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はじめに

本稿では，乳幼児の発達研究について，『教育心理学

研究』『発達心理学研究』『心理学研究』（Japanese Psycho-

logical Research : JPR を含む）において，2009年７月から

2010年６月までに掲載された論文を概観する。対象と

なった論文は20編であり，論文内容のバリエーション

も豊富で，年報として整理するのに十分な量であると判

断し，学会論文集等は除外した。

検討した20編のうち，４編は乳幼児そのものを対象

とした論文ではない。養育者等の養育行動や保育者の幼

児への指導方法に関するものである。タイトルやキー

ワードに乳児あるいは幼児等の記載があり，乳幼児発達

と関連が深いと判断したものを抽出した。

対象雑誌に掲載された乳幼児発達に関する論文の割合

は13.1％（153編中の20編）であった。『心理学研究』に

は該当する論文の掲載がなく（50編中の0編 ;0.0％)，JPR

では３編であった（25編中の3編 ;12.0％。ただし,内 2編は特

集の展望論文)。『教育心理学研究』には幼児を対象とした

論文が３編，幼児に対する保育者の指導方法に関する論

文が１編の合計４編であった（40編中の4編 ;10.0％)。『発

達心理学研究』には，乳児（3歳未満）対象が２編，幼児

対象が８編，養育者等の養育行動等に関する論文が３編

の合計13編であった（38編中の13編 ; 34.2％)。氏家

（2010）の指摘と同様に，乳幼児研究のメイン・メディア

が『発達心理学研究』になっていることが分かる。

以下，領域別に整理を試みた後，わが国の乳幼児研究

における暗黙の前提と見える部分をいくつか抽出し，今

後の研究の方向性に関する議論を行う。なお，本稿で取

り上げる論文の多くは筆者の狭い専門分野を超えており，

理解不十分ゆえに適切なまとめや指摘ができていない部

分もあるだろうことを予めお断りしておく。

Ⅰ．領域別に見た研究動向

１．言語と数

幼児期は話し言葉が充実し，文字への関心が高まると

ともに，日常生活や遊びの中で比 的自然に数概念を形

成していく時期である。ここでは，第二言語習得，かな

文字の認識，手指の巧緻性と算数能力に関わる研究を取

り上げる。

李・湯澤・関口（2009）は，日本語母語幼児と中国語母

語幼児における英語の音韻処理の差異について検討した。

第二言語習得については，特に音声知覚と発音において

より早期の学習にアドバンテージがあることを示唆する

研究があるが，実際にはそれぞれの母語における韻律的

特徴によって固有の課題があるという。そこで，この研

究では，中国語母語幼児との比 を通して，日本語母語

幼児の英語音韻習得における課題を明らかにすることを

目的とし，英単語の音声刺激聴取から語頭音を抽出する

音韻認識課題と音声刺激聴取後に復唱を求める反復課題

を実施した。研究対象となったのは，日本語母語幼児は

日本の保育所，中国語母語幼児は中国・瀋陽の幼稚園の

それぞれ５，６歳児であった。

実験の結果，１音節英単語の語頭音の同定能力は日本

語母語幼児が中国語母語幼児に比べて優れていたが，１

音節英単語の反復（聴覚提示された英単語の発音を復唱するこ

と）においては中国語母語幼児の方が優れていた。ここ

から，日本語母語幼児では複雑な音韻構造の単語をひと

まとまりとして発音することが，中国語母語幼児ではよ

り小さな単位の音韻の認識能力を発達させることが課題

であると指摘された。

社会のグローバル化を背景に，第二言語としての英語

の習得に関する関心が高まっている。李らの研究は，特

定の母語の音韻的特徴が幼児の第二言語習得に固有の課

題をもつことを示唆した点で注目される。先の学習指導

要領の改訂によって，小学校からの英語学習が本格的に
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始まりつつある。筆者も成人してから「幼い頃に英語環

境があれば」と思った１人であるが，母語と第二言語の

音韻的特徴を踏まえた学習環境や指導方法がなければあ

まり効果も期待できないということなのだろう。

垣花・安藤・小山・飯高・菅原（2009）は，３，４歳児

を対象に，かな識字能力に関わる認知的要因（モーラ意

識,数唱,非単語復唱,語彙,視知覚技能）について検討している。

文字音知識，特殊表記の読み，長音単語の表記知識，読

みの流暢性を指標としたかな識字能力は，その発達とと

もに課題となる認知的要因が異なるということを明らか

にした点が本研究の特徴である。

たとえば，モーラ意識は，文字音知識と長音単語の表

記知識と関連していたが，他の識字能力の指標とは関連

していなかったという。一方で，読みの流暢性は数唱や

非単語復唱との正相関が見られたほか，長音単語の表記

知識との強い正の相関が見られた（r＝.576,p＜.01)。ここ

から，垣花らは高次のかな識字能力には読みの下位スキ

ルの発達が関連しているとし， 各認知的要因の相対的

役割が変化すること，また，識字の基礎技能が高次技能

を支えるように発達が進行する」（p.304）のではないか

と解釈している。

幼児期における文字の読み書きに対する養育者や保育

者の関心や不安に比べると，数概念や計算への注目は相

対的に低いかもしれない。しかし，文字に関心をもち始

める時期と平行するように，生活の様々な場面で幼児は

数的世界に対しても関心を寄せていく。しばしば見られ

る現象として，幼児が指を折って数を数えるということ

がある。また，ある種の発達検査においては，指を使わ

ないで対象の数えを行うよう教示する。つまり，外的な

道具としての指の使用を抑制することで，数認識の内面

化の度合いを測定しようとするのである。このことから

も，数や計算能力の発達が，指の使用を１つのフェーズ

として内包していることが分かる。はたして，幼児の計

算能力と指との発達的関係性とはどのようなものであろ

うか。

浅川・杉村（2009）は，手指の巧緻性と計算能力との関

係を検討した興味深い研究である。これまでも計算時の

指使用や指認識と計算能力との関連について指摘した研

究はあるが，浅川らの研究の特徴は手指の運動能力（手

指の巧緻性）と計算能力との関係について検討した点にあ

る。浅川らは，先行研究で指認識と計算能力の関係が明

らかになっていることを受けて， 手指の巧緻性→指認

識→計算能力>というパス図式の仮説を立てた。12問か

らなる足し算課題とWPPSIの算数課題を「計算能力」，

リハビリで使われるペグボードの成績を「手指の巧緻

性」，目を閉じた状態で触られた指を事前に割り当てら

れた１～５の番号で答える課題を「指認識」の指標とし

て，幼稚園の年長児に対して課題を実施した。

その結果，共分散構造分析において最もあてはまりの

良かったモデルでは，手指の巧緻性が計算能力を予測す

ることは示されたが，指認識と計算能力との関係は示さ

れず，手指の巧緻性が指認識を予測するのみにとどまっ

た。この結果について，浅川らは指認識課題では10点満

点で平均が8.81と高く，天井効果が生じたことによる

のではないかと推測している。

上記の３研究は，いずれも個体内の発達連関を検討し

ており，年齢を重要な指標とはしていない点が特徴であ

る。幼児期の言語や数の発達には個人差が強いと考えら

れるため，機能間連関を丁寧に調べる研究は貴重である。

近い将来，言語や数が幼児にとってどのような意味をも

ち，生活や遊びの中での「生きた能力」として幼児自身

に体験されるのかといった，より広い視野での研究の統

合がなされていくことにも期待したい。３研究はそれぞ

れ示唆に富むものであるが，今後幼児の保育・教育を

トータルでデザインするという視座の下でこそ，研究の

意義を最大化できるものと思われる。乳幼児の保育・教

育のイノベーションが求められる昨今，乳幼児発達研究

が新しい保育・教育のグランドデザインにどのような提

言ができるかも，個別研究との関連の中で探るべき課題

であろう。

２．幼児の経験と認識

幼児らしい認識の特徴を知るという意味では，彼らが

構成する素朴理論を検討するのが興味深い。

中島（2010）は，幼児の素朴生物学に関する研究にお

いて，これまで「成長」に関する研究は多くなされてき

たものの， 老化」に関する認識を調べた研究は手薄で

あると指摘する。４，５歳児（および大学生）を対象に人

物の成長と老化を描いた数枚の図版を用いた課題を実施

した。その結果，４歳では明瞭な傾向が見られないもの

の，５歳になると皺の量や毛髪等によって老化（加齢変

化）を認識できるようになることが示された。また老化

の原因について問うと，５歳児は大学生と同様に，人

為・外部的要因や心理的要因によってよりも，身体内部

的原因によって説明する傾向にあった。以上の結果から，

中島は４歳から５歳にかけて，幼児が生気論的因果（身

体現象が「活力」や「気」（元気）の働きによって生じるという認

識枠組み）を獲得し，そのことが老化に関する素朴生物

学の発達と関連しているのではないかと述べている。

幼児が老化現象をどのように認識しているのかという

視点は，斬新で非常に興味深い研究である。一方で，素

朴理論が経験によって構成されるものであることを考え

ると，現代日本の幼児がどのように「老い」を経験して
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いるのかということが気になるものである。中島も，身

近に高齢者がいるかどうかや，メディアによる情報環境

の変化が老化の認識に影響を与えている可能性を述べて

いる。今後，経験や情報源と「老い」の素朴理論形成の

関連についての検討が待たれる。

ところで，外山（2009）は幼児の経験と認識形成との

関連について興味深い研究を報告している。本研究は，

『教育心理学研究』の〔実践研究〕として発表されたも

のである。外山は，作物の栽培活動を積極的に行ってい

る東京都内の保育所Ａ園に，ほぼ隔週で２年間という長

期にわたり訪問し，観察・調査を行ってきた。

外山の問題関心は，栽培経験に関する保育実践が幼児

の植物に関する生物学的理解を変化させるのかどうか，

また，先行研究（日下・長谷川・風間,1997）のように意図的

に作物の成長過程に注意を向けさせる実践とＡ園のよう

に栽培と収穫物を食べることとの距離を縮めることを目

的にした実践とでは，幼児が獲得する理解に違いがある

のかどうか，にあった。このことを調べるため，栽培活

動をあまり行っていない対照園も設定し，２つの研究を

行った。

研究１では，Ａ園と対照園の年長児を対象とし，植物

（作物）の生命認識と栽培手続き（水やり,日なた,草むしり）

の生物学的意味の理解を検討するために，個別にインタ

ビューを行った。その結果，Ａ園の対象児は対照園と比

べて，栽培経験のあるキュウリを生物学的理由に基づい

て「生きている」と判断しやすかった。栽培経験のない

パイナップルでは両園の対象児で差がなかった。また，

Ａ園の対象児は対照園よりも， おいしいミニトマトを

つくる」ための栽培手続きをより多く知っており， 日

なた」に植えることの意味を生物学的理由に基づいて説

明した。

Ａ園の対象児は対照園と比べて，植物の生物学的理解

を深めていたことが示唆されたが，パイナップルについ

ては明瞭な結果は得られず，日下らの研究のように栽培

活動が栽培作物以外の植物についての理解へと転移して

いないようであった。しかし，パイナップルは関東地方

では通常栽培されておらず，植物としての認識をもちに

くい材料であった可能性もある。そのため，外山は研究

２では「草」「木」という材料を用いてＡ園と対照園で

調べてみた。すると，草でも木でも，生物学的理由に基

づいて「生きている」と説明する対象児はＡ園において

有意に多かった。また， おいしいパイナップルをつく

ろう」および「きれいなヒマワリを咲かそう」という文

脈を与え，そこに「水をやりすぎてしまった」等の馴染

みのない状況を提示し，植物がどうなるか予測を求めて

みると，Ａ園の幼児は対照園と比べて，パイナップルに

おいてより正しい予測をした。

ここから，外山は，Ａ園の年長児は「栽培して食べ

る」という文脈において，より正しく生物学的な推論を

行うことができるのではないかと解釈している。Ａ園は

必ずしも作物の成長過程を記録させるといった意図的な

教育は行っていなかったが，年長児は栽培経験を通して，

植物に関するより広い生物学的理解を，特に「食べる」

という実践的な行為と結びつけて獲得しているようで

あった。

本研究の意義は，幼児の認識形成における経験の意味

と文脈との関連についての丁寧な議論が展開されている

点，そして幼児期の生物学的理解が必ずしも特定領域に

対する意図的教育によってもたらされるわけではないこ

とを示唆した点であろう。食育の重要性が説かれるよう

になってから，保育現場ではともすると子どもにとって

の必要感やリアリティを置き去りにした実践を目にする

こともある。例えば， 赤は血や肉になる」「緑は体の調

子を整える」「黄は……」と栄養素の意味をトップダウ

ンに理解させようとするもの，肥満だと将来病気になる

から食生活や運動習慣をつけようと呼びかけるものなど

である。こうした実践の教育的効果を否定するわけでは

ないが，外山の研究から示唆されるのは，幼児にとって

必然性のある活動間のつながりを捉えた，よりトータル

な意味での食育の重要性である。

幼児における経験と認識のつながりについて，宮里・

丸野・堀（2010）の研究も興味深いものである。この研究

では保育園の年中児と年長児を対象に，比喩理解が実際

の他者とのやりとりに伴う身体運動感覚に支えられたも

のであるかどうかを検討している。結果として，同一の

シナリオを絵本のように聞くだけの条件などよりも，実

験者と一緒にごっことして演じる条件（ 主体やりとり条

件」）の後の方が，シナリオに関連して提示される比喩

表現（e.g.「アリのような人」）の理解が良かった。更に，

ごっこの際の情動反応が大きい幼児ほど比喩がより適切

に理解されたという。

この結果は非常に興味深いものである。敷衍すれば身

体運動感覚がイメージ形成を促進するということになり，

身体・情動と表象の発達的関連性に対する１つのエビデ

ンスを提供している。かつてWallon（1932久保田訳 1965）

は「情動は表象への扉を開ける」（邦訳p.80）という象徴

的な名言を残したが，近年の脳科学や認知意味論はより

実証的に身体と表象の関係を解明しようとしている。素

朴な疑問がいくつか浮かんでくる。もし， 経験が貧弱」

であるとき，幼児は比喩のみならず様々なイメージ形成

においても困難を来すのだろうか。 腑に落ちる」とい

うような理解のあり方は，科学的に実証可能なのか。
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ところで，宮里らの研究では情動反応の「大きさ」と

比喩理解との正の相関関係を指摘したが，情動表現が顕

著でない子どもは表象能力の発達において何らかのハン

ディを抱えるということがあるのだろうか。情動には表

出と体験の次元があるが，それが必ずしも直線的に一致

するとは言えないだろう。喜びの表情が明瞭でなくとも，

主観的には「とても喜んでいる」子どももいるように思

われる。身体表現は内面世界との連関をもっているだろ

うが，だからと言って表現が体験のコピーであるという

ことはない。 情動表現―内的体験―イメージ生成>の

関連について，今後の研究の深化が楽しみである。

３．社会的認知

保育の場面でよく見かける， ごめんね」→「いいよ」

という幼児間の典型的な発話ペアがある。多くの幼児に

とって，これらはいずれも社会的なルールとして集団保

育の中で教えられたり，学んだりするものである。謝罪

は日本文化における人間関係調整機能の代表格であり，

我々は何気なく毎日「すみません」「ごめんなさい」と

言っている。謝罪行為は発達的に見ると，生後２年目頃

より観察されるが，幼児期になると謝り方や謝る文脈に

様々なバリエーションが出てくる。

早川（2009）は，４，５，６歳児を対象に，加害行為

の意図性と謝罪との関連を検討した。場面想定法により，

ある登場人物の子どもが意図的╱偶発的に他の子どもの

ものを壊してしまうというストーリーを提示し，自分が

加害者だったらこの後どうするかを問うた。その結果，

４歳から６歳にかけて意図的場面╱偶発的場面にかかわ

らず，謝罪をすると回答した幼児が増加した。

興味深いのは，６歳児よりも５歳児において，意図的

場面でよりも偶発的場面で謝罪すると予測した子どもが

多かったという結果である。そして，謝る理由として

「気持ちへの焦点化」（被害を与えた相手が「かわいそうだか

ら」「泣いているから」等）が他の年齢よりもやや多く見ら

れた点も５歳児の特徴であった。この結果について，早

川は「気持ちへの焦点化」は他者のネガティブな感情に

対する共感を含んでいるためと解釈している。しかし，

幼児期の自他関係認識の発達を考えると別の解釈も可能

であるように思われた。

高田（2010）によれば，幼児期の社会的比 は５歳児

頃に変化があり，自他の比 によって自己評価を行う傾

向が目立つようになる。したがって，５歳頃には自己の

謝罪行為の意味も，他者を参照しながら同定していくの

かもしれない。もし，意図的にせよ偶発的にせよ，謝罪

行為の意味を「私が悪いから」と同定した場合，自己評

価は低下してしまう。対して， 相手がかわいそうだか

ら」と同定すれば，謝罪しているにもかかわらず同時に

「優しい自分」を演出し，ポジティブな自己評価を形成

することもできるのである。つまり，５歳頃になると，

加害者―被害者>という二者関係による意味づけでは

なく， 加害者―第三者―被害者>という三者関係（加

藤, 2003）による枠組みで謝罪行為を認識し始めている可

能性がある。

場面想定法には常につきまとう問題であるが，三者関

係的視点を有している子どもは，課題場面においても社

会的望ましさを媒介にして回答するということを念頭に

置く必要がある。実験者は黒子やロボットではなく，子

どもにとっては 社会>を代表する評価者として現れて

いる。そのような課題場面の構造を考慮に入れるならば，

６歳児の「優れた」成績はどのように解釈されるべきで

あろうか。早川は，６歳児の高成績を「謝罪―許容スク

リプト」の形成という観点から解釈している。つまり，

６歳児は「謝れば許してもらえる」という認識があるの

で，謝罪を道具的に使用することができるということだ

ろう。

確かにそういう側面もあるかもしれない。しかし，一

般に仲間関係が複雑化する年長児では，謝ったからと

いってすぐには許してもらえないことも多いであろうし，

いわゆる「根にもつ」子どもも出てきて，相手に許して

もらうのも一筋縄ではいかなくなる。また，杓子定規に

「ごめんね」と言えば許してもらえた３，４歳児と違い，

謝り方（表情,態度,声のイントネーションなどマルチモーダルな

情報）によっては， ほんとは悪いと思ってないで

しょ 」と，相手に腹の内を見透かされてしまうことも

出てくる。こうしたことを考えると，架空場面における

６歳児の回答が，現実場面での自分自身の認識や行動を

そのまま反映したものと考えるのは早計であるように思

われる。むしろ，架空場面で６歳児が焦点化しているの

は，どのような回答が社会的に望まれるか（道徳的か）と

いうことではないだろうか。傍証データがないところで

これ以上の解釈は慎むが，いずれにしても我々に必要な

態度は，幼児が実験者の前で示すある種の「優等生的

な」回答を，そのまま現実場面における発達変化として

解釈することに慎重であることだろう。

ところで，幼児はしばしば噓と真実を混同する傾向が

あり， 噓つきは泥棒のはじまりよ 謝りなさい 」

と謝罪を求められても，当の子どもにとっては納得がい

かず，頑として謝らないということが起きてくるもので

ある。おそらく，年長から小学１年生頃にかけてそうし

た傾向が顕著になってくるのではないだろうか。噓か本

当かの問題について，養育者や保育者にとってやっかい

なのは，たとえば架空の友だち（imaginary companion）

のように，幼児にとってはリアリティに溢れた主観的体
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験が，客観的には虚構であるということがしばしばある

ことである。

とは言え，幼児の実念論的な世界観と付き合うことは，

養育者や保育者にとっては楽しみの１つでもある。 ク

リスマスの夜の赤い服と白い髭のおじいさん」や「赤ら

顔で鼻が長く つ手の葉をもった下駄履きのおじさん」

のようなキャラクターのもつリアリティは，子育て実践

の重要な原動力なのだ。しかし，もし幼児の噓と真実と

の混同が，個人の人生を大きく左右するという局面に

なったら，笑ってはいられない。それが，司法の場にお

ける目撃証言という問題系である。

上宮・仲（2009）は，幼児の証言能力の査定を洗練させ

ていくための基礎的研究として，噓をつく行為と関連す

る噓や真実の理解の側面について網羅的に調べている。

非常に多くの課題が行われており，結果を要約すること

は簡単ではないが，総じて言えば年少児に比べ年中児と

年長児は噓と真実の同定および善悪判断をすることがで

き，行動面では年少児は意図的に相手を すことができ

るような噓をつくことが難しく，年中児と年長児はそれ

が可能になるということである。

この結果には非常に悩ましいものがある。なぜなら，

証言には「噓をつかないこと」が前提となるが，その観

点だけから見ると噓がつけない年少児（3,4歳）の方が証

言者として相応しいということになってしまうからであ

る。幼い幼児は，噓と真実の概念はないが，噓はつかな

い（つけない)。年長の幼児は噓と真実の概念的理解や道

義的理解は心得ているが，噓をつくこともできる。理想

的な証言者は「噓と真実の理解が十分であり，かつ噓を

つけない」ということになる。一定年齢以上の証言者の

場合，偽証罪を設定することによって上の命題を満たす

可能性が担保されるが，幼児に偽証罪を科すことはでき

ない。この難題に，上宮らは今後どのようにアプローチ

していくのであろうか。裁判員制度が導入され，一般市

民が裁判過程で重要な決定権をもちつつある現在，証言

の信憑性をどのように担保していくかは喫緊の課題であ

る。事件によっては，子どもの目撃証言が鍵を握る場合

もあるため，当該研究分野の発展は心理学の現実社会へ

の応用に関する新たなモデルを提出することになるだろ

う。

謝罪や噓とも関連が深いと考えられる能力として，幼

児の感情理解がある。麻生・丸野（2010）は幼児における

時間的広がりを持った感情理解の発達について，いくつ

かの物語課題を用いて検討している。その結果，３歳児

よりも４，５歳児において状況に依拠した推論から他者

の思考に依拠した推論に基づいて，時間的広がりのある

感情理解を行っていることが示唆された。

以上から，謝罪行為，噓と真実の概念理解と噓をつく

という行為，そして時間的広がりのある感情理解など，

４歳から５歳にかけて自他認識が深まるとの研究趨勢に

更なる根拠を与える研究結果が得られたものと思われる。

今後，この時期の発達変化に関する統一的な理論枠組み

が洗練されることが期待されると共に，幼児が実際に構

成する認識枠組みやその内容のバリエーションと社会文

化的に構成された「経験」との関連の解明も重要な研究

課題となるだろう。

４．養育者―子ども間コミュニケーション

飯塚（2009）による母子間の「抱き」に関する研究は，

探索的で創生期的な趣きをもつ，興味深い研究である。

NICUでケアを受けることになった低出生体重児と養育

者（母親）は，出生直後からの分離を経験する。養育性

が作動する敏感期に生じた分離とアクシデント等によっ

て，母親が「なかなか自分の子どもだと思えない」とい

う事態も起こる。そのため，カンガルーケアなどの「抱

き」を使った方法が取り入れられ，一定の成果をあげて

きている。しかしながら，飯塚によれば，再統合された

母子が「抱き」という場面でどのように関わっているの

かに関して心理学的な検討は行われてこなかった。それ

は，NICUやGCU（Growing Care Unit）などの高度医療

の場で，養育者や医療従事者がナーバスな状態にあると

ころへ心理学者が入って研究することそのものに制限が

大きいためである。飯塚はそのような「聖域」に入り，

長期にわたって母子を追跡したのであるから，筆者が上

で創生期的であると形容したのもあながち大袈裟ではな

いのである。

さて，飯塚の目的は，再統合後の母親の「抱き」およ

び子どもの動きの時間経過による変化を記述することで

あった。予備研究においてGCUでの16組の母子の観察

を経た後，本研究ではGCUでの20組の母子（子どもの体

重の平均1188.5g, レンジ 555g～2335g）を対象とし，週１回

GCUに通い，１組あたり15分の観察を４回～８回行っ

た。分析の対象としては４回の観察分とし，保育器を出

た週とその翌週の２回分の観察を「前期」，前期から最

低１週間以上空け，退院直前の２回分の観察を「後期」

とした。観察記録は，予備研究に基づきある程度の構造

化を行ったフィールドノーツを用いた。ビデオカメラを

用いなかったのは，ナーバスな状態にある母子への配慮

等を考えてのことである。

結果として，⑴「抱き」の頻度は「カンガルー抱き」

と「横抱き」に対して， 対面抱き」が前期から後期に

かけて増加した，⑵子どもの動きは「顔」「手足・体幹」

「視線・注視」「発声」すべてにおいて前期から後期にか

けて増加していた，⑶母親の「抱き換え」は合計37回
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あり，横抱きから対面抱きへというパターンが最も多く

（22回)，次いで対面抱きから横抱きへの回数が多かった

（10回)。それぞれのパターンをプロトコルに落として検

討してみたところ，抱き換えの前後の様子から，対面抱

きと横抱きには，それぞれ「遊びも含んだ積極的なコ

ミュニケーションの機能」（対面）と「なだめたり眠りを

促進させたりするといった鎮静的な機能」（横）という異

なる機能があることが推測された。 抱き換え」という

現象に関して，飯塚は子どもに対する応答性を顕在化さ

せる機能があるのではないかと推測している。本研究は

研究対象とフィールドの制約もあるためか，データとし

ては探索的な記述にとどまっているが，そこで観察され

た中身は極めて貴重で示唆に富んでいる。データ収集に

際しても協力者センシティブなスタンスが随所に読み取

れ，発達研究者として学ぶべき倫理観が随所に見られた。

研究上の制約を承知しつつも，今後の展開を期待せずに

はいられない。

菅井・秋田・横山・野澤（2010）は，乳児期における母

子の絵本読み場面での指さしについて，積木場面との比

を通してその発達的変化を検討している。20組の母子

を対象に，１歳半，２歳半，３歳の３時点で家庭観察を

行った。その結果，⑴母子の指さしは絵本場面でより

頻繁に観察されること，⑵絵本場面での子どもの指さ

しは年齢と共に発話を伴うことで減少したのに対し，積

木場面では逆の変化が観察された，⑶絵本場面での母

子の指さしは，絵本の絵や文字にとどまらず周囲の実物

対象にも用いられることが分かった。

この他，岩田（2009）は保育所から小学校への就学移

行期における一男児と家族との夕食時の会話を縦断的に

検討している。保育所・幼稚園と小学校との接続の問題

に関心が高まっている中で，保育・学校場面ではなく家

庭でのコミュニケーションから環境移行期の子どもや家

族の変化を記述した本研究は，一事例とは言え，今後の

課題を示したという点で価値あるものだろう。

５．養育行動

養育行動に関する研究は，すべて養育者や成人を対象

としたものであるが，乳幼児発達と関係が深いと考えて

簡単に取り上げる。

中川・松村（2010）は，乳児との接触経験があやし行動

に与える影響について，女子大学生を対象とした検討を

行っている。予め協力者に乳児と関わった経験の有無を

聞き，経験有群と無群に分類した。３，４か月の乳児と

その保護者の協力を得，実験室において女子大学生１名

と乳児１名の状況を観察した。結果，経験有群の方が無

群よりも多様で効果的なあやし行動を行うことが明らか

になった。

近年，小中高生と乳児の交流活動などが各地で行われ

るようになったが，本研究はこうした交流が将来の養育

行動にポジティブな影響を与える可能性を示唆するもの

である。しかし，経験の有無については， 乳児と関

わった経験があるかどうか」と協力者に問うことによっ

て判定しているようであり，経験有群といっても「経

験」の内実は多様であることが推測される。今後，子ど

もや若者と乳幼児の交流機会を提供する場は増加すると

思われるので，経験の質という問題も含めて，今後も接

触経験と養育性の関連に関する検討を進めていく必要が

あるだろう。

この他，田中（2009）は母親の情動表現スタイルと幼

児の気質との間の関連性について質問紙調査によって検

討し，母親の情動表現スタイル（自己中心的で不快感を与え

る╱親和的で共感的）と幼児の気質（自己コントロールや否定

的情動の生じやすさ）との間に一定の相関関係があること

を示した。また，青木（2009）は幼児をもつ共働き夫婦

の協同育児に関わる要因について検討を行っている。

６．その他の研究

田中（2010）は，幼稚園・保育所の年長児クラスで鬼

ごっこの指導をした経験をもつ保育者10名に対し，詳

細な半構造化面接を行い，修正版グラウンデッド・セオ

リー・アプローチ（M-GTA）を用いた質的分析によって

指導の構造とプロセスを明らかにしている。しばしば実

践知としての継承に偏りがちな「遊びの指導」について，

非常に丁寧な分析プロセスによってその構造を視覚的に

示すことに成功している。最終的には， 遊びの流れ作

り」がコア・カテゴリーとして抽出され， 主体的参加へ

の誘導」→「遊びの流れ作り」→「自己メンテナンス」

というプロセスが描かれた。また，この３つのカテゴ

リーと関連するプラットフォームのような機能をもつ

「経験の積み上げ」が布置されている。田中が描き出し

た鬼ごっこ指導の基本的枠組みは，10名の保育者の語

りをデータベースとしているので，これが１人の保育者

の指導プロセスとして完結するものではない。しかし，

描かれたプロセスと構造は，１つの典型的なモデルとし

て，保育者がカンファレンス等で参照し，自分たちの実

践を省察し発展させる際に役立つものであろう。そして，

実践者の目にさらされる中で，枠組み（理論）もまた発

達するのだろう。

本論文を読んでいると，データが分析される際のダイ

ナミズムを感じることができ，保育実践を多少なりとも

知る者には自己の「保育データベース」へのアクセスが

誘発されて，様々な具体的実践が想起されるような体験

をさせてもらえた。

Yamazaki,Otsuka,Kanazawa,&Yamaguchi（2010）
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は，生後５―８か月児を対象に，エビングハウス錯視の

知覚が生じるかどうかについて，選好注視法によって検

討した。その結果，５―８か月児がエビングハウス錯視

を知覚できることが明らかになった。この他，JPR の

特集“Interaction of perception, cognition, and
 

action”には，ミラーニューロンシステムの存在を背景

としたダイレクトマッチング仮説から初期乳児期の知覚

と行為のリンクについて検討したKanakogi& Itakura

（2010)，および乳児の視覚―運動協応におけるオプ

ティックフローの役割に関するShirai & Yamaguchi

（2010）の展望論文が掲載されている。

Ⅱ．乳幼児研究における「場所」「対象」「年齢」

１．研究の「場所」と場所に依存した「対象」

本稿を執筆するためにこの１年間の乳幼児発達研究を

読んでいくうちに，周辺的と見なされている事柄が気に

なるようになった。たとえば， 出生順位」や「きょう

だいの有無」は，研究内容によっては重要な情報，時に

は重要な独立変数になり得るものであるが，今回取り上

げたほとんどの研究では記載がなかった。記載があった

のは，岩田（2009)，菅井ら（2010)，飯塚（2009）のみで

あった。

乳児の研究を家庭観察で行う場合，第１子と決めて募

集するということはしばしばある。菅井ら（2010）の対

象児も全員第１子であったが，おそらく計画段階での方

針であろう。きょうだいがいる場合，そのお相手をする

アシスタントを同伴しなければならないとか，“ノイズ”

なしで観察したいと思っても突然「ママー 」と別室か

ら呼ぶ声がするなど，手間とリスクが想定される上，養

育者の養育経験というまさに中川・松村（2010）が明らか

にした養育行動の重要な規定因のコントロールが複雑に

なるからである。

幼稚園や保育所で幼児のデータを取ったすべての研究

において，出生順位やきょうだいの有無の記載がなかっ

たことは１つの特徴ないし暗黙の前提をうかがわせる。

その前提が， 幼児では特別必要な情報ではない」とい

うことなのか， 保育所や幼稚園でデータを収集する場

合，そこまで立ち入った個人情報を聞き取ることは難し

い」ということなのか，はたまたその両方なのか，他の

理由があるのかは定かではない。

しかし，たとえば昨年の氏家（2010）によっても取り

上げられた松永・郷式（2008）の研究によれば，きょうだ

いをもつことおよび異年齢保育を経験することが，いず

れも心の理論発達の促進因となることが示されている。

心の理論が認知発達および社会性発達の極めて重要な指

標であることを考えると，幼児の発達研究において家族

関係や保育形態（異年齢保育など）を無視して良いだろう

か。

こうした懸念は，特に幼児の研究の多くが家庭や実験

室ではなく，対象児が在籍する幼稚園や保育所で行われ

ているという，あるいは日本に特徴的な状況を考えるな

らばより一層現実味を帯びてくる。幼児を対象とした論

文11編中10編において，対象児を幼稚園か保育所でリ

クルートしていたが，その内４編では，具体的に「どこ

で」実験等を実施したのか記載がなかった（ただし,内 2

編については,著者に直接問い合わせることによって「幼稚園の一

室」で行われたことを確認した)。おそらくここにも暗黙の

前提がある。研究実施場所を明記しないということの背

景には，おそらく保育所や幼稚園の在籍児を対象とした

場合， 実際の研究遂行もまたその施設内のどこかで行

うものだ」という研究コミュニティ内における共通了解

があるからだろう。

乳幼児の研究がどこで協力者を集め，具体的にどこで

行われているかという問題は，養育環境や保育形態，保

育理念等が多様化している中では看過できないかもしれ

ない。かつては， 農村」と「都市部」というようなく

くりが現実的に機能していたのかもしれないが，今日で

は同じ都市部に位置する近隣の２つの保育施設が全く逆

のような保育理念に基づいて保育を行っている場合も少

なくない。たとえば，緑豊かな森のような園庭に必要な

リスクを残して配慮された遊具や工具などが自由に使え

る環境の中で，子どもの自発的な遊びを中心に保育を構

成する園と，英語やスポーツ，パソコンなどの「特別活

動」を豊富に取り入れ，外部講師を活用して精力的に行

う園とが，同じ社会経済的地域に存在するというのは珍

しくない（両者が「全く逆」かどうかは置くとしても,一般的に

かなり異なる保育観に基づく園であることは否定されないであろ

う)。

保育環境による幼児の認知発達の違いについては，ま

さに外山（2009）も明らかにした事実であり，外山が対

象としたＡ園と対照園の園児とでは，植物の生物学的理

解という範囲にとどまらず，同じ年長児といっても様々

な側面での発達のバリエーションを示している可能性が

ある。こうしたバリエーションに対して，我々はもっと

アンテナを張るべきかもしれない。その点で，対象論文

の中には当該結果の解釈以前に考慮すべき「場所」と

「対象」の問題が存在しているように思われた。

たとえば，李ら（2009）において，中国語母語幼児は

瀋陽の幼稚園でリクルートしているが，その幼稚園では

週１回30分の英語と中国語の学習が行われているとい

う。日本語母語幼児の在籍保育園ではそのような学習は

行われていなかった。英語の音韻処理の違いに関する研

― 74 ―

教 育 心 理 学 年 報 第50集



究で，一方の群の対象児にのみ定期的な英語学習経験が

与えられていたとすれば，研究結果は母語の音韻的特徴

の影響なのか，英語学習の経験要因なのか，はたまたそ

の交互作用なのか，要因の交絡という基本的な問題が問

われる。

同様に，垣花ら（2009）の対象児は横浜市内の私立幼

稚園１園からリクルートされているが，当該園が文字に

ついてどのような保育上の理念をもち，環境構成と援助

を行っているかについての記載はない。筆者の知る限り，

一方では文字や数に関する環境（壁面構成等も含め）に対

して非常に慎重な園もあれば，積極的にかなや漢字の文

字学習や英語教育等を行っている園もある。保育時間が

長時間化している日本の幼稚園や保育所に在籍する幼児

にとって，こうした環境や教育意図の違いが発達に及ぼ

す影響は決して小さくないと思われるのだが。

幼児の社会的比 を検討した高田（2010）の研究も貴

重な労作なのであるが，もとになるデータが1989年

～1992年に収集されたという事実を無視することはでき

ないし，その情報が「方法」欄ではなく「付記」に記載

されていたことにも違和感を禁じえない。1989年と言

えば，幼稚園教育要領が四半世紀ぶりに大改訂された年

である。いわゆる「子ども主体の保育」という方向性が

強く出され，保育現場に様々な混乱が生じた時期であっ

た。現在は，そこから２度の改訂がなされ，20年前と

は保育をめぐる状況も随分変化した。高田は研究結果を

欧米の先行研究と比 して比 文化的な観点から考察を

加えているが，1990年の日本と2010年の日本もまた，

文化比 が可能なほどの差異を呈している可能性もある。

Rogoff（2003╱ 2006）が示唆したように，年齢的に見

た場合の発達の実像は，子どもが置かれた文化的文脈に

よって想像以上の「正常な」バリエーションを帯びる。

ある文化では乳児期の発達課題に「刃物への関心と使

用」があり，別の文化では同じ時期の乳児に「知育玩具

の上手な操作」を期待するのである。

幼児期においてはなおさら，無批判に年齢を説明変数

とすることを改めなければならないかもしれない。日本

では，これまで「日本人乳幼児」というくくりで何の咎

めもなく発達研究がなされてきたが，格差社会と呼ばれ

るようになってすでにかなり長い時間が過ぎ，世代を超

えて貧困が再生産されるなどの現状も考えると，乳幼児

期の研究でさえ「自分が対象としているのは誰なのか」

にもっと自覚的にならざるをえないだろう。

２． 生活年齢」と「学年」

もう１つ気づいたのが「年齢」に関する記述である。

たとえば，筆者は本稿で「４歳児」「５歳児」という言

葉を書きながら，しばしばためらいを生じた。それは，

保育所や幼稚園でこの同じ言葉を使う時， ４歳児」と

は，その年度中に「５歳」になる子どもを意味するから

である。研究対象として「４歳児」としか書かれていな

いと，それは学年としての４歳児なのか，生活年齢とし

ての４歳児なのかすぐには判断できない。本稿で取り上

げた論文にも，その点が不明のものが散見された。

個人的なことになるが，筆者は４月生まれであり，入

学・進級とともに年齢が上がってしまうという事実を幼

児期から確かに認識していた。筆者にとっては，たとえ

ば「年長さん」とは「６歳」を意味し， ６年生」とは

「12歳」を意味するという学年と年齢に関する自動的な

判断枠組みが形成された。したがって，数年前まで年長

児を「５歳児」と呼ぶことについて，いつもある種の抵

抗感を感じていた。「数年前まで」というのは，３月生

まれの娘ができたことによって，生活の中で知らず知ら

ずのうちに「年長は５歳」という新しい枠組みが形成さ

れたからである。

日本では，保育所や幼稚園という施設を舞台に発達研

究が行われるケースが多い。そのため，発達研究におけ

る生活年齢と学年という２つの基準の混在状態が顕著で

ある。生物学的に考えれば生活年齢を指標とすることに

妥当性がありそうだが，幼児にもなれば「ゆり組さん」

というような集団アイデンティティによって自己規定し，

それなりにある学年に期待される認識枠組みや行動を習

得していくこと，また保育の場では学年に固有の経験枠

組みを計画的に行っていることなどを考えると，社会学

的には学年は無視できないグループである。

このような事情から，領域別ではなく時間軸で乳幼児

発達に関するテキストを作ろうとすると，生活年齢と学

年のダブルスタンダードに苦労する。今回取り上げた論

文の中では，生活年齢を指標としている研究ではすべて

学年の記載はなかった。つまり， ５歳児」のグループ

には年中児と年長児が混在しているはずにもかかわらず，

それは不問とされているのである。一方で，上宮・仲

（2009)，外山（2009)，宮里ら（2010）では学年が採用され

ていた。外山（2009）においては，栽培活動というひと

まとまりの経験を問題にしているため，学年という基準

を採用する合理的な理由がある。他の２つの研究では，

おそらく研究遂行上の便宜的な理由から学年が採用され

たものと推測される。

乳幼児発達研究における時間軸の取り方について，生

活年齢と学年のいずれを選択すべきかは，研究内容にし

たがってある程度合目的的になされるべきであろう。

Ⅲ．乳幼児発達研究の「売り場」はどこか

本『年報』における本部門での報告において，一昨年
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の藤崎（2009）によるまとめでは乳幼児を対象とした研

究の掲載が減少している点が指摘され（14編)，昨年の

氏家（2010）の報告ではやや増加に転じているとされた

（24編)。2007年度の坂田（2008）と2006年度の佐久間

（2007）では，上記３誌における掲載数は明記されていな

いが，2005年度の木下（2006）では13編と記されてお

り，1990年から1991年の30編（氏家, 2010による整理）と

比べれば，やはり減少傾向にあると考えて良いかもしれ

ない。

しかし，社会の乳幼児に対する関心は高まっている。

たとえば，Newsweek日本版ではたびたび『０歳から

の教育』を刊行し，ミリオンセラーになっているという。

科学研究費補助金が時限付きの分野として2009～2011

年度に「子ども学（子ども環境学)」を設けていることな

ども，乳幼児に対する社会的関心の高揚を背景としてい

るだろう。そのように考えると，乳幼児を対象とした研

究には社会的需要があり，研究資金の獲得でもアドバン

テージがあるはずであり，掲載数の減少傾向をそのまま

受け入れることには躊躇する。この分野に，何が生じて

いるのだろうか。

筆者が考える主な要因として，①教育心理学領域内部

における構造変化，②掲載メディアの増加，③乳幼児発

達研究のグローバル化がある。教育心理学領域内部の構

造変化とは，第一に，特に『教育心理学研究』では学校

を研究の舞台とした論文の掲載が増加しているというこ

と，第二に，発達心理学の対象年齢や研究領域が多様化

しているということである。これにより，乳幼児（特に

乳児）を対象とする論文の掲載数が相対的に少なくなっ

ているのではないか。

一方で，近年乳幼児や子どもに関する国内の学術誌等

は増加の一途を辿っており，また海外に目を転じれば，

この20年間に発達科学関連の雑誌は驚くほど増えた。

これらの多くが，心理学というディシプリンを含む多様

な領域の相互乗り入れによって成り立っているのも特徴

である。たとえ心理学の３誌では減少していたとしても，

乳幼児を対象とした研究そのものはメディアを広げて増

加しているものと思われる。そして，とりわけ乳児研究

に関しては，昨今国際誌への投稿が目立つようになった

と思う。エビデンスは示せないが，若手の乳児発達研究

者が実証研究を国内の心理学関連誌に投稿せず， 最初

の１本」から国際誌に投稿する時代に入っているのかも

しれない。このことは，乳児を対象とした論文５編中３

編が JPR での掲載であったことからもうかがわれる。

研究のグローバル化の中では，確かに国際誌（英文誌）

に研究を発表することの意味は大きい。日本発の発達研

究が国際的な舞台に登場することは歓迎されるべき趨勢

であろう。しかし，本稿でも見てきたように，発達は子

どもが置かれた文脈や経験に対して，想像以上にセンシ

ティブな現象であると考えられる。子どもが生きる社会

は，グローバル化の中である種の平準化を進行させる一

方で，異なる発達のコースを生み出す発達的ニッチが地

理的に近い環境内に乱立するといった，ある種の逆説的

な状況になっているかもしれない。そのことを鑑みれば，

この日本で得られた発達に関する知見を「乳幼児」とい

うくくりでそのまま世界市場に送り出すだけで良いのか

どうか。日本の社会・文化・歴史的状況をつぶさに見た

とき，ある意味で再帰的に，日本に向けて「日本の発達

研究」の知見を問うということも必要なのかもしれない

と，筆者には思えるのである。その意味において，国内

誌にももっと多くの乳幼児発達研究が発表されることを

期待したい。

Ⅳ．おわりに

今回対象論文を読みながら，基礎研究の知見からその

まま「実践への示唆」を述べる論文が少なくないことに

も気づいた。もちろん，基礎研究といっても，そもそも

実践的な要求を背景にもつものもあり，実践研究と基礎

研究という区分も便宜的なものかもしれない。競争的研

究費の申請書にも，ほぼ必ず「社会的貢献」「何の役に

立つのか」について記載を求められる時代であるから，

いつも研究知見の実践的価値を考えておくというのは１

つの思考習慣なのかもしれない。しかし，研究が本当に

実践に役に立つものかどうかは，少し長い目で見ないこ

とには分からない。それは，たとえ実践研究というジャ

ンルのものであっても同じことであろう。研究の末尾に

「実践への示唆」を書くということには，研究者のスタ

ンスを明示するという意味があるが，より重要なのは

我々の乳幼児研究がどのような暗黙の前提に立ち，どう

いう意味をもつ場所で，誰を対象にしているのか，現実

の社会状況をにらみながら点検し，研究の妥当性を高め

ていくことであろう。

少々私見がすぎる『年報』であったかもしれないが，

本稿の執筆を通して，今後考えるべき乳幼児発達研究の

様々な側面を確認することができた。対象とさせていた

だいた20編の論文の執筆者諸氏に感謝申し上げたい。
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