
 

Instructions for use

Title 乳児期の愛着形成における母親の愛着表象と母子相互作用の影響

Author(s) 斉藤, 早香枝

Citation 北海道大学医療技術短期大学部紀要, 13, 41-52

Issue Date 2000-12

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/37654

Type bulletin (article)

File Information 13_41-52.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


原 著

乳児期の愛着形成における母親の愛着表象と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母子相互作用の影響

斉藤早香枝

In重蓋uence　of　Maternal　Representation　and　Infant・mother　Interaction

　　　　　on　the　Developlhent　of　Attachment　in　Infancy

Sakae　SAITOH

Abstract

　This　study　examined　how　a　mother’s　representation　is　connected　with　the　current　rela－

tionship　between　her　and　her　infant　child．　T執irty－seven　mother－infant　pairs　were　sublected

in　this　study　during　the　infant’s　growth　period　starting　at　10　months　of　age　and　lasting

until　18　months　of　age．　The　mother’s　past　relationship　with　her　own　parents　was　evalu－

ated　by　using　the　Parental　Bonding　Instrument（PBI）when　the　infants　were　10　months　of

age．　At　the　sameもime，　the　current　mother－infant　relationship　was　evaluaもed　through　ob－

servation　of　mother．infant　interaction　when　they　were　playing　under　a　semi－structural

situation　by　determining　the　mother’s　sensitivity　index　（by　Ainsworth）　and　emotion－

harmonics（attunement　frequency　and　coherence）．　When　the　infant　reached　18　months　of

age，　the　development　of　the　attachment　between　the　mothers　and　infants　was　assessed　by

investigators　using　attachment　Q－sort（AQS）．　Results　showed：（1）Past　relationship　with　her

parentsl　related　to　the　mother’s　sensitivity　and　mother－infant　emotional　harmonics

（attunement　frequency　and　coherence），（2）The　mothθr’s　sensitivity　and　mother－infanもemo－

tional　harmonics（attunement　frequency　and　coherence）were　re茎ated　to　AQS　score．　The　re－

sults　indicate　that　the　mother’s　relationship　to　her　parents　determines　in　what　way

motherly　intefaction　with　her　current　child　takes　place　and　influencesもhe　developmenもof

attachment

Key　words：Parental　Bonding　Instrument，　representation　of　attachment，　attachment　Q－sort，

Infant．mother　interaction　attunement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

要 約

　乳児をもつ母親の愛着表象が，子どもとの相

互作用にどのように影響し，また，現在の子ど

もとの愛着関係にどのように働くのかを検討す

るために，第1子を養育中の母親とその子ども

37名を対象に縦断的調査を行った。L生後10ケ月

時に・母親にPBIを用いた過去の親との愛着に関

北海道大学医療技術短期大学部看護学科（〒060－0812札幌市北区北12条西5丁目）
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斉藤　早香枝

する調査と実験室での親子の遊びにおける相互

作用を観察し，生後18ケ月時にアタッチメント

のQソート法を用いて母子の愛着関係を評定し

た。相互作用場面は，Ainsworthのmoもher’s

sensitivity　indexと情動調律の頻度と一貫性の

程度という視点から分析された。結果，PBIと

相互作用における感度の良さ，情動調律の頻度

と一貫性に関連がみられ，さらに相互作用時の

感度の良さ，情動調律の頻度の高さおよび一貫

性は，後の愛着のQソート値と関連することが

示された。

　母親の過去の親との関係は，現在の子どもと

の相互作用における母親の行動を規定し，愛着

形成に影響することが伺えた。

キーワード：PBI，　愛着の表象，母子相互作

　　　　　　用，情動調律，愛着のQソート法

1．問 題

　これまでの愛着研究は，その形成要因として

様々な要因を検討し関連を見いだそうとしてき

た。その中で，近年母親自身の被養育体験，す

なわち母親のもつ愛着表象と次世代の愛着関係

の関連が実証されてきたD2）3）の。しかし，表象

それ自体が直接親子関係に影響するのではなく，

あくまでも過去の体験から形成された愛着表象

が，母親の行動を規定し，何らかの行動を介し

て影響するのである。では，実際過去に安定し

た愛着を形成できた母親の行動は何が違い，何

が次世代の愛着形成に差をもたらすのだろうか。

この分野はまだ不明な点が多く，これまでの研

究では，愛着の形成と母親の感受性との関連が

指摘されているが3）5）6）7），それ以外の行動では

愛着形成を予測するデータはほとんどでていな

い。今回は，情動調律という概念に焦点をあて

て，検討するものである。生後9ケ月からの親

子の間には，情動状態の共有という現象がよく

みられるが，それは情動調律という行動を中心

としている。情動調律とは，共有された情動の

状態がどのようなものであるかを模倣とは違う

表現で相手に返していくもので，無意識に，強

さ，タイミング，形などが同レベルの行動のマッ

チングがみられる。子どもは，この情動調律と

いう行為を通じて他者と感情的につながってい

るという体験をすると考えられている8）。すな

わち，情動の共有は，関係性をつたえるもので

あるということがいえる。一方，乳幼児期の母

子関係における子どもの側の認識は，情動と共

に内面に取り込まれ，情動と共に記憶化され

る9）。Sroufらm）は，子どもの主観的対人世界の

構築には，他者とのあらゆる情動的やりとりが

関係するとしている。従って，乳幼児期の表象

の形成や関係性の構築には，情動がかぎとなる

と考えられるが，情動調律に関する研究はまだ

国内では数が少なく，愛着の形成要因としての

検討はほとんどされていない。

　以上の点より，本研究の目的は，母親の愛着

表象と母子相互作用における情動調律行動との

関連，およびその後の母子の愛着形成との関連

を検討することである。

H．方　　法

1．対象者

　札幌市内の保健所での4ケ月健診時に母子の

縦断的研究への協力を依頼し，第1子を養育中

の母親45名の研究協力の同意を得た。10ケ月時

に実験室での観察とインタビュー，アンケート

調査，生後15ケ月時の家庭でのアンケート調査，

生後18か月時の家庭での行動観察が行われた。

今回の研究は，そのうち生後10か月時の母親の

愛着の表象についての調査と実験室での母子相

互交渉場面の観察データ，および生後18か月時

の家庭での母子愛着関係の観察データからなる。

今回は，両調査に参加した37組のデータを分析

し報告する。

　被験者の属性は表1に示すとおりである。対

象児は，男児17名女児20名で，その後の発達に
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乳児期の愛着形成における母親の愛着表象と母子相互作用の影響

表1 対象者の属性

母の年齢

母の学歴

母の就労状況

配偶者の年齢

配偶者の学歴

家族形態

世帯収入

対象児の生年月日

性別

平均29．7歳（22～44）

中卒　2．7％　高卒37．8％　短大・専門学校卒51．4％　大卒8，1％

生後10ヶ月時　　専業主婦35名（94．6％）　有職者2名（5．4％）

生後18ヶ月時　　専業主婦31名（83．8％）　有職者6名G6．2％）

平均32．6歳（23～45）

高卒43．2％　短大・専門学校卒18．9％　大卒35．1％　大学院卒2．7％

核家族36組　　　複合家族望組

250～500万67．6％　500～750万16，2％
750万以上　16，2％

1995年11月～1996年2月
男17名（46，0％）　女20名（54．0％〉

特別な問題となるものはなかった。

2．手続き

（1）母親の愛着の表象に関して

　愛着表象とは，「心中に秘められた親や自己

について意味的に貯蔵されている記憶」U）であ

り，幼少時の養育者との関係の中で形成される。

今回は，対象児の月齢が10ケ月の時に

Parental　Bonding　Instrument（PBI）12）を用い

て行った。これは，親の行動・態度から親との

きずな（bond）を評価するものである。親の

子に対する養育態度に関する25項目からなり，

結果は，「保護対無関心，拒否」C監care”の軸）

と「過保護対自律の奨励」Cミover－protectio

n” ﾌ軸）の2っの次元で評定され，これまで

諸外国や日本での研究においてその信頼性と妥

当性が確認されている’2）’3）。本研究では，縦断

研究の観察のため来所してもらった際に，母親

に子どもの頃の自分の父・母それぞれがどうで

あったかを質問紙に「全くそのとおりだ」（4

点）から「全く違う」（1点）までの4件法で

回答してもらった。1名は，該当者なしとして

父親の欄が未記入であったため，父親のPBIの

データは，36名となっている。分析にあたって

は，Parkerらが【めver－protection”としている

「私のプライバシーを無視していた」という質

問項目を，日本人の場合ぱ【care”として扱った

方が妥当であるという先行研究に従い脳），本

研究でもミ星care”の項目として扱った。

（2）母子の相互交渉場面について

　前述のPBIの調査の前に，積み木を使った母

子の遊びをビデオ撮影し相互交渉場面を分析し

た。遊びの中での相互交渉過程と合わせて，母

親が子どもの注意をどのように喚起し，行動を

どのようにコントロールするかを観るために，

3分間の自由遊びののち，イ）母親が積み木を

2個積んで子どもに見せ模倣を試みさせる，ロ）

母親が積み木を10個積んでそれを子どもに見せ

る，という2種類の課題を各2分間づっ実施

してもらった。

　分析は，以下の項目に関して，全くあてはま

らない（ほとんどみられない）から非常によく

あてはまる（非常によくみられる）までの5件

法で評定された。
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①母親の応答性

　母親の応答性についてはAinsworthらの母親

の感受性尺度（Maternal　Sensitivity　Scale）’5＞

を参考にし，a）感度の良さ，　b）受容性の程

度，c）協調性の程度から評定した。母親の感

度の良さは，子どものシグナルによく気づきタ

イミングよく適切に反応しているかという点で，

受容性については，子どものどのような行動で

も受け入れているかどうかという点で，協調性

は，母親の介入が子どもに合わせているかどう

かという点で検討した。子どもの行動を一歩引

くような姿勢でみている場合や，否定的な言動

がみられる場合は，受容性の得点が低くなり，

直接的な介入が多くみられる場合は，協調性の

得点が低くなった。3っの下位尺度の合計点を

母親の応答性得点としている。

②母親の情動調律行動

　母親の情動調律に関しては，a）情動調律の

頻度，b）情動調律の一貫性という視点で評

定した。情動調律の頻度は，相互作用場面にお

いて母親の情動調律が量的にどの程度みられる

かというもので，多いほど高得点とした。情動

調律の一貫性は，子どもの情動表出やそれに伴っ

た行動がネガティブだったり，母親にとって都

合の悪いものであっても変わらずに調律してい

るかどうかというものであり，一貫性をもって

調律している場合は，得点が高くなるようにし

た。

　評定は，対象となった母子に関する予備知識

のないものと筆者が独立で行い，山冠率は，応

答性に関して87，4％，情動調律行動に関して

87．9％であった。

③母子愛着関係の評定に関して

　対象児の月齢が，18ケ月の時に家庭訪問し，

愛着のQソート法（AQS）’6）を用いて評定した。

これは，1985年にWatersとDeaneによって考

案された愛着関係の評定法で，12～48ケ月の子

どもの日常場面にみられる行動や気質的特徴な

どが記載された90枚のカードを，対象の子ども

についてあてはまる程度によって10枚ずつ9

段階に分類し，その結果ど安定した愛着形成

の子ども”を想定した標準分類との相関値から

愛着を評定するものである。相関値が高いほど

安定した愛着関係を示すことになり，これまで

の研究で生態学的妥当性が得られ対象者に対す

るストレスが少なく，文化の枠を超えた適応が

可能であることが示されている’了）。本研究では，

生後18ケ月時に筆者と発達心理学を学ぶ大学院

生の2名ないし1名が約2時間から2時間半の

家庭訪問を行い，日常場面を観察，評定した。

訪問に先駆け訪問者2名は訓練をうけ，同年齢

の子どもを対象としたパイロットで両者の評定

の相関が．80に達してから実際の訪問を行った。

基本的には，母親に日常いつものように過ごし

てもらう中での子どもの行動の観察を中心に行っ

たが，短時間で効果的な観察結果を得るために，

動くおもちゃを用いて反応をみたり，母親に一

時的に子どものいる部屋からの一時的な退室を

依頼したりという，半構造化された観察を行い，

実際に観察することが困難な項目（例：「お母さ

んが，お子さんをお父さんやおじいさん，おば

あさん，よく知っている人に託して外出すると，

泣く」）に関しては，母親への質問により補った。

分類は，訪問終了後2名が独立して行い，2名

の相関値が．75を下回ったケースに関しては協

議した。統計処理にあたっては標準分類との相

関値から得られたQソート値をFisher’s　r－to－z

で変換したもの（Q（Z）スコア）を用いた。

皿．結　　果

　表現上の便宜をはかり，本文中で母親の父母

（対象児にとっての祖父母）を表すときは下線

を引くことにするQ

1．母親の愛着表象と母子相互作用への影響

（1＞母親のもつ母についての回想と母子相互作用

　への影響

　母親側のPBIタイプと母親の応答性得点，情
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表2 母親のPBIタイプ別応答性・情動調律得点の平均（SD）

母親のcare要因

高 低

母親の

・◎ver－protectbn要因

　　低　　　　　高

1　君上（n＝10）　　　2　君羊（r1＝9）

　　高

3春羊（n＝10）

低

4群（n＝8）

応答性

　感度のよさ

　受容性

　協調性

情動調律

　頻度

　一貫性

10．30（1．95）

　3．20（．79）

　3．80（．79）

3．30（，68）

3．20（．79）

3．70（．68）

9．33（2．29）

3．00（．87｝

3．22（。97）

3．でて（1，05｝

2．67（1．00）

3．44（．53｝

8．70（鷹．57）

2．60（．52）

3．10（．88｝

3．00（．67｝

2．30（1．06｝

　3．00（．47）

8．88（1．96）

2．63（．74》

3，25（．89）

3．00（．76）

2．50（．76）

3．13（．64）

表3 父．親のPBIタイプ別応答性・情動調律得点の平均（SD）

父親のcare要因

高 低

父親の

over－protection要因

　　低　　　　　　高

ゴ　言羊（n＝1｛）　　　2　君羊（n露7）

　高
3　君羊（n＝1て）

　低
4　君羊（n二7）

応答性

　感度のよさ

　受容性

　協調性

情動調律

　頻度

　一貫性

10．25σ．96｝

3．33（．89）

3，67（．65）

　3．25（．75）

3．08C79）

3，58（．79｝

9．50（2．07｝

2，83（，75）

3．33（1．03）

3．33（1．03）

2．67（1．21）

3．50（．55）

8，58（歪．88）

2．58（．52）

3．08（歪．00）

2．92（．79）

2．42（．90）

3．08（，52＞

9．33（1．37）

2．67（．52＞

3，50（．84）

3．17（．41）

2．50（1，05）

3．17（，41）

動調律得点の平均値を表2に示す。

　応答性の下位の尺度で比較したところ，母親

の㌔are”の要因に，憾度のよさ”の平均値の

差に有意傾向がみられ（F（1，33）＝4．024，P＝

．0531），㌔are”の得点が高い場合“感度のよさ”

得点が高くなる可能性が示唆された。他のヒ電受

容性”，電脇調性”では，PBIタイプ別の有意な差

はみられなかった。また，情動調律に関しては，

母親の‘星care”の要因にヒ【調律の頻度”で有意傾

向（F（1，33）＝3．108，P＜．10），‘【調律の一貫性”

に有意な差がみられ（F（1β3）＝7，023，P＜．05），

母の養育態度の回想で‘‘care”要因が高い場合は，

子どもとの相互作用において情動調律に一貫性

があること，情動調律の頻度が高くなる可能性

があることが示唆された。

②母親のもつ父についての回想と母子相互作用

　への影響

　父親側のPBIタイプと母親の応答性得点，情

動調律得点の平均値を表3に示す。応答性の下

位尺度の【憾度のよさ”で，ヒ電care”の要因の主効

果に有意傾向がみられた（F（1β2）＝3．414，P

〈．10）。まだ禰律の一貫性”にも“care”の要因

で有意傾向がみとめられた（F（1，32）＝3．653，

P〈．10）。父親の【℃are”の得点が高い場合，相

一45



斉藤　早香枝

　　3，4

　　3．3

母　3．2

親
　　3．1の

感　　3

度

の　　2．9

良
　　2．8さ

　　2．7

　　2．6

　　2．5

一〇一母親の養育態度の1「carell項目＝高

一［ト母親の養育態度のIlcarell項目：低

高　　　　　　　　　　　　低

父親の養育態度のIlcarell項目

図1母親と父親のPBI【【care”要因の高低の組み合わせと母親の感度の良さ
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一〇一母親の養育態度の悶care11項目＝高

一一香[母親の養育態度の聞care「’項目：低

高　　　　　　　　　　　　低

父親の養育態度の”carel’項目

図2母親と父親のPBI“care”要因の高低の組み合わせと母親の情動調律の頻度
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一〇一母親の養育態度の｝lcarell項目＝高

一ロー母親の養育態度の鱒carell項目＝低

高　　　　　　　　　　　低

父親の養育態度の1聖care匠【項目

図3・母親と父親のPBI曙Lcare”要因の高低の組み合わせと母親の情動調律の一・・貫性
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表4 相互作用の各要因の高低中カテゴリー別Q（z）スコア（SD）

カテゴリー別Q（z）スコア
高 中 低

応答性

　感度の良さ　n＝8

　受容性　　　n＝19

　協調性　　　n＝斜

情動調律

　頻度　　　　n＝9

　一貫性　　　n＝14

．810（」96）　　　n＝16

．476（．318）　　　n＝10

．622（，376）　　　n詔18

．740（．27霊）

．623（．313）

．453（．258）

．624（：236）

．421（．245）

n＝10　　．568（．217）

n罷21　　，462（、279）

n＝13　．361（．337）　高〉中，低

n＝8　　．39マ（．397）

n＝8　　．499（．372）

n＝18　　．337（．310）　　　高，中〉イ氏

n＝2　一．OO2（．328）　高〉中，低

互作用における母親の感度の得点が高くなり，

また，情動調律の一貫性の得点が高くなる可能

性が示された。その他の項目では，有意な差は

認められなかった。

③母親の養育態度と父親の養育態度の影響

　母子の相互作用の評定で父母いずれかのPBI

の結果と主効果のあったもの（有意傾向を含む）

に関して母の‘‘care”要因と父の曜【care”要因の高

いものと低いものを組み合わせて比較しグラフ

に示したのが図1～3である。

母親の【憾度のよさ”と星眼動調律の一貫性”で

は，母親父親ともに“care”の得点が高い場合得

点が高値を示し，他の組み合わせでは大きな差

がなかった（図1，3）♂劉律の頻度”では，

母親の【ヒcare”得点が高ければ父親側の得点に関

係なく高値を示し，母親の㌔are”得点が低い場

合にのみ，父親の㌔are”得点での違いがみられ

た（図2）。

2，母子相互作用と愛着形成の関係

　母子相互作用の評定から，1・2点を前群，

3点を中群，4・5点を高群とし，各群のQソー

ト値の平均を示したのが，表4である。それぞ

れについて分散分析した結果，憾度のよさ”と

曜情動調律の頻度”，及び電調律の一貫性”に有

意な差がみられた（F（2β4）＝5．488，P＜，01，

F（2β4）＝6．008，P〈．01，　F（2β4）＝3．912，　P

＜，05）。1．SDを用いた多重比較の結果，監憾度の

よさ”については，高群と中押，高群と低群の

間に有意差があった（MSe＝，061，P〈，05，　P＜．01）

（図4）。また，曜斯学調律の頻度”については，

高群と低群，副章と低群の間に有意差がみられ

（MSe＝．060，P＜．01，　P＜，05）（図5），【1調律の一

貫性”でも同様に高群と低群の間と中群と平群

の間に有意差がみられた（MSe＝．066，P〈．05，

P〈．05）（図6）。すなわち，子どもとの相互交

渉において，母親の応答性の感度がよい場合，

安定した愛着を築きやすく，また，情動調律が

よくみられ，子どものポジティブな情動にもネ

ガティブな情動にも同じように一貫して反応し

ている場合にも，子どもとの愛着関係がよいこ

とが示された。

　．9

　ロ　

垂．

㌘
3髄5

Y4
養：：

　1

　　　　高　　　　　　　　中　　　　　　　　低

　　　　母親の感度の良さの程度別カテゴリー

図4　母親の感度の良さと母子愛着得点
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　0　　　　　　窩　　　　　　　　　　中　　　　　　　　　低

　　　母親の情動調律の頻度の程度別カテゴリー

図5　母親の情動調律の頻度と母子愛着得点

　．7

垂灘

㌘
34
了3

盒：1
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　　　　　窩　　　　　　　　中　　　　　　　　低

　　　母親の情動調律の一貫性の程度別カテゴリー

図6　母親の情動調律の一貫性と母子愛着得点

IV．考　　察

1．母親の愛着の表象と母子相互作用への影響

　に関して

　母親のもつ愛着表象と母子の相互作用との関

連では，母親の養育を愛情ある温かなものと回

想できる母親は，子どもとの相互作用において，

感度がよく情動調律が比較的みられ，情動調律

において，子どものネガティブな情動にもポジ

ティブなものと同じように応答することが示さ

れた。また，父親との関係でも愛情ある関係を

回想する母親は，相互作用において，感度がよ

くなる可能性と情動調律での一貫性がみられる

可能性があった。

　過去の親との関係が現在の子どもとの関係に

関連するのは，過去の体験から築かれた愛着の

表象が内的ワーキングモデルとして作用するか

らと考えられている。BPIを用いて過去の親と

の関係性を捉えた結果，現在の子どもとの相互

作用時に影響を与えているのは，自分の親が愛

情があったと思えているかどうかecare”因子）

であり，親が統制的・支配的であったかどうか

（【電over－pro七ection”因子）は関連しなかった。

すなわち，愛着の表象形成に影響をもち，次世

代の母子関係も含めた後の対人関係に作用する

のは，自分の親の愛情をどのように意味づけて

いるかということだといえる。

　現在の相互作用の中でも関連があったのは，

子どものシグナルに対する母親の感度の良さと

情動調律に関してであり，子どものどんな行動

も受け入れる受容的な態度や，子どもの行動に

対する直接的な介入の程度に関しては，親の養

育の回想による違いがみられなかった。しかし，

ここから単純に愛着表象は，相互作用時の受容

性や協調性とは関連しないと結論づけることは

できない。何故なら，今回は，子どもに対し拒

否的であるという点では個々のケースを評定で

きず，受容性の程度を否定的言語の程度に頼っ

ていた。しかし，生後10ヶ月という時期，しつ

けとのかねあいから，母親には，「だめだよ」

「投げないんだよ」「投げないの」というような

直接的な禁止の言葉を使う傾向がみられる。短

時間の実験室場面では，本来意図していた「子

に対する受容性，協調性」を評定しきれなかっ

たことが考えられる。

　情動調律に関しては，親から愛情ある温かな

養育を受けたと思える母親は，そうでない母親

に比べ，子どものネガティブな情動表出（ぐず

る，いやがるなど）や親にとって都合の悪い行

動に伴った情動表出（興奮し積み木を投げる，

積み木以外に注意を向けるなど）にも調律し子

どもに応答することができた。母親との関係が

良かった場合は，調律の頻度もよくみられるよ

うではあったが，調律行動が多くみられるかど

うかよりも，ネガティブなものにも変わらず応

答する点で親から受けた養育がより関連するよ

うだった。この結果は，Haftらの結果とも一

致する18）。
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　Stern　8）の行ったインタビューから，母親は

この情動調律を無意識で行っていることが明ら

かになっている。そして今回の結果のように親

との関係を愛情あるものとして想起できない場

合に，無意識にネガティブな情動や都合の悪い

情動に応答しない傾向がみられるのは，子ども

のそういった情動に対し何らかの防衛規制が働

く可能性が考えられる。これまでの愛着研究で

も愛着の対象者に自由にアプローチでき，愛着

対象に関する一貫した情報を組織化できた者は，

そうした情報の情緒的な面にアクセスすること

も自由にでき，何の障害もないことが指摘され

ている。一方，逆に親との関係で何らかの問題

があったり，情緒的な葛藤がある場合は，そう

した情報に接近することは，苦痛を伴うことに

なるため，そのような状況では，無意識に自分

の情動を脅かすシグナルを排除するようになっ

てしまうのである3）藍9）。

2　父親，母親それぞれとの関係とワーキング

　モデルとしての表象に関して

　PBIを自分の母親のみならず父親に関しても

別に調査した結果，現在の母子関係に影響を与

えるのは，過去の母親との関係だけではなく，

父親との関係も関連していることが示唆された。

しかし，これまでの愛着理論では，愛着の表象

は，特定の養育者（通常は母親）との幼少時期

の関わりがドミナントに影響し，単一の表象が

形作られるとされてきた。言い換えると，母親

との関係が非常に大きな影響力をもち，父親を

含め他の人との関係はあまり問題とならないと

いうことである。今回の結果は，この考えと矛

盾する。そのため，母親自身の過去の母親父親

との関係を組み合わせ，現在の乳児との相互交

渉場面での母親の感度，情動調律の頻度，一貫

性にどのように影響するのかということを検討

した。結果，母親の曜憾度のよさ”ど情動調律

の一貫性”では，母親父親ともに㌔are”の得点

が高い場合得点が高値を示し，他の組み合わせ

では大きな差がなく，（図1，3）父親との関

係が相乗的に作用する可能性が考えられた。そ

しで調律の頻度”では，母親のヒ曜care”得点が

高ければ父親側の得点に関係なく高値を示し，

母親の｛壁care”得点が低い場合にのみ，父親の

”care” ｾ点での違いがみられ（図2），母親と

の関係が一次的に働き，父親との関係は二次的

に作用する可能性がみられた。もし，表象が単

一で過去の母親との関係がドミナントであれば，

この精動調律の頻度”のように母親との関係

が一次的に作用し，副次的な人物との関係が仮

りに良くなくても，あまり影響を与えない結果

をみせるであろう。一方，複数の愛着表象の存

在を唱える研究者も存在する。Steeleらの研

究20）では，子どもは父親母親それぞれに対しそ

の親の愛着表象に一致した愛着のタイプを示す

という結果がでており，対象に対してそれぞれ

違う表象を形成していることが示されている。

　現在の子どもとの相互作用において過去の父

親との関係が相乗的に作用するように思われる

ものもあれば，母親との関係が一次的に働き，

父親との関係は二次的に作用すると思われるも

のもみられたという今回の結果では，表象（内

的ワーキングモデル）は，整合性をもった単一

のもので，状況に関わりなくある特定の記憶単

位が同じように取り出され，様々な対人関係を

一様に決定づけてしまうというものではなく，

様々な表象から構成され，状況に応じて引き出

され，現実の情報と交錯し，行動に作用するも

のと考えることができる。そのため状況に応じ

て，さまざまな関係の表象の影響力の程度に変

化がみられるのではないだろうか。ある状況で

は，母親との関係において築かれた，情動制御

の方略や情報が優位にたち，また決定的に作用

し，他の状況では，父親との関係たおいて築か

れた情報や情動制御の方略が，相乗効果をもた

らすという仮説が成り立つ。しかし，本研究で

は，ヒヒcare”項目で父親と母親が相反した結果を

示したサンプルの数が少ないため（母親が高く
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父親が低い，または，母親が低く父親が高いケー

スは，共に4一スづっであった），これらはま

だ推測の域をでない。今後もう少し大きなサン

プルで検証していく必要があるといえる。

3　乳児期の母子相互作用とその後の愛着関係

　に関して

　生後10ケ月時の母子の相互作用のうち，18ケ

月時の愛着関係との関連が示されたのは，母親

の応答性の項目では，憾度のよさ”だけであっ

た。また，情動調律：行動では，‘稠律の頻度”，【曜

調律の一貫性”の両方において関連がみられた。

これまで，母親の感受性と愛着関係との関連は，

多くの研究で示されてきたが，情動調律と愛着

の形成については，あまり報告がない。今回情

動調律行動との関連が示唆されたが，では何故，

情動調律の量や質は愛着の形成に関係するので

あろうか。

　情動の調律は，感情的につながっているとい

う感覚をもたらし，乳児にとってそれは，他者

と“共にある”という体験となると考えられて

いる。この場合の他者とは，乳児にとっては自

己を制御する他者である。Stern　8）は，こうし

た他者とのさまざまな情動制御の体験や情動の

共有という体験から，子どもの中にevoked

companionが存在するようになり，それにより，

乳児ぱL人でいるときでも常に誰かと共にい

る”ことになり，evoked　companionに伴われ

ていることが，探索時の安心感や世界に対する

基本的信頼感の基礎となると述べている。情動

の共有の体験がまさに愛着行動を支えていると

いうことがいえる。

4　愛着の表象と母子相互作用と子どもとの愛

　着関係に関する見解と今後の課題

　Qソートによる愛着関係と10ケ月時の母親の

親の養育態度の回想と観察から得られた母子相

互作用の3っの関連で，共通していたものは，

母親が回想する親との愛情ある温かな関係と相

互作用における母親の感度のよさと情動調律の

量と質であった。すなわち，母親のもつ愛着の

表象は，相互作用場面において，子どものシグ

ナルに対して感度よく応対することや子どもの

表出した情動に対して調律することに影響を与

え，それらの行動を媒体として子どもとの愛着

関係に作用するということが示唆される。

　自分の母親のみではなく，父親との関係も次

世代の親子関係に影響することから，子どもの

関係性の発達には，父親も視野に入れて考えて

行かなくてはならないだろう。

　また，実際の親子関係は，子どもの気質面や

母親を取り巻く環境の影響も強くうけている。

今回の結果を決定論的に考えるのではなく，ひ

とつのリスクファクターと捉えるのが適切であ

ろう。そして，母子相互作用の際に子どものシ

グナルを感度良く察知できない，あるいは，無

意識に無視してしまったり，上手く情動を会わ

せていくことの出来ない対象者に対してどのよ

うな援助をおこなうことが有効なのかが考えら

れて行く必要がある。過去に不幸な体験を持ち

ながらも，自分の子どもと安定した愛着関係を

築く母親も多く存在する。そういう人々がこれ

までどのような体験を経て，親との関係をどの

ように認識しているのか，子どもとどのような

相互作用をもっているのかということについて

検討することは，こうした援助を考える上で多

くの示唆を与えてくれるものと考え，愛着研究

の今後の課題といえる。
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