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要旨

　一般に「絵本遊びが親子関係の質を高める」といったこ
とはよく耳にするが、本当にそうなのだろうか？本稿で
は、筆者がこれまでに行ってきた実証的研究を紹介し、
その可能性について議論する。親子関係の質に寄与する
要因について、本稿では特に母親の応答性に着目する。
前半では、絵本遊び場面と他の遊び場面での母子相互作
用の差異について、後半では家庭での絵本遊び時間を増
加させる介入が母子相互作用に与える効果について検討
した研究を紹介し、議論を展開する。

1．はじめに

　近年、さまざまなメディアにより絵本遊びが子ども、
とりわけ赤ちゃんの発達によいという話が取り沙汰され
ている。特に気になるのは、絵本遊びが親子関係によい
効果をもたらすというものである。あまりに、当たり前
のように語られているので、きっと多くの先行研究があ
るにちがいないと思い調べてみると、そのことを直接的
に検討した研究は国内外の論文においてついぞみつける
ことができなかった。この学部生時代の経験が、筆者を
絵本研究の道に走らせることになった。長年、絵本の研
究を行っていると、さぞ絵本が好きなのであろうと尋ね
られることが多い。実際、母が保育士であったことも幸
いして、家には絵本をはじめとする児童書が溢れており、
どちらかといえば絵本は好きだったし今でも好きであ
る。しかしながら、絵本研究を始めたきっかけは、絵本
遊びの効果に対して懐疑的であったことなので、絵本研
究をしている者としては少し変わっているかもしれない。

2．赤ちゃんと絵本

　親子関係に与える効果については明らかになっていな
いものの、絵本が赤ちゃんの発達、特に言語発達に与え
る効果については、実はこれまで多くの研究がなされて
いる。1992年にイギリスのバーミンガムで始められた、
赤ちゃんとその養育者に絵本や絵本読みの手引きを手渡
す「ブックスタート」と呼ばれる事業が開始されてからと
いうもの、そのプロジェクト評価も兼ねた研究により、
乳児期の絵本遊びがのちの言語発達や就学後の学業成績
によい効果をもたらすことが分かってきている［28］。
　しかしながら、乳児期における絵本遊びが親子関係、
母子関係に与える効果という側面においては、科学的検
証がほとんどなされていないのが現状である。

3．絵本と母子関係

　では、絵本と母子関係についての関係が研究者によっ
てまったく語られていないかといえばそうでもない。こ
れまで著名な研究者や絵本作家らの注意深い観察によっ
て、絵本と良好な親子関係構築に関連がありそうである
ことは言及されてきた。たとえば、Bower［8］は、絵本遊
びは母子の愛着が形成されやすい場面であると主張して
いる。また、赤羽［4］は、絵本遊びには母子の結びつきを
密接にする効果があると述べており、佐々木［24］も、絵本
遊びによって母子の相互信頼性が向上する可能性につい
て言及している。
　このように、多くの研究者が絵本を親子関係にとって
好ましいものであると捉えるのはなぜであろうか。それ
には、子ども側というより大人側の要因が大きく関わっ
ている可能性がある。絵本が他の遊びツールと異なるの
は、幼い子どもの場合、読み手という大人が介在しない
限り遊びが成立しない点である［17, 23］。絵本を好む母親は
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養育態度が良好であったという質問紙研究においても、
絵本遊びを通して、大人はより子どもの行動や内面に注
意を配り、その結果、子どもへの関心や期待が高まる可
能性が考察されている［19］。つまり、乳幼児期における母
子の絵本遊びは母親が子どもを観察するよい機会となっ
ており、その観察によって母親の態度が成長すると考え
られるのである。
　また、絵本遊びと言語発達の関連について論じた研究
においても同様の可能性が示唆されている。たとえば、
絵本遊び場面において、母親が子どもの発達に合わせて
働きかけの方略を変化させていること［5, 20］、子どもの発
達に伴い、言語的やりとりの主導権が母親から子どもに
移っていくこと［10］が指摘されている。つまり、絵本遊び
における母親の子どもに対する働きかけは、母親本位で
行われるわけではなく、子どもに合わせて調節されつつ
行われるものなのである。
　これらの言及から、幼い子どもの絵本遊びには母親の
かかわりが必須であること、そして、絵本遊びにかかわ
るなかで母親は子どもの様子を注意深く観察し子どもに
合わせて調節された働きかけを行う機会を与えられその
機会を通して母親の行動が変容することが、母子関係の
質を向上させると推測できる。
　母子関係の質を捉える代表的な概念である愛着（at-
tachment）を対象とした多くの研究では、愛着の質を規
定するさまざまな要因が検討されている。愛着とは、時
間や場所を超えて持続する対人間の感情的なつながりと
定義され［1］、質の高い母子関係は安定した愛着と表現さ
れている。安定した愛着の規定因としてはさまざまな要
因の存在が示唆されているが、そのなかでも、愛着の安
定性に対し比較的影響力のある近因として考えられてい
るのは、母親の感受性（maternal sensitivity）に代表され
る「母親の子どもに対する働きかけ」に関連したものであ
る［14］。母親の養育行動は多くの研究によって明らかに直
接的に愛着の安定性に寄与することが示唆されてい
る［6, 7, 15］。つまり、母子関係の質を変容させるためには、
子どもの行動の変化よりも母親側の行動の変化が重要で
あると考えられているのである。
　特に、安定した母子愛着を形成する主要な要因の1つ
は、母親の応答性（responsiveness）と呼ばれる概念であ
る［3］。母親の応答性とは、乳児の信号を察知し、的確か
つ即座に反応する特性であり、元を辿れば、Ainsworth, 
Bell, & Stayton［2］が母親の「感受性（sensitivity）」として
定義づけた概念に含まれるものである［21］。養育者が子ど
もに対し、応答的に働きかけることで、子どもは愛着対
象から自分が受け入れられるべき存在であるとする内的
作業モデル（Internal Working Model）［12］を築き上げ
る［9］。愛着の主要な測定方法の1つであるストレンジ・

シチュエーション法［3］では、母子の短期間の分離が2回
含まれている。その際、安定愛着の子どもにみられる「分
離時の苦痛と再会時の安心」というパターンは、養育者
が必ず自分を慰めてくれるという信頼感によって特徴づ
けられる内的作業モデルを反映しているとされる。さら
に、母親の応答性を介入により改善した研究では、何も
操作していない統制群にくらべて介入群の母子の安定愛
着割合が有意に増加することが認められている［7］。母親
の応答的な養育により、子どもは母親から受け入れられ
る存在であるという認知的枠組みを形成し、その結果、
安定した愛着が形成されるのである。
　絵本を介した母子相互作用では、母親の応答的な反応
が生起しやすい可能性がある。先に述べたように、絵本
遊びの遂行には大人の存在が不可欠であり、大人は子ど
もの様子を観察し、子どもに合わせて調節された働きか
けを行う必要があるからである。絵本遊びを通し、この
ような調節を繰り返すことによって、母親の働きかけの
パターンが子どもの信号を察知し的確に素早く反応する
という応答的なものに変容すると推測される。経験的に
絵本遊びと母子関係の質の向上との関連が語られる背景
には、絵本遊びを通して母親の働きかけが応答的なもの
に変容するメカニズムが存在している可能性が示唆され
るのである。

4．本稿の研究の目的

　これまで一般的には絵本遊びが親子関係によい効果を
もたらすと考えられてきたのにもかかわらず、実証的な
検討はなされてこなかった。本稿では、絵本遊びが親子
相互作用の質を向上させるかどうか、またなぜ向上させ
るのか、そのメカニズムを明らかにすることを目的にこ
れまで筆者が行った研究を紹介する。
　乳児期における絵本遊びを扱った先行研究の多くは、
あくまで子どもの発達を捉える場として絵本遊びという
文脈を用いたものであり、絵本というツールが他の遊び
ツールと比較してどのように異なるのか、その特異性に
焦点を当てたものではなかった。絵本遊びが親子関係に
効果をもたらすメカニズムを解明するためには、絵本遊
び場面を他の遊び場面と比較し、そこで生じる親子の相
互作用の特異性を明らかにすることが必要であろう。よ
って本稿では、第一に絵本遊び場面とその他の場面にお
ける母子相互作用を比較した研究を紹介する。
　また、絵本遊びの効果について言及する際に不可欠な
のが縦断的な検討である。母子の絵本遊び時間を増加さ
せる介入を行い、介入の前後で母子相互作用を比較する
ことで、絵本遊び「量」の効果を検討できる。そこで本稿
では、第二に、乳児期において絵本遊び時間を増加させ
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およびおもちゃの選定にあたっては、京都市内の書店お
よび玩具店で生後9ヵ月くらいの乳児を対象に最も売れ
ている絵本およびおもちゃを聞き取り調査し、上位10位
のものを使用した。録画された各10分間の映像は、表1
に示した定義に従いコード化された。独立したコーダー
2者の一致率はすべて0.90以上であった。

5.1	 	3つの場面における母子相互作用についての分析
　10分間の遊び中に生じた子どもの行動回数に対する子
どもの行動に随伴した母親の行動による働きかけの割合
を求め、子どもの行動に随伴した母親の働きかけの頻度
とした。場面別に割合の平均値を求め、図1に示した。
これらの平均値について、対応のある1要因3水準の分散
分析を行ったところ、主効果が有意であり（F（2,18）＝
44.94, p ＜ .01）、Bonferroni 検定（5% 水準）による多重比
較の結果、おもちゃ遊び場面よりも絵本遊び場面および
ツールなし遊び場面の割合が有意に高く、絵本遊び場面
とツールなし遊び場面に差はみられなかった。
　また、子どもの意図に一致した母親の働きかけの頻度
として、行動による母親の働きかけ回数に対するこれら
の働きかけが子どもの意図に一致していた回数の割合を
算出した。求めた割合の場面別平均値は図2に示した。
値の分布に正規性が保たれていなかったため、対数変換
を施した値について同様の分散分析を行ったところ、主
効果が有意であり（F（2,18）＝6.39, p ＜ .05）、Bonferroni
検定（5% 水準）による多重比較の結果、おもちゃ遊び場
面にくらべてツールなし遊び場面の値が有意に高く、ツ
ールなし遊び場面と絵本遊び場面については差が見られ
なかった。また、おもちゃ遊び場面と絵本遊び場面の差
は有意傾向であった（p ＜ .10）。

5.2	 3つの場面における母子相互作用の考察
　以上の結果をまとめると、第一に、子どもの行動に母

る介入を行った母親および子どもの相互作用パターン変
化を、介入を行わなかった母子と比較検討した研究を紹
介する。

5．	絵本遊び場面とその他の遊び場面の	
比較

　本節では、絵本を使用した遊び場面（絵本遊び場面）、
おもちゃを使用した遊び場面（おもちゃ遊び場面）、ツー
ルを何も使用しない遊び場面（ツールなし遊び場面）にお
ける母子相互作用を比較検討した研究を紹介する［29］。絵
本遊びの特異性は、その遂行に大人の存在が必ず必要で
あり［17, 23］、大人が子どもの様子を注意深く観察しなけれ
ばならず［19］、大人本位ではなく子どもに合わせて調節し
た働きかけを行わなければならない［10、20］ところにあ
ると考えられる。よって、絵本遊び場面では他の場面に
くらべて、母親が自分本位ではなく子どもの信号を捉え
て子どもの意図に適した的確で素早い反応、つまり応答
的な働きかけを頻繁に生じさせることが予測される。
　母親の応答性においては、「子どもの行動と母親の反
応の時間的接近」および「子どもの感情をうまく対処する
反応」という2つの下位構成概念が重視されている［21］。
よって、本研究においても、子どもの行動と母親の反応の
時間的接近を測定するために「母親が子どもの行動に随
伴して働きかける頻度」を、子どもの感情をうまく対処
する反応を測定するために、子どもの感情をネガティブ
にさせないように働きかける頻度、つまり「子どもの意
図と一致した働きかけの頻度」が指標として用いられた。
　生後9ヵ月児とその母親10組に対し、絵本遊び場面、
おもちゃ遊び場面、ツールなし遊び場面の3つの場面（各
10分）が実施された。各場面の実施順序はカウンターバ
ランスされ、各場面のインターバルは3日以上空けられ
た。絵本遊び場面、おもちゃ遊び場面で使用された絵本

表1　子どもに対する母親の働きかけの指標の定義［21］と一致率

指標 行動の定義

一致率（r）

場面

絵本 玩具 無し

母親の行動による働きかけ
子どもに向けて行われた母親のすべての行動
例）子どもをゆらす，手遊び，指さし，絵本をめくるなど
子どもの意図に不一致＋子どもの意図に一致

子どもの意図に不一致 母親が子どもに向けて行動した後，子どもが明らかに不快表情を
示した場合，その行動を子どもの意図と不一致の行動とした。 .91 .94  .92

子どもの意図に一致 不一致の行動以外の行動は一致の働きかけとした。 .93 .95 .92

子どもの行動に随伴した母親の
働きかけ 子どもの行動が生じたあと，3秒以内に生じた母親の働きかけ .97 .95 .93

注．場面の分類について，「絵本」は絵本遊び場面，「玩具」はおもちゃ遊び場面，「なし」はツールなし場面を意味する。
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　これらの働きかけが、おもちゃ遊び場面にくらべて絵
本遊び場面において多くみられた理由の1つは、やはり
大人の介在の必然性であろう。先にも述べたように、お
もちゃ遊び場面では子どもが「物体との遊び」を行う頻度
が高かった。それに対して、絵本遊び場面ではこれらの
時間が少なかったため、子どもの注意が対象から逸れる
時間が多く、母子の遊びを遂行するためには、これらの
場面では子どもとの遊びを遂行するためには母親が積極
的に働きかける必要があったと推測できる。また、絵本
遊び場面において母親本位に働きかけたのでは子どもの
興味が減退してしまう［13］ため、母親は子どもの感情にも
敏感になる必要があったと考えられる。よって、予測し
たように、絵本遊び場面では、一般的なおもちゃ遊び場
面にくらべると、母親が子どもの意図や感情を敏感に察
知し、母親本位ではなく子どもの行動に合わせた働きか
けを行う頻度が増加することを実証的に示唆できたとい
えよう。

親の働きかけが随伴している割合は、おもちゃ遊び場面
にくらべて絵本遊び場面およびツールなし遊び場面にお
いて有意に高く、絵本遊び場面とツールなし遊び場面の
間に有意な差はみられなかった。このことから、おもちゃ
遊び場面では、子どもが何か行動を起こした際にそれ
に対して母親がそれほど時間的に接近した反応をするこ
とはないが、絵本遊び場面およびツールなし遊び場面で
は細やかに反応している様子が伺える。第二に、子ども
の意図に一致した働きかけの割合においても各場面間の
差は似たような傾向であり、ツールなし遊び場面と絵本
遊び場面に差はなく、おもちゃ遊び場面にくらべてツー
ルなし遊び場面の割合が高かったが、おもちゃ場面と絵
本遊び場面の差は有意傾向にとどまった。よって、絵本
遊び場面およびツールなし遊び場面では、おもちゃ遊び
場面にくらべて、時間的に接近した反応をしているだけ
でなく、比較的子どもの感情をうまく扱いながら働きか
けていると考えられる。これらのことから、おもちゃ遊
び場面にくらべて、絵本遊び場面およびツールなし遊び
場面では母親の応答性の要素となるような働きかけが比
較的生じやすいといえよう。

図1　�母親の行動による働きかけが子どもの行動に付随した割合の平均値
注．エラーバーはSDを示す。N＝10。

図2　�母親の行動による働きかけが子どもの意図に一致した割合の平均値
注．エラーバーはSDを示す。N＝10。
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ことが前提となるからである［26］。加えて、賞賛を行うた
めには子どもの行動に対して素早く反応し、子どもの意
図や感情をうまく対処する必要がある。よって、賞賛に
は母親の応答性の主要な構成要素である子どもの行動に
対する母親の働きかけの時間的接近や、子どもの意図や
感情に対する対処［21］の双方の要素が不可欠なのである。
さらに、母親の賞賛は、子どもに対する質の高い母親行
動として代表的なものである［16, 22］ことからも、母親の子
どもに適した応答的働きかけの変化を捉えるうえで賞賛
を指標とすることが適切であると考えられる。
　しかしながら、母親には課題場面で実験者に対して自
分をよくみせようという気持ちが働くため、その気持ち
が強い母親ほど賞賛が多くなるという危険性もある。そ
こで、本研究では、母親の賞賛の頻度だけではなく子ど
もの行動も合わせて分析することを試みる。なぜなら、
社会的望ましさから母親が行動を変容させたとしても、
子どもの行動まで変容させることはむずかしいからであ
る。Stipek et al.［26］は、おもちゃ遊び場面の観察から、
賞賛が多い母親の子どもは、自分が目標を決めた遊び行
動後のポジティブな感情表出をより多くもたらすことを
報告しており、さらに、その場の賞賛がほほえみを引き
出しているわけではないことも明らかにしている［25］。そ
こで、絵本遊びにより母親の賞賛頻度が高くなるのであ
れば、母親の賞賛だけでなく、子どものほほえみの頻度
も増加することが予測される。
　以上のことから、本研究では、絵本群および統制群の
母子相互作用の変化を縦断的に比較検討する。絵本遊び
時間を操作的に増加させた絵本群の母親は、子どもの意
図を理解し敏感に働きかけるようになるため、おもちゃ
遊び場面における賞賛行動を増加させると考えられ、そ
れに伴い、子どものほほえみが増加すると推測できる。
　生後9ヵ月の乳児とその母親28組を対象に、3ヵ月間、
乳児との絵本遊び時間を操作的に増加させた絵本群（14
組：男児7名、女児7名）と、特に操作を与えない統制群（14
組：男児9名、女児5名）に、無作為に振り分けた。各群
の母子は、まず乳児が生後9ヵ月の際に実験室に来訪し
おもちゃ遊び課題に参加した。その後、最初の実験日か
ら少なくとも12週間以上経過したのち、つまり生後12ヵ
月時に、再び実験室に来訪し、生後9ヵ月に実施したの
と同様のおもちゃ遊び課題に参加した。
　絵本群の母親に対しては、生後9ヵ月時でのおもちゃ
遊び課題終了時に、絵本遊びを行ってもらう研究も同時
に行っていることを紹介し参加を依頼した。その結果、
すべての母子が参加を承諾した。その後、実験者は12週
間、特別な理由がある場合を除いて、毎日必ず一度は母
子の絵本遊び時間を持つよう教示し、4週毎にランダム
に2冊ずつ6冊の絵本を送付した。送付する絵本は、特定

6．	絵本遊び時間増加介入が母子相互作用
にもたらす効果

　本節では、乳児期において絵本遊び時間を増加させる
ことによって母子相互作用が変容するか、そしてそれは
絵本遊び場面以外の遊び場面にも般化するものであるか
を検討した研究を紹介する［30］。第5節の研究から、母親
の応答性の主要な構成要素であると考えられている子ど
もの行動に随伴する母親の働きかけ、および子どもの感
情を対処した母親の働きかけの出現頻度が、絵本遊び場
面ではおもちゃ遊び場面にくらべてより高いことが示さ
れた。よって、絵本遊びを繰り返すことにより、母親の
応答性は高められ、母親は絵本遊び場面だけでなく他の
場面においても、これらの働きかけをより多く出現させ
るようになると考えられる。
　そこで、本研究では、絵本遊びの効果を明確に論じる
ため、絵本遊び時間を操作的に増加させる絵本遊び期間
を設けた絵本群と、同期間において特に教示を与えない
統制群を設定し、絵本群の絵本遊び期間前後の母子相互
作用を両群で比較検討した。これまで実施されてきた絵
本遊びの効果を扱う研究の多くは、横断研究であり、母
親の自発的な絵本遊びの時間や所持絵本の冊数などを独
立変数としたものである［28］。しかしながら、母親の自発
的な絵本遊び時間は、社会経済的地位やストレス［18］、愛
着の安定［11］に影響を受けることが知られている。そこで、
絵本遊びの効果をより厳密に抽出するためには、自発的
な絵本遊び量ではなく、操作的に絵本遊び量を操作する
必要がある。よって、本研究では、母子を無作為に2つ
の群に分け縦断的に検討することで、絵本遊び量の効果
をより厳密に検討しようと試みた。
　また、絵本遊び期間の前後における母子相互作用の測
定は、あえて絵本を用いないおもちゃ遊び場面において
行うものとする。なぜならば、本研究の目的は、絵本遊
びが、母子関係の質の向上につながるような母親行動の
変容をもたらすかどうかを示唆することにあるからであ
る。絵本遊び時間を操作的に増加させた絵本群の母子は、
統制群にくらべて、絵本を用いた相互作用の形式に慣れ
ることが当然であり、その変化を抽出することは今回の
目的には適さない。そこで、絵本を用いた相互作用とは
異なる形式のおもちゃ遊び場面における母親の行動を観
察することにより、絵本遊びによる効果、つまり絵本遊
びの頻度の増加が母親の行動変容に与える効果をより厳
密に測定できると考えられるのである。
　おもちゃ遊び場面においては、子どもの行動に対して
敏感に働きかける母親の応答的行動を測定するために、
第一に、母親の「賞賛」に焦点を当てる。賞賛するために
は、まず、子どもの様子を捉え子どもの意図を理解する
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わなかった。ただし、生後9ヵ月および12ヵ月時の実験
室来訪時に絵本群と同様の絵本遊び時間調査を行った。
なお、絵本群と同様におもちゃ遊び課題は子どもの遊び
の発達を調査するものと説明した。
　母子の観察場面では、プレイルームに Stipek et al.［26］

と同様の6種のおもちゃが並べられ、それらを使い10分
間母子が自由に遊んでいる様子が録画、観察された。録
画された母子相互作用は、Stipek et al.［26］を参考に作成
した指標を使用し、コード化された（表2）。

6.1	 絵本遊び時間についての分析
　質問紙による絵本遊び時間調査の結果から、生後9ヵ
月、12ヵ月それぞれの時点において、各群における1週
間あたりの絵本遊び時間の平均値を求めた（表3）。なお、
手続き上の不備により質問紙を郵送できなかった母子お
よび質問紙を返送しなかった母子のデータについては欠
損値として扱った。
　分布の偏りがみられたため、以降の分析では、各値に
対数変換を施したのち、その値を従属変数、月齢と群を
独立変数として、2要因（2×2）の分散分析を行った。そ
の結果、月齢×群の交互作用が有意であった（F（1,17）
＝5.79, p ＜ .05）。各要因における単純主効果を分析した

非営利活動法人ブックスタート［27］が紹介している「2003
年度おすすめ絵本」「2004年度おすすめ絵本」に、掲載さ
れていた絵本をもとに8冊の本を実験者が選出し、それ
ぞれの母親がそのなかから6冊を自分で選ぶことで決め
られた。すべての母子に同じ絵本を送らず、8冊のうち
から6冊を選択させたのは、すでに母親が所持する絵本
と重複するのを避けることと、絵本を読もうとする母親
の動機づけを高めることを重視したためである。また、
毎日の絵本遊び時には実験者が送付する絵本のうちから
少なくとも1冊使用すること、12週間分の日付の書かれ
たチェック表を母親に渡し、絵本遊びを行ったかどうか
の有無を毎日記すことを併せて教示した。さらに、絵本
遊び時間調査として、生後9ヵ月および12ヵ月時の実験
室来訪時に、それ以前の1週間に行った絵本遊び時間を
分単位で質問紙に記入するよう教示した。なお、教示の
際は、おもちゃ遊び課題を子どもの遊びの発達を調査す
るものとし、絵本遊びを行う研究はそれとは別の研究で
あるように紹介しており、おもちゃ遊び課題を絵本遊び
の効果を測定する場であることは教示しなかった。
　統制群の母子に対しては、生後9ヵ月時でのおもちゃ
遊び課題終了時に、12週間後である生後12ヵ月時に再び
同様の課題に参加するよう依頼したほか、特に教示は行

表2　おもちゃ遊び課題場面で用いた指標の定義［26］と一致率

指標 行動の定義 一致率（r）

子どもの遊び行動 明確な結果（たとえば，「つみきを打ち鳴らす」「パズルのピースをはめる」）を
伴った乳幼児の遊び行動。 ―

母親が先導した遊
び行動

すべての遊び行動のうち，母親が言葉で行動を先導した場合（たとえば，「あ
なたが大きな塔を作れるかどうか見ていてあげるわ。」）の行動 ―

子どもが自主的に
決めた遊び行動

すべての遊び行動のうち，母親が言葉で行動を先導した場合を除く行動すべ
て。 ―

母親の反応

賞賛 子どもが達成した認識可能な結果に対して行ったことを条件として，いくら
かの熱意と感情を持って声をかけること（たとえば「いいね」「すごい」など）。 .88

子どもの反応 母
先導

子
自主的

ほほえみ 口角が上っている。 .86 .97

母親を見る 頭や身体の方向を変えて，母親の方向をみつめること。 .79 .98

注． 「母先導」，「子自主的」は，それぞれ「母親が先導した遊び行動」，「子どもが自主的に決めた遊び行動」に付随した反
応の指標の一致率を示す．

表3　各群における1週間あたりの絵本遊び時間の月齢別平均値

群 9ヵ月 12ヵ月

絵本群（N ＝11） 60.32（100.02） 97.82（73.77）

統制群（N ＝8） 60.63（68.94） 35.00（35.04）

注．単位は分。（　）内は SD を示す。
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統制群にくらべて絵本群の賞賛割合が有意に高かった
（F（1,26）＝7.77, p ＜ .01）。また、絵本群における月齢要
因の単純主効果が有意であり、生後9ヵ月時に比べて12ヵ
月時の絵本群の賞賛割合が有意に高かった（F（1,52）＝
25.48, p ＜ .01）。
　さらに、「子どもが自主的に決めた遊び行動」回数に対
する「ほほえみ」回数の割合の平均値を算出した（図4）。
同様の分析を行った結果、月齢の主効果が有意であり、
生後9ヵ月時にくらべ12ヵ月時の割合が高く（F（1,26）＝
17.00, p ＜ .01）、群の主効果は有意でなかった。また、
月齢×群の交互作用が有意であった（F（1,26）＝12.75, p
＜ .01）。各因子における単純主効果を検定した結果、絵
本群における月齢の単純主効果が有意であり（F（1,52）
＝29.61, p ＜ .01）、生後9ヵ月時にくらべ12ヵ月時の割合
が高かったが、統制群の単純主効果は有意でなかった。
また、生後12ヵ月における群の単純主効果が有意であり、
生後12ヵ月時では絵本群の割合が統制群よりも高かった

（F（1,26）＝10.51, p ＜ .01）。

結果、絵本群における月齢要因の単純主効果が有意であ
り、絵本群は生後9ヵ月時に比べ12ヵ月時に有意に長く
絵本遊びを行っていた（F（1,34）＝5.30, p ＜ .05）。また、
生後12ヵ月時における群の単純主効果が有意であり、生
後12ヵ月時においては統制群にくらべ絵本群の方が有意
に長く絵本遊びを行っていた（F（1,17）＝5.02, p ＜ .05）。
月齢および群の主効果は有意でなかった。

6.2	 	介入前後のおもちゃ遊び場面における母子相
互作用についての分析

　「母親が先導した遊び行動」に付随した賞賛回数と「子
どもが自主的に決めた遊び行動」に付随した賞賛回数を
合計したものを「賞賛回数」とした。全遊び行動回数に対
する「賞賛回数」の割合を算出し、その平均値を求めた（図
3）。同様の分析を行ったところ、月齢の主効果が有意で
あり、生後9ヵ月時にくらべ12ヵ月時の割合が高く（F

（1,26）＝15.10, p ＜ .01）、群の主効果はなかった。また、
月齢×群の交互作用が有意であった（F（1,26）＝10.58, p
＜ .01）。各要因における単純主効果を分析した結果、生
後12ヵ月時における群要因の単純主効果が有意であり、

図3　�各群における全遊び行動回数に対する賞賛回数割合の月齢別平均値
注．（　）内はSDを示す。なお，SDの値が大きいため数値で示した。

図4　�各群における子どもが自主的に決めた遊び行動回数に対するほほえみ回数割合
の月齢別平均値
注．（　）内はSDを示す。なお，SDの値が大きいため数値で示した。
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から、絵本遊び時間増加の効果を抽出しやすいデザイン
であったといえよう。それゆえ、本研究でみられた絵本
群の母親の賞賛の増加は、絵本遊び経験の量の差から生
じた可能性が高い。よって、絵本遊び時間を増加させる
ことにより、母親の子どもに対する応答的働きかけが増
加する可能性が実証的に示唆できたといえよう。その理
由としては、先にも述べたように、絵本遊びを通して、
母親が子どもの様子をよく観察し、子どもの意図を推測
するようになった［19］可能性が考えられる。なぜならば、
絵本の遂行には必ず大人の存在が必要であり［23］、そのツ
ールそのもので子どもの注意を引きつけることはできな
い。子どもが絵本に興味を示すためには、常に母親の働
きかけが必要になるのである。先にも述べたように、そ
の働きかけが子どもの意図を無視して母親本位で行われ
た場合、子どもの興味はたちまち減退し［13］、絵本遊び遂
行が終了することにつながる。よって、絵本遊びを遂行
するためには、母親が子どもの意図に合わせて働きかけ
る努力を絶え間なく行い続ける必要があるのである。こ
の努力の繰り返しにより、絵本群の母親は子どもの意図
を把握し敏感に働きかける能力を高め、その結果、賞賛
をより多く行うようになったと考えられるのである。

7．おわりに

　以上の研究から、絵本遊びの場面では、他の遊び場面
にくらべて母親の応答的働きかけが多くみられ、また家
庭での絵本遊び時間を増加させることで、これらの行動
は増加し他の場面における行動にも般化されることが示
唆された。絵本遊びでこれらの効果がみられたのは、乳
児にとって絵本というツールが大人の存在抜きには遊び
が成立し得ないものであり、楽しいムードで遊びを遂行
するためには子どもに合わせて母親が自らの行動を調節
する必要があるからであると考えられる。これらの事実
を踏まえると、母子は家庭でおもちゃ遊びなどの他の遊
びをやめ、絵本遊び、もしくはツールなし遊びを実施す
るべきなのであろうか？筆者の答えは否である。なぜな
ら、おもちゃ遊びをはじめとする他の遊びにも違った側
面の有用性があると考えられるからである。たとえば、
おもちゃ遊び場面では大人に介入されずに子ども自身が
遊びに没頭することで、創造性や空間認知能力など他の
発達側面が促進される可能性もある。さらに、母親の負
担感という面でも気になる点がある。母親の行動調節が
みられるということは母親には常に子どもに気を配る努
力が必要とされるということである。実際に、正確な統
計は取っていないが、第5節の研究時には、ツールなし
遊び、絵本遊び、おもちゃ遊びの順で「疲れた」という母
親の報告が多くみられた。このような努力を、毎日、長

6.3	 	絵本遊び時間増加介入が母子相互作用にもた
らす効果についての考察

　第一に、実験群である絵本群の妥当性について検討す
る。絵本群および統制群における1週間あたりの月齢別
絵本遊び時間を分析した結果、絵本群は生後9ヵ月時に
比べ12ヵ月時においてより長く絵本遊びを行っており、
生後12ヵ月における絵本遊び時間は統制群にくらべて絵
本群の絵本遊び時間が長かった。よって、今回設定した
絵本群の母子は統制群にくらべ絵本遊びの時間が長いと
考えられるため、実験群として妥当であるといえる。
　第二に、絵本遊びが子どもに対する母親の働きかけに
及ぼす効果について論じるため、両群における母親の「賞
賛」と子どもの「ほほえみ」について検討する。全試行数
に対する「賞賛」回数の生起割合は、両群ともに生後9ヵ
月時にくらべ12ヵ月時の方が高かった。両群ともに母親
の賞賛回数が増加したのは、生後9ヵ月時では子どもの
遊びの結果が母親にとって比較的分かりづらいもの（た
とえば「つみきを打ち鳴らす」）が多く、生後12ヵ月時で
は比較的分かりやすいもの（たとえば「パズルのピースを
適切な型にはめる」）が多かったためと推測できる。しか
しながら、両群を比較すると、絵本群における賞賛の生
起割合のほうが統制群の割合よりも有意に増加してお
り、生後12ヵ月時における割合は統制群にくらべ絵本群
が有意に高かった。よって、絵本群の母親は統制群より
賞賛を多く行っていることが分かる。
　さらに、「子どもが自主的に決めた遊び行動」回数に対
する「ほほえみ」回数の割合は、絵本群で統制群よりも有
意に増加しており、生後12ヵ月時では統制群にくらべ絵
本群の割合が有意に高くなっている。このことから、絵
本群の子どもは、統制群にくらべてより頻繁に遊びのな
かでほほえんでいることが伺える。Stipek et al.［26］の研
究では、賞賛の多い母親の子どもは、母親に賞賛されな
いときでもポジティブ感情の表出を多く行うということ
が示されている。このことから、絵本群における母親の

「賞賛」の増加、および子どもの「ほほえみ」の増加から、
絵本群の母親は課題遂行中だけでなく普段から子どもを
よく賞賛する、つまりポジティブなフィードバックを行
っている可能性が高いと考えられるだろう。先にも述べ
たように、賞賛するには子どもの行動に対して素早く反
応し、子どもの意図や感情をうまく対処する必要がある
ため、母親の応答性の主要な構成要素である子どもの行
動に対する母親の働きかけの時間的接近や子どもの意図
や感情に対する対処［21］双方の要素を含んでいるといえ
る。このことから、絵本群の母親は絵本遊びを通して子
どもに対する応答的働きかけを行うよう行動が変容した
と考えられるのである。
　本研究では無作為に母子を2つの条件に配置したこと
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る母親の考えと読書環境に関する行動の検討　教
育心理学研究44, 109-120 （1996）.

［6］ Belsky, J.：Interactional and contextual determi-
nants of attachment security. In J. Cassidy & P. 
R. Shaver （Eds.）, Handbook of attachment：The-
ory, research, and clinical applications. （New 
Guilford, York, pp 249-264, 1999）.

［7］ van den Boom, D. C.：The influence of tempera-
ment and mothering on attachment and explora-
tion：an experimental manipulation of sensitive 
responsiveness among lower-class mothers with 
irritable infants. Child Development 65, 1449-1469 

（1994）.
［8］ Bower, T. G. R.：Development in infancy. （Free-

man, San Francisco, 1974）.
［9］ Bowlby, J.：Attachment and loss, vol. 2. Separa-

tion：Anxiety and anger. （Hogarth Press and In-
stitute of Psycho-Analysis, London, 1973）.

［10］ Bruner, J. S.：The role of interaction formats in 
language acquisition. In J.P. Forgas （Ed.）, Lan-
guage and social situations. （Springer-Verlag, 
New York, 1985）.

［11］ Bus, A. G., Belsky, J., van IJzendoorn, M. H., & 
Crnic, K.：Attachment and book reading pat-
terns：A study of mothers, fathers, and their tod-
dlers. Early Childhood Research Quarterly 12, 
81-98 （1997）.

［12］ Craik, K.：The Nature of Explanation. （Cambridge 
University Press, Cambridge, 1943）.

［13］ Fletcher, K. L., & Reese, E.：Picture book read-
ing with young children：A conceptual frame-
work. Developmental Review 25, 64-103 2005）.

［14］ Fonagy, P.：Attachment Theory and Psychoanal-
ysis. （Other Press, USA, 2001）.

［15］ van IJzendoorn, M. H., Juffer, F., & Duyvesteyn, 
M.G.C.：Braking the intergenerational cycle of in-
secure attachment：A review of the effects of at-
tachment-based interventions on maternal sensi-
tivity and infant security. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry 36, 225-248 （1995）.

［16］ Kamins, M. L., & Dweck, C. S. Person：versus 
process praise and criticism：Implications for 
contingent self-worth and coping. Developmental 
Psychology 35, 835-847 （1999）.

［17］ Karpov, V. Y.：The neo-Vygotskian approach to 
child development. （Cambridge University Press, 
Cambridge, 2005）.

時間にわたって強要することは、また別の問題を引き起
こし兼ねない。今回得られた結果は、あくまで「母親の
応答性」という一側面に特化した際、絵本遊びが有利か
もしれないことを示唆するものである。筆者としては、
日々の生活のなかにはさまざまな遊びがバランスよく混
ざっている状態が一番望ましいと考えている。では、本
研究のように各遊びの特異性など研究する必要などない
かといえば、それもまた否であろう。乳幼児発達の研究
者である以上、乳幼児を取り巻く遊びの特性やその効果
を実証的に明らかにし、それを踏まえたうえで、「どの
遊びも必要である」ことを発信していく必要がある。子
どもたちを取り巻く環境には多様性があり、科学的研究
として実施するのは困難であるが、この研究がその解明
の一助となることを願っている。

謝辞

　本稿で紹介した研究を遂行するにあたり、ご指導いた
だきました内山伊知郎先生（同志社大学）、現所属で支援
くださいました板倉昭二先生（京都大学）に心より感謝い
たします。また、研究にご参加くださいましたお子様お
よびお母様にもこの場を借りて感謝の意を表します。な
お、本論文は文部科学省科学研究費補助金（研究活動ス
タート支援、24830062、代表：佐藤鮎美）、（若手研究（B）、
25K21491、代表：佐藤鮎美）の助成を受けました。

引用文献
［1］ Ainsworth, M. D. S.：The Development of infant-

mother attachment. In B. Caldwell & H. Ricciuti 
（Eds.） Review of child development research, vol. 
3. （University of Chicago Press, Chicago, pp1-94, 
1973）.

［2］ Ainsworth, M. D. S., Bell, S. M., & Stayton, D. J.：
Infant-mother attachment and social develop-
ment：“Socialization” as a product of reciprocal 
responsiveness to signals. In P. M. Richards （Ed.） 
The integration of a child into a social world. 

（Cambridge University Press, Cambridge, pp 99-
135, 1974）.

［3］ Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & 
Wall, S.：Patterns of attachment：A psychologi-
cal study of the strange situation. （Erlbaum, Hill-
sdale, 1978）.

［4］ 赤羽末吉：子どもの絵本をみつめて―画家として
―．日本子どもの本研究会（編）　新版子どもの本
の学校．ほるぷ出版，東京，（1986）.

［5］ 秋田喜代美・無藤隆：幼児への読み聞かせに対す

018-027_佐藤1_ターゲット_seki.indd   26 17/03/17   12:26



27

絵本共有時間を増加させる介入による縦断的研究
から．発達心理学研究 23, 170-179 （2012）.

［18］ Karrass, J., VanDeventer, C. M., & Braungart-
Rieker, J. M.：Predicting shared parent-child 
book reading in infancy. Journal of Family Psy-
chology, 17, 134-146, （2003）.

［19］ 永田桂子：「おもちゃ派」「絵本派」の存在確認と，
その特徴を検証．子ども文化学研究 13, 1-16 （2006）.

［20］ Ninio, A.：Joint book-reading as a multiple vo-
cabulary acquisition device. Developmental Psy-
chology 19, 445-451 （1983）.

［21］ Paavola, L., Kemppinen, K., Kumpulainen, K., 
Moilanen, I., & Ebeling, H.：Maternal sensitivity, 
infant co-operation and early Linguistic develop-
ment：Some predictive relations. European Jour-
nal of Developmental Psychology 3, 13-30 （2006）.

［22］ Rusk, N., & Rothbaum, F.：From Stress to Learn-
ing：Attachment Theory Meets Goal Orientation 
Theory. Review of General Psychology 14, 31-43 

（2010）.
［23］ 佐々木宏子：子どもにとって絵本とは何か．日本

児童文学者協会（編） 日本児童文学別冊現代絵本研
究．ほるぷ教育開発研究所，東京，pp. 236-241

（1977）.
［24］ 佐々木宏子：新しい絵本と子どもの発達．発達

25，13-17 （2004）.
［25］ Stipek, D.：Self-conscious emotions：the psychol-

ogy of shame, guilt, embarrassment, and pride. In 
J. P. Tangney & K. W. Fischer （Eds.）, The devel-
opment of pride and shame in toddlers. （The 
Guilford Press, New York, 1995）.

［26］ Stipek, D., Recchia, S., & McClintic, S.：Self-evalu-
ation in young children. Monographs of the Soci-
ety for Research in Child Development 57. （1992）.

［27］ 特定非営利活動法人ブックスタート特定非営利活
動 法 人 ブ ッ ク ス タ ー ト〈http://www.bookstart.
net/fr_news.html〉（2006年12月25日）（2006）.

［28］ Wade, B., & Moore, M.：An early start with 
books：Literacy and mathematical evidence from 
a longitudinal study. Educational Review 50, 135-
145 （1998）.

［29］ 佐藤鮎美，堀川悦夫，内山伊知郎 遊び文脈が乳児
の行動に対する母親の応答性に及ぼす効果：絵本
遊び場面，おもちゃ遊び場面，何も使わない遊び
場面の比較から．電子情報通信学会技術研究報告．
ヒューマンコミュニケーション基礎 113，9-14 

（2014）.
［30］ 佐藤鮎美，内山伊知郎：乳児期における絵本共有

が子どもに対する母親の働きかけに及ぼす効果：

018-027_佐藤1_ターゲット_seki.indd   27 17/03/17   12:26


