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乳幼児発達研究法の探究

発達研究とその方法論に関する考察
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1. 

要

うな視点からとらえるのかとL、う問題についての考察を

行ない，関係において乳幼児をとらえるということの意

義を明らかにしようと試みた。

こうした基本的な視点に立ってわれわれは過去数年間

にわたって共同研究をすすめてきているが，どのように

して研究対象を選択し研究の場を設定してきたかにつ

いて詳細に説明し乳幼児発達研究において長潟間にわ

たり対象を確保していくためには，研究と突践とが密接

に結びついてすすめられなければならないことを明らか

tこしようとし7こ。

われわれの研究においては発達心理学的なさまざまな

研究方法を用いて多角的に乳幼児に接近するわけで、ある

が，特に観察法と評定法が議婆な方法としてとりあげら

れている。そこで本論文においては，これらについてか

なり詳縦に論じたが，観察結果の分析に際して用いられ

る特性評定法について，それを採用した根拠，笑施上の

問題などを中心にくわしく検討し今後の報告への導入

とした。

概

乳幼児の発達と教育についての関心は近年とみに高ま

ってきている。それとともに乳幼児期のパーソナリティ

ー発達や認知・恕、考に関しての研究もさかんに行なわれ

るようになってきた。しかしながら乳幼児発達研究の成

果は，現実の教育問題の解決にはほとんど役立っていな

L 、。なるほど科学としての発達心理学はこの20~30年に

念、速な進歩をとげ，現象記述の水準から次第に仮説を検

証することによって過程を支配するj去刻を発見する説明

的水準へと移行してきた。しかしながらわれわれは子ど

もの現実の生活の姿を的確に抱擁することをおこたった

まま狸論化弘急ぎすぎてはいないだろうかということを

反省する待期にし、まさしかかっていることを指摘した

い。~闘な土台なくしてはどんな立派な建築も崩壊して

しまうであろう。

このような観点からわれわれは乳幼児発途研究の方法

と現状について批判的に検討をし乳幼児を正しく理解

するためにはどのような研究の方向に歩をすすめるべき

かについてまず考えることにした。

次いで，われわれの研究対象としての乳幼児をどのよ

次

第3主主 研究対象と資料の収集法

1. 対象集団とフィールドの設定

2. 乳児期よりの縦断的追跡事例への接近法

3. 幼児集団への接近法
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第 1重量 乳幼兜発達研究の現状と方法論

の問題

1 .はじめに

今日，乳児保育や幼児教育の問題はさまざまな立場か

ら論議され，乳幼児の発途と教育についての一般の関心

は非常に高まっているといえよう。特に中教若手の答申を

契機として，就学前教育のあり方についてはいろいろの

意見が出されているが，それらの多くは"子ども不夜"

の論議であるように思われてならなし、。そしてその受任

の一半ば発達心理学・児童心理学の研究者にあるのでは

ないだろうか。なるほと。乳幼児についての心理学的な研

究はかなり古くからなされ，それなりに研究の成楽も蓄

積はされてきているが，それが現実の乳幼児の教育にど

れだけの影響を与え，問題の解決にどれだけ役立ってき

たであろうか。また，現在，童話や教師や保母からU:lされ

るさまざまな疑問に的確に答えるための基礎となるよう

なデータが一体どれだけあるであろうか。われわれが

これまで行なってきたことの多くは平均的なーしたがっ

て突夜しない一子どもの発達の議側面についての記述で

あったり，子どもの生活環境との関係を捨象して条件を

人工的に設定した実験室実験であったといえよう O いい

かえれば現実の社会・文化の中で日々を過ごしている生

きた子どもたちの発達の姿を抱えるということを全くと

いってよいくらい行なってきていなかったのである。

このように乳幼児を対象とした心理学的研究はあって

も，それは教育的視点を欠いていたものであり，いわば

使主主的に乳幼児を研究対象としたに過ぎないというもの

が多かったので、ある。これは研究がその実践と遊離して

すすめられてきたことにもよると思われる。形式だけ科

学的たらんとして条件を厳密にコントローノしすることに

よって，子どもの発達にとって真に大切なものを捨てて

しまうというような問題の設定の仕方がしばしばとられ

てきた。乳幼児なほんとうに教育の対象として問題にす

るのであれば，われわれは実践の中から問題を発見して

いかなくてはならないのである O 実践につながるような

研究をやっていると一段低くみられるというようなわが

閣の心理学界のこれまで、の風潮が多くの研究者をしてこ

うした問題にとりくむことを路踏させてきたともいえる

であろう O

最近のわが協における乳幼児の発達と教育の問題貨をめ

ぐって論議されるトピックのいくつかをあげてみれば，

それらの問題の解決が研究と笑践とのむすびつきなく

しては到底なされないことが明らかであろう。たとえ

ば，乳児期においては知的教育を行なうべきかどうか，

行なうとしたらどのような方法によるべきかとL寸問題

が，中教審の答申ともからんで、さかんに論議されている

が，現在の幼児教育界て、は幼児に組織的な知的教育を行

なうべきではないとL、う考え方が依然として支配的であ

る。そのような主張の一つの有力な支えになっているも

のは Gesellの成熟優伎の考え方である。しかしながら

Gesellのレディネスについての研究には，われわれが

上に述べた人工的な実験室突験のもつような重大な欠陥

があったことは明らかである。藤ぷ指織しているよう

に， G巴sellの階段皇室りの笑験は，双生児の生活環境条件

の中からほんの局部約な階段登りとL、う事態、だけを抽出

して 2若手間に室長異を設けたものであるし，訓練勝間もせ

いぜい数遊間であり永続的に作用する方向性を帯びた教

化要閣とは考えられないのであるO これに対しすでに認

知発途の研究者である Piaget，Hunt， Brun巴r らは幼

少期における環境条件の重要性を強調し知的教育の必

婆性を禍えており，これらを反映してアメリカにおいて

はさまざまな実験試行が平行して行なわれている。ま

た， ソピエトなどの社会主義国家でも研究者と実践家が

協力して就学前教育の科学化をめざした活動が皇室んで、あ

るとL、う。そしてこれらのほとんどが発達心理学者，教

育心理学者によって指導されているのである。わが国に

おいても幼児の知的教脊について考えるためには，いろ

いろな笑験試行が自由な形で行なわれることが必要であ

ったわけで、あるが，これまでにそのような試みは余くと

いってよいほどなされなかった。もちろん研究者の側ば

かりでなく実践家の側にも問題はあったわけで、はある

が，われわれはこうした状況について謙厳に反省してみ

る必要があろう O なるほど心理学者の手によって議かれ

た母親や教自前向けの議物は数多くあるが，それらは子ど

もたちを生かすよりも殺すことに役立てられていること

が多かったとさえいえるであろう。いったいそうした心

環学者の中に本当に子どもな知り，現場を知っている人

がどれだけあるのだろうか。子どもを知らずして子ども

のことを諮るほど恐ろしいことはないのである。

家庭保育か集団教育かの問題もまたそれらの中にどの

ような室主要な変数が存在しているかの分析をすることな

しに， どちらがよいわるいとL、う形で論じられている。

同様に，何歳ごろから集団保管をするのがよいか，集団

の中では何がどのように教えられるべきなのか，どのよ

うな条件が施設になければならないのかなどの隠題もす

べて研究と実践のむすびついた形での検討がなされなく

ては解決されない性質のものなので，どうしても現実の

生活の中での子どもの姿を時間を追って抱えていくこと
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が要請されるのであるO もちろんそのような試みを遂行

していくのにはさまざまな関難があるが，われわれの究

極の目擦をそこにすえて研究をすすめていくことは決し

て誤まっていないと思うのである。われわれの研究グル

ープが発足して 5年近くになるが，ょうやく最近におい

て今後の方向づけが定まってきつつある。この機会に，

われわれの乳幼児発途研究の尽擦に指向した中で，発達

研究の現状と方法をめぐる若干の問題点を検討しつつ，

われわれがき当面行なってきつつある研究の方法について

述べていきたし、と思うのである。

2. 説幼児発達研究の現状

Bronfenbrenn巴rによると，発達についての環論はい

まや過渡期にあるという。彼女は， Developmen tal 

Theory in TransitionとL九、論文の中で1931年， 1946 

年， 1963年にアメリカで出版された三つの主婆な児童発

達についての Handbookや Manual の内容を比較検

討して，研究の内容や方法がどのように変ってきたかに

ついて論じている。彼女によると， 1931年においては子

どもの発途についての現象の記述が多くなされていた

が， 1946年になると向じ現象の記述でもそれを最に還元

して，法則を導き出そうとするようになってきていると

いう。ところが彼女自身の論文が収められている1963年

の審物においては構成概念を実証するために実験が計爵

されるとL、う傾向が非常に強くなっているというのであ

る。つまり仮説を検証することによって過程を支配する

法則を発見しようとする説明的水準へと移行しはじめた

というのであるが，このような傾向はその後いっそう顕

著になってきているO
(3) 

さて， 1970金利こ Mussenの編集した Cannichael's

Manual of Chi1d Psychologyが出版されたが，それに

は次のような内容が含まれている。

第 1部発達の生物学的蒸礎 (284ページ〉

(1)比較行動学と発達心理学伸行動と発達に対する遺伝

的影響 (3)身体的成長仏)生理的発達

第2部乳児期と初期経験 (368ページ〉

(1)乳児期 (2)行動のはじまりと初期の発達 (3)初湯経験

の研究

第3部認知発達 (796ページ〕

(1)学習理論による接近法 (2)Piagetの理論 (3)Wemer

の発達理論仏)感覚・知覚の発達 (5)子どもの学習 (6) 

子どもの推理と思考 (7)概念の発達 (8)言語の発達 (9) 

心的能力の発達 帥創造性(11)認知過稼における偶人主主

(12)認知発達の教育に対する意義

第4部社会化 (610ページ〉

(1)伎の型づけと社会化 (2)愛着と依存 (3)攻撃似)道徳

の発達 (5)仲間の椋互交渉と社会的集団 (6)社会化に対

する社会階級と人穏の影響 (7)児童心理学における比較

文化的研究

第5部 精神病耳在学 (216ページ〉

(1)精神遅滞 (2)行動異常 (3)小児精神病

この内容は，ごく最近の発達研究の分野がどのように

分化しどのあたりに特徴があるかをよく示している。

一つの特徴は乳児期と初期経験について独立した 1部を

設けてかなりくわしく述べていることであり，これと関

連して第 l部で比較行動学の諸研究についてふれている

ことである。われわれはここに「成熟か学習か」あるい

は「成熟も学習Jもという考え方に代って「成熟と学習

の相互依存的関係Jを明らかにしようとする最近の傾向

なうかがうことができる。すでに比較行動学の研究や

双山b らの研究によって初期経験の重要性やその臨界期

的な性質，永続的効果などが明らかにされているが，こ

れらに刺激されてここ10年ぐらいの問のアメヲカを中心

とした乳児研究はすこぶる滋んである。乳児における偲

体室長，特に活動性・注意の持続性・刺激感受性などが測

定技術の進歩に伴い多くの研究者によって研究されるよ

うになり，こうした乳児の側の特徴と母親の養育行動と

の関係や，個体差の永続伎の問題が論じられるようにな

った。かつて乳児を無力かっ受動的存在として考えてい

た心J理学者たちが，今や乳児を環境に対して積極的に{動

きかけ，選択的に反応し，養育者との間に相]i交渉的関

係を維持する能動的な存在として問題にするようになっ

てきたのである。このような乳児に対する見方の変化

は，初期の生育条件がどのように後の行動発達に影饗を

及ぼすかとL、う問題にもつながってくるであろう。

Mussenの Manualの第4部は， (2)愛着と依存の牽

を中心として，こうした問題についての研究がかなりあ

ることを紹介している。

ところで、わが閣においては，アメ 9カの乳児研究に対

比されるようなものはほとんど見あたらなし、。たしかに

乳児に心理学の研究者が接近することは非常に困難であ

り，また観察・実験を行なうにしても帰郷な配慮と設備

を必婆とする。そしてこれらの西灘はわが閣においては

アメリカなどよりもかなり大きいと考えられるので乳児

研究はあまりなされなかったのかもしれなし、。しかしな

がら最近のように乳児の集団保脊の問題が社会的な問題

として登場してくる状況において，乳児研究の必要は非

常に高まったといえるであろう。たとえば乳児の刺激感

受性や活動性に大きい領体主主があるとするならば，集問

保育といってもその中にかなり俄別的な配慮がなされる
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要があろう。さらに乳児の発達にとって重要であるとい がひろく受け入れられるようになってきたわけで，認

われる遼受容認を通じての刺激の最適水準にも大きい個 知・思考・学習の研究は発達研究の主流とさえなった鋭

体差が考えられるとすると，乳児の集団保育の場の条件 がある。なお，認知発達の研究のやで闘の認知過程におけ

については懐震かっ厳密な検討が必要きになるのであり， るi偶人主主の節では認知スタイルの問題がとりあげられて

ただ安易に乳児保育の場を設ければよいなどということ いるが，これらの中では Witkinのfielddependence‘ 

にならないで、あろう O こうした問題の検討のための蒸礎 indep芭ndence，Kaganの ref1ection馴 impulsivityな

になる乳児研究が実践家の理解と協力を得て行なわれる どが主要なものであり，ーぎにしていえば，情報処潔に

ことが強く望まれるところである。 おける俄人差についての研究である。この種の研究の間

さて， Mussenの Manualに現われた第2の特徴は， 題となる点は，いろいろの研究者がし、うところの認知ス

認知発達に非常に大きなカ点がかけられていることであ タイルが稲互にどのように関連するのかを明篠にして，

る。このことは近年の発達研究の主力がこの領域に注が できるかぎり統一的な術語をつくりあげていくことであ

れているということを示すものであろう。このような綴 ると思われる。しかしながら，これまでまったく椴:互に

向はすでに前節でもふれたところであるが Gesellらが 独立に行なわれていた認知過程とパーソナリティーや社

取えるところの成熟優位の考え方がいろいろの角度から 会化の問題の間に橋をかけるとL、う役割合果たしている

批判され，これに代って環境や教脊や学習が発達におい という意味でヅ心、に注闘すべきものであろう O また個人

て果たす役割が議祝されるようになってきたことによる 羨の問題により行動科学的に接近する一つの方法として

と考えられよう oたとえば He凶作，知覚における体制 も十分検討に価しよう O こうして社会化の問題と認知発

化の根拠を初期における発達と経験とに求めるとL、う考 遠の問題が不可分な形でとりあげられるようになってく

え方を 1949年に提出したが，それが非常な反響をよん るならば，認知・思考の研究もこれまで、のわくを破った

で，その後の知覚や学習の発達的研究を促したといえるo すすめ方をしなくてはならなくなるであろう。このよう

また Hunti主別1年iこ公にした鞠の中で，知能の発 な研究の究極のね擦は教育の側リ化や指導の絞適化とい

迷における発生的要勧見つめつつも，知能の発達が整 うことであろうが，そのためには個人設を生むさまざま

験に依存していることを主張している。i可じ年にBruner な智景条件，発達的な変化，個人室長の類型と与えられる

は「どのような教科でも，その知的内容をゆがめない 学習刺激との相互の関係などが十分に研究されなくては

で，発達のいかなる段階にある子どもにでも効果的に教 ならないで、あろう。そしてそのような研究は従来の学習

えることができるJと述べ， レディネスの研究は，教え 実験のような形ではなく，いわゆる教授学習過程の間

ガを子どもの発達にあわせる方法に中心をおかなくては 怒としてすすめられる必要害があろうし，さらにそのよう

ならないということを主張している O さらに，知的発達 な過程を包む社会的諸条件を考慮に入れなくてはならな、

に関して，アメリカの発達心理学に非常に大きな影響を いことになるであろう。就学前期の知的教育についての

及ぼした Piag伎の考え方については改めて述べるまで 問題の解明にあたってもこのようなすすめ方が必要にな

もないことであるが， Piagetの理論を再検討しょうと ってくるであろう。適役処遇交互作用 (ATI)というこ

する研究は近年非常に緩んである O 特に Piagetの明ら とが教授法と学習者のもつ特性という 2悶子の組み合わ

かにした質的に異なる焼念発達の段階についての説をめ せによる効果についていわれるが，幼児教育においても

く内つての論議が盛んで、ある。もっとも Piagetは子ども こうした問題についての実験試行が慎重に行なわれるこ

が一つの段階から次の段階へ移行するにはどのような経 とが議まれるところであるO

験が支えとなるかについては明らかにしていなし、。彼が Mussenの Manualの第4部社会化は，最近のこの

認知の発達にとって重姿と考えているのは，生物学的姿 綴域の研究の低認さを反映して，認知発達にくらべてか

閤・教育や文化の伝達に関する要因・子ども自身の自発 なりページ数においても少なくなっている。パ一ソナリ

的活動であり，必ずしも前線ということを重視していな ティーと社会化についての研究にくらべ学習や認知の研

いが，いわゆる教育的な実験試行によって，子どもの経 究はそのよって立つべき理論も方法論もよりはっきりし

験を霊長箆
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(cu1tural deprivation)による貧困階層の予どもの知

的機能の低下ということが解決を迫られる大きな教育問

題となっており，就学前のこうした子どもたちに対する

head start programなどの試みが盛んで、あり， こう

した事情が研究動向の盛衰にも反映しているとみるべき

であろう。しかしながらすでに述べたようにこうした研

究が棄にみのりあるものとなるためには，社会化の領域

における研究がこれまで以上に精力的に行なわれる必要

があると考えるのである O

臼ヌ本ドにおいてもアメリカと状況iは主かなりi似以ておりi認認免知1 

研究はここ数主今F

多くその領級滅、へ進んで、おり，社会化過程の研究にみるべ

きものが少ないが，発達研究を主主に子どもたちのための

ものにするにはこのこつの領域の間に十分な提携がなく

てはならないと考えるのである。 MussenのManualを

みても社会化の領域の研究のうちのかなりの部分はパー

ソナリティーの動機的側面に自をむけたものであるが，

全体的なパーソナリティーを的確に把握するためには，

それだけで、は不十分で、あって認知的側衝に対しても注岳

しなくてはならないであろう O 童話予関係の研究について

このことを考えてみよう。代表的なものとして， Schae-

ferの母子関係についての研究を例にとれば， く敵意一

愛情>，く統制1)-自体〉という二つの次元が母親の行動に

ついての最も重要なものであるとしているO しかしなが

ら母子関係をより的確に抱えるためには，このような社

会的・情緒的な側面に加えて認知的な側街をとりあげる

ことが必要ではなかろうか。この点については日闘志

の，中流階級の母親と下j簿階級の母親が幼児に対して用

いる言語的コミュニケーションの裂を比較した研究が興

味深し、。彼らは河群の母親の言語的コミュニケーション

問において，コ之の長さ，品認の数や種類，文の構造など

について差薬があり，これが雨訴の子どもの知的発達に

おける室長異を生むとしている。この結果はそのまま日本

の母子関係にあてはめることはできないと思われる。な

ぜなら日本の母親はアメリカの母親ほと，explicitに子ど

もに対してのぞまないと怒、われるからである O しかし日

本の母毅の場合に言葉に出さないなにかがやはり子ども

に対しての認知的な刺激になっていると考えられよう。

われわれはそうしたものを発見してしぺ試みが必要であ

ると思うのである。このように親子関係のカ動的な相支

交渉過稼を的確に抱援するためには，従来よくとられて

きたような，特定の親の仮Ijの変数と子どもの行動という

の社会化の研究はこのあたりのところになるとどうして

も行き詰まってしまうのであるoMussenの Manu託1に

おいても，依存・攻撃などの構成概念を用いた研究が多

く務介されているが， これはう子どものパーソナリティー

の発達を分析的に5経験的に抱えるとしづ方向である。問

題はそのように切りきざんで検討することによって子ど

もの全体としてのパーソナリティー発達がほんとうにつ

かまえることができるかどうかである。また実験室のな

かで、人工的につくられた笑験者と子どもとの関係，母親

とそ子どもとの関係がはたして現実の子どもが経験してい

る人間関係と伺じであるかどうかということにも大いに

問題がある。親子関係などというものは長い年月の悶に

わたって持続しているものであるし，親と予のどのよう

な交渉一つを正しく解決するためにも全体的な状況の抱

綴が前提となることはいうまでもないことである。した

がって基本的には学習理論のわくぐみを用いて分析的，

E経験的に仮説を検討していくことはlEしいにしても，つ

ねに全体的な文脈の中で全体としての子どものノ4ーソナ

リティ…発途の姿をとらえるということとの関逮におい

てそれが行なわれることが理想であろう。 Mussenの

Manualの社会化の部の(6)，(7)の節あたりにはかなりそ

うした傾向の萌芽がよみとれる研究が紹介されている。

こうして考えてくると Bronf巴nbrennerが10年ほど

官邸こ指摘したような記述的水準から説明的水準への変化

はそれほど平坦な遂ではなさそうである。アメリカにお

ける学習理論の経盛がそのよう Jな変化をもたらすーっの

契機になったとはし、え，子どもはそれほど容易に攻略す

ることのできる存在ではないのである。子どもの行動の

説明をする前にもっとよく子どもについて記述をしなく

てはならなし、。もっとも，われわれは決して以前のよう

な記述的水準で事が足りるといっているのではなし、。こ

こて、 Piagetの臨床的綴察の方法が思い出される。後の

子どもに対する質陪ぞ観察は決してたんなる現象記述で

はなかったのである。彼はつねに仮説をもっていたので

ある。われわれが子どもについてもっとよく知るために

はこのような態度による接近が必要であろう。 Piagetの

知的発達についての研究の方法と同じような周到さをも

ってわれわれは子どもの生活とパーソナリティーの記述

をするべきであると思うのである。そのようにして発見

された仮説が，はじめて厳密な実験的な検証に総えうる

ものになるのではなかろうか。

単純な図式によってで除全く不十分であるo しかしなが 3. 執幼児発達研究の方法

ら親子関係のや?と働いている要因は複雑であり，それを 前節において述べたように，発達研究が単なる現象の

全体として抱えることは容易なことではない。現在まで 記述から税皮して真の図果関係を明らかにするために，

-109-



教脊学部紀要第 20号

仮説を検証しようとする方向をめざしつつあるという動

向は，当然のことながらその研究方法にも影饗をおよぼ

すことになる O すなわち，認知発達の研究は申すにおよ

ばず，パーソナリティー発達や社会化の研究においても

実験的方法がさかんに採用されるよえになってきたので

ある。

前節にもふれなように近年の社会化過程の研究の中に

は構成概念を用いてパーソナリティーの発途を分析的に

とらえようとする実験的研究が多いが，そのような実験

においては人工的に設定される子どもと実験者や母殺と

の関係についての問題があるといわざるをえない。パー

ソナリティーの領域に社会的学習理論を導入した際に非

常に重親される過程である modelingに関する実験を例

にしてこのことをすこし検討してみよう。 Banduraらは

幼児をいろいろなおとなとともに実験場商に入れて鋭察

しているが，これはこの領域における最も組織的な研究

といわれている。彼らはおとなが子どもに賞を与える度

合，おとなが示す能力の程度および挙動やことばづかい

などについていろいろと変化させ，これに対して子ども

がどのように反応するかをみたのであるが， modelとな

るおとなが子どもに賞を与えることが多く，かつやさし

く世話をするような場合に，子どもの模倣的行動が多く

なることが明らかになった。また攻撃的行動を示すおと

なといっしょで、あった子どもの方が，そうでないおとな

といっしょであった子どもよりも攻撃性が高いことも明

らかになった。これらの結果について，子どもは自分に対

してよく世話をしてくれる権力をもったおとなの行動を

模倣するとし、う解釈がなされている O この研究は，模倣

の起きる条件を綿密に検討したものであるが， modelと

なるおとなのどのような行動が特に模倣の対象となるか

について明らかにしていないという点に問題があるが，

それはそれとして来たして家庭や幼稚闘での子どもと親

や教師との関係はこの実験の中での子どもとおとなとの

関係と向じであろうか。また親子関の長期にわたる多国

的な交渉関係をこのように単純化してとらえることには

大いに問題があるのではなかろうか。さらに笑験場面で

1110delとしてふるまうおとなのもっさまざまな属性が

結果に影饗することも十分考えられる。Banduraらは男

女両方の 1110delを用いて，向性のおとなの方がよく模

倣されるとしたが，性別ばかりでなしその他の諸特性

についても検討しなくてはあまり意味がないであろう O

この実験にj浪らず，攻撃や依存についての実験の多くに

も同じような問題点がある。また。こうしてパーソナリ

ティーという全体的なものを分析的にとらえるのはよい

として，その結果をどういう全体的なわくぐみの中にく

みこんて、考えたらよL、かということになるととまどいを

おぼえるのである。

ところで実験的方法は，関与する重要な変数が明確で

あり，それをき定験室の統制された条件の下で組織的に変

化させることができるような稜類の問題の解明にとって

は非常に有効であるといえようが，この方法を子どもの

現実生活の中に生起する多くの問題にそのまま適用する

ことができるであろうか。特に，研究問題が非常に複雑

で広範なものであって，さらに長期間にわたって持続す

るような性質のものである場合や，生起するところの条

件を明確に限定・統制・干写生することが困難であるよう

な場合などにおいては，実験的方法の適用に限界がある

ことは明らかであろう。乳幼児発達研究の問題の多くは

まさにそのような性質をもっている。たとえば，親子関

係の様相，文化的価値の吸収，仲間関係の裂などの問題

はいずれも長い時間的な経過，多様な場商，多種類の絞

験の累積約な影響などを含んでおり，それらを人工的に

っくり出したり，統制したりすることはほとんど不可能

であろう O

さらに，かりに笑験的方法の適用が可能であったとし

ても，これらの中には実験的方法によってとりあげるこ

とが不適当であるばかりか，道徳的にも望ましくない場

合もある。たとえば 111aternaldeprivationの状況を

人工的に設定することは絶対に許されないであろう。か

つて， Dennisらが，双生児について社会的な刺激を最

低限におさえるという隔離法によって発達のおくれにつ

いて検討しようとしたが 1年2カ月のときに普通の子

どもとくらべて主主奥がみられなかった。彼らはもうすこ

しこの状態合つづければ隔離の影響が現われるという予

想をもっていたけれどもこの段階で研究を打ち切った

が，それはこの双生児に深刻かつ永続的な選退が生じる

ことをおそれたからである。

このように考えてくると乳幼児発達研究においては，

かなり制約された形で、しか実験的方法を用いることはで

きないように思われ，実験の対象としてとりあげられる

のは，乳幼児の現実の生活の中に生起することのうちで

も比較的単純なタイプのもので，実験的にっくりだすこ

とが可能なものであり，かつ子どもに怒影響を与えない

ものに限られることになろう。特に発達的な変化に関す

る研究においては，長期間にわたって子どもの環境条件

を統制するということは非常に関難であるしまた子ど

もに対して好ましくない影響を与えるおそれが大きい。

したがって，このような研究においては，子どもの生活

の中に生起することについて不十分な統制のままですす

めなくてはならないことも多いのである。
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こうした爽験的方法の乳幼児発達研究への適用の閤難

さということは，学芸芝期以後を扱った研究に比して観察

法を用いた研究の土色系が乳幼児期の研究において多いと

いう事実に反映していると恩われる。しかしながら

wright uiよれば， 1890相当ら195昨の問に乳幼児から

青年までを対象とした突託研究のうちに観察研究が占め

る割合はわずか 8%に過ぎず，これは心理学が実験~研

究の方向にむかつて急速に発展し被験者になんらかの

操作を加えるという方向をたどっていることを示してい

るとL寸。もっとも Wdghtのし、う観察研究tt.¥，、わゆる

お然的な箆接観察のみをさしており，統制j的観察あるい

は実験的観察はこの中に含めていないのであり，これら

を入れればなんらかの観察を用いた研究の比率はかなり

増大する。しかしながら， Wrightも指織するように，

自然的な箆接観察は，天文学・地学・生物学・人類学な

どの言語科学においては基礎的なものとして省くから用い

られ，そこからま重重要な事実が発見され，それがき経験によ

ってたしかめられるという方向をたと。ってきているO 心

理学はこうした意味での記述的研究を十分に行なわない

ままあまりに急速に笑験の段階へ進みすぎたといえよ

うO 自然、の状態で子どもの環境条件との関係について綿

密に注意を払って行なわれる行動観察法を舟いた研究が

まだまだ必要なのではないだろうかoBarker はこのよ

うな方法を生態学的な研究とよんでいるが，彼は，これ

までの心理学において，どのような状況下で攻撃的行動

が起こるかなどということはとらえられても， 日常生活

の場留の中で，どのような条件の下で，どのような行動

の出現の分布が示されるのかについては全然防らかにす

ることができないと述べているが，このような方法はこ

れからの乳幼児発逮研究の基礎となる室主要なものだと思

うのである。行動の分布に関しては， Fawlの分析が興

味深L、。彼は， 18名の子どもの毎日の行動の流れについ

ての詳級な記録をもとにして frustrationについて検討

し， Barker. Dembo， Lewinの有名な frustrationand 

regressionの突験研究の結果と対比さぜてみたのて、あ

るoFaw1の分析によると子ども 1人王子均 1日に16.5聞

の目標の悶止があったが，これは彼の予想よりもiまるか

に少なかったので、ある O さらに fl'ustrationや目標傾1と

があっても，子どもには r巴gressionや aggressionなど

があまり起きないということで，また起きてもそれほど

強いものはあまりなかったということで、あった。Barker

らの実験では周知の通り， 車主力のあるおもちゃが使え

なくなった幼児たちに非常に強い regressionが多く現

われたので、あったが， Fawlの分析の結果はこれとかな

り異なるものであったわけで、あるO もちろんこのことは

実験の意義を否定するものではなし、。実験によってさま

ざまな機能的関係が検討され多くの事象についての説朔

が行なわれることは大切であるが，自然の状況における

事象の生起の頻度や強度についての資料の収集というこ

とも心理学にとっては重要害なことであるというのであ

る。もし，心理学の段擦が，法則や理論を現実の人の生活

に適用することにあるのならば，生態学的な研究をぬき

にすることはできないであろう。実験によっては適用の

際に考慮すべき諸条件を発見することができないのであ

るO

さて，生態学的研究の問題をとりあげることによって

自然的な観察法の必要性についてふれたが，子どもの行

動や環境刺激の条件が明確におさえられる度合に応じて

ある程度統制した観察法を行なうことが可能である。ど

の程度の統制が望ましし、かあるいは必要害かということ

は，綴子関係の観察を行なう場合などには特に重要な問

題である。これまで行なわれてきた親子関係の研究の中

には，家庭における全く自然な場爾における観察による

ものから，実験室の中に設定された一定の条件のもとで

親と子どもが課題を遂行するような場面における鏡察

〔実験的観察〕によるものまで，いろいろの段階のもの

がある。一般的にし、って，子どもの認知的な行動とそれ

に対して殺がどのような反応を示ずかというようなタイ

プの研究においてはかなり構造化した場面状況を笑験室

や家庭の中に設けて綴察することが有効であろう。しか

しながら子どものいたずらを親がどのように叱り， しつ

けなするかというような照題については，構造化した状

況を設定して観察することは不適当であろう。この雨者

の中間に入るのが子どもの自由あそびにおける母親との

交渉の研究のような種類のものであろう。すなわち，外

的刺激条件としてのあそびの場街やおもちゃについては

一定の統制をすることができるしさらに母親の行動に

ついても一定時間に繰って若干の統制を加えることもで

きる。たとえば Searsらは，母親が子どものやってい

ることにもっぱら注おしているときとくらべて，母親に

質問紙を与え記入させているときの方が，子どもが母親

に対して注意を引こうとする行動がはるかに多いという

ことを明らかにしている。しかしこの場合，観察が実験

室きでなく家庭で行なわれたらどのような結泉がでるだろ

うかとLヴ問題が残るであろう。実験窓で行なうことの

一つの利点は外的な条件がどの子どもにとっても一定で

あるから課題場面におけるそれぞれの子どもや母親の行

動を比較することが容易であるということである。それ

ぞれの家庭において観察が行なわれれば，実験者から母

子に提示される刺激は統制できても，外的な条件につい
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ては統制が十分でないのでそのままいろいろの母子を比

較することはできない。他方，実験室での観察の問題点

としては，母も子も慣れない場所で，よく知らない人た

ちに観察されるということ，家庭にいるときとくらべあ

らゆる点で母親の自己統制lの度合いが高いこと，実験者

と子どもとの間の相互交渉は特殊なものにならざるをえ

ないこと，そしてこうした実験室の状況が子どもの母殺

に対する反応を大きく変化させるのではなL、かというこ

となどである。もっとも家庭場部での観察にも観察者の

存在の影響とし、う問題があり，母殺も子どもも自然のま

まにふるまうということは期待できなし、。ただしくりか

えし訪問するなどの工夫をすることによってある程度こ

の点は克服できると恕われるし，観察者の影響の度合が

家庭踏においてもそれほど大きく異なると考えなくても

よいかもしれなL、。もっともこの点については実証的に

検討しなくてはならないだろう。

さて，観察法に関連して君主要なことは行動安どのよう

にして記録するかということである。大きく分ければ一

方の極には観察される行動について縮大もらさずすべて

を記録するやり方があり，他方の極には，一定時間の観

察の後で大まかな変数一一例えば，拒否とか愛情など

一一ーをとりあげて評定を行なうやり方がある。この場合

生の形でのこる情報は前者が最大で，後者が最小であ

り，抽象の度合は後者が最大で，前者が最小である。こ

れら術緩の中間には次のようなし、くつかの方法がある。

すなわち，すべての生起する行動を記録するのではなく

母子関係の特定の局面に限定してその局箇に関して詳細

な事実の記録をする方法，あらかじめ記録する行動のカ

テゴリーをつくっておいてチェタクする方法一一この場

合どんなカテゴリーが用いられるかによって抽象の度合

は異なる一一一，行動の観察を行なった後で，観察した事

実に関しての要約をつくっておき，それにもとづいて評

定を行なう方法などが考えられる。

これらの方法にはそれぞれ特急があるが，資料の分析

の容易ざという点からすれば，カテゴワーを用いてのチ

且汐~，特定の局面についての記録がもっとも用いや

すいし，実際に多くの研究において使用されてきてい

る。しかしどのようなカテゴリーを設定するかなどに関

して問題があり，特定の行動をそれが生起する全体的文

脈との関係で理解しえないという欠陥がある。 情報議の

点からすれば，すべてを記録するというやり方がすくおれ

ているが，この場合に問題となるのはそれを如何に分析

するかということである。そこでこれらそれぞれの方法

の長所をとり入れた方法が考えられる必要きがあろう。た

とえば，綴察したことを最大限に詳細に記録し，それを

あらかじめ準鱗したカテゴリーによって分析する方法

や，詳細な記録をとるかわりに TVカメラと VTRを用

いるいわゆる間接的観察法を用い，録画・録音されたも

のを反復再生して，あらかじめ用意した評定項目を用い

て評定する方法などが考えられよう。この TVカメラと

VTIとを使用する場合，三次元空間な二次元部へ変換す

るために空間性や儀常伎が低下することが考えられる

が，この問題は部慶のi構造，物や人の自己援を工夫するこ

とによって防止することができょう。もちろん蕨接続察

とTVカメラ， VTRによる間接観察との資料の間に不

一致がみられるという津守込報告もあり，この点につい

ての十分な検討が必要で、あろう。

さてわれわれが実験や観察によって研究を行なってい

く場合に，つねに問題となるのは特定の行動の先行条件

をどのようにして的礁におさえるかということである。

先行条件が明らかになっていれば実験の携の中に導入

しコント口一ノLする変数が明獲になるし，観察をより

しぼった形で統制約に行なうこともできる。また前述し

たようなカテゴリーや評定尺度をつくることも容易にな

るであろう。

ところでこれまで先行条件の発見は多く逆向的・回想

的方法左用いてなされてきた。

しかしながら回想に依存することは Yarrow らも指

摘している通り非常に危険であるしこのような方法に

よって得られた資料によって先行条件を朔らかにしよう

とするのは大いに問題である。二つの異なった時点にお

いて異なった方法でとらえられた事実の関に間接的な間

果関係を想定することも非常に疑問であるといわなくて

はならなし、。

発達研究において，われわれはつねに子どもの発達の

いろいろの局部私先行変数としての経験，後続変数と

して生ずる行動，そしてそれらの生ずる時期という観点

から分析的にとらえなくてはならなL、。そしてそのため

には子どもの行動の姦礎となる多くの先行条件を知るた

めに過去をふりかえってみること，およびこれとは反対

に現夜の子どもの行動がどのように後の発達に影饗する

かを知るために追跡的にみてし、く必要がある。この場

合，先行条件を倒想的にとらえることができないとする

ならば，われわれに当面残された方向は，子どもの発達

とともに時間翰に沿って研究をすすめていくいわゆる縦

断的方法をとることであると考える。この方法について
(19) 

は三宅がすでに別の論文で論じているので詳述すること

をさけるが，幼少期における生育条件が，後の行動の型

にどのような影響を及ぼすかというような潟題を検討す

るためにはどうしてもこの方法をとることが必要であ
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る。たとえば，乳幼児期に母殺から拒否約に扱われて予寄

った子どもに，後になって対人関係の陣容が生ずるとい

うことが推測されたとしても，このような仮説が支持さ

れるかどうかを切らかにする唯一の方法は，乳幼児に対

してお否的な母親とその子どもについて長期間にわたっ

て遺跡的に研究することであろう。最近の親子関係の研

究においては親子関のカ動的な相互関係とその偲別伎が

強調されるようになってきた。それとともにわが閣にお

いてもいくつかの縦断的研究が行なわれつつあるが，親

子関係を先行・後続の関係として分析し記述するため

にはどうしてもこの方法をとらなくてはならないであろ

う。それとともに縦断的資料の収集にあたっては前述し

たような生態学的な観察によって相五交渉関係の具体的

な流れを把鐙していくことが必要であろう O

なお，縦断的方法の問題点のーっとして一般に対象と

する例数が少ないということが指摘される。これは長期

間にわたって多数の対象を確保しておくことの限難さや

経費・時間などの制約によるわけであるが， t日j数が少な

いということはたしかに結果を統計的に処獲する場合に

は大きな障害となり，したがって一般化を行なうことは

悶難である。しかしながら鏑別の事例について時間的経

過にしたがって収集された資料を検討していくことは，

数的処理によってふるいにかけて落としてしまうような

重要な資料を生かして用いることになると考えられるの

であるO 数字は多くを諮るようであるが，それは現実の

子どもを漣解するのにほとんど役立たぬことも多いので

ある。特に縦断的に収集された事例的資料は，ふつうの

事例研究とちがって過去から現在に至る資料が完全に草案

えられているわけで、，先行・後続の変数!認の機能的関連

伎の把握も可能であると考えられるのである。

4. 執幼児発達研究法の統合をめざして

前節においてわれわれは最近の乳幼児発達研究の方法

のいくつかについて検討したが，それぞれの方法には一

定の限界があり，一つの方法によってでは十分に発達の

問題に接近することができないことは明らかである。わ

れわれは縦断的な研究計画の中に何種類かの観察・面

接・務主主・検査などをおりこんで多面的な資料を収集

し，これらの資料を継続的に務理し，さらにいろいろの

資料の掲の椴互的関係を明らかにしていくことが発達研

究においてはぜひ必婆であると考えるのである。

母子関係が乳幼児の発達に及ぼす影響について検討し

ようとLヴ場合を例にとってこのことを考えてみよう。

まず，これまでの多くの研究は，いわゆる横断的方法に

よってなされており，測定される親の行動と子どもの行

動との閥になんらかの因果関係を?限定している。しかし

ながら，そのように想定することは疋しいで、あろうか。

ある時点において母親が子どもに対してとる行動は，そ

の時点における子どもの行動傾向に対しての反応で、あっ

て，子どもの行動に対しての先行条件ではないと考える

べきであろう。むしろその終点よりも以前の母親の行動

が影響を及ぼしていると考えた方がましいのではなかろ

うか。

また，母親の子どもに対する行動，母子の相玄関係を

在来の多くの研究のように爾接法や質問紙法によって把

援するのでは，資料の信頼性に問題があるしカ動的な

母子部の交渉の姿を明らかにすることはできないであろ

うO さらに商接法や質問紙法によって過去における母親

の養育行動や態度を明らかにしようとする倒験的な方法

によって得られた情報がし、ったし、どれだけ信頼できるか

は非常に疑問である。

もちろん直接観察が母子の相互交渉について時間の経

過とともにくりかえしてなされることがのぞましいので

あるが，観察法にも前節で述べたようないくつかの間題

点がある。そこで家庭場面における観察と実験室におけ

る観察の両方を実施しさらに綴察とあまり R時をおか

ないで童話援を実施するというようないくつかの方法を併

用するこが考えられよう。それぞれの方法がその欠点を

補い合うことによって全体として有効性が高められるで

あろう O たとえば，一つの実験的な場閣において母子関

の特定な交渉の裂について検討することによって濁題点

を発見しそれが家庭場面における自然的綴察によって

裏づけられるかどうかせどその後において確かめるという

こともできるであろう O またそれらの観察とあわせてそ

の問題についての濁援をすることもでき，そうすること

によって面接の妥当性在高めることにもなるであろう O

このようにして子どもを中心としていくつかの関係場

面を設定して研究していくことは今後の乳幼児発達研究

の一つの方向で、あるとわれわれは考えている。母子関係

の研究は過去においてしばしば母親の行動が先行変数で

子どもの行動が後続変数であるという仮定のもとになさ

れてきた。しかし近年ようやく母子関係の相互交渉的性

格が問題にされるようになってきた。たとえばMosst1， 

乳児の性別，月齢，生物学的側体皇室が母親の行動にどの

ように影響するかを綴察法によってとらえている O わが
(21)(22) 

尽においては古沢らが母子関係を格互に影響しあい，変

容する過程として提え，その関連において子どものパ

ーソナリティーの発達を考える必要さがあるとして追跡

研究を行ない，分娩直後に母親が子どもに対して抱い

た認知態度が生後一年以内の子どもの欲求充足や緊張
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低減iこ直接関係する養育行動に影警撃を及ぼすことを切ら

かにしている O 三宅らも，母子関係を一つのフィードパ

ックの体系と考え，母親の行動一→子どもの行動 →母

親の行動)→子どもの行動一→.....という連関を妊娠中

期から就学部期にわたって縦断的にとらえようとする研

究をすすめつつある。なおこの研究においては医学的診

断や計測によって子どもの身体的発育や神経学的発途過

程や生物学的個体主主一一活動性・刺激感受性などーーに

関する資料も収集されており，これまでの母子関係や社

会化過程の研究でおろそかにされていた子どもの生物学

的特性の影響についても多少とも検討することが可能で

あると考えるO

第3宝章において，われわれがこの数年間にわたって行

なってきた研究について詳絡にふれるが，当面の課題は

子どもの行動を母子関係，仲間関係，教師との関係など

のカ動的な議関係においてとらえることなので、ある O 究

極的には乳幼児期のそれぞれの時期において何がどのよ

うに子どもに対して与えられるべきかを切らかにしたい

と念じつつも，そのためには，子どものそれぞれの発達

の水準においてどんなことが何との関係においてどのよ

うに出現するかということを明らかにしていかなくては

ならないと思うのであるO

第 2章 対象のとらえ方!こ関する基礎的

諸問題

発途心理，学的問題への関心はとみにおまワつつあり，

笑験的研究の数も急激に増大している。 1950年頃に比較

すると 1年間に発表される研究論文の数は約10倍にもな

っているとL、う O しかし，それらの研究を支える理論の

方はどうであろうか。多くの場合，想論らしきものはま

ったくないか，あるいはあるとしても年おした発達理論

にすがっているかである G 従って，これからの発途心理

学の課題は，塁走にこのように活発化し衆目にさらされ

ているこの領域の進むべき遂を確立するために必要な

理論的尽き長を踏み出すことである， といわれる。

このことはわれわれにも確かに当てはまる。われわれ

の現在の作業は第3意以下にみられる通り特定の理論に

蕩かれた実託研究ではない。多様な資料の集積の段階に

あるO われわれの研究はまだ絡についたばかりで，高い

水準にあるとは決していえないであろう。一般に研究の

未発達には 2つの理由がある。 1つは上にし、う理論上の

理a3，つまり研究を導く有力な仮説を様築するまでには

盗っていないこと 2つは観察上の理由，すなわちデー

タの不足である。

われわれは，乳幼児の行動とその発達を記述し説明ーし

そして予測することのできる理論を欲している O そいして

そのような理論が出現した終，われわれの課題は一応の

終結をみるであろう。理論を必要とするのは他の諸科学

と問様である。しかし性急な理論化に走ってはならな

いしまたそれはて、きないことだ。理論を構築するために

はやはり十分な観察とデータを必要とする。「心理学者

は，データを積み上げることが"全てであり (thebe-

all)"， ..全てが終わる (theend-all)"と i言わないまで

も， とにかくまず"経験的データ"を入念に1長めないう

ちはその学簡が一般化し，説明する"現象"は存在しな

いと考える， ベ一コン流のj過盈喜誤晃 (但Ba飢con凶1吐ianov巴er叫 11111 1 

滋pμli江fica拭Lばtiぬorω1サ) を犯し易L、リJとする批半判Hに詰謙兼昼成主にヰヰ:を{綴

けつつも，やはり， rまず最初に自分たちの概念と原

理・!京刻の明確な分析に到達しないうちは，問題の記述

の術を知る由もなく，経験的観察の意味もわからず，渡

性的な自信とー質性をもって"現象"を観察することが

できないとするデカルト的過誤 (Cartesianoversim-

p1ification) Jを避けなければならないと思う。

1. 研究対象の規定

われわれが研究の対象を規定してかかろうとする持2

つの側面から考えることができる。 1つはある意味では

比較的切らかである。心深学の対象は大づかみにとらえ

れば人間か動物かである。この点に関しては，われ一われ

の研究対象は，新生児〔生後 1カ月〕を含めて乳児期

(生後 1年〕から就学前期 (5， 6歳〕までの乳幼児で

あると一応規定することができる O しかし厳密な意味

では，これではわれわれの研究対象の規定としては不十

分である O とL、うのは，当面われわれの研究的関心の焦

点は乳幼児に向けられていることはその通りとしても，

その視野と見通しの中には胎生期の問題から児童期，さ

らには脊年J羽までが含まれているしかっ，次節で問題

にするように， I乳幼児を関係的にJとらえようとする

ところから，雨続・兄弟など家族の他の成長から，教師

やi燐人，さらには地域の社会・文化的な要問・条件なも研

究対象にしなければならないからであるO しかしその

ような射程の中にあるという前援を容認した上でなら，

0，-..，， 6左翼演までの乳幼児がわれわれの研究対象であると

幾定しても皇室支えなかろう O

ところで，乳幼児を研究の対象とする場合，その乳幼

児とレうものをどのような存在として位鐙づけるのだ

ろうか。児童についての「科学的研究JはCommenius 

に始まるといわれる。この「科学的研究Jの基本的立場

は f児家中心主義Jであり，児童の復権であるといえ
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る。児童の立場を尊重し，子どもの自然的内発的発達を

主重視する立場は.Rouss四 uにおいて緩に逮したといえ

よう。そしてこの立場は，現代の日本の教育心理学，児

支心理学，そして発達心理学の基本的思i織である己こ

のことから児主主心理学の主限であり課題となるものは

「成人と契ったものとしての児童心伎の特徴とその出来

を説く Jことであるとされる。あるいは Rousseauにみ

られる「われわれは児童主について何も知っていないj

ことの反省がやはり近代の児支心理学の母胎であったと

しその反省から出た「いままでのような成人のたんな

る類推によってではなく他者としての児童を"児童か

ら"見直そうとする努力Jがなされ.1ここにはじめて

(児議は〉成人に対する"他者"として， 成」ι己主主

主ゑ積極的な存在となった。この成人と児玉Zとの対立

は，教育的関係として止揚されなければならないが，こ

こに児童は諜題としてわれわれに意識されるようになっ
(26) 

たJともいわれる(下線筆者)。このように受けとるこ

とは多分に真実を含んでし、ょう。そして，われわれおと

なにとって「子どもは期待であり夢でありJ.また「課

題Jでもある O ところが「子どもについての然知jや無視

から「教育の失敗Jがもたらされている場合が多いこと

も篠かだ。そのような失敗の多くは「自分の子ども時代

の追憶jから「安易な推論で問題をかたづけて」しまお

うとする傾向からきていることも確かであるO だからわ

れわれは，現実の子どもたちをありのままの姿でとらえ

るために最大の努力をしなければならない。「児童から

(von Kinde aus)Jの認識の重要性は今日においても少

しも変わりはない。しかしわれわれがここで注意した

いのは，この立場を強調するあまり.1大人と対立する」

存在として位置づけることによってはじめて児童が課題

となり，研究の対象となる，ととらえるのは，おとなと

の関係において生き，社会的場において生活している子

どもたちを抽象的な偶像的存在に仕立て上げ，逆lこ子ど

もたちの真の姿を見失ってしまし、かねない危険を内蔵し

ている，ということである。「児嚢中心主義Jの過度の

強調は子どもを小さなおとなとみる「おとな中心主義J

に対する一種のセンチメンタルな反動ともいえる。そし

てこの反動は綴念論的な過誤のさ当然の帰結として現実の

子どもたちをとらえ得すぺ「おとな中心主義Jべの逆戻

りになりかねない。

児童綴を5命ずることはここでの本震ではな L、。 しか

し，この問題に言及せざるを得なかったのは「児童観は，

児童量研究のあり方を規定するばかりでなく，突は児支の

あり方そのものを規定していくことがあるからjで、あ

る。児童のあり方を規定するものであれば当然われわれ

の研究課題である。そして，母親が一定の「児童綴Jを

もって子どもとの関係の中にあるとすれば，このことも

また.1関係的理解」を重視するわれわれの立場から無

視できなし、。

これらの問題は，本論文の直接の課題ではないが将来

必ずとりあげねばならない研究課題としてここで位置づ

けておこうとするものである。

2'て，われわれの研究対象の規定に際し問題となる第

2の側商は，乳幼児の何を解明しようとするのかの問題

である O この問題は，上の第 1の問題よりも内容的には

るかに複雑で、あって，端初的段階にあるわれわれの研究

にとっては，他の諸研究の成果を援用しながら，それ自

体として解明すべき部分を多く含んでいる。

心理学は人間〔または動物〉の行動をあっかう経験科

学であるということができる。「Jt罪学の対象は人間の

意識と行動であるJともいわれる。行動とは，生体が能

動的に起こす反応や変化である。しかし，われわれがあ

っかう「行動Jは「受容器一一一伝達一一効果器Jという主色濃

過程としてみられる分子的行動 (molecularbehavioけ

ではたい。「分予約行動の総和以上の，それ自身として

特有な特伎を鍛える全体的事象としてのそル行動〔関塊

的行動.molar behavior)Jで、必る。しかもさ当面は，モル

行動の複合体，あるいは人格の特性的な側面である。

乳幼児の仰について研究するのかとし、う問題はまた，

乳幼児を，人間をいかなる構造体・機能体としてみるか

によって規定される。第3意以下に述べられていること

の関速でいえば，われわれが当面対象としており，またし

ようとしているものは.1動力商 (causaefficient)Jと
(2的

「目的菌 (causafinali s) Jーの両者を含み.1作用・実行

爆 (Wirkungs欄 undLeistungsschicht) J. 1潜定的可

能性(1atent巴 Fahigkeiten)Jであり.1人格的存在

(pers品n1ichesSein) Jであるが.1純粋普遍存在 (reines

al1gemeine Sein)Jの爆は含まれないとみるべきであろ

う。このようにとらえるやり方は人格の震理論の考え方

であるが，この}管理論への傾斜は，従来の心理学におけ

る〔行動の〕発生概念が動力間中心の決定論を前提とし

ており，人間行動において緩めて重要な役割を主主う自由

意思、的要因の位重量づけが不十分であったという反省、に基

づいている。

先の Cartesianoversimplificationの警告にもかか

わらず，ここでこのような抽象的な論議をするのは，入額

存在をいかなるものととらえるかが，乳幼児発達研究の

前提的問題で、もあり，後の評定の具体的問題についての

吟味にとっても直接かかわりをもっ問題でもあるからで
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あるφ たとえば，われわれが「スピードとテンポ」とい

う項目についてある児童を評定する場合，その評定の手

がかりを外面的な行動(作用・ 5走行関〉にもとめるか，

それとも「潜夜的可能性Jに注目して言平定するかで結果

は大きく異なってくることなわれわれは体験的に知って

いる。対象をどのような存在あるいは構成体とみるかは

やはり評定ということに関しても吟味しておかなければ

なら必い諜溜なのである。

人!日jをそして兇変をどのような存姦と考えるかは立場

によって粉遼があり，ここのj誌の集中的吟味はこれもまた

本主主の任務ではなし、。 現代の心潔学の対象が人!日jの行動

と意識を含むものであることにほぼすべての研究者が問

えまするが， どういう観点からこれを眺められるかによっ

てその「滋味」は災なってくるO 域戸は，研究の対象と

方法に照らして，心理学における存在命題を次のように

定立する O

ガ 法

経験の[ヨ覚による

炎浅の潔解による

行動の操作による

これらの命題は， ¥， 、かなる心態学的立場て‘あれ，その

基底として容認しうるものであろう。しかし域戸のよ

うにより広い視野から「意味の座標転換jを行なえば，心

主主学は「社会科学j として研究されねばならなくなり，

「教育科学としての人間学j と呼ばれるものとなる。

われわれは，以上のような，人間的存:tEのあり方を記

述・説明し心理学の研究対象を解明するに十分なデー

タと知見を有してはいなし、。それ自体が将来の課題であ

ることをこここで、確認しておきたいのである。

さて，第 1主義での現代の発達心理学研究の展望とJ;J、上

のような考察を通じて，われわれの探求の主限は乳幼児

の行動・意識そして生活そのものに向けられるのである

が， より説明染みのある用誌によれば，乳幼児のパーソナ

リティーであり，認知であり，身体・運動頭の発達であ

る。

ここで再度確認しておかfよければならないのは，われ

われの研究の手がかりは「作用・実行緩jであり，1顕毅j

であることは止むを得ないとしても，目指すところは

「潜在的可能性J，1"人格的存在Jであり「元型」である，

ということで、ある。しかしわれわれの対象が乳幼児であ

るところから「純粋普遍存在Jはまず問題とならなし、。

しかじながら，第3'1季以下で具体的に展開されるよう

に，われわれはやはり，より本質的で「深層のJ作用関

に迫ることを民指している。この態度は必然、的に不変

的，安定的なものをとらえようとする方向に導く。不変

的・安定的といっても，静止的・闘定的なものでは t~

L 、。人間の行動は確かに複雑でありカ動的であり，特に

乳幼児にあっては可渡的であるとさえいえる。しかし

表樹の動きに自をうばわれていたのでは科学の使命たる

法則性の把握は望むべくもなL、。

乳幼児に着目するのは近年強調される初期経験の議姿

性をやはり是認するからであり，人格的発達の原義の形

成をこの期に求めようとするわれわれの基本的立場のあ

らわれである。

2. 研究の前提

一一われわれの基本的観点一一

心理学がその研究対象とする臓や行動比主観注

過程1性 '''J動俊・統一性・複合性などの特質をもっ。こ

のことは心理学の方法にも他の科学になし、特質と工夫を

要求する。われわれはこのことに留意しつつ，特につぎ

のような綴点を基本にすえて研究を進めようとしてい

るO

① 発達的観点

われわれが乳幼児てとその発達においてとらえようとす

る時，この観点は殺も基本航!なものとなる。後述のよう

にわれわれの研究もその具体的な形態においては一般に

心理学研究でとられる方法・手続きと大室長ない手法に頼

っている。すなわち，一定の時点で一定の条件下で一定

の検査や測定や観察を行なう O しかしわれわれはf訟の

多くの研究がそうであるように，一度や二度の測定・綴

察をもってその児支の発達水準を決めたり「潜在可能

性」を予測Lたりすることはしなし、。そこで得られたデ

ータは一定の発達水準の指擦であるには違いないが，そ

れをもって将米の発達の度合いを予測できるような測度

と測定の技術はまだない。幾分なりとも信頼性のある予

測な行なうには多年にわたる数次の検家・ ~tl定を必望号と

するであろう O

②関係的把握の観点

従来の児童心理学・発達心潔学が，乳幼児を乳幼児と

して潔解しようと努めてきたことの積極磁を認めつつ

も，われわれは，乳幼児を両親や他の乳幼児，それにき薬

物や，教育的な場においては教邸との関係，において彼

らの行動をとらえなければならないことを強調する。

いま仮にここで母子関係をM-C，父子関孫'4'.γcC，幼

児相互の関係を C心，教師と子どもの関係を T-C，そし

て事物とこ了A どもの関係を O"Cとすれば、乳幼児における

関係的生活は M-Cを中心として営まれるといえよう。

それが 2~3 歳ともなれば C-C の関係が M-C 関係に上
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乗せされる形となっ， さらに幼稚園入留や小学校入学

によってす・C関係が加わり，新しい C-C関係も形成され

る。上で乳幼児期においては M・C関係がゆ心であると

述べたが，これは母綴の養育行動が子どもにとってやは

り重要な影響を与えると L、う経験判断でもあり，実証的

研究に基づく規定でもあるが，最近ではF-C関係の重要

性に自がi匂けられてきつつあることは注目に催しよう O

このように「関係的にとらえるJことは，乳幼児の能動

性，ひいては自由慈尽を透視する立場からみればとりわ

け大切なことである。 M 町 C，F・C，T-Cと表わすことは

MやFやTからの働きがヨミで子どもはその働きかけに対

する受動的反応体であることを意味する，というもので

ないことはもちろんであるが，相互に積極的に作用しあ

うというので、あれば，単に M-C，T心というように凶

式的にとらえるだけでは不十分であるoJ主体的に，いか

なる形態でいかなる意味あいをもって関係が成立してい

るかを実態に却して解明しなければならなし、。子どもの

行動に対する母親の方向づけの態度や，母親の言語的働

きかけに関してこのような関係の分析を可能にする手が

かりをわれわれは得ているが，これらの問題はわれわれ

の組織的研究の愛聖書な課題となろう O

③ 行動を流れにおいてとらえる観点

われわれは研究グループでの学習・討論を通じて行革b

を流れなおいてとらえることの重要きさについて学んでき

た。幾分かのニュアンスを含むが 11箔伴ttJ(conting日

ncy) の重複といってもよし、。このことの指摘は既に他

の研究者においてもみられるであろうからあえて説明す

る必要もなかろうが，ここで強調する意味で 1つの例に

ついて具体的に考えてみよう O

この小論を繋いている時4幾 1カ月の女児が符後から

近づいて「ハレベータちょうだし、j とLづ。ハレベータ

とは陪いたことのないことばだ。しかし，そのことばの

;玄味i土産ちに理解で、きた。セロテープを筆書求しているの

である。セロテープを渡してやると自然な様子で、持って

いって，自分のかぱんや本をデパートの包装紙で包み折

り端をセロテープで止めて届け物に仕立てて遊んでいる

(より厳密には，仕立てて遊んでいると思われた。これ

は准定であるが確実な推定であることは，包装紙で包も

うとしている音や「これおみやげですけどJとLづ戸で

断定できる〕この場合ハレベータは造語であるが〔造語

ではあるが女児なりの意味論的・音在員論的鋭意の産物で

ある)その意味は夜ちに瑳解でき，この女児の婆求は了

解された。この理解と了解を可能にしたものはなにか。

それは行動の流れについての知識である。「ハレベータ

ちょうだし、Jの要求は突然背後から出されたものではあ

ったが，この要求がものを包装紙で包んでそれを遊びの

道兵にしようとしているということの情報〔具体的には

紙のガサゴソとL、う音や子どもの動きまわる音である

が，包装紙の折り端を11二める何かを探していることにつ

いての情報はなにもな~，)は背ヰ1向きで作業していても

王手を通じて入ってきていた。

われわれが子どもの日常的行動を理解する場合は，俗

々の行動さと分断的にとらえてはいなし、。行動を単位に分

割することは可能であるし個々の行動の意味について

考えることもできる。しかし現実の行動は一つの迷統

として生起する。この点、さと②の「関係的犯擦jの鋭点と

あわせて確認しておくことが今後の発達研究にとって緩

めて援要であると忠、われる O

③ 会体的把握の観点

人初の行動は乳幼児といえども内E詩的に複雑であるば

かりでなく，時と所を変え多様な形で生起するoE経験的

場部の行動が自然的場面の行動と長室・質ともにかなり異

なるものであることは第n設で既にみた。われわれが本

論文の方法論的考察の中心にすえている評定法のデ}タ

ーは一定の淑られた場で‘得られたものである。その;場で

生起する子どもの行動はその子どもの行動レパートリー

のごくー郊であるかもしれないしごく三菱}議的なもので

あるかもしれなし、。われわれは，こうした条件による制

約を家庭訪問調査や質問紙調主主によって補充しようとし

ている。しかし，それで、十分だとは考えていなし、。時間

的・空間的制限をのりこえた計閥的資料蒐集の努力が一

段と強化されねばならない。

⑤ カ動的把握の観点

このことは部分的には f発達的把握」の観点の中に含

まれている。この点をとり立てて強調するのは「行動は

可動的で過程的であるJという認識に加えて，子どもた

ちの自然の，あるいは受身的な行動ばかりでなく，時に

はわれわれの側からある操作，働きかけを行なって子ど

もの行動の変化を克ょうとする積極的な姿勢を反軍たして

いる。日常的場面の生態学的観察の必要を容認するとい

っても，そのことによって笑験的・構成約場面の行動を

凝視するものではもちろんない。われわれは，実験的場

面が臨界的な性格安もたされた場合，そこでの行動がよ

ワ深層のものである場合が多いことも認める。生態学的

観察と構成的観察は相補うべきものである O このような

認識のうちにわれわれの研究室の実験保育が位霞づく。

実験保育は一つの大きな「形成笑験」であるといえよ

う。

3. 観察と評定にかかわる基本的問題
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心理学研究の対象は第 1節でみたように，重きするに人

間の意識と行動であるが，その意識と行動をとらえる方

法は観察法とか検主主法とか実験など具体的形態としては

多鐙多様で、ある。しかしそれらの方法が椴互にどんな関

連にあってどのように利用されるべきかについては一応

の考えはいくつかみることはできるがまだ十分整理され

てはいなし、。それにもかかわらず実際に研究を手がける

場合にはいずれかの方法令選ばなければならない。もち

ろんどのような方法を採用するかは研究対象の磁から規

定される。第 1節の論議の流れからすれば，われわれの研

究対象は乳幼児の隠親やその他の家絞，さらに当該の乳

幼児と何らかの行動j二の関係をもっ人々や事象を含むこ

とになるが， しかしその時々の研究の焦点は乳幼児その

ものに当てられる。対象が乳幼児である以上青年や成人

を被験者とする研究のやで開発されてきた方法をそのま

ま用いることはもちろんできなし、。われわれが爽際に採

用している方法の具体的な形態は第 3主主以下にみられる

ようにかなり多種類にわたる。しかし本論文での論議

は評定法に重点がおかれている。評定法についての具体

的な問題は第 4章で吟味されるので，本節では基本的な

問題について考察してみることにする。

評定法が用いられる場合には必ず綴察ということを前

提とする。観察は，観察主鋭と観察対象との関係から成

り立っている。そして綴察することによってわれわれは

何らかの理解を得，解釈をする。従って，観察によって

とらえようとするものはあくまでも対象の性質，傾向，

能力水準などなのであるが，その観察の結果の意味が吟

味される場合は必ず観察1:鋭のあり方が問題となる O 従

って綴祭を行なうに当たっては，観察主観による奈みを

最小にするよう心がけねばならないことになる。一般に

観察に探しての注意としては次のようなことがあげられ

る。

①郎事事的に，客観的に，全体的に観察すること。

②全体的節を追って観察すること。

③法則を把握するように観察すること。

④観察の立場を確立しでかかること O

これらのことはわれわれが笑擦に鋭祭を行なう場合に

絶えず心がけてきた点である。

しかし米だに問題は種々残るO とりわけ震望書なのが

観察者自身の分析である。前節の③で，行動を流れにお

いてとらえようとするわれわれの鋭点についての説明の

中で「了解Jということばを用いたが， I内観Jや「了

解」は心理学研究に特有の方法であるO われわれの研究

対象である乳幼児は言語約にも未発達で，抽象能力も十

分でなく，自己を客観視することが関幾な段階にある。

自己中心伎を特徴とするとさえいわれるこの期の被験者

に自己について語ることをあまり要求できないとすれ

ば，やはり観察し，彼らの経験を追体験することに頼る

しかなくなる。観察や了解がどこまで綴りになるのか。

それらには多分に不篠かな部分が含まれている。乳幼児
(2叫

から成人への発達をー穏の「範略的思形成の法則」に模

して考えれば，成人耳目の「高い騎jにある研究者には「新

婆閣の法則Jが働いていてその独自伎を規定していると

みられる O 低層の特徴や法刻が潟層において出現する場

合一ーすなわち「上昇形成J-ーはあるけれども，逆に
(20) 

i認!習の特徴や法則が低!習において出現することはないと

すれば，成人における「子どもの体験の追体験」は可能

であろうか。このことについては，懐疑的にならざるを

得ない素材が少なくない。統に一定の乳幼児期を生活し

終え，児五主主耳・青年期という「形成Jと「疾風怒議ヨを

経過してきた成人が，限前の乳幼児と全く i潟じ体験を得

ることができるとは考えられない。上層の形成にはr爆

が反映するが， 下}習はJ二!習を保障することはなし、。すな

わち，乳幼児期の経験はその後の児支期・青年期・成人

期の発達に対して可能性は与えるが一義的な規定伎は持

たないのである。つまり， I上昇形成Jの不可逆性であ

る。それだからこそ「初期経験」の重要性が強認される

のである。乳幼児期にはその期における最高水準の発達

を保際するための最善の条件が与えられねばならない。

そして人は，現在を最高に生きねばならない。第 1節で

ふれた「子どもについての無知Jとその結果としての

「教育の失敗Jlt，このj誌の無視に由来するともいえよう。

このように考えればおとなの娘による子どもの潔解に

ついては多分に悲観的にならざるを得ない。しかしわれ

われはなおかつ子どもについて記述し説明すること右目

指す。上のような制約があることは事実だが，そのこと

を認識することによってその制約をある程度カパーする

滋もひらける。観察や了解はそれ自体としてわれわれの

研究の対象でもあるが， よりよい観察と了解を得るため

には，その手がかりとなる乳幼児の「生活的表現jの資

料をJよく集め，そのためにも乳幼児との共同の生活を営

み，われわれ自身の内線を設かにし，そして何よりも，

人間的存在に対する広い感情と温い態度の3霊場に努める

ことが重量婆な課題となろう O

さで論点をずらして，もっとゑ体的な問題に言及しな

ければならない。心理学が経験科学たろうとするなら

ば，内観や了解に頼るだけでなく，数愛化ということも

試みねばならなし、。一方における質的な判断と他方にお

ける数最的記述、この 2つを結びつけることも極めて関

難な問題を含む。しかしわれわれは日常経験的には絶え
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;す?との複合的作業主ど行なっている。心潔学的研究の方法

としては評定法とL寸形で用いられる。上での論議は評

定法を意識しての問題提起であった。評定法の実施にお

いては上記のように評術的な質的な判断と数最的なさ当て

はめが葱本である。われわれはこれを心理学的認識の典

型もしくは原型であると考える。第4主主でも述べている

ように，評定ということは社会的な存在としての人間が

他者を意識する時に必然的に伴う生来的とでもいえるよ

うな働きで、あるO それだけに原始的であり， しかし問符

に優れた評定をするために人間の行動についての深い洞

察を必要とする潟次な作用でもあるO 評定の優劣を決

め，その有効性を規定するものは何か。それは評定の前

提たる観察如何であり，客観的には観察主観，観察主体

のあり方である。評定とは観察主体のもつ枠組みへのさ当

てはめであるといえる。従ってその枠組みがどのような

ものであり，どのように用いられるかが評定の決定的な

問題となる。ここにおいてわれわれの問題窓識は再び評

定者自身，研究者自体に潔帰する。評定法をめぐる方法

論的考察はそのE重要な部分として評定者自身の分析を含

まなければならない。われわれの場合の評定は，乳幼児

についてなされるのであるが，分析の院はわれわれ自身

にも向げられるとし寸意味で，この課題を「潔係分析」

とI呼ぶことができょう。第 4]'誌の論議はこの問題につい

ての展開である。

第 3章 研究対象と資料の収集法

1. 対象集団とフィールドの設定

1) 研究対象の確保について

人を研究の対象としその行動や意識体験の務総につ

いて整理し秩序づけ，言語迷関を開示しようとするお的を

もっ心深学においても，その目的の笑現のためには他の

諸科学と河様，基本的には対象における状態と諸条件の

あり方ならびにそれらの錯綜した関係に接近を続け，明

篠に記述・分類し諮操作を加えて給采を導出することに

よって目的を遂げようとしている。

しかしながら心理学は人を直接の研究対象としてい

るが放に，そこには対象の性質から治米ずる様々の制約

と特色があり，研究条件の篠保と研究方法の案出のしか

た如何が直接的に研究の水準に反映する O 古来心理

学の最大の課題はその方法論にある"といわれる所以で

あろう。

対象の全体性・カ動性・可変性などの議特徴に加えて，

時間的・事態的変容の流れそのものを包含したかたちで・

心理事象に接近しようとする発達的研究において，この

ことがことさらに強調されるのも無理からぬところであ

る。

さらに，われわれが研究対象としている乳幼児は，彼ら

人の発達変容の原基であるということのみならずそがの

生活活動鎖減の狭さから，個体と諸条件との述調会事史

的に探求する上で恰好の存在であるが，人道上の制約に

加えて親や家庭に従属し保護さるべきものとされ，研究

のプログラムに乗せることに強い限定を伴っているので

ある。

人道的な水準を越えてしまうような干渉や操作を加え

ることは，厳に僕しまねばならないが，許容される範間

内での様々の方策と工夫によって，制約を緩和してゆく

ことが可能な側面も多く，このための条件の設定及び維

持はわれわれの研究の慕綴をなすき重要な事項となるので

ある。

2) フィー)(..ドの設定

児家発達の研究条件の確保のための第 1は，研究者と

対象児童・保護者との毅密な信頼関係の樹立である。乳

幼児を家庭からひき出しわれわれの統制下に録え援くた

めには，研究者自体が彼らに強く信頼され協力への姿勢

をかち取る必要がある。発達研究の対象の確保は，持続

的であることを婆し，発達に作用する諸条件の検討は，

研究者に家庭や地域社会とL、う半ば私的な場において生

起する事象の詳細な把握を望書求してL、る。これらのため

の諸条件の持続的維持は，単なる依頼や謝礼と L、う配慮

のしかただけで、全うできるものではなく，対象と研究者

とのおjの広汎かつ長期にわたる信頼協力関係の確立こそ

が必婆なことになる。

研究の基礎的資料の意味の確定のためには，対象が長

期に観察され，かっその事態の中で彼らが真実的に振舞

い表出するということが前援となるけれども，われわれ

の対象の場合先ずこの点に関して十全な配慮の必要が提

起されていることは局知のとおりである。その配慮があ

ってこそ，はじめて対象は警戒・緊張・防衛などの仮面

を取り去って，普段の生活行動をわれわれの浪前に議示

してくれるようになるのである。以下に述べる 2つの
※I筏2

フィーノレドは，そのような観点をも絡まえて設定され維

持するための努力が続けられてきているのである。

※1. 実験保育案〔通称北大幼児圏竣戸i隣太郎の北
大教育学部構想、の一環として，昭和27年奥間三郎教授
らによって創設され，昭和41年発達心浬学講座の増設
により，当該議~実験施設として維持されてきている
幼兇の保育実践と発達心理学研究の場である。

※2. 札幌医大・道立衛生学院との共同研究体制:昭和
41年，乳幼児の総合的研究を釘的として，札幌医大産
科・小児科.道立衛生学院震護婦科・保健婦科・助産J締
科とわれわれ(代表三宅和夫)との共同研究体制が組
織され，乳幼児の縦断的追跡研究が実施されている。
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2) 2つの対象集団

明子どもは，その時代を生きることしかできな L、。そ

れを対象化し腐ることができるのはおとなだけである"

という観点から，子どもに対するおとなの研究者の関心

や動機をど説明している人もあるし他方では，子どもへ

の専心がおとな社会からの心理的な滋突逃避の現われで、

あるとか，逆に慈悲の心情の賜であるとかという解釈も

なされ得ょう O

しかし隠題を子ども自体にひきつけて彼らを研究対

象にすることの怒義を問う時，第 1主主・第2章で記した

ように研究目的にZ重大な俗11践を見出すことができ，それ

らがわれわれの児童発達に関する共同の研究活動を支え

る理念となるのである O

教育笑践や臨床に対して一現実的に役立つ学術的知見を

得るための努力の 1っとして幼児の保育実践の場が大学

内部に設けられ， ，穣害児をも含めて，研究者ができるだ

け自由にその携に関与しJ ~李総かつ継続的に観察実験を

してゆくための努力が続けられてきた。不十分ながらも，

その中から幼児の人格発達や保育技法に関する幾つかの
(34)(35)(3 )(31) (38) 

知見降客児に関ずる研究などがj!Il'生されてきているO そ

して，また， この場が当初から学生の実験・笑留や研究

者の様々の問題発見・予備的調査実験の場として利用さ

れてきていることは勿論である。

しかし半ば非公式に設立されたこの施設の維持と逮

営には幾多の制約が随伴していて，予算や研究スタッフ

の不足によって研究者の関与の度合いが必ずしも十分で、

あったとLtl、えなし、。従って，この施設は収容定員の漸

増と相官たって，実践的幼児教育による地減社会への資献

とL、う方向にヨミなる重点が授かれてきたといえよう O

昭和42年4月より，われわれはこの施設の名称を実験

保育~とし，収容定員を30名に限定した幼児集聞を編成

し，これに対して研究グループ全員による多面的アプロ

ーチの計画を立案し実施に移してきた。幼児教育の笑践

と平行して研究的に接近する中で，幼児の人様・行動発

達の様相を的確に把握し，その知見を保育の場にフィー

ド・バック させることによってその検註を行なってゆく

ことがわれわれの目的とするところであった。

第3節で詳述するように，宿i接・観察・測定にもとづ

いた幼児・家庭ならびに教師に関する多額約な資料の蓄

積が主主ねられている。

このように総合的かっ多面的な資料の収集を持続的に

実施することは非常に労多いことではある。だが，われわ

れはひ、ところアメリカにおいて隆盛を緩めそして衰退し

ていった実験児童心理学への反省、{第 1主むを踏まえ，

児童(発達〉心理学においても緩終的には実験的操作に

よる諮仮説の検証即へとL、う方向を正しいものと認めつ

つも，混段階では諸変数の発見とそれらの明確な記述と

定義及びその和友連関と変容過程を含めた構造的な抱援

こそが課題であると考えている。そのために，従来の様

の々央uJi!やわれわれの民常の箆観的印象の中から"子ど

も"において変数として作用することが予怨される諸事

項を，スタッフの討論を経て鱗緩して獲得しようとする

資料のわくぐみとした。

これら資料の分析・処理に際して，研究者が準拠する

ことのできる環論体系があればそこに収数したかたちで

諸資料が構造化されるわけであろうが，児童心理学の現

状において認知発達理論・学習環論・精神分析理論などの

理論体系がそれぞれわれわれに有意味な知識を捻供して

いるとしても，幼児児童の人格の総体を包括する理論体

系の存夜は議み得ず，それぞれがオムニパス13'')に雑居し

ている観がある。先人の笑証的な発見を参考にしつつ，

われわれの手許の事実資料とつき合わせながら，われわ

れ自体が仮説の提起や理論の機築に心掛けねばならない

であろう。そのような観点から，諸変数の正確な把握の

ための作業にえ若手した。

しかしながら，そのようなアプ口…チのしかたの採F誌

には次のような重大な難点、が内蔵されている。

その第 11土収集した諸資料がそれぞれ粉ILに如何なる

連関さと有するかということについての筏点の立をめ方と切

り込み方を明確に打ち出すことができないことである。

そのような事態では，網羅的に収集した沢山のデータ

が雑多にsl長列的に存在しそれを適切に処理することが

できないまま放霞することが余儀なくされてしまう。そ

こに一定の妥当な仮定を設けて議資料の意味違関の磁保

に努め， しかる上でそれらの相関的法則的関係の帰納的

検証のための手続を採汚するとL、う方向が必要となる

が，その場合，意味逮関を支持することができるような

妥当な諸仮定の議出が仰によって可能になるかというこ

との検証こそが問題とされなければならない。

第2に，確保と接近のしかたにおける容易ざというこ

とによって選定された幼児条団の各傍人は，全て誕生後

数年の生活廃の中で，われわれの抱爆の外て¥外界との様

々なしかたの接触交渉を行なってきている存在であって

外界との不断のやり取りの過程量で複雑な授透的 (perva-

sive)・累積約 (cumulative)な議関係を形成・維持し続

けてきており，幼児後期の段階でその関係のあり方を解

き拐かし特に行動発達に関与する諸要腐を明示すると

いうことは容易なことではない。われわれの限前に出現

した時，既に彼らはわれわれとほぼ共通の言議を有し
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自律的に活動し，独自の社会的生活を営むことができる

のである。このようなやでは， 彼らを研究対象にした

時この年齢のこの鏑々人にはどのようなものが形成

されてきているのか"についてわれわれが問いかけてい

るのであるとし、うのが真実に近いいい方になろう。

幼児後期の子どもを対象に， ~ 、うなれば横断爾で、の探

求のしかたを続けてきた中で，われわれは諸事象の起源

なたずねることの必要を痛感してきたので、ある O このよ

うに現夜の行動家:象や人絡の務側面が強い燦史役者ピ有し

ているとL、う考え方は心理学においてほぼ一般的て、はあ

るが，その理解の方法はおおむね回顧的方法 (retrosp-

ective method)によって現状のあり方との関連事象を

探索し意味づけるというもので，この方法が必ずしも事

実把握のための正確な方法でないことを示すいくつかの

研究がある。

昭和41年に組織され現在まで継続されてきている札幌

医大・道立衛生学院との共同研究体制は，幼児・早幼児

郊の子どもへの理解という g的だけでなく，上述の 2つ

の問題の解決への糸口の獲得をめざしているのである。

一定の遺伝的負図と成熟へのエネノレギーを内包させな

がら 11関の主主体として外界との関わりの中で人として

の生命を開始する胎生期の段階から，医学的・心理学的

などの追跡的資料の著書穣がなされて主ているのであるO

このアプローチは事例的方法であるが，成長発達のご

く初期から子どもとその諸条件及びそれらの連関のしか

たを，研究者が自らの阪で観察定位しそれらの変容過程

を縦断的に追跡しようとしていることがこの研究の大き

な特徴であるといえる。観察の範問主ピ整備し時間間隔を

短縮することによって，先行変数と後続変数の諸関係を

切らかにし， E互には子どもの成長発達と母親を中心とす

る環境条件との因果関係を理解するための有用な幾つか

の仮説を導き出すことを意図しているものである。

対象数が少ないこととこの穫の年齢の子どもへの心理

学的接近方法の難しさという限定を含みながらも，この

中から-15でわれわれが集めてきている幼児後期の子ど

もたちに関する諸資料の分析のための前提や指針を獲得

することをめざしており，次節において述べるように，

すでに幾つかの知見が得られている。われわれはこの丙

集団の子どもに関する調査観察の観点をできるだけ向次

元・等質にするよう第めてきたが，それはあくまでも予

想の上に立ったものであるので 2つの対象祭捌から得

られた資料を照会した結果として収集の労が無駄になる

ことも多々あるだろうと怒われる。しかし研究の緩済

伎を考えるあまり，対象事象の早急な限定によって有意

味な変数や聖書閣が見落されてしまうことの方をわれわれ

は恐れるのである。

乳児期から追跡してきた対象児も，今や幼児教育の対

象となる年齢となりつつある O 昭和47年度に彼らの内 2

名の幼児が実験保育室に入閣し，そこの幼児集団の所属

となる。このようにして縦断的追跡ケースの入閣をでき

るだけ促進したいものだとわれわれは考えている。

2. 説兇期よりの縦断的追跡事例への接近法

1)対象慕例

この研究の出発に当たって，研究対象の選定のためと

家族関係の中に存在する成長発達に作用すると考えられ

る問題点を発見するために，予備的な質問紙調査を実施

した。その第 1回は昭和41年10月札幌医大F付属病段産科

外来を訪れた 177名の妊婦について実施され，子どもが

6カ月と12カ月に達した時に同一対象に対して第2回，

第3凶の調査を行なった (31浅の調査を通じての有効回

答者39名)。

このような3自の調ままの各項怨についての回答を検討

することによって，妊娠中の諸条件が分娩・育児などに

どのような影響を及ぼすか，育児態度や方法が子どもの

発達にどのように作用しているかなどについて概観し

縦断的研究によって検討すべき視点を明らかにしようと

したのである。この質問紙調査の対象者の中から下記の

ような諸条件を満たす14名(第 1グループ)が研究対象

として選定され，同一方法によって翌年及び翌々年に各

19名(第2グノレ…ブ)， 18名(第3グループ)がとらえ

られ，合計51名が対象として確定された。選定条件は，

①核家族，②妊婦の年齢が20~30歳，③夫が俸給生活者，

④高卒以上の学療，③月額税込み収入 3~6万円⑥夫

婦が血縁関係になく，心身健康，(J)札幌在住で研究に全

部的に協力できる，などである。

これらの対象に対して縦断的かつ多面的に接近してゆ

くわけであるから，この研究は広汎な専門領域の者の役

割分担によって進められる必要きがあり，そのために各領

域からの研究者・実践家約20名からなる研究グループが

編成された。このチームによって部緩・観察・診断など

が反復実施されるわけであるが，結果的にそのことが対

象者に強い心環的支持を与えることになり，長期間にわ

たるこの穏の研究の難しさを打開するのに大いに役立っ

ているようである。

2) 資料の収集(O~3 歳)

調査・観察項目の設定は，予備調査の結果とグループ

での討論に基づいているが，その際 Gesellの研究と
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Kaganの研究に多くの示唆を受けている。

①奴娠中

この時期においては，医学的検診のほか妊婦の来院時

と家庭訪需を通じての部接と観察が実施される。妊娠や

出生，育児への夫婦の態度，妊婦の心身の状態，出産へ

の準織などについて調査されるわけである。

②産鰐入院中

この期間では，医学的診断のほかに分娩の潔日及び4

日後に，分娩中の心理状態，性別への夫婦の態度，命名

のし17や部会人の緩別及び数などについて調べられる O

③生後 1 カ月 ~1 年

この潤はカ月毎の身体計訟1]と宇1I絞学的発達・栄

養・疾病に関する健康診断が行なわれ，加えて乳児の生

活様態・家族の子どもへの関与のしかずこ(心理的状態・

育児様式〕についての箇接調査が笑施され，また 4カ

月mの家庭訪問を通じて家族月撃の聴取ならびに観察が行

なわれる。

乳児の行動発達の大枠の把援のために，乳幼児精神発

達質問紙(津守・稲毛)とMCCベビーテスト c't;J!O
の反復笑施のほか，母親との面接結果と観察に基づいて

乳児の活動水準・気分・反応態度・生理的リズム・接近

一回避傾向・注意:の持続カなどの側面に関する評定が行

なわれる。

④生後 1 年~ 3:fj:o 

医学的検診が 3~6 カ月間隔で笑施され 6 カ月毎に

訪問面接・観察が行なわれた。その要銀は③で記したの

とあまり変わらない。 18，24カ月時にベビーテスト，36カ

月においては問中・ピネーf関人知能検査が実施される。

この時期のいずれかの時点で，母親の性格検査 (Y-G-T

とタレペヲン作業検至宝〉が施行される。

その他，出生直後からの子どもの発達の様子を育児院

記に記述することを依頼して，それを補助資料として採

用する。

対象児51名が，現在すべて 3歳の満歯告を越えた。彼ら

に関するこれまでの膨大な資料がわれわれの手許にあっ

て分析のそFが入れられることを待っている O われわれは

これを一つ一つ丹念に検討してゆきたし、。予備務査と初

年度対象比例l哨ずる分析の第 1議定，次のような知見

をわれわれに提示しているO

すなわち，妊娠中に殺が考えていた育児様式(特に授

乳方法〉がそのまま実現に移されないこと臥妊娠に対す

る積極的・消極的態度がそのまま育児に対する態度につ

ながる可能性のあること，妊婦の様々の気苦労が乳児の

発育上の問題と関連があり，特にその環象が生後 6カ月

において饗しく顕現すること，出生時の子どもの問題

(強い主主演，チアノーゼなど〉に関する母殺の不安は，

生後 12カ月にき在っても育児への不安として残存ずるこ

と，反箇子どもに問題のない場合の母親には生後12カ月

頃に育児に対して強い自信と安定感が定義すること，生

後6カ月の時点、では，母親の子どもへの接触設と子ども

の分離不安の強さが高い相関を示すこと，強制的な離手L

のしかたや同胞の誕生が，指しゃぶりやタオル類への執

務などの習燐的行為，阪眠障害さらには身長・体重宝の増

加の停止や減少とさえ潟速していること，などであるO

時間約に前後する 2つの項目聞に，ある関係が見出され

たとしても，それをもって因果的関係ありということは

できない。議長日見は， より調査かし、分析の中からその連関

の持つ;意味が検証されなければならないのであるO

研究方法の例示の中から，子どもを取り巻く環境条件

に関した務項慢が多く採用されていて子どもの行動発達

の側簡に隠して包括していない印象を受けるかもしれな

L 、。そしてこのことは次節に述べる幼児集留への接近の

しかたと対照的である。たしかにこの終期の子どもたち

には，後の時期に比して，環境条件が箆裁的に働きかけ

るだろうけれどもわれわれが子どもの側における諸状態

の記述を軽視しているためではなく，言諮や社会的応答

伎などの行動の水準において未成熟である彼らにアプロ

ーチずる手だてが，われわれにはまだ十分でないためな

のであるO 父親への腹接的な接近をいかにしてはかるこ

とができるかという課題とともに，これはわれわれの方

法論上の重姿な課題となっているのである。

3) 資料の収集(3 ~6 歳)

日台生後期から追跡されてきた対象は，満3歳以降にお

いては，主としてわれわれ児動発達研究グループだけの

手に委ねられる。対象児を満齢6歳まで延長して追跡す

ることの必要をわれわれは確認し研究計画を史家し

た。その内容は，大婆次のようなものである。

① 各児の誕生日に近し、時点で、家庭訪問を行ない，所

定の様式で濁接・観察を実施しあわせて母子に検ままを

実施すること。

② 各事例を毎年一定の時期に実験保育室長に来室さ

せ，そこで集中的に観察と検貨を実施する νこと。

昭和45年， (初年度〉第 1グノレ{プの内10名がこの方

法による対象とされ，昭和46年にはこの10名に加えて第

2グループuの15名をわれわれの対象としてとらえること

ができた。このようにして，第3グループが学齢に透す

る6歳の時点まで追跡研究を実施してゆきたい。

ここでは， 3歳に奈るまでの各児の状慾や諸条件の様

相が，その後の子どもの発達変容のあり方とどのよう
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な関連の持ち方をしてゆくのかということについての検

討が主目的であるが，より具体的には，子どもの行動に

対する刺激統制 (stimuluscontrol)の変化に関する問

題，心理的臨界郊 (c1'itical01' sensitive periods)の考

え方，行動の安定性 (stabi1ity)と連続投 (continuity)

の問題，さらには鎖明 (phenotype)と元裂 (genotyp日)

などの時題に答えるべき有効な知見が探索されることに

なる。

以下において，この対象へのわれわれのアプローチの

しかたと資料の収集法を略述する。

①家庭訪向には，実験保育設での組織的観察の補足・

照合資料の確保とし、う意味だけでなく，次のような独自

の意味が含まれている。その第 1は 3歳tJ降の子ども

における発達変容と物理的・心理的条件の変化に関する

面接調査である。そこには，基本的生活習慣(食事・抹

消・睡眠などに遊び・交友などの社会的関係，知的情

;意的主主動的発達，そして童話の子どもに対するしつけの方

法，親子の交渉関係，父母様係・父母と他人との関係な

ど1年間の生活の変化に関する事裂が盛り込まれてい

る。第2に，母子に対する心理検査の実施がある。対

象児には問中・ピネ一知能検査と身体計泌を行ない，母

親には子ども観について調査するための両親意見診断検

査 (P心 .T)を実施する。第3に，対象児及び家庭・

近隣の言害状況についての観察の笑施がある。活動範閣を

急激に拡大してきているこの年齢の対象児の心理的生活

空間や家庭のカ動は単なる言語緩や検交ではとらえられな

い。子どもへの作用関も激増してきているし活動伎の

増大した子針の変容過程に従って家庭自体も変わり得

るのである。

このような全体的カ動的かつ関係的に展開する諸事象

をとらえるためには，その事態に入りこんでの長期にわ

たる観察によるしかないが，遺憾ながら，その観察の祝

点と具体的方法についていまだ確たるものを産み出すこ

とができずにおり，この点の整備もまたわれわれの卒急

に解決しなければならない課題となっている。

②組織的観察及び検査は，毎年大学の夏期休暇中約 1

週間を利用して，われわれの研究グループ全負〔教官

3，保育室職員 2，大学院生2であるが必要に応じて伎

の人なスタップに加える〉で，広さ約80m'の保育室と観

察宣言を使用して行なわれる。

0対象児は母親と共に各 2 日間来室し午前の 2~3

狩!習をわれわれの統制rFで過ごす。その場には毎日 5~

7名の幼児がし、ることになり，母親たちは保育窓の隅の

方に待機させられる。彼女たちは，できるだけ自分から

子どもに働きかけないように指示されているが，それは

その条件下における子どもから母観への務係のしかたが

観察の対象事項となっているからである O

。対象児のこの 2日にわたるう長室の機会を利用して，

2種類の検交が JJIJ窓にて個別法で実施される'0 狩野運

動能発達検ヨまとベントン視覚記銘検変である。前考は大

筋・小筋の活動カと協応能力，分離模倣運動カを検索す

るための務項尽から成る標準化された精神運動検査でーあ

り，後者な用いては，単純図形の記銘再生作業の給果か

ら子どもの認知的総合カの水準と様態把握を留指し知

能検査と共に対象児の知的能力の発達水準言予備の主要な

手段となっている。ただし認知的な機能額に対しては，
(44)(45)(甜)(47)

幾つかの実験的接近法も存在しており，それらをこの研

究の中で工夫することができれば，過去の資料との関連

で有Jflな笑験結果を得ることができるのではなし、かと考

えている O

Oさて，保育2さには数緩の玩具(運動・描画・ままご

と・知的活動などに使用する観点から類別したもの)， 

周年齢 F毒性の他児 4~615 と 2 名の介助者(1名は訪

問調査で濁識のある女性〉が対象児に身近なものとして

存在している。彼らはこの中て、自発的かつ自由に行動す

ることを許される。この行動が，保育主主の自立たない{民

所にセットしたTVカメラによって、 5分毎の待問見本

法で1臼3伺対象児JJIJに録画される。撮影対象児の傍に

は，隠されたワイアレス・マイクを持った介助者がし、

て，録溺に合わせて対象児の音声を鮮切に集録するよう

配慮している O

録i頭と王子行して人のそFによる観察記述がなされるが，

これは観察記述というものが連続的に生起する事象をど

の程度まで羽擦できるかということ及びその偶人差等に

ついて検討するためになされるもので込るO

O撮影操作は，事態の統制を意図してカメラの位鐙を

濁定し首ふりによって対象児念追うよう心掛けている

が，それでもなお生起事象の把緩に限定が伴い，堅持らか

に爾像から見取れない事象で対象児の行動に作用してい

るものがあり操作の技術的問題として検討を要する。今

一つの問題に対象の拡大撮影と撮影偲所の問題がある。

前者は闘像が拡大された場合の効果とその際に捨象され

る諸事象に関する問題であり，後者はこれと関連するが，

麟像から対象についてわれわれが下す評価の手がかりに

関する問題である O これらの問題は以下に述べる観察室

での録街iについても同様であり，資料の収集法として使

用される機器の技術的問題は，時間見本法によるやり方

が，はたして適当であるかどうかも含めて，十分検討さ

れなければならなL、
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。対象児は，来室2釘自にf手続とともに小遊戯室へ導入

され，母子の主任る位援を指定されるほかは自由にしてい

るよう伝えられるo部屋は片面鏡(one-sidell1irrorHこ

よって隣りの鋭祭室より観察できるようになっており，

玩ゑ欄(中に保育室にはない一定の道具を入れておく)• 

大黒板，机・椅子などがあり，広さは約20ばである O 部

屋の上古11に，向い合った形て、TVカメラ 2台(電動旋回

装i援・ズームレンズっき).天井ヰI央に高感度マイクロフ

ォンが設置されており，それが30分間の室内の母子の行

動をつぶさに追跡する。これらの装践は隣室のス夕、y ブ

によってコントロールされるが，カメラワイパーにより

2合のカメラの別々の映像を問時的に録溺ずることもで

きる。このような母子2人だけの総ttingの中での諸行

動及び母子関係〈特に母親行動〉の詳細をとらえようと

するのがここで‘のi玄関であり，このような観察の中から

見出される母子関係の務指僚を洗練して，関係行動の明

確な記述とその尺度化を図るのがわれわれの目的であ

るO

しかしながら一方，的磁な資料の収集をしようとする

ために，観察の条件を統制してゆくにつれて対象(特に

母殺〉は防衛的となり，普段とは違う行動のしかたを

示しそれが子どもに反映するとL、う印象をわれわれは

持っている。一定の条件下での対象の緊張や不安の様棺

はそれ自体として研究される価値があるが，われわれの

課題は日常広汎かつ累積約に膝関されている半ば平凡で、

あるが重要な現実の行動の姿な知ることであり，臨界

的事態における行動はそのこととの対応ではじめて意味

を獲得することができるのではなし、かと考えるのであ

る。

昭和46~~，第 1 グ、ノL ーブ10名の対象が待び観察の対

象として米議した。前年とほぼ同じスケジューんが実施

されたこともあってか彼らはどの settingでも，前年の

ような緊張や防衛約機えは見せていなかった。彼らがそ

れぞれこの 1年間の変化・不変化の諸特徴をわれわれの

限前で素直に示してくれたことが，われわれの次への飛

緩の自信となっているO

3 幼児集団への接近法

幼児..!f!.幼児期と同様に，幼児後期・学童鶏における

個人も，生活系譜の中に人としての績の裂が実現される

に護る重要な時期として機能的な傾{直を持っている O す

なわち，この年齢段階(懸年齢は発達ということの基準

たりえないとする考え方もあるが〉における心理学的生

活が示している姿とそれらの結びつき，及びその条件を

切らかにして，前後の段階におけるそれらとの関連を探

求ずることこそ児童発達心理学の課題そのものであり，

ここに精神発達という観点がとりあげられることにな

る。

われわれは，精神発達の究明言ど企てることのためには

心理学的生活の起源に立ち戻ることが必要であることを

強調してきた。それは過去数年間に:e:る幼児集団へのプ

ブ口ーチに関するわれわれの反省に由来するものでもあ

った。しかしわれわれは‘そこて、の資料を新たに開始した

縦断的追跡事例から得られる知見によって待機成し分析

のラインに乗せることができると考えているので、ある。

前述したように，この公的な幼児教育を受け得る年齢

の対象に対するわれわれの研究の究種目擦は，現実的な

怠味で強く喜普請されている保脊問題に対する 1つの値i答:

を用意することであるが，われわれにあっては未だ組織

的な保育実験が実施されていない。より正確には，幼児

の行動現象の記述と諸条件に関する調査とL、う水準にと

どまっていると考えてよいだろう。

1) 集団の編成と運営

昭和42年，それまでの施設の運営を改変し4-5歳の

幼児約30名をもって幼児集団を織成した。選定条件とし

て，施設の近隣在住で綴が送り迎えできること，年長・

年少及び男女各i可数を維持すること，子どもに関しては

2 :寺三問者E溺しその後の 3カ年は転居予定がないこと，知

的・情緒的に著しいi嫁幸容を持たないことなどがある。入

閣後の調査や検査についての裁の了解を確保する配慮の

あることは勿識である O

認可されていない保育施設であり，施設予算は全て講

座予算で、まかなわれているが，常に幼児教育の資格を有

する 1~2 名のスタッフによって，選 5 日間保育が実施

されている。

昭和46年度ic:"，広さ約200nfのE室内安閑とそれを上

回る屋外遊戯場を使用して保育が実施されてきたが，そ

れ以降は新しいが狭い実験保育議への:移転を余儀なくさ

れ，子どもにとっての生活空間の物理的広さの主重要性を

痛感させられている昨今である。

保育スケジューノしとして，事!!l9s寺から約90分の自由保

育とそれに続く一王寺保育の突施があるが，観察や測定は

ほぼ前半90分の中で実施する。 隔週に，保育家と研究グ

ループ全員によるその期間中の運営方針と保育計療に関

する討論が持たれるが，その中で保育実験の予備的な試

みについての検討もなされ，潔題への見当づけと幾つか

の試みの実施も考えられている。

また，保育者は調ままとは別に独自の家庭訪rp~や部援を

行ない，研究者集問と母親集団の間で毎月実絡される漆

絡が討論の例会に加えて，幼児の教育問題を中心に保護
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者と草野な連絡を保っている O

このような保育実践が， このフィーノレドの確保・維持

のための一本の大きな柱である。

2) 資料の収集

① 主主育史認査

入額と問符に，保護者との宮古援によって家主主歴を含め

て対象児の現在までの生育状況の詳細を聴取するO その

ための項尽の選定は Gesell.Bakwinら及び Mussen

に依っているが，大枠を縦断的追跡事例の調査項目に一

致させるよう配慮した。

②行動記録

保育の場において顕現される俄々の対象児の行動につ

いて，実施される保育プログラムや教師及び他児・対象

物との対応の様式で保育者により逸話的に毎日記録され

てゆく O 記録方法の検討のために，数人の観察者による

記録と比較照合することもあるし，記述のみに基づく人

総像の評価を直接観察に慕づく結果と比較検討すること

もある。このように行動記録のとり方は，様々の角度か

らの検討の余地を残している。

③訪問調査

子どもの行動のしかた及びその解発維持重要閣の発見の

ために，親子ともの夜~時に家庭の観察調査を実施する。

調査対象は，家庭・近隣の物理的心理的状況(建物・家

兵調度・遊び場・家庭の開放性活動性，明るさ・安定感

などの券関気).親子の具体的関係(接触愛・殺の干渉

圧力・支部・子どもの要求の種類と強さなど〕である。

この資料に送迎時などの観察所見を加えて，親の子ども

に対する態度言平価(愛情表現・不安・能力要求の潔解

度・保護・指示命令などの数項目で〉を行なう。

③ 検査，測定の実施

この期の幼児の成長速度を考慮して，主主体計測が一定

の日時に実施され，運動能力発達検査(年 1問〉と幼児

用体力測定(年 1間〕とあわせて，対象児の身体運動産百

についての発途相を考祭するための資料となる O

知能検交(田中・ビネーまたは WPPSI)と精神発途

質問紙(津守・稲毛〕は，知的・社会的側面の発達の学

童綴までの追跡資料となるもので、ある。

⑤ 行動言予定

この内容は次童書でやや詳絡に検討されるが，各学期終

了時の各児の行動をもとにして笑施され，行動の包括的

評価とその変容過程を明示することを目的としているも

のである O

このほか，雨抱関係への接近の手立てとして，努めて

弟妹の入観を促進してきたが数としては多くない。また，

父親への接近の婆がわれわれの討論の中で、常に強調され

ているが，現実に切り込んでゆく糸口が見つけ凶せない

でし、ることと，肉親の知能・人格検査を実現に移す可能

性について考慮中である。

3) 学童期へのフォローアヴブ

われわれの保脊家で2年間の生活を終えた対象兇は転

居者合除いて，ほぼ全員同じ小学校へ入学する。われわ

れは彼らを小学3年時まで以下のような方法により追跡

する。

① 夏期 daycamp方式

学校の夏休み中の適当な時期 (8月上旬〉を利用して

彼らを呼び出し3日間(午前中〉スタップをまじえて自

由に遊ぶ。 1 自につき 7~8 名の児童について 5 日間の

観察が，この中で続けられるO 参加児会員の行動が 5分

単位の時間見本法で VTRに反復集録され，われわれの

観察所見と合わせて，幼児期におけるのと向じ内容の行

動評定尺度による評価にのせられる。

② 検査の実施

day campの時間中に，別主主において知能検査と運動

能力検査が実総される。前述したが，追跡的研究の一環

である。

このようにして，現在まで保育室長を83名(男42.女41)

の子どもたちが巣立っていった。そのうち，転出やその伎

の事情により15名が追跡できない事情にある。しかし

それにも増して，昭和44年の大学紛争に際してこれら対

象児の資料のある重姿な部分を紛失したことが，われわ

れにとって悔まれてならなし、。

以上において，われわれが児童発達研究の対象とする

2つの集団に対するアブローチのしかたの大婆について

述べてきたが，その中で一葉して強調してきたことは，

対象のとらえガすなわち方法論の前提部に関する再確認

と，観察児童研究方法論に関する級かな検討の必要につ

いてであった。

既成の検査法や誤ij定技法を用いて対象に接近しつつ

も. れこの方法では， ~ 、かにして対象を抱え得るの

か?¥¥ . 明この{霞や類型は， どんな心理事象とどのよう

に対応するのかれ、等の長男し、かけが不断にあったので、あ

る。この観点は，われわれに研究の出発点に立ち戻るこ

とを婆求している O すなわち，われわれの方法論の確定

が急務なので、あるO
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第4章資料の分析法

一特性評定法 (traitratings)の検討一

第 1主主において，観察児童研究法が概話され，第3室主

において資料収集のための記録法・時間見本法ならびに

録画装i設などについて述べてきた。

音声(1ivesound)が的確にとらえられている録磁

(sound motion picture)においてさえ，操作技術の問

題など検討を主要する点があるが，それは観察研究では全

ての可能な記録のやで最善のものであろう O なぜ、ならば

それは行動系列 (behaviorsequence)とそれに対応し

問時的に存在する諸条件 (immediateconditions)を全

て保存するからである。行動は，時空間において部分的

に分割して研究することができない程の速度と範囲で生

起しj当選する。それは単一な観点からでさえ観察によっ

て十分担援する以前に，出現しそして消え去ってゆくこ

とがじばしばなのである。

しかしながら，録闘はそれ自体では科学的所産とはな

らなし、。それは了度逸話記録や見本記録と問じであっ

て，行動に関するナ?の材料を保存しているとL、うだけ

のもので，分析の手が加えられないままであれば，そこ

からは何も発見されなし、。資料収集の手段は，以下のよ

うな場合に限って行動発達研究においての科学的発見の

道具たりうるとわれわれは考えるのであるO

第 lに，記録や録留が行動発達現象に関する代表的標

本 (representativesample)を句会していることと，

第2に，分析の手だてがこれらの擦本から科学的用語や

愛的用語に従って一般化されるような整った資料 (uni-

form data)をひき出した場合である。ここに，第2家

で論議した，対象のとらえ方〔用語とその定義〕の問題

及び記述範鴻 (descriptivecategory)の検討の要が存

するのである。

自然的に生起する殆んど無限ともいえる乳幼児の行動

の範癒と種類の多様さは，記述範鴎に対して殆んど無限

のチャンスを与えている。どんなカテゴ 5ーが使用ざる

べきかは，対象とする課題の性質と実践上及び理論上の

関心に添って異なるものであろうが， Wright I土記述カ

テゴリーを次のような 3つの主要な次元に対応させて明

確化しようとしている。

(第1の 次 元記一 1 objectivity) 

第2の次元…心理学的務縮性 (psychologicalspeci-

ficity) 

第3の次元…理論的統合性(theoreticalintegration) 

彼は，観察児主主研究の記述カテゴリーをもこの 3つの

次元それぞれに対応させてその水準の高低を評価するこ

とができるが，この全ての次元上において高水準に位置

っかぜ得る研究は，それが理想ではあるけれど，現実に

はまだ存在しないとしている。

確かに，自然的に生起する諸事実は無数で、多様かつ複

雑であるが放に，それを明緩化するよりも問題を提起す

る方が~かに容易である。耳重論から論理的に由来すると

ころの真実の意味を有する仮説は，このジャングルのよ

うな領域では理事易に入手することができなL、。これらの

諸事実間の手ま意味な議関係を発見する篠喜容は，それらを

JlJ(約するための記述カテゴリーを構成概念との関係で明

確に規定し表現してゆくことによって増大してゆくこと

になろう O そして，それらの槻念はれ特定の学派、、に厳

したものである必要はないということはいうまでもな

L 、。

1 特性評定法の採用

われわれは，乳幼児の発達現象へのアプロ…チの第 1

歩として子どもの行動に関する現在的諸相の把握という

点に焦点を定めた。自然的に生起する行動事象の多面約

把握と分類，構造化そしてその時間的事態的推移の究明

が目的である。以下に紹介される評定尺度は，以上のよ

うな目的へ到達するための資料の分析法の一手段として

採用されたものである。

1) 採用の論拠

検査法や観察法によって得られた資料は，数E量的に把

揮することもできるが，直接に数の系列を付与して宝量的

に処理市ずるよりも質的な表現を用いて表わす方が便利な

場合がある O 研究が出発点にある時の対象事象の類別や

全体的分脈内での誘導象の関係的位鐙の明示を必華客とす

る場合，殊に対象の諸側面が相互に密接に結びつき，時

空の変遷によって現象裂が著しく変容してしまうような

場合である。われわれが対象としている乳幼児の行動や

人格・発達現象には，まさにこの穫のものが多く含まれて

いよう。しかしこの質的なものでさえ，時にそれは透

く・近く，あるいは強く・弱くというような表現を用い

て， どのようなところに位霞するかについて務らかにす

る必要がある。このように，評定法は蕊接数録的取り扱

いのできないような対象について，一定の規準に従って

観察記述し，評価を下すものである。〉

乳幼児に対する心潔学的接近法において，心理検査法

の使用にはいうまでもなく大きな限界がある。また，観察

法としてよく使用される時間・毒事象見本法はそれなりの

成果を収めてきたが，対象を意図的に限定せざるを得な

いために，把握ざるべき心理事象の分断的限定を伴って
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L 、る。

問題は先ず，このE寺期の子どもの心理的生活におい

て，何がZ重要な変数であるのかということ，そしてそれ

と他の変数との連関のしかたはどのようになっているか

ということなのである。このことの笑現のために，われ

われは児支心理学の最もプリミティブな技法の検言すから

開始する。常識的日常体験的な問題を含めて検索すると

ころから始めて，方法を洗練させてゆきたし、。その過程

で，よきにつき惑しきにつけ各方面で使用されている評

定技法に対して侠惑に検討し，妥当な方向を主呈示するこ

とができれば孝だと忠、う。

2) 評定法 (ratingmethcd) 

評定法出仰は主， 宵く矯沖物理学や精船?神車附時関測定と品計弁に

米は突験美学的方法として考えられ存老復匡してきた口 E現誌主在E 

でで、はそれが自情育重動志.態度・知能をはじめ社会心理学的事実

の研究にまで適用範慰を拡大している。

子ーともの人格行動の評価技法として1930年代から，ヨミ
(50)(57)(50) 

にアメソヵにおいて数多く考案使用されるようになり，

現在では Kochの出生順位などによる児童の行動の比較
(5，) 

研究や Searsらによる幼児の攻嬢伎に関する研究など，

限定された対象や行動傾性に対する評餓技法としても多

く使用されている。

笑践的方街での使用のされ方は爆発的ともいえるほど

で，学校における生徒の行動評価，企業の緩mや人事管

理の規準として，あるいは軍隊における配鼠のための主

要な方法として，個人的な記述による推せん状などと合

わせて用いられている。一般に，入院界においては個人

が他人に対して抱いている関心の度合いに従って，雑談

や縛の中においでさえその人なりの規準に則った品定め

が際限なく繰り返されているもののようである。

心理学の中で使用される評定法の最も一般的なパタ

ンは，一定の数詞や形容詞を含んだり，あるいは水準や

度合いを表示する記述・特性名のセットを具備してい

て，評定者は 1人あるいは多数の人物(被評定者)に関

して，最も適合していると考えられる数，文字・形容詞

をあてはめることによって評価をすることになる。

例えば， リーダーシップとし、う特性に関する評価につ

いて，アメザカのある企業の人事部が使用している評定

は次のようである。

全然ない。 追従

者である自分の

方法が最良だとし

ても他を説得する

ことはない。 口i 口 口

完全なリーダー

である O 人は喜ん

で彼に従う。いろ

いろな事態で尊敬

されている。 ロ
評定者11，このような記述内容の該当個所にチェック

してゆき，このような諸特性の評定から，次のような総

合評定がなされる場合もある。

j この人の総合的な現在位援を以下のスケーノしにのせ

て下さL、。

評定法の形式には様々あって，評定尺度法 rating

scale method (点数式・図式・記述式評定尺度)，擦準

尺度法 methodof standar・dscale (人物比較・嫡写対

照法)，得点法 meth')dof scoring (照合法・人物推定

法).等級法 rankingmethod (品等・対比較法)，選択

法 methodof choice (分類・強制選択法〕などが包含

されている。この内，評定尺度法と標準尺[f.法に含まれ

る諸方法は仁:Ombsによれば名義尺度 (nominalscale) 

の範思議に入り，対比較法や等現関爾法，品等法などは鍛
(61) 

位尺[f.(ordinal scale)に含まれるとされている。

Stevensによれば，名義尺度では頻数・モード・定性

相関を， /1原位尺度では中央線 -s分段階・ 1鼠位相関によ

る数主主的取り扱いが可能であるとされる。この昔話j践を越

えて計最 (measurement) に用いるとすれば，あらか

じめ何らかの仮定を設けて，その上ではじめて数設的取

り扱いを入れてゆく必要がある。これらは，われわれが

評定結果を処理しそれをより洗練したものとしてゆこう

とする符，再度主主重要なものとして登場してくる問題にな

ろう O

われわれは，子どもたちの行動特伎の評定を品等法に

従って実施した。幼児の行動の全体的措写のためにであ

る。その結果に関与する様々の望書留を詳しく検討してゆ

く中で，幼児の人格行動の真実の姿に近接してゆく道が

聞けると考えるからである。

そしてまた，われわれは母親の子どもへのかかわり行

動を，一定の観察事態における関係行動の録画に基づい

て評定しようとした。子どもと諸条件との棺1i.的関係の

分析へ志向する一つの手立てとしてである。

採用した評定尺度は，一次元上の言者属伎に関する相対

的位授の比較がその中心的内容であるが，われわれはあ
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る他人の全ての行動要素群が他の人と等質の次元で相対

的に比絞したり，数E量的に処理することができるとは考

えていなし、。この研究の第 1段階として，幼児集団にお

いて共通で比較可能な行動特性に関ずる位援づけとその

分析を窓関しているのである。

3) 特性評定尺度 (trait向tings)

幼児の人格の各側部における発達水準や特徴を把握す

る方法として，検討の余地は残しながらも，身体運動的

機能荷と知的機能面に演しては擦準fじされた諸検査が作

成されているO しかし，社会的・情緒的・主主主主的とでも

いえるような仮u閣に関する評価技法に関しては極めて心

綿いものがある。われわれはこの分野に関する有効な評

価方法の現実的必要から， 1962年にゲゼノレ児童発達研究

所の Walkerによって発表された幼児・児家の行動特

性評定尺度に着限し使用し守主ている。者芸米に内窓戸

掲載するが，これはConrad‘ Murphy， Cattell， 
wr (6M) 

Sheldon， All portと Vernonらの行動評定尺度や人

格特性記述に依拠した 64の境問から成る尺度構成であ

る。各項白(行動特性〉が雨緩記述(内年警は特伎を構成

する行動婆素)方式の 7段階評定形式であって， Walk-

er らは 2~5 歳の77名の幼児群に対して 4~5 名の評

定者による評定を行ない，項目別・年齢別・性別及び全

体に関ずる評定者間一致度〔信頼性〉の検討を行なった

結果， 13苦手の項目を除~全てについて信頼性が確保され

ずことしている。

彼は，この63項目の評定結果をまとめて，各児の人格

構造特徴を包括的に示すために63変数間のテトラコリッ

グ相関の統計処理と捻詰命令まじえて， 45項目から成る 9

つのクラスターを導き出した。各クラスターは 1つを除

いて 4項目以上の行動特性から構成されていてこれら

の項目内容を踏まえてクぷ戸ーの命勺!なされZTT
る。それらは， Gui1ford， Thurstone. Sheldon， 

Diamond， Cattellらの人格気質特性や関子と類似・対

応ずるものが多いようである。

この尺度は，詳綿なf議綴投・妥当性の検討を経たもの

ではないし，文化的風土の異なる地域でそのまま使用で

きるともわれわれは考えていない。しかし，われわれの

研究目的との対応で，この尺度が持つ内容の設かさと適

用可能性の放に，われわれはこれを使沼し洗練して行こ

うと考えるのである(資料1参照)。

4) 母親のかかわり行動の評定

子どもの行動に作用する諸条件の抱援とそれらの相互

作用〔関係)に関する分析は，子どもの行動や人格像を

とらえることと筒様に重要なことである。われわれは当

面，子どもの人格・行動を務理することに力点をおいて

いるが，それが時間的・空間的な刺激条件の変化によっ

て左右され変容する言者側溜も多いとなれば，子どもを取

り巻く諸条件に対する考察をなおざりにできなし、。その

ような状況においては，われわれが抱援しようとする行

動制土，一定の水準での議条件の変化に比較的左右きれ

ない安定的な行動傾向であるといえよう。

この時期の子どもにとって，行動に絞も強い影響を与

える刺激統制カをもっ環境条件はいうまでもなく母親で

ある(その関係のあり方が，精神分析論の主張する情緒的

結合によるか行動主義のL、う刺激一反応連鎖によるかは

別にして)。他方，母親もまた，子どもに深く関与し動機づ

けられているが放に，子どもの行動によって強く行動が

支配されもする。この関係の様相，フィード・パック機

構を明らかにすることがわれわれの目的の一つである

が，そのために現実の関係行動の中での母親の働きかけ

について切らかにしたいと考えた。縦断的追跡事例の遊

戯室で、の母子関係行動の録商がそのための材料である。

方法として， 12の項段からなる全般的な働きかけ行動に

関する 5段階評定尺度と母親の言務的かかわり行動〈言

語長・種類・品詞・文章の長さなど)の評傾分析法を採

用する。前者の評定安呂は， zmich72ら母子関係行動チ

ェックリストを参考にし，われわれが尺度化しようとし
(9) 

ているものであり，後者は Hessらの5経験的研究に示唆

を受けている。前者の内容を資料 2として論文末にのせ

である。

2. 疋確な評定を実施するための諸問題

評定は，裁も日常的・常識的な水準の直接的体験事委員

に関する類別や評{腐を含むので，評定を通じて偶人の妥

当性のある給架を獲得するためには，多くの検討すべき

問題がある。
(73) 

Thorndikeらに従えば， この問題は次の2つの種類

に分けられる。それらに含まれている様々の要因は，評

定の笑施に際してある穣の煽りを介入させるように作用

すると考えられるものである。第 1群は，評定者の評定

実施意思 (wi11ingness)に作用する言語要因であり，第2

群は評定tこ限定的に作用するところの主として評定者以

外に存在する諸要阪である。

1) 評定者の意思に作用する議要因

評定の結果に落度があった場合，それは完全に人隠の

限界であると考えられがちであるが，それは必ずしも正

しいいい方ではない。そこには，調整可能な次のような

2つの条件が存在していると怒われる。 1つは，面倒な

作業を遂行することへの評定者の心理的抵抗であり，こ

れは被評定者の数が多い場合や，評定作業が複雑であっ
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たり，作業主量が緩端に多い場合に生起し易い要図であ

る。つまり，評定実施への評定者の動機づけに関する問

題である。

今lつには，評定者による評定対象への同一化(identi-

fication)の問題がある。評定者というのは，被言平

と心理的に近い関係にある場合が多く，そのために評定

にある種の歪曲が持ちこまれるということが起き易いの

である。第2次大戦中，アメリカの政府機関で上司によ

って評定が実施された時，被1pf1定者の大部分が"非常に

秀れている (excellent)"ということになりなかなか

よい (verygood)"という記述は不満足を意味するもの

となりふつう (satisfactory)"とL、うのがもっとも不

満足な人に使用されたとし、う誌があるo

Allportは，他人をIEしく判断できる人の特徴として

次のようなことを挙げている。人間の多様ざと複雑さに

ついての塁是認な経験・被評定者との類似役・知能の痛い

こと・自己洞察・複雑な人柄であること・非社交的傾向

(detach111ent)などである。

評定に関与する評定者自体の諸婆図は，観察・実験事

態におけるそれと合わせて深く検討さるべきであろう。

2) 詳史実織に限定的!こ作用する外部的諸要因

評定者が，十分動機づけられていて竪笑な判断を行な

うために全力を傾注している場合で、さえ，その判断の妥

当伎を限定するように働く沢山の要因がある。

第 1に，評定者の観察機会の限定ということがあり，

評定さるべき人物の判断のための十分な主主務となる有効

な接触蚤に関する問題と，言平定すべき特性に隠して広い

観察機会が確保されているかどうかの問題が含まれる O

これと関連して，次のようなことに翻意、しておく必要が

あろう O つまり，役割の逢っている人は非常に逢った側

商を見るものであるということである。大切なことは，

当該の行動を観察するのに最高のチャンスを持った人は

畿であるかということを常に問題にすることである。

第2に，言平定さるべき特性の内潜投 (0即日rtness)の

問題である。顕在的 (overt)な言者特性に比べて不安

感"問自己充足役"など内約個人的色彩の濃い言者性質

は，外部の人によって評価されることが大変むずかし

い。内的葛藤や緊張で表拐に出現するものは数少ない

しそれらが外在化された場合，しばしば仮装した形を

とる。多くの心理学的洞察と結びついた般人に関する十

全な知識のみが，顕在行動から彼の基底的内潜的カ動伎

をおーつ議性質を捻論ずることを可能にさせるとされてい

る。

第3に，評定さるべき特性次元の意味の暖昧さの問題

がある。用語が現実から遊離して抽象的になってゆくの

に比例して，評定者間に意味の受け取り方の違いが出て

くる。評定さるべき特性に関して用いる用語の一様な具

体的定義と記述説明の要があるわけで、ある。

第4に，評定者の判断の枠総の規準に関する問題があ

る。使用されるカテゴリーセット・数字・文字・形容詞

などに，いかなる規準で被評定者群を配分するのかとい

うこの問題は，深く考察すべき重重大な問題である。この

改善のために正放の形て司分配させようとする試みやその

他の強制i的選択方式が採用されてきているのであるが，

結果の数愛的処理の可能性ともからんで，この具体化の

方向は深く検討されなければならなし、。

第5に，評定者弱体の特殊な煽りについて述べておか

なければならない。われわれの今までの諸経験が，われわ

れの中に好き嫌いの区分けや人の性質に対する侭別化し

た解釈の布援を作り上げている。これらの偏りが，人につ

いてのわれわれの印象形成を助長し，またー彼に対するわ

れわれの対応の全ての側聞に彩りを与えている。 Bru・

1J71ゃAsZ〉の人を判定する時の手がかりに関する実

験的な知見は，この問題の議要さを強く示唆しているも

のである。

このように，評定は評定者の側における問題だけでな

く，その形式や内容の構成のしかたに関するかたよりを

も強く反映するものである O

3) 限定的要図の作用の結果について

以上に述べたような，評定に作用する限定約要因の効

果は，信頼性の低さとか評定法の基本的妥当性に関する

疑点とL、うかたちで評定結楽にある種の歪みを持たせる

ことになる。

結果として，第 1に評定結果がそのスケールj二で高い

(より寛大な意味内容の〉位霞の方向に綴ってゆくとい

う一般的な傾向を持つようになる(寛大の誤差-The

generosity elTOr)ことがある。評定者自の暗黙褒の人に

対するf哲学がそのことをさせるのであるが，評定者はあ

とで自分の評定対象者群の大部分が平均以上であるとい

う矛盾に気づくのである。党大の誤差が全ての設定者に

同等に{動いている場合は，結果な読む時の規準の移動さ

え~られればそれほど大きな問題ではない。より複雑で

大変なことは，評定者各人の寛大誤差の度合いが異なる

という点にある。このような偏りの是正のための工夫こ

そ検討に俄する議婆なことである。

第2に，綿々 のさ実g特伎な区7JIJしないで全体的な一般

的印象や他の項目内容に存在するはずの彩りを加味して

特性を評価する傾向のことで，後光効果 (haloeffect) 

といわれて従来から問題にされている事柄である。これ

は評定者と被評定者とのかかわりの限定，被評定者に対
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する評定者の倒人的な好みという煽りの介入，個々の特

性に対する評定者の重みづけ傾向などは全てこのタイプ

の誤差を生じさせることに関与するといわれている。

4) 評定結果の信頼性に関する問題

従来から，評定法では評定者間信頼伎が低いというこ

とがし、われていて，従って結果の誤差の問題は言平定する

人の問題に還元されてきているように思う。

Symondsは，評定法を使用した沢山の研究結果を総

覧し，伝統的なタイプの評定法で2人の評定者間の信頼

性総関僚が大体 50であるといっており，現在でもこの

結論を変更させる適当な理由が見当らないように，思う O

しかし被評定者に対して同等の知識を有する沢山の

評定者を確保できるとすれば，評定結果の誤差が相殺さ

れて信頼性が穏当に向上されてゆくとしているし，特伎

の具体的かつ明確な定義と記述・判断カテゴリーの洗練・

強制選択方式の採用などの操作によって，イ言様性は相当

に向上され得ると考えられている。

信頼性の確定と妥当伎に対する探求のための方策とし

て，評定法に関する反復信頼性(訴定者内一致〉の検討

がある。これは，その重要害性に反して実施検証の手続上

の難しさのために一般には殆んど考察されていなL、。録

画された材料を使用して，この問題はわれわれの検討の

対象となるはずで、ある。

5) 評定結果の妥当性の問題

評定者の偏りと評定結巣の依頼役の不足は，妥当性の

低 Fに明らかに作用する。しかしながら，評定結果の妥

当性について統計的検証を何らかの形で笑施するのは非

常に閤難なことである O われわれが評定法に依拠しよう

としているとLづ事実が，問題になっている対象の泌度

として他に利用できるものがないことを意味している O

つまり，評定結果を検Z託することができる他の何物かが

われわれにはまだみつけ出せないのである。そして一方

では，評定法が心理検査や実験結泉の妥当性検誌のため

の方法として使用されることも多いのである。

評定法が予演目的な手段として処理され検討される時

に，妥当役検証のための一つの遂が繍かれる可能性があ

る。評定がある場合最も妥当かつ科用に値する予il¥tl物で

あることが，アメリカにおいてなされた軍務に服する能
(17) 

カに関する評定研究の中で示されている。

上智とi湾僚による信頼性の高い評定結果が得られた

が，これと朝鮮での戦いの時の兵隊たちの戦いぶりに関

する予測的妥当性係数は .50であった。このような事態

においてはかなりの妥当性を有することが理解できるだ

ろう。

次節において，われわれの評定結楽に対する分析の祝

点を定位したし、。子どもの主要な人格行動特伎の正確な

抱滋のための用具の作成をめざして，今後なされる詳納

な検討の前提としてこのことをすすめるのである J

3. 特性評定法検討の視点

一一評定結果の評定者内に制する整合性・一貫

性と判断の手がかりに関する問題一一

特性評定法が， 2つの幼児築関(縦断的追跡事例と幼

児保脊集団〉に適用されていることを前述した。前者l土

約45分間にわたる録i磁素材を用いて， 5~8 名の評定者

によってなされるo 2 名の評定者~1，乳児期から対象児

に対する観察機会を有する者 3名t工組織的観察事態で

の観察機会のある者 3名は録画以外での対象児に関す

る情報量の強く限定された者で、ある。後者の評定には，

対象児に関する直接的観察機会の主主箆な教師 2名と，行

動記録のみにもとづいての評定者 1名の計3名である。

学友の対象に関しては，霞緩観察者 2名による評定と録

断言葉材のみに基づいての 2名の評定が行なわれた。

このような評定実施の方法における多様さは，様々の

角度からの評定法の検討の必要書を予想してのことであ

り，前節で、述べた評定法実施にかかわる諸問題のJ主体的

解明と，あわせて，この方法との対応での妥当な資料収

集法(観察・記録技法， VTR技法)の水準の確立を窟:

関するものである。

1) 分析の前提

第2掌において，対象のとらえ15の基本的問題につい

て論議したが，心理的事象もそれが科学的に分析・明示

されるための手立てとして，数盤的処理が施されること

が主主も理想であることに大きな異論はないであろう O

評定の結果も数字の形で表わすことができ， しかも数

字はそれ自体としては比例尺度である。しかし，結果と

して数量が得られたとしても，それと心玉虫的事象の内容

との聞にどこまで向型(isomorphism)の関係の成立を

認めることができるかについての前提が十分保註されな

い限り，本来の数字としての意味は生きてこない。

この点に関して，王ilJ誌は心理学の対象における測定の

間緩!生という綴点から，次のように述べている。"心潔

学において，多くの場合対象は測定者にとって綴測の彼

岸にあるといえる。測定者は，測定対象をあらかじめ直

接見ることも，また，それに計穏を見ながら当てがうこと

もできない"。

われわれの対象としている乳幼児の人格特性ないし行

動の回定的安定的傾向とか，発達的現象はまさにそのよ

うな対象であろう。同様に，また，皮!欝笈気ff!tt(GSR) 

-130-



乳幼児発達研究法の探究

や脳波 (EEG)が実施された結果として物理愛で示され

るものも，それ自体で、は心理学的主主味を持たず，その重量が

対象である心理事象との対応でいかなる尺疫にあると見

なすべきかは，また， !ij!j鯛の考察を要するものである。

頻度や持続時間，強弱などで示された結果の数値が表

現すべきものの究極は，それを生み出した背後の機構の

心理学的特性である O この場合，直接に見ることのでき

ないこの特性は，それがはたして測り得るものであるか

も分らず，対象に対しての道具の民感りの刻みが合潔約

であるか喜子かも'FU然としない場合が多L、。

このような問題に対して，直接続部震を離れた測定目

擦(対象〉を認めなL、とL、う立場~取る人もいる。この

緩端な場合には，テスト得点、をもって知能とするという

ように，測定の操作結果の愛で対象の特性(の度合〉を

定義することになる。

しかし， このように使主主的に心理学上の概念を構成す

ることは，技術・操作主義に隙り，本来の対象を限定

し，対象からかし、離してゆく方向を認めることになるの

ではなし、かとわれわれは考える。この観点に立つ時，結

果の数値から多少とも離れた所に探求問擦を指定するこ

とになり，その場合，結果と対象との対応関係に関する問

題が検討すべきものとして出現することになる。そし

て，この測定・評価の妥当性の問題こそが，対象におけ

る機構の把握とL、う究滋の日擦へ到達するための，われ

われの方法論上の中核的諜惑なので、ある。

心環事象において，われわれが直接観察で、きるものは

ov巴rtな行動である。そして，その行動は時空の流れの

中で無数に存在するoWalkerは，これら倒々の行動群

の中であるまとまりを持ったし、くつかの具体的行動を要

素とする，比較的安定的な行動傾向として行動特性〔各

項目〕を措定しそれによって構成される人格気質特性

(クラスター〉を導き出しこれら宏もってパーソナリ

ティーの操作的定義としているように思う O われわれは

これに構造性とカ動性(第2主主〕を加味してパーソナリ

ティーを考えたし、が，特に乳幼児に隠して，これは今の

ところ観念的なもので、あって，実証的知見を包含した乳

幼児の人格構造に関する包括的理論体系が現在のところ

存在しないことはl前述した。

評価や検査結果の理論的妥当性は，実証的知見を数多

く含んだ理論体系の中に組み込まれている構成概念との

対応で検討される必要があって，その確保のための努力

は一方で統けられるべきであるが，われわれは，従来の

この鎮域における言高知見の中から妥当性の保持を予想さ

せる人格・行動特徴に告書する概念や用語を暫定的に踏ま

えて，経験的に得られた結果を使用しての分析(緩験的・

統計的妥当性の検討〉な行なう中から，府議や概念を洗

練させてゆき，そのことの反復笑施の過程を通じて妥当

性の問題に殴答を与えるという方向をとりたいと思う。

しかしながら，妥当性に肉泊してゆくためには，われ

われの使用した特性評定法の場合，まず正確な自主主にな

るものを磯立するためになさねばならぬいくつかの検討

課題がある。

2) 検討の視点 1(結果の評定者内安定性)

人の特性について，人である評定者が何らかのしかた

で栂綴し一定の様式に従ってそれを記述・評価すると

いう評定法のもつ一般的性格のために，他の実験装霞，

テスト用具のように安定した総菜を産生し得ないという

向題が指摘されている O つまり，人としての評定者が"完

全な分析装霞"たり得ないとL、う理由からであって，そ

の繰りでは評定実施過程において評定者は変数的存夜の

域を出ていない。

前節で、ふれたように，一般に評定者は評定結果の有効

性を限定する主主喜な原因として考えられており，主主体的

には光背(後光〉効楽，寛大の誤差の担い手として意味

づけられている。確かに評定のプロセスにおいて，評定

者の性質や被評定者との相Ii的関係から生ずる問題によ

って結果が影響を受けていることは否定できないけれど

も，そのことが直接的に評定法というものの有効性に関

する否定的絞拠とはならないと考えられる。

上記の問題は，大別すると，ひとつには信頼性の低さ

の指摘として現われ，今ひとつは妥当性の低さの指摘と

して提起されているO 官官者の指摘は，主として評定者間

における結果の一致疫の{尽きとの関連で問題とされてお

り，評定者間の評定結果のずれにその論拠を求めてい

るために，倒々の評定者の結果から読み取れる以上の

n巴gativeな理論づけになっているきらいがある O

われわれが評定法を問題とする時，伎の研究者と同様

に，なによりもまず評定結果の信頼性の確保こそが評定

法の有効性の鍵であるとL、う見地を踏まえつつ，従来の

評定法に関する知見を干草書生理しいくつかの点、でわれわ

れの分析祝点の定立を試みたい。

0結果の整会伎と一愛性

われわれの基本的姿勢は，評定尺度の整備を試みる中

から，それと有機的に結びついている資料の収集法(観

察操作・器械〉の検討と評定結果の分析方法の検討を行

ない，この 3者の構造的・機能的漆関を明らかにする努

力をなすことによって，人としての評定者の問題を克服

しようとするところにある。

われわれは，従来多くの研究者が取り得たような，評

定者間という連関の中で評定法の有効性を検討するとい
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う方法を緩府ずる前に， 1閲人としての評定者の結果の整

合性・一察性の検討を通じて，この特性評定法に関する

課題を究める糸口としたし、。このことは，個々の評定者

の評定結果がそれぞれ独立的に客観的資料たりうる素材

を産出することができるとLづ保証がない渡り，評定法

の科学化はあり得ないという論拠に立つものである。従

って，われわれは狩定者が人としての様々な諸望書闘を内

包していることを認めた上で，それで、もなおかつ存在す

る2つの一様な結果のパターン(整会役目クラスターI村

のまとまり，一貫校…再評定結果の安定性〉を突証的資

料を通して解析することから開始して検討を深めてゆき

たい。なお，室生合性ーは経験的妥当性の~t皆様である悶子

的妥当伎に， ~j空性は反復信頼性に，それぞれ対応す蜘る

内容のものである。

O妥当性の苅題

妥当性の確笑な保泣Eの問題は，評定法においても，信

頼性の獲得と同様に緩めて重要な課題であるが，りにお

いて述べたように，およそ対象を摘き得ると考えられる

素材によって評定尺度を編成し，評定者内の項目防の整

合性符評定の一貫性などの条件を保証しうる評定尺度

のそデノv~作り上げることを主たる課題とし，それを委主

盤とすることによって妥当伎の問題に一定の意味づけな

与えることが可能になると考えている O

評定結果の水準を評倣・するために，各項目内容と対応

ずる基準測度の家出に心掛けたいと思うが，信頼できる

基準が存在しない現在，信頼性の高い Ciitriffiしずこ怠味で

の〉諸資料を入手し分析する一方，結果からの帰納によ

り評定項目を吟味・洗練することによって，正E重な指標

を作り上げることができるだろう O そして，これらの指

擦を使用した仮説を，統制的実験場面あるいは級織的観

察場面で検討することによって，指標の有効性は高めら

れ得ると考える O

。評定者間信頼性の間童話

各評定者間の評定総菜は，必ずしも一致するとは限ら

ず，そこにはむしろある一定のずれのあることが想定さ

れる(第 3章第 2節)。われわれは，このずれには一定

の規刻伎が存在しそれは評定者の議俊雲言及び被評定者

との相互作用に起悶するものの総体であり，結巣のj二で

は"強さ"の問題として現象化したものとして把握でき

る節分があると仮定する。本来評定者向の結果の不一致

の問題は，評定者{隠人の整合性・一貫性が保設された段

階で初めて掲題になるという考え方である。各評定者に

よって結果の数俸に皇室が生ずることは予怒され，何らか

の統計的調書主の婆があろうが，個人内の整会性・一望者性

が保証されている限りの段階では致命的なことではな

L 、。

一方，信頼性の確保のためには汗定者の数を必要とす

るといわれてきているが，そのことは個々の評定者の

結果へのわれわれの視点方h らみると，多議判断の問題は

信頼性の確保ということよりむしろ妥当性の確保という

かたちで意味を持つことになるのではないかと考えられ

るO つまり，ある一定数の評定者の評定結果を獲得する

ことによって，少なくともその尺度で言平価できうる妥当

な近似筋合確認させてくれることになるからである。

3) 検討の視点2(評定の手がかり)

第2章第3節及び本童書2節において論議されてし、るよ

うに，評定は一方で評定者としての人潤の，対象に対す

る様々な了解の様式を強く反狭する方法であるO 被評定

者と詩文をの目皇室(尺度〉との対応関係に{酬渡的な色彩を

加味して結果を左右する形で，評定者が関与する余地が

あるわけで、ある O つまり，評定の結果は，対象と評定尺

度と評定者の triadな有機的(カ動的)関係の所産であ

ると考えられる O そしてこの関係のあり方は評定義闘に

おいて異なった様相を有していることもまた十分あり得

ることである。

2)においては，側々の評定者内における判断の結梁の

パターンの安定住〔因子的妥当性・反復僑頼性〕の検討

とL、う方向から，尺度の洗練のための視点が示された。

たしかに，対象における諸性質，行動特性の種類及び偶

人の評定者の諸特性によって，いわゆる安定性のある結

梁が得られる場合も多いだろうが，そうならない場合も

多々あるだろう。その場合，尺度内の安定的部分と不安

定部分の摘出.~、合や安定伎に欠ける項目lì'fの分析を遜

じて，有意味な知見を得る可能性もあるが，このような

現象がなぜに生起するかということが次には検討されな

ければならなし、。さらに， 1間人内における安定住が俗人

間においては緩めて変異のあるかたちで出現することも

あり， この問題は，この尺度がJI鼠位尺Iltである故に，結

果の直接的な数量的処潔からはむ't]rfを見出すことはでき

ない。これらの問題は， 2)とは異なる方向での今一つの

検討指針を必要としているO

評定の結果は，評定者の判断で-あって，操作約に考え

ると対象である乳幼児に対する何らかの応答(反応〉の

所産であるといえよう O より正磯にいうと，そこには言平

定者による，対象況のj主体的行動の抱擁，尺皮肉にある

諸特性(及びその記述内容〉の認知，そしてこの潟者の

比較照、奈活動という 3つの下位反応過程を含んだもの

で，これらはある次元上での位鐙水準を定めるという行

為に凝集して巣Tこされる O この最終的判断に至るプロセ

スの各段階において，各評定者の中でし、かなる事態が進
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行しているかということを明確にすることが必要きであろ

う。

この分析の方向として，評定結果(最終反応)の各段

あとがき

絡において作用する重空間(刺殺条件〉を日Iiらかにするこ この論文はわれわれ児家発達研究グループの 5名のメ

とによって，結果の表的や評定者間不一致の成因を紛ら ンバーの共筒討議にもとづいて作成されたものである。

かにすることができるのではないかと考えられる。つま 執筆の分担は，第 1奪三宅，第 2章活弁，第3撃伊藤，

h 評定者の評定実施(反応)の手がかりの探究であるo 第4挙伊藤・後藤であるが，各童書の中には会主主の意見が

一体，評定者各人はいかなる刺激を手がかりとして弁別 完全にとり入れられている O

し結果にそれを反映させているのか，そしてそれはど またこの論文のやで紹介されているわれわれの共同研

のようなしかたでなされるのか。 究は 5名のメンパーの緊密な協力によってすすめられ

より具体的には，観察待問・機会・記述用語などのあ ているが，資料の収集・分析・整理，観察場部の設定，

り方が判断にいかなる影響を与えるかという問題であ 研究対象となる母子に対しての連絡調教には突験保育室

るO 換言すれば，何がどのように条件や予統として確保 の職員大西由美子・鎌田妙子が大きな役識を果たしてい

されれば信頼性も妥当性も保証される判断(結果〉に到 るO したがって 7名のメンバーによる共問研究といった

達することができるかとLヴ問題になる。 方がよりIE礁であろう。なお，上記の実験保育室長の 2:fi

これらの問題は，評定者自体を従属的変数としての観 の職員は常時，幼児の保育に専念しており，彼女らの献

点から分析の対象に据えることになるので，検討の笑施 身的努力なくしては，われわれの研究はまったく遂行で

には関葉置を伴うことが予想されるが，心潔学の方法，特 きなかったであろう。

に評定というものがこの穫の婆腐の作用する余地を残し さらに，われわれの研究に常に積極的かつ好意的態度

ている限り，この検討はなおざりにはできなL、。そして で協力してくださった研究対象児の家庭に対して心から

この検討の深まりの過程は，尺度の洗練ということのみ のお干しな申し上げなくてはならなし、。

ならず，幼児のよ主体的諸行動のあり方とその記述概念の われわれの研究は目下進行中であり，今後かなり長期

吟味を遂行することに直結するし，何時に対象を関係的 にわたって継続するものであるが，その問毎年何らかの

にとらえるということのひとつの具体的方途にもなろ 形での報告を行なってL、く所存である。この研究の成否

う。 は未だ明らかではないが，この機会にわれわれの仕事が

われわれは，特性評定法を収集した行動見本の分析法 育つための土壌を与えてくださった城戸幡太郎，奥邸三

として採用しようとしている。 2節で指摘したように， 郎のjillj先生，ならびに実験保育室の前身である北大幼児

この方法自体が対象の正確な分析法となりうるために 閣の保育主任であった林関栄先生に対して深く感謝申し

は，検討を要する幾多の問題を含んでいる。その問題の 上げるとともに，ほんとうに子どものために役立つよう

考察は本来の呂的から迂遠な傭所にあるもののようにみ な成果をやがて報合中しとげることができるようになる

えるが，それを縮かく検討してゆくことが，乳幼児の心 ことを念ずる次第である。

理学的把握のためのいささかなりの前進につながってい なお，この研究の一部は，昭和46年度文部省科学研究

くとし、う信念だけが，これからの作業を支えてくれるこ 補助金:一般研究c(研究担潟者三宅和夫〉の交付にょっ

とになろう O てすすめることができたことを約記しておきたい。

なお，この節において指摘した問題点は，評定結果の 〈未完)

資料に関するわれわれの分析作業過複を通じての考察に

基づくものであるが，分析結果の詳細な報告は他の機会

にゆずりたい。
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資料 1 幼児・児童の人格・行動評定票

クラスター 1(精カ・活動カ)

項 g 内 ?iモ'f.
評定段階

内 伝日子立や

1 ~ 7 

1 テンポまたは 動作がはやい。突進し、急ぎ足をすることが 動作{土緩i設なカである。三重々しく歩くか、

※ スピード 多い。歩くよりも返ることが多い。 務jかず、にすごす。歩くことが多い。

2 精力・活動力 非常に活発で燃えるエネルギーをたくさん貯 活動力がほとんどない。物事を精力的・活動

(エネ1レギーの水準) えているようだ。 約にできない。

非常にさE想的で、多〈の時関空想に耽ること ÉlF3夢が全くみられない。~:t!.\伎が全然なく、

5 空 想、 性 ができる。そのために、対人関係ではコンタ その場の現実に支配されやすい。

R液※ クトを失いがちになることがある。

非常に騒々しいそ子どもである。子封が大きくて 非常に拶かな子どもである Q 静かに動き、戸Z

7 騒々しさ よく口がまわる。大声で笑い、多弁でvあり、 はやわらかくて弱いot均をt去をたてずにそっ

よく動きまわる。物を音をたてて扱う o と澄く。

協応言語作
動きまわったり、走ったり、登ったりする動 大筋活動が貧弱である。動く時に、つまづい

9 大筋活動)
{乍がスムーズである。三三輪車、ブランコなど たり、よろめいたり、もつれてしまうことが

の操作がうまい。 ある。

10 大筋活動の慈
走ったり、登ったり、乗ったりナるご与が大 大筋iii重告が嫌いで、ある。めったに体全体を使

好きで、ある。f2ド全{本をよく{支う。 わない。どっとすわっていることが京子きであ
び

る。

クラスタ【2(めざとさ・好奇心)

訴しながら遊び、新訟をつくったり、リズム 言葉i土道具的で、ぞれ自体に!断鍛はなく欲求

18 言語への関心 をつけて認す。営業のために主主主主を楽しむ。 や産自主主を表現するだげのもの。言葉遊びゃ歌

うことl土しない。

考えるごとが好きである。内的活動・空怒・ 行為と操作に関心があり、外的事象に善事iドで

20 考えることへの興味 内議 .1本刻化に夢中である。できるかぎり考 ある o '思考は必要な特にだけ、 i言動を著書くた

えようとする。 めになされる。

敏感で自分のまわりのできごとを強〈慈織す まわりのできごとの多くを意識しない。起き

21 主 葉、 カ る。目と耳が鋭くて、常に油断がない。 ていることに気づかず、それに悩まされるこ

ともない。

伝統型に従い、みんながやっている方法で物 きわめて独創的で、、物をいつも新しい綴点か・

24 紋切型と独創型
善玉を行なう。独創的に考えてするのではなく、 らみる。自分独自のやり方でやろうとする。

毎日行なわれていることをくり返すだけであ

~ る。

好奇心lこ議み、興味が多い。全日るために多く 好奇必!こ欠け、興味も少ない。質問をしな，，~

28 好奇心と興味 の質問をするo E望書量や探索をして物事を試る。 し、資険や探索をするとともあまりない。新

新しい経験を鋭く!惑じる。 しい体験を求めようとしない。
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クラスター 3 (攻撃・自己主張)

すぐおごりだす。箆難なめにあったり、失 めったにおこらない。採らせることが非常に

37 怒りやすさ 員投したり、 fr[rfl"はずれにされたり、えこひい むずかしい。

きされたり、失望した場合にはすぐむこる。

55 他人への攻懲
妨害Jされると必ず工士数する。 1111いたり、けと 他人をめったに攻然しない。

ばしたり、:tl~ しつけるなどのことをよくする。

，思いやりがなくて、冷酷なブJで、ある。警喜子?な 非常に!司f占的で、思いやりが£り、他人に士J

56 令f奇と忠、いやり
しに{也兇のものを壊したり、奪い取ったりす して調Hかい持日}畿をする。

る。 f車兇が泣くのを無視し、{也人のf恐怖をか

えりみない。

f也兇とすぐ口総したり、けんかになりやすい。 非常l二、子羽Jfれ・親和的である。日"議したり、

58 けんか好き ちょっとしたことで すぐけんかになること けんかをするのをめったに兄ることがないっ

が多いo かなりの強い挑発に立すしでもそれにのらない。

実際及び想像 kの全てのことに復讐する。傷 f話持しようと考えないで、し返しはすぐに忘

59 執念深さ 心を心にためでわく α し返しの機会を採そう れる。妨答者に対して、他児に対するのとふi

としている。 じように援する。

自分の燦干IJを主張し、佼田容に祇抗する。自分 非常に服従的で、{郎自主11主を手手易iこ操作でき

60 自己主張 に利する全てのことを!f}るために主援し、お、 る。こわがるわけではないが、千平日約て、ある

どされることはない。 ために1m先にゆず、る。

クラスター4(恐れ・不安)

23 問題解決の試み
問題に直接ねちいをつけて、正fiiiからぶつか 問題上易商lこ1m伎がjに士;j処するつたと主;工、交

Q 。 :lli自立であったり、投射したり、総f貸したり、
へ の言支援さ

王手!4'に気をとられたりする。~ 

自分自身に確信がある。 千二必ずかしい事態にあ (if，lなく JJ¥み約で、、ちゅうちょすることがt
30 ti つでも ie1{ざがあり、行なうことは完自立するも ¥'0 守合ry'liをはじめる前から自f;'I1こ欠けている c

武 のとして疑うことはない。

32 大販さと
すばやくチャンスをつかみ、時lうJrl.ずである。 用心深く、いつも安全に動こうとするのどfL

{ チャンスの先見
いつも新しいり険をし、無鉄砲なプIj"(-'ある。 な小さなfWi全て、もi竪けようとサるコ

H 危険を!慾ずると興奮す答。

危険・不快・不俄れな場面で、不安になり、 liiJかやるごとにf品iんだり、不安になったり、

38 懸 念 と 恐 れ 恐れたり、苦悩したりする。小さな危険でも 恐れたりはしない O 会く懸念しな L、ο
ilLいたりする。勝捗jな15て。ある。

43 情緒的滋苦L
情緒的状態かち、すぐに正常状態にE返る。↑百 yiii力性がなくて、後までf己をひく それが後

絡が{去に残らない。著しく弾力的ですぐに@ のわがjに彩縛する。 i人j(I'，JifOJJ:l1がいつま?も残
R からの回復

f草する。 9♂s ~) 

努力なしに符拐に適応する。#.Jlと時rJれるH、?、 税からはなれ、集[:f[の中にはいるのが問機で

6i慶応状況 敵意や不安の兆絞はないυ 紋初から完全lニj遊 ぁ:)、そのために長Lリ携関を要する。

R J，I:}している。

クラスター 5(社会性・友好性)
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殺に対しでも友好的で、すぐに接近できる 3

51 他児への友，t青I't';金3ド端でなくて、深くつきあう。

社交的で¥いつも友人やグループとともにい

52 社 会 性|る。常lこ人を志向し、グループの遊び*:rJriiく

求める。

皆から途ぎかる。他人に関心がない。あるい

は、疑い深く敵対的であるか、はずかしがり

で â告に遊{まない。

Jドト上交fl')な)jである o I'j分一人で遊ぶι グ)c

ブのi月ifiIJに入ろうとしない。

クラスター 6(興奮しやすさ・情緒の変化のしやすさ)

その坊に不i畿弁iであっても、fnJ'J(かやら1ご{こ 全く 1，';1事Ml'rcない。全てのぬ[fIiで、柔軟な反応

25 悶執性と柔軟俊 はいら11ない。そ IIをf)jN;:されると心から1VJ をよるじりIJのii.掛1](こもすく慣れて、平手坊に1f

絡する o li占l執約であるむ 問Jをきりかえることができる。

-t?i緒的であり、感情でますjきやすい。多くの上Lj 総やかで主唱いc.どもである。 NI品者が少ない1'$
34 情緒の強さ 泌l立、子どもに情緒的刺激となり、 J京く動総 じで、 Mt却かで、動主芸させられることはない。

させられる。(表現の有無は別とする。)

いらいらし、存主主に悩み、動総するJi'号制11な いらいらせ「に平穏な気分で、いることが多い。

39 ;¥i， ;燥 [~ 高 {本語釘でも、しミらいらするし、ショッケになる c f"Hb)もi皮を1!)Jtllさせな"0'F綴かつのんきで

すぐにおごりだしたり、'It迫んだり十る。 ある c

顕著な，m*者約反応をぷすω 他人のlJHJCやTi事 興議なしに、 ilH立や干渉を克Hf1しようとする。

脅威・敗北への を克服するのに強い努力を要する。 j"jでもな {也児がilUiLJるようなJ:h!iI五でもis霞ししないο

40 情緒的反応 い場面で重~J採したり、敗北のためにひどい泌

乱状態になることがある。

きわめて変化しやすくて、起{えがある。 FL721 安定した気分状態を保っている。気分の変化

42 気分の安定性
になったり、絵3えになったりして、気分が安 がほとんどみられなく、 f也人が鴬く潟、毎日

定していない。fIによって良い 11と必い 11が 1，，1じ気分状態である。

ある。

クラスター 7 (協鵠性・従!演さ)

子の活動が好きである O たいたり、切ったり、 やればできるILyでも、子三の活動をしな"0j也

12 小筋i吉重~Jの喜び
こねまわしたりすることカ吐子き守である。 ，l)iMi}Jマ手HUにあわせてしまうことカミ多い。

(J::'f'・下手は別として)多くのILl'IHJをそれ

で焚す。

強い良心・義務[~.原則をもっている。内分 良心lニ欠けるところがある。無節操で、、 i良銭

45 良 ，む の行塁手Jにおい:AJl.準をもっていて、念、いと思う fI甘である。 行為からえられる満足だけを考え、

行為はしない。後悔することがか、。 捕えられたlI.'jーにだけ、勤務し、反省する O

規約に従い、 t在日!の9]で協調11'，である )c 41o協力的て¥妨害約である。自分のしようとす

46 教師との協調 ルや規請書に従う。 ttb力的で、乗り 31て¥助)J ることを主主lずられると、ルールを犯す。孝士郎

がJで、ある。 といiじくらいの権威を自分がもっている O

規射を強く愛し、それに従う。儀式(J')なこと 線別に抵抗し、すぐ文句をいう。音楽・休慾

47 n見知Ĵ'の反応 を好む。 Jjf1従に加えて、規則に従おうと積緩 . :f.)'litしなどのIl寺はいつも、別のことをしよ

がjである。 うとする O

大人の
大人の承認を強くさ謹む。行動は大人の承認、を 承認しょうが、しまいがその子どもにとって

62 承認の探索
えるためになされることが多い。 l土作Iの刺激にもならない。自分自身の関心に

そって、自分の方向を進める c

凋叩-ザ→~，~仲干 竺-ユー両町一守 F塩ιd弘~~山~岬吊号品岨E時世持貼』叩一一『帽. 、一
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クラスターB(明るさ・表現の素護さ)

4 姿勢・身振り
声・表情・身振りの表現が自由・柔軟.;制詰 ~く綴りつめていて、無表情である。 音楽・

である。 ダンス・ゲームのリズムになかなか乗ってこ
. f首の表i足

ない。

おしゃべりなカである。他人が簡いていなく 静かなタイプである。必婆なB寺にだけ認し、

19 言語表現 ても、よくしゃべる。言葉はよどみない流れ できるだけ綬く話す。

のように、次々とでてくる。

29 劇的さと想像力
想像力が皇室かである。玩具をfおいたり友人と 物を劇的なことに俊わない。事実のことがら

遊ぶ日寺は、いつも劇的内容である。 でしか動かない子どもである。

E湯気と
陽気で気嫌がよい方である o 物事の明るい面 陰気であり、不気嫌であり、悲しい気分でい

35 気嫌のよさ
を見る。多くの子どもが不快になる場面でも、 ることが多い。物事の時い磁を見る。多くの

不f央にならない子どもである。 子どもが快的な場面でも、不快として感ず、る。

36 緩かさと冷たき
緩くて同情的である。対人的に感じやすく、 冷たく超然としていて、同様や暖かきに欠け

身近だと感ず、ることができる。 る。近づきがたい感じの子どもである。

感情を素直に示す。幸福・怒り・落胞の場磁 感情を直接表出しない。湯量百を鋭く感じてい

44 感情表現の で、感情を抑えたり、かくしたりしないで、 ても、抑えてだきない。

3震度さ f者綴をつつみかくさずに表出する。

クラスター 9(感受性・傷つけられヤすき)

緊張の発現のしかた
いろいろな緊張発現法・神経症がJ習慣や2、 めだっ緊張発現法や習癖は見うけられない。

14 (神経症的習慣)
3の強い望号癖(t旨しゃぶり、爪かみ、チッ夕、

白壁ま、衣服や髪をひっぱる)がある o

16 後我iこ立すする
痛みに対する感受性が高Po ちょっとした怪 痛みに対しで鈍感である。他党が泣き叫ぶよ

我(ぶつかりやひっかき傷)で動揺する。 うなことでも、泣くことはない。ひどい怪我
反 応

をするようなことでも無視してやる。

17 自然現象への
天候の変化に敏感である。望事さをすぐに訴え、 天候に無感覚で¥j泉気も気にしない。他児の

手袋がぬれると気にし、家の中の緩い所{こい ほとんどが不快になっている時でも遊びつづ
反応、

たがる。 ける o

41 精神的苦痛への
薄い皮!蕎であり、 f奇矯で、容易に{籍っく O 人間 f学い皮膚で、提~'I曹を害そうとしても、難しい。

関係に敏感で、批判や侮毒事で動緩しやすい。 雇主按侮毒事した持でも、あまり感じないし、主主
感受性

~~量 L ない。

その他

緊張度がおく、消粍的である。休怒時でも') 緊張度が低〈、リラックスしている。あるい

3 ]緊張の稜度 ラックスしていない。 は、のんびり屋である。休憩H寺は完全にリラ

ックスしてい否。

6 きちんとして
きちんとしていて、正確で、獲然としている。 粗雑な子である。物をちらかし、外見に無関

人の外見lこ線かく、物の!順序にきびしい。 心で、いつもがつがつ食べたり、飲んだりす
いること

る。

8 罪事[エやすさ
物毒事iこ非常に理事じやすい。肉体的iこ快的なこ 物事についての感覚的関心が少ない。肉体的

(感覚感受性)
とを強く求める。感覚的快の探求に浸る。 (感覚的)快楽を求めることが少ない。
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手先が器用であり、スムーズで容易に協応、で 非常に無器用な方である。いつも物を手から

11 協応動作f き、どんなことにも使える。はさみの扱い方、 落したり、つかむのに失敗する。一子の重力きが

ボタンはめがとても上手である。 不安定で、ある。

ストレスや典芸震で、護費が赤くなったり、蒼白 自律f生反応が全〈見られない。

13 rj律神耗反応
になったり、夜んだり、 i戻をJ1Eしたりする。

手が汗:まんだりして、呼吸カ守突く、失禁や排

j税をもよおす G

15 事 故 傾 向
ぶつかったり、切り傷を作ったり、京事ちたり 怪殺はしなL、。

することがt:¥'0 いつも何かの事故が多い。

決断や選択がはやい。動作の開始や情緒的で 決断をくだすに3':るまで非常に時間がかかる。

22 迷 階f カ き事に隠して非常に決断がはやい。または、 熟慮、思議号し、すべての百I青Ei生をよく考える。

むっちょこちよいである。 あるいは優柔不断で、ある。

いったん何かをはどめると、興味は持続し、 興味はすぐに減少する o 容易lこ燭閣の妨害を

26 活動にお(tる 執紛でJらって、確実で‘ある。従事しているこ うけて、中断してしまう O 注意時間の悩は短

i主意時間のl隔 とにへばりつき、注意、時郊のl隠は長い。関難 L 、。ある活動を持続していくためには、大き

なめにあっても、それを止めることはない。 な努力がいる。

2同百郵jの持続
興味・活動・態度が著しく維持されている。 興味l土不安定で、あり、変化しやすいD ある日

f丘I1、毎H同じようなことをやっている。 のチどもの行動を見たとしても、その翌Elの
(毎11) rrますJを予測することができない。

非常に努らしい。興味が男性的でbある。荒く 非常に女らしい。興味が女性的である。やわ

31 努らしさと て強い役割，j.自己主張，支配力、スポーツの らかくて、!淑従的であり、母親的役室。をよく

女らしさ 興財~~どを愛視する o (女児では、オテンパ とる。袋飾品に興味があって、社会的関心が

をさす。) 大きい。(男!足ではいくとなしをさす。)

自分のやることに里子心約で、むずかしいこと 聖子心に乏しく、ものうげである O やさしいこ

33 里子心と要求水準 を好んでやろうとする o 希望は大きく、要求 としかやろうとしない。婆求ノt.準が{氏いc

水準;立高い。

48 他人の身体への
便所で他人を見つめることに強い関心をもっ 他人の健所での縫子や身体には全く.関心lまな

のぞき兇をしようとして、便所のあたりをう い。悦ゑlこ関心をもたない。
意 識

ろつく。

49 自分の身体への 自分の身体への;窓識が強い。憾み深さを強く 体への関心は全くない。 f真みi栄さや重責示方法

窓 i議 示し、 f本をE長主;rる。 l土先tlらなL、。

性器いじりをする。ストレスの時、性擦をつ どんな時iこでも性誌にさわらない。性著書を物

50 '1'上官詳しミじり かむ。 '1金援をこすったり、下腹部をリズミカ lて押しつけないし、下腹部をなできすること

ルになでる。 もない。

ひとりで楽しく遊んだり、仕事をすることが 自分自身の中に源泉が辛いようにみえる。ひ

53 自己充足性
できるa 自分自身の;;!TBI1で喜ぶ。社会的活動 とりでは、 I"Iをしたらよいかを考えることが

を楽しむ楽しまないにかかわらず、自己充足 できない。行動を鼓舞するためには、他人が

的でいることができる。 必婆である。

いつもリーダーになろうとする。 f也人を支配 リードしようとしないし、示唆を与えたりも

54 ::t 導 件ー
しようとしたり、指図しようとするo 他人を しない。集団の中でも、その子どもの個性が

操作するごとで、大いに満足する。 なくなる O 級従的であって、昔話専の lつにな

っている。
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d 

勝とうとし、負It惜しみも激しい。ジヤング
競争場磁を避ける。先にたとうとしないで、

57幾 争 dじ、 ルジムを登るとき、他!尽を押しのげて主をろう 言葉の競争さえ遂げようとする。
とし、積木でより高い塔を作ろうとし、言葉

で、もって精子をうち負かそうとす忍。

61 自 己 信 頼
きわめて自己依存約で、めったに助カを求~ 犬人1:依存約で、いつも助カを求めその"U若

ょうとはLない。自分でできるごとを銭明じ 議の下にあろうとする。
(大人からの独立)

ょうとする。

ほめられると夢中になってよろごぷ。賞讃の ほめることは、その子どもにとって何の効果

63 賞識に対する 建築はその子どもにとって大事件である。 もない。自分の行動あるいはその獲物に対す

反 応 る誰の評価に対しでも、無関心であるように

見える。

※尺度項目の番号 (1~64) ※※尺度得点、を逆にするもの

資料 2

母親の働きカ、け行動静定業

項 日 内 '1J. ミ?
評定段階

内 ，令""ミ，ー. 
1 ~ 5 

1 thi， 調
子どもの側からの要議・ f動きかけにすすんん 子どもの1ftl]からの働きかけを無視して応えな

好意的に応、じる。 しミ。

2 接触・交渉
子どもと設設的、あるいは行為的な接触・交 空間的・心渡的に子・どもと書量れて独自の行動

話事ーをもっ。 をする。

3 u: 視
子どものやっていることをだまって注意深〈 子どものやっていることに注意を払わず鰐心

見まもる。 を示さない。

4 指 示 ・ 命 令
子どもに対して一方的に指示を与えてやらせ 子どもを指示・命令によって動かすことをし

ょうとする。 ない。

5 j電賛・激励
子どもをほめたり、励ましたり、あたたかく 子どもが必要としているときでも、ほめたり、

扱う。 励ましたり、あたたかく扱ったりしない。

6 教 刀t 子どもの知識を場そうとして情報を与える。 子どもに対して必婆な情報を提供しない。

7 批判・叱責
子どもを批判したり、資めたり、観したりす 子どもの失欺に対して批判・叱資・書官を与え

る。 ない。

8 土F 話長
子どものやっていることを完全にやめさせよ 子どもがひどくさわいだり、ちらかしたりし

うとし子渉する。 ても、それをやめさせようと Lない。

9 椋互交渉約遺産び 子どもといっしょに子どものレベルで遊ぶ。 大人としての立場で子どもと遊んでやる。

10 援 助
子どもの活動に対してそFをかして援助する。 子どもが必要としているときでも、予をかし

てやることをしない。

子どもが自分で考え、自分で決断することを 子どものj首動が促進されるように場泌を構造

11 場面の携進化 しやすくするように示唆を与えて場面を構造 化しない。

化する。

12 制限・統制
子どもの活動を制限したり、統制したりする。 子どものしたいこ，とを好きなようにさせてお

く。
/ 

叩 141司


