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要 約
母親が子どもの心に焦点化し，感情や思考といった心的経験に注目しながら子どもを理解しようと
する傾向について，乳児期から幼児期における検討を行った。生後 1～５年目に亘る縦断的調査を行
い，子どもが 0 歳時に母親の mind-mindedness (ＭＭ:乳児の言動に心的状態をつい帰属する傾向) を，
4 歳時に Insightfulness(子どもの言動の背景に心的状態を想定し，適切に読みとる傾向)を測定し，
関連を分析した。その結果，ＭＭは，後の Insightfulness として，幼児の心に対する多面的な見方や
豊かな語りと連続していた。しかしＭＭは，幼児の感情や思考に対する受容的であたたかい見方とは
関連していなかった。乳児期に見られる母親の特徴は幼児の心的世界への見方を一概に予測するもの
ではなく，側面ごとに連続性と不連続性があることが示唆された。
【キー・ワード】心的状態の読みとり，mind-mindedness, 母子関係，縦断研究, 個人差

Abstract
This study examined the stability in maternal tendency to focus on a child’s mental world.
When an infant was 6 months old, his/her mother’s mind-mindedness (MM) was measured. MM
is the tendency to attribute some mental states for an infant. The mother was followed up 4 years
later and her Insightfulness (the capacity of insight into child’s thought and feeling) was assessed.
Results showed that MM was positively correlated with complex view of child’s inner world and
rich in detail answer in Insightfulness assessment interview. However, MM negatively related to
the degree to which mother focus on and try to understand child’s inner experience. The
continuity and discontinuity of maternal way of viewing the child’s internal world was discussed.
【 Key words】
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問題と目的
乳児のメンタライジング能力，特に自他の心の理解の発達について，子どもの個人内における成熟
という点のみならず，他者との社会的相互作用の文脈の中でとらえる視点が注目されている
(Repacholi & Slaughter, 2003; Fonagy, Gergely, & Target, 2007)。こうした社会的関係性について
特に，発達早期に構築され後の人生に亘り一定の影響を持つと目されているものに，アタッチメント
がある。乳児はそもそも人に対する高い志向性を持つ存在であるが，誰にどのように近接し，如何な
る関係を築くかという点は，個々の「乳児‐大人」対において様々である。そして，主要な養育者と
の間に安定したアタッチメントを持つ乳児は，不安定なアタッチメントを持つ乳児よりも，その後の
社会情緒的発達や，特に心の理解の発達に優れることが複数報告されてきた (Fonagy, Redfern, &
Charman, 1997; Meins, Fernyhough, Russel, & Clark-Carter, 1998)。このため，安定型のアタッチ
メント構築が重視されるが，その安定性に影響する要因として，旧来，養育者側の要因が注目されて
きた。それは Ainsworth らにより提唱された sensitivity 概念であり，養育者が乳児のシグナルに気
づき，正しく解釈し，タイミングよく適切なやり方で反応する，という特徴を高く持つことである
(Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall,1978)。しかし，その定義は，子どもから発せられるサインへの
気づき，解釈，行動的応答とそのタイミングという多くの要素の集合体とも考えられ，どの側面がよ
り主要な役割を担っているのかが明確でない。さらに，養育者の sensitivity と子どものアタッチメ
ント安定性の関係は中程度の大きさにとどまるという知見が呈され (De Wolff & Izendoorn, 1997)，
「sensitivity 再考」という議論が行われてきた。そうした中，複数の論者が共通して「子どもの視点
から物事を見る能力 (see things from the child’s point of view)」の重要性を強調するに至っている。
この着想はもともと Ainsworth らによるものであるが，子どもに対する行動的応答の前提として，
養育者がこうした子どもに対する見方を有していること自体が，より重要な意味を持つと考えられて
いるのである(Fonagy & Target, 1997; Meins, 1997; Oppenheim & Koren-Karie, 2002)。こうして
現在までに，母親の子どもに対する見方に焦点化した形で sensitivity の派生概念が提唱され，研究
が開始されている。
こうした派生概念が共通して意識しているのは，子どもの視点から物事を見るために，子どもの内
的な世界に目を向けるという点である。例えば Fonagy & Target (1997) は，母親が自他の内的な過
程について思考する内省的な姿勢として「内省機能 (Reflective Function)」に着目し，この姿勢を強
く持つことが実際に，子どもの安定したアタッチメントを説明することを示している。また
Oppenheim らは，養育者が子どもの行動を行為レベルではなく，その背後にある感情や思考といっ
た動機について考えながら理解しようとする傾向に着目し，これを「洞察性 (Insightfulness)」と名
付けた。そして，母親の洞察性が子どものアタッチメント安定性と関連することを見出している
(Oppenheim, Koren-Karie, & Sagi, 2001)。さらに Meins らは，母親が未だ幼い乳児に対しても，豊
かな心の状態を有した存在としてみなす傾向を mind-mindedness (ＭＭ) と名付け，同じく，ＭＭの
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高さと子どものアタッチメント安定性の関連を報告している (Meins,

Fernyhough, Fladley, &

Tucky, 2001)。特に，生後 6 ヵ月時に測定された母親のＭＭが，12 ヵ月時における子どものアタッチ
メント安定性を予測したこと，さらに，母親のＭＭと sensitivity の双方を測定した結果，ＭＭの方
がより子どものアタッチメントタイプの説明力を有することを明らかにした点が注目されよう。
このように，子どもに対する心を絡めた見方という養育者の特徴が，実際に安定型のアタッチメン
トの発達に寄与していることを裏付ける知見が蓄積されてきた一方，子どものメンタライジング能力
の発達とアタッチメントとの関係についても，新たな議論が起こっている。というのも，より近年の
研究からは，子どもの心の理解の発達，特に心の理論の獲得に関して，アタッチメント安定性が関連
していないことを示唆する結果が得られているためである (Meins, Fernyhough, Wainwright, Das
Gupta, Fradley, & Tuckey, 2002; Ontai & Thompson, 2006)。そして，アタッチメントよりもむしろ，
養育者が示す子どもに対する「心理学的な見方」という特徴が，アタッチメントと心の理解の発達の
それぞれに直接的に寄与し，促進的に機能しているのではないかと考えられている (Fonagy, et al.,
2007; Symons, 2004)。つまり，心の理解発達への影響因として，養育者が子どもの心に対して有す
る見方という特徴そのものへと焦点が移行しているのである。こうした流れは，子どものメンタライ
ジング発達と，社会的相互作用との関連を問う研究による知見とも合致する。例えば，母親が日ごろ
心に関する会話を多く行う程度が，子どもの心的理解発達を促進することを支持する知見は多い
(Dunn, Brown, & Beardsall, 1991; Perner, Ruffman, & Leekam, 1994)。そして，子どもとの間で心
を絡めた会話を行うという行動の背景には，そもそも子どもの心に目を向け，それについて思考しや
すい，という認知的特徴があると考えられる。このように，子どもの心的理解発達を取りまく社会的
環境の特質として，養育者が有している「心」に対するスタンスが注目されているのである。
そして現在，養育者の特徴による子どもの発達への影響を直接的に検証する研究が複数行われてい
る。中でも Meins らは，4 歳および 5 歳の時点で子どもが示す心の理論課題の成績を，子どもが生
後 6 ヵ月時点で測定されていた母親のＭＭが予測することを明らかにした (Meins, Fernyhough,
Wainwright, Clark-Carter, DasDupta, Fradley, & Tuckey, 2003)。この知見により，ＭＭは現在，発
達最早期における心の理論獲得の促進因として重視されるに至っている。この報告は，二つの点で興
味深い。一つは，その縦断的視点であり，母親による乳児に対する心的会話の豊富さが，4 年後，5
年後の子どもの発達を長期的に予測するというインパクトである。もう一つは，母親が示す「子ども
の心に目を向ける傾向」を，乳児期に測定したという意味である。Meins (1997) はＭＭ概念を提唱
する中で，養育者が乳児の言動の背後に，大人と同じような複雑な心的世界があることを仮定すると
いう点に触れている。つまり幼い乳児が，実際には大人のように明確にあるいは複雑な形で，意図や
予測，願望や信念を持っていないとしても，乳児のつたない発声や身体の動きに触れた養育者はつい
つい，乳児の心の世界の存在を想定してしまうという現象である。では，「乳児の心」に目を向けや
すいという母親の特徴は，その後，子どもが成長するにつれて実際に子ども自身の感情や思考を明確
に持ち始めた以降，どのような形で存在していくのだろうか。実は，養育者が示す子どもへの心理学
的な見方という傾向について，乳児期から幼児期という時間軸上の検討は実施されていない。Meins
ら (2003) が示すように，乳児期における母親の特徴が，その後，長期的に子どもの発達を予測する
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ならば，その年月の間，何故そして如何なる形で子どもに影響しているのかを明らかにすることが必
要であろう。これは，子どものメンタライジングの発達を，幼児期における心の理論獲得という一時
点で捉えるのではなく，乳児期から漸次的に進むプロセスであると考える視点とも重なる。つまり，
子どもが直接的に経験する養育環境の特質として，乳児期から幼児期に亘って母親の特徴をとらえて
いくことが求められる。
そこで本研究では，乳児期に測定される母親のＭＭが，子どもが幼児期に至った時点で母親が示す
子どもの心に対する見方の特徴をどのように予測するのかを検討することを目的とする。具体的には，
篠原 (2006) において子どもが生後 6 ヵ月時にＭＭを測定された母親を追跡調査し，幼児期において
子どもの心的世界への焦点化のしやすさを再び測定することとしたい。
なお，ＭＭについて篠原 (2006) は，6 ヵ月児の母親を対象に乳児のビデオ刺激を呈示し，乳児に
心的帰属を行う (乳児の意図や感情，思考について述べる) 頻度を測定した。その結果，5 つの共通
刺激に対する心的帰属の回数には，母親間でばらつきが見られることが明らかとなった (平均 9.05
回，SD:3.52，レンジ 2-20 回)。そこでこの母親群を追跡調査し，子どもが 4 歳になった時点におけ
る，子どもの心的世界に目を向ける程度との連続性を問うこととしたい。幼児の心に対する母親の見
方を測定するために，Insightfulness に着目し，測定のためのインタビューを行う。子どもの行動の
背景に，子どもなりの意図や思考，動機を想定する程度を測定するインタビューを行い，母親の語り
の特徴を 10 の評定尺度に基づき捉える。特に重要な尺度として「複雑性（子どもの心的世界を多面
的に捉える）」「洞察性（子どもの視点から行動の動機を考えようとする）」「受容(子どもの良い面も
難しい面も受容する)」「開放性(開かれた姿勢で子どもを見て，新たな気づきを得る)」といったもの
がある。その他，インタビュー中における子どもへの「焦点」の持続，子どもの心的世界と母親自身
のそれとの「分離」の度合，語りの「一貫性」と「豊かさ」，子どもへの「敵意」や過度の「心配」
の無さ，といったものが設定され，母親の特徴を多面的に捉えることが可能である。そして，10 の
評定尺度の得点パタンから母親の全体的特徴として，Insightfulness に富むタイプ（ Positive
Insightfulness: PI）と，Insightfulness が限定的で十分でないタイプ（One Sided: OS と，Disengaged:
De）への分類が行われる。本研究では，母親の特徴を多側面から捉えることで，乳児期に測定され
たＭＭがどのような形で４年後の母親の特徴を予測しうるのかを詳細に探るため，3 つのタイプと評
定尺度ごとの得点に着目し，検討を行いたい。幼児の心的世界に対する目の向けやすさについて，特
に PI タイプならびに「複雑性」
「洞察性」
「開放性」
「焦点」「語りの豊かさ」得点などはＭＭと連続
していると予想されるため，この点を検証することを目的とする。
なお，母親の Insightfulnes について，この尺度を用いた国内の研究は行われていないことから，そ
の基礎的知見を得ることも併せて行いたいと考える。母親が示す特徴に影響を及ぼしうる要因として，
子どもの属性（性別・出生順位）および母親の属性（教育歴）に関する分析を実施する。こうした影
響因との関連を考慮したうえで，２時点で母親が示す特徴の関連性について問うこととしたい。

76

母親の「子どもの心に目を向ける傾向」の発達的変化について

方 法
研究協力者
4 歳児とその母親 30 組。子どもについて，女児 16 名，男児 14 名，平均月齢は 50 ヵ月 9 日 (レン
ジ 47 ヵ月 1 日～57 ヵ月 10 日) であった。出生順位は，第 1 子が 16 名，第 2 子以降が 14 名であっ
た。母親について，平均年齢は 35 歳 6 ヵ月（レンジ 24 歳～45 歳）であった。なお，これらの母子
は，子どもが生後 6 ヵ月時に実施されたＭＭ測定実験 (篠原,2006) への協力者である。

手続き
①母親と子どもの属性
母親の教育歴と，今回の調査対象となった子どもの性別ならびに出生順位を紙面で問うた。母親の
教育歴については 6 件法で質問を行った（1：中学校卒業，2：高校卒業，3：専門学校卒業，4:短大
卒業，5:４年制大学卒業，6:大学院卒業以上）
。
②母親の Insightfulness の測定
研 究 者 が 各 家 庭 を 訪 問 し ， Insightfulness Assessment イ ン タ ビ ュ ー (IA: Oppenheim &
Koren-Karie, 2004) を実施した 1)。IA では，異なる 3 つの場面における子どものビデオ映像を使い
ながら母親に半構造化インタビューを実施する。そこでまず，研究者と子どもの遊び場面 (5 分間)，
母子による遊び場面 2 種類(各 10～15 分)を撮影した。母子遊びの内容は，小さなボールを運ぶゲー
ムと，ネコの家族の人形を使ったお話作りであった。撮影終了後，母親へのインタビューを行った。
撮影したビデオ 3 種を数分ずつ呈示し，それぞれの場面について，子どもの感情や思考，動機，なら
びに母親自身がビデオの子どもの様子について感じたことなどを問う一連の質問を行った。
インタビュー全体に亘る語りの特徴について，10 の評定尺度の得点定義に基づき評点を付した(1
点～9 点)。10 の評定尺度と内容を表 1 に示す。これらの得点分布から，子どもの心理状態をバラン
スよく多面的に洞察する PI タイプ，子どもの心について多くを語るが内容が偏る OS タイプ，子ど
もの内面に目を向けにくい De タイプに分類を行った。
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表1
尺 度
1.複雑性
2.焦点化
3.洞察性
4.受容
5.怒りと敵意 a
6.心配 a
7.自分と子ども
の分離
8.開放性

9.語りの豊かさ

Insightfulness Assessment における評定尺度の内容

内 容
子どもの多様な感情や思考の内容に目を向け、子どもを多面的に捉えようとする。
良い面も難しい面も含めて，子どもの全体的な人間像を語ろうとする。
インタビュー全般に亘り、子どもの内面や特徴を理解し語ろうとすることに焦点
を保つ。母親自身の事や他の関心ごとに話題が逸脱しない。
子どもの行動の理由や、背景にある動機，思考，感情について理解しようとする。
子どもの行動やその動機を受け入れ，子どもの良い面だけでなく、困難な面につ
いても理解し受容しようとする。
子どもに対して(たとえ過去の出来事であっても、まるで今現在のことのように)
怒りや敵意を向け、子どもの行為を悪意あるものとみなす。
子どもの特徴や能力、あるいは母親自身の事柄について強い心配や懸念を示す。
子どもを独立した一人の人間とみなし，母親とは異なる要求や願望を持った存在
としてとらえる。
開かれた姿勢でビデオを見る。子どもについて母親が有している既存の見方と、
ビデオ呈示された子どもの姿を比較しながら，子どもについて深く理解しようと
し、新しい気付きを得ることもある。
子どもについての問いに、豊かな情報を伴いながら詳細かつ明確な回答を示す。

10.語りの一貫性
a

子どもの多様な側面にふれながらも、インタビュー全体に亘り，矛盾なく一貫し
た形で子どもについて語る。
注：「怒りと敵意」と「心配」の項目は、得点が中程度～低得点（敵意や心配がない）のほうが、
Insightfulness に富んでいると解釈される尺度である。
※特に，1. 3. 4. 8 の得点の高さが PI の特徴となる。

結果と考察
①母子の属性と母親の Insightfulness の関連
母親の Insightfulness 尺度得点の記述統計量を表２に示す。また，タイプ分類については PI が 14
名（46.7%）
，OS が 7 名（23.3%），De が 9 名（30.0%）であった。
表2

Insightfulness 尺度得点の記述統計量(N=31)
平均値

標準偏差

レンジ

複雑性

5.58

1.46

3-8

焦点化

7.16

1.42

4-9

洞察性

4.97

1.49

3-7

受容

5.94

1.59

3-8

怒りと敵意

1.94

1.39

1-6

心配

3.13

1.48

1-8

自分と子どもの分離

6.87

1.61

3-9

開放性

5.39

1.38

3-8

語りの豊かさ

5.71

1.64

3-9

語りの一貫性

5.71

1.62

3-8
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まず，子どもの性別による Insightfulness の差の有無を検討した。3 つのタイプ分類に性差は見ら
れなかったが，「分離」得点についてのみ，子どもの性別による有意な差が認められ，子どもが男児
。
の場合よりも，女児の場合の方が得点が低かった（t (29) = 3.322, p<.01）
この結果について，母親にとって，同性の子どもの欲求や感情を考える方がより自分のそれと同一
視しやすい傾向にあるのではないかと考えられた。逆に男児の母親の場合，インタビューの中で「男
の子だから…」「男の子の遊び方では…」といった表現を用いながら子どもの行動や特徴を理解しよ
うとする様子が散見された。このため，男児の母親の場合には性別を手掛かりに，子どもの独自性を
意識しやすかったとも考えられた。ただし，分離得点に関して，男児の母親の平均得点が 7.79 点，
女児の母親が 6.12 点であり，女児の母親の得点も中程度のものであった。つまり，子どもの欲求や
思考を母親のそれと完全に一体化させる，あるいは親子の役割が逆転し母親が子どもに依存する，と
いった問題を呈すほどの低い得点ではなかったことに触れておく。
子どもの出生順位との関係について，3 つのタイプに差はなかったが，「受容」，「開放性」得点に
有意な差異が認められ，何れも第２子以降の子どもの場合の方が，第１子の場合よりも得点が高いこ
。
とが示された（順に，t (29) = -3.053, p<.01，t (29) = -2.764, p<.05）
この結果に関して，第 2 子以降の子どもについての語りでは「お兄ちゃんは…だったけれどこの子
はこうなのね」「お姉ちゃんもそうだったから，この子も…」といったきょうだいとの比較に基づく
説明が見られた点が注目された。「受容」尺度には，子どもの良い側面だけでなく，母親にとって受
け入れ難いと思われる側面をも，理解し許容する態度が含まれている。きょうだいがいる場合，比較
を通してそれぞれの子どもの特徴に気づき一人ひとりを受けとめていくこと，あるいは，成長により
子どもが変化し可能性を伸ばしていくことを信じることが，より容易になっているのかもしれない。
「開放性」についても，きょうだいとの比較という視点から，子どもの内面や特徴について捉えよう
とする姿勢が強く見られたと考えられる。また，「普段，下の子（本調査の対象になった子ども）だ
けとこんなにじっくり関わることがなかったので…」という母親の声に表れるように，インタビュー
およびビデオ撮影により改めて子どもの様子を見る機会に触れたことが，子どもについて新たな気づ
きを得ようとする姿勢の背景になっていたとも考えられた。
次に，母親の教育歴と Insightfulness との関連を検討した。なお，母親の教育歴の平均値は 3.74
（SD:1.25）であった。まず，PI，OS，De の順に教育歴が高く，群間の得点差に有意差（F=3.439
。ま
た ，
「洞察性」
「開放性」
「一
（2.27），p<.05）が認められた（PI>De，OS>De，それぞれ p<.05）
貫性」得点に関して教育歴の高さと正の相関が認められた(順に，r=.434，r=.394，r=.394，全て p<.05)。
教育歴と Insightfulness については，
正の関連を示す先行知見 (Oppenheim & Koren-Karie, 2004)
と，関連がないことを示す知見 (Oppenheim, Goldsmith, & Koren-Karie, 2004) の両方が報告され
ている。インタビューは言語に依存した方法であるという点から教育歴との関係が予想されたが，本
研究では 3 つの尺度についてのみ中程度の正相関がみられた。教育歴は特定の面に関係するが，
Insightfulness の全側面に影響するものではないと考えられた。
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②乳児期と幼児期の母親の特徴の関連
子どもが生後 6 ヵ月時に測定された母親のＭＭ（篠原，2006）と，今回測定された Insightfulness
尺度得点の関係を問うべく，ピアソンの積率相関係数を算出した。結果を表 3 に示す。また，3 つの
タイプとの関連について，ＭＭ得点の平均は PI が 7.11 点，OS が 11.4 点，De が 9.36 点であった。
，OS は De よりも得
３グループの間のＭＭ得点の差に有意傾向が示され（F=2.634（2.27）
，p<.10）
点が高い傾向があった。ＭＭ得点の高さと，後の PI タイプのつながりを支持する結果は得られなか
った。そこで次にＭＭと下位尺度との関連パタンに注目しながら考察を行う。

表 3 母親のＭＭと Insightfulness 尺度得点の相関
1
1. ＭＭ得点

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

Insightfulness

2. 複雑性

.414*

-

3. 焦点化

-.324+

.309+

-

4. 洞察性

.337+

.852**

.223

-

5. 受容

.141

.650**

.227

.701**

6. 怒りと敵意

-.298

7. 心配

.268

8. 分離

.020

10.豊かさ

.374

11.一貫性
**

p <.01

-.160

-.274

9. 開放性

*

.300
*

-.360

*

p <.05

.161
.680

**

.773

**

.797

**

+

.124
-.313
.434

*

.376

*

.136
.225

-.500**

-

.002

-.252

.443*

-

.109

.231

-.168

-.414*

-

.724

**

-.230

-.205

.188

-

.466

**

-.170

.016

-.179

.581**

.563

**

-.354
+

-

+

.765

**

.705

**

.741

**

-.187

-.012

.113

.663

**

.698**

-

p <.10

ＭＭと「複雑性」および「語りの豊かさ」の関連については，仮説を支持する結果を得た。つまり，
乳児の行動の背景に様々な心的状態を想定し，それを豊かに報告する母親は，４年後，子どもが幼児
期に至った際にも，子どもの行動の動機を多側面から理解しようとし，詳細に語る特徴を有している
ことが見出された。これより，ＭＭとして捉えられた母親の特徴は，その後も個人内に認められるも
のと考えられた。また，有意傾向ではあるが「洞察性」との相関も認められたことから，乳児への心
的帰属の行いやすさは，幼児の感情や思考に目を向け，内的な動機を探りながら子どもを理解しよう
とする傾向につながっているものと考えられた。
一方，「焦点化」得点，即ち，子どもの内的状態や特徴について問われるインタビューの中で，子
どもについて思考しようと集中する程度は，予想に反してＭＭの高さとは負の相関関係にあることが
明らかとなった。
「焦点化」得点の低さの特徴は，話の焦点が母親自身の心配ごとや不安，あるいは，
調査対象ではない他の子ども（きょうだい等）や家族（夫など）の話題へと移行していき，話者であ
る母親自身がそのことを十分に認識していないという点にある。本調査で「焦点化」得点が低い語り
の多くは，子どもの行動の動機を探るよりも，子どもに対して母親自身が感じた困惑や不安，反省を
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語ることが中心となってしまうというパタンであった。この点を考慮すると，ＭＭが高い母親は，子
どもだけでなく，自分自身の心的世界についても同様に，目を向けやすいという特徴を有しているの
ではないだろうか。ただし，ＭＭと「分離」得点には直接の関連は見られないため，高いＭＭを持つ
母親の語りは焦点が移行しやすいとしても，必ずしも母親自身の思考と子どもの内的世界が混在した
り同一化したりしてしまう訳ではないだろう。むしろ，子どもについて思考することが，母親自身に
対する内省的態度を半ば自動的に活性化させ，子どもの視点に立つことを難しくさせてしまう可能性
が考えられた。
また，ＭＭと関連が見られなかったものに「開放性」得点があった。これは，ビデオ呈示された子
どもの様子を深く理解しようとする姿勢で，母親が有している子どもへの既存知識を利用するのみな
らず，子どもが示す行動から新たに，子どもの動機や特徴を学ぼうとする態度である。この「同化と
調節」の双方が「開放性」尺度の鍵であるが，一方，ＭＭ概念においては，仮に乳児の側に明確な意
図や欲求という心的世界が確立していなくとも，乳児の言動につい心の存在を（養育者側がある意味
で「一方的に」）絡めてしまうという点に特徴がある。こうした差異が，今回両者に関連が見られな
かったことの背景にあるのではないだろうか。さらに，「受容」「敵意」「心配」といった子どもの心
的世界に対する母親の思考の内容的な特徴については，ＭＭとの関連は認められなかった。ＭＭは幼
い乳児の（幼児と比較するとかなり限定されたレパートリーしか持たない）行動を母親が自由に解釈
するものである一方，
「受容」得点などは，時に母親の予想や願望とは異なる多様な子どもの行動を，
子ども自身の意図を汲みながら理解し受け止める，という点で大きく異なるためではないかと考えら
れた。

総合考察
本研究の目的は，母親が子どもの心的世界に目を向け，子どもの感情や思考といった内的過程を考
える傾向について，生後１年目に測定された特徴が後の幼児期における子どもの心に対する見方をい
かに予測しうるのかを検討することであった。具体的には，子どもが生後 6 ヵ月時に測定された母親
のＭＭと，生後 48 ヵ月時に測定された Insightfulness の関連を分析した。
Insightfulness について，はじめに，尺度得点と母親および子どもの属性との関連について基礎的
知見を得た。母親の Insightfulness と子どもの属性についてはこれまで検討されていないため，今後，
他のサンプルに基づく知見との比較も必要であると思われる。なお，今回見出された母子の属性と
Insightfulness の関連パタンを，ＭＭのものと比較すると，異なる特徴を持つことが伺えた。篠原
(2004)は，子どもの性別および出生順位と母親のＭＭは関連していないことを報告している。また，
ＭＭに関して補足的分析を行った結果，母親の教育歴とも有意な関連を持っていなかった。背景要因
との関連の仕方という点で，母親のＭＭと Insightfulness には差があることが示唆され，両者は母親
が子どもの心に目を向ける傾向を扱うものでありながら，それぞれ異なる点を含む概念であるとも考
えられた。
次に，ＭＭと Insightfulness の関連に関する結果を考察する。本分析から，乳児期に測定された母
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親のＭＭの高さは，幼児期に至っても，子どもの内的な世界を様々な角度から多面的に理解しようと
し，豊富な情報とともに語るという尺度得点とは関連していることが明らかとなった。４年間という
時間を経てもこうした連続性が見られたことは，子どもが育つ社会的環境の一貫性という点で注目さ
れよう。
しかし，幼児期に測定された母親の「受容」「開放性」との無相関という結果から，乳児に対する
母親側からの心的帰属，およびその量的豊富さに着目して測定されたＭＭは，後の，受容的で正確に
情報を得ようとするような子どもの心の理解の仕方を予測するものではないことが明らかとなった。
さらに，ＭＭと「焦点化」得点は負の相関を示し，ＭＭの高さは幼児の心について子どもの視点に立
った洞察を行う特徴とはむしろ異なるベクトルを持つことが示唆される結果を得た。そして，こうし
たＭＭと各下位尺度との相関パタンが，ＭＭの高さが必ずしも後の PI タイプを予測しないという結
果の背景であると考えられる。乳児に対するＭＭと，子どもに対するあたたかさや正確な心の理解は，
おそらく異なる側面なのではないだろうか。今回得られた結果をまとめると，乳児への心的帰属傾向
というＭＭは，その後の子どもの心に対する豊富で多面的な見方には連続し，しかし一方で，その心
の理解の内容としてのあたたかさや子どもの視点に立った適切さという点にはつながらないと解釈
されよう。では，子どもが乳児期において既に，母親個人内で，量的に豊富な心的帰属傾向と，受容
的態度や開放的な子どもの見方といった特徴が独立して存在しており，それぞれが後に連続していく
のだろうか。本研究では，乳児に対するＭＭという指標のみが変数であったが，今後，複数の指標を
用いて乳児の母親の特徴をとらえ，時間軸上における変化を検討することが求められる。
最後に，今後の課題と展望を述べる。まず，本研究では子どもの心に対する母親の認知的特徴に注
目したが，その安定性や変化が，子どもへの具体的な働きかけにどう作用しているのかを問うことが
必要であろう。「子どもの心に目を向ける傾向」は，子どもへの言葉かけや，行動にも一貫して何ら
かのバイアスを及ぼし続け，子どもが経験する社会的相互作用を特徴付けているのだろうか。また，
母親の認知的特徴が子どもの社会情緒的発達やメンタライジング能力の発達にどのように影響しう
るのかを明らかにする際，どの時期に測定された母親の特徴がより説明力を持つのか，あるいは，持
続性という点が重要になってくるのかを検証することも必要であると思われる。今後，母親側の特徴
の時間的安定性および変化と，子どもの発達を絡めた研究を実施することにより，こうした点が明ら
かになっていくと考える。

脚 注
1)

Insightfulness Assessment の実施について，筆者は 2006 年 7 月に IA の開発者らが実施したワー
クショップを受講し，IA の実施手続きとインタビューデータのコーディングに関するトレーニ
ングを受けた。
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