情理解について文化の
主効果は，感情ラべリング課題 （Expressive）で有意で
あった。日本の子どもは，アメリカの子どもに比べて低
いことが示された（F（1,157）=67.42, p <.001）。文化と
子どもの性別の交互作用，及び性別の主効果は，いずれ
の課題でも見られなかった。実行機能抑制制御について
は，文化と子どもの性別の交互作用，文化の主効果は見
られなかった。子どもの性別の主効果は，実行機能抑制
制御 （EF Opposite），ハンドゲームで有意であった。い
ずれも男児に比べて，女児の得点が高いことが示された
（EF Opposite: F（1,157）=4.94, p <.05, Luria Hand Game 

Opposite: F（1,157）=9.67, p <.01）。
母親の養育態度，子どもの心の理論，他者感情理解，実
行機能抑制制御との関連
母親の養育態度，子どもの心の理論（ToM6），他者感
情理解（Affective Perspective Taking），実行機能抑制制
御（EF Opposite），子どもの月齢，言語能力，母親の学
歴の間の相関係数を算出した（Table 5）。日本では，子
どもの心の理論，他者感情理解，実行機能抑制制御は，
子どもの言語能力，月齢と正の相関を示したが，母親の
学歴とは関連を示さなかった。一方アメリカでは，子ど
もの心の理論，他者感情理解，実行機能抑制制御は，子
どもの言語能力と正の相関を示し，さらに他者感情理解
と実行機能抑制制御は，母親の学歴と正の相関を示した
が，子どもの月齢とは関連を示さなかった。次に，子ど

Table 3　日米の母親の 5つの養育態度得点の平均値（SD）と文化×子どもの性別の 2要因分散分析の結果

Parenting

JP（n =105） US（n =56） total

culture

F（1,157）

gender

F（1,157）

interaction

F（1,157）

boy

（n =56）
mean

（SD）

girl

（n =49）
mean

（SD）

total

mean

（SD）

boy

（n =26）
mean

（SD）

girl

（n =30）
mean

（SD）

total

mean

（SD）

boy

（n =82）
mean

（SD）

girl

（n =79）
mean

（SD）

Positive Parenting 3.87 3.76 3.82 3.97 3.87 3.92 3.90 3.80 　1.24 1.29 0.01

（JP：�＝ .876，US：�＝ .880）（0.57）（0.56）（0.56） （0.52）（0.58）（0.58）（0.56）（0.56）

Negative Parenting 1.99 1.93 1.97 1.64 1.58 1.61 1.89 1.82 23.46*** 0.62 0.00

（JP：�＝ .868，US：�＝ .901）（0.45）（0.39）（0.42） （0.33）（0.46）（0.40）（0.45）（0.44）

Social Consequence & Behavior 

Focused Parenting
3.93 3.93 3.93 3.85 3.81 3.83 3.90 3.89 1.58 0.06 0.11

（JP：�＝ .888，US：�＝ .841）（0.50）（0.45）（0.47） （0.35）（0.53）（0.45）（0.46）（0.46）

Encouraging Parenting 3.01 2.97 2.99 3.37 3.34 3.36 3.12 3.10 14.61*** 0.15 0.00

（JP：�＝ .655， US：�＝ .689）（0.63）（0.50）（0.57） （0.49）（0.63）（0.56）（0.61）（0.61）

Ambiguous Parenting 1.72 1.64 1.68 1.36 1.35 1.35 1.61 1.54 34.28*** 0.78 0.47

（JP：�＝ .515，US：�＝ .641）（0.32）（0.37）（0.35） （0.31）（0.26）（0.28）（0.36）（0.36）
***p<.001
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Table 4　日米の子どもの心の理論，他者感情理解，実行機能抑制制御課題の平均値（SD）と文化×子どもの性別の
2要因分散分析  

JP US total
culture gender interaction

boy girl total boy girl total boy girl
mean

（SD）
mean

（SD）
mean

（SD）
mean

（SD）
mean

（SD）
mean

（SD）
mean

（SD）
mean

（SD） F（1,157）F（1,157）F（1,157）

心
の
理
論
課
題

Diverse Desire 0.87 0.94 0.90 0.74 0.93 0.84 0.83 0.94 1.75 5.66* 1.45

（0.33）（0.25） （0.30） （0.45）（0.26） （0.37） （0.38）（0.25）

Diverse Belief 0.32 0.65 0.47 0.44 0.52 0.48 0.36 0.60 0.00 6.02* 2.42

（0.47）（0.48） （0.50） （0.51）（0.51） （0.50） （0.48）（0.49）

Knowledge Access 0.41 0.54 0.47 0.63 0.59 0.61 0.48 0.56 2.53 0.28　 1.11

（0.50）（0.50） （0.50） （0.49）（0.50） （0.49） （0.50）（0.50）

Content False Belief 0.16 0.21 0.18 0.37 0.31 0.34 0.23 0.25 　4.92* 0.01　 0.59

（0.37）（0.41） （0.39） （0.49）（0.47） （0.48） （0.42）（0.43）

Hidden Emotions 0.24 0.34 0.28 0.26 0.34 0.30 0.24 0.34 0.03 1.55　 0.02

（0.43）（0.48） （0.45） （0.45）（0.48） （0.46） （0.43）（0.48）

Explicit False Belief 0.23 0.31 0.27 0.15 0.24 0.20 0.20 0.29 1.17 1.47　 0.01

（0.43）（0.47） （0.45） （0.36）（0.44） （0.40） （0.41）（0.46）

ToM6 all tasks 2.22 2.96 2.56 2.59 2.93 2.77 2.34 2.95 0.67 6.46* 0.89

  （total 6 score） （0.96）（1.40） （1.23） （1.42）（1.44） （1.43） （1.14）（1.40）

他
者
感
情
理
解
課
題

Expressive 5.15 4.81 4.99 6.69 7.03 6.87 5.65 5.65 67.42*** 0.00　 2.18

  （total 8 score） （1.39）（1.67） （1.53） （1.12）（0.87） （1.00） （1.49）（1.78）

Receptive 7.49 7.90 7.68 7.69 7.86 7.78 7.56 7.88 0.30 3.56　 0.59

  （total 8 score） （1.39）（0.43） （1.07） （0.74）（0.35） （0.57） （1.21）（0.40）

Stereo Typical（ST） 13.02　 13.78　 13.37　 12.27　 12.72　 12.51　 12.78　 13.37　 3.26 1.49　 0.10

  （total 16 score） （2.77）（2.13） （2.52） （3.69）（3.72） （3.68） （3.09）（2.88）

Non Stereo Typical（NST） 13.87　 14.91　 14.35　 14.75　 16.07　 15.47　 14.14　 15.36　 2.40 3.23　 0.05

  （total 20 score） （3.46）（2.84） （3.22） （4.85）（4.91） （4.88） （3.92）（3.79）

Affective Perspective Taking 3.01 3.21 3.10 3.00 3.20 3.11 3.01 3.21 0.02 3.00　 0.00

  （ST /8+NST /10, total 4 score）（0.61）（0.47） （0.56） （0.84）（0.89） （0.87） （0.69）（0.66）

実
行
機
能
課
題

Grass / Snow Opposite 5.75 7.05 6.35 6.50 7.50 7.03 5.98 7.22 0.96 3.55　 0.06

  （total 10 score） （3.98）（3.26） （3.71） （3.78）（3.25） （3.51） （3.91）（3.24）

Luria Hand Game Opposite 6.62 7.69 7.13 5.60 7.81 6.99 6.42 7.73 0.34 　9.67** 0.71

  （total 10 score） （3.01）（2.48） （2.81） （3.21）（2.16） （2.80） （3.06）（2.35）

Day /Night Opposite 7.57 7.69 7.62 7.62 8.16 7.91 7.59 7.87 0.29 0.45　 0.19

  （total 10 score） （2.99）（2.82） （2.90） （3.15）（2.27） （2.70） （3.02）（2.61）

EF Opposite 6.65 7.47 7.03 6.83 7.85 7.40 6.70 7.61 0.44 4.94* 0.06

  （average of 3 tasks, total 10 score）（2.48）（2.19） （2.37） （2.72）（2.13） （2.43） （2.54）（2.16）
*p <.05，**p <.01，***p <.001

もの心の理論，他者感情理解，実行機能抑制制御の間の
関連を検討するために，子どもの月齢，言語能力を統制
して各課題間の偏相関係数を算出した（Table 6）。その
結果，日本では，各課題間の相関は示されなかった。一
方アメリカでは，心の理論と他者感情理解，心の理論と

実行機能抑制制御，他者感情理解と実行機能抑制制御の
間に正の相関が示された。しかしながら，子どもの月齢，
言語能力に加えて，母親の学歴を統制すると，心の理論
と実行機能抑制制御，心の理論と他者感情理解の間の関
連がなくなり，他者感情理解と実行機能抑制制御の間に
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正の相関傾向を示すこととなった。
母親の養育態度と子どもの心の理論，他者感情理解，
実行機能抑制制御との関連を検討するために，子どもの
月齢，言語能力，母親の学歴，SOMAの他の 4変数を
統制して，偏相関係数を算出した（Table 7）。日本では，
母親の励ます養育態度と心の理論が正の相関（r =.223, 

p <.05），母親のあいまいな養育態度と心の理論が負の
相関（r = – .338, p <.01）を示した。さらに母親のあい
まいな養育態度と他者感情理解が負の相関（r = – .256, 

p <.05）を示した。一方アメリカでは，母親の養育態度

と子どもの心の理論， 母親の養育態度と子どもの他者感
情理解得点との間に関連は示されなかった。母親の養育
態度と子どもの実行機能抑制制御との関連については，
日本及びアメリカとも関連が示されなかった。

考　　　察

日本の母親のあいまいな養育態度
日米の親の養育態度の因子構造は異なり，日本では，

ネガティブな養育態度とあいまいな養育態度が異なる因
子となったが，アメリカでは，あいまいな養育態度を構
成する Neglect Ignoringと Ambivalenceは，ネガティブ
な養育態度に含まれ，あいまいな養育態度の因子は存在
しないことが示された。ネガティブな養育態度の意味は
日米で異なり，日本では，子どもへの言語的な働きか
けを控えるあいまいな養育態度は，ネガティブな養育
態度とは別に存在しているのに対して，アメリカでは
ネガティブな態度として捉えられていると考えられる。
SOMAのシナリオを用いたインタビュー調査において
も， Neglect Ignoringに分類された養育態度は，「子ども
の感情を乱さないようにするため見守る」，「子どもに対
する発達期待から敢えて何も言わない」などの意図を親
がもつことや，「その状況を見守り，すぐには声をかけ
ない」など状況の推移を見守る態度であることが同様に
見出されており（風間・平林・Tardif・唐澤，2010），一
貫した結果となっている。あいまいな養育態度について
日米の得点を比較すると，日本の母親のあいまいな養育

Table 5　日米の子どもの心の理論，他者感情理解，実行機能抑制制御，子どもの月齢，言語，母親の学歴，養育態度
の相関係数 

 US JP ToM6

Affective

Perspective 

Taking

EF

Opposite

Child

Age

Child 

Vocabulary

Mother 

Education

Positive 

Parenting

Negative

Parenting

Social

Consequence /

Behavior 

Focused

Encouraging 

Parenting

Ambigorus 

Parenting

ToM6  .244*　  .094　  .248*　　  .204*　 – .108 – .163　　– .123　　 – .070　　  .051　　 – .310**

Affective Perspective Taking  .374**  .341**  .420***  .393***  .113 – .053　　– .184　　 – .069　　 – .133　　 – .198*　

EF Opposite  .417**  .461**  .402***  .377***  .031 – .055　　– .138　　  .038　　 – .002　　 – .125　

Child Age  .097　  .070　  .093　  .389*** – .168 – .294**　– .036　　 – .125　　 – .038　　  .010　

Child Vocabulary  .303*　  .405**  .401**  .294*　 – .017 – .186　　– .250*　 – .015　　 – .108　　 – .124　

Mother Education  .234　  .308*　  .341*　– .302*　  .020　　  .015　　– .134　　 – .083　　 – .106　　 – .139　

Positive Parenting – .246　 – .019　 – .077　  .102　　  .062　　 – .055  .171　　  .505***  .426***  .100　

Negative Parenting – .064　 – .222　  .002　  .262　　– .169　　  .035  .208　　  .530***  .270**　  .280**

Social Consequence /  

Behavior Focused
 .001　 – .014　  .063　  .176　　  .162　　  .009  .475***  .332*　  .424***  .244*　

Encouraging Parenting – .238　  .037　  .001　  .189　　– .029　　 – .102  .588***  .134　　  .464**　  .150　

Ambigorus Parenting  .153　 – .104　  .165　  .262　　– .121　　  .088  .014　　  .595***  .147　　  .055　　
注．上：JP，下のイタリック：US
*p <.05，**p <.01，***p <.001　

Table 6　日米の子どもの心の理論，他者感情理解，実
行機能抑制制御の偏相関係数 

 US JP ToM6

Affective 

Perspective 

Taking

EF 

Opposite 3 

tasks

ToM6
.135

（.129）
.004　

（– .016）

Affective Perspective 

Taking

　.294*

（.242）
.146　

 （.133）

EF Opposite 3 tasks 
　.341*

（.228）
　.347*

　（.267†）
注．上：JP，下のイタリック：US　
　　子どもの月齢，言語能力を統制。 
　　（　）内は，子どもの月齢，言語能力，母親の学歴を統制。
†p <.10，*p <.05
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態度の得点は，それほど高いとは言えないが，アメリカ
に比べると，より多く行うことが示されている。このこ
とは，日本の母親は，アメリカに比べて，子どもに対し
て言語での明確な指示や働きかけが少ない養育態度をと
るという文化比較研究（Bornstein et al., 1990）の知見と
も一致している。
母親の養育態度と子どもの心の理論，他者感情理解，実
行機能抑制制御との関連
日本では母親のあいまいな養育態度と心の理論との間
に負の相関，あいまいな養育態度と他者感情理解との間
に負の相関，励ます養育態度と心の理論との間に正の相
関が示された。しかしながらアメリカでは，母親の養育
態度と心の理論，他者感情理解との間に関連が見られな
かった。
本研究のあいまいな養育態度は，「親が子どもの行動
に気がつかないふりをする」，「子どもの良い行動に対し
言葉かけをしない」，などのように，4歳の子どもが親
の対処行動から親の意図を読み取り，理解することが難
しい，親の視点からの働きかけを示している。こうした
態度は，子どもから見ると，親の意図がわかりにくくあ
いまいな態度となっている。日本の母親があいまいな養
育態度をとることと，4歳の子どもの心の理論及び他者
感情理解との間に負の相関関係があることが示されたこ
とから，日本の母親が，4歳の子どもが理解できる視点
や言葉で明確に指示せずあいまいな養育態度をとること
が，子どもの他者理解の発達を，認知的感情的に促進し
難い可能性があると示唆される。このことは，子どもの
心の理論の発達は，母親のわかりやすい説明が必要であ
るという東山（2011）の知見を確認することともなるだ
ろう。もちろん本研究は，偏相関による分析であるため，
関連の方向性を同定できない。子どもの認知的感情的能
力に沿って，親が働きかけをしていると解釈することも
可能である。一方アメリカでは，母親のあいまいな養育
態度とその子どもの心の理論の間に関連が見られなかっ
た。この点は，アメリカの母親のあいまいな養育態度の

値は 1.35（レンジ：1–5）と低いため，床効果があった
可能性が考えられる。
日本の母親の子どもへの言語的指示が少ないあいまい
な養育態度について，佐藤（2001）は，母親の発達期待
の日英比較から説明している。イギリスでは，母親が子
どもの自己主張と自己抑制の発達を高く評価することか
ら，子どもを誉める，叱るなど能動的に対処することが
多いが，日本の母親は，子どもの自己抑制を重視し，他
者に配慮するため，自己主張を明確に評価せず，子ども
に特別な言葉かけをすることが少ないことを指摘してい
る。例えば，友達が滑り台の順番を割り込みしたとき，
子どもが友達に抗議するなど正しい自己主張をした場合
でも，親は周囲に配慮して子どもを誉めたりせず，何も
対処しないことが多いのである（佐藤，2001）。日本の
親で見られる子どもに言語的な指示を一時的に控える態
度は，子どもを無視する，子どもの行動に無関心である
などのネガティブな意味というよりは，他者に配慮した
り周囲の状況を鑑みて，子どもに自己抑制を求め，子ど
もへの言葉かけが少ない態度をとることになると考えら
れる。しかしながら，親があいまいな態度をとることと，
4歳の子どもの他者理解の発達との間に負の関連がある
ことが，本研究の結果から明らかになった。もちろん，
こうした日本の親のあいまいな養育態度が恒常的に子ど
もの能力に負の影響を及ぼすわけではないと考えられ
る。日本の子どもは，6歳までに心の理論を獲得し（Naito 

& Koyama, 2006），道徳判断の発達では，アメリカに比
べて日本の小学生は，他者への配慮を重視し共感的判断
を用いる段階が早く発達し長くとどまる（山岸，1995）
ことが示されている。日本の親は，以心伝心や他者の気
持ちを重視した養育態度を用いており（e.g., 東，1994），
日常生活でも他者の感情を推し量ることが多いとされて
いる。これらの点を総合的に考察すると，日本の親のあ
いまいな養育態度は，4歳より年長の子どもの他者理解
の発達に効果がある可能性が考えられるが，少なくとも
4歳前後の子どもにとっては，親からの明確な言語的働

Table 7　日米の母親の養育態度と子どもの心の理論，他者感情理解，実行機能抑制制御との間の偏相関係数 

Positive 

Parenting

Negative 

Parenting

Social Consequence /

Behavior Focused

Encouraging 

Parenting

Ambiguous 

Parenting

ToM 6 tasks total – .147  .004  .011  .223* – .338**

JP Affective Perspective taking  .145 – .027  .078 – .160　 – .256*　

EF Opposite average of 3 tasks  .013 – .058  .113  .013　 – .112　

ToM 6 tasks total – .149 – .262  .108 – .002　  .249　

US Affective Perspective taking – .044 – .161 – .106  .140　  .010　

EF Opposite average of 3 tasks – .224 – .020 – .058  .293　  .098　
注．子どもの月齢，言語能力，母親の学歴，SOMAの他の 4変数を統制。
*p <.05，**p <.01
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きかけが他者理解の発達に必要であり，親が言語的にわ
かりやすく働きかける養育態度をとることが必要である
と推察される。
また，日本では，母親が励ます養育態度を多くとるほ
ど，子どもの心の理論の成績が良いことが示されている。
一方，アメリカでは，どの養育態度とも，子どもの他者
理解との間に関連を示さなかった。このことは，関係志
向性を基盤とする日本の母親の養育態度は，日本の子ど
もの認知的能力の発達との関連が強いことを示している
と考えられる。
母親の養育態度と子どもの実行機能抑制制御との関連
は，日米ともに関連が示されなかった。さらに日本では，
実行機能抑制制御は心の理論との間に関連が見られず，
小川・子安（2008）と一致した。また他者感情理解と
の間にも関連が見られなかった。一方アメリカでは，実
行機能抑制制御の得点が高いほど，心の理論，他者感情
理解の成績が良いことが示され，欧米の子どもの心の理
論の発達は，実行機能抑制制御と正の関連がある（e.g., 

Carlson & Moses, 2001）という知見と一致した。しかし
子どもの月齢と言語能力に加えて母親の学歴も統制する
と，アメリカの子どもの心の理論と実行機能抑制制御と
の間の相関関係が見られなくなった。このことは，心の
理論と実行機能抑制制御との関連については，母親の学
歴といった社会的要因も検討に加える必要があると示唆
される。 

今後の課題
日本の子どもの心の理論の発達が欧米よりも遅いこと
の理由の 1つとして，本研究結果から，日本の母親が子
どもに対して言語的働きかけを一時的に控えるなどのあ
いまいな養育態度をもつことが考えられる。しかしなが
ら日本では，他者の気持ちを重視した子育て（e.g.,東，
1994），察しや思いやりが文化的規範となっている。あ
いまいな養育態度は，無視するなどのネガティブな意
味ではなく，幼児教育で見られる「待ちの保育」（e.g., 

Tobin et al., 2009）と同じように，子どもの自主的問題
解決能力の発達を鑑みた方略として考えられる。このよ
うな日本のあいまいな養育態度が，児童期以降，子ども
の他者理解の発達とどのような関連があるのかについて
縦断的な研究が必要であり，同時に，4歳の子どもに対
して精神的健康に負の影響を及ぼすものではないことを
検討することもまた今後課題である。
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野澤　祥子
（東京大学大学院教育学研究科 1））

本研究は，子ども同士が互いに自己主張し合うやりとりの発達過程を明らかにすることを目的とし，
主に 2歳代の変化を検討するため，保育所の 1歳児クラスで年度前半に 2歳になった子ども 5名の縦断
的観察データを分析した。分析にあたっては，特に，強い不快情動の表出を伴わない平静な声調の発話
によるやりとりの成立過程に焦点を当てた。その結果，Ⅰ期（5～8月）には，平静な声調の発話を含ま
ず，物の取り合いや攻撃，不快情動の表出を伴う発話などによって葛藤がエスカレートするパターンが
優勢であった。Ⅱ期（9～12月）になると，平静な声調の発話も含むやりとりが増加した。一方の子ども
の，相手の意図を考慮する発話が，相手の不快情動や行動の調整，その後の交渉の展開を促す場合もみ
られた。さらにⅢ期（1～3月）には，平静な声調の発話のみによるやりとりの割合が増加した。所有の
順番や遊びについて言葉で交渉して相互理解を形成し，相互理解のもとでより複雑な意図調整が展開さ
れる場合も出現した。以上の結果から，保育所における 2歳代の子ども同士の主張的やりとりは，情動
や行動の相互調整の過程を含みつつ再組織化され，強い不快情動を表出せずに言葉でやりとりするパター
ンが成立してくることが示唆された。
【キーワード】　仲間関係，自己主張，情動調整，相互調整，力動的システム

問題と目的

他者を傷つけずに自己主張する能力は，他者との葛藤
を調整しながら相互作用を継続させ，良好な関係を形成・
維持するために重要だと考えられる（野澤，2011b）。先
行研究によると，歩行開始期（1～3歳頃）という低年
齢の時期にも，スキルフルな自己主張の萌芽が出現す
ることが明らかになってきている。例えば，3歳までに
相手の物を取る，攻撃する等の行動は減少し（Caplan, 

Vespo, Pedersen, & Hay, 1991; Hay, 2005; 本郷，1996; 松
永（朝生）・斉藤・荻野，1993; 野澤，2011b），身振り
や言葉で自己主張するようになる（Caplan et al., 1991; 

Hay & Ross, 1982）。また，2歳以降，自他の所有や，他
者の行動の制御に言及する発話が増加し（Eckerman & 

Didow, 1996; Hay, 2006），2歳半以降には，他児の意図に
焦点化した発話や，不快情動の表出を伴わない発話が増
加する（野澤，2011b; Smiley, 2001）。
さらに，こうした発達的変化には，他児の意図の解釈，
所有や社会的ルールの理解，言語やコミュニケーション
能力，情動や行動の自己調整等の発達が貢献している可
能性が考察されている（Caplan et al., 1991; Hay, 2006; 松
永（朝生）ほか，1993; 野澤，2011b; Smiley, 2001）。ま
た，大人による社会化の影響も指摘され，仲間同士の葛

藤に対する親や保育者の介入についても検討されてき
ている（朝生・斉藤・荻野，1991; Bayer, Whaley, & May, 

1995; 本郷・杉山・玉井，1991; 野澤，2011a; Ross, Tesla, 

Kenyon, & Lollis, 1990など）。
このように，これまで歩行開始期の仲間関係における
自己主張は，主に個人の社会的スキルという観点から検
討され，個人内の認知・言語的，社会情動的スキルや，
大人による社会化等の要因がその発達に貢献することが
指摘されてきた。しかし，子ども同士のやりとりは互い
に影響を与え合いながら進行するものであり，子どもの
自己主張を他の子どもの影響と切り離すことはできない
と考えられる。近年，親に対する子どもの自己主張や反
抗の発達が，それを受け止める親の存在抜きには説明で
きないことが指摘され（川田・塚田–城・川田，2005; 坂上，
2002），子どもの自己主張をめぐる母子間のやりとりの
発達過程を丁寧に記述・分析する研究が行われている
（川田ほか，2005; 坂上，2002; 塚田–城，2008）。仲間関
係における自己主張についても，その発達の様相をより
精緻に明らかにするためには，子ども同士の“やりとり”
の発達過程に焦点を当てた分析を行う必要があるのでは
ないだろうか。特に，保育所では，子ども同士が継続的
な関係性を持ち，互いに影響し合いながら育ちあってい
くと考えられる。そうしたやりとりを通じた発達の過程
を丁寧に記述・分析することは，発達の理解に資するだ
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けでなく，実践的にも意義のあることだと思われる。そ
こで本研究では，保育所の 1歳児クラスを対象とした約
1年間の縦断的観察から得られたデータについて，子ど
も同士が互いに自己主張し合うやりとりの発達過程に焦
点を当てて分析を行う。
やりとりの分析にあたっては，Fogelらの観点が参考にな

る（Fogel, 1993; Fogel, Garvey, Hsu, & West-Storming, 2006; 

Fogel & Thelen, 1987; Lavelli, Pantoja, Hsu, Messinger, & 

Fogel, 2005）。Fogelらによると，多くの社会的やりとり
は，変化する相手の行動に対して自分の行動を変化させ
る連続的な過程であり，力動的なシステムとして捉えら
れる。彼らは，進行中あるいは予期される相手の行動に
対して個人が行動を力動的に変化させる過程を相互調整
（co-regulation）と呼び，この相互調整からパターンや
秩序が出現すると主張している。さらに，この過程は自
己組織化として捉えられ，発達はシステムの再組織化と
して概念化することができると述べている。Eckerman

（1993）は，こうしたシステム的観点から，2歳前後に
生じる，子ども同士が互いに模倣し合うやりとりのパ
ターンの出現過程について分析し，「他者に模倣される
経験」がこのパターンの成立に貢献することを示唆する
結果を得た。この結果から，歩行開始期の子ども同士の
やりとりにおいても，相互調整過程からある種のやりと
りのパターンが組織化されることが示唆される。
本研究では，互いに自己主張し合うやりとりを「主張
的やりとり」とし，その発達過程を検討する。特に，野
澤（2011b）が示した，「2歳前後に不快情動の表出を伴
う自己主張が減少に転じ，2歳後半には不快情動の表出
を伴わない言葉による自己主張が増加する」という，主
に 2歳代の発達的変化と連動するやりとりの変化を分析
する。不快情動の表出を伴わずに言葉で主張しながらや
りとりできることは，遊びや良好な関係性の成立に重要
な役割を果たすと考えられるからである。具体的には，
以下の二点について分析を行う。
（ 1）主張的やりとりのパターンの分類と各パターン
の発達的軌跡　第一の問いは，2歳代には，主張的やり
とりにどのようなパターンがみられ，それぞれのパター
ンはどのような発達的軌跡をたどるのかという点であ
る。先述した先行研究の知見から，2歳代には，攻撃等
の身体的行動や不快情動を表出し合うやりとりのパター
ンが減少し，言葉でのやりとりが成立するようになるこ
とが推測できる。ただし，Fogel et al.（2006）は，古い
パターンから新しいパターンへの変化は突如として起こ
るのではなく，新しいパターンへの移行期に，新旧両方
の特徴を併せ持ち，「橋渡し」の役割を果たすパターン
が増加することを示している。そこで，本研究でも，移
行的なやりとりの存在を考慮してパターンを分類し，各
パターンの発達的軌跡を量的に分析する。それにより，

まずは，主張的やりとりの組織化のあり方とその発達的
変化を把握したいと考える。
（ 2）主張的やりとりの展開過程の発達的変化　第二の
問いは，子ども同士の主張的やりとりの過程が，より具
体的にはどのように変化して，新しいパターンが出現し
たり増加したりするのかという点である。力動的なシス
テムには，変動性が本来的に備わっており，パターンと
しては類似していても，やりとりの過程はその時々で全
く同じではない（Fogel et al., 2006）。本研究の場合，例えば，
何をめぐるやりとりか，どのような自己主張方略が用い
られるか等は毎回違うと考えられる。しかし，あるパター
ンのやりとりが優勢な時期には，やや質的に異なる自己
主張方略が示されたとしても，そのパターン自体は変化
しないかもしれない。発達的変化が可能になるためには，
やりとりの参加者に新しい変化として認識されるような
以前との違い（「違いを生む違い」）が生じることが必要
であり，それが発達の源となる（Fogel et al., 2006）。先述
のように先行研究では，子ども個人の認知・言語的，社
会情動的スキルの発達や大人による社会化が自己主張の
発達に貢献することが指摘されている。しかし，こうし
た要因が子ども同士のやりとりの過程に変化を生じさせ，
そのやりとりの経験がその後の発達を導く役割を果たす
可能性についてはほとんど検討されていない。例外とし
て Eckerman & Didow（1996）は，非言語的な模倣をし
合うやりとりの経験が，協調行動を達成するための言語
的な手段の使用と発達を促す可能性を指摘している。た
だし，この研究は，模倣と協調行動の発達に焦点を当て，
実験室場面での子ども同士のやりとりを観察したもので
ある。本研究では，保育所での葛藤を含む状況における
自己主張の発達に焦点を当て，発達的移行期の主張的や
りとりの過程に，その後の発達を促す可能性のあるどの
ような変化が生じるのかを検討したいと考える。
なお，先述のように，2歳代の自己主張行動の発達的

変化と連動するやりとりの変化を分析するため，年度の
前半に 2歳の誕生日を迎えた 5名を分析の対象とする。
後述するが，対象としたクラスでは，1年を通じて突出
してやりとりが多いペアはみられなかった（Table 3）。
各児が，クラス内のさまざまな子どもとの関わりの中で
主張的やりとりを経験しながら，そのスキルを発達させ
ているように見受けられた。そこで，特定の子ども同士
の二者関係ではなく，各児が他児とやりとりした事例を
すべて分析の対象とする。

方　　　法

調査時期と調査対象　本研究では，野澤（2011b）と
同じ観察データを分析に用いた 2）。調査時期は，2003

2）調査・分析の方法については野澤（2011b）に詳述したため，こ
こでは要点と本研究独自の部分を中心に述べる。
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年 5月～2004年 3月。観察調査の対象は東京都内 1公
立保育所 1歳児クラスの男児 4名，女児 6名の計 10名
である。本研究では，このうち，誕生月が前半の 5名を
分析の対象とした（男児 2名，女児 3名）。分析の際に
は，8月のお盆休みと年末年始の休みを区切りとして，
5月～8月をⅠ期，9月～12月をⅡ期，1月～3月をⅢ期
と，観察期間を 3つの時期に分割した。分析対象の 5名
が経験したやりとりの相手には，誕生月が後半の 5名も
含まれていたため，観察調査の対象とした 10名全員の
性別と各期観察時の月齢を Table 1に示した。担当の保
育者は女性 3名（経験年数は 7年，10年，20年）であっ
た。Ⅰ期終了時（8月）に各保育者に対し，子ども同士
の葛藤や自己主張の発達的意義や介入の仕方について尋
ねた。いずれの保育者も，子ども同士の葛藤や自己主張
を発達において重要なものと捉えており，介入する際に
は，子どもの気持ちに共感すること，相手の気持ちを伝
えること，葛藤の解決法や解決の選択肢を示すことを心
がけていることなどを語った。
観察手続き　午前中の自由遊びと片づけの様子を観
察・録画した。低年齢のため，調査者の存在が脅威とな
らないよう調査開始前に訪問したほか，その日の観察終
了後も午睡前まで保育室にとどまり，必要に応じて保育
を手伝いながら子どもや保育者との関係形成に努めた。
録画は調査者がデジタルビデオカメラを手に持って行
い，クラスの全員が観察の対象となるよう毎回焦点児を
定め，その子どもを中心としつつ周囲の様子を含めて録
画した。各期の訪問は 1～2週に 1回程度 3），録画時間
は 1人 1回につき 10分間であり，各時期に 1人 4回の
録画を行った。ただし，1月に転園した男児（H）につ
いては，Ⅲ期に 1回の録画しかできなかったため，合計
1170分の VTRを分析の対象とした。1回の訪問におい
て焦点児となった子どもは，その日の日課等によって異
なり 2～8名だった。調査者から積極的に働きかけるこ
とは控えたが，子どもからの働きかけに対しては，不自
然にならない程度に応答した。保育者には普段通りに振
る舞うようお願いした。なお，自由遊びの場所や遊びの
内容は多岐にわたり，保育室では，ままごとやパズル，
絵本や玩具等での遊びが主であり，保育室よりもやや空
間の広いホールや空き部屋では，その他に大型積み木や

跳び箱を用いた遊びが行われていた。2階の広めのベラ
ンダでは，三輪車やシャボン玉等の遊び，園庭や公園で
は，三輪車や砂遊び，ブランコ等の遊具での遊びが主で
あった。
分析手続き　自己主張を「他児との間に葛藤が生じて

いたり，潜在的に葛藤を含む場面において，自己の要求
や意図，または他者の行動に対する拒否や不快情動等を，
表出あるいは伝達しようとする行動，また，自己の要求
を実現しようとする行動」とし，VTRから他児への自
己主張によって開始されたやりとりの事例をすべて抽出
した。他児への働きかけが終了した時点を事例の終了と
したが，同じ相手に対する自己主張が 20秒以上の間を
おいた場合は別の事例とした。また，3人以上の子ども
が関わった場合，最も多くのやりとりをしたペアを分析
の対象とした。できるだけ多くの事例を収集するため，
観察の焦点児が関わっていない事例でも，開始から終了
までが明瞭に記録されている場合は分析に含めた。
収集されたすべての事例について，開始時の状況，子
どもの発声・発話・行動，保育者の対応，終了後の状況
を書き起こし，文字記録を作成した。その上で，子ど
もの自己主張方略（①身体的行動：a.物の奪取・保時／
b.身体への働きかけ（攻撃等）／c.距離化／d.その他　
②発声・発話：a.発声／b.要求・拒否／ c.状況の説明
／d.要求の調整／e.泣き／f.その他）と，発声・発話の
声の情動的トーン（ネガティブ／ニュートラル）につい
て分類を行った 4）。声の情動的トーンは，普段の口調と
比べて強い口調，金切り声や叫び声など，発声・発話に
明確な不快情動の表出が伴っているものをネガティブ，

Table 1　観察対象児の性別および誕生月と各期観察時における月齢のレンジ

ID A B C D E F G H I J

性別（誕生月） 男（4） 男（4） 女（6） 女（7） 女（7） 女（8） 女（10） 男（10） 女（1） 男（3）

月
齢

Ⅰ期 25–27 25–27 23–25 22–24 22–24 21–23 19–21 19–21 15–17 14–16

Ⅱ期 29–32 28–32 27–30 26–29 25–29 24–28 22–26 22–25 19–22 18–21

Ⅲ期 33–35 33–35 31–33 30–32 29–32 28–31 27–29 26–26 23–25 22–24

3）各期の間には休みを挟み，保育所のためその期間自体は短いもの
の，休み前後の時期は子どもの人数が少なかったり，休み明けに
は子どもが不安定だったりしたため，観察調査は，休み前後には
間をあけて行った（Ⅰ期とⅡ期の間は約 6週間，Ⅱ期とⅢ期の間
は約 4週間）。 

4）自己主張方略および声の情動的トーンのカテゴリーの定義や分
類の仕方については，野澤（2011b）に詳述した。なお，野澤
（2011b）において，相手の意図を質問・確認する行動を自己主張
方略のカテゴリーの「要求の調整」に含めている。厳密にはこの
行動を自己主張として捉えるのは難しいが，相手に対して完全に
譲歩するのではなく，自分の要求を伝達・実現しようとする過程
で生じた発話のためである。
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それ以外の発話をニュートラルとして分類した 5）。本研
究では，声の情動的トーンがネガティブに分類された発
話による自己主張を「不快な声調の発話」，ニュートラ
ルに分類された発話による自己主張を「平静な声調の発
話」と表記する 6）。心理学専攻の大学院生が訓練を受け
た上で，各時期に観察された事例の 15％（計 66；Ⅰ期
20，Ⅱ期 23，Ⅲ期 23）について，筆者とは別に，VTR

を見ながら子どもの行動の文字記録を作成し，各行動の
分類を行った。子どもの行動の文字記録が一致している
か（行動が生起したものとして記録されているか，身体
的行動と発声・発話が同時に示されたものとして記録さ
れているか等に関する一致）についてκ係数を算出した
ところ，.80であった。また，カテゴリー分類について
の � 係数は，子どもの自己主張 .79，発声・発話の声の
情動的トーン .85であり，ほぼ満足できる数値を得た。
一致しなかった箇所については，録画記録を見直した上
で筆者が最終的に決定した。

結果と考察

予備的分析　
本研究では，収集された全事例（Ⅰ期 136，Ⅱ期 155，
Ⅲ期 151）のうち，ペアの一方，あるいは両方の子ども
が分析対象児 A～Eであり，自己主張によるターン（「X

児→ Y児→ X児」）が，保育者の介入のない状態（保育
者が介入する前や，保育者が介入しなかった場合）で
成立している場合を分析の対象とした。分析の対象と
なった事例数の合計は，Ⅰ期 76，Ⅱ期 50，Ⅲ期 61だっ
た。それぞれの子どもが関わった事例のうち，自己主張
のターンが成立した事例数の割合の平均（括弧内はレン
ジ）は，Ⅰ期 .69（.61– .76），Ⅱ期 .53（.36– .65），Ⅲ期 .58

（.39–76）であった。自己主張のターンが不成立の場合
とは，一方は自己主張をせず，相手の自己主張を無視し
たり，すぐに受け入れたり，保育者が直ちに介入したり
する場合である。個人差があるものの，Ⅱ期とⅢ期では，
自己主張のターンの成立の割合がやや減少していた。他

者の意図理解や情動調整が発達し，一方の自己主張を，
他方がすぐに受け入れたりする場合も多くなるのかもし
れない 7）。
各児の各時期の事例数と，それが各時期の分析対象と
なった事例数合計（Ⅰ期 76，Ⅱ期 50，Ⅲ期 61）に占め
る割合，また，各児について，その子どもが関わった事
例のうち他のどの子どもがどれくらいの割合で相手で
あったかを算出し，相手となった割合が高かった上位 2

番目までの子どもを Table 2に示した。事例数は，Ⅲ期
には Eが多いものの，A，B，Dも少なくはなかった。
Ⅲ期の Cの事例数は 2と非常に少なかったが，これは，
Ⅲ期に Cが保育者に甘えることが多くなり，他児との
関わりが減少したためだと思われる。事例の相手をみる
と，月齢の近い A～Eの間でのやりとりが比較的活発で
あった。ただし，特定のペアの事例の割合のみが 3期を
通じて突出して高いということはなかった。以下の量的
分析では，各児が関わった事例を相手にかかわらずまと
めて分析する。
分析 1：主張的やりとりのパターンの分類と各パターン
の発達的軌跡　
事例の文字記録を子どもごとに時系列に並べて繰り返
し見直したところ，Ⅰ～Ⅲ期にかけてやりとりの中で平
静な声調の発話が多くなり，Ⅲ期には平静な声調の発話
のみでやりとりが成立している場合もみられるように

Table 2　各児の事例数および相手となった割合が高かった上位 2番目までの子ども

A B C D E

Ⅰ期
22（.29）

E（.27），B（.23）
23（.30）

E（.35），A（.17）
13（.17）

E（.23），I（.23）
17（.22）

B（.18），E（.18），F（.18）
31（.41）

B（.26），A（.19）

Ⅱ期
11（.22）

B（.45），D（.18）
17（.34）

D（.35），A（.29）
13（.26）

E（.31），J（.31）
19（.38）

B（.32），J（.16）
12（.24）

B（.33），F（.17），J（.17）

Ⅲ期
16（.26）

E（.56），D（.19）
19（.31）

E（.74），J（.11）
2（.03）

A（.50），F（.50），
22（.36）

E（.36），F（.18），J（.18）
38（.62）

B（.37），D（.21）
注．各期上段は各児の事例数。（　）内の数値は，各児の事例数が，各時期の分析対象となった事例数合計（Ⅰ期 76，Ⅱ期 50，Ⅲ期 61）に
占める割合。

　　各期下段は相手となった割合が高かった上位 2番目までの子ども。（　）内の数値はその子どもが相手となった事例数が，各児の事例
数に占める割合。誕生月が前半の 5名を太字で示した。

5）この分類は，強い不快情動の表出を伴う発声・発話と，葛藤を含
まない状況における普段の声のトーンあるいはそれに近い発声・
発話を区別することを目的とした。ニュートラルな声のトーンに
分類された発声・発話でも，拒否や否定など発話の内容によって
やや不快のニュアンスを伴うものも含まれうるが，強い不快情動
の表出は伴わず，普段の声のトーンに近いという意味で「ニュー
トラル」に含めた。

6）「平静」という訳語は，強い不快情動を伴わない比較的落ち着い
た声のトーンという意味で用いた。特に静かなトーンであること
を強調するものではない。

7）自己主張のターンが成立しなかった場合の発達的変化も興味深い
が，この点についての詳細な検討は今後の課題とする。
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を含まないやりとり】は，Ⅰ期で 5割前後と比較的高い
割合であったが，Ⅱ～Ⅲ期には約 3割以下に減少した。
平静な声調の発話以外の自己主張とは，物の奪取・保持，
身体への働きかけ，距離化，発声，不快な声調の発話等
である。Ⅰ期には特に，互いに相手の物を取る，攻擊す
る，金切り声で主張するなど，比較的激しい葛藤を含む
やりとりが生じていた。次に，【平静な声調の発話とそ
れ以外の自己主張を含むやりとり】は，Ⅱ期に 6割以上
の高い割合に増加した後，Ⅲ期にはやや減少した。これ
は，例えば，玩具を取り合いながら平静な声調で「だめ」
というような場合を含むやりとりである。こうしたパ
ターンが，Ⅲ期で平静な声調の発話のみでのやりとりが
増加してくる以前のⅡ期に多く，新旧両方の特徴を併せ
持つパターンが移行期にピークを迎えるという Fogel et 

al.（2006）の知見と類似した結果だといえるかもしれな
い。一方，【平静な声調の発話のみによるやりとり】は，
Ⅰ期とⅡ期では 1割未満であったが，Ⅲ期には 3割程度
に増加した。
以上の分析では，やりとりのパターンを大まかに分類

してその発達的傾向を把握したものの，Ⅰ～Ⅲ期にかけ
てやりとりの展開過程がどのように変化して，平静な声
調の発話のみでのやりとりの成立につながっていくのか
を検討できていない。そこで，分析 2では，特に移行期
に特徴的にみられた【平静な声調の発話とそれ以外の自
己主張を含むやりとり】について，その展開過程の発達

なった。強い不快情動の表出を伴わない言葉による単純
な拒否や交渉的発話は，不快情動や行動を制御した自己
主張であり，よりスキルフルな自己主張の形態として捉
えられる（Dietz, Jennings, & Abrew, 2005; Kuczynski & 

Kochanska, 1990）。そして，互いに不快情動を表出せず
に言葉でやりとりすることは，意図を相互調整する上で
も有効な方法の一つだと考えられる。そこで本研究では，
平静な声調の発話によるやりとりの成立過程に焦点を当
てることとし 8），やりとりのパターンを以下の 3つに分
類した。やりとりにおいて①両方の子どもが平静な声調
の発話を全く示さない場合を【平静な声調の発話を含ま
ないやりとり】，②両方，あるいはいずれかの子どもに
よって，平静な声調の発話が一つ以上示され，それ以外
の形態の自己主張も示される場合を【平静な声調の発話
とそれ以外の自己主張を含むやりとり】，③両方の子ど
もが平静な声調の発話のみを示す場合を【平静な声調の
発話のみによるやりとり】とした。
方法の部分で述べたように，個々の自己主張方略と発
声・発話の声の情動的トーンについては，既に分類の一
致率を算出している。やりとりのパターンの分類は，事
例ごとに，これらの自己主張方略と声の情動的トーンの
分類が記入された文字記録を見て，上記の定義に従い機
械的に行った 9）。事例ごとに分類を行ったのは，事例の
開始から終了までがやりとりのひとまとまりであり，途
中で区切ることが困難だったためである。それぞれの子
どもの各時期の事例数に占める各パターンの割合を算出
し，パターンごとにⅠ～Ⅲ期の変化を Figure 1に示した。
それぞれの子どもが他児とどのようなやりとりのパター
ンを経験したのかを検討するため，Aと Bのやりとり
など対象児同士のやりとりはペアの両方にカウントし
た。そのため，A～Eの間でのやりとりが多かったことが，
各パターンの発達的軌跡が子ども間で類似していること
にある程度は影響していると考えられる。

Figure 1から，やりとりのパターンの発達的傾向とし
て以下の点が読み取れる 10）。まず，【平静な声調の発話

注．各期における各児の事例数に占める各パターンの割合を算出した。

Figure 1　主張的やりとりの各パターンの発達的軌跡

8）自己主張がスキルフルであるかどうかは，その行動によって主
張が通ったか，意図調整が成功したかなど，行動の結果ややり
とりの推移によって判断するという観点もありうるが，本研究
では，本文中で述べたように Dietz et al.（2005）や Kuczynski & 

Kochanska（1990）の観点を参考にし，平静な声調の発話に着目
することにする。

9）これ以降の分類も，既に一致率を算出した，自己主張方略および
発声・発話の声の情動的トーンの分類に基づき，カテゴリーの定
義に従って機械的に行った。

10）Cは，Ⅲ期の事例が 2つのみだったため，Ⅲ期の値が他児と大
きく異なっていた。
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的変化を詳しく検討する。
分析 2：主張的やりとりの展開過程の発達的変化　
やりとりの展開過程を量的に分析するための一つの方
法は，「X児のある行動→ Y児のある行動」といった行
動の連鎖の移行確率を算出する方法である（Bakeman & 

Gottman, 1997）。しかし，多くのやりとりは連続的な相
互調整を含み，送り手と受け手に役割を分割することは
困難である（Fogel, 1993）。本研究でも，2人の行動が
ほぼ同時に示されるなど，行動の順番を明確に特定でき
ない場合があった。そこで，以下の手順で分析を行った。
まず，【平静な声調の発話とそれ以外の自己主張を含
むやりとり】について，当該児が，相手の行動にかかわ
らず，ある一つの事例中に示したすべての自己主張行動
（一つの場合もある）を「一連の自己主張行動」とした。
いくつかの事例では，例えば，ある子どもが相手の物を
取る，攻撃する，不快な声調で自己主張するなど平静な
声調の発話以外の行動を示した後で，その子どもが行動

を切り替えて平静な声調の発話を示す場合があった。ま
た，相手が自分の物を取る，攻擊する，不快な声調で自
己主張するなどしても，自分は平静な声調の発話のみを
示す場合もみられた。こうした場合は，行動や情動の調
整を示唆しており，発達的に重要な意味を持つと思われ
た。そのため，こうした場合の有無によって，一連の自
己主張行動を〈平静な声調の発話への調整あり〉と〈平
静な声調の発話への調整なし〉に分類した 11）。詳しい定
義はTable 3，分類の具体例はTable 5の事例を参照のこと。
当該児と相手の子どもの平静な声調の発話への調整の

有無の組み合わせについて，各組み合わせの事例数（各
事例はいずれかの組み合わせに分類される）と，それが
各期の【平静な声調の発話とそれ以外の自己主張を含む
やりとり】の合計数に占める割合を算出し Table 4に示

Table 3　一連の自己主張行動の分類

一連の自己主張行動 内容（①か②のいずれかの場合）

平静な声調の発話への調整あり
一連の自己主張において，①平静な声調の発話のみが示されるか，②平静な声調の発話以
外の自己主張が示された後に，平静な声調の発話のみの働きかけが示される場合を含む。

平静な声調の発話への調整なし
一連の自己主張において，①平静な声調の発話が示されないか，②平静な声調の発話以外
の自己主張が示された後に，平静な声調の発話のみの働きかけが示される場合を含まない。

Table 4　平静な声調の発話への調整の有無の組み合わせ

当該児 相手 A B C D E

〈Ⅰ期〉 Ⅰ期　合計 10 10 4 8 12

調整なし 調整なし 9（.90） 7（.70） 3（.75） 7（.88） 8（.67）
調整あり 1（.10） 1（.10） 0（.00） 1（.13） 1（.08）

調整あり 調整なし 0（.00） 2（.20） 1（.25） 0（.00） 3（.25）

調整あり 0（.00） 0（.00） 0（.00） 0（.00） 0（.00）

〈Ⅱ期〉 Ⅱ期　合計 7 12 11 15 8

調整なし 調整なし 3（.43） 4（.33） 4（.36） 6（.40） 4（.50）
調整あり 3（.43） 3（.25） 3（.27） 0（.00） 1（.13）

調整あり 調整なし 1（.14） 1（.08） 4（.36） 5（.33） 2（.25）

調整あり 0（.00） 4（.33） 0（.00） 4（.27） 1（.13）

〈Ⅲ期〉 Ⅲ期　合計 7 11 1 12 20

調整なし 調整なし 4（.57） 4（.36） 1（1.00） 6（.50） 8（.40）
調整あり 1（.14） 2（.18） 0（.00） 2（.17） 4（.20）

調整あり 調整なし 2（.29） 3（.27） 0（.00） 4（.33） 5（.25）

調整あり 0（.00） 2（.18） 0（.00） 0（.00） 3（.15）
注．表中の数値は，【平静な声調の発話とそれ以外の自己主張を含むやりとり】における，当該児と相手の一連の自己主張行動の各組み合

わせの事例数（各事例はいずれかの組み合わせに分類される）。（　）内の数値は，各期の【平静な声調の発話とそれ以外の自己主張を
含むやりとり】の合計数に対する，各組み合わせの割合。頻度が 2以上かつ割合が .25を超える場合を太字にした。

11）この分類は事例ごとに行った。ある事例中に，1人の子どもに
ついて両方のカテゴリーの分類が含まれる場合はない。
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Table 5　特徴的なやりとりの事例

事例 1　Ⅰ期　Cが三輪車を離れている間に Iが乗ってしまう。

C（24か月） 〈平静な声調の発話への調整なし〉 I（18か月） 〈平静な声調の発話への調整なし〉

1．「だめ」と言って近づいてくる
3．自転車を自分の方に引き寄せる
5．「だめ！」と強い口調で言う（a）
7．「だめ！」と強い口調で言って Iを押しやろうとする

2．無反応
4．自転車からどかずに自転車を押さえる 

6．無反応
　担任が「Cちゃん，だめだよ」と声をかける

事例 2　Ⅰ期　Dがブランコに乗っているところへ Eが来る。

E（23か月） 〈平静な声調の発話への調整なし〉 D（23カ月） 〈平静な声調の発話への調整なし〉

1．ブランコに乗っている Dに「かーわってー」
3．「だーめーよ」
5．「やめて！」と強い口調で言って叩き返そうとする
　担任が「Eちゃん，ボール遊びやろうか」と介入する

2．「だーめーよ。だーめーよ」
4．「だめ！」と強い口調で言って Eを叩こうとする（b）
6．叩き返そうとする

事例 3　Ⅱ期　Aと Bが砂場で並んで砂で遊んでいる。

B（30か月） 〈平静な声調の発話への調整なし〉 A（31か月） 〈平静な声調の発話への調整あり〉

1．Aが使っていた木の棒を取る
3．棒を Aから遠ざける
5．棒を引っ張る
6．「だめ」と言って Aの手を押しやる
9．うなずき，「あった」と違う棒を渡す

2．「だめだめ」と言って棒を取り戻そうとする
4．「だめだめ」と言って棒をつかむ
5．Bと同時に棒を引っ張る
7．「だめ？」と尋ねる（c）
10．Bが渡した棒を受け取る

事例 4　Ⅱ期　Dがままごとで遊んでいるところへ Bが加わろうとする。

B（31か月） 〈平静な声調の発話への調整あり〉 D（28か月）　〈平静な声調の発話への調整あり〉

1．Dが遊んでいる玩具を使おうとする
3．別の玩具を使おうとする
5．「Bちゃんのは？」（d）
7．棚にあった玩具のコップを「これ？これ？」と尋ねる
9．「これ？これ？」と言ってぬいぐるみを Dに渡す

2．「ねえ，やめてよ」
4．「ねえ，やめて！」と強い口調で言う
6．「Bちゃんのはね，あっち」
8．「ちがう。これ」と言ってクマのぬいぐるみを Bに示す 

10．ぬいぐるみを寝かせる

事例 5　Ⅲ期　Bが複数の穴に棒を差し込む玩具で遊んでいるところへ Eが来る。

E（30か月） B（33か月）

1．「あとでかわってね。わかった？」（e）
3．「やった，やった，やった，やった」
5．「え？」（聞き取りにくかったための聞き返し）
7．Bの側で様子を見る

2．「いいよ」
4．「まってて」（f）
6．「まってて」

事例 6　Ⅲ期　事例 5の続き。Eは Bの様子を見ながら順番を待っている。

E（30か月） 〈平静な声調の発話への調整あり〉 B（33か月） 〈平静な声調の発話への調整なし〉

1．Bの玩具の穴にさりげなく棒を差し込む
3．「いっかいだけ」（g）
5．Bが棒を入れるのを手伝おうとする（h）
7．手を引っ込めて Bの様子を見る

2．「だめでしょ，だめ」
4．「いっかいだけだよ」
6．Eの手を振り払う

注．〈〉内は，一連の自己主張行動の分類を示す。事例中で，不快な声調の発話を太字にした。事例中の数字は，反応の順番（同時の場合は同
じ数字）。事例 5のみが【平静な声調の発話のみによるやりとり】で，その他の事例は【平静な声調の発話とそれ以外の自己主張を含むや
りとり】である。

した。各期の傾向を反映し，前の時期との違いがあらわ
れている特徴的な事例を Table 5に示した。事例は，A

～Eのうちのできるだけ多くの子どもに類似した経験が
みられるものを選定した。

Ⅰ期におけるやりとりの展開過程　Table 4から，Ⅰ
期では A～Eのいずれの子どもでも，当該児も相手も〈平
静な声調の発話への調整なし〉の場合の割合が約 7～9

割と高かった。Ⅰ期には，初めに平静な声調の発話が
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示されても，その後に平静な声調の発話以外の自己主張
へと展開する場合が多かった。
典型的なパターンとしては，事例 1（Table 5）のよう
に，自己主張に対して相手が行動を変化させないことに
不快を強めたり（下線（a）），事例 2のように，相手の
拒否的な言葉（「だめ」「やめて」等）に対して不快を強
めたりして（下線（b）），不快な声調の発話や攻撃等へ
と行動がエスカレートする場合がみられた。2歳児は，
他児から否定の言葉が向けられたことに悲しみや怒りを
感じる（杉山，2000）。この時期には，相手の拒否的な
言葉を理解するようになる一方，それを自分の目標や主
体性を妨げるものとして自分の視点のみから捉えること
により，不快情動を強める場合が多いのかもしれない。
そして，その後は，互いの不快情動や攻撃行動に誘発さ
れて，強い口調での主張や攻撃を返し合うやりとりへと
展開していくことも多かった。このため，平静な声調の
発話が示されても，この時期に優勢な比較的激しい葛藤
を含むやりとりのパターンが変化することはあまりみら
れなかった。
Ⅱ期におけるやりとりの展開過程　Ⅱ期には，当該児
も相手も〈平静な声調の発話への調整なし〉の場合が約
3～5割に減少し，当該児か相手（または両方）が〈平
静な声調の発話への調整あり〉の場合の割合が増加した。
やりとりの展開過程にも変化が出現していた。この変化
がみられる例として，事例 3と事例 4を挙げる。
まず，Ⅰ期との大きな違いとして，事例 3の Aも事
例 4の Bも，相手の拒否的な発話に対し，不快情動を
強めるのではなく，意図を確認したり尋ねることで交
渉しようとしている点が挙げられる（下線（c）（d））。2

歳から 2歳半以降，自他を区別し，他児の行動を動機
づける意図の存在を理解できるようになる （Brownell, 

Ramani, & Zerwas, 2006; Smiley, 2001）。さらに，自分の
行為を相手の視点からも捉えられるようになることで，
他者の苛立ちに巻き込まれることなく（坂上，2002），
他者の意図を考慮した行動を取れるようになるのだろ
う。興味深いのは，事例 3の Bや事例 4の Dが，相手
に自分の意図を尋ねられたことで，何となく気持ちが切
り替わり，その後の交渉を展開することができたという
ことである。特に，事例 4では，強まりかけた Dの不
快情動が Bの働きかけによって沈静化し，やや月齢の
高い Bの交渉スキルに引っ張られる形で交渉が進行し
ていったように見受けられた。意図理解の発達によって
相手の意図を考慮した行動が取られるようになり，その
行動が相手の情動や行動の調整に貢献したり，交渉の展
開を促す場合が出てくることが示唆される。
以上の事例のような激しい葛藤に発展しそうな場面
で，一方の発話によって他方が情動表出や行動を変化さ
せる事例は，Ⅱ～Ⅲ期に Bと Dの間で事例 4以外にも

みられたほか，CとDやAとEのやりとりでもみられた。
こうしたやりとりの経験は，双方の子どもにとって言葉
による交渉の“成功”として体験され，他児と言葉で意
図を共有できるという認識を促すかもしれない。そして，
さらなる意図理解や交渉スキルの発達とも相まって，強
い不快情動の表出を伴わずに言葉で自己主張や交渉をし
て互いの意図を調整するやりとりの成立につながってい
く可能性が考えられる。Eckerman & Didow（1996）は，
子どもは，非言語的な模倣によって，協調を達成するた
めの言語的やりとりへの「足場かけ」ができると主張し
ている。主張的やりとりにおいては，一方の子どもの相
手の意図を考慮した発話によって他方が情動や行動を調
整するやりとりの経験が，不快情動の表出を伴わずに言
葉で意図調整するやりとりへの足場かけの一部を担う可
能性が考えられるのではないだろうか。
Ⅲ期におけるやりとりの展開過程　Ⅲ期では当該児も
相手も〈平静な声調の発話への調整なし〉の場合が約 3

～5割と概ね横ばいであった。この時期でも，機嫌が悪
かったり，順番待ちが我慢の限界を迎えたりするなどの
状況では激しい葛藤になる場合もあった。また，当該児
が〈平静な声調の発話への調整あり〉で，相手が〈平静
な声調の発話への調整なし〉である場合の割合がやや高
い傾向があった。特に相手が月齢の低い子どもだと，平
静な声調の発話によるやりとりが成立しない場合もある
ためだと考えられる。
一方で，Ⅲ期には，先述のように【平静な声調の発話
のみによるやりとり】が，各児の事例の 3割程度に増加
する。Ⅱ期とⅢ期の違いに着目して文字記録を見直した
ところ，Ⅱ期とⅢ期では事例の開始時に違いがある印象
を受けた。そこで，事例の開始時の自己主張を Table 6

に整理した。まず，各児の事例のうち，最初の自己主張
が平静な声調の発話だった場合（当該児の場合も相手の
場合も含む）の割合が，Ⅲ期には増加していた。また，
最初のターンで 2人の自己主張が両方とも平静な声調の
発話だった場合の割合も，Ⅲ期には増加していた。最初
の自己主張（平静な声調の発話）が当該児の場合を見て
みると，Ⅱ期では B，C，D，Ⅲ期では Eが最初に平静
な声調の発話を示す割合がやや高かった。
以上の結果から，Ⅱ期では，最初に平静な声調の発話
で働きかけることが比較的少ない。最初から不快情動の
表出を伴わずに言葉でやりとりが成立することはあまり
なく，先述のように，やりとりは身体的行動および不快
情動の表出や調整を含みながら展開する場合が多かっ
た。Ⅲ期になると，特に Eが平静な声調の発話で働き
かける場合が増加する一方，A，B，Dが平静な声調の
発話で応答することで，言葉によるやりとりが成立する
ようになる。事例 5のように「あとでかわってね」や「まっ
てて」といった「あとで」や「まって」を含む交渉的表
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Table 6　Ⅱ期とⅢ期の事例の開始時における平静な声調の発話による自己主張

A B C D E

Ⅱ期

最初の自己主張が平静な声調の発話 3（.27） 5（.29） 5（.38） 5（.26） 　2（.17）

最初のターンで当該児と相手の両方に出現 1（.09） 2（.12） 2（.15） 2（.11） 　1（.08）

最初の自己主張が当該児 0（.00） 4（.24） 3（.23） 4（.21） 　1（.08）

Ⅲ期

最初の自己主張が平静な声調の発話 6（.38） 9（.47） 0（–）　 9（.41） 17（.45）

最初のターンで当該児と相手の両方に出現 5（.31） 7（.37） 0（–）　 7（.32） 11（.29）

最初の自己主張が当該児 2（.13） 2（.11） 0（–）　 4（.18） 13（.34）
注．Ⅱ期とⅢ期の事例について，事例の最初の自己主張が平静な声調の発話であった場合（当該児の場合も相手の場合も含む）の頻度を各

期上段に示した。このうち，最初の自己主張のターンが当該児も相手も平静な声調の発話であった場合の頻度を各期中段に，最初の自
己主張（平静な声調の発話）が当該児であった場合の頻度を各期下段に示した。（ 　）内の数値は，各児の各期の事例数合計に対する割合。

現（下線（e）（f））がみられるようになり（A，B，D，
Eでは少なくとも一方の表現はみられた）12），初めに順
番や遊びについて言葉で相互理解を形成するやりとりも
出現した。
そして，事例 6のように相互理解のもとでやりとりが
進行する場合もあった。この事例は事例 5の続きである。
Eはしばらく Bの様子を見ているが，待つのに飽きて
くると，相手の様子を見計らいながら玩具を使おうとす
る。麻生・伊藤（2000）は，2歳半頃の子どもは，大人
の指示に従いつつも課題の単調さを克服しようとする複
雑な意図調整を行うようになると指摘している。子ども
同士のやりとりでも，条件つきで玩具の使用をお願いす
る（下線（g）），相手の遊びを手伝うことを装いながら
さりげなく玩具を使用する（下線（h））など，複雑な意
図調整がみられるようになった。興味深いのは，Eが基
本的には順番の取り決めに従おうとして，相手が拒否や
不快を示した時点で手を出すのをやめたり交渉したりす
るため，激しい葛藤には発展しないという点である。Ⅱ
期では，主に他児の発話がその直後の不快情動や身体的
行動の調整に貢献していたが，Ⅲ期になると，やりとり
の初めに子ども同士の間で言葉によって相互理解が形成
され，それが暗黙的にその後の情動や行動の調整に貢献
する場合も出てくることが示唆される。ただし，子ども
は相互理解の枠組みに素直に従うだけでなく，相手の様
子を見ながら自分の要求も満たそうとする巧妙な意図調
整を展開する場合もあった。なお，相手の様子を見なが
ら玩具を使用する行動は B，D，Eでもみられた。

総合的考察

本研究では，やりとりを力動的システムとして捉える
Fogelらの観点を参考に，子ども同士の主張的やりとり
のパターンの発達的変化（分析 1）と，パターンの発達
的変化を生むやりとりの展開過程の変化（分析 2）を分

析した。その結果，保育所の 1歳児クラスで誕生月が前
半の子どもたちにおける主張的やりとりの発達的変化に
ついて，以下の点が示唆された。
Ⅰ期では，平静な声調の発話を含まず，物の取り合い
や攻撃，不快な声調の発話などによって展開するパター
ンのやりとりが多かった。平静な声調の発話が示された
としても，相手の不快を誘発し，Ⅰ期で優勢なパターン
が変化することはあまりなかった。Ⅱ期には，平静な声
調の発話とそれ以外の形態の自己主張を含むやりとりの
パターンが高い割合に達した。物の奪取や不快な声調の
発話の後で，相手の意図を考慮する発話が示され，その
発話が相手の情動や行動の調整，その後の交渉の展開を
促す場合がみられた。Ⅲ期には，言葉で働きかけ言葉で
応答するというやりとりが成立するようになり，平静な
声調の発話のみによるやりとりのパターンの割合が 3割
程度に増加した。所有の順番や遊びについて言葉で交渉
して相互理解を形成し，相互理解のもとでより複雑な意
図調整が展開される場合も出現した。このように，本研
究では，2歳代の子ども同士の主張的やりとりが，情動
や行動の相互調整の過程を含みつつ再組織化され，強い
不快情動の表出を伴わずに言葉で意図調整を行うやりと
りのパターンが成立してくる過程を示すことができたと
考える。　
各児についてみてみると，結果と考察で指摘したよう
に，主張的やりとりのパターンに類似した発達的変化が
みられ（CのⅢ期を除く），Ⅱ～Ⅲ期に一方の発話によっ
て他方が情動表出や行動を変化させるやりとりを A～E

が経験しており，Ⅲ期に「あとで」や「まって」を含む
交渉的発話（Cを除く）や，相手の様子を伺う行動（A，
Cを除く）が観察された。以上から，ここに示した発達
的傾向が，特に A，B，D，Eについてはある程度はあ
てはまると考えられる。しかし，個人の特質や全般的な
発達程度等の違いにより，細かな発達の過程には個人差
もあると考えられる。さらに，やりとりの発達には，相
手である他児の特質や，その組み合わせなども影響して

12）「あとで」や「まって」を含む表現は，子どもが待てるようにな
る時期を見計らって，保育者が導入したものだと思われる。
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いるだろう。特に，Ⅲ期のやりとりには Eが貢献する
部分が比較的大きかった。こうした点を考慮した分析を
行い，関係性の発達と個の発達を，その相互規定的影響
のダイナミズムに着目して解明することは今後の課題で
ある。
なお，本研究の分析は，保育者の直接的な介入がない
状況でのやりとりを対象としている。一方の発話によっ
て他方の情動表出や行動が切り替わるやりとりが子ども
同士の間で展開し，言葉で意図調整するやりとりへの足
場かけの機能の一部を担う可能性が考察された。一方
で，保育者の直接的な介入のない場合のやりとりにも，
保育者が間接的には影響しているだろう。例えば，山本
（2000）は，子どもは 1歳半を過ぎたころから，保育者
の視線を意識しながら他児とやりとりするようになるこ
とを指摘している。また，本研究では，保育者が導入し
たと思われる「あとで」や「まって」を含む表現が，子
どもたちによって自発的に使用されるようになった。保
育者の視線や保育者が導入した自己主張方略が，子ども
同士のやりとりにどのように取り込まれるのか，どのよ
うな介入や見守りが子ども同士のやりとりの発達を促す
のかについても，今後検討すべき課題である。
また，本研究では，スキルフルな自己主張の一形態と
して，特に平静な声調の発話に着目して分析を行った。
しかし，事例 6でみられた「相手の遊びを手伝うことを
装いながらさりげなく玩具を使用する」などの行動は，
身体的行動ではあるが，巧妙な意図調整を含むスキルフ
ルな行動として捉えられるかもしれない。今後は，平静
な声調の発話以外の行動にも着目して，やりとりの発達
過程をより詳しく検討していくことが必要であろう。
さらに，本研究の知見は，1クラス 10名のうち，誕
生月が前半の 5名に関するデータを対象とした分析から
得られたものであり，一般化可能性には限界がある。特
に，同じ 2歳代でも，クラス内で誕生月が後半の子ども
たちは，自分よりもややスキルフルな他児とのやりとり
の経験が多くなると考えられるため，発達過程が異なる
可能性もある。クラス内の年少の子どもたちを含め，よ
り多くの子どもを対象とした検討が必要である。　　
以上の課題に取り組むことで，個々の子どもが他児や
保育者とのやりとりを通じて自己主張を発達させていく
過程をより精緻に明らかにすることが望まれる。
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本研究では，子ども中心で子どもとの体験を享受する「共有型」養育態度と，子どもにトップダウン
に関わり，罰を与えることも厭わない「強制型」養育態度の，絵本の読み聞かせ場面（絵本場面）にお
ける母子相互作用の比較検討を行った。対象は 3–6歳児とその母親 29組で，母子にとって新奇な絵本場
面を録画観察した。結果，養育態度による絵本場面の相互作用の違いは，母親のことばかけの認知的な
水準ではなく，絵本場面を取り巻く情緒的雰囲気に現れた。また，子どもの年齢にかかわらず「共有型」
養育態度の母親は子どもに共感的で，子ども自身に考える余地を与えるような関わりが多い一方で，「強
制型」養育態度の母親は，指示的で，子ども自身に考える余地を与えないトップダウンの説明の多い傾
向があった。さらに，それぞれの関わりのもとで子どもの絵本に対する関わり方にも違いがあり，「共有型」
養育態度のもとで，子どもはより主体的に絵本に関わっていることが明らかになった。
【キーワード】　母子相互作用，絵本場面，養育態度，情緒的雰囲気，子どもの主体性

問　　　題

絵本の読み聞かせは子どもの言語発達やリテラシー
発達を促す日常的な母子相互作用である（Bus, van 

IJzendoorn, & Pellegrini, 1995; Scaborough & Dobrich, 

1994）。これまでの研究では，言語発達やリテラシー発
達には，「どれだけ読み聞かせするのか」という読み聞
かせの量よりも「どのように読み聞かせるか」という
読み聞かせの質が重要だということが指摘されている
（Reese, Cox, Harte, & McAnally, 2003）。絵本の読み方に
は個人差が大きい（大村・荻野・遠藤・針生，1990; 外山，
1989）ことから，質に関する検討によってその個人差の
説明要因を明らかにすることは重要である。そこで本研
究では実際の相互作用場面の観察から読み聞かせの質を
明らかにし，それが母親の養育態度とどのように関連し
ているのか，子どもの言語発達に与える影響も含めて議
論することを目的とする。
読み聞かせの質に影響を与える要因としては，これ
まで親の属する社会経済的地位（SES）や文化につい
て検討されてきた。例えば SESの高い母親は SESの低
い母親よりも洗練された多様な言語表現を使用するこ
と（Ninio, 1980），SESの低い母親は中程度の SESの母
親よりも指示的な言語を使用すること（Hammer, 2001）
などが明らかにされている。また，日米の絵本の読み
聞かせ場面（絵本場面）の比較を行った Murase, Dale, 

Ogura, Yamashita, & Mahieu （2005）は，欧米では言語的
な相互作用が中心で情報志向的なのに対し，日本では情

緒志向的で子どもとの共感に焦点を当てた読み聞かせが
行われていることを明らかにした。これらの知見は，絵
本場面における相互作用のスタイルが日常的な母子間の
相互作用スタイルと関係が深いことを示唆している。し
かし日常の相互作用スタイル（養育態度）を直接要因と
して検討した研究は少ない。
内田ら（Uchida & Ishida, 2011; 内田・浜野・後藤，

2009; 内田ほか，2010, 2011）は，一連の大規模短期縦
断調査から母親の SESや養育態度が子どもの言語発達
に与える影響を明らかにした。SES要因を統制して分析
したところ，小学 1年での PISA型読解力（考え，論述
する力）を強く予測する幼児期の語彙力は，「うちで子
どもと楽しい時間を過ごす」「子どもと一緒に旅行や外
出するのが好きだ」といった子ども中心で子どもとの体
験を享受する「共有型」養育態度（以下，「共有型」）の
もとで高く，一方「子どもにはできるだけ私の考え通り
にさせたい」「子どものした悪いことは，みな何かの形
で罰を与えるべきだと思う」など，子どもにトップダウ
ンに関わり，子どもに罰を与えることも厭わない「強制
型」養育態度（以下，「強制型」）のもとでは低いことが
明らかになった。このことは，親の SESが子どもの語
彙力や学力に影響を与える際には調整要因として親の養
育態度が存在することを示している。絵本場面において
も，Gest, Freeman, Domitrovich, & Welsh（2004）は，読
み聞かせの頻度が子どもの語彙力に与える効果を日常的
な相互作用の質が調整することを示し，絵本の読み聞か
せが子どもの語彙力に正の影響を持つのは，日常的に子
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どもとの言語的やりとりを多用する親のもとのみで，子
どもを指示的に統制しようとする親のもとではなかった
ことを明らかにした。Gest et al. （2004）が用いた日常
的な相互作用タイプの対は「共有型」と「強制型」とい
う養育態度の対と類似したものであると考えられるが，
実際にそれぞれの親のもとでどのような読み聞かせが行
われていたのかは明らかではない。そこで本研究では，
内田らの大規模短期縦断調査の知見を前提に，絵本場面
において「共有型」のもとでは子どもの語彙力を育むよ
うな関わりがなされており，「強制型」のもとではそれ
とは反対の関わりがなされていると考え，母親の養育態
度で群分けを行い，絵本場面におけるそれぞれの実際の
相互作用を比較検討していく。
絵本の読み聞かせ方に関する研究では，内容の展開
に関する予測や登場人物の感情の推論，出来事が生じ
た理由説明のように，文章や絵から直接得られない情
報，すなわち認知的要求度の高い発話を用いた相互作用
が子どもの語彙力を予測することが明らかにされている
（Haden, Reese, & Fivush., 1996;  Pellegrini, Brody, & Sigel, 

1985）。しかし，子どもの年齢が低く語彙力が低い場合
や絵本に対するなじみ度が低い場合には，絵の描写やラ
ベリングのように文章や絵から直接得られるような情
報に関する発話，すなわち認知的要求度の低い発話が
語彙発達に効果的だという知見（Blewitt, Rump, Shealy, 

& Cook, 2009; Reese & Cox, 1999）もある。本研究では
養育態度による読み聞かせの違いを検討するため，絵本
の要因を統制し，全ての子どもにとって新奇な絵本場面
を研究対象とする。したがって，子どもの年齢がより低
い場合には文章や絵から直接得られる情報に関する発話
（認知的要求度の低い発話）が多いが，子どもの年齢が
高い場合にも文章や絵から直接得られない情報に関する
発話（認知的要求度の高い発話）は少ないことが予想さ
れる。しかし養育態度による使用傾向の違いについては
先行知見がなく明らかでないため，本研究で検討を行う。
読み聞かせの質は必ずしもこれまで述べてきたような
母親の言語的側面にのみ反映されるとは限らない。De 

Temple & Snow（2003）は，朗読の抑揚や読みの流暢
さ，読み聞かせ中の居心地の良さに，その読み聞かせ
の質が反映されることを指摘している。また Bus & van 

IJzendoorn （1995）は，子どもにとって読み聞かせに対
する主な動機は，その場面が提供する親密さであり，そ
こでの相互作用が子どもにとって意味あるものと感じら
れるのであれば，読み聞かせに対する態度を改善すると
主張している。特に，言語主義の米国に対し，感情の共
鳴を重視する日本（Fernald & Morikawa, 1993; Murase et 

al., 2005）では，会話のコード化から明らかになる言語
的側面だけでなく，このような情緒的側面に着目するこ
とは有益であると考えられる。したがって本研究では，

養育態度によって言語的側面よりもむしろ情緒的側面に
おいて違いが現れる可能性があると考え，検討を行う。
では，読み聞かせ中の母親の関わりが養育態度によっ
て異なる場合，そこでの子どものふるまいにどのよう
な違いがあるだろうか。Gest et al. （2004） は，Darling & 

Steinberg （1993）の養育態度の文脈モデルを援用し，日
常の相互作用スタイルが子どもの語彙発達に影響するプ
ロセスを媒介するものとして子どもの応答性を示唆して
いる。日常的に子どもとのふれあいを大切にする親のも
とでは，子どもは親の対話しようという試みに快く応
じ，自らも積極的に絵本に関わろうとする。つまり，子
どもとの体験を日常的に共有，享受しようとする「共有
型」のもとでは，子どもにトップダウンに関わる「強制
型」のもとよりも，子どもは絵本に対して興味関心を持
ち，自ら進んで絵本に関わろうとするのではないかと考
えられる。これまでも子どもが読み聞かせに対して主体
的に関わることが言語発達にポジティブな影響を与える
ことが指摘されてきた（Pellegrini, Perlmutter, Galda, & 

Brody, 1990; Kang, Kim, & Pan, 2009）。しかし，実際に子
どもの指標を取り上げて検討したものは少ない。そこで
本研究では，子どもの語彙発達との関連が明らかになっ
た各養育態度の実際の絵本場面において，母親の関わり
だけでなく，そこでの子どもの絵本に対する関わりを検
討することにした。
以上をふまえ，本研究では以下の仮説について検証す
ることを目的とする。
仮説 1：「共有型」の母親は，「強制型」の母親よりも
情緒的な質の高い読み聞かせをする。
仮説 2：「共有型」の母親のもとで，子どもは主体的

に絵本の読み聞かせに参加する。

方　　　法

参加者　千葉県にある私立幼稚園（1園）で協力を募
り，研究への参加と録画記録の承諾を得られた 30組の
母子を対象とした。分析対象は，絵本場面に第 2子が同
席し，母親の声かけに影響を与えたと考えられる 1組を
除く 29組であった。子どもの平均年齢は 5歳 10ヶ月（範
囲3歳8ヶ月～6歳8ヶ月）であった。SDQ尺度（Goodman, 

2006）から，子どもの問題行動や向社会性行動の特徴に
違いのないことを確認している。母親は専業主婦で，同
じ地域に住み，同じ幼稚園に子どもを通わせていること
から，社会経済的地位（SES）は比較的均一な集団と考
えられる。
手続き　事前に母親に対してしつけスタイル尺度（内

田ほか，2009）を実施して母親の養育態度の測定を行っ
た。観察は著者を含む女性調査者 2名が行い，参加者の
自宅あるいは自宅風に模したアパートの一室で絵本場面
の録画記録を行った。教示は「いつもと同じようにお子
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さんに絵本を読んであげて下さい」のみで，読み聞かせ
の場所や母子の位置関係，読み聞かせにかける時間など，
他の教示は一切行わなかった。調査者が用意した絵本は，
『きつねのおきゃくさま』（あまんきみこ文，二俣英五郎
絵，サンリード）であり，子どもにとって新奇な絵本で
あることを確認してから用いた。死をテーマとして扱っ
ているため，幼児に対して読まれることが少ない絵本で
あること，子どもにとっては物語の展開の予測可能性が
低く，絵本に対する主体的な探索行動が生起しやすいと
考えられることから選定した。　　
母子の群分け　各群の参加者特性を Table 1に示す。
しつけスタイル尺度の共有型得点と強制型得点の平均
値差から，母親を共有型群と強制型群に分類した。ま
た，発達的変化に対する示唆を得るために，各養育態度
群の子どもの平均年齢を基準に，年齢低群，年齢高群
に分類した。要因の操作ができていることを確認する
ために，各養育態度得点について，養育態度（共有型・
強制型）×年齢（低・高）の 2要因分散分析を行った。
統計処理には PASW Statistic18を用いた（以下同様）。
結果，共有型得点は養育態度の主効果のみ有意（F（1, 

25）=7.89, p<.05）で，共有型群で有意に高く，強制
型得点は養育態度の主効果のみ有意（F（1, 25）=21.74, 

p<.001）で，強制型群で有意に高かった。
分析の方針　本研究は大きく 2つの分析から構成され
た。分析 1は母親の子どもに対する関わりを中心に，絵
本場面における各養育態度の関わりの特徴を明らかに
し，仮説 1を検証することを目的として行った。分析 2

では子どもの絵本に対する関わりから仮説 2を検証し，
子どもの絵本に対する主体的な関わりと母親の関わりと
の関連について明らかにすることを目的として行った。
分析 1では言語，情緒の両側面から分析を行った。言語
的側面の分析は録画記録中に母子が行った発話行動を全
て文字化して用いた。一方，情緒的側面の分析には録画
映像を利用し，母親の群分けを知らない調査者とは独立
した評価者 2名が評定を行った。分析 2は文字化した資
料を用いて行った。

分析Ⅰ　母親の子どもに対する関わり

言語的側面
子どもが絵本の読み聞かせに参加するための直接的な

足場かけになっていると考えられる母親の発話を対象と
するために，子どもの発話に先行してなされた母親の発
話に関して分析を行った。母親の発話が子どもの発話
にどれだけ先行するのかに関して分析してから，その
先行発話の内容について分析を行った。先行発話の内
容は，先行研究（Blewitt et al., 2009; Haden et al., 1996; 

Pellegrini et al., 1985; Reese & Cox, 1999）を参考に，文
章や絵から直接得られる情報（認知的要求度の低い発話）
と，文章や絵から直接得られない情報（認知的要求度の
高い発話）とに分類した。例えば「これがひよこで，こ
れがきつね」といった絵に描かれている対象のラべリン
グや，「きつねさん，転んじゃってるね」といった絵の
描写，「『よくある，よくあることさ』だって」といった
単純なテキストの繰り返しは前者に含んだ。一方，「き

Table 1　参加者特性および各発話平均生起頻度（標準偏差）

共有型群 強制型群

年齢低群 年齢高群 年齢低群 年齢高群

性別（人数） 男（n =5），女（n =2） 男（n =3），女（n =4） 男（n =7），女（n =2） 男（n =2），女（n =4）

年齢（範囲） 4 :1（3 :8～4 :5） 6 :1（5 :6～6 :7） 4 :4（3 :8～4 :11） 6 :0（5 :7～6 :8）

共有型得点 3.6（0.3） 3.4（0.3） 3.1（0.3） 3.2（0.3）

強制型得点 1.9（0.2） 1.8（0.5） 2.4（0.2） 2.4（0.3）

総MIU 61.9（43.8） 33.6（23.5） 33.6（25.2） 31.7（42.9）

総 CIU 4.0（3.5） 4.9（5.8） 6.4（4.5） 3.2（4.2）

先行MIU 2.3（2.2） 1.3（1.5） 3.1（3.0） 1.0（2.0）

要求度低 1.7（1.6） 0.9（0.9） 2.7（2.6） 0.3（0.5）

要求度高 0.6（0.8） 0.4（0.8） 0.4（1.0） 0.3（1.6）

主体性発話 CIU 0.6（0.8） 2.1（2.0） 1.8（2.5） 0.3（0.8）

余地あり 0.6（0.8） 1.9（1.6） 0.3（0.5） 0.0（0.0）

余地なし 0.0（0.0） 0.3（0.5） 1.4（2.6） 0.3（0.8）
注．n は人数を示す。MIUは母親の発話のアイディアユニット，CIUは子どもの発話のアイディアユニットを示す。先行MIUは子どもの発話
に先だって行われた母親のアイディアユニットを示しており，その内容が子どもにとって認知的要求度の低いもの（要求度低）か高いもの（要
求度高）かで区別されている。主体性発話とは，子どもが絵本の内容に対して自発的に驚きや疑問を示した発話であり，それに対する母親
の反応が，子どもに考える余地を与える反応（余地あり）と，子どもに考える余地を与えない反応（余地なし）に区別されている。
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つねさん，嬉しいのかな」といった登場人物（動物）の
感情の推測や，「ひよこさん，さっきより太ったね」といっ
たページをまたいだ対象の変化に対する言及は後者に含
んだ。母親の先行発話の内容分類に関して，調査者と独
立した評定者 1名との間の一致度を算出したところ，信
頼性係数 � は 0.78であった。
情緒的側面

Erickson, Sroufe, & Egeland （1985）の尺度を参考にし
た。この尺度は，構造化された課題での母親の情緒的援
助の質を査定するために開発されたもので，絵本場面
でも用いられている（Bus, Leseman, & Keultjes, 2000）。
本研究では，この尺度を参考に以下の 4項目について 7

件法で母親の情緒的援助を査定した。 （1） 母親が子ども
に，適切なタイミングで温かいサポート（声かけ，うな
ずき，視線）を与えている。（2） 母親は，子どもの主体
性を尊重している。（3） 母親が，読み聞かせの場面を設
定し，子どもを読み聞かせに導いている。（4） 母親の声
かけは，子どもを絵本の世界に引き込むようなものであ
る。調査者とは独立した，母親の群分けを知らない 2名
が査定を行った。2名の間で 2点以上の差があった箇所
については協議して評定を決定した。協議前の 2名の間
の一致度を算出したところ，信頼性係数 � は，（1）0.89，
（2）0.84，（3）0.74，（4）0.79であった。
結果と考察 1：言語的側面　
読み聞かせ中に生起した各発話アイディアユニット

（IU；1 IU＝ 1 argument+1 relation）数を Table 1に示
す。全体での母親の発話 IU数（MIU）と子どもの発話
IU数（CIU）に養育態度や年齢による差はなかった。ま
ず，子どもの絵本に対する発話に，母親の発話が先行す
る割合について，角変換後，養育態度（共有型・強制型）
×年齢（低・高）の 2要因分散分析を行った。養育態度，
年齢はともに参加者間要因である。その結果，年齢の主
効果が有意傾向（F（1, 25）=3.55, p =.07）で，子どもの
絵本に対する発話に先行して母親がことばかけしている
割合は，子どもの年齢が高いとき（M =23.0, SD =32.4）
よりも子どもの年齢が低いとき（M =47.9, SD =36.3）
の方が高い傾向が明らかになった。これは，養育態度に
かかわらず，母親は子どもの年齢が低いときに子どもか
らの発話を促すために，より多くの言語的はたらきかけ
をすることを示唆している。次に，母親の先行発話の質
について検討した。認知的要求度の低い発話が母親の先
行発話に占める割合について，角変換後，養育態度（共
有型・強制型）×年齢（低・高）の 2要因の分散分析を
行った。その結果，年齢の主効果が有意傾向（F（1, 25）
=3.85, p =.06）で，認知的要求度の低い発話は，子ど
もの年齢が低いとき（M =65.9, SD =42.4）の方が，子
どもの年齢が高いとき（M =32.3, SD =42.7）よりも多
い傾向にあった。これは，養育態度にかかわらず，母親

は子どもの年齢が低いときに絵の描写やラベリングのよ
うな文章や絵から直接得られる情報に関する発話で子ど
もの読み聞かせへの参加を促していることを示してい
る。一方，認知的要求度の高い発話が母親の先行発話に
占める割合について同様の分析を行った結果，いずれの
主効果も交互作用も見られなかった。このことは，養育
態度や年齢にかかわらず，母親は子どもの参加を促す発
話としては文章や絵から直接得られない情報についての
発話を用いていなかったことを示している。子どもに
とってそもそも認知的負荷が高い新奇な絵本の読み聞か
せでは，年齢が高くても認知的要求度の高い発話は控え
ることが考えられる。よって本分析からは，母親は子ど
もの年齢が低いときには，絵のラベリングや描写といっ
た認知的要求度の低い発話で子どもの物語理解や読みへ
の参加を促す言語的はたらきかけをより積極的に行う
が，子どもの年齢が高くなると，その度合いを調整して
余計な言語的関わりを控えることが示唆された。そして
新奇な絵本の読み聞かせにおいては，認知的要求度の高
い発話は年齢が高くても行わないことが明らかになっ
た。いずれにしても，言語的側面においては養育態度に
よる違いは見られなかった。それでは，情緒的側面では
養育態度による違いは現れるのだろうか。
結果と考察 2：情緒的側面
先行研究にならい，2名の 4項目の得点合計を情緒的
援助得点（Max=56）とした。情緒的援助得点に関し
て，養育態度（共有型・強制型）×年齢（低・高）の 2

要因の分散分析を行った。結果，養育態度の主効果が有
意（F（1, 24）=7.23, p<.05）であり，共有型群（M =41.8, 

SD =5.0）は強制型群（M =35.9, SD =5.9）よりも情緒
的援助得点が高いことが明らかになった。
この情緒的援助は，実際の母子相互作用の中でどのよ
うに現れるのだろうか。子どもが注意散漫になっている
状況の事例（Table 2），ひよことあひるとうさぎをおお
かみから守って死んでしまったきつねをめぐる相互作用
の事例（Table 3）について，情緒的援助得点の高かった
共有型群の事例と，強制型群の事例の比較検討をしてい
く。まず，子どもが絵本に集中していない状況において，
共有型群（Table 2–1）では，母親は注意散漫な子どもに
対して直接的な注意喚起は行わず，「きつねさん，どこ
ですかー？」や「むかーしむかし。おじいさんとおばあ
さんがいました」という絵本内容に関する発話を用いな
がら，子どもの注意を自然と絵本へと引き戻すことに成
功していた。それに対して強制群（Table 2–2）では，注
意散漫な子どもに対して「そこ座ってよ」や「よそ見し
ていると，お母さん読めないよ」という直接的な注意喚
起を何度も繰り返すことによって子どもの注意を何とか
絵本へ戻そうとしており，絵本の読み聞かせにあたって，
子どもがきちんと座り，聞く姿勢を整えることを重要視
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的側面ではなく情緒的側面に現れることが明らかになっ
た。事例からは，共有型群では，子ども中心で温かく，
柔軟な関わりが行われている一方，強制型群では，母親
中心で指示的な，柔軟性に欠けた関わりが行われている
ということが明らかになった。それでは，このような母
親の情緒的援助の違いは，絵本場面における子どものふ
るまいにどのような影響を与えているのだろうか。

分析Ⅱ　母親の関わりと子どもの絵本に
対する関わりとの関連

言語的側面　
読み聞かせ中に，子どもが絵本の内容に対して自発的

に驚きや疑問を示した発話を「主体性発話」として抽出
した（Table 1）。本研究で用いた絵本は物語の展開の予
測が難しく，絵本に積極的に関わっているほど，このよ
うな発話が多いと考えられるためである。特に，プラン
ニング能力が発達した高年齢児で多いことが予想され
る。主体性発話について，調査者と，独立した評定者と

している様子が窺えた。次に，主人公のきつねをめぐる
共有型群と強制型群の相互作用（Table 3）を比較検討す
る。まず，共有型群（Table 3–1）では，子どもが主人公
のきつねが死んでしまうという，予想もしていなかった
出来事に直面したときに，母親が子どもの驚きや悲しみ
の気持ちを受け止め，共感していることが窺える。そし
て答えを明示してしまうのではなく，子どもが納得して
次に進むまで十分に考える時間を与え，共感的に待つ様
子が見られた。一方，強制型群（Table 3–2）では，母親
は読み聞かせが終わると途端に子どもから体を離し，お
話に対する理解を問うような質問を投げかけていた。子
どもからの質問に対しては，説得的に説明しようとする
様子が見られた。子どもの「（きつねだっておおかみみ
たいに爪が）ちょっと生えてる」というささやかな反論
も，母親は受け入れず，「え，でもだって（おおかみの
爪は）こんなにすごいんだよ」と自分の考えを押して，
子どもを黙らせてしまう様子が見られた。
以上分析Ⅰより，共有型群と強制型群の違いは，言語

Table 2–1　情緒的援助得点の高い例（共有型群女児 44ヵ月）

発話者 発話（行動）

C 2ページだ！（別の場所へ移動する）

M うん，ひなちゃん，きつねさん，どこですかー？

C （うろうろする）

M むかーしむかし。おじいさんとおばあさんがいました（Cを目で追いながら）

C （Mと顔を見合わせる）

M あれ？

C あれ？

M ちょっと違うね（Cと一緒に視線を絵本に戻して朗読開始）
注．Mは母親，Cは子どもを示す。

Table 2–2　情緒的援助得点の低い例（強制型群男児 48ヵ月）

発話者 発話（行動）

C （別の場所へ移動する）

M じゃあ，そこ座ってよ（Cを見て，下を指差す）

C （Mの横に座る）

M そこでいい？じゃあ読むよ，いいですか？

C うん（返事をしながら違う方を見ている）

M これ何ですか？（指差す）

C きつねー（ちらりと見るが，すぐによそ見をする）

M うん。だいちゃんよそ見していると，お母さん読めないよ。じゃあ，半分持ってごらん（絵本を Cの方へ差し出す）

C （持ちつつ，よそ見している）

M （朗読開始）

C （絵本に注意を戻す）
注．Mは母親，Cは子どもを示す。
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の間の一致度を算出したところ，信頼性係数 � は，0.76

であった。本分析ではさらに，このような子どもの発話
が母親の関わりと関連しているかどうかを検討するた
め，母親の反応を，子どもの疑問や驚きに共感し，とも
に考える「考える余地あり」反応（Table 4–1）と，子ど
もの疑問や驚きに対して答えを明示したり，説得的な説
明をしたりする「考える余地なし」反応（Table 4–2）に
分類し，発話連鎖の分析を行った。母親の反応に関して，
調査者と，独立した評定者との間の一致度を算出したと
ころ，信頼性係数 � は，0.84であった。
非言語的側面　
絵本の導入場面は，新しいものに対する子どもの興味
をかきたて，探索が起こりやすい場面だと考えられる。
そこで，表紙を子ども自らページをめくったり絵本の中
身をパラパラと見たりする行為を「主体的な探索行為」
として抽出して検討した。また，これらの行為と母親の
関わりとの関係を明らかにするため，同じ絵本の導入場

面における母親の行動についても検討した。特に，子ど
もの探索行為とは反対の性質をもつ，子どもに表紙の絵
をラベリングさせたり，タイトルの文字読みをさせたり
する母親主導の行為について取り上げた。
結果と考察 1：言語的側面
読み聞かせ中に生起した子どもの主体性発話に関する
各発話のアイディアユニット（IU）数および標準偏差
を Table 1に示す。子どもの主体性発話が子どもの全発
話数に占める割合（Figure 1）について，角変換後，養
育態度（共有型・強制型）×年齢（低・高）の 2要因分
散分析を行った。その結果，養育態度と年齢の交互作用
が有意（F（1, 25）=4.75, p<.05）だった。単純主効果検
定より，年齢が高いときに，有意に共有型群で子どもの
主体性発話が多い傾向があった（p =.07）。さらに，子
どもの主体性発話に対する母親の反応（Figure 2）のうち，
「考える余地あり」反応と「考える余地なし」反応の占
める割合それぞれについて，同様に分析を行った。その

Table 3–1　情緒的援助得点の高い例（共有型群女児 44ヵ月）

発話者 発話（行動）

M きつねさん，死んじゃった（Cを見る）

C （Mと目を見合わせて悲しそうな顔をする）

M みんなを守るためにね…ゆうきりんりんで戦ったから

C （ページを戻して 3ページ前からもう一度見ていく）

M どうしてどうして？　きつねさん，こんなぼろぼろになって死んじゃった

C （Mと一緒にページを持ってめくる）
注．Mは母親，Cは子どもを示す。

Table 3–2　情緒的援助得点の低い例（強制型群女児 67ヵ月）

発話者 発話（行動）

M 「とっぴんぱらりのぷう」だって（文字を指しながら読み，Cを見て笑う）

C （Mの顔を見て笑う）

M 分かった？（それまで Cに近づけていた体を離し，少し大きな声で言って Cを見る）

M きつねさん，ほんとはどうしたかったんだっけ？（Cを見る）

C 食べたかった（Mを見て，小さな声で）

M 食べたかったの？（Cを見て）

M だけど，その前に戦って（ページ 15に戻す）死んじゃったんだって。ほら。（Cを見る）

C なんで戦って？（Mを見て，小さな声で）

M んとね（ページ 14に戻す），おおかみって，きつねより全然大きいでしょ。

C うん（絵を見ている）

M だから強いの。見て（おおかみを指さして），だって，こんな牙だってすごいんだよ，爪だって。

C ちょっと生えてる（きつねの爪を指さす）

M え，でもだってこんなにすごいんだよ（おおかみの爪を指さして Cを見る）

C （黙る）
注．Mは母親，Cは子どもを示す。
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結果，「考える余地あり」反応で養育態度の主効果が有
意（F（1, 25）=6.19, p<.05）であり，共有型群で子ども
の疑問や驚きに共感し，答えを与えるのではなく，子ど
もと一緒に考えたり，子ども自身が考えることを促した
りするような反応が有意に多いことが明らかになった。
そして「考える余地なし」反応は，養育態度の主効果が
有意傾向（F（1, 25）=3.49, p<.10）で，強制型群では答
えを教えてしまい，子ども自身に考える余地を与えない
ような反応が多い傾向が明らかになった。
したがって，子どもの主体性発話には，子どもの年齢
が高いときに養育態度の違いが見られた。また，子ども
の年齢にかかわらず，共有型群では，常に子どもの主体
性発話に対して考える余地を与える発話が多く，強制型
群では，逆に，子どもに考える余地を与えない発話が多

いことが明らかになった。このことから，共有型群では，
子どもに考える余地を与えるため，子どもの主体性発話
が促され，子どもの年齢が上がるとともに多くなってい
く一方，強制型群では，子どもの主体性発話に対して，
子どもに考える余地を与えず，答え明示的に説明する傾
向があるために，子どもがもはや考えることをやめてし
まい，主体性発話が少なくなっていくという可能性が示
唆された。
結果と考察 2：非言語的側面
主体的な探索行為について，共有型群では，年齢低群

で 7名全員，年齢高群で 7名中 4名に見られたのに対し，
強制型群では，年齢低群で 9名中 2名，年齢高群で 6名
中 2名のみであった。そこで，年齢群ごとに養育態度
（共有型・強制型）×探索行為（有・無）の Fischer の直

注．p <.10は“†”とする。各平均に交差した箱ひげは標準偏差を
示している。主体性発話とは，子どもが絵本の内容に対して自
発的に驚きや疑問を示した発話である。

Figure 1　子どもの全発話に占める主体性発話の割合

注．p <.05は“*”とし，p <.10は“†”とする。各平均に交差した
箱ひげは標準偏差を示している。余地ありとは子どもに考える
余地を与える反応，余地なしとは子どもに考える余地を与えな
い反応である。

Figure 2　子どもの主体性発話に対する母親の各反応タ
イプの割合  

Table 4–1　主体性発話と考える余地を与える反応例（共有型群男児 44ヵ月）

発話者 発話（行動）

M 「そうとも。よくある，よくあることさ」

C えっ！食べるの？　この人がこれを？（きつねとひよこを指さす）

M どうだろうね？　どうなるだろう？
注．Mは母親，Cは子どもを示す。

Table 4–2　子どもの主体性発話と考える余地を与えない反応例（強制型群男児 56ヵ月）

発話者 発話（行動）

M 「やせたひよこがやってきた」（ひよこを指さしながら）

C ひよこってどうしたんだろう？

M やせちゃったんだって。食べ物食べてないからやせちゃったんだって。
注．Mは母親，Cは子どもを示す。

†

†*
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接確率法による検定を行ったところ，年齢高群では，養
育態度による有意な偏りはなかったが，年齢低群では，
養育態度による有意な偏りがあり （p <.01），共有型群
では強制型群よりも多くの主体的な探索行為を行ってい
た。一方，子どもに文字を読ませたり，表紙の絵のラベ
リングをさせたりする母親主導のやりとりは，共有型群
では年齢高群でも年齢低群でも 7名中 1名のみであった
のに対し，強制型群では，年齢高群では 6名中 1名のみ
であったが，年齢低群では 9名中 8名で見られた。年齢
群ごとに養育態度（共有型・強制型）×母親主導のやり
とり（有・無）の Fischer の直接確率法による検定を行っ
たところ，年齢高群については養育態度による有意な偏
りはなかったが，年齢低群については母親の養育態度に
よる有意な偏りが見られ（p <.01），強制型群では共有
型群よりも有意に多く母親主導のやりとりが行われてい
ることが明らかになった。
よって，絵本の導入場面では，年齢が低いときに養育
態度による違いが見られた。共有型群では，子ども主導
で，子どもの興味関心に沿った主体的な絵本探索が行わ
れるのに対し，強制型群では母親主導で，子どもに対す
る指示的な関わりが生じており，それが子どもの主体的
な探索を阻害してしまう可能性が考えられた。

総括的討論

養育態度による絵本場面の相互作用の違い
本研究では，内田らの大規模短期縦断調査で得られ
た養育態度と幼児期の語彙力やその後の PISA型読解力
（考え，論述する力）との関係を前提に，言語発達と関
連の深い絵本場面における実際の母子相互作用について
検討した。その結果，絵本場面において共有型群と強制
型群，2つの養育態度による関わりの違いは，言語的側
面における援助ではなく，情緒的側面に現れた（仮説 1

支持）。共有型群の母親は，強制型群の母親よりも，子
どもに合わせた柔軟で温かいことばかけやうなずき，視
線を与えており，子どもを絵本に引き込むような質の高
い情緒的援助を行っていた。子どもが絵本に関わるとき
にも，共有型群の母親は，共感的で，子どもが自由に絵
本を探索し，子ども自身で答えを見つけることを促すよ
うな反応を与えていた。その一方で，強制型群の母親で
は，指示的かつ答え明示的で，子どもに考える余地を与
えないような反応を与えていた。さらに本研究では，情
緒的援助や子どもに対する反応には年齢との関連がな
かった。このことは，各養育態度の関わりや相互作用は
幼児期を通して続くということを示唆している。共有型
群の相互作用は，子どもの興味や関心に基づいたもので
あることから，その経験の積み重ねは，子どもの興味や
関心をさらに追求するものとなるだろう。De Temple & 

Snow （2003）は，子どもの語彙学習を促進する条件と

して，子どもにとっての情緒的価値の高さや，意味文脈
の重要性について指摘している。すなわち，子どもにとっ
て価値のある活動や意味の豊かな文脈で聞いた語は学習
が容易であるということである。例えば，恐竜の好きな
子どもが新しい恐竜の名前を覚える方が，恐竜の名前を
よく知らない子どもが新しい恐竜の名前を覚えるよりも
簡単である （De Temple & Snow 2003）。したがって，共
有型群の子どもは母親との絵本場面に自分なりの意味を
見出し，そこでより多くの語彙を学ぶこともできると同
時に，絵本の世界について自分なりに解釈したり，考え
たりすることができると考えられる。一方の強制型群の
子どもにとっては，母親主導で進められる絵本場面はむ
しろ子どもの興味や関心とは異なる文脈となる可能性も
あり，そうすると，子ども自らが意味を見出すのは難し
くなるだろう。最新の脳科学の研究の知見では，子ども
に対する強制的な関わりのもとでは子どものストレスが
高くなり，認知発達が抑制されることが示唆されている
（Tomoda, Navalta, Polcari, Saadto, & Teicher, 2009; 内田，
2011）。今後，大人の子どもに対する関わり方を統制す
る介入実験によって，今回明らかになった大人の関わり
が子どもの語彙力や知識獲得に影響するメカニズムを直
接的に検討する必要がある。
子どもの絵本に対する関わり　
本研究では，各養育態度の母親のもとで，子どもの絵
本に対する主体的な関わりにも違いが生じることが明ら
かになった（仮説 2支持）。プラン能力の発達した高年
齢児では，お話の展開を推測した上でお話を楽しむこと
ができる。そして，その予測と異なる展開が生じたとき
に率直な疑問を提示できるかどうかに，母親の作りだす
主体性を尊重する情緒的雰囲気が影響することが示唆さ
れた。それに対し低年齢児では，なじみのない絵本を与
えられたときに，その絵本がどんな絵本なのか，自分が
楽しめそうなものなのか，という絵本に対する予測可能
性やコントロール可能性を少しでも高めるために主体的
な探索行為を行うのではないかと考えられる。そしてそ
のような主体的な探索行為の生起に日常的な母親の関わ
りが影響することが示唆された。子どもが自分の興味関
心に基づいて絵本場面を楽しめることは，その後，絵本
の読み聞かせを繰り返し楽しむかどうかというところに
も関わってくるだろう。頻度と質の関係についてはこ
れまでも議論されているが（e.g., Bus & van IJzendoorn, 

1995; De Temple & Snow, 2003），子どもの絵本に対する
関わりを促すような母親の情緒的援助のもとでは，子ど
もは読むたびに自分の興味や関心を追求，開拓し，それ
に対して自由に空想したり母親と会話したりすることが
できるために，何度でも新鮮な気持ちで絵本場面に臨む
ことができる。しかし，自分の絵本に対する関わりが母
親に制限されることが続くと，絵本を読むことに対する
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動機づけが低下してしまう可能性も考えられる。また，
養育態度は，全ての母子活動の文脈として存在してい
る（Darling & Steinberg, 1993）ことを考えると，絵本の
読み聞かせ場面に限らず，様々な場面でこのような相互
作用がなされている可能性がある。内田らの大規模短期
縦断調査で得られた養育態度と幼児期の語彙力やその後
の PISA型読解力（考え，論述する力）との関係をふま
えて考察すると，「共有型」養育態度のもとでその後の
学力の基盤にもなる子どもの語彙力が伸びるプロセスに
は，子どもの主体性を尊重する関わりと，実際の子ども
の活動に対する積極的な関わりがあるのではないかと推
測される。
本研究の意義　
本研究では，絵本場面における母子相互作用の観察か
ら絵本の読み聞かせ方の個人差を説明する要因として新
たに養育態度を明らかにした。また，子どもの主体性を
尊重する情緒的な関わりが，実際の子どもの活動に対す
る主体的な関わりを媒介して，子どもの語彙力の成長に
寄与することを示唆した点が意義深いと考えられる。
今後の課題　
今後は，絵本場面における大人の関わりが語彙力に影
響するメカニズムについて，第 1に介入実験から行動学
的に検証する。第 2に日本の母子相互作用や絵本場面の
特質を明らかにするために，文化間比較を行うことが必
要である。
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本研究の目的は，高齢期に直面する身体や健康の衰退などを“統制困難な出来事”と定義し，70~74

歳高齢者の統制困難な出来事に対する対処方略について，調和焦点型二次的コントロール（SC）概念を
用いて明らかにすることである。調査に参加した高齢者のうち，本人が病気である，または家族の介護
をしている 24名のインタビュー・データについて，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用
いて対処方略に関する概念を生成し，概念間の関係に基づきカテゴリーに統合した。その結果，4つのカ
テゴリーと 12の概念が生成された。そして，SCの高い高齢者は，（1） 体力や健康などの自己資源が低下
し自分の望みとのバランスが崩れたことを自覚すること，（2） 多様な生き方に対する知識や理解があると，
身体や健康の衰退を自律的に受容できること，（3） 残された自己資源を現実的に査定することが大切だと
いう知識や理解があると，現在の目標や認知，行動を身体の衰退に合わせて調整できること，（4） 老いの
受容や自己を調整することを維持するために，身近な人と交流し，気晴らしをして，忍耐強く統制困難
な出来事とつきあっていること，が示された。
【キーワード】　加齢，調和焦点型二次的コントロール，受容，自己調整，修正版グラウンデッド・セオリー

問題と目的

高齢期になると，人は体力が衰える，病気に罹りや
すくなる，身近な人の死に出合うなど，自らの力では
制御することのできない“統制困難な出来事”に直
面するようになる。このような高齢期には，発達課題
として，身体的な力や健康の衰退に適応していくこと
（Havighurst, 1953 /1958），死を含めて人生全体を受容す
ること（Erikson & Erikson, 1997 /2001）などが求められ
る。さらに，高齢になるほど，抑圧や反動形成などの
未熟な防衛機制が減少し，利他主義や昇華，抑制，予
期，ユーモアなどの成熟した防衛機制が増加すること
（Vaillant, 1993），問題解決を目指す問題焦点型対処が低
下する一方で自分の情動を調整し心理的安定を得る情動
焦点型対処が増加すること（Folkman, Lazarus, Pimley, 

& Novacek, 1987）などが報告されている。その他，高
齢者の中には，年をとったら年をとったなりの生き方が
あることに関する知識や，想定外の出来事とうまく付き
合う知識など，生きる智慧（英知 wisdom）を持つ者が
いることが示唆されている（Baltes & Staudinger, 2000）。
このような高齢者の共通する特徴とは，統制困難な出来
事を受容し，困難な状況に合わせて自己を統制している
ことであろう。
ところで，この高齢者の持つ自己を統制する対処に
は，目標の諦めにつながる否定的側面だけではなく，無

力感や絶望を回避し well-beingを増加させる肯定的側面
があることが，二次的コントロールという概念を用いた
研究により示唆されている（Rothbaum, Weisz, & Snyder, 

1982）。さらに，この二次的コントロールは，高齢者の
対処のあり方を明らかにするだけでなく，生涯の多様な
場面で直面する統制困難な出来事を人々がどう乗り越え
ていくのかについて理解するためにも，有用と考えられ
ている（Heckhausen, Wrosch, & Schulz, 2010）。しかし，
二次的コントロールにはいくつか課題が残されており，
今後も多くの検討をすることが求められている。本研究
では，高齢期において直面する自分では制御や回避する
ことができない否定的出来事（例，身体や健康の衰退な
ど）を“統制困難な出来事”と称し，このような出来事
に対して高齢者がどのような対処方略を用いるのかにつ
いて，二次的コントロール概念を用いて明らかにするこ
とを主な目的とする。
高齢期における二次的コントロール
二次的コントロールとは，状況（例，体力や健康が衰
退していく状況）と自己（例，自分の認知・行動・目
標）の間のバランスを獲得する過程を表す概念であり，
Rothbaum et al.（1982）により提唱された。彼らは，状
況と自己のバランスを獲得する過程には，2過程あると
考えた。一つ目は，自己に合わせて状況を変化させる過
程であり，一次的コントロール（Primary Control，以下
PC）と呼ばれる。例えば，健康や若さを維持したいと
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いう目標を持つ高齢者が，自分の目標（自己）に合わせ
て，病気を克服し健康を取り戻すこと，運動により老化
を回避すること，他者の力を借りて自分の望む生活を取
り戻すこと，などが PCに含まれる。もう一つは，状況
に合わせて自己を変える過程であり，二次的コントロー
ル（Secondary Control，以下 SC）と呼ばれる。例えば，
病気（状況）に合わせて自分の生活（自己）を切り替え
病気とうまく付き合う工夫をすること，衰える体力（状
況）に合わせて自分の仕事量（自己）を調整すること，
などがSCの代表例である。SCは単一の概念というより，
具体的な対処方略を表す複数の概念から構成されており
（Azuma, 1984），含まれる概念として予期的 SC（例，身
体的衰退を予期し心の準備をする），代理的 SC（例，自
分を若い人と同一視する），架空的 SC（例，残された若
さや体力を強調してまだまだ若いと考える），解釈的 SC

（例，老いていく人生に意味を見出す），認知的再評価
（例，状況の明るい側面に目を向ける），気晴らし（例，
老いを忘れるために他の活動をする）などが想定されて
いる（e.g., Rothbaum et al., 1982; Connor-Smith, Compas, 

Wadsworth, Thomsen, & Saltzman, 2000）。そして，回避
することが困難な否定的出来事を多数体験する高齢期で
は，衰退や病気（状況）を克服しようとする PCより，
衰退や病気を受容しそれに合わせて自分の認知・目標（自
己）を変える SCの方が，顕著となり，高齢者の適応に
貢献すると考えられている。
事実，高齢者を対象とした研究により，加齢に伴い

SCが増大すること，SCを多く報告する高齢者ほど抑
うつが低く well-beingが高いことが報告されている。例
えば，自己防衛的対処（self-protection；失敗を外的要
因に帰属させる認知的調整）や下方向への社会的比較
（downgrading social comparison；自分より衰退の進んで
いる人と比較する認知的調整）のように，自分の認知
を調整する SCを用いる高齢者は，入院や死亡率が低く
（Bailis, Chipperfield, & Perry, 2005），人生の後悔が少な
く well-beingが高いこと（Bauer, Wrosch, & Jobin, 2008），
高齢者に下方向への社会的比較をするよう介入研究を
行った結果，後悔に伴う絶望感を回避させ身体的健康の
低下を防ぐ効果があったこと（Wrosch, Bauer, Miller, & 

Lupien, 2007），などが報告されている。また，高齢期で
は加齢に伴い理想の実現が困難になるほど，自分の理想
（自己）に合わせて理想とかけ離れた現実（状況）を変
えようとする PCが低下する一方で，現実（状況）に合
わせて自分の理想（自己）を引き下げる SCが増加する
ことを見出している。そして，理想の実現が困難な状況
は高齢者の生活満足感に否定的影響を与えるが，現実に
合わせて自分の理想を引き下げる対処（SC）の高い高
齢者では，状況の否定的影響が見られないことなどが報
告されている（Brandtstädter & Rothermund, 2002）。さ

らに Thompsonらは，30～64歳の成人を対象に，加齢
に伴う容姿変化と PCや SCの関係について調べている。
彼らは，PCを“容姿変化を防ぐことができる主観的度
合い（コントロール感）”と捉え，SCを“容姿変化を受
容できる主観的度合い”と捉え，高齢になるほど PCが
低下しSCが増加することを見出している。そしてPC（容
姿変化を防ぐコントロール感）が高い場合には SC（容
姿変化を受容できる主観的度合い）と抑うつは関連しな
いが，PCが低い場合には SCが抑うつを抑制するよう
に機能すると述べている（Thompson et al., 1998）。これ
らの研究者の共通する視点をまとめると，1） 前提とし
て，統制困難な出来事（例，心身機能の低下，病気，家
族の死）が個人のコントロール感を低下させ，さらにそ
れが個人の自尊感情や生活満足感を脅かす要因となる
という立場をとっている，2） SCの機能として，コント
ロール感の喪失が自尊感情や生活満足感に与える否定的
影響を，SCが抑制する働きに注目している，などを挙
げることができる。しかし，SCの機能に関するこのよ
うな立場に対して，異なる視点があることがMorling & 

Evered（2006）により指摘されている。
コントロール感焦点型 SCと調和焦点型 SC

Morling & Evered（2006）は，Rothbaum et al.（1982）
が提唱した SC概念について，定義が曖昧で多義的なた
めに，研究者間の混乱の原因となっていると考えた。そ
して，SC研究のレビューを行い，SC研究を 2つの立
場に整理している。一つ目は，コントロール感の維持
過程に焦点を当てた SCであり，コントロール感焦点型
SC（control-focused SC）と呼ばれる。Heckhausen et al. 

（2010）の研究はこの立場をとっている。もう一つは，
状況に調和しようとする過程に焦点を当てたSCであり，
調和焦点型 SC（fit-focused SC）と呼ばれる。Morling & 

Evered（2006）によれば，コントロール感焦点型 SC研
究は，個人がコントロール感の維持に動機づけられてい
ることを前提としており，SCの機能を“コントロール
感または PCの機能を増大し維持するための自己防衛的
な心の働き”と捉えている。これに対し，調和焦点型
SC研究は，個人の動機づけ要因として自律性欲求や関
係性欲求など複数の欲求を前提とし，SCの機能を“統
制困難な状況を受容し状況に合わせるために自己を調整
（または統制）する働き”と捉える。そして，調和焦点
型 SCの視点の方が，Rothbaum et al.（1982）の提唱し
た SC機能の本質を適切に表しており，今後多くの検討
が必要であると唱えている。
調和焦点型 SCの視点は，統制困難な状況の受容過

程と状況に合わせた自己調整過程を重視しており，コ
ントロール感の維持過程を重視する視点と比較して，
高齢者が身体的な力や健康の衰退に適応していく過程
（Havighurst, 1953 /1958）や，死を含めて人生全体を受
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容する過程（Erikson & Erikson, 1997 /2001）を解釈する
ために，適切な視点であると考えられる。しかし，高齢
期について，コントロール感焦点型 SCの立場の検討は
多数報告されているものの，調和焦点型 SCの立場に立
つ検討はほとんどなされていない。さらに，調和焦点
型 SCの下位概念として，具体的にどのような対処方略
が含まれるのか明らかではない。以上より，調和焦点型
SCの立場に沿って統制困難な出来事に対する高齢者の
対処方略を明らかにすることは，高齢者の健康を新たな
視点から捉えなおすために，意義あることと思われる。
そこで本研究では，Morling & Evered（2006）の調和
焦点型 SCの視点に沿って，統制困難な出来事に対する
高齢者の対処方略を明らかにすることを主な目的とす
る。そのためには，高齢者を対象としたインタビュー調
査により当事者の体験を丁寧に分析することが適切であ
ると考え，質的分析法を用いて検討を行うこととする。

方　　　法

調査協力者
沖縄県 N市（人口約 6万人）において，70～74歳の

高齢者を対象とした健康保険手帳の切り替えのために市
役所を訪れた高齢者のうち，調査協力に同意した 90名
（男性 31名，女性 59名）にインタビューを行った。調
査協力者は全員，自分の足で歩き，健康手帳の切り替え
手続きおよび本研究の調査同意書への記入を自分で行う
ことができる者であった。統制困難な出来事を現在また
は過去 2，3年間において体験しているかどうかを確認
するため，「最近，大きな病気や悲しい出来事がありま
したか」という質問をした。その結果，「本人の病気ま
たは身体の不自由（心臓病の治療や足の障害など）」を
報告した高齢者が 14名，「家族（配偶者や親，きょうだい，
友人を含む）の介護や死」を報告した高齢者が 12名で
あった。このうち，出来事に対する対処の言及が少ない
データと対処の内容が不明瞭なデータ（2名分）を除外
し，24名の調査協力者のデータを分析に用いた。分析
対象となった調査協力者のプロフィールを Table 1に示
す。
調査手続き
研究倫理に関する配慮として，①調査の目的と内容，
②個人情報保護の遵守，③インタビュー内容の録音に関
する説明を行った後，④調査に協力できるとした者に同
意書への署名を求めた。調査は 2005年 7月に 3週間に
渡り行われた。面接場所は，市役所が行う 70～74歳高
齢者健康保険手帳切り替え会場内であった。面接の内容
は調査協力者の承諾を得て録音した。面接時間は調査協
力者 1人あたり，10分から 30分とバラつきがある。面
接では，半構造化面接法を用いた。具体的には，「最近
大きな病気や悲しい出来事があった」と答えた調査協力

者に対して，それはどのような出来事であったのか，そ
の出来事をどのように乗り越えたのか（乗り越えている
のか）について質問を行い，自由に回答を求めた。面接
終了後，遂語録（テキストデータ）を作り，分析のため
の資料とした。
分析方法
分析は，修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー
チ（以下，M-GTA；木下，2003）を用いた。M-GTAは，
実践から理論を構築するグラウンデッド・セオリーの一
つであり，木下（2003）によって方法論が確立されてい
る。特徴として，（a）データに密着した分析から独自の
説明概念を生成する，（b）質的研究としての分析手法が
明確である，（c）限定性を明確に設定し人間の行動の説
明と予測を行う，（d）インタビュー内容を切片化せず前
後の文脈を含んだ解釈をする，などが挙げられている。
このようなM-GTAの特徴は，本研究の特徴である，SC

の概念について再検討をする，思い出や身の上話が含ま
れ，指示語や複数の意味を持つ言葉が多く用いられる可
能性のあるインタビュー内容を理解する，高齢期に直面
する統制困難な出来事に対する対処方略という限定され
た範囲の事象を扱う，などに適する分析方法であると判
断した。
分析過程

M-GTAを用いて，インタビュー・データから概念を
生成し，複数の概念間の関係を解釈的にまとめカテゴ
リーに統合した。具体的な手続きは，以下の通りである。
分析テーマの設定　先ず，高齢者の統制困難な出来事
とその対処方略を意識してデータを読み込みながら分析
テーマの絞り込みを行った。分析開始時の分析テーマは，
「統制困難な出来事に対する高齢者の対処方略」と設定
し，具体的な対処方略に着目して分析を進めた。しかし，
分析が進むにつれて，具体的な対処方略（例，自律的に
老いを受容）の背後には，調査協力者の人生に関する知
識や考え方（例，多様な生き方に関する知識や理解）が
存在し，このような人生に関する知識も概念化して検討
をすることが重要であると考えるようになった。そこで，
最終的に，「統制困難な出来事に対する高齢者の対処方
略と人生に関する知識の関係」という分析テーマで分析
を行うことにした。
概念の生成過程　初めに，内容が豊富に語られている
と判断したインタビュー・データを用いて，統制困難
な出来事への対処方略に該当すると思われる部分を抽
出し，個々の概念ごとに分析ワークシートを作成した。
具体例として，Table 2に《多様性に関する知識と理解》
という概念の分析ワークシートの一部を示す。各分析
ワークシートは，概念名，定義，具体例のバリエーション，
理論的メモの 4つの欄から構成されている。先ず，各概
念に該当する具体例および対極例を他のデータから探し
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Table 1　分析対象となった調査協力者のプロフィール

ID 統制困難な出来事 仕事 性別

　7 十二指腸潰瘍の手術 野菜作り 男性

　8 心筋梗塞の手術 野菜作り 男性

12 配偶者（妻：脳梗塞後のリハビリ中）の介護 農業 男性

13 前立腺がんの手術と大腸憩室性出血 野菜作り 男性

15 老人施設へ入所した知人の見舞い 家事 女性

17 配偶者（夫：足腰の不自由）の介護 家事 女性

18 糖尿病と骨粗しょう症の治療中 孫の世話・家事 女性

22 子どもの頃からの足の障害 退職 男性

25 配偶者（夫）が脳溢血で入院中 野菜作り 女性

29 実妹の死 家事・ボランティア 女性

30 孫の病気（腸閉塞）と本人の体調不良 家事 女性

31 長い間在宅介護をしていた姑が施設に入所 家事 女性

35 甲状腺の病気と腰痛の治療 不明 女性

36 脳梗塞の手術とそのリハビリ 店・家事 女性

37 足腰の痛みの治療 家事・孫の世話 女性

42 心臓の風船治療 農業 男性

53 姑の介護と死 家事 女性

56 配偶者の看病と死。本人の足の痛み 家事 女性

68 心筋梗塞の治療 畑手伝い 男性

77 心筋梗塞の治療・配偶者（夫）の看病・老親の世話 家事・農業 女性

82 兄の死とその後の疲労感 家事・ボランティア 女性

83 配偶者（夫：認知症）の介護 家事 女性

85 腰痛のリハビリ治療中 無職 男性

86 中耳炎の手術と冠動脈の風船治療 家事 女性

出し，具体例のバリエーション欄に記録した。次に，具
体例と対極例を比較しながら解釈を行い，解釈内容を理
論的メモ欄に記録した。最後に，解釈の結果を基に概念
の定義と名称を考え該当欄に記載した。
例えば，後述する【状況の受容カテゴリー】内の各概
念の生成過程において，調査協力者 ID8のインタビュー・
データのうち“（障害を持ったら）もう自分の運命的な
ものだと思ってしまうのではないですか。それはそれな
りの生き方があると。障害があったとしても…”という
部分に着目し，先ず《身体や健康の衰退を肯定的に受容
する》という概念を生成し，類似例と対極例の抽出を行っ
た。そして，類似例の抽出を重ねるうちに，この概念に
は，具体的な対処方略を表す側面（例，運命的なものだ
と考える）と，調査協力者の価値観や考えを表す側面（例，
それはそれなりの生き方がある）の 2側面が含まれるこ
とに気がついた。そこで，この概念を 2つに分け，具体
的な対処方略を表す事例を《自律的に老いを受容》する
という概念にまとめ，調査協力者の考えを表す事例を《多

様な生き方に関する知識や理解》という概念にまとめた。
また，【自己調整カテゴリー】内の各概念の生成過程に
おいては，先ず，身体や健康の衰退に合わせて自分の何
を変えているのかに着目し，《目標を調整する対処》お
よび《認知を調整する対処》，《行動を調整する対処》と
いう 3つの概念を想定した。しかし分析を進めるうちに，
それぞれの概念の背後には，調査協力者の共通した価値
観や考え方があることに気がついた。それは，調査協力
者 ID22の“自分はこれはできる，これしかできない，
これはできる，できないってキチッと分けてやってきた。
できないものを無理にしたって，自分の体がついていか
んさね。”という発言に代表されるような，自己資源の
限界について現実的に知ることが大切であるというよう
な考え方であった。そこで，《自己資源の限界を知るこ
とに関する知識や理解》という概念を生成し，類似例お
よび対極例を抽出して比較検討を行った。
分析全般の概念の生成は，主に第 1筆者が行った。概
念生成の初期段階において，発達心理学を知る大学院生
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先行研究にはないが SCに該当する（または関連する）
と考えられる例などに着目して概念生成を行った。

結果と考察

M-GTAによる分析を通して生成された，4つのカテ
ゴリーと 12の概念について，各概念の定義と事例を
Table 3に示した。先ず，インタビュー・データの内容
から，時系列的に見ると，統制困難な出来事を体験した
後，対処が行われていることが窺われた。そこで，統制
困難な出来事の体験から生じる，自分の望みと自己資源
のバランスを喪失する段階を第 1ステージと捉え，SC

過程および PC過程を含む対処によりバランスを再構築
する段階を第 2ステージとして分けた。なお，ステージ
を『　』，カテゴリーを【　】，上位カテゴリーを〔　〕，
概念を《　》，概念の定義を〈　〉，具体例を“　”内に
示す。
『第 1ステージ：バランスの喪失段階』
【自己資源低下の自覚カテゴリー】から構成される。
その定義は，〈統制困難な出来事により，自分の望みを
実現するための自己資源が低下し，自分の望みと自己資
源のバランスを喪失した段階〉である。ここでの自分の

1名に概念の説明を行い，異なる視点から解釈を深める
作業の協力を求めた。また，第 2筆者が概念とカテゴリー
の関係の説明を受け，解釈が他の人々と共有できるもの
かどうかの確認を行った。
カテゴリーへの統合　生成された概念間の関係からカ
テゴリーへの統合を行った。カテゴリーへの統合におい
て，他の概念と関連が見られない概念は削除し，上述し
たように新たな概念の可能性が見出された場合は，以前
の事例に立ち戻り，それを確認する作業を繰り返した。
このような分析過程を経て，SC過程に関連する対処
として最終的に 4つのカテゴリーと 12の概念が生成さ
れた。
分析者の立場

M-GTAは，データのコーディングと深い解釈を同時
に行う分析方法であり，分析者の思考の枠組みが分析結
果に直接影響する（木下，2003）。そのため，分析者の
立場を明確にしておくことは大切なことである。本研究
の分析は主に第 1筆者が行った。第 1筆者は，SC概念
に関して先行研究の思考の枠組みをすでに持っている者
である。分析時には，SC概念について，先行研究と本
研究で見出された類似例や対極例の比較を行い，さらに

Table 2　分析ワークシート例

概念名 多様性理解→多様な生き方に関する知識や理解

定義 人の生き方や幸不幸は人それぞれであり，身体や健康が衰退した生活にも生きる意義があることに関する
知識や理解を持っている。

バリエーション
（具体例）

・（体力が落ちたら…）落ちたなりにね。 （ID22）
・もう自分の運命的なものだと思ってしまうのではないですか。それはそれなりの生き方があると。障害
があったとしても… （ID8）
・例えば，60歳まで生きたとしても，100歳まで生きたとしても，それがその人の人生だったというふうに，
最後はね。…受け入れるしかないと思うんですがね。 （ID8）

・他人は他人，僕は僕だと思って （ID22）
・（介護の大変さについて）ううん，思わない…前はね…（旦那さんが亭主関白で）いじめられるのが大変だっ
た…だから今は明るいの。そういうことがあるのよ。…自分たちはあれを乗り越えてきたから，今があ
るから。今はとっても楽しいの。（ID83）

理論的メモ ・多様性に関する理解や知識とは何か
→人の生き方は様々であり，何が不幸で何が幸福か，何が良くて何が悪いかは，それぞれによって異なる
ことに関する理解と知識の豊富さ

→それを基に，年をとって統制困難な出来事に直面することも，一つの生き方ととらえ，意義づけをして
いるのかもしれない。

・多様性理解が影響を与える要因は何か
→多様な生き方があることを理解し，体が不自由になったり大切なものを失ったりする体験と付き合って
生きていこうと状況を肯定的に受容できるのではないだろうか

・対極例
→見つからなかった。あるとすれば，幸福な人生または良い生き方は一つであると考え，それ以外の生き
方の良さを理解できていない，だろうか。
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Table 3　概念リストと各概念の具体例と対極例の数

概念名 定義 具体例〈（　）内は調査協力者の ID.Noを示す〉 数a） 対極a）

『第 1ステージ：バランスの喪失段階』

【自己資源低下の自覚カテゴリー】

1．《自分らしい
生活を望む》

〈どのような生活や生き方をしたいの
かという目標や望み〉

“やっぱり親ですからね。子どもたちも居ますし，孫も居ますし，子ども
や孫たちを見ながら，元気でないといけないねえと思いますよ。（ID36）”

14 1

2．《身体や健康
の衰退に気づ
く》

〈自己資源（体力や健康）が低下し，
自分の望み通りの生活ができなく
なってきたことに対する気づき〉

“70歳になってみると，やっぱり違うんだなあと思う。体がもっとちゃ
んと動けたはずなのにとか，…こういう体の面で衰えを感じるとい
うことがありますね。（ID53）”

15 1

『第 2ステージ：バランスの再構築段階（対処過程）』

〔PC過程〕　　　

3．《問題を取り
除く対処行
為》

〈身体や健康の衰退に対抗し，体力
や健康を取り戻すまたは維持しよう
とする行為〉

“（持病を抱えながらも自分らしく生きるために）運動ですよ。運動
をしていると，病気もなくなります。（ID42）”

13 2

〔SC過程〕　　　

【状況の受容カテゴリー】

4．《多様な生き
方に関する知
識や理解》

〈生き方や幸不幸は人それぞれであり，
身体や健康が衰退した生活をするこ
とにも意義があるという知識や理解〉

“（身体的に障害が生じたら）もう自分の運命的なものだと思ってし
まうのではないですか。それはそれなりの生き方があると。障害が
あったとしても…そう思わないと生きていけないですからね。（ID8）”

9 0

5．《自律的に老
いを受容》

〈身体の衰退した状況に対して，自分
が決めたという感覚（自律性）を持
ちながら受容する行為〉

“なってから，あせったってしょうがないしね。（病気を）受け容れて，
病気とうまくつきあっていくしかないと，うまくつきあうと。そのかわり
病気に負けちゃいけないという気概だけは持つ必要があるな。（ID8）”

9 0

6．《他律的に老
いを受容》

〈身体の衰退した状況に対し，自分が
決めたという感覚（自律性）が無く
受容する行為〉

“まあ，夫と二人なんとか元気だから，100％ではないけれど，ま
あ幸せかな？　今の状態をできるだけ長く続けていければなあと，
思っているところです。そんなに，望まないんじゃないですか？…
この年になると。（ID53）”

7 2

【自己調整カテゴリー】

7．《自己資源の
限界を知るこ
とに関する知
識や理解》

〈身体の衰退した状況に合わせるため
には，自分のできる事とできない事を
知る必要があるという知識や理解〉

“だから，自分はこれはできる，これしかできない，これはできる，
できないってキチッと分けてやってきた。できないものを無理にし
たって，自分の体がついていかんさね。（ID22）”

11 1

8．《自律的に目
標を調整》

〈身体や健康の衰退に合わせてこれ
までの目標を変えようとする行為〉

“目標をだいたい設定して，そこまで必ずやらなければいけないとい
う義務みたいなことは，設定しない。マイペースで…ちょっと疲れ
気味の時には，早めに切り上げて帰ってくるわけよ。（ID12）”

8 4

9．《自律的に認
知を調整》

〈身体や健康の衰退に合わせて自分
の意識や考え方を変えようとする行
為〉

“だいぶ自分でも，おおらかになったというか，鷹揚になったと，「こ
れは今やらなくても，後でやれば良い」という考え方に変わって…（ご
主人が）心配しても始まらないじゃないかと言ってくれるので，「そ
うだね」といって，そういう考えをするようになってきました。（ID86）”

20 0

10．《自律的に
行動を調整》

〈身体や健康の衰退に合わせて行動
や生活習慣を変える行為〉

“だから，これは僕はできないから，何かにぶつかったり（した時は）
切り抜けることはしますよね，僕は猪突猛進だからボッとやってぶ
つかったら，ああ，こんなしたら（迂回したら）できる，ということ
をして過ごしてきました。（ID22）”

19 2

【維持・継続カテゴリー】

11．《気晴らし》〈長期戦を乗り越えるために，一時的
に問題を回避し，無力感に陥いるこ
とを防ぐ行為〉

“（介護している旦那さんと一日中）一緒にいると，テレビとか，い
ろいろな事で悶着するから。やっぱり，自由に…自由にしているわけ。
だから朝ご飯を作って置いてから，（友だちの家へ出かけて）自分
は夕方になると帰ってくる。（ID17）”

5 0

12．《他者との
交流》

〈長期戦を乗り越えるために，他者と
の交流を楽しみ，無力感に陥いるこ
とを防ぐ行為〉

“（妹の死の出来事を忘れるために）なるべく老人健康福祉センター
に行ってボランティアをして，老人の世話をして，一週間に金曜日
しか何もしない日がないんですよ。（ID29）”

11 0

a）数とは具体例の数を表し，対極とは対極例の数を表す。一人の調査協力者が同じ概念の具体例を繰り返し述べているが，具体例の内容が異
なる場合 1回と数えた。
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望みとは自分らしい生活を営むことであり，自己資源と
は自分らしい生活を実現するために必要な体力や健康，
動機づけなどの身体的資源および心理的資源のことを表
す。先ず，個人は仕事や趣味，他者との交流を楽しむ《自
分らしい生活を望む》のだが，本人や家族の病気など統
制困難な出来事を体験する頻度が増え，体力や健康，動
機づけが若い頃と比べて低くなってきたことに気づき
《身体や健康の衰退に気づく》。例えば，ID53の“70歳
になってみると，やっぱり違うんだなあと思う。体がもっ
とちゃんと動けたはずなのにとか，…こういう体の面で
の衰えを感じるということがありますね”という発言は，
自分の思い描いている生活（望む生活）と自分の体力（自
己資源）のバランスが崩れてきたことへの気づきを示し
ていると思われる。
『第 2ステージ：バランスの再構築段階（対処過程）』
〈自分の望みと自己資源のバランスを取り戻す段階〉
と定義した。これは PCと SCの 2つの対処過程から構
成される。〔PC過程〕とは〈低下した自己資源を復活さ
せ自分の望む生活を取り戻そうとする〉過程であり，運
動やリハビリにより体力や身体的機能を回復し《問題を
取り除く対処行為》をする過程である。もう一つの〔SC

過程〕とは〈低下した自己資源に合わせて自分を変えよ
うとする〉過程であり，【状況の受容】と【自己調整】，【維
持・継続】の 3つのカテゴリーから構成される。PCと
SCのうち，SC過程が本研究の分析テーマの中心となる
ため，これをコア・カテゴリーとして以下で詳しく説明
を行う。

SC過程【状況の受容カテゴリー】　自己資源が低下し
たことを自覚した後，自己資源の低下に対して“体力が
落ちたら落ちたなり（ID22）”の生活をすることの中に
も生きる意味があると考えるような《多様な生き方に関
する知識や理解》があるかどうかが，状況の受容におい
て重要であると考えられた。例えば調査協力者 ID8の
発言に見られるように，“自分はこれから先，何歳（ま
で生きられる）とは言えないものだから…60歳まで生
きたとしても，100歳まで生きたとしても，それがその
人（自分）の人生だったと（解釈するしかない）”とい
う，多様な生き方に関する知識や理解を持っている場合
は，“（病気を）受け容れて，病気とうまくつきあってい
くしかないと…そのかわり病気に負けちゃいけないとい
う気概だけは持つ必要があるな”というように，自分が
決めたという感覚を持ちながら自己資源が低下した状況
を受け容れることができ，《自律的に老いを受容》して
いた。しかし，調査協力者 ID53の“退職したら，（若
い頃やりたかった）あれもやろうこれもやろうと思って
いたんだけど，70歳になったらだんだんとやる気がな
くなってきて，踊りもやめ，俳句もやめみたいに…だか
ら活動範囲が狭くなる？ものの見方も消極的になるじゃ

ないですか”という発言に見られるように，多様な生き
方に関する知識や理解が乏しい場合は，自己資源の低下
した人生を生きることに肯定的意味を見出すことができ
ず，自分が決めたという感覚を持てずに《他律的に老い
を受容》していた。このような《多様な生き方に関する
知識や理解》を促す要因として，高齢者の多様な経験が
あげられる。例えば，ご主人を介護することの大変さに
ついて質問したときの調査協力者 ID83の回答における，
“ううん，（大変とは）思わない…自分全然。あれ，あのね。
前はね…（旦那さんが亭主関白で）いじめられるのが大
変だった…だから（旦那さんが威張らなくなった）今は
明るいの。そういうことがあるのよ。…自分たちはあれ
を乗り越えてきたから，今があるから。今はとっても楽
しいの”という発言には，様々な生活の体験により培わ
れた知識や理解が，配偶者の介護というストレスの多い
生活の中に楽しさや意味を見出すことを可能にし，状況
の受容を促進していることが窺われる。なお，ここでの
自律的受容と他律的受容は，二項対立的というより，両
者の間には連続性があり，各個人はその連続線上のいず
れかの場所に位置づけられると考えるのが適切だろう。
例えば，ID7の“もの忘れもする，足腰あちこち体力的
に弱ってまいりますでしょう。そうすると若いときの方
が，生きていくうえでも都合が良いわけですよね。でも
皆，年をとっちゃうわけでしょう。そうすると，しょう
がないと思うわけですよね。”という発言には，前半の
自己資源の低下を肯定的に意味づけることができずにい
る部分と，後半の“皆年をとる”ことは自然の摂理と意
味づけ自己資源の低下を自主的に受け容れようとする部
分があり，他律的受容と自律的受容の中間に位置する発
言と考えることができる。
これらの 3つの概念は，高齢者が統制困難な状況を受

け容れていく過程をあらわしていることから【状況の受
容カテゴリー】とし，〈自己資源が低下した状況を受け
入れる過程〉と定義した。

SC過程【自己調整カテゴリー】　状況を自律的に受容
した後には，自分自身を状況に合わせて変えていく過程
が見出された。この過程には，《自己資源の限界を知る
ことに関する知識や理解》を持っていることが重要であ
ると解釈された。すなわち，これまでの生活習慣を見直
し，今の自分は何ができ何ができないのかについて現実
的に知ることが，次の自分の目標や認知，行動を調整す
る対処行為に直接影響を及ぼしていると考えられた。例
えば，自分には回避することのできない問題だと認知し
た時には，状況の明るい側面に目を向けたり，気持ちを
大きく持ち，状況が変化することを気長に待とうという
《自律的に認知を調整》する対処行為が見出された。そ
して，目標を時間内に達成するためには自分の体力や気
力が足りないと考えた場合には，目標を小さなステップ



167　身体や健康の衰退に調和するための高齢者の対処

に切り分け時間を延ばしたり，目標達成のレベルを引き
下げたりするような《自律的に目標を調整》する対処行
為が見出された。同時に，体力に合わせて仕事や趣味を
控えめに行動を抑制したり，これまでの生活習慣を変え
るような《自律的に行動を調整》する対処行為が見出さ
れた。例えば，ID86の“（70歳になってから）だいぶ
自分でも，おおらかになったというか，鷹揚になったと，
「これは今やらなくても，後でやれば良い」という考え
方に変わって…以前は，家中の掃除をすべてやらないと
気がすまなかったのが，今では 1・2部屋掃除して，こ
こまでやれば良いと，区切るようになった”という発言
は，身体の衰退の自覚が，目標や行動の調整を促してい
ることを表している。なお，認知や目標，行動の調整は，
単に自分を変える過程に留まらず，問題を取り除くよう
な PC過程にも影響していることが見出された。具体的
には，掃除の目標を小さく区切り（目標の調整），体力
に合わせて仕事量を調整する（行動の調整）ことで，時
間はかかるが最終的に部屋の掃除を完了するという目標
の達成（PC過程）を可能にしていることが窺える。
上述した 4つの概念は，状況に合わせて自分を調整し

ようとしていることから，【自己調整カテゴリー】とし，
〈資源（体力や健康）が低下した状況に合わせて，自分
を変える過程〉と定義した。

SC過程【維持・継続カテゴリー】　加齢に伴い身体や
健康が衰退していく場面や，家族の介護をする場面では，
自分の望む生活と自己資源のバランスを見出すことが容
易にできず，長い時間をかけて問題と対峙していくこと
が求められる。その場合，問題解決できない状況に対処
できず，諦め（無力感）に陥ってしまう危険性を回避す
るために，維持・継続する過程が必要となる。そこで高
齢者は，ボランティア活動をしたり友人に会いに行くと
いう《他者との交流》や，趣味や遊びにより一時的に統
制困難な出来事を忘れる《気晴らし》により，無力感を
回避していた。例えば死別した妹を忘れられずにいる調
査協力者 ID29は，老人施設での高齢者の世話や様々な
集会に参加することに関して，“忙しい方がいいんです
よ。暇があったら，余計なこと（妹の死）を考えるし”
と述べ，さらに老人施設で高齢者の世話をする時の気持
ちとして，“自分の親が亡くなったときに，「お母さんの
ために，おばあちゃんのお世話をしようね」と，（施設の）
年寄りとも話していましたので，老健に行っても楽しい
ですよ”と述べていた。この発言は，他者への支援が妹
の死を受け容れそれを乗り越えるための心の支えとなっ
ていること，他者の喜びが自分の喜びの源となっている
ことを表している。
この《他者との交流》と《気晴らし》の概念は，状況
の受容や自己の調整という過程を，維持し継続させるよ
うに働きかける対処行為を含む過程であることから【維

持・継続カテゴリー】とし，〈SC過程を長時間維持し続
ける過程〉と定義した。

討　　　論

本研究の主な目的は，統制困難な出来事に対する高齢
者の対処方略について，調和焦点型 SCの立場に沿って，
明らかにすることであった。以下では，本研究の結果と
先行研究の結果との比較を通して，高齢者の対処方略の
特徴および SC過程について考えてみたい。
高齢者はどのように統制困難な出来事を対処しているのか

M-GTAによる分析の結果，統制困難な出来事に対す
る高齢者の対処として，高齢者が自己資源が低下してい
ることを自覚する過程，身体や健康の衰退していく状況
を受け容れる状況受容の過程，状況に合わせて自分の目
標や認知，行動を調整する自己調整の過程，長期にわ
たり統制困難な出来事に対処していくために，他者と
の交流や気晴らしを行う維持・継続の過程があること
がわかった。状況受容の過程のうち自律的に老いを受
容する対処方略は，高齢者の発達課題である，死を含
めて人生全体を肯定的に受容する（Erikson & Erikson, 

1997 /2001）ことに対応する対処方略であると考えられ
る。また，自己調整の過程のうち目標，認知，行動を調
整する対処方略は，自分の情動を調整する対処（Folkman 

et al., 1987）および理想を引き下げる対処（Brandtstädter 

& Rothermund, 2002）に符合するものである。さらに維
持・継続の過程の他者との交流や気晴らしという対処方
略は，利他主義やユーモアなど成熟した防衛機制が増加
する（Vaillant, 1993）という報告と同じ方向を示してい
る。このように，高齢者は，老いと調和するような対処
方略を用いることにより，身体的な力や健康の衰退に適
応（Havighurst, 1953 /1958）していると考えられる。
さらに，分析の結果，状況受容の過程では人生は多様

であることに関する知識や理解が自律的に老いを受容す
る方略に影響を及ぼし，自己調整の過程では，自己資源
の限界を現実的に知ることが重要だという知識や理解
が，目標・認知・行動を調整する対処方略に影響を及ぼ
していることがわかった。Baltes & Staudinger （2000）は，
高齢者の中には，長い人生に出会う様々な体験を通して，
人生は多様であることや不確定であることに関する知識
や理解を深めている者がいることを示唆している。この
ような高齢者の持つ生きる智慧が，衰退していく身体を
受容し調和するような具体的対処方略の形成を促してい
ることが推測される。
吉川・田中（2004）は，第二次世界大戦（沖縄戦）の
終戦時（1945年）において 10～33歳であった沖縄県高
齢者を対象に，戦争体験の回想に関する検討を行ってい
る。その結果，沖縄県高齢者は，今なお戦争による心理
的損傷が残存しているものの，戦争体験を受容している
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者，戦争を体験することに人生の意味を見出そうとして
いる者，戦争体験を通して精神面が鍛えられたと評価す
る者が，少なくないことを報告している。本研究の調査
協力者は，終戦時において 10～14歳であった沖縄県高
齢者であり，児童期に沖縄戦を体験し，青年期から成人
初期にかけて朝鮮特需やベトナム特需という戦争に関連
する沖縄経済の復興を体験し，成人中期以降は米軍基地
への依存と拒否というアンビバレントな状況を体験して
きた者である。言葉を変えるならば，個人の力では統制
不可能な出来事（例，時代や社会の出来事）に数多く直
面し，それを乗り越えてきた世代といえる。このような
体験が，人生は多様であり不確定であることに関する知
識の発達や，状況に調和するように自己を調整する対処
過程（SC）の発達を，促してきたのかもしれない。
ところで，本研究で生成された概念《他者との交流》
について触れておきたい。本研究の高齢者は，他者に援
助を提供することにより，無力感に陥る危険を回避して
いた。具体的には，ボランティア活動をしたり若い人の
手伝いをすることが喜びであり健康を保つ秘訣と答え
ている高齢者が多く，援助の受領だけではなく援助の
提供も高齢者とって身体や健康の衰退に対する対処方
略の一つとなっているようであった。このような《他
者との交流》は，Rothbaum et al.（1982）の代理的 SC

（例，若い人と自分を同一視する）および Heckhausen 

et al.（2010）の社会的支援希求（例，他者の助けやア
ドバイスを得て自分らしい生き方を実現する。PCの対
処方略に含まれる）と同じ，社会的サポートという概
念でまとめることも可能である。しかし，Rothbaum et 

al.（1982）や Heckhausen et al.（2010）が社会的サポー
トの受領側面に焦点を当てているのに対して，本研究の
《他者との交流》では社会的サポートの提供が顕著であっ
た。このような社会的サポートの提供は，“サポートす
る能力が残っていることを確認するため”という側面に
注目するならばコントロール感焦点型 SCの一部と捉え
ることもできるが，“他者を喜ばせることで自分も喜び
を得る”という側面に注目するならば関係性欲求（例，
他者との良好な関係を欲する欲求）に動機づけられた調
和焦点型 SCの一部と捉えることもできる。前原・竹村・
浅井（2006）は，沖縄県高齢者を対象に社会的サポート
の授受と心理的健康との関係を調べ，社会的サポートの
受領に加えて，前期高齢者では娘の相談を聞く援助を提
供するほど生活満足感が高く，後期高齢者では孫にお小
遣いを提供するほど生活満足感が高いことを報告してい
る。高齢者にとって，社会的サポートを提供し他者と喜
びを分かち合うことも，身体や健康の衰退に対する対処
方略となっていることが窺える。
調和焦点型 SCの視点に立つ SC過程
本研究には，調和焦点型 SCの視点に立ち SC概念に

ついて再検討することも，目的の中に含まれていた。以
下では，本研究で見出された SC過程について考えてみ
たい。
先ず，SCの概念構造について，本研究で明らかになっ

た SC過程には，具体的な対処方略に加えて本人の価
値観や人生に関する理解などが含まれていた。Skinner, 

Edge, Altman, & Sherwood （2003） は，SCの概念構造に
ついて，下位概念の具体的な対処行為，中位概念の対処
方略，上位概念の対処系（SC過程）から構成される階
層構造を想定し，その階層構造には動機づけや価値，認
知が含まれると述べている。すなわち，SC過程は単に
対処方略を集めたものではなく，それまでの生活の中で
形成された価値観や知識をも含む過程であると捉えると
理解しやすいと述べている。Skinner et al.（2003） の考
えに本研究の結果を対応づけると，本研究で生成された
対処方略は Skinner et al. （2003） の言う中位概念に位置
し，カテゴリーは中位概念と上位概念の中間に位置し，
多様な生き方や自己の限界に関する知識は上位概念の対
処系に含まれる価値や認知に対応するものであると考え
られる。今後の SC研究は，対処方略を検討するだけで
なく，このような価値や認知をも SC過程の中で捉えて
いくことが必要であると考えられる。
第 2に，SC過程のカテゴリーについて，本研究の

結果は，SC過程が状況受容，自己調整，維持・継続
の 3つのカテゴリーから構成されることを示していた。
Morling & Evered（2006）は，調和焦点型 SCの立場に
立つならば，SC過程には状況の受容と自己調整が必須
であると述べている。本研究の結果は，彼らのこの仮説
を支持していると思われる。加えて，本研究では，統制
困難な出来事と長期間向き合っていくための対処過程も
必要であることを明らかにできた。統制が困難で，自分
の望みと自己資源のバランスを獲得することに時間がか
かるような状況では，何度も受容や自己調整，PCを繰
り返す必要があり，それを忍耐強く作動させているのが，
気晴らしや他者との交流など無力感を回避する対処方略
なのだと思われる。
第 3に，コントロール感焦点型 SCと調和焦点型 SC

の立場の違いについて考えてみたい。Morling & Evered

（2006）は，両者の違いを SC機能の捉え方の違いと
して説明していた。すなわち，コントロール感焦点型
SCでは SC機能を“コントロール感または PCの機能
を増大し維持するための自己防衛的な心の働き”（e.g., 

Heckhausen et al., 2010）と捉えていたのに対して，調
和焦点型 SCでは SC機能を“統制困難な状況を受容し
状況に合わせるために自己を調整（または統制）する働
き”（e.g., Weisz, Francis, & Bearman, 2010）と捉えていた。
そして本研究では，調和焦点型 SC過程に注目した結果，
高齢者は身体や健康が衰退したことを自覚し受容してお
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り，コントロールができないという事実を現実的に受け
容れていること，コントロールができない状況に合わせ
て自らの目標や行動を自律的に変えていることが示され
た。この結果に基づくならば，2つの SC研究の視点の
違いは，SC機能の捉え方だけではなく，個人のコント
ロール能力の捉え方にも見られるように思われる。すな
わち，コントロール感焦点型 SCでは“状況をコントロー
ルする能力（または可能性）が残っている”ことを強調
するのに対し，調和焦点型 SCでは“状況をコントロー
ルする能力には限界がある”ことを前提とする。そして，
コントロール感焦点型 SCでは“状況をコントロールで
きない”ことを絶望や無力感と関連づけているのに対し，
調和焦点型 SCでは“状況をコントロールできない”場
面においても自分にできることや残された問題解決の可
能性を見出そうとする対処過程に注目していると思われ
る。すべての出来事をコントロールすることは人には不
可能である。人は，コントロールすることができない出
来事もたくさんあるのだという知識や理解を持っている
からこそ，状況に合わせて生きる手段を見出すよう努力
し，最終的に統制困難な状況を乗り越えていけるのかも
しれない。
今後の課題
本研究には，以下のような限界があることが指摘され
る。先ず，分析方法上の限界が挙げられる。M-GTAで
は，分析により得られた結果はデータを解釈して得られ
る仮説的なものであり，分析データの範囲内に限定され
ると捉えている。したがって，本研究で得られた結果は
あくまでも本研究が分析対象としたデータの範囲内に限
定されるものである。本研究の調査協力者は皆，70～74

歳の前期高齢者であり，病気や家族の介護など高齢期に
直面する問題を抱えているものの，自分の足で歩き質問
に回答できる者であった。前期高齢者は後期高齢者と比
較して，認知機能や身体の力，健康ともに高い者が多く，
このような能力の高いことが SC過程に影響していた可
能性も考えられる。後期高齢者，または重篤な病気を抱
えているなど，もっと障害の重い高齢者では，異なる結
果が生成される可能性も考えられる。今後，SC過程の
一般的な仮説モデルを構築するには，調査協力者の範囲
を広げた検討を行う必要がある。
第 2に，本研究では，高齢者の心理的健康に SC過程

が貢献しているのかどうかについて論じていない。特定
の対処方略が顕著に見出されたとしても，それが心理的
健康を増大していなければ，適切な対処ということはで
きない。今後は，状況の受容や自己調整と心理的健康と
の関係について検討する必要があるだろう。
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本研究では，日本語母語幼児 39名，中国語母語幼児 22名に，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実施して，英単語音声分節化傾向を検討した。
その結果以下の点が明らかとなった。第 1に，記憶スパンのパターンにおいて，日本語母語幼児はモー
ラのリズムのパターンと一致している一方で，中国語母語幼児は音節のリズムのパターンとは異なって
いた。また，CVCCと CVCVCの英単語において，中国語母語幼児の方が日本語母語幼児よりもスパン成
績が高かった。第 2に，日本語母語幼児の反復音声持続時間は，中国語母語幼児のそれよりも長くなる
傾向が見られた。第 3に，日本語母語幼児の記憶スパンでは，中国語母語幼児のそれよりも，モーラの
リズムによる分節化と一致するパターンが多く見られた。このことから，日本語母語幼児は，既に英語
の音声知覚において，日本語のモーラのリズムの影響を受けているのに対して，中国語母語幼児は，音
素数や音節数に関わりなく，英単語を 1つのまとまりとして知覚している可能性があることが示唆された。
【キーワード】　英語，幼児，音声知覚，分節，音韻的短期記憶

問題と目的

社会環境の情報化・国際化が加速している昨今，他国
の人々とのコミュニケーション能力は必要不可欠とな
り，特に英語能力習得は“当たり前”という環境へと変
容しつつある。日本においても，2011年度からの小学
校高学年での「外国語活動」必修化を受け，2010年度
では，小学校高学年において，ほぼ 100％の割合で英語
活動が実施されており，低学年段階から英語活動を行っ
ている学校も 65％に上っている（Benesse, 2010）。第 2

言語習得と年齢の関係性については，より早期の年齢で
その言語習得を始めた者の方が，その言語の高い能力
を獲得し母語話者並みに近づくことから（e.g., Jonson & 

Newport, 1989），第 2言語習得における発達的臨界期の
存在が主張されてきたが（Long, 1990），近年の研究で
は，臨界期があることは必ずしも支持されていない（e.g., 

Birdsong & Molis, 2001）。しかし，少なくとも，第 2言
語の音声知覚に関しては，早期段階から慣れ親しむ方が
母語話者に近い発音を習得することが示唆されている
（e.g., Flege, Yeni-Komshian，& Liu, 1999; Tsukada et al., 

2005）。早期英語教育に関しては，否定的見解がありつ
つも（例えば，大津，2005），出来る限り早い時期から
英語に慣れ親しむべきであるという考えは一般的となり
つつあり，幼児期段階から英会話・英語教室に通う子ど
もも少なくなく，0歳児からの英会話スクールも存在し
ている。これまで，日本人の英語習得の困難さ，特に音

声知覚の可塑性は重要な問題として取り上げられてきた
が，それでは，このように早期段階から英語に触れさせ
る環境さえ作れば問題解決となるのだろうか。本研究は，
これらの問題点究明の糸口を提示すべく，母語の異なる
日本語母語幼児と中国語母語幼児との比較を通して，英
単語音声の分節化傾向を検討することを目的とする。
言語習得における重要な要因の 1つとして，言語間の
韻律的特徴（リズム）が挙げられる。我々が音声知覚を
行う際，音韻単位に対応した母語の韻律的特徴に準じて
処理が行われている。言語韻律的特徴は言語によって異
なっており，例えば，英語はストレス，中国語は音節，
日本語はモーラ（拍）の言語リズム単位に準じて音声
知覚での分節化が行われている 1, 2）（Cutler, 1994; Cutler 

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

Yoneyama, 1996）。母語の韻律的特徴は，乳児期の段階
で既に敏感になることから（Nazzi, Betroncini, & Mehler, 

1998; Nazzi & Ramus, 2003），母語の連続的音声を分節
化し，語句や文章を正確に知覚する上で重要な要因とな

発　達　心　理　学　研　究
2013，第 24巻，第 2号，171–182

原　　　著

1）英語母語話者が英単語を発音する上で，どの位置を強く発音する
かという，アクセント（強アクセント）は重要な役割を担ってお
り，強勢（ストレス）とも言われている。英語母語話者は，英語
を発音する際，強勢を等間隔に繰り返そうとする，強勢リズムを
特徴として有しており，単語構成上の音節を単位としてアクセン
トが付与される。そのため，英単語を構成しているアルファベッ
トは，音素の音韻単位と対応しているものの，英語母語話者にとっ
て，英単語を認識・発音する際には，音節の単位が重要な働きを
有する。
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る。また，母語の韻律的特徴は第 2言語における音声知
覚とも関連性があり，モーラ（拍）リズムが日本語母語
話者の英語の音声知覚に影響を及ぼすことが分かってい
る（Cutler & Otake, 2002; Otake et al., 1996）。
これらの観点を踏まえ，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に持
つ幼児を対象にして，英語音韻処理の違いを検討した。
まず，研究 1では，母音（V）と子音（C）とを混合さ
せた 4種類（CVC，CCVC，CVCC，VCC）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
実施した。また研究 2では，研究 1で用いた英単語音声
をそのまま口頭反復させる即時反復課題を実施した。そ
の結果，語頭音の認識において，全般的に日本語母語幼
児の方が優れており，特に VCCと CCVCにおいて両者
の違いが示された。しかし，反復課題においては，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といった複雑な音韻構造から成る
英単語反復の成績が悪かった。
この結果について李ほか（2009）は，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つの音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
りに分解した上で認識してしまう。そのため，中国語母
語話者に比べて，反復することが困難となったのではな
いかという見解を示している。
もし上記の解釈が妥当だとすれば，日本語母語話者は

モーラのリズムによって，音を細かく分解することで，
音声情報を保持，処理を行う音韻的短期記憶内において，
過分な記憶負荷が生じていることになる。そして，この
現象が結果として，日本語母語話者の聴覚的知覚による
音声情報の保持，反復やリハーサル，そして発話といっ
た逐次的プロセスに弊害を及ぼしていると考えられる。
しかしながら，李ほか（2009）の見解は日本語母語幼児
と中国語母語幼児の即時反復の成績差異の結果から推測
されたものであり，実際に日本語母語幼児が英単語の音
声知覚において，音韻的短期記憶内に過分な記憶負荷を
生じさせているかどうかについては直接的に検証されて
いない。
また，李ほか（2009）の研究では，使用された英単

語の構成音素が統制されていないという問題があった。
音声知覚の発達において，生後 10ヶ月頃には，音声
知覚が母語の音韻体系に合わせて調整されるため（林，
1999），日本語母語幼児にとって，母語の音韻体系に存
在しない音素（例えば /l/と /r/）を正確に知覚し，発音
することは困難となる。そこで，湯澤・関口・李・湯
澤（2011）は，英語の音声を構成する主要な音素を，
CVという単純な音韻構造で日本語母語幼児に聴覚提示
し，反復再生させた。その結果，いずれの音素も少な
くとも 2割以上，正しく反復することができたが，/vI/，
/ðI/，/zI/，/lI/の刺激に含まれる頭子音の反復が比較的難
しかった。また，CV音韻構造での各音素の正反応率を
用いて，李ほか（2009）での 1音節英単語反復の正反応
率を予測したところ，1音節英単語反復の正反応率のば
らつきが 18％説明された。すなわち，英語の構成音素
を知覚・発声することの難しさは，日本語母語幼児が英
単語の音声を聞き取り，発声することの難しさの一部で
あることが示唆された。すなわち，李ほか（2009）の研
究では，英単語の構成音素の知覚・発声の難しさの要因

Table 1　5種類の音韻構造に準じた英単語分節数

音韻構造

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

注．C は子音，V は母音を示す。

2）言語の構成において，最小単位となるのが，音素であり，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のが音節，モー
ラである。音節は母音（V）を中心として音のまとまりを構成し，
前後に子音（C）が結合されるため，「母音（V）を中心とした音
のまとまり」と定義される。他方，モーラは音節をさらに細分化
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。そのため，言語の階層構成上，音節の下位構造としてモー
ラが存在している。例えば，tent【CVCC】の単語は，音節の単
位では /tent/の 1つの分節数となり，モーラの単位では /te/n/t/の
3つの分節数となる。最後に，音素の単位では，/t/e/n/t/の 4つの
分節数となる。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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と，モーラのリズムによる分節化による記憶負荷の要因
とが交錯していたと考えられる。
そこで，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，日本語母語幼児と中国
語母語幼児に実施する。それぞれの音韻構造の英単語
は，日本語母語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/）（湯澤ほか，2011）を省い
た母音 15音，子音 19音に基づいている。ところで，一
般的に，聴覚情報を処理する際，長い記銘項目は短い
記銘項目に比べて，再生に困難が生じるという現象は，
語長効果として知られている（e.g., 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
時においてもより大きな影響を受けるという主張もあ
る が（e.g., 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において，聞き手がいずれの単語で，
語長効果による大きな記憶負荷を生じさせるかは，どの
韻律的特徴に準じて分節化を行うかに依存する。例えば，
音節で分節化した場合，CVCと CVCCは 1つのまとま
りとして知覚するのに対して，CVCVと CVCVCは，2

つのまとまりとなるため，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，モーラで分節化した場
合，CVCと CVCVは，2つのまとまりとなるのに対して，
CVCCと CVCVCは，3つのまとまりとなるため，後者
の方が長く，より記憶負荷がかかると考えられる。
以上の観点を踏まえ，本研究の目的は，日本語母語幼
児における英単語音声の分節化を，中国語母語幼児のそ
れと比較しながら，解明することである。中国語母語幼
児と比較する理由は，声調言語である中国語が，個々の
音節に意味を持ち，1つの文字が割り当てられ，音節を
単位としたリズムを持っているとされているからであ
る（e.g., Lin & Wang, 2007）。もし母語のリズムが英単語
の分節化に異なる影響を及ぼすならば，日本語母語幼児
と中国語母語幼児とで，音韻構造による英単語スパンの
パターンが異なっているはずである。また，幼児を対象
とする理由は，小学校で英語を学習する以前の子どもを
対象とすることで，英語の学習の影響を排除するためで
あり，また，幼児期から小学校入学にかけて，かな文字
の習得とともに，モーラに基づいた音声知覚が強化され
ることが示唆されているからである（Inagaki, Hatano, & 

Otake, 2000）。もし日本語母語幼児が英語の音声をモー
ラのリズムに準じた分節化で行うならば，日本語母語
幼児において，Table 1のモーラ単位が小さい単語のス
パンがより大きくなるだろう。他方で，中国語母語幼児
が音節のリズムに準じた分節化で行うならば，中国語母
語幼児において，Table 1の音節単位が小さい単語のス

パンがより大きくなるだろう。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。このように，異なる
音声構造の英単語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。
なお，本研究では，スパン成績の比較に加え，スパ
ン課題における参加児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（e.g., Brown 

& Hulme, 1995）。そのため，日本語母語幼児と中国語母
語幼児が異なった韻律的特徴で英単語音声の分節化を行
い，日本語母語幼児の方が，音韻的短期記憶内に過分な
負荷を生じさせているとすれば，発声に有した時間は，
中国語母語幼児よりも長くなる可能性が考えられる。

方　　　法

参加児
日本の地方都市にある 2つの公立幼稚園に通う日本語

母語幼児 39名（男児；19名，女児；20名，平均年齢
67.2ヶ月，年齢範囲 53ヶ月～74ヶ月，SD =5.5），中
国の広州にある幼稚園に通う中国語母語幼児 22名（男
児；12名，女児；10名，平均年齢 66.0ヶ月，年齢範囲
58ヶ月～72ヶ月，SD =3.7）を実験参加児とした。本
研究において，4歳児～6歳児を参加児としたのは，湯澤・
湯澤・関口・李（2012）にならった。湯澤ほか（2012）は，
4歳児～6歳児の日本語母語幼児（年齢範囲 51ヶ月～
75ヶ月）と中国語母語幼児（年齢範囲 50ヶ月～70ヶ月）
を対象として，英語非反語反復課題を行った結果，年齢
による違いは見られなかった。言語的短期記憶の発達に
伴い，4歳児よりも 6歳児において，記憶スパンは大き
くなると考えられるが，本研究の焦点が英単語の音韻構
造の違いによる記憶スパンの違いであり，また，日本語
母語幼児と中国語母語幼児が年齢的に等質であると考え
られることから，本研究においても，湯澤ほか（2012）
同様に，4歳児と 6歳児を同一のグループ参加児として
比較を行った。実験実施にあたり，幼稚園側には事前に
説明を行い，実験参加への許可・同意を得た。なお，日
本の幼稚園と中国の幼稚園において，英語に関する学習
は行われていなかった 3）。

3）幼児における週 1回の英語活動が英語非単語反復課題の成績に影
響しないことが分かっている（湯澤ほか，2012）。そのため，本
研究の実施にあたり，幼稚園での英語学習実施の有無以外に，個
人的な英語学習経験の有無については，保護者にアンケートを取
るなどの正確な調査は行わなかった。そのため，本研究では，参
加児個人の英語学習の経験の要因は統制していない。
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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て作
成した英単語記憶スパン課題を用いた（5種類の音韻構
造に関しては Table 1参照，各リストで用いた刺激英単
語に関しては Appendix参照）。刺激リスト選別に際して
は，以下の基準に基づいて作成を行った。
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語母語幼児にとって
比較的発声が困難であった子音音素（/v/，/ð/，/z/，/l/，
/r/）（湯澤ほか，2011）を省いた母音 15音（短母音；
/I/，/ /，/ɛ/，/ʌ/，/æ/，二重母音；/i /，/u /，/ɔ /，/ɑ /，
長母音；/eI/，/ɔI/，/aI/，/a /，/o /，弱母音；/ə/），子音
19 音（/p/，/b/，/t/，/d/，/k/，/g/，/f/，/ɵ/，/s/，/ʃ/，/ʒ/，
/h/，/tʃ/，/dʒ/，/m/，/n/，/ŋ/，/w/，/j/）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。最終的に，英単語スパン課題作成
においては，母音 15音，子音 15音（/p/，/b/，/t/，/d/，
/k/，/g/，/f/，/s/，/ʃ/，/h/，/tʃ/，/dʒ/，/m/，/n/，/w/） の
音素により構成された英単語を採用した 4）。
第 2に，モーラのリズムで知覚した際，母音である，
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 5）。
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[b I]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（/h/，/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でき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。
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み，英単語記
憶スパン課題を作成した。英単語記憶スパン課題に関し
ては，リスト内で使用する英単語の提示順序を組み替え
ることで，2パターンの系列課題を作成し，また，それ
ぞれの系列課題の中で，5種類の音韻構造別英単語を参
加児に提示する順序も 3パターン用意した。そして，参
加児は，2パターンの系列課題および 3パターンの提示
順序にランダムに割り当てられた（Appendix参照）。

4）スパン課題作成における音素選別は日本語母語幼児を基準として
いるが，湯澤ほか（2011）と同様の調査を中国語母語幼児に実施
したところ，今回削除した音素は中国語母語幼児においても発声
が比較的困難な結果となっており，全体的に日本語母語幼児と同
様な傾向が見られていた。そのため，本研究では，日本語母語幼
児と中国語母語幼児との直接的比較を行うことを目的としている
こと，そのためには同じ課題での比較が重要であることを考慮し，
中国語母語幼児に対しても，日本語母語幼児と同様のスパン課題
を実施することとする。

5）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
直接比較は行っていない。しかしながら，CVは音素数が全ての
音韻構造の中で最も少ないこと，また，モーラのリズムによる分
節では 2つのまとまりとなるが，音節のリズムによる分節では
1つのまとまりとなるにもかかわらず，日本語母語幼児，中国語
母語幼児ともに最もスパン成績が高かったことを考慮すると，幼
児間の音韻処理能力の違い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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1著者が再聴取し評定を行った。評定を行った第 1著者
は，学部時代に外国語大学で英米語学科に所属し，英語
音声の発音，聞き取りの訓練を受けていたと共に，英語
音韻処理の研究を数年間行っているため，英語音声の聴
覚的分類に関して熟達していた。なお，評定判断の妥当
性を検討するために，各参加児の反応から無作為に選
別した英単語 214語に対して，第 1著者以外の大学生 1

名に評定を依頼した。大学生は平均的英語能力ではある
が，言語心理学を学んでいた。英語能力の異なる 2者間
の評定の結果，一致率は 96.3％であった。2者間におけ
る評定の信頼性は十分高いことから，本研究の評定自体
が評定者によって影響を受けることは非常に低いと判断
し，本研究では，第 1著者の評定を基準として分析を行っ
た。評定基準に関しては，以下の 1）～3）の反応を“成
功”と評定した。1）完全反応：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）不完全反応：刺激
音声の 1つの構成音素のみが別の音素と入れ替わってい
るものの，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）付加反応：刺激構成音素の他に，
他の子音や，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：反応しない，あるいは，
分からないと反応する。5）欠如反応：反応に，音声刺
激の一部，または全部が含まれない。6）異順序反応：
単語の順序が音声刺激の順序と異なる。7）異単語反応：
刺激音声と全く異なる単語（2音素以上が入れ替わって
いる）が反応に含まれている。

結　　　果

分析 1　日本語母語幼児と中国語母語幼児全体における
英単語スパン

参加児の英単語スパンの平均を音韻構造および母語別
に示したのが Table 2である。母語（日本語，中国語）
×音韻構造（CV，CVC，CVCV，CVCC，CVCVC）の 2

手続き
日本語母語幼児に対する実験実施は，第 1著者と実験
協力者として大学院生 1名が行い，中国語母語幼児に対
する実験実施は，第 3著者と実験協力者として中国の大
学に通う学生 2名が行った。課題は幼稚園の別室で個別
に行われた。参加児はパソコンの画面とスピーカーを前
にして座り，イヤホンを通して，実験に参加した。
参加児には，イヤホンから聞こえてくる音を真似るよ
う教示を与えた後，1単語反復と 2単語反復の練習問題
を行った。2単語反復の練習において，最後にまとめて
反応するという系列再生課題の趣旨および手続きを参加
児が理解するまで練習問題を繰り返し行い，本試行へと
移行した。実験中，反応に困難を示す参加児に対しては，
音声が流れる前に実験者が声掛けを行い（「今から言葉
が流れてくるからよく聞いてね」），音声が流れ終えた後
に参加児に反応するように声掛けを行った（「今どんな
言葉が聞こえたか教えてくれるかな」）。参加児の反応に
対しては明確なフィードバックは行わず，反応しない場
合には「大丈夫だよ」といったフィードバックを与え，
参加児に安心感を与えた。なお，練習段階において実験
の趣旨を理解できなかった，および，実験途中で試行を
拒否，あるいは，継続困難と判断された 5名の幼児にお
いては，実験を中断して実験参加児から除外した。実施
時間は 1人当たり，約 30分程度であった。
英単語記憶スパン課題　1単語の段階から始め，次第

に単語数を増やしていった。参加児には，反復する単語
数が増える際には，事前に説明して，提示された順番通
りに反復するように求めた。各段階で 3試行用意し，そ
のうち，2試行以上で，無反応など明らかに失敗した場
合，その段階で中止した。参加児の反応は，全て ICレコー
ダーに録音し，以降に述べる評定基準で評定を行い，成
功と判断された反復が 2試行以上存在する最も単語数の
多い段階の単語数を参加児の記憶スパンとした。
英単語記憶スパン課題への反応の評定基準　参加児の
反応は，実験者がその場で記録用紙に記録し， ICレコー
ダーで録音したものをパソコンに取り込み，その後，第

Table 2　5種類の音韻構造別記憶スパンの平均 （標準偏差）

音韻構造
F 値 多重比較

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

日本語母語幼児
2.4

（0.7）
1.9

（0.7）
2.2

（0.7）
1.1

（0.8）
1.2

（0.8）
26.69 ***

CV > CVC，CVCC，CVCVC

CVC > CVCC，CVCVC 

CVCV > CVCC，CVCVC 

中国語母語幼児
2.7

（0.9）
2.2

（0.9）
2.4

（0.7）
1.8

（0.9）
2.2

（0.7）
4.99 **

CV > CVCC 

CVCV > CVCC  

注．C は子音，V は母音を示す。
**p <.01，***p <.001
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要因分散分析を行った。その結果，母語の主効果（F（1, 

59）＝ 10.73, p<.01），音韻構造の主効果（F（4, 236）＝
28.23, p<.001），母語と音韻構造の交互作用（F（4, 236）
＝3.57, p<.05）がいずれも有意であった。母語と音韻構
造の交互作用が見られたため，単純主効果の検定を行っ
た。
まず，日本語母語幼児，中国語母語幼児ともに，音
韻構造の単純効果が見られた（F（4, 56）＝26.69, 4.99, 

p<.001, 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），日本語母語幼
児では，CVと CVC，CVCC，CVCVCのスパン成績，
CVCと CVCC，CVCVCのスパン成績，そして，CVCV

と CVCC，CVCVCのスパン成績において，有意差が見
られた。すなわち，CVのスパンが最も大きく，次に，
CVCと CVCVのスパンが大きく，CVCCと CVCVCの
スパンが最も小さかった。このような記憶スパンのパ
ターンは，Table 1のモーラ単位の大きさとまさに逆で
あった。一方，中国語母語幼児では，CVと CVCVのス
パン成績が CVCCのそれより有意に大きかったが，そ
れ以外で，有意差は見られなかった。このような記憶ス
パンのパターンは，Table 1のモーラ単位，または音節
単位のいずれとも対応していない。
次に，音韻構造別に日本語母語幼児と中国語母語幼児
を比較したところ，CVCCと CVCVCのスパン成績にお
いて，日本語母語幼児の方が中国語母語幼児よりも有
意に低かった（F（1, 59）＝ 8.17, 21.04，それぞれ p<.01, 

p<.001）。CV，CVC，CVCVのスパン成績では，両幼児
間に違いは見られなかった（F（1, 59）＝ 2.04, 1.99, 1.78, 

ns）。
最後に，“成功”と評定された反応のうち，1）～3）の

割合を母語別および音韻構造別に算出して Table 3に示
した。1）の完全反応の割合を各参加児について求め，
それを逆正弦変換したうえで，音韻構造別に母語間で t
検定を行った。ただし，分析においては，スパン成績自
体が 0の参加児は分析対象から除外した 6）。その結果，
全ての音韻構造において，母語間で有意差は見られな
かった（CV; t（58）=1.43，CVC; t（54）=1.25，CVCV; t（59）
=1.33, CVCC; t（48）=1.74, CVCVC; t（50）=0.68, ns）。

分析 2　日本語母語幼児と中国語母語幼児における反復
音声持続時間

ICレコーダーに録音した参加児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，参加児が発話し始めた
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
音声持続時間の測定に関しては，参加児の発話時の反応
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系列の刺激リストを作成していたため，単

語の提示順序が幼児間で異なっていたこと，また，参加
児によって記憶スパンにおける最終的な単語段階が異
なっていたことを考慮して，反復音声持続時間に関して
は，幾つかの異なる観点から分析を行った。
第 1に，1単語の段階の試行（Appendixの a，b，cの

うち，2試行または 3試行）における反復音声持続時間
の平均を各参加児について求め，その平均を Table 4–1

に示した。平均反復音声持続時間について，母語（日
本語，中国語）×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，音韻
構造の主効果（F（4, 136）＝ 23.79, p<.001）が見られた。
多重比較の結果，CVと CVCV，CVCC，CVCVCの持続
時間，CVCと CVCVCの持続時間，CVCVと CVCVCの
持続時間，そして，CVCCと CVCVCの持続時間におい
て有意差が見られた。母語の主効果（F（1, 34）＝ 0.57，
ns）と母語と音韻構造の交互作用（F（4, 136）＝ 0.74，

Table 3　日本語母語幼児と中国語母語幼児における評価基準別“成功”判断の割合（％）

音韻構造

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

評定基準 1） 2） 3） 1） 2） 3） 1） 2） 3） 1） 2） 3） 1） 2） 3）

日本語母語幼児 79.3 20.2 0.4 71.8 27.2 1.0 66.1 33.9 0.0 63.6 35.7 0.8 59.0 41.0 0.0

中国語母語幼児 74.1 25.0 1.0 62.9 35.1 2.0 59.1 40.4 0.4 58.3 41.7 0.0 66.8 32.7 0.5

注．C は子音，V は母音を示す。評定基準はそれぞれ，1）完全反応，2）不完全反応，3）付加反応を示す。

6）例えば，スパン成績が“2”で，1）完全反応による評定が 0の場
合，0％の割合となる。同様に，スパン成績が“0”の場合も 0％
の割合となる。しかし，本分析の目的は，スパン成績において“成
功”と判断された反応における，1）完全反応での評定判断の割
合を検討することであるため，後者のパターンを分析に加えるこ
とは目的から逸脱すると考えられる。そのため，両者の違いを区
別するために，本分析においては，後者のスパン成績を示した参
加児は分析対象から除外した。
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ns）は見られなかった。
第 2に，最終的な記憶スパンの段階の試行（例えば，
記憶スパンが 2の場合，Appendixの d-e，f-g，h-iのう
ち，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 2で，3

試行全てに成功した場合，6単語（Appendixの d～i全て）
の反復音声持続時間の平均）を各参加児について求め，
その平均を Table 4–2に示した。その平均反復音声持続
時間について，母語（日本語，中国語）×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，母語の主効果（F（1, 41）＝ 5.30，p<.05）
が見られ，日本語母語幼児の平均反応時間の方が中国語
母語幼児のそれよりも有意に長かった。また，音韻構造
の主効果（F（4, 164）＝ 29.08, p<.001）が見られ，多重
比較の結果，CVと CVCV，CVCC，CVCVCの持続時間，
CVCと CVCV，CVCC，CVCVCの持続時間，CVCVと
CVCVCの持続時間，そして，CVCCと CVCVCの持続

時間において有意差が見られた。母語と音韻構造の交互
作用は見られなかった（F（4, 164）＝ 0.32, ns）。
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 2で，それま
での全ての試行に成功した場合，9単語（Appendixの a

～i全て）の反復音声持続時間の平均）を各参加児につ
いて求め，その平均を Table 4–3に示した。平均反復音
声持続時間について，母語（日本語，中国語）×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，母語の主効果（F（1, 41）＝ 6.13，
p<.05）が見られ，日本語母語幼児の平均反応時間のほ
うが中国語母語幼児のそれよりも有意に長かった。また，
音韻構造の主効果（F（4, 164）＝ 40.33, p<.001）が見ら
れ，多重比較の結果，CVと CVCV，CVCC，CVCVCの
持続時間，CVC と CVCV，CVCC，CVCVC の持続時
間，CVCVと CVCVCの持続時間，そして，CVCCと

Table 4–1　1単語段階における反復音声持続時間（標準偏差）

音韻構造
F 値 多重比較

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

全体
0.59

（0.10）
0.65

（0.10）
0.67

（0.12）
0.71

（014）
0.82

（0.11）
23.79 ***

CV<CVCV，CVCC，CVCVC 

CVC<CVCVC

CVCV<CVCVC

CVCC<CVCVC

日本語母語幼児
0.61

（0.07）
0.67

（0.09）
0.67

（0.09）
0.70

（0.11）
0.83

（0.11）

中国語母語幼児
0.57

（0.14）
0.62

（0.10）
0.67

（0.17）
0.73

（0.18）
0.80

（0.11）
注．C は子音，V は母音を示す。単位は，s （秒）。
***p <.001

Table 4–2　最終段階における反復音声持続時間（標準偏差）

音韻構造
F 値 多重比較

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

全体
0.58

（0.11）
0.60

（0.11）
0.68

（0.11）
0.68

（0.14）
0.76

（0.11）
29.08 ***

CV<CVCV，CVCC，CVCVC 

CVC<CVCV，CVCC，CVCVC

CVCV<CVCVC

CVCC<CVCVC

日本語母語幼児
0.60

（0.09）
0.64

（0.11）
0.70

（0.10）
0.70

（0.12）
0.79

（0.11）

中国語母語幼児
0.56

（0.12）
0.56

（0.11）
0.64

（0.11）
0.65

（0.17）
0.72

（0.09）
注．C は子音，V は母音を示す。単位は，s （秒）。
***p <.001
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CVCVCの持続時間において有意差が見られた。母語と
音韻構造の交互作用は見られなかった（F（4, 164）＝ 0.53, 

ns）。
分析 3　日本語母語幼児と中国語母語幼児の個人におけ

る単語スパンのパターン
CVを省いた 4種類の音韻構造の単語における個々
の参加児（日本語母語幼児：n =39，中国語母語幼児：
n =22）の記憶スパンについて，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，日本語母語幼児と中国語母語幼
児において，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。その結果を Table 5

に示した。
フィッシャーの直接確率法で検定した結果，CVCV 

> CVCVCの分節化パターンにおいてのみ，日本語母
語幼児の割合が中国語母語幼児よりも有意に多かった
（p =.013，両側検定）。

Table 5　日本語母語幼児と中国語母語幼児における個人の分節化パターンの人数

音節パターン n CVC > CVCV CVCC > CVCVC

日本語母語幼児 39 18 18

中国語母語幼児 22 11 13

モーラパターン n CVC=CVCV CVCC=CVCVC

日本語母語幼児 39 7 9

中国語母語幼児 22 4 1

モーラパターン n CVC > CVCC CVCV > CVCVC

日本語母語幼児 39 25 28*

中国語母語幼児 22 11 8

音節パターン n CVC=CVCC CVCV=CVCVC

日本語母語幼児 39 12 10

中国語母語幼児 22 8 11

注．Cは子音，Vは母音を示す。単位は度数（人）。各分節化パターンの日本語母語幼児と中国語母語幼児で比較した
際の検定結果。

*p <.05

Table 4–3　記憶スパン全試行における反復音声持続時間（標準偏差）

音韻構造
F 値 多重比較

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

全体
0.58

（0.10）
0.60

（0.10）
0.67

（0.10）
0.68

（0.14）
0.78

（0.10）
40.33 ***

CV<CVCV，CVCC，CVCVC 

CVC<CVCV，CVCC，CVCVC

CVCV<CVCVC

CVCC<CVCVC

日本語母語幼児
0.60

（0.08）
0.65

（0.09）
0.70

（0.08）
0.70

（0.11）
0.80

（0.09）

中国語母語幼児
0.56

（0.11）
0.56

（0.09）
0.63

（0.11）
0.66

（0.16）
0.74

（0.10）
注．C は子音，V は母音を示す。単位は，s （秒）。
***p <.001
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考　　　察

本研究では，音韻的短期記憶内での処理負荷量の観点
から，英単語スパン課題を用いて，日本語母語幼児と中
国語母語幼児の英単語音声の分節化傾向について検討し
た。その結果，日本語母語幼児の平均記憶スパンのパター
ンは，モーラのリズムで分節化した際のパターンと一致
している一方で，中国語母語幼児は，日本語母語幼児と
異なるパターンを示し，しかも，音節のリズムで分節
化した際のパターンとは異なっていた。また，CVCCや
CVCVCの複雑な音韻構造英単語において，中国語母語
幼児のスパン成績が，日本語母語幼児のそれよりも有意
に高い結果となった。また，反復音声持続時間では，1

スパン段階時では幼児間で違いが見られなかったが，最
終スパン段階時と，全試行スパンにおいて，日本語母語
幼児の方が中国語母語幼児よりも反復音声持続時間が長
くなる傾向があった。さらに，モーラと音節による分節
化パターン傾向を分析したところ，日本語母語幼児にお
いて，モーラパターンがより多く見られた。以下，これ
らの結果について考察を行い，最後に，発達心理学・教
育心理学的示唆と課題を述べる。
日本語母語幼児と中国語母語幼児の英単語音声の分節化
傾向
日本語母語幼児全体の記憶スパンのパターンは，モー
ラのリズムで分節化した際のパターンと一致していた。
例えば，CVCの平均スパンは，1.9であり，日本語母
語幼児は，約 2個の英単語を反復できた（CVC-CVC）。
これをモーラ単位に換算すると，約 3.8個である。こ
のように，5種類の音韻構造の英単語に対する平均ス
パンをモーラ単位に換算したとき，CV，CVC，CVCV，
CVCC，CVCVCは，それぞれ，2.4（4.8），3.8，4.4，3.3，
3.6であった。CVについては，方法の箇所で述べたよ
うに，すべての英単語の Vが長母音か二重母音から構
成されているため，正確に換算すると，（  ）内の 4.8個
となる。このように見ると，音韻構造に関わりなく，約
4個のモーラ単位を言語的短期記憶内に表象していると
推測できる。このようなパターンは，中国語母語幼児の
パターンとは異なっていたため，単に，英語を知らない
幼児のパターンを反映しているのではなく，日本語の影
響を受けたものであると考えることができる。
個人の単語スパンのパターンの分析もこのことと一致
している。日本語母語幼児において，中国語母語幼児よ
りも，モーラパターンが多く見られた。ただし，すべて
の日本語母語幼児がモーラパターンを示したわけではな
く，音節パターンを示す幼児もいた。このことについて
は，以下の可能性がある。第 1に，個人の記憶スパンの
成績が必ずしもその個人の正確な記憶スパンを反映して
いない可能性がある。本研究では，幼児にとって比較的

発声が困難であった音素を含む単語を除外しているが，
英単語は，幼児にとって新奇な単語であり，個々の音素
の発声に失敗した可能性がある。刺激音声の 1つの構成
音素が反応では別の音素と入れ替わっている場合は，“成
功”と評定したが，この評定基準をもう少し緩めること
もできるが，そのことによって必ずしも個々の音素の知
覚・発声の問題を排除できるわけではない。第 2に，単
語のタッピング（例えば，「ピーナッツ」を 3回タッピ
ングするか，5回タッピングするか）によって意識的な
分節化を検討した Inagaki et al. （2000）では，幼児期か
ら小学校入学にかけて，かな文字の習得とともに，音節
とモーラの混合パターン（3回と 5回のタッピングの混
合）からモーラに基づいた分節化（3回タッピング）へ
と変容することが示唆されている。日本語母語幼児にお
いて，英単語についても，音節に基づいた分節化も多少
含んでいる可能性がある。
さらに，反復音声持続時間を測定したところ，1スパ
ン段階の記憶負荷が小さい段階では，日本語母語幼児の
反復音声持続時間は，中国語母語幼児のそれと変わりは
なかったが，最終スパン段階までに記憶負荷が大きくな
ると，中国語母語幼児のそれよりも長くなった。このこ
とは，日本語母語幼児がモーラのリズムで分節化し，言
語的短期記憶により大きな負荷をかけているという解釈
と符合する。
他方で，中国語母語幼児は，日本語母語幼児と異なる
パターンを示し，しかも，音節のリズムで分節化した際
のパターンとは異なっていた。李ほか（2009）は，中国
語母語幼児では，英単語の語頭音の認識が苦手であるの
に対して，音韻構造に関わりなく，反復課題のみに正答
する単語数が多かったことから，CCVCや CVCCのよ
うな，より複雑な音韻構造の単語であっても，1つのま
とまりとして知覚していると解釈している。このことか
ら考えると，本研究の場合も，音素数や音節数に関わり
なく，英単語を 1つのまとまりとして知覚している可能
性がある。実際，Table 2では，CVと CVCVのスパンが
CVCCのそれと有意差はあるものの，全体的に，ほぼ 2

個前後の数になっている。
また，正答のうち，完全反応として評定された反応の
割合は，日本語母語幼児と中国語母語幼児の間で違いが
なかった。スパン課題で用いた刺激の音素は日本語母語
幼児にとって比較的発声が容易なものを選別したが，刺
激の音素の知覚・発声の困難さが日本語母語話者と中国
語母語話者で異なっていて，そのことが両者のスパン成
績のパターンに影響を及ぼしているという可能性は低い
と考えられる。
湯澤ほか（2012）は，日本語母語幼児と中国語母語
幼児に対して 2～5音節の英語非単語反復課題を行った。
その結果，日本語母語幼児では，誤反応や無反応が多く，
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中国語母語幼児に比べると，完全正答数がずっと少な
かった。また，非単語の音節数の増加に伴う完全正答数
の減少や音節再生数の増加は，3音節で頭打ちまたは床
効果を示した。他方で，中国語母語幼児では，非単語の
音節数の増加とともに，完全正答数が減少し，逆に，音
節再生数が増加した。音節再生数の増加は，中国語母語
幼児にとって，言語的短期記憶の容量に余裕があるから
であり，5音節非単語における音節再生数の平均は，2.36

であった。この数は，Table 2の平均記憶スパンと符合
する。このように，中国語母語幼児は，2音節以下の英
単語では，英単語を 1つのまとまりとして知覚している
と推測される。
発達心理学・教育心理学への示唆および今後の課題
従来の研究（李ほか，2009；湯澤ほか，2012）では，
中国語母語幼児と比較して，日本語母語幼児における英
単語や英語非単語の反復成績が低いことが示されてき
た。その原因として，日本語の音声におけるモーラのリ
ズムが英語の音声知覚に影響を及ぼしていることが指摘
されたが，そのことは直接実証されていなかった。本研
究は，音韻構造を操作した英単語を用いたスパン課題に
よって，日本語母語幼児の英単語の分節化傾向を検討し，
日本語母語幼児全体の記憶スパンのパターンがモーラの
リズムで分節化した際のパターンと一致していることを
示した。このことは，日本語の音声におけるモーラのリ
ズムが英語の音声知覚に影響を及ぼしていることを実証
している。
ただし，乳児期の段階から，母語のリズムに敏感であ
り（e.g., Nazzi & Ramus, 2003），母語のリズムへの同調
が言語発達の重要な側面であることを考慮すると，この
ことは驚くにあたらない。実際，大学生でも，第 2言語
の音声知覚が母語のリズムに制約されることが示されて
いる（Cutler & Otake, 1994; Otake et al., 1996）。本研究
の意義は，乳児期から一貫して，日本語母語話者の英語
の音声知覚がモーラのリズムに制約を受けていることを
示していること，そして，単純に幼少期から英語に触れ
させることで，英語音声知覚能力や発話能力が容易に習
得可能であるという安易な認識を否定していることであ
る。
もちろん，本研究は，日本語母語話者における音声知
覚の可塑性がないことを示しているわけではない。水口・
湯澤（2012）は，英単語の記憶スパン課題を手掛かり
として，6年以上英語を学習した日本語母語大学生・大
学院生の英単語音声の分節化を検討したところ，彼らの
英語の音声知覚が全般に日本語のモーラの影響を受けて
いるものの，英語能力の高い大学生・大学院生が英単語
音声の一部を音節に基づいて知覚することを示唆してい
る。そのため，今後の課題として，幼児期以降，いつ頃
から，どのような英語の学習を行うことで，日本語母語

話者における英語の音声知覚の変化がどのように影響を
受けるのかを詳細に検討する必要がある。
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English words with five types of phonological structures: CV, CVC, CVCV, CVCC, and CVCVC. The following were the main 

results. The memory span pattern among Japanese children was consistent with the Japanese rhythm of mora, whereas 

the pattern for Chinese children was not consistent with the Chinese rhythm of syllables. In addition, the duration of 

spoken words by Japanese children as a whole was longer than that of Chinese children. Finally, Japanese children exhibited 

more segmentation patterns for mora than did Chinese children. These results suggest that the Japanese rhythm of mora 

influences preschoolers’ perception and segmentation of English sounds. In contrast, Chinese preschoolers may perceive and 

segment English sounds for whole words.
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Appendix　英単語記憶スパン課題刺激例

音韻構造

CV CVC CVCV CVCC CVCVC

1反復-1 a
gee

[dʒI �ː]
side

[sáId]

soda

������	

sound

[sáund]

sinus

��
���	

1反復-2 b
saw

[s ː]
men

[mén]

many

[ménI]

meant

[mént]

menace

�����	

1反復-3 c
pea

[pîː]
coke

[kó k]

coca

[kó ��	

coast

[kó st]

capote

����� t]

2反復-1
d

beau

[bó ]

seed

[sI �ːd]
seedy

[sI�ːdI]

sonde

[s ːnd]
secede

[sIsI �ːd]

e
gey

[géI]

hide

[háId]

howdy

[háudI]

hind

[háInd]

heinous

������	

2反復-2
f

taw

[t ː]
cyme

[sáIm]

cyma

[sáI��	

count

[ká nt]

chicane

[ʃIkéIn]

g
fey

[féI]

mim

[mI �m]

mini

[mI �nI]

mince

[mI �ns]

minim

[mI ���	

2反復-3
h

beau

[bó ]

mate

[méIt]

mesa

[méIs�	

most

[móust]

motion

[móuʃ�	

i
haw

[h ː]
peat

[pI �ːt]
peaty

[pI�ːtI]
past

[p ːst]
petite

����I �ːt]
注．Cは子音，V は母音を示す。課題は，使用する英単語の提示順序を組み替えることで，2パターンの系列課題を作成した。

また，参加児への 5種類の音韻構造別英単語の提示順序も 3パターン用意した。



小澤　義雄
（青山学院大学大学院社会情報学研究科）

本研究は，健常な高齢者 31名に家族についての語りを収集するインタビュー調査を実施し，正の遺産
を受け渡す世代間継承と負の継承を分断する世代間緩衝の認識を伴う自己物語を表出した 9名を対象に，
その語りの類型化と各類型における世代間関係の秩序化の構造の分析を実施した。その結果，類型とし
て「世代間継承成立型」，「世代間継承半成立型」，「世代間緩衝半成立型」の 3つが抽出された。世代間
継承の自己物語には，正の遺産の継承が成立した次世代やその一側面を称賛し，継承が成立しない次世
代やその一側面を退ける対比構造が観察された。そこから，世代間継承の語りが自己経験に秩序をもた
らす営みであることを指摘した。世代間緩衝の自己物語には，前世代との間に生じた苦難とその苦難を
分断して育んだ次世代とを対比の中に，前世代との関係性に対する新たな発見や，断ち切ったはずの負
の遺産の継承を次世代の中に発見することが観察された。そこから，負の遺産の分断を語ることが，自
身の不運な幼少期の意味を塗り替える能動的側面と，不意に次世代の中に自身の負の遺産を発見すると
いう受動的側面を併せ持つ営みであることを指摘した。
【キーワード】　世代継承性，世代間継承，世代間緩衝，老年期，ナラティブ・アプローチ

問題と目的

Erikson（1963 /1977）は，「世代継承性（generativity）」
という造語を生みだし，それを「包括的な意味で生み出
すこと，すなわち世代から世代へと生まれゆくあらゆる
もの，時代，事物，技術，思想，芸術作品などを生み出
し育むこと」と定義した。世代継承性は，Eriksonの漸
成的発達図式において，人間の生涯の 8つの段階のう
ち，7番目の段階である中年期における，心理社会的適
応をもたらす「同調傾向（syntonic tendencies）」として
設定された。その世代継承性の対極には，心理社会的不
適応をもたらす「失調傾向（dystonic tendencies）」であ
る「自己停滞（self-stagnation）」が設定され，中年期は，
何かを生み出し育むことと，自己の死を暗示する停滞
とが拮抗する発達段階として位置づけられた。Erikson

（1982 /1989）は，中年期の心理社会的適応の図式を「（次
世代を育むことで）停滞感という驚異的な感覚が食い止
められ（中略）死を無視することが最高度に認可され（中
略）非存在（non-being）の影を拒絶する」と表現している。
この Eriksonが中年期に想定した，次世代を育むことと
人間の心理社会的適応との関連は，後に続く幾つかの調
査研究により，世代継承性に関する関心と心理適応に関
する諸変数との正の相関として実証的に支持されてきた
（e.g., Grossbaum & Bates, 2002; de St. Aubin & McAdams, 

1995; 丸島，2000）。
世代継承性は多義的な側面を含みこんだ重層的な概念
であるが，その心理社会的適応のメカニズムの中核に，

次世代に自身の有する何らかの要素を継承すること（小
澤，2012），また，それが望ましくない自身の要素であ
るならば継承が生じないようにそれを分断する，という
営みが想定されている。Kotre（1984）は，世代継承性
を，次世代を育むことを通じて自分の死後にも残るよう
な生き方や仕事に身を投じようとする欲求を満たす行為
であると述べた。また，McAdams（1985）は，成人の「自
己物語（Self-narrative）」の中に，彼が「世代継承性ス
クリプト（generativity script）」と呼ぶ「次世代を育み，
ポジティヴな遺産を次世代に伝えることで，人生の終焉
を乗り越え，次世代の中に生き続けるという」物語の骨
格が埋め込まれていると述べた。さらに，McAdams & 

de St. Aubin（1992）や Kotre & Kotre（1998）は，自身
の正の遺産の継承だけでなく，負の遺産の継承を分断す
ることもまた，次世代を育むという観点から，世代継
承性の重要な要素であることを指摘している。Kotre & 

Kotreは，虐待の世代間伝播や病気の母子感染を，自身
の世代で止めようとする努力を取り上げ，ある世代が
次世代への負の継承を分断し，自らを賭して世代間の
継承を制御する営みを「世代間緩衝（intergenerational 

buffers）」と呼んだ。これらの，次世代に何かを継承す
る，あるいは継承しないように分断するという認識は，
世代継承性の概念的検討の域に留まらず，成人を対象と
した調査研究の中で，自己物語や子育ての語りの中に
観察されることが報告されてきている（e.g., 竹内・上
原，2007; McAdams & de St. Aubin, 1992; McAdams, de 

St. Aubin, & Logan, 1993）。また，青年期においても次世
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代への継承に関するイメージが描画課題の中に観察され
ている（Yamada, 2004）。このことから，世代間継承や，
望ましく無い要素の分断に関する世代間緩衝の認識は，
生涯発達上のかなり広範において人間の日常の中に埋め
込まれていると考えることができるだろう。
ところで，世代継承性は，当初，生涯の 7番目の段

階である中年期の心理社会的適応課題として設定された
が，後に続く議論の中で 8番目の段階である老年期にか
けてまで，その心理社会的適応機能が維持されることが
指摘されるようになった。Erikson（1982 /1989）は，高
齢者の祖父母の立場から子どもや孫を世話する「祖父母
的世代継承機能（grand-generative function）」と彼が呼
ぶ役割や，回想を通じて過去の世代継承性に関するエピ
ソードを再解釈する営みを取り上げ，それらが老年期に
充満する停滞感を低減する機能を有すると述べた。さら
に，老年期の世代継承性に関する議論は，中年期の世代
継承性の心理社会的適応のメカニズムの中核であると考
えられた世代間継承の老年期における役割にも言及して
いる。小澤（2012）は，Erikson（1963 /1977）が老年期
の同調傾向として設定した「自我統合（ego-integrity）」
に関する議論を引き合いに出し，老年期の世代間継承
における心理社会的適応機能上の重要性を指摘した。
Erikson（1964 /1971）によれば，自我統合とは，統合さ
れた経験を他（次世代）に伝える努力，後世への遺物を
遺す為，来るべき世代の要求に応え，それを通じて統合
性をもった自己を確立し，目前に迫る自身の死の恐怖を
乗り越える営みであるとされる。小澤は，この Erikson

が想定した老年期に課される，自身の経験を次世代に伝
えるという役割を，中年期の世代継承性の高次な焼き直
しであると指摘した。
これまで，老年期における世代間継承の認識と心理社
会的適応との結びつきを捉えた幾つかの事例報告がなさ
れてきている。Erikson, Erikson, & Kivnick（1986 /1990）
は，彼らがインタビューを実施した高齢者の語りの中に，
複数の世代に渡る世代間継承に関するエピソードが観察
されることを報告している。Erikson et al. は，この世代
間継承の認識が，高齢者に，世代のサイクルの中に自分
自身の場所を確保することを促すという心理社会的適応
機能を有すると指摘した。日本においても，林（2000）
や山口（2000），深瀬・岡本（2010）によって，高齢者
の語りの中に世代間継承のエピソードが生起することが
報告され，それに対し，家族の系譜の中へ自身を位置づ
けることや，自我統合，次世代の中に生き残るといった，
Erikson et al. の見解に準ずる形で，世代間継承と心理社
会的適応との結びつきが指摘されてきている。
しかしながら，それらの事例報告における老年期の世
代間継承と心理社会的適応との結びつきに関する議論
は，「ナラティブ・アプローチ（narrative approach）」の

枠組みからは，その適応メカニズムの記述に課題を残
していると言える。ナラティブ・アプローチは，人間の
思考のプロセスが有する物語としての性質に着目する。
Sarbin（1986 /1991）は，人間が自らの経験を時間的に
分節し，体制化することによって意味を見出していく様
相が物語の有する性質と近似していることを指摘し，人
間心理の「根源的メタファー（root metaphor）」として
の地位を物語に与えた。また，Bruner（1986 /1998）は，
人間の日常的な思考の様式を「物語モード（narrative 

mode）」と呼び，物語としての思考のプロセスの中で出
来事が結びつけられることにより人間の経験の意味が生
成されると述べた。これらの論考を踏まえ，ナラティ
ブ・アプローチは，人間の語りを，出来事と出来事，時
間と時間を結び合わせる「意味を生み出す行為（Bruner 

1990 /1999）」と見なす。とりわけその物語行為が自身
の経験や歴史の記述に向けられる場合，しばしばそれは
「自己物語」と呼ばれ（浅野，2001），人間の心理的適応
と強く関連づけられて論じられてきている。この枠組み
において，「適応」とは，自己物語を通じて，自身の在
り方と自身を取り巻く状況との間に生じる裂け目を，秩
序立てて紡ぎ直す行為（Bruner, 1990 /1999）を指す。老
年期の世代間継承に関するこれまでの事例報告は，世代
間継承の認識を表出することを，心理社会的適応と等
価なものと見なしてきている。しかしながら，Bruner

（1990 /1999）が，自己物語の秩序の生成が，「語りの内容」
よりもむしろその「語り方」に依る，と指摘するように，
世代間継承の心理社会的適応のメカニズムを検討する上
では，世代間継承が語られたか否かではなく，如何にし
て世代間継承の語りが秩序立てられるか，という，その
語りの構造に着目した記述が必要であると言える。
自己物語に秩序をもたらす語りの構造への着目は，老
年期の世代間継承の語りが有する性質を鑑みるならば，
よりその必要性が高まる。小澤（2012）は，老年期の世
代継承性の性質を，老年期において次世代へ経験を伝え
るという現在の出来事と，子育てに代表される現在に至
るまでの膨大な過去の出来事の再評価とが，いまここに
おける思考の中で併存し，さらに，その過去から現在に
かけての無数の出来事が，次世代との関係性を軸に，思
考の中で時制を貫き，連続性を持った物語として意味を
構成する，と指摘した。この指摘を踏まえるならば，老
年期における世代間継承の語りは，生涯に渡る無数の世
代間関係のエピソードの中で，自身と次世代，あるいは
Erikson et al.（1986 /1990）が報告するように，自身と前
世代，あるいは，次世代と前世代という複数の世代を重
ね合わせ，そこに同一性や差異を見出すという，広範な
時間に及ぶ自己物語として展開されることになる。さら
に，高齢者の思考の中に世代間継承の認識が一度根を下
ろす時，異世代を，自身と同一，あるいは異質の性質を



185　老年期における世代間継承の認識を伴う自己物語の構造

持つ他者として認識するようになり，自己物語の中に散
りばめられた当該の異世代との間の無数のエピソードに
対する意味づけに影響を与えるようになると考えられる。
世代間継承の認識を伴う広範な時間に及ぶ自己物語を秩
序立てるためには，複雑な意味づけを要すると考えられ，
その秩序化の構造を捉えることが，世代継承性の心理社
会的適応メカニズムの解明において意義を持つと言える。
以上から，本研究は，老年期の世代継承性の中核と考
えられる世代間継承の心理社会的適応メカニズムの性質
を捉えるために，その認識を生起する自己物語の構造を
明らかにすることを目的とする。具体的には，世代間継
承及び継承を分断する世代間緩衝を含み込む自己物語を
語る高齢者に焦点を当て，前世代，あるいは次世代との
生涯に渡る世代間関係に関する自己物語全体を秩序化す
る語りの構造を明らかにする。

方　　　法

参加者　東京都内の 8ヶ所の公営の高齢者福祉セン
ターを訪れた高齢者に研究目的を話して，31名の方に
参加してもらった（男性 14名：女性 17名，平均年齢＝
76.5，SD ＝ 6.96，範囲＝ 64歳～94歳）。これらの高齢
者はセンターに敷設された施設や，センターで行われる
レクリエーション活動等の定期的な利用者であり，自身
の意思に基づき自身の足でセンターに通う自立的な生活
を維持している健常者であった。
対象とする語り　世代間継承及び世代間緩衝の語りを
収集するための語りのテーマとして，家族についてのエ
ピソードを選定した。世代継承性は，Eriksonの定義に
おいて家族の文脈に限定される概念ではないが，世代
継承性のプロトタイプとして家族の文脈が位置づけら
れ（McAdams, 2004），また，高齢者の回想の中で家族
のエピソードが高頻度でかつ重みを置かれて語られるこ
とから（Coleman, Ivani-Chalian & Robinson, 1998 ; 長田，
1992），高齢者の日常的な思考の中に生じる継承と継承
の分断の語りを検討する上で，家族のエピソードが相応
しい語りのテーマであると考えられた。
面接　語りを収集するために，自由度の高い半構造化
面接を実施した。面接の手続きは，冒頭に「生まれてか
ら今に至るまでの様々なご家族のエピソードをお聞かせ
ください」という人生の文脈における家族のエピソード
を促すためのオープンな教示を行い，それ以後は，頷き，
相槌を打ち，終始し参加者の語りを傾聴する姿勢を取り，
調査者からの話題の提示は最小限に抑えられた。参加者
の語りが長く途切れた際，また，語りが家族についての
話題から長く逸れた際にのみ，再度，家族のエピソード
についての促しを行った。このような調査者の姿勢は，
参加者の語りに対する誘導を最小限に抑えることを意図
していた。面接を実施した場所は，高齢者福祉センター

の一室，もしくは参加者の自宅で，1名に対して原則 1

回行った。但し，参加者，あるいは，施設の都合によっ
て面接が 2回に渡った者が 3名いた。面接は ICレコー
ダーに録音され，後にその全てが逐語データへとトラン
スクリプトされた。インタビューの実施時間は平均 38

分であった。
面接を実施する事前に参加者に対し，研究目的，面接
を ICレコーダーで録音すること，個人情報の保護が遵
守されること，さらに，参加者の意思で自由に面接を中
断できることを順に説明し，参加者の承諾が得られた後
に面接を実施した。また，家族についてエピソードの質
問を行う前に，自由な話題を語ってもらい参加者の緊張
をほぐすことに配慮した。

分　　　析

面接を通じて収集された家族のエピソードの分析には
次の二段階の手続きが採用された。先ず，生涯に渡る世
代間関係への意味づけの質を捉えるための枠組みを用意
するために，世代間関係の関係性カテゴリーの作成が実施
された。次に，そのカテゴリーに基づき，世代間継承ある
いは世代間緩衝を表出する参加者の生涯に渡る世代間関
係の秩序化の構造に関する類型の抽出作業が実施された。
1．世代間関係の関係性カテゴリーの作成
参加者の生涯に渡る世代間関係の秩序化の質を捉える

ために，世代間関係のエピソードに付与される意味づけ
のカテゴリー化が実施された。カテゴリー化を実施する
にあたり，家族のエピソードを語らなかった男性 1名及
び，次世代のエピソードを語らなかった男性 2名が除外
され，男性 11名，女性 17名の計 28名が分析の対象と
された。
分析には，語りに現れる意味づけをシステマティッ
クに抽出することが可能な「質的コード化」（Coffey & 

Atkinson, 1996）の手続きが援用された。質的コード化
とは，語りの特徴に即して適宜コードを付与し，得られ
たコードを繰り返し比較してその類似性と差異に基づき
統合を繰り返すことで，ボトムアップ的に語りの特徴を
捉えるためのカテゴリーを生成する手続きである。本研
究では，生涯に渡る世代間関係に対する意味づけを捉え
ることを狙いとして，前世代あるいは，次世代との関係
性の各エピソードに対し，語り手が付与する意味づけの
質を評定者が評価し，その評定された意味づけの一つ一
つが，コーディングの一単位として設定された。コーディ
ングは参加者の全ての世代間関係のエピソードに対して
実施された。コーディング作業の結果，計 665のコード
が付与され，その後，コードの統合作業を実施しカテゴ
リーが抽出された。カテゴリー化の作業は全て筆者が実
施した。その結果，20の世代間関係の関係性カテゴリー
が生成された。各カテゴリーの内容を Table 1に示す。
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2．世代間継承及び世代間緩衝の語りにおける世代間
関係の秩序化の構造の類型化
世代間継承あるいは世代間緩衝の認識を生起する語り
の秩序化の構造を捉えるために類型化を実施した。先ず，
「1.前世代からの正の遺産継承」，「10.次世代への正の遺
産継承」，「11.次世代への正の遺産継承の未達成」の 3

つを世代間継承に関するカテゴリーとして，また，「12.

次世代への負の遺産分断」，「13.次世代への負の遺産分
断の未達成」の 2つを世代間緩衝に関するカテゴリーと
して定義し，それらを生起した参加者 9名が抽出された。
これら 9名の参加者の語りは，世代間継承もしくは，

世代間緩衝のいずれかの性質を持つ語りとして大別さ
れ，次に，そこでの継承や分断が，次世代との関係の中
で受け入れられる「成立」の状態にあるか，部分的に受
け入れられる「半成立」の状態であるか，あるいは全く
受け入れられない「不成立」の状態であるかが判別され，
類型化された。

さらに，各類型の生涯に渡る前世代及び次世代との世
代間関係全体の性質を明らかにするために，各類型の参
加者の語りに該当する世代間関係の関係性カテゴリーが
付与された。この関係性カテゴリーを付与する作業では，
分析の信頼性を高めるため，筆者を含む 2名で参加者の
逐語データを評価し，評定者個々が別々に該当するカテ
ゴリーを当てはめる手続きが実施された。評定者間で評
価が異なる場合はその都度評定者間で協議し付与するカ
テゴリーが決定された。次に，各類型に該当する参加者
3名中 2名以上に見られるカテゴリーが各類型の世代間
関係の典型と定義された。

結　　　果

参加者 9名の語りの分析を通じて，世代間継承及び世
代間継承に伴う世代間関係の秩序化のパターンの類型と
して，1. 世代間継承成立型，2. 世代間継承半成立型，3. 

世代間緩衝半成立型，の 3つが抽出された。各類型の該

Table 1　世代間関係の関係性カテゴリー

関係性カテゴリー カテゴリーの内容

前
世
代
と
の
関
係
性

1.前世代からの正の遺産継承
祖父母や，親，きょうだいの有する信念や，生き方，関係性パターンに関する
ポジティヴな要素の継承

2.前世代への心的配慮 祖父母や，親，きょうだいの苦労に対する配慮
3.前世代への手助け 親，家族に対する不満を伴わない手助け
4.前世代の厳しさ 祖父母や，親，きょうだいに対する苦難を伴う手助けや，前世代からの厳しい躾
5.前世代からの世話への感謝 祖父母や，親，年上のきょうだいから受けた世話に対する感謝
6.前世代からの世話の拒否 祖父母や，親，きょうだいからの世話に対する無視や拒否
7.前世代から世話を受けられない苦労 幼少期に親と死別や生き別れをし，世話が受けられなかったことの苦労
8.前世代の看取りの努力 老いた親，年上のきょうだいを看取る努力，死別した前世代の人生に対する敬意
9.前世代の看取りの苦しみ 老いた親，年上のきょうだいを看取りの中での苦しさや悲しみ

次
世
代
と
の
関
係
性

10.次世代への正の遺産継承
子どもや，孫，年下のきょうだいの中に，自身の信念，経験，関係性パターンに
関するポジティヴな要素を見出す，あるいはそれを引き渡そうとした努力

11.次世代への正の遺産継承の未達成 子どもや，孫，年下のきょうだいに，自身の信念，経験との間のギャップを見出し批判

12.次世代への負の遺産分断
子どもや，孫，年下のきょうだいに，自身の持つネガティヴな要素を引き渡さな
い努力，あるいはポジティヴに変換して引き渡そうとした努力

13.次世代への負の遺産分断の未達成
子どもや，孫，年下のきょうだいの中に，自身の持つネガティヴな要素を見出す，
あるいはポジティヴに変換して引き渡そうとしたものが十分に共有されない

14.次世代への心的配慮
子どもや，孫，年下のきょうだいを大切に感じる，あるいは , 成長した子どもや
孫の世話からある程度身を引く努力

15.次世代への世話 子どもや，孫，年下のきょうだいを育てる努力

16.次世代への世話の不足
子どもや，孫，年下のきょうだいを育てることに力を注げなかったと感じる，
あるいは次世代を育てることに無関心

17.次世代の成長への称賛 子どもや，孫，年下のきょうだいの経験，努力，成長へのポジティヴな評価
18.次世代からの世話 成長した子どもからの世話
19.次世代からの自立 成長した子どもから自立して生活する努力
20.次世代との上手くいかなさ 成長した子どもから世話が得られない，あるいは子ども夫婦との間の不協和
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が成立しなかったと見なされる次世代の一面が批判にさ
らされる【11.次世代への正の遺産継承の未達成】こと
が表出される。
前世代との関係性　前世代を積極的に手助けしたが，

それがとても苦しい経験だった【4.前世代の厳しさ】と
意味づけられる。また，前世代から世話を受け，それに
感謝している【5.前世代からの世話への感謝】と意味づ
けられる。前世代に対する否定的な意見は含まれないが，
前世代との生活の中の苦難が表出される。
次世代との関係性　次世代を熱心に世話し育て【15.

次世代への世話】，次世代が望ましい成長を遂げた【17.

次世代の成長への称賛】と意味づけられる。一方で，次
世代におけるポジティヴな継承を達成できていない側面
に対しての批判【11.次世代への正の遺産継承の未達成】
が表出される。
類型 3：世代間緩衝半成立型（3名：女性 3名）
世代間緩衝の性質　前世代との関係性の中で親の死別
や親との生き別れ等の理由から世話を受けることができ
ずに苦しみを経験し，次世代との関係性の中でそれを伝
えないように分断した，あるいは，ポジティヴに変換し
て伝えた【12.次世代への負の遺産分断】と意味づけら
れる。一方で，次世代の中に，自身が分断しようとした
ネガティヴな要素が見出されることや，ポジティヴに変
換した要素が次世代に十分に伝わっていない【13.次世
代への負の遺産分断の未達成】と意味づけられる。
前世代との関係性　親との死別や生き別れを経験した
幼少期は苦しかった【7.前世代から世話を受けられない
苦労】と意味づけられる。その一方で，親代わりとなっ
た祖父母や年上のきょうだいからの世話への感謝【5.前
世代からの世話への感謝】が表出される。
次世代との関係性　次世代を，自身の親との関係性の
中の負の経験を伝えないように配慮しながら【12.次世
代への負の遺産分断】【14.次世代への心的配慮】，積極
的に世話し育てた【15.次世代への世話】と意味づけら

当者は共に 3名であった。各類型に属する参加者の属性
を Table 2に示す。次に，各類型に見られる世代間継承
あるいは世代間緩衝の性質，また，生涯に渡る世代間関
係の性質を以下に示す。これ以降，引用される関係性カ
テゴリーは【　】にて括り示すこととする。また各類型
の関係性カテゴリーとそれに該当する語りの例を Table 

3に示す。なお，参加者の個人情報を遵守するため，語
りのデータの中の固有名詞は，文意を損なわないことに
配慮しつつ変更が加えられた。
類型 1：世代間継承成立型（3名：男性 2名・女性 1名）
世代間継承の性質　前世代及び次世代との関係性の中
で，数世代に渡りポジティヴな要素の継承が円滑に成立
した【1.前世代からの正の遺産継承】【10.次世代への正
の遺産継承】と意味づけられる。
前世代との関係性　前世代の苦労を汲み取り【2.前世

代への心的配慮】，自発的に前世代を手助けした【3.前
世代への手助け】と，また，前世代から世話を受け，そ
れに感謝している【5.前世代からの世話への感謝】と意
味づけられる。前世代に対する否定的な意見や情動は含
まれない。
次世代との関係性　次世代を熱心に世話し育て【15.

次世代への世話】，次世代が望ましい成長を遂げた【17.

次世代の成長への称賛】と意味づけられる。次世代に対
する否定的な意見や情動は含まれない。
類型 2：世代間継承半成立型（3名：男性 1名・女性 2名）
世代間継承の性質　前世代との関係性の中でポジティ
ヴな要素の継承が生じた【1.前世代からの正の遺産継承】
と意味づけられる。さらにその要素が，ある部分では次
世代に継承され【10.次世代への正の遺産継承】，また，
ある部分では次世代との間で十分に継承が成立しなかっ
た【11.次世代への正の遺産継承の未達成】と意味づけ
られる。継承が成立した次世代【10.次世代への正の遺
産継承】や，前世代を手助けした苦難【4.前世代の厳し
さ】が引き合いに出され，それとの対比構造の中で継承

Table 2　各類型に該当する参加者の属性

類型 性別 年齢 同居している家族

世代間継承成立型 女性 68歳 無し（夫と死別し独居）

男性 77歳 妻

男性 82歳 妻

世代間継承半成立型 女性 72歳 息子夫婦

女性 72歳 息子夫婦

男性 74歳 妻

世代間緩衝半成立型 女性 70歳 息子夫婦，孫二人

女性 77歳 夫

女性 78歳 娘，孫
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Table 3　各類型に含まれる語り

類型 項目 関係性カテゴリー 語りの例

世代間継承
成立型
男性 2名
女性 1名

世代間継
承の性質

　1．前世代からの正の遺
産継承

「やっぱり母親のー，躾でしょうねー，（中略），厳しい躾がありましたんでねー，だから，私はど
んな苦しみでも耐えられました」

10．次世代への正の遺産
継承

「あのー，本当にね，私たちは子どもたちに恵まれたというのでしょうか，それと，私の信念を，
よく飲み込んでくれたのかねー，そう思いますね」

前世代と
の関係性

　2．前世代への心的配慮 「父親が，あのー，割とよく働いたんですけどね，商売失敗が多かったんです，（中略），それでそのー，その転職する度に母親が苦労しましてねー」
　3．前世代への手助け 「（親から）させられたってことは無いのね，自分で進んでそういう仕事をしてきたから」

　5．前世代からの世話へ
の感謝

「父が，六人の子どもに学校に出してあげたいということで，当時の旧制中等学校の学費が五円
五十銭くらいだったですが，一度も学校から督促されることのない，えー，期日にはきちんと納
付させてもらえたということも，やはり今では，心から感謝致しております」

次世代と
の関係性

15．次世代への世話 「子どもに随分厳しいことしたことあるんです，（中略），いわゆるスパルタ式で」
17．次世代の成長への称
賛

「べた褒めであれなんですけどフフ，真っ直ぐな道を歩んでくれますんで，非常に私としては誇
りにしております」

世代間継承
半成立型
男性 1名
女性 2名

世代間継
承の性質

　1．前世代からの正の遺
産継承

「親にはね，（中略），よくキセルで叩かれたよ，頭，（中略），厳しかった，でもね，ああいうのが
やはりね，身をもってねー，（中略），社会出てってプラスになったと思う」

10．次世代への正の遺産
継承 「私が生き様を見せたのかね，息子はわりと，堅実ですよ，考えが」

10．次世代への正の遺産
継承

11．次世代への正の遺産
継承の未達成

「家の子ども（孫）たちには家の息子は絶対させないから，早いって，うん，歳も行かないのにね，
そういうもの（携帯電話）をほしがることは，おかしいことだって，でも，誰それさんが持ってるっ
て，人は人だって，家の息子はそう言います」

　4．前世代への手助けの
苦難

11．次世代への正の遺産
継承の未達成

「今の人は，その，我慢ってことはね，辛抱っていうことがね，欠けてるからね，うん，だから，
もう少し，家の，孫は，二人いるんですよ，男の子と女の子，それがねー，見てるとねー，口出
したいんだけど，（中略），もう，二十歳，まではもう，洗濯炊事，ま，女の，習い事っていうの
は一切全部やらされたからね」

前世代と
の関係性

　4．前世代の厳しさ
「父親はそれで海軍に行ったでしょ，戦争に行ってるから，おばあちゃんと二人でその五人の子
どもを，洗濯して，食べさすの，みんな手伝ってね，（中略），一番痛切に感じたのはやっぱし，
十五，六，十七の間ですね，それが一番辛かった」

　5．前世代からの世話へ
の感謝 「長女だから，大事に育ててもらった親の恩はあるけどもね」

次世代と
の関係性

15．次世代への世話
17．次世代の成長への称
賛

「私は一人息子なの，二十一に産んだ子がね，男の子で，うん，それで，その子を育てるのに，
主人と二人で頑張って，二人で共稼ぎやって，息子は一人息子だけど，かぎっ子でハハハ，そ
れでもう，現在があるからね，息子は，まあ，お父さんお母さんの子どもであって，生まれてよかっ
たよっていうのを，こないだ，（中略），そん時に，初めて言って，私，それで，今までの，苦労がね，
消し飛んだ」

11．次世代への正の遺産
継承の未達成

「泥んこに入って，藪ん中入ってこう，肌でこう感じたやつは，これほんと，うん，生涯忘れられ
ないんだよ，（中略），今無いでしょう，自分の子どももそうだけど孫なんか余計にね，見た目は
完成品ででかくてね，おー，このやろうってくらい成長しているけど，中身はほれ，空っぽだと思う」

世代間緩衝
半成立型
女性 3名

世代間緩
衝の性質

12．次世代への負の遺産
分断

「自分の本当の親だったらもしかしたら子ども連れても離婚してたかも分からないけど，自分が
親に捨てられてそういうのしてるから，自分の子どもには絶対したく無いって」

13．次世代への負の遺産
分断の未達成

「（子どもの夫）またどっか行っちゃったんだよな，（中略），そういうわけ，何だかんだ苦労して
るのよ子どもも，うん，親が苦労してるからやっぱ子どもも苦労してるね」

13．次世代への負の遺産
分断の未達成

「子どもにとって両親がいないってことはほんとにねー，あれなんだからね，あのー，子供育てる
のもあれしなきゃいけないよって言うんですけどね，そんなこと言ったって私たちはわかんない
よハハハハ，そりゃそうですよね，自分たちの娘や息子は，ねえ，両親が揃って育ってますから
ねハハ，それ，私みたいな思いしないからそれわかんないんですけどね」

前世代と
の関係性

　7．前世代から世話を受
けられない苦労

「私はねー，親がそういうふうにいないから，だからなんだかしらねえけど，あの，いじめられた，
何でもないのにはたかれてさー，（中略），うんだから，やっぱりちゃんと親がいないと，子ども
は苦労するよ」

　5．前世代からの世話へ
の感謝

「私自分自身でそんな風にまともにちゃんと，あれしてー，家庭持って母親になってこうやってし
てきたってことは，ああ，自分自身がね，おじいちゃんおばあちゃんに愛情一杯に育てられたん
だなーと思って」

次世代と
の関係性

12．次世代への負の遺産
分断

14．次世代への心的配慮
15．次世代への世話

「私はあんまり，学校，行かなかったから，子どもだけは学校上げたいからって言ったら，それ
一本で入れたんだから，市役所，そうよ，それでちゃんと，女の子二人だからさ，（中略），私が
働いて学校ちゃんと，神奈川の高校ね，あげて」

18．次世代からの世話 「でも子どもたちも子どもたちなりに，まあ，あれしてはくれているんでしょうけどね，まあ，結
構あのー，何か節目のときは子どもたちがあれしてくれますのでね」

20．次世代との上手くい
かなさ

「お父さんが亡くなれば，子どもたちが，ねえ，お葬式も出す，ね，お墓も買う，そうしてやんの
がほんとなんだけど，家は娘だから，なーにもしないで，なーにもしないで，そんで，香典はみ
んな持ってっちゃったよ」
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れる。成長した次世代からの世話を受けていること【18.

次世代からの世話】，またその中で，次世代との関係性
が上手くいかないという感覚【20.次世代との上手くい
かなさ】が表出される。

考　　　察

世代間継承の自己物語の秩序化の構造
世代間継承の認識を生起した世代間継承成立型と世代
間継承半成立型の自己物語は，高齢者が前世代と次世代
に自身と同質の要素を見出すことが，高齢者の自己世界
にある種の秩序をもたらすことを窺わせる。そのメカニ
ズムを明確に見て取れるのは，世代間継承半成立型の対
比構造を有した語りである。世代間継承半成立型の自己
物語は，現在の次世代との関係性の中で自身の望ましい
要素の継承の不成立を見出した際，望ましい要素の継承
が成立した次世代やその一側面また，その要素を受け
取った前世代との関係性を対比項に上げることで，継承
が成立しない異質な次世代やその一側面を批判し，一方
で，継承が成立した同一性を有する次世代を強く褒めた
たえる構造を有していた。対比構造によって異質な次世
代やその一側面を退ける語りは，自身と同様の望ましい
要素を共有する存在との間で編みあげられる自己世界の
秩序を維持する機能を果たしていると考えられる。前世
代との関係性と次世代との関係性を重ね合わせることは，
世代間継承の認識を伴う自己物語の全般に共有される構
造であるだろう。世代間継承成立型では，前世代と次世
代との関係性各々に同一性が見出されるため，そこには
並置の構造が生じ，それらを語りの中で結びつける上で
複雑な意味づけの処理を要さない。一方で，世代間継承
半成立型の場合は，異質な次世代やその一側面と継承が
成立した前世代との関係性の質的差異が対比構造を生じ
させ，矛盾するそれらを結びつけるために，あるいはそ
れらを切り離すために，意味づけがより活性化されるの
だと考えられる。
世代間継承は，次世代に遺産を遺し，次世代の中で生
き続けるという，世代継承性の心理社会的適応メカニズ
ムの中核に据えられてきた（e.g., Kotre, 1984; McAdams, 

1985）。従来の世代継承性の理論は，そのメカニズムに
精神分析の視点を基盤にした無意識下の自己保存の欲求
とその充足のプロセスを想定することを前提としてき
た（小澤，2012）。それに対し，本研究は，自身と同一
性を持つ異世代やその一側面と異質な異世代やその一側
面とを対比させ，異質な存在を退け，同一性を持つ存在
との関係性を強め自己世界を秩序化させるという，意識
化された思考の営みとして，老年期の世代継承性の心
理社会的適応メカニズムを提示する。また，Erikson et 

al.（1986 /1990）は，老年期の世代継承性の主要な側面
として，三世代以上の世代の間に同一性が見出される現

象を取り上げ，それが世代サイクルの中に自分自身の居
場所を確保する機能を果たすと述べた。しかしながら，
本研究が記述した，世代間継承を見出す思考のプロセス
からは，世代サイクルの中に居場所という調和を目指す
営みというより，世代間の対比構造を駆使して何として
も世代間の同一性を見出そうとする，貪欲な思考過程と
して捉え直すことが適切であることが示唆される。
世代間緩衝の自己物語の秩序化の構造
世代間緩衝の自己物語の主題は，自身のネガティヴな
経験を次世代に伝えないように分断することと，自分が
得られなかった経験を次世代のために創造することによ
る，自己の変容にあることが窺われた。負の継承の連鎖
を断ち切る世代間緩衝は，次世代に望ましい育みを与え
ることをその動機としているが，「家庭持って母親になっ
てこうやってしてきたってことは，ああ，自分自身がね，
おじいちゃんおばあちゃんに愛情一杯に育てられたんだ
なーと思って」という語りが示す通り，自身が育んだ次
世代との関係性と，過去の前世代との関係性を重ね合わ
せることによって，自身の不運な幼少期の意味を塗り替
えるという，自己そのものの好転がその根底にモチー
フとして存在している。McAdamsは苦難が好転する自
己物語を「救済のシーケンス」（redemptive sequence; 

McAdams, Diamond, de St. Aubin, & Mansfield, 1997）と
呼び，それが心理社会的適応を促進する機能を有するこ
とを明らかにした（McAdams, 2006; McAdams, Reynolds, 

Lewis, Patten, & Bowman, 2001）。世代間緩衝の自己物語
は，この救済のシーケンスの一つの形態であると考えら
れる。Kotre & Kotre（1998）は，世代間緩衝を次世代
に対する自身の身を賭した強い利他的行動と捉え，世代
継承性の重要な要素と見なしている。本研究の結果は，
世代間緩衝という利他的行動が，それと同時に，自身に
救済という心理社会的適応を導くという自利的な側面を
併せ持つことを示すものである。
一方，世代間緩衝の自己物語においては，自己の好転
の物語だけでなく，「親が苦労してるからやっぱ子ども
も苦労してる」という語りが示す通り，次世代との関係
性を過去の前世代と重ね合わせる中で，立ち切ったはず
の前世代との間の不運な関係性の要素が，次世代に受け
継がれていることが見出された。世代間緩衝の自己物語
は，不運な自己からの回復，不運な自己の持続という二
重性を有していると言える。松島（2002）は，断酒会で
語られる，アルコール依存症からの回復という一種の救
済のシーケンスの構造を有する自己物語を分析した。そ
こでは，アルコール依存症者であった過去の自己からの
回復の語りと，アルコール依存症に陥りやすい自身の性
質を忘却させないために過去の自己を持続させる語り，
の 2つが観察された。一見すると，世代間緩衝半成立型
の自己物語と断酒会の自己物語が共に有する二重性は，
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同一の性質を持つもののように見える。しかし，断酒会
における過去の自己を持続させる語りには，過去の自己
を忘却させないために主体的に選び取られるという能動
性が想定されている。それに対し，世代間緩衝半成立型
における過去の自己の持続は，より受動的な性質を有す
ると考えられる。McAdams et al.（1997）は，自己物語
の中でポジティヴな出来事を唐突に，また反復的に暗転
させる「汚濁のシーケンス（contamination sequence）」
の存在を指摘し，それが心理社会的不適応と結びつく
ことを明らかにした（McAdams, 2006; McAdams et al., 

2001）。McAdams（2006）によれば，汚濁のシーケンス
は，幼少期の親との死別や離別による人生の転落の経験
が「核スクリプト（nuclear script）」として自己物語に
根づき，あらゆる出来事に転落の認識が転写されことに
よって生じるとされる。世代間緩衝半成立型の参加者は，
幼少期の自己物語の中に汚濁のシーケンスを生起する者
が有する生育歴を多く共有している。世代間緩衝半成立
型における過去の自己の持続は，次世代の中に予期しな
い負の遺産の継承が見出されるという，汚濁のシーケン
スの有するより受動的な性質が反映されたものであると
考えられる。
自己を再定義しないという性質
世代間継承と世代間緩衝の自己物語には，それまでの
人生で培われた自己の在り方に修正が加えられない，と
いう性質が共有されていることが窺われた。このこと
は，成人期から中年期にかけての子育ての自己物語と比
較することでより明らかになる。徳田（2004）は，母親
が子育てという，それまでの自身の生活を大きく変貌さ
せる経験世界の裂け目を，如何にして受け入れ可能なも
のとして意味づけるのかを検討した。そこでは，母親が，
子育てを自身の成長の場として位置づけることで，自己
の在り方を修正しつつ現在の環境と整合させようとする
ことが示された。それに対し，本研究の参加者は，目の
前に現れた裂け目に対し，それとは異なる方法で対峙し
ていることが窺われた。前述した通り，世代間継承半成
立型の自己物語においては，対比構造の語りにより，自
身の要素を引き継がない異質な次世代やその一側面を退
け，同一性を有する次世代やその一側面との距離を縮め
ることによって生涯に渡って培った自己の在り方の正当
性が堅持されていた。また，世代間緩衝の自己物語にお
いては，一方で，幼少期の不運と，継承の分断の努力と
を結び合わせた，生涯を通じた自己の回復というモチー
フが前面に現れ，もう一方で，次世代への負の遺産の継
承の発見や次世代との上手くいかなさといった，現在に現
れた裂け目が，ただ事実として受け入れら，それを修復
する意味づけは観察されなかった。老年期の心理社会的
適応においては，中年期以前に顕著な自己の再定義を伴
う現在への積極的な適応とは異なり，過去と現在とのバラ

ンスを調整することによって人生の物語全体の全体の秩
序を維持することがより重視されるのだと考えられる。
本研究の限界と課題
本研究の限界は，語りを収集する枠組みにあると考え
られる。本研究では，高齢者の主体的な意味づけを検討
するために，家族のエピソードの中に自発的に生起され
た世代間継承あるいは世代間緩衝の認識を伴う語りを分
析の対象とした。そのため，継承や分断の語りを表出し
なかった参加者が，その認識を有していないのか，ある
いはただ語らなかっただけなのかを判別することができ
ない。また同様に，継承や分断の語りを表出した参加者
においても，その語りを十分に引き出すことができてい
るのかを判断することができない。これらの疑問に答え
るためには，より多くの語りのデータの蓄積が必要とな
る。但し，世代間継承や分断の意味づけは，インタビュ
アーの質問の仕方によって過剰に促進され，その意味づ
けが変容してしまう繊細さを有していると考えられる。
継承と分断の語りを収集するための，より望ましい手続
きは，高齢者が自発的に家族の語りを表出するフィール
ドに出向き，生態学的妥当性が担保された語りのデータ
を積み上げることだと考えられる。
また，本研究の参加者は，日本における同一の時代背
景を共有した高齢者であったため，他の文化，あるいは
他の時代背景を持つ高齢者に，本研究の知見がどの程度
適応可能であるかを明示することは叶わない。世代間継
承あるいは世代間緩衝に関する認識を表出すること自体
は，Erikson et al.（1986 /1990）や Kotre & Kotre（1998）
といった欧米圏の研究者からも報告がなされている通
り，文化を跨いだ一般性を有する現象であると言える。
一方，本研究が指摘した世代間継承や世代間緩衝の認識
を伴う自己物語の秩序化のプロセスについては，特定の
文化圏に固有の家族形態や家族関係に依存し，そこに質
的な差異が観察される可能性が予想される。今後，この
点については，世代間継承及び世代間緩衝の認識を伴う
自己物語の語り方に着目した比較文化的研究の実施が期
待される。また，時代的要因については，核家族化が進
む現代の日本において，次世代との関係性が希薄化し，
世代間継承の認識を減じる可能性が予見される。しかし
ながら，小澤（2012）は，Cheng（2009）による老年期
における世代継承性と心理社会的適応との結びつきに，
次世代から得られる敬意が強い影響を与えるという調査
結果を引き合いに出し，次世代に何かを伝える努力と，
それに応答する次世代からの敬意とが，双方向的に行き
来する関係性が維持される限り，現代社会においても，
世代継承性は心理社会的適応機能を維持し得ると論じて
いる。本研究の参加者においても，世代間継承や世代間
緩衝の認識を伴う語りを表出した参加者の半数以上が子
どもと別居して生活している。このことから，時代的要
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因である核家族化が世代継承性の心理社会的適応機能を
直接的に減じる要因とはならず，次世代との同居，別居
を問わず，次世代との関係性の質が，世代間継承や世代
間緩衝を含む世代継承性の心理社会的適応メカニズムに
支配的に影響を及ぼすことが予想される。今後，居住形
態及び次世代の関係性の性質の差異に基づいた，世代間
継承及び世代間緩衝の認識を伴う自己物語の語りの構造
に関する比較研究が期待される。
本研究は，世代間継承と世代間緩衝の認識を，老年期
の世代継承性の心理社会的適応機能の中核を成すと見な
し，その認識を伴う自己物語の秩序化の構造を明らかに
することを試みた。世代間継承と世代間緩衝の認識は，
それが自己物語に組み込まれることで，世代間の同一性
の知覚を足場とする自己世界の秩序の維持や，不運な幼
少期からの回復という救済のシーケンスとして，それ自
体が心理社会的適応を促す機能を果たすことが示唆され
た。一方で，世代継承性は重層的な概念であり，世代間
継承と世代間緩衝の認識以外にも心理社会的適応と結び
つく思考のプロセスが複数存在している可能性が予見さ
れる。世代間継承と世代間緩衝の認識を，世代継承性の
心理社会的適応機能の中核に位置づけつつ，さらに，他
の世代継承性の心理社会的適応機能を探索し，それらが
関連づく老年期の世代継承性の全容を描き出していくこ
とが今後の研究課題となる。
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本研究では，物理的概念のひとつである固体性の認識に関する課題において，3歳児から 5歳児の探索
行動が発達的にどのように変化するかを検討した。探索課題を達成するためには，装置に挿入されたボー
ルの動きを止める板は一枚のつながった板であると判断し（対象物の単一性），ボールは板を突き抜けな
いという固体性の知識に基づいて探索すること，あるいは，板の形状を表象することが求められる。そ
こで本研究では，ボールの動きを遮る板に穴をあけ，ボールはその穴を通過して落下するが，あたかも
その板がつながっているように見えるという探索課題を実施した。その結果，3歳児は，対象物の単一性
と固体性の知識を用いてボールを見つけているが，表象しながら探索することが難しかったのに対し，4

歳以降の子どもは，対象物の単一性と固体性の知識を用いることができるだけでなく，装置に挿入され
た板の形状を表象しながら探索することもできることが明らかとなった。つまり，板の形状を表象しな
がら探索することができるようになるのは，3歳から 4歳にかけてであること，また，表象しながら探索
するというスキルは，スクリーンの両端から見えている板に注目してボールを見つけることができるよ
うになれば，獲得されるスキルである可能性が示唆された。
【キーワード】　固体性，幼児，表象，探索行動

目　　　的

子どもがボールを転がしたり落としたりする行動に
は，対象物の物理的概念が関係していると考えることが
できる。対象物の物理的概念とは，対象物の動きの制約
に関する概念である。制約とは，対象物は連続した軌
跡上を動くという連続性（continuity），対象物は障害物
によって妨げられている軌跡上を通過しないという固
体性（solidity），対象物は支えのないところでは下に動
くという重力（gravity），および対象物は動きが突然自
発的に変化しないという慣性（inertia）である（Spelke, 

Breinlinger, Macomber, & Jacobson, 1992）。これらの制約
に関する知識は，対象物の動き方を予測することや，目
に見えない状況や仮説的な状況で，対象物の状態や動き
を判断することを可能にしている。
対象物の物理的概念の発達に関する研究は，Spelke et 

al. （1992）が乳児を対象に行なった選好注視法による研
究に始まり，近年の研究の多くは，探索課題を用いて
検討されている （e.g., Berthier, DeBlois, Poirier, Novak, & 

Clifton, 2000; Hood, Carey, & Prasada, 2000; Hood, Cole-

Davies, & Dias, 2003）。探索課題は，目に見えない対象
物に対する表象を調べるために，隠されたものを探すと
いう課題を Piaget（1954）が使用して以来，認知発達を

検討するために用いられることが一般的である。本研究
で取り上げた固体性について，その理解を調べるための
探索課題では，これまでに 2種類の課題が用いられてき
た。ひとつは，子どもの向かって左から右へ転がるボー
ルが，軌跡上に設置された板にぶつかって止まった後，
そのボールを見つけるという課題である（e.g., Berthier 

et al., 2000）。この課題では，ボールの動きは，装置に
設置された遮蔽パネルによって隠される。遮蔽パネルに
は，ドアが 4つ付いており，子どもはドアを開けてボー
ルを見つける。ボールの動きを止める板は，遮蔽パネル
の上部からおよそ 8 cm見えるように，遮蔽パネルと垂
直に挿入される。これにより，どこに板が挿入されてい
るのかが子どもに分かるようになっている。
この装置を用いた最初の研究である Berthier et al. 

（2000）では，課題の達成は，2歳児で 22％，2歳 6ヶ
月児で 34％，3歳児で 74％であり，3歳児は 2歳児と 2

歳 6ヶ月児よりも有意に課題の成績が良かったことが示
された。さらに，2歳児は，探索する際，好きなドアに
固執する，直前の試行でボールがあったドアを探索する
といった様々な方略で探索したために，ボールをうまく
見つけることができなかった。
一方，固体性の理解を調べるためのもうひとつの探索
課題は，落下した対象物が，落下軌跡上に設置された板
の上で止まった後，その対象物を探索する課題である 

（Hood et al., 2000; 大杉・内山，2007; Figure 1 参照）。こ
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の課題では，ボールの落下の様子は，装置の上段と下段
に設置されたスクリーンによって隠されている。落下し
ている対象物の動きを止める板は，上段と下段の間に，
装置の後方から前方に向かって挿入され，板の厚み部分
が子どもから見えるように設置される。スクリーンは，
ボールの落下軌跡とボールの着地地点を隠すように取り
付けられる。スクリーンの幅は，板の横の長さより短い
ため，上段と下段の間に設置された板は，それぞれの端
からおよそ 15 cmが子どもから見えるため，そこから板
が挿入されていることが分かるが，板の表面など板のそ
の他の部分はスクリーンで隠れているため見えない。ま
た，板は，挿入される場合とされない場合があるため，
板が挿入されている場合は上のスクリーンを，挿入され
ていない場合は下のスクリーンを探索すると，対象物を
見つけることができる。Hood et al.（2000）は，この装
置を用いて 2歳児に実施したところ，2歳児は，板が挿
入されている場合でも下段を探索し，2歳 6ヶ月児は適
切な場所を探索することができたことを示した。
このように対象物の動きを止めている板に気づかず，
板を越えたところを探索するという行動は，多くの研究
において 3歳までの子どもに見られるものの，3歳以降
の子どもにはほとんど見られなくなる。つまり，3歳ま
での子どもは課題に失敗するが，3歳以降の子どもはう
まく課題に達成することができるようになる。これは，
固体性の認識の発達を調べる探索課題は 3歳までに達成
できるようになり，特に 2歳から 3歳にかけて急速に発
達することを表している。これまで行なわれてきた固体
性の認識に関する研究の多くは，まさしく，この 2歳か
ら 3歳の子どもを中心に，探索課題に失敗する原因につ
いて焦点を当てて検討している。特に，課題遂行中に装
置に挿入された板を見るかどうかに焦点が当てられてき
た（e.g., Kloos, Haddad, & Keen, 2006）。一方，3歳以降
の子どもがどのようにして課題を達成するのかといった
探索方略や，固体性の認識に関連するスキルについて，
子どもの探索行動に注目してその行動を分析した研究
はこれまでほとんど行なわれていない（e.g., Keen et al., 

2008）。したがって，本研究では，3歳以降の子どもの
固体性の認識に関する探索行動について焦点を当てるこ
ととした。
固体性の認識を発達的な観点から捉えてみると，基本
的な固体性の認識が見られるようになるのは生後 3，4ヶ
月であることが選好注視法によって明らかとなっている
（Spelke et al., 1992）。また，Hood et al. （2003）は，探索
課題に失敗した 2歳児が，選好注視法では固体性の認識
を示したことを確認している。よって，3歳までの子ども
は，固体性に対する理解がないために探索課題に失敗し
ているとは考え難い。一方，探索課題では，3歳までの
子どもにエラーが多く見られるのに対し，3歳以降の子

どもは容易に探索課題を達成することができる。これら
の研究が示唆することは，3歳までの子どもは，固体性
を理解しているものの，固体性の知識を行動に表出する
ことが困難であるために課題に失敗するのに対し，3歳
以降の子どもは，課題の達成に必要な認知的方略を用い
ることによって，固体性の知識をうまく行動に表出する
ことができるために課題を達成するという可能性である。
ここで言う固体性の知識を表出するということは，

探索課題を達成するために子どもが，固体性の知識を
課題遂行に用いることであると定義する（e.g., Baker, 

Gjersoe, Sibielska-Woch, Leslie, & Hood, 2011）。ボール
の動きを止めている板が，遮蔽パネルやスクリーンで
覆われていない部分だけ見えているという状況におい
て，固体性の知識を用いて探索していることを示す子ど
もの行動として，次の 2点が考えられる。ひとつは，遮
蔽パネルやスクリーンの端から見えている板の一部分を
見て，一枚のつながった板が挿入されていると認識する
こと，すなわち対象物の単一性（object unity; Kellman & 

Spelke, 1983）によって，ボールを探索することである。
もうひとつは，スクリーンで隠れている板の部分につい
て，板の存在（existence）や形状（property）を表象す
ること，また，ボールと挿入された板との空間関係（space 

relation）や隠蔽関係（occluded relation）を表象するこ
とによって，ボールを探索することである（e.g., Keen 

& Shutts, 2007）。
Keen et al. （2008） は，転がったボールを見つける探
索課題を用いて 3歳児に 2つの研究を行なった。ひとつ
は，ボールの転がる方向を従来の研究のように左から右
へ転がすだけでなく，新たに右から左へ転がす条件を加
えることで，ボールの停止する位置が常に板の左側にな
るのではなく，板を挟んで右か左のどちらかになる状況
を設定したものである。これは，子どもが，板と開ける
べきドアとの関係性について，板の左側を探せばよいと
いう単純なルールによって課題を達成しているのか，あ
るいは板と開けるべきドアとの物理的な関係性を理解し
た上で課題を達成しているのかどうかを検討したもので
ある。もうひとつの研究では，ボールの動きを止めてい
る板を従来のものより短くし遮蔽パネルの上部から見え
なくすることで，板そのものと板の挿入された位置を記
憶しながら探索することができるかどうかが検討され
た。その結果，3歳児は，ボールの転がる方向に関係な
くうまく探索することはできたが，板が見えなくなると
パフォーマンスは悪くなった。3歳児は，板と開けるべ
きドアとの物理的な関係性を理解した上で，板はボール
を見つけるための重要な手がかりとしているが，その板
は一部でも見えている場合に課題遂行が達成されると
Keen et al. （2008）は主張した。

Keen et al. （2008）の研究から，転がったボールを探
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索する課題において， 3歳児がうまく探索することがで
きる要因のひとつとして考えられるのは，遮蔽パネルか
ら見えている板に注目することで，板はボールの軌跡上
にあり，ボールはその板を突き抜けないという固体性の
知識を用いているためであるといえる。それに対し，板
が見えない場合，板の挿入された位置を記憶して探索す
ることは，3歳児には難しい。しかしながら，Keen et 

al.（2008）は，何歳ごろになると板の形状や板とボール
との空間関係を表象することによって課題達成できるよ
うになるのかは明らかにしていない。
一方，落下する対象物を探索する課題に関しては，3

歳以降の子どもの探索行動を検討した研究はこれまでに
行なわれていない。そこで本研究では，落下するボール
を探索する課題において，板に注目し対象物の単一性の
知識によって探索することではなく，挿入された板の形
状やボールと板との関係性を表象することによってボー
ルを探索することができるかどうかを検討することとし
た。3歳以降の子どもが課題遂行中において，装置に挿
入された板が，スクリーンの両端から見える部分に注目
しながら探索しているのか，あるいは，スクリーンで遮蔽
されて目に見えない板の部分も表象しながら探索してい
るのかを明確にするために，次のような課題を設定した。

3歳から 5歳の子どもに対し，装置の上段と下段の間
に板がない時にボールが落下する落下課題，装置に板が
挿入された時にボールが落下する落下・固体性課題，見
た目は落下・固体性課題と同様であり，装置に板が挿入
されるが，その板に穴があいているため，ボールは板を
通過するという穴あき課題を施行した。落下課題と落下・
固体性課題は，大杉・内山（2007）でも実施されている
固体性の認識を調べる課題である。一方，穴あき課題は，
見た目は落下・固体性課題と同じであるが，板に穴が開
いているため，ボールを見つけるためには，スクリーン
の両端から見えている板の部分に注目するのではなく，
スクリーンで隠れている部分にあけられた穴という板の
形状を表象しながら探索することが求められる。また，
板に穴があいているということは，穴あき課題の施行前
に子どもに呈示されるため，子どもは，この時に板に穴
があいていることを記憶する必要がある。これら 3つの
課題を実施することによって，対象物の単一性と固体性
の知識に基づいて探索するのではなく，スクリーンで隠
れていて見えない板の部分の形状が，どのようなもので
あるのかを表象することができるかどうかを調べること
とした。
課題遂行時に表象することによって課題を達成するこ
とができるかどうかに関し，Joh, Jaswal, & Keen （2011）
は，次のようなチューブ課題を 3歳児に実施した。
交差した不透明のチューブ 3本のうち 1本のチュー

ブの中にボールを落とし，どのチューブの下にボールが

あるのかを子どもに探索させた。課題施行前に，子ども
にボールがチューブの中で落下していく様子をイメージ
させるイメージ群，ボールがチューブの中を落下してい
くという教示を与える群，教示を与えない統制群が設定
された。このようなチューブ課題では一般的に，4歳ま
での子どもはチューブの交差を考慮せずに，ボールが落
とされたチューブの真下を探索するという重力エラー
（gravity error）が見られる（e.g., Hood, 1995）。結果と
して，イメージ群は他の 2つの群よりも有意に課題を達
成することができた。Joh et al. （2011）は，イメージす
ることでより正しい予測をすることができ，より正確な
探索をすることができたと主張している。また，子ども
が自発的に表象しながら探索を行なったのならば，別の
教示を与えられた群や統制群もイメージ群と同様の結果
となると考えられるが，実験者がイメージするように指
示をしないと課題の達成が向上しなかったことから，イ
メージしながら探索するスキルの発達は，幼児期後期ま
で続く可能性を示唆した。

Joh et al. （2011） の結果が示すことは，正確に対象物
を探索する際には表象が重要であり，そのスキルはより
高次の認知的スキルであるということである。そして，
表象することによって，より複雑な課題を達成すること
ができるようになる可能性である。
本研究において，もし，3歳以降の子どもが，落下課

題と落下・固体性課題は達成できたものの穴あき課題で
失敗した場合，ボールを探索する際に，スクリーンの両
端から見える板の部分に注目して探索することはできる
が，板の形状を表象することは難しいといえる。一方，
落下課題と落下・固体性課題はもちろん，穴あき課題も
達成した場合，探索する際に板にあけられた穴について
表象することもできるといえる。本研究では，これら 3

つの課題を同一の子どもに実施し，落下課題と落下・固
体性課題を達成した子どもは，穴あき課題においてどの
ように探索するのかを観察することで，板の形状を表象
しながら探索することができるかどうかを明らかにする
ことを目的とした。

方　　　法

参加者　
保育園に通う 3歳から 5歳の子ども 56名が本研究に
参加した。このうち，3歳児は 13名（男児 6名，女児 7名，
M =44.08ヶ月，年齢範囲 43–46ヶ月），4歳児は 21名（男
児8名，女児13名，M =51.57ヶ月，年齢範囲48–54ヶ月），
5歳児は 22名（男児 7名，女児 15名，M =64.27ヶ月，
年齢範囲 60–67ヶ月）であった。
装　置　
探索課題の装置は，高さ 80 cmの白色アクリル樹脂板
の 4本の柱に，縦 60 cm×横 60 cmの白色アクリル樹脂
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板が垂直に固定されたもので，装置全体の大きさは，高
さ 80 cm×横 60 cm×奥行 60 cmであった（Figure 1）。
柱の一番上と装置の上下段の間に挿入される板の位置に
は，上げ下げ可能な縦 80 cm×横 30 cmのベージュ色
のスクリーンが透明のバーに取り付けられた。また，課
題に応じて，縦 60 cm×横 60 cm×厚さ 1 cmの 2種類
の板が使用された。ひとつは，白色アクリル樹脂板を 1

枚，もうひとつは，同じ白色アクリル樹脂板に直径 15 

cmの穴のあいた板 1枚であった。穴は，板の前方から 5.5 

cm，横から 22.5 cmの位置で，板の前方側にあけられた。
これは，子どもがボールを探すために手を伸ばしやすい
ように，子どものリーチング距離に合わせた位置であっ
た。いずれの板も，高さ 40 cmの位置に差し込まれた。
探索対象は赤いボール（直径 7 cm）を使用した。落

下後に転がったり動いたりしないように，ボールの表面
全体に赤色の丸いマジックテープがランダムに貼られ
た。また，装置の上下段それぞれの板に縦 15 cm×横
16 cmの白いマジックテープを貼り，ボールが落下した
ときに板上に付着するよう施された。ただし，穴のあい
た板には，マジックテープは貼られていなかった。
探索課題　
探索課題は，ボールの落下軌跡，ならびにボールの着
地点がスクリーンで遮蔽されており，上下段どちらかの
スクリーンをめくりボールを見つけるものであった。装
置に板を挿入するかしないか，また，挿入された板に穴
があいているかあいていないかによって，落下課題，落
下・固体性課題，穴あき課題の 3種類の課題を設定した。
落下課題は，板は装置に挿入されずにボールが落下する
もので，下段のスクリーンをめくるとボールを見つける
ことができた。落下・固体性課題は，板が装置の上下段
の間に挿入されてボールが落下するもので，上段のスク

リーンをめくるとボールを見つけることができた。穴あ
き課題は，板は挿入されるが，その板には穴があいてお
り，ボールはその穴を通過して落下した。ボールは，下
段のスクリーンをめくると見つけることができた。また，
穴あき課題で装置に挿入した板の穴はスクリーンの後ろ
に隠れていたため，課題遂行中に穴があいていることを
見ることができず，装置に挿入した状態は外見上，落下・
固体性課題と同様のものに見えた。
手続き　
探索課題に使用する装置は，高さ 30 cmの発泡スチ

ロール製のブロックの上に設置した。なお，この 30 cm

という高さは，上下段に対する子どものリーチング距離
が等しいことが予備実験で確認された高さであった。
課題の開始前，子どもは，装置の正面に座った。実験

者は，「今から，ボール探しゲームをします。ボールが
スクリーンの後ろに落ちるから，上のスクリーンか下の
スクリーンのどちらかをめくって，ボールを見つけてく
ださい」と教示した。
はじめに選好テストを実施した。これは，課題の施行

中において，ボールがどこにあるか分からない時，子ど
もは好きな方のスクリーンをめくると考えられるため，
上下段のスクリーンに対する選好を検討するために行
なった。装置の上下段の間に板が挿入され，上下段のス
クリーンが下ろされ，「ボール探しゲームのために，ス
クリーンをめくる練習をします」と教示した。子どもは，
上下どちらかのスクリーンを選択した。これを 2試行行
なった。1試行目は，直感的に選択する段を，2試行目
では，1試行目と異なる段を選択することができるかど
うかを確認した。
次に，落下課題と落下・固体性課題をそれぞれ連続 5

試行ずつ施行した。課題の施行順は子どもごとにランダ

Figure 1　探索課題の装置（下段の板は固定されている。右は穴あき課題
で使用した板）
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固体性課題では，ボールを見つけた回数の年齢による違
いは見出されなかった（落下課題 ; �2（2）=0.41, n.s. ; 落
下・固体性課題 ; �2（2）=1.64, n.s.  ）。それに対し，穴あ
き課題では，ボールを見つけた回数の年齢による違いが
有意傾向で認められ （�2（2）=5.05, p =.08），シェフェ法
による多重比較（p <.10）の結果，3歳児（M =3.46回）
は 4歳児（M =4.14回）と 5歳児（M =4.68回）よりも
ボールを見つけた回数が有意傾向で少なかった。
また，年齢ごとにボールを見つけた回数を課題間で比
較するために，Friedman検定を行なった。3歳児では，
各課題のボールを見つけた回数に有意な違いが認められ
た（�2（2）=7.39, p <.05）。シェフェ法による多重比較
（p <.05）を行なったところ，穴あき課題（M =3.46回）
は，落下課題（M =4.77回）ならびに落下・固体性課題
（M =4.54回）よりも有意にボールを見つけた回数が少
なかった。一方，4歳児と 5歳児では，各課題のボール
を見つけた回数に有意な違いは見られなかった（4歳児 ; 

�2（2）=4.22, n.s. ; 5歳児 ; �2（2）=1.23, n.s.）。
さらに，各課題におけるボールを見つけた回数がチャ
ンスレベル（2.5回）よりも多く見つけることができた
かどうかを検討するため，チャンスレベルとの二項検定
（片側検定）を行なった。3歳児の落下課題と落下・固
体性課題（落下課題 : z=2.03, p <.05; 落下・固体性課題 : 

z=1.82, p <.05），4歳児の落下課題と落下・固体性課題
（落下課題 : z=1.98, p <.05; 落下・固体性課題 : z=1.81, 

p <.05），5歳児のすべての課題（落下課題 : z=2.08, 

p <.05; 落下・固体性課題 : z=1.99, p <.05; 穴あき課題 : 

z=1.95, p <.05）においては，ボールを見つけた回数は，
チャンスレベルよりも有意に多かった。また，4歳児の
穴あき課題では，ボールを見つけた回数は，チャンスレ
ベルと有意傾向であった（z=1.47, p =.07）。一方で，3

歳児の穴あき課題では，ボールを見つけた回数は，チャ
ンスレベルとの有意な違いが見出されなかった（z=0.86, 

n.s.）。したがって，いずれの年齢とも，先行研究と同様
に落下課題と落下・固体性課題はうまく達成することが
できたが，3歳児においては，穴あき課題が他の 2つの

ムに実施した。各課題とも 1試行ごとに，「今からボー
ルが落ちるから，どっちにボールが隠れているかスク
リーンをめくって見つけて下さい」と教示し，装置上部
からボールを落下させた。いずれの試行も，ボールが見
つけられた時点で終了した。また，各課題の開始前に上
下段のスクリーンを上げて，装置への板の挿入と取り外
しを子どもに見えるように行ない，板があるかどうかを
教示した。板が挿入されない場合は，「板をとって横に
置きます」と言って板を取り外し，板を子どもに見える
よう装置横に置き，上下段の間に板がないことを示した。
板が挿入される場合は，「板を入れます」と言って板を
挿入する様子を子どもに見せた。挿入後，板をたたいて
板があることを子どもに示した。
これら 2つの課題が終了した後，穴あき課題を連続 5

試行行なった。課題開始前に，上下段のスクリーンを上
げて，「板に穴があいています。ボールは，この穴を通
ります」と板を見せながら教示し，装置に穴のあいた板
を挿入する様子を子どもに示した。

3つの課題施行中は，子どもが 1回目の探索で正しく
ボールを見つけられたかどうかを記録した。記録され
たデータの統計的分析は，PASW STATISTICS 18（SPSS

株式会社）を使用した。

結　　　果

選好テスト
選好テストの 1試行目において，子どもが下段のスク
リーンを選択した人数は，3歳児 9名，4歳児 8名，5

歳児 10名であった。上下段のスクリーンのどちらを選
択するのかは 2択であるため，年齢ごとに下段のスク
リーンを選択した人数とチャンスレベル（人数の半数 ; 

3歳児 6.5名，4歳児 10.5名，5歳児 11名）との二項検
定（両側検定）を行なったところ，いずれの年齢ともチャ
ンスレベルと有意な違いは見出されなかった（3歳児 : 

z =1.39, n.s. ; 4歳児 : z =1.09, n.s. ; 5歳児 : z=0.43, n.s.）。
また，選好テストの 1試行目で選択した段と 2試行目で
選択した段が同じであった子どもは，3歳児 6名，4歳
児 11名，5歳児 11名であった。1試行目と 2試行目で
同じ段を選択した人数と異なる段を選択した人数との二
項検定（両側検定）を行なった結果，いずれの年齢とも
有意な違いは認められなかった。したがって，上下段ど
ちらか一方を選択しやすい状況であった可能性や，課題
の遂行に選好が影響した可能性は低いものとして，以下
の分析を行なった。
課題の遂行について
各課題でボールを見つけた回数について，年齢ごとに

Figure 2に示した。
ボールを見つけた回数の年齢による違いを検討するた
めに，Kruskal Wallis検定を行なった。落下課題と落下・

Figure 2　各課題でボールを見つけた回数
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課題よりも難しかったことが見出された。
穴あき課題の遂行について
穴あき課題の遂行において，この課題の成功と失敗の
定義を明確にする必要がある。上のスクリーンをめくっ
た場合，課題に失敗したことになるが，上のスクリーン
をめくったという行動は，板がつながって見えたという
対象物の単一性の知識と，ボールは板を突き抜けないと
いう固体性の理解を反映したものであるという可能性も
含まれる。他方，下のスクリーンをめくって課題に成功
した場合，下のスクリーンをめくったという行動は，一
部分見える板に注目しなかった，あるいは対象物の単一
性や固体性の知識を反映した探索行動ではないが，たま
たま成功したという可能性も含まれている。これらの可
能性を取り除くため，落下課題と落下・固体性課題が確
実に遂行できた子どもとそうでない子どもの穴あき課題
のボールを見つけた回数を比較することとした。
そこで，落下課題あるいは落下・固体性課題に 1試行

でも失敗した子ども（以下ノンクリア群と記す）と，す
べて成功した子ども（以下クリア群と記す）とに分け
た。なお，ノンクリア群は，3歳児 6名，4歳児 9名，5

歳児 8名（3歳児：M =43.83ヶ月，年齢範囲 43–45ヶ
月 ; 4歳児：M =51.11ヶ月，年齢範囲 48–53ヶ月 ; 5

歳児：M=64.63ヶ月，年齢範囲 62–67ヶ月），クリア
群は，3歳児 7名，4歳児 12名，5歳児 14名であっ
た（3歳児：M=44.29ヶ月，年齢範囲 43–46ヶ月 ; 4

歳児：M=51.92ヶ月，年齢範囲 48–54ヶ月 ; 5歳児：
M =64.07ヶ月，年齢範囲 60–67ヶ月 ）。クリア群とノ
ンクリア群の人数は，二項検定（両側検定）により，各
年齢とも有意な違いは見られなかった。
はじめに，年齢別に穴あき課題のボールを見つけた回
数（Figure 3）をノンクリア群とクリア群で比較するた
めに，Mann-Whitney検定を行なった。3歳児では，ノ
ンクリア群とクリア群のボールを見つけた回数に有意
な違いは見られなかった（U =21.00, n.s.）。一方，4歳
児では，ノンクリア群とクリア群のボールを見つけた回
数は，有意傾向で違いが認められ（U =31.00, p =.051），
ノンクリア群よりもクリア群の方がボールをより多く見
つけたことが分かった。また，5歳児では，ノンクリア
群よりもクリア群の方が有意にボールを見つけた回数は
多かった（U =29.00, p <.05）。
次に，各グループにおける穴あき課題でボールを見つ
けた回数の年齢による違いを検討するために，Kruskal 

Wallis検定を行なった。ノンクリア群では，年齢の有
意な違いは見られなかった（�2（2）=0.67, n.s.）。一方，
クリア群では，年齢に有意な違いが見られた（�2（2）
=8.36, p <.05）。シェフェ法による多重比較（p <.05）
を行なったところ，3歳児は，4歳児と 5歳児よりも有
意に穴あき課題でボールを見つけた回数が少なかった。

4歳児と 5歳児には有意な違いは認められなかった。し
たがって，落下課題と落下・固体性課題をうまく遂行す
ることができた子どもでは，穴あき課題は，年齢が上が
るにつれてうまく達成することができるようになるが，
一方で，落下課題と落下・固体性課題をうまく遂行でき
なかった場合，年齢を問わず，穴あき課題もうまく遂行
することができなかったことが明らかとなった。

考　　　察

本研究では，落下したボールを見つける探索課題を用
いて，3歳から 5歳の子どもに対し，固体性の知識を反
映している探索方略の発達的変化について，参加者内要
因で検討することを試みた。
落下課題と落下・固体性課題において，いずれの年齢

ともボールを見つけた回数はチャンスレベルより有意に
多く，かつ，年齢間ならびに 2つの課題間に有意な違い
は見出されなかった。このことから，大杉・内山 （2007）
と同様，本研究においても，3歳から 5歳の子どもは，
スクリーンの両端から見える板に注目し，その板がつな
がった一枚の板であるという対象物の単一性の知識と，
ボールは板を突き抜けないという固体性の知識を用いて
探索課題を達成することができることが示された。
その上で，本研究で重要な位置づけである穴あき課題

の達成について考察する。穴あき課題は，見た目が落下・
固体性課題と同様であり，板が上段と下段の間に挿入さ
れているように見えるが，挿入された板に穴があいてい
る。そのため，スクリーンの両端から見えている板を手
がかりにして，対象物の単一性と固体性の知識に基づい
て探索するのではなく，板に穴があいているという板の
形状を表象しながら課題を遂行することが求められる。
穴あき課題において，3歳児は，ボールを見つけた回

数はチャンスレベル程度であったのに対し，4歳児と 5

歳児は，チャンスレベルより有意にボールを見つけるこ
とができた。また，3歳児は，4歳児と 5歳児よりも有
意傾向でボールを見つけた回数は少なかった。これは，

Figure 3　穴あき課題でボールを見つけた回数
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3歳児にとって，板にあけられた穴を表象しながら探索
することが難しく，4歳ごろになると，穴あき課題を達
成することができるようになる可能性を示唆している。
つまり，ボールを正しく探索することを可能にする板の
形状を表象するスキルは，3歳から 4歳にかけて発達す
ると推測される。
そして，ノンクリア群とクリア群の穴あき課題の達成
に関しては，3歳児ではノンクリア群とクリア群とに有
意な違いが認められなかったが，4歳児と 5歳児におい
て，クリア群はノンクリア群よりも有意にボールを見つ
けた回数が多かった。また，4歳児と 5歳児のクリア群
は，3歳児のクリア群よりも有意に多くボールを見つけ
ることができたが，ノンクリア群は年齢間に有意な違い
は認められなかった。3歳児はクリア群でも穴あき課題
をうまく達成することが難しかったことから，板の形状
を表象することが求められるような状況においても，板
という視覚的な手がかりに依存する傾向があると考え
られる。Keen et al. （2008） は，3歳児の探索には，ボー
ルの動きを止める板がスクリーンの端から見えていると
いった視覚的な目印の必要性を主張しており，本研究の
結果はこの主張と一致する。
一方，4歳児と 5歳児の探索行動に関しては，落下課

題と落下・固体性課題を達成することができた子どもの
場合，部分的に見えている板を手がかりにして探索する
ことができるだけでなく，目に見えない板の形状も考慮
しながら探索することもできると考えられる。それに対
し，落下課題と落下・固体性課題をうまく達成できなかっ
た子どもの場合，穴あき課題もうまく遂行することが難
しかった。つまり，表象しながら探索するスキルは，ス
クリーンの両端から見える板を見て探索することができ
るようになれば達成されるという，より高次の認知的ス
キルである可能性を示唆する。
また，穴あき課題では，表象が課題達成に重要な役割
を持っている。本研究において，穴あき課題の施行前に
板を見せた際，「ボールが穴の中を通るんだよね」と話
す子どもが，いずれの年齢にも見られた。しかしながら，
そのように話した子どもの中には，穴あき課題に失敗す
る子どももいた。これは，正確に表象しながら探索する
ことの難しさを意味していると考えられる。
さらに，穴あき課題に失敗した子どもは，探索の際に，
見えている板を手がかりに探索するのか，表象しながら
探索すべきなのかの判断が難しいという可能性が考えら
れる。本研究で設定した穴あき課題は，部分的に見えて
いる板から「板がつながっている」ように見えるが，課
題開始前に見た板には「穴があいている」という課題で
あった。課題の遂行には，板はつながっているように見
えるが，板には穴があいているという矛盾した認知をコ
ントロールする必要がある。すなわち，穴あき課題の達

成は，板の形状を正確に表象することに加え，その表象
に関わる別の認知的スキルが必要であると考えられる。
この認知のコントロールは，一般的に抑制機能

（inhibition）と呼ばれるものに相当する。3歳から 5歳
という年齢は，こころの中で情報を保持することと反応
を抑制することの両方が必要な課題の達成の向上が目覚
ましい時期である（Diamond, 2002）。Keen et al. （2008） 
は，固体性の認識を調べる探索課題の達成には，不適切
な反応を抑制し，関連のある側面へ選択的に注意するこ
との重要性を指摘している。本研究の場合，不適切な反
応とは，「スクリーンの両端から見えている板を手がか
りにして，板はつながっていると考えること」であり，
適切な反応とは，「板にあいている穴を表象し，ボール
は板の穴を通過すると考える」ことである。Diamond

（2002）と Keen et al. （2008）の主張を考慮すると，本研
究において 3歳児は板の形状を表象しながら探索するこ
とが難しいが，それは 3歳から 4歳にかけて獲得される
ようになるということには，抑制機能が関連していると
考えられる。つまり，本研究の穴あき課題では，見えて
いる板の部分から，「板がつながっていてボールがそこ
で停止する」という情報を用いて探索するという行動を
抑制し，「穴があいているからボールは板の上で止まら
ない」という情報へ注意を切り替えることで，より正確
に表象することが可能となるといえる。さらに，本研究
では，落下課題と落下・固体性課題を施行した後に穴あ
き課題を施行したため，子どもは，今与えられている情
報をうまくコントロールすることに加え，以前の課題遂
行で用いた探索方略を修正し，新たな方略に切り替える
必要があったといえる。一般的に，抑制機能を検討する
課題における子どもの行動として，3歳児は，ある行動
が優位であるとき，別の行動を選択するべきときでも優
位な行動を選択し続け，行動や思考に柔軟性がなく固執
的な行動をする傾向があるが，このような行動は，4歳，
5歳と発達していくうちに減少していく（森口，2008）
ことが明らかとなっている。これらを考慮すると，本研
究の穴あき課題において見られた子どもの行動は，3歳
児ではスクリーンの両端から見えている板に注目し，板
はつながっていると認識したために，ボールはその板で
止まるという情報を優先させ，板に穴があいているとい
う情報へ切り替えることが難しくなったために穴あき課
題を達成することが難しかったのに対し，4歳以降の子
どもは，見えている板には穴があいているという情報へ
柔軟に適応することができたとともにより正確な表象に
よって，穴あき課題を達成することができたと示唆され
る。
このような抑制機能の能力が探索課題の達成に関連し
ている可能性は，これまでにも指摘されている。例えば，
Diamond （1991） は，乳児における A not B 課題の達成に
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抑制機能の発達が関係していることを明らかにしてい
る。固体性の認識を調べる探索課題に関しては，Baker 

et al.（2011）は，2歳 5ヶ月から 3歳の子どもにおいて，
転がったボールを探索する課題の達成と遅延抑制課題の
達成とに有意な正の相関を得ている。遅延抑制課題では，
課題に対する反応を遅延させることによって，固執的な
探索行動への衝動を抑制，調節する能力を測定する。一
方，抑制機能を測定する課題には，葛藤抑制課題もある。
葛藤抑制課題では，課題に対する優位な反応を抑制し，
劣位な反応を産出することができるかどうかを検討する
（Carlson & Moses, 2001）。本研究の穴あき課題の達成が，
適切な情報に対する反応へ切り替えるという葛藤抑制機
能とに関連があるとすると，探索課題の達成と葛藤抑制
課題の達成とにも正の相関が得られると考えられる。し
かしながら，Baker et al. （2011）では探索課題の達成と
葛藤抑制課題とに有意な相関が得られていない。探索課
題と抑制機能に関する課題との関連性をより詳細に検討
することによって，固体性の知識を行動に表出するため
に抑制機能が関与しているのかどうかについて，今後十
分に検討されるべきである。
また，本研究の 4，5歳児において，穴あき課題を遂

行することが難しかった子ども（ノンクリア群）が見ら
れたが，これらの子どもは，落下課題と落下・固体性課
題の達成もよくなかったことから，抑制機能の能力の個
人差が課題の達成に関連している可能性があると思われ
る。Rothbart, Ellis, Rueda, & Posner （2003）は，葛藤抑
制課題をよりうまく達成した 2歳児では，気質の能動的
抑制（effortful control）のレベルが高く，怒りやフラス
トレーションといったネガティブ感情のレベルが低い傾
向にあることを見出している。この能動的抑制とは，幼
児の気質のひとつであり，抑制コントロールやプランニ
ング，記憶，問題解決といった実行機能の中心を担うも
のであると考えられている（Rothbart et al., 2003）。これ
らを考慮すると，4，5歳児のノンクリア群は，抑制機
能能力が低い子どもである可能性が考えられる。ただし，
能動的抑制は，親による質問紙によって測定されている
ため，観察される子どもの抑制行動との整合性を考慮し
て，子どもの探索行動との関連を検討する必要がある。
まとめると，本研究では，落下するボールを探索する
固体性の認識に関する探索課題において，3歳児は，ス
クリーンの両端から見えている板に注目し，その板がつ
ながっているという対象物の単一性の知識とボールはそ
の板を突き抜けないという固体性の認識を用いて探索す
ることができるものの，板の形状を表象しながら探索す
ることが難しいことが明らかとなった。また，板の形状
を表象しながら探索することは，3歳から 4歳にかけて
獲得される認知的スキルであると考えられる。その一方
で，板の形状を表象しながら探索することができるよう

になる年齢である 4，5歳児において，そのことが難し
い子どもも見られた。このように，固体性の知識を探索
行動へ表出するためには，スクリーンの両端から見えて
いる板を見て探索すること，またそれができるようにな
れば，3歳から 4歳にかけて板の形状を表象しながら探
索することができるようになるということ，さらに，こ
のような探索行動には抑制機能の能力やその個人差が関
連している可能性が明らかとなった。今後は，固体性の
知識を行動に表出するためには，抑制機能が関与してい
るのかどうかを検討することや，表象と抑制機能との関
連を検討することによって，子どもの固体性の認識の発
達に関わる探索行動とそれに関連する認知的な要因を検
討していくことが課題である。
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山本　晃輔
（奈良教育大学教育学部 1））

本研究では，アイデンティティ確立の個人差要因が自伝的記憶の想起に及ぼす影響を意図的および無
意図的想起の両事態から検討した。研究 1では，313名を対象にアイデンティティ尺度（下山 , 1992）を
実施するとともに，日誌法によって無意図的に想起される自伝的記憶の特性を評価させた。その結果，
アイデンティティ確立高群では，低群よりも重要でかつ感情喚起度が高く，鮮明な自伝的記憶が頻繁に
想起されることがわかった。研究 2では，114名を対象に研究 1と同様のアイデンティティ尺度を用いて，
意図的想起事態における実験を行った。その結果，研究 1と同様の結果が示された。また，補足的な分
析として，研究 1と研究 2を比較すると，意図的に想起された自伝的記憶は無意図に想起された自伝的
記憶よりも鮮明でかつ重要であることが示された。これら一連の結果は，アイデンティティ確立度の個
人差が自伝的記憶の想起に影響を及ぼす可能性を示唆している。全体的考察では，Conway & Pleydell-

Pearce（2000）による自己－記憶システム（Self-memory system）による解釈が行われ，今後の課題につ
いて議論された。
【キーワード】　アイデンティティ，自伝的記憶，無意図的想起，自己－記憶システム

問　　　題

これまでの生活で自分が経験した出来事に関する記憶
は自伝的記憶（autobiographical memory）と呼ばれる。
自伝的記憶を意味記憶やエピソード記憶等の他の記憶か
ら区別する特徴の一つは，アイデンティティ（identity）
との関連性にある（e.g., 佐藤，2008）。自伝的記憶は自
己の構成要素であり，その集合体が個人のアイデンティ
ティを形成している（Cohen, 1996; Conway, Singer, & 

Tagini, 2004）。
Erikson（1959 /1973）のいうアイデンティティについ
て，谷（2004）は「斉一性・連続性をもった主観的な自
分自身が，まわりからみられている社会的な自分と一致
するという感覚」であると説明している。我々は自己理
解したい時や自分がずっと一貫しているか，あるいは自
分が変わったのかどうかを内省するような状況で，自伝
的記憶を想起する。そして，その情報を利用し，過去お
よび現在における自分と，社会が認めかつ期待している
自分とを統合することを通して，アイデンティティを確
立させていく。アイデンティティの確立は青年期に課せ
られた最も重要な課題であり，その基盤となる自伝的記
憶との関係性を解明することは，青年期における発達課
題達成への支援を提供することにつながる。

近年，自伝的記憶研究では，「思い出そう」という意
図を伴わずにふと過去の事象が思い出される，いわゆ
る無意図的想起（involuntary remembering）に関する
研究が行われ，注目を集めている（レビューとして，
Berntsen, 2009; Mace, 2007, 2010）。中でも，アイデンティ
ティに関する研究として，神谷（2003, 2007, 2010）は
日常生活の中で自伝的記憶が無意図的に想起された際に
その内容や状況を記録していく方法である日誌法（diary 

method）を用いて，自伝的記憶の機能に関する検討を
行った。想起されたエピソードおよび想起後の参加者の
気持ちに関する自由記述を分類した結果，「昔の自分は，
美術が好きで絵を描くことが得意だった」のような過去
における自己の内面的，心理的特徴を確認するケースが
全体の約 6割を占めた（神谷，2003）。その後，多数の
参加者を対象とした検討でも，同様の結果が確認された
（神谷，2007）。このようなケースは，自伝的記憶の機
能の中でも自己機能と呼ばれるものに相当する。自己機
能とは，ある個人が何者であるかを定義する役割や自己
の連続性や一貫性の感覚を保証する役割を示し（Bluck, 

2003），アイデンティティと自伝的記憶との関係性に強
く言及するものである（Wilson & Ross, 2003）。これら
一連の結果から，無意図的に想起される自伝的記憶には，
意図的想起に反映されない部分で過去の自分と現在の自
分とを結びつけ，自己の連続性の感覚を付与する役割が
あると考えられる（神谷，2008）。
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しかしながら，従来の無意図的想起研究ではアイデン
ティティ確立の個人差に注目した検討は行われていな
い。自伝的記憶は各個人の生活や経験を反映するもので
あるため，個人差の影響を受けやすく（榊，2007），また，
無意図的想起研究で使用される日誌法では，その影響が
より顕著になることが指摘されている（山本，2008）。
さらに，従来の意図的想起（voluntary remembering）事
態の研究では，アイデンティティ確立の個人差による自
伝的記憶の想起への影響がすでに明らかにされている
（e.g., 佐藤，1998）。それらの研究では，青年期や高齢期
の参加者を自我同一性地位や自我同一性達成度に基づい
て群分けし，それぞれに想起される自伝的記憶の特徴等
が検討された（e.g., 植之原，1993; Neimeyer & Metzler, 

1994; 野村，2002）。たとえば，植之原（1993）は，「生
きていく上で大切なこと」等に関する意見（命題）を参
加者に尋ねた上で，そのように考えるようになったきっ
かけとなる自伝的記憶の想起を求めた。その結果，自我
同一性達成群の方が非達成群（e.g., 拡散群）に比べて
命題と自伝的記憶との内容的な関連が強いことがわかっ
た。その他にもアイデンティティ確立の個人差によって，
想起される自伝的記憶の様相や想起時間（Neimeyer & 

Metzler, 1994），語りの構造（野村，2002）が異なるこ
とが報告された。
このように，これまでは意図的想起事態での検討が中
心であったが，近年，意図的想起事態と無意図的想起事
態とで想起される自伝的記憶の様相が異なる可能性が指
摘されている（Berntsen, 2009）。意図的想起事態の研究
では，実験者によってあらかじめ設定された教示の内容
や一般的な単語等が手がかりとなるため，それらは想起
者にとって必ずしも適切な手がかりであるとはいえな
い。これに対して，日誌法を用いた無意図的想起事態の
研究では，環境内にある様々な事物の中でも，特に自伝
的記憶と深く結びついているもののみが想起手がかりと
なる。それゆえに，両者を比較した研究では，無意図的
に想起された自伝的記憶は意図的に想起された自伝的
記憶よりも過去に一度だけ経験したことのある特定的
な出来事が多いこと等が示されている（Berntsen, 1998; 

Berntsen & Hall, 2004）。このように想起意図の違いに
よって自伝的記憶の様相が異なる可能性が示されている
以上，意図的想起事態に注目した検討だけでは，アイデ
ンティティ確立の個人差が自伝的記憶の想起に及ぼす影
響の全体像を十分に捉えているとはいえない。ましてや，
我々が日常的に経験する記憶現象の大半が無意図的想起
事態であることを考慮すると（Mandler, 1986），意図的
想起だけでなく無意図的想起の観点から検討を行う重要
性は極めて高いといえる。
そこで本研究では，無意図的想起事態からアイデン
ティティ確立度の個人差要因が自伝的記憶の想起に及ぼ

す影響を検討する。方法としては，アイデンティティ尺
度（下山，1992）によってアイデンティティの確立高群，
低群に参加者を群分けし，それらの群によって無意図的
に想起される自伝的記憶の特性が変動するかどうかを日
誌法で検討する。自伝的記憶の特性に関しては，日誌法
でこれまで採用されてきた評定値（e.g., Berntsen, 1996; 

神谷，2003; 山本，2008）として，鮮明度，感情喚起度，
快不快度，重要度，想起頻度を用いる。このうち，鮮明
度と重要度に関しては，アイデンティティ確立との関
連性が先行研究から示唆される（e.g., Moffitt & Singer, 

1994）。たとえば，Moffitt & Singer（1994）は，自伝的
記憶の中でも「自分はいったい何者であるのか」といっ
た問いの答えになるような，その人のアイデンティティ
と密接に結びついている自伝的記憶の想起を求め，その
特徴を調べた。その結果，想起された記憶は全体的に鮮
明でありかつ重要な出来事が多いことが示された。また，
神谷（2003）によっても，全体的に自己機能を有する
ケースが多かった無意図的に想起される自伝的記憶の分
析で，想起頻度が高いほど重要度評定が高くなることや，
想起内容には当時の感情的描写が含まれることなどが示
されている。これらの結果に従えば，アイデンティティ
確立高群が低群よりも鮮明でありかつ重要である等の各
特性が高くなることが予測される。 

研　究　1

方　法
参加者　関西の大学生 313名（男性 155名・女性 158

名）であった。平均年齢は 19.3歳であった。
調査用紙　調査用紙はA3サイズで両面印刷であった。
下山（1992） によるアイデンティティ尺度は，アイデン
ティティの基礎とアイデンティティの確立の各 10項目
2因子から構成される。アイデンティティの基礎に関す
る項目は，アイデンティティ形成の基礎となる自己の安
定が得られず，不安や孤独におそわれる気持ちを反映し
た内容を示す（e.g.,「私の心は，とても傷つきやすく，
もろい」）。一方，アイデンティティの確立に関する項目
は自己の主体性や自己への信頼が形成されていることを
示す（e.g.,「私は十分に自分のことを信頼している」）。
評定は「よく当てはまる（4）」，「どちらかといえば当て
はまる（3）」，「どちらかといえば当てはまらない（2）」，
「全く当てはまらない（1）」の 4件法であった。調査用
紙の片面には日誌の記入欄が印刷され，別の片面にはア
イデンティティ尺度が印刷されていた。
日誌法の作成および手続きについては，先行研究

（Berntsen, 1996; 神谷，2003，2007; 山本，2008）を参
考とした。日誌は想起状況および想起したエピソードに
関する記入欄から構成された。想起状況の記入欄では，
想起時の日時，想起のきっかけ，場所などについて具体
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的な記述を求めた。想起したエピソードの記入欄では，
出来事が生起した時期および想起された出来事の内容の
自由記述を求めた。想起された内容について，感情喚起
度（その出来事からは全く感情が呼び起こされない（1）
－強い感情が呼び起こされる（5）），快不快度（その出
来事の感情は不快である（1）－快である（5）），想起頻
度（その出来事はほとんど思い出さない（1）－ 1ヶ月に
1回程度思い出す（5）），鮮明度（その出来事の記憶は
ぼんやりとしている （1）－はっきりとしている （5）），重
要度（その出来事は自分にとって全く重要ではない（1）
－とても重要だ（5）） の 5種類の評定を求めた。
また，日誌用紙には教示として行った以下の注意点を
記載した。「日常生活において思い出そうという意図が
ないにもかかわらず，ふと過去の出来事がよみがえって
くることがあると思います。この調査の目的は，このよ
うな現象がどのような状況で生じるのか，想起されたエ
ピソードにはどのような特徴があるのかについて調べる
ことです。なお，ここで扱うエピソードは，自分自身が
実際に経験した出来事であり，かつ，自然に想起された
ものだけとします。したがって，意図的に思い出したエ
ピソードや想起したエピソードから連想された別のエピ
ソード，社会的な出来事のように自分が実際に直接関与
していないエピソードは対象としません。」
手続き　まず，参加者には負担のある場合にはいつで
も研究から離脱できることを説明し，参加の同意を確認
した。その後，アイデンティティ尺度を行った。全員が

終了したのを確認した後に，日誌法の教示として記載し
た注意点を読み上げ，各項目について説明を行った。日
誌は調査期間中，常に携帯し，出来事を思い出した際に
はできる限り早く記録するように求めた。日誌法は参加
者への負担が大きいことを配慮し，期間内で最初に生起
した 1ケースのみについて記述させた。期間内に一度も
無意図的想起が生起しなかった場合には無記入で提出す
るように求めた。日誌は配布から，1ヶ月後に回収され，
その際にディブリーフィングを行った。
結果と考察
評定値や尺度等に記入漏れがあった参加者 9名，無意
図的想起を 1回も生起しなかった参加者 7名のデータを
除外し，297ケースが回収された（回収率 =.95）。全体
の各評定平均値を Table 1に示す。平均値をみると全体
的にやや感情喚起度が高いが，想起頻度および鮮明度は
やや低かった。想起された自伝的記憶の生起時期につい
て，参加者の自由記述内容に基づき小学生以前，中学・
高校時代，最近，その他の 4カテゴリに分類を行うと，
中学・高校時代に該当するケースが約 40％と最も多かっ
た。各カテゴリに分類されたケース数およびその比率を
Table 2に示す。想起された自伝的記憶の内容について
KJ法による分類を行った。その結果，「学校行事・クラ
ブ活動（e.g.,「高校の卒業式のこと。一生会わなくなる
わけじゃないのに寂しくて友達みんなとめっちゃ泣いて
た」）」，「人（e.g.,「前の彼氏といつもカラオケに行って
よく歌を歌っていたこと」）」，「失敗・事故（e.g.,「ボー

Table 1　全体および群ごとの自伝的記憶特性評定平均値と分析結果

アイデンティティの確立

評定値 全体（n =297） 高群（n =55） 低群（n =53） t 値（106）

重要度 3.05（1.43） 3.40（1.50） 2.74（1.33） 2.41*

感情喚起度 3.87（0.94） 3.96（0.79） 3.56（0.96） 2.23*

快不快度 2.93（1.39） 2.98（1.38） 2.77（1.24） 0.82

想起頻度 2.64（1.33） 3.00（1.43） 2.41（1.31） 2.20*

鮮明度 2.63（1.28） 2.86（1.38） 2.43（1.17） 1.69†

注．（  ）内はSD。†p<.10，*p<.05

Table 2　全体および群ごとの自伝的記憶の生起時期におけるケース数の分類

アイデンティティの確立

生起時期 全体（n =297） 高群（n =55） 低群（n =53）

小学生以前 　85（28.62） 14（25.45） 16（30.19）

中学・高校 121（40.74） 22（40.00） 20（37.74）

最近 　86（28.96） 15（27.27） 17（32.08）

その他 　5　（1.68） 　4　（7.27） 　0　（0）
注．（  ）内は％。
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ルを蹴ろうとして左足をひいたらその時に音がなって
痛くて歩けず，病院に行ったら骨盤が骨折していたこ
と」）」，「その他（e.g.,「浪人が決定して A県から B県
に出て，その時 B県で桜を見たこと」）」の 4カテゴリ
に分類された。各カテゴリに分類されたケース数および
その比率を Table 3に示す。「学校行事・クラブ活動」が
最も多く，全体の約 40％を占めた。
無意図的想起のきっかけとなった手がかりについて，
神谷（2003）を参考とし，参加者の記述をもとに実験者
が分類を行った。その結果，多い順に「視覚的手がかり
（e.g.,「小学生の時の自分自身が書いた字を見た」）」116

ケース（39.06％），“聴覚的手がかり（e.g.,「音楽番組で
レミオロメンの「粉雪」という曲が流れたこと」）」105

ケース（35.35％），「活動的手がかり（e.g.,「自転車に乗っ
た時」）」38ケース（12.79％）であった。無意図的想起
の契機として視覚的手がかりが多くなることは先行研究
と同様であった（Berntsen, 1996; 神谷，2003，2007）。
これらのデータを分析対象として，以下ではアイデン
ティティ確立度の個人差と無意図的に想起された自伝的
記憶との関連性を検討する。
アイデンティティ尺度水準による群分け　Table 4に

は，アイデンティティ尺度における 2つの因子ごとの平
均値とSD および合計点の平均値とSD が示されている。
アイデンティティ尺度のうち，アイデンティティの基礎
に関する因子の項目は逆転項目として処理した。合計得
点における最高得点は 74点，最低得点は 26点であっ
た。ここでは，先行研究（e.g.,植之原，1993）に倣い，
尺度に基づいて質的に異なると想定される 2群を設定し
た。具体的には，平均値の± 1 SD を基準として，合計
点の上位者と下位者をそれぞれ高群（55名），低群（53

名）とした。各因子における高群と低群での平均得点は，
Table 4に示されている。
自伝的記憶特性　Table 1では，アイデンティティ確

立高低群ごとの各自伝的記憶特性の平均値とSD を示し
ている。アイデンティティ確立の高低群によって想起さ
れる自伝的記憶特性に差がみられるかどうかについて t
検定を行った（Table 1）。その結果，重要度，感情喚起度，

想起頻度，鮮明度の評定値に有意あるいは有意傾向が示
された。すなわち，アイデンティティの確立高群が低群
よりも重要で感情喚起度が強く，かつ鮮明な自伝的記憶
を頻繁に想起することがわかった。快不快度においては
有意な差がみられず，アイデンティティ確立との関係性
が示されなかった。これに関して，快および不快な自伝
的記憶は両方ともアイデンティティの形成に関与して
いるという解釈がある（e.g., Berntsen, Rubin, & Siegler, 

2011; Rubin & Berntsen, 2008/2008）。たとえば，Rubin & 

Berntsen（2008/2008）は，快な自伝的記憶は自己を肯
定するものであるため，直接的にアイデンティティの形
成に貢献するが，不快な自伝的記憶であったとしてもそ
れが人生の転機となったり，アイデンティティの中心成
分となる可能性を指摘している。それゆえに，本研究結
果においてもアイデンティティの確立度によって快不快
度との間に差が生じなかったのかもしれない。
生起時期についてアイデンティティ高群，低群ごとに
ケースを分類した（Table 2）。その結果，両群において
中学・高校時代が最も多く，群間に大きな差はみられな
かった。また，自伝的記憶の内容を高群，低群ごとに分
類すると（Table 3），想起内容についてもアイデンティ
ティの群間による大きな差はみられなかった。
以上のように，無意図的に想起される自伝的記憶の内

Table 3　全体および群ごとの自伝的記憶の想起内容におけるケース数の分類

アイデンティティの確立

生起時期 全体（n =297） 高群（n =55） 低群（n =53）

学校行事・クラブ活動 128（43.10） 21（38.18） 24（45.28）

人 　92（30.98） 20（36.36） 17（32.08）

失敗・事故 　53（17.85） 　9（16.36） 　5　（9.43）

その他 　24　（8.08） 　5　（9.09） 　7（13.21）
注．（  ）内は％。

Table 4　アイデンティティ尺度の各因子における平均得点

基礎 確立 合計値

全体

M 24.66 27.66 52.32

SD 　5.46 　4.93 　8.74

高群

M 31.20 33.63 64.83

SD 　3.41 　2.96 　3.43

低群

M 17.66 21.59 39.25

SD 　3.42 　2.93 　3.99
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材料　調査用紙は研究 1に準拠し，アイデンティティ
尺度と想起された自伝的記憶の内容記述欄および評定値
に関する記入欄が印刷されていた。評定値は研究 1と同
様であった。想起手がかりとして，研究 1の自伝的記
憶の内容から出現頻度の高い項目を中心に「公園」，「野
球」，「フォークダンス」，「クリスマス」，「レミオロメン」，
「GReeeeN」，「コブクロ」の 7つを選定した。このうち，
「レミオロメン」，「GReeeeN」，「コブクロ」はヴォーカ
ルグループ名であった。生起時期として，研究 1で想起
された自伝的記憶の中で最も多かった「中学・高校時代」
を設定した。
手続き　研究 1と同様に，参加者には，負担のある

場合にはいつでも研究から離脱できることを説明し，参
加の同意を確認した。その後，アイデンティティ尺度
を行った。全員が終了したのを確認した後に，「公園，
野球，フォークダンス，クリスマス，レミオロメン，
GReeeeN，コブクロの中のいずれか 1つのキーワード
に関するあなたの中学，高校生時代の出来事を 1つ思い
出して，以下の項目に答えて下さい。」と教示した。実
験後，ディブリーフィングを行った。実験時間は約 15

分であった。
結果と考察
自伝的記憶の想起率は 100％であり，記入漏れがあっ

た参加者は 0名であった。想起手がかりの選択数（比率）
については，「公園」16ケース（14.04％），「野球」24ケー
ス（21.05％），「フォークダンス」11ケース（9.65％），「ク
リスマス」24ケース（21.05％），「レミオロメン」20ケー
ス（17.54％），「GReeeeN」6ケース（5.26％），「コブクロ」
13ケース（11.40％）であった。全体の自伝的記憶に関
する各評定平均値を Table 5に示す。平均値をみると，
想起された自伝的記憶は全体的にやや感情喚起度が高く
かつ快であったが，想起頻度はやや低かった。研究 1と
同様に，想起された自伝的記憶の内容について KJ法に
よる分類を行った。その結果，「学校行事・クラブ活動
（e.g.,「高校の時，野球部に入っていて，2年の夏，先輩
の最後の大会でいきなりスタメンに抜擢され，心臓が飛

容および生起時期にはアイデンティティ確立度の個人差
による違いがみられないものの，アイデンティティ確立
高群では低群よりも重要でかつ感情喚起度が高く，鮮明
な自伝的記憶が頻繁に想起されることがわかった。

研　究　2

研究 1で使用された日誌法は，無意図的想起を収集
する有用な方法論であるが，自伝的記憶の想起を規定す
る手がかりが想起者の環境内にある多種多様な事物であ
り，統制が不可能という問題点がある。それゆえに，近
年の自伝的記憶研究では，たとえば日誌法のような記述
的研究と並行して，統制を考慮した実験的研究を行い，
両者の知見を収束させることが研究を進展させる上で重
要だと考えられている（佐藤・越智・下島，2008）。自
伝的記憶研究における典型的な実験法では，実験者が言
語などに統一した刺激を手がかりとして参加者に提示
し，それに関する自伝的記憶の想起を求めることによっ
て厳密な統制が可能となる。そこで，研究 2では実験法
を採用し，統制された条件下でも研究 1と同様にアイデ
ンティティ確立高群が低群よりも重要でかつ情動的で鮮
明な自伝的記憶が想起されるかどうかを検討することを
第 1の目的とする。
ただし，実験法では日誌法と異なり，意図的想起事態
での検討となる。既述のように，意図的想起事態と無意
図的想起事態とでは，それぞれに想起される自伝的記憶
特性が変動する可能性がある（Berntsen, 1998; Berntsen 

& Hall, 2004）。研究 1で採用された自伝的記憶特性に関
する評定値は，これまで主に無意図的想起研究で採用さ
れてきたものであるため，意図的想起事態でアイデン
ティティ確立の個人差が自伝的記憶特性に及ぼす影響を
確認する必要がある。したがって，研究 1での結果が意
図的想起事態で確認されるか否かを検討することを研究
2の第 2の目的とする。
方　法
参加者　関西の大学生 114名（男性 47名・女性 67名） 
であった。平均年齢は 19.7歳であった。

Table 5　全体および群ごとの自伝的記憶特性評定平均値と分析結果    

アイデンティティの確立

評定値 全体（n =114） 高群（n =22） 低群（n =15） t 値（35）

重要度 3.47（1.33） 4.32（0.97） 3.13（1.26） 3.14**

感情喚起度 3.71（1.13） 4.23（1.08） 3.33（1.35） 2.16*

快不快度 4.09（1.14） 4.13（1.22） 3.53（1.45） 1.33

想起頻度 2.15（1.20） 2.73（1.25） 2.00（1.10） 1.78†

鮮明度 3.63（1.28） 4.09（1.16） 3.33（1.25） 1.83†

注．（  ）内はSD。†p<.10，*p<.05，**p<.01
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び出るほど緊張した。」）」，「人（e.g.,「友人の合唱コンクー
ルへ行き，その友人の歌がとてもよかったこと」）」，「そ
の他（「コブクロのオリンピックのテーマソングをカラ
オケで歌ったこと」）」の 3カテゴリに分類された。各カ
テゴリのケース数および比率を Table 6に示す。全体で
は，「学校行事・クラブ活動」に分類されるケースが約
60％を占めていた。以下ではこれらのデータを対象に分
析を行った。
アイデンティティ尺度水準による群分け　研究 1と同

様にアイデンティティ尺度における 2つの因子ごとの平
均値とSD および合計点の平均値とSD を算出し，Table 

7に示した。合計点の最高得点は 74点，最低得点は 30

点であった。本研究の目的は，アイデンティティの確立
度と意図的に想起された自伝的記憶との関係を検討する
ことであるので，研究 1と同様に平均値の±1 SD を基
準として，合計点の上位者と下位者をそれぞれ高群（22

名），低群（15名）として設定した。なお，各因子にお
ける高群と低群での平均得点は，Table 7に示されてい
る。
自伝的記憶特性　Table 5では，アイデンティティ確
立の高低群ごとの各自伝的記憶特性の平均値とSD を示
している。アイデンティティ確立の個人差水準によって
想起される自伝的記憶特性に差がみられるかどうかにつ
いて t 検定を行った（Table 5）。その結果，重要度，感
情喚起度，想起頻度，鮮明度の評定値に有意あるいは有
意傾向が示された。すなわち，研究 1と同様にアイデン
ティティの確立高群が低群よりも重要で感情喚起度が強
く，かつ鮮明な自伝的記憶をよく想起することがわかっ
た。また，快不快度においても研究 1と同様に有意な
差はみられなかった。自伝的記憶の内容をアイデンティ
ティ高群，低群ごとに分類したが（Table 6），ここでも
研究 1と同様にアイデンティティ確立度の群間による大
きな差はみられなかった。
以上のように，統制された実験状況下および意図的想
起事態においても研究 1と同様の結果が確認された。こ
のことから，アイデンティティ確立の個人差要因が自伝
的記憶の想起に及ぼす影響についての頑健性が示唆され
たといえる。

総　合　的　考　察

本研究では，アイデンティティ確立度の個人差が自伝
的記憶の想起に及ぼす影響を意図的および無意図的想起
の両事態から検討した。研究 1では，従来の研究が意図
的想起事態に偏っていた点を指摘し，無意図的想起の観
点から日誌法を用いた検討を行った。その結果，アイデ
ンティティの確立高群が低群よりも重要で感情喚起度が
高く，鮮明な自伝的記憶を頻繁に想起することがわかっ
た。続いて研究 2では，研究 1での結果が統制された条
件下および意図的想起事態でも再現されるかどうかを確
認するために実験を用いた検討を行った。その結果，研
究 1と同様のパターンが示された。これら一連の結果
から，アイデンティティの確立度が高い青年はそれが低
い青年と比較して，自己に関する情報量が豊富でかつ具
体的な自伝的記憶を想起すること，さらにはこのような
現象が外界から想起が促される意図的想起事態だけでな
く，想起者自身が自発的に想起を行う無意図的想起事態
においてもみられることが新たに示唆された。
従来の自伝的記憶研究の多くでは，Conway & Pleydell-

Pearce（2000）による自己－記憶システム（Self-memory 

system）というモデルを用いた解釈が行われてきた。彼
らは，自己と記憶は互いに影響を及ぼし合う相互関係に
あると考えており，このモデルの中で，自己に関する情
報の保持や想起に関して以下のように説明している。

Table 6 　全体および群ごとの自伝的記憶の想起内容におけるケース数の分類

アイデンティティの確立

生起時期 全体（n =114） 高群（n =22） 低群（n =15）

学校行事・クラブ活動 72（63.16） 14（63.64） 11（73.33）

人 31（27.19） 　7（31.82） 　3（20.00）

その他 　11　（9.65）　 　1　（4.55） 　1　（6.67）
注．（  ）内は％。

Table 7　アイデンティティ尺度の各因子における平均得点

基礎 確立 合計値

全体

M 23.91 27.86 51.77

SD 　5.32 　4.85 　8.77

高群

M 30.55 34.00 64.55

SD 　3.71 　3.07 　4.41

低群

M 17.33 20.80 38.13

SD 　3.13 　2.17 　3.88
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自己－記憶システムによれば，自伝的記憶は階層構造
をなしている。階層は上位から出来事の時期（lifetime 

period），一般的な出来事（general events），出来事の詳
細な情報（event-specific knowledge）の三層からなって
おり，下位になるほど具体的で詳細な情報が貯蔵されて
いる。自伝的記憶が想起される際には，現在の自己イメー
ジや自分の目標と矛盾しないように制御されながら，手
がかり等に応じて上位の階層から下位の階層に向けて，
情報の探査と照合が循環的に繰り返される。それによっ
て，次第に自伝的記憶構造内の情報が活性化され，ここ
で活性化された情報それ自体が自伝的記憶となり，想起
に至る。
本研究結果を Conway & Pleydell-Pearce（2000）のモ
デルにあてはめると考えると，アイデンティティ確立の
個人差が自伝的記憶の想起に及ぼす影響は以下のように
解釈される。アイデンティティの確立度が高い場合には，
想起者にとっての具体的な自己イメージが明確であるた
め，そのイメージに合致した自伝的記憶内の情報が豊富
に活性化されやすい状態にある。それゆえに，自分自身
について内省するような状況では，検索が自伝的記憶構
造内の最下層にまで行われ，詳細な情報が活性化される。
それに対して，アイデンティティの確立度が低い場合に
は，具体的な自己イメージが定まっていないため，基盤
となる自伝的記憶内の情報が活性化されにくい状態にあ
る。そのため，検索が最下層に辿り着く前に終了してし
まい，詳細な情報が活性化されない。それゆえに，アイ
デンティティの確立高群が低群よりも，鮮明でかつ重要
等の特性をもった自伝的記憶が想起されると解釈される。
また，自己－記憶システムでは，意図的および無意図
的想起事態で駆動する 2つの検索過程が提案されてい
る。1つは生成的検索（generative retrieval）であり，既
述のように，自伝的記憶構造内を探査，照合し，循環し
ながら情報を活性化させていく制御的な過程である。い
ま 1つは生成的検索でみられる探査，照合の循環過程が
省略される直接的検索（direct retrieval）である。直接
的検索は，記銘時と想起時における状況の一致度が高い
場合に生起され，特定的な出来事が突如として想起され
たように感じる自動的な過程である。意図的想起事態で
は主に生成的検索が生起されるのに対して，無意図的想
起事態では主に直接的検索が生起されると考えられてい
る（e.g., 山本，2008）。
上述のように，アイデンティティ確立度の個人差が自
伝的記憶の想起に影響を及ぼした結果について，ここで
は基本的に生成的検索を前提とした解釈を行った。しか
し，本研究では，無意図的想起事態においても意図的想
起事態と同様の結果が示されたことから，生成的検索だ
けではなく直接的検索が介在している可能性がある。す
なわち，自己イメージに基づいてそれに合致する情報を

検索する過程には，ある程度自動的な成分が含まれてい
ると考えられる。生成的検索が駆動する中で，極めて具
体的な情報が活性化された場合には，その後，直接的検
索が介在される可能性は Conway（2005）によっても想
定されている。神谷（2007）は，無意図的想起には過去
の自分と現在の自分を比較して自己内容や自己一貫性を
ほぼ自動的に認識させる機能があると考えており，ほと
んど無意識的な思考過程を経て，自分が何者であるのか
を定義する役割の一端を無意図的想起が担っていると主
張している。本研究結果はこのような主張を支持するも
のであり，無意図的想起とアイデンティティの確立との
密接な関連性を示唆している。
アイデンティティと自伝的記憶が密接な関係にあるこ
とは，記憶研究者にとっても自己研究者にとっても，あ
る程度暗黙の前提であったためか，両者の関係を直接検
討した研究は決して多くない（e,g, 佐藤，1998）。その
中で，本研究ではアイデンティティ確立の個人差と自伝
的記憶の関係性を意図および無意図的想起の両観点から
実証的に示したといえる。しかし，本研究にはいくつか
の問題点が考えられる。以下ではそれらについての議論
を通して今後の課題を提示したい。
第 1に，本研究では意図的想起と無意図的想起の両
事態を扱いながらそれらによる直接的な比較を行ってい
ない点が挙げられる。既述のように，従来の研究では想
起意図による自伝的記憶特性の差異が指摘されている
（Berntsen,1998; Berntsen & Hall, 2004）。これらの比較
を行うためには，同一の参加者に意図的および無意図的
な自伝的記憶を両方想起させるなどの手続き上の工夫が
必要となるが，本研究では想起意図による比較が主な目
的ではないため，これらの操作を行っていない。しかし，
意図的あるいは無意図的想起のいずれがよりアイデン
ティティの確立と関係するかといった問題は，今後応用
的な検討を行う上でも重要な視点である。そこで厳密に
は方法が異なるものの，試みに，研究 1を無意図的想起
群，研究 2を意図的想起群とみなす想起意図の有無要因
を第 1の独立変数と仮定し，アイデンティティ確立の高・
低群を第 2の独立変数とする 2要因分散分析（いずれ
も実験参加者間要因）を自伝的記憶の各特性評定平均値
について行った。その結果，重要度（F（1, 141）=6.25, 

p<.001）と鮮明度（F（1, 141）=18.66, p<.001）におい
て想起意図の主効果が有意であり，いずれも意図＞無意
図の関係が示された。また，重要度（F（1, 141）=12.23, 

p<.001），感情喚起度（F（1, 141）=11.26, p<.005），快
不快度（F（1, 141）=6.19, p<.05），想起頻度（F（1, 141）
=6.37, p<.05），鮮明度（F（1, 141）=5.68, p<.05）にお
いて，アイデンティティ確立群に主効果がみられ，高群
＞低群の関係が示された。その他，交互作用は有意では
なかった。アイデンティティ確立度の個人差と想起意図
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との直接的な関係性は示されなかったが，部分的に意図
的想起による優位性がみられたことから，今後は厳密な
方法を採用することにより，想起意図による効果をより
詳細に検証する必要があるであろう。
第 2に，アイデンティティの確立と自伝的記憶の想起
における双方向の影響が考えられる。本研究では，アイ
デンティティ確立度の個人差が自伝的記憶の想起に及ぼ
す影響に焦点を当て，その関係を示したが，当然ながら
これらの関連性は一方向に限定されるものではない。す
なわち，自伝的記憶を想起することによってアイデン
ティティの確立が促されるという逆方向の影響も十分に
考えられる。このような影響は自伝的記憶の機能研究（佐
藤，2008）と関連し，さらには回想法等の応用研究へと
発展し得るものである。本研究結果から，重要度等のい
くつかの自伝的記憶特性がアイデンティティの確立と関
連することが明らかになった。今後は，このような特性
をもつ自伝的記憶の想起がアイデンティティの確立度に
及ぼす影響について検討すべきである。
第 3に，日誌法の改善点が挙げられる。本研究では，
参加者への負担を考慮し，期間内における 1事例のみを
記録させた。しかし，他の日誌法を採用した研究では，
複数事例を収集することも多い（e.g., Berntsen, 1996）。
個人におけるアイデンティティの確立度と自伝的記憶と
の関連性を検討する以上，複数の事例を収集することは
データの信頼性を高める上で極めて重要である。それだ
けでなく，個人の中で，ある程度内容的に一貫した自伝
的記憶が繰り返し想起されるのか，あるいは全く個別の
自伝的記憶が想起されるのかといった想起の安定性を検
討することも可能になる。今後は参加者の負担を軽減す
るために，日誌の項目数を最低限に抑えるなどの工夫を
施しながら，複数事例での検討を試みたい。 

最後に，本研究では，従属変数として鮮明度等の自伝
的記憶特性に関する評定値を使用したが，近年では，想
起された自伝的記憶が個人のライフストーリーの中でど
れほど中心的な役割を果たしているかを測定する出来
事の中心性尺度（The Centrality of Event Scale: CES）が
開発されており（Berntsen & Rubin, 2006, 2007），すで
に邦訳も試みられている（Rubin & Berntsen, 2008/2008, 

pp.111-112）。項目の中には「この出来事は，私のアイ
デンティティの一部になったと感じる」といったアイデ
ンティティと直接的に関係するものが構成されている。
今後は，CESのような新たな尺度を採用し，アイデンティ
ティ確立の個人差が自伝的記憶の想起に及ぼす影響をよ
り詳細に検討する必要がある。
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本研究では，保育士が日常の保育業務の中で作成する「保育の記録」を心理学的・精神医学的観点か
ら体系化した「保育記録による発達尺度（NDSC）」（中島ほか， 2010）の構成概念妥当性について検証
を行った。4年間にわたる単一市内全園調査によって，年少から年長まで，延べ 9,074名の園児につい
てのデータを得た。主成分分析を行ったところ，9つの下位尺度が見出され，いずれも十分な内的整合
性を持つことが示された。9尺度のうち，「落ち着き」，「注意力」，「社会性」，「順応性」の 4尺度は月齢
との関連が弱く，子どもの行動的・情緒的問題のスクリーニングツールである Strengths and Difficulties 

Questionnaire（SDQ）との関連が強いことから，生来の発達障害様特性や不適切な養育環境による不適応
問題を反映する尺度であることが示唆された。逆に，「好奇心」，「身辺自立」，「微細運動」，「粗大運動」
の 4尺度は，月齢との関連が強く，SDQとの関連が弱いことから，子どもの適応行動の発達状況を反映
する尺度であることが示唆された。このようなバランスのとれた下位尺度構成によって，NDSCは，配慮
が必要な子どもの検出と早期対処を実現するとともに，現在の子どもの発達状況に適合した保育計画の
策定に貢献するツールとして有効性を発揮することが期待される。
【キーワード】　保育の記録，発達障害，適応行動，不適応問題

問題と目的

本研究は，保育士が日常の子どもの様子を振り返るた
めに保育業務の中で作成する「保育の記録」を心理学
的・精神医学的観点から体系化した「保育記録による発
達尺度（Nursery Teacher’s Rating Development Scale for 

Children: NDSC）」（中島ほか，2010）の構成概念妥当性
について検証を行う。
子どもの健全な発達を促す上で，また，不適切な養育
環境や先天的な発達障害によって生じる様々な適応上の
問題を把握し，早期的な対処を行う上で，保育所の果た
す役割は大きい。厚生労働省の定める「保育所保育指針」
（厚生労働省，2008）では，子どもの個人差に配慮した
保育計画の策定を行うために，体重，身長，頭囲などの
計測とともに，必要に応じて精神や運動の機能の発達状
態を把握することが求められている。実際にわが国の保
育所では，日常の子どもの様子を振り返る「保育の記録」

と，それを踏まえて作成される「保育の計画」が，車輪
の両輪のごとく機能している。保育士らは記録を作成す
ることを通して，子どもの状態や自らの保育を振り返り，
意識化・客観化している。保育実践のモデルとなって
いる「計画→実行→評価→見直し」という PDCA（Plan-

Do-Check-Act）サイクルが有効に機能する上でも，保育
の記録の果たす役割は大きい。
また，平成 20年の保育所保育指針の改正により，新

たに「すべての保育所入所児童について，保育所から就
学先となる小学校へ，子どもの育ちを支える資料『保育
所児童保育要録』を送付する」（厚生労働省，2008）と
いう指針が盛り込まれた。これは保育所での子どもの発
達の状態に関する情報を，小学校での生活や学びへとつ
なげていくことを目的として採用されたものである。保
育所から小学校への移行に伴う環境の変化により，子
どもたちは大きな段差を経験することになる（秋田，
2002）。また，文部科学省（2003）による公立小中学校
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を対象とした全国調査では，学習障害，注意欠陥多動性
障害（Attention Deficit /Hyperactivity Disorder: ADHD），
高機能自閉症等の発達障害の傾向によって，通常学級に
在籍しながら特別な教育的支援の必要性を示す子どもの
割合が 6.3％にものぼることが示されており，保育所段
階でこれらの問題を検出し，早期的な対処を行うととも
に，就学先の小学校へ適切な情報提供を行うことの重要
性が指摘されている。
こうした現状を踏まえ，中島ほか（2010）は，年少か
ら年長までの発達の過程や適応上の問題を保育記録の中
で統一的基準によって評価するための心理尺度として，
「保育記録による発達尺度（NDSC）」を開発している。
165項目から構成される NDSCは，通常年長までに習得
される様々な適応行動の発達状況と，自閉症スペクトラ
ム障害（Autism Spectrum Disorders: ASD）・ADHDなど
の発達障害や不適切な養育環境などによって生じる不適
応問題の双方を包括的に評価するための尺度として開発
された。中島ほか（2010）は，単一市内全園調査に基づ
いて NDSCの標準値を報告し，項目分析と信頼性の評
価を行っているが，NDSCの構成概念妥当性については
未だ検討がなされていない。
そこで本研究では，NDSCの構成概念妥当性につい

て，3つの側面から検討を行う。第一に，NDSCの尺度
構造について主成分分析を用いた検討を行う。中島ほか
（2010）は，主成分分析などの統計的方法ではなく，調
査対象市が作成・使用している保育記録および年間指導
計画に準ずる形で，165の尺度項目を 6領域に分類し，
さらに項目内容をもとに各領域 2～4の下位尺度を構成
している。この尺度構成は，保育士との調整を行い，実
際の評定における利便性を考えて設定されたものである
が，定量的評価の段階では項目間の相関構造に基づいた
尺度構成で評価を行うことで，尺度によって得られる情
報をより効果的に表現することができるであろう。これ
は，実際に子どもの発達状況の評価や不適応問題のス
クリーニングを実施する上では不可欠となる検討であ
る。中島ほか（2010）による尺度項目作成の経緯を踏ま
えると，NDSCは少なくとも適応行動（社会生活への適
応のために必要となるノーマティブな行動）と不適応問
題（生来の発達障害特性や不適切な養育環境によって生
じ，適応を阻害する特異的な問題）の 2つの下位尺度に
分かれることが予測される。また，不適応問題に関して
は，ASDの特徴に関連する対人社会性，コミュニケー
ション，こだわりなどの下位尺度と，ADHDの特徴に
関連する多動性，不注意性など，より細分化された構造
が見出されることも考えられる。適応行動についても，
例えば国際的に広く利用されている Vineland適応行動
尺度 （Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984; Sparrow, Cicchetti, 

& Balla, 2005）において，コミュニケーション，日常生

活スキル，社会性，運動スキルの 4領域が想定されてい
ることを考えると，複数の下位尺度に分かれることが予
測される。
第二に，上述の尺度構造の検討によって見出された

下位尺度と月齢の関連を検討する。前述のように NDSC

は，通常年長までに習得される適応行動の発達の過程
と，発達障害や養育環境による不適応問題の双方を評価
するためのツールである。このうち，前者は月齢によっ
て変化する特性であるが，後者は比較的月齢との関係が
薄い特性である。例えば，適応行動と不適応問題の双方
を包括的に評価する Vineland適応行動尺度 （Sparrow et 

al., 1984, 2005）では，適応行動に関する下位尺度の素得
点が年齢とともに顕著に増加するのに対し，不適応行動
に関する下位尺度の素得点は年齢との関連が低く，幼児
期から児童期にかけてわずかな下降を示すに留まること
が示されている。NDSCによってこの 2つの特性の双方
がカバーされているとすれば，適応行動に関する下位尺
度は月齢と強い関連を示し，不適応問題に関する下位尺
度は月齢と中程度の関連を示すにとどまるであろう。
三点目に，親によって評定された子どもの適応上の問

題と各下位尺度の関連を検討する。本研究では，児童・
青年の行動的・情緒的問題を同定する簡便な心理尺度と
して，欧米諸国を始め，国際的に幅広く利用されている
Strengths and Difficulties Questionnaire（SDQ; Goodman, 

1997）を用いて，親から見た子どもの不適応問題を測定
する。SDQは，各 5項目から構成される 5つの下位尺
度（情緒不安定，問題行動，多動・不注意，友人関係問
題，向社会的行動）によって子どもの適応と精神的健康
の状態を包括的に把握するための質問紙形式の心理尺度
であり，定型発達児の適応評価においては，友人関係問
題，情緒不安定の 2尺度が内在化問題を，多動・不注意，
問題行動の 2尺度が外在化問題をそれぞれ反映し，発
達障害・精神疾患のスクリーニングにおいては，友人関
係問題，向社会的行動が ASD，多動・不注意が ADHD，
問題行動が行為障害，情緒不安定が抑うつ・不安障害
の診断をそれぞれ予測することが示されている（Blom, 

Larsson, Serlachius, & Ingvar, 2010; Du, Kou, & Coghill, 

2008; Goodman, 2001; Goodman & Lamping, 2010）。もし
NDSCが，一般的な適応行動の発達過程と発達障害や養
育環境による不適応問題の双方を評価しうるとすれば，
月齢とは逆に，前者（適応行動）よりも後者（不適応問題）
において SDQとの強い関連が見られるであろう。具体
的には，NDSCの項目のうち，外在化問題や ADHD傾
向と関連の深い項目は SDQの多動・不注意や問題行動
と相対的に強い関連を示し，内在化問題や自閉傾向と関
連の深い項目は SDQの友人関係問題，向社会的行動，
情緒不安定と強い関連を示すと予測される。
本研究では，以上 3点について，4年間にわたる単一
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市内全園調査によって得られた大規模データに基づいて
検証を行う。

方　　　法

対象者
調査対象市の全ての公立保育所で 4年間にわたり計 8

回の調査を実施し，延べ 9,074名からデータを得た。対
象者の内訳を Table 1に示す。なお，SDQについては，
2010年 10月調査のみで実施した。
尺　度
中島ほか（2010）によって開発された NDSCを使用

した。中島らは，10年以上の発達障害の臨床経験をも
つ小児科医 1名および臨床心理士 3名によって，ASD，
ADHDなどの発達障害を持つ子どもが示す不適応問題に
ついて，Pervasive Developmental Disorders Autism Social 

Japan Rating Scale （PARS委員会，2008）および Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale （Dupaul, Power, 

& Anastopoulos, 1998 /2008）を参考に項目化した。また，
津守・稲毛 （1961），津守・磯部（ 1965）の「津守・稲
毛式乳幼児精神発達質問紙」，大村・山内・高嶋・橋本 

（1989）の「KIDS」，遠城寺 （2009）の「遠城寺式乳幼
児分析的発達検査法（九大小児科改訂版）」などの発達
検査を参考に，幼児期に獲得される適応行動に関する項
目を作成した。NDSCは 165項目からなる尺度であり，
各項目について 0点から 2点の 3段階で評定を行う。た
だし，選択肢は数字ではなく，項目ごとに具体的な文で
表現したものとなっている。例えば，「自分で食べよう
とする」という項目では，「いつもしようとする」場合
には 2点，「自分で食べようとすることが多い」場合に
は 1点，「しようとしないか，たまにしかしようとしない」
場合には 0点を与える。また，評定できない場合を考慮
して，「判断できない」という選択肢も用意した。「判断
できない」が選択された項目については欠損扱いとした。
36項目の逆転項目も含め，その項目で提示される適応行
動が習得されている，もしくは，提示される不適応問題
が見られないほど（つまり，より適応的であるほど），高
得点になるよう点数化された。例えば，「身支度に時間
がかかる」では，「速やかに身支度ができる」場合には
2点，「身支度はできるが，多少時間がかかり，注意の促
しなど，指導上の配慮を必要とする」場合には 1点，「身
支度に時間がかかり，1つ 1つ注意を促すなど，指導上
の配慮をしている」場合には 0点を与えた。

NDSCの評定者は，年長，年中，年少の各クラスを担
任している保育士であり，クラスの全ての子どもについ
て評定を依頼した。担任保育士の負担をできるだけ軽く
すること，データの管理を確実かつ簡潔にすること，評
定結果の出力を評定直後に得られることといった保育現
場のニーズを満たすために，NDSCをWindows® XPを

OSとするコンピュータ上で実行できる Excel® VBAに
よるプログラムを独自に作成し，利用した。

SDQ日本語版親評定フォーム（25項目）をウェブサ
イト（http://www.sdqinfo.org/）よりダウンロードして使
用した。対象者の親もしくは主たる養育者に SDQ日本
語版への回答を求めた。SDQは，各 5項目からなる 5

つの下位尺度（情緒不安定，問題行動，多動・不注意，
友人関係問題，向社会的行動）から構成される。各項目
について，あてはまらない（0），まああてはまる（1），

Table 1　対象者の内訳および平均月齢

男性 女性 合計 平均月齢 （SD）月齢範囲

2007年 10月

年少 140 148 288 47.93 （3.50） 42‒53

年中 190 160 350 59.99 （3.61） 54‒65

年長 199 182 381 71.58 （3.40） 66‒77

2008年 2月

年少 147 149 296 51.75 （3.43） 46‒57

年中 197 163 360 63.93 （3.50） 58‒69

年長 221 198 419 75.72 （3.28） 70‒81

2008年 10月

年少 197 162 359 47.80 （3.73） 42‒53

年中 181 205 386 59.88 （3.46） 54‒65

年長 226 199 425 71.96 （3.51） 66‒77

2009年 2月

年少 204 161 365 51.80 （3.73） 46‒57

年中 189 219 408 63.87 （3.51） 58‒69

年長 229 195 424 75.95 （3.52） 70‒81

2009年 10月

年少 199 218 417 47.85 （3.45） 42‒53

年中 237 196 433 59.77 （3.65） 54‒65

年長 197 168 365 71.93 （3.51） 66‒77

2010年 2月

年少 194 160 354 51.85 （3.47） 46‒57

年中 224 194 418 63.83 （3.66） 58‒69

年長 174 194 368 75.88 （3.52） 70‒81

2010年 10月

年少 146 156 302 48.02 （3.58） 42‒53

年中 181 146 327 59.99 （3.48） 54‒65

年長 196 180 376 71.74 （3.59） 66‒77

2011年 2月

年少 191 185 376 52.06 （3.55） 46‒57

年中 227 193 420 63.91 （3.51） 58‒69

年長 248 209 457 75.80 （3.62） 70‒81

合計 4734 4340 9074
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あてはまる（2）の 3段階で評定が行われた。向社会的
行動を除く 4つの下位尺度の得点を合計し，困難性総合
得点が算出された。向社会的行動は得点が高いほど適応
がよく，その他の尺度は得点が高いほど適応が悪いこと
を意味する。
倫理的側面への配慮
本研究は，浜松医科大学と調査対象市の間で締結され
た調査と支援に関する協定に基づいて実施された。個人
情報については，同市のセキュリティ・ポリシーに則っ
て厳重に管理した。本研究の手続きは，浜松医科大学医
の倫理委員会の審査と承認を受けた。
統計分析
全ての統計分析には PASW® statistics 18.0.0（SPSS社）
を使用した。まず，NDSCの 165項目について探索的主
成分分析（プロマックス回転）を行い，尺度構造を検討
した。また，各下位尺度と SDQ得点の関連を Pearson

の相関係数によって検討した。月齢と各下位尺度の関連
については，直線的な関係を示さない可能性があるため，
相関係数ではなく，各下位尺度得点に対する月齢の効果
量 �2を算出することで検討した。
本研究では，同一の保育所から 8回にわたって調査
を実施しているため，同一の対象者から 2～6回データ
を得ている。統計分析を行う上では，原則的にデータの
独立性が前提となるため，同一の対象者から複数回にわ
たってデータを得た場合，それを独立なデータと見なし
て一度に分析を行うことは望ましくないとされる。特に
推測統計に基づく分析の場合，自由度が不当に増加する
ために適切な結果を得ることが難しくなる。
しかし，主成分分析は推測統計を使用しない方法であ
るため，各回の間で平均値や相関行列に差が見られない
ことが仮定できれば，独立な繰り返しと見なして分析を
行うことが可能である。相関行列に関しては，本研究で
は基本的に同一の条件で複数回の測定を行っているた
め，各回の間で系統的な差が生じるとは考えにくい。し
かし，平均値に関しては，同一の年度内で 2回ずつ測定
を行っているため，対象者の月齢上昇に伴って測定値が
上昇している可能性が高い。また，独立性の問題とは別
に，多くの項目が月齢によって強い影響を受けるとすれ
ば，主成分分析を行っても，1次元性が高くなり，明確
な尺度構造が見られない可能性がある。そこで，月齢の
影響を統制するため，主成分分析に先立って以下のよう
な処理を行った。まず，各項目の月齢（42‒82ヵ月）ご
との平均値を算出した。その月齢推移について，PASW

の平滑化プログラム（T4253H）を用いて平滑化を行った。
次に，各個人のデータから対応する月齢の平滑化後の平
均値を減算した。主成分分析にはこの処理を行ったデー
タを使用した。
各下位尺度と月齢の関連については，月齢の統制処

理を行っていないデータについて各回ごとに効果量 �2

を算出し，それを平均した値を報告する。また，SDQ

との関連については 1時点の調査のみで SDQの測定を
行っており，独立性は問題にならないため，月齢を統制
していないデータを使用した。なお，SDQと NDSCの
相関を検討する際，NDSCのデータは，SDQと調査時
期が同一である 2010年 10月のデータのみを使用した。
相関係数の有意性の検定にあたっては，Bonferroni法に
よってp 値の調整を行った。

結　　　果

尺度構造
固有値が 1以上の成分を採用する方針で検討したが，

10成分解以上では項目数が極端に少なく解釈の難しい
成分が表れたため，9成分解を採用した。9成分で全分
散の 43.8％が説明された。第 1成分は，「思いとおりに
ならなくても我慢ができる」，「癇癪の程度が強い」など，
子どもの多動性・衝動性の低さや落ち着きに関する項目
が高い負荷を示していたため，「落ち着き」と命名した。
第 2成分は，「友だちを遊びに誘う」，「他の子どもに興
味がない」など，対人社会性に関する項目が高い負荷を
示していたため，「社会性」と命名した。第 3成分は，「身
近な動植物を見たり，触れたりする」，「自然の事象に触
れ，興味関心を示す」など，知的好奇心に関わる項目が
高い負荷を示したため，「好奇心」と命名した。第 4成
分は，「集団で全体の指示を聞き取る」，「集中でき，注
意がそれない」などの項目が高い負荷を示したため「注
意力」と命名した。第 5成分は，「自分の名前が書ける」，
「形の模写や縁取りができる」などの項目が高い負荷を
示したため，「微細運動」と命名した。第 6成分は，「排
泄の始末ができる」，「衣服の着脱をひとりでする」など
の項目が高い負荷を示したため，「身辺自立」と命名した。
第 7成分は，「2語文以上で話す」，「発語がある」など
の項目が高い負荷を示したため，「言語表出」と命名した。
第 8成分は，「緊張しやすい，もしくは泣くことが多い」，
「新しい場面・状況にすぐに慣れる」などの項目が高い
負荷を示したため，「順応性」と命名した。第 9成分は，
「階段を一人で昇り降りする」，「リズムよく両足で跳ぶ」
などの項目が高い負荷を示したため，「粗大運動」と命
名した。資料 1に各下位尺度を構成する項目を示した（項
目内容は中島ほか（2010）を参照されたい）。
いずれかの成分に .35以上の負荷を示し，他の成分に
は .35以上の負荷を示さないという基準で項目を分類
し，9つの下位尺度を構成した。いずれの下位尺度にも
含まれない残余項目は 48項目であった。各下位尺度お
よび総得点の記述統計と内的整合性の指標である � 係
数を Table 2に示した。総得点については，残余項目も
含めた全 165項目の合計を示している。いずれの尺度も
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体に NDSCとの相関が弱いが，「順応性」に対して最も
高い相関を示している。SDQの「問題行動」は，NDSC

の「落ち着き」に対して最も高い相関を示し，「多動・
不注意」は，「注意力」と最も高い相関を示している。
SDQの「友人関係問題」および「向社会的行動」は，
総得点を除けば「社会性」と最も高い相関を示している。
さらに，学年による関連性の違いを検討するため，学

年別の NDSCと SDQの相関を Table 4に示した。いず
れの学年でも，上述の全体での分析結果とほぼ同様の相
関パターンが示されているが，全体に年少・年中よりも
年長において高い相関が見られる。

考　　　察

本研究では，保育士が日常の保育業務の中で作成する
「保育の記録」を心理学的に体系化した「保育記録によ
る発達尺度（NDSC）」（中島ほか，2010）の構成概念妥
当性について，4年間にわたる単一市内全園調査の大規
模データに基づき，①尺度構造，②月齢との関連，③親
によって評定された不適応問題との関連という 3つの観
点から検証を行った。

一部の時期を除いては .70以上の � 係数を示しており，
十分な内的整合性が示されたと判断できる。
月齢との関連

NDSCの各尺度得点に対する月齢の効果量 �2を Table 

3に示した。効果量 �2は，独立変数（ここでは月齢）
の水準間での従属変数（各尺度得点）の変動を全体の変
動（水準間の変動＋水準内の変動）で除した値であり，
目安として，�2 = .01で弱い効果，�2 = .09で中程度の効
果，�2 = .25で強い効果を示すとされる。この基準にし
たがって各尺度に対する月齢の効果を評価すると，「落
ち着き」，「注意力」，「社会性」，「順応性」，「言語表出」
の 5下位尺度では月齢の効果が中程度であり，「好奇心」，
「身辺自立」，「微細運動」，「粗大運動」の 4下位尺度と
総得点では月齢の効果が強いと判断できる。
SDQとの関連

NDSCの各尺度得点と SDQの各尺度得点の相関を
Table 3に示した。SDQの尺度ごとに見ていくと，SDQ

の「困難性総合」は NDSCの「粗大運動」以外の全て
の尺度と有意な相関を示しているが，特に総得点と最
も高い相関を示している。SDQの「情緒不安定」は全

Table 2　NDSCの各下位尺度の平均・標準偏差と �係数

 
年少 10月 （n =1366） 年少 2月 （n =1391） 年中 10月 （n =1496）

M （SD） � M （SD） � M （SD） �

落ち着き 34.81 （8.49） .94 37.25 （7.18） .93 38.09 （7.27） .94

注意力 27.09 （7.85） .95 29.47 （6.88） .95 29.65 （6.88） .94

社会性 40.58 （8.88） .95 43.60 （7.45） .95 44.48 （7.41） .94

順応性 16.68 （4.98） .81 18.64 （4.82） .76 19.63 （4.58） .77

言語表出 20.22 （4.25） .63 21.88 （3.71） .75 22.67 （3.31） .65

好奇心 10.90 （1.67） .91 11.58 （0.97） .93 11.60 （1.08） .91

身辺自立 　7.67 （2.17） .86 　8.18 （1.95） .86 　8.38 （1.85） .83

微細運動 10.03 （3.64） .87 12.38 （3.70） .88 14.90 （3.99） .88

粗大運動 　8.43 （1.71） .69 　9.34 （1.05） .82 　9.42 （1.14） .65

総得点 243.99　 （48.51）　 .98 277.40　 （38.51）　 .99 283.56　 （37.83）　 .98

 
年中 2月 （n =1606） 年長 10月 （n =1547） 年長 2月 （n =1668）

M （SD） � M （SD） � M （SD） �

落ち着き 39.52 （6.43） .94 40.71 （5.40） .94 41.53 （4.67） .93

注意力 30.96 （6.27） .95 32.19 （5.51） .94 32.84 （4.96） .94

社会性 46.15 （6.26） .96 47.40 （5.38） .94 48.30 （4.08） .94

順応性 21.21 （4.15） .77 22.63 （3.70） .70 23.81 （3.15） .67

言語表出 23.84 （2.75） .76 24.56 （2.27） .62 25.04 （1.86） .69

好奇心 11.75 （0.73） .89 11.78 （0.76） .89 11.83 （0.63） .89

身辺自立 　8.75 （1.60） .83 　9.15 （1.32） .82 　9.31 （1.21） .80

微細運動 16.52 （3.59） .88 17.93 （2.84） .87 18.59 （2.46） .86

粗大運動 　9.63 （0.89） .78 　9.81 （0.70） .73 　9.87 （0.60） .74

総得点 295.75　 （35.21）　 .98 305.73　 （28.97）　 .98 312.39　 （25.07）　 .99
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尺度構造
NDSCはもともと調査対象市の保育記録および年間指
導計画の様式に合わせて 6領域 19下位尺度からなる尺
度として開発されたが，主成分分析の結果から，各項目
の評定値が持つ情報を最大限有効に表現するためには 9

つの下位尺度に再構成する必要があることが示された
（資料 1）。9つの下位尺度は，いずれも十分な内的整合
性を有していた（Table 2）。いずれの尺度も平均値が高
く，好奇心以外の尺度では平均値＋標準偏差が取りうる
得点範囲の上限を超えており，天井効果が懸念されるが，
これは NDSCが一般的な子どもの個人差ではなく，発
達の遅れや不適応問題を検出する目的に特化したツール
であることを考えれば妥当な分布と考えられる。
項目内容から考察すると，9つの下位尺度のうち，「落
ち着き」・「注意力」・「社会性」・「順応性」・「言語表出」
の 5下位尺度は，生来の発達障害や不適切な環境要因に
よって生じる特異的な不適応問題，「好奇心」・「身辺自
立」・「微細運動」・「粗大運動」の 4下位尺度は社会生活
への適応のために必要となるノーマティブな適応行動と
関連が深い項目から構成されている。
不適応問題と関連の深い 5下位尺度のうち，「落ち着
き」・「注意力」は適応上の外在化問題や ADHDの行動
特徴と，「社会性」・「順応性」・「言語表出」は適応上の
内在化問題や ASDの行動特徴と内容的に関わりが深い。
DSM-IV-TR（American Psychiatric Association, 2000）に
おける ADHDや自閉性障害の診断基準との対応を見る
と，「落ち着き」・「注意力」は ADHDの中核症状である
多動性・衝動性および不注意にそれぞれ対応し，「社会
性」・「順応性」・「言語表出」は自閉性障害の中核症状で
ある対人社会性，こだわり，コミュニケーションにそれ

ぞれ対応すると考えられ，高い因子的妥当性が示された
と言える。
適応行動に関連が深い 4下位尺度も，知的な発達と関

連の深い「好奇心」，生活面での発達に関わる「身辺自立」，
運動面での発達に関わる「微細運動」・「粗大運動」と，
幅広い領域の発達を捉えられる構成になっていることが
窺われる。NDSCは，これらの多様な下位尺度によって，
保育業務の中で特に配慮が必要な子どもを検出したり，
現在の園児の発達状況を把握して次の指導計画につなげ
る上で必要となる情報を包括的に得られる構成となって
いることが推察される。
ただし，下位尺度間で項目数に若干のバラつきが見ら
れることや，いずれの下位尺度にも含まれない残余項目
が 48項目存在することを考えると，今後，冗長な項目
の削除や項目数の不足する下位尺度の項目の補強などを
行い，よりバランスのとれた項目構成に近づけていくこ
とが重要であると考えられる。
月齢との関連

NDSCの各尺度得点と月齢との関連を検討したとこ
ろ，「落ち着き」，「注意力」，「社会性」，「順応性」，「言
語表出」の 5尺度は月齢との関連が中程度であり，「好
奇心」，「身辺自立」，「微細運動」，「粗大運動」の 4尺度
は月齢と強い関連を持つことが示された（Table 3）。上
述のように，「好奇心」，「身辺自立」，「微細運動」，「粗
大運動」の 4尺度は，通常年長までに習得されるノーマ
ティブな適応行動に関連する項目から構成されている。
こうした適応行動は生活年齢の上昇とともに徐々に獲得
されていくため，これらの尺度と月齢には強い関連が見
られたものと考えられる。
一方，「落ち着き」，「注意力」，「社会性」，「順応性」，「言

Table 3　NDSCの各尺度得点と月齢および SDQの各尺度得点との関連

NDSC
月齢
（�2）

SDQ （Pearson’s r） 

困難性総合 情緒不安定 問題行動 多動・不注意 友人関係問題 向社会的行動

落ち着き .10 –.24*** .04 –.25*** –.31*** –.11 .12*

注意力 .11 –.28*** –.01 –.18*** –.34*** –.20*** .13**

社会性 .14 –.28*** –.08 –.14** –.27*** –.26*** .18***

順応性 .14 –.22*** –.15*** –.10 –.16*** –.19*** .13**

言語表出 .12 –.14*** –.02 –.07 –.14*** –.14*** .07

好奇心 .26 –.19*** –.08 –.09 –.20*** –.15*** .15***

身辺自立 .25 –.23*** –.04 –.12* –.24*** –.20*** .16***

微細運動 .40 –.19*** –.03 –.11 –.20*** –.15*** .11

粗大運動 .19 –.09 0.00 –.06 –.08 –.12** .05

総得点 .21 –.37*** –.10 –.21*** –.33*** –.35*** .22***

注．月齢の効果量 �2は，各調査時点ごとに算出した値の平均値。SDQとの相関は 2010年 10月調査（n =1005）の値。
*p<.05，**p<.01，***p<.001



217　保育記録による発達尺度（NDSC）の構成概念妥当性

語表出」の 5尺度は，内容的に発達障害の行動特徴や適
応上の外在化・内在化問題など，一部の子どもにのみ見
られる特異的な不適応問題を反映していると考えられる。
生活年齢の上昇とともに発達が見られる適応行動とは異
なり，不適応問題は年齢による変化が小さいことが知ら
れている（Sparrow et al., 2005）。そのため，これらの尺
度と月齢の関連は中程度に留まったものと考えられる。 

不適応問題との関連
親評定の SDQの得点と NDSCの各尺度得点との相関
を検討したところ，興味深いことに，月齢との関連が弱
かった「落ち着き」，「注意力」，「社会性」，「順応性」で
相対的に高い相関が見られ，月齢との関連が強かった「好
奇心」，「身辺自立」，「微細運動」，「粗大運動」で低い相
関が見られた（Table 3）。つまり，「言語表出」を除き，

Table 4　学年別の SDQと NDSCの下位尺度ごとの相関

NDSC
SDQ

困難性総合 情緒不安定 問題行動 多動・不注意 友人関係問題 向社会的行動

年少 （n =302）

落ち着き –.23*** .07 –.24*** –.39*** –.01 .12*

注意力 –.24*** .01 –.13* –.39*** –.10 .11

社会性 –.31*** –.10 –.12* –.33*** –.31*** .19**

順応性 –.27*** –.16** –.11 –.22*** –.25*** .16**

言語表出 –.23*** –.14* –.06 –.18** –.26*** .09

好奇心 –.13* –.06 –.02 –.18** –.09 .13*

身辺自立 –.17** .00 –.11 –.23*** –.10 .12*

微細運動 –.20*** –.01 –.11 –.29*** –.14* .15**

粗大運動 –.11 –.02 –.03 –.10 –.17** .11

総得点 –.23*** .02 –.11 –.37*** –.12 .14*

年中 （n =327）

落ち着き –.19*** .11 –.23*** –.21*** –.15** .04

注意力 –.19*** .08 –.14* –.22*** –.21*** .07

社会性 –.19*** –.02 –.11 –.14* –.23*** .07

順応性 –.10 –.08 –.06 –.04 –.10 .03

言語表出 –.05 .06 –.07 –.05 –.08 –.01

好奇心 –.15** –.06 –.07 –.12* –.14* .02

身辺自立 –.34*** –.11 –.11 –.25*** –.38*** .13*

微細運動 –.14* –.01 –.08 –.12* –.15** –.02

粗大運動 –.02 .05 –.03 .02 –.12* –.02

総得点 –.38*** –.08 –.17** –.32*** –.41*** .19**

年長 （n =376）

落ち着き –.33*** –.06 –.28*** –.33*** –.22*** .10*

注意力 –.42*** –.17** –.24*** –.39*** –.36*** .14**

社会性 –.34*** –.16** –.12* –.31*** –.37*** .19***

順応性 –.32*** –.30*** –.12* –.21*** –.28*** .13*

言語表出 –.22*** –.08 –.02 –.23*** –.27*** .14**

好奇心 –.27*** –.17** –.09 –.23*** –.28*** .17***

身辺自立 –.31*** –.11* –.15** –.29*** –.31*** .16**

微細運動 –.25*** –.11* –.13* –.27*** –.22*** .13**

粗大運動 –.20*** –.07 –.07 –.20*** –.21*** .11*

総得点 –.43*** –.18*** –.23*** –.38*** –.40*** .18***

*p<.05，**p<.01，***p<.001
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月齢との関連と，SDQとの相関は，逆のパターンを示
した。このことは，「落ち着き」，「注意力」，「社会性」，「順
応性」の 4尺度が子どもの適応上の内在化・外在化問題
や ASD，ADHDなどの発達障害の傾向を反映するとい
う前述の考察を裏づけるものである。
下位尺度ごとの差異に着目すると，SDQの「多動・

不注意」や「問題行動」は NDSCの「落ち着き」や「注
意力」と比較的相関が強く，これらの下位尺度が行動上
の外在化問題や ADHD傾向を反映することが示唆され
た。一方，SDQの「友人関係問題」や「向社会的行動」
は NDSCの「社会性」と相対的に強い相関を示し，「社
会性」尺度が ASD傾向と関連の深い友人関係上のトラ
ブルや思いやり行動の欠如と関連することが示唆され
た。また，SDQの「情緒不安定」は NDSCの「順応性」
と相対的に強い相関を示し，「順応性」尺度が不安・抑
うつなどの内在化問題と関連することが示唆された。
「言語表出」尺度については，SDQと明確な関連が見
られなかったが，これは SDQに言語の問題を測定する
項目が含まれないためと考えられ，NDSCが SDQより
も広汎な不適応問題をカバーしうる可能性を示唆してい
る。言語表出の遅れは，DSM-IV-TRにおける自閉症の
診断基準に含まれていることに加え，知的発達の遅れや
不適切な養育環境を示唆する可能性もあるため，当尺度
が不適応問題の評価において果たす役割は大きいと考え
られる。しかし，「言語表出」尺度の妥当性については，
今後，別の尺度を用いて検討を行う必要がある。
月齢との関連が強かった「好奇心」，「身辺自立」，「微

細運動」，「粗大運動」の 4尺度で SDQとの相関が比較
的低かったことは，これらの尺度が子どもの不適応的側
面ではなく，適応行動の発達状況を反映しているという
前述の考察に一致する結果である。
また，学年別の SDQと NDSCの相関を検討したとこ

ろ，いずれの学年も相関のパターンは全体での分析結果
と類似していたが（「多動・不注意」が「落ち着き」・「注
意力」と，「友人関係問題」や「向社会的行動」が「社
会性」と，「情緒不安定」が「順応性」と相対的に強く
相関），相関の程度は年少や年中よりも年長において最
も高かった。例えば，SDQの 4つの困難性尺度の総得
点である困難性総合得点との相関は，「言語表出」・「身
辺自立」を除く全ての NDSCの下位尺度および総得点
で年長が最も高い値を示した。このことから，NDSCに
よって測定される不適応問題は，年長時に最も顕著にな
ることが示唆された。

ADHDの行動特徴である不注意・多動性や ASDの行
動症状である社会性の欠如や順応性の低さは，低い年齢
段階では定型発達の子どもにも広く見られる特徴である
ため，年少や年中の段階ではまだこうした行動特徴の個
人差が顕著になりにくいものと考えられる。しかし，定

型発達の子どもは年齢とともに注意力，落ち着き，社
会性，順応性などの能力を発達させていくため，年長
になると，ADHDや ASDの傾向を有する子どもとの間
で顕在的な差が生じ始めると考えられる。したがって，
NDSCによる不適応問題の評価は，年長時に行うことで
最も高い精度を発揮すると考えられる。
以上のように，親評定の SDQと保育士評定の NDSC

は理論的予測と一致する結果（「多動・不注意」が「落
ち着き」・「注意力」と，「友人関係問題」や「向社会的
行動」が「社会性」と，「情緒不安定」が「順応性」と
相対的に強く相関）を示したが，両者は評定者が異なっ
ているため，互いに異なる側面に着目して評定を行った
可能性が考えられる。例えば，友人関係や社会性につい
て，親は主に自宅や公園などでの子どもの振る舞いに基
づいて評定を行うのに対し，保育士は保育所での子ども
の行動に基づいて判断を行うと考えられる。両者の間の
相関係数が .30程度までに留まったのも，こうした情報
源の違いに起因すると推察される。今後，同一の評定者
によって，さらなる妥当性の検証を行う必要がある。
しかし，心理尺度の妥当性の検証において独立した

他者の評定を用いることは，評定者が同一であること
によって生じるバイアスを防ぐために心理測定の領域
で広く用いられる手法であり，そこで得られた結果は
同一評定者内の相関よりも有力な妥当性の証左になる 

（Nunnally & Bernstein, 1994）。また，一般に，質問紙尺
度における教師評定と保護者評定の相関は高くないこと
が知られており，本研究で併存的妥当性の検証に用いた
SDQでも，同一の下位尺度での教師評定と保護者評定
の相関は .30前後に留まる （Goodman & Lamping, 2010）。
そのため，教師評定と保護者評定の相関を検討する場合
には，係数の値の絶対的な高さよりも，係数の相対的な
差異に着目することが重要である。その視点に立てば，
NDSCの教師評定と SDQの保護者評定の相関パターンが
理論的予測に一致しているという本研究の結果は，評定
者が異なっても，NDSCが一定の妥当性をもって同一の
構成概念を測定しうることを示唆していると考えられる。
ただし，外在基準として用いた SDQの得点には，

ASDや ADHDなどの発達障害傾向に由来する問題だけ
でなく，養育・仲間関係などの様々な環境要因に起因す
る問題も反映されるため，NDSCがこのいずれの種類の
問題をより敏感に検出するかについては，発達障害の医
学的診断との関連や環境要因との関連を検討すること
で，さらなる検証を行う必要がある。
まとめと今後の展望
本研究では，NDSCの構成概念妥当性について検証を

行った。主成分分析により 9つの下位尺度を見出し，い
ずれも十分な内的整合性を持つことを示した。9尺度の
うち，「落ち着き」，「注意力」，「社会性」，「順応性」の
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4尺度は年齢との関連が弱く，SDQとの関連が強いこと
から，発達障害や不適応問題を反映する尺度であること
が示唆された。逆に，「好奇心」，「身辺自立」，「微細運動」，
「粗大運動」の 4尺度は年齢との関連が強く，SDQとの
関連が弱いことから，子どもの適応行動の発達状況を反
映する尺度であることが示唆された。このようなバラン
スのとれた下位尺度構成によって，NDSCは，配慮が必
要な子どもの検出と早期対処を実現するとともに，現在
の子どもの発達状況に適合した保育計画の策定に貢献す
るツールとして有効性を発揮することが期待される。
最後に今後の展望を示す。第 1に，NDSCについて，
さらに多角的な構成概念妥当性の検証を行う必要があ
る。本研究では，尺度構造の検討と，月齢および SDQ

との関連から NDSCの妥当性を検証したが，今後は，
NDSCによってどの程度の精度で発達障害を識別しうる
か，その際の最適なカットオフ値はどの程度になるかを
検討することで，NDSCの有用性をより高めることがで
きるであろう。
第 2に，残余項目の多さや下位尺度間の項目数のバラ
つきの問題を解決するために，冗長な項目の削除や不足
している項目の補強を行うことが重要である。こうした
改訂と妥当性検証を繰り返すことで，より NDSCの信
頼性・妥当性とコストパフォーマンスを高めることが可
能になるであろう。第 3に，保育所時点での不適応問題
や発達の遅れが，就学以降の子どもの不適応や発達をど
の程度予測するかについて検討する必要がある。これに
より，2008年から保育所保育指針に盛り込まれた，保
育所から小学校への「保育所児童保育要録」の提供をよ
り実りあるものにすることができるであろう。
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資料 1　NDSCの各下位尺度の構成項目

下位尺度名 項目

落ち着き 食事 02，危険 03，習慣 02，話す 15，話す 16，課題 04，状況 04，状況 08，集団 08，集団 10，集団 11，集団 13，
集団 14，集団 15，情緒 01，情緒 03，情緒 04，情緒 08，情緒 10，落ち着き 02，落ち着き 03，落ち着き 04

注意力 習慣 06，習慣 07，習慣 09，聞く 03，聞く 04，聞く 05，聞く 07，聞く 08，聞く 09，話す 12，話す 17，話す 18，
理解 06，課題 15，状況 05，状況 06，状況 10，状況 11

社会性 聞く 02，話す 10，話す 13，話す 14，話す 19，課題 03，状況 02，集団 01，集団 02，集団 03，集団 04，集団 05，
集団 06，集団 07，集団 09，集団 12，集団 17，遊び 02，遊び 03，遊び 04，遊び 05，遊び 06，遊び 08，遊び 09，
遊び 13

順応性 課題 11，状況 07，状況 09，情緒 05，情緒 09

言語表出 話す 01，話す 02，話す 03，話す 04，話す 08，話す 11

好奇心 食事 06，理解 05，課題 05，課題 06，課題 07，課題 10，課題 14，課題 16，課題 17，課題 21，課題 22，遊び 14，
遊び 17

身辺自立 食事 01，食事 03，着脱 01，着脱 02，着脱 03，着脱 05，着脱 06，排泄 02，排泄 03，排泄 04，習慣 03，習慣 04，
習慣 05

微細運動 手先 02，手先 03，手先 04，手先 05，手先 06，手先 07，課題 09，課題 12，課題 13，課題 19

粗大運動 身体 01，身体 02，身体 03，身体 04，身体 05


